■ 第１５回阿南市合唱祭

■「第59回阿南市美術展」出品作品募集

日時 ４月26日㈰ 14:00～（13:30開場）
場所 夢ホール（文化会館）
出演団体 レディースアンサンブルひまわり、ブルー
スカイ合唱団、野の花コーラス、ベルゲン
ブリューダー＆AWA キッズ Fam、阿南合
唱団、ぎんのすず合唱団、VONIC（ヴォ
ニック）
※VONIC は日亜化学工業株式会社のコー
ラスグループで、初参加です。
ゲスト出演 コンセール合唱団（徳島市）
※入場無料
問い合わせは 阿南市合唱祭事務局（☎22－3719）へ

■ アンサンブル

メガ ネ

演奏会

管弦＋ピアノの七重奏の豊かな響き
アンサンブル メガ ネが贈る
音楽とお話 ～泣いた赤おに～
昨年６月のコスモホール演奏会に引き続き、１年ぶり
にメガネたちが徳島に帰ってくる！
クラシックが初めての方も、耳の肥えた上級者も楽し
めるメガネワールド、ぜひ足をお運びください！
日時 ４月12日㈰
14:00開演
場所 コスモホール (情報文化センター )
出演 Ensemble Ｍega Ｎe
入場料 一般2,000円、学生1,000円（26歳まで対象）、
YCC会員1,500円
チケット販売場所 文化会館、情報文化センター、平
惣書店（阿南センター店、羽ノ浦
店、徳島店）、黒崎楽器（阿南店、
徳島本店）、チケットぴあ
問い合わせは 文化会館「アンサンブルコンサート」係
（☎23－5599）へ

野球のまち推進課（☎22－1297）へ

光 のまちステーションプラザ

●職務権限の特例に関する条例の制定等に対する意見につ
いて（文化振興課）

４月の催し

■展示コーナー 10:00～20:00
※各展示とも展示入れ替えのため、初日は12:00から
開始、最終日は15:00までに終了します。
○藍染め作品展 ～５日㈰
○Yousei's Art ７日㈫～19日㈰
○トールペイントグループ作品展 21日㈫～５月９日㈯
■体験コーナー
○がま口バッグ体験 19日㈰ 13:00～15:00
【申込締切日】15日㈬ 【参加費】2,000円
【定員】10人 【持参物】あれば裁縫道具
○「色で伝える、ぼく・わたしの今の気持ち」 25日㈯
① 13:00 ～ ② 13:30 ～ ③ 14:00 ～
【申込締切日】24日㈮ 【参加費】500円
【定員】親子３組 【持参物】なし
問い合わせは 光のまちステーションプラザ
（☎24−3141）へ

●阿南市立の幼稚園の通園区域に関する規則を廃止する規
則について（学校教育課）
●阿南市立公民館分館規則の一部改正について
（生涯学習課）
●阿南市立幼稚園条例の一部改正について（学校教育課）
●阿南市学校給食費に関する条例の制定ついて
（学校給食課）
●阿南市長の権限に属する事務の一部を教育委員会に委任
する規則の一部改正について（学校教育課）
●学校給食基準給食費について（学校給食課）
●阿南市総合教育会議の開催について（教育総務課）
●南海トラフ地震臨時情報発表時の対応について
（学校教育課）

あぶない ! こんなに事故が

●新型コロナウイルス感染症への対応について
（学校教育課）

交通事故

※定例会の日時は、市ホームページでお知らせしています。
くわしくはお問い合わせください。
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●阿南署管内令和２年２月分。カッコ内は１月からの累計。
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おもしろ科学実験
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問い合わせは

毎 回テーマを 変え、 小 学 生から 楽しめる
科学実験ショーを行っています。
日程 毎週土、日曜日、春休み期間 ①午
前 時～ 時 分 ②午後２時 分～２時
分
※春休み中の平日は②のみ開催。
※４日㈯、５日㈰は実施しません。
内容 テーマの詳細はホームページをご覧く
ださい。
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○JABA四国（全国）大会 ４日㈯～８日㈬
三菱重工広島試合 ４日㈯ 9:00～、６日㈪ 9:00～
徳島インディゴソックス試合 ４日㈯ 14:00～、７日㈫ 11:30～
○阿南市生涯野球連盟リーグ戦 12日㈰ 9:00～
〇阿南那賀高校野球親善リーグ戦
18日㈯、19日㈰ 9:00～
〇西日本生涯還暦野球大会 24日㈮〜26日㈰
〇高校野球交流戦（富岡西高校VS英明高校（香川）
）
29日㈷ 10:00～、13:00～

●教育長報告
１ 市生涯学習推進大会について
２ 市人権教育研究大会について
３ 文教厚生委員会管内視察について
４ 第34回戦争体験を語り継ぐ会について
５ アカデミック・プログレス・プロジェクト事業報告
会について
６ 市成人大学講座閉講式について
７ 国道55号阿南道路四車線化開通式の予定について
８ 今後の主な行事予定について

ミニ企画展
「恐竜時代のアンモナイトたち」
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４月の日程

JAアグリあなんスタジアムほか

２月定例会（２月20日開催）で、次の内容に
ついて審議し、承認されました。

恐竜の時代に生きたアンモナイトの化石１
０ ０ 点（ 北 海 道 産 ） を 大 公 開！そのほか、
恐竜の実寸大の頭骨レプリカや、科学センタ
ーの恐竜化石なども公開予定です。
日時 ４月４日㈯、５日㈰
午前９時 分～午後４時
料金 無料

広報 あ
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親子・化石クリーニング体験会（有料）
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ミニ企 画 展に併せて、 親 子 向けに原石か
ら 植 物 化石を 取り 出す（クリ ーニング） 体
験会を行います。（１回約 分程度）
日程 ４月４日㈯、５日㈰ ①午前 時～
②午前 時～ ③午後１時～ ④午後２時
～
定員 各回親子 組程度（先着順）
対象 小学生以上のお子さまと保護者
料 金 ２００円（ 原石はお子さま１ 人につ
き１個）
申込方法 当日、整理券を
窓口でお求めください。
※定員に達し次第終了します。
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阿南市少年少女発明クラブ員募集

20

料・要申込）
くわしくは、
チラシをご覧ください。
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阿南市内の小学４年生以上を対象として、
科学工作を中心に、原則毎月第３土曜日の
午前中に、年間 回程度活動。外部講師を
迎えての講 座や、 夏 休み中には市 内 外の企
業の工場 見 学なども 行います。 活 動は５月
日㈯から開始予定です。
定員
人（先着順）
年会費 ２０００円（工作材料費）
入会方法 ４月中旬ごろ市内各学校を通じ
て配布されるチラシをご覧の上、お申し込み
ください。なお４月 日㈯に、発明クラブの
体 験 会 も 実 施 予 定です。（ 体 験 会は参 加 無

問い合わせは 科学センター
（☎
１６００）へ
４月の休館日
６日㈪、 日㈪、 日㈪、 日㈪
42
－
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開催日

５月３日㈷～５日㈷
9:00～17:00（５日は16:00まで）
場所 文化会館（視聴覚室、研修室）
出品資格 市内在住者または出身者、その他阿南市と
関係の深い方で、阿南市美術協会の会員の
方（初めて出品される方は、阿南市美術協
会に入会していただきます。）
※中学生以下の方は出品できません。
出品点数 １人につき１部門あたり２点まで
出品規格
日本画 ６号以上50号まで（額装または表装）
洋画 ６号以上50号まで（額装）
書道 聯落以下（額装または軸仕立て、縦横自由）
写真 単写真、組写真とも半切およびＡ３から全倍
サイズ、画面の長辺は40㎝以上90㎝以内
スクエアサイズ（正方形）は一辺が30㎝以
上50㎝以内
組写真は１パネル（縦180㎝×横90㎝以内）
に全作品を縦に固定
彫塑工芸 1.5㎡以内（展示にふさわしいよう仕立
てること）
※作品にガラスを用いないこと。アクリル板
可（工芸の押し花作品のみガラス可）
出品料 １点につき500円
美術協会年会費1,500円（初めて出品される
方と３年以上出品されていない方は、入会金
1,000円が必要）
作品搬入 ５月１日㈮ 9:30～12:00
受付場所：文化会館２階 研修室
※この日以外の受付はできません。
出品申込 ４月18日㈯（必着）までにはがきでお申
し込みください。
（申込用のはがきは文化
振興課窓口にあります。）
※締め切りを過ぎると目録に掲載すること
ができません。
問い合わせは 文化振興課（☎22－1798）へ

球場へ行こう!

教育委員会定例会だより

ホームページ http://www.ananscience.jp/science/
広報 あ
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