新型コロナウイルス感染症の影響により、下記の情報が変更となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

球場へ行こう!

マイナンバーカード申請
および受取のお休みについて

5月の日程

JAアグリあなんスタジアムほか

５月３日㈷のマイナンバーカードの申請および受取は、
システム点検のためお休みです。
問い合わせ

市民生活課

○少年野球阿南大会
16日㈯ 9：00～試合開始
○阿南市高校野球交流戦
10：00～、13：00～
31日㈰ 阿南光高校対城ノ内高校

☎22ー1116

阿南警察署だより
春の行楽期における交通事故防止
行楽シーズン中、いろいろな行楽地へ自動車で出かけ
る方も多いかと思います。ドライバーは、県外の旅行先へ

問い合わせ

野球のまち推進課

☎22ー1297

マイカーで出かける場合、日程に無理のない計画を立て、
心と体に余裕のある運転をしましょう。
また昨年中の自転車関連の交通事故では、自転車利用
者側に法令違反が認められる割合が８割以上となってい
ますので、自転車に乗る際は交通ルールを遵守し、正しい
交通マナーの実践を心がけましょう。

問い合わせ

阿南警察署

☎22ー0110

あぶない！こんなに事故が
件
数
死
者
負 傷 者
件
数
搬送人員
件
数

交通事故
救

急

火

災

141 件 (491)
０人 ( 1)
13 人 ( 38)
247 件 (798)
231 人 (753)
3 件 ( 8)

●阿南署管内令和 2 年 3 月分。カッコ内は 1 月からの累計。

ステーションプラザ

5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。
○トールペイントグループ作品展 9日㈯まで
○四季折々～フェルトの世界 12日㈫～24日㈰
○ウォルドルフ人形展～絵本の中から～
26日㈫～6月7日㈰
■体験コーナー
○バラのバッグを作りましょう
16日㈯ 10：00～
阿波踊り
【申込締切日】15日㈮
活竹人形作り、
【参加費】2,000円 【定員】5人
星形あんどん作り
【持参物】エプロン
常時開催中！
○てくてく人形作り
30日㈯ 13：00～15：00
【申込締切日】29日㈮
【参加費】2,500円 【定員】6人
【持参物】あれば縫製道具
○ソイ & ジェル２層キャンドルを作りましょう
31日㈰ 13：00～15：00
【申込締切日】29日㈮
【参加費】2,500円 【定員】10人
【持参物】なし
問い合わせ

光のまちステーションプラザ

☎24ー3141

休館のお知らせ

科
セ学
ン
タ
ー

新型コロナウィルス感染拡大防止のため、
科学センターは５月７日㈭まで休館してい
ます。なお、
コロナウィルスの感染拡大が収
束しない場合は、休館期間を延長すること
があります。最新情報はホームページをご
覧ください。皆さまのご理解とご協力をよ
ろしくお願いします。
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友の会 会員募集

17

令和２年度

科学センターでは、令和２年度科学セン
ター友の会の会員を募集しています。
年会費 個人会員 ２０００円
家族会員 ３０００円
定員
組程度（先着順）
入会方法 入会申込書に必要事項を記入
し、会費を添えて窓口で申し込んでくださ
い。なお、活動は５月 日㈰から開始しま
す。
（申込書や活動の詳細はホームページを
ご覧ください。）
申込締切日 ５月 日㈰
40

光のまち

ホームページ http://www.ananscience.jp/science/
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新型コロナウイルス感染症の影響により、下記の情報が変更となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

教育委員会定例会だより
３月定例会（３月23日開催）で、次の内容について審議し、承認されました。

●教育長報告
①総合教育会議について
②第３期阿南市教育振興基本計画の策定について
③卒業証書（修了証書）授与式について
④令和元年度末教職員人事異動について
⑤３月議会の代表・一般質問について
⑥３月25日以降の学校行事等について
⑦各課・各部署における令和２年度当初予算の主要項目について
⑧今後の主な行事について
●第３期阿南市教育振興基本計画の策定について（教育総務
課）
●教育委員会の点検・評価報告
（平成30年度対象）
について
（教
育総務課）
●教育長に対する事務委任規則の一部を改正する規則について
（教育総務課）
●阿南市教育委員会の所管に係る阿南市情報公開条例施行規
則の一部を改正する規則について（教育総務課）
●阿南市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則に
ついて（教育総務課）
●阿南市社会教育指導員規則を廃止する規則について
（生涯学
習課）
●阿南市立公民館長の任命について（生涯学習課）
●人権ふれあい子ども会指導員設置規則を廃止する規則につ
いて（人権教育課）
●阿南市教育集会所長の委嘱について（人権教育課）
●阿南市就学援助認定審査会設置要綱の制定について
（学校教
育課）
●阿南市就学援助の実施および額に関する要綱の制定について
（学校教育課）
●広域公立幼稚園等および施設型給付対象私立幼稚園等に対
する阿南市給食費補助金交付要綱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施行規則の制定について
（学
校給食課）
●次回定例教育委員会の日時について
※定例会の日時は、市ホームページでお知らせしています。
詳しくはお問い合わせください。
問い合わせ
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9：30〜10：00

10：00～

入札場所

市役所６階 ６０２会議室

売却土地
▶所在地

富岡町トノ町１０４番６外２筆

▶地目

宅地

▶地積

公簿４７９.２２㎡

実測４９７.５４㎡

※境界確定済み、
「実測面積」
「現状有姿」による売却
となります。
▶現地説明会 ５月13日㈬

10：00～

※雨天実施。必ずご参加ください。
その他

入札参加希望者は、市ホームページで確認の

上、必ず事前にお問い合わせください。
問い合わせ

総務課

☎22ー3804

令和元年度
コミュニティ助成事業で整備
コミュニティセンター助成事業の助成を受け、長生町
上荒井協議会がコミュニティセンターを整備しました。
地域のコミュニティ活動の振興・発展の場として活用さ
れることを期待します。
この助成事業は、宝くじの社会貢献事業の一つとし
て、宝くじの普及広報を目的に行われているもので、一
般財団法人自治総合センターが宝くじの収入を財源に
実施しています。

問い合わせ

市民生活課市民活動支援室

☎24ー8061
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発明クラブ員募集

11

▶入札

阿南市少年少女

42

☎22ー3299

▶︎受付・説明等

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
６月 日㈯から開始予定。
定員
人（先着順）
年会費 ２０００円（工作材料費）
募集期間 ５月 日㈰～６月 日㈰
入会方法 市内の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５月 日㈯に、発明クラブの「無料
体験会」も実施予定です。
（申込制）
体験会
のお申し込みは左の二次元コードをご利用
ください。
※新型コロナウイルスに関連し、広報あなん
４月号でご案内した日程から予定が変
更されています。

問い合わせは 科学センター
☎ ‐１６００
５月の休館日
１日㈮〜７日㈭、 日㈪、 日㈪、
日㈪

25

教育総務課

市有の土地を
一般競争入札により売却します
入札日 ５月27日㈬

