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!
〇プライドジャパン甲子園2020
7日㈰

8：30試合開始

14日㈰

4試合

8：30試合開始

市の花「ひまわり」を咲かせましょう

6月の日程

JAアグリあなんスタジアムほか

ひまわりの種を無料で配布

します。真夏の空に向かって力

徳島県予選

強く伸びるひまわりを咲かせ、

新野グラウンド

3試合

まちを明るく彩りましょう。

新野グラウンド

配布場所

〇阿南市中学校総合体育大会
（軟式野球競技）

市役所１階案内、各支所・住民センター・公民館

問い合わせ 企画政策課

20日㈯、21日㈰、22日㈪

☎22ー3429

〇全国高等学校軟式野球選手権徳島大会
28日㈰

10：00試合開始

問い合わせ 野球のまち推進課

あなんテレワーク推進センター
イベント情報！

☎22ー1297

●基本のビジネスマナー

日時

光のまち

ステーションプラザ

持参物
日時

始、最終日は15：00までに終了します。

6月24日㈬

対象・定員
場所

9日㈫～21日㈰

和代さん

筆記用具

〈共通事項〉

○ウォルドルフ人形展～絵本の中から～ ～7日㈰

10：30～12：00

市内在住の女性・10人

牛岐城趾公園管理事務所２階

持参物
参加費

筆記用具
無料

申込方法 電話、ファクス、メールで、氏名、年齢、電話番号、

23日㈫～7月11日㈯

希望日、お子さま連れの場合はお子さまの年齢、レンタル PC
が必要な方はその旨をご記入の上、お申し込みください。

■体験コーナー

○虹染めフェルトマット作り ６日㈯

13：00～15：00

問い合わせ あなんテレワーク推進センター
（テレワークひろば） ☎・FAX 24ー8009
e-mail:teleworkhiroba@npoelanvital.com
※開館日時 月、水、金曜日
（祝日除く）
10：00～15：00

【申込締切日】4日㈭ 【参加費】1,000円
【定員】6人 【持参物】
タオル2枚

○「色で伝える、ぼく・わたしの今の気持ち」
13日㈯

倭

●アドラー心理学入門

※各展示とも展示入れ替えのため、初日は12：00から開

○トールペイントグループ作品展

10：30～12：30

就労支援セミナー講師

6月の催し

■展示コーナー 10：00～20：00

○ Kamansa ☆ summer

6月12日㈮

講師 キャリア・コンサルタント、

13：00～、13：30～、14：00～

【申込締切日】12日㈮ 【参加費】500円

スポーツ施設

【定員】親子３組 【持参物】
なし
●いままで作ってきたものを見てもらいたい。グループで作

スポーツ総合センター
（温水プール）

ってきた記念に。無料で2週間場所をお貸しします。

那賀川スポーツセンター

●教室の宣伝に。作り方を教えたいのに場所がない。１日無

羽ノ浦総合国民体育館

料で場所をお貸しします。

羽ノ浦健康スポーツランド

問い合わせ 光のまちステーションプラザ

県南部健康運動公園

☎24ー3141

20

3・10・17・24日

1・8・15・22・29日
1・8・15・22・29日
2・9・16・23・30日

科
セ学
ン
タ
ー

時 ～、午 後 ２ 時

11

1・8・15・22・29日

おもしろ科学実験（無料）

土、日 曜 日の午 前

分です。

30

分～の２回実施。

実施時間は約

６月のテーマ

浮いたり沈んだり

６日㈯ ふわふわ飛行機

日㈯

超簡単なラジオをつくろう

７日㈰ レンジで押し花をつくろう

日㈰

色をとりだそう！

日㈯ まぜると何がおこるかな

日㈯

炭で電池を作ろう！

日㈰ うずの不思議

日㈰

28 27 21 20 14 13

6月の休館日

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。

ウミガメ上陸に関するお願い

阿南市では「阿南市

ウミガメ保護条例」に基
づき、ウミガメ保護に努
めています。また、阿南
市内の海岸に上陸する
ウミガメの調査を毎年
実施しています。ウミガメの上陸またはウミガメの足跡を確
認された場合は、文化振興課までご連絡ください。
問い合わせ 文化振興課

☎22ー1798

阿南警察署だより
交通マナーアップとくしま2020
～横断歩道お手挙げ作戦～
ドライバーの皆さん

横断歩道は歩行者優先です。横断歩道を横断しようとす

る歩行者がいれば必ず一時停止をしてください。
「思いや
り、ゆずり合い」の気持ちで運転しましょう。
歩行者の皆さん

信号機のない横断歩道では

手を挙げて「横断する意思表
示」
。確実に左右の安全確認

自分自身の安全を守るため
交通ルールを守りましょう。

をして横断しましょう。夜間は
反射材用品を着用し、自分自
身をアピールしましょう。
問い合わせ 阿南警察署

☎22ー0110

あぶない！こんなに事故が
交通事故
救

急

火

災

件
数
死
者
負 傷 者
件
数
搬送人員
件
数

152 件 (689)
０人 (1)
20 人 (60)
216 件 (1,014)
195 人 (948)
3 件 (11)

●阿南署管内令和 2 年 4 月分。カッコ内は 1 月からの累計。

さまには、ご不便とご迷
惑をおかけしておりま
す。営業再開日は、決
定次第、ホームページ
等でお知らせします。
問い合わせ かもだ岬温泉保養施設

☎21ー3030

教育委員会定例会だより

４月定例会
（４月２１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新型コロナウイルス感染症対策に伴う臨時休業について
②第３期阿南市教育振興基本計画に基づく教育の推進に
ついて
③今年度の新組織について
④放課後児童クラブ・児童館一覧について
⑤今後の主な行事について
●阿南市教育功労者の選出及び表彰式について
（教育総務
課）
●阿南市立公民館分館長の委嘱について
（生涯学習課）
●阿南市体育功労者・優秀者表彰式について
（スポーツ振興
課）
●令和2年度阿南市行政機構について
（教育部長）
●令和2年度阿南市教育委員会職員配置について
（教育総
務課）
●令和2年度阿南市教育委員会一般会計当初予算について
（教育総務課）
●令和2年度各課年間主要行事について
（教育総務課）
●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 教育総務課

☎22ー3299

特別観望会 （無料・申込不要）
部分日食を見よう！

日食を科学センターで観察してみよう！

当日は日食メガネを貸し出すほか、安全に

％欠けます。

分

30

46

見られる小型望遠鏡での観察も予定。阿

21

南市では最大約

日時 ６月 日㈰ 午後４時～５時

※悪天候の場合は中止

2020.06

営業休止により、皆

対象 どなたでも
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◆お断り

11

新型コロナウイルスの状況次第で、イベン

22

トが中止や延期になる場合があります。最

15

新の情報はホームページをご覧いただくか、

42

お電話にてお問い合わせください。

問い合わせは 科学センター
☎ ‐１６００
６月の休館日
１日㈪、８日㈪、 日㈪、 日㈪、
日㈪

29

かもだ岬温泉
保養施設

