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特別観望会

特別観望会
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科 学センターの望 遠 鏡で中 秋の名 月を
観察します。各時間、お手持ちのスマートフ
ォンで月の撮 影も可 能！
（機 種によっては
うまく撮れない場合もあります。）
開催日
月１日㈭
時間 ①午後８時～ ②午後８時 分～
③午後９時～ ④午後９時 分～
対象 どなたでも（中学生以下は保護者同伴）
定員 各回５組 人程度（先着順）
参加料 １人１００円（幼児無料）
申込方法 希望時間をご選択の上、電話
でお申し込みください。

（有料・要申込）

「中秋の名月を観察しよう」

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

約２年ぶりに地球と接近する火星を科
学センターの望遠鏡で観察してみよう！
開催日
月６日㈫
時間 ①午後８時～ ②午後８時 分～
③ 午 後９時～ ④ 午 後９時 分～

（有料・要申込）

「火星の準大接近を観察しよう」
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対象 どなたでも（中学生以下は保護者同伴）
定員 各回５組 人程度（先着順）
参加料 １人１００円（幼児無料）
申込方法 希望時間をご選択の上、電話
でお申し込みください。
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おもしろ科学実験（無料）
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、日曜日の午前 時～ 時

分、午後２時 分～２時 分の
２回実施
内容 実験テーマの詳細はホームページを
ご覧ください。
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「古の採掘遺跡サミット」
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日程 毎週土、日曜日と祝日の午後１時
分～、３時～の２回実施
投映時間は約 分
定員 １回 人（当日窓口にて整理券を
先着順で配布）
月のテーマ 今夜の星 空と 火 星 準 大 接
近のお話

デジタルプラネタリウム（無料）
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◆お断り
新型コロナウイルスの状況次第で、イベン
トが中止になることがあります。
（場合に
よっては臨時休館）最新の情報は科学セン
ターホームページをご覧いただくか、電話で
お問い合わせください。

問い合わせは 科学センター
☎ ‐１６００
月の休館日
５日㈪、 日㈪、 日㈪、 日㈪
26

の開催について

となりました。本市と同様に国史
跡となっている採掘遺跡を持ち、
すでに整備活用に取り組んでいる
自治体の担当者を招き、その取組
を報告いただき、また比較検討す
ることで「若杉山辰砂採掘遺跡」
の未来像を構築する契機とし、さ
らには自治体間の連携を図り、採
掘遺跡の魅力と歴史的意義を全国
に発信する場にしたいと考えてい
ます。
採掘遺跡といっても、多様な分
類ができます。金・銀・銅などの
鉱物を採掘していた遺跡だけでは
なく、石鏃などの石器素材を採掘
していた遺跡、そして築城用石を
採掘していた遺跡など、さまざま
な時代・性格の採掘遺跡がありま
す。これら採掘遺跡が一堂に会す
るシンポジウムは全国でも初めて
の取組です。さまざまな採掘遺跡
を一つのカテゴリーの中で研究を
進めることで、また違った歴史認
識が生まれ、新たな目線で日本の
歴史を語ることができるかもしれ
ません。今回のシンポジウムが採
掘遺跡研究を促進するその一助に
なれば幸いです。シンポジウムの
模様は「ＹｏｕＴｕｂｅ阿南市公
式チャンネル」にて、同日同時刻
で配信されますので、ぜひとも検
索し、ご覧ください。
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阿南市文化振興課

時代の採掘によって変化（消滅）
させられたからです。そのため、
採掘初期の姿をとどめた遺跡は自
然と数が限られています。
その中でも遺物や遺構を含め、
当時の採掘状況を今に残したもの
など、日本の歴史にとって特に重
要な遺跡は、貴重な文化遺産とし
て国の史跡に指定されており、そ
の数はさらにごくわずかです。
本市では令和元年 月 日に
「若 杉 山 辰 砂 採 掘 遺 跡」が 国 史 跡
に指定されました。本史跡は全国
唯一の弥生時代後期初頭から古墳
時代前期初頭（１世紀～３世紀末）
を主とする辰砂の採掘遺跡です。
近年の調査では弥生時代後期の坑
道跡が確認されました。本史跡は
弥生時代・古墳時代において、鉱
物獲得方法を具体的に明らかにし
た初めての遺跡であり、わが国の
鉱物資源の利用の在り方や、朱の
精製の実態を示す遺跡として極め
て重要なものです。
そして、新たに国史跡となった
本市の採掘遺跡をどのように保存
し、活用していくのか、今後の調
査研究で何が必要とされているの
か。指定を受けちょうど１年がた
ち、さまざまな課題が見えてきた
中で「シンポジウム『古の採掘遺
跡 サ ミ ッ ト』（日 時： 月 日 ㈯
午 後 １ 時 ～）」を 開 催 す る こ と
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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
あなん文化紀行は偶数月号に掲載します。
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羽ノ浦健康スポーツランド
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新型コロナウイルス感染症の影響により、上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。

5・12・19・26日
羽ノ浦総合国民体育館

7・14・21・28日
那賀川スポーツセンター

5・12・19・26日
スポーツ総合センター
（温水プール）

6・13・20・27日
県南部健康運動公園

☎21ー0808

10月の休館日
スポーツ施設

5・12・19・26日

文化会館

●アンガーマネジメント講座
「怒り」の感情をコントロールすることで、より良い
人間関係を築くことができます。仕事や子育てな
どでイライラしている方、逆に上手く怒れない方、
ぜひご参加ください。
日 時 10月19日㈪ 10：30～12：00
講 師 佐藤泰子さん 持参物 筆記用具
定 員 来館5人、オンライン受講は定員無し

古より人々は石材調達のため、
または地中の鉱物を求め岩盤・岩
石を砕き割り、採掘を行ってきま
した。古くから人々が、なぜ入手
に多大な労力を必要とする石材や
鉱物を必要としたのか。またどこ
で、どんな手段・技術を用いて採
掘を行い、そしてどこに運び、ど
のような使われ方をしたのか。そ
れら一つ一つを調査・研究するこ
とで、当時の人々の文化や技術、
交易・流通の実態など、数多くの
歴史的事実を解き明かす手がかり
を得ることができます。
このような採掘の歴史を物語る
遺跡（採掘遺跡）は、古墳や寺院
跡・集落遺跡などと違い遺跡数も
それほど多くはありません。特に
今回テーマとしている縄文時代か
ら江戸時代までの遺跡は少なく、
どちらかといえばマイナーな部類
です。なぜならば、多くの採掘場
が近現代まで続いたことで、次の
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問い合わせ

※お車でお越しの方は市役所の駐車場をご利用ください。
※新型コロナウイルスの影響でオンライン開催などに変更にな
る場合があります。
※マスク着用でお越しください。
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「新しい生活様式」を取り入れた劇場について
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、文化会
館・情報文化センターでは、現時点の状況に対応し
た利用ガイドラインを作成しています。皆さまの安
全を確保し、コンサートや催し物を開催することを目
的とした取組ですので、皆さまにはご不便をおかけ
しますが、ご理解とご協力をお願いします。

〈共通事項〉
対 象 市内在住の女性 参加費 無料
場 所 あなんテレワーク推進センター
牛岐城趾公園管理事務所2階
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第２回

石井琢磨 鳴門市生まれ。
2016年ジョルジュ・エネス
ク国際コンクールピアノ部
門第二位受賞。日本人ピ
アニスト初入賞の快挙。
YouTube「たくおん」で検
索できます。
日 時 10月9日㈮
19：00開演
場 所 夢ホール
（文化会館）
演奏曲目 モーツァルト ピアノソナタ第11番
（ト
ルコ行進曲付き）
全楽章、シュトラウス＝グリュンフ
ェルド《ウィーンの夜会》ヨハン・シュトラウスのワル
ツ主題による演奏会パラフレーズ
シューマン＝リスト/ 献呈
入場料 整理番号付ソワレ特別価格 1,000円
※当日券は500円増し
チケット販売所 文化会館、情報文化センター、徳
島新聞社事業部
（各販売店でも取次ぎます。）
、平惣
（阿南センター店、羽ノ浦店、小松島店、徳島店）

●仕事運 UP! デキる女のオフィスメイク
仕事で信頼を高めたいなら！ 清
潔感のあるオフィスメイクに、程
よいおしゃれさをプラスしよう♪
日 時 10月9日㈮
10：30～12：30
講 師 脇川まりさん
持参物 今お使いのメイク道具、髪留め、鏡
定 員 来館5人、オンライン受講は定員無し

～平日の仕事帰り、学校帰りにホールで～

あなんテレワーク推進センターイベント情報！

夢ホール・コスモホール共同企画
Soiree（ソワレ）石井琢磨
ピアノ・リサイタル in 夢ホール

