あわぎんホール

書等の書作品の展示。

☎ 088-622-8121
2･3F 展示室

第 27 回放美展
2 日(木)～6 日(月) 10:00～17:00(入場は 16:30 まで)
大展示室 A･B 展示室
大人･大学生前売 500 円(当日 600
円) 高校生前売 200 円(当日 300 円) 中学生以下無料
四国放送(株) ☎088-655-7692
第 55 回渓生社水墨画展
10 日(金)～12 日(日) 9:00～17:00(最終日 16:00) 無料
B 展示室
渓生社 ☎088-623-0338
自然讃歌Ⅷ市原義之展
11 日(土)～19 日(日) 9:00～17:00(最終日 16:00) 無料
A 展示室
☎090-9166-5761(市原亜希)
第 49 回直心会書展
17 日(金)～19 日(日) 9:00～17:00(最終日 16:00) 無料
B 展示室
直心会 ☎088-675-0046
第 10 回徳島女流美術展
17 日(金)～21 日(火) 9:00～17:00(最終日 16:00) 無料
大展示室 徳島女流美術 ☎090-5911-9546(蓑手)
1F 大ホール

徳島県シルバー大学校徳島校 OB 会
令和元年度定期総会
16 日(木) 開演 9:30 終演 16:00
無料
徳島県ｼﾙﾊﾞｰ大学校徳島校 OB 会
☎088-655-5080((公財)とくしま“あい”ﾗﾝﾄﾞ推進協議会)
第 11 回徳島地区カ･マカニ･フラ･フェスティバル
19 日(日) 開演 10:30 終演 16:00
前売 1500 円(当日
1700 円)
中四国ﾊﾜｲｱﾝ協会 ☎089-998-8780

シビックセンター

☎ 088-626-0408
3F ギャラリー

手作りチャリティーバザー
10 日(金)･11 日(土) 10:00～17:00(最終日 15:00) 無料
手づくりを・・・ｹﾞｯﾄしよう！
特設「母の日」ｺｰﾅｰ 12 日は母の日。ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄを見つけよう！
先生の力作を特別価格に設定しました。数に限りがあります。
お早めに！ 徳島県手工芸家協会 ☎088-622-9531(埴渕)
飯田深雪アートフラワー 徳島あいの会作品展
10 日(金)～12 日(日) 10:00～17:00(最終日 15:00) 無料
会員 16 名の盛花、額縁等の自由作品約 60 点を展示。
徳島あいの会
第 64 回成蹊書道会展
17 日(金)～19 日(日) 10:00～18:00(最終日 17:00) 無料
会員の花鳥風月をﾃｰﾏにした額・軸、季節を表した詩や一字

成蹊書道会 ☎088-652-7379

第 13 回幽の会書展 －書のある風景－
24 日(金)～26 日(日) 10:00～17:00(最終日 16:00) 無料
会員 13 名の近代詩文書を中心とした書作品 27 点と合同作
品 1 点を展示。 幽の会 ☎080-5665-1947(木田史香)
第 22 回ＢＡＮＤＡＩ写真展
24 日(金)～26 日(日) 10:00～17:00(最終日 16:00) 無料
会員 10 名の風景・人物等、思い思いの自由作品約 52 点を展
示。
BANDAI 写真部会 ☎088-668-0478(椎野泰治)
第 42 回写真同人“炎”作品展
31 日(金)～6/2(日) 10:00～17:30(最終日 17:00) 無料
会員 18 名による自由作品と課題･ﾃｰﾏ作品を約 170 点展示。
写真同人“炎” ☎088-652-7811(井上憲治)
4F さくらホール

徳島城山ライオンズクラブ
子供たちのための佐藤ひらりチャリティーコンサート
5 日(日) 開演 13:00(開場 12:30) 1000 円(全席自由)
＜曲目＞・アメイジンググレース・故郷・アヴェマリア・
檸檬・なないろの夢・パプリカ・世界にひとつだけの花 他
徳島城山ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ事務局 ☎088-624-9922

24 日(金)～28 日(火)
(最終日 16:00)
会員 13 名による油彩、水彩、ｱｸﾘﾙ画作品等を約 50 点展示。
◇「阿波銀プラザ」臨時ギャラリー
〈徳島市東大工町三丁目 16 番地 徳島三木ﾋﾞﾙ 2 階〉

阿波おどり会館

☎ 088-611-1611

阿波おどり実演
[昼の公演] 1 日 4 回
[夜の公演]毎日 20:00～20:50
有名連による阿波おどり
昼:大人 800 円、小･中学生 400 円
(要申込)夜:大人 1000 円、小･中学生 500 円

ヨンデンプラザ徳島 ☎ 0120-111-744
2F ギャラリー

第 13 回パッチワークキルト展
宇山裕子 キルト倶楽部
29 日(水)～31 日(金) 10:00～17:00(最終日 16:00)
【作品数 100 点】宇山裕子ｷﾙﾄ倶楽部 ☎090-3788-7971(宇山)
３F ホール

徳島でみれない映画をみる会 5 月例会
映画｢鈴木家の嘘｣上映会
12 日(日) 上映時間 ①10:30 ②13:10 ③15:50 ④18:30
(会員制)※当日入会可 入会金 1000 円 月会費 1000 円
徳島でみれない映画をみる会 ☎088-631-5847

ギャラリー喫茶 GRACE 2F

長田育子バレエスタジオ パフォーマンス Vol.23
18 日(土) 開演 15:00(開場 14:30)
無料
40 名でのｸﾗｼｯｸﾊﾞﾚｴの小品を集めたﾊﾞﾚｴ発表会
長田育子ﾊﾞﾚｴｽﾀｼﾞｵ ☎088-624-0221

嵯峨 潤三抽象画展
5 日(日)～31 日(金) 10:00～18:00(最終日 16:00)
銀座 19-2（土曜日定休）

第 93 回喜多流春季謡曲･仕舞･舞囃子会
26 日(日)
12:30～16:30
喜多流喜陽会 ☎088-631-3660(吉田)

☎ 088-654-3448

雑学大学

テーマ：百名山を語る

そごう徳島店 5F 美術画廊

26 日(日)

教 授：百名山完登者
木原 俊夫
14:00 から ４階活動室(４) 無料
(だれでも気軽に参加できます)

大黄金展
8 日(水)～13 日(月) (最終日 16:00)
K18 製のおりんや縁起の良い置物･小判など。

阿波銀プラザ

☎ 088-623-3131

きらく写真クラブ第 16 回風景写真展
2 日(木)～6 日(月) (最終日 16:00)
風景写真を中心に会員 16 名による写真作品を 80～85 点展示。
19th．UNIT-D 写真作品展
17 日(金)～20 日(月) (最終日 15:00)
会員 13 名によるﾃﾞｼﾞﾀﾙ写真作品を約 90 点展示。
第 19 回アトリエ・マイン展

☎ 088-653-2111

-喜寿記念- 矢野 款一 作陶展
14 日(火)～20 日(月) (最終日 16:00)
花器･鉢･食器を中心に 60 余点の展示。
近代日本画秀作展
21 日(火)～27 日(月) (最終日 16:00)
文化勲章を受章した巨匠作家から、現在日本画壇で活躍す
る新鋭作家の作品 額装･軸装 20 余点の展示。
作陶 40 年記念 田原 陶兵衛展
28 日(火)～6/3 日(月) (最終日 16:00)
茶碗･水指･花入等、新作 60 余点の展示。

徳島市立図書館

☎ 088-654-4421

こどもの日のおはなし会
4 日(土) 14:00～15:00 定員 20 名(要申込)
対象:4 歳～小学 2 年生と保護者
講師:とくしまお話を語る会
5 階おはなしのへや

マチ★アソビ vol.22

4 日(土)～6 日(月)

新町橋界隈のイベント情報紙
［月刊］ No.47

第 25 回赤ちゃんと楽しむわらべうた講座
11 日(土) 10:30～11:30 定員 25 名(要申込)
対象:わらべ歌に興味･関心のある大人の方
持ち物:ぬいぐるみ 1 体
講師:とくしまわらべうたあそ
びの会
5 階おはなしのへや
図書館でゆるりゆるりと寄り道～本と人と語らいを～Vol.24
17 日(金) 18:30～20:30
定員 10 名(要申込)
対象:一般(中学生以上) 6 階会議室

アミコ専門店街

☎ 088-621-4427

四国の右下 PR 大作戦
4/30(火)～1 日(水) 10:00～15:00 ※県南の特産品と伝
統芸能他のｽﾃｰｼﾞｲﾍﾞﾝﾄを開催。(ABO60、和太鼓、ﾌﾗﾒﾝｺ他)
観覧無料(物販、ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟは有料)
アミコドーム
2019 アミコドーム GW フェスタ
3 日(金)～5 日(日) 12:00～16:00(阿波おどりは全日
13:00～) ※有名連の阿波おどりをはじめ、ﾀﾞﾝｽや音楽ﾗｲ
ﾌﾞなどﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ満載の 3 日間。観覧無料 アミコドーム

2019

5 月号

徳島のシンボルである眉山山頂や、新町川沿いにある“しんまち
ボードウォーク”、 阿波おどり会館やポッポ街、徳島駅周辺を巻
き込み、各エンターテイメント関連会社や人気声優が一堂に会
し、さまざまなイベントや展示が行われる一大イベントです。
公式サイト http://www.machiasobi.com/

2019 HAPPY GOLDEN WEEK
2 日(木)～6 日(月) ※GW 期間日替わりで、ﾐﾆｺﾝｻｰﾄやﾜｰｸｼ
ｮｯﾌﾟを開催。(各日時間設定あり)
観覧無料
アミコ専門店街 1 階シンボル広場
桧瑛司が拾集した写真と唄
10 日(金)～19 日(日) 10:00～19:30
※30 年間、2 千曲。阿波の集落を奔走し、民の唄を執念で
拾い集めた桧瑛司さん。貴重な唄と同時に撮った写真を紹
介、展示。 観覧無料 アミコ専門店街 1 階シンボル広場

とくしまマルシェ

☎ 088-657-0052

26 日(日) 9:00～15:00
徳島県下のこだわりの野菜や果物、
加工品などを約 80 のパラソルで
それぞれの生産者が直接販売！
フランスの「マルシェ：市場」
の出店者との会話も楽しむ･･･ しんまちボードウォーク

◇「ふらりと」は徳島駅から眉山までの新町橋界隈のピンポイ
ントイベント情報をタイムリーに提供するポケットサイズの
月刊情報紙です。
阿波踊りの囃子詞に「新町橋までいかんかこいこい」とある
ように、昔から街の中心地として栄えたメインストリート。新
町橋ロード、ヤシの木ストリートなどと呼ばれ、親しまれてい
ます。家族連れで、恋人同士で、あるいは旅のついでに「ふら
りと」出かけてみませんか。

月刊「ふらりと」2019.5 月号
発行：公益財団法人徳島市文化振興公社
〒770-0834 徳島市元町１丁目 24 番地
☎088-626-0408 HP http://www.civic-center.jp/

2019 アミコドーム GW フェスタ
2019 HAPPY GOLDEN WEEK
2 日(木)～6 日(月)
※日替わりで、ミニコンサートやワークショップを開催。
アミコ専門店街 1 階シンボル広場
2019 アミコドーム GW フェスタ
3 日(金)～5 日(日) 12:00～16:00(阿波おどりは全日
13:00～)
アミコドーム
※有名連の阿波おどりをはじめ、ダンスや音楽ライブなど
パフォーマンス満載の 3 日間!

