あわぎんホール

☎ 088-622-8121

シビックセンター

阿波銀プラザ

☎ 088-626-0408
3F ギャラリー

2･3F 展示室

第 40 回東光会 徳島支部展
7 日(金)～9 日(日) 9:00～17:00 (最終日 16:00)
A 展示室 無料 東光会 徳島支部 ☎088-692-3374(賀治)

第 42 回写真同人“炎”作品展
5/31 日(金)～2(日) 10:00～17:30(最終日 17:00) 無料
写真同人“炎” ☎088-652-7811(井上憲治)

第 72 回示現会展 巡回徳島展･交流展
14 日(金)～18 日(火) 9:00～17:00 (最終日 16:30)
大展示室･A 展示室･展示室 6.7
一般 150 円 高校生以下無料
(一社)示現会 徳島支部
☎090-7783-0556(霜田)

徳島アート 21 第 17 回展
6 日(木)～9 日(日) 10:00～17:00(6 日は 13:00～) 無料
徳島ｱｰﾄ 21 ☎090-7572-1636(西川)

第 33 回徳島県書道展
〈前期〉22 日(土)～25 日(火) 9:00～17:00(最終日 16:00)
〈後期〉27 日(木)～30 日(日) 9:00～17:00(最終日 16:00)
大展示室 A･B 展示室 無料 徳島県書道展運営委員会
☎088-631-5879(清水)
徳島建築士会
30 日(日) 10:00～17:30
特別展示室
(公社)徳島県建築士会 ☎088-653-7570
吹奏楽団アババイ 第 14 回定期演奏会
1 日(土) 開演 18:00 終演 20:30
無料
吹奏楽団ｱﾊﾞﾊﾞｲ ☎090-8283-9279

無料
1F 大ホール

徳島吹奏楽団 第 34 回コンサート
2 日(日) 開演 15:00 終演 17:00 前売 400 円(当日 500 円)
徳島吹奏楽団 ☎090-2784-7328(三枝)
徳島県吹奏楽連盟 80 周年記念 吹奏楽フェスタ in 徳島
8 日(土)･9 日(日) 開演 13:30 終演 17:00
500 円
徳島県吹奏楽連盟 ☎090-8280-4889
島田輝記バレエ研究所 60 周年公演
16 日(日) 開演 13:30 終演 15:30
無料
島田輝記ﾊﾞﾚｴ研究所 ☎088-622-0558
朝日上方落語 桂米朝一門会
19 日(水) 開演 18:30 終演 20:40 前売指定 3500 円
(当日 500 円増) 朝日新聞社 ☎087-837-2802(香川県朝日会)
徳島県合唱連盟創立 60 周年記念
第 42 回全日本おかあさんコーラス四国支部徳島大会
22 日(土) 開演 10:30 終演 16:30
500 円(小学生以上)
徳島県合唱連盟
☎090-7575-6870(赤池)/ ☎090-2824-5006(事務局･大井)
徳島県合唱連盟創立 60 周年記念 第 60 回徳島県合唱祭
23 日(日) 開演 10:00 終演 16:30
徳島県合唱連盟
500 円(小学生以上)
☎090-8287-4033(吉岡)/ ☎090-2824-5006(事務局･大井)

第 27 回ＡＷＡハンドクラフトフェスティバル
12 日(水) 10:30～15:00
無料（教材費実費）
徳島県手工芸家協会 ☎088-622-9531(埴渕)
第 25 回徳島ライカクラブ写真展
21 日(金)～23 日(日) 10:00～18:00(最終日 17:00) 無料
徳島ﾗｲｶｸﾗﾌﾞ ☎088-622-4649(中山)
日本光画会徳島支部主催 2019 年写真展
21 日(金)～23 日(日) 10:00～17:00
無料
日本光画会徳島支部 ☎090-7143-1180(勝瀬)
4F さくらホール
阿南高専説明会
2 日(日) 開始 14:30(受付 14:00) 無料
阿南工業高等専門学校 ☎0884-23-7133
Ｒｉｎｇ ｏｆ Ｓｏｕｎｄ “Ｘ”
9 日(日) 開演 13:30(開場 13:00) 無料
NPO 法人 NLA 運動実行委員会徳島県 ☎088-698-6575

徳島でみれない映画をみる会 6 月例会
映画｢ガンジスに還る｣上映会
16 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

☎ 088-623-3131

第 21 回光琳水墨画展
7 日(金)～9 日(日) (最終日 16:00)
第 43 回八紅展
13 日(木)～16 日(日)

(最終日 16:00)

第 59 回新作日本画展
20 日(木)～23 日(日)
(最終日 15:00)
◇「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
３F ホール

南 音楽教室 発表会
2 日(日) 12:30～16:00
南 音楽教室 ☎090-3810-5122(南)

ギャラリー喫茶 GRACE 2F

☎ 088-654-3448

黒崎志郎 追悼展(洋画･小品)
5 日(水)～28 日(金) 10:00～18:00(最終日 16:00)
銀座 19-2（土曜日定休）

Ｊ－ＲＯＣＫＥＲＳ vol.18
23 日(日) 開場･開演 13:00

1000 円(18 才以下 500 円)

そごう徳島店 5F 美術画廊

☎ 088-653-2111

J-POPS ☎088-632-5528
映画「ぼけますから、よろしくお願いします。」上映会
29 日(土) 上映時間 ①10:00 ②12:30 ③14:45
前売一般･大学生 1000 円(当日券 1300 円)/子供(小･中･高生
当日 500 円) 徳島でみれない映画をみる会 ☎088-631-5847

雑学大学
30 日(日)

テーマ：晴美と美代子の
ファッションショーとトーク
教 授：元参議院議員 乾 晴美
Yoko の店ｵｰﾅｰ 西野 美代子
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)

作陶 40 年記念 田原 陶兵衛展
5/28 日(火)～3 日(月) (最終日 16:00)
土方るみ子 日本画展 –時を奏でる4 日(火)～10 日(月) (最終日 16:00)
田中清貴 木工展
11 日(火)～17 日(月) (最終日 16:00)
アニマルアート展
18 日(火)～24 日(月) (最終日 16:00)
ガレ、ドーム展
25 日(火)～7/1(月)
(最終日 16:00)

徳島市立図書館

☎ 088-654-4421

第 13 回 図書館資料片手に街角散歩
写真で切り取るモラエスが辿った徳島の風景
2 日(日) 13:30～15:00(13:15 集合、雨天決行) 無料
定員 15 名(要申込) 集合場所:徳島市中央公民館 1 階
案内人:(一社)ﾂｰﾘｽﾞﾑ徳島 ｶﾞｲﾄﾞ
持ち物:ｶﾒﾗ(ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ)、飲み物、雨具(雨天時)
ストーリーテリング勉強会
13 日(木) 10:30～11:30 定員 40 名(要申込)
内容：昔話などの物語を子どもたちに語る技術を実演を通
して学びましょう。 講師:とくしまお話を語る会
対象:ｽﾄｰﾘｰﾃﾘﾝｸﾞ(語り)に興味･関心がある方。
5 階おはなしのへや
イブニング上映会｢おとなのけんか｣
30 日(日) 16:00～17:20 定員 20 名(要申込)
5 階おはなしのへや

シビック プレミアム☆コンサート

～出演者募集～
シビックセンターで開催するシビック プレミアムコン
サートの出演者を募集します。コンサートでは曲の鑑
賞ポイントなどの楽しいトークを交えながらクラシッ
ク音楽を演奏していただきます。
日時 8 月 25 日(日) 13:00～16:00
場所 シビックセンター４階さくらホール
対象 大学および短期大学の音楽科の卒業者または
継続的に演奏活動を行っている 20 歳以上の人
で構成する団体
演奏種目 器楽・室内楽・声楽
演奏形態 独奏・重奏・合奏・独唱・重唱・合唱
演奏方法 音響機器(マイク等)を使用しない自然音

アミコ専門店街

☎ 088-621-4427

アミコ七夕飾り
1 日(土)～7/7(日) 10:00～19:30 参加無料
※願いを込めた短冊を書いて笹に吊って頂きます。
ｱﾐｺ専門店街 1 階ｼﾝﾎﾞﾙ広場
藍染体験＆藍染ファッションショー
アミコ藍染 AIZOME フェスタ
23 日(日) 11:00～15:30 アミコドーム
◇藍染体験 ①11:00～12:30 ②14:00～15:30
各回先着 40 名
参加料:1 名 300 円
◇AWAAI ファッションショー ①12:00～ ②15:00～
観覧無料

とくしまマルシェ

☎ 088-657-0052

30 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

新町橋界隈のイベント情報紙
［月刊］ No.48

2019

6 月号

演奏時間 15 分程度(トークを含む)
出演料
申込み

無 料
7 月 10 日(水)までに参加申込書に必要事項
を記入してシビックセンターまで。

※詳しくは http://www.civic-center.jp/

ふらりと
電子版

◇「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」2019.6 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/

藍染体験＆藍染ファッションショー
アミコ藍染 AIZOME フェスタ
23 日(日) 11:00～15:30 アミコドーム
藍染体験 ①11:00～12:30 ②14:00～15:30
AWAAI ファッションショー ①12:00 ②15:00
徳島都市開発(株) ☎088-621-4411

