☎088-622-8121(あわぎんﾎｰﾙ)

あわぎんホール ☎ 088-622-8121
2･3F 展示室

シビックセンター

徳島子ども劇場 ☎088-626-2257

☎ 088-626-0408

第 51 回石井美術の会 作品展
5 日(木)～9 日(月)
9:00～17:00(5 日は 12:00～、
9 日は 16:00 まで)
展示室 1･2･3
無料
石井美術の会 ☎090-8690-9174(鎌田)

写真同人“光”写真展
8/30(金)～1 日(日) 10:00～18:00（最終日 17:00）
無料
写真同人“光” ☎0884-22-0716(林)

｢介護ロボット徳島フォーラム｣
6 日(金) 10:00～16:00
展示室 6･7･8
日刊工業新聞社 ☎03-5644-7338

徳島モデラーズ倶楽部第 37 回模型作品展示会
7 日(土)～8 日(日) 9:00～17:00 (最終日 16:00) 無料
徳島ﾓﾃﾞﾗｰｽﾞ倶楽部 ☎090-4472-2841(横山)

令和元年度全国現代クラフト展
14 日(土)～16 日(月)
9:00～17:00(最終日 16:00)
大展示室 A･B 展示室
無料
徳島現代ｸﾗﾌﾄ協会 ☎088-642-4044(森野)

シビックセンター令和元年度前期文化講座修了作品展
（第１期）13 日(金)～15 日(日) 9:00～21:00 無料
＜俳句 AB、洋画 AB、墨絵・彩墨画＞
（第２期）16 日(月)～18 日(水) 9:00～21:00 無料
＜藍染・草木染、藍研究、織物（基礎・応用・創作）＞
※ｱﾒﾘｶﾝﾌﾗﾜｰ教室(市民ｷﾞｬﾗﾘｰ)13 日(金)～18 日(水)
(13 日･16 日は 12:00～21:00、15 日･18 日は 9:00～16:00)
(公財)徳島市文化振興公社 ☎088-626-0408

第 64 回書協人展
19 日(木)～21 日(土)
9:00～17:00(最終日 16:00)
B 展示室 無料 徳島県書道協会 ☎088-652-8981(伊達)
令和元年度 健康を考える県民のつどい
2 日(月) 開演 13:30 終演 16:15
無料
徳島県健康づくり課 ☎088-621-2223

1F 大ホール

第 50 回徳島県敬老県民のつどい
6 日(金) 開演 10:00 終演 15:00
無料
徳島県長寿いきがい課 ☎088-621-2174

第 59 回写楽会写真展
21 日(土)～23 日(月) 10:00～18:00（最終日 17:00）無料
徳島写楽会 ☎088-664-0284(櫛渕)
4F さくらホール

令和元年度 松竹大歌舞伎公演
10 日(火) ①開演 13:00 終演 16:00(予定) ②開演 17:30
終演 20:30(予定) S 指定席 9000 円 A 指定席 6000 円
(公財)徳島県文化振興財団 ☎088-622-8121(あわぎんﾎｰﾙ)
琴伝流大正琴 第 21 回徳島県大会
15 日(日) 開演 10:00 終演 16:00
無料
琴伝流大正琴徳島支部 ☎088-698-5671
パスカル･ロジェ リサイタル 珠玉のピアノ名曲集
21 日(土) 開演 14:00 終演 16:00
一般指定席 5000 円
U25 指定席 2000 円
(公財)徳島県文化振興財団
☎088-622-8121(あわぎんﾎｰﾙ)
徳島邦楽集団 第 19 回演奏会
22 日(日) 開演 13:30 終演 15:30
前売自由席 1000 円
当日自由席 1200 円
徳島邦楽集団 ☎090-4506-5984
第 24 回日本民踊舞踊連盟 四国大会
23 日(月) 開演 10:45(予定) 終演 16:30(予定)
日本民踊舞踊連盟

3F ギャラリー

無料

Tokushima Musicians’Fes.2019
29 日(日) 開演 15:00 終演 17:30 一般自由席 2000 円
学生自由席 1000 円(大学生･専門学校生含む)
(公財)徳島県文化振興財団/(株)ｴﾌｴﾑ徳島

Piano flower garden
1 日(日) 開演 13:30(開場 13:00) 無料
ﾋﾟｱﾉ教室｢Modera｣ ☎090-9779-1395(中岸)

徳島でみれない映画をみる会 9 月例会
映画｢僕たちは希望という名の列車に乗った｣上映会
15 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
シビックセンター令和元年度前期文化講座修了発表会
15 日(日) きもの着装
14:00～16:00(※活動室４)
18 日(水) 歌唱教室
13:30～15:30
19 日(木) やさしいｺｰﾗｽ 11:00～12:00
無料
(公財)徳島市文化振興公社 ☎088-626-0408
ティーンがつくるスーパーライブ
42th ナキワラ！2019 徳島県ライブ
22 日(日) 上演 13:00～16:00
無料
NPO 法人 NLA 運動実行委員会徳島県 ☎088-698-6575
映画「日日是好日」上映会
23 日(月) 上映時間 ①10:30 ②13:00 ③15:00
一般・大学生 1000 円（当日 1300 円・小中高生は当日 500 円）
徳島映画ｾﾝﾀｰ ☎088-631-5847
徳島子ども劇場 第 202 回合同例会 おもしろげきじょう
28 日(土) 開演 18:30(開場 18:00) 会員制(当日入会可)

お歌のコンサート！ Vol.2
29 日(日) 開演 14:00(開場 13:30／お話 13:55)
一般 1000 円 小学生以下 500 円 ☎090-2895-5859(市川)

雑学大学

テーマ：松下幸之助翁「むめの夫人」から
学んだこと

29 日(日)

教 授：蟻馬 治
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)

阿波銀プラザ

☎ 088-623-3131

第 10 回 Gruppo Foto 23 写真展（ぐるっぽふぉと 23 ）
6 日(金)～9 日(月)

(最終日 16:30)

第 47 回む･アート展
13 日(金)～17 日(火) (最終日 16:00)
第 30 回アトリエ M 展・高原水彩教室展
26 日(木)～30 日(月) (最終日 16:00)
◇「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
2F ギャラリー

2019 しあわせの里展
ール
4 日(水)～6 日(金) 10:00～17:00(最終日 16:00)
【作品数 40 点】しあわせの里 ☎088-689-1777(久次米)
斎藤剛･写真展 ～刀剣 Girl's 夢冒険～
12 日(木)～16 日(月) 10:00～17:00(最終日 16:00)
【作品数 40 点】 ☎090-2899-1912(斎藤 剛)

ギャラリー喫茶 GRACE 2F

☎ 088-654-3448

近藤 幸展 Wind.Light.Water
2 日(月)～27 日(土) 10:00～18:00(最終日 16:00)

☆歌声喫茶 in グレイス 14 日(土)13:30～15:30(13:00 開場)
歌唱ﾘｰﾄﾞ:佐藤章子 入場料 1200 円
銀座 19-2（土曜日定休）

新町橋界隈のイベント情報紙
［月刊］ No.51

ギャラリーM＆M ☎ 088-655-3711
高木テルミ作品展｢落花流水｣
19 日(木)～23 日(月) 10:00～18:00(最終日 17:00)

そごう徳島店 5F 美術画廊 ☎ 088-653-2111
大森 暁生 ブロンズ展
3 日(火)～9 日(月) (最終日 16:00)
宮中を彩った作家たち
17 日(火)～23 日(月) (最終日 16:00)
大路 誠 油彩画展
24 日(火)～30 日(月) (最終日 16:00)

徳島市立図書館 ☎ 088-654-4421
朗読サロンさざなみグループ主宰
第 47 回住友美代子の朗読会(観月朗読会) ｢蝶々夫人｣
15 日(日) 開演 18:30(開場 18:00) 定員 40 名(要申込)
ｼﾋﾞｯｸｾﾝﾀｰ 4 階活動室 2
ひらけ!絵本のとびら｢食欲の秋｣
23 日(月) 14:00～15:00
定員 40 名(要申込)
講師:四国大学ﾌﾞｯｸﾃﾗｰｽﾞ｢読む｣を楽しむ 対象:どなたでも
5 階おはなしのへや
実験講座｢色のふしぎ｣
28 日(土) 10:30～11:30 定員 30 名(要申込)
講師:あすたむらんど徳島 ｻｲｴﾝｽｼｮｰ担当 久米竜一
対象:4 歳～小学 6 年生
5 階おはなしのへや

とくしまマルシェ ☎ 088-657-0052
29 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

2019
シビックセンター前期文化講座修了作品展
（第１期）13 日(金)～15 日(日) 9:00～21:00 無料
俳句 AB、洋画 AB、墨絵・彩墨画

9 月号

■ シビックセンター３階ギャラリー

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。

シビックセンター前期文化講座修了作品展
月刊「ふらりと」2019.9 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/

（第２期）16 日(月)～18 日(水) 9:00～21:00 無料
藍染･草木染、藍研究、織物（基礎･応用･創作）
■ シビックセンター３階ギャラリー

