
 
 

                            

第 74回徳島県美術展 

 (1期)日本画･洋画･彫刻･美術工芸･デザイン 

 5日(土)～13日(日)  

(2期)写真･特別、招待、賛助(日本画･洋画･彫刻･美術工芸･

デザイン) 9日(水)～16日(水)  

(3期)書道 15日(火)～22日(火) 

 9:30～17:00 大展示室 A･B展示室 特別展示室(2期のみ) 

一般･大学生当日800円(前売600円) 高校生300円(当日のみ) 

中学生以下入場無料  徳島県民文化祭開催実行委員会/徳島県

美術家協会/徳島新聞社 ☎088-655-7331(徳島新聞社事業部) 

前進座公演 

「ちひろ －私、絵と結婚するの－」 

 1 日(火) 開演 14:00 終演 16:45 一般 5000 円 25 歳以下

3000円(当日各 500円増)   前進座全国公演事務所 

 ☎090-8697-8096(徳島担当) 

伊藤・石川ピアノ教室 ピアノ発表会 

 5日(土) 開演 13:30 終演 17:00  無料 

 伊藤･石川ﾋﾟｱﾉ教室 ☎090-1170-9515(石川) 

第十四回徳島チャリティー 芸能祭 

 6日(日) 開演 10:30 終演 16:30  無料 

 徳島チャリティー ☎088-689-0083 

第 12回民踊大会 

  8日(火) 開演 13:00 終演 16:00  無料 

 徳島市民踊協会 ☎090-4784-2740 

大嶋啓介の予祝 全国キャラバン 2019in徳島 

 8日(火) 開演 19:00 終演 20:30   

一般自由席･指定席各 3000円 

徳島舞踊の会 舞友の集い 

 9日(水) 開演 10:40 終演 16:00  無料 

 舞友の会 ☎088-642-1909 

第 51回邦楽大会 

 13日(日) 開演 12:00 終演 16:15  無料 

 徳島県邦楽協会 ☎090-8690-2600(遠藤)☎090-4504-0176(島本) 

徳島市老人クラブ連合会 秋季芸能大会 

 17日(木)  開演 10:00 終演 16:00  無料 

 徳島市老人ｸﾗﾌﾞ連合会 ☎088-625-4358 

第 21回徳島県民文化祭 分野別ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 洋舞合同公演 

 20日(日)  開演 14:00 終演 16:30  900円 

 徳島洋舞家協会 ☎088-632-4445 

第 44回徳島市公民館大会 

 28日(月) 開演 10:00 終演 15:15  無料 

 徳島市公民館連絡協議会 ☎088-625-1900 

令和元年度 企業トップクラス及び公正採用選考 

人権啓発推進員研修会 

  29日(火) 開演 13:30 終演 16:00  無料 

 徳島労働局 ☎088-611-5387 

 

 

第六回写真倶楽部八丁目写真展 

 5日(土)～7日(月) 10:00～17:00  無料 

 写真倶楽部八丁目 ☎090-6883-8577 

一日合同行政相談所 

 8日(火) 10:30～15:00  無料 

総務省徳島行政監視行政相談ｾﾝﾀｰ ☎088-654-1531 

第 48回徳島市高齢者文化祭作品展 

 9 日(水)～11 日(金) 10:00～17:00(9 日は 13:00～、11 日

は 13:30まで)  無料   

徳島市老人クラブ連合会 ☎088-625-4358 

第 50回徳島フォトサロン展 

 12日(土)～14日(月) 10:00～17:00(最終日 16:00) 無料 

 徳島フォトサロン 

第 36回青彩美術協会、第 44回あわ洋画ぐるうぷ合同展 

 17日(木)～20日(日) 10:00～18:00(最終日 17:00) 無料 

あわ洋画ぐるうぷ ☎088-631-3930(原) 

第 39回写団「未知草」四季のアルバム写真展 

26日(土)～28日(月) 10:00～17:00  無料 

写団「未知草」 ☎090-5146-5424(玉成) 

五勺庵書の風景（個展） 

26日(土)･27日(日) 9:00～18:00(最終日 16:00) 無料 

☎090-1228-0187(湯本 富美一) 

 

阿南高専入試説明会 

 1日(日)  開演 13:30(開場 13:00)  無料 

阿南工業高等専門学校 ☎0884-23-7133  

徳島でみれない映画をみる会 10月例会 

 映画｢コレット｣上映会 

13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 

映画「人生フルーツ」上映会 

 14日(月) 上映時間①10:30～12:01 ②14:00～15:31 

 前売1200円(当日1500円) 徳島ﾌｨﾙﾑｱｶﾃﾞﾐｰ☎090-4780-0440 

映画「ローマの休日」上映会 

 15日(火) 上映時間①14:00～16:00 ②18:30～20:30 

前売1200円(当日1500円) 徳島ﾌｨﾙﾑｱｶﾃﾞﾐｰ☎090-4780-0440 

令和元年度 鳴門教育大学 小学校英語教育センターシンポジウム 

  19日(土)  開演 13:30(開場 13:00)  無料 

鳴門教育大学 小学校英語教育ｾﾝﾀｰ ☎088-687-6041 

第 56回四国吟詠剣詩舞選手権大会 

 20日(日)  開演 14:00(開場 13:30)   無料 

徳島県吟詠連盟 ☎090-4786-4455 

シビック文化の駅づくり事業 バンドコンテスト BURN2019 

26日(土) 開演 15:30(開場 15:00)  無料 

 (株)ｴﾌｴﾑ徳島 ☎088-656-2111 

第 36回竹保流尺八徳島県支部演奏会 

27日(日) 開演 13:00(開場 12:30)  無料 

竹保流尺八徳島県支部 ☎090-8696-6323 

テーマ：日露戦争ごろの、徳島の酒造業界 

教 授：醸造元 斎藤 尚武 
             

                                            

  

 

 

第 44回旺玄会徳島支部展 

 2日(水)～8日(火)  (最終日 16:00) 

第 11回趣味の持参（自賛）展 
 10日(木)～15日(火) (最終日 15:00) 

第 12回徳島絵画美学展 

 17日(木)～20日(日) (最終日 16:00) 

第 18回一心会書展 
 25日(金)～27日(日) (最終日 16:00) 

キヤノンフォトクラブ徳島第 18回写真展 

 31日(木)～11/5(火) 

 ◇「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 

長尾 弘久 版画展～とくしま、いつか・どこかで～ 

あわぎんホール ☎ 088-622-8121 

阿波おどり会館  ☎ 088-611-1611 

シビックセンター  ☎ 088-626-0408 

雑学大学 
27日(日) 

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) 

ギャラリー喫茶 GRACE 2F  ☎ 088-654-3448 

2･3F展示室 

3F ギャラリー 

4F さくらホール 

1F 大ホール 

阿波銀プラザ ☎ 088-623-3131  



1日(火)～29日(火) 10:00～18:00(最終日 16:00) 

☆歌声喫茶 inグレイス 12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） 

 

 

TOKUSHIMA ART21/5人展 

 10日(木)～14日(月) 10:00～18:00(最終日 17:00) 

-生誕百年記念- 佐野 比呂志 チャリティー作品展 

 19日(土)～27日(日) 10:00～18:00(最終日 17:00) 

 

 

人間国宝 十四代 今泉今右衛門展 

1日(火)～7日(月) (最終日 16:00) 

nine colors 8日(火)～14日(月) (最終日 16:00) 

～版に刻まれた美～ 近現代秀作版画展 

15日(火)～21日(月) (最終日 16:00) 

枇杷谷千鶴子日本画展 29日(火)～11/4(月) (最終日16:00) 

 

 

秋の虫博士 いきものだいすき!ちびっこあつまれー!! 

6日(日) 10:30～11:30  定員 35名(要申込) 

講師:徳島文理大学薬学部准教授 畠山 大 

対象:どなたでも  5階おはなしのへや 

乗って!歩いて!探検徳島：君の知らない徳島を見つけ出そう! 

 6日(日) 10:00～正午(小雨決行) 定員子ども 8名(要申込) 

 対象:小学 3年生から 6年生とその保護者 

 集合場所:ひょうたん島ｸﾙｰｽﾞ乗り場 ｶﾞｲﾄﾞ:(一社)ﾂｰﾘｽﾞﾑ

徳島 とくしま観光ｶﾞｲﾄﾞﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ会 

イブニング上映会「チリ 33人－希望の軌跡－」 

 27日(日) 16:00～18:10  定員 20名(要申込) 

5階おはなしのへや 

 

 

「ぼくの、わたしの家族」似顔絵作品展 

 1 日(火)～20 日(日) 11:30～19:30   白うめ幼稚園の

園児さんたちが描いた家族の似顔絵作品展。 

 ｱﾐｺ専門店街 1階 東西通路 

2019アミコドーム オータムフェスタ 

 12日(土) 12:00～16:00  13日(日) 11:30～16:00 

 有名連の阿波おどり、ﾀﾞﾝｽ、音楽ﾗｲﾌﾞなどのﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ満載の

2日間!  少雨決行  アミコドーム 

僕らの街にある音楽 

 14日(月) 13:00～  県内で活躍する若手ﾐｭｰｼﾞｼｬﾝ 6組の

ｱｺｰｽﾃｨｯｸﾗｲﾌﾞ!  アミコドーム 

マジカルハロウィンストリート 

 19 日(土)･20 日(日) 12:00～20:00 ﾊﾛｳｨﾝをﾃｰﾏにﾜｰｸｼｮｯ

ﾌﾟ、ﾌｫﾄｽﾎﾟｯﾄ、ｿﾞﾝﾋﾞﾒｲｸなど、ｽﾃｰｼﾞﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽもあります。 

アミコドーム 

徳商デパート 

 26日(土) 11:00～16:00 徳島商業高校が、徳島県がﾎｽﾄﾀｳ

ﾝを務めるｶﾝﾎﾞｼﾞｱ･ﾄﾞｲﾂの文化･食文化を知っていただくた

めに実施します。 アミコドーム 3階広場 他 

ちびっ子ハロウィンパレード 

 27 日(日) 13:00～15:00 ﾊﾛｳｨﾝの仮装をした子ども達が

徳島駅前をﾊﾟﾚｰﾄﾞします! アミコ専門店→そごう専門店→

アミコドーム→クレメト 

アミコハロウィンパーティー 

 27 日(日) 15:00～19:00 音楽ﾗｲﾌﾞやﾀﾞﾝｽﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽを開催。 

 最後はｿﾞﾝﾋﾞ出現ﾀｲﾑ!  アミコドーム 

 

 

 

 

27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。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
シビックセンター 文化の駅づくり事業 

バンドコンテスト BURN2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

と き   10月 26日(土)  15:30～ 

ところ  シビックセンター４階 さくらホール 

主 催    (公財)徳島市文化振興公社 
(株)エフエム徳島 

問合せ  シビックセンター  088-626-0408 

そごう徳島店 5F美術画廊  ☎ 088-653-2111 
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とくしまマルシェ  ☎ 088-657-0052 
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