
  
 

                            

�徳島県華道連盟創立 70 周年記念華道展 

 (第 69 回県華道展) 

 <前期> 1 日(金)･2 日(土)10:00～17:00 (2 日は 16:00 まで) 

<後期> 3 日(日)･4 日(月)10:00～17:00 大展示室 A･B 展

示室 前売 500円(前･後期共通)当日 300円 徳島県華道連盟

/徳島新聞社/徳島県民文化祭開催委員会  ☎088-655-7331 

�第38回徳島県高等学校総合文化祭 美術･工芸･書道･写真部門 

8日(金)～10日(日) 9:00～17:00(最終日 16:00) 無料 

大展示室 A･B 展示室 特別展示室 

徳島県高等学校文化連盟 ☎088-611-4111 

�徳島県シルバー大学校徳島校 OB 会 文化祭作品展 

12日(火) 9:00～16:00  特別展示室   無料 

徳島県ｼﾙﾊﾞｰ大学校徳島校OB会 ☎088-655-5080(事務局) 

�第 47 回全国公募徳島県手工芸展 新時代開幕 令和を祝して 

14日(木) 10:00～17:00  15日(金) 9:00～17:00  

16日(土) 9:00～15:00   大展示室 B展示室  無料 

徳島県手工芸家協会 ☎088-622-9531(埴渕) 

�第 25 回徳島県健康福祉祭｢美術展｣ 

第 25回徳島県健康福祉祭｢小学生の作文･小学生の絵｣ 

30日(土)･12/1(日) 9:30～16:00 大展示室 A展示室 無料 

(公財)とくしま“あい”ﾗﾝﾄﾞ推進協議会 ☎088-655-5080 

�第 27 回児童･生徒の地図作品展 

30日(土)･12/1(日) 9:00～17:00(最終日 15:00)  

特別展示室  無料 徳島地理学会 ☎088-687-6364(事務局) 

�第 38 回徳島県高等学校総合文化祭 

 ◇日本音楽･郷土芸能･吟詠剣詩舞部門 

 2日(土)  開演13:00 終演17:00   

◇音楽部門 3日(日)  開演10:00 終演16:15  

 無料   徳島県高等学校文化連盟 ☎088-611-4111 

�第 46 回徳島県音楽協会コンサート 

 4 日(月)  開演14:00 終演17:00  1000円 

 徳島県音楽協会事務局 ☎090-8694-7306(清水) 

�福紫納会 八十八度びの秋を舞う 

 6 日(水)  開演13:00 終演16:00  無料 

 山村流福紫納会 ☎090-4784-2740 

�第 22 回青の会･徳島佐苗会 長唄演奏会 

 7 日(木)  開演18:30 終演20:30   自由席2000円  

指定席3000円 徳島佐苗会･青の会事務局 ☎090-4500-1503 

�第 4 回潮のちいさな音楽会 

 10 日(日)  開演14:00 終演16:00  無料 

 ﾒｰﾙﾊｰﾓﾆｰ潮 ☎090-2824-5006(大井) 

�徳島県シルバー大学校徳島校 OB 会 文化祭 

 12 日(火)  開演10:00 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 

�第 38 回徳島県高等学校総合文化祭 演劇部門 

 15日(金) 開演15:30 終演18:30 16日(土) 開演10:20 

 終演17:10 17日(日) 開演10:20 終演18:15   無料 

 徳島県高等学校文化連盟 ☎088-611-4111 

�徳島県シルバー大学校 合同講義 

 19 日(火)  開演10:00 終演15:00  無料 

 (公財)とくしま“あい”ﾗﾝﾄﾞ推進協議会 ☎088-655-5080 

�第 63 回徳島県社会福祉大会 

 20日(水)  開演13:30 終演16:00  無料 

 徳島県社会福祉協議会 ☎088-654-4461 

�第 21 回徳島県民文化祭 分野別フェスティバル 

第 53 回日本舞踊の会 

 24 日(日)  開演11:00 終演16:00  5000円 

 (公社)日本舞踊協会徳島県支部 ☎090-5145-0122 

�第 53 回徳島合唱団定期演奏会 

 26 日(火)  開演18:30 終演21:00  無料 

 徳島合唱団 ☎090-8979-0305(吉森) 

�第 20 回中国武術研究発表会 范永輝と仲間達 

 30 日(土)  開演13:30 終演16:00  前売1500円 

 当日 1800 円 范永輝中国武術研究会 ☎090-2827-2009 

 

 

�スマイル!元気!健康！フェア♪2019 

 3 日(日) 12:30～16:00  無料 

 ｽﾏｲﾙ調剤薬局 ☎088-677-5388 

�令和元年度 建築士事務所協会キャンペーン 

 9 日(土) 10:00～17:30  無料 

(一社)徳島県建築士事務所協会 ☎088-652-5862 

�読書バリアフリーとユニバーサルアート展 

 17 日(日) 10:00～15:30  無料 

視聴覚障がい者支援ｾﾝﾀｰ ☎088-631-1400 

�折り紙作品展（2019 フェスティバルあいミニイベント） 

 19 日(火)･20 日(水) 10:00～16:00(19 日は 11:00 から) 

 無料  ｻｰｸﾙさくら ☎088-668-6263(藤原) 

�第 36 回ふう布パッチワークキルト展 

 21 日(木)～23 日(土) 10:00～18:00(最終日 17:00) 無料 

 K.Q.S(鴨川ｷﾙﾄｽｸｰﾙ) ☎088-654-2664 

�徳島市･レイリア市姉妹都市提携 50 周年記念事業  

ポルトガル＆レイリア・ウィーク 

24 日(日)～29 日(金) 10:00～18:00（24 日は 13:00 から、

29 日は 16:00 まで）無料 ☎徳島市総務課 088-621-5017 

�第 37 回薩摩利子とグループ藍・愛・私  
パッチワークキルト展 令和 華やぐ 
30 日(土)～12/2(月) 10:00～17:00(最終日 16:00) 無料 

薩摩利子ﾊﾟｯﾁﾜｰｸｱｶﾃﾞﾐｰ ☎088-654-0884 

�徳永真一郎ギターリサイタル 

 2 日(土)  開演 18:30(開場 18:00)  

前売 一般 2500 円 学生 1500 円(当日割増有り) 

(一社)徳島ｷﾞﾀｰ協会 ☎088-631-7893 

�スマイル！元気！健康！フェア♪2019 

特別講演会 「更年期がやってきた！」 

3 日(日)  開演 13:00(開場 12:30) 無料 

講師 河野美香先生  ｽﾏｲﾙ調剤薬局 ☎088-677-5388 

�第 4 回暗唱大会『近代文学への誘い』 

 4 日(月)  開演 13:00(開場 12:30) 無料 

 ECT 徳島教育ｾﾝﾀｰ ☎088-657-6633 

�令和元年度 建築士事務所協会キャンペーン 

 9 日(土)  建築はおもしろい！研究発表会 14:30～15:45 

建築講演会 16:00～17:30 無料 

(一社)徳島県建築士事務所協会 ☎088-652-5862 

�ヴォーカルグループ Sole 第 39 回コンサート 

 故 杉田昌子先生を偲んで 

  10 日(日)  開演 14:00(開場 13:30) 1000 円(全自由席) 

 ｳﾞｫｰｶﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ Sole  ☎090-2891-5850(田中) 

�シビック･アウトリーチコンサート  

 ピアノデュオ「デュエットゥ かなえ＆ゆかり」 

 16 日(土) 開演 13:30(開場 13:00) 無料(要整理券) 

 (公財)徳島市文化振興公社 ☎088-626-0408 

�ミュージカルスクール WITH コンサート for ウィーン 

 16 日(土)  開演 18:30(開場 18:00) 2500 円 

ﾐｭｰｼﾞｶﾙｽｸｰﾙ WITH  ☎090-8440-9817(内藤) 

�徳島でみれない映画をみる会 11 月例会 映画｢芳華｣上映会 

17 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 

�第 26 回長尾洋子門下生ピアノ発表会 

 23 日(土)  開演 14:30(開場 14:00) 無料 

長尾音楽学園 ☎088-665-4866 

�中村敦夫・ひとり語り 朗読劇「線量計が鳴る」 

 23 日(土)  開演 18:30(開場 18:10)  前売 2000 円（当日

2500円）中高校生1000円  徳島ﾌｨﾙﾑｱｶﾃﾞﾐｰ☎090-4780-0440 

�琴鵬流大正琴演奏会 

 30 日(土)  開演 14:00(開場 13:30)  無料 

 大正琴琴鵬流宗家 ☎050-3010-1495 

 

テーマ：古事記～｢あらたえ｣と｢やまと｣ 

教 授：阿波古事記研究会副会長 

三村 隆範 
             

                                 

 

あわぎんホール ☎ 088-622-8121 

シビックセンター  ☎ 088-626-0408 

雑学大学 
24 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) 

2･3F 展示室 

3F ギャラリー 

4F さくらホール 

1F 大ホール 



 

�キヤノンフォトクラブ徳島第 18 回写真展 

 10/31(木)～5日(火) 

�第 22 回溪生社水墨画小品展 

  8 日(金)～10 日(日) (最終日 16:00)) 

�KENDO 洋画グループ作品展 

 15 日(金)～18 日(月) (最終日 16:00) 

�きらく写真クラブ第 17 回風景写真展 

 22 日(金)～24 日(日) (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 

 

 

�徳島シニアライフクラブ 

写真サークル作品展 

 12 日(火)～15 日(金) 10:00～17:00(12 日は 13:00～ 

最終日 16:00 まで)【作品数 30 点】 

徳島ｼﾆｱﾗｲﾌｸﾗﾌﾞ  ☎088-662-3078(松口) 

�日本リアリズム写真集団 徳島支部写真展 

 22 日(金)～24 日(日) 10:00～17:00(最終日 16:00) 

 【作品数 60 点】 ☎090-8693-0462(山川光麿) 

�第 25 回 六書会書店 

 29 日(金)～12/1(日) 10:00～17:00(最終日 16:00) 

 【作品数 30 点】 ☎088-623-2746(田村昇鶴) 

 

 

�第 94 回喜多流秋季謡曲･仕舞･舞囃子会 

 10日(日) 12:30～16:30  喜多流喜陽会☎088-631-3660(吉田)  

�ECT Music Academy ピアノ発表会 

 17 日(日) 10:00～17:00 

 ECT Music Academy ☎088-657-6633(久保) 

 

 

�西川周三･敬子 夫婦展 

3 日(日)～29 日(金) 10:00～18:00(最終日 17:00) 

☆歌声喫茶inグレイス 9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） 

 

�藪原幸子 油絵展 「2019 時の交差」 

 1 日(金)～5 日(火) 10:00～18:00(最終日 17:00) 

 

 

�近代工芸逸品展 5 日(火)～11(月)(最終日 16:00) 

�秀作絵画展 12 日(火)～14 日(木)(最終日 16:00) 

�現代錦織展 15 日(金)～17 日(日)(最終日 16:00) 

�秀作絵画展 19 日(火)～21 日(木)(最終日 16:00) 

�田中清貴 木工展 25 日(月)～12/2(月)(最終日 16:00) 

  

 

�おはなしで 7 日間世界一周    10/28(月)･30(水)･31(木)･

11/1(金)･6(水)･7(木)･8(金)   各日 10:30～11:00 

対象:3 歳以上(申込不要)    5 階おはなしのへや 

�ブラタモリで見る城下町とくしま 

 3 日(日) 14:00～16:00  定員 30 名(要申込) 

 講師:徳島城博物館館長 根津寿夫 ｼﾋﾞｯｸｾﾝﾀｰ 4階 活動室3 

�夜の上映会｢SHIFT-恋よりも強いミカタ-｣ 

 29 日(金) 18:00～19:30  定員 20 名(要申込) 

5 階おはなしのへや 

 

 

�バレエパフォーマンス 

 2 日(土) 12:30～14:00 アミコ専門店街 1階ｼﾝﾎﾞﾙ広場 

�クリスマス装飾 

 5 日(火)～12/25(水) 10:00～19:30 アミコ専門店街 

�徳島県華道連盟作品展 

 9 日(土)･10 日(日) 10:00～19:30 徳島県華道連盟に所属

する団体の子供さんの生け花展。  アミコ専門店街 2 階  

�24 日(日) 9:00～15:00   しんまちボードウォーク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シビック･アウトリーチコンサート  

ピアノデュオ「デュエットゥ かなえ＆ゆかり」 

16 日(土) 開演 13:30(開場 13:00)  

入場無料(要整理券) 

(公財)徳島市文化振興公社 ☎088-626-0408 

シビックセンター４階さくらホール 

阿波おどり会館  ☎ 088-611-1611 

そごう徳島店 5F 美術画廊  ☎ 088-653-2111 
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