あわぎんホール ☎ 088-622-8121

シビックセンター
2･3F 展示室

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｣
1 日(日) 9:30～16:00 大展示室 A 展示室
無料
☎088-655-5080(公益財団法人とくしま“あい”ﾗﾝﾄﾞ推進協議会)
第 4 回夢のはな パッチワークキルト展
9 日(月)～11 日(水) 10:00～17:00(最終日 16:00)
A 展示室
無料 ｷﾙﾄｽｸｴｱ徳島 ☎088-652-6818(龍木)
第 24 回尚真書展併催ジュニア展
テーマ｢こころの詩(うた)を｣
13 日(金)～15 日(日) 9:30～16:50(最終日 16:00)
A 展示室
無料 尚真書道会 ☎090-2784-1384(玉城)
第 65 回中･四国国立大学連合美術展覧会
13 日(金)～15 日(日) 10:00～16:00 大展示室 B 展示室
特別展示室
無料 徳島大学学務部 学生支援課学生支援係
☎088-656-7287
第 61 回徳島市高齢者大学
4 日(水) 開演 10:00 終演 16:00 無料
徳島市高齢福祉課 ☎088-621-5176

1F 大ホール

清水洋子バレエスクール クリスマス会
8 日(日) 開演 13:30
無料
清水洋子ﾊﾞﾚｴｽｸｰﾙ
☎088-662-6611
第 39 回素人演芸バラエティショウ
9 日(月) 開演 10:00 終演 15:30
要整理券
徳島市更生保護女性会 ☎088-622-4359
生光学園幼稚園 表現会
13 日(金) 開演 10:00 終演 14:00
生光学園幼稚園 ☎088-641-1032

無料

四国大学吹奏楽部 第 34 回定期演奏会
19 日(木) 開演 18:30 終演 20:30
無料
四国大学吹奏楽部 ☎088-665-9912(四国大学学生支援課)
第 4 回公演 阿波の国子ども歌舞伎 ～感動を原動力にして
前進しよう～
22 日(日) 開演 13:00 終演 15:00 2000 円 中学生以下無料
NPO 法人阿波の国子ども歌舞伎 ☎090-4509-5672

☎ 088-626-0408

雑学大学
3F ギャラリー

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
11/30 日(土)～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
第 40 回臨池書展
14 日(土)･15 日(日) 10:00～17:00(最終日 16:30)
臨池会 ☎088-665-1300＜内線 2340＞

無料

トールペイント作品展
20 日(金)･21 日(土)
10:00～17:00(最終日 15:00)
ｽﾀｼﾞｵ･ﾄﾞｯﾄ ☎090-5273-1932(布川)

無料

徳島市景観まちづくりセミナー2019 景観模型づくりワーク
ショップ ぼくたち、わたしたちのまちをつくろう！
22 日(日) 13:00～17:00 無料（要申込）
(公社）徳島県建築士会 ☎088-653-7570
コンチェルト音楽教室コンサート
4F さくらホール
1 日(日) 開演 13:00(開場 12:30) 無料
コンチェルト音楽教室
演劇とフラメンコへの誘い
8 日(日) 開演 14:00(開場 13:30)
前売 1000 円（当日 1300 円） 高校生以下当日券 500 円
藝術文化堂 ｶｻ･ﾃﾞ･ﾏﾃﾞｰﾗ ☎088-641-0993
徳島大学フルバンド部第 36 回定期演奏会
14 日(土) 開演 16:30(開場 16:00)
無料
徳島大学ﾌﾙﾊﾞﾝﾄﾞ部 ☎080-8538-4994(納谷)
徳島でみれない映画をみる会 12 月例会
映画｢あなたの名前を呼べたなら｣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
徳島大学合唱団リーダークライス第 57 回定期演奏会
21 日(土) 開演 17:00(開場 16:30)
無料
徳島大学ﾘｰﾀﾞｰｸﾗｲｽ(tokudailiederkreis@gmail.com)
バリアフリー映画上映会「武士の家計簿」
22 日(日) 開演 14:30(開場 14:00)
無料（要申込 定員 70 名） ☎徳島市立図書館 088-654-4421
無料

テーマ：和算で有名な目付字の遊び方
及び原理を習いましょう
教 授： まちかど博士 三原 茂雄
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 17 回徳島版画展

第 11 回徳島北高等学校美術部書道部合同展
「私たちの軌跡」
21 日(土) 12:00～17:00 22 日(日) 10:00～16:00 無料
徳島北高等学校美術部･書道部 ☎088-698-8004(森)

第 22 回徳島大学邦楽部定期演奏会
27 日(金)
開演 13:30(開場 13:00)
徳島大学邦楽部

22 日(日)

11 日(水)～15 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

ふれあいフォトコンテスト 2019
2F ギャラリー
ール
入賞作品展示会
10 日(火)～13 日(金) 10:00～17:00(10 日は 13:00～、
13 日は 16:00 まで) 【作品数 32 点】
四国ﾋﾞｼﾞﾈｽ(株) ☎087-851-1151
四国鉄道の半世紀写真展
18 日(水)～22 日(日) 10:00～17:00(最終日 15:30)
【作品数 90 点】鉄道 I 友の会四国支部 ☎090-1176-3830(井上)
3F ホール
ール
Kinder Konzert クリスマスコンサート
8 日(日) 13:00～16:30 ☎090-4507-2890(三木 千枝)

ギャラリー喫茶 GRACE 2F

☎ 088-654-3448

第 16 回 徳島版画 GRACE 賞受賞記念
篠原彩香展 AYAKA Shinohara EXHIBITION
2 日(月)～27 日(金) 10:00～18:00(最終日 16:00)
☆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）

ギャラリーM＆M ☎ 088-655-3711
第 16 回徳島版画展 吹田文明賞受賞記念
瀧川勝雄 木版画展
11 日(水)～15 日(日) 10:00～18:00
(最終日 17:00)

そごう徳島店 5F 美術画廊 ☎ 088-653-2111
近代巨匠陶芸展

とくしまマルシェ

新町橋界隈のイベント情報紙
［月刊］ No.54

☎ 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

3 日(水)～9 日(月)(最終日 16:00)

歳末掛軸展

10 日(火)～16 日(月)(最終日 16:00)

秀作絵画展

17 日(火)～19 日(木)(最終日 16:00)

仁宇暁子 紅色(あかいろ)の絵画展
24 日(火)～1/6 日(月)(最終日 16:00)

2019

徳島市立図書館 ☎ 088-654-4421

12 月号

図書館で｢本の装備と修理体験｣してみませんか
11 日(水) 14:00～15:30
定員 6 名(要申込)
対象:中学生以上 持ち物:ご自身の本にﾌﾞｯｸﾌｨﾙﾑを貼って
いただくこともできます。ご希望の方は文庫本を 1 冊お持
ち下さい。 6 階会議室
クリスマスのおはなし会
15 日(日) 14:00～15:00
定員 20 名(こどもの人数)
対象:4 歳～小学生と保護者
講師:このゆびとまれ
5 階おはなしのへや

バリアフリー映画｢武士の家計簿｣上映会
22 日(日) 14:30～16:50
定員 70 名(要申込)
ｼﾋﾞｯｸｾﾝﾀｰ 4 階さくらﾎｰﾙ

アミコ専門店街 ☎ 088-621-4427
クリスマス装飾
11/5 日(火)～25 日(水)
10:00～19:30
※館内をクリスマス装飾で彩ります。
アミコ専門店街
年末年始装飾
26 日(木)～1/5(日) 10:00～19:30
※年末年始を彩る、生け花の大作を飾ります。
アミコ専門店街 1 階シンボル広場

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」2019.12 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/

バリアフリー映画上映会「武士の家計簿」
●
●
●
●

22 日(日) 開演 14:30(開場 14:00)
シビックセンター４階さくらホール
無料（要申込 定員 70 名）
徳島市立図書館 ☎088-654-4421

