
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「しじら藍染きもの手作り 

      親子ファッションショー」 

教 授：装道礼法きもの学院認可講師 太田 裕子 

ところ：シビックセンター４階 活動室４ 

入場無料（だれでも気軽に参加できます） 

2020  1 月号 

新町橋界隈のイベント情報紙 

［月刊］ No.55 

雑学大学  26 日(日) 14:00～ 



 

  
 

                            

�第 52 回名西高校美術展 

 17 日(金)～19 日(日) 9:00～17:00(最終日 16:00) 

 A 展示室  無料   徳島県立名西高等学校 

 ☎088-674-2151 

�第 22 回名西高校書道展 

17 日(金)～19 日(日) 9:00～17:00(最終日 16:00) 

B 展示室  無料  徳島県立名西高等学校芸術科(書道) 

☎088-674-2151(佐藤) 

�第 71 回徳島県書初め書道展覧会 

 18日(土)･19日(日)  9:00～17:00(最終日 15:00) 

 大展示室  無料 徳島県書道協会･徳島県立穴吹高等学

校 

 ☎0883-52-2108(佐尾山) 

�徳島県退職校長会第 9 回生きがい作品展 

 25 日(土)～27 日(月) 10:00～17:00(最終日 15:00) 

 A･B展示室  無料 徳島県退職校長会 ☎090-4977-2195  

�写真･西田茂雄塾 写真展 

 30 日(木)～2/5(水)  10:00～17:00  A 展示室 無料 

 ☎090-3185-1803(西田茂雄) 

�石田泰尚×ヴィルトゥオーソ 

 tokushima special concert 

 5日(日)  開演14:00 終演16:00(予定) 

 一般 指定席4500円 U-25指定席2000円(当日各500円増) 

 (公財)徳島県文化振興財団 ☎088-622-8121(あわぎんﾎｰﾙ) 

�第 48 回徳島市芸術祭｢芸能祭｣ 

 13 日(月)  開演12:00 終演16:30  700円 

 徳島市文化協会事務局 ☎088-621-5178 

�地域防災力向上シンポジウム in 徳島 2020 

 16日(木) 開演13:00 終演16:30 無料･要申込(聴講券必要) 

 徳島新聞社企画推進部 ☎088-655-7406 

�コンドルズ日本縦断新元号ツアー2020 Don’t Stop Me Now 

 19 日(日)  開演14:00 終演16:00(予定)  

一般指定席4000円 中学生以下指定席2000円(当日各500円増) 

(公財)徳島県文化振興財団 ☎088-622-8121(あわぎんﾎｰﾙ) 

�令和元年度徳島県防災生涯学習推進大会  

第 2 回学校防災研修会 

 22 日(水)  開演13:20 終演16:40  無料(要申込) 

 徳島県防災人材育成ｾﾝﾀｰ ☎088-683-2100 

 

あわぎんホール ☎ 088-622-8121 

2･3F 展示室 

1F 大ホール 



 

 

 

�戸田あさお 初日の出五十年展 

 3 日(金)～5 日(日) 9:00～18:00(最終日 16:00) 

無料  ☎088-686-2254(戸田あさお) 

�令和元年度JA共済全国小中学生「書道・交通安全ポスター」

徳島県コンクール展示会 

 11 日(土)･12 日(日) 10:00～17:00(最終日 15:00)  無料 

JA 共済連徳島事業支援部事業企画課 ☎088-634-2562 

�第 44 回東玄書道会展 

 17 日(金)～19 日(日) 10:00～18:00(最終日 16:30) 無料 

 東玄書道会 ☎088-631-4420 

�第 27 回広樹会盆栽展 

 20 日(月)～22 日(水) 10:00～17:00(20 日は 13:00～、22

日は 15:00 まで)  無料  広樹会 ☎090-3180-3965 

�第 54 回日本光画会写真展 

 23 日(木)～26 日(日) 10:00～17:00  無料 

日本光画会徳島支部 ☎090-7143-1180(勝瀬) 

�第 35 回全日写連徳島県本部写真展 

31 日(金)～2/2(日) 9:00～17:00 無料 

全日本写真連盟徳島県本部 ☎090-8971-0873(阿部) 

 

�内町地区成人式 

 3 日(金)  開演10:00(開場9:30)   

 内町公民館 ☎088-654-4913 

�「イル・ヴォーロ with プラシド・ドミンゴ  

魅惑のライブ～３大テノールに捧ぐ」上映会 

 4 日(土) 上映時間 ①10:15 ②13:00 ③16:00 ④18:30 

 前売 2300 円(当日 2800 円)    

徳島ﾌｨﾙﾑｱｶﾃﾞﾐｰ ☎090-4780-0440 

�徳島でみれない映画をみる会 1 月例会  

映画｢レディ・マエストロ｣上映会 

12 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 

�木村泰子さん講演会『みんなの学校』から『みんなの社会』へ 

 13 日(月) 14:00～16:00  無料（先着 150 名） 

 CAP とくしま ☎080-3163-4542(日下) 

�第 13 回とくしま環境学習フォーラム 

 25 日(土)  開演 12:30(開場 12:00)  無料 

 徳島県県民環境部環境首都課（分室）☎088-663-5371 

 

シビックセンター  ☎ 088-626-0408 

3F ギャラリー 

4F さくらホール 
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�阿波銀ﾌﾟﾗｻﾞ期間常設展示 恐竜時代展 

 11 日(土)～29 日(水)  9:00～17:00 

 

  

�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 

夜:大人 1000 円、小･中学生 500 円 

 

 

�第 25 回 悠美展 

24 日(金)～26 日(日)  

10:00～17:00(最終日 16:00)  【作品数55点】 

徳島県退職教職員協議会 ☎0885-32-7224(内藤) 

 

 

�服部久美子展－版画･水彩－ 

5 日(日)～31 日(金)  10:00～18:00(最終日 16:00) 

☆歌声喫茶inグレイス 11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） 

 

 

�笠井 美幸 書作展 

 12/29(日)～1/31 日(金) 8:00～18:00  

 寺島本町西 1-57 徳島駅前ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ 1F(水曜日定休) 

 

 

�新春を寿ぐ展  7 日(火)～13 日(月)(最終日 16:00) 

阿波おどり会館  ☎ 088-611-1611 

雑学大学 
26 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 

ヨンデンプラザ徳島  ☎ 0120-111-744 

2F ギャラリー 

森珈琲店  ☎ 088-623-6198 

そごう徳島店 5F 美術画廊  ☎ 088-653-2111 

阿波銀プラザ ☎ 088-623-3131  



�版画バザール  14 日(火)～20 日(月)(最終日 16:00) 

�院展俊英作家展 21 日(火)～2/3(月)(最終日 16:00) 

  

 

�おたのしみ抽選会 

4 日(土) 9:00～ 景品が無くなり次第終了 

6 階ﾃﾗｽ ※ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｺｰﾅｰ側ﾃﾗｽ入り口よりお越し下さい。 

�第 49 回 朗読サロンさざなみグループ主宰 

 住友美代子の朗読会 

 19 日(日) 14:00～15:30 定員 30 名(要申込) 

 6 階会議室 

�図書館でゆるりゆるりと寄り道 

～本と人と語らいを～Vol.32 

 24 日(金) 18:30～20:30 定員 10 名(要申込) 

対象:一般(中学生以上)  6 階会議室 

�防災講座 図書館と一緒に“もしも”に備えませんか 

 28 日(火) 10:30～11:30 定員 20 名(要予約) 

※避難訓練は予約のない方も参加できます。 

 講師:徳島市東消防署消防士 対象:どなたでも 

 5 階おはなしのへや 

 

 

�新春三味線もちつき 

 2 日(水) 13:00～ ※美馬市無形文化財三味線もちつき保

存会によるもちつき。つきたてお餅は先着 200 名様にﾌﾟﾚｾﾞ

ﾝﾄ!  アミコ専門店街 1階シンボル広場 

�新春アミコ書き初め大会 

 13日(月) ①13:00～ ②15:00～ 参加費:500円(半紙･色

紙等材料代含む、筆準備あり) 

 アミコ専門店街 1階シンボル広場 

�四国大学♡徳島駅前にぎわいキャンパス 2020 

 ◇パーソナルカラー体験 10 日(金) 15:00～17:00  

 対象:一般  アミコ専門店街 1階シンボル広場 

 ◇歯磨き指導＆手作りおもちゃワークショップ 

 12 日(日) 13:30～15:30  対象:子供 

 アミコ専門店街 1階キッズスペース 

�26 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」 

徳島市立図書館  ☎ 088-654-4421  

とくしまマルシェ  ☎ 088-657-0052 

アミコ専門店街  ☎ 088-621-4427 



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。 

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。 

 

 

 

 

月刊「ふらりと」2020.1 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 48 回徳島市芸術祭美術展 

～出展作品募集～ 

【前期･部門】  日本画・洋画・彫刻・美術工芸 

          会期：2月 13 日(木)～16 日(日) 

【後期･部門】  写真・書道・デザイン 

                会期：2月 20 日(木)～23 日(日) 

●申込期間    1 月 10 日(金)～22 日(水) 

●出品料      1,000 円(作品 1点につき) 

●申込方法    所定の申込書に必要事項を記入のうえ、シ 

       ビックセンター3階事務室にお申し込みく 

       ださい。 

●申込先   シビックセンター3階事務室 

●対 象   15 歳以上(中学生は不可)で徳島市在住の 

方、あるいは市内の学校･職場･文化ｻｰｸﾙに 

所属･ｶﾙﾁｬｰ講座などで受講されている方。 

※未発表の作品に限ります。 

作品は搬入日に開催場所へ搬入してください。 

●問合せ 徳島市文化協会事務局 ☎088-621-5178 

シビックセンター ☎088-626-0408 

募 集 


