
  
 

                            

写真･西田茂雄塾 23 年のドラマ写真展 

 1/30(木)～5 日(水) 10:00～17:00  A 展示室 無料 

 ☎090-3185-1803 (西田茂雄) 

陣原康甫社中 いけばな展 

1 日(土)･2 日(日) 10:00～17:00  B 展示室  無料 

☎090-6889-0991(陣原康甫) 

徳島県シルバー大学校第 39 期生大学祭作品展 

 14日(金) 9:00～14:30  大展示室  無料 

 公益財団法人とくしま“あい”ﾗﾝﾄﾞ推進協議会 

 ☎088-655-5080 

AWA 伝統芸能創造発信プロジェクト 2020 

 1日(土)<section.1>新世界体感浄瑠璃｢伊勢音頭恋寝刃｣ 

 2日(日)<section.2>多絃箏、幽玄の響き～一七絃 100 年、二

十絃箏 50 年～   開演 14:00 終演 16:00   

一般指定席 2000円 U-25指定席 1000円 

(公財)徳島県文化振興財団 ☎088-622-8121(あわぎんﾎｰﾙ) 

第 65 回徳島市･名東郡小学校   

音楽交歓演奏会ならびに作曲コンクール優秀作品発表会 

 5 日(水)  開演 11:15 終演 15:35  無料 

 徳島市小学校音楽部会  

助任なかよし認定こども園ちびっこ発表会<午前>  

 地域子育て支援あわっこ発表会<午後> 

 8 日(土)  開演 10:00 終演 15:30  無料 

助任なかよし認定こども園 ☎088-626-1911 

AWA 伝統芸能創造発信プロジェクト 2020 

 9日(日)<section.3>藍の国の阿波おどり｢The AWA踊り,this is it!｣ 

①開演 13:00 終演 15:00 ②開演 16:00 終演 18:00 

一般指定席 2000円 U-25指定席 1000円 

(公財)徳島県文化振興財団 ☎088-622-8121(あわぎんﾎｰﾙ) 

徳島県シルバー大学校 第 39 期生大学祭 

 14 日(金)  開演 10:00 終演 16:00  無料 

(公財)とくしま“あい”ﾗﾝﾄﾞ推進協議会 ☎088-655-5080 

第 10 回未来コンサート ～若手による和楽器演奏会～ 

 15 日(土)  開演 13:30 終演 16:30  無料 

 徳島県三曲協会 ☎090-7575-2763 

徳島県三曲協会 第 46 回定期演奏会 

 16 日(日)  開演 12:00 終演 16:30  無料 

 徳島県三曲協会 ☎090-8696-6323 

 

人権を考える市民のつどい 

 17 日(月)  開演 13:30 終演 15:00  無料 

 徳島市市民環境部人権推進課 ☎088-621-5169 

第 71 回あすなろ会 ～バレエ発表会～ 

22日(土) 開演 13:00 終演 16:00  23日(日) 開演 13:00  

終演 17:00  無料   あすなろﾊﾞﾚｴｽﾀｼﾞｵ ☎088-622-2645 

藍 三味線のきらめきコンサート vol.7 in 徳島市  

 24日(月)  開演 14:00 終演 16:00  一般前売 3000円  

小中高生前売 1500円(当日各 500円増)  

事務局 ☎090-1573-7104(担当くわむら ｼｮｰﾄﾒｰﾙ可) 

ダンス×義太夫×コントラバス｢たとへ火の中､水の底。｣  

 (壷坂観音霊験記より) 

 29日(土) 開演15:00 終演16:15 大人1000円 子供500円 

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

 

 

 

第 35 回全日写連徳島県本部写真展 

1/31 日(金)～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) 

穴吹クリエーターズフェスティバル 2020 

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

学校法人 穴吹学園 ☎088-653-3155 

第 48 回徳島市芸術祭美術展 

（前期）日本画・洋画・彫刻・美術工芸 

13 日(木)～16 日(日) 10:00～19:30(最終日 16:00) 

（後期）写真・書道・デザイン 

 20 日(木)～23 日(日) 10:00～19:30(最終日 16:00) 

 無料 徳島市文化協会 ☎088-621-5178 

(公財）徳島市文化振興公社 ☎088-626-0408 

日本風景写真協会第 14 回徳島支部展 

 28 日(金)～3/1(日) 10:00～18:00  無料  

日本風景写真協会徳島支部 ☎090-2781-1751(吉田) 

 

令和元年度スーパーオンリーワンハイスクール 

事業及び｢NIPPON｣探究ハイスクール事業生徒活動発表会 

  1 日(土)  開演 12:30(開場 12:00) 無料 

徳島県教育委員会学校教育課 ☎088-621-3137 

絵本作家 三浦太郎さんトークショー 

8 日(土) 開演 14:00(開場 13:40) 無料 

定員 130 名(要申込） 徳島市立図書館 ☎088-654-4421 

 

2020 年／2 月 

徳島でみれない映画をみる会 2 月例会  

映画｢初恋 お父さん、チビがいなくなりました｣上映会 

9 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 

能楽セミナー「杜若」 

 15 日(土) 開演 14:00(開場 13:30) 参加費 1000 円（前売

券のみ、当日券無し）徳島能楽振興会 ☎088-625-9907 

「阿波フラフェスタ 2020」～夏の阿波踊り冬の阿波フラ～ 

16 日(日) 開演 13:30(開場 13:00)  

前売 1000 円 当日 1300 円（当日券のみ高校生以下 500 円）

阿波ﾌﾗﾌｪｽﾀ実行委員会 ☎088-626-0408(浅香) 

第 38回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール徳島予選会 

22 日(土) 開場･開演時間はお問い合わせください。 無料 

(一社)東京国際芸術協会 ☎03-6806-7108 

第 48 回徳島市芸術祭美術展 表彰式 

23 日(日) 開演 13:00(開場 12:30) 無料 

徳島市文化協会 ☎088-621-5178 

(公財）徳島市文化振興公社 ☎088-626-0408 

 

テーマ：やばい!気になっていた! 

     我が家の防災対策 

教 授：まちかど博士・防災士 

            大宮 佐知子 

 
             

                                            

 

 

『“Future Design徳島”絵画コンテスト』入賞作品展 

 1 日(土)～24 日(月) 10:00～17:00 

 

  

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 

 

 

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 
23 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 

阿波銀プラザ ☎ 088-623-3131  

ヨンデンプラザ徳島  ☎ 0120-111-744 



第 43 回 おりがみ展 

12 日(水)～16 日(日)  

10:00～17:00(最終日 15:00) 徳島おりがみ研究会 

☎088-669-0195(佐藤) 

 

Le petit concert 

  24 日(月) 13:30～16:00  

☎090-2826-4067(平賀) 

阿波の峠を歩く会 

 28 日(金)～3/1(日) 10:00～17:00(28 日は 12:00～、3/1は 

15:00 まで)  【作品数 30点】 阿波の峠を歩く会 

 ☎090-3189-3715(村木) 

 

 

宮本薫 押花作品展 

2 日(日)～28 日(金)  10:00～18:00(最終日 16:00) 

☆歌声喫茶 inグレイス 8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） 

 

 

第23回 Qの会･洋画小品展 

 7日(金)～11日(火) 10:00～18:00(最終日17:00) 

 

 

四季の移ろい  

日本の季節が語りかけてくれるものは 森内 昭男 

 1 日(土)～29 日(土)   

 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) 

 

 

夢とロマンを求めて 清水新也 油絵展 

 4 日(火)～10 日(月)(最終日 16:00) 

精緻に描く花の表情  佐々木経二展    

 11 日(火)～17 日(月)(最終日 16:00) 

青木成実 油絵展 ～光の恵みを描いて～ 

 18 日(火)～24 日(月)(最終日 16:00) 

  

 

絵本作家 三浦太郎さんトークショー 

8 日(土) 14:00～16:00(開場 13:40) 

対象:どなたでも 定員 130 名(要申込) 

図書館でゆるりゆるりと寄り道～本と人と語らいを～Vol.33 

 26 日(水) 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 

 

 

ひな人形飾り＆つるし雛飾り 

 1 日(土)～3/3(火) 10:00～19:30 

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 

 開催中～3/7(土) 10:00～19:30 ※四国大学学生の企画･

実施によるｲﾍﾞﾝﾄを駅前 3 商業施設で開催。(ｱﾐｺ専門店街、

ｸﾚﾒﾝﾄﾌﾟﾗｻﾞ、ﾎﾟｯﾎﾟ街商店街) 

 ◇15(土) 手作り提灯ワークショップ 

 アミコ専門店街 1 階シンボル広場 

 ◇19 日(水)～25 日(火) 学生デザインの個店ポスター展 

 アミコ専門店街 1 階東西通路 

23 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（前期）日本画・洋画・彫刻・美術工芸 

13 日(木)～16 日(日) 10:00～19:30(最終日 16:00) 

（後期）写真・書道・デザイン 

 20 日(木)～23 日(日) 10:00～19:30(最終日 16:00) 

シビックセンター３階ギャラリー 

同時開催：いけばな展（池坊･未生流･小原流） 

そごう徳島店 5F美術画廊  ☎ 088-653-2111 
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アミコ専門店街  ☎ 088-621-4427 

2F ギャラリー 

ール 

森珈琲店  ☎ 088-623-6198 

３F ホール 

ール 

ギャラリーM＆M  ☎ 088-655-3711 

第 48 回 徳島市芸術祭美術展 

第 47 回展 


