あわぎんホール

2021 年／7 月

☎ 088-622-8121

4F さくらホール

2･3F 展示室

第 34 回洋画部会員展
8 日(木)～11 日(日) 9:00～17:00(最終日 16:00)
無料
A 展示室
徳島県美術家協会洋画部
☎088-645-2817(杉本)
第 42 回東光会徳島支部展
9 日(金)～11 日(日) 9:00～17:00(最終日 16:00) 無料
B 展示室 東光会徳島支部 ☎088-695-5448
1F 大ホール

野村万作･萬斎狂言公演
14 日(水)
開場 19:00 終演 20:40
S 席指定(10 列目まで)一般 5500 円 U-25 2500 円
A 席指定(11 列目から)一般 4500 円 U-25 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)

Re.あわ文化(第 75 回夏期阿波人形浄瑠璃大会)
17 日(土) 開場 11:00 終演 16:30 18 日(日) 開場 10:00
終演 16:50 1 日券 300 円/2 日通し券 500 円/高校生以下無料
(要整理券)全席自由 ☎088-665-2202(阿波十郎兵衛屋敷)
☎088-622-8121(あわぎんホール)
神奈川フィルハーモニー管弦楽団徳島公演
オーケストラと心に響くひと時を
24 日(土) 開場 14:00 終演 未定
一般指定席 2000 円
学生指定席(高校生以下)1000 円
(公財)徳島県文化振興財団 ☎088-622-8121(あわぎんホール)
第 74 回全日本合唱コンクール徳島県大会
25 日(日) 開場 11:00 終演 16:00
無観客開催
徳島県合唱連盟 ☎090-2824-5006(大井)

シビックセンター

☎ 088-626-0408

公務員合同職業説明会
3F ギャラリー
3 日(土) 13:00～16:00(受付 12:30～) 無料
自衛隊徳島地方協力本部 ☎088-623-2220

徳島でみれない映画をみる会 7 月例会
映画｢ニューヨーク 親切なロシア料理店｣上映会
18 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

雑学大学

テーマ：ビギナーのための電気 Q&A

25 日(日)

教 授： 電気エネルギー管理士
田村 貞夫
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

堀井 源三 遺作展
9 日(金)～13 日(火) (最終日 15:00)
第 9 回女子美術大学同窓会 徳島支部展
16 日(金)～20 日(火) (最終日 16:00)
ポーセラーツ作品展
22 日(木)～26 日(月)

(最終日 15:00)

第 31 回情熱の女たちからのメッセージ
30 日(金)～8/3(火)
(最終日 15:00)
※新型コロナウイルスに関する｢とくしまアラート｣発出状
況等により中止となる場合があります。

阿波おどり会館

☎ 088-611-1611

阿波おどり実演
[昼の公演] 11:00～･14:00～(各 40 分)
定員 100 名 (15:00･16:00 公演は休演)
[夜の公演] 休演中

第 14 回 幽の会書展 -書のある風景9 日(金)～11 日(日) 10:00～17:00(最終日 16:00) 無料
幽の会 ☎080-5665-1947

昼:大人 800 円、小･中学生 400 円
※昼公演は内容を一部変更して実施しております。

令和 3 年度 徳島ガラスワークショップ展
16 日(金)～18 日(日) 9:00～19:00(最終日 17:00) 無料
(公財)徳島市文化振興公社 ☎088-626-0408

ギャラリー喫茶 GRACE 2F

自衛隊職業セミナー
31 日(土) 13:00～16:00(受付 12:30～) 無料
自衛隊徳島地方協力本部 ☎088-623-2220

☎ 088-654-3448

八木 和彦 教室展
4 日(日)～28 日(水) 11:00～17:00(最終日 16:00)
銀座 19-2（土曜日定休）

森珈琲店

☎ 088-623-6198

内山 裕子 ｢空｣と｢野｣油絵展
1 日(木)～31 日(土)
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)

ギャラリーM＆M

☎ 088-655-3711

松原 健二 作品展
15 日(木)～19 日(月) 10:00～18:00(最終日 17:00)
南新町 1-12-2

はこらいふ図書館

☎ 088-654-4421

朗読サロンさざなみグループ主宰
第 55 回 住友美代子の朗読会 ｢風の又三郎｣
18 日(日) 14:00～15:30
定員 15 名(要申込)
6 階会議室
絵本でひらめきみっけ！夏の自由研究 読書感想文へ GO！
25 日(日) 10:30～12:00
定員 6 組(要申込)
対象:小学 3～6 年生 講師:お話クラブ･カーネーション
5 階おはなしのへや
三谷 広紙芝居祭り
29 日(木) 13:30～14:00
定員 6 組(1 組 4 名)(要申込)
対象:3 歳以上
5 階おはなしのへや
おやこでつくってあそぼう
スカイダイビングする やじろべえを作ろう！
31 日(土) 14:00～14:30
定員 4 組(要申込)
対象:4 歳～小学 2 年生と保護者
講師:とくしまお話を語る会
5 階おはなしのへや

アミコ専門店街

☎ 088-621-4427

アミコの七夕飾り
～7 日(水) 10:00～19:00
無料
※来館のお客様に願いを込めた短冊を書いて七夕の笹に吊
っていただきます。 アミコ専門店街 1 階シンボル広場

とくしまマルシェ

新町橋界隈のイベント情報紙

☎ 088-657-0052

25 日(日) 9:00～14:00(通常は 15:00 まで)
※時間を短縮して開催します。
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

［月刊］ No.73

■7 月 24 日(土)・31 日(土)
10 時〜12 時
■シビックセンター４階
活動室(４)
■講師︓二紀会会員 上月 佳代

2021

7 月号

■受講料︓全２回 1,200 円
■定員︓20 名

※各種行事については新型コロナウイルス感染
予防および拡大防止のため、やむを得ず中止とな
る場合があります。

■対象︓小学 4 年生〜6 年生

7 月１日(木)から先着順に受付！
シビックセンター ☎088-626-0408

○利⽤⼿順

（1）シビックセンターの掲示板に掲示された専用 QR コードをスマ
ートフォン等で読み取り、登録画面から自分のメールアドレスを
送信してください。
（⽒名・住所・電話番号等の個⼈情報の提供は不要です）
（2）感染者が発生した場合、感染者が訪れていた同日･同施設の利
用者に注意喚起メールを県から配信いたします。
・取得した情報は徳島県で厳重に管理し、30 日を経過後、速やか
に廃棄します。
・同じ場所でも、別日で訪れた場合は、その都度読み込み、登録
してください。
・新型コロナウイルス感染者が発生した場合にお送りする注意喚
起メールは、県から⽴ち寄り先等として公表した施設等を対象
とします。
・本システムでは、感染者が近くにいたか、また、どの程度接触
があったかは分かりません。注意喚起メールが届いた場合は、
まずは体調管理にご注意いただき、検温の実施、マスク着用な
どをお願いします。

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。

月刊「ふらりと」2021.7 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/

徳島ガラスワークショップ展

令和 3 年度 徳島ガラスワークショップ展
～受講生修了作品展～

16 日(⾦)〜18 日(日)

9:00〜19:00(最終日 17:00)

シビックセンター３階ギャラリー 入場無料
作品販売コーナー・制作体験もあります
シビックセンター ☎088-626-0408

