
 

 

第 29 回放美展 
 3 日(水)～6 日(土) 10:00～17:00(入場は 16:30 まで) 
 大展示室 A･B展示室  一般前売600円  高校生前売200
円 (当日各 100 円増) ※中学生以下無料 
四国放送株式会社･徳島県美術家協会 ☎088-655-7685(四国
放送株式会社営業開発部 放美展係 平日 10:00～18:00) 

第 59 回渓生社水墨画展 

 19 日(金)～21 日(日) 10:00～17:00(最終日 16:00) 

A 展示室  無料  渓生社 ☎090-5277-5659(久保) 

 

令和 5 年度 東京藝術大学音楽学部同声会 

 徳島県支部主催演奏会 

1 日(月) 開演 18:30 終演 20:45 2000 円 ※高校生以下

無料  東京藝術大学音楽学部同声会徳島県支部 

☎090-6283-4670(事務局) 

徳島大学交響楽団 第 59 回定期演奏会 

 4 日(木) 開演 14:30 終演 16:10 500 円(当日 100 円増) 

徳島大学交響楽団 ☎080-4672-6756 

T.M.Revolution T.M.R.LIVE REVOLUTION 

 ‘22-‘23-VOTE JAPAN- 

6 日(土) 開演 18:00 終演 20:30(予定)  

全席指定席 9000 円   株式会社デューク 

☎087-822-2520 

はやしべさとし 三十歳の旅立ち ～叙情歌を道づれに～徳島編 

7 日(日)  開演 15:00 終演 17:00(予定) 全席指定席

6600 円  株式会社デューク ☎087-822-2520 

第 14 回徳島地区 Ka Makani Hula Festival 

14 日(日)  開演 10:30 終演 15:45 2000 円 

中四国ハワイアン協会 ☎089-998-8780 

第 17 回徳島チャリティー芸能祭 

16 日(火)  開演 12:00 終演 15:30  無料 

徳島チャリティー ☎088-689-0083 

令和 5 年度定期総会 

17 日(水)  開演 13:00 終演 16:00  無料 

徳島県シルバー大学校徳島 OB会   

☎090-7141-4343(会長 小川武男) 

四国大学吹奏楽部 スプリングコンサート 

20 日(土)  開演 14:00 終演 16:00  無料 

四国大学吹奏楽部 ☎088-665-9912(四国大学学生支援課) 

声優朗読劇フォアレーゼン ～縁(よすが)のまなざし～ 

21 日(日)  開演 15:00 一般指定席 4000 円 U-18 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) 

徳島県人権擁護委員連合会 表彰式及び総会 

25 日(木)  開演 14:00 終演 16:20  無料 

徳島県人権擁護委員連合会 ☎088-622-4899 

徳島吹奏楽団 第 35 回コンサート 

28日(日) 開演 14:00 終演 16:00  400円(当日 100円増) 

徳島吹奏楽団 ☎090-2784-7328(三枝) 

 

 

 

幽の会書展 －書のある風景－ 

12 日(金)～14日(日) 10:00～17:00(最終日 16:00)   

無料  幽の会 ☎080-5665-1947(木田) 

写真同人“炎”作品展 

19 日(金)～21 日(日) 9:30～17:00  無料 

 写真同人“炎” ☎090-8970-5588 

手作りチャリティーバザー 

26 日(金)～27 日(土) 10:00～17:00(最終日 16:00) 

徳島県手工芸家協会 ☎088-622-9531 

 

 

徳島でみれない映画をみる会 5 月例会 
映画｢千夜、一夜｣上映会 
14 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 

二胡コンサート 
21 日(日) 開演 13:30(開場 13:00)  無料 

徳島二胡同好会 http://tokushimaniko.blog117.fc2.com/ 

映画「百年と希望」上映会 

28 日(日) 上映時間 ①10:30 ②13:30／一般･大学生 前売

1000 円（当日も同額） ※小中高生は当日 500 円  

「百年と希望」を見る会 ☎088-631-5847(徳島映画センター) 

 
 
短歌と彩り展 

3 日(水)～10 日(水) 9:00～21:00  無料  

（3 日は 15:00 から、10 日は 13:00 まで） 

徳島短歌連盟 ☎088-665-0927(日向) 

令和 5 年度愛鳥週間用ポスター展 

15 日(月)～22 日(月) 9:00～21:00  無料 

(15 日は 12:00 から、22 日は 16:00 まで)  

徳島県鳥獣対策･ふるさと創造課 ☎088-621-2262 

2023 年／5 月 

徳島の秋冬フォトコンテスト・桜とピカピカ一年生撮影会 

入賞作品展 

23 日(火)～6/5(月) 9:00～21:00(最終日 16:00) 無料 

全日本写真連盟徳島県本部 ☎090-8971-0873(阿部) 
  

テーマ：90才の運転。95才を目指す 

教授：勉強会 CIMA 主宰 

森 清孝 
 

                                                                                    

 

 

 

第一回天羽汕景書道教室作品展 
18 日(木)～22 日(月) (最終日 15:00) 

第 22 回アトリエ・マイン展 

 26 日(金)～30 日(火) (最終日 16:00) 

※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。 

 

 

阿波おどり実演 

 [昼の公演]11:00～･14:00～･15:00～16:00～ 

(各 40 分)大人 800 円、小･中学生 400 円  

[夜の公演] 20:00～(50 分)大人 1000 円、小･中学生 500 円 

  

 

 

横山美津子写真展 

<ギャラリー喫茶 2F> 

  1 日(月)～26 日(金) 10:30～17:00(最終日 16:00) 

谷 慎也 西條敏夫 オイルパステル画二人展 

<アートギャラリーGRACE 1F>  

 4/30(日)～12 日(金) 10:30～17:00(最終日 16:00)  

銀座 19-2 (土曜日定休) 

 
 

あおばの杜｢七宝焼展｣ 

 1 日(月)～30 日(火) 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) 

ギャラリー喫茶 GRACE 2F  ☎ 088-654-3448 

森珈琲店  ☎ 088-623-6198 

3F ギャラリー 

4F さくらホール 

 市民ギャラリー 

雑学大学 
28 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 

1F 大ホール 

あわぎんホール ☎ 088-622-8121 リンク 

シビックセンター  ☎ 088-626-0408 リンク 

阿波銀プラザ ☎ 088-623-3131 
 

リンク 

阿波おどり会館  ☎ 088-611-1611 リンク 

https://kyoubun.or.jp/
https://www.civic-center.jp/
https://www.awabank.co.jp/kojin/chiiki/plaza/
https://awaodori-kaikan.jp/


 

 

“Color”Glass Work 展 個性 －Individuality－ 

  18 日(木)～22 日(月) 10:00～18:00(最終日 17:00) 

南新町 1-12-2 

 

 

楽しい絵本のお話 このゆびと～まれ 

｢おかあさん｣その２ 

14 日(日) 10:30～11:30  定員 40 名(要申込) 

講師：このゆびとまれ  対象:どなたでも 

5 階おはなしのへや 

こどもえいが会 

 ブルーなのおはなしえほん ミッフィーとどうぶつえん 

14 日(日) 14:00～14:40  定員 40 名(要申込) 

対象:0 歳～小学生と保護者  5 階おはなしのへや 

第 64 回 住友美代子の朗読会 

 ｢おおきな木｣ ｢一杯のかけそば｣ 

21 日(日) 14:00～15:30  定員 15 名(要申込)   

6 階会議室 

 

 

アミコドーム GW フェスタ 

 3 日(水)～4 日(木) 11:00～16:00  無料 

※歌やダンスのパフォーマンス    アミコドーム 

僕らの街にある音楽 

5 日(金) 13:00～16:00  無料 ※県内で活動する若手

ミュージシャンのアコースティックライブ アミコドーム 

アミコドーム HAPPY フェスティバル 

6 日(土) 12:00～17:00  無料 ※アイドル、ヒーロー、

阿波おどり…楽しさ満載    アミコドーム 

アミコドーム 2023 徳島アイドル ALIVE 

7 日(日) 10:20～18:00  無料   アミコドーム 

 

   

28 日(日) 9:00～14:00   

 ※時間を短縮しています。 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇「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。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ギャラリーM＆M  ☎ 088-655-3711 

とくしまマルシェ  ☎ 088-657-0052 

※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。 

新町橋界隈のイベント情報紙 

［月刊］ No.95  

2023  5 月号 

ふらりと 
電子版 

アミコ専門店街  ☎ 088-621-4427 

月刊「ふらりと」2023.5 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  https://www.civic-center.jp/ 

そうだ！アミコドームへ行こう！ 

５ 月 ３ ７ 日 日 (水) (日) 

お問合せ先：徳島都市開発（088-621-4411） 

5/5(金) 

5/6(土) 

はこらいふ図書館 ☎ 088-654-4421 リンク 

https://www.city.tokushima.tokushima.jp/toshokan/event/index.html

