


■平成24年10-11月催し物案内 

文化の森【主催講座】 

図書館 
 
 
 
博物館 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
鳥居龍蔵 
記念博物館 
 
近代美術館 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
文書館 
 
 
21世紀館 

資料検索講座 
　（各日14:00～15:30　21世紀館3階　情報文化実習室） 
 
 
室内実習「顕微鏡で野草かんさつ」★ 
［発見！阿波］野外自然かんさつ「宍喰浦と竹ケ島の地質見学」★ 
［発見！阿波］野外自然かんさつ「那賀川上流の地質見学」★ 
野外自然かんさつ「秋の昆虫と植物」★ 
歴史体験「土器づくり」★ 
みどりの工作隊「どんぐりごまとウツギの笛を作ろう」★ 
［発見！阿波］歴史散歩「古墳見学（渋野）」★ 
［発見！阿波］野外自然かんさつ「花咲き乱れる秋の那賀川を歩こう（相生）」★ 
ミュージアムトーク「鳴門海峡海底のナウマンゾウ化石」 
［発見！阿波］歴史散歩「徳島城とその周辺を歩こう」★ 
室内実習「ミクロの世界─電子顕微鏡で植物を見よう！②」★ 
［発見！阿波］野外自然かんさつ「土柱周辺の地質見学」★ 
 

ミュージアムトーク「鳥居龍蔵が見たアイヌ」
 

 
 
特別展「墨と紙が生み出す美の世界」に関連した催し 
　　 特別展ツアー（学芸員による解説） 
　　 こども鑑賞クラブ　墨と紙の絵の巻 
　　 特別展ツアー（学芸員による解説） 
特別展関連展示 
　　「墨の美しさを実感─子どもたちによる墨の絵」展 
きんびセミナー 「墨の不思議」  
きんびアトリエ 「水墨ワークショップ─墨色の体験」★ 
所蔵作品展「徳島のコレクション2012 ─蠱」に関連した催し 
　　徳島のコレクションツアー（学芸員による解説） 
　　徳島のコレクションツアー（学芸員による解説） 
きんびセミナー　アート展評入門（第３回）展示編 
 
古文書講座（中級）★ 
　（各日14:00～16:00　隔週土曜日（全5回）） 
 
情報ボランティア講座★ 
　（各日9:40～15:30　定員20人　情報文化実習室） 

11/22（木）　ホームページを活用した、本・雑誌の探し方 
11/29（木）　ホームページを活用した、本・雑誌の探し方 
12/  6（木）　ホームページを活用した、郷土資料の探し方 
 
10/  7（日） 13：30～16：30　定員20人 
10/  8（月･祝） 12：00～16：00　定員25人　現地集合 
10/14（日） 13：00～16：00　定員25人　現地集合 
10/21（日） 13：30～15：30　定員20人 
10/21（日） 13：30～16：00　定員30人　材料費300円（大学生・一般） 
10/28（日） 13：00～16：00　定員36人 
11/11（日） 13：00～15：30　定員30人　現地集合 
11/11（日） 13：00～16：00　定員20人　現地集合 
11/18（日） 10：00～11：30　定員50人 
11/18（日） 13：00～15：30　定員20人　現地集合 
11/18（日） 13：30～15：30　定員10人 
11/25（日） 13：00～15：30　定員25人　現地集合 
 

11/25（日） 13：30～15：30　定員50人　博物館講座室
 

 
 
 
10/14（日） 14：00～15：00  有料B　展示室3 
11/10（土） 14：00～14：45  （保護者　観覧券が必要） 
11/18（日） 14：00～15：00  有料Ｂ  展示室３　 
 
11/  7（水）～11/11（日）　　美術館１階ギャラリー 
11/11（日） 14：00～15：30　美術館講座室 
11/25（日） 14：00～16：00　美術館アトリエ２ 
 
10/21（日） 14：00～14：45  有料Ａ  展示室１　  
11/23（金･祝） 14：00～14：45  展示室１ 
11/  4（日） 14：00～15：30  美術館講座室ほか 
 
10/6（土）･10/20（土）･11/10（土）･11/24（土） 
　9/29（土）申し込み締め切り 
 
10/11（木） デジカメ画像入門 （GIMP）［応用編］ 
10/28（日） 表計算入門（エクセル） 
11/  8（木） ワープロ入門（ワード） 
11/25（日） デジカメ画像入門 （GIMP）［基礎編］　 

愛犬のしつけ教室★ 
樹木観察会★ 
ネイチャーゲーム大会★ 

10/25（木）　  11：00～12：00 
11/  3（土・祝）  9：30～11：30 
11/  4（日）　　9：30～12:00

河川敷 
噴水花壇前 
知識の森 

無料 
無料 
保険料100円が必要 

闍橋和三郎陶芸展 

徳島県中学校技術・家庭科生徒作品展
 

 
吹奏楽ジョイントコンサート 
雑草いけばな展─ありがとう！秋草─ 
くすりと健康フェア 
　─くすりのこと知っとうday ─ 

第18回  徳島障害者芸術祭 エナジー2012
 

 
朗読の踊りとファドによるモラエスの 
　日本随想記「徳島の盆踊り」◆ 

第44回  徳島おもと名品展
 

 
 
高校生産業教育展 
 
子供達によるバイオリン発表会 

徳島寒蘭会　展示会
 

 

むらの文化展 ◆
 

 
「阿波の歴史小説」を通して 
　「あわ文化」の発掘と発信！◆ 

いきいき健口フェア
 

 

さざなみグループ  フェスティバル 

10/  3（水）～10/  8（月・祝） 
10/  6（土）10：00～17：00 
10/  7（日）10：00～15：00 
10/  8（月・祝）13：00～16：00 
10/12（金）～10/14（日） 
10/13（土）・10/14（日） 
10：00～16：00 

10/16（火）～10/21（日）
 

 

10/21（日）13：30～16：10
 

 
10/24（水）11：30～17：00 
10/25（木）  9：30～16：00 
 
10/27（土）10：00～15：00 
 
10/28（日）14：00～ 
11/10（土）・11/11（日） 
11/21（水）・11/22（木） 
11/13（火）～11/18（日） 
10:00～17:00 
①展示 11/17（土）～18（日） 
②シンポジウム 11/18（日） 
11/23（金・祝） 
10：00～15：00 

11/25（日）10：00～17：00

ギャラリー 

多目的活動室
 

 
野外劇場 
ギャラリー 

多目的活動室
 

 
多目的活動室 
ギャラリー 

イベントホール
 

 

多目的活動室
 

 
イベントホール 
多目的活動室 
ギャラリー 
多目的活動室 

多目的活動室
 

 

多目的活動室
 

 
①ギャラリー 
②イベントホール 
イベントホール 
多目的活動室 

イベントホール 

闍橋和三郎　0883-24-3431　無料 
徳島県中学校教育研究会 技術・家庭科会、 
徳島県中学校技術・家庭科研究会　無料 
徳島吹奏楽団　090-2784-7328　無料 
雑草いけばなデザイン一渓会　090-2890-5566　無料 

徳島県　088-621-2231　無料 
 
公益財団法人徳島新聞社会文化事業団、 
一般社団法人徳島新聞社、ねっとわ～くAs　088-655-7365　無料 
住友美代子朗読サロンさざなみグループ 
088-664-3655　有料（1,000円） 

日本おもと協会　徳島県支部　088-622-5743 無料
 

 

徳島県教育委員会、徳島県産業教育振興会 
088-621-3121  無料 
 
猪子恵　088-668-6384　無料 

徳島寒蘭会　事務局　090-8282-5224  無料 
 
第27回国民文化祭佐那河内村実行委員会 
088-679-2817　無料 

阿波の歴史を小説にする会　088-689-1253　無料
 

 

徳島県歯科医師会　088-631-3977　無料
 

 
住友美代子朗読サロンさざなみグループ 
088-664-3655（住友美代子）  無料 

◎開館時間　9:30～17:00　図書館は平日9:30～19:00 
◎休館日10/1豺, 10/9貂, 10/15豺, 10/22豺, 10/29豺, 11/5貂, 11/12豺, 11/19豺, 11/26豺（月曜日・月曜日が祝日の場合は翌日） 

◎上記休館日以外に、図書館・文書館は10/18貅, 11/15貅も休館 

文化の森【主催事業】 
主　催 名　称 日時・入場料（特に表示のないものは無料）等 日時・入場料（特に表示のないものは無料）等 主　催 名　称 

◆主催者の都合により、日程・会場・入場料が変更になる場合があります。詳しくは、主催者にお問い合わせください。 
　また、主催者の希望または作成日の関係等により、ここに掲載していない催し物もありますのでご了承ください。 

名　称 日　時 場　所 備　考 
文化の森【ひろば】（文化団体等が文化の森の施設を利用して行う催し）　◆のある行事は、第27回国民文化祭・とくしま2012の催しです。 

名　称 日　時 場　所 備　考 
文化の森【公園内での催し】 ※ここに掲載している行事は文化の森総合公園指定管理者（財）徳島県建設技術センターに 　お問い合わせください。（電話088-662-6030）　★のある行事は申し込みが必要です。 

 

★のある行事は申し込みが必要です。詳しくは主催館にお問い合わせください。 ★のある行事は申し込みが必要です。詳しくは主催館にお問い合わせください。 

文化の森 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図書館 
 
 
 
 
 
 
 
 
博物館 
 
 
 
 
鳥居龍蔵 
記念博物館 
 
近代美術館 
 
 
 
 
文書館 
 
 
 
21世紀館 

文化の森 大秋祭り!! 
　文化の森ウォークラリー 
　図　秋のおはなし会（対象：幼児以上） 

秋の図書館探検隊★（対象：小学校3年生以上） 
　博　博物館フェスティバル 

　　恐竜の骨格組み立て　どんぐり工作にチャレンジ 
　　ビッグ福笑い　　　　　藍の押し花でハガキづくり 
　　はく製類タッチング　　ミクロの博物館 

　鳥　ザ・すごろくとぬり絵にチャレンジ！！ 
　美　クイズで楽しむ美術館ミルミルツアー（15分程度のミニツアー） 
　文　文書館体験講座「紙漉（かみすき）＆歴史パズルに挑戦」 

文書館体験講座「和本を作ろう！」★ 
　21　ドンドンひろがれ！子育ての輪 

文化の森  秋のファミリーコンサート 
 
企画展「知りたい  ひょうごの今むかし」（兵庫県立図書館との交流企画展） 
企画展「Bandoに咲いた花─板東俘虜収容所が遺したもの─」 
まちの保健室（13:00～16:00） 
「まなびの森」講演会 
　　第7回「天井絵遺産を通した文化学」★ 
　　第8回「吉野川の橋」★ 
赤ちゃんと楽しむおはなし会（毎月第2木曜日10:30～11:00） 
おはなし会（毎月第2・第4日曜日14:00～14:30） 
 
徳島の自然と歴史 
　　部門展示「兵士たちの戦争」 
企画展 ｢『日本のわざと美』展─重要無形文化財とそれを支える人々─」 
小中高生クイズラリー（毎月第2･第4土曜日 9:30～16:00） 
 

鳥居龍蔵の見たアジア、鳥居龍蔵の生涯、鳥居龍蔵に学ぶ  
 
所蔵作品展「徳島のコレクション2012 ─蠱」 
　　特集　親と子で見るアート 
　　特集　シュルレアリスムのはじまり 
特別展「墨と紙が生み出す美の世界」 
 
第44回企画展 
　「変わりゆく徳島の街並み─津田幸好が撮った徳島の昭和─」 
第45回企画展「吉野川と阿波藍」 
 
文化の森 邦楽のつどい 
土曜映画会「ぼくのおばあちゃん」 
土曜映画会「ガリバー旅行記」 
電脳交響楽団演奏会 

11/  3（土･祝） 9:30～16:00 
  9：30～16：00（受付は15:30まで） 
①10：30～11：30  ②13：00～14：00　図書館2階おはなしのへや　　 定員30人 
14：30～16：00　　　　　　図書館2階こどもの本コーナー　定員30人 
  9：30～16：00 
　　博物館常設展示室内 
　　　　　　 〃 
　　　　　　 〃 
  9：30～16：00　鳥居龍蔵記念博物館第１常設展示室前 
全5回（10時・11時・13時・14時・１5時）近代美術館  展示室1 
10:00～12：00　文書館2階講座室 
14:00～16：00　文書館2階講座室　材料費300円 
  9：30～16：00　21世紀館多目的活動室･近代美術館ギャラリー 
14：00～15：30　21世紀館野外劇場 
 
  9/  4（火）～10/17（水） 
10/30（火）～12/16（日） 
10/13（土）･10/27（土）･11/10（土）･11/24（土） 
 
10/20（土）13：00～15：00 
11/10（土）13：00～15：00 
10/11（木）･11/8（木） 
10/14（日）･10/28（日）･11/11（日）･11/25（日） 
 
常設 
  7/10（火）～10/  8（月・祝） 
10/20（土）～11/25（日） 
10/13（土）･10/27（土）･11/10（土）･11/24（土） 
 

常設  
 
  9/  8（土）～2013年1/27（日） 
 9/  8（土）～11/18（日） 
11/20（火）～2013年1/27（日） 

10/13（土）～12/9（日） 

 
  8/  7（火）～10/21（日） 
 
10/23（火）～2013年1/27（日） 
 
10/  7（日） 14：00～ 
10/13（土） 14：00～ 
11/10（土） 14：00～ 
11/11（日） 13：30～ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1階ギャラリー 
1階ギャラリー 
1階エントランス 
 
3階集会室1 
3階集会室1 
2階おはなしのへや 
2階おはなしのへや 
 
有料A　常設展示室 
　 常設展示室内部門展示室 
有料A 企画展示室（＋部門展示室） 
常設展示室 
 

有料A　常設展示室  
 
有料A　展示室1･2    
 
 
有料B　展示室3    
 

文書館展示室 
 
文書館展示室 
 
野外劇場（雨天時はイベントホール） 
ミニシアター　 　定員  50人 
ミニシアター　 　定員  50人 
イベントホール　定員150人 

 

21世紀館ではイベントホール・多目的活動室・ミニシアター・野外劇場を、近代美術館ではギャラリーを、県民の皆様の文化活動の場として
提供しています。詳細については、各館にお問い合わせください。 

■貸し館のご案内 

各館に関するご質問、資料照会などがありましたら、お気軽に1階総合受付まで声を掛けていただくか、各館事務室までお越しください。
（図書館資料につきましては、図書館2階参考カウンターまでお願いします。） 

■レファレンスのご案内 

■料金のご案内 
◆有料Ａ　一般200円（160円）　高・大生100円（080円）　小・中生050円（040円） 
◆有料Ｂ　一般600円（480円）　高・大生450円（360円）　小・中生300円（240円） 
※（　　）内は、20名以上の団体料金です。　　※祝日・振替休日は、どなたも常設展の観覧料が無料となります。 
※高齢者の方（65歳以上）は、常設展の観覧料が無料、企画展の観覧料が半額となります。 
※身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方及びその介護の方１名は、常設展・企画展とも無料です。 
※小学生・中学生・高校生のみなさんは、土曜日、日曜日、祝日･振替休日、学校の春・夏・秋・冬休み期間中は、常設展・企画展とも無料です。 




