
●企画：NPO法人 徳島ミュージックユニオン 



■平成26年10-11月催し物案内 

文化の森【主催講座】 

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

ミクロの世界「スンプでかんたん顕微鏡かんさつ」★ 
たのしい地学体験教室「立体視にチャレンジ！」★ 
ワクワクむかし体験「土器作り①成形」（②とセット）★ 
野外生きものかんさつ「初めての植物かんさつ（秋編）」 
たのしい地学体験教室「白亜紀の地層見学［勝浦町］」★ 
みどりの工作隊「ドングリとウツギの笛を鳴らそう」★ 
企画展関連行事「遍路道☆花ウォーキング［川島・阿波］」★ 
部門展示関連行事「部門展示『四国南東部の地形と地質』展示解説」 
野外生きものかんさつ「バッタ採りをしよう！」★ 
ミクロの世界「電子顕微鏡で化石を見よう！」★ 
ワクワクむかし体験「土器作り②野焼き」（①とセット）★ 
企画展関連行事「地蔵峠［眉山］の遍路道を歩こう」★ 
たのしい地学体験教室「木の葉化石の発掘体験」★ 
 

ミュージアムトーク「鳥居龍蔵の伊那地方調査」 
 
 
所蔵作品展に関連した催し 
　　美術を楽しむ・わたくし流  この人に聞く「きんこのアート笑 （々へらへら）」 
　　テーマで知る名品「彫刻細見　目ぢから」 
　　こども鑑賞クラブ  所蔵作品展「彫刻」の巻 
　　テーマで知る名品「最後の絵師　団藍舟の日本画」 
　　テーマで知る名品「山下菊二　絵の描き方」 
特別展に関連した催し 
　　特別展ツアー「三宅克己回顧展」 
　　手話で楽しむ展示解説（手話通訳付き） 
　　きんびアトリエ「風景スケッチのすすめ」★ 
　　風景画と響きあう言葉  高橋久美子スペシャルトーク＆朗読 
　　要約筆記で楽しむ展示解説（要約筆記付き） 
　　潮江宏三ギャラリー・トーク 
　　特別展ツアー「三宅克己回顧展」 
　　こども鑑賞クラブ  みやけこっきの巻 
きんびセミナー  おとな鑑賞クラブ「ネイチャーゲームと風景画鑑賞の巻」★ 
 
古文書講座中級★ 
 
第49回企画展「木田英之が撮った徳島のくらし」展示解説 
文書館歴史講演会「本能寺の変研究の新段階」  講師 藤田達生氏 
第50回企画展「徳島の養蚕と製糸」展示解説 
 
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） 

10/ 5（日） 13：30～15：30　定員40人　 
10/12（日） 13：30～15：00　定員20人　小学校4年生以上 
10/12（日） 13：30～16：00　定員30人　材料費300円（大学生・一般） 
10/19（日） 10：00～12：00　定員15人　 
10/19（日） 12：00～16：00　定員25人　現地集合 
10/19（日） 13：00～15：00　定員30人 
10/26（日） 13：00～16：00　定員20人　現地集合 
10/26（日） 14：00～14：30　定員なし　  有料A 
11/ 2（日） 13：30～15：30　定員20人　現地集合 
11/ 9（日） 13：30～15：30　定員20人　 
11/16（日） 10：30～15：00　定員30人　材料費300円（大学生・一般） 
11/23（日・祝） 13：00～16：00　定員20人　現地集合 
11/30（日） 13：30～15：00　定員25人　材料費100円（大学生・一般） 
 

11/23（日・祝） 13:30～15:00　定員50人　博物館講座室 
 
 
 
10/ 5（日） 14：00～15：00  展示室1･2  有料A  
10/13（月・祝） 14：00～14：45  展示室1  
10/25（土） 14：00～14：45  展示室1  （保護者は有料A） 
11/24（月・振休） 14：00～14：45  展示室2 
11/30（日） 14：00～14：45  展示室2  有料A 
 
10/12（日） 14：00～15：00  展示室3  有料B 
10/13（月・祝） 10：00～12：00  展示室3  有料B  どなたでも   
10/19（日） 10：00～16：00  定員25人  アトリエ、文化の森公園内  10/3（金）締切 
11/ 2（日） 14：00～15：30  展示室3  有料B 
11/15（土） 14：00～15：00  展示室3  有料B  どなたでも  
11/16（日） 14：00～15：00  展示室3  有料B 
11/23（日・祝） 14：00～15：00  展示室3  有料B 
11/29（土） 14：00～14：45  展示室3  （保護者は有料B） 
10/26（日） 10：00～12：00  定員20人  展示室、文化の森公園内 
 
10/4（土）・10/18（土）・11/ 1（土）・11/15（土）・11/29（土） 14：00～16：00 
 　　隔週土曜日 全5回  文書館講座室  9/25貅締切 
10/ 5（日） 13：30～15：00  文書館講座室・展示室 
11/ 2（日） 13：30～15：30  文書館講座室 
11/30（日） 13：30～15：00  文書館講座室・展示室 
 
10/ 9（木）  デジカメ画像入門（GIMP）[応用編] 
10/26（日）  表計算入門（エクセル2010） 
11/13（木）  デジカメ画像入門（GIMP）[基礎編] 
11/30（日）  ワープロ入門（ワード2010）　 

◎開館時間　9:30～17:00　図書館は平日9:30～19:00 
◎休館日10/6豺・10/14貂・10/20豺・10/27豺・11/4貂・11/10豺・11/17豺・11/25貂（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10/16貅・11/20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 

愛犬のしつけ教室★ 
ネイチャーゲーム大会★ 

10/23（木）　 11:00～12:00 
11/23（日・祝）9:30～12:00

河川敷広場 
知識の森 

定員15組　無料 
保険料100円が必要 

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（公財）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。 

四国へんろ展徳島実行委員会 
徳島県教育委員会 
徳島新聞社 
四国へんろ展開催協議会 
 
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 

四国霊場開創1200年記念4県連携事業 
　「空海の足音  四国へんろ展」徳島編 
　　　（展示解説：期間中、日曜・祝日 13：30～14：30）  
 
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 

おとなのための朗読会  住友美代子さんによる朗読「放浪記」 林芙美子作 
おとなのための図書館ツアー 

　博　化石や勾玉（まがたま）などのレプリカをつくろう 
マラカスであそぼう 
動物カルタあそび 
藍のおし花でハガキづくり 
標本にさわってみよう 

　鳥　絵あわせパズルをつくろう！ 
　美　アートくつろぎ広場：美術館であそぼう 

①ぬりえ　②折り紙　③体験コーナー 
　文　文書館親子体験講座　紙漉（かみすき）＆歴史パズルに挑戦 

文書館親子体験講座　巨大双六（すごろく）＆歴史パズルに挑戦 
　21　風船太郎のドキドキ！わくわく！ルンルン・バルーンショー!! 
 
本の紹介展示「徳島ゆかりの著名人  とくしま  私のこの一冊」第5回　 
企画展「日本の図書館の歩み  ─公家文庫から市民図書館へ」 
企画展「図書館得活用術  ～あなたの“知りたい”にこたえます～」 
まちの保健室（毎月第2・第4土曜日13：00～16：00） 
「まなびの森」講演会★ 
　　第7回 「ボランティアで結ぶ夢と絆」　　　　　 
　　第8回 「高齢社会における財産管理制度」　　　　　　　 
赤ちゃんと楽しむおはなし会（毎月第2木曜日10：30～10：50） 
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「四国南東部の地形と地質」 
　　部門展示「徳島水平社創立90周年記念展」 
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  
 
特別展  生誕140年・没後60年記念  水彩表現の開拓者  三宅克己回顧展 
所蔵作品展 徳島のコレクション 2014年度第2期 
　　特集  彫刻の目 
所蔵作品展 徳島のコレクション 2014年度第3期 
　　特集  山下菊二 絵の描き方 
 
第49回企画展「木田英之が撮った徳島のくらし─忘れがたき子どもの情景─」 
第50回企画展「徳島の養蚕と製糸」 
 
四国霊場開創1200年記念映画「佳歩」上映会 
　　（制作：魅せる！  徳島CINEMA委員会） 
土曜映画会「ポテチ」 
文化の森　四国ビッグバンドジャズフェスティバル 
第22回　電脳交響楽団演奏会 
土曜映画会「巴里祭」  

 

10/25（土）～11/30（日）  
 
 
11/ 3（月・祝） 9：30～16：00 
　 9：30～16：00（受付は15：30まで）  受付：エントランスホール 
　10：30～11：30　図書館2階おはなしのへや　 
　14：00～15：30　図書館3階集会室1 
　10：30～11：30　受付：図書館2階検索・案内カウンター 
　 9：30～16：00　博物館2階常設展ロビー 

〃　　　　博物館2階常設展示室 
〃　　　　　　　　〃 
〃　　　　　　　　〃 
〃　　　　　　　　〃 

　 9：30～16：00　鳥居龍蔵記念博物館2階展示室  
　 9：30～16：00　近代美術館2階ロビー  
 
　10：00～12：00（受付は11：45まで）　文書館2階講座室 
　13：30～16：00（受付は15：45まで）　　　　　〃 
　14：00～　21世紀館野外劇場（雨天時は博物館講座室） 
 
7/ 1（火）～10/26（日）　 
9/ 2（火）～11/16（日） 
11/18（火）～ 2/15（日） 
10/11（土）・10/25（土）・11/ 8（土）・11/22（土） 
 
10/ 4（土）　13：00～15：00 
11/22（土）　13：00～15：00 
10/ 9（木）・11/13（木）　 
10/12（日）・10/26（日）・11/ 9（日）・11/23（日・祝） 
 
常設 
9/ 2（火）～11/24（月・振休） 
11/26（水）～ 1/25（日）  
10/11（土）・10/25（土）・11/ 8（土）・11/22（土） 
 

常設  
 
10/11（土）～12/ 7（日） 
7/12（土）～11/16（日）　 
9/17（水）～11/16（日）  
11/22（土）～ 4/ 5（日） 
11/22（土）～ 2/ 8（日） 
 
8/ 5（火）～10/26（日）　　　 
10/28（火）～ 1/25（日） 
 
10/18（土）・10/19（日）・11/15（土）・11/16（日） 
①11：00～／②13：00～／③15：00～ 
10/11（土） 14：00～ 
10/12（日） 12：30～ 
10/19（日） 13：30～ 
11/ 8（土） 14：00～　 
 
 
 

 
有料（一般当日1,300円ほか） 
博物館  企画展示室ほか 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2階ブラウジングコーナー前 
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 
　常設展示室内 部門展示室 
常設展示室 
 

有料A  常設展示室  
 
有料B  展示室3 
有料A  展示室1･2 
　展示室1･2 
有料A　展示室1･2 
　展示室1･2 
 
文書館展示室 
文書館展示室 
 
ミニシアター　　定員 50人 
 
ミニシアター　　定員 50人 
野外劇場（雨天時はイベントホール） 
イベントホール　定員112人 
ミニシアター　　定員 50人 

図書館では集会室を、博物館では講座室を、近代美術館ではギャラリーと講座室を、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・スタジオ・ミーティングルームを、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 

■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助の方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。 

韓国OST＆K-POP CONCERT 
　　　　　　 in Tokushima 2014

10/ 4（土） 
第1部14：00～/第2部16：30～ イベントホール K-POP in Tokushima  080-3165-9022  有料 

「トリコロール映画祭」 
日仏文化協力90周年記念事業 

10/25（土）・10/26（日） 
13：45～15：15/15：25～16：40 ミニシアター 

NPO法人・フランス政府公認機関アリアンス・フランセーズ徳島 
088-655-8585  無料 

第20回  徳島障害者芸術祭  エナジー2014 10/ 7（火）～10/12（日） ギャラリー 多目的活動室 
（公財）徳島新聞社会文化事業団、（一社）徳島新聞社、ねっとわ～くAs 
088-655-7365  無料 

くすりと健康フェア  ―くすりのこと知っとうday― 10/4（土）・10/5（日） 10：30～16：00 多目的活動室 徳島県保健福祉部薬務課  088-621-2231  無料 

吹奏楽ジョイントコンサート 10/13（月・祝） 13：00～ 野外劇場 
（雨天時はイベントホール） 

徳島吹奏楽団  090-2784-7328（三枝）  無料 

ローディーフレンドLIVE～いつか街であったなら～ 10/26（日） 12：30～ 野外劇場 鈴木  昇  090-3187-1208  無料 

第1回「あゆみ  こころコンサート」 10/ 5（日） 12：30～15：00 イベントホール 社会福祉法人徳島市身体障害者連合会  徳島スローワークセンターあゆみ園  無料 

名　称 日　時 場　所 備　考 

◆主催者の都合により、日程・会場等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。 

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） 


