


■平成27年4-5月催し物案内 ◎開館時間　9:30～17:00　図書館は平日9:30～19:00 
◎休館日4/6豺・4/13豺・4/20豺・4/27豺・5/7貅・5/11豺・5/18豺・5/25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4/16貅・5/21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 

ネイチャーゲーム大会★ 5/24（日）9:30～12:00 知識の森 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。 

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 

こどもの日フェスティバル 
　図　こどもの日のおはなし会 
 
　博　化石のクリーニング実演 

魚釣りゲーム 
ミクロの世界 
昔のあそびいろいろ 
しおりをつくろう 

　鳥　ぬり絵とすごろくで楽しもう！ 
　美　美術館でお気に入りを見つけよう 
　文　文書館親子体験講座「紙漉＆歴史パズルに挑戦」 

文書館親子体験講座「歴史パズル＆ぬり絵に挑戦」 
　21　1日ず～っと！ こども映画まつり 

あつまれちびっこ！ 腹話術た～いむ！！ 
 
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7回 
交流企画展「兵庫県立図書館ビブリオ堂 
　　　　　　　　～図書館を活用した歴史・防災学習～」 
企画展「とくしまの子どものためのブックリスト100」 
　　　　　　　　　　掲載本のコメントとPOP受賞作品展 
まちの保健室（毎月第2・第4土曜日  13：00～16：00） 
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「藩絵師のすがお ─持ち伝えられた粉本から─」 
　部門展示「ミャンマーの植物」 
企画展「瓦から見る古代の阿波 ─寺院と役所─」 
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 
 
 
美の饗宴　西洋絵画の300年 
　　　　　　　～バロック、ロココからエコール・ド・パリまで 
開館25周年記念「所蔵作品展2015」 
　　　特集「新収蔵作品を中心に」　 
　　　特集「徳島ゆかりの美術」 
 
文書館の逸品展「端山に見る山間庄屋の展開」 
第51回企画展「写真資料に見る学舎の面影」 
 
土曜映画会「雨あがる」 
文化の森　夢色の風コンサート 
土曜映画会「キートンの恋愛三代記」 
文化の森　初夏のファミリーコンサート 

5/ 5（火・祝）  9：30～16：00 
　①10：30～11：00 
　②13：30～14：00 
　 9：30～16：00 
　　　　〃 
　　　　〃 
　　　　〃 
　　　　〃 
　 9：30～16：00 
　 9：30～16：00 
　10：00～12：00（受付は11：45まで） 
　13：30～16：00（受付は15：45まで） 
　10：00～16：00 
　11：30～11：50 
 
3/31（火）～ 5/31（日） 
 
2/17（火）～ 4/19（日） 
 
4/21（火）～ 6/ 7（日） 
4/11（土）・4/25（土）・5/ 9（土）・5/23（土） 
4/ 9（木）・5/14（木）　 
4/12（日）・4/26（日）・5/10（日）・5/24（日） 
 
常設 
　1/27（火）～ 4/ 5（日） 
　4/ 7（火）～ 6/21（日） 
 4/24（金）～ 6/ 7（日） 
 4/11（土）・4/25（土）・5/ 9（土）・5/23（土） 
 

常設 
 
 
 
 4/29（水・祝）～ 6/21（日） 
 4/11（土）～ 7/26（日） 
　4/11（土）～5/17（日） 
　5/19（火）～6/21（日） 
 
 1/27（火）～ 4/19（日） 
 4/21（火）～ 8/ 2（日） 
 
 4/11（土） 14：00～ 
 5/ 3（日・祝） 14：00～ 
 5/ 9（土） 14：00～ 
 5/23（土） 14：00～ 
 

 
図書館2階おはなしのへや 
　　　　　　　定員各30人 
博物館2階常設展示室 
　　　〃 
　　　〃 
博物館2階チャレンジコーナー 
博物館2階ラプラタ記念ホール 
鳥居龍蔵記念博物館2階展示室 
近代美術館2階展示室1・2 
文書館2階講座室 
　　　〃 
21世紀館1階イベントホール 
21世紀館多目的活動室 
 
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 
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 
有料A　企画展示室 
常設展示室 
 

有料A　常設展示室 
 
 
展示室3 
　有料（一般1200円ほか） 
有料A　展示室1･2 
　展示室1 
　展示室1 
 
文書館展示室 
文書館展示室 
 
ミニシアター　　定員 50人 
イベントホール　定員250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） 

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。 

第14回ゆるい展 4/ 3（金）～ 4/ 5（日） ギャラリー 
スローアート協会 会長 村上哲史 
090-4975-7688（世話人・幸田青滋）　無料 

とくしま発達障がい啓発イベント2015 
知ってください発達障がいのこと 

4/ 4（土）10：00～16：00
多目的活動室 
ミニシアター 

徳島県発達障がい者総合支援センター 
ハナミズキ　0885-34-9001　無料 

徳島浄瑠璃の会10周年 
全国競演大会 

4/ 4（土） ・ 4/ 5（日） 
10：00～17：00

イベントホール 
徳島浄瑠璃の会　088-692-3293（事務局） 
090-1008-6556（吉田一紀）　無料 

早春の山野草展 
4/10（金）～ 4/12（日） 

9：30～17：00
多目的活動室 徳島山草会　090-3271-8437　無料 

春の山野草　えびね展 
4/18（土）9：30～17：00 
4/19（日）9：30～16：00

多目的活動室 
吉野川愛蘭会 
0883-36-2564（井内 啓二）　無料 

エビネ・銘花・山草展 
4/25（土）9：30～17：00 
4/26（日）9：30～16：00

多目的活動室 
四国えびね会 徳島県支部 
090-2784-2418（北浦 正人）　無料 

樹脂粘土で作るプチ・フラワー展 
5/ 9（土）9：30～17：00 
5/10（日）9：30～16：00

多目的活動室 越賀博美　090-8690-8946　無料 

まちと森をつなぐ 
　─里山の風景をつくる会15年展 

5/15（金）～ 5/17（日） ギャラリー 
NPO法人 里山の風景をつくる会 
090-7142-0910（近藤）　無料 

阿波ぞめき｢渦の会｣　定期演奏会 5/24（日）13：30～ イベントホール 
阿波ぞめき｢渦の会｣ 
088-669-0620（福島）　無料 

藤本玲　箏曲・地歌　Birthday Live 5/31（日）13：30～ 多目的活動室 藤本 玲　090-4500-9614　無料 

京都からの仏像・彫像展 4/ 7（火）～ 4/12（日） ギャラリー 京都仏像美術社　代表 北 典生　無料 

バイオリン発表会（子供達による） 4/ 3（金）13：00～ イベントホール 猪子　恵　088-668-6384　無料 

木田英之（塾）課題写真展 5/22（金）～ 5/24（日） ギャラリー 
木田英之（塾） 
0884-23-3855　〈木田英之（塾）事務局 石本〉　無料 

◆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。 

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） 

 

文化の森 文化の森 文化の森 

初夏の 
ファミリーコンサート 
初夏の 
ファミリーコンサート 
初夏の 
ファミリーコンサート 

入場 
無料 

安心安全の願いを込めて、徳島県警察音楽隊が初夏
の出動です！ 
幅広い年代の方に楽しんでいただける様々な曲を
吹奏楽で演奏します。 
ぜひご家族そろってお楽しみください♪ 

日時 

会場 二十一世紀館  野外劇場 （雨天時はイベントホール） 

平成27年5月23日（土） 
14：00開演（13：30開場） 


