
電源立地地域対策交付金事業の活用について
文化の森への運営には、公共用施設整備等に対して交付金を交付することで発電用施設の設置に対する地元の理解促進等を
図ることを目的にした「電源立地域対策交付金」が活用されています。

文化の森通信
2018

10-11
近代美術館特別展

博物館特別陳列

観覧料が必要です

【問い合わせ先】県立図書館          ／ TEL088－668－3500　県立博物館　　　／ TEL088－668－3636
県立鳥居龍蔵記念博物館／ TEL088－668－2544　県立近代美術館　／ TEL088－668－1088
県立文書館          ／ TEL088－668－3700　県立二十一世紀館／ TEL088－668－1111

文化の森から
【編集・発行】

徳島県立二十一世紀館
〒770-8070 徳島市八万町向寺山
TEL088-668-1111（代表）

徳島県文化の森総合公園
Tokushima Bunka-no-Mori Park

ホームページ　http://www.comet.tokushima-ec.ed.jp/
お問い合わせ先　annai@mt.tokushima-ec.ed.jp

みんなで学ぼう
※★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。
※入場料や参加料について、特に表示のないものは無料です。文化の森教室 文化の森教室 

６日 …………………………………………………
10月

…………………………………………………

……………………………………………

21日 …………………………………………………
歴史散歩「鳴門板野の古墳巡りウォーク＆レール」★
9：30～16：00　定員20名　現地集合、交通費は自己負担

日

27日 …………………………………………………
まなびの森講演会
「蜂須賀治昭の寛政改革と地神祭の特質」★
13：00～15：00　図書館集会室１　定員60名

観覧料必要

観覧料必要

観覧料必要

観覧料必要

…………………………………………………
たのしい地学体験教室「白亜紀の地層見学［勝浦町］」★
12：00～16：00　勝浦町　定員25名　現地集合

18日日

…………………………………………………
古文書講座（中級）③★
14：00～16：00　①～⑩セット　文書館講座室

10日土

「版画は魔法？！」展示解説
14：00～14：45　近代美術館展示室１

近代美術館

…………………………………………………
まなびの森講演会「世界的偉人賀川豊彦の故里は徳島県」★
13：00～15：00　図書館集会室１　定員60名

24日

歴史散歩「徳島市八万町を歩こう」★
13：00～16：00　徳島市八万町　定員20名　文化の森総合公園集合

23日 ■ ……………………………………………祝

古文書講座（中級）④★
14：00～16：00　①～⑩セット　文書館講座室

文書館

８日 …………………………………………………
デジカメ画像入門（GIMP）★
9：40～15：30　21世紀館情報文化実習室　定員20名

４日 …………………………………………………
11月

図書館１００周年アフターイベント
・鴨島ウインドアンサンブル「親子で楽しむコンサート」　
　13：00～14：00　21世紀館すだちくん森のシアター
・徳谷章子氏講演会「子どもの居場所と図書館」★
　14：30～16：00　図書館集会室１

10－11月10－11月

７日 …………………………………………………
「日下八光日本画展」手話通訳つき展示解説
10：00～12：00　近代美術館展示室３
「日下八光日本画展」展示解説
14：00～15：00　近代美術館展示室３

近代美術館

８日
ゆるやか対話ギャラリー
－美術を探っていくための演劇タイム－★
13：00～16：30　近代美術館講座室、展示室　定員15名程度

近代美術館

プレゼン入門（パワーポイント2010）★
9：40～15：30　21世紀館情報文化実習室　定員20名

21世紀館

表計算入門（エクセル2010）★
9：40～15：30　21世紀館情報文化実習室　定員20名

21世紀館

博物館

図書館

木
21世紀館

土
図書館

…………………………………………………
部門展示「小川昌彦氏の蝶コレクション」展示解説
14：00～15：00　博物館常設展示室内　部門展示室

野外生きものかんさつ「中級クラス植物観察会１１月」
9：30～17：00　博物館実習室

25日

鳥居龍蔵セミナー第４回
「鳥居龍蔵の小学校在学歴－自伝・卒業証書・履歴書を読む－」
13：30～15：00　博物館講座室　定員50名

日

ワープロ入門（ワード2010）★
9：40～15：30　21世紀館情報文化実習室　定員20名

21世紀館

…………………………………………………
特別陳列「ごっついで那賀川」展示解説
14：00～15：00　博物館企画展示室

14日日

古文書講座（中級）①・開講式★
14：00～16：00　①～⑩セット　文書館講座室

文書館

■祝■月

11日木

…………………………………………………
文書館の逸品展
「駅路寺　長谷寺の古文書」展示解説
13：30～14：30　文書館講座室

13日土
文書館

古文書講座（中級）②★
14：00～16：00　①～⑩セット　文書館講座室

文書館

博物館

…………………………………………………
日本画ワークショップ★
10：00～16：00　近代美術館アトリエ　
　　　　　 　　定員20名（高校生以上）
　　　　　 　　材料費1,000円程度

20日土
近代美術館

「版画は魔法？！」展示解説
14：00～14：45　近代美術館展示室１

近代美術館

こども鑑賞クラブ「スケッチ見に行こう！」
14：00～14：45　近代美術館展示室３　小学生対象

近代美術館

図書館
土

28日 …………………………………………………
ミュージアムトーク
「ゼロから始める植物学～植物の名前編～」
13：30～15：00　博物館実習室
野外生きものかんさつ
「初めての植物かんさつ（秋編）」
15：00～17：00　文化の森公園内
部門展示「小川昌彦氏の蝶コレクション」展示解説
14：00～15：00　博物館常設展示室内　部門展示室

日下八光を知る講座－３つの視点から
13:30～16:00　21世紀館イベントホール　
　　　　　 　　手話通訳・要約筆記希望者要相談

近代美術館

日
博物館

文書館

…………………………………………………
特別陳列関連行事「花咲き乱れる那賀川の自然」★
9：00～17：00　那賀川　定員30名　貸切バス

11日日
博物館

博物館

博物館
金

博物館

鳥 居 龍 蔵
記念博物館

〈大会マスコットキャラクター〉
あいあい

観覧料必要

第３８回 近畿高等学校総合文化祭 徳島県大会
－藍色の空へ羽ばたけ文化の翼－

美術工芸部門
　平成30年11月9日（金）午後～11月18日（日）※11月12日（月）休館
　近代美術館ギャラリー・展示室３、21世紀館多目的活動室
自然科学部門
　平成30年11月11日（日）21世紀館イベントホール
放送部門
　平成30年11月18日（日）21世紀館イベントホール
高校生野外文化フェスティバル（近総文関連イベント）
　平成30年11月17日（土）13:00～15:00
　21世紀館すだちくん森のシアター

https://kinsoubun-tokushima.info/
第３８回 近畿高等学校総合文化祭 徳島県大会実行委員会事務局
088-621-3054/3055（受付：土・日・祝日を除く、午前8時30分～午後5時）

会期：9月15日（土）～11月4日（日）
会場：徳島県立近代美術館
　　　２階  展示室３

〈秋深む〉〈五郎山古墳  後室奥壁上部  復元図〉

〈教科書にも掲載された
　　　　　　ナカガワノギク〉

創作ミュージカル

「藍より出ずる」

日下八光日本画展
－自然美の探求と知られざる画業
日下八光日本画展

－自然美の探求と知られざる画業

　日下八光（1899－1996年、阿南市生まれ）は、日
本画家・東京藝大教授として活躍しました。若い頃
は美しい風景画を、後半生は装飾古墳壁画の模写に
力を注ぎました。また、昭和初期に朝鮮半島で描い
た写生画は、韓国の研究者からも注目されています。
　本展では、およそ150点の作品で、彼の画業の全
貌をご覧いただきます。

　徳島県第二の大河、那賀川。
　その流域には、ナカガワノギクやコブシモドキのような
希少な植物が自生しています。また、国会議事堂にも使わ
れた石灰岩や貴重なアンモナイトの化石などもあります。
そして、その豊かな自然にはぐくまれて昔から人々が生活
を営んできました。朱の産地として有名な若杉山遺跡や、
江戸時代の富岡町の繁栄の一端を示す吹田家の資料は、そ
れらを物語っています。
　この展示では、那賀川流域のすば
らしい自然と人々のくらしを博物館
に収蔵された資料を基に紹介します。
　

－博物館資料で見る　　　　　　　
　那賀川流域の自然とくらしー
－博物館資料で見る　　　　　　　
　那賀川流域の自然とくらしーごっついで那賀川ごっついで那賀川ごっついで那賀川

日時：11月3日（土・祝）
　　　18：00開演
　　　（17：30開場）
会場：徳島県立21世紀館
　　　すだちくん森のシアター

文化の森の秋まつり♪　楽しい催しがいっぱいです！
日時：11月3日（土・祝）9：30～16：00
会場：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

参加
無料

文化の森  大秋祭り！！文化の森  大秋祭り！！文化の森  大秋祭り！！

創作ミュージカル

「藍より出ずる」

入場無料

会期：10月13日（土）～11月18日（日）
会場：徳島県立博物館 １階 企画展示室

観覧料無料
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◎開館時間　9：30～17：00　図書館は平日9：30～19：00
◎休館日　10/1㈪･ 10/9㈫･ 10/15㈪･10/22㈪･10/29㈪･11/5㈪・11/12㈪・11/19㈪・11/26㈪（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㈭･11/15㈭も休館

文化の森【主催事業】★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。
主催 名称 日時・入場料（特に表示のないものは無料）等

文化の森

図書館

博物館

大秋祭り!!
屋外展示「文化の森に憑依する滝」
屋外展示「呼応する木々」

企画展『地図の中の徳島』
赤ちゃんと楽しむおはなし会
まちの保健室・まちのお薬相談室

にちようびのおはなし会

助産師さんとはなそう！
企画展『明治維新150年～幕末を舞台にした歴史小説～』

10/2（火）～11/25（日）
10/11（木)・11/8（木)　10：30～10：50
10/13（土）・10/27（土）・11/10（土）・11/24（土）
13：00～16：00
10/14（日）・10/28（日）・11/25（日）　
14：00～14：30
11/8（木）　10：50～11：30
11/27（火）～1/27（日）

１階ギャラリー
２階おはなしのへや
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
１階ギャラリー

特別陳列「ごっついで那賀川
　　　－博物館資料で見る那賀川流域の自然とくらし－」
徳島の自然と歴史
　部門展示「小川昌彦氏の蝶コレクション
　　　　～世界の蝶・日本の蝶　こんなのいまっせ！～」
　部門展示「恵解山古墳群の発掘と遺跡保存」
クイズラリー（毎月第2・第4土曜日9：30～16：00）

鳥居龍蔵
記念博物館

鳥居龍蔵の見たアジア、鳥居龍蔵の生涯、鳥居龍蔵から学ぶもの
　トピックコーナー展示
　　「鳥居龍蔵、延岡で古墳の発掘調査をする －1925年のスケッチ－」

近代美術館 特別展　日下八光日本画展－自然美の探求と知られざる画業
所蔵作品展　徳島のコレクション　2018年度第２期　
　特集「版画は魔法?!」

開催中～11/4（日）
開催中～12/2（日）

有料B　２階展示室３
有料A　２階展示室１、２他

文書館 文書館の逸品展「駅路寺　長谷寺の古文書」
文書館の逸品展「山の産業」

21世紀館 文化の森　秋のファミリーコンサート
文化の森　トワイライトジャズ
土曜映画会「マダム・フローレンス！夢見るふたり」
第26回電脳交響楽団演奏会
創作ミュージカル「藍より出（い）ずる」
土曜映画会「グッバイ、レーニン！」
21世紀館 おやこでたのしもう！ 

文化の森 21世紀館で歌おう

11/3（土・祝）9：30～16：00
常設
常設

21世紀館　
21世紀館

10/13（土)～11/18（日)

常設
開催中～11/25（日）

11/27（火）～1/20（日）
10/13（土）・10/27（土）・11/10（土）・11/24（土）

常設　
開催中～12/2（日）

有料Ａ　２階常設展示室
２階常設展示室内
　　　　第２展示室

開催中～10/28（日）
10/30（火）～1/27（日）

２階展示室
２階展示室

すだちくん森のシアター
すだちくん森のシアター
イベントホール　 定員112人
イベントホール　 定員100人
すだちくん森のシアター
ミニシアター　 定員50人
すだちくん森のシアター
ミーティングルーム 
すだちくん森のシアター

10/6（土）14：00～
10/7（日）17：00～
10/13（土）14：00～
10/21（日）13：30～
11/3（土・祝）18：00～ 
11/10（土）14：00～
10/14（日）・11/25（日）14：00～15：00
10/24（水）・11/28（水）11：00～12：00
10/17（水）・11/21（水）10：30～12：00

■平成30年10－11月催し物案内

■交通のご案内
◆JR徳島駅からバスをご利用ください。
　①徳島市営バス3番のりば「文化の森」行き直通バスに乗車し18分、終点「文化の森」で下車。
　②徳島市営バス3番のりば「※市原【国道55号バイパス（ふれあい健康館・富田橋通り）経由】」行きに乗車し25分、「文化の森」で下車。
　③徳島市営バス3番のりば「しらさぎ台」行き、「一宮」行き、または「天の原西（入田）」行きに乗車し16分、「園瀬橋」下車。徒歩約10分。
　④徳島バス4番のりば「仁井田西」行き、または「佐那河内線 神山高校前」行きに乗車し16分、「園瀬橋」下車。徒歩約10分。
◆JR文化の森駅からバスをご利用ください。
　バス停「文化の森駅東」から「※市原【国道55号バイパス（ふれあい健康館・富田橋通り）経由】」行きに乗車し７分、「文化の森」で下車。
　※市原線は平成28年4月1日から一部の便が国道55号バイパス（ふれあい健康館・富田橋通り）（経由に変更され、新設された「文化の
　　森駅東」及び「文化の森」に停車します。
◆平成27年2月28日に徳島南環状道路が開通しました。国道55号バイパス方面からは、
　より便利に文化の森にお越しいただけます。
　徳島南環状道路（西行き）を文化の森ＩＣ（出口）で下り、最初の角を左折すれば、文化の森の駐車場に入れます。
　上八万、一宮方面からは、南環状道路経由で「文化の森」にお越しになれません。
◆大型バス又はマイクロバスでご来園を予定のお客さまにつきましては、事前にご連絡
　くださいますようお願いいたします。
　※連絡先：文化の森総合公園　電話０８８－６６８－１１１１（代表）

■料金のご案内
　◆有料A　一般200円（160円）　高・大生100円（80円）　小・中生 50円（40円）　※（　）内は、20名以上の団体料 
　　金です。
　◆有料B　一般800円（640円）　高・大生600円（480円）　小･中生400円（320円）
　※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。（証明できるものを提示）
　※身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい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。
　　但し、一部の企画展については対象にならないものもあります。
■貸し館のご案内
　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・すだちくん森のシアター・スタジオ・ミーティングルームを、県民の皆さま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。
■広告掲載のご案内
　平成30年度から、当広報紙（文化の森通信「文化の森から」）に広告が掲載できるようになりました。掲載料及び手続き
　等詳細については、21世紀館にお問い合わせください。

文化の森
総合公園

文化の森【公園内での催し】
名   称

樹木観察会★
ネイチャーゲーム大会★

日　時

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

場　所

噴水前
知識の森　芝生広場

備　考

無料
参加費200円が必要

※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。

１階企画展示室

有料Ａ　２階常設展示室
２階常設展示室内　部門展示室

２階常設展示室内　部門展示室
常設展示室ほか

◆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。

昨年、開館百周年を迎えた徳島県立
図書館のさらなる百年のために！！
11月4日（日）開催！！
第１部　鴨島ウインドアンサンブル
　　　　「親子で楽しむコンサート」
　　　　◦13時～14時
　　　　◦すだちくん森のシアター
　　　　※申込不要
第２部　徳谷章子氏講演会
　　　　『子どもの居場所と図書館』
　　　　　（乳幼児・親子から高齢者まで幅広い分野をつなぐ
　　　　　活動を展開するＮＰＯ法人「ハートフレンド」代表理事）
　　　　◦14時半～16時
　　　　◦県立図書館　3階集会室1
　　　　◦定員80名（申込必要）

●とくしま文化推進期間・・・・・・・11月３日（土・祝）～18日（日）
●関西文化の日・・・・・・・・・・・11月３日（土・祝）～18日（日）、23日（金・祝）

以下の期間は、どなたも常設展の観覧料が無料となります。以下の期間は、どなたも常設展の観覧料が無料となります。

(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【ひろば】
名   称

フラワーアレンジメント 10/4（木）・10/11（木）・10/18（木）・10/25（木）
①11：00～②13：00～③15：00～

10/4（木）～10/8（月）9：30～17：00

ミーティングルーム

ギャラリー

熊川　090-2788-0841
無料（お花代・実費のみ）

佐藤　嘉憲　無料

日　時 場　所 備　考

sato JAPAN TOUR TOKUSHIMA2018

10/6（土）10：00～17：00
10/7（日） 9 ：30～16：00 多目的活動室 鳴門教育大学付属中学校

088-622-3852　無料

10/8（月）13：30～ すだちくん森のシアター 三枝　090-2784-7328　無料

徳島県中学校総合文化祭　関連行事
徳島県中学校技術・家庭科　生徒作品展

10/10（水）～10/14（日）10：00～17：00　　　　
10/14（月）10：00～16：00

（公財）徳島新聞社会文化事業団　
088-655-7365　無料

ギャラリー
多目的活動室徳島県障害者芸術祭　エナジー2018

10/30（火）～11/3（土）9：30～17：00
11/4（日）9：30～16：00 ギャラリー 障害者支援施設シーズ　林　正敏　無料シーズ美術展

ジョイントコンサート

10/21（日）14：00～15：00 多目的活動室 ECT徳島教育センター　 088-657-6633　無料

10/26（金）・10/27（土）9：30～17：00
10/28（日）9：30～16：00 多目的活動室 一般社団法人 日本盆栽協会徳島県支部（大西）

090-8979-3903　無料盆栽展示会

ECT暗唱大会

11/1（木）・11/8（木）・11/15（木）・11/22（木）・11/29（木）
①11：00～②13：00～③15：00～ ミーティングルーム 熊川　090-2788-0841

無料（お花代・実費のみ）

11/22（木）～11/24（土）9：30～17：00
11/25（日）9：30～16：00

ギャラリー
多目的活動室

徳島県中学校文化連盟事務局（富田中学校・中西）
088-623-3737　無料第４回徳島県中学校総合文化祭中央大会

11/27（火）～12/1（土）10：00～17：00
12/2（日）10：00～16：00 ギャラリー 版画京都展実行委員会　無料KYOTO版画2018　

四国・中国ブロック展

フラワーアレンジメント

10/21（日） 13：30～ すだちくん森のシアター 手話コーラス「サウンド ノート」　無料手話コーラス
「サウンド ノート」コンサート

文化の森 秋のファミリーコンサート
日時：平成30年10月6日（土）
　　　14：00開演　13：30開場
会場：21世紀館すだちくん森のシアター

文化の森 トワイライトジャズ
日時：平成30年10月7日（日）
　　　17：00開演　16：30開場
会場：21世紀館すだちくん森のシアター入場無料   申込不要

県立図書館開館百周年
アフターイベント
～新たな100年へのキックオフ～


