みんなで学ぼう

文化の森教室 ６－７月

6月

6日 土 ……………………………………………………
近代美術館 こども鑑賞クラブ「クラブに集まれ！」
14：00～14：45

近代美術館2階ロビーに集合 小学生対象

7日 日 ……………………………………………………
博物館

ミュージアムトーク
「ゼロから始める植物学～名前の調べ方編～」
10：30～12：00

博物館企画展示室

観覧料必要

11日 木 …………………………………………………
21世紀館 プレゼン入門（パワーポイント）★

21世紀館情報文化実習室

定員20名

13日 土 …………………………………………………
まなびの森講演会
「郷土阿波に因んだ漢詩や和歌に親しもう－そして詠ってみよう」★
13：00～15：00

文書館

図書館集会室１

定員60名

古文書講座（初級）★
14：00～16：00

文書館講座室

14日 日 …………………………………………………
近代美術館 展示解説「それぞれのながめ」
14：00～15：00

博物館

近代美術館展示室３

14：00～14：45

たのしい地学体験教室「貝化石標本をつくろう」★
13：30～16：00 博物館実習室 定員25名 小学校３年生以上

博物館

定員50名

観覧料必要

27日 土 …………………………………………………
文書館

古文書講座（初級）★
14：00～16：00

9：40～15：30

21世紀館情報文化実習室

定員20名

図書館

まなびの森講演会「自転車の文化とまちづくり」★

博物館

たのしい地学体験教室「アンモナイト標本をつくろう」★

文書館

古文書講座（初級）★

13：00～15：00

図書館集会室１

定員20名

【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）

文書館の逸品展

阿波の引き札Ⅱ

－ 三舟家コレクション－

引き札は、明治から大正期に流行した、商店の広告です。個人商店のものが多いため、街ごとの商業の
様子を知ることができます。故・三舟哲治氏は、徳島県内を中心に引き札を精力的に収集し、残されまし
た。その1,000点を超えるコレクションの中から、歴史的に興味深いものや印象的なものを紹介します。

観覧
無料

酢醤油味噌商谷田弥一（名東郡下八万村法花）

13：30～15：00 博物館実習室 定員20名 材料費300円（高校生以下不要）
14：00～16：00

文書館講座室

12日 日 …………………………………………………
博物館

野外生きものかんさつ「川魚かんさつ」★

10：00～12：00 園瀬川（文化の森総合公園前）定員40名 現地集合

企画展「甲虫すごいぜ！」展示解説
14：00～15：00

博物館企画展示室

観覧料必要

19日 日 …………………………………………………
博物館

9：00～17：00 県南方面

定員45名

貸切バス

海部自然・文化セミナー
「四国南東部の地形と地質みどころ案内」
13：30～15：00 海南文化館

定員50名

とくしま藍の日スペシャル「藍の葉っぱで遊ぼう」
10：00～12：00
13：30～15：00

2階常設展示室
博物館講座室

定員50名

25日 土 …………………………………………………
文書館

古文書講座（初級）★
14：00～16：00

文書館講座室

21世紀館 ワープロ入門（ワード）★
9：40～15：30

博物館

21世紀館情報文化実習室

定員20名

企画展関連行事
「プロの技！標本づくり実演＆昆虫なんでも相談室」
10：00～12：00

博物館企画展示室

観覧料必要

部門展示
「骨格標本の世界」展示解説

13：15～13：45 常設展示室内 部門展示室 観覧料必要

企画展関連行事
「プロの技！標本づくり実演＆昆虫なんでも相談室」
14：00～16：00

会期：

４月28日（火）～８月２日（日） 会場：徳島県立文書館 ２階 展示室

現地集合

祝 ……………………………………………
24日 金 ■

博物館

呉服古手商横田商店
（那賀郡岩脇）

野外生きものかんさつ「漂着物を探そう！」★

26日 日 …………………………………………………

博物館企画展示室

近代美術館 夏休み企画「図工・美術の自習室」

9：30～16：30 近代美術館アトリエ２ 小・中学生対象 定員20名

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「電源立地地域対策交付金」が活用されています。

観覧料が必要です

近代美術館所蔵作品展

ユニバーサル美術館

「ハロー、
お気に入りをさがそう！」
障がいのある人も垣根なく美術鑑賞に親しめる場を目標として、ユ
ニバーサル美術館展を開催します。今回の開催テーマは、「海外に
ルーツのある人、幼児連れの人も楽しめる展示」です。シンプルでや
さしい日本語により、美術館の楽しみ方をご案内したり、ワークス
ペースで交流するなどのアイデアを盛り込んだ企画です。

会期：7月23日
（木・祝）
ー9月13日
（日）
会場：徳島県立近代美術館 展示室３
イヴ・クライン〈空気の建築；ANT 119〉

観覧料必要

30日 木・31日 金 ………………………………………

電源立地地域対策交付金事業の活用について

2020

定員60名

ミュージアムトーク「四国遍路と旅日記」

28日 日 …………………………………………………
9：40～15：30

21世紀館情報文化実習室

11日 土 …………………………………………………

文書館講座室

21世紀館 表計算入門（エクセル）★

から

観覧料必要

21世紀館 デジカメ画像入門（GIMP）★

現地集合

近代美術館展示室1･2

近代美術館展示室1･2

9日 木 ……………………………………………………

近代美術館 展示解説「新収蔵作品を中心に」展示解説
14：00～14：45

野外生きものかんさつ
「花巡り！植物かんさつハイキング７月
～海開き山開き自然の中へ！～」

14：00～14：45

海部自然・文化セミナー「海と魚食文化」
13：30～15：00 海南文化館

近代美術館2階ロビーに集合 小学生対象

5日 日 ……………………………………………………

観覧料必要

21日 日 …………………………………………………
博物館

近代美術館 こども鑑賞クラブ「ニューフェイス」

文 化 の 森 6-7
文化の森通信

（仮）
近代美術館 美術館講座「新収蔵作品について」

企画展「蔵出し！とくしま“宝もの”展」展示解説

図書館

4日 土 ……………………………………………………

10：30～17：00 上勝町 県立高丸山千年の森 現地集合（千年の森駐車場）

13：30～15：30 文化の森総合公園内

9：40～15：30

7月

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（梅雨期編）」

14：00～15：00

※★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。

【問い合わせ先】県立図書館

／ TEL088－668－3500

県立鳥居龍蔵記念博物館／ TEL088－668－2544
県立文書館

／ TEL088－668－3700

徳島県文化の森総合公園

県立博物館
県立近代美術館

／ TEL088－668－3636

／ TEL088－668－1088

県立二十一世紀館／ TEL088－668－1111

ホ ー ム ペ ー ジ https://comet.tokushima-ec.ed.jp/
お問い合わせ先 nijuuisseikikan@pref.tokushima.jp

◎開館時間 9：30～17：00 図書館は平日9：30～19：00
◎休館日 6/1㈪･ 6/8㈪･ 6/15㈪･6/22㈫･6/29㈪・7/6㈪・7/13㈪・7/20㈪・7/27㈪ (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6/18㈭・7/16㈭も休館

■令和２年６月－７月催し物案内
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

屋外展示「文化の森に憑依する滝」
屋外展示「呼応する木々」

常設
常設

21世紀館
21世紀館

図書館

企画展「読んでみん？みんなのすすめる本
－令和元年度とくしまの子どものためのブックリスト100掲載本の
POP・コメント受賞作品」展
企画展「雑誌でたどる30年の流行」
まちのお薬相談室
（毎月第2・4土曜日13：00～16：00）
にちようびのおはなし会（毎月第2・4日曜日14：00～14：30）
赤ちゃんと楽しむおはなし会（毎月第２木曜日10：30～10：50）
助産師さんとはなそう！（奇数月第２木曜日10：50～11：30）

開催中～6/７(日）

1階ギャラリー

6/9
（火）
～8/2
（日）
6/13（土）・6/27（土）・ 7/11（土）・7/25（土）
6/14（日）・6/28（日）・7/12（日）・7/26（日）
6/11
（木）
・7/9
（木）
7/9
（木）

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
２階おはなしのへや

博物館

企画展「蔵出し！ とくしま“宝もの”展」
徳島の自然と歴史
部門展示「発掘された木の道具」
部門展示「骨格標本の世界」
企画展「甲虫すごいぜ！」
クイズラリー
（毎月第2・第4土曜日9：30～16：00）

開催中～6/7
（日）
常設
開催中～6/14
（日）
6/16
（火）
～8/30
（日）
7/11
（土）
～8/30
（日）
６/13（土）・6/27（土）・7/11（土）・7/25（土）

有料A 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
有料A 1階企画展示室
2階常設展示室ほか

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
「鳥居龍蔵のアマゾン川流域調査」

常設

有料A

開催中～7/12
（日）

２階常設展示室内 第２展示室

近代美術館

特別展「それぞれのながめ－河合美和、児玉靖枝、増田妃早子、渡辺智子」
所蔵作品展 2020年度第１期 特集「新収蔵作品を中心に」
所蔵作品展 2020年度第2期 「開館30周年記念 未来に向けて」
所蔵作品展 ユニバーサル美術館 「ハロー、お気に入りをさがそう！」

開催中～6/14
（日）
開催中～7/12
（日）
7/18
（土）
～11/29
（日）
7/23
（木・祝）
～9/13
（日）

有料B、2階展示室３
有料A、2階展示室１、２
有料A、2階展示室１、２
有料A、2階展示室３

文書館

文書館の逸品展「阿波の引き札Ⅱ-三舟家コレクション-」

開催中～8/2（日）

２階展示室

21世紀館

土曜映画会「人生、いろどり」

７/11（土）14：00～

イベントホール 定員112名

2階常設展示室

■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。
※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。

◆有料B 一般600（480）円 高・大学生450
（360）円 小･中学生300（240）円
※
（ ）
内は、20名以上の団体料金です。
※65歳以上の方で年齢を証明できるものをご提示いただいた方は観覧料が半額となります。
※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、観覧料が無料です。
※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、学校の春休み期間中は観覧料が無料です。
※特別展の観覧料で所蔵作品展もご覧いただけます。

■貸し館のご案内

■広告掲載のご案内

骨格標本の世界

雑誌でたどる30年の流行

骨は私たちの体を支え、動くためになくてはならないもの
です。しかし、普段の生活の中で骨を目にする機会はほとん
どないのではないでしょうか。部門展示『骨格標本の世界』で
は、いろいろな動物の骨格標本を展示し、骨格標本がどのよ
うに、また、何のために作られているのかを紹介します。骨
格標本をとおして生き物の不思議に迫ってみましょう。

会期：6月16 日(火)

～ 8月30日(日)

観覧料が
必要です

会場：徳島県立博物館 ２階常設展示室内 部門展示室

懐かしい？新しい？
厚底サンダル、たまごっち、
「タイタニック」、Ｊリーグなど。
文化の森が開園した平成2年から30年間の流行を、あの頃
の雑誌で御覧下さい。

会期：6月9日(火)

会場：徳島県立図書館1階ギャラリー

文化の森【公園内での催し】 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。
※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

名

日

称

ノルディック・ウォーク教室
ネイチャーゲーム大会★

時

7/5
（日） 9：30～11：00
7/26
（日） 9：30～12：00

場

所

文書館前
知識の森

名

称

フラワーアレンジメント

日

時

6/4
（木）
・6/11
（木）
・6/18
（木）
・6/25
（木）
・
7/2
（木）
・7/9
（木）
・7/16
（木）
・7/30
（木）
①11：00～ ②13：00～ ③15：00～

場

所

ミーティングルーム

考

参加費200円が必要

備

考

熊川 090－2788－0841
無料
（お花代・実費のみ）

◆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。

■交通のご案内

◆JR徳島駅からバスをご利用ください。

バス停「徳島駅前」
①３番のりば「文化の森」行き直通バスに乗車し20分、
終点「文化の森」で下車。
②３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24分、
「文化の森」で下車。
③２番のりば｢法花【文化の森経由】｣行きに乗車し16分、
「文化の森」で下車。
④３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18分、
「園瀬橋」下車。徒歩約10分。
⑤１３番のりば「佐那河内線 神山高校前」行きに乗車し18分、
「園瀬橋」下車。徒歩約10分。

バス停
「文化の森駅東」
から
「※市原
【国道55号バイパス
経由】
」
行きに乗車し７分、
（ふれあい健康館・富田橋通り）
「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
経由に変更され、
（ふれあい健康館・富田橋通り）
新設された
「文化の森駅東」
及び
「文化の森」
に停車しています。

◆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）

N

徳島駅

国道192号

至 高松
鳴門IC

県庁

眉山

国道438号

園瀬橋

11

国道 号

中止となることがあります。ご了承ください。

備

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）

◆JR文化の森駅からバスをご利用ください。

新型コロナウイルス感染症の感染状況により、実施内容が変更または延期、

無料

～ 8月2日(日)

至池田

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。

図書館企画展

国道 号

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。

博物館部門展示

55

城南高校
八万南小学校
文化の森駅

文化の森駅東
園瀬川

徳島南環状道路
文化の森
総合公園

至 小松島

