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        とくしま食材フェア 2012        とくしま食材フェア 2012
 地元でとれた新鮮な農産物・魚介類の販売。特設ステー

ジでは、各種ダンス・クイズなど、多彩な催し物が行わ

れます。 

開催期間：11月 17日（土）10:00 ～ 16:00　　

                            18 日（日）10:00 ～ 15:00

お問い合わせ：徳島市農林水産課　TEL:088- 621-5246

開催地：徳島市元町 1丁目 24 アミコ専門店街　

               2F デッキ、  3F アミコ広場

アクセス：JR徳島駅→徒歩 5分

              大谷焼窯まつり              大谷焼窯まつり
　毎年11月の第 2土・日曜に「東林院」の境内において、

盛大に陶器市が行なわれます。大きな睡蓮鉢から可愛い

小物まで「土」の味わい深い作品が並び、通常の値段の

2～ 3割引で即売します。県外からのお客様も多く訪れ

ています。地元獅子舞の奉納、小学生たちの作品即売、

婦人部の模擬店も花を添えています。

開催期間：11月 10日（土）• 11 日（日）　

　　　　　  9:00 ～ 16:00

お問い合わせ：大谷焼陶業協会（事務局：大麻町商工会）

TEL：088-689-0204

開催地：鳴門市大麻町大谷字山田 59　東林院境内

アクセス：JR 高徳線「池谷駅」下車→徒歩 10分

   第 27 回国民文化祭・とくしま 2012   第 27 回国民文化祭・とくしま 2012
              世界の踊りフェスティバル
1.     魅せる！芸能ステージ

アマーランダー民族舞踊団体（ドイツ）     

張家界魅力湘西芸術団（中国）  

金昴先韓国舞踊団（韓国）

阿波おどり／徳島県阿波踊り協会、阿波おどり振興協

会（日本）

2.　 体感！友好交流ストリート　　　

デ・フォフティグ・ペンス（ドイツ）ライブ   

国際交流ブース、食文化発信ブース他

日にち：11月 23日（金・祝）11:00-17:00

場所：アスティとくしま

料金：全席指定１０００円（当日５００円増）

       第 27 届国民文化祭 /德第 27届国民文化祭 /德 20122012

                       世界性的舞蹈盛会
1、 ！ 舞台

阿 尔 德民族舞蹈

家界魅力湘西 （中国）

金昴先 国舞蹈 （ 国）

阿波舞 /德 阿波舞 会  

              阿波舞振 会（日本）

2、体 ！友好交流的街道

De foff tig  Penns（德国） 演出

国 交流展台。餐 文化宣 台等。

日期：11月 23日（星期五）11:00-17:00

場所：アスティとくしま

料金：全席指定 1000 円（当日 500 円増）
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        　   轟神社　秋の大祭        　   轟神社　秋の大祭
 秋の紅葉真っ盛りの轟渓谷のほぼ中央に位置し、自然

の残った環境が素晴らしい。神社を駆け下りた神輿が

滝壺に担ぎ手と共に入り「全ての人々の健康・安全・

平和を祈願」する神聖な行事です。

開催期間：11月 11日（日）

                    9:30 ～ 14:00

お問い合わせ：海部町観光協会　TEL：0884-76-3050

開催地：海部郡海陽町平井字王余魚谷　轟神社

料金：無料

アクセス：JR 牟岐線「阿波海南駅」下車→町営バスで

　　　　　50分または車で 40分

まつりまつり
　妖怪 児啼爺（こなきじじい）の故郷、三好市山城町

上名 藤川谷周辺で 妖怪まつりが開催されます。妖怪

みこし、妖怪バンド、妖怪行列、手作り妖怪コンテス

ト などの催しや、地元の特産品の販売などもあります。

 開催期間：11月 25日（日）10:00 ～ 16:00

お問い合わせ：藤川谷の会　TEL：0883-84-2729

開催地：三好市山城町上名　藤の里公園

料金：無料

アクセス：・井川池田 IC →車で 40分

　　　　　 ・ JR 大歩危駅→車で 10分

       こまつしまうまいもん祭り     こまつしまうまいもん祭り
 小松島市で採れた旬の農林水産物や加工品等を販売い
たします。また、和田島特産品の無料配布、地元食材

を使った料理の実演、餅つき大会など盛りだくさんの

内容となっています。

開催期間：11月 25日（日）

お問い合わせ：小松島市産業振興課　　

TEL：0885-32-3809

開催地：小松島市小松島町字新港 19小松島みなと交

               流センター周辺

料金：無料

アクセス：JR南小松島駅より徒歩で 10分

・ → 40分

・  →



           ■　 　■                                                              ■　 　■

    地址：  〒 770-0831     　　地址：　〒 770-8570

    徳島市寺島本町西 1-61     　

    クレメントプラザ 6Ｆ     　国際戦略課　徳島市万代町 1-1

    TEL 088-656-3303     　　TEL 088-621-2028

    FAX 088-652-0616     　　FAX 088-621-2851

    www.topia.ne.jp      　　www.pref.tokushima.jp   

E-mail :  topia@topia.ne.jp     　　
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ｸﾚﾒﾝﾄﾌﾟﾗｻｸﾚﾒﾝﾄﾌﾟﾗｻ

                            地域日本語指導ボランティア養成講座受講生募集地域日本語指導ボランティア養成講座受講生募集

            外国人の方に日本語を教えるノウハウを勉強しませんか？            外国人の方に日本語を教えるノウハウを勉強しませんか？

前期日程（土曜日４回　９：３０～１２：３０　　１３：１５～１６：１５）前期日程（土曜日４回　９：３０～１２：３０　　１３：１５～１６：１５）

①１１月１７日 ( 土 )　②１１月２４日 ( 土 )　③１２月１日 ( 土 ) ④ １２月８日（土 ) 　①１１月１７日 ( 土 )　②１１月２４日 ( 土 )　③１２月１日 ( 土 ) ④ １２月８日（土 ) 　

　　　                 　　　　　　　　                 　　　　　

                                 ＊後期は２０１３年の 2月頃を予定しています                                 ＊後期は２０１３年の 2月頃を予定しています

場所：阿南市富岡公民館　１階　図書室にて場所：阿南市富岡公民館　１階　図書室にて

教科書（要購入）：前期 ｢みんなの日本語Ⅰ（改訂版）｣教科書（要購入）：前期 ｢みんなの日本語Ⅰ（改訂版）｣

　　　　　　　　　　＊後期：｢みんなの日本語Ⅱ（１月発行予定の改訂版）｣　　　　　　　　　　＊後期：｢みんなの日本語Ⅱ（１月発行予定の改訂版）｣

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（各スリーエーネットワーク発行・2500 円）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（各スリーエーネットワーク発行・2500 円）

定員：20名程度　参加費：無料　　締切：11月 10日（土）　　講師：青木洋子先生　定員：20名程度　参加費：無料　　締切：11月 10日（土）　　講師：青木洋子先生　

問合せ・申込：阿南市国際交流協会（担当）小野     問合せ・申込：阿南市国際交流協会（担当）小野     

                         電話・メールにてお申し込みください                         電話・メールにてお申し込みください

TEL：0884 － 44 － 6652　　MAIL:  himawari_2012_aia@yahoo.co.jp     TEL：0884 － 44 － 6652　　MAIL:  himawari_2012_aia@yahoo.co.jp     

〒 774-0045　阿南市向原町天羽畭 103-1　西野建設 ( 株 ) 内〒 774-0045　阿南市向原町天羽畭 103-1　西野建設 ( 株 ) 内

＊詳細は TOPIA ホームページをご覧下さい。（なおこの事業は県・TOPIA の事業です）＊詳細は TOPIA ホームページをご覧下さい。（なおこの事業は県・TOPIA の事業です）

＊また徳島県立総合大学校「まなびーあ徳島」の生活環境学部の講座でもあります。＊また徳島県立総合大学校「まなびーあ徳島」の生活環境学部の講座でもあります。

                                                                                                                    （24 単位取得可）                                                                                                                    （24 単位取得可）


