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選抜阿波おどり大会前夜祭
阿波おどり振興協会と徳島
県阿波踊り協会所属の有名
連が合同演舞を行います。
この日このステージでしか
味わえない、年に 1 度の興
奮と感動をどうぞご一緒に。
■日程／ 8 月 11日（木・祝）
■時間／ 11：00～、15：00～、19：00～
■場所／アスティとくしま
■チケット料金／特別指定席：前売 2,600 円、当日 2,800 円
　　　　　　　　指定席：前売 2,200 円、当日 2,400 円
　　　　　　　　自由席：前売 1,600 円、当日 1,800 円
　　　　　　　　※発券手数料別途　※３歳以上は有料
■チケット販売／阿波おどり有料演舞場と同様
■お問合せ／徳島新聞社　☎ 088-655-7331

選抜阿波おどり大会
阿波おどり振興協会と徳島
県阿波踊り協会所属の有名
連が毎日それぞれ 3 連ず
つ出演します。高度に洗練
された阿波おどりをご堪能
ください。
■日程／８月 12 日㈮・13 日㈯・14 日㈰・15 日㈪
■時間／ 11：00～、13：30～、16：00～
■場所／あわぎんホール（郷土文化会館）
■チケット料金／指定席：前売 2,000 円、当日 2,200 円
　　　　　　　　自由席：前売 1,400 円、当日 1,600 円
　　　　　　　　※発券手数料別途　※３歳以上は有料
■チケット販売／阿波おどり有料演舞場と同様
■お問合せ／徳島市観光協会　☎ 088-622-4010
　　　　　　徳島新聞社　☎ 088-655-7331

おどり広場・おどりロード
公園やストリートを舞台に、
踊り子と観客が一体となった
熱気渦巻く“まちかどの阿波
おどり”を、街中のいたると
ころでご覧いただけます。桟
敷席とは一味ちがう、自由き
ままな演舞をお楽しみくださ
い。［観覧自由］
■日程／８月 12 日㈮・13 日㈯・14 日㈰・15 日㈪
■時間／ 18：00～22：30
■場所／市民広場、両国橋南おどり広場、新町橋東おどり広場
　　　　元町おどり広場、両国広場、両国橋南詰おどりロード
■お問合せ／徳島市観光協会　☎ 088-622-4010

有料演舞場　❶市役所前演舞場　❷藍場浜演舞場　❸紺屋町演舞場　❹南内町演舞場
無料演舞場　❶両国本町演舞場　❷新町橋演舞場
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８月
12日㈮・13日㈯・14日㈰・15日㈪
第１部 18時〜20時 第２部 20時30分〜22時30分

チケット販売
７月１日㈮ 10：00　全国一斉販売開始

〈取扱会社〉阿波おどりチケットセンター、楽天チケット、
チケットぴあ、ローソンチケット、イープラス

〈購入方法〉全国のセブンイレブン、サークルＫサンクス、
ローソン、ミニストップ、ファミリーマートの各店舗、
特設電話、インターネット

お問合せ
徳島市観光協会　☎ 088－622－4010
徳 島 新 聞 社　☎ 088－655－7331

チケット料金
■Ｓ席（指定席）
　前売 2,000 円、当日 2,200 円
■Ａ席（指定席）
　前売 1,800 円、当日 2,000 円
■Ｂ席（指定席）
　前売 1,600 円、当日 1,800 円
■Ｃ席（自由席）
　前売 900 円、 当日 1,100 円
※発券手数料別途
※３歳以上は有料

アスティおどりひろば
有名連 2 連の演舞を、ホールでゆったり涼しく観覧できます。
連長さんのレッスンを受けて、みんなで楽しく踊ってみません
か。阿波おどり衣装の着付け体験（体験料：1,000 円、昼の部・
県外客限定）もお楽しみいただけます。［入場無料］
■日程／８月 12 日㈮・13 日㈯・14 日㈰・15 日㈪
■時間／朝の部 11：00～12：00、昼の部14：00～15：00
■場所／アスティとくしま
■お問合せ／アスティとくしま　☎ 088-624-5111

にわか連で踊ろう
本場徳島で阿波おどりを体験
したい人は、にわか連に参加
しませんか。有名連の手ほど
きを受けて、演舞場へレッツ
ゴー。［参加自由］
■日程／８月 12 日㈮・13 日㈯・14 日㈰・15 日㈪
■時間／ 18：30～、20：30～
■集合／市役所前市民広場、元町おどり広場
■お問合せ／徳島市観光協会　☎ 088-622-4010

有名連をはじめ毎日約 15 連が熱
演を繰り広げます。踊り子との距
離が近く、間近で鑑賞することが
できます。体験講座やちびっこに
わか連もございます。［観覧自由］

熱演！真昼の阿波おどり

■日程／８月 13 日㈯・14 日㈰・15 日㈪
■時間／ 13：00～17：00
■場所／ＮＨＫ徳島放送局 1F ロビー
■お問合せ／ＮＨＫ徳島放送局　☎ 088-626-5970

奉納踊り
徳島藩主蜂須賀家をまつる興源
寺で、阿波おどり４日間の無事を
祈る神事と、古の栄華をしのぶ奉
納踊りが行われます。［観覧自由］
■日程／８月 12 日㈮
■時間／９：00～
■場所／興源寺（蜂須賀家墓所）
■お問合せ／阿波踊り保存協会（清水さん）
　　　　　　☎ 090-8979-5186

津田の盆踊り
阿波おどりの起源とされる、昭和
初期頃の素朴で独特な踊りをご覧
ください。［観覧自由］
■日程／８月 15 日㈪
■時間／【昼】11：00～、13：30～
　　　　【夜】18：00～20：00
■場所／【昼】徳島城博物館
　　　　【夜】津田中学校～津田港
■お問合せ／津田の盆踊り保存会（圓藤さん）
　　　　　　☎ 090-1000-1314
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本場・徳島の夏を彩る熱演

❶



鳴門市 鳴門市阿波おどり
８月9日㈫・10日㈬・11日（木・祝）　19：00～22：00
■場所／JR鳴門駅西側特設演舞場

貞光夏まつり阿波踊り大会

■日程／８月15日㈪・16日㈫　19：00～22：00
■場所／貞光商店街 ほか
■お問合せ／つるぎ町商工会　☎0883-62-2222

つるぎ町

きたじまひょうたん
阿波おどり

■日程／８月14日㈰　11：00～12：30
■場所／北島町創生ホール
■お問合せ／北島町商工会　☎088-698-2275

北島町

吉野川市阿波踊り大会

■日程／８月14日㈰～16日㈫ 
　　　　19：00～22：00
■場所／JR鴨島駅前中央通り
■お問合せ／吉野川商工会議所　☎0883-24-2274

吉野川市

勝浦の阿波おどり

■日程／８月16日㈫　18：30～21：30
■場所／JA東とくしま勝浦支所前
■お問合せ／かせやまクラブ（篰

しとみ
さん）　☎090-4334-0815

勝浦町

徳島阿波おどり空港で
阿波おどり

■日程／８月11日（木・祝）～15日㈪
■場所／徳島阿波おどり空港
■お問合せ／徳島空港ビル　☎088-699-2831

松茂町

阿波踊りと民謡の夕べ

■日程／８月12日㈮　19：30～21：00
■場所／旧海部中学校グラウンド
■お問合せ／海陽町観光協会　☎0884-76-3050

海陽町

オアシス阿波おどり
お盆特別公演

■日程／８月13日㈯～16日㈫
■場所／吉野川ハイウェイオアシス
■お問合せ／吉野川ハイウェイオアシス
　　　　　　☎0883-79-5858

東みよし町

うだつのまち
阿波おどり大会

■日程／８月11日（木・祝）　18：00～20：00
■場所／道の駅 藍ランドうだつ周辺
■お問合せ／美馬市商工会　☎0883-53-7393

美馬市

徳島市 吉野川フェスティバル
吉野川を間近に感じながら、阿
波おどりやライブ、ビアガーデ
ン＆バーベキュー、SUP やウィ
ンドサーフィン体験、吉野川遊
覧等さまざまな催しを楽しめま
す。花火は毎日 1,000 発が打
ち上げられます。

■開催日時／７月29日㈮～31日㈰
　　　　　　10：00～22：00　　花火：20：50～21：20
■開催場所／吉野川橋南岸河川敷
■お問合せ／新町川を守る会　☎090-3783-2084

計 3,000 発

鳴門市 鳴門市納涼花火大会
毎年多くの見物客でにぎわう花火大会。
県下最大級の 5,000 発が夜空を彩ります。
■開催日時／８月７日㈰ 
　　　　　　19：45～20：50
■開催場所／鳴門市文化会館周辺
　　　　　　（撫養川沿い親水公園）
■お問合せ／鳴門商工会議所
　　　　　　☎088-685-3748

5,000 発

小松島市 小松島港まつり
■開催日時／７月16日㈯・17日㈰　花火：17日㈰ 20：00
■開催場所／小松島ステーションパーク、小松島港（新港地区）
■お問合せ／小松島市産業振興課　☎0885-32-3809

2,000 発

吉野川市 吉野川市納涼花火大会
■開催日時／８月５日㈮　20:00～21:00
■開催場所／吉野川市鴨島運動場
■お問合せ／吉野川商工会議所　☎0883-24-2274

1,500 発

美馬市 美馬市花火大会
■開催日時／８月11日（木・祝）　20:00～
■開催場所／道の駅藍ランドうだつ南・吉野川河川敷
■お問合せ／美馬市商工会　☎0883-53-7393

1,130 発

三好市 丸山祇園花火大会
■開催日時／７月16日㈯　20:00～21:00
■開催場所／丸山神社周辺
■お問合せ／三好市観光課　☎0883-72-7620

1,200 発

阿南市 阿南の夏まつり
■開催日時／７月22日㈮～24日㈰　花火：24日㈰ 20：00
■開催場所／富岡商店街一円
■お問合せ／阿南市商工観光労政課　☎0884-22-3290

2,000 発

美波町 日和佐うみがめまつり

■開催日時／７月16日㈯　14：50～21：30　花火：21：00
■開催場所／大浜海岸、日和佐川河川敷（花火打ち上げ場所）
■お問合せ／美波町産業振興課　☎0884-77-3617

うみがめの上陸・産卵を祈願するうみがめ感謝祭やうみがめの放流
が行われます。阿波おどりやヒーローショーも開催されます。

1,500 発

徳島市 徳島ひょうたん島 水都祭

■開催日時／７月22日㈮～24日㈰　花火：23日㈯ 20：00
■開催場所／藍場浜公園・新町川水際公園 ほか
■お問合せ／同実行委員会　☎088-625-2077

SUP・カヤック体験や水上ゴザ走り選手権など楽しい企画や食楽市
×B1グランプリ、ワークショップやナイトマルシェも開催します。

2,000 発

■開催日時／８月10日㈬
　　　　　　16:00～21:00
■開催場所／宍喰漁港周辺
■お問合せ／宍喰漁協本部　☎0884-76-3101

海陽町 宍喰港まつり
大漁旗を揚げた漁船による海上パレー
ド（乗船可能・要予約）や阿波おどり
がにぎやかな海辺のお祭り。祭りの〆
に花火が上がります。

150 発

■有料演舞場／ BOAT RACE 鳴門東演舞場、うずしおくん西演舞場
■無料演舞場／本町おどり広場、大道おどり通り、ダイレックスおどり広場
■チケット料金／前売 600 円、当日 800 円　※小学生以上は有料
■チケット販売／鳴門市うずしお観光協会、チケットぴあ、セブンイレブン、
　　　　　　　　サークル K サンクス　７月１日㈮より販売
■お問合せ／鳴門商工会議所　☎ 088-685-3748

阿波の夏は鳴門から！県下のトップを切って３日間華やかに開催されます。
有名連や誰でも気軽に参加できる「にわか連」が繰り出し、街中が熱気であふ
れます。９日と11 日は吉本新喜劇のタレントも登場して盛り上がります♪

鳴門市阿波踊振興協会所属の連による華麗な
演舞をお楽しみください。
■日程／８月 8 日㈪
■時間／ 18：30～20：30
■場所／鳴門市文化会館
■料金／前売 700円、当日 800 円
■チケット販売／鳴門市うずしお観光協会
　　　　　　　　７月１日㈮より販売
■お問合せ／鳴門市観光振興課
　　　　　　☎ 088-684-1746

鳴門市選抜阿波おどり大会

吉本新喜劇が「鳴門」をテーマにしたオリジ
ナル演目を上演します !!
■日程／８月 11 日（木・祝）
■時間／１部 13：00～14：30
　　　　２部 15：30～17：00
■場所／鳴門市文化会館
■料金／特別指定席
　　　　前売 2,500 円　当日 3,000 円
　　　　指定席
　　　　前売 2,000 円　当日 2,500 円
■チケット販売／鳴門市うずしお観光協会ほか
　　　　　　　　７月１日㈮より販売
■お問合せ／鳴門市観光振興課
　　　　　　☎ 088-684-1746

鳴門で吉本新喜劇 !!
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三好市 いけだ阿波おどり
８月14日㈰・15日㈪・16日㈫　19：00～22：30
■場所／JR阿波池田駅周辺

8月3日は「はもの日」 京都「祇園祭」、大阪「天神祭」で愛される鱧

徳島は鱧の大産地！是非ご賞味ください！

徳島の活鱧料理
味わいキャンペーン 2016 実施中！

キャンペーン詳細は最終面で 徳島の活鱧ブランド確立対策協議会
徳島県徳島市東沖洲２丁目 13 番地

（徳島県水産会館内）TEL:088-636-0500

花火大会・夏祭り
夜空に輝く夏の風物詩

三好市観光大使をつとめる演歌歌手・北山たけしさんによる情熱あふれるコンサートと、
阿波池田観光連による華麗な踊り絵巻をお楽しみください。
■日程／８月 13 日㈯
■時間／コンサート 18：00 開場、18：30 開演・阿波おどり 19：30 ～ 21：00
■場所／池田総合体育館
■料金／一般：前売 1,000 円、当日 1,300 円、小学生：200 円　※小学生未満無料
■チケット販売／三好市観光案内所 ほか　７月１日㈮より販売
■お問合せ／三好市観光協会　☎ 0883-76-0877

いけだ阿波おどり前夜祭＆北山たけしコンサート

約 30 連の踊り子達が乱舞します。飛び入り歓迎の連と一緒に、阿波おどりを体験し
てみてはいかが。15 日は 22：00 より栄町通り有料演舞場にて総踊りを行います。

■有料演舞場／栄町通り
■無料演舞場／無料観客席・各商店街観客席・へそっ子公園ステージ観客席ほか
■チケット料金／一般 500 円、小学生 300 円
■チケット販売／当日 18：00 より桟敷席近くの売り場で販売します。
■お問合せ／三好市観光課　☎ 0883-72-7620

❷



海・山・川

を満喫
海・山・川

を満喫

フォレスト＆ウォーターでは、よりアウトドアを楽しんでいただく為に
BBQ セットや宿泊セットなどもご用意しております

高知県長岡郡大豊町永渕 6-1 ☎ 0887-75-0920
HP　http://www.fw-raft.com/yoshino/

特殊なゴムボートに乗り、急
流を下っていく

大人気のラフティング。

吉野川の自然も満喫できて、

アウトドアに最適。

初心者から気軽に楽しめるので、
ぜひ挑戦してみよう。

フォレストアンドウォーター

キャンプサイト

徳島県観光協会賛助会員

コテージ・バンガロー

■お問合せ／三好市観光協会 ☎ 0120-404-344
■ラフティング（徳島県観光協会賛助会員）
　フォレストアンドウォーター ☎ 0887-75-0920
　River Station West-West（mont-bell）☎ 0883-76-8110

ラフティング体験！三好市

吉野川で最高に
楽しい

ラフティングを
しよう！

大歩危小歩危・吉野川は世界有数のラフティングスポットとして知られています。
その激流と景色の美しさや水の綺麗さから、全国各地から大勢の方が訪れます。
2017年にはラフティング世界選手権が国内で初めて開催されることが決定しました。
ラフティングはゴムボートで激流を下るエキサイティングなレジャースポーツで、大き
な水しぶきを浴びながら川を下っていく楽しさは格別！
３ｍを超える大波と２ｍの落ち込みは、ここでしか体験できない迫力とスリルが満点で
す。ラフティング協会に所属するプロのリバーガイドの指導のもと、どなたでも気軽に
体験することが出来ます。ご家族でお友達で、ぜひこの夏チャレンジしてみてはいかが。

　サファリ ☎ 0883-76-0745　
　四国吉野川ナイスラフティング ☎ 0883-74-5136
　四国ライオンアドベンチャー ☎ 0883-86-2022
　River Adventure Club ☎ 072-840-5644

ラフティング世界選手権開催2017開催地で

遊遊NASA
漁火の森公園キャンプ場
■期間／通年
■所在地／海陽町奥浦字鹿ヶ谷 58-3
■お問合せ／☎ 0884-73-0300

YMCA
阿南国際海洋センター
■期間／通年
■所在地／阿南市椿町那波江 14
■お問合せ／☎ 0884-33-1221

恵比須浜キャンプ村
■期間／通年
■所在地／美波町恵比須浜字田井
■お問合せ／☎ 0884-77-1016

月見ヶ丘海浜公園
■期間／通年（10月～３月は月曜休）
■所在地／松茂町豊岡字山ノ手42
■お問合せ／☎088-699-6697

南阿波サンライン
モビレージ
■期間／通年
■所在地／美波町山河内字明丸 1-1
■お問合せ／☎ 0884-77-0709

倶楽部イザリ～ノ
キャンプ場
■期間／通年
■所在地／美波町伊座利字小伊座利 341
■お問合せ／☎ 0884-78-2022

まぜのおか
■期間／通年
■所在地／海陽町浅川字西福良 43
■お問合せ／☎ 0884-74-3111

コットンフィールドキャンプ場
■期間／通年
■所在地／神山町神領西上角 272
■お問合せ／☎ 088-676-0803

軽井沢レジャーランド
■期間／通年
■所在地／神山町阿野字南馬喰草 69
■お問合せ／☎ 088-678-0981

わじきライン林間キャンプ村
■期間／通年
■所在地／那賀町百合字松の木 238-1
■お問合せ／☎ 0884-62-1186

四国三郎の郷
■期間／通年
■所在地／美馬市美馬町字境目 39-10
■お問合せ／☎ 0883-55-2002

かずら橋キャンプ村
■期間／ 4 月～ 11 月（火曜休）
■所在地／三好市西祖谷山村閑定 233
■お問合せ／☎ 090-1571-5258

船津キャンプ場
■期間／ 5 月～ 9 月
■所在地／海陽町船津僧都谷 7
■お問合せ／☎ 0884-76-2958

龍宮崖コテージ
■期間／ 4 月～ 11 月
■所在地／三好市東祖谷釣井 438-3
■お問合せ／☎ 080-2981-6221

奥祖谷二重かずら橋
キャンプ場
■期間／ 4 月～ 11 月
■所在地／三好市東祖谷菅生 620
■お問合せ／☎ 0883-88-2640

月ヶ谷温泉キャンプ場
■期間／通年
■所在地／上勝町大字福原字平間 71-1
■お問合せ／☎ 0885-46-0371

コテージ清流の郷
■期間／通年
■所在地／美馬市穴吹町口山字丸山 1
■お問合せ／☎ 0883-55-3777

祖谷渓キャンプ村
■期間／４月～ 11 月
■所在地／三好市池田町松尾松本524-2
■お問合せ／☎ 090-9553-3795
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四国山岳植物園岳人の森
■期間／ 4 月～ 12 月
■所在地／神山町上分土須峠
■お問合せ／☎ 088-677-1147

塩塚高原キャンプ場
■期間／ 4 月～ 11 月上旬
■所在地／三好市山城町平野 205
■お問合せ／☎ 0883-86-3077

健康とふれあいの森
■期間／通年
■所在地／三好市三野町芝生 1342-3
■お問合せ／☎ 0883-77-4320

イカワフィンランドコテージ
■期間／通年
■所在地／三好市井川町平山 7326-26
■お問合せ／☎ 0883-78-3077

中尾山高原キャンプ場
■期間／4 月 23 日㈯～11 月 13 日㈰
■所在地／美馬市木屋平字太合カケ 445-1
■お問合せ／☎ 0883-68-3422

美村が丘
■期間／通年
■所在地／美馬市脇町字東大谷18
■お問合せ／☎ 0883-52-5650

いきものふれあいの里
■期間／ 4 月 25 日㈪～ 9 月 30 日㈮
■所在地／佐那河内村上字大川原 5-8
■お問合せ／☎ 088-679-2238

ファガスの森高城
■期間／ 4 月～ 11 月
　　　　（水曜・木曜休）
■所在地／那賀町沢谷字釜ヶ谷 1-1
■お問合せ／☎ 090-1578-3029

いやしの温泉郷
■期間／ 4 月～ 11 月
■所在地／三好市東祖谷菅生 28
■お問合せ／☎ 0883-88-2975

美濃田の渕キャンプ村
■期間／通年
■所在地／東みよし町足代 1650
■お問合せ／☎ 0883-79-5858

海辺のキャンプ場 川辺のキャンプ場山辺のキャンプ場

とくしまの

❸



〒 779-4102　徳島県美馬郡つるぎ町貞光字西山 35 番地１
TEL.0883-62-2772（本社）　 0883-67-5277（見ノ越）
剣山にカーナビでお越しの際は0883-67-5277（見ノ越）をご設定ください。

見ノ越駅より西島駅にリフトがかかっており、標高 330m を 15 分で登り、最大傾斜角度 37 度が長く続く他に類を見ないリフト。
搬器が 191 器あり、毎秒１m の速度、輸送能力は 420 人毎時。四季を通して素晴らしい景色を見ることができる。

西日本第二の霊峰「剣山」は百名山のひとつ。360度のパノラマが楽しめる。

剣山頂上ヒュッテ　☎ 088-622-0633

キレンゲショウマ

西日本第二の高峰「剣山」は、「見ノ越」から登山リフトに乗り、最短で一時間程度
で登ることができる身近な山です。夏には、キレンゲショウマの群生など高山植物が
咲き、山頂からは瀬戸内海や和歌山県まで見渡せ、また頂上付近で見ることが出来る
雲海は、自然の雄大さを感じさせてくれます。毎年、多くの登山客が訪れるこの山に、
あなたも登ってみませんか！

8月11日は山の日です♪

日本百名山 剣山 に登りませんか

つ る ぎ　 さ ん

剣山の登山口・見ノ越から西島まで運行している風光明媚な剣山リフトです。
●料　　金　大人往復：1,860円　小人往復：870円　　大人片道：1,030円　小人片道：510円
●運行期間　4月23日㈯～11月末日 （天候等により変更する場合があります。）
●営業時間　○平常…始発 9：00～最終 16：45
　　　　　　○夏季…始発 8：00～最終 17：45（7月23日㈯～8月28日㈰）
●お問合せ　剣山観光登山リフト　☎0883－67－5277（見ノ越）

剣山観光登山リフト

ぐるっと剣山登山バス 剣山登山に便利な登山バスを期間限定で運行しています。

■運行区間　穴吹駅ー川上（乗換）ー中尾山高原 平成荘ー見ノ越
■運行期間　７月16日㈯～８月31日㈬、10月８日㈯～11月６日㈰
■運行時間　穴吹駅発→見ノ越着　 8：20→10：30
　　　　　　見ノ越発→穴吹駅着　14：30→16：31
■料　　金　片道2,360円
■お問合せ　美馬市木屋平総合支所　☎0883－68－2112

穴吹木屋平ルート

貞光一宇ルート

池田東祖谷ルート

■運行区間　貞光ゆうゆう館－貞光駅－つるぎの宿岩戸－ラフォーレつるぎ山－見ノ越
■運行期間　７月16日㈯～8月21日㈰の土日祝、８月11日（木・祝）～16日㈫、
　　　　　　10月１日㈯～10月23日㈰の土日祝
■運行時間　貞光駅発→見ノ越着 ① 7：55→ 9：25　②13：20→14：50
　　　　　　見ノ越発→貞光駅着 ①10：00→11：30　②15：20→16：50
■料　　金　片道2,000円
■お問合せ　つるぎ町商工観光課　☎0883－62－3114
■運行区間　池田バスターミナル－大歩危駅－京上－久保－名頃－見ノ越
■運行期間　４月16日㈯～11月27日㈰の土日祝
　　　　　　７月21日㈭～８月31日㈬、10月１日㈯～11月６日㈰
■運行時間　池田ＢＴ発→見ノ越着 ① 8：15→10：58　②11：25→14：08
　　　　　　見ノ越発→池田ＢＴ着 ①11：00→14：15　②15：10→18：15
■料　　金　片道3,140円
■お問合せ　三好市東祖谷総合支所　☎0883－88－2212

ウェイクボード三好市

池田湖を舞台に今秋開催される AWC は、アジアトップ
クラスのウェイクボーダー達が技を競い合う大迫力の３日
間！ウェイクボード体験や阿波おどり等の催しもあります。
■期　　間　９月 17 日㈯～ 19 日（月・祝）
■お問合せ　日本ウェイクボード協会　☎ 03-5547-5955

アジアウェイクボードチャンピオンシップ

うみがめマリンクルーズ美波町

地元の漁師さん＆ガイドさんによる楽しい漁船クルーズ
で、ウミガメの産卵地・大浜海岸などをめぐる、壮大なス
ケールの景観と神秘的な岩山、優美な曲線を描く水平線を
間近で体感しませんか！約 40 分のクルージングのあとは
地元漁港でとれた新鮮な「漁師めし」に舌鼓♪（要予約）
■お問合せ　日和佐漁業者会　☎ 0884-77-1730

漁船でめぐるウミガメのふるさと

シーカヤックほか海陽町

入り江や島々、奇岩が点在する変化に富んだ海の風景を、
シーカヤックで体感してみませんか。透明度の高い海は、
シュノーケルでサンゴや熱帯魚観察も楽しめます。海中観
光船ブルーマリンでの海中クルーズもおすすめです♪
■お問合せ　竹ヶ島シーカヤック　☎ 0884-76-1401
　　　　　　ブルーマリン　　　　☎ 0884-76-3100

室戸阿南海岸国定公園を体感

グラススキー美馬市

剣山の北東、標高 1,000m に位置する中尾山高原は、美
しい山並を 360 度見渡すことができるロケーション。全
国大会も行われるグラススキー場は、緑一面の木々の中を
さっそうと風を切って滑る爽快感が魅力です。キャンプ、
アウトドアで山を満喫しませんか！
■お問合せ　中尾山高原平成荘　☎ 0883-68-3422

爽やかな緑のゲレンデ

穴吹川で川遊び美馬市

剣山を源流として吉野川に注ぐ一級河川・穴吹川は、環境
庁の水質調査で四国一に輝いた美しい水が自慢です。上流
では渓流の女王・アメゴや鮎の川釣り、中流では川遊びや
キャンプ、バーベキュースポットとして家族連れや若者で
にぎわいます。
■お問合せ　美馬市商工観光課　☎ 0883-52-2644
　　　　　　美馬市観光協会　　☎ 0883-53-8599

四国一の清流で夏を満喫

りんご狩り美馬市

西日本ではめずらしい「りんご狩り」体験ができる阿讃山
脈の中腹・標高約 600 ｍに位置する横倉観光りんご園。
シャキッと歯ごたえのある甘い“つがる”と甘酸っぱい“さ
んさ ” の２種類。さわやかな自然の恵みを味わおう！
■期　　間　8月10日㈬～9月10日㈯
■時　　間　9:00 ～ 17:00
■お問合せ　横倉観光りんご園（中川園）☎0883-52-0858

高地で育った夏の味覚

田井ノ浜海水浴場（美波町）

■期　　間／７月３日㈰～8月28日㈰
■時　　間／8：30～17：00
■お問合せ／美波町観光協会
　　　　　　☎0884-77-1875

小松海水浴場（徳島市）

■期　　間／7月15日㈮～8月15日㈪
■時　　間／10：00～17：00
■お問合せ／徳島市公園緑地課
　　　　　　☎088-621-5295

淡島海水浴場（阿南市）

■期　　間／7月1日㈮～8月20日㈯
■時　　間／10：00～16：00
■お問合せ／阿南市商工観光労政課
　　　　　　☎0884-22-3290

大砂海水浴場（海陽町）
■期　　間／7月16日㈯～8月21日㈰
■時　　間／9：00～17：00
■お問合せ／海陽町観光協会
　　　　　　☎0884-76-3050

北の脇海水浴場（阿南市）

■期　　間／7月1日㈮～8月25日㈭
■時　　間／10：00～16：00
■お問合せ／阿南市商工観光労政課
　　　　　　☎0884-22-3290

月見ヶ丘海浜公園（松茂町）

■期　　間／7月８日㈮～8月８日㈪
■時　　間／9：00～17：00
■お問合せ／松茂町商工会
　　　　　　☎088-699-3574

みんなでビーチに

くり出そう！

海水浴
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Convention  News 徳島で開催される
コンベンションを紹介します。

㈱日本旅行　徳島支店
〒770-0831　徳島市寺島本町西１-10
TEL：088-622-5547　　FAX：088-622-6313
極みの旅http://www.nta.co.jp/precious/

・日　　程　平成28年８月20日㈯～21日㈰
・会　　場　【全体会】アスティとくしま
　　　　　　【分科会】あわぎんホール、鳴門市文化会館　ほか
・参加者数　5,000人

DATA

● Pick up●

　全国の公立高等学校事務
職員が一堂に会しての大会
です。今、学校が抱える課
題は多様化・複雑化してお
り、その中における事務職
員の役割も大きく変わろう
としています。今回の全国
大会では、事務職員がその
専門性を生かして、学校運
営に直接関わることの重要
性も議論されることでしょ
う。
　全国から集まられる方々
に、今大会のキャッチコ
ピー「ほれええなあ！ほう
うなんじゃ！発見いっぱい
　ようこそ徳島」のように「ほうなんじゃ！」と感心していただき、

「ほれええなあ！」と楽しんでいただけるよう、精一杯務めていき
ます。

第69回全国公立高等学校事務職員
研究大会並びに総会

・日　　程　平成28年８月３日㈬～５日㈮
・会　　場　あわぎんホール・パークウエストン
・参加者数　850人

DATA

　化学工学はまさに化学
のための工学であり、合
理的な化学プロセスの開
発・設計・操作を目的
とする学問です。化学製
品の需要の増大に伴い体
系化が進み、それを大き
なバックボーンとして化
学工学は発展してきまし
た。本学会は化学工学の
学術的水準の進展を支
え、人材を育成しそれら
の成果を社会に有機的に還元するため産・学・官の垣根を取り払い、
お互いに切磋琢磨し協力できるたくさんの場を提供しています。
　本秋季大会は、化学工学の各部会が中心となり提案した数多くの
シンポジウムが予定されています。また特別シンポジウム「未来の
スマート社会に向けたイノベーションと社会実装」～化学工学の挑
戦：再生可能エネルギー、バイオ／ライフ、物質循環～では、最新
の注目テーマを各界最前線でご活躍されている方からご説明いただ
き議論します。

化学工学会　第48回秋季大会

・日　　程　平成28年９月６日㈫～８日㈭
・会　　場　徳島大学　常三島キャンパス
・参加者数　2,000人

DATA

　「渦巻く力をこれからの社会に巣立つ子どもたちのために」のテーマのもと、徳島県において開
催されます。
　子どもたちを取り巻く環境は日々変化し、多くの課題や問題点が生じている現代社会において、
家庭教育や学校教育の充実とともに、地域の教育力の活用も求められています。それに伴い PTA 
の果たす役割と期待はますます高まってきています。
　徳島県には「まけまけいっぱい」という方言があります。これは「あふれそうなくらい」という
意味です。このような時代だからこそ、私たちの「まけまけいっぱいの愛」を子どもたちの輝ける
未来のために全力で注ぎ込もうではありませんか。今こそ PTA の底力を発揮する時です。
　この大会では、子どもにとって保護者はどうあるべきかを考え、子どもとともに保護者として成
長する「親学」の機会となり、全国から集った PTA 仲間の情報交換と交流の場となることを期待
しています。全国各地から、一人でも多くの皆様のご参加をお願いいたします。

第64回日本PTA全国研究大会徳島うずしお大会
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月　日 大　会　名（会場／参加者数）

７月14日㈭～16日㈯
第71回日本消化器外科学会総会
会場：アスティとくしま・あわぎんホール ほか
参加者数：6,000 人

７月27日㈬～29日㈮ 第58回全国公立学校教頭会研究大会
会場：アスティとくしま ほか　　参加者数：2,600 人

７月28日㈭～29日㈮
第18回中国・四国・九州地区
　　　　理数科高等学校課題研究発表大会
会場：あわぎんホール　　参加者数：700 人

７月30日㈯～８月２日㈫ 阿波おどりカップ全国学童軟式野球大会2016
会場：オロナミン C 球場　　参加者数：450 人

８月  3日㈬～  5日㈮
第69回全国公立高等学校事務職員研究大会
会場：あわぎんホール・パークウェストン
参加者数：850 人

８月  6日㈯～21日㈰
（競技別日程欄外）

第68回西日本医学生総合体育大会
会場：鳴門大塚スポーツパークほか県内各施設
参加者数：約 15,000 人

８月20日㈯～21日㈰
第64回日本PTA全国研究大会徳島うずしお大会
会場：アスティとくしま
　　　あわぎんホール・鳴門市文化会館 ほか
参加者数：5,000 人

８月25日㈭～26日㈮ 第49回全国情緒障害教育研究協議会徳島大会
会場：あわぎんホール　　参加者数：400 人

８月27日㈯～29日㈪ 全建総連　第32回全国青年技能競技大会
会場：アスティとくしま　　参加者数：250 人

９月  1日㈭～  4日㈰ 国際シンポジウム天然物の未来2016徳島
会場：徳島文理大学アカンサスホール　　参加者数：400 人

９月  6日㈫～  8日㈭ 化学工学会第48回秋季大会
会場：徳島大学常三島キャンパス　　参加者数：2,000 人

●Convention  Calendar●

ア と だス く よテ し りィ ま 事業企画課  ☎ 088-624-5111

● Featura  Convention●

　全国建設労働組合総連合（全建総連）
では、製図、墨付け、木材加工の基本と
規矩術を加えた競技課題に取り組むこと
で、若年技能者の育成と技術・技能の向
上を図ることを目的とした青年技能競技
大会を毎年全国各地で開催しています。
今年は徳島県で開催され、全国から沢山
の若手大工たちが集まり、自慢の腕を存
分に発揮し頂点を目指します。一般の見
学も可能ですので、ぜひこの機会にお越
しください（入場無料）。

全建総連
第32回全国青年技能競技大会

第 68回西日本医学生総合体育大会（競技別日程）
月　日 競　技 会　場 人　数

８月  6日㈯～  7日㈰ 陸上 鳴門・大塚スポーツパーク　陸上競技場 600人
８月  6日㈯～11日㈭ サッカー 徳島市球技場・徳島スポーツビレッジ 1,500人
８月  6日㈯～11日㈭ 準硬式野球 JAバンクとくしまスタジアム ほか 800人
８月  6日㈯～11日㈭ 硬式テニス 蔵本公園・徳島大学・徳島県南部健康運動公園 ほか 1,600人

８月  7日㈰ 柔道 鳴門・大塚スポーツパーク　武道館 250人
８月  9日㈫～10日㈬ ゴルフ  男子

Jクラシック　ゴルフクラブ 180人８月18日㈭ ゴルフ  女子
８月  9日㈫～12日㈮ バドミントン 徳島市立体育館 1,400人
８月16日㈫～19日㈮ 弓道 アスティとくしま 1,200人
８月17日㈬～19日㈮ 卓球 鳴門・大塚スポーツパーク　体育館 900人
８月19日㈮～21日㈰ バレーボール 徳島市立体育館・サンフラワードーム ほか 950人

８月20日㈯～21日㈰ 剣道 鳴門・大塚スポーツパーク
アミノバリューホール 550人

・日　　程　平成28年８月27日㈯～29日㈪
・会　　場　アスティとくしま　・課　題　四方転び踏み台
・競 技 日　

DATA

●After  Convention●

　若き日の空海（弘法大師）が歩いた四国遍路「発心の道場」のうち、
第 1 番札所「霊山寺」から第 5 番札所「地蔵寺」までのコースは、
距離も比較的短く、遍路道も平坦であることから、歩き遍路初心者の
方には絶好のコースと言えます。
　自身を見つめ直したい方、人や自然との触れ合いを求めている方、
健康志向の方などぜひ遍路の旅へお出かけください。

お試し歩き遍路（1 番～ 5 番）

28 日㈰　9：00～15：45

・ホテル・旅館・タクシー会社が連携して「お求めやすい料金サービス」をご提供しております。
・お部屋・お食事も、お客様のご要望にお応えできる多様なサービスプランを取り揃えております。

※日程について変更の可能性があります。

　詳しくは 観光情報サイト阿波ナビ 検  索
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１日コース

　四国最大級のブライダル・テーマパー
クがアスティとくしまで 1 日限定オー
プンします。今年もファッションショー
をはじめ体験型イベントやトレンドアイ
テム、本格的なイベントフード＆スイー
ツなど女子がキュンキュンするお楽しみ
が一杯です。結婚間近のカップルだけ
じゃなく、ファッションに興味のある女子もお友達誘って参加でき
ます。特に最旬のドレスを着たプロモデルがこだわりの音楽と演出
で約 20m のランウェイに登場するショーは超豪華。会場の 280
インチモニターもこの日は憧れのため息を誘います。

開 催 日：平成 28 年 7 月 31 日㈰　10:00 ～ 18:00
入 場 料：無料
主 催：株式会社ときわ　お問い合わせ先　☎ 088-638-0137

とくしまブライダル・エキスポ 2016

　アスティとくしまの多目的ホールは、イベ
ントごとに客席・舞台や展示物が用途に合わ
せて設営されています。何もない広いアリー
ナをいっぱいに使って上演する阿波おどりを
楽しめるのは、『アスティおどりひろば』だけ。
磨き抜かれた有名連の踊りを鑑賞した後には、
思う存分広々とお客様も踊って楽しんでくだ
さい。昨年に引き続き、司会はセカンドストー
リーです。開演前にはコント漫才もあります
ので、是非少しお早めにお越しください。

開 催 日：平成 28 年 8 月 12 日㈮～ 15 日㈪
開催時間：朝の部 11：00～12：00、　昼の部 14：00～15：00
　　　　　開場は各部ともに１時間前となります。
※セカンドストーリーのコント漫才は、各部開演の約15分前を予定しております。

熱い踊りを涼しく楽しもう！アスティおどりひろば
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徳島県観光協会からのお知らせ

四国内の高速道路が乗り放題！
四国まるごとドライブパス

　NEXCO 西日本四国支社は、四国４県及び四国ツーリズム創造機構との共同企画に
より、周遊割引「四国まるごとドライブパス！」を実施します。四国内の高速道路が、
連続する最大３日間または４日間、定額料金で乗り放題となります。（要事前申込）

【期　　間】平成28年７月16日㈯～11月30日㈬　※８月10日㈬～16日㈫は除く
【対　　象】京阪・瀬戸内・広島・岩国方面からお越しになるお客様、フェリーで九州・

本州からお越しになるお客様、飛行機でお越しになるお客様
【お問合せ】NEXCO 西日本四国支社　TEL：087-823-2111
　当周遊割引をご利用のお客様を対象に、四国の名産品が当たる「四国まるごとドライ
ブパス！レシートキャンペーン in 四国」を併せて実施いたします。
【お問合せ】四国ツーリズム創造機構　TEL：087-813-0433

【応募規定】
募集作品は、応募者本人が昨年の8月以降に撮影したカラーの単写真で未発表のもの
としネガカラー、ポジカラー、デジタルカメラなどは問いません。
応募作品点数は1人3点以内とし、入賞は1人1賞とします。
応募写真のサイズはカラープリント・六つ切りまたはワイド六つ切りとし、デジタル
撮影の応募は銀塩プリント仕上げに限ります。
入賞作品は原版（フィルム及びデジタルデータ）をご提出いただきます。
応募作品の著作権は作者に帰属しますが、カレンダー掲載や写真展、広報誌やホーム
ページへの掲載などの使用権は主催者に帰属します。なお、応募作品などは返却いた
しません。
被写体に人物が入っている場合は応募に際して被写体本人の承諾を得てください。

【応募方法】応募者の氏名・年齢・住所・電話番号・作品のタイトル・撮影年月日・
　　　　　　花の種類を適宜の用紙にご記入の上、作品裏面に添付してご応募ください。
【応募締切】平成 28 年８月 31 日㈬ 当日消印有効
【応募・お問合せ】

（一財）徳島県観光協会「とくしま花のある風景フォトコンテスト」係
〒 770-8055　徳島県徳島市山城町東浜傍示 1-1
TEL：088-652-8777（平日 8：30～17：15）　　FAX：088-625-8469

【第９回入賞作品 一例】

　徳島県観光協会では、花による町づくりや花の名所を巡るフラワーツーリズムを推進
する「とくしま花へんろ事業」の一環として、「第 10 回とくしま花のある風景フォト
コンテスト」を開催します。応募作品は一部を「2017 とくしま花へんろカレンダー」
に掲載するほか、「とくしま花のある風景写真展（会場：アスティとくしま 1F ふれあ
い広場・県立渦の道）」を行い、多くの方々にご紹介します。
　ぜひあなたが撮影した美しい徳島の花々を収めた作品を、ご応募ください !!

【テ ー マ】花や紅葉のほか、花と自然環境、花と史跡・景勝地、花と人々の営みなど、
【花】をテーマとしたもので、人々が訪れることができる地を撮影した

　　　　　　作品を募集します。
【 賞 】最優秀賞　 1 点 賞金：３万円
 副賞：四国旅客鉄道㈱賞、㈱ラボネットワーク賞
　　　　　　優 秀 賞　 4 点 賞金：１万円
　　　　　　奨 励 賞　10 点 ５千円相当の旅行券

最優秀賞「みつまたの群生」 優秀賞「朝のハス田」 優秀賞「川島城」

第10回とくしま花のある風景
フォトコンテスト作品大募集！！ 　徳島県観光協会では、鳴門の海と自然を体感しながら楽しむ、約 10㎞のウォーキン

グを企画しました。普段通ることのできない大鳴門橋管理通路を渡ってみませんか！

【開催日程】平成 28 年 10 月 29 日㈯
【集合場所】鳴門ウチノ海総合公園（鳴門市鳴門町高島字北 679）
【参 加 料】1,000 円（当日受付で支払、シャトルバス・傷害保険等含む）
【参加条件】
（１）小学４年生以上の方。小・中学生は保護者の同伴が必要。
（２）10km 以上の歩行ができる方。　（３）高所恐怖症でない方。

【Ａコース】160名（40名×４班）出発時間 8：00、9：40、11：30、13：10
ウチノ海総合公園～鳴門公園～渦の道～大鳴門橋管理通路～道の駅うずしお…（バス）
…ウチノ海総合公園　※徒歩約10km、約3.5時間

【Ｂコース】160名（40名×４班）出発時間 8：30、10：10、12：00、13：40
ウチノ海総合公園…（バス）…道の駅うずしお～大鳴門橋管理通路～渦の道～鳴門公園
～ウチノ海総合公園　※徒歩約10km、約3.5時間

【応募方法】官製往復ハガキに必要事項を記載してご応募ください。
（１）参加を希望するコース・出発時間
（２）参加を希望する方の住所、氏名、年齢、連絡先（携帯電話等）
※ハガキ１通につき２名様までご応募いただけます。
　その際は（１）（２）ともに両名様分ご記入ください。

【応募締切】平成 28 年９月 30 日㈮　当日消印有効
【応募・お問合せ】（一財）徳島県観光協会「うずしおウォーキング」係

〒 770-8055　徳島県徳島市山城町東浜傍示 1-1
TEL：088-624-5140（平日 8:30 ～ 17:15）　　FAX：088-625-8469

うずしおウォーキング参加者大募集♪

● A コース 徳島早めぐり～藍屋敷と吉野川の眺め～
　【実施日時】平成 28 年８月 12 日㈮　12：00～15：30
　【旅行代金】3,000 円（バス代、昼食代、入場料込　※オプション：藍染め体験）
　【主な行程】徳島駅－ランチバイキング－藍の館－ハレルヤスイーツキッチン－徳島駅
● B コース 阿波の文化と伝説を訪ねて～阿波丈六寺と義経、金長狸～
　【実施日時】平成 28 年８月 13 日㈯　９：00～15：00
　【旅行代金】3,500 円（バス代、昼食代、入場料込）
　【主な行程】徳島駅－丈六寺－義経騎馬像－金長狸像－小松島みなと交流センター
　　　　　　 －ランチバイキング－徳島駅
● C コース みどころ徳島１日めぐり～藍屋敷と阿波人形浄瑠璃～
　【実施日時】平成 28 年８月 14 日㈰・15 日㈪　９：00～15：30
　【旅行代金】3,500 円（バス代、昼食代、入場料込　※オプション：藍染め体験）
　【主な行程】徳島駅－藍の館－ランチバイキング－ハレルヤスイーツキッチン
 －阿波十郎兵衛屋敷－徳島駅

【申込・お問合せ】NPO 法人徳島ツーリズム協会　TEL：088-622-8214

阿波おどり期間限定！徳島観光バスツアー

【実施期間】2016年６月１日㈬～
10月31日㈪

徳島県産

水産物など 総勢

100名様
に当たる !

【応募方法】
次の２つのどちらかによりご応募できます。
●「キャンペーン参加料理店」でハモ料理をご注文された方にお渡しする専用応募ハガキに

必須事項・希望賞品を明記の上、料理店に直接提出するか、郵送にてご応募ください。
　「キャンペーン参加料理店」はノボリが目印です。
●「キャンペーン参加加工業者」のハモ商品をご購入された方にお渡しする専用応募ハガ

キに必須事項・希望賞品を明記の上、郵送にてご応募ください。
※詳しくはホームページで
　検索してください。

【抽選】厳正な抽選の上、当選者には、12月中旬にご連絡を差し上げます。
なお、諸事情により、一部賞品の内容が変更になることがございます。
※お預かりした個人情報につきましては、賞品の抽選・発送にのみ使用し、
　「徳島の活鱧ブランド確立対策協議会」にて、管理させていただきます。
※天候の悪化等により、ハモ料理の提供ができない場合がございます。

【応募・お問合せ】
徳島の活鱧ブランド確立対策協議会
徳島県徳島市東沖洲2丁目13番地　TEL：088-636-0500

PICK UP!キャンペーン賞品
はも加工品・わかめ
ちりめん・いせえび
あおりいか など

徳島県産品を多数ご用意！

徳島の活鱧料理味わいキャンペーン2016 検 索

徳島の活鱧料理味わいキャンペーン2016

　徳島の代名詞とも言える伝統芸能「阿波おど
り」は、見る者を魅了してやみません。その魅力
は、夏本番に留まらず、6 月頃から市内各地で繰
り広げられる練習風景の見学なども人気の観光資
源となりつつあります。
　そこで、更なる旅の思い出作りとして、阿波お
どり浴衣で「阿波おどりを体験」、「有名連の練習
によりぞめく町を散策」など阿波おどりの本場「徳
島」を楽しんで頂くため「阿波おどり浴衣」着付
け体験サービスを実施しています。
　また、着付け体験実施施設には、顔出し写真の
撮れる、パネルも設置しています。
　ぜひ徳島旅行の思い出に体験してみませんか♪
【実施施設（宿泊者のみ）】
　　①徳島グランドホテル偕楽園
　　②ホテル白水園
　　③ホテルサンシャイン徳島
　　④阿波観光ホテル
【体験料金】男性 2,000 円　女性 2,500 円
【お問合せ】（一財）徳島県観光協会 振興課
　　　　　　TEL：088-624-5140
　　　　　　（平日８：30～17：15）

踊る阿呆に大変身♪阿波おどり浴衣着付け体験

　徳島ツーリズム協会では、阿波おどり期間中のお昼間に、徳島市近郊を周遊するバスツ
アーを実施します。徳島駅前発着の３コースでプチ旅行を楽しみませんか♪
　当日出発までに要事前申込・定員各４０名様。【徳島県知事登録旅行業地域 -154 号】

❼


