阿波おどりを快適に楽しむために。
For comfortable enjoyment

阿波おどり見物ガイド

●阿波おどりチケット Viewing tickets

料 金

Price

（3 歳未満の方は無料ですが、膝の上で抱いてください）
3 歳以上の方は有料です。
●有料演舞場（屋外）料金表（各公演 1回の観覧料）
席 名

Awa Odori Official Visitors Guide

開催日時・場所

●紺屋町演舞場

●市役所前演舞場
Shiyakusyomae

Konyamachi

●南内町演舞場

●藍場浜演舞場
Aibahama

Minamiuchimachi

Shinmachibashi

Motomachi

Day time Awa Odori

2,000円
1,800円
1,600円
800円
5,000円

2,200円
2,000円
1,800円
1,000円
5,200円

※特別観覧席
（グッズ付）
は、
南内町演舞場のみ設置となります。
※上記金額に別途発券手数料が必要です。
※市役所前演舞場に車椅子席を設けております。
チケット販売方法等の詳細は阿波おどり実行委員会
事務局までお問い合わせください。
※ペットを連れてのご入場はお断りさせていただいております。
（介助犬を除く）

●前夜祭・選抜（屋内）料金表（各公演 1回の観覧料）
会

場

公演時間 第1部 第2部 第3部

席区分

前売料金

2,000円 2,200円

指定席

1,600円 1,800円

自由席

2,200円 2,400円

アスティとくしま 約80分 11:00 15:00 19:00 指定席

（徳島市山城町東浜傍示1－1）
※開場は1時間前

8/12～15

あわぎんホール

約70分 11:00 13:30 16:00

有料演舞場のご案内

Information of Paid outdoor theater

●市役所前演舞場 Shiyakusyomae

全長：約110m 座数：約3,100席

西側（庁舎側）

A

S

※ペットを連れてのご入場はお断りさせていただいております。
（介助犬を除く）

S

B

Aibahama

S

B

本部席

C

C

B

演舞場以外の無料見物スポット
Free Sightseeing Spot

阿波おどり開催期間徳島の街はいつでもどこでも踊りの熱気に
あふれています。様々な趣向を凝らした阿波おどりをお楽しみください。

昼の阿波おどり&徳島市立徳島城博物館「阿波おどり」期間中イベント

徳島佐苗会・青の会社中による三味線流しは
阿波おどりの開幕を彩る風物詩です。洒脱な三味線
の音をお楽しみください。
問 徳島佐苗会事務局 TEL:090-4500-1503

2018アミコドーム阿波おどりフェスタ
8/12（日）～15（水）14:00～21:00
アミコビル2階駅側デッキ
観覧無料 （そごう徳島店2階時計前広場）

C
←踊り連入口

S

C

全長：約100m 座数：約2,700席

北側（富田町側）

A

How to purchase tickets

徳島佐苗会・青の会
「盆流し」
8/12（日）9:00～
阿波おどり会館スタート

全長：約120m 座数：約4,900席

北側（国道側）

A

A

南側（新町川側）

有名連他による身近で見る臨場感あふれる阿波おどり演舞
のほか、
徳島の名産品やB級グルメ屋台が出店します。
※阿波おどりの演舞は随時
問 徳島都市開発（株） TEL:088-621-4411

2018 アミコフェスタ

シビックセンター4階 さくらホール

●紺屋町演舞場 Konyamachi

※一旦ご購入されたチケットは、
豪雨等中止時以外での払い戻し及び
交換はいかなる理由においてもできませんので、
ご了承下さい。

ご購入方法

S

B

C

本部席

インターネット、
全国のコンビニエンスストア及びぴあの店頭、
電話にて前売り券を販売しています。
当日券も販売します。
（詳しくは当日券の購入方法参照）

http://fan.pia.jp/awaodori-kanko/
http://w.pia.jp/t/awa/
http://eplus.jp/awa/
http://l-tike.com/awa/

←踊り連入口

S

A

B

Minamiuchimachi

C

全長：約120m 座数：約3,000席

南側（新町川側）
特別観覧席

A

S

B

本部席

↓

S

S席
出入口

A席

B

B席

C

C席

本部席

車椅子専用観覧席 Wheelchair Only

Doorway

有名連他による阿波おどり演舞のステージを開催
します。200席の涼しい会場で本場の阿波おどりを
お楽しみください。
問 徳島市文化振興公社 TEL:088-626-0408

Refund in case of rain discontinuation

阿波おどり開幕奉納おどり
8/12（日）9:00～

興源寺（下助任町2－45）
徳島県阿波おどり保存協会所属6連による
開幕奉納おどり。雨天の場合は同寺、禅堂にて。
問 徳島県阿波おどり保存協会 七條 TEL:090-1574-4715

アスティおどりひろば
8/12（日）～15（水）11:00～/14:00～

アスティとくしま1階多目的ホール
昼涼しいアスティで阿波おどりを熱く見る！
広くて涼しい屋内の多目的ホールにて有名連による
公演やレッスンが無料体験できます。
また、
阿波おど
り衣装の着付け体験
（体験費1,000円
［昼の部参加の
県外客限定］
）
や地元特産品の販売もあります。
問 アスティとくしま TEL:088-624-5111

NHK徳島放送局 熱演！真昼の阿波おどり
第1部 12:30～

8/13（月）～15（水）第2部 15:00～
NHK徳島放送局が、
演舞場に大変身！昼間に無料で
楽しめるのが特徴です。3日間で有名連を含む45連
が出演。入替制2部方式のイベントで、事前に「優先
入場券」を配布いたします。詳しい情報はNHK徳島
放送局のホームページをご確認ください。
問 NHK 徳島放送局 TEL:088-626-5970

達人たちの華麗な阿波踊りと、
尺八・三味線・篠笛
の名手が奏でる阿波踊りライブの醍醐味！
●出演／尺八：木南征山、
三味線：福島俊治、
篠笛：
神下克己、
踊り・鳴り物：
「藍吹雪」
の皆さん

阿波踊りライブ
「華麗なる技の競演」
8/14（火） 11:00～/13:30～

徳島佐苗会・青の会
「盆流し」
8/12（日） 10:30～11:00

海で遭難した漁師たちの霊をなぐさめるために
始まったと伝えられる
「津田の盆
（ぼに）
踊り」
をお
楽しみください。
●出演／津田の盆踊り保存会の皆さん

いずれも■場所／徳島市立徳島城博物館
■入館料／一般300円、
高校・大学生200円、
中学生以下無料
■休館日／月曜日
（ただし8月13日は開館）
問 徳島市立徳島城博物館 TEL:088-656-2525
※8月13日
（月）
は阿波おどり期間中につき、
徳島城博物館は臨時開館いたします。

夜の阿波おどり

C
踊り連入り口

A

●電話の場合 For a telephone

8/12（日）～15（水）18:00～22:30
両国橋南おどり広場（ステージ）
新町橋東おどり広場（浮きステージ）

さまざまな趣向を凝らしたステージならではの特
徴ある演出がみものです。桟敷席とは一味ちがう
演舞をお楽しみください。

北側（道路側）
特別観覧席

How to purchase today's tickets

豪雨等中止時の払い戻し

阿波踊りのプロローグともいえる伝統の盆流し。
阿波おどり会館前を出発した盆流しの一行を迎
え、
博物館のステージで三味線の音色と唄をお楽
しみいただきます。
●出演／徳島佐苗会・青の会の皆さん

徳島県指定無形民俗文化財
「津田の盆踊り」
8/15（水） 11:00～/13:30～

南側（栄町側）

●南内町演舞場

●店頭の場合 For shop front
全国のセブン-イレブン、
チケットぴあ、
ファミリーマート、
ローソン、
ミニストップの店頭で販売
しています。

無料演舞場の他にも無料で阿波おどりを
見物できるスポットが多数ございます。

※場所の詳細は裏面のガイドマップをご参照ください。

B

←踊り連入口

本部席

A

東側（線路側）

●藍場浜演舞場

当日料金

特別指定席 2,600円 2,800円

前夜祭8/11

1,400円 1,600円

自由席

（徳島市藍場町2－14）
※開場は30分前

「真昼に楽しむ阿波おどり」
8/13（月）～15（水） 13:00～17:00

※上記金額に別途発券手数料が必要です。
※前夜祭・選抜において、
ビデオカメラ等の動画撮影は禁止とします。

（静止画・写真撮影は可能ですが、
フラッシュ撮影及び三脚を使用しての固定撮影は禁止です。
）

●新町橋演舞場

●両国本町演舞場
Ryogokuhonmachi

（税込） 当日料金
（税込）
前売料金

S席（指定席）
A席（指定席）
B席（指定席）
C席（自由席）
特別観覧席（指定席）南内町限定

Date and time

8/12
（日）
～15
（水）
夕方6時～夜10時30分。
（紺屋町演舞場は夕方5時45分）
演舞場の開場は夕方5時30分。
※ただし12日の市役所前演舞場は開幕式開催のため開場は上記より早くなります。
※場所の詳細は裏面のイラストマップをご参照ください。
Paid outdoor theater
有料演舞場（指定席/自由席）（Reserved
seat / Free seat）

第1部／18:00～20:00 第2部／20:30～22:30 の入替制2部方式

商店街と歓楽街に隣接された演舞場で便利の良さ
が見物客に人気です。
名物
“阿波おどりからくり時
計”
が目印。
●JR徳島駅から徒歩15分

初日の12日は開幕式が行われます。
車椅子専用の
観覧席
（有料）
があります。
※車椅子10台分
問 阿波おどり実行委員会事務局088-621-5298
●JR徳島駅から徒歩10分

特別観覧席では、より迫力ある阿波おどりを満喫
いただけます。
●JR徳島駅から徒歩12分

新町川沿いの藍場浜公園内にあります。JR徳島
駅、
バスターミナルから最も近い有料演舞場で、
数
多くの露店も出店します。
●JR徳島駅から徒歩5分

無料演舞場（自由席）Free outdoor theater（Free seat）
東新町商店街の入口近くに設置された演舞場。
新町橋は
「よしこの節」
にも唄われた有名な橋です。
●全長110m ●JR徳島駅から徒歩5分

全演舞場中最長で、
踊り子泣かせですが見応えは
充分。
車イス専用の福祉コーナー
（要予約）
も。
問 阿波おどり実行委員会事務局088-621-5298
●全長170m ●JR徳島駅から徒歩7分

●インターネットの場合 For the Internet

●元町演舞場

・阿波おどりチケットセンター
・チケットぴあ
・イープラス
・ローソンチケット

JR徳島駅、バスターミナルから最も近い無料演
舞場です。
●全長90m●JR徳島駅から徒歩4分

昼間の阿波おどり

日中は以下の場所で阿波おどりを観覧できます。
「選抜阿波おどり」
では1日早い前夜祭も！
Awaodori selection

当日券の購入方法

ASTY Tokushima

● 前夜祭：8/11
●11:00・15:00・19:00（各約80分間）
※開場は1時間前

両国広場（自由広場）

銀座おどり広場
8/12（日）～15（水）18:00～22:00
銀座商店街

銀座商店街の中心にある、とっても熱気あふれるおど
り広場です。大小様々な連の熱演をお楽しみください。
問 銀座商店街振興組合 TEL:088-652-3835

徳島電気ビル前（寺島本町東2丁目29）
有名連の踊りを間近で見物できる無料スポット。
迫力ある踊りを存分にお楽しみください。
問 四国電力（株）徳島支店 TEL:088-656-4591

踊り子たちが踊りながら移動する様や輪踊りが楽
しめます
問 阿波おどり実行委員会事務局 TEL:088-621-5298

よんでん阿波おどり広場
8/12（日）～15（水）18:00～21:30

踊り子たちの輪踊りなどにどなたでも自由に参加
いただける広場です。本場の阿波おどりをご堪能
ください。

両国橋南詰めおどりロード

問 秋田町おどりロード事務局 TEL:070-3792-4172

●中止日の翌日
（10:00）
から平成30年8月20日
（月）
までの間に、
ご購入頂いた場所のみで払い戻し
を行います。
●JR徳島駅前の特設販売所
（阿波おどり総合案内所）
で購入頂いたチケットは
阿波おどり実行委員会本部で払い戻しを行います。
（10:00～17:00）
【阿波おどり実行委員会本部】
徳島市幸町2丁目5番地 徳島市役所内 TEL:088-653-9670

阿波おどり実行委員会本部

選抜阿波おどり

・チケットぴあ
〈音声自動応答〉0570-02-9999
・ローソンチケット 〈音声自動応答〉0570-084-006

熟練した踊りを華麗なステージで。
ショーならではの趣向を凝らした多様な演出で
演舞場の踊りとはまた違った阿波おどりをゆっ
くりと満喫していただけます。

●平成30年8月11（土・祝）
～8月15日（水）●受付時間 10:00～21:30

●アスティとくしま

※阿波おどり総合案内所は20:30まで
（11日は除く）
販売場所 ・阿波おどり総合案内所（JR徳島駅前）
・演舞場近くの特設売場※各有料演舞場近くの特設売場は17:00～21:30まで。
※ドリンク付チケット販売有り。
・全国のセブン-イレブン
（指定席・自由席を販売）
・全国のファミリーマート・ローソン・ミニストップ
（自由席のみ販売）
●指定席の販売は、
セブン-イレブン、
阿波おどり総合案内所、
演舞場近くの特設売場でのみ行っております。
●前夜祭・選抜阿波おどり・演舞場近くの特設売場の各会場窓口では、
その会場のみのチケットを販売致します。

Awagin Hall

企画・発行／阿波おどり実行委員会

主催／阿波おどり実行委員会

阿波おどり見物ガイド

URL https://awaodori-kanko.jp/
企画・発行／阿波おどり実行委員会
徳島市幸町2丁目5番地
（徳島市観光課内）
TEL .088-621-5298

Awaodori experience

秋田町おどりロード
ぼに

富街ぞめき三味線街角踊り
8/12（日）～15（水）21:30～22:30

問「渦の会」福島 TEL:088-669-0620

問 津田の盆踊り保存会 圓藤 TEL:090-1000-1314

富田町（検番ビル前）
阿波ぞめき
「渦の会」
による、
ぞめき三味線の街角ライブ
です。
みんなで大いに
『ぞめき』
ましょう！！
（雨天中止）

津田中学校正門前～津田港

（各約50分間）

●あわぎんホール

津田の盆踊り
8/15（水） 18:00～

※開始1時間を経過後、
中止した場合は払い戻しはいたしません。
※天候の状況により少し遅れて開始する場合があります。
（この場合も払い戻しはいたしません。
）
※払い戻しは、
半券のあるチケットに限ります。
※決済手数料及び配送手数料は返金対象外です。

※8月20日の期限を過ぎますと払い戻しできませんのでご注意ください。

■8月12日
（日）
～15日
（水） ■17:00～（約30分） 参加無料 定員200名
阿波おどりホールで有名連踊り子さんと一緒にひと踊り。
ゆかいに楽しく踊ったあとは、
にわか連で演舞場に繰り出してみてください。
参加無料ですが整理券が必要です。
（整理券の配布は、
定員になり次第終了します）

会館で阿波おどり体験

General Information

■入場料:1,000円
（大人）
・500円
（小・中学生） 定員250名

阿波おどり総合案内所

Executive Committee Headquarters

Awa Odori 2018 Oﬃcial Visitors Guide

TEL.088-653-9680（観光関係）
TEL.088-653-9681（観光関係）
TEL.088-653-9682（宿泊関係）

TEL.088-653-9670

Executive office

Special performance

（徳島市観光課内）

阿波おどり開催に関する各種ご案内

阿波おどり実行委員会事務局

TEL.088-621-5298

●おどり期間中のお問い合わせ先 Contact
●本州四国連絡高速道路株式会社〈JB本四高速お客さま窓口〉tel : 078-291-1033（9:00～17:30）
※フリーダイヤルがご利用できないお客様は、
tel : 06-6876-9031（通話料は有料です。）

問 ●西日本高速道路株式会社〈NEXCO西日本お客さまセンター〉7: 0120-924-863

●徳島IC～井川池田～川之江東J～川之江J～いよ小松J～今治湯ノ浦
〈今治BP〉
今治～
〈瀬戸内しまなみ海道〉
西瀬戸尾道 ［徳島道～高知道～松山道～今治小松道～西瀬戸道］

レンタサイクルサービス（ぐるとくサイクル）
8月12日～15日は9:00～17:00まで営業しています。

眉山ロープウェイ

徳島市街を一望できる眉山山頂へ一直線！
（所要約6分）

つま先立ちの状態で膝を軽く曲げ、
前
傾姿勢になる。
両手を手のひらが向き
合うように肩幅に上げる。
左足に重心
をかけ、
右足を後ろに蹴り上げて左足
のつま先の前に出す。
このとき同時に
右手も前に出す。
左足も同様に、
この
動作をリズムに合わせ繰り返す。

● 8/12～15
●11:00・13:30・16:00（各約70分間）

※チケット代金以外に発券手数料108円/枚が別途必要です。
また、
販売店や決済方法によって
別途手数料が必要です。
予めご了承ください。
までお問い合わせください。
※チケット販売方法等の詳細は阿波おどり実行委員会事務局
（TEL:088-621-5298）

「阿波おどり」独特のお囃子を奏でる楽器を総じて
「鳴り物」と呼びます。鉦、鼓、締太鼓、大太鼓、横笛、三
味線の組み合わせを基本とし、阿波おどりの軽快な
二拍子のリズムと情感あふれる音色（ぞめき）を紡い
でいきます。
その演奏は伝統的な旋律を守りながらも
連の踊りのスタイルに合わせて絶妙にアレンジさせ、
その個性を競い合います。

鳴り物

観光・交通・宿泊・阿波おどり会場等のご案内
（8/12～8/15 9:00～22:30）

■8月12日
（日）
～15日
（水） ■11:00・13:00・15:00

流し

阿波おどり期間中、
阿波おどり会館2階阿波おどりホール
で有名連による特別公演を行っています。
また、
阿波おどりの体験もできます！

阿波おどり会館 特別公演

連・有名連

（9:00～17:00）
1,000円／1台
●半日、
3時間まで500円／1台 1日
●受付/1F受付カウンター
近距離の移動には自転車が一番！
レンタサイクルで街を散策してみませんか。

ぞめき

阿波踊りに関する基本的な言葉をご紹介します。

阿波踊りや徳島の観光に関する情報を発信しています。
徳島新聞に掲載された、これまでの阿波踊り特集紙
面もご覧いただけます。

●メディアスクエア

8月12日～15日は22:00まで運行しています。

5F ●眉山ロープウェイ

Knowledge of Awaodori
女踊り

8月12日～15日は20:00まで営業しています。
阿波おどりの歴史と魅力を紹介。

●徳島～鳴門J～津田東～高松東～坂出J～坂出～
〈瀬戸大橋〉
～早島 ［徳島道～高松道～瀬戸中央道］
●徳島～井川池田～川之江東J～高知～須崎東～四万十町中央 ［徳島道～高知道］
●徳島～井川池田～川之江東J～川之江J～松山～大洲
〈大洲道路〉
大洲北只～西予宇和～
宇和島北
〈宇和島道路〉
津島岩松 ［徳島道～高知道～松山道］
●徳島～鳴門J～鳴門～
〈大鳴門橋〉
～洲本～
〈明石海峡大橋〉
～垂水～神戸西
［徳島道～高松道～神戸淡路鳴門道］

自動車（高速道路） By Car（Highway）
●J R 四 国 バ ス 予 約 セ ン タ ー（8:00～19:00）tel : 088-602-1090
●本四海峡バス予約センター（8:00～19:00）
tel : 0120-922-008（徳島県内無料） tel : 088-664-6030（携帯電話及び徳島県外から）

問 ●徳 島 バ ス 予 約 セ ン タ ー（8:00～19:00）tel : 088-622-1826

3F ●阿波おどりミュージアム

展示資料

（有料）
※有名連による特別公演
11:00・13:00・15:00（各約50分）
※有名連と一緒にひと踊り！阿波おどり体験
（無料）
17:00～（約30分）

●徳島駅～京都駅
●徳島駅～高松駅
［徳島バスグループ］
［徳島バスグループ・本四海峡バス・JR四国バス］
●徳島駅～広島BC
［徳島バスグループ］
●徳島駅～関西空港
●徳島駅～岡山駅西口
［徳島バスグループ］
［徳島バスグループ・本四海峡バス］
●徳島駅～高速舞子・三宮BT・新神戸駅・神戸空港
［本四海峡バス・JR四国バス］
●徳島駅～高速舞子・阪神神戸三宮
［徳島バスグループ］

8月12日～15日

2F ●阿波おどりホール
TEL:088-622-8231

http://www.arunet-awa.com/

●問い合わせ/公益社団法人 徳島県物産協会

●
「あるねっと徳島」

※対象パーキング/阿波おどり会館駐車場/眉山パーキング
/新町地下駐車場

http://www.rakuten.ne.jp/gold/
arudeyotokushima/

●楽天市場「あるでよ徳島」

●駐 車 場/3,000円以上お買い上げで1時間無料

●徳島駅～松山駅
［徳島バスグループ・JR四国バス］

●徳島駅～高知駅
［徳島バスグループ・JR四国バス］

●徳島駅～高速舞子・JRなんば駅・
大阪駅JR高速BT
（USJ）
［本四海峡バス・JR四国バス］

●松山駅・徳島駅～名古屋駅
［JR四国バス］

●徳島駅
（石井）
～阪急三番街・ハービス大阪・
なんば
（USJ）
［徳島バスグループ］

●阿南駅・徳島駅～新宿駅・東京駅・新木場駅
［JRバス関東］
●阿南駅・徳島駅～東京
（渋谷・浜松町・品川BT）
［徳島バスグループ］

高速バス By Highway Bus

ネットショップ

●休 館 日/年中無休※年末年始
（12/28～1/1）
及び
臨時休館日は除く

問 ●JR徳島駅案内所 tel : 088-622-7935（8:30～17:30）

［JR徳島線］
●徳島～高松～岡山
［ JR高徳線特急うずしお・快速マリンライナー］ ●徳島～阿波池田
●徳島～牟岐・海部～甲浦［ JR牟岐線・阿佐海岸鉄道］
●徳島～鳴門
［JR鳴門線］

●営業時間/9:00～21:00
（12/21～1/10は9:00～18:00）

鉄道（JR） By Train
問 ●南海フェリー tel : 088-636-0750 ●オーシャン東九フェリー tel : 0570-055-048（予約専用）

阿波おどり総合案内所

（徳島市役所市民広場）

※開場は30分前

三菱電機株式会社 四国支社

朝から昼にかけ、
三味線などの鳴り物だけで街を流し歩
くこと。踊り抜きの音色だけで芸を披露して回ります。
阿波おどりを踊る団体のことを連と呼び
ます。
その中でも有名連とは、
「阿波おどり
振興協会」
「 徳島県阿波踊り協会」に所属
する連などのことで、その踊りは見応え
十分。阿波おどり期間の他、全国各地（海
外も）
で踊りを披露しています。

「正しく受け継がれてきた（唄い方などの）調子」
とい
うことで、
対義語は変調となります。
本来、
音階の正し
さを指しますが、阿波おどり界では正統派、本格派と
いった広い意味で使われることが多いです。

正調

〒770－0904 徳島市新町橋2丁目20番地
TEL：088-611-1611 FAX：088-611-1612
http://www.awaodori-kaikan.jp

阿波おどり特有の二拍子の軽
快で陽気なリズム。
「 騒がしい」
との本来の意味もあり、派手に
浮かれて賑やかに踊ることを
指します。

長い竹竿の先に連名の入った
提 灯 を 二 つ 付 け 、連 の 先 頭 を
行きます。進むスピードを調整
する役目もあります。

高張り提灯

阿波おどり用語いろいろ

今や世界にもその名を知られる阿波おどり。
その起源についてはいろいろな説があり、
「築城起
源説」
「盆おどり起源説」
「風流おどり起源説」
が有力とされていますが、
いちだんと盛んになっ
たのは、
蜂須賀家政が天正14年
（1586年）
に徳島入りをし、
藍、
塩、
などで富を蓄積したころか
らだといわれています。
特に、
戦後の阿波おどりの復興ぶりは目ざましく、
今では日本を代表す
る伝統芸能の地位を確立しました。

知れば知るほど、
なお楽しい！

阿波おどりの豆知識
男踊り

こぶしひとつ分足を開いてがに股に
立ち、
腰を落とし前傾姿勢になる。
両
手は手のひらが向き合うように上げ
る。
左足に重心をかけた状態から右の
つま先を前に出すと同時に、
右手も自
然と前に出す。
左も同様。
この動作を2
拍子のリズムに合わせて繰り返す。

男踊りは、
しっかりと腰を落とすこと。
女踊りはとにかく手を高く上げること。
何より一番大切なのは、
リズムに乗って笑顔で踊ること。

★かっこよく踊るコツ★

決まった振り付けもなく、すぐに踊れそうですが、なかなか
奥深いのが阿波おどり。基本の踊り方をご紹介します。

阿波おどりの基本

※時間内に返却できない場合は、
8月17日16時までに
阿波おどり実行委員会本部
（徳島市役所3階観光課）
へお持ちください。

■貸出及び返却時間／18時から22時まで（毎日先着250名）

あるでよ徳島は、
豊かな自然と風土、
伝統が生み出
した徳島の特産品を豊富に取り揃えています。
全国発送も承っております。

※貸出時に預かり金3,000円必要です。
返却時にクリーニング代500円を除いた2,500円をお返しします。

■ハッピ貸出・返却場所／あわぎんふれあい広場（徳島市役所市民広場）、元町演舞場西側

◎オリジナルデザインのハッピ貸出中！
（阿波おどり期間中毎日 2 回実施）

■集合時間 18:30 ／ 20:30 ■集合場所 ◎あわぎんふれあい広場 ◎元町演舞場西側

●徳島～和歌山
［南海フェリー］
（鉄道連絡）
～関西空港・なんば［南海電車］
●北九州
（新門司）
～徳島
（沖洲）
～東京
（有明）
［オーシャン東九フェリー］
JR徳島駅までバスが運行しています。
（約25分）
航路 By Ferries ■徳島港フェリーターミナルからは、
■徳島（沖洲）のりばからは、JR徳島駅までバスが運行しています。
（約20分）

●徳島県物産観光交流プラザ
1F ●情報案内コーナー●とくしま観光ガイドボランティア会

“踊る阿呆に見る阿呆同じ阿呆なら踊らにゃ損々”
本場徳島の阿波おどりを体験したい方は、
にわか連に参加しましょう。
初心者でも大丈夫！有名連によるレッスンとリハーサルの後演
舞場へ繰り出します。
自由な服装で気軽に参加OK！事前の申込みや料金も不要。

にわか連

●徳島～東京
［日本航空
（JAL）
・全日空
（ANA）
］ ●徳島～福岡
［ジェイ・エア
（J-AIR）
］
●徳島～札幌
［日本航空
（JAL）
］
8月限定 火・木・土曜日運航
問 ●JAL tel : 0570-025-071 ●ANA tel : 0570-029-222

Awaodorikaikan

阿波おどり会館

航空路 By Air

一年中「阿波おどり」が楽しめる施設

Niwakaren

■徳島阿波おどり空港からは、JR徳島駅までバスが運行しています。
（約30分）

●徳島への交通アクセス Access to Tokushima

