
イベントイベントニュースニュース

電気と暮らしのふれあいステーション

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ギャラリーご案内
たこあげをするときは

Vol.252Vol.252
年年88ご利用についてのご案内

イベントニュース配布場所

電線に注意しましょう
休館日のお知らせ

●阿南市役所（羽ノ浦支所・那賀川支所）

●喫茶 タートル（美波町）

●海南文化館（海陽町）
●役場（牟岐町・美波町）
●ホテルリビエラししくい（海陽町）
●JA（新野支所・福井支所）
●うみがめ荘（美波町）
●ぐんも調剤薬局海部店（牟岐町）
●ほり歯科医院（牟岐町）
●ふくながcafé（海陽町）
●ポルト牟岐（牟岐町）
●美容室 Bee（海陽町）

●遊～遊～NASA（海陽町）

●海亀博物館（美波町）
●美波町役場（美波町）

●公民館（橘・津乃峰総合センター・見能林・
富岡・宝田・中野島・長生・加茂谷・
新野・福井・椿・椿泊・桑野）

●阿南市科学センター

●

●ヨンデンプラザ徳島
Jパワー＆よんでん Wa ンダーランド

イベントニュース配布場所
●行雲堂（富岡町）
●木亭（富岡町）
●黒崎楽器阿南店（富岡町）
●キャンパス阿南（富岡町）

●神田歯科（富岡町）
●太陽高速印刷（富岡町）
●ハタダ阿南店（宝田町）
●喫茶リチャード（領家町）
●メック・アクタス（宝田町）
●喫茶マイルド（上中町）
●㈱森商店（下大野町）
●岩浅歯科（日開野町）
●岩城クリニック（学原町）
●FRAME（見能林町）
●ビューティ＆ヘルスコーワ（中林町）
●板東医院（内原町）

●平惣羽ノ浦店（大林町）

●由岐ポッポマリン（美波町）
●那賀川整骨院（那賀川町）
●JR阿南駅
●阿南市民会館
●図書館（阿南・那賀川・羽ノ浦・美波・宍喰）

●黒田整骨院（津乃峰町）

●吉田歯科（津乃峰町）

●パンのアオキ（橘町）
徳島銀行橘支店（橘町）●

●武田酒店（椿町）
●活珍亭ひろた（椿町）

●みゆき荘（福井町）
●喫茶シャトレー（福井町）

●橘優良店会事務所

●サンティール（津乃峰町）
●ヘアーサロン吉谷（津乃峰町）
●殿谷整形外科（津乃峰町）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Information

当エネルギープラザでは、地域の
皆様のふれあいの場として施設の
貸出を行っております。
ご希望の方は、直接お越しいただ
くか、お電話でお申込ください。

よんでんエネルギープラザ阿南
ご利用について

会　　場 用　　　 　途 受 付 開 始

趣味等サークル活動、
発表の場として

【定員：100名】

【定員：15名】

料理教室・趣味等
サークル活動室として

制作発表の場として
（手もとに温め
ている作品をぜひ展示下さい）

使用する月の6ヶ月
前の1日、午前10時

使用する月の3ヶ月
前の1日、午前10時

※利用目的によっては、ご利用いただけない場合があります。

ギャラリー

サ ー ク ル
活 動 室

多 目 的
ホ ー ル

※休館の場合は翌日

※休館の場合は翌日
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〒774-0023  徳島県阿南市橘町幸野106
Tel. 0884-28-0215 Fax. 0884-28-06117 0120-021-539

・J   R
・バス
・車

◆交通アクセス

◆開館時間：午前10時～午後5時

◆入 館 料：無料
◆駐 車 場：有り（20台）

ゴールデンウィーク
お盆
年末年始

◆休 館 日：毎週 土曜日・日曜日

／「阿波橘駅」下車徒歩15分
／「舳崎南バス停」すぐ前
／阿南市内から約15分
　徳島市内から約60分

橘湾

四国電力㈱阿南発電所

四国電力㈱阿南営業所
55

55

至 徳島・小松島
あなん駅

あわたちばな駅

みのばやし駅

県道130号
（旧国道55号）
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Information

たこあげをするときは
  電線に注意しましょう

プラザ

本年もよろしくお願い致します

＊エネルギープラザ駐車場が満車の場合は、守衛所前で一旦停止して所定の
＊位置で降車し入門手続きを行って、阿南発電所構内駐車場をご利用ください。

たこあげをする前に、まわりに電線がないか、
よく確かめましょう。

年末年始休館日 とさせていただきます。

休館日のお知らせ

12月29日 は2019年～ 1月3日木土
土曜日・日曜日は 休館日です。

本年もよろしくお願い致します



※展示は諸事情により、内容を変更または中止する場合があります。予めご了承ください。

（最終日はPM3：00まで）展示時間 AM10：00～PM5：00Gallery12 /月 1月 ギャラリーギャラリー〈1F〉12 /月 1月 /2月/2月 Gallery

期間中
チャリティ即売あり

期間中
チャリティ即売あり

期間中チャリティ即売あり
（売り切れ次第終了）

12/8㈯・9㈰は休館日

12/22㈯・23㈰は休館日最終日17：00まで

3/2㈯・3㈰は休館日

2/16㈯・17㈰は休館日

初日は午後より展示
金～12月14日月12月3日

本来、人との関わりが苦手な特性を持った敏之ですが、絵
を描くことで多くの方たちと絆を深め、自身の生きる世界
も広げています。感謝
の思いを込めて個展を
開催いたします。

島尾敏之 絵画展 
─ 僕自身に生き抜く ─ 「アリガトウ」

作品数：約80点

島尾 抄子 氏
阿南市橘町
080-4039-8367

金～1月18日月1月14日
四季折々の花を樹
脂粘土で作ってみ
ました。
個性的な作品を是
非ご覧ください。

さくらサークル パンフラワー作品展

作品数：約50点
代表  横手 啓子 氏
阿南市中林町
0884-22-2123

初日は午後より展示

初日は午後より展示
金～1月11日月1月7日2019年

土砂災害について
の関心と認識を深
めていただくため
にパネル展を開催
いたします。
是非ご覧ください。

土砂災害パネル展

展示数：約20点
中田町協議会　小松島市
080-1009-1009

金～2月1日月1月28日
華・花をテーマに、古
布、和布、プリント布を
使って作りました。（タペ
ストリー、テーブルクロ
スとテーブルセンター、
ランチョンマット、バッ
グ等）

パッチワーク展

作品数：約50点

代表  星加 美保 氏　阿南市羽ノ浦町　0884-44-5048 （指導者  藤川 さちこ 氏）

初日は午後より展示

水～12月26日火12月18日
～東日本大震災から７年、震災の教訓と高速道路等が果た
す役割～
震災の記録や教訓を
次世代へと伝えてい
くため、パネル展を
開催します。
是非ご覧ください。

「南海トラフ巨大地震に備える！！」
パネル展

展示数：約30点 徳島県  県土整備部  高規格道路課　088-621-2691

金～1月25日月1月21日
藤井悦子の講座受
講生による新春書
展です。受講生が
心を込めて書の展
示をします。

新春書展 ─ 雪・月・花のうた ─

作品数：約50点

代表  藤井 悦子 氏
小松島市  0885-32-1756

初日は午後より展示

初日は午後より展示金～2月8日月2月4日
掛け軸、風景画、墨
彩、山水画を展示し
ます。
是非ご覧ください。
全国水墨画会第一席
作品展示します。

光琳水墨画
第16回「阿幸の会」展

作品数：約30点
代表  小林 美幸 氏
徳島市　088-652-0681

初日は午後より展示
金～3月8日月2月25日

「心に残る光景」～後
世に残したい風景～を
テーマに、四国各県か
ら集まった写真の中か
ら心温まる選りすぐり
の作品を展示します。

「ふれあいフォトコンテスト2018」
入選作品展

作品数：約32点 四電ビジネス株式会社　087-851-1151 

金～2月22日月2月11日
四国電力広報誌「ライト＆ライフ」は四国の歴史や文
化、地元の取り組みなどをご紹介してきました。
より多くの皆さまにご
覧いただきたいとの思
いから、近年の表紙写
真を展示いたします。
是非ご覧ください。
ご来場の方にポストカー
ドを差し上げます。

ライト＆ライフ写真展

作品数：約38点 よんでんエネルギープラザ阿南　0120-021-539


