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県内各地で行われている公演・行事や、暮らしに直結した場所で行われる行事と連携し、多彩な文化芸
術活動を展開します。「88」は、四国そして香川の基層文化のシンボル的数字であり、また、2つの無限大
を表しており、文化芸術活動と豊かな日常生活の終わりのない関係を表しています。

かがわアート88プロジェクト

原画作成 ： 植松友梨（香川短期大学経営情報科 ビジュアルメディアデザインコース）

かがわ文化芸術祭かがわ文化芸術祭 2014

201410/1［水］～12/31［水］

アート（ＡＲＴ）のＡをシ
ンボル化し、上昇をイメ
ージする三角形の鋭利
形、そして力強くうねる
芸術の波頭をデザイン
したもの。
（デザイナー：高橋一夫）

今年も10月1日（水）から12月31日（水）まで、県内各地で“誰もが気軽に参加できる文化芸術の祭典” 
「かがわ文化芸術祭2014」が開催されます！主催公演・行事は、シェイクスピア生誕450年記念
「かがわシェイクスピア・プロジェクト」として、香川の文化芸術資源の豊かさの再発見を目指します。
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かがわシェイクスピア・プロジェクト開幕公演・行事

かがわアート塾　第12講　「恋×愛≠シェイクスピア？」

日時 10月4日（土）　3階芸能ホール（開幕行事、ファッションショー、落語、日本舞踊、朗読等） 13：00～16：00　　

　　　　　     3階展示室（フラワーアレンジメント展、ファッション展、美術展） 12：00～17：00

　　　　　     4階和室（シェイクスピア茶会） 11：00～

10月5日（日）　3階展示室（上記各展覧会） 9：30～15：00

お問い合わせ 開幕公演・行事企画実施委員会  ☎080-5662-3296（平井）
メール ： kaf2014opening@gmail.com　HP ： http://kaf2014opening.blogspot.jp

日時 場所 香川県文化会館  3階芸能ホール

出演 対談 生演奏 朗読・コーディネーター

1,000 円（全席自由）10 月4 日（土）  17：00 開場  17：30開演

申込・お問い合わせ かがわ文化芸術祭実行委員会事務局（香川県政策部文化振興課内）  ☎087-832-3785
メール ： かがわアート塾企画実施委員会  artworks760@gmail.com  HP ： http://art.ashita-sanuki.jp/

「人生とは恋と愛のたたかい？」をテーマに、シェイクスピア作品において、「ハーブ」が感情や動作を印象付ける重要な役割を果たす場面を朗読するとともに、ハ
ーブの専門家と格闘家の対談やピアノとブルースハープの生演奏など異なるジャンルで活躍する人たちの共演を通して「恋とは？愛とは？人生とは？」を探ります。

場所 全て香川県文化会館

入場料

入場料 展示室・芸能ホールともに無料　 
和室  シェイクスピア茶会 500円
    （10/4当日販売・100席限定・先着順）

かがわシェイクスピア・プロジェクトのオープニング
として、フラワーアート、ファッション、お茶席、落語、
日本舞踊、美術、音楽、朗読など様々なアートジャン
ルでのシェイクスピア表現にチャレンジします。

かがわ文化芸術祭かがわ文化芸術祭
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2014

櫻木崇浩
（Sフェザー級キックボクサー）

横山浩子
（AEAJ認定アロマテラピー

インストラクター）

SNUFKIN
（中村俊哉：ブルースハープ、梅田玲奈：ピアノ）

多田祐子
（フリーアナウンサー）

申込方法 ①前売券購入　プレイガイド ゆめタウン高松 （高松市三条町608-1 ☎087-869-7500）
②事前申込　メールもしくは電話にて参加者名（代表者名）と参加人数を御連絡ください。
　　　　　　※当日、受付にて入場料をお支払いただきます。

（公社）日本舞踊協会香川県支部

吉田愛服飾専門学校 森美津子フラワースクール 小濱宗則

米田優

桂こけ枝



かがわ文化芸術祭

■主催■ かがわ文化芸術祭実行委員会、（公財）置県百年記念香川県文化芸術振興財団、香川県　
■後援■ 高松市、丸亀市、観音寺市教育委員会、坂出市教育委員会、さぬき市教育委員会、善通寺市教育委員会、東かがわ市教育委員会、三豊市教育委員会、綾
川町教育委員会、宇多津町教育委員会、琴平町教育委員会、小豆島町教育委員会、多度津町教育委員会、土庄町教育委員会、直島町教育委員会、まんのう町教
育委員会、三木町教育委員会、朝日新聞高松総局、産経新聞高松支局、山陽新聞社、四国新聞社、毎日新聞高松支局、読売新聞高松総局、NHK高松放送局、
OHK岡山放送、KBN香川テレビ放送網株式会社、CMSケーブルメディア四国、RSK山陽放送、KSB瀬戸内海放送、中讃テレビ、TSCテレビせとうち、RNC西日本
放送、FM香川、FM815、香川こまち、高松リビング新聞社、ナイスタウン出版

［お問い合わせ］  

かがわ文化芸術祭実行委員会事務局（香川県政策部文化振興課内） TEL 087-832-3785　

かがわ文化芸術祭ホームページ http：//kagawa-arts.or.jp/88/

お問い合わせ

ふるさとの美しい自然と豊かな歴史の中で育まれてきた郷土芸能
を発表します。各地に伝わる伝統文化に対する関心を高め、そのよ
さを再認識し、郷土の貴重な財産として継承し、発展させていきま
しょう。

かがわ郷土芸能フェスタ2014
日　時 11月24日（月・振休） 開場14：30  開演15：00  

県内郷土芸能団体の発表

入場料 無料

場　所

出　演

アルファあなぶきホール・小ホール

お問い合わせ

牟礼南小学校、丸亀南中学校、土庄高等学校、琴
平高等学校、尽誠学園高等学校、農業経営高等
学校、和田雨乞踊保存会、阿讃峡太鼓保存会、山
本長刀踊保存会

第11回香川県小・中学校総合文化祭
【社会科研究発表会】 10月18日（土） 13：00～16：00 アルファあなぶきホール・小ホール棟5F
【音楽会】 11月6日（木）12：30～15：30（小学校）、11月15日（土）13：30～16：30（中学校） 
　　　　アルファあなぶきホール・小ホール
【科学体験発表会】 11月8日（土） 9：00～16：00 高松テルサ
【郷土芸能発表会】 11月24日（月・振休） 11：00～17：00 アルファあなぶきホール・小ホール
【創造アイデアロボットコンテスト、ものづくりコンテスト】 11月29日（土） 9：00～16：00 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   サンポート高松 高松シンボルタワー展示場
【展覧会】 12月20日（土）～24日（水） 9：30～17：00 高松市美術館・企画展示室
【WEBこども美術館】 http：//www.kec.kagawa-edu.jp/bunkasai/ で公開中

お問い合わせ

今年も、県内の児童・生徒の表現力を培い、情操を高めるとともに、創造力を育てることを目的として、日常の学校教育
活動を広く県民に発表します。
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シェイクスピア音楽の夕べ

お問い合わせ シェイクスピア音楽の夕べ企画実施委員会  ☎090-9454-9932（大山）

入場料 一般1,500円  高校生以下1,000円

入場料 無料

日時 10月13日（月・祝） 開場17：30  開演18：00

出演 林　里美（ソプラノ）、 若井健司（テノール）、 三木ユリ（メゾソプラノ）、三木伸哉（バリトン）、 
高松コンテンポラリーソロイスツ　ほか

プログラム ストラヴィンスキー／シェイクスピアによる3つの歌
ヴォーン・ウィリアムズ／2つのシェイクスピア・スケッチ
トマジ／バストロンボーンとトロンボーン三重奏のための「生きるべきか死ぬべきか」
シベリウス／2つの歌－シェイクスピアの『十二夜』による
大山 晃（台本：山本恵三）／シェイクスピアの情景～「お気に召すまま」による小オペラ～（世界初演）
ほか

場所 香川県文化会館・3階芸能ホール

「ロミオとジュリエット」、「ハムレット」などの戯曲で有名なウィリアム・シェイクスピア。彼の作品は多くの作曲家の手によって時代を超えて様々な形で音楽
化されてきました。そのシェイクスピア生誕450年を記念して、さまざまなシェイクスピアにまつわる音楽を集めたコンサートを開催します。ヴォーン・ウィリア
ムズやストラヴィンスキーなど既存の作品に加え、今回の演奏会のために地元の台本作家・山本恵三と作曲家・大山晃が書き下ろすミニオペラを演奏会形
式で世界初演！かがわ文化芸術祭ならではの創造的なシェイクスピアの世界に御期待ください。

子どもシェイクスピア「ロミオとジュリエット」

お問い合わせ 子どもシェイクスピア企画実施委員会  ☎090-9451-0481（伊賀）

入場料 一般1,500 円  高校生以下1,000 円（前売・当日ともに）

日時 【第1回公演】 11月2日（日） 開場18：00  開演18：30　 
【第2回公演】 11月3日（月・祝） 開場13：00  開演13：30

場所 香川県文化会館・3階芸能ホール

シェイクスピアの「ロミオとジュリエット」は、ロミオ16歳、ジュリエット14歳の時に、2人が出会いそして死んでいくまでの5日間
のできごとを描いています。今回の子どもシェイクスピアでは、シェイクスピアが想定した年齢に近いキャスティングで、生死
の境界を超えるほどに激しい純愛を演じる「ロミオとジュリエット」をお届けいたします。
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※公演・行事の変更等の情報はホームページに掲載しています。

今なお世界中で多くの人に愛されているベストセラー小説であり、映画版の大ヒットでも有名な名作「風と共に去りぬ」。ミュ
ージカル初演以来、公演回数1341回、観客動員数299万4千人を誇る宝塚歌劇の代表作の一つです。

宝塚歌劇 星組公演 宝塚グランドロマン『風と共に去りぬ』
日　時 11月30日（日）  

昼の部 ： 開場13：30  開演14：00　夜の部 ： 開場17：30  開演18：00

入場料 全席指定  一般S席7,300円  A席5,000円  B席4,000円  学生席1,000円

場　所 アルファあなぶきホール・大ホール

香川県小・中学校文化連盟事務局  ☎087-861-7144

アルファあなぶきホール  ☎087-823-3131 ／ 香川県政策部文化振興課  ☎087-832-3785

アルファあなぶきホール  ☎087-823-5023 ／ 香川県政策部文化振興課  ☎087-832-3785

素晴らしき世界!  アートコンポ2014  －Inspiration from Shakespeare－

展示期間 10月12日（日）～11月3日（月・祝） 6：00～20：00 （最終日は15：00まで）
※一部作品は、開幕公演・行事（10/4（土）12：00～、 10/5（日）9：30～15：00）に出展。

お問い合わせ アートコンポ香川企画実施委員会  ☎0877-46-9195（21国際交流芸術学院内）

展示場所 高松空港「そらの美術館」国際線出発ロビー（2階）

アートコンポ香川は、これまで商店街や駅にArtを創作してきました。今年はウィリアム・シェイクスピアをテ
ーマとして、物語に出てくる数々の名言などを題材とした作品を展示します。卓越した人間観察眼からなる内
面の心理描写の悲喜劇や歴史劇など、その多彩な物語は現代にも通じる普遍性を感じさせます。その普遍
性からのインスピレーションを国内外の作家たちが表現します。

かがわ文化芸術祭

お問い合わせ

香川県高等学校文化連盟に加盟する県内の高校生が、日頃ひたむきに打ち込んできた文化活動の成果発表、競演・競技を通じて、創造活動の向上を図ると
ともに、高校生間の相互交流を深める文化の祭典です。

第31回香川県高等学校総合文化祭
【総合開会式】 11月6日（木） 13：00～15：30 アルファあなぶきホール・大ホール
【音楽】 11月16日（日） アルファあなぶきホール・大、小ホール
【日本音楽】 11月16日（日） 香川県立ミュージアム
【郷土芸能】 11月24日（月・振休） アルファあなぶきホール・小ホール
【演劇】 11月11日（火）、13日（木）～16日（日） 9：00～18：00 綾歌総合文化会館アイレックス・大ホール
【放送】 11月23日（日） 9：00～16：00 香川県教育会館ミューズホール
【美術・工芸】 12月11日（木）～14日（日） 高松市美術館・一般展示室
【写真】 11月19日（水）～23日（日） 坂出市民美術館
【書道】 12月11日（木）～14日（日） 高松市美術館・企画展示室
【将棋】 11月9日（日） 9：20～16：30 高松商工会議所会館・501会議室
【生活デザイン】 11月21日（金）～23日（日） 9：00～16：00 サンポートホール高松・市民ギャラリー

香川県高等学校文化連盟事務局  ☎087-845-3858

C 宝塚歌劇団　紅ゆずる

高松空港「そらの美術館」国際線出発ロビー（2F）



… 音楽 … 写真… 舞踊 … 演劇 … 芸能 … 美術 … 映像・放送 … パフォーマンス

参加公演・行事

各公演・行事の詳細はホームページにも掲載しています。  http://kagawa-arts.or.jp/88/

音 写舞 演 芸 美 映 パ

部門 イベント名日時 会場 入場料 内容 主催・問い合わせ

●栗林公園
10月29日（水）～11月3日（月・祝）
9：00～16：30
●玉藻公園
・披雲閣 
10月29日（水）～31日（金）
10：00～20：00
11月1日（土）10：00～16：30
・桜の馬場 
10月30日（木）、31日（金）
13：00～17：00
11月1日（土）13：00～16：00

無料 

※入園料別途

合唱団　ミュージックウ

ェイ 

☎ 087-865-6849

合唱団ミュージックウェイ 
2014コンサート

アルファあなぶきホール 

小ホール

●高松市玉藻町9-10

☎ 087-823-3131

全席自由 

【一般】1,000円（前売当日とも） 

【高校生以下】無料

一部は日本の愛唱歌を懐かしみ、編曲の妙に浸り、二部はオ

ペラの名曲から合唱とアリアの競演を楽しみ、三部では金子

みすゞ 生誕110年を記念し石若雅弥作曲「こだまでしょうか」か

らみすゞ の世界を混声合唱とピアノで熱唱します。

香川県盆栽生産振興協

議会（高松盆栽大会運営

委員会） 

☎ 080-2971-0241
TAKAMATSU BONSAI 
CONVENTION 2014
（高松盆栽大会2014）

栗林公園 掬月亭、玉藻

公園 披雲閣・桜の馬場 

他

●栗林公園  

高松市栗林町1-20-16

☎ 087-833-7411

●玉藻公園  

高松市玉藻町2-1

☎ 087-851-1521

高松が世界に誇る文化の一つである盆栽をより多くの皆様に

身近に感じてもらえるように、各会場にて盆栽や水石の展示・

デモンストレーション・盆栽カフェ・コンサート等、様々な企画

をしています。

11月1日（土）
開場13：30 

開演14：00

アルファあなぶきホール 

☎ 087-823-5023
オンワードホールディングス 
プレゼンツ 熊川哲也Kバレエ
カンパニー 
2014秋「カルメン」

アルファあなぶきホール 

大ホール

●高松市玉藻町9-10

☎ 087-823-3131

全席指定 

S席：18,500円 A席：14,500円 

B席：10,000円 C席：8,000円

愛は人を狂わせる―熊川哲也が創る運命のドラマ、世界初演！ 

バレエ界の貴公子、熊川哲也率いる「Kバレエカンパニー」の3

年振りとなる香川公演が決定！熊川哲也演出・振付による「カ

ルメン」にぜひご期待ください！

11月1日（土）
開場：13：30 

開演：14：00

とらまる人形劇カーニバル

実行委員会 

☎ 0879-25-0055

開催30周年記念行事・
とらまる人形劇カーニバル
2014

とらまるパペットランド

●東かがわ市西村1155

とらまる公園内

☎ 0879-25-0055

【入場ワッペン（3才以上）】
前売400円 当日500円 
【有料公演チケット（3才以上）】
前売・当日ともに300円 
【特別公演チケット（3才以上）】
前売800円 当日1,000円

とらまる公園全域を会場に、海外劇団や大型人形劇の特別

公演、その他全国のプロ劇団や県内多数のアマ劇団による人

形劇公演をはじめ、大道芸、バザー、企画展示など、お楽しみ

プログラムが盛りだくさん！

11月1日（土）
～11月3日（月・祝）
10：00～16：00

出釋迦寺・フロム.ミー.トゥ.

ユー.プロジェクト 

☎ 090-3188-0721

出釋迦寺（岡田）

四国八十八ヶ所霊場第七十三
番札所 出釋迦寺・子ども風
景画展

四国八十八ヶ所霊場第

七十三番札所・出釋迦寺

●善通寺市吉原町1091

☎ 0877-63-0073

無料 四国八十八ヶ所霊場開創千二百年の記念の年にあたり、世界

遺産登録をめざしています。子供達の描くお寺やお遍路さん

たちの世界を七十三番札所出釋迦寺に展示して、お遍路さん

をはじめ、多くの方に鑑賞していただきます。

11月1日（土）
～11月3日（月・祝）
9：00～16：00

香川第九実行委員会 

☎ 087-879-3116 

☎ 090-3789-8869
2014「かがわ第九」演奏会

アルファあなぶきホール 

大ホール

●高松市玉藻町9-10

☎ 087-823-3131

全席自由 

【一般】3,500円 

【高校生以下】1,000円

「みんなで造ろう!!香川の第九」を合言葉に、飯守氏の指揮の

もと、28回目の今年も充実したステージをお届けします。地域

に根ざした活動の一環として高校生にデザインを依頼。傑作

29点のロビー展も同時開催の予定。

11月2日（日）
開場16：00 

開演17：00

和太鼓集団 夢幻の会 

☎ 087-874-9980

（奥村文浩）
和太鼓フェスタ夢幻

アルファあなぶきホール 

小ホール

●高松市玉藻町9-10

☎ 087-823-3131

【大人】

前売1,000円 当日1,200円 

【中学生以下】無料

本会の発表会であり、和太鼓演舞及び津軽三味線とのコラボ

の発表。またゲストとして、「志多ら」の4名の演舞者をまねき、

プロとのコラボレーション等和太鼓演舞の2時間のコンサー

トを行います。

11月2日（日）
開場14：30 

開演15：00

愛歌会 

☎ 090-3786-6991

（愛染）

愛歌会公演「和 PERA」 
～オペラ de 舞う～

香川県立ミュージアム講堂

●高松市玉藻町5-5

☎ 087-822-0002

全席自由 

【大人】1,500円（前売当日とも） 

【中学生以下】1,000円

名作オペラのアリアや歌曲をアレンジした生演奏にのせて、

和の創作舞踊をフィーチャーしたオムニバス形式にて各作品

世界を表現します。県在住の声楽家や演奏家、舞踊家、愛歌

会オペレッタミュージカル生らが出演します。

11月3日（月・祝）
開場13：30 

開演14：00

箱絃会

（主宰：箱崎美喜子） 

☎ 087-862-6661

第五回 筝遊会 
～四国遍路1200年に寄せて 
筝曲による四国廻り～

栗林公園 掬月亭

●高松市栗林町1-20-16

☎ 087-833-7411

無料 

※ただし入園料・入亭料は有料

今年は四国遍路が始まって1200年。そこで四国が舞台の箏曲

で四国めぐりを致します。徳島は「雲のあなたに」「阿波の風」、

高知は「四万十川」、愛媛は「瀬戸の春」、香川は「八島」「空海」

等々。

11月3日（月・祝）
9：00～16：00

高松市国分寺町文化協会 

☎ 087-874-1369高松市国分寺町文化講演会
高松市国分寺会館 2階

●高松市国分寺町新名

430-2

 

無料、全席自由 愛知県奥三河で活動する和太鼓集団「志多ら」のリーダー茶

鶏さんによる講演及び篠笛演奏。また団体を支えるNPO法人

てほへの活動報告を小木曽氏による講演で行います。

11月3日（月・祝）
開場13：00 

13：30～15：00

高松第一高等学校 音楽科 

☎ 087-861-0276
平成26年度 
高松第一高等学校音楽科 
第34回定期演奏会

高松テルサ

●高松市屋島西町2366-1

☎ 087-844-3511

無料 県内外の各種音楽コンクールで優秀な成績をおさめた生徒と

校内オーディションで選抜された生徒による独唱・独奏・アン

サンブルや音楽科生徒全員による合唱など、生徒達の日頃の

研さんの成果を披露いたします。

11月8日（土）
開場13：30 

開演14：00

公益財団法人 岡田茂吉
美術文化財団・MOA美術
館香川県児童作品展連絡
協議会 ☎ 087-886-7224 
☎090-2787-1728

第26回MOA美術館
香川県児童作品展
（観音寺地域展）

観音寺市立中央図書館 

2階多目的ホール

●観音寺市坂本町1-1-1

☎ 0875-23-3960

無料 観音寺地域より応募された小学生の絵画作品の全展示と入

選作品の表彰及び講評を行います。

11月8日（土）
9：00～17：00
11月9日（日）
9：00～15：30 
表彰式10：30～

シンフォニックウインズ

KAGAWA  

E-mail：

infoswk@mf.pikara.ne.jp

シンフォニックウインズ
KAGAWA 
第15回定期演奏会

丸亀市綾歌総合文化会
館アイレックス 大ホール
●丸亀市綾歌町栗熊西
1680
☎ 0877-86-6800

全席自由 

【一般】500円 

【高校生以下】無料

吹奏楽の魅力満載！シンフォニックウインズKAGAWAの迫力

ステージをお楽しみください。曲目は「いにしえの時から（J.ヴ

ァンデルロースト）」他。

11月9日（日）
開場13：30 

開演14：00

箏せせらぎ会 

☎ 0877-75-4587せせらぎ会53回定期演奏会
琴平町文化会館 大ホール

●琴平町小松町758-1

☎ 0877-73-5586

無料 年1回の会員主催の行事で、本年は53回定期演奏会です。古

典、近代曲、みんなの知っている楽しい曲等々演奏します。 今

年のテーマは、四国遍路1200年にちなみ委嘱曲「空海」を演

奏いたします。

11月9日（日）
開場12：30 

開演13：00

東谷バレエスクール 

☎ 0877-23-2258
東谷バレエスクール第17回
発表会及び34thオータム
パフォーマンス

丸亀市民会館 大ホール

●丸亀市大手町2-4-20

☎ 0877-23-4141

全席自由 

前売1,500円 当日2,000円

現在、国内外で活躍中の演出家やゲストアーティストを招聘し、

スクール生徒と共にバレエの古典やその他の作品を創り、発

表すると共にバレエを通じ文化の交流や普及、青少年の心身

の育成に目的をおいています。

11月9日（日）
開場13：00 

開演13：30

特定非営利活動法人 

マイシアター高松 

☎ 087-868-2251

マイシアター高松第276回
鑑賞例会
「てぶくろを買いに／くるみ割
り人形」

サンポートホール高松 
第2小ホール
●高松市サンポート2番
1号
☎ 087-825-5000

【会員】無料 

【特別会員券（当日券）】

3,000円

人形劇団プークの、人の情愛や親子の絆を描いた「てぶくろを

買いに」とチャイコフスキーのバレエ音楽にのせて舞台いっぱ

いにくりひろげられる人形バラエティーショー「くるみ割り人

形」、2つの人形劇を上演します。

11月9日（日）
開場14：00 

開演14：30

アインザッツ 

☎ 090-9457-8486

（松野）

アインザッツ 
32nd Piano Concert

高松テルサ

●高松市屋島西町2366-1

☎ 087-844-3511

無料（要整理券） アインザッツは高松第一高等学校音楽科のピアノ教師で構成

したピアノコンサートです。今年はラフマニノフ作曲の2台の

ピアノのための「組曲」第1番・第2番全曲演奏を中心にお届け

致します。

11月12日（水）
開場18：00 

開演18：30

吉川武典トロンボーンリ

サイタル実行委員会 

☎ 090-3782-5041

（眞砂）

吉川武典
トロンボーンリサイタル

アルファあなぶきホール 

小ホール

●高松市玉藻町9-10

☎ 087-823-3131

【一般】

前売2,000円 当日2,500円 

【学生】

前売1,000円 当日1,500円

NHK交響楽団で活躍、2013年の香川県文化芸術選奨を受賞

した吉川武典が開催する、四年ぶりの、故郷高松でのリサイタ

ルです。絹のような柔らかく美しい音色、心に染みる深い歌は、

金管楽器のイメージを大きく変えるものとの評価を得ています。

11月14日（金）
開場18：30 

開演19：00

10
月

11
月

部門 イベント名日時 会場 入場料 内容 主催・問い合わせ

さとみアートスクール 

☎ 080-3168-0714ちびっ子アーティスト 
お兄さんお姉さん展

PRIMO PIATTO（プリ

モ・ピアット）

●高松市高松町3006-1

☎ 087-841-8282

無料 本年で30年目を迎えるさとみアートスクール。11才以上のお兄

さん、お姉さん達による丸亀＆高松の両教室の合同油絵展。

自由で、個性溢れる作品を鑑賞して下さい。そして、沢山の方

々のご感想をお聞かせください。

四国フォーク村 本部

☎ 090-4970-2664

（高畑）

四国フォーク村・道の駅 
豊浜フォークジャンボリー

道の駅とよはま 
イベント広場
●観音寺市豊浜町箕浦
字大西甲2506
☎ 0875-56-3615

無料 『道の駅とよはま』を活動拠点としている『四国フォーク村』。

香川県内は勿論、徳島県、愛媛県内のアマチュアミュージシャ

ン約十数組が1970年代のフォークソング名曲集を中心に、日

没まで生演奏を繰り広げます。

10月1日（水）
～11月1日（土）
11：00～23：00
※15：00～17：00迄休憩
毎週木曜日休

美

10月5日（日）
開場11：30 

開演12：00

Peace of New Earth 

実行委員会 

☎ 090-1323-5566（鳳）

ファンタスティックコンサート
＆可能性科学講演会

丸亀市猪熊弦一郎現代
美術館ミュージアムホー
ル（MIMOCA）
●丸亀市浜町80-1
☎ 0877-24-7755

全席自由 5,000円

（1部・2部通し席）

地球の音色クリスタルボウルとダンスパフォーマンス、音楽が

奏でるファンタスティックコンサート。世界的に有名なメンタ

リスト藏本天外氏を迎えたジョイントコンサートであり、一部

「可能性科学講演会」を開催。

10月5日（日）
開場13：30 

開演 （1部）14：00 

　　 （2部）15：30

音

公認 島田芸術舞踊学校 

☎ 087-831-61622014島田バレエ団アトリエ
公演「コッペリア」全幕

サンポートホール高松 
大ホール
●高松市サンポート2番
1号
☎ 087-825-5000

全席自由 

前売4,000円 当日4,500円

ドリーブ作曲「コッペリア」は大人から子供まで楽しめる愉快

なバレエです。1幕と2幕はコミカルな芝居と踊りですが、3幕

は1日を「時」「夜明け」「祈り」「仕事」「戦い」「平和」等の踊り

で表現しています。

10月5日（日）
開場12：30 

開演13：00 舞

和太鼓集団 夢幻の会 

☎ 087-874-9980

（奥村文浩）
志多ら祭

高松国分寺ホール

●高松市国分寺町新名

430

☎ 087-875-0162

全席自由（限定300名） 

【一般】

前売2,000円 当日2,500円

邦楽集団「志多ら」をゲストにむかえたワークショップと、2時
間の演舞です。また、前座として、地元太鼓団体が、6団体、演
舞します。（和太鼓集団 夢幻の会、讃岐まんのう太鼓、和太鼓
集団 満天、和太鼓集団 響屋、大野原龍王太鼓、鴨島鳳翔太
鼓（徳島県））

10月5日（日）
開場15：30 

開演16：00

ワークショップ 13：00～15：00

芸

東讃絵画美術協会 

☎ 090-9453-7022

（六車和紀）
第29回 絵画サン展

21世紀館さんがわ
●さぬき市寒川町東
927-2（さぬき市役所寒
川支所敷地内）
☎ 0879-43-0780

無料 さぬき市、東かがわ市在住・活動する絵画作家の有志25名の

洋画・日本画等の作品展を開催いたします。出品は大作、小品

あわせて50点程度です。ぜひご覧ください。

10月7日（火）
～10月19日（日）
9：00～17：00

※最終日は15：00まで

美

現代童画会、坂出市、坂

出市教育委員会、坂出市

民美術館 

☎ 0877-45-7110

第29回 現代童画会香川展
坂出市民美術館

●坂出市寿町1-3-35

☎ 0877-45-7110

【一般】400円 

【高校生以下】無料

ナイーブアート「現代童画会」による全国巡回の美術展です。

香川会場では、大人から子どもまで楽しめる企画として、地元

の児童画コンクールの併催や、子どものためのギャラリーコン

サートなども計画しています。

10月11日（土）
～11月3日（月・祝）
9：00～17：00
※ただし10月11日（土）は13
時より開館

美

美 こどもえん あさの実 

☎ 087-899-8639
「こども」って、アート！ 
～こどもえん　あさの実　
活動の写真と作品展～

月麻太陽自然道

●綾歌郡綾川町小野甲

605-4

☎ 087-899-8639

無料 自然の中で、自発的な遊びに育まれる感性こそ、アートそのも

の。「自然と共に、感じて育つ」こどもえん　あさの実の子ども

達の作品や、活動の写真を展示。自然食の給食とおやつの紹

介。カフェも有り。

10月11日（土）
～10月13日（月・祝）
10：00～16：00

※最終日は10：00～14：00 写
愛歌会 

☎ 090-3786-6991

（愛染）

愛歌会
「秋のア・ラ・カルトコンサート」

高松市生涯学習センター

ホール

●高松市片原町11-1

☎ 087-811-6222

無料、全席自由 愛歌会にて声楽やピアノ等、音楽を楽しみ学ぶ一般音楽生と、

舞台演技等を学ぶ研修生、OBやOGの音大出身者、芸大在

学者等によるクラッシック、イタリア歌曲、オペラアリア、日本

歌曲等のコンサート。

10月12日（日）
開場13：00 

開演13：30 音

日本G. プッチーニ協会

四国支部 

☎ 087-843-7153（林）

プッチーニ協会コンサート 
～歌に生き、愛に生き～

サンポートホール高松 

第2小ホール

●高松市サンポート2-1

☎ 087-825-5000

全席自由 2,000円 第一部は「トスカ」「蝶々夫人」等オペラから二重唱やアリアを、

第二部は、武満徹の歌曲から「○と△の歌」「恋のかくれんぼ」

「小さな空」等を、県内在住声楽家が演奏する。指揮者星出豊

氏のお話を道しるべにして。

10月12日（日）
開場13：30 

開演14：00 音

香川レインボー映画祭実
行委員会 
☎ 080-3164-4174 
E-mail：
info@kagawa-rff.org

第10回
香川レインボー映画祭

情報通信交流館e-とぴあ
・かがわ 5階
●高松市サンポート2番
1号 高松シンボルタワー
棟4,5階
☎ 087-822-0111

1プログラム券 
【前売】1,200円 【当日】1,500円
（4プログラムのうち1つが見ら
れます。各プログラム入れ替
え制。全席自由席）

国内外から、同性愛や性同一性障害などを扱った長編、短編、

ドラマ、ドキュメンタリーなど様々な映画を揃えました。今回

は、第10回を記念して盛り沢山なプログラムです。漫画家の歌

川たいじさんのトークもあります。

10月12（日）
10：00～20：00 映

高松ウインドシンフォニー 

☎ 090-1328-5963

（横手）

高松ウインドシンフォニー 
アンサンブルコンサート
2014

アルファあなぶきホール 

小ホール

●高松市玉藻町9-10

☎ 087-823-3131

無料 今年で第10回を迎える小編成のアンサンブルコンサート、春

に開催している定期演奏会とは違った団員個々の音色や息遣

いに接することのできる演奏会です。楽しい曲、感動できる曲

をご用意してお待ちしております。

10月13日（月・祝）
開場13：30 

開演14：00 音

サロン・エウスン「彩」の会 

☎ 090-1326-7675

（矢野）

第20回 
サロン・エウスン作品展

高松市美術館市民ギャ

ラリー

●高松市紺屋町10-4

☎ 087-823-1711

無料 私達は絵画講座で楽しく描くことをモットーに、アクリル画や

油絵の制作発表活動をしています。この度「かがわ文化芸術

祭2014」の参加行事の一環として第20回作品展を開くことに

なりました。是非御覧になって下さい。

10月15日（水）
～10月19日（日）
9：30～17：00
※17日（金）18日（土）19：00
まで  最終日は16：00まで

高松交響楽団（TSO） 

☎ 090-9550-7441

（事務局）

高松交響楽団
第113回定期演奏会

アルファあなぶきホール 

大ホール

●高松市玉藻町9-10

☎ 087-823-3131

【一般】2,000円（前売当日とも） 
【大学生以下】1,000円（前売
当日とも） 
【エリア指定】3,000円 
（インターネット販売のみ）

演奏曲目は、ベートーヴェン作曲交響曲第5番「運命」、チャイ

コフスキー作曲ピアノ協奏曲第1番ほか。指揮には平井秀明

氏、ピアノ独奏には第3回高松国際ピアノコンクール4位入賞

のアンナ・ツィブレヴァ氏を迎えます。

10月19日（日）
開場13：30 

開演14：00 音

公益財団法人 岡田茂吉
美術文化財団・MOA美術
館香川県児童作品展連絡
協議会 ☎ 087-886-7224 
☎090-2787-1728

第26回MOA美術館
香川県児童作品展
（東讃地域展）

東かがわ市交流プラザ

●東かがわ市湊1806-2

☎ 0879-26-1224

無料 東讃地域より応募された小学生の絵画作品を全展示し入選

作品の表彰と講評を行います。

10月25日（土）
9：00～17：00 
10月26日（日）
9：00～16：00 
表彰式14：00～

篠田哲篠（豊千会合奏団） 

☎ 080-3168-9552

（篠田哲篠）

豊千会合奏団
サロンコンサート 
～お琴でクラシック～

四国村tea room 異人館

●高松市屋島中町91

☎ 087-843-3114

無料、全席自由 

（但し、飲食代別途）

合奏団初コンサートを優雅な雰囲気たっぷりの異人館にて行

います。日本古来の伝統楽器で奏でる「和」のクラシック。青

山夕夏氏のフルートと共に美しい音楽を楽しむお昼のひとと

きを過ごしてみてはいかがでしょうか。

10月26日（日）
開場12：30 

開演13：00 音

公益財団法人 岡田茂吉
美術文化財団・MOA美術
館香川県児童作品展連絡
協議会 ☎ 087-886-7224 
☎090-2787-1728

第26回MOA美術館
香川県児童作品展
（小豆島地域展）

小豆島町立蒲生公民館

●小豆郡小豆島町蒲生

甲1805-1

☎ 0879-75-0007

無料 小豆島地域より応募された小学生の絵画作品を全展示し入

選作品の表彰と講評を行います。

10月26日（日）
9：30～15：30 

表彰式13：30～

10
月
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部門 イベント名日時 会場 入場料 内容 主催・問い合わせ

11月15日（土）
開場17：30 

開演18：00

2,500円 グループ礫 

☎ 090-9778-3208

（岩永）

グループ礫 第43回定期演奏会 
ふるさとを想ふ 
～「故郷」誕生100年を記念
して～

ユープラザうたづ 
ハーモニーホール
●綾歌郡宇多津町浜六
番丁88
☎ 0877-49-8020

日本人にとって最も特別な曲である「故郷」誕生からちょうど

100年、唱歌の成り立ちを改めて探り、この曲を深く味わい唱

歌の魅力を再発見するとともに、ふるさとを題材にした名曲の

数々をお聴きいただきます。

11月15日（土）
10：00～16：00
11月16日（日）
10：00～15：00 
表彰式13：00～

無料 公益財団法人 岡田茂吉
美術文化財団・MOA美術
館香川県児童作品展連絡
協議会 ☎ 087-886-7224 
☎090-2787-1728

第26回MOA美術館
香川県児童作品展
（坂出・中讃地域展）

坂出市民美術館

●坂出市寿町1-3-35

☎ 0877-45-7110

坂出・中讃地域より応募された小学生の絵画作品の全展示と

入選作品の表彰と講評を行います。

11月15日（土）
～11月30日（日）
9：00～17：00 
最終日は15：00まで、 
火曜定休日

無料 アトリエ　ル・レザン 

☎ 087-869-2834アトリエ ル・レザン 
ステンドグラス教室作品展

純愛の聖地庵治・観光

交流館 市民ギャラリー

●高松市庵治町5824-4

☎ 087-871-1700

ステンドグラス教室生徒の作品展を開催します。会場にクリス

マスツリーを設置してステンドグラスのオーナメントを飾り付

けますので、早めのクリスマスを楽しんで下さい。クリスマスマ

ーケットも併設します。

11月15日（土）～11
月24日（月・振休）
9：00～17：00 ※最終日は
16：00まで 休館日：11月17
日（月） チャリティーバザー：
会期中10：00～15：00

無料 染色すなご会（佐竹） 

☎ 087-845-5505 

☎ 090-8971-8336

京の名工とすなご会員による
染の和と洋の作品展

石の民俗資料館

●高松市牟礼町牟礼

1810

☎ 087-845-8484

我が国の染織は長い歴史と伝統を基盤とした世界に誇る工
芸として発展してきました。その技術を持たれた京の名工の作
品と、私たちの生活の中に取り入れられた技法の洋服、その他
を展示します。京の名工の作品は必見です。チャリティーバザ
ーも開催します。

11月16日（日）
開場13：00 

開演13：30

無料、全席自由 セレナータギターアンサ

ンブル 

☎ 090-7769-3709

（尾﨑史彦）

第5回
「尾﨑史彦とギターに集う仲
間たち」

丸亀市飯山北コミュニテ
ィーセンター 多目的ホール
●丸亀市飯山町川原
1112-5
☎ 0877-98-6595

クラシックギターの2重奏や合奏・ソロ（尾崎史彦）のコンサー

ト、また、地域のギター製作者による新作ギターの発表ならび

にギター製作を経験した生徒と指導者（稲田計作）による製

作講座。

11月16日（日）
開場12：30 

開演13：00

全席自由 500円 朱雀会 

☎ 087-845-2513

（三好慶子）

東日本大震災チャリティー 
朱雀会筝曲演奏会

香川県文化会館 

3F芸能ホール

●高松市番町1-10-39

☎ 087-831-1806

筝、尺八等、現代邦楽曲による東北支援チャリティーコンサー

トです。津軽三味線も加わり、東北にゆかりのある楽曲構成

でお送りします。チケット売上げは、日本赤十字社を通じて、

被災地に全額寄付します。

11月16日（日）
14：00～15：30 

表彰式14：00～

無料 公益財団法人 岡田茂吉
美術文化財団・MOA美術
館香川県児童作品展連絡
協議会 ☎ 087-886-7224 
☎090-2787-1728

第26回MOA美術館
香川県児童作品展
（高松地域展）

サンポートホール高松 

市民ギャラリー

●高松市サンポート2-1

☎ 087-825-5000

高松地域より応募された小学生の絵画や書写作品のうち入

選した約100点を展示し美育セミナーや表彰や講評を行いま

す。

11月17日（月）
～12月7日（日）
10：00～19：00

無料 出釋迦寺・フロム.ミー.トゥ.
ユー.プロジェクト 
☎ 080-3168-0714
（フロム.ミー.トゥ.ユー.プ
ロジェクト）

四国八十八ヶ所霊場第七十三
番札所 出釋迦寺・子ども風景
画・入賞者展

ベースキャンプ高松
（樹音の森）
●高松市多肥下町1529
-11
☎ 087-868-6373

四国八十八ヶ所霊場開創千二百年の記念の年にあたり、世界

遺産登録をめざしています。子供達が描いたお寺やお遍路さ

んたちの作品を高松ベースキャンプ樹音の森にて展示します。

11月19日（水）
～12月28日（日）

無料 一般財団法人宇多津町振

興財団 ユープラザうたづ 

☎ 0877-49-8020

ユープラザうたづのクリスマス
「メリークリスマスをみんな
で大合唱」

ユープラザうたづ 
エントランスホール
●綾歌郡宇多津町浜六
番丁88番地
☎ 0877-49-8020

アルファベット・ひらがな・カタカナいろんな文字を使ってデザ

イン。エントランスホールを皆の声が響き渡るような、賑やか

な楽しい、みんなが幸せな気持ちになれる様な空間にして、来

場者全員とクリスマスを祝いましょう。

11月23日（日）
開場13：00 

開演13：30

全席自由 
【大人】
前売500円 当日600円 
【子ども】
前売300円 当日400円

あやうたコンサート倶楽

部・綾歌吹奏楽団 

☎ 080-6375-9732

（団専用）

綾歌吹奏楽団 
第16回定期演奏会

丸亀市綾歌総合文化会
館アイレックス
●丸亀市綾歌町栗熊西
1680
☎ 0877-86-6800

綾歌地区を中心に結成された吹奏楽団です。「シバの女王ベ

ルキス」他、「カーニバルのマーチ」「ダンソン第2番」等をお届

けします。「ディズニーメドレー」やお楽しみステージ等、お子

様にも楽しんでただけます。

11月23日（日）
開場13：30 

開演14：00

無料、全席自由 サクソフォンアンサンブ
ルコンサート2014 実行
委員会 
☎ 090-5275-2915
（金澤）

サクソフォンアンサンブル
コンサート2014

サンポートホール高松 

第1小ホール

●高松市サンポート2-1

☎ 087-825-5000

今年で第22回目となる香川県最大のサクソフォンコンサート

です。県内外よりアマチュアサクソフォン奏者30名が集まり、

ポップス・ジャズ・クラシック等の幅広いジャンルで誰もが楽

しめる曲を演奏します。

11月24日（月・振休）
開場12：15 

開演12：30

【会員】無料 

【当日参加料】1,000円

公益社団法人JDSF香川

県ダンススポーツ連盟 

☎ 090-1171-3206 

☎ 087-870-6268

第8回香川県ダンススポーツ
交流会

香川県青年センター

●高松市国分寺町国分

1009番地

☎ 087-874-0713

年齢・性別を越えて手軽に楽しめる生涯スポーツとして、また、

健康で生きがいと潤いのある生活づくりのためのスポーツラ

イフとして、ダンススポーツ（社交ダンス）を広く県内に普及す

るための交流会です。

11月29日（土）
10：00～17：00 
表彰式11：00～
11月30日（日）
10：00～16：00

無料 公益財団法人 岡田茂吉
美術文化財団・MOA美術
館香川県児童作品展連絡
協議会 ☎ 087-886-7224 
☎090-2787-1728

第26回MOA美術館
香川県児童作品展
（丸亀地域展）

丸亀市民会館 会議室

●丸亀市大手町2-4-20

☎ 0877-23-4141

丸亀市の小学生より応募された絵画作品300～400点の展示

と入選作品の表彰及び講評を行います。

11月29日（土）
開場9：30 

開演10：00

無料 専門学校禅林学園、禅林

学園高等学校 

☎ 0877-32-3000

（禅林学園高等学校）

禅林学園少林寺拳法演武祭
2014

多度津町民会館

●仲多度郡多度津町大

通4-26

☎ 0877-33-3330

人が人を育てる”心の教育”をモットーとする禅林学園の、教

育活動や創作活動の成果を学生・生徒・教員による演武の発

表や作品展示を通じて披露します。

11月30日（日）
開場13：30 

開演14：00

無料 善通寺混声コール 

☎ 090-5277-8607第23回善通寺混声コール
定期演奏会

善通寺市民会館 

大ホール

●善通寺市文京町3-3-1

☎ 0877-62-7001

創立35年目となる混声合唱団の定期演奏会。ゴスペルソング、

イタリア、ドイツ、オーストリアのホームソングメドレー、合唱

組曲「水のいのち」などを35名のメンバーで演奏します。

11月30日（日）
開場13：30 

開演14：00

【大人】500円 

【高校生以下】無料

香川大学吹奏楽団 

☎ 080-1639-5642香川大学吹奏楽団
第44回定期演奏会

サンポートホール高松 

大ホール

●高松市サンポート2-1

☎ 087-825-5000

1年の集大成として、バレエ音楽「三角帽子」をはじめとし、たく

さんの曲目を演奏いたします。「三角帽子」では、音楽講師とし

て北村憲昭先生をお招きします。幅広い年齢の方に楽しんで

いただけるコンサートを目指しています。

11月30日（日）
開場13：00 

開演13：30

全席自由 1,000円 邦楽古典の会 

☎ 0877-79-3192第32回邦楽古典の会演奏会
香川県立ミュージアム 

講堂

●高松市玉藻町5-5

☎ 087-822-0002

日本古来の伝統音楽、筝・三弦・尺八の演奏会です。 三曲合
奏の原点と言われております地歌筝曲を中心に演奏していま
す。曲目は、末の契・本曲石清水・都十二月・梅の宿・岡康砧・
冬の曲の6曲です。日本古来の伝統音楽を多くの方に聴いて
いただきたいと思います。御来場をお待ちしています。

11月30日（日）
開場13：30 

開演14：00

1,000円 Canti Regalo （カンティ 

レガーロ） 

☎ 090-1004-0871

（豊岡）

Canti Regalo
（カンティ レガーロ） 
～歌の贈り物～

サンポートホール高松 

第1小ホール

●高松市サンポート2-1

☎ 087-825-5000

香川県内外で活躍している声楽家12名で、モーツァルト作曲

の美しい重唱曲や子どもから大人まで楽しめるオペラ「魔笛」

（日本語）をお贈りします。

12月1日（月）
～12月7日（日）
（予定）

全席自由 
【一般】
予約券800円 当日1,000円 
【学生】
予約券400円 当日500円 
（予定）

四国学院大学 社会学部 

身体表現と舞台芸術マ

ネジメントメジャー 

☎ 0877-62-2208

SARPvol.8
四国学院大学 
ノトススタジオ
●善通寺市文京町3丁
目2番1号
☎ 0877-62-2111

文化庁芸術優秀賞、読売演劇大賞優秀演出家賞、芸術選奨

文部科学大臣新人賞（演劇部門）等様々な演出賞を受賞して

いる、四国学院大学非常勤講師・森新太郎がSARP8作品目

の作品を演出します。

11
月

部門 イベント名日時 会場 入場料 内容 主催・問い合わせ

12月6日（土）
開場17：00 

開演17：30

【一般】
前売2,500円 当日2,800円 
【学生】前売800円 当日1,000円 
【ペア券】4,500円 
当日券なし

四国学院大学クリスマス
・プロジェクト委員会 チ
ケット予約・お問合せ先 
☎ 0877-62-2158
（国際オフィス）

四国学院大学
第38回メサイア演奏会

四国学院大学清泉礼拝
堂
●善通寺市文京町3-2-1
四国学院大学内
☎ 0877-62-2158

第38回ヘンデル「メサイア」全曲演奏会。指揮者は、チェンバ

リスト・オルガニストとして著名な大塚直哉さんを迎え、全国

から参加のソリスト並びにメサイア合奏団と、四国学院大学

学生・卒業生等のメサイア合唱団による演奏会を行います。

12月8日（月）
開場18：30 開演19：00

12月9日（火）
開場13：30 開演14：00

全席自由 
【ぺア】前売のみ6,000円 
【大人】
前売3,500円 当日4,000円 
【学生】
前売2,000円 当日2,500円

さぬき童謡の会 

☎ 080-4806-6834
富士に寄せて～姉弟で紡ぐ
美しい日本の心2 
本岩孝之・本岩潤子CD発売
記念コンサート

旧善通寺偕行社

●善通寺市文京町2丁目

1-1

☎ 0877-63-6362

カウンターテナーとソプラノ姉弟演奏会。 

演奏曲目：富士に寄せて～六根清浄・埴生の宿・もみじ・ふる

さと・海　他

12月9日（火）
～12月10日（水）
開場18：30 

開演19：00

全席指定5,500円 

ペア席（2名料金）9,800円

香川県県民ホール指定
管理者、三豊市文化会館 
マリンウエーブ指定管理
者、穴吹エンタープライ
ズ株式会社 
☎ 087-823-5023
（アルファあなぶきホール） 
☎ 0875-56-5111
（マリンウェーブ）

クリスマス・キャロル

アルファあなぶきホール 
大ホール
●高松市玉藻町9-10
☎ 087-823-3131
三豊市文化会館 マリン
ウェーブ
●三豊市詫間町詫間
1338-127
☎ 0875-56-5111

ポピュラーな演目のミュージカルに触れてもらうことで、ミュ

ージカルを身近に感じてください。

12月10日（水）
～12月25日（木）
9：00～17：00

※12月15日・12月23日休館日

無料 公益財団法人丸亀市福

祉事業団、丸亀市飯山総

合学習センター 

☎ 0877-98-3319

第3回 
親子アート＆てんとう虫・作
品展

丸亀市飯山総合学習セ
ンター
●丸亀市飯山町西坂元
547-1
☎ 0877-98-3319

本年度で3年目となる親子アート教室。心の情緒の安定を育

む為の教室です。1才から5才までの小さな手で元気いっぱい

に制作した作品を展示致します。皆様、小さなちびっ子アーテ

ィストさんの作品を見にきて下さい。

12月12日（金）
開場18：30 

開演19：00

全席自由 

前売3,000円 当日3,500円

自由席 

☎ 090-3181-4519ドリアン助川 
アルルカン・ヴォイス・シアター

サンポートホール高松 
第2小ホール
●高松市サンポート2番
1号
☎ 087-825-5000

「冬の恋　クロコダイルとイルカ」 歌う道化師・ドリアン助川

と、ギターの道化師・ピクルス田村によるアルルカン・ヴォイス・

シアター。舞台背景に写真を投影しながらの歌劇となります。

12月16日（火）
～12月22日（月）
10：00～18：00
※最終日は16：00まで

無料 さとみアートスクール 

☎ 080-3168-0714丸亀が大好きな子供達が描
いた丸亀の風景画＆油絵展

丸亀市生涯学習センター 
1階ギャラリー1
●丸亀市大手町2-1-20
☎ 0877-23-1091

丸亀が大好きな子供達が描いた感性豊かで素敵な丸亀市の
風景画。さとみアートスクールの子供達が自由に、大胆に描い
た動物・植物・静物・抽象画の油絵を展示。沢山の方々に鑑賞
して頂けましたら光栄です。

12月18日（木）
～12月20日（土）

未定、全席自由 四国学院大学 社会学部 

身体表現と舞台芸術マ

ネジメントメジャー 

☎ 0877-62-2208

シアタータンク
四国学院大学 
ノトススタジオ
●善通寺市文京町3丁
目2番1号
☎ 0877-62-2111

四国学院大学教員の阪本麻郁（コンテンポラリーダンス）と

西村和宏（演劇）、仙石桂子（インプロ）が身体表現と舞台芸

術マネジメント・メジャー専攻の学生たちと10ヶ月をかけ、じっ

くり創作した公演。

12月18日（木）
～12月23日（火・祝）
9：00～17：00

※月曜休館

無料 高松市太田中央コミュニ

ティーセンター 

☎ 087-867-3396

第3回・レインボーアート・
太田中央・キッズアート展

高松市生涯学習センター

「まなびCAN」

●高松市片原町11-1

☎ 087-811-6222

太田中央コミュニティの親子アート作品展。三好里美指導の

もとに、6才以下の子供達の感性豊かな作品を展示。小さな手

で一生懸命に制作された心暖まる作品を、沢山の方々に鑑賞

して頂けましたら光栄です。

12月23日（火・祝）
開場13：30 

開演14：00

無料 Kagawa Brass Rings

（香川ブラスリングス） 

☎ 090-7148-5085

Kagawa Brass Rings 
第11回定期演奏会

アルファあなぶきホール 
小ホール
●高松市玉藻町9-10
☎ 087-823-3131

四国内では珍しい金管バンド形式による演奏会です。 所属す
る団体の枠を越えて集まったメンバー約40名による年1回の
演奏会です。曲は、歌劇「トゥーランドット」ハイライト、「海の
男たちの歌」他です。

12月27日（土）
開場15：00 

開演15：30

全席自由 

【一般】1,000円 

【学生】500円

若き笛吹きたちコンサート

実行委員会 

☎ 090-9453-6022

（大山）

若き笛吹きたちコンサート
香川県教育会館 
ミューズホール
●高松市西宝町2丁目
6-40
☎ 087-833-0013

本県出身で現在、音楽大学でフルートを専攻している大山宙

透、近藤杏紗、三谷友紀による演奏会。音楽愛好家や学習者

必聴の名曲や定番曲を無伴奏曲からアンサンブル曲まで幅広

く取り上げる。ピアノは大堀晴津子。

12月28日（日）
開場13：30 

開演14：00

無料、全席自由 Wind Ensemble 幸 

☎ 090-6232-8539

（佐野）
第3回 Dream Concert

アルファあなぶきホール 
小ホール
●高松市玉藻町9-10
☎ 087-823-3131

吹奏楽によるアンサンブルステージと大編成のステージをお
楽しみいただきます。スタジオジブリの名曲やポップス、吹奏
楽曲などバラエティに富んだ演奏会となっております。 今年の
締めに是非お越しください。

12月28日（日）
開場17：00

開演17：30

全席自由 
【シングル】
前売1,800円 当日2,000円 
【ペア】
前売3,000円（当日なし）

劇団プチミュージカル 

☎ 0879-42-3567

（劇団事務局・中川）
ミュージカル「幸せの名前」

アルファあなぶきホール 

大ホール

●高松市玉藻町9-10

☎ 087-823-3131

7年前、育てられない新生児を託す「赤ちゃんポスト」が生まれ、

社会問題となりました。待機児童2万人超の現在、子どもを慈

しみ育ててきた夜間保育園を舞台に、家族の幸せを真正面か

ら問う作品です。

12月31日（水）
開場21：00 

開演22：00～翌1：00

前売2,000円 当日2,500円 UDON楽 実行委員会 

☎ 090-6881-1239

（古竹）

UDON楽カウントダウン
高松

アルファあなぶきホール 

大ホール

●高松市玉藻町9-10

☎ 087-823-3131

年越しのジルベスター（クラシックのカウントダウンコンサー
ト）を香川県「瀬戸の都・高松」から発信したいという強い思
いから、3回目として地元由来のオペラ歌手、管弦楽、合唱、ス
タッフ総勢150名で盛り上げます。カウントダウン曲「威風堂
々」を歌って新しい年を迎えましょう！

日時 入場
無料

10月21日（火）～11月9日（日） 場所 香川県立ミュージアム

開館時間

お問い合わせ

かがわ文化芸術祭2014ポスター原画展

かがわ文化芸術祭実行委員会事務局（香川県政策部文化振興課内） ☎087-832-3785

9：00～17：00（入館は16：30まで） 月曜日休館

かがわ文化芸術祭2014ポスター原画受賞作品決定＆ポスター原画展開催

今回のポスター原画募集は、77名から80点の応募があり、最優秀賞として植松友梨さんの作品が選ばれました。
また、最優秀賞をはじめ入賞・入選者の作品35点による原画展を開催します。

藤井 はるか
丸亀市・香川丸亀養護学校

最優秀賞 優秀賞

植松 友梨 高松市・香川短期大学

阿河 静香
宇多津町・丸亀高等学校

鈴木 美帆
丸亀市・香川短期大学

［表紙］
作品説明：ウィリアム・シェイクスピアの作
品の一場面を散りばめました。鮮やかな色
彩の背景と連なった三角で、香川県の表情
豊かな自然を表現しています。作品が生み出
された「過去」と、「今」を生きる私達をアート
で繋げたいと思い制作しました。

島田 凜太朗 丸亀市

長田 茉　    丸亀市

十河 紋奈    高松市

奨励賞
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月
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月
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