
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 ： 川本 知子（香川短期大学 ビジュアルメディアデザインコース）

201510/1［木］～12/31［木］

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（木）から12月31日（木）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2015」が開催されます！主催公演・行事は、音楽祭を中心として様々な
ジャンルのアート表現に取り組みます。
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紅白対抗さぬき音楽祭

日時 10月18日（日） 開場13：00 開演13：30

場所 高松テルサ・ホール

入場料 【一般】当日2,500円  前売2,000円
【高校生以下】当日1,500円  前売1,000円
〈プレイガイド〉
　高松テルサ（087-844-3511）
　アルファあなぶきホール（087-823-5023）

県内で精力的に活躍している幅広い世代の音楽家が、一堂に会してその演奏を競いあう・・・「かがわ文化芸術祭」でなければ決して実現できない、夢の
ような音楽祭！将来を嘱望されるジュニア音楽家から、長年にわたり本県の音楽界を支えているプラチナ音楽家までの出演者が、紅白に分かれてオー
ケストラと共演。客席で掲げられる紅白のパンフレットをカウントすることによって勝敗を決する。紅組チーム・リーダーは、永遠の歌姫、藤原フサヱ。白
組チーム・リーダーは85歳の現役声楽家、竹内肇。共演オーケストラのコンサートマスターは、香川県文化功労者、福崎至佐子。指揮は、マエストロ大山
晃。司会は、植松おさみアナウンサーほか、豪華キャストが勢揃い。香川音楽界の歴史に残るイベントに、是非、ご参加を！！

街角アートパフォーマンス2015

お問い合わせ 街角アートパフォーマンス企画実施委員会  ☎080-6374-6441  MAIL：map@kagawa-arts.or.jp

料 金 入場料･出演料ともに無料

入場料 無料

日時 10月3日（土） 15：30～17：00【高松会場】

場所 高松テルサ・展示ホール

日時 10月3日（土） 15：30～17：00【1】

場所 高松テルサ・展示ホール

日時 10月19日（月）～11月3日（火・祝）
6：00～20：00

【2】

場所 高松空港「そらの美術館」
国際線出発ロビー2F

日時 10月4日（日） 13：00～15：30【西讃会場】

場所 三豊市文化会館マリンウェーブ・イベントホール

日時 10月12日（月・祝） 13：00～16：00【東讃会場】

場所 讃州井筒屋敷・与之蔵「和楽座」

出品作家 国内外の作家、美術大学生、高校生

｢誰もが参加でき・誰もが楽しめ・いつもの街角にアートな空間を創出する｣をコンセプトとし
た県民の発表会。県内3会場にて、一般公募により集まった様々なジャンルの出演者や「紅白
対抗さぬき音楽祭」の出演者等が表現活動を繰り広げる。

素晴らしい世界！アートコンポ2015  ～World  ful l  of  music～

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）

お問い合わせ 紅白対抗さぬき音楽祭企画実施委員会  ☎090-9454-9932（大山）

個性的なクラシック音楽の名曲をテーマに、香川にゆかりのある作家が、美しい旋律をそれぞれのインスピレーションで自由に表現した作品を展示。

福崎 至佐子藤原 フサヱ竹内 肇

かがわ文化芸術祭
K a g a w a  A r t s  F e s t i v a l  2 0 1 5

2015 かがわ文化芸術祭
K a g a w a  A r t s  F e s t i v a l  2 0 1 5

2015

アートコンポ2014 高松空港「そらの美術館」国際線出発ロビー（2F）

街角アートパフォーマンス2013



藤川勇造「海鳥を射る」（第1回県展出品作）

「花売り」1942年
市川市東山魁夷記念館蔵

「ミニチュアコレクションとともに」
1979年 　 新潮社

■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、CVC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（香川県政策部文化芸術局文化振興課内） TEL 087-832-3785　

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

お問い合わせ

香川県美術展覧会（通称「県展」）は、戦時下の昭和16、20年（1941、45年）を除き、昭和9年（1934年）から現在まで開催
されている全国で最も長い県主催の公募展。今年は80回の節目を迎えることから、これを記念して、県展の創設に尽力し
た初期（第1～10回）の作家の作品を振り返るとともに、現在活躍中の招待作家の作品を紹介する。

県展80周年記念展
日　時 10月10日（土）～11月29日（日） 9：00～17：00  ※金曜日は19：30まで

入場料 【一般】720円  【前売り・団体】580円  【高校生以下】無料
65歳以上の方、身体障害者手帳等をお持ちの方は観覧料免除

場　所 香川県立ミュージアム

第12回香川県小・中学校総合文化祭
【社会科研究発表会】 
 10月31日（土） 12：30～16：00 アルファあなぶきホール・小ホール棟5F
【郷土芸能発表会】 
 10月31日（土） 11：00～17：00 かがわ郷土芸能フェスタ2015  
 アルファあなぶきホール・小ホール
【音楽会】 
 11月5日（木）12：30～15：30（小学校）、11月7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7日（土） 9：00～16：00 高松テルサ

第53回SKG
ジャズオーケストラ
定期演奏会・
50周年リサイタル
10月31日（土）

【学校ダンス発表会】 
 11月11日（水） 9：00～15：30 高松市総合体育館
【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28日（土） 9：00～15：00  サンポート高松・シンボルタワー展示場
【展覧会】 12月19日（土）～12月24日（木）
 （12/21（月）は休館日  開館時間 9：00～17：00（入館は16：30まで）） 
 香川県立ミュージアム・2階特別展示室
【WEBこども美術館】 
 http：//www.kec.kagawa-edu.jp/bunkasai/ で公開中

お問い合わせ

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するもので、今年で第12回を迎える。
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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。

香川県立東山魁夷せとうち美術館は、今年で開館10周年を迎えることとなり、これを記念して、東山魁夷の初期
から晩年にかけての画境を紹介する展覧会を開催する。

東山魁夷せとうち美術館 開館10周年記念 
『美を求める心 ―東山魁夷を読む―』
日　時 9月19日（土）～11月3日（火・祝）

入場料 【一般・大学生】610円  【団体】490円

場　所 東山魁夷せとうち美術館

香川県小・中学校文化連盟事務局  ☎087-861-7144

香川県立ミュージアム  ☎087-822-0247

お問い合わせ 香川県立東山魁夷せとうち美術館  ☎0877-44-1333

お問い合わせ

中四国9県の文化交流を実施することにより、文化活動の発表機会の拡充と文化意識の一層の高揚を図る。また、圏域の歴史と風土から生まれた郷土芸能
を発表する舞台を提供し、これを継承するとともに、郷土芸能の保存・振興を図り、地域文化の交流を促進する。

中四国郷土芸能フェスタ2015 in かがわ
日　時 10月31日（土） 13：00～15：10 県内の小・中・高等学校の郷土芸能部門の発表会として開催

11月1日（日） 13：00～18：00 「第24回中四国文化の集い」として開催

入場料 無料場　所 アルファあなぶきホール・小ホール

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

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。演劇、音楽、美術・工芸など12の部門で公演や作品展示を開催。

第32回香川県高等学校総合文化祭
【総合開会式】 10月30日（金） 13：00～15：30 丸亀市民会館・大ホール
【音楽】 11月15日（日） 10：00～16：00 アルファあなぶきホール
 　　  （【合唱】小ホール 【吹奏楽・器楽・管弦楽】大ホール）
【日本音楽】 11月15日（日） 13：00～ ユープラザ宇多津
【郷土芸能】 10月31日（土） 14：00～ アルファあなぶきホール・小ホール
【演劇】 11月21日（土）、22日（日） 9：00～18：45 
 　      綾歌総合文化会館・アイレックス大ホール
【マーチングバンド・バトントワリング】 
 9月12日（土） 12：30～15：30 善通寺市民体育館

【放送】 11月22日（日） 9：00～16：00 香川県教育会館・ミューズホール
【美術・工芸】 
11月26日（木）～11月29日（日） 9：30～17：00  香川県文化会館
【写真】 11月19日（木）～11月23日（月・祝） 9：00～17：00 坂出市民美術館
【書道】 12月3日（木）～12月6日（日） 9：30～17：00 香川県文化会館
【将棋】 11月8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13日（金）～11月15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
日時 入場

無料

10月10日（土）～11月29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2015ポスター原画展

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

9：00～17：00（入館は16：30まで） 
※金曜日は19：30まで（入館は19：00まで）

休館日 月曜日（月曜日が休日の場合は、原則として翌火曜日）

かがわ文化芸術祭2015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、100名から102点の応募があり、最優秀賞として川本知子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44点による原画展を開催いたします。

綾野 まこ
丸亀市

丸亀市立飯山幼稚園

最優秀賞 優秀賞

川本 知子
高松市・香川短期大学

大廣 美佳
観音寺市
会社員

山田 光太郎
琴平町

専門学校 穴吹デザインカレッジ

［表紙］

作品説明：音楽を奏でて
いる情景を描きました。
手描きのかたちを、鮮や
かな色彩で彩ることで、
長い歴史のある音楽が
現代でも親しまれている
ことを表現しています。

岩﨑 晴花 丸亀市

島田 佳苗 丸亀市

早川 　葵 丸亀市

東原 諄実 高松市

奨励賞

かがわアート塾 第13講 「ジプシー・ジャズはパルミジャーノの香り」

日時

場所 高松テルサ・展示ホール

出演 対談
　三井トシオ（ジプシー・ジャズギター奏者）
　中野誠司（出張イタリア料理La salute 料理人）
生演奏
　ジャンゴ・ティガール
コーディネーター
　大山 晃（指揮者）

かがわアート塾ホームページ  http：//art.ashita-sanuki.jp/

10月3日（土）  開場13：00  開演13：30

申込・お問い合わせ かがわアート塾企画実施委員会  kagawaartjuku@gmail.com
かがわ文化芸術祭実行委員会事務局  ☎087-832-3785　FAX 087-806-0238

ヨーロッパ発祥で世界に広がりつつある「ジプシー・ジャズ」を紹介し、実際に演奏を披露する。また、ヨーロッパの食生活の代表として「イタリア・スローフ
ード」を紹介し、チーズや生ハムを試食するとともに、ギター奏者と料理人との対談を通じて、異文化融合の面白さを解説する。

受講料 1,000円（パルマ産のチーズと生ハムの試食付）

※申し込み及びお問合せは、できる限りメールにてお願いします。

申込方法 【事前予約】かがわアート塾企画実施委員会（kagawaartjuku@gmail.com）に参加者名（代表者名）と参加人数、連絡先を
ご連絡ください。先着40名。

実行委員長おすすめ

島田バレエ団・高松
交響楽団による
「くるみ割り人形」
全幕公演
11月23日（月・祝）

○C



… 音楽 … 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：//www.kagawa-arts.or.jp/88/

音 … 文芸文舞 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

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

ちびっこアーティスト 
お兄さんお姉さん展
（前期展）

PRIMO PIATTO（プリ
モ・ピアット）
●高松市高松町3004-4
☎ 087-841-8282

無料 本年で31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絵画
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下さい。

10月2日（金）
～10月28日（水）
11：00～23：00
※15：00～17：00休憩
毎週木曜日休

美

中津万象園お茶会実行
委員会
☎ 0877-85-8860

十の三（とのさま）茶会 
お殿様のお庭で
～万象園・宴・縁～

中津万象園
●丸亀市中津町25-1
☎ 0877-23-6326

2,200円（前売り券のみ） 300年以上の歴史ある丸亀藩別邸中津万象園の現存日本最
古の煎茶席、観潮楼の室内を特別公開！！煎茶席は安部流家
元坂本糸、現代殿方数寄屋集団「茶楽」による薄茶席、カルテ
ット・アウローラの唄も！

10月3日（土）
10：00～16：00 生

四国フォーク村
☎ 090-4970-2664
（本部  高畑）

四国フォーク村・道の駅豊浜
フォークジャンボリー2015

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』が、
結成25周年を迎え、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、アコ-スティック
サウンドを響かせる。

10月4日（日）
開場11：30 
開演12：00

音

さぬきばやし保存会・日
本民謡民舞東尾会
☎ 087-879-5115
（田中）

東尾流 第47回 日本民謡民舞を
楽しむ会 たぬき踊りの魅力 
～さぬきばやし保存会結成50周
年記念公演～

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

一般2,000円（当日2,300円） 
学生無料 全席自由

源平の古戦場屋島のたぬき伝説から誕生したユーモラスな狸
踊りの世界は、大勢の方々に喜ばれ親しまれています。香川県
を代表する「さぬきばやし・たぬき踊り」の魅力を客席の皆様
ご一緒にひとときお楽しみ下さい。

10月4日（日）
開場12：30 
開演13：00

芸

東讃絵画美術協会
☎ 090-9453-7022第30回 絵画サン展

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

無料 さぬき市、東かがわ市に在住・活動する絵画作家の有志23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。ぜひご高覧ください。今回は30回
記念展となります。

10月6日（火）
～10月18日（日）
9：00～17：00 
※最終日は15：00まで

美

いけばなサロン＆アトリエ
花DADA
☎ 090-1175-5077

花DADA EXHIBITION＃7 
Timeless

北浜住吉
●高松市北浜町4-14
☎ 087-821-1810

無料 草月流いけばなを学ぶ花DADAの社中展。北浜の町家一軒ま
るごと生けます。タイトルは「Timeless」この空間にだけに流
れる特別な時間を、それぞれが花と器で表現します。ワークシ
ョップも開催予定です。

10月9日（金）
～10月11日（日）
11：00～19：00 
※最終日は18：00まで

美
現代童画会、坂出市、坂
出教育委員会、坂出市民
美術館
☎ 0877-45-7110
（坂出市民美術館）

坂出市民美術館開館30周年
記念 
第30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

「現代童画会」は新しいナイーブアートの創造と発展を目指し
た画家・イラストレーター・絵本作家・造形作家の団体。香川
展ではジュニアコンクールを併催し、児童画作品を前に美術
作家によるトークショーもある。

10月10日（土）
～11月1日（日）
9：00～17：00 
※10月10日は13：00より開館

生

こどもえん あさの実
☎ 087-899-8639 
MAIL：
mail@asanomi.info

こどもってアート！
こどもえんあさの実 （第2
園舎）
●綾歌郡綾川町小野
605-4
☎ 087-899-8639

活動写真展と作品展は無料。
各ワークショップ（音楽とアー
ト）参加、コンサート、森のお
宝探し（お散歩）、カフェ利用
は有料。

あさの実っ子たちの日々の活動写真展と作品展を開催します。
クリエイティブでアートな瞬間が詰まった日 を々送る子ども達。
「生きる力」溢れるありのままをご紹介。WSやコンサート、カフ
ェもお楽しみください。

10月10日（土）
～10月12日（月・祝）
10：00～16：00 
※最終日は14：00まで

邦楽アンサンブル煌事務
局 山本
☎ 087-879-0432
☎ 090-3989-0432

片山雅史佑・山本雅史麗 
箏ジョイントリサイタル

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

前売券・当日券とも2,500円
全席自由席

高松市を中心に活動している箏・三絃の演奏グループ「邦楽ア
ンサンブル煌」の中心メンバーである片山雅史佑と山本雅史
麗が、坂田梁山氏（尺八）と籔内利枝子氏（ピアノ）をゲストに
迎え、ジョイントリサイタルを開催。

10月10日（土）
開場13：00 
開演13：30

音

音

音

音

音

TSCテレビせとうち、アル
ファあなぶきホール
☎ 087-823-5023
（アルファあなぶきホール）

英国女王陛下の近衛音楽隊
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（代）

一般3,600円 
学生2,600円

真紅の礼装と熊皮の黒い帽子。バッキンガム宮殿を守る衛兵
の中でも最優秀の評価を受ける「コールドストリーム・ガーズ
・バンド」が高松に！王室の結婚式、女王の即位60周年のパレ
ードに華を添えた雄姿をお楽しみに。

10月10日（土）
開場13：30 
開演14：00

香川ホルンアンサンブル
☎ 087-843-1432
（藤原）

香川ホルンアンサンブル
演奏会2015

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

無料 普段は吹奏楽団やオーケストラ等で演奏しているメンバーが、
月に2回ほど集まってアンサンブルを楽しんでいる成果を発表
致します。

10月11日（日）
開場13：30 
開演14：00

サクソフォンアンサンブル
コンサート 実行委員会
☎ 090-5275-2915

サクソフォンアンサンブル
コンサート2015

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 毎年恒例となっております、香川県下のアマチュアサクソフォ
ンプレイヤーによるサクソフォンアンサンブルコンサートを今
年も開催いたします。

10月11日（日）
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）・MOA美術
館香川県児童作品展連絡協議会
☎ 087-886-7224/090-2787-1728
（松本 昇一）

第27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う。10月12日（月・祝）

10：00～16：00 
表彰式13：30～

美

坂出市教育委員会
☎ 0877-44-5036 
FAX：0877-46-7140
MAIL：bunkashinkou@
city.sakaide.lg.jp

よんでん文化振興財団派遣助成事業  
「Les cinq conteurs（レサン
・コントール） 木管楽器による語
り部たち」

坂出市民ホール
●坂出市京町2-1-13
☎ 0877-45-1505

一般1,000円（当日1,500円）
学生500円（当日500円）
全席自由席（当日整理券配布）

日本有数のプロオーケストラ首席奏者たちによるフルート、オ
ーボエ、クラリネット、ファゴット、ホルンの木管五重奏を楽し
める。 「レサン・コントール」とは、5人の物語を語り継ぐ人 と々
いう意味である。

10月12日（月・祝）
開場13：30 
開演14：00

高松テルサ（指定管理者 
穴吹エンタープライズ株
式会社）
☎ 087-844-3511

第21回
高松テルサ勤労者美術展

高松テルサ 展示ホール
●高松市屋島西町2366-1
☎ 087-844-3511

無料 高松市に在住する勤労者及び高松市内事業所で働く勤労者
が職場生活を意欲的に過ごす傍ら、余暇活動として創作した
作品の展覧会を実施する。

10月16日（金）
～10月25日（日）
9：00～17：00 
※最終日は16：00まで

美

四国学院大学
☎ 0877-62-2324
MAIL：sipa@sg-u.ac.jp
（四国学院大学パフォーミ
ング・アーツ研究所（SIPA））

青年団
『平田オリザ・演劇展 vol.5』

四国学院大学 
ノトススタジオ
●善通寺市文京町3-2-1
☎ 0877-62-2324

【①この生は受け入れがたし・ 
②忠臣蔵（OL編）・ ③忠臣蔵
（武士編）・ ④走りながら眠れ】
2,000円 
【⑤ヤルタ会談】1,000円 
【5演目セット、前売のみ】
7,500円  
全席自由・整理番号付

演劇家・平田オリザの新旧中短編を連続上演する企画。子ど
もから大人、平田作品を始めて観るお客様から往年のファン
まで楽しめるイベント。

10月16日（金）
開場19：10 開演19：30①
10月17日（土）
開場12：20 開演13：00③
開場14：20 開演15：00④
開場16：50 開演17：30⑤ 
10月18日（日）
開場12：20 開演13：00②
開場14：20 開演15：00①
開場16：50 開演17：30④

演

ノスタルジア実行委員会
☎ 090-2899-5022ノスタルジア

秋寅の館 集会室
●丸亀市通町28
☎ 0877-21-1131

無料 創作者本人による自作詩の朗読を、美しいピアノの音色と共
にお楽しみ下さい。昼下がりのひととき、風情のある空間で精
心世界を味わっていただけると幸いです。

10月17日（土）
開場13：30 
開演14：00

文

香川レインボー映画祭実
行委員会
☎ 080-3164-4174

第11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　
タワー棟4・5階
☎ 087-822-0111

1プログラム券1,300円
高校生以下無料
障害者本人は無料、介護者2
人までは、1人につき800円。
手帳をご提示ください。
全席自由、各回入替制

国内外から性的少数者（LGBT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。展示や交
流サロンもあります。気軽にご参加ください。

10月18日（日）
①13：00～  ②15：00～  
③17：00～ 
開場は各回15分前

映

坂出ジュニア合唱団
☎ 090-6285-3865坂出ジュニア合唱団

コンサート

坂出市民美術館 
第3展示室
●坂出市寿町一丁目3番
35号 
☎ 0877-45-7110

無料 「さんぽ」や「ドレミの歌」など、子供たちが大好きな童謡を、
坂出ジュニア合唱団が演奏します。坂出市民美術館で素敵な
音楽と絵に囲まれて一緒に楽しいひと時を過ごしませんか。
指揮：石田えりな　伴奏：村井陽香

10月18日（日）
開場13：00 
開演13：30

音

高松ミュージックアカデ
ミー
☎ 087-881-3379
（菅）

エンジョイ クラシック
高松テルサ
●高松市屋島西町2366-1
☎ 087-844-3511

1,500円（区分なし） 4手連弾や2台8手連弾、2台6手デュオ、2台4手等の作品を集
めたコンサートです。楽しんで聞いて頂けるようにというコン
セプトで、変化に富んだプログラムの構成です。県下初演とな
る珍しい作品もあります。

10月25日（日）
開場13：30 
開演14：00

MUSIC BLUE TAKAMATSU
実行委員会
☎ 087-851-5855

SUNPORT AUTUMN JAM 
ーUDON楽 SETOUCHI 
FESTIVALー

サンポート高松
●高松市サンポート2-1
☎ 087-825-5000

無料 
要整理券を伴う場合がある

瀬戸内における音楽をアートの交流都市「マザーポート高松」
香川県ゆかりのアーティストを呼び、その日だけのスペシャル
なユニットを結成し、玄関であるサンポート高松に人々が響き
あう高松ならではの文化祭を開催。

10月24日（土）
12：00～20：00（予定）

公益財団法人 岡田茂吉美術文
化財団（MOA美術館）・MOA美術
館香川県児童作品展連絡協議会
☎ 087-886-7224/090-2787-1728
（松本 昇一）

第27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う。

10月24日（土）
10：00～16：00
10月25日（日）
9：00～16：00 
表彰式14：00～

美

丸亀男声合唱団コールメル
☎ 090-6004-2040
（池守 正）

丸亀男声合唱団 
コールメルコンサート2015

丸亀市民会館 大ホール
●丸亀市大手町2丁目4-20
☎ 0877-23-4141

無料 西讃地域、唯一の男声合唱団（創立34年目）の定期コンサート。
2013年から2年ぶりの開催。団員数は創立以来最多の30名を超
えました。地元の女声合唱団「コーロアニーロ」の賛助出演も予定。

10月25日（日）
開場13：30 
開演14：00

梨絵バレエスタジオ
☎ 090-8281-5147

梨絵バレエスタジオ発表会 
「The second 
Performance」

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 ビゼー、ドリーブ、チャイコフスキーの曲に合わせ古典バレエ
や大人の創作バレエ、小さな子供のかわいらしい小作品など
踊る楽しさと美しさをお届け致します。

10月25日（日）
開場13：30 
開演14：00

舞

サロン・エウスン「彩」の会
☎ 090-1326-7675
（矢野）

第21回
サロン・エウスン作品展

香川県文化会館 
県民ギャラリー
●高松市番町1丁目10-39
☎ 087-831-1806

無料 NHK文化センター高松で絵画講座を受講している者、並びに
講座のOBの者で構成した同好会会員約27名が油彩画やアク
リル画を約70点展示する。

10月28日（水）
～11月3日（火・祝）
9：00～17：00 
※初日は13：00から

10月24日（土）、25日（日）
①開場14：30 開演15：00 
②開場17：00 開演17：30 
各回70分程度

美

とらまる人形劇カーニバ
ル実行委員会
☎ 0879-25-0055

とらまる人形劇カーニバル
2015

とらまる公園・とらまる
パペットランド
●東かがわ市西村1155
☎ 0879-25-0055

入場ワッペン400円
（当日500円）
特別公演チケット800円
（当日1,000円）
有料公演チケット300円

とらまる公園全域を会場に、子ども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！

10月30日（金）
～11月1日（日）
10：00～16：00

さとみアートスクール
☎ 080-3168-0714

ちびっこアーティスト 
秋色展
（後期展）

PRIMO PIATTO（プリ
モ・ピアット）
●高松市高松町3004-4
☎ 087-841-8282

無料 3歳以上のさとみアートスクールの生徒さんが、自由に描きま
した作品、油絵・アクリル・水彩・デッサン作品を展示。元気い
っぱい、パワー全開の作品を、沢山の方々に鑑賞して頂けまし
たら光栄です。

10月30日（金）
～11月28日（土）
11：00～23：00 
※15：00～17：00休憩 
毎週木曜日休

美

黒瀬正浩ピアノリサイタ
ル実行委員会
☎ 087-833-9562
☎ 090-7143-8512

黒瀬正浩ピアノリサイタル 
（秋の夜にバッハとロマン派
を…）

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

全席自由1,000円 ピアノのソロリサイタルで、バッハ、浪漫派（リスト、ショパン、
シューベルト）を演奏する。10月30日（金）

開場18：00 
開演18：30

Palazzo Musicale
☎ 087-869-1570

立川美香ピアノトリオの夕べ 
～N響メンバーと贈る至福の
ハーモニー～

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2,500円 
学生（大学生以下）1,000円 
全席自由

香川県出身のピアニストとして、多彩な演奏活動を展開して
いる立川美香が、N響メンバーと共に贈る室内楽の演奏会。ピ
アノトリオの名曲を絶妙なハーモニーでお届けいたします。

10月30日（金）
開場18：30 
開演19：00

NPO法人 さぬきっずコ
ムシアター
☎ 0877-25-0691

丸亀市共同募金助成事業 
たかはしべんコンサート

丸亀市飯山総合保健福
祉センター
●丸亀市飯山町下法軍
寺581番地1
☎ 0877-98-4141

全席自由500円 子どもから大人まで三世代が一緒に楽しむ、笑いと涙のコン
サート。みんなが笑顔でいられるように、どんな人とも手をつ
なぎあえるように、たかはしべんが願いを込めて歌います。

10月31日（土）
開場13：15 
開演13：30

高松テルサ（指定管理者
穴吹エンタープライズ株
式会社）
☎ 087-844-3511

劇団四季出身のミュージカル
落語家三遊亭究斗独演会
ミュージカル落語
「サウンドオブミュージック」

高松テルサ
●高松市屋島西町2366-1
☎ 087-844-3511

2,000円（当日2,500円） 
全席自由 
※未就学児入場不可

劇団四季退団後、落語家に転身し「ミュージカル落語」を新開
拓した高松市出身の落語家である三遊亭究斗氏による公演。10月31日（土）

開場13：30 
開演14：00

芸

芸

SKGジャズオーケストラ
☎ 090-2891-3367
（中井）
☎ 0877-47-2155
（高木）

第53回SKGジャズオーケス
トラ定期演奏会 
50周年記念リサイタル

ユープラザうたづ
●綾歌郡宇多津町浜六
番丁88
☎ 0877-49-8020

大人2,000円（当日2,500円） 
中高生1,000円（当日・前売同じ） 
全席自由（小学生以下の児童
は父兄（保護者）同伴のみ無
料）

これまでの活動の集大成であり、また新たなスタートとして特
別ゲストに日本を代表するサックス奏者マルタ、編曲家の内
堀勝氏、ボーカルの三橋りえ氏を迎え、フュージョンからスイ
ングジャズまで楽しい選曲でリサイタルを開催します。

10月31日（土）
開場18：00 
開演18：30

箏曲宮城会 箱絃会
☎ 087-862-6661
（代表  箱崎 美喜子）

第6回 筝遊会
～秋を謳たう～

高松テルサ音楽祭2015

和太鼓フェスタ夢幻 2015

高松ウインドシンフォニー 
アンサンブル・コンサート 
2015
第14回禅林学園少林寺拳法
演武祭　
「絆」

第6回
「尾﨑史彦とギターに集う仲
間たち」

2015「かがわ第九」演奏会

栗林公園内 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

筝曲には日本の四季、特に春と秋を謳たった曲が沢山ありま
す。実りの秋を言祝ぐ曲や秋のロマンを歌曲風に、虫の音や童
曲等々。音楽に合わせての生け花と秋の風情の名園を併せ、楽
しんで頂きたいと思います。

11月3日（火・祝）
（午前）10：00～12：00 
（午後）13：00～15：00

高松テルサ（指定管理者 穴
吹エンタープライズ株式会社）
☎ 087-844-3511

高松テルサ 展示ホール
●高松市屋島西町2366-1
☎ 087-844-3511

無料 第32回香川ジュニア音楽コンクール各部門の金賞受賞者の
中からグランプリおよび準グランプリを選出する。

11月3日（火・祝）
開場12：30 
開演13：00

和太鼓集団 夢幻の会
☎ 087-874-9980

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（中学生以上）1,000円 
（当日1,200円） 
小学生以下無料 
全席自由

夢幻の会の発表会であり、特別ゲスト「志多ら」の3名の演舞
者の演奏や、和太鼓とのコラボレーション等、今年は唄や三
味線なども含めた2時間のコンサートを行います。

11月3日（火・祝）
開場12：30 
開演13：00

高松ウインドシンフォニー
☎ 090-1328-5963

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

無料 定期演奏会とは一味違った、小編成のアンサンブルコンサート
です。昨年は台風接近の為中止になりましたが、今年もいろい
ろな作品を用意してお待ちしています。団員個々の音色や息
遣いをお楽しみ下さい。

11月3日（火・祝）
開場13：30 
開演14：00

禅林学園高等学校生徒
会
☎ 0877-32-3000

多度津町民会館
●仲多度郡多度津町大
通4-26
☎ 0877-33-3330

無料 『人が人を育てる血の通った師弟一体の教育』をとおして、世
のため人のために汗することのできる人づくりを日々実践して
いる禅林学園高等学校の教育活動の成果を、生徒・教職員に
よる演武の発表を通じて披露します。

11月7日（土）
開場9：30 
開演10：00

パ

セレナータギターアンサ
ンブル
☎ 090-7769-3709

丸亀市立飯山北コミュ
ニティーセンター  
1F多目的ホール
●丸亀市飯山町川原1112-5
☎ 0877-98-6595

無料 
全席自由

クラシックギターを通じた地域の音楽文化振興。ギターアンサ
ンブルのために尾﨑史彦が編曲した曲を、セレナータギターア
ンサンブルが合奏。また尾﨑史彦によるギターソロ。

11月8日（日）
開場13：00 
開演13：30

香川第九実行委員会
☎ 090-3789-8869

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3,500円 
高校生以下1,000円 
全席自由

「みんなで造ろう‼香川の第九」を合い言葉に私たちの手で造
り上げる第九は29回目を迎えます。工芸高校生のデザインは
力作揃い。今年もロビー展・優先席も充実。音楽面は勿論レベ
ルアップ。何卒お楽しみ下さい。

11月8日（日）
開場13：00 
開演14：00

10
月

… その他他… 生活文化生

音
美
他

音
パ

演
パ

音
生

音

株式劇団マエカブ
☎ 090-7572-6104

株式劇団マエカブ 2015 秋 
ヨコクラうどん公演 
「黒猫／四谷怪談」

ヨコクラうどん
●高松市鬼無町鬼無
136-1
☎ 087-881-4471

一律1,000円（前売りのみ） 
全席自由

江戸時代から続く老舗うどん店の店内にて、ホラー作品「四
谷怪談」と「黒猫（エドガ―・アラン・ポ―）」の2作品を演劇と
朗読劇で上演。

音

音

音

音

音

音

音

音

音

2015

演

劇団マグダレーナ
☎ 090-7621-9503沈黙のポセイドン

マリンウエーブ
マーガレットホール
●三豊市詫間町詫間
1338-127 
☎ 0875-56-5111

大人2,000円（当日2,300円） 
高校生以下1,000円

舞台は粟島。カラオケ教室を開いている迪子には心配事が絶
えない。6年前に夫は家を出たままだし、祖母の認知症はひど
くなるし、そんな時西浜に漂着した舷灯の中の軍事ハガキは
70年前に祖母の息子が書いたものだった。

11月7日（土）
開場13：00 
開演13：30

演

かがわ文化芸術祭
K a g a w a  A r t s  F e s t i v a l  2 0 1 5

… 実行委員長おすすめ

ばら香る彫刻展実行委
員会
☎ 087-849-0091花はどこへ行った

高松市塩江美術館
企画展示室B
●高松市塩江町安原上
602
☎ 087-893-1800

無料 現代工芸美術家協会会友、植松昭二の個展と会場入り口の
ウッドデッキでのばらのガ―デンを設営して、来場者の方々に
ばらの香りを楽しみながら作品を鑑賞して頂きます。

10月20日（火）
～10月25日（日）
9：00～17：00 
※最終日は16：00まで

美

第27回MOA美術館香川県
児童作品展 
（観音寺地域展）

公益財団法人 岡田茂吉美術文
化財団（MOA美術館）・MOA美術
館香川県児童作品展連絡協議会
☎ 087-886-7224/090-2787-1728
（松本 昇一）

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丁目
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う。

10月17日（土）
9：00～17：00
10月18日（日）
9：00～15：00
表彰式10：30

美



芸

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

坂出緩衝緑地 管理事務
所 （指定管理者：五栄海
陸興業株式会社）
☎ 0877-45-6820

番の州公園 管理事務所
●坂出市番の州公園5
番地
☎ 0877-45-6820

無料 路傍に転がる木の実がアートに大変身！！指定管理者とボラ
ンティアの協働事業として9回目を迎えます。思わず写真に撮
りたくなる素晴らしい作品を是非一度、御覧下さい。

11月14日（土）
～11月23日（月・祝） 
10：00～15：00

美

アインザッツ
☎ 090-9457-8486

高松テルサ
●高松市屋島西町2366-1
☎ 087-844-3511

無料 
要整理券

高松一高音楽科ピアノ教師全員で構成された＜アインザッツ＞
によるコンサート。メンデルスゾーン厳格なるヴァリエーション、
スクリャービン前奏曲（ソロ）・展覧会の絵（2台）等ピアノの名
曲の数 を々お楽しみください。

11月11日（水）
開場18：00 
開演18：30

創元会 香川支部
☎ 087-865-6185
（事務局  西﨑 正見）

香川県文化会館
●高松市番町1-10-39
☎ 087-831-1806

無料 美術団体の一般社団法人創元会は、毎年4月に東京の国立新
美術館で創元展を開催後、香川巡回展と支部展は、県民の美
術鑑賞に寄与しています。全国公募展に出品を望む志ある各
位に、香川支部入会を、お奨めします。

11月10日（火）
～11月15日（日）
9：00～17：00 
※最終日は16：00まで

美

シンフォニックウインズ
KAGAWA 
MAIL：
infoswk@mf.pikara.ne.jp

シンフォニックウインズ
KAGAWA 
第16回定期演奏会

創元会 香川支部展

アインザッツ 
33rd Piano Concert

第9回 木の実アート展

第27回MOA美術館香川県
児童作品展 
（坂出・中讃地域展）

高松第一高等学校音楽科
第35回定期演奏会

一葉会 筝 Third Concert

第26回定期演奏会

第27回MOA美術館香川県
児童作品展 
（丸亀地域展）
第55回　
市民オペラちぇちぃりぁ公演 
落語ぺら「愛しのマリー」
グループ礫 第44回定期演奏会 
この道はいつか来た道
～山田耕筰没後50年～
舞台芸術振興事業・人形劇
特別公演
『美女と野獣』

四国ジェンベサミット

島田バレエ団・高松交響楽団
による「くるみ割り人形」 
全幕公演

タウンかがわコーラス　
第11回演奏会

人形浄瑠璃　
讃岐源之丞保存会定期公演

第9回
香川県ダンススポーツ交流会

Canti  Regalo （カンティ 
レガーロ） Ⅳ
～歌の贈り物～
第27回MOA美術館香川県
児童作品展 
（高松地域展）

ユープラザうたづのクリスマス 
「まっ白いまっ白いクリスマス」

四国学院大学 身体表現と舞台
芸術マネジメント・メジャー
 『シアタータンク2015』

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番地
☎ 0877-86-6800

一般500円 
高校生以下無料 
全席自由

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下さい。曲は「交響曲0番」「古祀」「スピリ
ティッド・アウェイ《千と千尋の神隠しより》」他。お気軽にどう
ぞ！

11月8日（日）
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）・MOA美術
館香川県児童作品展連絡協議会
☎ 087-886-7224/090-2787-1728
（松本 昇一）

坂出市民美術館
●坂出市寿町一丁目3-35
☎ 0877-45-7110

無料 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う。

11月14日（土）
10：00～17：00
11月15日（日）
10：00～15：00 
表彰式13：00～

美

高松第一高等学校 音楽科
☎ 087-861-0276

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 各種音楽コンクールで優秀な成績をおさめた生徒を中心に選
抜された生徒の独唱・独奏、授業の成果発表としての重唱奏
や合唱など、さまざまな形で本校音楽科生徒の演奏をお楽し
み下さい。

11月14日（土）
開場12：30 
開演13：00

生田流筝曲 一葉会
☎ 0879-25-1818
（代表  大森 翠葉）

高松テルサ
●高松市屋島西町2366-1
☎ 087-844-3511

全席2,000円 筝曲の水野利彦氏、野村倫子氏、尺八の坂田梁山氏、田辺頌
山氏を迎えたコンサート。「音霊」「青い桜」などの水野作品を
中心に、「証城寺のスケルツォ」「泡沫ピーターパン」等、現代
曲を全10曲演奏します。

11月15日（日）
開場13：00 
開演13：30

公益社団法人 瀬戸フィ
ルハーモニー交響楽団
☎ 087-822-5540

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

全席自由
一般3,500円（当日3,800円）
高校生以下1,500円
（当日1,800円）

ロシアの気鋭ワシリー・ワリトフ（指揮）、ヴィクトリア・コルチ
ンスカヤ＝コーガン（ピアノ）を迎え、交響曲第5番（ショスタ
コーヴィッチ）、ピアノ協奏曲第1番（プロコフィエフ）と豪華な
プログラムで開催。

11月15日（日）
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）・MOA美術
館香川県児童作品展連絡協議会
☎ 087-886-7224/090-2787-1728
（松本 昇一）

丸亀市民会館 会議室
●丸亀市大手町2丁目
4-20
☎ 0877-23-4141

無料 丸亀市の小学生より応募された小学生の絵画作品300～400
点の展示と入選作品の表彰及び講評を行う。

11月21日（土）
10：00～17：00 
表彰式11：00～
11月22日（日）
10：00～16：00

美

市民オペラちぇちぃりぁ
☎ 087-865-3953
（事務局  蓮井方）

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2,000円 
学生1,500円 
全席自由

カールマン作曲によるマリッツァ伯爵令嬢より。お金持ちのお
嬢さまが親に決められた結婚に抵抗し、真実の愛に目覚める
までを描くラブコメディ。原作に寄り添い演奏しつつ落語家の
参加によりわかりやすいオペラに。

11月21日（土）
開場17：00 
開演17：30

グループ礫
☎ 090-9778-3208

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

2,500円 
全席自由

山田耕筰没後50年を期に、氏の声楽曲の中で、長く歌い継が
れてきた歌曲や童謡だけでなく、あまり演奏されることのない
舞踏詩劇や歌劇「黒船」も取り上げ、改めて氏が日本音楽界に
残した業績をふりかえる。

11月21日（土）
開場17：30 
開演18：00

一般社団法人パペットナ
ビゲート
☎ 0879-25-0055

人形劇場とらまる座
（東かがわ市とらまるパ
ペットランド）
●東かがわ市西村1155
☎ 0879-25-0055

一般大人2,000円（当日2,500円） 
一般子ども1,200円（当日1,500円） 
会員大人1,200円 
会員子ども700円

2015年の人形劇場とらまる座特別公演事業にて、芸術性の高
い人形劇公演を実施。18世紀フランスの名作を原作とした、人
形劇の醍醐味溢れる舞台公演。
出演：人形劇団ひとみ座

11月22日（日）、
11月23日（月・祝）
開場13：00 
開演13：30

NPO法人 日本アフリカン
ダンス＆ドラム協会
（JADDA）
☎ 080-8639-2681
URL：http://jadda.org

月麻太陽自然道
●綾歌郡綾川町小野
605-4
☎ 087-899-8639

体験ワークショップ、ドラム1,000円
（レンタルドラム500円）、ダンス1,000
円  コンサート：一般3,000円（当日
3,500円）
高校生以下半額　未就学児無料

世界で一番愛されているアフリカンパーカッション、ジェンベ。
四国内外のジェンベバンドが一同に会する年に一回のアフリ
カ太鼓まつり！ロック、ジャズ、ポップス、ブルース、レゲー、ヒ
ップホップの原点はこれだ！！

11月23日（月・祝）
開場12：00 開演14：00
終演予定は21：00
（マルシェは12：00～）

島田バレエ団、高松交響楽団
☎ 087-831-6162
（島田バレエ団）
☎ 090-9550-7441
（高松交響楽団）

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

6,000円（当日7,000円） 
全席自由

バレエ「くるみ割り人形」はクリスマス頃に世界中で上演されて
いる子供から大人まで楽しめるバレエです。創立70周年を迎
える島田バレエ団と高松交響楽団によるグランド・バレエをお
楽しみください。

11月23日（月・祝）
開場12：00 
開演13：00

タウンかがわコーラス
☎ 090-1576-6993

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 結成25年目の女声合唱団です。女声合唱曲「落葉松」をしっと
りと美しく、また、歌い継ぎたいあの歌この歌をテーマに、懐
かしい童謡、フォークソングなどを楽しくお届けします。ぜひ、
お越しください。

11月23日（月・祝）
開場12：00 
開演13：00

讃岐源之丞保存会
☎ 0875-73-3114
（三野町公民館）

インパルみの（三豊市商
工会 インパルみの三野町
複合型商工会館）
●三豊市三野町下高瀬2014-1
☎ 0875-72-5904
（三野町商工会）

無料 
全席自由（200名）

讃岐源之丞が演じるのは文楽として庶民に親しまれてきた古
典芸能（浄瑠璃・三味線・人形の三者が一体となって上演され
るもの）です。座員達が日夜練習に励み、熟度を増した語りや
人形の喜怒哀楽をお楽しみ下さい。

11月23日（月・祝）
開場12：00 
開演13：00

公益社団法人JDSF 香
川県ダンススポーツ連盟
☎ 090-1171-3206 
TEL/FAX：087-870-6268 
（香川県ダンススポーツ
連盟事務局）

香川県青年センター
●高松市国分寺町国分
1009番地
☎ 087-874-0713

【会員】無料 
【当日参加料】1,000円

年齢や性別を超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
として、ダンススポーツ（社交ダンス）を県内に広く普及するた
めの交流会です。

11月23日（月・祝）
開場12：15 
開演12：30

舞

Canti  Regalo 
（カンティ レガーロ）
☎ 090-8979-8206
（吉本）

サンポート高松　
第1小ホール
●高松市サンポート2-1
☎ 087-825-5000

全席自由 1,000円
（前売りなし）

香川県内外で活躍する声楽家10名が組むカンティレガーロは、
今年の演奏会で4回目を迎えます。Ⅰ部のガラコンサートでは、
音楽史に沿ったオペラアリアを、Ⅱ部では、オペラ「コジ・ファン
・トゥッテ」をお贈りします。

11月23日（月・祝）
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）・MOA美術
館香川県児童作品展連絡協議会
☎ 087-886-7224/090-2787-1728
（松本 昇一）

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

無料 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点を展示し表彰と美育セミナーや講評を行う。11月23日（月・祝）

14：00～15：30 
表彰式14：00～

美

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　
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

無料 まっ白いまっ白い雪の降る日のクリスマスを表現したイラスト
と、しんしんと降り積もる雪の世界をエントランスホールの空
間を生かした展示で表現します。今年も地域の皆様といっし
ょに楽しむ企画です。お楽しみに！

11月25日（水）
～12月25日（金） 
9：00～21：00

美

四国学院大学身体表現と舞
台芸術マネジメント・メジャー
☎ 0877-62-2324
MAIL：sipa@sg-u.ac.jp
（四国学院大学パフォーミン
グ・アーツ研究所（SIPA））

四国学院大学
ノトススタジオ
●善通寺市文京町3-2-1
☎ 0877-62-2324

無料 四国学院大学教員が、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、じっくりと創作するダ
ンスと演劇の公演。

11月26日（木）
～11月28日（土） 
公演時間未定

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

12
月

一般財団法人 細川流盆
石 香川県支部
☎ 0875-27-6397

細川流盆石展

第4回・レインボーアート・
太田中央・キッズアート展

シュープリーム・ダンス・カン
パニー プロデュース 
Vol.1「シャドー」

第39回
四国学院大学メサイア演奏会

愛歌会25th　
「冬のウォームハートコンサ
ート」

第4回親子アート＆てんとう
虫・作品展

合唱団ミュージックウェイ
2015コンサート

小曽根 真　
クリスマス・ジャズコンサート

香川が大好きな子供達が描
いた 香川の風景画＆油絵展

四国学院大学 身体表現と舞台
芸術マネジメント・メジャー3期生 
卒業公演 『ペチカ』

See you again 
～花のクリスマスキャロル～

白井奈緒美サクソフォーン
リサイタル7 
～輝～

丸亀市民吹奏楽団 
第42回定期演奏会

第12回香川短期大学ダンス部
＆ ダンスゼミ定期公演

Kagawa Brass Rings 
第12回定期演奏会

シルヴィ・ギエム＆
東京バレエ団全国縦断公演

マイシアター高松
第285回鑑賞例会
『てぶくろ』

Wind Ensemble 幸　　
第4回Dream Concert

ミュージカル
「金色のステッチ」

雅之郷
●観音寺市八幡町2-12-50
☎ 0875-25-6660

無料 幅70cm位の黒いお盆の上に自然石を置いて山 を々表し、羽根や箒
で波や川を描くことで雄大な景色ができます。大きな風景をお盆の中
でまとめるので、日本古来の縮景芸術として伝統を守ってきました。

12月1日（火）
～12月7日（月） 
10：00～16：00

美

香川大学吹奏楽団
☎ 090-5090-8471

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

大人500円 
高校生以下無料

私たちの団は1年の集大成として毎年定期演奏会を開いてお
り、今年で第45回目を迎えます。チャイコフスキー作曲「1812
年」や吹奏楽曲、皆さんになじみのあるポップス曲など様々な
曲を演奏します。

11月29日（日）
開場17：30 
開演18：00

あやうたコンサート倶楽
部・綾歌吹奏楽団
☎ 080-6375-9732
（団専用）

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番地
☎ 0877-86-6800

大人500円（当日600円） 
子ども300円（当日400円）

「魔女の宅急便コレクション」「I Got Rhythm]「レ・ミゼラブル」
等、皆様お聞き馴染みのある曲をお届けします。 ドラマティッ
クな「GRよりシンフォニックセレクション」も、ぜひお楽しみく
ださい。

11月29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

マイシアター高松特別公演 
『松元ヒロ ソロライブ』

綾歌吹奏楽団 
第17回定期演奏会

香川大学吹奏楽団 
第45回定期演奏会

香川県文化会館 
芸能ホール
●高松市番町1-10-39
☎ 087-831-1806

ペア券2,500円 
シングル券1,500円

人に見立てた日本国憲法になりきるネタ、憲法くん、アベノミ
クスや秘密保護法の可決、tpp、世界情勢…今の日本をするど
い切り口で笑い飛ばすヒロさんのソロライブです。テレビでは
絶対観られないお笑いをどうぞ！

11月28日（土）
開場18：15 
開演18：30

太田中央コミュニティセ
ンター
☎ 087-867-3396

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

無料 太田中央コミュニティ・子供絵画教室作品展。三好里美指導の
もと、3歳以上の感性豊かな生徒さんの作品を展示。自由で、
心暖まる美しい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4日（金）
～12月15日（火） 
9：00～17：00 
※月曜日休

美

シュープリーム・ダンス・
カンパニー
☎ 090-1576-4861

高松市生涯学習センター
「まなびCAN」 
多目的ホール
●高松市片原町11-1
☎ 087-811-6222

一般3,000円（当日3,300円）、小人
（小学生以下）1,800円（当日2,100
円）、ペア券（一般）5,000円、親子
券（一般と小人ペア）4,000円、全席
自由、ペア券と親子券は前売りのみ

何時も通る教会の壁に小さな黒い影が表れる。鐘が鳴り響く
と何処からともなく謎の老婆が現れ、長い長い物語を話し始め
る…。それは70年前…約束の場所で待ち続ける少女の物語。
芝居とダンスで綴ります。

12月4日（金）
開場18：30 開演19：00 
12月5日（土）
開場13：00 開演13：30

パ

四国学院大学クリスマス
・プロジェクト委員会
☎ 0877-62-2158

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

一般2,500円（当日2,800円） 
学生800円（当日1,000円） 
ペア券4,500円（当日券なし）

第39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。

12月5日（土）
開場17：00 
開演17：30

愛歌会
☎ 090-3786-6991

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 愛染千絵子門下『愛歌会』にて声楽やピアノ等を楽しみ学ぶ
一般音楽生と、舞台演技等を学ぶ研修生、ゲスト奏者による
クラシック、イタリア歌曲、オペラアリア、ミュージカル曲、日
本歌曲、抒情歌等の成果コンサート。

12月6日（日）
開場13：00 
開演13：30

公益財団法人丸亀市福
祉事業団
☎ 0877-98-3319 
FAX：0877-98-3845

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

無料 本年度で4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才迄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来て下さい。

12月9日（水）
～12月20日（日）
9：00～17：00 
※12月14日（月）休

美

合唱団ミュージックウェイ
☎ 087-865-6849

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

1,000円 
高校生以下無料 
全席自由

1部は、故郷を懐かしみ、日本の唱歌に浸り、2部は、イギリス
名歌から、スコットランド民謡を楽しみ、3部では、吉野弘作詞
・高田三郎作曲「心の四季」を混声合唱で、高らかに歌いあげ
ます。

12月12日（土）
開場13：30 
開演14：00

アルファあなぶきホール
☎ 087-823-5023

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（代）

S席5,500円 
A席4,500円 
全席指定

日本を代表するジャズピアニスト・小曽根真が率いるカルテッ
ト。大人の素敵なクリスマスを演出します。メンバーはエリッ
ク宮城、中村健吾、高橋信之介。

12月12日（土）
開場17：30 
開演18：00

さとみアートスクール
☎ 080-3168-0714

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

無料 香川が大好きな感性豊かな子供達が描いた、香川県内の素敵
な風景画を展示。他に、さとみアートスクール＆ちびっ子アーテ
ィストサークルの生徒たちの油絵作品も展示。沢山の方々に
鑑賞して頂けましたら光栄です。

12月15日（火）
～12月22日（火） 
10：00～17：00 
※最終日は15：00まで

美

四国学院大学身体表現と舞
台芸術マネジメント・メジャー
☎ 0877-62-2324
MAIL：sipa@sg-u.ac.jp
（四国学院大学パフォーミン
グ・アーツ研究所（SIPA））

四国学院大学 
ノトススタジオ
●善通寺市文京町3-2-1
☎ 0877-62-2324

一般800円（当日1,000円） 
学生500円（当日800円） 
ペアチケット800円（予約限定）

悩みながらも適当に？強く？平成を生きる若者。演劇と音楽を
ベースに平成の社会問題や恋愛事情をかなり大胆にアプロー
チ！？いいとこどりのエンターテイメント。歌って踊って笑って
・・・、もやもやする。

12月17日（木） 19：00～
12月18日（金） 19：00～
12月19日（土）
             14：00～、19：00～
12月20日（日） 14：00～

森美津子フラワースクール
☎ 087-885-0082

JRホテルクレメント高松 
1階ロビー
●高松市浜ノ町1-1
☎ 087-811-1111

無料 クリスマスキャロルをテーマに、見応えある大作から、身近に感
じられるテーブルフラワーや壁面飾り他を、フラワーデザイン
で表現します。会場全体から、今にもクリスマスキャロルが流
れてきそうな、楽しい空間を演出します。

12月19日（土）、
12月20日（日）
終日

Sプロジェクト
☎ 090-4789-5210

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2,000円 
学生（中・高・大学生）1,000円 
全席自由

白井奈緒美は香川県を拠点に活動するサクソフォーン奏者。
今年はバロック音楽のJ.Sバッハ、ヘンデルの生誕330周年を
迎える。何百年経っても音楽は残り、現代音楽のPブーレズの
作品を通し音楽の歴史の輝きを伝える。

12月19日（土）
開場18：30 
開演19：00

丸亀市民吹奏楽団
☎ 090-8285-5345
（事務局  山根）

丸亀市民会館 大ホール
●丸亀市大手町2丁目4-20
☎ 0877-23-4141

一般1,000円 
学生（中・高生）500円 
小学生以下無料　
全席自由

第1部は、吹奏楽オリジナル曲、クラシックアレンジ曲を。第2
部は、丸亀市少年少女合唱団・丸亀女声合唱団の皆さんと吹
奏楽と合唱のコラボの曲を中心に、楽しいコンサートを企画し
ています。

12月20日（日）
開場13：30 
開演14：00

香川短期大学
☎ 0877-49-8049

香川短期大学1階講堂ホール
●綾歌郡宇多津町浜一
番丁10番地
☎ 0877-49-5500

無料 
全席自由

「君がいたから」をサブテーマに、子どもから大人まで楽しめる
様々なジャンルのダンス10作品（予定）を発表します。12月20日（日）

開場13：30 
開演14：00

Kagawa Brass Rings
（香川ブラスリングス）
☎ 090-7148-5085
（事務局）

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 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
る団体の枠を超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、「ジュビリー序曲」、「エクスカリバー」他で
す。

12月23日（水・祝）
開場13：30 
開演14：00

RSK山陽放送、アルファ
あなぶきホール
☎ 087-823-5023
（アルファあなぶきホール）

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（代）

S席17,000円
A席13,000円 
B席8,000円
C席5,000円 
全席指定

バレエ界のスーパースター・シルヴィ・ギエムが遂に引退！代
名詞とも言われる「ボレロ」が観られる最後のチャンス！100年
に1人の天才と称されるギエムの姿を目に焼きつけて下さい。

12月23日（水・祝）
開場16：30 
開演17：00

特定非営利活動法人マイ
シアター高松
☎ 087-868-2251

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

会員無料 
（一般3,000円）

真冬の森の中でおじいさんが落としたてぶくろに、ねずみ、か
える、うさぎ…森の動物たちが次 と々入っていきます。てぶくろ
はどんどんふくらみ、今にもはちきれそう！世界中で親しまれ
ている、ウクライナ民話です。

12月26日（土）
①開場14：15 開演14：30
②開場18：15 開演18：30

Wind Ensemble 幸
☎ 090-5144-7487

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 吹奏楽によるアンサンブルコンサートです。ポップスからクラ
シック、アニメソングなど、様々なジャンルの音楽をお楽しみ
いただけます。今年は、過去の吹奏楽コンクール課題曲も演
奏します。

12月26日（土）
開場17：30 
開演18：00

劇団プチミュージカル
☎ 0879-42-3567
（事務局  中川建材店内）

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

シングル1,800円（当日2,000円） 
ペア3,000円（当日券なし） 
全席自由

新作ミュージカル「金色のステッチ」の初演。子どもたちが、ひ
とつのランドセルを通して、物づくりに全霊を傾ける革職人の
生き方を学ぶハートフルホームコメディ。

12月27日（日）
開場17：00 
開演17：30
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Ensemble Un Settimo 
Special Concert

Ensemble Un Settimo
☎ 090-2891-1795

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

大学生以上1000円（当日1,500円）
学生800円（当日1,000円）
全席自由

県内外で活躍する13名のトロンボーン、ユーフォニアム奏者の
アンサンブルの演奏会。暖かく輝かしいハーモニーはこれらの
楽器独特のものです。ぜひこの響きを体感してください。

12月29日（火）
開場18：00 
開演18：30

演
パ

愛歌会25th公演　
「和SANBON」　
～歌い舞い戯る～

愛歌会
☎ 090-3786-6991

香川県立ミュージアム 
講堂
●高松市玉藻町5-5
☎ 087-822-0002

大人1,500円 
中学生以下1,000円 
全席自由

日本歌曲・古典舞踊・戯曲朗読劇の三本立て公演。歌曲は生
演奏にのせた創作舞踊も披露。古典舞踊は御祝儀舞い三題。
戯曲は泉鏡花より。県在住他の声楽家や演奏家・舞踊家・愛
歌会オペレッタミュージカル生らが出演。

11月8日（日）
開場13：30 
開演14：00

音
舞
演


