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かがわ文化芸術祭｜

かがわアートナビでは、香川県内で開催されるさまざまなアートイベントを紹介しています。
イベント主催者の方も手軽にイベント登録できるようになっておりますので、
どんどん利用して、香川県のアートを盛り上げていきましょう。

高松国分寺ホール

坂出市ふれあい会館

香風園

6 28

Kagawa A r t s Festival 2016
かがわ文化芸術祭のイベント情報は“かがわアートナビ”
ホームページでも発信しています！
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かがわ文化芸術祭 2016

Kagawa Arts Festival 2016 | 2016 年

10 月 1 日

土

〜 12 月31 日 土

かがわアート88プロジェクト

｢誰もが気軽に参加できる文化芸術の祭典｣を具体化するため、
「かがわアート８８プロジェクト｣として、
県内各地で行われる公演･行事とのネットワークの強化や、暮らしに直結した文化的行事などと連携し、
県内各地で、多彩な文化芸術活動を展開していきます。
（香川短期大学 ビジュアルメディアデザインコース）

原画作成：稲井 梨穂

かがわ文化芸術祭 2016

Kagawa Arts Festival 2016

かがわ演劇祭 C

MAP

今年も10月1日
（土）
から12月31日
（土）
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2016」
が開催され
ます！主催公演・行事は、
シェイクスピア没後400年を記念して、演劇祭を中心とした様々なジャンルのアート表現に取り組みます。
｢香川県芸術祭｣は、県内の創造的、意欲的な芸術文化活動を奨励し、本県の芸術文化の振興に資することを目的に昭和33年から開催してきた。こ
れまで、団体の枠やジャンルの違い、プロとアマの壁など様々な枠を越えた交流を通して、新しい芸術文化を創造し、また、県内の芸術文化活動を
広く県民に紹介するなど、重要な役割を果たしてきた。
また、節目ごとに検証と見直しを行い改善を重ねながら、昭和62年に第30回を迎え、｢香川芸術フェスティバル｣として実施し、平成20年に第50回
を迎え、それを機に、芸術文化の高みを目指す活動とともに、
より広範な人々とともにある文化芸術活動へも領域を広げ、誰もが気軽に参加できる
文化芸術の祭典を目指して、｢かがわ文化芸術祭」
として新たな歩みを続けている。

香川県内で活躍している劇団やパフォーマンス集団が一堂に会する、
かがわ演劇祭を実施します。
ボル化し、上昇をイメージ
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）

場

所｜ 栗林公園 商工奨励館 北館

●seeeeesaws@gmail.com
（即興劇団シーソーズ）
、Facebook／twitter:
「即興演劇シーソーズ」
で検索、
090-8282-9189
（金川）
、http://xingsmile.ashita-sanuki.jp/
（あそび創造集団クロッシング）

A

11月19日（土）

12：00〜13：00 ●高齢協劇団 エルダー・キャッツ ●「善根宿に星が降る」 ●一般 1,000円、高校生以下 800円 ●090−1003−8568(小西）、k-konishi@deko.co.jp
15：00〜16：00 ●シアタービートニクス ●「コントライブ それはまた別の話」 ●一般 1,000円、高校生以下 800円 ●090-1173-7650(はた)
16：30〜17：30 ●高松高校演劇部 ●「自分のこともわからないのに、」 ●無料 ●★A-1

講

「The New World」
「花散る」
「兄上、上洛して下さい。」 ●一般 1,500円、高校生以下 1,000円
12：30〜13：30 ●株式劇団マエカブ ●マエカブ短編演劇セレクション

萬谷 勝（珈琲物語パティシエ） 梶谷 憲一（珈琲物語バリスタ）

師｜ 萬谷 勝（珈琲物語パティシエ）、梶谷 憲一（珈琲物語バリスタ）

申込
方法

11月20日（日）

開会 13：30

参加費｜ 2,500円（軽食とお菓子、ソフトドリンク、栗林公園入園料込み）

場所：香川県文化会館 3階 芸能ホール

19：30〜20：30 ●即興劇団シーソーズ、あそび創造集団Xing ●「シーソーズ×Xingインプロショー」 ●一般 1,000円、高校生以下 800円

いての講座を開講します。

受付開始 12：30

日時・出演団体・演目・料金・お問い合わせ先
（★は下記参照、要申込）

演劇祭公演 カラーズ・オブ・シアター

します。デザートタイムには、シェイクスピアが生きていた16世紀イギリスのお菓子につ

時｜ 10 月1日(土)

品の観方や演劇を観る楽しさを学ぶことを目指すプログラム
「シアター・ゴー・プログラム」
も実施するなど、
多種多様な演劇をお楽しみください。

11月18日（金）

かがわ文化芸術祭の開幕行事として、関係者が一堂に会するガーデンパーティーを開催

日

で活動する劇団やパフォーマンス集団の代表者によるディスカッションも開催。同時に、
参加公演や講演会、
ディスカッションを鑑賞・受講し、
舞台作

１．
演劇祭公演・講演・シンポジウム

MAP

シェイクスピアはこんなお菓子を食べていた！
？

にまとめて上演し、
舞台を様々な色に染め上げます。また、
プロの劇作家・演出家による講演会、
県内

する三角形の鋭利形、そ

かがわ文化芸術祭実行委員会 主催公演・行事
ガーデンパーティー かがわアート塾 vol.14

様々なジャンルの演劇を
「カラーズ・オブ・シアター Colors of Theater」
と題してそれぞれ1時間以内

アート
（ART）のAをシン

開幕行事・かがわアート塾企画実施委員会
ホームページ：http://art.ashita-sanuki.jp/

かがわアートナビホームページ
（http://www.kagawa-arts.or.jp/）
、
または香川県内各地で配布されている申込
書にご記入のうえ、郵送、FAX、
またはメールにて送付ください。
（申込締切 9月15日
（木）
必着）

●info@maekabu.main.jp、090-7572-6104
（代表 岡田）
、http://maekabu.main.jp

17：30〜18：30 ●半熟姉妹 ●ドラマリーディング「4 nights with 世阿弥」 ●一般 1,000円、高校生以下 800円

●090-2895-5521
（19：00〜22：00）
、anryou@hotmail.com、https://www.facebook.com/hanjyukushimai/home

19：30〜20：30 ●team.イースプラス ●「讃州丸亀烈女仇討ち伝〜尼崎里也〜」 ●一般 1,000円、高校生以下 800円
●utinku.kikaku@gmail.com
（うちんく企画）
、setouchiswordplay.blog.fc2.com
（瀬戸内殺陣の会）

11月25日（金）

20：00〜21：00 ●サラダボール ●「サラダボール短編集2016」 ●一般 1,500円、高校生以下 1,000円
●090-3548-6388
（西村）
、http://saladball.info、saladball@gmail.com

11月26日（土）

「
、土神と狐」 ●一般 1,000円、高校生以下 800円 ●http://revolution-kaitenmokuba.jimdo.com
12：30〜13：30 ●劇団回転木馬 ●「シグナルとシグナレス」

お問い かがわ文化芸術祭実行委員会事務局
合わせ ☎ 087-832-3785 FAX 087-806-0238

（しゃけつ） ●一般 1,500円、高校生以下 1,000円 ●090-7621-9503
（大西）
、magdarene@dream.com
17：30〜18：30 ●劇団マグダレーナ ●「瀉血」

MAIL info@kagawa-arts.or.jp

講演

11月19日（土）19：00〜20：30

シェイクスピア没後400年を記念して、喜劇「お気に召すまま」のオペラ化に挑戦

場所：香川県社会福祉総合センター
7階 第二中会議室
●講師 安田雅弘
（劇団山の手事情社 演出家）
●テーマ
「大人のためのエンゲキのアレコレ」
●無料 ●★B-1

し、台本、作曲、演出、出演等すべて香川ゆかりの人々による公演を開催します。

シンポジウム

オペラ「お気に召すまま」B

MAP

台本：山本 恵三

作曲・指揮：大山 晃

キャスト ロザリンド：林 里美

オーランドー：若井 健司

フレデリック：長船 伸夫
合唱：
「お気に召すまま」
合唱団

演出：喜田 健司
シーリア：三木 ゆり

元公爵：三木 伸哉

管弦楽：高松コンテンポラリーソロイスツ

舞踏：公認 島田芸術舞踊学校
（振付：島田博美） 児童合唱：コール・ジュニア高松
（指導：石井真紀）

日

場

写真は、かがわ文化芸術祭2014主催公演
「シェ
イクスピア音楽の夕べ」
において、主要部分のみ
を演奏会形式で初演した演奏風景です。

時｜11 月27日(日)

開場 13：30

開演 14：00

所｜レクザムホール（香川県県民ホール）小ホール

入場料

｜

一般 当日 3,000円／前売 2,500円

高校生以下 当日 2,000円／前売 1,500円

またはレクザムホール
（香川県県民ホール）
☎ 087-823-5023

1

Kagawa Arts Festival 2016

かがわ演劇祭の参加作品を鑑賞し、
また、講演とパネルディスカッションを受講することで、演劇を観る楽しみを発見することをめざすプログラムです。
｜
参 加 対 象 演劇に興味がある人 定員30名程度
参 加 条 件｜①かがわ演劇祭の参加作品を観劇し、講演及びシンポジウムを受講する。 ②簡単な報告書（感想）
を提出する。
参
加
費｜すべて無料
お問い合わせ｜★B-3（下記参照、要申込）

カフェ
「umie」
公演「あいまいさは罪じゃない」

出家、出演者による演劇公演を開催

お問い合わせ

します。喫茶店を舞台にあいまいな
若者たちの人間模様を描きます。
【プレイガイド】 レクザムホール
（香川県県民ホール）☎087-823-5023／チケットぴあ ☎0570-02-9999／デューク
ショップ高松店 ☎087-821-2345／香川県庁生協 ☎087-832-3822／高松市役所生協 ☎087-839-2043／楽器堂
OPUSイオンモール高松店 ☎087-832-8016／竹内楽器 ☎087-862-5009／ミヨシヤ楽器店 ☎0877-25-1234／
マリンウェーブ ☎0875-56-5111／ミュージックセンターオオサカヤ観音寺本店 ☎0875-25-2201

場所：香川県文化会館 3階芸能ホール

2．
シアター・ゴー・プログラム（演劇を学ぶプログラム）

事業として、香川ゆかりの劇作家、演

を加え、
「オペラ」
として創りあげました。

©Scott Eastman

場所：瓦町FLAG 8階
アートステーション 多目的スタジオ
●講師 三浦基
（地点 演出家）
●テーマ
「演劇の楽しみ方−観ること、つくること−」
●無料 ●★B-2

●地域劇団の代表者によるディスカッション ●テーマ
「演劇の力」 ●無料
（事前申込不要。当日会場までお越しください。）

瀬戸内国際芸術祭パートナーシップ

今回は、新たに舞踏や合唱、衣装や舞台美術等

オペラ
「お気に召すまま」
企画実施委員会
☎ 090-9454-9932
（大山）

11月20日（日）20：30〜21：15

11月26日（土）15：00〜16：30

★

お問い合せ
お申し込み

瀬戸内国際芸術祭2016パートナーシップ事業

作：山本恵三
（劇作家）
／演出：西村和宏
（サラダボール主宰）

10月7日（金）19：00〜20：00／10月15日（土）17：00〜18：00／20：00〜21：00
「umie（ウミエ）
（
」高松市北浜町）
場
所｜ 北浜アリーのカフェ
料
金｜ 一般 2,500円／高校生以下 1,500円［1ドリンク付き］
お問い合わせ｜ ★A-2（下記参照、要申込）

かがわ演劇祭企画実施委員会
※お申し込み方法

MAIL engeki.kagawa@gmail.com

KITAHAMA umie

☎ 080-3925-0481

①ナンバー
（A-1、A-2、B-1、B-2、B-3）
と公演名または講座名

②氏名
（ふりがな） ③連絡先

（携帯電話） ④席数
（A-2は一般か高校生以下も）
を明記のうえ、
メールまたはお電話にてお申し込みください。
主催公演・行事

2

素晴らしき世界！アートコンポ2016
〜All the world s a stage〜

かがわ文化芸術祭2016 ポスター原画受賞作品決定＆ポスター原画展開催

MAP

D

最優秀賞

シェイクスピアの戯曲
「お気に召すまま」
をテーマに、出品者が物語から受けたインス

今回のポスター原画募集は、134点の応募があり、最優秀賞として稲井梨穂さんの作品が選ば
れました。また、最優秀賞をはじめ、入賞・入選者の作品48点による原画展を開催します。

ピレーションを自由に表現した絵画作品を展示します。

1

日

2

日
場

場

優 秀賞

7
〜11 20
｜ 11
6：00〜20：00
所 高松空港「SKY MUSEUM」
｜ 国際線出発ロビー（2階）
時

月 日(月)

月

日(日)

※最終日は17：00まで

時｜ 11 月23日(水・祝)〜11 月27日(日) ［予定］
所 レクザムホール（香川県県民ホール）大ホール棟
エントランスロビー踊り場 ※一部空港の作品も展示

｜

●入場料：無料

●出品者：国内外の作家、美術大学生、高校生

ワークショップ
「飛び込もう！シェイクスピアワールド！」

稲井 梨穂

シェイクスピアに関する絵を描き巨大なボックスに貼り付け、それらを組み合わせて展

【作品説明】演劇舞台の一場面をイメージした作品を制作しました。
シェイクスピア没後400年ということで、文字で表現した緞帳とス
ポットライトには、
シェイクスピアの作品名や、作品に出てくる台詞が
かくされています。音符、
トゥーシューズ、仮面など、演劇だけでない
様々な芸術を表すモチーフを配置し、
芸術の多様性を表現しました。

10月15日（土）
・10月16日（日）10：00〜15：00

お問い合わせ

アートコンポ香川企画実施委員会

小川 百統子

河原 愛子

高橋 佳世

坂出市・吉田愛服飾専門学校

高松市・香川短期大学

高松市・香川短期大学

高松市・香川短期大学

示します。観る人が｢お気に召す｣シェイクスピアワールドを繰り広げます。

●場所：さぬきこどもの国 研修室
●ワークショップ対象：年齢不問 ※小学生以下は保護者同伴
●定員：各日15名 ※要予約

綾野 心春
丸亀市・丸亀市立飯山南小学校

奨 励賞
一宮 加奈
高松市

大澤 愛梨
丸亀市

大廣 美佳
京都府京都市

木下 佳威

奈良県大和高田市

小池 夏海
愛媛県松山市

小林 愛生
高松市

福家 未来
高松市

アートコンポ2015 高松空港 国際線出発ロビー(2階)
MAP

かがわ文化芸術祭2016ポスター原画展

☎ 0877-46-9195
（21国際交流芸術学院内）

会 期｜11 月8日(火)〜11 月30日(水)
場 所｜香川県立ミュージアム

街角アートパフォーマンス2016 E

MAP

お問い合わせ

｜

F

開 館 時 間｜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
入 場 料｜無料

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

瀬戸内国際芸術祭2016パートナーシップ事業

「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、一般公募で集まった様々なジャンルの出演者
が表現活動を繰り広げます。また、高松会場では、シェイクスピア没後400年にちな
街角アートパフォーマンス2015 東讃会場

み、
シェイクスピア作品の朗読も披露されます。

瀬戸内国際芸術祭2016パートナーシップ事業

「瀬戸内国際芸術祭2016作品鑑賞パスポート」
を購入した際に付いてくる、
「KAGAWA STAMP DIARY」
（スタン
プ台紙）
をお持ちの方は、瀬戸内国際芸術祭2016パートナーシップ事業のスタンプラリーに参加できます。パート

東讃会場

ナーシップ事業の各会場に設置されているスタンプを集めて応募すると、抽選で様々なプレゼントが当たります。

日

時｜ 10 月15日(土)

場

所｜ 東かがわ市交流プラザ（東かがわ市湊1806-2）

13：00〜15：00（予定）

かがわ文化芸術祭2016は、
このパートナーシップ事業に位置付けられており、
フラッグマーク
「

」
の付いた主催

公演・行事や参加公演・行事の各会場にスタンプを設置しています。
かがわ文化芸術祭2016と瀬戸内国際芸術祭2016を合わせてお楽しみください！

高松会場

街角アートパフォーマンス2015 高松会場

日

時｜ 10 月23日(日)

場

所｜ 市民交流プラザIKŌDE瓦町
（高松市常盤町1丁目3番地1 瓦町FLAG 8F）

13：00〜15：00（予定）

■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、

西讃会場

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、

日

時｜ 10 月30日(日)

場

所｜ 三豊市市民交流センター（三豊市豊中町本山甲192-1）

13：00〜15：00（予定）

●参加料・入場料ともに無料

街角アートパフォーマンス2015 西讃会場

■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

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

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
（香川県文化振興課内）☎ 087-832-3785
かがわ文化芸術祭ホームページ http://www.kagawa-arts.or.jp/88/ かがわ文化芸術祭｜

検 索

※公演・行事の変更などの情報はホームページに記載しています。

3

Kagawa Arts Festival 2016

主催公演・行事

4

かがわ文化芸術祭 2016
音 音楽

舞 舞踊

演 演劇

映 映像・放送

文 文芸

パ パフォーマンス

日 時

MAP

10 10月1日（土）
月

〜10月30日（日）

11：00〜23：00
※15：30〜17：00 休憩
※木曜定休

10月4日（火）
〜10月16日（日）
9：00〜17：00
※最終日は15：00まで

10月8日（土）
〜10月10日（月・祝）

9：30〜21：00
※開催時間は講座毎に異なる

10月8日（土）
〜10月30日（日）
9：00〜17：00
※初日は13:00から

10月8日（土）
開場 18：00

開演 18：30

10月10日（月・祝）
開場 14：00

開演 14：30

10月13日（木）
開場 13：00

開演 13：30

10月14日（金）
〜10月23日（日）
9：00〜17：00
※最終日は16：00まで

10月16日（日）

開場 12：30 開演 13：00
コンサート後にゲストによる
講習会 15：00〜17：00

10月16日（日）
開場 12：30

開演 13：00

10月16日（日）
開場 13：00

開演 13：30

10月16日（日）
開場 13：30

開演 14：00

10月19日（水）
〜10月31日（月）

10：00〜17：00 火曜日休館
※最終日は15:00まで

1

2

部門

美

10月23日（日）
9：00〜15：00
表彰式 10：30〜

10月22日（土）
10：00〜16：00
表彰式 13：30〜

10月22日（土）
開場 10：15
開演 ①10：30
③14：50

5

②12：40

写 写真

各公演・行事の詳細はホームページにも掲載しています。

生 生活文化

他 その他

http://www.kagawa-arts.or.jp/88/

イベント名

ちびっ子アーティスト・
お兄さんお姉さん展
（前期展）

演

3

パ

演劇大学 in さかいで

他

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

美 現代童画の世界展2016

音 東京楽所による爽秋の雅楽

音 第26回 TUTTIコンサート

演

14

15

16

Kagawa Arts Festival 2016

一人二役
〜殺したいほどジュテーム〜

第22回

美 高松テルサ勤労者美術展
音

第2回 Wel叶夢コンサート
（うえるかむコンサート）

芸 和太鼓フェスタ夢幻
一絃琴一遙会

音 創立二十周年記念

第十回 一絃琴演奏会

音
美

宮本早苗 ソプラノリサイタル
〜歌のよろこび Charme de chant〜
アトリエ ル・レザン
ステンドグラス教室 作品展
第28回MOA美術館香川県

美 児童作品展

(観音寺地域展）
第28回MOA美術館香川県

美 児童作品展

（小豆島地域展）

映

参加公演・行事 CALENDER

美 美術

美 第31回 絵画サン展

10月22日（土）
9：00〜17：00

芸 芸能

Kagawa Arts
Festival
2016

映画
「すれ違いのダイアリーズ」
上映会

会

場

入場料

内

容

主催・問い合わせ

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

本年で32年目を迎える、
さとみアートスクー
ル。11歳以上の生徒達による、高松＆丸亀の
両教室の合同絵画展。自由で個性溢れる作
品を鑑賞してください。沢山の方々のご感想
をお聞かせください。

さとみアートスクール
☎ 080-3168-0714

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

さぬき市､東かがわ市に在住・活動する絵画
作家の有志16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40点程度です。ぜひご高覧ください。

東讃絵画美術協会
☎ 090-9453-7022

無料

大人
1,000円〜3,000円程度
こども
500円〜2,000円程度
※講座により異なる
シンポジウムや発表会
など、一部無料

演劇大学では3年に亘り、幅広い世代の参加
を目標に、様々な講座を開催します。今年は
俳優・戯曲・こども向け等多様な講座を開催
します。未経験者でも気軽に参加でき演劇に
ついての知識や技術を学ぶことができます。

坂出市民美術館
▶坂出市寿町一丁目3番35号
☎ 0877-45-7110

無料

ナイーブ系美術作家の選抜展として、70人 坂出市／坂出市教育委員会
の多彩な作品が全国より集まる。写実画・社 ／坂出市民美術館
会風刺・漫画的戯画・幻想の世界など、個性 ☎ 0877-45-7110
の強い描写の手法は見ごたえ十分。併催す （坂出市民美術館）
る公募ジュニア展では児童画も楽しめる。
世界最古のオーケストラ雅楽。宮内庁式部 【主催】あなぶきエンタテイ
職楽部のメンバーを主体に結成された、東京 ンメント株式会社
楽所による、雅な演奏をお楽しみください。 【 問 い 合 わ せ 】県 民 ホ ー ル
サービスセンター
☎ 087-823-5023
受付時間 10：00〜18：00

東かがわ市交流プラザ
▶東かがわ市湊1806-2
☎ 0879-26-1224

クラシック音楽を身近に感じ、楽しんでいただ
けるコンサートです。
クラシックの名曲から馴
染みのある曲まで、
生演奏でお届けします。ゲ
ストの東かがわ市立白鳥中学校吹奏楽部の
フレッシュな演奏もお楽しみください♪

高松テルサ
展示ホール
▶高松市屋島西町2366-1
☎ 087-844-3511
高松国分寺ホール
▶高松市国分寺町新名430番地
☎ 087-875-0162

無料

800円
（コンサートのみ）
3,000円
（コンサート＋講習会）
全席自由

香川県文化会館
3階 芸能ホール
▶高松市番町一丁目10番39号
☎ 087-831-1806

無料

一絃琴一遙会創立20周年・第10回一絃琴演
奏会。20周年記念委嘱曲、
「丹頂鶴」
の演奏。
演奏とお点前の初コラボレーションの試み。
お点前は中学生。
「沙弥の山」
は、万葉衣装の
説明。

一絃琴一遙会
☎ 087-831-7881／
☎ 090-7786-3821
(清水美智子)

ソプラノ歌手、宮本早苗のリサイタル。自身
の得意とするフランス歌曲やオペラ・アリア
他、日本歌曲を演奏予定。ピアノ共演は綾野
真由美。ゲスト演奏は黒瀬正浩による
「ラ・カ
ンパネラ」
などのピアノ独奏の予定です。

ショコラ音楽堂
☎ 090-9870-7202
（宮本）
☎ 090-8249-9434
（佐藤）

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

小豆島町立蒲生公民館
▶小豆郡小豆島町蒲生甲1805番
地1
☎ 0879-75-0007

無料

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

大人・大学生
1,400円(当日1,800円）
高校生以下
800円(当日1,000円）
全席自由

開場 13：30

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。

タイ映画。タイに実在する水上学校の先生
の実話と、忘れ物の日記を読んで会ったこ
とのない女性に恋をした男性の実話をもと
に、落ちこぼれ先生と子供たちが、最高に
幸せな気持ちにしてくれる。

開演 14：00

10月23日（日）
開場 13：30

開演 14：00

10月23日（日）
開場 13：30

開演 14：00

10月24日（月）
〜10月28日（金）
10：00〜16：00
※初日は13：00から
※最終日は15：00まで

10月25日（火）
〜10月30日（日）
9：30〜17：00
※最終日は16：00まで

9：30〜19：00
(開館時間に準じる)月曜日休館

部門

イベント名

第54回

17

音 SKGジャズオーケストラ

18

音 「よるしらべ」
芸 声明と雅楽のしらべ

19

音

坂出ジュニア合唱団
コンサート

20

音 コンサート2016

21

22

23

24

定期演奏会

サクソフォンアンサンブル

音
舞

生

25

場

秋のダンスコンサート
一期一会を舞踊に紡ぐ

ばら香るパネル展

文 ヴジャデ新聞 展示会

入場料

内

容

主催・問い合わせ

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番地
☎ 0877-49-8020

一般 2,000円
(当日2,500円）
高校生以下 1,000円
(前売当日とも）

侍ブラス、EMビッグバンドで活躍する世界
的トランぺッター、エリック・ミヤシロ氏をゲ
ストに迎え、今年で結成51年目のSKGジャ
ズオーケストラの定期演奏会を開催します。

持名山 一心寺
▶観音寺市幸町3番12号
☎ 0875-25-0838

無料

和蝋燭に照らされた金色に輝く荘厳の中で声明 観音寺市柳町通商店街振興
と雅楽の雅な世界を、寺院の本堂にてお楽しみ 組合 事務局
いただくコンサートとなっております。秋の夜長、 ☎ 0875-23-6655
長い伝統に培われた美しい音色をお聞きいただ
けたらと思います。お気軽にお越しください。

坂出市民美術館
第2展示室
▶坂出市寿町一丁目3番35号
☎ 0877-45-7110

無料

「ビリーブ」
や
「君をのせて」
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

レクザムホール（香川県県民ホール） 無料
小ホール
▶高松市玉藻町9-10
☎ 087-823-3131

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。

瀬戸内国際
芸術祭2016
パートナーシップ事業

SKGジャズオーケストラ
☎ 090-2891-3367
（中井）

坂出ジュニア合唱団
☎ 090-6285-3865

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

高松市生涯学習センター まなびCAN

一般 1,500円
昨今BGMやCMによく使われ誰でも気軽に
ファミリー券
（家族3名） 演奏できるオカリナが注目。
「八十八箇所を世
3,500円
界遺産に」
と声や運動が盛り上がっている。オ
カリナを手に八十八箇所を巡り話題になった
ホンヤさんの爽やかで素敵な音色を届ける。

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

中学生以上 2,500円
(当日3,000円）
小学生以下 1,500円
(当日2,000円）

一部キャンヴァスは、週刊新潮表紙絵の成瀬 ダンスインキャンヴァス
画伯の画と詩のイマジネーションより創作。 ☎ 087-835-3988
二部は、関西の重鎮渡辺タカシ氏率いるカン
パニーDINIOSが、海外公演でも評判の高
いMIDA〜般若心経と共に、他を踊る。

四国電力丸亀営業所
１階 ふれあいギャラリー
▶丸亀市大手町三丁目2-1
☎ 0877-22-5973

無料

私たち四国電力OBが、余暇に制作した書や 四国電力OB美術展実行委員会
絵画、写真、彫刻、手芸・工芸品などの作品を、 ☎ 0877-24-5795
平成５年から毎年展示して美術愛好家など （小西長之助）
多くの人々にご覧いただいています。お時間
がございましたら、
ご高覧のほどを。

NHK高松放送局 ギャラリー
▶高松市錦町1-12-7
☎ 087-825-0151

無料

香川県内の美化と緑化を目的に毎年開催し
ているばらとガーデンコンテスト受賞者のパ
ネルの展示とバラの鉢植等でミニガーデン
を設置する。

ばらとガーデニング協会
☎ 087-849-0091

高松市中央図書館 サンクリスタル高松
2階 展示コーナー
▶高松市昭和町1丁目2番20号
☎ 087-861-4501

無料

初めて目にするのに前にも見たと感じる
「デ
ジャヴ」
の逆、今まで何度も目にしているのに
初めて見るように感じる
「ヴジャデ」
を発信す
る新聞。音・形・意味・成り立ち…時空を超え
て多角的に言葉に挑む！

* Blue Flower * Red Nose*
☎ 090-5848-1622

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

宇多津町の小学生より応募された小学生の 公益財団法人岡田茂吉美術
絵画作品の全展示と入選作品の表彰を行う。 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)

▶高松市片原町11番地1
ファミリーコンサート
☎ 087-811-6222
「ホンヤミカコ・オカリナと共に」

美 第24回四国電力OB美術展
写

会

NPO法人 香川ファミリーコ
ンサートを考える会
☎ 090-1327-7075
（藤村）

9：30〜19：00
(開館時間に準じる)月曜日休館

10月26日（水）
〜10月30日（日）

開館〜閉館 ※最終日は15：00まで

10月30日（日）

26

美

表彰式 13：00〜

10月28日（金）
〜10月30日（日）

10：00〜16：00
※開演時間はプログラム
スケジュールによる

27

演
パ

10月29日（土）
13：00〜16：00

10月30日（日）
10：00〜15：00
表彰式 10：30〜

28

11 11月1日（火）
月

〜11月26日（土）

11：00〜23：00
※15：30〜17：00 休憩
※木曜定休

29

11月3日（木・祝）

箏演奏会
開場 9：30 開演 10：00
生花展 10：00〜15：00

開場 12：30

開演 13：00

11月3日（木・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)

11月5日（土）

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)

11月5日（土）

シネ・コム映画観隊
☎ 080-5547-3860(石田)

MAP

10月25日（火）
〜11月6日（日）

11月3日（木・祝）

ステンドグラス教室生徒の作品展。ハロウィ アトリエ ル・レザン
ン関連の作品を中心にランプ、パネル、立体 ☎ 087-869-2834
作品等を展示。ハロウィンの飾り付けをして
人気のイベントを楽しみたい。作品即売、体
験レッスンも同時開催予定。
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。

開演 13：30

10月23日（日）

ピアノ、木管、弦、打楽器のアンサンブルにバ 音楽宅配便
「音かつ」
レエ、映像、読み聞かせを取り入れ、楽しい ☎ 090-4333-7032
トークで進めます。クラシック以外の曲も楽 （音かつ事務局ゆーこ）
しめます。また、希望者はコンサート後、坂本
真理子さんによる講習会にも参加できます。
和太鼓フェスタ夢幻実行委
員会
☎ 087-874-9980／
☎ 090-3183-0100
（奥村）

無料

10月23日（日）

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

愛知県東栄町を拠点に活動している日本有
数の和太鼓集団「志多ら」
を特別ゲストに迎
え、香川県で地域に根差した活動を続けてい
る
「夢幻の会」
が共演します。和太鼓、篠笛を
使った ぶつかり合い が見所です。

純愛の聖地庵治・観光交流館
▶高松市庵治町5824番地4
☎ 087-871-1700

開演 19：30

11月15日（火）
〜11月27日（日）

S席 指定席
3,000円(当日3,500円）
A席 自由席
2,000円(当日2,500円）

一般 2,500円
学生 無料
全席自由
※学生は要整理券

開場 19：00

瀬戸内国際
芸術祭2016
パートナーシップ事業

大地真央・森公美子の2人、高松初公演が実 【主催】あなぶきエンタテイン
現！可愛いマダムはだまされ上手。名コメディ メント株式会社・四国新聞社・
エンヌがお届けする抱腹絶倒のノンストップ OHK岡山放送
【 問 い 合 わ せ 】県 民 ホ ー ル
爆笑喜劇！
サービスセンター
☎ 087-823-5023
受付時間 10：00〜18：00
高松市に在中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。

開演 18：30

10月22日（土）

TUTTI
（トゥッティ）
☎ 0879-25-3014
（池田）

レクザムホール（香川県県民ホール）
小ホール
▶高松市玉藻町9-10
☎ 087-823-3131

丸亀町レッツホール
▶高松市丸亀町1番地1
高松丸亀町壱番街東館4階

開場 18：00

【主催】文化庁／
（一社）
日本
演出者協会
【企画】演劇大学 in さかいで
実行委員会
【問い合わせ】坂出市教育委
員会文化振興課
☎ 0877-44-5036

レクザムホール（香川県県民ホール） 6,500円
大ホール
全席指定
▶高松市玉藻町9-10
☎ 087-823-3131

レクザムホール（香川県県民ホール） S席 7,200円
大ホール
A席 6,000円
▶高松市玉藻町9-10
全席指定
☎ 087-823-3131

10 10月22日（土）
月

開場 13：00

坂出市ふれあい会館
▶坂出市本町一丁目2番1号
☎ 0877-44-5070
香風園
▶坂出市本町一丁目3489-2
☎ 0877-44-5017

一般 1,000円
（前売当日とも）
中・高・大学生 800円
（前売当日とも）
小学生 500円
（前売当日とも）
全席自由

日 時

10：00〜17：00

11月6日（日）
10：00〜15：00
表彰式 13：00〜

開場 13：15

開演 13：30

11月5日（土）
開場 18：00

開演 18：30

30

31

第28回MOA美術館香川県
児童作品展
（坂出・中讃地域展）
宇多津会場
とらまる人形劇カーニバル
2016

美

第28回MOA美術館香川県
児童作品展
（東讃地域展）

美

ちびっ子アーティスト・秋色展
（後期展）

音
他

第7回 箏遊会
〜人を恋うる歌〜

音 高松テルサ音楽祭2016
音

合唱団ミュージックウェイ
創立20周年記念コンサート

33

美

第28回MOA美術館香川県
児童作品展
（坂出・中讃地域展）
坂出会場

34

芸 すってんオヒャヒャーおきゃ〜がり

32

35

ずっこけ狂言ばなし

演
他

人形劇
「ピンクのドラゴン」

人形劇場とらまる座、とらまる人形劇 入場ワッペン（3才以上有料）
ミュージアム、ミニチュア児遊館2F、 400円
（当日 500円）
とらまるてぶくろ体育館会議室、他
有料公演チケット
▶東かがわ市西村1155
（3才以上有料）300円
とらまる公園・とらまるパペットランド 特別公演チケット
☎ 0879-25-0055
（3才以上有料）
800円
（当日 1,000円）
全席自由

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！

とらまる人形劇カーニバル
実行委員会
☎ 0879-25-0055

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や
書写の作品を全展示し入選作品の表彰と
講評を行う。

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)

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

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。

さとみアートスクール
☎ 080-3168-0714

栗林公園
掬月亭
▶高松市栗林町1-20-16
☎ 087-833-7411
（栗林公園観光事務所）

無料
栗林公園入園料、掬月
亭入亭料は別途有料
少々の和室用椅子を用
意しております。

音楽は洋の東西を問わず、恋心を歌った曲が 箱絃会
たくさんあります。箏曲もしかり、そっと想い ☎ 087-862-6661
を寄せる歌、恋心よ届けと歌う曲、淋しく恋人 （代表 箱崎 美喜子）
を待つ歌等々。
しかし、
どれも日本人らしい慎
ましく内に秘めたものが多いようです。

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

無料

第33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及び準グ
ランプリを選出する。

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

レクザムホール（香川県県民ホール）
小ホール
▶高松市玉藻町9-10
☎ 087-823-3131

一般 1,000円
(前売当日とも）
高校生以下無料
全席自由

合唱団創立20周年を記念し、日本人の心の
ふるさと
「日本のうた」
を、千原英喜・新委嘱
曲
「山のあなた」
を演奏します。なお、
ゲストと
して
「町田男声合唱団マルベリー」
、千原英喜
先生をお迎えし、華を添えて頂きます。

合唱団ミュージックウェイ
☎ 087-865-6849
（渋谷）

坂出市民美術館
▶坂出市寿町一丁目3番35号
☎ 0877-45-7110

無料

坂出市の小学生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。

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)

丸亀市飯山総合保健福祉センター
2階 会議研修室
▶丸亀市飯山町下法軍寺581番地1
☎ 0877-98-4141

無料 会員制
いつでもどなたでも会
員になれます。
全席自由※要申し込み

特定非営利活動法人
幼児から楽しめる狂言。
狂言本来の様式や所作を活かした伝統の笑 さぬきっずコムシアター
いの本質と、現代の笑いが融合した狂言です。 ☎ 0877-25-0691

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

会員無料
一般 3,000円

ドラゴンが大好きな女の子ハッチと恥ずかし 特定非営利活動法人
がりやで弱虫なピンクのドラゴン、そしてパ マイシアター高松
パドラゴンがおりなすワクワク楽しくてちょ ☎ 087-868-2251
ぴり切ない物語。人形劇団プークのかわいら
しい人形劇でご覧ください。

参加公演・行事

6

音 音楽

舞 舞踊

演 演劇

日 時

11 11月6日（日）
月

開場 12：30

開演 13：00

11月6日（日）
開場 13：00

開演 14：00

11月6日（日）
開場 13：30

開演 14：00

11月9日（水）
開場 18：00

開演 18：30

11月10日（木）
〜11月19日（土）
10：00〜15：00

芸 芸能

MAP

美 美術

部門

11月13日（日）
10：00〜15：00
表彰式 13：00〜

11月12日（土）
開場 10：00

開演 10：30

11月12日（土）

①開場 10：30 開演 11：00
②開場 14：30 開演 15：00

11月13日（日）
開場 12：30

開演 13：30

11月13日（日）
開場 13：30

開演 14：00

11月18日（金）
〜11月27日（日）

9：00〜17：00 月曜日休館
※最終日は16：00まで

11月20日（日）

開場 13：30

開演 14：00

11月20日（日）
開場 12：30

開演 13：00

11月20日（日）
開場 12：45

開演 13：00

11月20日（日）
開場 13：30

開演 14：00

11月20日（日）
開場 13：30

開演 14：00

37

39

40

41

42

43

44
45

46

47

48

49

50

51

52

11月20日（日）
昼夜2回公演
①開演 14：00
②開演 18：00

11月20日（日）
開場 14：30

7

開演 15：00

イベント名

第30回記念2016
音 「かがわ第九」 おすすめ
演奏会

38

53

54

Kagawa Arts Festival 2016

パ パフォーマンス

高松第一高等学校音楽科

丸亀市民吹奏楽団

音 第43回定期演奏会
音

アインザッツ
34th Piano Concert

美 第10回 木の実アート展
美

第28回MOA美術館香川県
児童作品展
（坂出・中讃地域展）
善通寺会場
コムコムひろば11周年記念

音 あかちゃんから聴く

「マリンバ・オータムコンサート」

芸

中村勘九郎・中村七之助
錦秋特別公演2016
親子で箏、三絃コンサート

音 〜三絃を楽しもう〜
Void

音 （ボイド：Empty Space）
サロンコンサート

第15回 染色すなご会

美 手染めによる衣服・小もの展
第28回MOA美術館香川県

美 児童作品展

（丸亀地域展）

10：00〜16：00

11月19日（土）

文 文芸

音 第36回定期演奏会

11月19日（土）
10：00〜17：00
表彰式 11：00〜

映 映像・放送

36

11月12日（土）
10：00〜17：00

写 写真

会

生 生活文化

場

レクザムホール（香川県県民ホール） 一般 3,500円
大ホール
高校以下 1,000円
▶高松市玉藻町9-10
☎ 087-823-3131
丸亀市民会館
大ホール
▶丸亀市大手町二丁目4番20号
☎ 0877-23-4141
高松テルサ
ホール
▶高松市屋島西町2366-1
☎ 087-844-3511

音

シンフォニックウインズKAGAWA

音
舞

音

深みゆく秋によせて

グループ礫 第45回定期演奏会
Viva! Españaスペイン音楽の光と影

高松第一高等学校音楽科の代表生徒
（各種音 高松第一高等学校
楽コンクール上位入賞者など）
の独唱・独奏、 ☎ 087-861-0244（学校代表）
および重唱・重奏や合唱など授業の成果発表。 ☎ 087-861-0276（音楽科直通）

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。シュー
マン：ファンタジ ー（ソロ）、ストラヴィンス
キー：ペトルーシュカからの三章
（2台）
等ピア
ノ名曲の数々をお楽しみください。

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

大人のみ 500円
全席自由
※要申し込み

レクザムホール（香川県県民ホール）
大ホール
▶高松市玉藻町9-10
☎ 087-823-3131

S席 8,000円
A席 6,500円
B席 5,000円
全席指定

豊千会合奏団
☎ 080-3168-9552
（篠田）

ティールーム 異人館
（屋島）
▶高松市屋島中町91四国村
☎ 087-843-3114

2,000円
ワンドリンク付き

Void：空っぽの空間という意味です。音楽は
時間芸術。一瞬一瞬を愛すべき空間・音で満
たしていきたい。今回は、宮崎菜通子・岡田知
子ピアノアンサンブルでモーツァルトからピ
アソラまでお楽しみください。

Void
☎ 090-1579-9013
（宮崎）

石の民俗資料館
▶高松市牟礼町牟礼1810番地
☎ 087-845-8484

無料

今展は親しみ易く、日常生活の中でよく使用
の衣服、スカーフ、小もの等をその繊維に合
わせ染料を使い、当地で創始したすなご染
を軸に又各種の自由な技法で染め上げ展示
します。

染色すなご会
☎ 087-845-5505
（佐竹）

丸亀市民会館
会議室
▶丸亀市大手町二丁目4番20号
☎ 0877-23-4141

無料

丸亀市の小学生より応募された絵画作品の
全展示と入選作品の表彰及び講評を行う。

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46回目となる今年の定期演奏会では、 香川大学吹奏楽団
ベートーヴェン作曲『交響曲第5番
「運命」』の ☎ 080-9799-2455
ほか、吹奏楽曲や皆様になじみのあるポップ
ス曲など、様々な曲をお届けします。香大吹
奏ならではの音楽を是非お楽しみください！
自分の可能性〜自分自身とつながる秘密の 一般社団法人
扉〜を大きく拡げる藏本天外講演会。そし Peace of New Earth
て白藤太一による音楽とパフォーマンス。 ☎ 090-1323-5566
心と生命の深淵にアクセスし、母と子の新 （白鳥 未禮）
たな関係を紡ぎ、望み通りの人生を歩む光
のその先へ。

情報通信交流館 e-とぴあ・かがわ
をテーマに、 香川レインボー映画祭
１プログラム券 1,300円 「性とライフスタイルの多様性」
▶高松市サンポート2番1号
（LGBTなど）
を扱った 実行委員会(PROUD)
（3プログラムのうちの 国内外から性的少数者
高松シンボルタワー タワー棟4･5階 1つが見られます。各プ 長 編 、短 編 、
ドラマ、
ドキュメンタリー など ☎ 080-3164-4174
☎ 087-822-0111
様々な映画を揃えました。展示や交流サロン
ログラム入れ替え制）
高校生以下または18歳未 もあります。
満、65歳以上、各種障害者
手帳をお持ちの方は無料
全席自由
レクザムホール（香川県県民ホール）
大ホール
▶高松市玉藻町9-10
☎ 087-823-3131

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
栗林公園
掬月亭
▶高松市栗林町1-20-16
☎ 087-833-7411
（栗林公園観光事務所）
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番地
☎ 0877-49-8020

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）

（TSO）
今年創立65周年を迎える高松交響楽団の 高松交響楽団
定期演奏会。指揮には曽我大介氏を迎え、 ☎ 090-9550-7441
チャイコフスキー作曲 弦楽セレナーデ、
ホル （事務局）
スト作曲 組曲
「惑星」
全曲を演奏。

9：30〜17：00
11月25日（金）
・26日（土）は19：00まで
※最終日は16:00まで

開場 13：00

開場 13：30

吹奏楽の魅力満載！
「もののけ姫ファンタジッ シンフォニックウインズKAGAWA
クシーン」
「交響的情景 地底旅行」
（グレイア MAIL infoswk@mf.pikara.ne.jp
ム）
他。客演に指揮者の池田俊先生を迎えて
送る
「第六の幸福をもたらす宿」
（アーノルド）
をお聴き逃しなく！

無料
栗林公園入園料、掬月
亭
（茶代含）
入場料は別
途有料

美しい紅葉を水面に映す南湖につき出すよ
うに建てられた栗林公園掬月亭。その極上の
深みゆく秋の風情のなかでしっとりと和の調
べを演奏させていただきます。

和の調べ −飛天の会−
☎ 087-867-0128

2,500円
全席自由

スペインの大作曲家グラナドスの没後100
年を記念して、あまり取りあげられることの
ないスペインの声楽曲を演奏し、その魅力を
伝える。

グループ礫
☎ 090-9778-3208
（岩永）

開演 14：00

11月23日（水・祝）
14：00〜15：30
表彰式 14：00〜

11月25日（金）
〜12月25日（日）

9：00〜21：00 月曜日休館

11月26日（土）
開場 9：30

開演 10：00

11月26日（土）
開場 13：00

開演 13：30

11月27日（日）
開場 12：30

開演 13：00

11月27日（日）
開場 13：00

開演 13：30

11月27日（日）
開場 13：00

開演 13：30

11月27日（日）
開場 13：00

開演 13：30

MAP

部門

イベント名

会

第22回
サロン・エウスン作品展

55

美

56

音 邦楽古典の会演奏会

57

58

59

60

61

62

63

第34回

音

Canti Regalo（カンティ レガーロ）Ⅴ
〜歌の贈りもの〜

美

第28回MOA美術館香川県
児童作品展
（高松地域展）

美

ユープラザうたづのクリスマス
「ファンタスティックなクリスマス」

パ

第15回禅林学園
少林寺拳法演武祭
「同志」

月

〜12月4日（日）
1日〜3日
開場 19：00
4日
開場 16：30

開演 19：30

開演 19：00

12月2日（金）
〜12月4日（日）

10：00〜16：00
※最終日は15：00まで

一般 1,000円
(前売当日とも）
全席自由

日本古来の伝統音楽箏・三絃・尺八の演奏会 邦楽古典の会
です。三曲合奏の原点と言われている箏曲地 ☎ 0877-79-3192
歌を中心に演奏をします。曲目は、けしの花・
楓の花・軒の雫・本曲峰の月・虫の音・面影・吾
妻獅子の7曲です。御来場ください。

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

1,000円
全席自由

香川県内外で活躍する声楽家10人が組むカ カンティレガーロ実行委員会
ンティレガーロは、今回の演奏会で5年目を迎 ☎ 090-8979-8206
（吉本）
えます。
Ⅰ部では、有名なイタリア歌曲の重唱。
Ⅱ部では、モーツァルト作曲のオペラ
「フィガロ
の結婚」
を演奏します。

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
彰や講評を行う。

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)

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

広い空間を利用して、
ファンタスティックなワ
クワク楽しい場所に仕上げ、一人でも、皆と
一緒でも、何度でも訪れたくなる様なそれぞ
れの心に残り、感動を与えられる空間にした
いと思っています。今年も乞うご期待!!

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

多度津町民会館
▶仲多度郡多度津町大通り4-26
☎ 0877-33-3330

無料

人間はしっかりとした教育環境の中に入れば、 禅林学園高等学校生徒会
必ずその人本来の自分を取り戻すことができ ☎ 0877-32-3000
る。人が人を育てる血の通った心の教育を実 （禅林学園高等学校）
践する禅林学園高等学校の教育活動の成果
を、少林寺拳法の演武を通して披露します。

音

丸亀市綾歌総合文化会館アイレックス 大人 500円
大ホール
（当日 600円）
▶丸亀市綾歌町栗熊西1680番地
子供 300円
☎ 0877-86-6800
（当日 400円）

なごみ

観音寺グランドホテル
新館 大ホール
▶観音寺市坂本町5丁目18-40
☎ 0875-25-5151

サラダボール公演

2,000円
全席自由

1,000円
障害者手帳をお持ちの
方は無料
全席自由
車イス席有り

西本智実指揮

音 エルサレム交響楽団
生

嵯峨御流華道香川司所
創立九十周年記念華展

四国学院大学

音 第40回記念

メサイア演奏会

開演 15：00

開演 19:00

12月4日（日）

70

開演 13:30

12月3日（土）

開演 13：30

71

地域芸術文化振興・文化資源活性事業
人形劇場とらまる座特別公演④
他 「リア王」
演

音

第51回 香川大学邦楽部竹友会
定期演奏会

「イーストコーストの風景」他、
「コーラルブ あやうたコンサート倶楽部・
ルー」
「ディズニーファンティリュージョン」
等 綾歌吹奏楽団
をお届けします。大人気の『ファイナルファン ☎ 080-6375-9732
タジー』のうち1曲はサックスアンサンブル （団専用電話）
でお楽しみください。
障害者の方々3〜4名のピアノ演奏と支援者 和コンサート実行委員会
の音楽演奏の二部構成になっています。元 ☎ 090-4507-4210
（川崎）
警察犬きなこさんが会場に応援に来てくれ
ます。今回は台湾より全盲の演奏者を招き、
特別演奏して頂く予定です。

大人 1,500円
（前売当日とも）
中学生以下 1,000円
（前売当日とも）
全席自由

和楽器と洋楽器、合唱のアンサンブルで純邦 愛歌会
（愛染）
楽から叙情歌までを織り交ぜ演奏し日舞テイ ☎ 090-3786-6991
ストの創作舞踊で歌い舞い踊る。古典舞踊や泉
鏡花作品の朗読劇も。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。

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

一般 2,500円
（当日 2,800円）
学生 1,500円
（当日 1,800円）

演出家・西村和宏が主宰するサラダボール 【主催】サラダボール
の最新作。今回は客演に青年団俳優の島田 ☎ 090-3548-6388
曜蔵らを迎え、座付き作家鈴木大介の軽や HP http://saladball.info/
かでスピーディーでバカバカしい短編戯曲を MAIL saladball@gmail.com
三好うどんの剛麺とともにお届けします！
？
【予約・問い合わせ】
☎ SIPA 0877-62-2324

レクザムホール（香川県県民ホール）
大ホール
▶高松市玉藻町9-10
☎ 087-823-3131

S席 9,000円
A席 6,000円
B席 4,000円
学生席 2,000円
全席指定

日本人の女性指揮者として世界中で活躍す 【主催】あなぶきエンタテインメン
る西本智実による演奏。オーケストラは、弦 ト株式会社／TSCテレビせとうち
の国イスラエルより、
イスラエル交響楽団。 【 問 い 合 わ せ 】県 民 ホ ー ル
サービスセンター
☎ 087-823-5023
受付時間 10：00〜18：00

玉藻公園
披雲閣
▶高松市玉藻町2-1
☎ 087-851-1521

無料

嵯峨御流のいけばな200瓶の展示。披雲閣
を全館使っての、伝承花から現代花までを一
同に展示します。

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
☎ 0877-62-2111

おすすめ

公益社団法人
当道音楽会香川支部
☎ 090-6286-5146
（支部長 菊光紀照子）

香川県立ミュージアム

B1F 講堂
愛歌会公演「和んさんぶる」 ▶高松市玉藻町5番5号
〜秋深し瀬戸の都に奏で舞う〜 ☎ 087-822-0002

演 『食と演劇 うどんとか』

開演 17：30

12月3日（土）

開場 13：00

香川県文化会館
3階 芸能ホール
▶高松市番町一丁目10番39号
☎ 087-831-1806

一般2,000円
（当日2,300円）
学生500円
（当日800円）
ペア券3,000円
（当日券はなし）

瀬戸内国際
芸術祭2016
パートナーシップ事業

サロン・エウスン
「彩」
の会
☎ 090-1326-7675
（矢野）

綾歌吹奏楽団
第18回定期演奏会

12月4日（日）

開場 13:10

香川大学名誉教授・洋画家の葛西崇先生の
指導により、油彩画とアクリル画を描いてい
るグループです。今年も約50点の絵画作品
を展示します。是非ご高覧賜りますようご案
内申し上げます。

音

65

69

開場 18:40

無料

邦楽を広く一般に普及しその技芸の向上と
育成を通じて芸術文化の向上と発展に寄与
することを目的とする
「公益社団法人当道音
楽会」の香川支部が、昨年6月に設立された
ことを記念して開催する日本音楽の演奏会。

12月3日（土）

開場 17：00

主催・問い合わせ

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

音
舞
演

68

容

公益社団法人 当道音楽会
香川支部設立記念演奏会

演 雪まろげ

音 第3回 和コンサート

67

内

高松市美術館
1階 市民ギャラリー
▶高松市紺屋町10-4
☎ 087-823-1711

開演 17：00

12月1日（木）
開場 18：30

入場料

坂をころがる雪玉のように、夢子のついた小 【主催】あなぶきエンタテイン
さなうそが、
どんどん次のうそを呼んで…や メント株式会社・四国新聞社
がて温泉街をゆるがす大きなうそが転がっ 【 問 い 合 わ せ 】県 民 ホ ー ル
てきた！
サービスセンター
☎ 087-823-5023
受付時間10：00〜18：00

64

66

場

レクザムホール（香川県県民ホール） S席 7,200円
大ホール
A席 6,000円
▶高松市玉藻町9-10
☎ 087-823-3131

12 12月1日（木）

開場 14：30

一般 500円
高校生以下 無料
全席自由

開演 13：30

11月23日（水・祝）

全国へ歌舞伎を届けたいとの思いから、勘九 【主催】四国新聞社・RNC西日
郎と七之助が2005年にスタートさせた公演。 本放送・穴吹エンタープライズ・
普段は見ることのできない歌舞伎の舞台裏 サンライズプロモーション東京
を、
「 草摺引」
を例に2人が楽しく紹介。また 【 問 い 合 わ せ 】県 民 ホ ー ル
「汐汲」
を七之助が、
「 女伊達」
を勘九郎がお サービスセンター
届けします。
☎ 087-823-5023
受付時間 10：00〜18：00
今回は 三絃 にスポットを当て、三絃を中心
とした馴染みのある楽しい曲を聴いて、日本
古来の伝統楽器をより身近に感じながら親子
で一緒に邦楽コンサートを楽しみませんか。

〜11月27日（日）

11月23日（水・祝）

マリンバの奥深い音色を赤ちゃんから聴い 特定非営利活動法人
て親しんでもらえるコンサート。子どもから さぬきっずコムシアター
おとなに夢と感動を与えるマリンバ演奏パ ☎ 0877-25-0691
フォーマンスも見どころ。親子で秋のヒトトキ
をマリンバデュオの音浴にひたってください。

無料
全席自由

大人 3,000円
(当日 3,500円）
中高生 1,500円
(前売当日とも）
小学生 1,000円
(前売当日とも)
小学生未満 無料

月

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)

高松市美術館
講堂
▶高松市紺屋町10-4
☎ 087-823-1711

香川県立ミュージアム

11 11月22日（火）

アインザッツ
☎ 090-5919-4137
（波多）

善通寺市、多度津町、琴平町、まんのう町よ
り応募された小学生の絵画作品の全展示
と入選作品の表彰を行う。

一般 500円
高校生以下 無料

日 時

今回は、丸亀市民会館での最後のコンサート 丸亀市民吹奏楽団
になります。第1部は吹奏楽オリジナル曲、第 ☎ 090-8285-5345
2部はゲストドラマ―阿野次男さんを迎えて、（事務局 山根）
楽しいステージを企画しています。

無料

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

瀬戸内国際
芸術祭2016
パートナーシップ事業

「みんなで造ろう‼香川の第九」
を合い言葉に 香川第九実行委員会
私たちの手で造り上げる第九は、今年、記念す ☎ 090-3789-8869
べき30回めを迎えます。工芸高校生のデザイ
ンは力作揃い。ロビー展・優先席も充実。音楽
面は勿論レベルアップ。是非、お楽しみ下さい。

善通寺美術館
▶善通寺市文京町2丁目1-3
☎ 0877-62-4924

副題「自分自身とつながる秘密の扉〜可能
性を携えて、光のその先へ〜」

音 第17回定期演奏会

主催・問い合わせ

路傍に転がる木の実がアートに大変身！
！指定 坂 出 緩 衝 緑 地 管 理 事 務 所
管理者とボランティアの協働事業として10 （指定管理者：五栄海陸興業
回目を迎えます。思わず写真に撮りたくなる 株式会社）
素晴らしい作品を是非一度、御覧ください。 ☎ 0877-45-6820

音

高松交響楽団
第116回定期演奏会
創立65周年記念vol.2

無料
要整理券

容

無料

Peace of New Earth 講演会＆音楽会 B1F 講堂
〜母と子の新しい可能性を見出し、 ▶高松市玉藻町5番5号
☎ 087-822-0002
心を癒す講演と音楽〜

第12回

一般 1,000円
学生 500円
（小学生以下無料）
全席自由

内

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

音

映 香川レインボー映画祭

入場料

レクザムホール（香川県県民ホール） 無料
小ホール
▶高松市玉藻町9-10
☎ 087-823-3131

香川大学吹奏楽団
第46回定期演奏会

生

他 その他

嵯峨御流華道香川司所
☎ 087-822-1070

第40回記念「メサイア」演奏会。恒例のヘンデ 【主催】四国学院大学クリス
ル「メサイア」全曲演奏を行います。指揮は古楽 マス・プロジェクト実行委員会
器奏者としても著名な大塚直哉氏。ソリストと 【チケット予約・問い合わせ先】
オ−ケストラ演奏者を全国から迎え、四国学院 四国学院大学リエゾン・センター
大生・卒業生・一般からなる合唱団が歌います。 ☎・FAX 0877-62-2208
たくさんの皆様のお出かけをお待ちしています。 MAIL liaison@sg-u.ac.jp
第40回
「メサイア」
演奏会を記念して久々の
学外公演を行います。指揮は古楽器奏者とし
ても著名な大塚直哉氏。ソリストとオ−ケスト
ラ演奏者を全国から迎え、四国学院大生・卒
業生・一般からなる合唱団が歌います。たく
さんの皆様のお出かけをお待ちしています。

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番地
☎ 0877-49-8020

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
とらまる公園・とらまるパペットランド
☎ 0879-25-0055

一般大人
（高校生以上）
1,500円（当日 2,000円）
一般子ども
（小・中学生）
800円
（当日 1,000円）
会員大人 1,000円
会員子ども 500円
※未就学児入場不可
全席自由

2016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。演
者・スタッフ総勢16名以上の上演団で繰り広
げるシェイクスピア傑作の大舞台人形劇。
出演：人形劇団ひとみ座

一般社団法人
パペットナビゲート
☎ 0879-25-0055

香川県文化会館
3階 芸能ホール
▶高松市番町1丁目10番39号
☎ 087-831-1806

無料
全席自由

私たち竹友会は、日々練習している箏、三味
線、尺八の発表の場として第51回定期演奏
会を開催します。始めて数か月の1年生から
今年卒業する4年生まで一丸となって演奏い
たします。是非お気軽にお越しください。

香川大学邦楽部竹友会
☎ 080-2983-2237

参加公演・行事

8

音 音楽

舞 舞踊

演 演劇

日 時

12
月

12月3日（土）
開場 18：45

開演 19：00

12月4日（日）
開場 13：30

開演 14：00

12月6日（火）
〜12月11日（日）
12月8日（木）
〜12月18日（日）
9：00〜17：00

芸 芸能

MAP

72

73
74

75

12月10日（土）

①開場 11：10 開演 11：30
②開場 13：40 開演 14：00
③開場 18：00 開演 18：30

12月11日（日）
開場 12：30

開演 13：00

12月11日（日）

①開場 12：30 開演 13：
０0
②開場 16：00 開演 16：30

12月13日（火）
〜12月20日（火）
10：00〜17：00
※最終日は15：00まで

12月13日（火）

①開場 13：00 開演 13：30
②開場 18：30 開演 19：00

12月15日（木）
〜12月17日（土）

12月17日（土）
開場 14：00

開演 14：30

12月22日（木）
開場 18：00

開演 18：30

12月23日（金・祝）
開場 13：30

開演 14：00

12月24日（土）
開場 14：30

開演 15：00

12月25日（日）

開場 17：00 開演 17：30

12月28日（水）
開場 18：00

開演 18：30

12月31日（土）
〜1月1日（日）
開場 20：30
終演 0：30

開演 22：00

76

美 美術

部門

写 写真

映 映像・放送

パ パフォーマンス

イベント名

芸 松元ヒロ ソロライブ
高松ウインドシンフォニー

音 アンサンブル・コンサート2016
みずえてん

美 第7回 水絵展
美

第5回
親子アート＆てんとう虫・作品展

会

生 生活文化

入場料

78

無料

管打楽器による小編成のアンサンブルコン
サート。

高松ウインドシンフォニー
☎ 090-1328-5963

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

美しい水彩画を描くために、水彩連盟会員の
萬木先生の教室で研鑽をしている者達の作
品を展示します。透明水彩とあくまで忠実な
写生をして描き、絵画の本質的な感動の心を
大切にしてがんばった作品群の展示です。

水絵の会
☎ 090-6577-3878

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

無料

本年度で5年目となる親子アート教室。心の
情緒を育む為のお教室。1歳から5歳迄の小
さな手で元気いっぱいに制作した作品、約
200点展示致します。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ください。

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
FAX 0877-98-3845

歌舞伎舞台公演
「海神別荘」
を映画に撮影。海
底にある宮殿の公子
（市川海老蔵）
と、地上の
美女
（坂東玉三郎）
の恋を描いた物語。鏡花の
台詞をハープを用いて、幻想味を高めている
のが坂東玉三郎の演出の特色です。

シネ・コム映画観隊
☎ 080-5547-3860
（石田）

79

80

81

82
83
84

85

86

87

88

美

本岩孝之・本岩潤子

音 コンサート

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
演 フィールドプラクティカム公演
「シアタータンク2016」

舞

音

香川大学合唱団
第60回記念演奏会
スペクタクル2016

舞 「竹取物語」

Kagawa Brass Rings

音 第13回定期演奏会
音

白井奈緒美
サクソフォーンリサイタル8
「聖」

一般 2,100円
（前売当日とも）
高校生以下 1,500円
（前売当日とも）
各回定員制
（300名）
全席自由

演 ミュージカル「風渡る家」
音
音

SATOの会
設立15周年記念コンサート
第4回
UDON楽カウントダウン高松
コンサート2016-2017

無料
全席自由

愛染千絵子門下
（愛歌会）
にて声楽やピアノ 愛歌会
（愛染）
等を楽しみ学ぶ一般音楽生と、舞台演技等を ☎ 090-3786-6991
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、叙情歌等の成果コンサート。

レクザムホール（香川県県民ホール） 4,500円
小ホール
全席指定
▶高松市玉藻町9-10
☎ 087-823-3131

玉藻寄席アンケートで毎回名前が挙がる
（両 【主催】あなぶきエンタテイ
名とも常時5位以内）2名による落語会。桂文 ンメント株式会社／TSCテレ
枝は約4年ぶり、春風亭小朝は約2年ぶりの県 ビせとうち
民ホールでの高座。
【 問 い 合 わ せ 】県 民 ホ ー ル
サービスセンター
☎ 087-823-5023
受付時間 10：00〜18：00

丸亀市生涯学習センター
1F ギャラリー1
▶丸亀市大手町二丁目1番20号
☎ 0877-23-1091

香川が大好きな感性豊かな子供達が描いた、 さとみアートスクール
香川県内の風景画を展示。他に、
さとみアート ☎ 080-3168-0714
スクール＆ちびっ子アーティストサークルの3
歳以上の生徒達のパワー溢れる作品も展示。
沢山の方に鑑賞して頂けたら光栄です。

旧善通寺偕行社
▶善通寺市文京町二丁目1番1号
☎ 0877-63-6362

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

無料

大人 3,500円
（当日 4,000円）
学生 2,000円
（当日 2,500円）
大人ペア前売 6,000円
無料
全席自由

バリトン・テノール・カウンターテナーと4オク
ターブの声を持つ本岩孝之と、実姉ソプラノ
の本岩潤子の姉弟コンサート。

さぬき童謡の会
☎ 080-4806-6834

四国学院大学教員の阪本麻郁
（コンテンポラ 四国学院大学
リー・ダンス）
と西村和宏（演劇）、仙石桂子 ☎ 0877-62-2324
（即興演劇）
が四国学院大学演劇コース専攻 （四国学院大学
の学生たちと10ヶ月をかけ、
じっくりと創作
パフォーミング・アーツ研究所
したダンスと演劇の公演。
電話受付 10：00〜18：00）
毎年、一年の集大成として開催している演奏 香川大学合唱団
会が今年は60回という節目をむかえます。 ☎ 080-3926-3150
有名な合唱曲や香川をモチーフとした曲集、 （小松原）
そしてOBとの合同ステージもあります。ぜ
ひ60年の歴史を感じに来てください！

レクザムホール（香川県県民ホール）
小ホール
▶高松市玉藻町9-10
☎ 087-823-3131

竹取物語を題材にバレエに朗読を取り入れ
た新しい作品。

一般 2,500円
（当日 3,000円）
高校生以下 1,500円
（当日 2,000円）

クラシックダンス クラス ユキ
☎ 087-802-1658／
☎ 090-4788-9996（飯間）

レクザムホール（香川県県民ホール） 無料
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、
「ジュラ
シックパーク」
「
、第六の幸福をもたらす宿」
他です。

レクザムホール（香川県県民ホール）
小ホール
▶高松市玉藻町9-10
☎ 087-823-3131

8回目クリスマスイブに開催となる白井のサ 白井奈緒美 Sプロジェクト
クソフォーンリサイタルのタイトルは
「聖」。 ☎ 090-4789-5210
ご来場の皆様に愛や希望の光、輝きを届け MAIL：s-project2010@live.jp
て来た白井が今回は平和を願うミサの様に
幸福に満ちた音楽をプレゼント致します。

一般 2,000円
(当日 2,500円）
学生 1,000円
(当日 1,500円）
未就学児のご入場はお
断りしております。
全席自由
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

レクザムホール（香川県県民ホール） 2,000円
小ホール
全席自由
▶高松市玉藻町9-10
☎ 087-823-3131
レクザムホール（香川県県民ホール） 2,000円
大ホール
（当日 3,000円）
▶高松市玉藻町9-10
全席自由
☎ 087-823-3131

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

家づくりは、家族にとって一大事業。大工に 劇団プチミュージカル
とって自分の腕と誇りをかけた一大勝負。家 ☎ 0879-42-3567
は人を守り、人を育む。人は家にどんな夢を （劇団事務局 中川建材店内）
描くのか。そんな家づくりを通して見えてく
る人間模様を描いたヒューマンドラマ。
声楽家、林里美とその門下生による演奏会。 SATOの会
今回は第15回記念コンサートとして、
Ⅱ部で ☎・FAX 087-899-5980
は様々なコンクールや演奏会で活躍中の、谷
原めぐみさんをゲストに迎えてオペラアリア
などの名曲をお届けする。
UDON県のUDON楽。年末クラシックイベ ＵＤＯＮ楽実行委員会／
ントとして若井健司氏を音楽監督にお迎えし、（一社）
樂藝賓
オール香川にて第4回目ジルベスターコン ☎ 090-6881-1239
サートを行います。是非みんなで素敵な年越
コンサートを楽しもう!

実行委員長おすすめ

副委員長おすすめ

第30回記念2016
「かがわ第九」
演奏会
11月6日（日）

四国学院大学 第40回記念 メサイア演奏会
12月3日（土）四国学院大学清泉礼拝堂
12月4日（日）ユープラザうたづ ハーモニーホール

Kagawa Arts Festival 2016

特別事業
さぬき映画祭

MAP

瀬戸内国際芸術祭2016
パートナーシップ事業

G

瀬戸内国際芸術祭に関連したアーティストのドキュメンタリーや、前回のさぬき映画祭で大盛
況だった「さぬきストーリー・プロジェクト」
ショートムービー優秀作品、その他名作ショートア
ニメーション等を上映します。

｜

ホームページ http://www.sanukieigasai.com/

日時・場所

10 月8 日（土）〜10 月10 日（月・祝） 9：00〜16：30／ISLAND THEATRE MEGI「女木島名画座」
※当会場は、瀬戸内国際芸術祭2016パートナーシップ事業スタンプラリー
対象外です。

18：30〜 20：00頃／情報通信交流館 e-とぴあ・かがわ

依田 洋一朗
ISLAND THEATRE MEGI
「女木島名画座」
Photo：Yasushi Ichikawa

11 月3 日（木・祝）〜11 月5 日（土） 18：30〜 20：00頃／情報通信交流館 e-とぴあ・かがわ
11 月3 日（木・祝） 13：00〜 15：00頃／イオンシネマ綾川
11 月5 日（土）
13：00〜 15：00頃／イオンシネマ宇多津
入 場 料｜ 無料 ※ISLAND THEATRE MEGI「女木島名画座」のみ、作品鑑賞料300円、又は瀬戸内国際芸術祭2016作品鑑賞パスポートをご提示ください。
お問い合わせ さぬき映画祭実行委員会事務局
（香川県文化振興課内） ☎ 087-832-3785

かがわ郷土芸能フェスタ2016

MAP

H

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。

［出演団体］
（予定）屋島小学校、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、
讃岐民謡保存会、本村獅子舞保存会

レクザムホール（香川県県民ホール） 400円
大ホール
▶高松市玉藻町9-10
☎ 087-823-3131

三木町文化交流プラザ
（メタホール）
▶木田郡三木町大字鹿伏360
☎ 087-898-9222

瀬戸内国際
芸術祭2016
パートナーシップ事業

「さぬき映画祭」が「瀬戸内国際芸術祭2016」
と連携して上映会を開催。

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

音

第2回
香川が大好きな子供達が描いた・
風景画＆油絵展

主催・問い合わせ

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

ホール
愛歌会演奏会
▶高松市片原町11番地1
「サンキュー・フォー・ザ・ミュージック」 ☎ 087-811-6222

芸

容

ステージにたった一人、動きながら喋ります。 特定非営利活動法人
ペア
また マイシアター高松
2,500円（当日 3,000円） 社会を、そして政治を風刺し、人物を語り、
ある時は本を語り、映画の中に入り込みます。 ☎ 087-868-2251
シングル
1,500円（当日 1,800円） ある時は怒り、一緒に涙します。そしてアン
コールの「今日のニュースと天気予報」
で笑っ
てください。笑うとホラ、元気になるでしょう？

映

第15回玉藻寄席
桂文枝＆春風亭小朝
東西落語名人会

内

香川県社会福祉総合センター
コミュニティホール
▶高松市番町1-10-35
☎ 087-835-3334

高松市生涯学習センター まなびCAN

77

他 その他

場

シネマ歌舞伎
「海神別荘」
上映会

レクザムホール
（香川県県民ホール）大ホール

9

文 文芸

日

時｜ 11 月19 日（土）

場

所｜レクザムホール（香川県県民ホール）小ホール

入場料｜ 無料

お問い合わせ レクザムホール（香川県県民ホール） ☎ 087-823-3131 香川県政策部文化芸術局文化振興課 ☎ 087-832-3785

第33回香川県高等学校総合文化祭

MAP

I

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します。
［総合開会式］
11月2日（水）13：00〜15：30 レクザムホール 大ホール

［放送］
11月20日（日）9：00〜16：00 香川県教育会館 ミューズホール

［音楽］
11月13日（日）10：00〜16：00 レクザムホール

［美術・工芸］
12月22日（木）〜12月25日（日）9：30〜17：00 高松市美術館

（【合唱】小ホール【吹奏楽・器楽・管弦楽】大ホール）

［日本音楽］
11月13日（日）9：00〜17：00 香川県立ミュージアム講堂
［郷土芸能］
11月19日（土）14：00〜 レクザムホール 小ホール
［演劇］
11月12日（土）9：10〜18：45、11月13日（日）9：30〜18：55
綾歌総合文化会館アイレックス 大ホール

お問い合わせ 香川県高等学校文化連盟事務局

［写真］
11月16日（水）〜11月20日（日）9：00〜17：00 坂出市民美術館
［書道］
12月22日（木）〜12月25日（日）9：30〜17：00 高松市美術館
［将棋］
11月13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19日（土）〜11月20日（日）9：00〜16：00
サンポート ホール高松 市民ギャラリー

☎ 087-845-3858

第13回香川県小・中学校総合文化祭

MAP

J

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13回を迎えます。
［社会科研究発表会］
［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5日（土）12：30〜16：00／レクザムホール・小ホール棟5F
11月12日（土）9：00〜15：00／サンポート高松・シンボルタワー展示場
［科学体験発表会］
［郷土芸能発表会］
11月5日（土）9：00〜16：00／高松テルサ
11月19日（土） 11：00〜17：00／かがわ郷土芸能フェスタ2016／レクザムホー
ル・小ホール
［音楽会］
11月10日（木）12：30〜15：30／（小学校）
レクザムホール・大ホール ［WEBこども美術館会］
11月12日（土）13：30〜16：30／（中学校）
レクザムホール・小ホール http://www.kec.kagawa-edu.jp/bunkasai/ で公開

お問い合わせ 香川県小・中学校文化連盟事務局

☎ 087-861-7144

参加公演・行事／実行委員長・副委員長おすすめ／特別事業
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