N

70 84

26

10 20 59 74

原画作成 眞
: 鍋 詩乃

︵高松市・英明高等学校︶

観音寺市

1

盆石観音寺教室

三豊市

29 75 97 善通寺市

22

観音寺市立中央図書館

9

坂出市

18 43

I

まんのう町

47 66

仲多度郡

I
81

綾川町

11

49

直島

35

四国
ものづくり
学校

パラティッシ

73

三木町

木田郡

イタリアンバール
AKATOMBO

19

三木町文化
交流プラザ

34
ミルキーウェイ

高松市

25 95

さぬき
こどもの国

38

円座小学校

76

2

79

B

土庄町立
中央公民館

J

58

51

4

28 61

21 53

喫茶リバプール

96

東かがわ市交流プラザ

小豆島町

東かがわ市

とらまるパペットランド

23
小豆郡

24

肥土山農村歌舞伎舞台

小豆島
小豆島町立蒲生公民館

土庄町

21世紀館さんがわ

37 50

さぬき市

5

6

高松市石の民俗資料館

純愛の聖地
庵治・観光交流館

大西・アオイ記念館

珈笛画廊ほのほ
栗林公園

36 69

鬼無庭園
美術館

高松テルサ

52 56

ギャラリーMON

女木島

男木島

豊島

検 索

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

かがわアートナビ｜

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。

ふくふく

7

Kagawa Arts Festival 2018
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！

高松市
中央図書館
香川県教育会館
ミューズホール

高松国分寺
ホール

92

綾歌郡

H

丸亀市内

54

丸亀市綾歌
総合文化会館
アイレックス

丸亀市

丸亀市飯山北
コミュニティセンター

I

坂出市民美術館

K

香川県立
東山魁夷
せとうち美術館

丸亀市飯山
総合保健福祉
センター

62

55

琴平町

善通寺市美術館

四国学院大学

41 89

多度津町

仲多度郡

丸亀市生涯
学習センター

宇多津町

綾歌郡

番の州公園管理事務所前

ユープラザうたづ

42

ことでん
瓦町駅

C I L

香川県立ミュージアム

91 94 100

四国電力丸亀営業所

72（多度津町民会館）

サクラートたどつ

猪熊弦一郎現代美術館

三豊文化会館
マリンウェーブ

67

3

16 17 45 48 57

64 65 68 77 85 90

8

A D E F G
I J M O

レクザムホール
（香川県県民ホール）

高松市生涯学習センター
まなびCAN

27 32 63 78 82 88

15 31 83

香川県文化会館・
香川県漆芸研究所

ハイスタッフホール
14 46 80 87 （観音寺市民会館）

I

高松商工会議所

60 93 99

13 30

史跡高松城跡
玉藻公園

高松市美術館

ことでん
高松築港駅

サンポートホール高松

丸亀町レッツホール

JR高松駅

44

かがわプラザ

情報通信交流館
e-とぴあ・かがわ

12

33 39 40 86 98

I J

MAP

かがわ文化芸術祭 2018
2018 9月30日 〜12月31日
年

日

月

かがわ文化芸術祭 2018 Kagawa Arts Festival 2018

かがわ文化芸術祭2018ポスター原画受賞作品決定＆ポスター原画展開催

今年も9月30日
（日）
から12月31日
（月）
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2018」
が開催されます！
60周年を迎える今年の主催公演・行事では、60周年記念シンポジウム、紅白対抗かがわ舞台芸術祭、紅白対抗かがわ音楽祭を開催するほか、
様々なジャンルのアート表現に取り組みます。

今回のポスター原画募集は、165点の応募があり、最優秀賞として眞

最優秀賞

鍋詩乃さんの作品が選ばれました。最優秀賞をはじめ、入賞・入選者の

アート
（ART）のAをシン

作品43点による原画展を開催します。

ボル化し、上昇をイメージ

昭和33年から、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、
「 香川県芸術祭」
が開催され、団体
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。
その後、節目ごとに検証と改善を重ね、昭和62年に第30回を迎えて
「香川芸術フェスティバル」
として、さらに、平成20年に迎えた第50回を機に、
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」
として、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て新たな歩みを続けており、今年は60回目の開催となる。

する三角形の鋭利形、そ

優秀賞

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）

かがわ文化芸術祭実行委員会 主催公演・行事
オープニング行事

『かがわ文化芸術祭60周年記念シンポジウム・交流会』

MAP

A

亀井 杏加

首藤 姫梨

［高松市・国分寺南部小学校］

かがわ文化芸術祭の60周年を記念して、地域と文化芸術祭活動をテーマにシンポジウムを開催します。

新名 美聖

［丸亀市・南中学校］

［高松市・高松桜井高等学校］

樋口 礼奈

福家 要

あわせて、同芸術祭に関わってこられた多くの皆様が集い、語らう記念交流会を開催します。

日

時 9 月30日(日)

シンポジウム

場

所 レクザムホール（香川県県民ホール）多目的大会議室「玉藻」

13：30〜16：00（開場13：00）

開会式・基調講演・パネルディスカッション
えい

眞鍋 詩乃

［高松市・英明高等学校］

き せい

〈講師〉可児市文化創造センター館長兼劇場総監督 衛 紀生
〈コーディネーター〉四国学院大学 教授 橋本 一仁
〈パネリスト〉香川フルート友の会 会長 都村 慶子

【作品説明】かがわ文化芸術祭が今年で60周年を迎
えるということで、楽しい世界からやってきたロボット

● 入 場 無 料 ● 事前申込不要
（当日先着順）

記念交流会
● 参加費

要事前申込

● 申込締切

〈コーディネーター〉

〈パネリスト〉

橋本 一仁

都村 慶子

衛 紀生

16：15〜18：15（受付開始16：00予定）

3,000円

©中広

〈講 師〉

和泉 一都

9 月27 日（木）必着

［高松市］

申込書
（シンポジウムチラシ裏面）
にご記入の上、郵送、FAX、
またはメールにて送付ください。

B

県内外で活躍する個人や団体
（一般公募から選考）
が華麗なステージを披露するほか、
誰もが参加できる県民の発表会
「め
んめの発表会」
やアートコンポ香川によるワークショップを開催します。ポスター原画募集の入賞作品等も展示予定です。

1

Kagawa Arts Festival 2018

石原崇子

渡辺理香

遠藤 優太
［高松市］

杉尾 咲穂
［高松市］

山田 舞樺

藤川 蒼糸
［丸亀市］

［丸亀市］

期 10 月2日(火)〜14日(日)

場

山本 華暖
［善通寺市］

MAP

C

所 香川県立ミュージアム

開館時間 9：00〜17：00（入館は16：30まで）

紅白対抗かがわ舞台芸術祭

MAP

D

獅子舞などの郷土芸能、幅広い世代の民踊や様々なジャンルで活動する演劇団体
（一般公募から選考）
が、紅組と白組

に分かれて交互に舞台を披露し、来場者による判定によって勝敗を競います。

日

時 11 月18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

日

時 10 月21日（日）

場

場

所 土庄町立中央公民館

入 場 料 一般 2,500円（前売2,000円）、学生 1,500円（前売1,000円）

時

間 10：00〜15：00（予定）

発 売 日 9 月16日（日）

●入 場 無 料

出演予定
松岡究指揮 瀬戸フィルハーモニー交響楽団
浅野郁恵
（サクソフォーン）
石原崇子
（ヴァイオリン）
渡辺理香
（ソプラノ）ほか

浅野郁恵

［高松市］

休 館 日 10 月9日(火) ●入 場 無 料
MAP

瀬戸フィルハーモニー交響楽団

［丸亀市・丸亀高等学校］

かがわ文化芸術祭2018ポスター原画展
会

かがわ文化芸術祭実行委員会事務局 〒760-8570 高松市番町四丁目1-10
（香川県文化振興課内）
☎ 087-832-3785 FAX 087-806-0238 MAIL info@kagawa-arts.or.jp

かがわアートキャラバン

［多度津町・坂出高等学校］

奨励賞

［申込方法］ かがわアートナビホームページ（http://www/kagawa-arts.or.jp/）、または県内各地で配布されている

お問い合わせ

関本 楓

が紅白対抗して歌っている所を描きました。

出演予定
東かがわ市虎頭舞保存会、二條獅子連
（三木町）
、四国
民踊研究会・翠扇会、綾川町立滝宮小学校３年生の皆
さん、パフォーマンスカンパニー・リトルウイング、
うち
んく企画、
シアタービートニクス、香川県立高松桜井高
等学校演劇部、吉田愛服飾専門学校 ほか
司会：鴨居真理子、植松おさみ

鴨居真理子

植松おさみ

主催公演・行事

2

紅白対抗かがわ音楽祭

MAP

E

童謡、箏、尺八、ポップス、口笛、
ピアニスト、器楽合奏、オペラ歌手、児童合唱、米寿を迎えた現役声楽家など多彩な音

楽家
（一般公募から選考）
と、平成28年度香川県文化芸術新人賞を受賞した音楽部門の3名が受賞記念披露として、そ

れぞれ紅白に分かれてオーケストラと共演し、来場者によ

る判定によって勝敗を競います。

時 12 月16日（日）開場 13：30 開演 14：00

場

所 レクザムホール（香川県県民ホール）大ホール

舞 舞踊

演 演劇

映 映像・放送

文 文芸

パ パフォーマンス

10 10月1日（月）

月 〜10月8日（月）
10：00〜17：00

10月1日(月)
〜10月21日(日)

入 場 料 一般 2,500円（前売 2,000円）
学生 1,500円（前売 1,000円）

9：00〜17：00
※火曜日休館
※最終日は15：00まで

紅白対抗さぬき音楽祭2015 開催風景

平成28年度 香川県文化芸術新人賞
受賞記念ステージ

発 売 日 9 月16日（日）
出演予定
大山晃指揮 かがわ音楽祭スペシャルオーケストラ
平成28年度香川県文化芸術新人賞受賞記念ステージ：石井雅登、
佐藤采香、西紋和希
竹内肇
（平成30年春の叙勲旭日双光章）
、
コール・ジュニア高松、田
所敦、東浦亜希子、坂田梁山、青木香瑠、若井健司、林里美、香川ク
ラリネットグループ、
クリシュナフルートアンサンブル ほか

米寿を迎えた
現役声楽家

石井雅登

（ヴォーカル）

佐藤采香

（ユーフォニアム）

西紋和希
（ピアノ）

場

所 レクザムホール
（香川県県民ホール）
多目的大会議室
「玉藻」

竹内肇

（平成30年春の叙勲）旭日双光章

MAP

F

協力 高松市中央卸売市場／香川フィルムコミッション／
●公式Twitter https://twitter.com/ig̲kaf2018

10月5日(金)
〜10月14日(日)

9：00〜17：00
※最終日は16：00まで

10月5日(金)
〜10月25日(木)

10月5日(金)
開場 18：30

1

2

開演 19：00

芸 芸能

部門

美
美

美 美術

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

細川流盆石展

ちびっ子アーティスト・秋色展

3

美

仏生山が大好きな子供たちの絵画展

4

美

第33回 絵画サン展

5

美

アトリエ ル・レザン
ステンドグラス教室 作品展

6

美

第24回 高松テルサ勤労者美術展

7

美

NY+KAGAWA：
住田佳瑞子のみる世界

8

音

ジュゼッペ サッバティーニ
復活リサイタル

10月5日(金)

製作（株）
ツムグ・ブラザーズ

音楽 橋本秀幸／キャスティング（有）
ナイスホームラン

9：30〜17：30
※入館 17：00まで
※最終日 16：00まで
※休館日 毎週月曜日
祝日の場合は開館
翌火曜日が休館

10：30〜15：30
※10月14日(日)は休館
※15：30以降は希望に応じて
開館(要予約)

●脚本 松原真美／監督 かまだともゆき
プロデューサー 斉藤基樹・松島由佳／撮影 宮川幸大

MAP

10月2日(火)
〜10月28日(日)

交えたプレミアム上映会を行います。

時 12 月22日（土）14：00〜

9：00〜17：00
※月曜日休館
※最終日は15：00まで

9：00〜17：00
※最終日は15：00まで

映画『いただきガール』上映会

日

10月2日(火)
〜10月14日(日)

10月2日(火)
〜10月14日(日)

さぬき映画祭2018シナリオコンクール大賞作品
「いただきガール
（松原真美原作）
」
を映画化。製作者によるトークを

（株）
ハリウッドラテ

音 音楽

日 時

日

さぬき映画祭連携 映画製作補助事業

Arts
・行事 CALENDAR
かがわ文化芸術祭 2018 Kagawa
Festival 2018 参加公演

開演 19：00
せい な

【あらすじ】いただきさん
（魚の行商）
で生計を立てている祖母に育てられた星南は、小さ
い時に
「魚くっせいな
（星南）
」
とからかわれたことで、魚も高松も大嫌いになり、逃げるよ
うに東京の大学に出てしまう。数年後、あるニュースをきっかけに高松に帰って来た星南
は、祖母の忘れ物を届けるため、仕方なく魚市場に出向く。
因縁ある幼馴染との再会、数奇な運命に導かれ結ばれた祖母との秘密。故郷の港で星南
は、
自分の本当の居場所を探し始める。

60周年記念座談会

MAP

G

10月6日(土)
10月7日(日)

開演 14：00／19：00

9

演

10月8日(月・祝)

サラダボール公演
『髪をかきあげる』
『川底にはみどりの魚がいる』

日

10月6日(土)
開場 13：30

開演 14：00

10月7日（日）
開場 12：30

開演 13：00

場

10月7日（日）

開場 12：40
開演 13：00〜19：20

時〔1回目〕11 月11日（日）17：00〜「かがわ文化芸術祭 60年の歩み」
〔2回目〕12 月8日（土）17：00〜「かがわ文化芸術祭 これからの展望」

10月7日（日）

所 ギャラリーカフェシレーヌ
（レクザムホール（香川県県民ホール）大ホール棟6F）

開場 13：00

● 詳細は、かがわアートナビホームページ
（http://www/kagawa-arts.or.jp/）
でご案内予定です。

開場 17：00

お問い
合わせ

3

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

Kagawa Arts Festival 2018

開演 13：30

10月7日（日）

■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、産経新聞社高松支局、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、
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

開演 17：30

10月8日(月・祝)
開場 12：30

開演 13：00

10月8日(月・祝)
開場 13：30

開演 14：00

10月8日(月・祝)

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。

場

10

音

音楽の玉手箱 Vol.2
〜音楽をめぐる世界の旅〜

11

音

第4回Wel叶夢コンサート
〜こころに おひさま あったらね〜

開場 17：00

開演 17：30

入場料

内

容

主催・問い合わせ

無料

黒い盆の上に石を置いて山々を表し、白砂に羽根
やほうきで海や川を描きます。雄大な景色ができま
す。日本古来の縮景芸術として伝統を守りながら香
川県で文化を伝承し広める努力をしていきます。

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

無料

3歳以上の生徒さんの秀作を展示。油絵・水彩画・ さとみアートスクール
色鉛筆画・ポスター等、新しい感覚で、色彩豊かに ☎ 080-3168-0714
表現された作品を、沢山の方々に鑑賞して頂けま
したら光栄です。

高松市生涯学習センター・まなびＣＡＮ
エントランスホール
▶高松市片原町11-1
☎ 087-811-6222

無料

仏生山が大好きで、仏生山コミュニティセンター さとみアートスクール
に通う3歳から18歳迄の生徒達の作品展。立体・ ☎ 080-3168-0714
水彩画・油絵等、個性豊かな作品を沢山の方々に
鑑賞して頂けましたら幸いです。

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 東讃絵画美術協会
の有志20名の洋画・日本画等の作品展を開催い ☎ 090-9453-7022
たします。出品は大作、小品あわせて50点程度で （六車 和紀）
す。ぜひご高覧ください。

大西・アオイ記念館
▶高松市上林町148番地
☎ 087-880-7888

一般 100円
高校生以下、障害を持た
れた方 無料

ステンドグラス教室生徒の作品展。ランプ、パネ
ル、立体作品を展示。今回の共通課題は、秋の訪
れを告げるトンボと秋を題材にした作品達をみん
なで制作します。

アトリエ ル・レザン
☎ 087-869-2834

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。

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

鬼無庭園美術館
1F 展示室
▶高松市鬼無町藤井180-9
☎ 090-2782-2063

無料

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 6,200円
(県民ホール友の会 5,900円)
学生 2,000円
全席指定席

イタリアオペラ界の巨匠、11年ぶりに歌手として
復活。

四国学院大学
ノトススタジオ(8号館1階)
▶善通寺市文京町3-2-1
☎ 0877-62-2324

前売券
一般 2,500円
学生 1,500円
(当日券あり)
リピート割：二回目以降の
来場は1,000円引き(どち
らの 演目でも適 用 。受 付
にて半券提示)
未就学児入場不可
全席自由席

すれ違う人々の孤独を描いた、第40回岸田國士
戯曲賞受賞作『髪をかきあげる』
死出の旅立ちを直前に控えた恋人たちの数日間
を描く
『川底にはみどりの魚がいる』
サラダボール四国ツアー第二弾、鈴江俊郎の名
作戯曲二本を連続上演。

四国学院大学パフォーミング・
アーツ研究所
☎ 0877-62-2324

三豊市文化会館マリンウェーブ
マーガレットホール
▶三豊市詫間町詫間1338-127
☎ 0875-56-5111

親子ペア 1,200円
おとな 1,000円
こども(3歳〜小学生) 500円
全席自由席

０歳児から楽しめるクラシックコンサート
音楽に合わせて体を動かしても、声を出しても大
丈夫！ご家族と一緒に楽しんでください。 みんな
で演奏しよう！ のコーナーではおもちゃの楽器を
使って演奏します。

三豊市文化会館指定管理者
特定非営利活動法人三豊市総合型
地域文化・スポーツクラブ構成企業
穴吹エンタープライズ株式会社
☎ 0875-56-5111
(三豊市文化会館マリンウェーブ)

高松国分寺ホール
▶高松市国分寺町新名430番地
☎ 087-875-0162

大人 950円
子ども・障害者手帳をお持
ちの方 500円
(2歳未満は無料)

ピアノ、木管、弦、打楽器のアンサンブルにバレ
エ、映像、読み聞かせを取り入れ、楽しいトークで
進めます。後半では当日来場頂いたみんなの笑
顔が音に合わせてステージにあふれます。良く
知っているあの曲も…！

音楽宅配便
「音かつ」
☎ 090-4333-7032(酒井)

1日通し券
「性とライフスタイルの多様性」
をテーマに、国内
2,500円(当日2,700円)
外から性的少数者(LGBTなど)を扱った長編、短
1プログラム券
編、
ドラマ、
ドキュメンタリーなど様々な映画を揃
1,100円(当日1,300円)
えました。展示や交流サロンもあります。
(各プログラム入れ替え制)
高校生以下、65歳以上、各種障
害者手帳をお持ちの方は無料
全席自由席

開演 14：00

香川県芸術祭に始まるかがわ文化芸術祭の60年の歩みとこれからの展望を、
これまで同祭に関わった出演者、関係
者、参加者の皆様がざっくばらんに語り合う座談会を開催します。

会

盆石観音寺教室
▶観音寺市木之郷町1040-1
☎ 0875-27-6397

一般財団法人
細川流盆石 香川県支部
☎ 0875-27-6397
（佐々木）

「生命エネルギー」
をテーマにした、住田佳瑞子の 鬼無庭園美術館
自由な抽象絵画と写真を合計約１００点展示する。 ☎ 090-2782-2063
NY時代の体験も交えたアーティストトークも随
時開催。会場は盆栽の里鬼無に昨年夏開館したば
かりの私設美術館。

香川県県民ホール指定管理者
穴吹エンタープライズ株式会社
（あなぶきエンタテインメント）
☎ 087-823-5023

映

第14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
5F BBスクエア
▶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

音
舞

愛歌会公演
「和すとりあ２」
〜お城ｄｅ歌舞音曲〜

史跡高松城跡玉藻公園
披雲閣大書院
▶高松市玉藻町2-1
☎ 087-851-1521

一般 1,000円
中学生以下 500円
全席自由席

歴史ある高松城跡にて秋の樹々の風情を愛でつ 愛歌会
つ和洋の芸を楽しむ。昨年好評だった企画の別 ☎ 090-3786-6991(愛染)
編。生演奏による創作舞踊、古典舞踊、和洋歌曲、
創作歌舞と、ゆったりとした時の流れの中で歴史
ロマンに想いを馳せるひととき。

演

劇団四季 SONG＆DANCE ６５

ハイスタッフホール(観音寺市民会館)
▶観音寺市観音寺町甲1186-2
☎ 0875-23-3939

S席 8,640円
A席 6,480円
B席 3,240円
全席指定席

ミュージカルの名曲や華やかなダンスシーンが
ぎっしり詰まった
「劇団四季ソング＆ダンス」
ドラマ
でもない、
ミュージカルでもない、新ジャンルのエ
ンターテインメントとして熱い興奮をお届けする
超人気シリーズです。

観音寺市民会館指定管理者
あなぶき・四国舞台グループ／
四国新聞社／RNC西日本放送
☎ 0875-23-3939

15

音

洪風会創立85周年 昇格披露
都山流尺八演奏会

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

2,000円
全席自由席

邦楽の楽しさと会員の練習の成果を外国の人々
も交え、筝曲のご社中の賛助出演戴き、又特別出
演者坂田梁山師をお迎えして会員の持てる力を
十分に発揮して
「洪風会創立85周年都山流尺八
演奏会」
を開催致します。

都山流尺八楽会 洪風会
☎・FAX 0877-75-1533

音

サクソフォン
アンサンブルコンサート2018

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

無料

16

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。

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

17

演

劇団四季 SONG＆DANCE ６５

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 8,640円
A席 6,480円
B席 3,240円
全席指定席

限りない夢と希望、祈りを、一つのステージに込め
て！劇団四季65周年を記念してお贈りする、進化
系エンターテインメント。ミュージカルの魅力が
ぎっしり。

香川県県民ホール指定管理者
穴吹エンタープライズ株式会社／
四国新聞社／RNC西日本放送／
劇団四季
☎ 087-823-5023

12

13

14

香川レインボー映画祭実行委員会
☎ 080-3164-4174(藤田)

参加公演・行事

4

音 音楽

舞 舞踊

演 演劇

日 時

10 10月13日(土)
月

〜11月4日(日)

9：00〜17：00
※初日は13：00から

芸 芸能

MAP

18

10月14日(日)
〜10月16日(火)

10：00〜16：00
※最終日は16：00まで

10月14日(日)

開場 12：30

開演 13：00

10月14日(日)

開場 14：00

開演 14：30

部門

美

19

生

10月21日(日)
9：00〜15：00
表彰式 10：30〜

10月20日(土)
10月21日(日)
2回公演
開場 16：30

20

21

22

23

開演 17：30

10月21日(日)
10：00〜16：00
表彰式 13：30〜

10月21日(日)
13：00〜15：00

10月22日(月)
〜10月２6日(金)

10：00〜16：00
※初日は13：00から
※最終日は15：00まで

10月24日(水)
〜10月２８日(日)
開館〜閉館

10月２８日(日)

音

10：00〜16：00
※開演時間はプログラム
スケジュールによる

10月26日(金)
開場 16：00
開演 16：30(予定)

24

25

26

27

10月27日(土)

パ パフォーマンス

イベント名

現代童画の世界展2018

生 生活文化

会

他 その他

場
無料

ミルキーウエイ
▶高松市三谷町3518-16
☎ 087-840-1600

無料

開場 13：00

開演 13：30

10月28日(日)
開場 13：30

開演 14：00

10月28日(日)
14：00〜15：30
表彰式 14：00〜

28

第9回 ハーモニカコンサート

第28回TUTTIコンサート

美

第30回MOA美術館
香川県児童作品展
(観音寺地域展)

演

サナトリウムの春 〜離小島療養所〜
小豆島肥土山農村歌舞伎舞台公演

美

第30回MOA美術館
香川県児童作品展
(小豆島地域展)

演
他

美

美

パ

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

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

観音寺市立中央図書館
2F 多目的ホール
▶観音寺市坂本町1丁目1-1
☎ 0875-23-3960

29

30

31

32

33

11月3日(土)
〜11月25日(日)
10：00〜17：00

5

メインステージ 10/14(日)
演奏：公益社団法人瀬戸フィルハーモニー交響楽団
さをり織りファッションショー
● 常設展示 10/14(日)〜16(火)
作品展示、
さをり織り、作品販売

とっておきの芸術祭 in 香川実行
委員会
☎ 087-840-1600

●

生

生

芸

34

無料

懐かしい童謡唱歌、思い出の歌やクラシック音楽
まで幅広く演奏を楽しむことが出来るハーモニカ
の素晴らしさを多くの人達に知っていただき、愛
好者の輪を更に拡げることを目指してコンサート
を開きます。

香川県ハーモニカ協会
☎ 090-4787-7497

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)
全席自由席

クラシック音楽を身近に感じ、親しんでいただける
演奏会です。クラシックの名曲や耳馴染みのある
曲を生の演奏でお届けします。ゲストには西森敬
二氏(尺八)をお迎えします。和と洋のコラボをお
楽しみください♪

TUTTI(トゥッティ)
☎ 0879-25-3014(池田)

無料

観音寺市内の小学生1年から6年生から作品を応
募し、全作品を展示し、入賞者は表彰式をする。

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
☎ 087-868-0022

大人 3,000円
(当日 3,500円)
中学生以下 1,000円
(前売当日とも)

Kagawa Arts Festival 2018

11月3日(土)

開演 13：00

開場 10：00

1900年初め、草木の生えない小島に不治の病
「結核」
の患者が集まる療養所があった。生きる希
望を無くした人達に
「ハレー彗星によって地球上
の空気が5分間なくなる」
というニュース。全世界
がパニックの中、
「 死ぬのは俺たちじゃない」
と患
者達。だが、その先に希望は待っているのか…。

サナトリウムの春小豆島
肥土山農村歌舞伎舞台実行委員会
☎ 090-5916-1255(担当：山出)

ロクディムと笑う！ハロウィーン
〜こどもの国で何かが起きる！〜

家族で笑えるハロウィン！さぬきこどもの国館内
で繰り広げられる即興劇。最後は劇場に集合して
ハロウィンの即興コメディーを楽しもう♪

さぬきこどもの国
☎ 087-879-0500

無料

第26回四国電力OB美術展

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

ユープラザうたづ
▶綾歌郡宇多津町浜六番丁88番地
☎ 0877-49-8020

無料

四国学院大学・韓南大学校交流40周年記念
「ファッションショー」

美

第30回MOA美術館
香川県児童作品展
(高松地域展)

ばら香るパネル＆彫刻展

開演 18：30

開演 10：30

10：00〜17：00
※最終日は12：00まで

36

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

宇多津町2校の小学生1年から6年生までに作品を
募集し、全作品を展示し、入賞者は表彰式をする。

11月9日(金)
〜11月18日(日)

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
☎ 087-868-0022

11月11日(日)
9：00〜15：00
表彰式 13：00〜

11月11日(日)
〜12月2日(日)

10：00〜18：00
※水曜日は休館
※初日は14：00から
※最終日は16：00まで

11月11日(日)
開場 12：30

人形劇場とらまる座、とらまる人形劇
ミュージアム、ミニチュア児遊館2F、と
らまるてぶくろ体育館会議室、他
▶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

とらまる人形劇カーニバル実行
委員会
☎ 0879-25-0055

入場ワッペン
(3才以上有料)
400円(当日 500円)
有料公演チケット
(3才以上有料)
300円
特別公演チケット
(3才以上有料)
800円(当日 1,000円)
全席自由席

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！

四国学院大学
ノトススタジオ
（8号館1階）
▶善通寺市文京町3-2-1
☎ 0877-62-2111
（代表）

入場無料(要入場整理券)

四国学院大学と韓国の姉妹校韓南(ハンナム)大
学校の交流40周年を記念して、韓南大学校衣類
学科教員学生作品のファッションショーを開催し
ます。15名のモデルによる韓国伝統服や現代化
したファッションの世界をお楽しみ下さい。

入場整理券予約・お問い合わせ先
四国学院大学学生コモンズ支援課
☎ 0877-62-3966
FAX 0877-63-4451
MAIL kokusai̲office@sg-u.ac.jp

史跡高松城跡玉藻公園
披雲閣大書院
▶高松市玉藻町2-1
☎ 087-851-1521

10/27(土) 木村ふみ氏講
演 会＆英 国ティータイム
セット 2,500円
( 両 日 ) スコーン＆ティー
セット 800円
※玉藻公園入園料を含む
※テーブルコーディネー
ト展・クラフト作家展・ミニ
コンサートは、玉藻公園入
園料のみで入場いただけ
ます。

木村ふみ氏 講演会 10/27(土) 13:30〜15:00
「日本と西洋の食卓を掬ぶ 〜日本の膳と二十四節気〜」
● テーブルコーディネート展示 13作品
● 香川ゆかりのクラフト作家展 16作家
● ミニコンサート5組 10/28(日) 11:00〜15:30

香川食環境と伝統文化研究会
☎ 087-844-0307(担当：香川)

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

無料

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

無料

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

パラティッシ
2F
▶高松市林町6-117
(香川大学工学部前バス停前)

開演 13：00

11月11日(日)
開場 13：00

開演 13：30

11月11日(日)

開演 13：30

11月11日(日)
開場 13：00

開演 14：00

11月13日(火)
〜12月9日(日)

●

今回初めて、弓琴の演奏をする。観音寺市にある
一絃琴をご神体にした、琴弾八幡宮に献曲された
「飛天」
を演奏します。

9：30〜19：00
※土日祝は9：30〜17：00
※月曜日は休館

11月14日(水)
開場 18：00

開演 18：30

11月16日(金)
〜11月25日(日)

9：00〜17：00
※月曜日休館
※最終日は16：00まで

一絃琴一遙会
☎ 087-831-7881

11月17日(土)
〜11月23日(金・祝)
10：00〜16：00

生

無料

中讃地域で唯一の男声合唱団の2年毎の定期演
奏会です。団員は30名で当日はOB５名も参加予
定。同じ丸亀市の女声合唱団のコーロ・アニーロ
の賛助演奏もあります。
指揮：三木伸哉、三木ユリ

丸亀男声合唱団コール・メル
☎ 080-3165-1314
(事務局 中村)

高松市内の小学1年生から6年生から応募された
絵画・書写の約3000点から入賞された作品を展
示します。

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
☎ 087-868-0022

第8回ばらとガーデンコンテスト受賞者のパネル
展と前回の個展(花はどこへ行った)以降、植松昭
二が製作した銅彫刻の作品とテラコッタ塑像、竜
雲ばらクラブ、
ガーデニング協会会員が作庭する
イングリッシュガーデン

ばら香るパネル&彫刻展実行委
員会
☎ 087-849-0091

11月18日(日)
9：00〜15：00
表彰式 13：30〜

11月18日(日)
開場 13：00

開演 13：30

11月18日(日)
開場 13：15

開演 13：30

11月18日(日)

四国ものづくり学校 monohouse
その他
▶綾歌郡綾川町枌所西2060
☎ 080-8633-4313

無料

2 0 1 3 年 より香 川 県 の 山 間 部 で 開 催 さ れ る
OFFMUSEUMの芸術祭。平面、立体、インスタ
レーション、パフォーマンス等多彩な表現と自然
環境がコラボしています。今回は
「新原点」
をテー
マに開催します。

かがわ・山なみ芸術祭2018
AYAGAWA実行委員会
特定非営利活動法人かがわ・も
のづくり学校
☎ 080-8633-4313

11月18日(日)
開場 13：30

開演 14：00

第9回 箏遊会 〜秋の歌〜

音

高松テルサ音楽祭2018

38

芸

香翠座デコ芝居保存会
創始185年記念公演

39

音

Canti Regalo(カンティ レガーロ)Ⅶ
〜歌の贈りもの〜

40

映

37

映画製作プロによる
「地方発信のプロデューサー育成講座」

41

美

第30回MOA美術館
香川県児童作品展
(中讃地域展)善通寺会場

42

美

第12回 木の実アート展

43

美

第30回MOA美術館
香川県児童作品展
(中讃地域展)坂出会場

44

写

写真県かがわの新鋭たち
K-Lovers Photographers作品展2018

45

音

第38回高松第一高等学校音楽科
定期演奏会

46

音

第5回 和コンサート

47

音

綾歌吹奏楽団 第20回定期演奏会

48

音

2018
「かがわ第九」
演奏会

なごみ

文

ヴジャデ新聞 展示会

50

音

アインザッツ
36th Piano Concert

51

生

第16回 染色すなご会展

美

憂紀の四つの箱 at2 BOX
３組の展示会

49

52

文

11月17日(土)
13：30〜16：00

イベント名

他

11月10日(土)

開演 13：30〜15：00

かがわ・山なみ芸術祭2018
AYAGAWA

部門

音

11月9日(金)
〜11月11日(日)

開場 13：00

香川発！伝統と現代をしつらえる

第11回「一絃琴演奏会」

開演 13：20

10：00〜15：00

無料

とらまる人形劇カーニバル2018

開場 13：00

11月4日(日)

さぬきこどもの国
わくわく児童館内・こども劇場
▶高松市香南町由佐3209
☎ 087-879-0500

丸亀男声合唱団
コール・メルコンサート2018

美

箏演奏会 10：30〜
展示会 10：00〜15：00

開場 18：00

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
☎ 087-868-0022

生

35

月 11月3日(土)

11月3日(土)

小豆島と豊島の小学校生を対象に絵画作品を募
集・審査した後応募作品全てを展示し、多くの方に
ご覧いただきます。最終日には、入賞された方を
表彰式にて表彰させていただきます。多くの皆さ
んのご来場をお待ちしています。

第30回MOA美術館
香川県児童作品展
(中讃地域展)宇多津会場

MAP

11

開場 12：30

無料

音

写

日 時

主催・問い合わせ
坂出市／坂出市教育委員会／
坂出市民美術館
☎ 0877-45-7110
(坂出市民美術館)

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

美

月 11月1日(木)

11：00〜18：00
※最終日は17：00まで

容

表彰式 13：00〜
肥土山農村歌舞伎舞台
▶小豆島郡土庄町肥土山

他

11

〜11月3日(土)

内

全国で活躍するナイーブ系美術作家の選抜展と
して、73作家の個性豊かな作品が並びます。童
画・洋画・日本画・デザイン・版画など素朴でユーモ
アのある作品。併催する公募ジュニア展では児童
画も楽しめます。

11月3日(土)

13：30〜15：00
木村ふみ氏 講演会

10月28日(日)

入場料

坂出市民美術館
▶坂出市寿町一丁目3番35号
☎ 0877-45-7110

とっておきの芸術祭 in 香川2018

演

10月27日(土)
10月２8日(日)
10：30〜16：00

文 文芸

音

表彰式 13：00〜

10月26日(金)
〜10月２8日(日)

映 映像・放送

他

10月20日(土)
9：00〜17：00

写 写真

美

13：00〜15:30
演奏会・ファッションショー

10月14日(日)

美 美術

会

場

無料

第35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

高松市立円座小学校体育館
▶高松市円座町1630-2
☎ 087-885-2542

無料

創始は、天保4年10月起とあることから、平成25
年10月に180年記念公演を実施し、今年、平成
30年は丁度185年になることから、過去5年間の
活動成果発表として、保存会と地域共催による記
念行事の実施。

香翠座デコ芝居保存会
☎ 087-885-7664(田井)／
☎ 087-886-4993
(円座コミセン)

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
全席自由席

香川県内外で活動する声楽家で組むカンティレ
ガーロ。今年で7回目の演奏会を迎えます。
Ⅰ部では
歌で巡る世界旅行と題し、様々な国や場所に関する
歌を、
Ⅱ部は有名なオペラアリアをお贈りします。

カンティレガーロ実行委員会
☎ 090-7144-1226(辻田)

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 1,500円
(当日 1,800円)
高校生以下 1,000円
(前売当日とも)
全席自由席
未就学児の入場不可

香川発信の映画製作が盛んになっているが、映画
製作の要となるプロデューサーの育成を、映画製
作のプロを迎えて参加者との質疑応答による、映
画製作の在り方を学びます。同時上映『ほっこま
い高松純情シネマ』

シネ・コム映画観隊
☎ 080-5547-3860(石田)

善通寺市美術館
▶善通寺市文京町2丁目1-3
☎ 0877-62-4924

無料

善通寺市内、多度津町、琴平町、まんのう町の小
学生1年から6年生までの作品を募集し、入賞作
品を展示し表彰式をする。

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
☎ 087-868-0022

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

無料

「公園・夢プラン大賞2017 実現した夢部門」
(公園
財団公募)に入選した木の実アート展は、ボラン
ティア作者達による木の実を使ったアート作品の
展示会！200点余りの温かく可愛らしい作品を是
非ご覧下さい。

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

坂出市民美術館
▶坂出市寿町一丁目3番35号
☎ 0877-45-7110

無料

坂出市内の小学生1年から6年生の全作品を坂出
市民美術館に展示し、入賞者は美術館にて表彰式
をする。

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
☎ 087-868-0022

かがわプラザ
▶高松市サンポート2-1
高松シンボルタワー タワー棟3F
☎ 087-825-5125

無料

e-とぴあ・かがわ内アート写真講座「フォト・ラボK」 【主催】K-Lovers Photographers
修了後、あるレベルに達し作品制作を続けたいとい 【問い合わせ】
かがわプラザ
う強い思いを持つ者で構成されるのがK-Lovers ☎ 087-825-5125
Photographers。そのメンバーの展示会。

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

無料

高松第一高等学校音楽科の代表生徒(各種音楽
コンクール入賞者など)による独奏、独唱を披露し
ます。また、重唱や重奏、合唱など日頃の授業の成
果を発表します。

ハイスタッフホール(観音寺市民会館)
▶観音寺市観音寺町甲1186-2
☎ 0875-23-3939

1,000円

知的、四肢に障害のある方でピアノを頑張っておら 和コンサート実行委員会
れる五名の方の演奏を一般の皆様に聴いて頂き、 ☎ 090-4507-4210(川崎)
音楽を通して和やかな時間を持つことを目的とし
ています。支援する健常者の応援演奏もあります。

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

57

パ

音

高松交響楽団
第120回定期演奏会

香川第九実行委員会
☎ 090-3789-8869

高松市中央図書館
2F 展示コーナー(カウンター横)
▶高松市昭和町1丁目2番20号
サンクリスタル高松
☎ 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 * Blue Flower * Red Nose *
ヴ｣の逆＝今まで目にしているのに初めて見たと ☎ 090-5848-1622
感じる｢ヴジャデ｣を発信する新聞〈第5弾〉。音・
形・意味・成り立ち…時空を超えて多角的に言葉
に挑む！

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。ショパン『英雄
ポロネーズ』、
ショスタコーヴィチ『２台のピアノの
ための小協奏曲』等、ピアノ名曲の数々をお楽し
み下さい。

アインザッツ
☎ 090-5919-4137(波多)

郷土に染の灯りが欲しい、こんな想いから50年が
やってきた。日本の先人達が残した染技法はもとよ
り、新しい技法が生まれている。今回は、生活に即し
た技法、そして、
ワークショップ、バザーも開催する。

石の民俗資料館
☎ 087-845-8484
染色すなご会
（佐竹）
☎ 087-845-5505

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

・展覧会 入場無料
・ワークショップ［11月17日（日）］
費用 1,000円
（午前の部）10：30〜11：30 10名
（午後の部）13：00〜14：00 10名
TELにて要申込 右記の佐竹まで

ギャラリーMON
▶高松市朝日町2-14-17
☎ 087-816-0435

無料

三組の展示会は、篠永哲一と友人の土井氏のクラ
フト、絵画展。真崎希代代表の男と女の言葉遊び
の会の詩人達の詩の展示会。憂紀のつい立展と
三組のバラエティーに富んだ展示会で、楽しんで
いただきたい。

憂紀

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

無料

さぬき市、東かがわ市の小学生を対象に絵画・書
写作品を募集・審査した後応募作品全てを展示
し、多くの方にご覧いただきます。最終日には、入
賞された方を表彰させていただきます。多くの皆
様の来場をお待ちしています。

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
☎ 087-868-0022

丸亀市飯山北コミュニティセンター
1F 多目的ホール

無料
全席自由席

第1部：セレナータギターアンサンブルによる合奏
演目：イサーク・アルベニス作曲
「アストゥリアス」
エンリケ・グラナドス作曲
「スペイン舞曲12番」
等
第2部：尾崎史彦によるギター独奏。(予定)

セレナータギターアンサンブル
☎ 090-7769-3709(尾崎)

飯山総合保健福祉センター
（予定）
※9月上旬決定予定
▶丸亀市飯山町下法軍寺581-1
☎ 0877-98-1571

3歳以上子ども〜おとな
2,500円
（前売当日とも）
全席自由席

楽しい手影絵ショーと影絵体験の二本立て！一度
見たらきっとやってみたくなる！
？想像力を刺激す
る手影絵パフォーマンスを観た後は、子ども達に
挑戦してもらいます。魅力いっぱいの影絵の世界
の探検へ、いざ！出発！

NPO法人さぬきっずコムシアター
☎ 0877-25-0691

ギャラリーMON
▶高松市朝日町2-14-17
☎ 087-816-0435

無料

仮面の語り部憂紀は2003年に憂紀の一面を見
せる内容で始めたものだった。今回アゲインと付
ける事で、もう一度あの頃のままの雰囲気で語り
を感じてもらうもので、聞き手には作品を自由に
イメージして欲しいと思う。

憂紀

☎ 0877-98-6595

憂紀の四つの箱 at1 BOX
仮面の語り部憂紀アゲイン

綾歌吹奏楽団
☎ 080-6375-9732
(団専用電話)

テーマ：
「みんなで造ろう!!かがわの第九」
指揮：栗辻聡／管弦楽:関西フィルハーモニー管弦
楽団／独唱：佐々木典子、小川明子、上原正敏、佐
野正一／合唱：香川第九合唱団ほか

第9回「尾崎史彦とギターに集う仲間たち」 ▶丸亀市飯山町川原1112-5

演

お子様からご年配の方まで楽しんでいただける
演奏会です。第20回となる今年は、日本を代表す
るニューオーリンズスタイルブラスバンドBBBB
との共演ステージを企画しました。皆様ぜひ聴き
にいらしてください。

大人 3,500円
高校生以下 1,000円
全席自由席

音

56

大人 900円
（当日 1,000円）
子供 400円
（当日 500円）

高松第一高等学校音楽科
☎ 087-861-0276

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

54

パ

主催・問い合わせ

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

美

影絵
「わくわく影絵たんけん隊」

容

季節柄、秋の歌を主に演奏致します。宮城道雄作 箱絃会
曲
「虫の武蔵野」
「秋の初風」
「野菊」
等。また地元屋 ☎ 087-862-6661
島を舞台とした
「那須与一」
を合奏いたします。箏 (箱崎 美喜子)
曲、生花、庭、
お茶を楽しんで頂きたいと思います。

53

演

内

無料
栗林公園入園料、掬月亭
入亭料は別途有料

第30回MOA美術館
香川県児童作品展
(東讃地域展)

55

入場料

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)

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

自由席／一般 2,000円
自由席／大学生以下 1,000円
エリア指定 3,000円
（前売当日とも）

地元に根差し活動する高松交響楽団の演奏会。指
揮に田中一嘉、ピアノにカンテ・キム(第4回高松
国際ピアノコンクール2位)を迎え、ベートーヴェ
ンのピアノ協奏曲「皇帝」
シューベルトの交響曲
「グレイト」
他を演奏。

高松交響楽団
☎ 090-9550-7441(事務局)

参加公演・行事

6

音 音楽

舞 舞踊

演 演劇

日 時

11

月 11月18日(日)
開場 13：30

開演 14：00

11月18日(日)
開場 15：00

開演 15：30

11月23日(金・祝)
開場 13：00

開演 13：30

芸 芸能

MAP

開演 19：00

開場 13：10

開演 13：30

11月24日(土)
11月25日(日)

11月23日(金・祝)
表彰式 11：00〜

11月24日(土)
〜12月24日(月・祝)
9：00〜21：00

11月24日(土)
開場 13：30

開演 14：00

11月24日(土)
開場 13：30

開演 14：00

11月25日(日)
開場 13：30

開演 14：00

11月25日(日)
開場 13：30

開演 14：00

部門

開場 13：30

開演 14：00

11月25日(日)
開演 18：00

11月27日(火)
〜12月2日(日)

9：30〜17：00
※最終日は15：00まで

11月(開催予定)

12

月 12月1日(土)
開場 9：30

開演 10：00

12月1日(土)
時間未定

12月1日(土)
開場 17：00

開演 17：30

12月1日(土)
開場 17：00

開演 17：30

12月2日(日)
開場 13：30

開演 14：00

12月2日(日)
開場 13：30

7

開演 14：00

文 文芸

パ パフォーマンス

59

音

528Ｈｚコンサート 〜奇跡の周波数〜

60

61

62

63

64

65

66

音

地域芸術文化振興事業・人形劇特別公演
「火曜日のごちそうはひきがえる」
他 上演：人形劇団京芸

美

68

69

70

71

72

73

第30回MOA美術館
香川県児童作品展
(中讃地域展)丸亀会場
ユープラザうたづのクリスマス
「赤で紡ぐクリスマス」

会

他 その他

場

入場料

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

無料

三豊市文化会館マリンウェーブ
イベントホール
▶三豊市詫間町詫間1338-127
☎ 0875-56-5111

3,000円
全席自由席

丸亀町レッツホール
▶高松市丸亀町1-1
高松丸亀町壱番街東館4F
☎ 087-823-0001

無料

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

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

内

容

出演者全員によるオープニング
● クラスごとの小作品、
ヴァリエーション(コンテン
ポラリークラス・ヴァリエーションクラス・エン
ジェルクラス・キッズクラス・ジュニアシニアクラ
ス・ビューティークラス)
● パキータ
●

528Ｈｚはストレスを軽減し、心体の不調をなくし、
人間同士のいざこざもなくすような 平和の周波
数 と評されることもあります。
ｃ(ド)を528Ｈｚに
調律すると豊かな倍音に包まれた今までに聞い
たことない音の世界が広がります。
【出演】尺八・篠笛：山口整萌／ピアノ：小瀧俊治

主催・問い合わせ
高松バレエアカデミー
☎ 087-814-4877

三豊市文化会館指定管理者
特定非営利活動法人三豊市総合型
地域文化・スポーツクラブ構成企業
穴吹エンタープライズ株式会社
☎ 0875-56-5111
(三豊市文化会館マリンウェーブ)

毎回、色々なテーマを掲げて企画しているコン
サート。今回は みんなで唄える 曲を中心に和楽
器にのせて童謡・現代曲を老若男女みんなで口ず
さみながら、出演者と一緒に舞台を楽しんでみま
せんか。

豊千会合奏団
☎ 080-3168-9552(篠田)

一般大人(高校生以上)
1,000円(当日 1,200円)
一般子ども(5歳〜小・中学生)
600円(当日 800円)
会員大人 600円
会員子ども 400円
3・4歳無料、3歳未満入場不可
全席自由席

個性豊かなキャラクターの暖かい世界観と、多彩
な人形劇表現・高いドラマ性を備え、10年以上の
ロングランを続けている人気作品。老若男女〜世
代を超えて楽しめるスリリングで心温まる人形劇
を、ぜひご覧ください！

一般社団法人
パペットナビゲート
☎ 0879-25-0055

無料

丸亀市内の小学生1年生から6年生までに作品を募
集し、約300点を展示し、入賞者は表彰式をする。

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

サンタさんの赤い服は幸せを予感させますね。そ
の赤の連想でクリスマスを表現してみました。幸
せを呼び寄せる赤で満ち溢れたエントランスホー
ルに来ていただいた方は必ず幸せな空気に包ま
れます。お待ちしています。

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

一般 500 円
学生以下 無料
全席自由席

香川大学吹奏楽団では、1年の集大成として毎年
定期演奏会を行っています。A・リード作曲
「アルメ
ニアンダンスパート1，
2」
をはじめ、吹奏楽やポッ
プスなど様々な曲を演奏します。どうぞお楽しみ
ください。

香川大学吹奏楽団
☎ 080-8631-0404

音

合唱団ミュージックウェイ
2018コンサート

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

大人 1,000 円
高校生以下 無料
全席自由席

音楽は永遠のものです。今回のプログラムは童謡 合唱団ミュージックウェイ
に始まり、イタリアンソング、歌謡曲、最後に千原 ☎ 087-865-6849(渋谷)
英喜の曲でしめくくります。ミュージックウェイに
とって大切な千原英喜の世界を気持ちをこめて、
表現します。

シンフォニックウインズKAGAWA
第19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番地
☎ 0877-86-6800

一般 500 円
高校生以下 無料
全席自由席

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
「コンサートマーチ『虹色の未来へ』「
」マードッ
クからの最後の手紙」
「スラヴ行進曲」
「 巨人の肩
にのって」
他です。

シンフォニックウインズ
KAGAWA
MAIL infoswk@mf.pikara.ne.jp
(楽団メール)

猪熊弦一郎現代美術館
ミュージアムホール
▶丸亀市浜町80-1
☎ 0877-24-7755

大人 2,000 円
中高大学生 1,000 円
全席自由席

中尾麻沙也氏によるモダンミュージックのピアノ
演奏とBLUE PHOENIXによるダンスとクリスタ
ルボウルのコラボレーション。そして白藤太一氏
の歌とプロジェクションマッピングでの音と映像
の幻想的な空間。

一般社団法人
Peace of New Earth
☎ 087-868-7556

アンビエント
〜イマージュスフィアの試み〜

芸

和太鼓フェスタ夢幻

音

深みゆく秋によせて
栗林公園ライトアップ掬月亭和のコンサート

美
美
他

パ

美

第62回 創元会香川支部展

アート県クロニクル
〜香川の源流を訪ねる
第17回禅林学園少林寺拳法演武祭
「愛と力」

ちびっ子アーティスト・
お兄さんお姉さん展

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

1,000 円
( 当日 1,500 円 )
小学生以下 無料
全席自由席

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
入亭料は別途必要

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

会場未定

サクラートたどつ(多度津町民会館)
▶仲多度郡多度津町大通り4-26
☎ 0877-33-3330

イタリアン・バール・AKATOMBO
▶高松市円座町931-10
☎ 087-802-7587

大人 1,000 円

無料

有料

12月9日(日)
開場 12：30

開演 13：00

12月9日(日)

12月9日(日)
開場 13：30

開演 14：00

開場 13：30

開演 14：00

12月11日(火)
〜12月16日(日)

9：30〜17：00
※最終日は16：00まで

開場 18：00

開演 18：30

開場 13：00

開演 13：30

12月12日(水)

12月15日(土)
開場 13：30

開演 14：00

12月16日(日)
開場 13：30

開演 14：00

12月16日(日)
開場 13：30

開演 14：00

12月18日(火)
〜12月23日(日)

和太鼓演奏会。和太鼓、篠笛、津軽三味線におい
て、
「 屋島合戦」
をモチーフに演出します。第16回
目のコンサートになります。ゲストに日本民舞東
尾会等をむかえ、屋島の歴史を演出します。

和太鼓集団 夢幻の会
☎ 090-3183-0100
(夢幻の会 奥村)

紅葉で美しい名勝栗林公園。江戸時代の風情を残
す掬月亭から望む南湖は湖面に映る紅葉が特に美
しい場所です。秋らしい曲と讃岐盆唄から創作した
「宵夢の唄〜一合まいた幻想〜」
を演奏します。

和の調べ−飛天の会−

10：00〜18：00
※最終日は15：00まで

12月21日(金)
開場 18：30

開演 19：00

12月22日(土)

創元会香川支部の年間行事として毎年開催の香
川巡回展と共に秋季に香川支部展を開催、今回で
62回展。支部会員33名の近作(油彩画、水彩画)
を展示、広く県民各位に鑑賞して頂き以て文化芸
術の向上発展に寄与せん。

一般社団法人 創元会 香川支部
☎ 087-865-6185
(事務局 西崎 正見)

香川はなぜ
「アート県」
なのか。香川県庁舎東館が完
成した1958年を起点に、香川のアート文脈を紐解
く本企画。今回は
「直島誕生 過疎化する島で目撃し
た『現代アートの挑戦』の全記録」
の著者・秋元雄史
氏に、直島が現代アートの聖地に至るまでを聞く。

まちラボ
☎ 090-6282-2827

人間はしっかりとした教育環境の中に入れば必ず
その人本来の自分を取り戻すことができる。人が
人を育てる血の通った心の教育を実践する禅林
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。

禅林学園高等学校生徒会
☎ 0877-32-3000
(禅林学園高等学校)

開場 13：00

開演 14：00

12月22日(土)
開場 13：30

開演 14：00

12月23日(日)
開場 13：30

開演 14：00

12月23日(日)

本年で34回目を迎える、さとみアートスクール。 さとみアートスクール
10歳以上の生徒達による、高松・丸亀・両教室の ☎ 080-3168-0714
合同絵画展。個性豊かな作品を沢山の方々に鑑
賞して頂けましたら光栄です。

開場 15：00

開演 15：30

12月24日(月・振休)
①12：30〜13：00
②14：30〜15：00

三豊市文化会館マリンウェーブ
イベントホール
▶三豊市詫間町詫間1338-127
☎ 0875-56-5111

前売券
おとな 500円
1歳以上の子ども 100円
(当日券あり)

ノトススタジオで大好評の『白雪姫と7人のこび
と』をマリンウェーブで上演いたします。ピアノの
生演奏、ダンス、演劇で子どもだけでなく親子で
も楽しめる作品をお届け。上演前に作品を楽しん
でもらう為の子ども向けワークショップも開催！

四国学院大学パフォーミング・
アーツ研究所
☎ 0877-62-2324

四国学院大学
清泉礼拝堂
▶善通寺市文京町3-2-1
☎ 0877-62-2111

前売券
一般 2,000円
学生 500円
ペア券 3,000円
(ペア券以外当日券あり)

四国学院大学第42回
「メサイア」
全曲演奏会。指
揮は古楽器奏者としても著名な大塚直哉氏。ソリ
ストとオーケストラ演奏者を全国から迎え、四国
学院大生・卒業生中心に編成された合唱団が歌い
ます。

四国学院大学クリスマス・プロ
ジェクト実行委員会
チケット予約・お問い合わせ先
☎ 0877-62-3966
MAIL kokusai̲office@sg-u.ac.jp
(四国学院大学国際オフィス)

12月24日(月・振休)
12月25日(火)

演

音楽劇『白雪姫と7人のこびと』

75

音

四国学院大学
第42回メサイア演奏会

76

演

インプロ(即興演劇)
『ザ・ベクデルテスト』香川公演

珈笛画廊ほのほ
▶高松市中野町15-10
☎ 087-833-2308

2,000円
全席自由席

観客のアイデアを元に、俳優が
「3人の女性」
を主
人公とする物語を即興で演じていきます。主人公
が
「誰」
であるかは、彼女たちに関わる人々によっ
て浮かび上がる即興の演劇公演です。

あそび創造集団クロッシング
☎ 090-8282-9189

12月27日(木)

音

NPO法人
香川ファミリーコンサートを考える会
30周年記念公演 X masファミリーコンサート
「くるみわり人形」

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

大人 2,000 円
小人 (3 才以上 15 才未満 )
1,000 円
全席自由席

チャイコフスキー作曲の
「くるみ割り人形」
をピア
ノ連弾・バレエ・朗読で総合芸術として表現するコ
ンサート。

NPO法人
香川ファミリーコンサートを考える会
☎ 087-831-3109

12月28日(金)

ジャズ、
フュージョンなど幅広く活躍するハイパー
サックス奏者 本田雅人をゲストに迎え、OMENS
OF LOVE、Fair Affectionなどを演奏する。

SKGジャスオーケストラ
☎ 090-2891-3367

74

77

78

Kagawa Arts Festival 2018

音

第56回SKGジャスオーケストラ
定期演奏会

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

大人 2,000円
（当日 2,500円）
中高生 1,000円
（前売当日とも）

79

80

12月24日(月・振休)
開演 13：30〜17：00

開場 18：00

開場 16：30

開演 18：30

開演 17：00

12月31日(月)
開場 20：00

開演 22：00

部門

イベント名

写

K-Lovers Photographers
庵治セレクション

音

公益社団法人 当道音楽会
香川支部第３回定期演奏会

芸
演

会

場

入場料

内

容

主催・問い合わせ

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

無料

e-とぴあ・かがわ内アート写真講座「フォト・ラボK」 【主催】K-Lovers Photographers
修了後、あるレベルに達し作品制作を続けたいとい 【問い合わせ】純愛の聖地庵治・
う強い思いを持つ者で構成されるのがK-Lovers 観光交流館
Photographers。そのメンバーの展示会。
☎ 087-871-1700

ハイスタッフホール(観音寺市民会館)
▶観音寺市観音寺町甲1186-2
☎ 0875-23-3939

1,000円

邦楽を広く一般に普及し、その技芸の向上と育成 公益社団法人
を通じて芸術文化の向上と発展に寄与することを 当道音楽会香川支部
目的とする
「公益社団法人 当道音楽会香川支部」 ☎ 090-6286-5146
による日本音楽の定期演奏会。

ふくふく
▶高松市香西南町107
☎ 090-5716-2017

無料

新仮面の語り部は太宰治、芥川龍之介の晩年の
作品を中心に江戸川乱歩の作品をはさみ、或は悲
しく、或は哲学的に、サスペンス風に新衣装、新し
い仮面で朗読を演ずるように綴るように実演した
いと思っている。

憂紀

パ

憂紀の四つの箱 at3 BOX
新仮面の語り部憂紀

82

音

丸亀市民吹奏楽団
第45回定期演奏会

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

大人 1,000円
中・高生 500円
小学生以下 無料
全席自由席

今回は3部構成のステージで、1部吹奏楽オリジ
ナル、2部小編成とピアノ、3部は海をテーマにし
た曲を中心にお届けします。

丸亀市民吹奏楽団
☎ 090-8285-5345
(事務局 山根)
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音

第53回 香川大学邦楽部竹友会
定期演奏会

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

無料
全席自由席

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53回定期演奏会を開催し
ます。始めて数か月の1年生から今年度卒業する
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
☎ 080-2903-1196

美

サロン・トワール
「彩」
絵画展

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

無料
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油彩画とアクリル画を描いているグループです。 サロン・トワール
「彩」
今年も約４５点の絵画作品を展示します。今年は ☎ 090-1326-7675
旧サロン・エウスン時代から数えて24回目となり
ます。

85

演

ピアフ

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 9,800円
(県民ホール友の会 9,300円)
全席指定席

ピアフが大竹しのぶに舞い降りた。2012芸術選 香川県県民ホール指定管理者
奨文部科学大臣賞受賞、2013演劇雑誌ミュージ 穴吹エンタープライズ株式会社
カルベストテン再演１位等を受賞の話題作。
（あなぶきエンタテインメント）
☎ 087-823-5023

音

高松ウインドシンフォニー・
アンサンブル・コンサート2018

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

管打楽器による小編成のアンサンブルコンサート
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高松ウインドシンフォニー
☎ 090-1328-5963

87

音

宮田大チェロリサイタル

ハイスタッフホール(観音寺市民会館)
▶観音寺市観音寺町甲1186-2
☎ 0875-23-3939

一般 4,500円
全席指定席

光るカリスマ性、至福のチェロ。世界が認めた若き
才能が奏でる、圧巻の響き。

観音寺市民会館指定管理者
あなぶき・四国舞台グループ／
四国新聞社／RNC西日本放送
☎ 0875-23-3939

舞

2018 Christmas
KIDS DANCE PARTY 4th

ユープラザうたづ
▶綾歌郡宇多津町浜六番丁88番地
☎ 0877-49-8020

無料
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県内で活躍するキッズダンスチーム3団体150名出
演のクリスマス公演。JAZZ、HIPHOPなど様々な
ジャンルの曲やクリスマスナンバーを披露。会場を
飾る高さ2mのバルーンクリスマスツリーは必見。

KIDS DANCE PARTY実行委員会
☎ 090-8282-6128

文

善通寺市美術館
２Ｆ
▶善通寺市文京町2-1-1
☎ 0877-62-4924

無料
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塔和子さんとひらく
「いのちの詩」
展
〜詩をいのちのつなとして〜

大島青松園の詩人塔和子さんは、過酷な人生を、
詩をいのちのつな(命綱)として生き抜きました。
塔さんの詩とともに、広く公募した
「いのちの詩」
を展示して、言葉の力によって元気に生きること
を、中学生が提案します。

善通寺東西中学校ボランティア
クラブ
☎ 0877-62-2340
(善通寺市立西中学校 山地 千晶)

90

音

白井奈緒美
サクソフォーンリサイタル10
「天」
〜Le ciel de Paris

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 2,500円
(当日 3,000円)
学生(中〜大学生) 1,500円
(当日 2,000円)

世界中で活躍している音楽界のエースたちを招
きフランスで活躍した作曲家作品を集めたコン
サート。百周年を記念したドビュッシー印象派作
品と合うハープと今話題の日本人作曲家たちの
サクソフォーンのための世界初演のコンサート。

Sプロジェクト
MAIL s-project2010@live.jp

音

Kagawa Brass Rings
第15回記念演奏会

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

無料
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香川県内で活動しているアマチュア金管楽器奏者
約40名による演奏会。今年で第15回を迎えます。
メイン曲に
「巨人の肩にのって」等、金管楽器なら
ではの輝かしく豊かな響きをお楽しみください。

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

92

音

香川大学合唱団第62回定期演奏会

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

400円
全席自由席

一年の集大成として毎年開催している定期演奏 香川大学合唱団
会も今年で62回目となりました。
「 天使にラブソ ☎ 080-2985-2552
ングを」
をテーマとし、劇を交えたステージや、他 (影山)
にも信長貴富作曲のリズミカルな曲を歌います。
ぜひお越しください！

音

愛歌会演奏会「冬のドームコンサート」 ▶高松市丸亀町1-1
高松丸亀町壱番街東館4F
☎ 087-823-0001
〜音楽の宝石箱〜

丸亀町レッツホール

無料
全席自由席

愛染千絵子門下にて声楽やピアノ等を楽しみ学
ぶ老若男女の一般音楽生と、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、聖歌曲、叙情歌
等の成果コンサート。

愛歌会
☎ 090-3786-6991(愛染)

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

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

ライト兄弟より12年前、香川県で飛行実験を成功さ
せた二宮忠八の生涯とCAになりたい女の子、飛行
機の設計士になりたい男の子の成長を重ね、人間に
とって夢とは何かを描いたミュージカルドラマ。

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

さぬきこどもの国
わくわく児童館内・こども劇場
▶高松市香南町由佐3209
☎ 087-879-0500

無料

クリスマスにサーカスはいかがですか？
本格的なエアリアル(空中)芸の他、館内では地元
パフォーマーによるジャグリングなどもお楽しみ
いただけます。
※観覧希望の方は、服装に赤を取り入れてご参加
下さい。

さぬきこどもの国
☎ 087-879-0500

喫茶リバプール
▶東かがわ市引田町162-1
☎ 0879-33-5562

無料

県境に喫茶リバプールがある。月に一度そこに集
うアコースティックな面々、生演奏であの時代の
頃のフォークを唄う。二年程前から語り部として参
加させてもらっている。彼等とのコラボレーション
を楽しみたい。

憂紀

前売券
おとな 500円
1歳以上の子ども 100円
(当日券あり)

今年のクリスマスも四国学院大学ノトススタジオ
では音楽劇『くるみ割り人形とネズミの王様』を
お届けします。チャイコフスキーの名曲をピアノ
の生演奏とダンスと演劇でお楽しみください。

四国学院大学パフォーミング・
アーツ研究所
☎ 0877-62-2324

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

一般 2,000円
学生 1,000円
全席自由席

香川を代表する声楽家である林里美とその門下
生達による演奏会。イタリア歌曲やオペラアリア
の他、童謡誕生百年にちなんで、世代を超えて愛
され続けている童謡をお届けします。

SATOの会
☎ 070-6924-7889
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12月11日(火)

香川大学吹奏楽団
第48回定期演奏会

舞

月 〜12月23日(日)

12月9日(日)
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
☎ 087-868-0022

MAP

12 12月5日(水)

開演 13：30〜15：00

音

音

日 時

9：00〜17：00
※火曜日は休館
※最終日は15：00まで

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

音

67

お箏で唄おう 〜箏・尺八コンサート〜

演

美

生 生活文化

イベント名

The 3rd performance of
Takamatsu Ballet Academy
第3回高松バレエアカデミー発表会

12月1日(土)
〜12月22日(土)
11：00〜24：00
※火曜日休
※15：00〜18：00
(平日休憩)
※15：00〜17：00
(土・日・祝休憩)

映 映像・放送

舞

パ
11月25日(日)

写 写真

58

11月23日(金・祝)
開場 18：40

美 美術

93

94

95

96

演

ミュージカル
「私のあの消えた赤い風船」

パ

クリスマス☆ミニサーカス
〜天空の贈り物〜

他
音
パ

憂紀の四つの箱 at4 BOX
リバプールフリーライブ＋語り部

97

演

四国学院大学
四国学院大学
ノトススタジオ(8号館1階)
ノトススタジオ教育プログラムノトスクール ▶善通寺市文京町3-2-1
☎ 0877-62-2324
音楽劇『くるみ割り人形とネズミの王様』

98

音

第17回 SATOの会コンサート

音

サックスで年末コンサート７
(生徒たちによる発表会)

丸亀町レッツホール
▶高松市丸亀町1-1
高松丸亀町壱番街東館4F
☎ 087-823-0001

無料
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ＳプロジェクトＳＡＸで年末コンサート7では小学生
から大学生と一般の方々
（最高年齢87歳!?）
が集
まりサクソフォーンの独奏からアンサンブル演奏
と、音楽ジャンルも幅広く取り上げた手づくりコン
サートです。是非ご来場くださいませ。

Sプロジェクト
MAIL s-project2010@live.jp
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音

ＵＤＯＮ楽 カウントダウン高松
〜GOGO暮零時〜

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

2,000円
(当日 3,000円)

年末のクラシックイベントとして浸透してきた５回
目は、指揮にかがわジュニア・フィルの指揮者でも
ある山本祐ノ介氏とコンサートミストレスに福崎
至佐子氏をお迎えして、
オール香川のメンバーで
お届けします。

一般社団法人 樂藝賓
☎ 090-6881-1239(古竹)

参加公演・行事

8

特別共催事業
まるがめ文化芸術祭2018

MAP

H

丸亀市最大の文化の祭典。市民が気軽に文化芸術に触れ、お互いに情報を共有しあえる貴重な
「場」
として親しまれ
ています。9月から11月にかけて丸亀市内で開催される多彩な文化芸術を体感してください。
また、毎年好評の
「スタンプラリー」
も行いますので、
「まるがめの文化」
と
「まちの元気」
を肌で感じてください。

33イベント

●主催公演 民謡民舞錦秋の讃華 ●主催展覧会
（前期展・後期展）●第14回うちわに描こう絵画展 ●第10回丸亀ビッグバンドジャズ
フェスティバル ●浮世絵にみる歌舞伎の世界展 ●芸能フェスタ丸亀2018 ●第47回丸亀城菊花展●丸亀市若手芸術家支援事業 象牙
の塔 ●丸亀中津万象園 第36回
「月見の宴」●MIMOCA展覧会 ●丸亀城おもてなしイベント ●丸亀城お笑い人力車 ●丸亀城石垣ラ
イトアップ ●ちょっと寄り道こんぴら街道2018もみじ編 ●おしろのまちの市 秋の市vol.2 ●塩飽本島合同文化祭 ●まるがめみちあ
かりプロジェクト ●中村雅俊コンサートツアー2018 ●あやうたふるさとまつり ●第42回香川県高等学校演劇研究大会・第35回香川県高等学校総合文化祭演
劇部門大会 ●あーとらんどギャラリー展覧会 ●第24回COSミュージックフェスタ ●人形劇
「14ひきのはるなつあきふゆ」●ちびっ子アーティスト・サークル・秋色
展 ●第18回日本画展 ●まるがめ秋の将棋まつり●第26回四国電力OB美術展 ●みたから市フォークソング秋まつり ●綾歌吹奏楽団第20回定期演奏会 ●影絵
「わくわく影絵たんけん隊」●第10回水墨画拓墨の会作品展 ●第30回MOA美術館中讃児童作品展 ●シンフォニックウインズKAGAWA第19回定期演奏会

スタンプラリー

まるがめ文化芸術祭2018スタンプラリー対象行事各会場でスタンプを集めよう！抽選で魅力ある地域の地場産品などが当たります！
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、合唱、写真など15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（金）13：00〜15：30／レクザムホール 大ホール ［郷土芸能］11月17日（土）11：00〜12：30／レクザムホール 小ホール
［写真］11月14日（水）〜11月18日（日）9：00〜16：30／坂出市民美術館
［演劇］10月27日（土）9：10〜18：45・10月28日（日）9：15〜19：00
／綾歌総合文化会館アイレックス 大ホール
［放送］11月18日（日）9：00〜17：00／香川県教育会館ミューズホール
［合唱］11月4日（日）13：00〜16：00／レクザムホール 小ホール
［将棋］11月11日（日）9：20〜16：30／高松商工会議所会館
［吹奏楽］11月4日（日）10：00〜17：00／レクザムホール 大ホール
［生活デザイン］11月17日（土）9：00〜16：00・11月18日（日）9：00〜15：00
［器楽・管弦楽］11月4日（日）10：00〜17：00／レクザムホール 大ホール
／サンポートホール高松 市民ギャラリー
※かがわ文化芸術祭期間中に開催される公演・行事
［日本音楽］11月18日（日）13：00〜17：00／香川県立ミュージアム 講堂

お問い合わせ 香川県高等学校文化連盟事務局

☎ 087-845-3858

第15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15回を迎えます。
［科学体験発表会］11月4日（日）小学校 9：00〜15：00 中学校 9：00〜16：00／高松テルサ
［音楽会］小学校 11月8日（木）12：30〜16：00／レクザムホール 大ホール 中学校 11月10日（土）13：00〜16：30／レクザムホール 小ホール
［社会科研究発表会］11月10日（土）12：30〜16：00／レクザムホール 多目的大会議室
［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17日（土）9：00〜15：00／サンポート高松 展示場
［郷土芸能発表会］11月17日（土）11：00〜12：30／レクザムホール 小ホール
［WEBこども美術館］http://www.kec.kagawa-edu.jp/bunkasai/festival/kodomoweb/
※かがわ文化芸術祭期間中に開催される公演・行事

お問い合わせ 香川県小・中学校文化連盟事務局

☎ 087-861-7144

東山魁夷せとうち美術館 秋の特別展

東山魁夷作品の深奥に流れるメルヘンの世界を紹介します。生まれ育った横浜、神戸の異国情緒あふれる風土や、少
年時代の文学との親しみ、若き欧州留学に得た異文化経験から育まれた感覚は、時として作品の深奥にメルヘンの
様相をもたらします。青年の頃に描いた絵本雑誌の挿絵や70歳を前に自らの言葉と絵で綴る詩画集『コンコルド広
場の椅子』などから、絵の中に映る魁夷の優しさと美の世界を紹介します。

場

時 9 月15日（土）〜11 月11日（日）

所 香川県立東山魁夷せとうち美術館

開 館 時 間 9：00〜17：00（入館は16：30まで）

休 館 日 月曜日
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※休日の場合は開館、翌日火曜日が休館

観 覧 料 610円（490円／20名以上の団体）

お問い合わせ 香川県立東山魁夷せとうち美術館

日

場

※高校生以下、満65歳以上の方は無料
（要証明書）

☎ 0877-44-1333

MAP

K

時 10 月2日（火）〜11 月25日（日）

いつものくらし これ、いいね。」 MAP
L

休 館 日 月曜日
（ただし10月8日
（月）
は開館）
、
10月9日(火)

所 香川県立ミュージアム

開 館 時 間 9：00〜17：00
（入館は16：30まで）

※11月2日、11月23日の各金曜日は19：30まで（入館は19：00まで）

料

金 一般 500円、団体 400円

お問い合わせ 香川県立ミュージアム ☎ 087-882-0002

かがわ郷土芸能フェスタ2018

MAP

M

ふるさと香川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する舞台公演。
善通寺市立竜川小学校、高松市立香川第一中学校、香川県立小豆島中央高等学校、香川県立農業経営高等学校、香川県立琴平高等学校、
尽誠学園高等学校の郷土芸能部活動が出演。

日

場

時 11 月17日（土）開場 10：30

開演 11：00

所 レクザムホール（香川県県民ホール）小ホール

●入場無料

お問い合わせ レクザムホール（香川県県民ホール） ☎ 087-823-3131／香川県文化振興課

☎ 087-832-3785

台湾・香川 漆芸交流展

MAP

N

「台湾漆芸の生みの親」
と呼ばれる香川県出身の山中公
（やまなかただす）
氏が、今年、没後70周年を迎えることを記念し、香川漆芸と台湾漆
芸の作品の展示を通して文化交流を図ります。

日

場

開 館 時 間 9：00〜17：00（入館は16：30まで）会期中無休

時 11 月10日（土）〜11 月25日（日）

●入館無料

所 香川県漆芸研究所

お問い合わせ 香川県文化振興課

☎ 087-832-3782
ガ ラ ・ コ ン サ ー ト

日本を代表するオペラ歌手による祝賀演奏会
〜アート県かがわ出身の名歌手たち〜

MAP

O

世界の舞台で活躍する11名のオペラ歌手が、今年30周年を迎
えるレクザムホール
（香川県県民ホール）
に集い、高松交響楽団
をバックにそれぞれのレパートリーを披露するとともに、全員で
歌劇
「椿姫」
の乾杯の歌を披露します。

日

生誕110年記念
「夢を奏でる ―東山魁夷とメルヘン」

日

「目からうろこのミュージアム！ Part Ⅱ

わたしたちのくらしを支える衣・食・住をキーワードとしながら、ちょっと昔の着物や食器、家具など暮らしに彩りをそ
えたモノを展示します。そして、
これらのオシャレなデザインや人々を結びつける魅力などが、暮らしの潤いや心のや
すらぎなどを与えてきた様子を紹介します。

開催期間 9 月〜11 月

第35回香川県高等学校総合文化祭

香川県立ミュージアム10周年記念コレクション展

場

時 12月9日（日）開場 13：30

開演 14：00
（予定）

所 レクザムホール
（香川県県民ホール）大ホール

入場料・発売日 未定

林康子

多田羅迪夫

大島洋子

小濱妙美

佐竹由美

高橋薫子

山下牧子

谷原めぐみ

岡田昌子

藤谷佳奈枝

出演予定
林康子、多田羅迪夫、大島洋子、小濱妙美、
佐竹由美、若井健司、高橋薫子、山下牧子、
谷原めぐみ、岡田昌子、藤谷佳奈枝
菊池彦典指揮
高松交響楽団、四国二期会合唱団

若井健司

お問い合わせ 県民ホールサービスセンター

☎ 087-823-5023（10：00〜18：00）

特別共催事業

10

