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かがわ文化芸術祭 2022 開催概要 
 

１ 趣旨 

誰もが気軽に参加できる文化芸術の祭典として「かがわ文化芸術祭」を開催し、県民一人ひとりが文化芸術に

ついての理解及び関心を深め、創造の意欲を高めるとともに、文化芸術に親しむ機会の充実を図り、地域の活性

化につなげていく。 
 

２ 基本構想 

｢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、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く。 

 

３ 開催期間 

令和４年９月１日（木）～令和４年 12月 31日（土） 

かがわ文化芸術祭 2022は「かがわアーツ新創造～パンデミックをこえて～」というテーマのもと、県内一円

で開催する。 
 
４ 事業の種類 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

（１） 
実行委員会主催 
公演・行事 
 

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 

次に掲げる内容で、かがわ文化芸術祭実行委員会（以下、「実行委員会」という。）が 
予算の範囲内で経費を負担して実施する公演・行事 
①実行委員会のもとに設置される企画実施委員会等が行うもの 
②団体の枠やジャンルを越えるなど話題性、実験性のあるもの 
③地域の人々が繰り広げる文化活動を地域の人々が応援するという連帯関係を築いてい
くことを目指すもの 

（２） 
参加公演・行事 

主催：県内の文化芸術団体等 

次に掲げる内容で、実行委員会が選考し、決定する公演・行事 
①県内の文化芸術団体等が、適切な感染症対策を講じたうえで、自主的かつ主体的に行
うもの 

②かがわ文化芸術祭の趣旨に賛同し、参加を希望するもの 
③かがわ文化芸術祭と様々な連携を目指すもの 
一般の団体等の参加を促し、参加団体とかがわ文化芸術祭との連携を促す。 

（３） 
特別共催事業 

かがわ文化芸術祭実行委員会とは別の事業主体が実施する事業で、かがわ文化芸術祭
の趣旨に合致し、実行委員会が位置づける公演・行事 

（２）参加公演・行事 （３）特別共催事業 （１）実行委員会主催事業 

募集中 

令和４年 11月１日まで 

随時受付 

かがわ郷土芸能フェスタ 2022 

 主催行事「かがわアートキャラバン in 三木」 

（サンサン館みき・9/18） 

「アートコンポ香川ワークショップ」 

県立ミュージアム特別展 

「風景が物語る瀬戸内の力 ― 自 然 ・ 歴 史 ・ 人 の 共鳴 ―」 

東山魁夷せとうち美術館秋の特別展 

「日本画の粋 ―新見美術館コレクション選」 

第 39回香川県高等学校総合文化祭 

 第 18回香川県小・中学校総合文化祭 

 

主催公演「かがわ第九演奏会」 

（レクザムホール大ホール・12/18） 

主催行事「ポスター原画募集・入賞者原画展」 

（県立ミュージアム・9/6～10/23） 

かがわアート塾 

主催行事「かがわアート塾（会場・日程未定） 

（参加公演・行事との連携） 

主催公演「かがわ新創造舞台芸術公演（仮称）」 

（レクザムホール小ホール・11/20） 



５ 後援等（予定） 
 

朝日新聞高松総局、産経新聞社、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、 

ＲＳＫ山陽放送、ＲＮＣ西日本放送、ＯＨＫ岡山放送、ＫＳＢ瀬戸内海放送、ＴＳＣテレビせとうち、 

ＫＢＮ株式会社、ＣＭＳケーブルメディア四国、ＣＶＣ中讃テレビ、ＦＭ香川、ＦＭ８１５、 

高松リビング新聞社、ナイスタウン出版、高松市、丸亀市、県内各市町教育委員会（高松、丸亀を除く） 

 

６ 部門 

音楽 舞踊 演劇 芸能 美術 書道 写真 映像・放送 文芸 パフォーマンス 生活文化（※） 

※｢生活文化｣とは、茶道、華道、料理、盆栽などその他日々の生活の場に密着した文化芸術活動をいう。 

 

７ シンボルマーク 

 

 

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） 

 

８ 問合せ先    

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） 

〒760-8570 高松市番町 4-1-10  TEL: 087-832-3785 ／ FAX: 087-806-0238 

WEB-SITE https://www.kagawa-arts.or.jp/88/ 

E-MAIL   info@kagawa-arts.or.jp 

 

 

  

沿革 

昭和 33 年（1958 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、節目ごとに検証を重ね、昭和 62年（1987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（2008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ることとした。平成 30 年（2018 年）に

迎えた 60周年を経て、文化芸術の楽しみを多くの県民が享受できるための取組みを続けている。 



かがわ文化芸術祭実行委員会主催事業 
 

１ 主催公演「かがわ第九 2022」演奏会 

◇概   要 2020年にベートーヴェンの生誕250年を記念して計画し、パンデミックによって中

止となった第九公演を実現するもの。一線で活躍する香川県出身の指揮者やソリス

トを迎え、管弦楽は高松交響楽団を中心に、合唱は香川第九合唱団に加えて中高生

からも参加を募り、「かがわ第九」の伝統を繋ぎます。 

◇日程・会場 12月 18日（日）・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） 

◇主な出演者 指  揮： 松下京介（令和３年度香川県文化芸術選奨受賞） 

（予定） ソプラノ： 高橋薫子（平成 27年度香川県文化芸術選奨受賞） 

 ア ル ト： 山下牧子（令和元年度香川県文化芸術選奨受賞） 

 テノール： 若井健司（平成 22年度香川県文化芸術選奨受賞） 

 バ  ス： 岡 昭宏（平成 30年度香川県文化芸術新人賞受賞（同受賞記念公演）） 

 

２ 主催公演「かがわ新創造舞台芸術公演（仮称）」 

◇概   要 室内オーケストラ等が現代の邦人作曲家による楽曲を演奏し、舞台で披露されるこ

とが少ないジャンルの文化芸術団体や個人とコラボレーションする舞台芸術公演。

令和２年度に香川県文化芸術新人賞を受賞したフルート奏者 若狭知恵氏がソリス

トを務める記念ステージのほか、音楽を絵画、写真、書道やデジタル媒体などと組

み合わせる即興表現を展開します。 

◇日程・会場 11月 20日（日）・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） 

 

３ 主催行事「かがわアート塾」 

◇概   要 文化芸術を楽しむための講座として、今年の参加公演・行事の中から、かがわ文化

芸術祭実行委員会が活動を選定し、実際に観覧するフィールドワークの参加者を募

集します。 

◇日程・会場 未定（応募があった参加公演・行事から選定し、後日、参加者を公募します） 

 

４ 主催行事「アートコンポ香川ワークショップ」 

◇概  要 県内一円での文化芸術活動の活性化とアートを通じた地域づくりを目指す「かがわ

アートキャラバン」として、獅子頭など三木町になじみ深い題材を用いた美術ワー

クショップを開催します。（参加者は７月頃に公募予定） 

◇日  程 ９月18日（日）午前・午後 ２回実施予定 

◇会  場 三木町健康生きがい中核施設「サンサン館みき」エントランス（三木町氷上） 

 

５ ポスター原画募集・入賞者原画展 

◇概  要  2008 年度から、誰もが気軽に参加できる文化芸術の祭典を目指し、かがわ文化芸術

祭をイメージした、その年度の顔となるポスターなどの広報物の原画を公募します。 

◇応募締切  ７月１日（金） 

◇応募規定  Ｂ２サイズ以下の原画（一人２点まで） 



◇賞・副賞  最優秀賞：副賞５万円（高校生以下は同額の図書カード）、メインビジュアル（１点） 

優秀賞：パンフレットに作品掲載（若干点） 

奨励賞：小中学生の作品が対象、パンフレットに氏名掲載（若干点） 

◇原 画 展  ポスター原画募集の最優秀作品及び優秀な作品など入賞・入選作品を展示します。 

会期：９月６日（火）～10月 23日（日） 

場所：香川県立ミュージアム（高松市玉藻町）※無料 

 

 

参加公演・行事募集 
 

１ 事業趣旨・概要 

かがわ文化芸術祭の趣旨に賛同し、かがわ文化芸術祭を一緒に盛り上げる公演・行事を、幅広い

分野から募集(個人・団体、プロ･アマ、料金の有無は問わない)します。 

参加公演・行事の実施主体は、運営から開催費用にいたるまで全て自己責任、自己負担で行いま

す。また、参加公演・行事の実施主体には、かがわ文化芸術祭の参加公演・行事であることをＰＲす

るため、規定の文言・マークなどを広報物に記載してもらいます。 

かがわ文化芸術祭実行委員会では、多くの参加を促し、参加団体・個人とかがわ文化芸術祭との

連携を図り、新しい団体・個人の発掘にも努めます。 

 

２ 開催対象期間 

令和４年９月１日（木）～令和４年 12月 31日（土）の４か月間 
 

３ 内  容 
◇部  門  11部門 

（音楽、舞踊、演劇、芸能、美術、書道、写真、映像・放送、文芸、パフォーマンス、生活文化） 

◇募集要領等  応募詳細、基準などはかがわ文化芸術祭ホームページに掲載 

◇スケジュール  令和４年 11月１日（火）まで随時受付 

 

 

 

  



特別共催事業 
 

１ 香川県立ミュージアム特別展「風景が物語る瀬戸内の力 ―自然・歴史・人の共鳴―」 

◇概  要  自然が創り出す風景、海と人の営みから生まれるくらしの風景、理想化された風景な

ど、いにしえより瀬戸内の姿はさまざまに描かれてきました。本展では、中世から現

代までの瀬戸内にまつわる多様な作品をご紹介します。歴史、民俗、美術、自然科学

などの多面的な視点からひも解き、瀬戸内の力の再発見とその可能性を考えます。 

◇日  程  ９月 23日(金・祝)～11月６日（日） 

◇場  所  県立ミュージアム（高松市玉藻町）特別展示室 

◇料  金  一般 1,200円、前売・団体 1,000円 

       ※高校生以下、満 65歳以上、障害者手帳をお持ちの方は無料 

 

２ 東山魁夷せとうち美術館 秋の特別展「日本画の粋
すい

 ―新見美術館コレクション選」 

◇概  要  岡山県北西部に位置し、自然豊かな新見市には、1,200点の美術作品を収蔵する新見

美術館があります。本展では、瀬戸内地域の交流促進と活性化を図ることを目的に結

ばれた、せとうち美術館ネットワークにともに加盟することから、同館の協力を得て、

選りすぐりの日本画コレクションを紹介します。 

◇日  程  ９月 17日（土）～11月６日（日） 

◇場  所  東山魁夷せとうち美術館（坂出市沙弥島）１・２階展示室 

◇料  金  一般：620円、20名以上の団体料金 490円 

※高校生以下、満 65歳以上の場合は無料 

 

３ 第 39 回香川県高等学校総合文化祭 

◇概  要  香川県高等学校文化連盟に加盟する県内の高校生が、日頃の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ます。 

 

４ 第 18 回香川県小・中学校総合文化祭 

◇概  要  県内の児童・生徒の表現力を培い、情操を高めるとともに、創造力を育てることを目

的として、日常の学校教育活動を広く県民に発表します。 

 

 

広報活動 
 

１ 広報物の作成・配布 
◇作 成 物  ポスター等（ただし総合パンフレットは作成しない） 

◇配 布 先  県内文化施設、参加公演･行事団体、報道機関等 
 

２ ホームページ及びＳＮＳ等での広報 
◇ＵＲＬ等  https://www.kagawa-arts.or.jp/88/ 

かがわアートナビ・メルマガによる文化芸術イベント情報の発信 
 

３ 新聞広告 
開催期間中、各月の主催公演・行事、参加公演・行事を、前月の下旬に、時系列で新聞において広告 

 

４ 報道各社への掲載依頼 
県内報道各社へのＰＲ、特集記事、情報掲載等の依頼 

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

