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香川県
都道府県 市区町村 類型 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

香川県 綾川町 ③
綾川町文化協会　文化
講演会

文化講演会 11月3日
綾上農村環境改善セン
ター　多目的ホール

綾川町文化協会 無料
綾川町教育委員会
℡087-876-1180

香川県 綾川町 ④ かがわ農業フェア
農業試験場の一般公開日として、試験研究の紹介にあわせ、
農業への親しみと理解を深める体験イベントを行います。

11月11日（日） 香川県農業試験場本場 香川県 無料
香川県農業経営課
TEL087-832-3404

香川県 綾川町 ② 主基農経祭
屋内展示（クラス・専攻・文化部・拓心寮・農業クラブ・家庭クラ
ブ・お茶席）、農産物販売、拓心太鼓演奏等を実施します。

11月10, 11日
香川県立農業経営高等
学校

香川県立農業経営高等学
校

無料
http://www.kagawa-
edu.jp/nokeih02/

香川県 宇多津町 ① 宇多津文化祭 宇多津文化協会による文化祭・芸能祭 11月10, 11日 ユープラザ　うたづ
宇多津町教育委員会生涯
学習課

無料
kyouiku@town.utazu.k
agawa.jp

香川県 観音寺市 ② 三豊工祭 本校の公開展（文化祭） 10月28日 香川県立三豊工業高校 香川県立三豊工業高校 無料
http://www.kagawa-
edu.jp/mitokh01/

参加対象者：一般

香川県 観音寺市 ② 学校開放 中学生や保護者等に、授業や部活動を公開します。 11月5, 6日
香川県立観音寺第一高
等学校

香川県立観音寺第一高等
学校

無料
http://www.kagawa-
edu.jp/kanich01/

香川県 観音寺市 ② 公開授業 保護者や中学生など地域の人々に授業や部活動を公開 11月5～7日
香川県立観音寺中央高
等学校

香川県立観音寺中央高等
学校

無料
http://www.kagawa-
edu.jp/knchuh01/

当日事務室に申し出
てください。

香川県 観音寺市 ③
第7回観音寺市民文化
祭
（観音寺文化祭）

作品展示 11月2～4日 観音寺市中央公民館他 観音寺市中央公民館 無料
観音寺市中央公民館
℡0875-23-3944

香川県 観音寺市 ③
第7回観音寺市民文化
祭
（芸能祭）

謡曲と舞囃子の会 11月10日 市民会館大ホール 観音寺市中央公民館 無料
観音寺市中央公民館
℡0875-23-3944

香川県 観音寺市 ③
第7回観音寺市民文化
祭
（芸能祭）

合同芸能祭 11月3日 市民会館大ホール 観音寺市中央公民館 無料
観音寺市中央公民館
℡0875-23-3944

香川県 観音寺市 ③
第7回観音寺市民文化
祭
（大野原文化展）

作品展示 11月3～30日
大野原中央公民館
他

大野原中央公民館
℡0875-54-5711

無料
大野原中央公民館
℡0875-54-5711

香川県 観音寺市 ③
第７回観音寺市民文化
祭
（豊浜文化展）

作品展示 11月2～4日 豊浜中央公民館他
豊浜中央公民館
℡0875-52-1203

無料
豊浜中央公民館
℡0875-52-1203

香川県 観音寺市 ③
第７回観音寺市民文化
祭
（豊浜芸能発表会）

芸能発表 11月11日 豊浜中央公民館
豊浜中央公民館
℡0875-52-1203

無料
豊浜中央公民館
℡0875-52-1203

香川県 観音寺市 ③
第6回観音寺国際音楽
フェスティバル

チャイコフスキー記念国立
モスクワ音楽院ゆかりの
音楽家による演奏

10月23, 28日
大野原会館
市民会館大ホール

第6回観音寺国際
音楽フェスティバル
実行委員会

無料
観音寺市生涯学習課
℡0875-23-3943

往復はがき
にて要申込

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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香川県 県内一円 ③
かがわ文化芸術祭２０
１２

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ます。
・主催公演行事
・参加公演行事
・特別事業

10月1日～12月31
日

県内一円
かがわ文化芸術祭実行委
員会

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

香川県 琴平町 ③ さぬき歌舞伎まつり
伝統芸能である農村歌舞伎を保存・継承し、新たな地域資源と
して活用するために、旧金毘羅大芝居で公演会を行います。

11月17, 18日
旧金毘羅大芝居・琴平
町公会堂

わがかがわ観光推進協議
会

無料
http://www.my-
kagawa.jp/

香川県 琴平町 ③
第31回琴平町文化祭
（展示発表）

町民・文化協会会員及び幼小中の園児、児童、生徒による作
品展

10月25日～12月4
日

ＡＣＴことひら 琴平町文化協会
ＡＣＴことひら
TEL0877-73-2655

水曜日休館

香川県 琴平町 ③
第31回琴平町文化祭
（芸能発表）

町民・文化協会会員等の芸能発表 11月18日 琴平町文化会館 琴平町文化協会
ＡＣＴことひら
TEL0877-73-2655

水曜日休館

香川県 坂出市 ③
秋の特別展「旅の環
東山魁夷と巡り合う風
景」

旅の画家といわれた魁夷が自然と風景の美しさを描いた秀品
を紹介。

9月15日～11月4
日

香川県立東山魁夷せと
うち美術館

香川県立東山魁夷せとうち
美術館

http://www.pref.kaga
wa.lg.jp/higashiyama/

香川県 坂出市 ①③ 讃岐国府と官衙遺跡
古代の県庁である国府と同時代の県内にある官衙遺跡（役所
など）を展示で紹介します。

9月11日～11月30
日

香川県埋蔵文化財セン
ター

香川県埋蔵文化財センター 無料
http://www.pref.kaga
wa.lg.jp/maibun/

香川県 坂出市 ①③
続・発掘へんろ－四国
の古代－

四国の古代を紹介する展示です。四国にある５つの埋蔵文化
財センターが共同で行っています。

9月18日～11月30
日

香川県埋蔵文化財セン
ター

四国地区埋蔵文化財セン
ター巡回展実行委員会

無料
http://www.pref.kaga
wa.lg.jp/maibun/

香川県 坂出市 ①③ 古代山城を探検しよう
石垣や城門の残る古代山城・城山に登り、讃岐国府を見下ろ
しながら、讃岐国のはじまりを体感します。

11月4日 城山山頂駐車場界隈
ちょっと寄り道こんぴら街道
事務局

http://www.pref.kaga
wa.lg.jp/maibun/

香川県 坂出市 ①③ 古道を歩く
讃岐国分寺から奈良時代の街道を讃岐国府まで歩きます。発
掘現場の見学もあります。

11月11日 JR国分駅界隈
ちょっと寄り道こんぴら街道
事務局

http://www.pref.kaga
wa.lg.jp/maibun/

香川県 坂出市 ①
第23回県民ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸ
ﾘｴｰｼｮﾝ祭

気軽に様々なスポーツを体験できます。さらにふれあいスポレ
ク広場では、竹とんぼ教室や釜揚げうどん作り体験などもあ
り、子どもから高齢者まで楽しめるイベントです。多くの小学校
で実施している讃岐っ子チャレンジ種目の大会も開催します。

10月28日
瀬戸大橋記念公園とそ
の周辺

実行委員会
香川県教育委員会

http://www.pref.kaga
wa.lg.jp/kenkyoui/hot
ai/dosuru/6-2.php

香川県 坂出市 ① 坂出市民芸術祭 詩吟・民謡・民踊・歌謡・日舞・コーラス・邦楽などの発表会
10月6日～11月25

日
坂出市民ホール 坂出市文化協会 無料

坂出中央公民館
℡　0877-46-2422

香川県 坂出市 ③
世界の鳥の巣と絵本原
画展

画家・絵本作家であり鳥の巣研究家「鈴木まもる氏」が蒐集し
た「世界の鳥の巣」と鈴木氏の「絵本の原画」を展示します。

10月6～28日 坂出市民美術館
坂出市/坂出市教育委員会
/坂出市立大橋記念図書館
/坂出市民美術館

無料
坂出市民美術館
℡　0877-45-7110

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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香川県 坂出市 ③
世界の鳥の巣と絵本原
画展関連事業　出前授
業「ようこそ先生！」

絵本作家の鈴木まもる氏を迎え、市内の小学校で出前授業を
開催します。

10月19日 未定 坂出市立大橋記念図書館 無料

http://www.city.sakai
de.kagawa.jp/soshiki/
tosyokan/lib-
index.html

香川県 坂出市 ②
平成24年度坂出市教
育文化祭展覧会

「ふるさと坂出」の未来を担う幼児・児童・生徒が教育文化祭の
主題に基づいて製作した作品の展示を行い、各学校・幼稚園
の教育活動の一端を広く市民に紹介します。

10月20, 21日
坂出市立東部小学校体
育館

坂出市教育文化祭運営委
員会

無料
坂出市教育委員会
学校教育課
℡ 0877-44-5024

香川県 坂出市 ③ 子どもお月見会
子ども野点茶会や琴・尺八演奏体験教室、天体望遠鏡でお月
見体験をします。

10月27日
坂出市立大橋記念図書
館

坂出市立大橋記念図書館 無料
http://www.city.sakai
de.kagawa.jp/soshiki/
tosyokan/lib-

香川県 坂出市 ③ 読書週間展示 未定
10月27日～11月

29日
坂出市立大橋記念図書
館

坂出市立大橋記念図書館 無料
http://www.city.sakai
de.kagawa.jp/soshiki/
tosyokan/lib-

香川県 坂出市 ①
2012さかいでまなとピ
アフェステイバル

生涯学習の体験発表や体験教室・作品展示など 11月4～11日
JR坂出駅周辺　坂出ふ
れあい会館周辺

坂出市教育委員会 無料
生涯学習課
℡　0877-46-5025

香川県 坂出市 ②
第26回坂出市幼小中
園児・児童・生徒の人
権展覧会

坂出市の幼稚園、小学校、中学校の人権尊重の教育の推進
の学習成果の一端を展示し、市民に対する人権尊重の啓発活
動のため展覧会を実施します。

11月7日,
12月4～10日

坂出市民ホール
（11/7）
市民ギャラリーかもめ
(12/4～12/10)

坂出市教育委員会
坂出市小・中学校長会

無料
坂出市教育委員会
学校教育課
℡ 0877-44-5024

香川県 坂出市 ②
第32回坂出市小・中学
校　児童・生徒
私の考えを語る会

坂出市の小学校，中学校の児童・生徒による人権に関する意
見発表

11月7日 坂出市民ホール
坂出市教育委員会
坂出市小・中学校長会

無料
坂出市教育委員会
学校教育課
℡ 0877-44-5024

香川県 さぬき市 ② 石高祭(文化祭)
学科展・クラス展・部活動展と農産物の販売を行います。ま
た、吹奏楽部による演奏等もあります。

11月10, 11日 香川県立石田高等学校 香川県立石田高等学校 無料
http://www.kagawa-
edu.jp/isidah01/

香川県 さぬき市 ①  はーと・ガーデン 親育てプログラム
11月6, 13, 20, 27
日, 12月4, 11, 18

日
生涯学習館

さぬき市教育委員会事務局
生涯学習課

無料
生涯学習課
TEL0879-42-3107

就学前の子どもを持
つ保護者１４名程度
要事前申し込み

香川県 三木町 ② 香川大学医学部祭

【外部ゲストによる企画】お笑いライブ、アルコールの恐怖に関
する講演会
【学生サークル等による企画】ビンゴ、医学展、ミス・ミスター医
学部コンテスト、医学部軽音楽部・ダンス部・アカペラサーク
ル・医学部管弦楽団・ダブルダッチサークルによるライブ、サー
クル対抗の出し物コンテス等

10月5～7日 香川大学医学部 香川大学医学部
URL：HP作成中
電話開設予定

料金については一部
有料（料金について
は未定）のものあり

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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香川県 小豆島町 ①
第６回オリーブ料理フェ
スティバル

小学生から一般まで、小豆島特産のオリーブまたはオリーブ
オイルを用いた料理・菓子のレシピを広く募集します。フェス
ティバルでは、一次審査を通過した作品を、気の合う仲間と一
緒に作ってもらい、みんなで楽しく味わいます。

一次審査：9月下
旬

ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ：10月
28日

一次審査：書類審査
フェスティバル：小豆島
高等学校

香川県立小豆島高等学校 無料
http://www.kagawa-
edu.jp/syodoh01/zen
/olifes24.pdf

小学生以上
応募締切：9月14日
(金)

香川県 小豆島町 ① 子供向け図書展
毎月テーマを決めて、そのテーマに合う
図書をロビーに展示します。

10月1日～11月30
日

小豆島町立図書館 小豆島町立図書館 無料
小豆島町立図書館
TEL0879-82-0291

香川県 小豆島町 ①
文学賞受賞作品
図書展

主に過去１年間に賞を受けた図書を
展示・貸出します。

10月1日～11月30
日

小豆島町立図書館 小豆島町立図書館 無料
小豆島町立図書館
TEL0879-82-0291

香川県 小豆島町 ① 古文書を読む会 古文書を読解し、その時代の生活や文化に触れます。
10月13日、 11月

10日
小豆島町立図書館 小豆島町立図書館 無料

小豆島町立図書館
TEL0879-82-0291

香川県 小豆島町 ① おはなしひとみ会 幼・児童対象に絵本の読み聞かせをします。
10月14日、 11月

11日
小豆島町立図書館 小豆島町立図書館 無料

小豆島町立図書館
TEL0879-82-0291

香川県 小豆島町 ① 更級日記を読む会 更級日記を読解します。
10月20日、 11月

17日
小豆島町立図書館 小豆島町立図書館 無料

小豆島町立図書館
TEL0879-82-0291

香川県 小豆島町 ① にこにこおはなし会 幼・児童対象に絵本の読み聞かせをします。
10月21日、 11月

18日
小豆島町立図書館 小豆島町立図書館 無料

小豆島町立図書館
TEL0879-82-0291

香川県 小豆島町 ① 読書会
毎月テーマ本を決め、メンバー内で回し読み
読んだ感想をまとめて会報を作成します。

10月21日、 11月
18日

小豆島町立図書館 小豆島町立図書館 無料
小豆島町立図書館
TEL0879-82-0291

香川県 小豆島町 ①
小豆島オリーブビギ
ナー検定

オリーブに関する歴史、品種、栽培などに関する小豆島オリー
ブ検定

10月28日 東京全国町村会館 小豆島町

http://www.town.sho
doshima.lg.jp/kakuka/
olive_ka/H24olive-
beginner-kentei-
tokyo.html

香川県 小豆島町 ①
第３４回読書感想文等
の募集

町内の小・中学生、高校生から読書感想文を一般の方から読
書感想文及び創作文を募集します。

11月1日～
1月11日

小豆島町立図書館 小豆島町立図書館 無料
小豆島町立図書館
TEL0879-82-0291

香川県 小豆島町 ① 運動能力・体力測定
国民の体力・運動能力の現状を明らかにするとともに、体育・
スポーツの指導と行政上の基礎資料を得る目的で実施しま
す。

11月上旬（予定）
小豆島町内海Ｂ＆Ｇ海
洋センター体育館

小豆島町 無料 TEL0879-82-5171
対象者：成年(20～64
歳の男女)と高齢者
(65歳～79歳の男女)

香川県 小豆島町 ③ 文化協会作品展示会 文化協会加盟団体による作品の展示会及びお茶会 11月17, 18日 サンオリーブ 小豆島町文化協会 無料 TEL0879-82-7015

香川県 小豆島町 ③
小豆島石の文化シンポ
ジウム

小豆島の石の文化の魅力に焦点をあてた基調講演等 11月17, 18日 旧福田小学校 小豆島町 TEL0879-75-1800

香川県 善通寺市 ② 公開授業週間
５、６校時(月・木・金）、５～７校時（火･水)の授業及び部活動
等を公開します。

11月7～14日
土日は除く

香川県立善通寺第一高
等学校

香川県立善通寺第一高等
学校

無料
http://www.kagawa-
edu.jp/zen1h01

参加者：学校関係者
（保護者･地域住民・
学校評議員等）、中
学生及びその保護者
等

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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香川県 善通寺市 ③ 善通寺市民文化祭 芸能祭・民謡大会・文芸展・美術展など
10月20日～11月

13日
善通寺市民会館ほか 市民文化祭実行委員会 無料

http://www.city.zent
suji.kagawa.jp/

どなたでも観覧できま
す（一部入場整理券
必要）

香川県 善通寺市 ①
第30回善通寺市民体
育大会

体育協会加盟団体による各競技大会（開会式では音楽隊演奏
及びポイントラリー）

10月6～28日
鉢伏ふれあい公園グラ
ウンドほか

善通寺市体育協会 無料
http://www.city.zent
suji.kagawa.jp/

どなたでも観覧できま
す

香川県 高松市 ③
香川県文化芸術新人
賞受賞記念コンサート

平成23年度の香川県文化芸術新人賞受賞者(音楽関係者)の
コンサート

11月2日
アルファあなぶきホール
（香川県県民ホール）小
ホール

香川県
香川県政策部文化振
興課
Tel. 087-832-3785

香川県 高松市 ③
宝塚歌劇団『月組』公
演

ミュージカル「愛するには短すぎる」
ファンタスティック・ショー「Heat on Beat!」（ヒート・オン・ビート） 11月4日

アルファあなぶきホール
（香川県県民ホール）大
ホール

（公益財団法人）置県百年
記念香川県文化芸術振興
財団

香川県政策部文化振
興課
Tel. 087-832-3786

香川県 高松市 ③
漆芸研究所研究生作
品展

香川県漆芸研究所における研修生等の作品を展示・紹介しま
す。

9月21日～12月23
日

香川県漆芸研究所 香川県漆芸研究所 無料
http://www.pref.kaga
wa.lg.jp/sitsugei/

香川県 高松市 ①③
企画展
「和」の空間にくらす

伝統的な日本の住宅で使われた調度品やくらしの道具を通じ
て、住まいのかたち、くらし、もてなしの心を紹介します。

9月28日～11月11
日

香川県立ミュージアム 香川県立ミュージアム
http://www.pref.kaga
wa.lg.jp/kmuseum/

香川県 高松市 ①③

ミュージアム・アート・コ
レクション
猪熊弦一郎と同時代の
画家たち

猪熊弦一郎の多彩な画業を、3つのテーマを通し、同時代に活
躍した画家たちの作品とともに紹介します。

9月28日～12月25
日

香川県立ミュージアム 香川県立ミュージアム
http://www.pref.kaga
wa.lg.jp/kmuseum/

香川県 高松市 ①③
ミュージアム・アート・コ
レクション
20世紀の美術

当館所蔵の美術作品から、ピカソ、ブラック、ルオーなど20世
紀の美術を代表する作家の作品を紹介します。

9月28日～25年5
月6日

香川県立ミュージアム 香川県立ミュージアム
http://www.pref.kaga
wa.lg.jp/kmuseum/

香川県 高松市 ①③
特別展
画業50周年　－気韻生
動－　大藪雅孝展

本県出身の大藪雅孝（東京芸大名誉教授）の創造的な活動に
ついて、彼の制作した作品を通じて紹介します。

9月29日～10月21
日

香川県立ミュージアム 香川県立ミュージアム
http://www.pref.kaga
wa.lg.jp/kmuseum/

香川県 高松市 ①③
特別展
丸亀京極展　－名門大
名の江戸時代－

香川県の西部を治めた、鎌倉時代から続く名門大名・京極家
の歩みについて、旧蔵の茶壺などゆかりの品々で紹介しま
す。

11月3日～12月2
日

香川県立ミュージアム 香川県立ミュージアム
http://www.pref.kaga
wa.lg.jp/kmuseum/

香川県 高松市 ①③
企画展
讃岐の近代医学　－そ
の仁術とくすり－

香川県内における近代西洋医学の受容について、さまざまな
資料を通じて紹介します。

11月15日～12月
25日

香川県立ミュージアム 香川県立ミュージアム
http://www.pref.kaga
wa.lg.jp/kmuseum/

香川県 高松市 ①③
弘法大師空海の生涯と
事績

空海の生涯と事績について、関連資料を通して紹介します。 通年 香川県立ミュージアム 香川県立ミュージアム
http://www.pref.kaga
wa.lg.jp/kmuseum/

香川県 高松市 ①③ かがわ今昔 香川県の歴史と文化について紹介します。 通年 香川県立ミュージアム 香川県立ミュージアム
http://www.pref.kaga
wa.lg.jp/kmuseum/

香川県 高松市 ①③ 学芸講座
猪熊弦一郎の描いた都市　－東京・パリ・ニューヨーク、そして
香川－

10月21日 香川県立ミュージアム 香川県立ミュージアム 無料
http://www.pref.kaga
wa.lg.jp/kmuseum/

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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香川県 高松市 ①③ キッズワークショップ 商店街たんけんたい 10月27日 高松片原町商店街など 香川県立ミュージアム 無料
http://www.pref.kaga
wa.lg.jp/kmuseum/

参加対象者は小・中
学生。（小学2年生以
下は保護者同伴）

香川県 高松市 ①③ 講演会 京極高次の妻・お初　－戦国時代を生き抜いた浅井三姉妹－ 11月11日 香川県立ミュージアム 香川県立ミュージアム 無料
http://www.pref.kaga
wa.lg.jp/kmuseum/

香川県 高松市 ①③ さぬきワークショップ 現地見学会「丸亀ブラブラ今昔」 11月18日 丸亀市内 香川県立ミュージアム 無料
http://www.pref.kaga
wa.lg.jp/kmuseum/

参加対象者は中学生
以上

香川県 高松市 ①② 川部みどり園まつり
地域の方々との交流等を図るため、各種ステージイベントやバ
ザー、利用者の作品展示・即売会等を行います。

10月20日
香川県立
川部みどり園

香川県立
川部みどり園、みどり成人
課育成会、わかば児童課父
母の会

無料
香川県立
川部みどり園
TEL087-885-8600

香川県 高松市 ① 大学祭 学科展、ステージ、模擬店、ミニオープンキャンパス 10月20日 香川県立保健医療大学 橄欖祭実行委員会 無料
http://www.pref.kaga
wa.lg.jp/daigaku/

どなたでも参加できま
す

香川県 高松市 ①
公開講座
『健やかに生きよう』

保健医療に興味を持っている、県民の方を対象に本学教員に
よる講演会を開催します。

11月16日
香川県立
保健医療大学
大講義室

香川県立
保健医療大学

無料
http://www.pref.kaga
wa.lg.jp/daigaku/

予約制
先着200名

香川県 高松市 ② 公開授業 中学生や保護者等に授業や部活動を公開します。 10月15～19日
香川県立高松商業高等
学校

香川県立高松商業高等学
校

無料
http://www.kagawa-
edu.jp/takash01/

香川県 高松市 ② 公開授業 授業及び部活動を一般公開します。 10月24日
香川県立高松桜井高等
学校

香川県立高松桜井高等学
校

無料
http://www.kagawa-
edu.jp/sakrah02/inde
x.html/

香川県 高松市 ② 「工芸展」
生徒実習作品等の発表、展示をします。文化部、同好会等に
よる活動を発表します。また、生徒が製作した作品の一部を販
売します。

11月10, 11日
香川県立高松工芸高等
学校

香川県立高松工芸高等学
校

無料
http://www.kagawa-
edu.jp/kogeih01/

香川県 高松市 ② 授業公開週間 １，２年生の授業や部活動等を公開します。 11月12～16日
香川県立高松西高等学
校

香川県立高松西高等学校 無料
香川県立高松西高等
学校
087-882-6411

当日、事務室におい
て受付をしてくださ
い。

香川県 高松市 ①②
農高フェスティバル２０
１２

パネルにより、各校（石田高、高松南高、農業経営高、飯山
高、笠田高、県立農業大学校）の学校行事や特色ある取組な
どを紹介します。また、体験企画や農産物即売などを行いま
す。

11月17日 サンポート高松
香川県高等学校教育研究
会農業部会

無料
http://www.kagawa-
edu.jp/kasadh01/kas
ada.htm

香川県 高松市 ②
かがわ産業教育フェア
２０１２

専門高校等で学ぶ生徒の学習成果の発表や展示、実演、即
売等を行う高校生の祭典です。

11月17日
高松シンボルタワーホー
ル棟１階展示場ほか

香川県教育委員会/香川県
産業教育振興会

無料

香川県 高松市 ①
香川県立図書館子育
て支援コーナー企画展

「寝る子は育つ」
9月11日～11月25

日
香川県立図書館 香川県立図書館 無料

http://www.library.pr
ef.kagawa.jp/

どなたでも閲覧できま
す。

香川県 高松市 ①
香川県立図書館
YoungGeneration コー
ナー企画展示

「本で旅する。タイムトラべる。～現在・過去・未来～」
10月2日～11月30

日
香川県立図書館 香川県立図書館 無料

http://www.library.pr
ef.kagawa.jp/

どなたでも閲覧できま
す。

香川県 高松市 ① 星を見る会
宇宙への関心を高めてもらうため、大型天体望遠鏡で各種の
天体を観望します。

10月20日
11月17日

香川県立五色台少年自
然センター

香川県立五色台少年自然
センター

http://www.pref.kaga
wa.lg.jp/gosho/

参加対象者：県内在
住者

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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香川県 高松市 ① 入門！！星空教室
宇宙についての講義、小型望遠鏡操作実習と大型望遠鏡で各
種の天体を観望します。

10月27日
11月23日

香川県立五色台少年自
然センター

香川県立五色台少年自然
センター

http://www.pref.kaga
wa.lg.jp/gosho/

参加対象者：県内在
住者

香川県 高松市 ①②
かがわ　夢チャレンジ
フォーラム

学校・家庭・地域社会が連携して、子どもの豊かでたくましい心
と健やかな体を育むことの大切さをみんなで考える契機とする
ため、基調講演、パネルディスカッション、課題別フォーラムな
どを行います。

11月3日 アルファあなぶきホール 香川県教育委員会 無料
http://www.pref.kaga
wa.jp/kenkyoui/syog
aigakusyu/

事前申し込みが必要

香川県 高松市 ①② 課題別フォーラム

【かがわ特別支援教育県民フォーラム】

香川大学教育学部の坂井聡先生による講演会「泣かずに笑っ
て子育てしよう」や
特別支援学校卒業生・保護者による体験発表を行います。

11月3日 アルファあなぶきホール 香川県教育委員会 無料
http://www.pref.kaga
wa.lg.jp/kenkyoui/tok
ubetsusien/

事前申し込みが必要

香川県 高松市 ①② 課題別フォーラム 【すこやかな体をはぐくむフォーラム】 11月3日 アルファあなぶきホール 香川県教育委員会 無料
http://www.pref.kaga
wa.lg.jp/kenkyoui/kks
/info135.html

事前申し込みが必要

香川県 高松市 ①
キッズ図書館たんけん
ツアー

普段は見ることができない閉架書庫の探検や、貸出体験など 11月3日 香川県立図書館 香川県立図書館 無料
http://www.library.pr
ef.kagawa.jp/

参加対象者：小学生
２０名程度

香川県 高松市
①
②

人権・同和教育指導者
研修会

安田泰敏さん（NPOふれあい囲碁ネットワーク神奈川理事長、
囲碁棋士九段）、林由紀子さん（毎日新聞大阪本社社会部記
者）を講師に迎え、人権・同和教育に関する研修会を開催しま
す。

11月6日
アルファあなぶきホール
大ホール

香川県教育委員会 無料
人権・同和教育課
TEL087-832-3780

香川県 高松市 ②
高松市教育文化祭
児童科学展覧会

理科についての児童の研究物・制作物を展示します。 10月13～18日 サンポート高松 高松市教育委員会 無料
高松市教育委員会
学校教育課
TEL087-839-2616

香川県 高松市 ②
高松市教育文化祭
音楽会

合唱や合奏・合唱奏、音楽劇等、部活動や音楽の授業での成
果を発表します。（小学校の部）

10月25日 高松市文化芸術ホール 高松市教育委員会 無料
高松市教育委員会
学校教育課
TEL087-839-2616

香川県 高松市 ①
第16回高松市青少年
健全育成「市民のつど
いおよび市中パレード」

青少年の健やかな成長を願う市民がつどい、非行防止・健全
育成の広報、啓発活動を行います。

11月10日
・旧四番丁小学校体育
館
・高松市中央商店街

高松市青少年健全育成市
民会議

無料

高松市青少年健全育
成市民会議事務局
（少年育成センター）
TEL087-839-2635

香川県 高松市 ①
平成24年度非行防止・
健全育成作品展

青少年の「非行防止・健全育成」について理解と認識を深めて
いただくため，健全育成に関する作品（書道・ポスター・標語）
を展示します。

11月14～16日
高松市役所
1階市民ホール

・少年育成センター
・高松市青少年健全育成市
民会議
・高松市少年育成委員連絡
協議会

無料

高松市教育委員会
教育局生涯学習課
少年育成センター
TEL087-839-2635

香川県 高松市 ①
第17回高松市健全育
成フォーラム

校区の活動発表ほか
11月18日 高松市立牟礼北学校

・牟礼中学校区青少年健全
育成フォーラム実行委員会
・高松市青少年健全育成市
民会議

無料

高松市青少年健全育
成市民会議事務局
（少年育成センター）
TEL087-839-2635

香川県 高松市 ① 秋の絵手紙教室 秋の果物などを絵手紙に描きます。 10月4, 18日
高松市生涯学習セン
ター

高松市生涯学習センター
http://www.city.taka
matsu.kagawa.jp/245
4.html

持参物：絵の道具，
墨の道具，お習字の
下敷き，ティッシュ

香川県 高松市 ① 食と農の知っ得講座 知って得する食品や農業の知識を学びます。
10月5, 12, 19, 26

日, 11月2日
高松市生涯学習セン
ター

高松市生涯学習センター 無料
http://www.city.taka
matsu.kagawa.jp/245
4.html

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



第54回「教育・文化週間」関連行事
都道府県 市区町村 類型 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

香川県 高松市 ①

「子どもパソコン教室」
Javaをつかってパソコ
ン（ゲーム）のプログラ
ムをつくろう

簡単なゲームのプログラムをつくります。 10月6日、20日
高松市生涯学習セン
ター

高松市生涯学習センター
http://www.city.taka
matsu.kagawa.jp/245
4.html

小中学生

香川県 高松市 ①
まなびＣＡＮ・ＩＴ講座
～マイクロソフトＷＯＲ
Ｄ活用～

Ｗｏｒｄの能力をさらに高める講座です。 10月17, 24日
高松市生涯学習セン
ター

高松市生涯学習センター
http://www.city.taka
matsu.kagawa.jp/245
4.html

香川県 高松市 ①
身近な科学を楽しみま
しょう

実験を通して確かめながら、科学を楽しむ講座です。 10月17, 24, 31日
高松市生涯学習セン
ター

高松市生涯学習センター
http://www.city.taka
matsu.kagawa.jp/245
4.html

香川県 高松市 ①
証券学習講座1
～債権入門と今月の投
資環境について～

私たちの暮らしに照らし合わせ、ライフプランと絡めながら資産
管理に必要な心構えと知識をわかりやすく紹介します。

10月18日
高松市生涯学習セン
ター

高松市生涯学習センター 無料
http://www.city.taka
matsu.kagawa.jp/245
4.html

香川県 高松市 ①

開館10周年記念特別
講座
木工教室で貯金箱をつ
くろう！

木製の貯金箱をつくります。 10月20日
高松市生涯学習セン
ター

高松市生涯学習センター
http://www.city.taka
matsu.kagawa.jp/245
4.html

香川県 高松市 ①
セカンドライフの楽しみ
方「外に出てみよう、楽
しみは外に」

第二の人生を家で過ごすのではなく、外で活動して商店街周
辺を自由にプランを立てて歩く、新たな出会いや再発見できる
講座です。

10月23, 30日
高松市生涯学習セン
ター

高松市生涯学習センター
http://www.city.taka
matsu.kagawa.jp/245
4.html

香川県 高松市 ③ まなび映画ＣＡＮ８ 「昭和名人芸大全　初日」を上映します。 10月24日
高松市生涯学習セン
ター

高松市生涯学習センター 無料
http://www.city.taka
matsu.kagawa.jp/245
4.html

香川県 高松市 ①
まなびＣＡＮ・ＩＴ講座
～マイクロソフトＥＸＣＥ
Ｌ活用～

Ｅｘｃｅｌの能力をさらに高める講座です。
10月31日, 11月7,

14, 21日
高松市生涯学習セン
ター

高松市生涯学習センター
http://www.city.taka
matsu.kagawa.jp/245
4.html

香川県 高松市 ①
健康生活支援講習－
介護のしかた－

家庭の誰かが突然の病気で倒れたとき、不意の事故にあった
とき、家庭での静養や回復を目指す介護の仕方を学びます。

11月1, 8日
高松市生涯学習セン
ター

高松市生涯学習センター 無料
http://www.city.taka
matsu.kagawa.jp/245
4.html

香川県 高松市 ①
楽しいキッズエコクラブ
ゲームをしながら水に
ついて考えよう！

ゲームを通して、子どもたちと一緒に地球温暖化や環境問題
を考えます。

11月3日
高松市生涯学習セン
ター

高松市生涯学習センター 無料
http://www.city.taka
matsu.kagawa.jp/245
4.html

小中学生

香川県 高松市 ①

「子どもパソコン教室」
Javaをつかってパソコ
ン（ゲーム）のプログラ
ムをつくろう

簡単なゲームのプログラムをつくります。 11月3, 17日
高松市生涯学習セン
ター

高松市生涯学習センター
http://www.city.taka
matsu.kagawa.jp/245
4.html

小中学生

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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香川県 高松市 ①

【高松法務局 くらしの
講座】
相続による登記申請の
基礎知識

相続に関する基礎的な法律知識を学び、相続登記申請書及
び相続関係説明図等の作成実習をします。

11月6, 7日
高松市生涯学習セン
ター

高松市生涯学習センター 無料
http://www.city.taka
matsu.kagawa.jp/245
4.html

香川県 高松市 ①

こころと体の力に気づく
女性のための護身術
～犯罪の被害にあわな
いために～

主に香川県内で発生している、女性をターゲットにした犯罪を
知り、その対策を講義と実技で学びます。

11月15日
高松市生涯学習セン
ター

高松市生涯学習センター 無料
http://www.city.taka
matsu.kagawa.jp/245
4.html

動きやすい服装でお
越しください。

香川県 高松市 ①
証券学習講座2
～為替入門と今月の投
資環境について～

私たちの暮らしに照らし合わせ、ライフプランと絡めながら資産
管理に必要な心構えと知識をわかりやすく紹介します。

11月15日
高松市生涯学習セン
ター

高松市生涯学習センター 無料
http://www.city.taka
matsu.kagawa.jp/245
4.html

香川県 高松市 ①

開館10周年記念特別
講座
こころとからだのいきい
き体操

椅子に座ってできる、笑って楽しむ軽体操です。 11月16日
高松市生涯学習セン
ター

高松市生涯学習センター 無料
http://www.city.taka
matsu.kagawa.jp/245
4.html

動きやすい服装でお
越しください。

香川県 高松市 ③ ふるさと探訪
鬼ヶ島おにの館、オーテ、住吉神社、女木丸山古墳などを訪
ねます。

10月28日 鬼ヶ島 高松市教育委員会 無料
http://www.city.taka
matsu.kagawa.jp/643.
html

香川県 高松市 ③
古代山城屋嶋城跡か
ら歴史と地域を考える

古代山城が築かれた時代や地域の歴史をテーマとした講演会
を開催します。

10月20日 サンクリスタル高松３階 高松市教育委員会 無料
http://www.city.taka
matsu.kagawa.jp/643.
html

9月10日（月）～10月
12日（金）の間に事前
申込必要。定員100
名になり次第終了。

香川県 高松市 ③
文藝講座⑥
「白秋短歌の系譜」

地域文芸の振興を図るため、郷土において活躍している方々
による文芸講座を開催します。

11月10日
サンクリスタル高松３F
第１集会室

菊池寛記念館・菊池寛顕彰
会

無料
http://www.city.taka
matsu.kagawa.jp/646.
html

香川県 高松市 ③
企画展「久保桑閑とそ
の時代」

18世紀の高松藩の儒学を中心とした知識人のネットワークを
辿るとともに讃岐の医学史に関する資料を展示します。

9月15日～10月28
日

高松市歴史資料館 高松市歴史資料館
www.city.takamatsu.k
agawa.jp/643.html

月曜休館日（休日の
場合は翌日）
9：00～17：00

香川県 高松市 ③
企画展「源平合戦絵巻
の世界」（仮称）

当館所蔵の源平屋島合戦に関係の資料を展示します。
11月10日～12月

24日
高松市歴史資料館 高松市歴史資料館

www.city.takamatsu.k
agawa.jp/643.html

月曜休館日（休日の
場合は翌日）
9：00～17：00

香川県 高松市 ③ 企画展「天平の装い」
天平衣装について、再現した衣装や解説パネル等を展示しま
す。

10月16日～11月
25日

讃岐国分寺跡資料館 讃岐国分寺跡資料館
http://www.city.taka
matsu.kagawa.jp/643.
html

月曜休館日（休日の
場合は翌日）
9：00～17：00

香川県 高松市 ③
第13回讃岐国分寺史
跡まつり

特別史跡讃岐国分寺跡において、天平行列・力餅大会・体験
ｺｰﾅｰ等を開催します。

11月3日
特別史跡讃岐国分寺跡
史跡公園

讃岐国分寺史跡まつり実行
委員会

讃岐国分寺跡資料館
TEL087-874-8841

香川県 高松市 ③
企画展「火縄銃展～世
界に誇る戦国の技術
～」

火縄銃約20丁、その他日本刀などを展示します。火縄銃の世
界をとおして戦国の時代や歴史を紹介します。

10月20日～12月
16日

高松市香南歴史民俗郷
土館

高松市香南歴史民俗郷土
館

無料

www.city.takamatsu.k
agawa.jp/kyouiku/bu
nkabu/rekisi/kounan
/index.htm

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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香川県 高松市 ③
企画展関連行事「抜刀
道・火縄銃実演」

丸亀・高松鉄砲隊による火縄銃の実演、日本抜刀道連盟香川
県支部・讃岐抜刀道による抜刀の実演を披露します。

11月4日
月見ヶ原公園（高松市香
南町横井848）

高松市香南歴史民俗郷土
館

無料

www.city.takamatsu.k
agawa.jp/kyouiku/bu
nkabu/rekisi/kounan
/index.htm

抜刀実演：10：00～
11：00
火縄銃実演：11：00～
12：00

香川県 高松市 ③
石の里のアーティスト
たち「テーマ・庵治石」
Part11

「石のまち」牟礼・庵治地区を広く全国に発信し、石彫作家の育
成と高松市の文化芸術に寄与することを目指します。

10月26日
～

11月18日
高松市石の民俗資料館

石の里のアーティストたち実
行委員会

www.city.takamatsu.k
agawa.jp/kyouiku/bu
nkabu/.../index.htm

月曜休館日（休日の
場合は翌日）
9：00～17：00

香川県 高松市 ①
第8回高松市子ども読
書まつり

新高松市子ども読書活動推進計画の重点プロジェクトの一つ
で児童文学作家講演会をはじめ、おはなし会、手づくりおも
ちゃなどを開催して、子どもが読書に親しむ機会を創出しま
す。

11月3, 4日 サンクリスタル高松 高松市・高松市教育委員会 無料
http://library.city.tak
amatsu.kagawa.jp/

香川県 高松市 ③
サンポートホール
高松主催事業
TSUKEMEN

メンバー全員が音楽大学出身のヴァイオリン2本とピアノによる
音楽ユニットです。

10月27日
サンポートホール高松
第１小ホール

公益財団法人高松市文化
芸術財団

http://www.sunport-
hall.jp/

香川県 高松市 ③

ウルトラマンアート！－
時代と創造－ウルトラ
マン＆ウルトラセブン
展

ウルトラマンとウルトラセブンを美術的な視点でとらえ、デザイ
ン画や造形物、記録写真、フィギュアなど約400点を一堂に紹
介します。

9月15日～10月28
日

高松市美術館 高松市美術館

http://www.city.taka
matsu.kagawa.jp/kyo
uiku/bunkabu/bijyutu
/index.html

香川県 高松市 ①
第10回「かがわ教育の
日」のつどい

講演
テーマ：夢と希望　学ぶ喜び～ほっとけない香川　美しの郷土
へ～

11月3日 ミューズホール
「かがわ教育の日」実行委
員会事務局（087-861-0845)

無料
「かがわ教育の日」実
行委員会事務局
（087-861-0845)

香川県 高松市 ②
香川大学工学部第２回
オープンキャンパス

受験生、一般住民を対象とし大学施設の開放
・一般住民を対象とした特別講演会
・模擬授業
・パネル展示による研究紹介
・研究室の公開
・受験生を対象とした入試相談

11月3日 香川大学工学部 香川大学工学部 無料

香川大学工学部庶務
係
Tel:087-864-2000

http://www.kagawa-
u.ac.jp/kagawa-
u_eng/open_campus/

香川県 高松市 ②
第64回香川大学祭（幸
祭）

この大学祭は、学生による模擬店や課外活動団体による公演、 11月2～4日
香川大学　　幸町キャン
パス

香川大学

香川大学教育・学生
支援室
学生生活支援グルー
プ
E-mail
kossenm2@jim.ao.kag
awa-u.ac.jp

料金については一部
有料（料金について
は未定）のものあり
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香川県 高松市 ①
第20回かがわけん科
学体験フェスティバル

香川県内の児童・生徒の、科学や技術に対する関心を高める
とともに、様々な活動体験をとおして人間としての成長を図るこ
とを目的に、平成５年度から毎年、開催してきた科学体験行事
です。
この企画は、香川県下の理科教育に関わる先生方を中心に、
県、教育委員会、大学、産業界の支援と協力によって実行さ
れ、県の年中行事として定着しています。

11月10日～11月
11日

香川大学教育学部体育
館、武道場、運動場

香川大学教育学部 無料
http://www.ed.kagaw
a-u.ac.jp/~k-festa/

香川県

高松市
東かがわ

市
さぬき市
善通寺市
三豊市

③
スカイツリーに活かさ
れた「知恵」・讃岐仏塔
巡礼ツアー

県内の五重塔と塔跡の見学会や、総本山善通寺での寺院建
築などに関する講演会を開催します。

①10月28日
②11月4日
③11月11日
④12月2日
⑤12月9日

①妙音寺・　本山寺
②法然寺・　百相廃寺
③白鳥廃寺・志度寺
④開法寺　　塔跡・讃岐
国分寺　　　　　　⑤総本
山善通寺遍照閣

香川県教育委員会
syogaigakusyu@pref.k
agawa.lg.jp

参加対象者：小学６
年生以上　　　　定
員：見学会各回30名
（申込み必要）
講演会200名　　　（申
込み不要）

香川県 多度津町 ③ 秋の企画展
今年は高見島出身の山下岩吉がオランダへ留学して150年に
なります。彼を含め、日本の近代化に貢献した15人に焦点をあ
てた展示を行います。

9月29日～11月30
日

多度津町立資料館 多度津町立資料館 無料
多度津町立資料館
TEL0877-33-3343

香川県 多度津町 ③ 多度津町芸術展 町内にある芸能・文化団体の作品発表を行います。 11月3, 4日 多度津小学校体育館他 多度津町立中央公民館 無料
多度津町立中央公民
館
TEL0877-33-0760

香川県 多度津町 ③ 豊原地区芸能発表会 豊原地区にある芸能団体の作品発表を行います。 11月11日 豊原幼稚園
多度津町立豊原地区公民
館

無料
多度津町立豊原地区
公民館
TEL0877-33-1889

香川県 多度津町 ③ 白方地区文化祭 白方地区にある芸能・文化団体の作品発表を行います。 11月11日 白方地区公民館
多度津町立白方地区公民
館

無料
多度津町立白方地区
公民館
TEL0877-33-1038

香川県 多度津町 ③ 豊原地区文化祭 豊原地区にある文化団体の作品発表を行います。 11月18日 豊原小学校体育館
多度津町立豊原地区公民
館

無料
多度津町立豊原地区
公民館
TEL0877-33-1889

香川県 多度津町 ③ 四箇地区文化祭 四箇地区にある芸能・文化団体の作品発表を行います。 11月18日 四箇小学校体育館他
多度津町立四箇地区公民
館

無料
多度津町立四箇地区
公民館
TEL0877-32-5221

香川県 土庄町 ① 土庄町町民文化展 町民・文化協会員による作品展示等 11月3, 4日 土庄町総合会館
土庄町教育委員会　生涯学
習課

無料
土庄町教育委員会
生涯学習課
℡0879-62-7013

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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第54回「教育・文化週間」関連行事
都道府県 市区町村 類型 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

香川県 土庄町 ② 小豆郡教育文化祭 幼・小・中・高による作品展示 11月3, 4日 土庄町総合会館
土庄町教育委員会　生涯学
習課

無料
土庄町教育委員会
生涯学習課
℡0879-62-7013

香川県 土庄町 ① 土庄町チャレンジ教室 クラフト作り 11月10日 滝宮野外活動センター
土庄町教育委員会　生涯学
習課

土庄町教育委員会
生涯学習課
℡0879-62-7013

参加対象者：
小学生（保護者同伴）

香川県 土庄町 ② 小豆郡教育文化祭講演会
講演会（講師　オリーブガイナーズ監督 　　　　　西田信二氏
・テーマは未定）

11月10日 土庄町総合会館
土庄町教育委員会　生涯学
習課

無料
土庄町教育委員会
生涯学習課
℡0879-62-7013

香川県 直島町 ③ 直島町教育文化祭
町民、文化協会会員及び幼小中の園児、児童、生徒による作
品展示等を行います。

11月3, 4日 直島町西部公民館 直島町.直島町文化協会 無料
http://www.town.nao
shima.lg.jp/

香川県 東かがわ市 ①
なんでも鑑定団in東か
がわ

ﾃﾚﾋﾞでおなじみの鑑定団が東かがわ市に来てお宝を鑑定しま
す｡

10月21日 東かがわ市交流プラザ
東かがわ市合併10周年記
念事業実行委員会

無料
東かがわ市交流ﾌﾟﾗ
ｻﾞ
TEL0879-26-1224

抽選により約300名観
覧可能

香川県 東かがわ市 ① 引田城ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 東かがわ市引田にある引田城の調査成果の発表をします｡ 11月3日 引田公民館
東かがわ市教育委員会生
涯学習課

無料
東かがわ市生涯学習
課
TEL0879-26-1238

香川県 東かがわ市 ①
東かがわ市市民美術
展

市民の美術･工芸･華道等の作品展示をします｡ 11月10, 11日 東かがわ市交流プラザ 東かがわ市文化協会 無料
東かがわ市交流ﾌﾟﾗ
ｻﾞ
TEL0879-26-1224

香川県 東かがわ市 ①
第19回山びこｺﾝｻｰﾄin
五名

五名地区文化活動発表会とプロ生演奏会をします｡ 11月18日 五名ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 五名活性化委員会 無料
五名活性化ｾﾝﾀｰ
TEL0879-29-2200

香川県 東かがわ市 ①
図書と遊びの親子ﾌｪｽ
ﾀin交流ﾌﾟﾗｻﾞ

絵本作家富安陽子氏の講演会や
読み聞かせ会､伝承手づくりもの体験会などをします｡

11月18日 東かがわ市交流プラザ
東かがわ市合併10周年記
念事業実行委員会

無料
東かがわ市交流ﾌﾟﾗ
ｻﾞ
TEL0879-26-1224

当日ﾊﾞｻﾞｰ有

香川県 丸亀市 ② 公開授業週間
中学生や保護者、学校関係者等に授業や部活動を公開しま
す。

10月29日～11月2
日

香川県立飯山高等学校 香川県立飯山高等学校 無料
http://www.kagawa-
edu.jp/hanznh01/

中学生や保護者、学
校関係者等

香川県 丸亀市 ② 公開授業日 高校で実施している授業を一般に公開します。 11月7, 8日 香川県立丸亀高校 香川県立丸亀高校 無料
http://www.kagawa-
edu.jp/marukh01/

香川県 丸亀市 ② 公開授業
中学生や保護者、学校関係者に授業や部活動を終日公開し
ます。

11月8, 9日 丸亀城西高等学校
香川県立丸亀城西高等学
校

無料
http://www.kagawa-
edu.jp/mjh01/

参加対象者：中学
生、保護者および学
校関係者

香川県 丸亀市 ③
企画展
おもちゃ百貨展

日本玩具博物館の資料を中心として、明治・大正・昭和期に親
しまれた玩具の数々をご紹介します。

10月6日～11月25
日

丸亀市立資料館 丸亀市立資料館 無料
丸亀市立資料館
TEL0877-22-5366

香川県 丸亀市 ③
講演会『子どものよろこ
ぶ伝承玩具』

日本玩具博物館館長  井上重義氏を講師にお迎えし、簡単な
おもちゃづくりを含めた講演会を開催します。

10月21日 丸亀市立資料館 丸亀市立資料館 無料
丸亀市立資料館
TEL0877-22-5366

香川県 丸亀市 ③
歴史講演会『丸亀京極
家のあゆみ』

香川県立ミュージアム特別展「丸亀京極家‐名門大名の江戸
時代‐」の担当学芸員、御厨義道氏をお迎えし、講演会を開催
します。

11月10日 丸亀市立資料館 丸亀市立資料館 無料
丸亀市立資料館
TEL0877-22-5366
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香川県 丸亀市 ③
国指定重要文化財 蘇
鉄図（与謝蕪村筆）
特別公開

江戸時代中期に活躍した俳人画家・与謝蕪村が丸亀に来遊
時、逗留先の妙法寺で描いた蘇鉄図他、寺所蔵の重要文化
財に指定されている絵画を5年ぶりに一般公開します。

11月3, 4日 妙法寺 妙法寺 無料
(妙法寺）
http://www.busonder
a.com/

香川県
まんのう

町
① 大川山自然かんさつ会 自然に親しみながら植物や生き物を観察します。 10月20日 大川山

みんなでつくる自然史博物
館・香川

無料
http://nature.27go.ne
t/

参加対象者：県内在
住者(小学生以下は
保護者同伴)

香川県 三木町 ① 第４２回三木町文化祭
三木町文化協会員や学校の児童生徒による作品展示、芸能
発表、野点など

11月3, 4日 三木町文化交流プラザ
三木町、三木町教育委員
会、三木町文化協会

無料
三木町教育委員会生
涯学習課
℡087-891-3314

香川県 三木町 ①
農学部収穫祭
２０１２

一般住民等に対し、大学施設を開放し、
下記の行事を実施するもの。
・研究室等紹介
・農学部入試相談会
・体験実習
・学生企画コーナー
・農場企画コーナー

11月3日
香川大学
農学部

香川大学
農学部

無料
http://www.ag.kagaw
a-u.ac.jp/

香川県 三豊市 ② 秋の一日体験入学

授業を高校生と一緒に受けたり、部活動を体験することによっ
て、高校生活をプチ体験します。
・授業体験：高校生と一緒に高校の授業を受けます。
・部活動体験：ライフル射撃やカヌーなど高瀬高校ならではの
部活動も体験できます。
・Ｑ&Ａコーナー：勉強や部活動などの高校生活について、高校
生に直接質問することができます。

10月20日 香川県立高瀬高校 香川県立高瀬高校 無料
http://www.kagawa-
edu.jp/tkseh01

中学３年生及びその
保護者
中学校教職員

香川県 三豊市 ③ 生徒教養講座
全日本私塾教育ネットワーク理事長　湯口兼司氏による講演
「5年後、10年後の自分を考える」

10月31日 香川県立高瀬高校 香川県立高瀬高校 無料
http://www.kagawa-
edu.jp/tkseh01

保護者
同窓会員

香川県 三豊市 ② 笠高祭（文化祭）
日頃の学習内容や学習成果を,展示・発表します。また、生徒
たちが栽培した農産物や加工品を販売します。

11月10日
香川県立
笠田高等学校

香川県立
笠田高等学校

無料
ｈｔｔｐ://www.kagawa-
edu.jp/kasadh01/kas
ada.htm

香川県 三豊市 ① 山本町文化展
山本町内にある文化団体などの作品展示
①ちぎり絵クラブ・レディースセミナー
②保育所・幼稚園・小学校・中学校作品、山本町盆栽クラブ

①10月2～30日
②11月7～28日

山本町生涯学習セン
ター

三豊市文化協会山本支部 無料
三豊市山本町公民館
TEL0875-63-1041

どなたでも観覧できま
す

香川県 三豊市 ① 源氏物語
日本古典文学の 高峰。古典の世界を、楽しくわかりやすく読
み解きます。

10月3日, 11月7日
豊中町農村環境改善セ
ンター

三豊市豊中町公民館 無料
三豊市豊中町公民館
TEL0875-62-1155

香川県 三豊市 ① 歴史四方山話
歴史上の人物や、人々の暮らしなど、知らなかった歴史を学び
ます。

10月9日, 11月13
日

豊中町農村環境改善セ
ンター

三豊市豊中町公民館 無料
三豊市豊中町公民館
TEL0875-62-1155
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香川県 三豊市 ①④ お手玉教室
懐かしい伝承遊び。楽しく挑戦し、脳を刺激しながらパワーアッ
プを目指します。

10月11日, 11月8
日

豊中町農村環境改善セ
ンター

三豊市豊中町公民館 無料
三豊市豊中町公民館
TEL0875-62-1155

香川県 三豊市 ① フィットネス教室 正しいストレッチの仕方を仲間と学びます。
10月14日, 11月11

日
高瀬町Ｂ&Ｇ海洋セン
ター

三豊市高瀬町公民館 無料
三豊市高瀬町公民館
TEL0875-72-5339

香川県 三豊市 ①④ 心の歌と影絵
目からの刺激と、心を揺さぶる童謡や唱歌などを歌い心豊か
な時間を過ごします。

10月25日, 11月22
日

豊中町農村環境改善セ
ンター

三豊市豊中町公民館 無料
三豊市豊中町公民館
TEL0875-62-1155

香川県 三豊市 ① 万葉集を読む
万葉人の詠う万葉物語の世界を、楽しくわかりやすく読み解き
ます。

10月26日,
11月30日

豊中町農村環境改善セ
ンター

三豊市豊中町公民館 無料
三豊市豊中町公民館
TEL0875-62-1155

香川県 三豊市 ① 星を見る会 望遠鏡で月や星の観測をしよう。
10月26日, 11月28

日
三豊市三野町公民館吉
津分館前広場

三豊市三野町公民館 無料
三豊市三野町公民館
TEL0875-73-3114

子どもと保護者

香川県 三豊市 ①
たからだ文化祭（作品
展示）

財田町内の団体による作品展示 10月27, 28日 三豊市財田町公民館 三豊市財田町公民館 無料
三豊市財田町公民館
TEL0875-67-0108

香川県 三豊市 ①
たからだ文化祭（芸能
発表）

財田町内の団体による芸能発表 10月28日 三豊市財田町公民館 三豊市財田町公民館 無料
三豊市財田町公民館
TEL0875-67-0108

香川県 三豊市 ① 読書感想画展
詫間町内の保育所・幼稚園・小学校から募集した読書感想画
を展示します。

11月1～29日 三豊市詫間町図書館 三豊市詫間町図書館 無料
http://library.city.mit
oyo.lg.jp/

香川県 三豊市 ①
仁尾町文化祭（作品展
示）

仁尾町内の団体による作品展示 11月2～4日 仁尾町体育センター
三豊市文化協会仁尾支部
事務局

無料
三豊市社会教育団体
連絡協議会事務局
TEL0875-56-6251

香川県 三豊市 ① 神田地区文化展 山本町神田地区内の子どもから大人までの作品展 11月3, 4日
山本町神田定住促進セ
ンター

三豊市山本町公民館
神田分館

無料
三豊市山本町公民館
神田分館
TEL0875-63-4693

どなたでも観覧できま
す

香川県 三豊市 ①
たかせ町民文化祭（作
品展示）

高瀬町内の団体による作品展示 11月3, 4日
高瀬町農村環境改善セ
ンター

三豊市文化協会高瀬支部 無料
三豊市社会教育団体
連絡協議会事務局
TEL0875-56-6251

香川県 三豊市 ①
豊中町文化祭（作品展
示）

豊中町内の団体による作品展示 11月3, 4日
豊中町農村環境改善セ
ンター

三豊市豊中町公民館 無料
三豊市豊中町公民館
TEL0875-62-1155

香川県 三豊市 ①
たかせ町民文化祭（芸
能発表）

高瀬町内の団体による芸能発表 11月4日
高瀬町農村環境改善セ
ンター

三豊市文化協会高瀬支部
事務局

無料
三豊市社会教育団体
連絡協議会事務局
TEL0875-56-6251
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香川県 三豊市 ① 下高瀬地区文化祭 作品展示と芸能発表 11月4日 三野町体育センター
三豊市三野町公民館下高
瀬分館

無料
三豊市三野町公民館
TEL0875-73-3114

香川県 三豊市 ①
豊中町文化祭（芸能発
表）

豊中町内の団体による芸能発表 11月4日
三豊市市民交流セン
ター

三豊市豊中町公民館 無料
三豊市豊中町公民館
TEL0875-62-1155

香川県 三豊市 ① 二ノ宮地区文化祭 園児、小学生の学習発表と一般による芸能発表です。 11月10, 11日 三豊市立二ノ宮小学校
三豊市高瀬町公民館二ノ宮
分館、
三豊市立二ノ宮小学校

無料
三豊市高瀬町公民館
二ノ宮分館
TEL0875-74-7690

香川県 三豊市 ①
詫間町文化祭（作品展
示）

文化協会・生涯学習講座等各種文化活動及び保育所・幼稚
園・小中学校の作品展示

11月10, 11日
詫間町福祉センター、
詫間町マリンウェーブ

三豊市文化協会詫間支部 無料
三豊市文化協会
詫間支部事務局
TEL0875-83-8811

香川県 三豊市 ①
詫間町文化祭（芸能発
表）

文化協会・生涯学習講座等、芸能部門における学習の成果を
発表します。

11月10日 詫間町マリンウェーブ 三豊市文化協会詫間支部 無料
三豊市文化協会
詫間支部事務局
TEL0875-83-8811

香川県 三豊市 ① ふるさと探訪ウォーク ウォーキングをとおして、地域間交流を図ります。 11月10日 飯野山 三豊市高瀬町公民館 無料
三豊市高瀬町公民館
TEL0875-72-5339

香川県 三豊市 ① やまもと芸能発表会 山本町内にある芸能団体の発表会 11月11日
山本町農村環境改善セ
ンター

三豊市文化協会山本支部 無料
三豊市山本町公民館
TEL0875-63-1041

どなたでも観覧できま
す

香川県 三豊市 ①
仁尾町文化祭（芸能発
表）

仁尾町内の団体による芸能発表 11月11日 仁尾町体育センター 三豊市文化協会仁尾支部 無料
三豊市社会教育団体
連絡協議会事務局
TEL0875-56-6251

香川県 三豊市 ① 勝間地区文化祭 園児、小学生の学習発表と一般による芸能発表です。 11月11日 三豊市立勝間小学校
三豊市高瀬町公民館勝間
分館、
三豊市立勝間小学校

無料
三豊市高瀬町公民館
勝間分館
TEL0875-72-0503

香川県 三豊市 ① 大見地区文化祭 作品展示と芸能発表 11月11日
三豊市立大見小学校、
三豊市三野公民館大見
分館

三豊市三野町公民館大見
分館

無料
三豊市三野町公民館
TEL0875-73-3114

香川県 三豊市 ①
歴史講座
クローズアップかわら
のはなし

宗吉瓦窯について 11月14日 宗吉かわらの里展示館 三豊市三野町公民館 無料
三豊市三野町公民館
TEL0875-73-3114

香川県 三豊市 ① 上高瀬地区文化祭 園児、小学生の学習発表と一般による芸能発表です。 11月18日 三豊市立上高瀬小学校
三豊市高瀬町公民館上高
瀬分館、
三豊市立上高瀬小学校

無料
三豊市高瀬町公民館
上高瀬分館
TEL0875-72-0502

香川県 三豊市 ① 比地二地区文化祭 園児、小学生の学習発表と一般による芸能発表です。 11月18日 三豊市立比地小学校
三豊市高瀬町公民館比地
二分館、
三豊市立比地小学校

無料
三豊市高瀬町公民館
比地二分館
TEL0875-72-0504

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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香川県 三豊市 ① 麻地区文化祭 園児、小学生の学習発表と一般による芸能発表です。 11月18日 三豊市立麻小学校
三豊市高瀬町公民館麻分
館、
三豊市立麻小学校

無料
三豊市高瀬町公民館
麻分館
TEL0875-74-7693

香川県 三豊市 ① 吉津地区文化祭 作品展示と芸能発表 11月18日 三豊市立吉津小学校
三豊市三野町公民館吉津
分館

無料
三豊市三野町公民館
TEL0875-73-3114

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料


