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香川県 綾川町 ① 主基農経祭(文化祭) 農作物の販売実習等を行います。 11月10日～11日 農業経営高校 農業経営高校 無料
農業経営高校
087-869-1010

香川県 綾川町 ①③ ユニセフ写真展・カンボジア視察報告 香川県ユニセフ協会と共催で写真展とカンボジア視察報告会を行います。 10月6日～14日 綾川町立生涯学習センター
綾川町立図書館
香川県ユニセフ協会

無料
https://ilisod001.apsel.jp/ayaga
walibrary/wopc/pc/pages/TopP
age.jsp

綾川町立生涯学習センター
087-876-6100

香川県 綾川町 ①②③
第6回　綾川町　図書館を使った調べる学
習コンクール作品展

「第6回　綾川町図書館を使った調べる学習コンクール」で入賞した作品を図書館
内に展示します。

10月28日～11月28日 綾川町立生涯学習センター 綾川町立図書館 無料
https://ilisod002.apsel.jp/ayaga
walibrary/wopc/pc/pages/TopP
age.jsp

綾川町立生涯学習センター
087-876-6101

香川県 綾川町 ③ 本のある暮らし
綾川町内の書店及び近隣自治体内の書店１０店舗をピックアップ。各書店やおす
すめ本などをパネルで紹介。合わせて本をテーマといた展示を行います。

10月27日～11月9日 綾川町立生涯学習センター
綾川町立図書館
どんぐりくらぶ

無料
https://ilisod003.apsel.jp/ayaga
walibrary/wopc/pc/pages/TopP
age.jsp

綾川町立生涯学習センター
087-876-6102

香川県 綾川町 ③ 絵本作家講演会
「ねぎぼうずのあさたろう」で有名な絵本作家「飯野和好」氏をお招きし、講演して
いただきます。

11月11日 綾川町立生涯学習センター 綾川町立図書館 無料
https://ilisod004.apsel.jp/ayaga
walibrary/wopc/pc/pages/TopP
age.jsp

綾川町立生涯学習センター
087-876-6103

香川県 綾川町 ①③④ ロシア文学講座
ロシア語翻訳作家「十川宣治」氏を講師にお招きし、ロシア文学の著名な作品を
日本語とロシア語で読む講座です。

11月18日 綾川町立生涯学習センター 綾川町立図書館 無料
https://ilisod005.apsel.jp/ayaga
walibrary/wopc/pc/pages/TopP
age.jsp

綾川町立生涯学習センター
087-876-6104

香川県 綾川町 ③ 雑誌をつくろう 編集者「南陀楼綾繁」氏による雑誌を作るワークショップです。 11月24日 綾川町立生涯学習センター 綾川町立図書館 無料
https://ilisod006.apsel.jp/ayaga
walibrary/wopc/pc/pages/TopP
age.jsp

綾川町立生涯学習センター
087-876-6105

香川県 綾川町 ①②③ 第2回　綾川町立図書館ビブリオバトル
「人を通して本を知る。本を通して人を知る。」多くの皆様に読書に楽しさを知って
いただく企画です。

11月25日 綾川町立生涯学習センター 綾川町立図書館 無料
https://ilisod001.apsel.jp/ayaga
walibrary/wopc/pc/pages/TopP
age.jsp

綾川町立生涯学習センター
087-876-6106

バトラー：中学生以上（要申込）

香川県 綾川町 ③ 秋のおはなし会 未就学児を対象として絵本の読み聞かせを行います。 11月2日 綾川町立生涯学習センター 綾川町立図書館 無料
https://ilisod001.apsel.jp/ayaga
walibrary/wopc/pc/pages/TopP
age.jsp

綾川町立生涯学習センター
087-876-6107

未就学児対象です。

香川県 綾川町 ④ 綾川町文化協会文化事業
西日本放送のアナウンサとして活躍されて「植松おさみ」氏を講師にお招きし、講
演していただきます。また、「植松起代子」氏もお招きし、夫婦による『ピアノと語り
のコンサート」も開催します。

11月25日
綾川町綾南
農村環境改善センター

綾川町文化協会 無料 https://www.town.ayagawa.lg.jp
綾川町文化協会事務局
（綾川町教育委員会 内）
087-876-1180

香川県 宇多津町 ③ 宇多津文化祭 宇多津町文化協会による文化祭、芸能祭を開催します。 11月10日、11日 ユープラザうたづ 宇多津町文化協会 無料
宇多津町教育委員会
生涯学習課
0877-49-8007

香川県 観音寺市 ③ 古墳まつり
大野原八幡神社を中心として、国指定大野原古墳群（平塚、角塚及び椀貸塚）に
対する関心を高めるとともに、地域住民のみならず広くＰＲすることを通じて、ふる
さとの貴重な文化財を次世代に伝えるべくイベントを行う。

11月18日
大野原八幡神社、
大野原古墳群周辺

大野原古墳まつり
実行委員会

無料
【観音寺市HP】
http://www.city.kanonji.kagawa.j
p/

大野原中央公民館
0875-54-5711

香川県 観音寺市 ③ 芸術文化展(仮) 香川県立ミュ－ジアム分館、香川県文化会館収蔵品展 11月29日～12月9日 中央図書館 観音寺市 無料
【観音寺市HP】
http://www.city.kanonji.kagawa.j
p/

文化振興課
0875-23-3943

第60回「教育・文化週間」関連行事

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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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第60回「教育・文化週間」関連行事

香川県 観音寺市 ③ 名東県とかんおんじ（仮）
本市で保管する、名東県時代の地積図を紹介し、かつ現在と比較して観音寺のあ
ゆみを知る。

10月2日～31日 ふるさと学芸館 観音寺市 無料
【観音寺市HP】
http://www.city.kanonji.kagawa.j
p/

文化振興課
0875-23-3943

香川県 観音寺市 ① 図書館まつり 絵本の読み聞かせと大野原幼稚園児の読書感想画展 10月20日
大野原図書館

観音寺市立
大野原図書館

無料
【観音寺市立図書館HP】
https://www3.city.kanonji
kagawa.jp/

観音寺市立
大野原図書館
TEL：0875-54-5715

香川県 観音寺市 ① 読書感想画展 豊浜小・中学生の作品展 10月20日～11月4日 豊浜図書館
観音寺市立
豊浜図書館

無料
【観音寺市立図書館HP】
https://www3.city.kanonji
kagawa.jp/

観音寺市立豊浜図書館
TEL：0875-52-1206

香川県 観音寺市 ① 図書館の文庫X
普段手に取らない本との出会いを楽しんでもらおうと、タイトルや著者名を隠した
謎の本の貸出

10月1日～10月31日 中央図書館
観音寺市立
中央図書館

無料
【観音寺市立図書館HP】
https://www3.city.kanonji
kagawa.jp/

観音寺市立中央図書館
TEL：0875-23-3960

香川県 観音寺市 ① 大人の図書館ツアー
普段は入れない閉架書庫の見学や、手軽に誰でも取り組める笑いヨガの健康講
座を行います。

11月10日 中央図書館
観音寺市立
中央図書館

無料
【観音寺市立図書館HP】
https://www3.city.kanonji
kagawa.jp/

観音寺市立中央図書館
TEL：0875-23-3961

香川県 観音寺市 ③ 第13回観音寺市民文化祭（大野原文化展） 作品展示、お茶席、囲碁を行います。 10月26日～28日
大野原農業者トレーニングセ
ンターほか

観音寺市文化協会 無料
【観音寺市HP】
http://www.city.kanonji.kagawa.j
p/

大野原中央公民館
TEL 0875-54-5711

香川県 観音寺市 ③ 第13回観音寺市民文化祭（豊浜文化祭） 作品展示等を行います。 10月26日～28日 豊浜中央公民館ほか 観音寺市文化協会 無料
【観音寺市HP】
http://www.city.kanonji.kagawa.j
p/

豊浜中央公民館
TEL 0875-52-1230

香川県 観音寺市 ③ 第13回観音寺市民文化祭（観音寺文化祭）
謡曲と舞囃子の会(10/28)、作品展示（11/1～11/3)、
合同芸能祭(11/3)、俳句会(11/3)、短歌大会(11/3)、
お茶会(11/18)を行います。

10月28日～11月18日
ハイスタッフホール
働く婦人の家

観音寺市文化協会 無料
【観音寺市HP】
http://www.city.kanonji.kagawa.j
p/

観音寺市中央公民館
TEL 0875-23-3944

香川県 観音寺市 ③ 第13回観音寺市民文化祭（豊浜文化祭）
芸能発表(11/3)、囲碁(11/3)、
社交ダンスパーティー(11/18)を行います。

11月3日～11月18日 豊浜中央公民館ほか 観音寺市文化協会 無料
【観音寺市HP】
http://www.city.kanonji.kagawa.j
p/

豊浜中央公民館
TEL 0875-52-1230

香川県 観音寺市 ③ 第13回観音寺市民文化祭（大野原芸能祭） 芸能発表を行います。 11月11日 大野原会館 観音寺市文化協会 無料
【観音寺市HP】
http://www.city.kanonji.kagawa.j
p/

大野原中央公民館
TEL 0875-54-5711

香川県 県内全域 ③ ミュージックレンジャーと遊ぼう
親子でふれあい音楽遊びをします。パネルシアターをみたり楽器で遊んだりバ
ルーン遊びを行います。

10月28日 三豊市詫間福祉センター 三豊市詫間町図書館
三豊市詫間町図書館
８３－６８２８

香川県 琴平町 ③ 第37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、生徒による作品展示をします。 10月25日～12月4日 ＡＣＴことひら 琴平町文化協会 無料
ＡＣＴことひら
TEL0877-73-2655

水曜日休館

香川県 琴平町 ③ 第37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をします。 11月18日 琴平町文化会館 琴平町文化協会 無料
ＡＣＴことひら
TEL0877-73-2655

水曜日休館

香川県 坂出 ① 坂工展 工業製作物の販売実習等を行います。 10月27日 坂出工業高校 坂出工業高校 無料
坂出工業高校
0877-46-5191

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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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第60回「教育・文化週間」関連行事

香川県 坂出市 ③
秋の特別展
　生誕110年記念「夢を奏でる－東山魁夷と
メルヘン」

　留学から帰国後描いた「格天井図 南方楽土」や、70歳を前に自らの言葉と絵で
綴った詩画集『コンコルド広場の椅子』など、絵の中に映る魁夷の優しさと美の世
界を紹介します。

9月15日～11月11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

一般610円
高校生以下、65歳以上、
身体障害者手帳等をお持
ちの方は無料

http://www.pref.kagawa.lg.jp/hig
ashiyama/

香川県立
東山魁夷せとうち美術館
0877-44-1333

香川県 坂出市 ① 水のフェスティバルin府中湖
水の大切さ、有効利用についての認識を高めるためのイベント。ウォークラリー」
やドラゴンカヌー大会が人気です。

10月6日・10月7日
府中湖
カヌー研修センター周辺

府中湖水のフェスティバ
ル実行委員会

10,000円

【水のフェスティバルin府中湖
HP】
http://www.city.sakaide.lg.jp/sos
hiki/branch-
futyuu/mizufesu.html

坂出市役所府中出張所
TEL　0877-48-0101

カヌー競技は事前申込必要（先
着順）。

香川県 坂出市 ①，③ 坂出市民芸術祭 詩吟・民謡・民踊・歌謡・日舞・コーラス・邦楽などの発表会を開催します。 9月23日～11月4日 坂出市民ホール
坂出市文化協会・市民
芸術祭運営委員会

無料
坂出市中央公民館
TEL　0877-46-2422

香川県 さぬき市 ③ 若竹祭 児童生徒の学習成果の発表や、実習で製作した作品の展示等を行います。 11月25日 香川県立香川東部養護学校
香川県立
香川東部養護学校

無料 tohbuy01@kagawa-edu.jp
香川県立香川東部養護学校
ＴＥＬ0879-52-2581

香川県 さぬき市 ③ さぬき市民文化祭　寒川祭 作品展・音楽芸能祭・バザー・各種大会等を開催します。 10月28日 寒川農村環境改善センター
さぬき市民文化祭
実行委員会

無料
さぬき市教育委員会事務局
生涯学習課
TEL:0879-42-3107

香川県 さぬき市 ③ さぬき市民文化祭　ＩＮ大川 作品展・音楽芸能祭・バザー・各種大会等を開催します。 11月3日～11月4日 大川公民館等
さぬき市民文化祭
実行委員会

無料
さぬき市教育委員会
事務局生涯学習課
TEL:0879-42-3107

香川県 さぬき市 ③ さぬき市民文化祭　古里ながおまつり 作品展・音楽芸能祭・バザー・各種大会等を開催します。 11月3日～11月4日 長尾公民館等
さぬき市民文化祭
実行委員会

無料
さぬき市教育委員会
事務局生涯学習課
TEL:0879-42-3107

香川県 さぬき市 ③ さぬき市民文化祭　志度支部祭 作品展・音楽芸能祭・バザー・各種大会等を開催します。 11月10日～11月11日 志度社会福祉センター等
さぬき市民文化祭
実行委員会

無料
さぬき市教育委員会
事務局生涯学習課
TEL:0879-42-3107

香川県 さぬき市 ③ さぬき市民文化祭　津田まち祭り 作品展・音楽芸能祭・バザー・各種大会等を開催します。 11月17日～11月18日 津田公民館等
さぬき市民文化祭
実行委員会

無料
さぬき市教育委員会
事務局生涯学習課
TEL:0879-42-3107

香川県 さぬき市 ③ （仮）さぬき市歴史講座
国史跡指定である「津田古墳群」や「富田茶臼山古墳」等、本市の歴史について
の学習会

10月21日 さぬき市歴史民俗資料館 さぬき市 無料
さぬき市教育委員会
事務局生涯学習課
TEL:0879-42-3107

香川県 さぬき市 ①
家庭教育支援事業
親子でHAPPYになる講座

体験講座を通して、家庭とは違った親子のふれあいの場を設け、年齢や性別等に
関わらない家庭参加の推進を学ぶ機会として実施します。

①10月14日
②10月21日

①さぬき市公民館
②生涯学習館

さぬき市
① 無料
② １人350円

さぬき市教育委員会
事務局生涯学習課
TEL:0879-42-3107

申込締切：9月28日（金）
対象：市内小学生とその保護者
①片付け　②食育（調理実習）

香川県 さぬき市 ① おはなし会 子どもたちに絵本の読み聞かせ、紙芝居、パネルシアター、手遊びなどをします。 10月6日 志度図書館
すくすく
カンガルーランド

無料
志度図書館
TEL：087-814-2678

香川県 さぬき市 ① 赤ちゃんのおはなし会
乳幼児（0、1、2歳）とその保護者を対象に手遊び、わらべうた、おはなしなどをしま
す。

10月11日 志度図書館 朗読グループどんぐり 無料
志度図書館
TEL：087-814-2678

香川県 さぬき市 ① おはなし会 子どもたちに絵本の読み聞かせ、紙芝居、パネルシアター、手遊びなどをします。 10月27日 志度図書館 朗読グループどんぐり 無料
志度図書館
TEL：087-814-2678

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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



206

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 問合せ先 備考

第60回「教育・文化週間」関連行事

香川県 さぬき市 ① おはなし会 子どもたちに絵本の読み聞かせ、紙芝居、パネルシアター、手遊びなどをします。 11月24日 志度図書館 朗読グループどんぐり 無料
志度図書館
TEL：087-814-2678

香川県 さぬき市 ① おはなし会
子どもたちに絵本の読み聞かせ、紙芝居、パネルシアター、ハンドベルを使って手
遊びなどをします。

10月20日 寒川図書館 寒川ボランティア秋桜 無料
寒川図書館
TEL：0879-43-6930

香川県 さぬき市 ①、③
お父さんも参加して
みんなで作ろう！あそぼう

市民文化祭寒川祭の作品展示会場で、お父さんや家族の方たちと一緒に手作り
工作を楽しんだり、人形劇を見たりします。

10月28日
寒川Ｂ＆Ｇ海洋センター
体育館

さぬき市図書館友の会 無料
寒川図書館
TEL：0879-43-6930

手作り工作・びゅんびゅんごま・
風車・紙ふうせん・ぱっちん

香川県 さぬき市 ① 赤ちゃんのおはなし会
乳幼児（0、1、2歳）とその保護者を対象に手遊び、わらべうた、おはなしなどをしま
す。

11月8日 寒川図書館 朗読グループどんぐり 無料
寒川図書館
TEL：0879-43-6930

香川県 さぬき市 ① おはなし会
子どもたちに絵本の読み聞かせ、紙芝居、パネルシアター、工作づくりなどをしま
す。

11月17日 寒川図書館
おはなしボランティア
まつぼっくり

無料
寒川図書館
TEL：0879-43-6930

香川県 さぬき市 ① 秋の図書館コンサート
秋の読書週間に合わせて、季節にちなんだ絵本の読み聞かせをピアノとコラボ
レーションします。

10月27日 寒川図書館 寒川図書館 無料
寒川図書館
TEL：0879-43-6930

香川県 さぬき市 ①,④ 夜間天体観望会 天体望遠鏡にて夜間、観望会を行います。 10月13日,11月10日 天体望遠鏡博物館
一般社団法人
　天体望遠鏡博物館

大人300円
高校生・大学生200円
小学生・中学生100円

【天体望遠鏡博物館】
ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.telescope-
mudeum.co./

天体望遠鏡博物館
TEL:080-8637-5110
TEL:0879-49-1772

開館：土曜・日曜、祝日となる月
曜・金曜の午前10時～午後4時
連絡先は開館時のみ対応可能
のため、ご連絡はできるだけホー
ムページ内のメールフォームから
お願いします。

香川県 さぬき市 ①,④ 初心者向け天体望遠鏡工作教室
天体望遠鏡博物館のボランティアスタッフによる説明を受けながら天体望遠鏡を
組み立てます。完成後は、外に出て天体望遠鏡の操作練習をします。

10月27日,11月25日 天体望遠鏡博物館
一般社団法人
　天体望遠鏡博物館

1組300円
材料代2,000円前後／1台

【天体望遠鏡博物館】
ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.telescope-
mudeum.co./

天体望遠鏡博物館
TEL:080-8637-5110
TEL:0879-49-1772

開館：土曜・日曜、祝日となる月
曜・金曜の午前10時～午後4時
連絡先は開館時のみ対応可能
のため、ご連絡はできるだけホー
ムページ内のメールフォームから
お願いします。

香川県 さぬき市 ①,④ 天体望遠鏡使い方教室
自宅にある天体望遠鏡の使い方を天体望遠鏡博物館のボランティアスタッフから
学べます。

10月20日,11月17日 天体望遠鏡博物館
一般社団法人
　天体望遠鏡博物館

1組300円
【天体望遠鏡博物館】
ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.telescope-
mudeum.co./

天体望遠鏡博物館
TEL:080-8637-5110
TEL:0879-49-1772

開館：土曜・日曜、祝日となる月
曜・金曜の午前10時～午後4時
連絡先は開館時のみ対応可能
のため、ご連絡はできるだけホー
ムページ内のメールフォームから
お願いします。

香川県 さぬき市 ③ 第14回さぬき市菊花展
地元愛好家たちによる菊花展。丹精込めて作り上げた作品が多数展示され、来
場者の目を楽しませます。

10月14日～11月9日 みろく自然公園
さぬき市観光協会
（商工観光課内）

無料
さぬき市観光協会
（商工観光課内）
TEL:087-894-1114

香川県 さぬき市 ③ 塚原稲荷神社あばれみこし

奇抜な化粧と衣装をまとった氏子たちが「あばれ」と呼ぶにわかみこしを担ぎ、見
物客を巻き込んで大暴れします。
「あばれ」は、最後には池の中に放り込まれるなど、豪快でユーモラスなまつりで
す。

10月14日 塚原稲荷神社 塚原あばれ神輿保存会 無料
塚原あばれ神輿保存会
TEL:0879-52-2504

香川県 さぬき市 ① 予備群リセットセミナー
生活習慣病について正しく理解し、症状の進行や重症化を予防するための生活
習慣を実践し、健康管理に取り組めるよう支援します。

11月7日，14日，21
日，28日

津田保健センター
さぬき市
国保・健康課

無料
さぬき市国保・健康課
TEL:0879-52-2518

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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 さぬき市 ① いきいき健康教室
介護予防に関する運動や口腔体操、認知症予防のためのレクリエーション等をし
ます。

10月4日～11月27日 市内公共施設
さぬき市地域包括
支援センター

無料
さぬき市介護保険課
TEL:0879-52-0410

香川県 さぬき市 ① 介護予防サポーター研修会 介護予防に関する知識や技術を学びます。 10月25日 寒川農村環境改善センター
さぬき市地域包括支援
センター

無料
さぬき市介護保険課
TEL:0879-52-0410

香川県 さぬき市 ① 介護予防サポーター憩いの場
介護予防に関する運動や口腔体操、認知症予防のためのレクリエーション等をし
ます。

10月2日～11月26日 市内公共施設 介護予防サポーター 無料
さぬき市介護保険課
TEL:0879-52-0410

香川県
さぬき市
志度町

①、③
玉浦大学
「超高齢社会の生き方と生涯学習」

日本は世界に先駆けて超高齢社会となり、これまでとは違った新しい高齢者像や
生き方が求められています。これからのシニア層の生き方と共に学ぶことの大切
さについて、皆様とご一緒に考えていきたいと思います。

11月22日
さぬき市志度
社会福祉センター

高松大学・
高松短期大学

無料
hｔｔp://www.takamatsu-
u.ac.jp/area/index.html

高松大学・高松短期大学地域
連携センター
087-841-3216

香川県
さぬき市
津田町

①、③
松籟大学
「生きる楽しさ・難しさ
　～過去と他人は変えられない～」

私たちがそれぞれ持っているこだわりについて、少し見直してみると、心が軽くな
ることがあるかもしれません眠れない夜、取り返しのつかない失敗、許せない仕
打ちなどなどから､解放されたいものです。先人達の知恵から学びましょう。

10月10日
さぬき市
津田公民館

高松大学・
高松短期大学

無料
hｔｔp://www.takamatsu-
u.ac.jp/area/index.html

高松大学・高松短期大学地域
連携センター
087-841-3216

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.

10/2～11/29 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
0879-82-0291

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。
10/7
11/4

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
0879-82-0291

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。
10/14
11/11

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
0879-82-0291

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。

10/21
11/18

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
0879-82-0291

参加対象：一般

香川県 小豆島町 ① 論語を読む会 孔子の論語を読解し、その教えを学びます。
10/6
 11/4

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
0879-82-0291

参加対象：一般

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。
10/13
11/10

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
0879-82-0291

参加対象：一般

香川県 小豆島町 ① 紫式部日記を読む会 紫式部日記を読解します。 10/20 11/17 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
0879-82-0291

参加対象：一般

香川県 小豆島町 ① 第４０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
作文を募集をします。

10/27～1/4 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
0879-82-0291

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。

10/2～11/29 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
0879-82-0291

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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 ② 音楽交流会 香川県立善通寺第一高等学校と音楽を通して交流します。 10月12日 香川県立善通寺養護学校
香川県立
善通寺養護学校

無料
http://www.kagawa-
edu.jp/zenyo02/htdocs/

香川県立善通寺養護学校
℡　0877-62-7631

関係者・保護者

香川県 善通寺市 ③ 第35回善通寺市民文化祭 芸能祭・民謡大会・美術展・郷土芸能公開など 10月8日～11月25日 善通寺市民会館ほか
善通寺市教育委員会
生涯学習課

無料
【善通寺市HP】
http://www.city.zentsuji.kagawa.j
p/

善通寺市教育委員会
生涯学習課
0877-63-6328

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 図書館の郷土資料をもって出かけよう
マイクロバスを利用したフィールドワーク。「古墳と弘法大師とため池」と題して、古
墳の発掘調査で判明した古代の優れた土木技術を学びます。

10月12日 善通寺市内と近隣地域 善通寺市立図書館 無料
【善通寺市立図書館HP】
http://tosho.city.zentsuji.kagawa
.jp/

善通寺市立図書館
0877-63-5188

対象者：１８歳以上

香川県 善通寺市 ③ 第19回大西忠夫展 ～大西忠夫が愛した讃岐の自然～ 10月13日～10月21日 善通寺市美術館
善通寺市教育委員会
生涯学習課

無料
【善通寺市HP】
http://www.city.zentsuji.kagawa.j
p/

善通寺市教育委員会
生涯学習課
0877-63-6328

どなたでも観覧できます

香川県 善通寺市 ① 外遊びの達人よっといで ニュースポーツを通じ多くの子どもたちに外遊びの楽しさを体験してもらいます。 10月20日
「善通寺五岳の里」市民集い
の丘公園

善通寺市教育委員会
生涯学習課

無料
【善通寺市HP】
http://www.city.zentsuji.kagawa.j
p/

善通寺市教育委員会
生涯学習課
0877-63-6328

対象者：幼稚園～小学生

香川県 善通寺市 ① 今、源氏物語を読もう 講師・山下信子先生と「源氏物語」の世界を分かりやすくひもといていきます。 10月27日 善通寺市民会館 善通寺市立図書館 無料
【善通寺市立図書館HP】
http://tosho.city.zentsuji.kagawa
.jp/

善通寺市立図書館
0877-63-5188

対象者：１８歳以上

香川県 善通寺市 ③
Magnet Theatre
「来る日も来る日も私は歩く」

南アフリカよりマグネットシアター（Magnet Theatre）を招聘し、一般の人向けの
ワークショップと公演を行う。

10/19～21 四国学院大学ノトススタジオ 四国学院大学 http://www.sg-u.ac.jp/
四国学院大学
パフォーミング・アーツ
研究所（SIPA）

香川県 善通寺市 ③
青年団第80回公演
「ソウル市民」「ソウル市民1919」

平田オリザ作・演出の青年団公演 11/17～18 四国学院大学ノトススタジオ 四国学院大学 http://www.sg-u.ac.jp/
四国学院大学
パフォーミング・アーツ
研究所（SIPA）

香川県 高松市 ② 学校開放日 授業を一般の方々に公開します。 10月21日 香川県立聾学校 香川県立聾学校 無料
http://www.kagawa-
edu.jp/rogaku01/index.html

香川県立聾学校
TEL087-865-4492

香川県 高松市 ① ＤＶ予防啓発講演会
大学生等を対象に、交際相手からの暴力について考える機会を提供するための
講演会を開催します。

10月17日 四国職業能力開発大学校 香川県 無料
http://www.pref.kagawa.lg.jp/dan
jo/sankaku/

香川県政策部
男女参画・県民活動課
087-832-3197

HPは8月下旬ごろ更新予定

香川県 高松市 ① 男女共同参画協働事業
男女共同参画の視点に立った防災体制の確立を目的とした講演会を開催しま
す。

10月30日
サンポートホール高松
第１小ホール

香川県 無料 https://kagayaku-kagawa.jp/
香川県政策部
男女参画・県民活動課
087-832-3198

HPは8月下旬ごろ更新予定

香川県 高松市 ① 「女性に対する暴力をなくす運動」パネル展
「女性に対する暴力をなくす運動」を契機として、配偶者からの暴力についての正
しい認識と対処方法、相談先等を記載したパネル等を展示します。

11月12日～16日 県庁ギャラリー 香川県 無料
http://www.pref.kagawa.lg.jp/dan
jo/sankaku/

香川県政策部
男女参画・県民活動課
087-832-3199

HPは10月中旬ごろ更新予定

香川県 高松市 ① 男女共同参画協働事業
地域における女性の活躍推進を今後けん引していくリーダーを養成することを目
的とした講演会を開催します。

11月22日
サンポートホール高松
第１小ホール

香川県 無料 https://kagayaku-kagawa.jp/
香川県政策部
男女参画・県民活動課
087-832-3200

HPは10月下旬ごろ更新予定

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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 台湾・香川　漆芸交流展
「台湾漆器の生みの親」と呼ばれる香川県出身で、高松工芸高校にて教鞭をとっ
ていた山中公氏が今年度、没後70周年を迎えることを記念し、香川漆芸と台湾漆
芸の作品の展示や関連行事を実施することで、お互いの文化交流を図る。

【展覧会】
11月10日～11月25日
(11月9日・10日に関連
行事として作家交流
会、開展式、シンポジ
ウム等を実施）

香川県漆芸研究所

香川県、高松市、国立
台湾工芸発展セン
ター、台北駐日経済文
化代表処 台湾文化セ
ンター

無料
香川県政策部
文化芸術局文化振興課
℡087-832-3782

香川県 高松市 ①,③

特別展「香川県立ミュージアム10周年記念
コレクション展　目からうろこのミュージア
ム！　PartⅡいつものくらし　これ、いい
ね。」

日本ならではの身近な習慣や風習、行事などに使われていた服飾や食器などを
現代風にアレンジして、オシャレに展示します。

10月2日～11月25日 香川県立ミュージアム 香川県立ミュージアム

一般500円
高校生以下、65歳以上、
身体障害者手帳等をお持
ちの方は無料

http://www.pref.kagawa.lg.jp/km
useum/

香川県立ミュージアム
087-822-0002（代表）

香川県 高松市 ①,③
常設展「高松藩の明治維新―新時代を生き
た侍たち―」

明治維新という大きな変革を経て、新しい時代を生きた旧高松藩主やその家臣た
ちの姿や、彼らが地域の近代化に果たした役割を紹介します

10月2日～12月24日 香川県立ミュージアム 香川県立ミュージアム

一般410円
高校生以下、65歳以上、
身体障害者手帳等をお持
ちの方は無料

http://www.pref.kagawa.lg.jp/km
useum/

香川県立ミュージアム
087-822-0002（代表）

明治150年関連企画

香川県 高松市 ①,③
常設展「アートコレクション　20世紀の美術
Ⅱ」

館蔵作品から、ピカソ、ブラック、ルオーなど20世紀の西洋美術をテーマに展示
し、その魅力を紹介します。

10月10日～12月24日 香川県立ミュージアム 香川県立ミュージアム

一般410円
高校生以下、65歳以上、
身体障害者手帳等をお持
ちの方は無料

http://www.pref.kagawa.lg.jp/km
useum/

香川県立ミュージアム
087-822-0002（代表）

明治150年関連企画

香川県 高松市 ①,③ 常設展「明治の海の向こうでは」
日本で明治時代にあたる19世紀末から20世紀初頭の西洋美術作品とともに、欧
州留学や当時の雑誌などを通じて西洋美術を知り、作品に取り入れていった作家
たちの作品を紹介します。

10月2日～12月24日 香川県立ミュージアム 香川県立ミュージアム

一般410円
高校生以下、65歳以上、
身体障害者手帳等をお持
ちの方は無料

http://www.pref.kagawa.lg.jp/km
useum/

香川県立ミュージアム
087-822-0002（代表）

明治150年関連企画

香川県 高松市 ①,③
パネル展「香川県独立の父　中野武営とそ
の生涯」

旧高松藩士で、香川県の分県独立の実現に重要な役割を果たした中野武営の生
涯と事績について紹介するパネル展を開催します。

10月2日～12月24日 香川県立ミュージアム 香川県立ミュージアム

一般410円
高校生以下、65歳以上、
身体障害者手帳等をお持
ちの方は無料

http://www.pref.kagawa.lg.jp/km
useum/

香川県立ミュージアム
087-822-0002（代表）

明治150年関連企画

香川県 高松市 ①,③ パネル展「生誕120年　鎌倉芳太郎の業績」
沖縄文化の研究者として偉大な功績を遺した香川県出身の染織家鎌倉芳太郎
は、今年で生誕120年を迎えます。これを記念して芳太郎の業績を紹介します。

10月2日～12月24日 香川県立ミュージアム 香川県立ミュージアム

一般410円
高校生以下、65歳以上、
身体障害者手帳等をお持
ちの方は無料

http://www.pref.kagawa.lg.jp/km
useum/

香川県立ミュージアム
087-822-0002（代表）

明治150年関連企画

香川県 高松市 ①,③
中野武営翁没後100年・顕彰会発足記念シ
ンポジウム
「ナカノ・ブエイってだれ？」

香川県の分県・独立に尽力した中野武営の生涯について、中野武営研究者　石
井裕晶氏の基調講演とパネルディスカッションで構成するシンポジウムを開催しま
す。

10月8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.kagawa.lg.jp/km
useum/

香川県立ミュージアム
087-822-0002（代表）

明治150年関連企画

香川県 高松市 ①,③ 講演会「鎌倉芳太郎の業績」
元沖縄県立芸術大学教授　波照間永吉氏を講師として、沖縄文化研究者・染織
家の鎌倉芳太郎の業績について紹介する講演会を開催します。

11月4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.kagawa.lg.jp/km
useum/

香川県立ミュージアム
087-822-0002（代表）

明治150年関連企画

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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 ①,③ 講演会「近代の栗林公園について」
京都工芸繊維大学助教　三宅拓也氏を講師として、高松藩の大名庭園であった
栗林公園が、明治以降に県有となって各種施設が建設され近代庭園として整備さ
れてゆく過程を紹介する講演会を開催します。

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.kagawa.lg.jp/km
useum/

香川県立ミュージアム
087-822-0002（代表）

明治150年関連企画

香川県 高松市 ①,③
学芸講座「明治の芸術家たちが見た西洋美
術」

文明開化のなかで西洋美術に触れ、大きな刺激を受けた明治の芸術家たち。彼
らの作品や、当時紹介された西洋美術についてお話しします。

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.kagawa.lg.jp/km
useum/

香川県立ミュージアム
087-822-0002（代表）

明治150年関連企画

香川県 高松市 ①,③
ワークショップ「これ、いいね。小さなほうき
に手作りカバー」

手作りのミニほうきカバーを作り、身近な道具に少し手を加えることで暮らしが楽し
くなる体験をしていただきます。

10月7日 香川県立ミュージアム 香川県立ミュージアム 350円
http://www.pref.kagawa.lg.jp/km
useum/

香川県立ミュージアム
087-822-0002（代表）

香川県 高松市 ①,③
カフェトーク「くらしとモノ―手仕事からはじ
まる、ちょっといい暮らし―」

職人技・使い勝手・デザイン性などの観点から、暮らしを楽しく豊かにするモノや、
それらを現在の私たちの生活に取り入れる魅力をお話しします。

11月4日 香川県立ミュージアム 香川県立ミュージアム 600円
http://www.pref.kagawa.lg.jp/km
useum/

香川県立ミュージアム
087-822-0002（代表）

香川県 高松市 ①,③ なつかしのレコード鑑賞会
特別展会場で展示の見どころを案内した後、昭和時代のなつかしい音楽をレコー
ドでお楽しみいただきます。

11月2日 香川県立ミュージアム 香川県立ミュージアム

一般500円
高校生以下、65歳以上、
身体障害者手帳等をお持
ちの方は無料

http://www.pref.kagawa.lg.jp/km
useum/

香川県立ミュージアム
087-822-0002（代表）

香川県 高松市 ①,③ テーマ展「崇徳院神霊、京都へかえる」
明治改元直前に、讃岐国で怨霊として畏れられた崇徳院の神霊が京都に遷され
ました。この出来事を通じて明治国家成立期の精神世界の一端を紹介します。

9月22日～11月25日 瀬戸内海歴史民俗資料館
瀬戸内海歴史民俗資料
館

無料
http://www.pref.kagawa.lg.jp/set
orekishi/

瀬戸内海歴史民俗資料館
087-881-4707

明治150年関連企画

香川県 高松市 ①,③ れきみん講座「崇徳院神霊、京都へかえる」
崇徳院神霊の京都遷還について、その御用掛となった中瑞雲斎と直島三宅家と
の関わりについて紹介します。

11月10日 瀬戸内海歴史民俗資料館
瀬戸内海歴史民俗資料
館

無料
http://www.pref.kagawa.lg.jp/set
orekishi/

瀬戸内海歴史民俗資料館
087-881-4707

明治150年関連企画

香川県 高松市 ③ かがわ郷土芸能フェスタ2018
ふるさと香川の美しい自然と歴史の中で育まれてきた郷土芸能を発表する舞台
公演。

11月17日
レクザムホール（香川県県民
ホール）小ホール

香川県政策部文化芸術
局文化振興課

無料
香川県政策部
文化芸術局文化振興課
TEL 087-832-3783

香川県 高松市 ③ 瀬戸内交換会（仮称）
大島で瀬戸内の島々の文化や美味しいものを交換しあう会を催します。大島にい
ながら瀬戸内の他の島々の文化や食を楽しめる会を開き、島外からの来場者や
入所者が共に楽しめる時間を共有します。

10月5日
未定
（大島）

瀬戸内国際芸術祭実行
委員会

未定 http://setouchi-artfest.jp
瀬戸内国際芸術祭
実行委員会事務局
087-813-0853

詳細内容等は未定
9月中にプレスリリース予定

香川県 高松市 ③
「空間のキラメキ感」express 3D sensation
アンサンブル瀬戸内

瀬戸内で活動する愛知県立芸術大学の若手演奏家を中心に結成された「アンサ
ンブル瀬戸内」によるMEGI HOUSE（瀬戸内国際芸術祭作品）でのセカンド・コン
サートです。

10月7日 MEGI HOUSE（女木島）
瀬戸内国際芸術祭実行
委員会

300円 http://setouchi-artfest.jp
瀬戸内国際芸術祭
実行委員会事務局
087-813-0853

香川県 高松市 ① ドングリランドまつり　2018
自然素材を使ったクラフトづくり、ネイチャーゲーム、森をフィールドにした各種アク
ティビティー、地元の特産市などを行います。

11月18日 ドングリランド
ＮＰＯ法人
どんぐりネットワーク

大人（中学生以上）1,000
円
子ども（3歳以上）300円

ドングリランド
ビジターセンター
℡087-840-4072

香川県 高松市 ①
2018ウッディフェスティバル＆森とみどりの
祭典

木材や木製品とのふれあいを通じて木への親しみや木の文化への理解を深め
て、木材の良さや利用の意義を学んでもらうためのイベント及びみどりづくりから
林業･木材の利用までの総合的な普及啓発イベントです。

10月6日～7日 サンメッセ香川
香川県木材需要
拡大協議会
香川県

無料
香川県木材協会
℡ 087-881-9343

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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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第60回「教育・文化週間」関連行事

香川県 高松市 ① 第２回スマート・フードライフセミナー

食品ロスを題材にしたオリジナルの子供ミュージカルの開催や食品ロス専門家等
による講演・パネルディスカッションにより、食品ロス問題について考えてもらう機
会とし、スマート・フードライフの実践を訴えるとともに、別に募集している「使い切
り・食べ切りレシピコンテスト」の表彰式を行う。

10月28日
香川県社会福祉総合セン
ター（１階コミュニティホール）

県 無料
http://www.pref.kagawa.lg.jp/co
ntent/etc/subsite/haitai/risa/s9
8528171005194745.shtml

廃棄物対策課
℡　087-832-3223

事前申し込み制（先着200名）※
入場券が無い場合でも、空席が
あれば入場可

香川県 高松市 ① 第19回大学祭「橄欖祭」
今年のテーマは「繋（つながり）」です。
学科展、模擬店、ステージイベントやミニオープンオープンキャンパスなどを実施し
ます。

10月20日 香川県立保健医療大学 大学祭実行委員会 無料 http://www.kagawa-puhs.ac.jp/
香川県立保健医療大学
TEL 087-870-1212

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」 健康に興味のある県民を対象に本学教員による講演会を開催します。 11月12日
香川県
社会福祉総合センター

香川県立保健医療大学 無料 http://www.kagawa-puhs.ac.jp/
香川県立保健医療大学
TEL　087-870-1212

要申込、先着100名

香川県 高松市 ①
青少年のインターネット利用環境づくり
フォーラム

関係省庁、地方公共団体、民間団体と連携して、地域が自立的・継続的に青少年
のインターネット利用環境づくりに関する取組みを実施できるようにするための連
携体制構築を目的にフォーラムを開催します。

11月15日
サンポートホール
高松第2小ホール

内閣府 無料
【きらきらかがわ青少年ネット】
http://www.pref.kagawa.lg.jp/sei
shonen/kirakira/index.html

子ども政策推進局
子ども政策課
087-832-3207

HPは9月中旬ごろ
更新予定

香川県 高松市 ①③
平成30年度　かがわエシカル消費シンポジ
ウム

広く県民を対象に、エシカル消費（倫理的消費）についての概念を紹介するととも
に、具体的な取り組み事例を紹介し、県内でのエシカル消費拡大を図る。

11月2日
サンポートホール
第2小ホール

くらし安全安心課
消費生活センター

無料
http://www.pref.kagawa.lg.jp/sho
hiseikatsu/

消費生活センター
TEL　087-832-3790

広報誌10月掲載、県政ラジオ
チラシ配布予定

香川県 高松市 ①②
自転車条例シンポジウム「香川県を「自転
車安全王国」にするために～若年層の自転
車マナー～」

条例公布から１年を経過するに当たり、香川県の自転車事故の現状や条例の効
果、課題、今後の方向性を探るとともに、自転車を安全に利用するための交通安
全教育を促進する機会とする。

10月23日
サンポートホール
第1小ホール

くらし安全安心課 無料

【自転車の安全利用に関する条
例】ホームページ
http://www.pref.kagawa.lg.jp/co
ntent/etc/subsite/jitennsyajour
ei/index.shtml

くらし安全安心課
TEL　087-832-3230

広報誌10月掲載、県政ラジオ、
県政テレビ掲載予定
事前申込制
チラシ配布予定

香川県 高松市 ① 香川県立盲学校公開セミナー
視覚障害に関する公開セミナーで、①視覚障害とは　②「見えない世界」「見えにく
い世界」の体験、③正しい手引歩行の仕方　等の内容で行います。

10月26日 香川県立盲学校 香川県立盲学校 無料
http://www.kagawa-
edu.jp/mogaku02/

香川県立盲学校
℡087-851-3217

高校生以上の方が対象、事前に
ご連絡ください。

香川県 高松市 ①、② 香川県立盲学校創立１１０周年記念文化祭 幼稚児童生徒のステージ発表と作品展示、バザーなどを行います。 11月3日 香川県立盲学校 香川県立盲学校 無料
http://www.kagawa-
edu.jp/mogaku02/

香川県立盲学校
℡087-851-3217

香川県 高松市 ③ 第29回県民スポーツ・レクリエーション祭
気軽にさまざまなスポーツを体験できます。さらに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。

11月11日 サンポート高松とその周辺
県民スポーツ・レクリ
エーション祭実行委員
会

最高500円
最低100円
（一部有料）

http://www.pref.kagawa.lg.jp/ken
kyoui/hotai/lifesports.html

香川県教育委員会
保健体育課
TEL  087‐832‐3762

香川県 高松市 ②,④ 高松市教育文化祭児童科学体験発表会 小学生の科学研究に関する発表を行います。 10月6日
高松市総合教育センター
サンメッセ香川

高松市教育委員会
学校教育課

無料
高松市教育委員会
学校教育課
電話：087-839-2616

香川県 高松市 ②,④ 高松市教育文化祭生徒科学体験発表会 中学生の科学研究に関する発表を行います。 10月6日 高松テルサ
高松市教育委員会
学校教育課

無料
高松市教育委員会
学校教育課
電話：087-839-2617

香川県 高松市 ②,④ 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・製作物を展示します。 10月6日～11日
高松市シンボルタワー4階
キッズワークショップ

高松市教育委員会
学校教育課

無料
高松市教育委員会
学校教育課
電話：087-839-2618

10月9日（火）
休館

香川県 高松市 ②,③ 高松市教育文化祭音楽会（中学の校部）
合唱や合奏・合唱奏。部活動や音楽の学習での成果を発表します。（中学校の
部）

10月13日
高松市文化芸術ホール
（サンポートホール高松）

高松市教育委員会
学校教育課

無料
高松市教育委員会
学校教育課
電話：087-839-2619

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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



206

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 問合せ先 備考

第60回「教育・文化週間」関連行事

香川県 高松市 ②,③ 高松市教育文化祭音楽会（小学校の部）
合唱や合奏・合唱奏。部活動や音楽の学習での成果を発表します。（小学校の
部）

10月18日
高松市文化芸術ホール
（サンポートホール高松）

高松市教育委員会
学校教育課

無料
高松市教育委員会
学校教育課
電話：087-839-2620

香川県
高松市及
びその周
辺

① 「意外と知られていない糖尿病」
「過食と運動不足が肥満を起こして糖尿病になる」が一般的な考え方ですが、食
事や運動などの治療も含め、糖尿病はそんなに単純な病気ではありません。
ちょっと違った視点で糖尿病を見直す機会を提供したいと思います。

10月20日
高松市中央図書館
サンクリスタル

放送大学 無料
https://www.sc.ouj.ac.jp/center
/kagawa/about/2018/04/06134
100.html

放送大学香川学習センター
087－837－9877

香川県 高松市 ①
「未来からの留学生　教育学部フェスティバ
ル　in 香大」

「未来からの留学生2018」は、香川県の子どもたちを「未来からの留学生」として大
学に招き、大学という「学び」の場において学習や研究活動を体験してもらう行事
です。地域貢献、学生への学びの場の提供、教育学部の教員による子どもの学
び支援などを行うことを目的にしています。同時にオープンキャンパスとして、高校
生に交流の機会を提供しています。

10月14日
香川大学
教育学部

香川大学
教育学部

無料 http://www.ed.kagawa-u.ac.jp/
香川大学教育学部総務係
TEL:087-832-1409

事前申込型講座と自由参加型講
座がある。

香川県 高松市 ① 第26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11日
香川大学
教育学部体育館ほか

香川大学
ほか

無料
http://www.ed.kagawa-
u.ac.jp/~k-festa/

香川大学教育学部
物理学教室内
かがわけん科学体験
フェスティバル
実行委員会事務局
TEL：087-832-1612

香川県 高松市 ②
平成３０年度第２回香川大学創造工学部
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
・子ども向け体験型展示
・パネル展示による研究紹介
・受験生を対象とした入試説明会、入試相談

11月3日
香川大学
林町キャンパス

香川大学
創造工学部

無料
https://www.kagawa-
u.ac.jp/kagawa-u_ead/

国立大学法人
香川大学創造工学部
事務課学務係
TEL087-864-2015

香川県 高松市 ② 第70回香川大学祭（幸祭）
学生による模擬店や課外活動団体による公演、地域の方々も参加できる企画
等、大学内の各施設で様々なイベントを実施するものです。

11月3日～4日
香川大学
幸町キャンパス

香川大学 無料 https://twitter.com/kagawa_uni
香川大学サークル連合H.O.P
Tel:087-832-1396
Mail:kadaisai.hop@gmail.com

料金については一部有料（金額
未定）の場合があります。

香川県 高松市 ①
サイエンスフェスタ2018in香川高専高松キャ
ンパス

香川県内の小中学生及び保護者を本校に招き、「実験・ものづくり」をテーマごと
に体験してもらいます。

11月
3日、4日

香川高等専門学校高松キャ
ンパス

香川高等専門学校 無料 http://www.kagawa-nct.ac.jp/
総務課研究協力係
087-869-3815

香川県
高松市
女木町

①、③
女木コミュニティセンター講座
「交流・移住施策の現状と課題」

2005年頃より、全国的な人口減少がデータとして認識され始めた地方圏の各自治
体は、この頃より「人口維持・確保策」に重い腰を上げ始める。本講座では、地方
圏においてこの状況を克服するべく実施されている「交流・移住施策」の概要を説
明し、いくつかの取組事例を紹介するとともに、これらを取り巻く現状と施策につい
ての課題を指摘する。

10月22日 女木コミュニティセンター
高松大学・
高松短期大学

無料
hｔｔp://www.takamatsu-
u.ac.jp/area/index.html

高松大学・高松短期大学
地域連携センター
087-841-3216

香川県
高松市
屋島西町

①、②、
③

オータムコンサート
学内選考で選ばれた学生、高松大学アカデミーウィンドアンサンブル、地域連携
センター講座受講生他による演奏会

11月21日 高松テルサホール
高松大学・
高松短期大学

無料 http://www.takamatsu-u.ac.jp/
高松大学・
高松短期大学学生課
087-841-0864

香川県 多度津町 ①,②,③ 第61回多度津町芸術展
日頃、公民館等で習い作った作品を一同に集めて展示します。また、町内の小中
学生徒、多度津高校生徒の作品も展示します。

11月３・４日
多度津小学校体育館、多度
津町総合福祉センター、中央
公民館

多度津町芸術同好会、
多度津町立中央公民館

一般　３００円
多度津町立中央公民館
TEL 0877-33-0760

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11日 豊原小学校体育館
多度津町立
豊原地区公民館

無料
多度津町立豊原公民館
TEL 0877-33-1889

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発表を行います。 11月18日 豊原地区公民館
多度津町立
豊原地区公民館

無料
多度津町立豊原公民館
TEL 0877-33-1889

香川県 多度津町 ①,②,③ 第35回白方地区文化祭
白方地区住民・公民館講座生・同好会生の作品展示会及び芸能発表会を行いま
す。

11月12日
白方地区公民館、
白方地区児童館

多度津町立
白方地区公民館

無料
多度津町立白方公民館
TEL 0877-33-1038

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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 多度津町 ①,②,③ サヌキの藩札展 高松、丸亀、多度津の藩札を展示します。 9.6～10.13 多度津町立資料館 多度津町立資料館 無料
https://www.tadotsu.org/conten
ts.cgi?contents_id=26

多度津町立資料館
0877-33-3343

香川県 多度津町 ①,②,③
明治150周年記念
香川の夜明けは多度津から

多度津の七豪商（七福神）や讃岐鉄道の展示をします。 10.28～12.2 多度津町立資料館 多度津町立資料館 無料
https://www.tadotsu.org/conten
ts.cgi?contents_id=26

多度津町立資料館
0877-33-3343

28日 13:30～15:00
講演：松井政行氏
「明治22年5月の讃岐鉄道会社
の創業を支えた人々」

香川県 土庄町 ① 土庄町町民文化展 町民・文化協会加盟団体による作品展示をします。 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 秋の読書週間 毎年、設定したテーマに関する本を展示します。 10月27日～11月9日 土庄町立中央図書館 土庄町立中央図書館 無料
http://www.town.tonosho.kagaw
a.jp

土庄町立中央図書館
0879-62-0273

香川県 直島町 ①④ 環境フェスタ2018
「見て、触れて、遊んで、学ぶ」をテーマに、多くの人に楽しみながら環境問題につ
いて学んでもらおうとするイベントです。

10月27日
海の駅「なおしま」かぼちゃ広
場（香川郡直島町）

エコアイランドなおしま
推進委員会

無料
【エコアイランドなおしまＨＰ】
http://www.pref.kagawa.jp/haitai
/ecoisland2/jigyo/iinkai/

直島町環境水道課
℡　087-892-2225

雨天の場合は、翌日開催予定

香川県 直島町 ①③ 直島コメづくりプロジェクト（稲刈り）
「みて」「さわって」「きいて」「におって」「あじわって」五感でコメづくりを体験するイ
ベントです。

10月28日 積浦田圃（香川郡直島町） 公益財団法人福武財団
300円（保険代）
※中学生以下無料

【直島コメづくりプロジェクト】
http://benesse-
artsite.jp/komeproject.html

公益財団法人福武財団
℡　087-892-3754

稲の生育状況等によっては日程
変更の可能性あり。

香川県 直島町 ③ 直島町教育文化祭
一般町民、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日、4日 西部公民館
直島町教育委員会、直
島町文化協会

無料
【直島町ＨＰ】
http://www.town.naoshima.kaga
wa.jp/

直島町教育委員会
℡087-892-2882

香川県
仲多度郡
まんのう
町

①、③
仲南大学
「スポーツの見方を変える、
　スポーツ・ボランティアの魅力」

我が国では、2019年から2021年にかけて、世界的なスポーツイベントが立て続け
に開催されます。スポーツに注目が集まる昨今ですが、改めてスポーツについて
考え直すことで、様々な角度からスポーツの魅力を発見することができるでしょう。

11月7日
まんのう町
町民文化ホール

高松大学・
高松短期大学

無料
hｔｔp://www.takamatsu-
u.ac.jp/area/index.html

高松大学・高松短期大学
地域連携センター
087-841-3216

香川県
東かがわ
市

③ かがわ里山里海ウォーク
自然の中を楽しく歩きながら、自然や環境についての話を聞いて学ぶ、「ウォー
ク」＋「自然・環境教室」です。

11月17日 東かがわ市水主 香川県 無料
http://www.pref.kagawa.lg.jp/co
ntent/etc/subsite/gakushu/man
abi/index.shtml

香川県環境政策課
TEL：087-832-3213

香川県
東かがわ
市

①③
人形劇場とらまる座
人形劇定期公演

糸あやつり人形劇団みのむし（京都府）の人形劇公演(約60分)です。 10月3日～8日
とらまるパペットランド内
人形劇場とらまる座

一般社団法人
パペットナビゲート

一般600円
会員300円

http://www.toramaru.jp
東かがわ市
とらまるパペットランド
0879－25－0055

3歳未満無料

香川県
東かがわ
市

①③
人形劇場とらまる座
人形劇定期公演

人形劇団ココン（奈良県）の人形劇公演(約60分)です。 10月10日～14日
とらまるパペットランド内
人形劇場とらまる座

一般社団法人
パペットナビゲート

一般600円
会員300円

http://www.toramaru.jp
東かがわ市
とらまるパペットランド
0879－25－0055

3歳未満無料

香川県
東かがわ
市

①③
人形劇場とらまる座
人形劇定期公演

よろず劇場とんがらし（愛知県）の人形劇公演(約60分)です。 10月17日～21日
とらまるパペットランド内
人形劇場とらまる座

一般社団法人
パペットナビゲート

一般600円
会員300円

http://www.toramaru.jp
東かがわ市
とらまるパペットランド
0879－25－0055

3歳未満無料

香川県
東かがわ
市

①③
人形劇場とらまる座
人形劇定期公演

とらまる人形劇団（岡山県）の人形劇公演(約60分)です。 10月24日・25日
とらまるパペットランド内
人形劇場とらまる座

一般社団法人
パペットナビゲート

一般600円
会員300円

http://www.toramaru.jp
東かがわ市
とらまるパペットランド
0879－25－0055

3歳未満無料

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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香川県
東かがわ
市

①③
とらまる
人形劇カーニバル2018

プロ・アマの多数の人形劇公演の他、大道芸・工作・レクリエーション、飲食バザー
などを開催します。

10月26日～28日
とらまる公園内各施設 とらまる人形劇

カーニバル実行委員会

入場ワッペン
当日500円
公演チケット
300円

http://www.toramaru.jp

とらまる人形劇カーニバル実
行委員会事務局
／東かがわ市
とらまるパペットランド
0879－25－0055

3歳未満無料

香川県
東かがわ
市

①③
人形劇場とらまる座
人形劇定期公演

とらまる人形劇団（岡山県）の人形劇公演(約60分)です。 10月31日～11月4日
とらまるパペットランド内
人形劇場とらまる座

一般社団法人
パペット
ナビゲート

一般600円
会員300円

http://www.toramaru.jp
東かがわ市
とらまるパペットランド
0879－25－0055

3歳未満無料

香川県
東かがわ
市

①③
人形劇場とらまる座
人形劇特別公演 地域芸術文化振興事業　人形劇団京芸（京芸）の人形劇公演(約65分)です。 11月23日～25日

とらまるパペットランド内
人形劇場とらまる座

一般社団法人
パペットナビゲート

一般大人
当日：1,200円
会員大人
当日：600円

http://www.toramaru.jp
東かがわ市
とらまるパペットランド
0879－25－0055

5歳以上有料
3才未満
入場不可

香川
東かがわ
市及びそ
の周辺

①，④
「あなたの家は大丈夫ですか？
-自分の家の耐震性を知ろう-」

自分の家は、地震がくると大丈夫かと誰もが考えます。本講座は、素人でも理解
できる土地の選び方から自宅の耐震性評価までをお話しします。本内容を理解す
れば、自宅の耐震性があるかないかがわかります。

11月10日 東かがわ市交流プラザ 放送大学 無料
https://www.sc.ouj.ac.jp/center
/kagawa/about/2017/04/11180
100.html

放送大学香川学習センター
087－837－9877

香川県
東かがわ
市

① 香川大学サテライトセミナー
東かがわ市と協力して開催する地域住民の方を対象とした教養講座で、講義名
は「微生物とヒトとの関わり-発酵食品、病気、バイオテクノロジー-」です。

11月20日
東かがわ市
交流プラザ

香川大学 無料
香川大学地域産学官
連携推進グループ
ＴＥＬ：087-832-1368

香川県 丸亀市 ① 香川県立盲学校公開セミナー
視覚障害に関する公開セミナーで、①視覚障害とは　②「見えない世界」「見えにく
い世界」の体験、③正しい手引歩行の仕方　等の内容で行います。

10月19日
丸亀市保健福祉センター（ひ
まわりセンター）

香川県立盲学校 無料
http://www.kagawa-
edu.jp/mogaku02/

香川県立盲学校
℡087-851-3217

高校生以上の方が対象、事前に
ご連絡ください。

香川県 丸亀市 ③ 浮世絵に見る歌舞伎の世界展
歌舞伎の黄金時代となった文化・文政期（1804～1830）から明治にかけての上方
歌舞伎と江戸歌舞伎の名優たちの役者絵を展示いたします。上方と江戸、それぞ
れの役者絵の違いや特徴を比較しながら、歌舞伎の世界をご堪能ください。

10月13日～11月4日・
11月10日～12月9日

丸亀市立資料館 丸亀市立資料館
一般300円（240円）前期・
後期2回分　一般500円（）
は、２０名以上の団体料金

http://www.city.marugame.lg.jp/i
nstitution/culture/shiryo.html

丸亀市立資料館
0877－22－5366

香川県 丸亀市 ① おはなし会 幼児･児童対象に絵本の読み聞かせを開催します。 10月13日,11月10日 丸亀市立飯山図書館 丸亀市立飯山図書館 無料
【丸亀市立図書館HP】
http://www.marugame-city-
library.jp

丸亀市立飯山図書館
TEL 0877-98-2666

香川県 丸亀市 ① 明治150年記念歴史講座
講師に宮本義行さん(香川近代史研究会)を招き、明治時代の郷土丸亀をテーマ
にした歴史講座「明治維新期の讃岐丸亀」を開催します。

10月14日 丸亀市立中央図書館 丸亀市立中央図書館 無料
【丸亀市立図書館HP】
http://www.marugame-city-
library.jp

丸亀市立中央図書館
TEL 0877-22-3746

香川県 丸亀市 ① 絵本作家川端誠さん絵本ライブ＆講演会 絵本作家川端誠さんによる絵本ライブ＆講演会を開催します。 10月21日
綾歌市民総合文化会館アイ
レックス,丸亀市猪熊弦一郎
現代美術館

丸亀市立中央図書館 無料
【丸亀市立図書館HP】
http://www.marugame-city-
library.jp

丸亀市立中央図書館
TEL 0877-22-3746

香川県 丸亀市 ① 市内小中学校読書感想文等入選作品展
市内の小中学生に夏休みの宿題として募集していた、感想文や標語の入選作品
を展示します。

10月23日～11月6日 丸亀市立中央図書館 丸亀市立図書館 無料
【丸亀市立図書館HP】
http://www.marugame-city-
library.jp

丸亀市立中央図書館
TEL 0877-22-3746

香川県 丸亀市 ① おはなし会 幼児･児童対象に絵本の読み聞かせを開催します。 10月27日,11月24日 丸亀市立中央図書館 丸亀市立中央図書館 無料
【丸亀市立図書館HP】
http://www.marugame-city-
library.jp

丸亀市立中央図書館
TEL 0877-22-3746

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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 丸亀市 ① 市内小中学校読書感想文等入選作品展
市内の小中学生に夏休みの宿題として募集していた、感想文や標語の入選作品
を展示します。

11月8日～11月15日 丸亀市立綾歌図書館 丸亀市立図書館 無料
【丸亀市立図書館HP】
http://www.marugame-city-
library.jp

丸亀市立綾歌図書館
TEL 0877-86-5915

香川県 丸亀市 ① 図書館でボードゲームを楽しもう 幼児･児童を対象に、ボードゲームを使った遊びを紹介します。 11月10日 丸亀市立中央図書館 丸亀市立中央図書館 無料
【丸亀市立図書館HP】
http://www.marugame-city-
library.jp

丸亀市立中央図書館
TEL 0877-22-3746

香川県 丸亀市 ① リユース図書販売 図書館で除籍した図書、雑誌を1冊10円で販売します。 11月11日 丸亀市立中央図書館 丸亀市立中央図書館 無料
【丸亀市立図書館HP】
http://www.marugame-city-
library.jp

丸亀市立中央図書館
TEL 0877-22-3746

香川県 丸亀市 ① 郷土にまつわる歴史講座 郷土丸亀をテーマにした歴史講座を開催します。 11月11日 丸亀市立中央図書館 丸亀市立中央図書館 無料
【丸亀市立図書館HP】
http://www.marugame-city-
library.jp

丸亀市立中央図書館
TEL 0877-22-3746

香川県 丸亀市 ① 市内小中学校読書感想文等入選作品展
市内の小中学生に夏休みの宿題として募集していた、感想文や標語の入選作品
を展示します。

11月17日～11月29日 丸亀市立飯山図書館 丸亀市立図書館 無料
【丸亀市立図書館HP】
http://www.marugame-city-
library.jp

丸亀市立飯山図書館
TEL 0877-98-2666

香川県 丸亀市 ① 絵本作家さかいさちえ講演会 絵本作家さかいさちえさんの講演会を開催します。 11月18日 丸亀市立飯山図書館 丸亀市立飯山図書館 無料
【丸亀市立図書館HP】
http://www.marugame-city-
library.jp

丸亀市立飯山図書館
TEL 0877-98-2666

香川県 丸亀市 ② 丸亀市教育文化祭展覧会
学習指導要領のねらい・内容に即し、教育課程の実施及び教育課程の充実・改
善につながる教育活動を発表内容とした児童・生徒の作品を展示します。

11月
9･10･11日

丸亀市生涯学習センター 丸亀市市立学校長会 無料
丸亀市教育部学校教育課
TEL 0877-24-8821

香川県 丸亀市 ③ 塩飽本島合同文化祭 本島島民による大文化祭です。 11月3日・4日 本島市民センターほか
本島地区地域づくり
推進協議会

無料
本島市民センター
TEL 0877-27-3222

香川県 丸亀市 ③ 広島ふれ愛まつり 主に、広島島民による文化活動の作品展示や舞台発表です。 11月4日 広島小中学校体育館
ふれ愛の町
ひろしまをつくる会

無料 http://shiwaku-hiroshima.com/
広島市民センター
TEL 0877-29-2030

香川県 丸亀市 ①，③ まるがめ文化芸術祭2018
市民等が広く文化活動を行うことができるよう9月から11月までを「まるがめ文化
芸術祭」の期間と位置付け、様々な公演や行事を開催します。（主催展覧会・公
演、参加公演・行事、特別事業）

9月1日～11月30日 丸亀市内一円

丸亀市・丸亀市文化振
興事業協議会・公益財
団法人丸亀市福祉事業
団・公益財団法人中津
万象園保勝会・丸亀市
文化協会・一般財団法
人丸亀市観光協会

一部有料 http://www.city.marugame.lg.jp/
丸亀市文化振興事業協議会
TEL 0877-24-8822

香川県 丸亀市 ③
まるがめ文化芸術祭2018主催展覧会（前期
展）

書展、文芸展を行います。 10月19日～25日 丸亀市生涯学習センター
丸亀市文化協会・丸亀
市・丸亀市文化振興事
業協議会

無料 http://marubunkyo.jp/
丸亀市文化協会
TEL 0877-24-8822

香川県 丸亀市 ③
まるがめ文化芸術祭2018主催展覧会（後期
展）

絵画展、写真展、工芸展、生花展、茶会を行います。 10月27日～11月3日 丸亀市生涯学習センター
丸亀市文化協会・丸亀
市・丸亀市文化振興事
業協議会

茶会のみ500円 http://marubunkyo.jp/
丸亀市文化協会
TEL 0877-24-8822

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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 丸亀市 ③ 第47回丸亀城菊花展 総数800鉢の展示を行います。 10月21日～11月14日 丸亀城内 丸亀市菊花同好会 無料
丸亀市菊花同好会
TEL 090-7628-8094

香川県 丸亀市 ③ 芸能フェスタ丸亀2018 文化協会加盟団体による芸能フェスタです。 10月20日・21日 丸亀市生涯学習センター 丸亀市文化協会 無料 http://marubunkyo.jp/
丸亀市文化協会
TEL 0877-24-8822

香川県 丸亀市 ③
平成30年度丸亀市若手芸術家支援事業
象牙の塔

京都造形芸術大学修士課程在学、高畑彩佳さんによる故郷丸亀市での初個展で
す。めまぐるしく過ぎる日々の中で一度立ち止まって自分を見直すきっかけをつく
るための装置として、排水口とそこから滲み出る水をテーマに神殿を設置していま
す。

11月23日～30日
丸亀市
猪熊弦一郎現代美術館

丸亀市・丸亀市文化振
興事業協議会、公益財
法人ミモカ美術振興財
団

無料
丸亀市文化課
TEL 0877-24-8822

香川県 丸亀市 ③ ＭＩＭＯＣＡ ｄｅ　雑貨店

丸亀市猪熊弦一郎現代美術館（ＭＩＭＯＣＡ）ゲートプラザにて、デザイン＆アート
をテーマにした雑貨、ファッション、アクセサリーなどを製作している、作家・アー
ティストを募集し、自慢のオリジナル作品や工芸品に限定したアートマーケットを開
催予定です。

11月23日
丸亀市
猪熊弦一郎現代美術館

丸亀市文化振興事業協
議会・丸亀市・丸亀市猪
熊弦一郎現代美術館・
公益財団法人ミモカ美
術振興財団

無料
丸亀市文化課
TEL 0877-24-8822

香川県 丸亀市 ③
開館27周年記念イベント
ＭＩＭＯＣＡ'Ｓ　ＢＩＲＴＨＤＡＹ

講演会、ワークショップを行います。 11月23日
丸亀市
猪熊弦一郎現代美術館

丸亀市・公益財団法人
ミモカ美術振興財団

無料 http://www.mimoca.org/ja/
丸亀市
猪熊弦一郎現代美術館
TEL 0877-24-7755

香川県
まんのう
町

① まんのう町公民館祭
各公民館にて各地区町民の皆様から募集した作品の展示と、芸能発表などを行
います。

11月 まんのう町内各公民館 まんのう町内各公民館 無料
まんのう町教育委員会
生涯学習課
℡　0877-73-0108

香川県
まんのう
町

① 香川大学サテライトセミナー
まんのう町と協力して開催する地域住民の方を対象とした教養講座で、講義名は
「流行性感染症とその予防」です。

11月7日
スポーツセンター
まんのう

香川大学 無料
香川大学地域産学官
連携推進グループ
ＴＥＬ：087-832-1368

受講はまんのう町への事前申し
込みが必要

香川県
まんのう
町

① 香川大学サテライトセミナー
まんのう町と協力して開催する地域住民の方を対象とした教養講座で、講義名は
「スロージョギングで楽しく健康づくり」です。

11月22日
スポーツセンター
まんのう

香川大学 無料
香川大学地域産学官
連携推進グループ
ＴＥＬ：087-832-1368

受講はまんのう町への事前申し
込みが必要

香川県 三木町 ③ 第48回三木町文化祭
美術・書道・華道・文芸作品の展示、菊花展、音楽、芸能の発表等を行います。町
内小中学生による合唱や合奏の発表も行われます。

11月11日,12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 http://www.town.miki.lg.jp/
三木町教育委員会
087-891-3314

香川県 三木町 ① 香川大学サテライトセミナー
三木町と協力して開催する地域住民の方を対象とした教養講座で、講義名は「ク
ルマのコンセプトとデザインについて-その歴史と考え方-」です。

10月19日 サンサン館みき 香川大学 無料
香川大学地域産学官連携推
進グループ
ＴＥＬ：087-832-1368

受講はサンサン館みきへの事前
申し込みが必要

香川県 三木町 ① 香川大学サテライトセミナー
三木町と協力して開催する地域住民の方を対象とした教養講座で、講義名は「四
国遍路における人格形成」です。

11月21日 サンサン館みき 香川大学 無料
香川大学地域産学官連携推
進グループ
ＴＥＬ：087-832-1368

受講はサンサン館みきへの事前
申し込みが必要

香川県 三木町 ①②
香川大学農学部オープンキャンパス・収穫
祭２０１８

高校生、一般住民等に大学施設を開放し、下記の行事を実施するもの。
・オープンキャンパス
  (研究室等紹介・体験実習・入試相談会)
・学生・留学生の企画コーナー
・附属農場生産物販売コーナー

11月3日
香川大学
農学部

香川大学
農学部

無料 http://www.ag.kagawa-u.ac.jp/
農学部事務課
Tel:087-891-3004

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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香川県 三木町 ② 第39回香川大学医学部祭

【外部ゲストによる企画】　お笑いライブ、医療講演
【学生サークル等による企画】医学展、軽音楽部・ダンス部・アカペラサークル・管
弦楽団によるライブ、サークル対抗のなんでもコンテスト、ビンゴ、模擬店等を行
います。

10月6日～7日
香川大学
医学部

香川大学医学部祭実行
委員会

無料
http://www.med.kagawa-
u.ac.jp/~gakusei/gakusai/39th/in
dex.html

香川大学
医学部祭実行委員会
TEL 070-1340-1860
kagawa.med.fes2018@gmail.co
m

香川県 三豊市 ② 香川西部養護学校作品・パネル展
本校に通学する児童・生徒の作品展示や学校の概要を紹介したパネル展示を地
域の公共施設で行い、障害の理解と啓発を図る。

10月11日～  22日
三豊市立
財田公民館

香川県立
香川西部
養護学校

無料
【香川西部養護学校HP】
http://www.kagawa-
edu.jp/seibuy01/

香川県立
香川西部養護学校
TEL 0875-25-1775

香川県 三豊市 ① 山本町文化展１０月
ちぎり絵クラブと新生大学・レディースセミナー会員による作品展です。ちぎり絵ク
ラブはちぎり絵作品を、新生大学・レディースセミナー会員は講座で作成した絵手
紙の展示を行います。

10月2日～10月31
山本町
生涯学習センターロビー

三豊市
文化協会山本支部

無料
三豊市山本町公民館
TEL　0875-63-1041

毎週月曜日休館

香川県 三豊市 ② 山本町文化展１１月(１) 山本小学校児童による作品展です。 11月2日～15日
山本町
生涯学習センターロビー

三豊市
文化協会山本支部

無料
三豊市山本町公民館
TEL　0875-63-1041

毎週月曜日休館

香川県 三豊市 ② 山本町文化展１１月(２) 山本町内の保育所･幼稚園、三豊中学校生徒による作品展です。 11月17日～29日
山本町
生涯学習センターロビー

三豊市
文化協会山本支部

無料
三豊市山本町公民館
TEL　0875-63-1041

毎週月曜日休館

香川県 三豊市 ① チャレンジサタデー 古代の焼き方で土器を焼きます。 11月3日 宗吉瓦窯跡史跡公園 三野町公民館 無料
三豊市三野町公民館
TEL　0875-73-3114

雨天の場合11月10日に振替

香川県 三豊市 ① ノルディックウォーク 二本のポールを使った北欧スタイルのウォーキングをします。
11月2日、9日、16日
23日、30日

宗吉瓦窯跡史跡公園 三野町公民館 無料
三豊市三野町公民館
TEL　0875-73-3114

雨天の場合は中止

香川県 三豊市 ①
人形浄瑠璃
讃岐源之丞定期公演

地元に伝わる伝統芸能の人形浄瑠璃です。
熟度を増した太夫の語りや人形の喜怒哀楽をお楽しみ下さい。

11月23日 インパルみの 讃岐源之丞保存会 無料
三豊市三野町公民館
TEL　0875-73-3114

香川県 三豊市 ① 牛乳パックでハロウィンランタン作り 小学生親子で牛乳パックを使ってハロウィンランタンを作ります。 10月27日 みとよ未来図書館 みとよ未来図書館 無料
みとよ未来図書館
0875-72-5631

事前申込み小学生親子10組

香川県 三豊市 ① 夜の図書館 開館時間を延長して、昼とは違った夜の図書館を体験してもらいます。 10月27日 みとよ未来図書館 みとよ未来図書館 無料
みとよ未来図書館
0875-72-5631

香川県 三豊市 ①
図書館フェスタ
「切り紙でしおりを作ろう！」

折り紙を切って、貼って…
切り紙を楽しんでオリジナルのしおりを作ってみませんか

10月20日～24日 三豊市財田町公民館図書室
三豊市
財田町公民館図書室

無料
三豊市財田町公民館図書室
0875-67-0108

先着20名

香川県 三豊市 ③ 第47回　たからだ文化祭
財田町内の各種団体や保育所・幼稚園・小学校・中学校による作品の展示などを
行います。

10月27日～28日
三豊市財田町公民館、三豊
市財田支所、健やかプラザコ
スモス

たからだ文化祭
実行委員会

三豊市財田町公民館
0875-67-0108

香川県 三豊市 ③ 人形浄瑠璃「讃岐源之丞」財田講演会 演目の鑑賞だけでなく、説明や体験などを通して郷土の芸能に親しみます。 10月27日
三豊市財田町公民館
ホール

三豊市財田町公民館 無料
三豊市財田町公民館
0875-67-0108

香川県 三豊市 ① 源氏物語あれこれ
日本を代表する古典文学!!
色々な角度から読み解きます。古典の世界を覗いてみませんか。

10月9日
豊中町
農村環境改善センター

豊中町公民館 無料
豊中町公民館
0875－62－1155

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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 着付教室
初心者大歓迎！日本の伝統美に触れてみませんか。
「着物美人」を合言葉に練習します。

10月20日
豊中町
農村環境改善センター

豊中町公民館 無料
豊中町公民館
0875－62－1155

香川県 三豊市 ① 歴史探訪 歴史上の人物や人々の暮らしなど、知らなかった歴史に触れてみませんか。 10月23日
豊中町
農村環境改善センター

豊中町公民館 無料
豊中町公民館
0875－62－1155

香川県 三豊市 ① 豊中町文化祭
生涯学習の成果を発表。保育所・幼稚園・小学校・中学校・児童館の作品展示を
行います。

11月3・4日
豊中町農村環境改善セン
ター・三豊市市民交流セン
ター

豊中町公民館 無料
豊中町公民館
0875－62－1155

香川県 三豊市 ① 折り紙教室 最高級の和紙の感触を楽しみながら従来にない折り紙に挑戦します。 11月16日
豊中町
農村環境改善センター

豊中町公民館 材料費700円
豊中町公民館
0875－62－1155

香川県 三豊市 ① ひょっこり図書館クイズ 図書館クイズに挑戦してもらい、正解するとプレゼントをお渡しします。 10月20日～28日 三豊市豊中町図書館 三豊市豊中町図書館 無料
三豊市豊中町図書館
TEL　0875-62-6430

先着50名

香川県 三豊市 ① どうぶつぽんぽん作り 毛糸で動物をつくります。 10月20日～28日 三豊市仁尾町図書館 三豊市仁尾町図書館 無料
三豊市仁尾町図書館
TEL　0875-56-9565

香川県 三豊市 ① 本のおいしゃさん
傷んだ本を修理します。お気に入りの本や大事な本を持ってきて頂き、図書館な
らではの修理を行います。

10月20日～28日 三豊市仁尾町図書館 三豊市仁尾町図書館 無料
三豊市仁尾町図書館
TEL　0875-56-9565

香川県 三豊市 ① キャラクターおりがみ
折り紙でつくったキャラクターのパーツを組み合わせて、自分だけのキャラクターを
作ります。

10月20日～28日 三豊市仁尾町図書館 三豊市仁尾町図書館 無料
三豊市仁尾町図書館
TEL　0875-56-9565

香川県 三豊市 ① ハロウィンのモビールをつくろう！ かぼちゃやおばけをモチーフのしたかわいいモビールをつくります 10月27日 三野町社会福祉センター 三豊市三野町図書館 無料
三豊市三野町図書館
0875-73-3121

香川県 三豊市 ① おとぎばなしの世界 クイズと絵本の展示をします。 10月20日～10月28日 三野町図書館 三豊市三野町図書館 無料
三豊市三野町図書館
0875-73-3121

香川県 三豊市 ① 香川大学サテライトセミナー
三豊市と協力して開催する地域住民の方を対象とした教養講座で、講義名は「災
害と健康管理」です。

10月18日
豊中町農村環境
改善センター

香川大学 無料
香川大学地域産学官
連携推進グループ
ＴＥＬ：087-832-1368

香川県 三豊市 ① 香川大学サテライトセミナー
三豊市と協力して開催する地域住民の方を対象とした教養講座で、講義名は
「ワールドカフェで地域農業を語ろう」です。

11月15日
豊中町農村環境
改善センター

香川大学 無料
香川大学地域産学官
連携推進グループ
ＴＥＬ：087-832-1368

香川県 三豊市 ①
平成30年度公開講座
「手作りランプを作ろう」

小学生を対象に、ランプの作製を通じて、ものづくりを体験してもらいます。 11月3日～4日
香川高等専門学校
詫間キャンパス

香川高等専門学校 無料
http://www.kagawa-
nct.ac.jp/region/takuma/koukaik
ouza.html

総務課地域連携係
0875－83－8507

香川県 三豊市 ③ 第46回電波祭
香川高専学生主体の学園祭で、模擬店、吹奏楽部コンサート、化学実験等、様々
な催しが開催されます。

11月3日～4日
香川高等専門学校
詫間ｷｬﾝﾊﾟｽ

香川高等専門学校詫間
キャンパス電波祭実行
委員会

無料
http://www.kagawa-
nct.ac.jp/festE/

学生課学生係
0875-83-8517

香川県 県内全域 ③ かがわ文化芸術祭2018

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」では、音楽、舞
踊、演劇、芸能、美術など様々なジャンルの公演・行事を開催しており、今年60周
年を迎えます。
（主催公演・行事、参加公演・行事、特別共催事業）

9月30日～12月31日 県内全域
かがわ文化芸術祭
実行委員会

公演・行事により有料のも
のもあり

http://www.kagawa-
arts.or.jp/88/2018/

香川県政策部
文化芸術局文化振興課
TEL 087-832-3785
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香川県 県内全域 ①
第５回県内一斉海ごみクリーン作戦
「さぬ☆キラ」

県民等に広く海ごみ削減の啓発を行うため、県内の山・川・里（まち）・海で一斉に
クリーン活動を行います。

10月28日～11月11日 香川県内
・香川県
・香川県海ごみ対策推
進協議会

無料

【かがわの海ごみ情報】
http://www.pref.kagawa.lg.jp/kan
kyokanri/satoumi/umigomi/index
.htm

香川県環境管理課
TEL 087-832-3220

飲み物は各自持参
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