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香川県 綾川町 ② 主基農経祭（文化祭） 展示、農畜産物の販売等を行います。 11月16日,17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
香川県立農業経営高等学校
TEL 087-876-1161

香川県 綾川町 ①③
森晶麿講演会「香川の風土と小説
（仮）」

香川県高松市在住の作家　森晶麿　さんをお迎えし、香川の風土と小説に
ついて講演いただきます。

10月6日
綾川町立生涯学習センター・
研修室

綾川町立図書館 無料

【綾川町立図書館HP】
https://ilisod001.apsel.jp/ayagawalibrary/wopc/pc/page
s/TopPage.jsp【綾川町立図書館Facebook】
https://www.facebook.com/綾川町立図書館-
438211386632555/

綾川町立生涯学習センター
TEL 087-876-6100

香川県 綾川町 ①②
第7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7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26日～11月27日
綾川町立生涯学習センター・
エントランス

綾川町立図書館 無料

【綾川町立図書館HP】
https://ilisod001.apsel.jp/ayagawalibrary/wopc/pc/page
s/TopPage.jsp【綾川町立図書館Facebook】
https://www.facebook.com/綾川町立図書館-
438211386632555/

綾川町立生涯学習センター
TEL 087-876-6100

香川県 綾川町 ①②③ 令和元年度第2回郷土講座 綾川町教育委員会職員による、綾川町埋蔵現場をたどる郷土講座 10月12日
綾川町内、綾川町立生涯学
習センター・研修室

綾川町立図書館 無料

【綾川町立図書館HP】
https://ilisod001.apsel.jp/ayagawalibrary/wopc/pc/page
s/TopPage.jsp【綾川町立図書館Facebook】
https://www.facebook.com/綾川町立図書館-
438211386632555/

綾川町立生涯学習センター
TEL 087-876-6100

香川県 綾川町 ①②③ 英語のおはなし会
毎月、綾上図書館で開催している英語でたのしく歌ったり絵本の読み聞か
せを聞ける人気のおはなし会です。

10月13日 綾上図書館おはなし室 綾川町立図書館 無料

【綾川町立図書館HP】
https://ilisod001.apsel.jp/ayagawalibrary/wopc/pc/page
s/TopPage.jsp【綾川町立図書館Facebook】
https://www.facebook.com/綾川町立図書館-
438211386632555/

綾川町立生涯学習センター
TEL 087-876-6100

香川県 綾川町 ①③ 令和元年度第2回ロシア文学講座
年2回、町内出身在住のロシア語通訳・翻訳家の方をお招きし、ロシア語を
交えながらのロシア文学について語り合う講座の第2回目です。

10月20日
綾川町立生涯学習センター・
研修室

綾川町立図書館 無料

【綾川町立図書館HP】
https://ilisod001.apsel.jp/ayagawalibrary/wopc/pc/page
s/TopPage.jsp【綾川町立図書館Facebook】
https://www.facebook.com/綾川町立図書館-
438211386632555/

綾川町立生涯学習センター
TEL 087-876-6100

香川県 綾川町 ①② 積み木であそぼう 木に触れることで、自然環境を考え、木育を推進するための企画です。 11月4日
綾川町立生涯学習センター・
研修室

綾川町立図書館 無料

【綾川町立図書館HP】
https://ilisod001.apsel.jp/ayagawalibrary/wopc/pc/page
s/TopPage.jsp【綾川町立図書館Facebook】
https://www.facebook.com/綾川町立図書館-
438211386632555/

綾川町立生涯学習センター
TEL 087-876-6100

香川県 綾川町 ③ 綾川オータムコンサート（仮） 町内メンバーを中心としたバンドが、芸術の秋を音楽で彩る企画です。 11月10日予定
綾川町立生涯学習センター・
エントランス

綾川町立図書館 無料

【綾川町立図書館HP】
https://ilisod001.apsel.jp/ayagawalibrary/wopc/pc/page
s/TopPage.jsp【綾川町立図書館Facebook】
https://www.facebook.com/綾川町立図書館-
438211386632555/

綾川町立生涯学習センター
TEL 087-876-6100

香川県 綾川町 ①③ 令和元年度第3回郷土講座
「隠された大城郭・鷲の山城」と題し、香川県埋蔵文化センター所長が講演
する企画です。

11月17日
綾川町立生涯学習センター・
研修室

綾川町立図書館 無料

【綾川町立図書館HP】
https://ilisod001.apsel.jp/ayagawalibrary/wopc/pc/page
s/TopPage.jsp【綾川町立図書館Facebook】
https://www.facebook.com/綾川町立図書館-
438211386632555/

綾川町立生涯学習センター
TEL 087-876-6100

香川県 綾川町 ①② ビブリオバトル
今年で2回目となる綾川町立図書館ビブリオバトルの優勝者は、第5回ビブ
リオバトル全国大会inいこまへ出場できます。

11月24日
綾川町立生涯学習センター・
研修室

綾川町立図書館 無料

【綾川町立図書館HP】
https://ilisod001.apsel.jp/ayagawalibrary/wopc/pc/page
s/TopPage.jsp【綾川町立図書館Facebook】
https://www.facebook.com/綾川町立図書館-
438211386632555/

綾川町立生涯学習センター
TEL 087-876-6100

香川県 綾川町 ④ 綾川町文化協会文化事業
コメディーマジックコンビ「キャラメルマシーン」による、スーパーサイエンス
マジックショーを披露します。

11月24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
【綾川町HP】
https://www.town.ayagawa.lg.jp

綾川町文化協会事務局
（綾川町教育委員会生涯学習課内）
TEL　087-876-1180

香川県 宇多津町
宇多津町文化協会主催による文
化祭

文化祭・芸能祭を開催します。（芸能祭は10日のみ） 11月9日,10日 ユープラザうたづ 無料
宇多津町教育委員会事務局
生涯学習課
TEL 0877-49-8007

香川県 観音寺市 ③ 島膜＿Ibuki
伊吹島内各所を巡りながら最終的にいりこの加工場で新しい命の予兆＝
出産を象徴したパフォーマンスを行います。

10月26日,27日 伊吹島内各所 瀬戸内国際芸術祭実行委員会
【瀬戸内国際芸術祭】
http://setouchi-artfest.jp

瀬戸内国際芸術祭総合案内所
TEL 087-813-2244

前売1000円、当日1500円
（パスポート掲示で1300円）

香川県 観音寺市 ①③ かがわ里山里海ウォーク
自然の中を楽しんで歩きながら、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16日 観音寺市有明浜 香川県 無料
【かがわの里海づくり】
https://www.pref.kagawa.lg.jp/kankyokanri/satoumi/inde
x.html

香川県環境管理課
TEL 087-832-3220

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

香川県 観音寺市 ①③④ 「青塚古墳を発掘する」展
9月1日～9月29日まで開催する「青塚古墳を発掘する」展の最後を飾るイ
ベントとして、地元・原町青塚地区において現地説明及び青塚や豊田地区
の文化を発信する企画を行います。

10月6日 原町青塚公民館 観音寺市 無料
【観音寺市HP】
http://www.city.kanonji.kagawa.jp/

観音寺市文化振興課
TEL 0875-23-3943

香川県 観音寺市 ①③④
第３回大野原古墳まつり関連行事
「古墳ウォーク」

大野原古墳まつりの開催を前に、その機運を高めると同時に市を代表する
両古墳間を歩くことで、道程にある石碑や丁石に触れ、ふるさとの文化に
親しみます。

11月10日
観音寺市立総合運動公園
（瓢箪塚古墳）～大野原八幡
神社（椀貸塚古墳）

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.jp/

大野原中央公民館
TEL 0875-54-5711

香川県 観音寺市 ①③④ 第３回大野原古墳まつり

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スタンプラリー等の
イベントを行います。

11月17日 ふるさと学芸館 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.jp/

大野原中央公民館
TEL 0875-54-5711

香川県 観音寺市 ②
第９回　観音寺国際音楽フェスティ
バル

市内の子どもたちが外国の音楽に触れ、演奏家たちと交流することによっ
て、情操教育の一助とすることを目的とします。また、地域公演を開催し、
多くの市民に音楽を親しんでいただき、地域の活性化を図ります。

10月21日,23日～27日
市内小中学校,ハイスタッフ
ホール

第９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HP】
http://www.city.kanonji.kagawa.jp/

第9回観音寺国際音楽フェステバル
実行委員会事務局
観音寺市文化振興課内
TEL 0875-23-3943

地域公演は要整理券
詳しくは観音寺市HP参照

香川県 観音寺市 ③
第14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25日～27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.jp/

大野原中央公民館
TEL 0875-54-5711

香川県 観音寺市 ③
第14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25日～27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.jp/

豊浜中央公民館
TEL 0875-52-1230

香川県 観音寺市 ③
第14回観音寺市民文化祭（観音
寺文化祭）

謡曲と舞囃子の会(10/26)、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(11/3)を行います。

10月26日～11月3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.jp/

観音寺市中央公民館
TEL 0875-23-3944

香川県 観音寺市 ③
第14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(10/6)を行います。

10月6日～11月3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.jp/

豊浜中央公民館
TEL 0875-52-1230

第61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61回「教育・文化週間」関連行事

香川県 観音寺市 ③
第14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10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.jp/

大野原中央公民館
TEL 0875-54-5711

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うため、タイトルや著者名を
隠した謎の本を貸出します。

10月1日～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://www5.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と、手軽に誰でも取り組める健康セミナー
です。

11月2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://www6.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 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です。 10月19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・中学生の作品展です。 10月19日～11月3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://www4.city.kanonji
kagawa.jp/

観音寺市立豊浜図書館
TEL 0875-52-1206

香川県 琴平町 ③ 第38回琴平町文化祭（展示発表） 町民、文化協会会員及び幼少中の園児、自動、生徒による作品展示です。 10月24日～12月3日 ACTことひら 琴平町文化協会 無料
ACTことひら
TEL  0877-75-2655

水曜日休館

香川県 琴平町 ③ 第38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です。 11月17日 琴平町文化会館 琴平町文化協会 無料
ACTことひら
TEL  0877-75-2655

水曜日休館

香川県 坂出市 ①③
白峯寺調査報告会　～世界遺産
登録に向けて～

第81番札所白峯寺の境内変遷や文化財等について、地域の方々をはじめ
広く県内外の皆さまに向けて報告するとともに、世界遺産を目指す活動状
況についても紹介します。

10月5日 第81番札所　白峯寺 香川県、香川県教育委員会 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 坂出市 ③
秋の特別展
「珠玉の吉野石膏日本画コレクショ
ン　華ひらく日本の美」

優れた質を誇る吉野石膏コレクションから、わが国で華ひらいた近現代日
本画の精粋を紹介します。近代日本画の道を拓いた横山大観、才媛上村
松園、昭和を代表する東山魁夷、杉山寧、髙山辰雄らの作品から、近現代
に育まれた日本画の特質とその美を広くご覧いただきます。

9月14日～11月10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

【香川県立東山魁夷せとうち美術館】
http://www.pref.kagawa.lg.jp/higashiyama/

香川県立
東山魁夷せとうち美術館
TEL 0877-44-1333

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

香川県 坂出市 ①③

令和元年度第3回香川県埋蔵文
化財センター
考古学講座「稲木北遺跡と古代の
多度郡」

香川県埋蔵文化財センターが調査・研究した成果を専門職員がわかりや
すく話します。古代郡衙跡と想定される稲木北遺跡を中心に、古代の多度
郡の姿についてお話しします。

11月9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
【香川県埋蔵文化財センター】
http://www.pref.kagawa.lg.jp/maibun/

香川県埋蔵文化財センター
TEL 0877-48-2191

事前申し込みが必要。（定員30
名）

香川県 坂出市 ①③
2019年度四国地区埋蔵文化財セ
ンター発掘へんろ展－海と人々－

四国の埋蔵文化財センター５団体が共同で開催する展示会です。今回は
「海と人々」をテーマとし、海と共に暮らした縄文から弥生時代にかけての
四国の人々の歴史を振り返ります。

10月1日～12月13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
【香川県埋蔵文化財センター】
http://www.pref.kagawa.lg.jp/maibun/

香川県埋蔵文化財センター
TEL 0877-48-2191

香川県 坂出市 ①③
2019年度四国地区埋蔵文化財セ
ンター発掘へんろ展－海と人々－
展示解説会

四国の埋蔵文化財センター５団体が共同で開催する展示会を専門職員が
展示に沿ってわかりやすく解説します。

10月19日,11月9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
【香川県埋蔵文化財センター】
http://www.pref.kagawa.lg.jp/maibun/

香川県埋蔵文化財センター
TEL 0877-48-2191

香川県 坂出市 ①③
テーマ展「讃岐国府跡
を探る10」

平成21年度から平成29年度まで実施した讃岐国府跡探索調査成果のう
ち、開法寺東方地区で見つかった讃岐国府跡の中枢施設の概要や、周辺
の同時期の遺跡を出土遺物・写真パネルにより紹介します。

11月（約1か月、未定） 坂出市郷土資料館 香川県埋蔵文化財センター 無料
【香川県埋蔵文化財センター】
http://www.pref.kagawa.lg.jp/maibun/

香川県埋蔵文化財センター
TEL 0877-48-2191

香川県 坂出市 ①
第21回水のフェスティバルin府中
湖

水の大切さや自然環境のすばらしさについての認識を高めるためのイベン
トです。ウォークラリーやドラゴンカヌー大会が特に人気です。

10月5日，6日 坂出市府中湖カヌー競技場
府中湖水のフェスティバル実行
委員会

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

坂出市役所府中出張所
TEL 0877-48-0101

料金はドラゴンカヌー参加費
10,000円（事前申込）

香川県 坂出市 ① 第38回ふるさとの親子まつり
ステージイベント，クラフト作りコーナーやこども体験コーナーなどの体験教
室の他，バザーコーナーなどもあります。

11月3日 瀬戸大橋記念公園芝生広場
ふるさとの親子まつり実行委員
会

無料
坂出市教育委員会生涯学習課
TEL 0877-44-5025

バザーコーナーは有料

香川県 坂出市 ① 生涯楽習フェスタ2019
「生涯学習の発表の場」として，公民館講座や働く女性の家講座，自主グ
ループの発表・展示の他，各種体験教室など，生涯学習について楽しく学

11月9日，10日
中央公民館・勤労福祉セン
ター

生涯楽習フェスタ実行委員会 無料
坂出市教育委員会生涯学習課
TEL 0877-44-5025

体験教室は一部有料

香川県 坂出市 ③ 坂出市民芸術祭 民謡・歌謡・日舞・詩吟・コーラス・邦楽等の発表会を行います。 9月29日～11月27日 坂出市勤労福祉センター他 坂出市文化協会 無料
坂出市中央公民館
TEL 0877-46-2422

香川県 さぬき市 ② 石高祭（文化祭） 学科展、農畜産物や加工品の販売等を行います。 11月9日,10日 香川県立石田高等学校 香川県立石田高等学校 無料
香川県立石田高等学校石田高校
TEL 0879-43-2530

香川県 さぬき市 ② 若竹祭
児童生徒の学習成果の発表や、美術、家庭や作業学習の授業で製作した
作品の展示を行います。

11月24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
【香川県立香川東部養護学校】
htpps://tohbuy01@kagawa-edu.jp

香川県立香川東部養護学校
TEL 0879-52-2581

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26日,27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

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2日,3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

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2日,3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

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9日,10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

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16日,17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

香川県 さぬき市 ① おななし会
子どもたちに絵本の読み聞かせ、紙芝居、ハンドベルを使って手遊びなど
をします。

10月19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 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。

11月10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 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14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 おななし会
子どもたちに絵本の読み聞かせ、紙芝居、パネルシアター、工作などをし
ます。

11月16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 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5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10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 （仮）「生け花」体験してみよう
花の生け方などの基本や、文化と歴史、日本的な美について体験して学び
ます。

10月20日 志度図書館 志度図書館
志度図書館
TEL 087-814-2678

500円

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26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。

11月2日 志度図書館 野の花 無料
志度図書館
TEL 087-814-2678

香川県 さぬき市 ①
さぬき市社会教育団体＆さぬき市
志度音楽ホール共催事業

「歌ってアンチエイジング　加齢に負けるな！華麗な人生を」と題し、三木伸
哉・ユリ夫妻による歌と健康についての話を交えて、参加者と一緒に歌う構
成です。

10月10日 志度音楽ホール
さぬき市高齢者学級・さぬき市
女性団体連絡会・さぬき市志
度音楽ホール

無料
さぬき市志度音楽ホール
TEL 087-894-1000

香川県 さぬき市 ① 病態別予備軍リセットセミナー
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
生活習慣を実践することで健康管理に取り組めるよう支援します。

11月6日,13日,21日,27
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 0879-26-9908

定員30名
※事前申し込みが
必要

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
等をしています。

10月～11月に6回 市内公共施設 さぬき市介護予防サポーター 無料
さぬき市長寿介護課
TEL 0879-26-9931

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
等をしています。

10月～11月に26回 市内公共施設 さぬき市 無料
さぬき市長寿介護課
TEL 0879-26-9931

香川県 小豆島町 ③ 芝生男女
小豆島の景色のなかで、毎日変わる会場ならではのパフォーマンスを上演
します。

10月25日～27日 小豆島内各所 瀬戸内国際芸術祭実行委員会
【瀬戸内国際芸術祭】
http://setouchi-artfest.jp

瀬戸内国際芸術祭総合案内所
TEL 087-813-2244

500円（パスポート掲示で無料）

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28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
TEL 0879-82-0291

一般1,200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

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6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
TEL 0879-82-0291

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

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
TEL 0879-82-0291

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

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
TEL 0879-82-0291

800円（パスポート掲示で500円）

香川県 小豆島町 ① 孟子を読む会 孟子の性善説を読解し、その教えを学びます。
10月5日
11月2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
TEL 0879-82-0291

800円（パスポート掲示で500円）

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12日
11月9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
TEL 0879-82-0291

800円（パスポート掲示で500円）

香川県 小豆島町 ① 源氏物語を読む会 源氏物語を読解します。
10月19日
11月16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
TEL 0879-82-0291

800円（パスポート掲示で500円）

香川県 小豆島町 ① 第４１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。

10月27日～1月7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
TEL 0879-82-0291

500円（パスポート掲示で200円）

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28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
TEL 0879-82-0291

8000円

香川県 善通寺市 ①
フェルトで創るデコレーションケー
キ

フェルトでかわいらしいデコレーションケーキをつくります。 10月29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TEL 0877-63-5188 対象者：大人

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紐解いていきま
す。

11月9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TEL 0877-63-5188 対象者：大人

香川県 善通寺市 ① 工作教室「竹細工に挑戦！」 日本の伝統工芸のひとつ竹細工に親子でチャレンジします。 11月17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TEL 0877-63-5188 対象者：小学生とその保護者

香川県 善通寺市 ①
ことのは
～大人のための朗読会～

大人を対象に朗読会を開催。味わい深いお話や詩を落ち着いた雰囲気の
中で、ゆっくりと楽しみます。

11月30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TEL 0877-63-5188 対象者：大人

香川県 善通寺市 ① 第36回善通寺市民文化祭 芸能祭・民謡大会・美術展・郷土芸能公開などです。 11月19日～12月15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.jp
善通寺市教育委員会生涯学習課
TEL 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 第20回大西忠夫展
伝統の漆芸に絵画的要素を取り入れた、ダイナミックな技法による大西忠
夫の美の世界をお楽しみください。

10月12日～20日
善通寺市美術館・旧善通寺
偕行社

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.jp
善通寺市教育委員会生涯学習課
TEL 0877-63-6329

どなたでも観覧できます

香川県 善通寺市 ③
サラダボール公演『隣にいても一
人』

平田オリザ作『隣にいても一人』を上演。2組のカップルを通して、夫婦の在
り方を淡々と綴る平田オリザ流の不条理劇を、西村和宏の演出でお届け
する。

10/26～27 四国学院大学ノトススタジオ 四国学院大学
四国学院大学ノトススタジオHP
http://www.notos-studio.com/

四国学院大学パフォーミング・アーツ
研究所（SIPA）
0877-62-2324

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、相談先等を記したパネル等を展示します。

11月15日～25日 かがわプラザ 香川県 無料
【男女参画・県民活動課】
http://www.pref.kagawa.lg.jp/danjo/sankaku/

香川県政策部男女参画・県民活動課
TEL 087-832-3197

HPは10月上旬頃発表予定

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。

11月22日 高松大学・高松短期大学 香川県 無料
【男女参画・県民活動課】
http://www.pref.kagawa.lg.jp/danjo/sankaku/

香川県政策部男女参画・県民活動課
TEL 087-832-3197

HPは9月上旬頃発表予定

香川県 高松市 ①③
一宮寺調査報告会　～世界遺産
登録に向けて～

第８３番札所一宮寺の境内変遷や文化財等について、地域の方々をはじ
め広く県内外の皆さまに向けて報告するとともに、世界遺産を目指す活動
状況についても紹介します。

11月9日 第83番札所　一宮寺 香川県、香川県教育委員会 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 かがわ郷土芸能フェスタ2019
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
舞台公演です。

11月16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 ①③
特別展「日本建築の自画像：探求
者たちの　もの語り」

「日本建築」という概念を、建築家だけでなく様々な立場から建築に関わる
人々による、複数の『自画像』としてとらえ、これらが、どのような時代背景
や思想のもとに形成され描かれてきたかを紹介します。

9月21日～12月15日 香川県立ミュージアム 香川県立ミュージアム
【香川県立ミュージアム】
http://www.pref.kagawa.lg.jp/kmuseum/

香川県立ミュージアム
TEL 087-822-0002

一般1,200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

香川県 高松市 ①③ 常設展「城と城下町」
絵図や文献史料を紹介しながら、瀬戸内海と一体となった城と城下町のつ
くりや移り変わりを考えます。

9月20日～12月15日 香川県立ミュージアム 香川県立ミュージアム
【香川県立ミュージアム】
http://www.pref.kagawa.lg.jp/kmuseum/

香川県立ミュージアム
TEL 087-822-0002

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

香川県 高松市 ①③
常設展「建築家たちの見た風景-
写真を通した『まなざし』-」

写真を通して、建築家が見た風景・民家・生活の様子などを紹介し、それが
建築に与えた影響等について考えます。

9月20日～12月15日 香川県立ミュージアム 香川県立ミュージアム
【香川県立ミュージアム】
http://www.pref.kagawa.lg.jp/kmuseum/

香川県立ミュージアム
TEL 087-822-0002

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

香川県 高松市 ①③ 講演会「日本建築の自画像」（仮）
「日本建築」とは何か。歴史家、建築家、地域の人々によるイメージ形成や
実践を語ります。

10月6日 香川県立ミュージアム 香川県立ミュージアム 無料
【香川県立ミュージアム】
http://www.pref.kagawa.lg.jp/kmuseum/

香川県立ミュージアム
TEL 087-822-0002

香川県 高松市 ①③
シンポジウム「瀬戸内建築の魅力
を語る」

瀬戸内固有の風土や地形の中で育まれた、建築の魅力を大いに語りま
す。

10月20日 香川県立ミュージアム 香川県立ミュージアム 無料
【香川県立ミュージアム】
http://www.pref.kagawa.lg.jp/kmuseum/

香川県立ミュージアム
TEL 087-822-0002

香川県 高松市 ①③
テーマ展「板子一枚下は地獄―瀬
戸内海の海難―」

古文書や絵馬など航海の安全祈念に関する資料を展示し、江戸時代の
人々がどのように海難に立ち向かい、防止に努めていたかを紹介します。

9月21日～11月24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
【瀬戸内海歴史民俗資料館】
http://www.pref.kagawa.lg.jp/setorekishi/

瀬戸内海歴史民俗資料館
TEL 087-881-4707

香川県 高松市 ①③
れきみん講座「江戸時代異国漂流
譚」

異国に漂流した人たちが帰国後、経緯や漂流先での出来事を話した「漂流
譚」を読み解き、当時の様子を紹介します。

10月12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
【瀬戸内海歴史民俗資料館】
http://www.pref.kagawa.lg.jp/setorekishi/

瀬戸内海歴史民俗資料館
TEL 087-881-4707

香川県 高松市 ①③
れきみん講座「瀬戸内海の盆行
事」

香川県内・瀬戸内地方にみられる盆行事を通して、お盆における新仏や先
祖との交流のようすを紹介します。

11月16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
【瀬戸内海歴史民俗資料館】
http://www.pref.kagawa.lg.jp/setorekishi/

瀬戸内海歴史民俗資料館
TEL 087-881-4707

香川県 高松市 ③ 倉田寛トロンボーンコンサート 名曲、アレンジ作品のトロンボーンコンサートです。 10月5日 MEGI HOUSE
瀬戸内国際芸術祭
実行委員会

【瀬戸内国際芸術祭】
http://setouchi-artfest.jp

瀬戸内国際芸術祭総合案内所
TEL 087-813-2244

800円
（パスポート掲示で500円）

香川県 高松市 ③
白石禮子エレクトリック・ヴァイオリ
ンコンサート

ヴァイオリンの名曲と、このコンサートのために書き下ろされた作品の演奏
です。

10月12日 MEGI HOUSE
瀬戸内国際芸術祭
実行委員会

【瀬戸内国際芸術祭】
http://setouchi-artfest.jp

瀬戸内国際芸術祭総合案内所
TEL 087-813-2244

800円
（パスポート掲示で500円）

香川県 高松市 ③
アンサンブル瀬戸内コンサート「色
彩」

印象派の名曲やオリジナル作品を上演します。 10月19日 MEGI HOUSE
瀬戸内国際芸術祭
実行委員会

【瀬戸内国際芸術祭】
http://setouchi-artfest.jp

瀬戸内国際芸術祭総合案内所
TEL 087-813-2244

800円
（パスポート掲示で500円）

香川県 高松市 ③
掛谷勇三ピアノコンサート喜びの
島ーMEGI Vol.11

ドビュッシー作曲の「喜びの島」を取り入れながら、ピアノソロ演奏が披露さ
れます。

10月26日 MEGI HOUSE
瀬戸内国際芸術祭
実行委員会

【瀬戸内国際芸術祭】
http://setouchi-artfest.jp

瀬戸内国際芸術祭総合案内所
TEL 087-813-2244

800円
（パスポート掲示で500円）

香川県 高松市 ③
ユーフォニアム＆テューバコン
サート「重低音の魅力」

多数のユーフォニアム奏者とテューバ奏者が奏でる重低音による音楽を楽
しむ集いです。

11月2日 MEGI HOUSE
瀬戸内国際芸術祭
実行委員会

【瀬戸内国際芸術祭】
http://setouchi-artfest.jp

瀬戸内国際芸術祭総合案内所
TEL 087-813-2244

800円
（パスポート掲示で500円）

香川県 高松市 ③ 女木島名画上映会
ノルウェーの女優リヴ・ウルマン主演作を上映し、食事や夜間作品鑑賞が
できます。

10月12日 女木島名画座
瀬戸内国際芸術祭
実行委員会

【瀬戸内国際芸術祭】
http://setouchi-artfest.jp

瀬戸内国際芸術祭総合案内所
TEL 087-813-2244

8000円

香川県 高松市 ③ 悪童日記
簡素な文体で編まれた「悪童日記」を独自の身体性や発語により舞台化で
す。

10月5日 四国村
瀬戸内国際芸術祭
実行委員会

【瀬戸内国際芸術祭】
http://setouchi-artfest.jp

瀬戸内国際芸術祭総合案内所
TEL 087-813-2244

前売2000円、当日2500円（パス
ポート掲示で2300円）

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 SETOUCHI ART BOOK FAIR
アジアを中心に選りすぐりの書店や出版社、アーティストが集まり、作品集
やzineなどを展示販売します。

10月25日～27日 玉藻公園
瀬戸内国際芸術祭
実行委員会

【瀬戸内国際芸術祭】
http://setouchi-artfest.jp

瀬戸内国際芸術祭総合案内所
TEL 087-813-2244

披雲閣入場料300円（別途玉藻公
園の入場料が必要）

香川県 高松市 ③ 大切な貨物
フィクションとドキュメンタリーが交錯する前代未聞の舞台。出演は世界の
第一線で活躍する名手たちです。

11月1日,2日 サンポートホール高松
瀬戸内国際芸術祭
実行委員会

【瀬戸内国際芸術祭】
http://setouchi-artfest.jp

瀬戸内国際芸術祭総合案内所
TEL 087-813-2244

前売4000円、当日5000円（パス
ポート掲示で4500円）

香川県 高松市 ①
2019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12日,13日 サンメッセ香川
香川県木材重要拡大協議会
香川県

無料
香川県木材協会
TEL 087-881-9343

香川県 高松市 ③ 香川県障害者芸術祭2019

昨年３月に策定された「第５期かがわ障害者プラン」に則り、障害のある
方々の文化・芸術活動の支援に積極的に取り組んでいます。その一環とし
て、障害者の方が作成した芸術作品を発表する場として、また、作品等を
通じて障害者理解が進むことを目的として開催します。

11月4日,5日 サンポート高松
香川県障害者芸術祭2019実行
委員会

無料

【香川県障害者芸術祭2019】
https://www.pref.kagawa.lg.jp/content/etc/subsite/sho
gaifukushi/shakaisanka/sports/sqy3pv190621195504.sht
ml

特定非営利活動法人
香川県知的障害者福祉協会
TEL 0877-35-8477

どなたでも参加できます

香川県 高松市 ① 第20回大学祭「橄欖祭」
今年のテーマは「和（わ）」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19日 香川県立保健医療大学 大学祭実行委員会 無料
【香川県立保健医療大学】
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11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
【香川県立保健医療大学】
http://www.kagawa-puhs.ac.jp/

香川県立保健医療大学
TEL 087-870-1213

要申込、先着80名

香川県 高松市 ①
かがわ子育て支援フェスティバル
2019

県内の子育て支援に携わる団体、企業、公的機関及び学生等が、それぞ
れの活動内容を紹介するとともに、悩みや不安を相談できる場を提供する
ことで、子育て家庭に対し、子育てにかかわる様々な支援団体が身近に存
在し、サポートを受けられるということをＰＲする機会とする。

10月6日 さぬきこどもの国
公益財団法人　香川県児童・
青少年健全育成事業団

無料
【さぬきこどもの国HP】
https://www.sanuki.or.jp/zaidan/index.php

さぬきこどもの国
TEL　087-879-0500

HPでのご案内は9月上旬となる見
込み

香川県 高松市 ② 工芸展（文化祭） 展示等を行います。 11月9日,10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
香川県立高松工芸高等学校
TEL 087-851-4144

香川県 高松市 ①② 香川県立盲学校文化祭 幼児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
【香川県立盲学校】
http://www.kagawa-edu.jp/mogaku02/

香川県立盲学校
TEL 087-851-3217

香川県 高松市 ①②③ 学校祭
幼児児童生徒による劇等の舞台発表や作品展示、ＰＴＡバザーなどを行い
ます。

11月2日 香川県立聾学校 香川県立聾学校 無料
【香川県立聾学校ＨＰ】
https://www.kagawa-edu.jp/rogaku01/index.html

香川県立聾学校
TEL 087-865-4492

香川県 高松市 ② 学校祭 児童生徒の学習成果の発表や、作品の展示等を行います。 11月9日 香川県立高松養護学校 香川県立高松養護学校 無料
香川県立高松養護学校
TEL 087‐865-4500

香川県 高松市 ①
第30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17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
県教育委員会

【香川県教育委員会HP】
http://www.pref.kagawa.jp/kenkyoui/hotai/lifesports.htm
l

香川県教育委員会事務局保健体育課
TEL 087-832-3762

最高500円　最低100円
(一部有料)

香川県 高松市 ①② 企画展示「地図」 古今東西の面白い地図を紹介した本の展示と関連図書を貸出します。 10月29日～11月24日 香川県立図書館 香川県立図書館 無料
【香川県立図書館】
https://www.library.pref.kagawa.lg.jp

香川県立図書館
TEL 087-868-0567

香川県 高松市 ①
子育て支援コーナー企画展示「お
じいちゃん、おばあちゃんのため
の孫育てに役立つ本」

「孫育てのコツが分かる本」、「最新の子育て情報が分かる本」など約200冊
を展示・貸出します。 9月3日～11月24日 香川県立図書館 香川県立図書館 無料

【香川県立図書館】
https://www.library.pref.kagawa.lg.jp

香川県立図書館
TEL 087-868-0567

香川県 高松市 ①②
健やか生活応援講座ミニ展示「中
高年のおしゃれ」

行楽の秋にあわせ、中高年のおしゃれに関連する本50冊を展示・貸出しま
す。

9月10日～11月4日 香川県立図書館 香川県立図書館 無料
【香川県立図書館】
https://www.library.pref.kagawa.lg.jp

香川県立図書館
TEL 087-868-0567

香川県 高松市 ①②
健やか生活応援講座ミニ展示「筋
力アップ」

令和元年度第１回健やか生活応援講座のテーマにあわせ、関連する本50
冊を展示・貸出します。

11月6日～1月13日 香川県立図書館 香川県立図書館 無料
【香川県立図書館】
https://www.library.pref.kagawa.lg.jp

香川県立図書館
TEL 087-868-0567

香川県 高松市 ① 大人のための図書館探検ツアー 普段は見ることのできない閉架書庫の見学などを行います。 10月～11月予定 香川県立図書館 香川県立図書館 無料
【香川県立図書館】
https://www.library.pref.kagawa.lg.jp

香川県立図書館
TEL 087-868-0567

事前申し込みが必要。

香川県 高松市 ① おやこde図書館探検 親子で図書館の内部見学や資料探し体験などをします。 11月3日 香川県立図書館 香川県立図書館 無料
【香川県立図書館】
https://www.library.pref.kagawa.lg.jp

香川県立図書館
TEL 087-868-0567

事前申し込みが必要。

香川県 高松市 ①
令和元年度第1回健やか生活応
援講座「筋力アップにトライ」 -体を
動かしてみよう-

「筋力アップにトライ」をテーマに、関係部署や医療機関等と連携し講座を
開催します。

11月10日 香川県立図書館 香川県立図書館 無料
【香川県立図書館】
https://www.library.pref.kagawa.lg.jp

香川県立図書館
TEL 087-868-0567

事前申し込みが必要。

香川県 高松市 ① イベント関連本展示「古典の日」 古典の日にあわせ、関連する図書を展示・貸出します。 10月22日～11月10日 香川県立図書館 香川県立図書館 無料
【香川県立図書館】
https://www.library.pref.kagawa.lg.jp

香川県立図書館
TEL 087-868-0567

事前申し込みが必要。

香川県 高松市 ②④
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3日
北ブロック：高松市総合教育
センター
南ブロック：サンメッセ香川

高松市教育委員会 無料
高松市教育委員会学校教育課
TEL 087-839-2616

香川県 高松市 ②④
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5日
高松市生涯学習センター
（まなびCAN）

高松市教育委員会 無料
高松市教育委員会学校教育課
TEL 087-839-2616

香川県 高松市 ②④
高松市教育文化祭
児童生徒科学展覧会

理科についての児童の研究物・製作物を展示します。 10月5日～10日
情報通信交流館
ｅ-とぴあ・かがわ

高松市教育委員会 無料
高松市教育委員会学校教育課
TEL 087-839-2616

10月7日(月)
休館

香川県 高松市 ②
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 無料
高松市教育委員会学校教育課
TEL 087-839-2616

香川県 高松市 ②
高松市教育文化祭
音楽会(中学校の部)

合唱や合奏・合唱奏、部活動や音楽の学習の成果を発表します。（中学校
の部）

10月12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 無料
高松市教育委員会学校教育課
TEL 087-839-2616

香川県 高松市 ①
令和元年度
高松市家庭教育講演会

情報教育アナリストの長谷川陽子さんを招き、子どもをもつ保護者等を対
象に、講演会「今、子どもたちの中で何が起こっているのか～知るべきネッ
ト社会に潜む闇～」を高松市ＰＴＡ連絡協議会と共催で開催します。

10月19日 高松市生涯学習センター
高松市教育委員会、高松市ＰＴ
Ａ連絡協議会

無料
高松市教育委員会生涯学習課
TEL 087-839-2633

香川県 高松市 ② 第15回高松市子ども読書まつり

子どもに読書への動機づけを図るとともに、保護者の読書活動への認識を
高めるため、幼児・児童を対象に絵本作家ワークショップ、おはなし会、伝
承てづくりあそび、段ボールあそび、絵本作りワークショップのほか、中学
生ビブリオバトル大会、点訳絵本展示・体験コーナー、調べる学習コンクー
ル・読書感想画作品展示（11/2～11/4）を開催します。

11月4日 サンクリスタル高松 高松市教育委員会 無料
【高松市図書館HP】
https://library.city.takamatsu.kagawa.jp

高松市中央図書館
TEL 087-861-4501

R1.10月上旬頃発表予定　絵本作
家ワークショップは事前申込必要

香川県 高松市 ① 墨文字年賀状講座 墨文字年賀状の作成講座です。 11月
サンクリスタル高松3F第1集
会室

高松市教育委員会
高松市中央図書館

無料
【高松市図書館HP】
https://library.city.takamatsu.kagawa.jp

高松市中央図書館
TEL 087-861-4501

R1.10月中旬頃発表予定　事前申
込必要

香川県 高松市 ① 安野光雅展 安野光雅の絵本等関連資料約180点を展示します。 10月27日～11月30日 高松市夢みらい図書館
高松市教育委員会
高松市夢みらい図書館

無料
【高松市図書館HP】
https://library.city.takamatsu.kagawa.jp

高松市夢みらい図書館
TEL　087-833-7727

高松市美術館で開催される特別
展「安野光雅 空想と風景 絵本原
画の魅力」（11月12日～12月22
日）に合せ開催するものです。

香川県 高松市 ① 星空おはなし会
プラネタリウムの星空の下で、星座に関する絵本の読み聞かせや、絵本の
中に登場した星や星座を紹介します。

11月23日
たかまつミライエ内プラネタリ
ウム

高松市教育委員会
高松市夢みらい図書館

無料
【高松市図書館HP】
https://library.city.takamatsu.kagawa.jp

高松市夢みらい図書館
TEL　087-833-7727

香川県 高松市 ①③ 高松市民大学
社会人の教養を高めるため、地域に根ざしたテーマで講演会を開催してい
ます。
テーマは、「高松の『大禹謨』から嵐山の『禹』と周恩来へ」と「栗林公園の

11月9日 高松市生涯学習センター
高松大学・
高松短期大学

無料 https://www.takamatsu-u.ac.jp/study/area/life/
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
玉藻町

①②③ 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

12月5日 レクザムホール小ホール
高松大学・
高松短期大学

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

香川県
高松市
女木町

①③ 女木コミュニティセンター講座
社会人の文化、教養の向上をより一層はかることを目的に、高松市のコ
ミュニティーセンターとの共催で開催しています。テーマは、「「スポーツの
見方を変える　－フットボールの歴史を題材として－」です。

10月24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 https://www.takamatsu-u.ac.jp/study/area/life/
高松大学・高松短期大学
地域連携センター
087-841-3216

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61回「教育・文化週間」関連行事

香川県 多度津町 ③ 第６２回多度津町芸術展
多度津町芸術同好会のメンバー、町内の小・中・高校の作品展。リサイク
ル図書や茶会、バザー、スタンプラリーも開催します。

11月3日,4日 多度津小学校体育館ほか 町立中央公民館 無料
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。
また、地区の保育所、幼稚園、小学校生徒の作品も展示します。

11月10日 豊原小学校体育館 町立豊原地区公民館 無料
多度津町立豊原地区公民館
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17日 豊原地区公民館 町立豊原地区公民館 無料
多度津町立豊原地区公民館
TEL 0877-33-1889

香川県 多度津町 ③ 四箇地区文化祭
地域の保育所、幼稚園、小学校の作品展示及び地域住民の作品展示・公
民館活動等の発表などです。

11月10日 四箇地区公民館ほか 四箇地区文化祭運営委員会 無料
多度津町立四箇地区公民館
TEL 0877-32-5221

香川県 多度津町 ③ 第３６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及び芸能発表会を行
います。

11月10日
白方地区公民館、白方地区
児童館

白方地区公民館及び白方地区
文化祭実行委員会

無料
多度津町立白方地区公民館
TEL 0877-33-1038

香川県 土庄町 ①③
地域連携展示「豊かな恵みをうけ
て　昔の道具からたどる豊島のくら

昨年実施した、豊島小中学校保管の民俗資料の再整理をふまえて、豊島
の昔の道具をテーマに展示を行います。

10月26日～11月4日 旧豊島中学校 瀬戸内海歴史民俗資料館 無料
【瀬戸内海歴史民俗資料館】
http://www.pref.kagawa.lg.jp/setorekishi/

瀬戸内海歴史民俗資料館
TEL 087-881-4707

香川県 土庄町 ①③
ワークショップ「瀬戸内海の島を訪
ねる②―豊島―」

豊島家浦地区を訪ね、島在住の方からお話をうかがいます。 10月27日 土庄町豊島家浦地区 瀬戸内海歴史民俗資料館
【瀬戸内海歴史民俗資料館】
http://www.pref.kagawa.lg.jp/setorekishi/

瀬戸内海歴史民俗資料館
TEL 087-881-4707

参加料50円
別途船賃が必要

香川県 土庄町 ③ 島のお誕生会
誕生月を迎える方をお祝いし、季節に合わせてアトラクションを用意した
り、特別ゲストを迎えて楽しく交流します。

10月6日 島キッチン 瀬戸内国際芸術祭実行委員会 無料
【瀬戸内国際芸術祭】
http://setouchi-artfest.jp

瀬戸内国際芸術祭総合案内所
TEL 087-813-2244

香川県 土庄町 ③ 空を曳く 瀬戸内の凧を用いて凧揚げをする祭りを開催します。 10月13日,14日 甲生海岸 瀬戸内国際芸術祭実行委員会 無料
【瀬戸内国際芸術祭】
http://setouchi-artfest.jp

瀬戸内国際芸術祭総合案内所
TEL 087-813-2244

香川県 土庄町 ③ 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2日,3日 土庄町総合会館
土庄町教育委員会・土庄町文
化協会

無料
土庄町教育委員会事務局・生涯学習
課

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
土庄町立中央図書館
TEL 0879-62-0273

香川県 直島町 ③ SETOUCHI THE MOVIE
国生み神話の舞台となり、太古から人や文化の往来の絶えない「瀬戸内」
を舞台に制作されたドキュメンタリーです。

10月1,2,4～6,8,9,11
22,23,25～27,29,30日
11月1～3日

直島ホール 瀬戸内国際芸術祭実行委員会
【瀬戸内国際芸術祭】
http://setouchi-artfest.jp

瀬戸内国際芸術祭総合案内所
TEL 087-813-2244

前売1000円、当日1500円（パス
ポート掲示で1300円）

香川県 直島町 ①④ 環境フェスタ2019
「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26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
TEL　087-892-2225

雨天の場合は、翌日開催予定

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2日,3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.kagawa.jp/

直島町教育委員会
TEL 087-892-2882

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）の人形劇公演です。 10月2日～6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

【東かがわ市とらまるパペットランド】
http://www.toramaru.jp

東かがわ市とらまるパペットランド
TEL 0879-25-0055

一般600円 会員300円
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）の人形劇公演です。 10月9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

【東かがわ市とらまるパペットランド】
http://www.toramaru.jp

東かがわ市とらまるパペットランド
TEL 0879-25-0055

一般600円 会員300円
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

人形劇団とんと（福井県）の人形劇公演です。 10月16日～20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

【東かがわ市とらまるパペットランド】
http://www.toramaru.jp

東かがわ市とらまるパペットランド
TEL 0879-25-0055

一般600円 会員300円
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）の人形劇公演です。 10月22日～24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

【東かがわ市とらまるパペットランド】
http://www.toramaru.jp

東かがわ市とらまるパペットランド
TEL 0879-25-0055

一般600円 会員300円
3歳未満無料

香川県
東かがわ
市

①③
開催35回記念・とらまる人形劇
カーニバル2019

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25日～27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
【東かがわ市とらまるパペットランド】
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
TEL 0879-25-0055

入場ワッペン当日500円
公演チケット300円
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）の人形劇公演です。 10月30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

【東かがわ市とらまるパペットランド】
http://www.toramaru.jp

東かがわ市とらまるパペットランド
TEL 0879-25-0055

一般600円 会員300円
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

人形劇団くりきんとん（大阪府）の人形劇公演です。 11月23日～24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

【東かがわ市とらまるパペットランド】
http://www.toramaru.jp

東かがわ市とらまるパペットランド
TEL 0879-25-0055

一般600円 会員300円
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

身障者協働芸術団体公演　デフ・パペットシアター・ひとみ（神奈川県）の人
形劇公演です。

11月30日～12月1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

【東かがわ市とらまるパペットランド】
http://www.toramaru.jp

東かがわ市とらまるパペットランド
TEL 0879-25-0055

一般大人
当日：1,200円 前売：1,000円
会員割引あり 5歳以上有料、
3・4才無料、3歳未満入場不可

香川県
東かがわ
市

① 赤ちゃんおはなし会 乳幼児とその保護者を対象に絵本の読みきかせや手あそびなどをします。 10月9日 東かがわ市立図書館 東かがわ市立図書館 無料
【東かがわ市立図書館HP】 http://www.higashikagawa-
library.jp/WebOpac/webopac/inform.do

東かがわ市立図書館
TEL　0879-25-0696

香川県
東かがわ
市

① おはなし会「こそあど」 絵本や紙芝居を使った読みきかせをします。 10月12日 東かがわ市立図書館 東かがわ市立図書館 無料
【東かがわ市立図書館HP】
http://www.higashikagawa-
library.jp/WebOpac/webopac/inform.do

東かがわ市立図書館
TEL　0879-25-0696

香川県
東かがわ
市

① おはなし会「たんぽぽ」 おはなし会のあと、絵かき歌で遊ぶコーナーがあります。 10月20日 東かがわ市引田図書室 東かがわ市引田図書室 無料
【東かがわ市立図書館HP】
http://www.higashikagawa-
library.jp/WebOpac/webopac/inform.do

東かがわ市引田図書室
TEL　0879-33-5551

香川県
東かがわ
市

① おはなし会「こそあど」 絵本や紙芝居を使った読みきかせをします。 10月26日 東かがわ市立図書館 東かがわ市立図書館 無料
【東かがわ市立図書館HP】
http://www.higashikagawa-
library.jp/WebOpac/webopac/inform.do

東かがわ市立図書館
TEL　0879-25-0696

香川県
東かがわ
市

① スターブックを作ろう 小学生を対象に「スターブック」の工作をします。 10月26日 東かがわ市立図書館 東かがわ市立図書館 無料
【東かがわ市立図書館HP】
http://www.higashikagawa-
library.jp/WebOpac/webopac/inform.do

東かがわ市立図書館
TEL　0879-25-0696

香川県
東かがわ
市

① リサイクル図書コーナー
図書館で所定の保存年限を経過した図書などを提供するコーナーを設置
します。

11月1日～30日 東かがわ市引田図書室 東かがわ市引田図書室 無料
【東かがわ市立図書館HP】
http://www.higashikagawa-
library.jp/WebOpac/webopac/inform.do

東かがわ市引田図書室
TEL　0879-33-5551

香川県
東かがわ
市

① おはなし会「こそあど」 絵本や紙芝居を使った読みきかせをします。 11月9日 東かがわ市立図書館 東かがわ市立図書館 無料
【東かがわ市立図書館HP】
http://www.higashikagawa-
library.jp/WebOpac/webopac/inform.do

東かがわ市立図書館
TEL　0879-25-0696

香川県
東かがわ
市

① 赤ちゃんおはなし会 乳幼児とその保護者を対象に絵本の読みきかせや手あそびなどをします。 11月13日 東かがわ市立図書館 東かがわ市立図書館 無料
【東かがわ市立図書館HP】
http://www.higashikagawa-
library.jp/WebOpac/webopac/inform.do

東かがわ市立図書館
TEL　0879-25-0696

香川県
東かがわ
市

① おはなし会「たんぽぽ」
おはなし会のあと、身近な材料を使って楽器づくりを楽しむコーナーがあり
ます。

11月17日 東かがわ市引田図書室 東かがわ市引田図書室 無料
【東かがわ市立図書館HP】
http://www.higashikagawa-
library.jp/WebOpac/webopac/inform.do

東かがわ市引田図書室
TEL　0879-33-5551

香川県
東かがわ
市

① おはなし会「こそあど」 絵本や紙芝居を使った読みきかせをします。 11月23日 東かがわ市立図書館 東かがわ市立図書館 無料
【東かがわ市立図書館HP】
http://www.higashikagawa-
library.jp/WebOpac/webopac/inform.do

東かがわ市立図書館
TEL　0879-25-0696

香川県
東かがわ
市

①③
絵本作家真珠まりこ先生によるお
はなし会と講演会

絵本作家真珠まりこ先生によるおはなし会、講演会、ユニセフによる展示
を行います。

11月24日
東かがわ市立図書館、ひと
の駅さんぼんまつ１階ユーテ
リティースペース

東かがわ市立図書館 無料
【東かがわ市立図書館HP】
http://www.higashikagawa-
library.jp/WebOpac/webopac/inform.do

東かがわ市立図書館
TEL　0879-25-0696

香川県 丸亀市 ③
くらしの中の愛しき友－猪熊弦一
郎の作品とコレクション－

瀬戸内国際芸術祭2019の秋会期に合わせた企画展。猪熊弦一郎は、くら
しを美しく彩り、制作の糧となるものを愛情をもって集めてきました。コレク
ションと作品を通して猪熊の人柄や美意識を紹介します。

9月28日～11月17日 丸亀市立資料館 丸亀市立資料館
http：
//www.city.marugame.lg.jp/institution/culture/shiryo.ht
ml

丸亀市立資料館
0877-22-5366

一般300（260）円　（　）は20名以上
の団体、当日天守を利用した方、
瀬戸芸パスポート提示した方等

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22日～11月30日 丸亀市役所ロビー 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

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 おはなし会 幼児･児童対象に絵本の読み聞かせを行います。
10月1,8,15,29日11月
5,12,19,26日

秋寅の館 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17日 丸亀市生涯学習センター 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24日～11月6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 おはなし会 幼児･児童対象に絵本の読み聞かせを行います。 10月12日,11月9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
絵本作家おかださえ いのちのお
はなし

絵本の読み聞かせを行います。 10月19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 絵本作家さいとうしのぶ講演会 絵本作家さいとうしのぶさんの講演会を開催します。 10月26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 子ども哲学読書会 市内小学生を対象に、読書を通して大切なことを考える会を開催します。 11月2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
人形劇団どむならん「ブヒブヒのお
つかい」

人形劇団どむならんによる人形劇を開催します。 11月3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
絵本作家おかださえ いのちのお
はなし

絵本の読み聞かせを開催します。 10月19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 おはなし会 幼児･児童対象に絵本の読み聞かせを行います。 10月26日,11月23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
絵本リーディングとおもちゃ楽器の
演奏

桐子カオルさんによる絵本の読み聞かせとともに、ピアニストkeipyanさんに
よるおもちゃ楽器の演奏会を開催します。

11月2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
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～20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 ③ 広島ふれあいまつり 主に、広島島民による文化活動の作品展示や舞台発表を行います。 11月3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
【広島市民センター】
http://shiwaku-hiroshima.com/

広島市民センター
TEL 0877-29-2030

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2日,3日
本島コミュニティセンターほ
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 丸亀市文化振興講演会Vol.7
講師にNPO法人 iさいと 代表理事 井上 優氏を招き、「文化ボランティア実
践事例と地域再生」をテーマに講演会を開催します。

10月24日
丸亀市生涯学習センター4階
講座室1

丸亀市 無料
【丸亀市HP】
http://www.city.marugame.lg.jp/

丸亀市文化課市民会館建設準備室
TEL 0877-35-8708

香川県 丸亀市 ③
丸亀市文化芸術推進サポーター
養成ワークショップVol.8

コーディネーターにNPO法人 iさいと 代表理事 井上 優氏を迎え、「瀬戸内
国際芸術祭2019作品ガイド」を開催します。

10月25日 丸亀市本島町 丸亀市 無料
【丸亀市HP】
http://www.city.marugame.lg.jp/

丸亀市文化課市民会館建設準備室
TEL 0877-35-8708

要事前申込
フェリー代、バス代、作品鑑賞パス
ポート代が実費必要

香川県 丸亀市 ③
丸亀市文化芸術推進サポーター
養成ワークショップVol.9

コーディネーターにNPO法人 iさいと 代表理事 井上 優氏を迎え、「丸亀城
下町街歩きボランティアガイド」を開催します。

10月26日 丸亀市通町ほか 丸亀市 無料
【丸亀市HP】
http://www.city.marugame.lg.jp/

丸亀市文化課市民会館建設準備室
TEL 0877-35-8708

要事前申込

香川県 丸亀市 ③ 丸亀市文化振興講演会Vol.10
講師に九州大学大学院 教授 安立 清史氏を招き、「文化による市民創造・
市民活動と居場所づくり」をテーマに講演会を開催します。

11月23日
丸亀市生涯学習センター4階
講座室1

丸亀市 無料
【丸亀市HP】
http://www.city.marugame.lg.jp/

丸亀市文化課市民会館建設準備室
TEL 0877-35-8708

香川県 丸亀市 ③
丸亀市文化芸術推進サポーター
養成ワークショップVol.11

コーディネーターにNPO法人 iさいと 代表理事 井上 優氏を迎え、「私達の
したい事・できる事」を開催します。

11月24日
丸亀市生涯学習センター4階
講座室4

丸亀市 無料
【丸亀市HP】
http://www.city.marugame.lg.jp/

丸亀市文化課市民会館建設準備室
TEL 0877-35-8708

香川県 丸亀市 ①② ○△□の座
伝統文化を知りながら、紐解いて、歴史と比べながら、歌詞の中の言葉遊
びを知りながら、改めて「にほん」を知ります。

10月4日
丸亀城大手一ノ門
二階槽内

○△□の座
丸亀市文化課
TEL 0877-24-8822

1,000円

香川県 丸亀市 ①③ まるがめ文化芸術祭2019
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

丸亀市文化課
TEL0877-24-8822

一部有料

香川県 丸亀市 ③
まるがめ文化芸術祭2019主催展
覧会（前期展）

絵画展、写真展、工芸展を行います。 10月18日～24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
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2019主催展
覧会（後期展）

書展、文芸展、生花展、茶会を行います。 10月26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

丸亀市文化協会
TEL 0877-24-8822

茶会のみ500円

香川県 丸亀市 ③ 第48回丸亀城菊花展 総数700鉢を展示します。 10月20日～11月13日 丸亀城内 丸亀市菊花同好会 無料
丸亀市菊花同好会
TEL 090-5717-8521

香川県 丸亀市 ③ 芸能フェスタ丸亀2019 文化協会加盟団体による芸能フェスタです。 10月19日,20日 丸亀市生涯学習センター 丸亀市文化協会 無料
丸亀市文化協会
TEL 0877-24-8822

香川県 丸亀市 ③ 丸亀ここがＭＩＭＯＣＡｉｎ本島
改修工事による美術館休館中もＭＩＭＯＣＡを楽しんでいただけるよう、瀬
戸芸開催中の本島でさまざまなプログラムを予定しています。

9月28日～11月4日 真木邸（本島町笠島256）
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
丸亀市猪熊弦一郎現代美術館
TEL 0877-24-7755

香川県 丸亀市 ③
いのくまさんのスケッチブック
アートはバイタミン

猪熊弦一郎のスケッチブック作品の複製画を制作し、市内のカフェや商店
などに展示します。

9月28日～令和2年3月
31日

丸亀市内の商店など
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
丸亀市猪熊弦一郎現代美術館
TEL 0877-24-7755

香川県 丸亀市 ③ 喜劇一幕ひとごろし
文化財である千歳座で行う前進座による公演で、コロス（抒情的語り）と芝
居による笑劇です。

10月6日 本島（千歳座）
瀬戸内国際芸術祭2019本島実
行委員会・丸亀市

無料
丸亀市文化課
TEL 0877-24-8822

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

11月9日,10日 丸亀市生涯学習センター 丸亀市市立学校長会 無料
丸亀市教育委員会学校教育課
TEL 0877-24-8821

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
TEL 0877-89-7100

香川県 三木町 ①②③ 第49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奏の発表も行われます。

11月9日,10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HP】
https://www.town.miki.lg.jp

三木町役場
　生涯学習課
TEL 087-891-3314

香川県 三豊市 ③ せとうち物語-粟島編-
瀬戸内海で育った少女たち、かつての少女たちが「粟島海員学校物語」を
上映します。

10月5,12,19,26日
11月2日

粟島海洋記念館 瀬戸内国際芸術祭実行委員会
【瀬戸内国際芸術祭】
http://setouchi-artfest.jp

瀬戸内国際芸術祭総合案内所
TEL 087-813-2244

前売2500円、当日3000円（パス
ポート掲示で2800円）

香川県 三豊市 ② 笠高祭（文化祭） 展示、農産物の販売等を行います。 11月9日 香川県立笠田高等学校 香川県立笠田高等学校 無料
香川県立笠田高等学校
TEL 0875-62-3345

香川県 三豊市 ①
「大人も子どももみんなあつま
れ！絵本作家 山本孝さんとこわ
～いおばけをつくろう！」

講師に山本孝様を招き、絵本を使った読み聞かせトーク、ワークショップを
開催します。この講座は、図書館基本計画に基づいての研修となり、職員
とボランティアが協力して定期的に「おはなし会」を実施し、絵本に親しむ機
会を提供しています。また、地域や学校で活動する読み聞かせボランティ
アの研修講座を開催し、ボランティアの育成にも努めています。

11月10日 三豊市市民交流センター
三豊市図書館、三豊市教育委
員会

無料
三豊市豊中町図書館
TEL 0875-62-6430

三豊市広報10月号に掲載、チラシ
配布（10月上旬）

香川県 三豊市 ① みとよ未来図書館フェスタ
びっくり本バックとして、テーマごとにおすすめの本を袋に入れて貸出しま
す。

10月19日～
※なくなり次第終了

みとよ未来図書館 三豊市図書館 無料
みとよ未来図書館　TEL 0875-72-
5631

三豊市広報10月号に掲載

香川県 三豊市 ① みとよ未来図書館フェスタ タングラムを作って遊ぼう 10月20日 みとよ未来図書館 三豊市図書館 無料 みとよ未来図書館　TEL 0875-72- 三豊市広報10月号に掲載

香川県 三豊市 ① 三野町図書館フェスタ
おはなしクイズ
～登場人物でおはなしを当てよう！～

10月19日～27日 三野町図書館 三豊市図書館 無料 三野町図書館　TEL 0875-73-3121 三豊市広報10月号に掲載

香川県 三豊市 ① 詫間町図書館フェスタ 文字のない絵本展 10月16日～30日 詫間町図書館 三豊市図書館 無料 詫間町図書館　TEL 0875-83-6828 三豊市広報10月号に掲載

香川県 三豊市 ① 詫間町図書館フェスタ グラスアートでハロウィンオーナメントを作ろう！ 10月20日 詫間町図書館 三豊市図書館 詫間町図書館　0875-83-6828
800円
三豊市広報10月号に掲載

香川県 三豊市 ① 仁尾町図書館フェスタ
「おばけのきもだめし」でおなじみの絵本作家 山本孝さんが11月に三豊市
へやってくる！！山本孝えほん展

10月19日～27日 仁尾町図書館 三豊市図書館 無料 仁尾町図書館　TEL 0875-56-9565 三豊市広報10月号に掲載

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 仁尾町図書館フェスタ
ボトルキャップでつくる★エコでかわいい
ハロウィンマグネット

10月19日～28日 仁尾町図書館 三豊市図書館 無料 仁尾町図書館　TEL 0875-56-9565 三豊市広報10月号に掲載

香川県 三豊市 ① 豊中町図書館フェスタ GO!GO!部活展 10月19日～27日 豊中町図書館 三豊市図書館 無料 豊中町図書館  TEL 0875-62-6430 三豊市広報10月号に掲載

香川県 三豊市 ① 豊中町図書館フェスタ
マイハロウィンバッグを作ろう
～オリジナルバッグをもってお出かけ～

10月22日～27日 豊中町図書館 三豊市図書館 無料 豊中町図書館  TEL 0875-62-6430 三豊市広報10月号に掲載

香川県 三豊市 ① 山本町図書館フェスタ 特集展示 10月19日～10月27日 山本町図書館 三豊市図書館 無料 山本町図書館　TEL 0875-63-1041 三豊市広報10月号に掲載
香川県 三豊市 ① 財田町図書室フェスタ ハロウィンの飛び出すカード作り 10月23日～27日 財田町図書室 三豊市図書館 無料 財田町図書室　TEL 0875-67-0108 三豊市広報10月号に掲載

香川県 三豊市 ③
第7回　つくるフェスティバルinみと
よ

日本中で活躍するクラフト・アート作家を中心とした、ものづくりと食の祭典
(クラフトフェアー）です。開催することは、この地域の喜びであり、伝統に根
ざしながら芸術文化を基軸とした地域の活性化にも可能性を開き、来場者
の方に楽しんでいただける内容となっています。

10月19日,20日
宗吉瓦窯史跡公園・宗吉か
わらの里展示館

主催:NPO法人　まちづくり推進
隊みの
共催:宗吉かわらの里展示館

無料
【宗吉かわらの里展示館HP】
http://muneyoshi.sun-age.or.jp

まちづくり推進隊みの
TEL　0875-73-6228
宗吉かわらの里展示館
TEL　0875-56-2301

香川県 三豊市 ①③ 特別展「さぬき漆芸の技法」
香川県の漆芸を広く知っていただくため、香川県漆芸研究所の協力のも
と、さぬき漆芸の技法である「蒟醤（きんま）」「存清（ぞんせい）」「彫漆（ちょ
うしつ）」の3技法で制作された作品を展示します。

10月1日～27日 宗吉かわらの里展示館
主催:香川県漆芸研究所
共催:宗吉かわらの里展示館

【宗吉かわらの里展示館HP】
http://muneyoshi.sun-age.or.jp

宗吉かわらの里展示館
0875-56-2301

100円
(中学生以下･65歳以上無料)

香川県 三豊市 ①
紫雲出山で古代のくらしを体験し
よう

紫雲出山遺跡館広場において、古代の人々のくらしを体験します。マイギリ
での古代の火起こし、竹で皿・箸づくり、弓矢的あて、きなこづくり（焙烙で大
豆を炒める・石臼で挽く）、焼き芋、古代米の雑炊と赤米おにぎりなど

11月3日 紫雲出山遺跡館広場 三豊市
詫間町民俗資料館・考古館
0875-83-6858

500円
（幼稚園児以下200円）

香川県 三豊市 ①③ マリンウェーブフェスタ
わくわくステージでは、市民団体による社交ダンス、新体操、チアダンス、
合唱団での吹奏楽等の行事を開催。マルチメディアでは折り紙、書道、俳
句、キッズアート等の展示を開催します。

11月25日
三豊市文化会館マリンウェー
ブ

マリンウェーブ特定非営利活
動法人　三豊市総合型地域文
化・スポーツクラブ

無料
三豊市文化会館マリンウェーブ
TEL 0875-56-5111

香川県 三豊市 ①③ 高瀬町文化祭

各地区で文化祭が開催されます。絵、書、写真、俳句、木工、陶芸、生け花
など、子どもから大人まで市民の皆さんの力作を展示します。また、舞踊、
コーラス、マジックなどの芸能発表もあります。その他には、お茶会やコー
ヒーサロンなどの協賛行事も多数開催します。

11月2日,3日 みとよ未来創造館 三豊市 無料
文化協会高瀬支部
TEL 0875-72-5367

香川県 三豊市 ①③ 山本町文化祭

各地区で文化祭が開催されます。絵、書、写真、俳句、木工、陶芸、生け花
など、子どもから大人まで市民の皆さんの力作を展示します。また、舞踊、
コーラス、マジックなどの芸能発表もあります。その他には、お茶会やコー
ヒーサロンなどの協賛行事も多数開催します。

（作品展示）11月7日～
17日、11月20日～28日
（芸能発表）11月10日

（作品展示）山本町生涯学習
センター、（芸能発表）山本町
農村環境改善センター

三豊市 無料
文化協会山本支部
TEL 0875-63-1041

香川県 三豊市 ①③ 三野町文化祭

各地区で文化祭が開催されます。絵、書、写真、俳句、木工、陶芸、生け花
など、子どもから大人まで市民の皆さんの力作を展示します。また、舞踊、
コーラス、マジックなどの芸能発表もあります。その他には、お茶会やコー
ヒーサロンなどの協賛行事も多数開催します。

(作品展示)11月2日、3
日、10日、17日
（芸能発表）11月3日、
10日、17日

三野町体育センター、大見小
学校、吉津小学校など

三豊市 無料
三野町公民館
TEL 0875-73-3114

香川県 三豊市 ①③ 豊中町文化祭

各地区で文化祭が開催されます。絵、書、写真、俳句、木工、陶芸、生け花
など、子どもから大人まで市民の皆さんの力作を展示します。また、舞踊、
コーラス、マジックなどの芸能発表もあります。その他には、お茶会やコー
ヒーサロンなどの協賛行事も多数開催します。

（作品展示）11月2日、3
日　　　　　　　　　　（芸
能発表）11月3日

豊中町農村環境改善セン
ター、豊中支所前、市民交流
センターなど

三豊市 無料
豊中町公民館
TEL 0875-62-1155

香川県 三豊市 ①③ 詫間町文化祭

各地区で文化祭が開催されます。絵、書、写真、俳句、木工、陶芸、生け花
など、子どもから大人まで市民の皆さんの力作を展示します。また、舞踊、
コーラス、マジックなどの芸能発表もあります。その他には、お茶会やコー
ヒーサロンなどの協賛行事も多数開催します。

（作品展示）11月9日、
10日
（芸能発表）11月9日

詫間福祉センター、マリン
ウェーブ

三豊市 無料
文化協会詫間支部
TEL 080-6281-8811

香川県 三豊市 ①③ 仁尾町文化祭

各地区で文化祭が開催されます。絵、書、写真、俳句、木工、陶芸、生け花
など、子どもから大人まで市民の皆さんの力作を展示します。また、舞踊、
コーラス、マジックなどの芸能発表もあります。その他には、お茶会やコー
ヒーサロンなどの協賛行事も多数開催します。

（作品展示）11月1日、2
日、3日
（芸能発表）10月27日

仁尾町体育センター 三豊市 無料
文化協会仁尾支部
TEL 0875-82-2193

香川県 三豊市 ①③ 財田町文化祭

各地区で文化祭が開催されます。絵、書、写真、俳句、木工、陶芸、生け花
など、子どもから大人まで市民の皆さんの力作を展示します。また、舞踊、
コーラス、マジックなどの芸能発表もあります。その他には、お茶会やコー
ヒーサロンなどの協賛行事も多数開催します。

（作品展示）10月26日、
27日　　　　　　　　　（芸
能発表）10月27日

財田公民館、財田支所、健
やかプラザ「コスモス」

三豊市 無料
財田公民館
TEL 0875-67-0108

香川県 県内全域 ③ かがわ文化芸術祭2019
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・行事を開催しま
す。

10月1日～12月31日 県内全域 かがわ文化芸術祭実行委員会
【かがわアートナビ】
http://www.kagawa-arts.or.jp/

香川県政策部文化芸術局
文化振興課
087-832-3785

公演・行事により有料のものもあり

香川県 ① かがわ消費者フェア

特殊詐欺防止や、成年年齢引下げに伴う若年者の消費者被害防止をはじ
めとする、昨今の消費者問題について啓発を行うとともに、エシカル消費や
消費者志向経営、適格消費者団体制度など、消費者の認知度が低いもの
についても紹介し、県民の消費者意識向上を図ります。
トークイベントなどのステージイベントやブース別イベントを実施する予定で

10月20日
サンポート高松
デックスガレリア

県
香川県消費者団体連絡協議会

無料
香川県消費生活センター
TEL 087(832)3790

香川県 県内全域 ①
第６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27日～11月10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/kankyokanri/satoumi/umig
omi/index.htm

香川県環境管理課
TEL 087-832-3220

香川県 三木町 ② 第40回香川大学医学部祭

【外部ゲストによる企画】　アーティストライブ、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12日～13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/40th/index.html

香川大学医学部祭実行委員会
E-mail gakusai2019kmu@gmail.com

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2019」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13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 ②
令和元年度第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

10月26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/
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71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1日～3日 香川大学幸町キャンパス 香川大学 無料
香川大学サークル連合H.O.P.
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 三木町 ①②
香川大学農学部
オープンキャンパス・収穫祭2019

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

香川県 高松市 ①
第27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
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

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


