Setouchi Trienna le 2019
［会期］

［イベントチケットのご購入］

ふれあう春｜4月26日［金］-5月26日［日］31日間

イベントには、作品鑑賞パスポートとは別にチケットのご購入が必要なものがあります。

あつまる夏｜7月19日［金］-8月25日［日］38日間

作品鑑賞パスポートのご提示でチケットの料金が割引きとなります。その他、詳しくは

ひろがる秋｜9月28日［土］-11月4日［月］38日間

公式ウェブサイトをご覧下さい。

［開催地］
直島 / 豊島 / 女木島 / 男木島 / 小豆島 / 大島 / 犬島 / 沙弥島［春のみ］/ 本島
［秋のみ］

/ 高見島［秋のみ］/ 粟島［秋のみ］/ 伊吹島［秋のみ］/ 高松港周辺・宇野港周辺

SPRING

［前売券］ □オンラインで購入
イープラスマーク、ピーティックスマークのあるイベント・公演のチケットは、
パソコン / 携帯電話 / スマートフォンからオンラインでお買い求め頂けます。
・イープラス〈https//eplus.jp〉にアクセス &「瀬戸内国際芸術祭」で検索！

［作品鑑賞パスポート］
瀬戸内国際芸術祭2019の会期中、芸術祭の参加作品（施設）を鑑賞することが可能な
チケットです。

3シーズンパスポート｜瀬戸内国際芸術祭2019の全ての会期をお楽しみいただけます。
一般

16～18歳

15歳以下

4,800円

3,000円

鑑賞無料

2019年4月25日まで

当日現地販売のみ
（要身分証）

・ピーティックス〈https//peatix.com〉
にアクセス &「瀬戸内国際芸術祭」
で検索！
□窓口で購入｜イベント・公演によって、チケットの購入ができる窓口が異な
ります。詳しくは、以下までお問い合わせください。
瀬戸内国際芸術祭総合案内所 TEL：087-813-2244
瀬戸内国際芸術祭 公式ウェブサイト：setouchi-artfest.jp
※前売券は4月1日より順次発売予定

前売特別価格3,800円

［当日券］ 当日券は各イベント会場でのみ販売します。

1シーズンパスポート｜瀬戸内国際芸術祭2019の1会期のみお楽しみいただけます。
一般

16～18歳

15歳以下

4,000円

2,500円

鑑賞無料

当日現地販売のみ
（要身分証）

［お問合せ］
□芸術祭について｜瀬戸内国際芸術祭総合案内所

※16-18歳の割引購入は身分証の提示が必要です。販売は当日各案内所での販売のみとなります。
※有効期間中、芸術祭の参加作品
（施設）
を各１回鑑賞できます。
※地中美術館、豊島美術館へのパスポート提示による入館割引はありません。

TEL: 087-813-2244 E-MAIL: info@setouchi-artfest.jp
瀬戸内国際芸術祭公式ウェブサイト

※一部の作品や施設等において、別途鑑賞料等が必要となります。
※作品鑑賞パスポートによる鑑賞予約はできません。
※作品鑑賞パスポートには、各会場へのアクセスに要する費用
（船代等）
は含まれておりません。

setouchi-ar t fe s t .jp

Arts
Event

［アクセス］
航路と時刻表の詳細は、公式ウェブサイトをご覧ください。
沙弥島 JR 坂出駅よりバスで約20分、
東山魁夷せとうち美術館にて下車
四国村 JR 高徳線屋島駅下車 徒歩10分
琴平電鉄志度線 琴電屋島駅下車

Per form i ng

Program

徒歩5分

2 019
四国村
Shikokumura

アサヒビール株式会社・アサヒグループホールディングス株式会社｜鹿島建設株式会社｜カトーレック株式会社｜

イオンリテール株式会社｜四国旅客鉄道株式会社｜西日本旅客鉄道株式会社｜日本たばこ産業株式会社｜
野村證券株式会社｜株式会社ビームス｜三井不動産株式会社｜両備グループ｜高松空港株式会社｜株式会社アミューズ｜
株式会社マルナカ｜岡山電気軌道株式会社｜大日本印刷株式会社｜花王株式会社｜カサイホールディングス株式会社｜
株式会社七宝｜大和証券株式会社｜ハヤカワ電線工業株式会社｜株式会社ビーバーホームズ｜株式会社百十四銀行｜
ユウ・ティ・イー株式会社｜ことでんバス株式会社｜イソップ・ジャパン株式会社｜高松琴平電気鉄道株式会社｜
全日本空輸株式会社高松支店｜日本航空株式会社高松支店｜アオイ電子株式会社｜有限会社アキヤマ自販｜
アセッターズ株式会社｜株式会社ＮＴＴドコモ｜株式会社大本組｜オリエンタルモーター株式会社高松事業所｜
株式会社香川銀行｜香川県信用金庫協会｜香川県信用組合｜香川証券株式会社｜かどや製油株式会社｜
木下製粉株式会社｜株式会社ぐるなび｜株式会社サムソン｜株式会社三光エンジニアリング｜四国化成工業株式会社｜
四国電力株式会社｜株式会社資生堂｜株式会社髙島屋｜帝國製薬株式会社｜東洋アルミニウム株式会社｜
平成30年度 文化庁
国際文化芸術発信拠点形成事業

公益財団法人南海育英会｜株式会社日本総険｜株式会社博報堂｜一般財団法人阪大微生物病研究会｜
本州四国連絡高速道路株式会社｜公益財団法人松平公益会｜森ビル株式会社｜

プログラム 春

［協賛］

パフォーミング

株式会社ＪＴＢ｜日本郵便株式会社 | ビー・エム・ダブリュー株式会社｜公益財団法人福武財団｜

株式会社ベネッセホールディングス | 株式会社レクザム｜

アーツ・イベント

［パートナー］

春 会 期 の 主 な イベ ント
ダンス｜回遊｜ E34

4.26fri +27sat + 28sun

音楽｜回遊｜ E35

4.26fri +27sat + 28sun

伊藤キム
切腹ピストルズ
「侵入 / ラジオで踊る」 「せっぷくぴすとるず・神出鬼没」

地域＋伝統｜沙弥島｜ E19

映画｜女木島｜ E10

4/26［金］『侵入』高松港
4/27［土］『侵入』女木島・男木島
ラジオで踊る』高松港

（リン・シュンロン林舜龍作品「国境を越えて・海」内にて）

4/28［日］ 侵入』沙弥島

［料金］
『侵入』無料

『ラジオで踊る』¥500（パスポート提示で無料）
ダンサー、伊藤キムが瀬戸内の自然の中に
溶け込み、芸術祭に侵入していく。
侵入〜運んでホイホイ』
船着き場にダンサーが現れてパフォーマンスを
展開。“なにか”を運んでいるようなしぐさは、
さ
まざまなイメージをかき立てる。途中から観客
も巻き込み、最後には“なにか”を囲み、
みんな
で踊りながら祝祭空間を演出する。

［会場］
「島奇襲」の巻

4/26［金］高松港・宇野港
4/27［土］沙弥島
4/28［日］ 男木島・小豆島

［料金］無料

和太鼓チーム切腹ピストルズが、春夏秋と
「島
奇襲」の巻と題してまたしても瀬戸内で大暴れ。
夏には屋島・四国村の古民家が切腹ピストル
ズで溢れかえる
「村をつくる」の巻、同日、農
村歌舞伎舞台でのワンマンライブを敢行。
その他にも結願目指し、四国遍路で東へ西
へ。なにはともあれ、刮目して待つべし！
［夏・秋会期］
夏 7/19［金］、21［日］ ｢島奇襲」の巻
7/20［土］
｢村をつくる」の巻＠四国村
秋 11/2～4［土日月］ ｢お遍路膝栗毛」の巻

ラジオで踊る』
（林舜龍）
高松港にある、リン・シュンロン
作品
「国境を越えて
・海」内に置かれたラジオで生
放送を受信しながら展開される伊藤キムの即
興ソロ。小さな箱から流れる音楽やニュース、
そして雑音すらも利用してダンスに変換する。

地域｜豊島｜ E05

5.11sat
愛知県立芸術大学
瀬戸内アートプロジェクトチーム

「天遊茶会」

伝統｜犬島｜ E17

4.30tue

5.3fri + 4 sat + 5 sun

5.3fri

5.5 sun

5.5sun + 6mon +19sun

市民煎茶グループ 曙

女木島名画座上映会

nomad note dance in
Uno Ⅱ

島のお誕生会

坂本頼光×鈴木広志×大口俊輔×
小林武文

藤原和「犬島楽茶2019」

「万葉茶会とその講演～華～」

［会場］沙弥島・万葉会館
［時間］10: 00〜16: 00
［料金］講演無料

お茶券￥300、パスポート提示で￥100

狭岑の島
（さみねのしま = 沙弥島）に流れ着
いた柿本人麻呂が読んだあまりにも有名な
一句。
玉藻よし 讃岐の国は 国からか…
煎茶とともに . 万葉の風情を味わい，特色あ
る地域文化の保存と継承に努めてきた、地元
の煎茶グループが茶会と講演を開催。
茶・花・香は寄り合いの芸と呼ばれ、仏教より
発生したこれらの芸能は古くより一つの座を
持ち、公家文化―武家文化と伝播されてきた。
江戸期には趣味人の間でも楽しまれることと
なり、遠く2,000年の時を経て現在に至る。
今回はその花の根源であり550 有余年の歴
史を誇る池坊いけばな家元夫人である池坊
保子氏に “ 華 ”とはと講演をお願いし、続い
て香川県神社庁による雅楽とともに一煎の
茶を喫する。

THEATRE MEGI

｢女木島名画座」
( 高松港集合・解散のツアー形式）
［時間］15:40 高松港集合 /20:40高松港帰着
［料金］￥8,000
［前売］琴平バス株式会社にて販売
URL：https://setouchi-artfest.kotobus.com/
瀬戸内国際芸術祭 2016で女木島で制作さ
れたアート作品
「ISLAND THEATRE MEGI「女
木島名画座」で名画の上映会を開催。女木
島の夕暮れを体験しながら、映画鑑賞・島内
作品のナイトプログラム鑑賞・上映作品にま
つわるディナーを楽しみ、チャーター船で高
松に帰ってくるツアー型上映会。定期船終便
後の島を楽しむ特別なプログラム。
［案内人］
北川フラム
［上映作品］
『 映画 夜空はいつでも最高密度の青色
だ』
（2017）
［夏・秋会期］
夏8/17［土］、秋10/12［土］

撮影：高橋拓人

［会場］宇野港フェリー乗り場周辺・UNO

STEP
［時間］5/3［金］17: 00〜、5/4［土］17: 00〜
5/4［土］ラ・マル・ド・ボア内
( 茶屋町〜八浜間）
※11:10宇野駅着
5/5［日］9:00〜、17:00〜（各回15分）
［料金］無料

音 の出る箱
「nomad note box」を使ったダ
ンスと音楽のパフォーマンスを新規作品の
UNO STEP 周辺で展開。芸術祭への玄関口
として賑わう港を拠点に UNO STEP までのパ
レ―ドや UNO STEP の広場でパフォーマンス
が行われる。また、岡山駅～宇野駅を繋ぐ

「キネマと音楽の夕べ in 屋島」

［会場］豊島・島キッチンテラス

［会場］犬島全域

［時間］14: 00〜15: 00
［料金］無料

豊島・島キッチンのテラスで毎月１回開催さ
れる
「島のお誕生会」。豊島に住んでいる方
や豊島を訪れた方が一緒に、お誕生月を迎
えた方々をお祝いする。島のおじいちゃんや
おばあちゃん、子どもたち、来場者や、この日
のために駆けつけたボランティアサポーター
こえび隊など、いろんな人が自由に参加でき
る会。2014 年から続く豊島のお誕生会では、
毎回さまざまな楽しいゲストを迎えこれまで
のべ約 300 名以上をお祝いしてきた。島の
方々とふれあいながら島キッチンのテラスで
ほっこりと過ごす島時間を体験できる。会の
最後にはお楽しみのデザートも登場する。

観光列車
「ラ・マル・ド・ボア」にも乗車し旅の
始まりを盛り上げる。
その他、UNO STEP では、9:15～10:15 紙で作
る手のひらサイズのアコーディオン
「ぺパニカ」 ［出演］nomad note dance 他
「ピフポフ」の販売、ワークショップも実施予定。
［夏・秋会期］毎月1回開催

［出演］井上裕紀子、
ゆざわさな、高野裕子、朝倉円
香、岡田路子 ［振付］
高野裕子
［映像
（記録）
］
上球音、長谷川雅晴
［音響
（作曲）
］
きだしゅんすけ ［制作］
岡田路子

［時間］10: 00〜16: 00
［会場］屋島・四国村・小豆島農村歌舞伎舞台
［料金］前売り￥1,500、当日￥2,000

パスポート割引￥1,800
小中高￥1,000（前売り・当日とも）

［前売］

現在放映中の NHK 大河ドラマ
『いだてん』の
音楽を演奏し、舞台・映画・ファッションショー
など世界中で幅広く活動する気鋭の音楽家
3人によるオリジナル楽曲の生演奏と、鬼才・
坂本頼光による活弁で20世紀初頭の名作無
声映画に魂を吹き込む。星空の下、農村歌
舞伎舞台で繰り広げるスペクタクルな無声
映画の上映会。
［上映作品］子宝騒動
（1935年／松竹蒲田／監督
= 斎藤寅次郎）
ほか
［出演］坂本頼光
（活弁士）
、鈴木広志
（サキソフォー
ン）
、大口俊輔（ピアノ・アコーディオン）
、小林武文
（パーカッション）

5.11sat
鬼太鼓座
「白砂青松を駆ける

ツアー｜直島｜ E03

地域＋伝統｜直島｜ E01

パフォーマンス｜回遊｜ E33

5.12sun + 19sun

5.18sat

5.19sun + 26sun

直島建築ツアー

直島女文楽「薫風の舞」 世田谷シルク

「海と森の守りびと」

MEGI-ONI-Festival 2019」

［会場］直島・直島ホール

［会場］女木島・MEGI

HOUSE
［時間］10:00〜／10:50〜／11:40〜／
12:30〜／13:20〜（約40分）
［料金］¥500
（抹茶・お菓子代金）

［料金］¥3,000
（要予約）

［料金］前売り￥1,000、当日￥1,500

※作品鑑賞パスポートをお持ちでない方は
MEGI HOUSE 入館料が必要

女木島内に茶室を設け、定期的に茶の文化
に親しむ企画を展開する茶人、中條晴之氏
の席数限定の小さな茶会。天遊茶会とは、
中條氏所有の茶たくに由来する。世界各地
で茶席を催す茶人ならではの、さまざまな器
を茶器として楽しむ薫り高い知的なひと時。
当日は、春会期中の個展を MEGI HOUSE で
開催中の本濃研太氏も来場し、会話に参加
する。
［夏・秋会期］
週末を中心に WS やコンサー
トを開催予定

［会場］女木島・八幡神社・松原

［時間］15: 00開場／15: 30開演

［料金］前売り￥1,500、当日￥2,000

パスポート割引￥1,800
小中高￥1,000（前売り・当日とも）

［前売］

国内外で活動を続ける鬼太鼓座が通称
「鬼ヶ
島」と呼ばれる女木島についに上陸。女木
島の松林を舞台に太鼓を縦横無尽に操り女
木島の鬼を誘う。時に潮騒と調和し時に潮
騒を打ち消す太鼓の響きは圧巻。この場所
でしか味わえない音圧を感じる公演。

［申込］ベネッセアートサイト直島

web 予約システムで予約受付

事前に詳しい旅行条件書をお渡ししますので、ご確
認のうえお申込み下さい。

URL:http://benesse-artsite.jp/program/

直島小学校、直島町役場庁舎内、またべえな
ど通常見学できない施設を特別公開。
※日帰り、食事なし、添乗員同行なし
※最少催行人員：2名
［旅行企画・実施］
香川県知事登録旅行業第2-241号
㈱直島文化村
香川県香川郡直島町364番地1
電話番号 087-892-3246
( 一社 ) 全国旅行業協会正会員

［夏・秋会期］
週末を中心に開催予定

［時間］14:30〜16:00
（開場14:00）

パスポート割引￥1,300
小中高￥800（前売り・当日とも）

［前売］

江戸時代天領の地であった直島は古くから
芸能が盛んに行われ
「直島女文楽」はその代
表的なもの。今のように人形の使い手が女
性だけになったのは昭和 23年以降。一度は
下火になりかけていた文楽熱を女性3人の手
により再興。昭和 30 年に県無形文化財とな
り、現在も県無形民俗文化財として受け継が
れている。
「寿式二人三番叟」と
「恋女房染分
手綱 重の井子別れの段」を上演。ゲストの
箏と尺八の女性デュオ
「五二三」の演奏が花
を添える。
［出演］
直島女文楽、五二三
（ゲスト）

沙弥島・ナカンダ浜

5/26［日］ 豊島・家浦港ほか
宇野・UNO STEP
［料金］
無料

東京を拠点に海外でも活動する劇団、世田
谷シルクと子供たちによる妖怪行脚。
「万物
に神が宿る」という考え方より、自然のもの
や海岸の漂流物、路上のゴミなど、あちこち
に落ちている神様たちを拾い集めて、八百万
の妖怪お面を作る。それをつけて町や海を
行脚し、時に足を止め、道行く人と
「見つめあ
う」企画。
［演出］
堀川炎
［出演］
世田谷シルク、子ども達

開催地である犬島は岡山県側の唯一の島で
あり、備前焼の産地から最も近い島。作家
が制作する現代の備前焼は、伝統を踏まえ
つつも前衛的な展開も見られ、多種多様に
変化している。それらの『新しい工芸』と
いう切り口で作られた作品を茶道具とし
て見立てたお茶会を開催する。
［夏・秋会期］
夏 7/28［日］、8/10［土］-11［日］、24［土］
秋 9/28［土］～29［日］、10/26［土］

5.26sun
さぬき獅子舞保存会
「舞」

撮影：石川直樹

越智良江「僕らが生まれる7日間の
舟歌（バルカロール）
」
［日程］ 8/10
［土］
・11［日］16:30～（開場16:00）
［会場］直島・八幡神社

ひびのこづえ
「WONDER WATER 男木島 ver.」
［日程］ 8/24
［土］
・25［日］

［会場］男木島・加茂神社横

浜辺

E22

撮影：宮脇慎太郎

［会場・時間］

5/19［日］ JR 坂出駅前及びハナミズキ広場

茶室を使い、犬島にて開催。そして今回は
さらにもう一台（黒色）を制作し、赤い茶室
と連携を図り、より広範囲に展開。

E11

E25

［時間］9:45〜12:45

備前焼作家によるお茶会。2013年に発表し
た、移動できるリヤカー（赤色）を改造した

地域＋伝統｜高松｜ E26

讃岐の伝統〜新たな時代へ〜

［会場］直島・文教地区・本村地区

大・中・高生300円、小学生以下無料

夏 秋 Pick Up Events
E04

音楽｜女木島｜ E09

［料金］お茶券￥500、パスポート提示で￥400

［時間］19: 00〜21: 00（開場18:30）

10/26［土］、27［日］にも開催
［秋会期］

［講師］
池坊保子 ［雅楽演奏］
香川県神社庁

［出演］伊藤キム、KEKE、後藤かおり、立本夏山、
八木光太郎

伝統｜女木島｜ E08

映画｜高松｜ E24

4.29mon

［会場］女木島・ISLAND
［会場・時間］

ダンス＋音楽｜宇野港｜ E32

［会場］高松港大型テント広場
［時間］15:30〜18:30
［料金］無料

さぬきの獅子舞は全国的に貴重な約1, 200
組もの獅子舞を継承している。さぬきの風

サファリ・P
「悪童日記」

瀬戸内少女歌劇団
「せとうち物語—粟島編—」

［日程］ 10/5
［土］

［日程］ 10/5
［土］
・12
［土］
・19
［土］
・26
［土］
・11/2
［土］

［会場］屋島・四国村・小豆島農村歌舞伎舞台

E29

［会場］粟島・栗島海洋記念館周辺

E30

土が生んだ獅子舞が島々や港に現れて来場
者をもてなす。5月26日の春会期最終日には
特徴的な獅子組がテント広場に集結し、公
演を行う。
撮影：池上直哉

SETOUCHI ART BOOK FAIR
［日程］ 10/25～27
［金土日］
［会場］高松・玉藻公園

披雲閣

クリスティアン・バスティアンス
「大切な貨物」
［日程］ 11/1
［金］
、2［土］

［会場］高松・サンポートホール高松・第1小ホール
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