SUMMER

Setouchi Trienna le 2019
［会期］
ふれあう春｜4月26日
［金］
［日］31日間
-5月26日

［イベントチケットのご購入］
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。作

あつまる夏｜7月19日
［金］
［日］38日間
-8月25日

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、詳しくは公式ウェ
ブサイトをご覧下さい。

ひろがる秋｜9月28日
［土］
［月］38日間
-11月4日
［開催地］
［春のみ］/ 本島
［秋のみ］
直島 / 豊島 / 女木島 / 男木島 / 小豆島 / 大島 / 犬島 / 沙弥島
/ 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
［作品鑑賞パスポート］
（施設）
を鑑賞することが可能なチケッ
瀬戸内国際芸術祭2019の会期中、芸術祭の参加作品
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

4,800円

16～18歳

15歳以下

3,000円

鑑賞無料

当日現地販売のみ
（要身分証）

4,000円

16～18歳

15歳以下

2,500円

鑑賞無料

当日現地販売のみ
（要身分証）

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！
・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6月20日より順次発売

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

［前売券］ □オンラインで購入

［当日券］ 当日券は各イベント会場でのみ販売します。

［お問合せ］

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。
※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。

Per form i ng

TEL: 087-813-2244 E-MAIL: info@setouchi-artfest.jp

Arts

瀬戸内国際芸術祭公式ウェブサイト

setouchi-ar t fe s t .jp

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。
四国村

Program

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 徒歩5分

2 019

［パートナー］
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｜
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｜
［協賛］
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｜
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｜
文化庁
国際文化芸術発信拠点形成事業

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｜
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夏 会 期 の 主 な イベ ント
音楽｜回遊｜ E35

※ QRコードを読み込むと芸術祭公式ウェブサイトのそれぞれのイベントページにアクセスできます！
（QRコード読込アプリ等が必要な場合があります）
ダンス｜小豆島｜ E13

7.19fri+20sat+21sun
切腹ピストルズ
せっぷくぴすとるず・神出鬼没
「島奇襲」
の巻/
「村をつくる」
の巻
Seppuku Pistols
“Seppuku Pistols Setouchi Tours"

7.20sat +21sun
+ 27sat + 28sun

音楽｜女木島｜ E08

パフォーマンス｜小豆島｜ E12

7.20sat + 8.17sat
+ 8.23fri + 8.24sat

7.21sun

7.27sat+8.3sat+17sat

福武ハウス
アジア・アート
・プラットフォーム

直島建築ツアー

愛知県立芸術大学
後山阿南
瀬戸内アートプロジェクトチーム
「デジャヴ-生きている遺産」
「Limpid Sun/透明な太陽」「週末は MEGI HOUSE」 Fukutake House - Asia Art Platform
Anan Atoyama “Limpid Sun"

建築｜直島｜ E03

伝統｜犬島｜ E17

音楽｜大島｜ E16

7.28sun+8.10sat
+11sun+24sat

Naoshima Architectures Tour

8.3sat

大島に行こう！アートと自
藤原和「犬島楽茶2019」 然を楽しむ子どもサマー
Kazu Fujiwara
キャンプ［発表会］
“Inujima Rakucha Tea Ceremony 2019"

“Déjà vu - the Living Heritage"

Aichi University of the Arts,
Setouchi Art Project Team

伝統｜豊島｜ E07

8.3sat-15thu
+10sat-12mon
気流部「空を曳く」
kiryu-bu “Hauling the Sky"

Let's go to Oshima!
Children's summer camp

“WELCOME TO MEGI HOUSE on WEEKENDS!"

［会場］直島・文教地区・本村地区
［時間］9:45～12:45

［会場］展示 ·WS ｜香川県小豆郡豊島甲生

［料金］¥3,000
（要予約）

「島奇襲」の巻（7/19［金］,7/21［日］）

［会場］戸形公民館

［会場］詳細は公式ウェブサイト参照［料金］無料

［時間］18: 30～19: 30
（開場18: 00）

「村をつくる」の巻（7/20［土］）
［会場］屋島・四国村［時間］
19:00～20:00（開場18:00）
［料金］前売り￥1,000、当日￥1,500
パスポート割引￥1,300
小中高￥800（前売り・当日とも）
［前売］

四国村、DUKE SHOP 高松

｢島奇襲｣の巻｜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！
｢村をつくる」の巻｜和楽器パンクバンド切腹ピ
ストルズが、四国村で「村をつくる」の巻を展開。
11:00～15:00まで四国村のあちこちの古民家で
隊員による「履物屋」
「 寺子屋」
「せっぷくぴすと
るず名物みやげ」などが出現予定。夜19:00から、

［料金］前売り￥1,000、
当日￥1,500

パスポート割引￥1,300
小中高￥800
（前売り・当日とも）
［前売］
土庄町商工観光課、オリーブナビ小豆島

日没に合わせてコンテンポラリーダンスを上演。
刻一刻と変わる光景と共にフランス、
シリア、ガン
ビア、イタリア、日本という多国籍の出演者が浜
辺で踊る。それぞれの文化や経験による独自の
動きと音を展開し、それと同時に、多様な植物や
動物を追想するかのように体現することで、地球
上の無常の記憶を照らし出す。

［会場］福田・旧福田小学校
［会場］港周辺
（MEGI

［時間］17:00～19:00
（開場16:30）

HOUSE）

［料金］前売り￥2,000、当日￥2,500

喜びの島－ MEGI Vol.10
［時間］7/20
［土］

（開場14:45）
15:30～
［料金］￥800
（パスポート提示で￥500）
「WAVE」Hybrid Concert
［時間］8/17
［土］

（開場15:30）
16:00～
［料金］￥800
（パスポート提示で￥500）

KUNKUN ISLAND
＠女木島～島の匂いをめぐる旅～
［時間］8/23
［金］

［無料バス付きチケット販売］終演後土庄港行き無料
バス付チケットを販売しております。 ※数に限りがござ
います。売り切れの際は予めご了承ください。
［振付、
構成、美術］
後山阿南
［出演者］Anan Atoyama, Meizar Bakdaliya,

Francesca Cinalli,Anne Davienne, Sarjo Sankareh

撮影：Jim Tompson Art Center

（女木島）
16:00～17:00
8/24［土］
（女木島＋男木島）
10:30～15:30
［料金］￥600
（パスポート提示で￥300）

パスポート割引￥2,300
高校生以下無料
［前売］

土庄町商工観光課、オリーブナビ小豆島

過去代々伝わる知恵や古き美学、自然に対する
感性「遺産」は消えつつあるように考えられてい
るが、実際は形を変えデジャヴのように私たちの
生活の場に現れている。
今回は、香港、台湾、インドネシア、
タイのアーティ
ストがパフォーマンスを披露。それぞれ固有の文
化背景を投影した演目を上演することで、過去の
「遺産」を体感しつつ、重要な意味を持つ文化
として未来に残し、山に包まれた小さな集落、福
田が会場になることで自然の恵みを体験すること
ができる。

［会場］犬島全域

［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

［秋会期］
10/5、10/12、10/26、11/2［土］

722（詳細は公式ウェブサイト参照）、

［時間］10: 00～16: 00
［料金］お茶券￥500、パスポート提示で￥400

大・中・高生 ¥300、小学生以下無料
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。
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。

［会場］大島会館

撮影：宮脇慎太郎

大ホール
［時間］13: 30～14: 30
（開場13: 00）
［料金］前売り￥1,000、当日￥1,500
パスポート割引￥1,300
小中高￥800（前売り・当日とも）
［予約］予約のみ7/10から

（木）
～3日
（土）
、小学1年から中学3年ま
8月1日
でを対象にサマーキャンプを実施。子どもたちは、
おおたか静流や鬼太鼓座のワークショップに参
加し、最終日はアーティストらとその成果発表を行
う。今回は、打楽器と全身を使った音楽を披露
する予定。この3日間のために集まった子どもた
ちとアーティストによるスペシャルな時間を楽しめる。

凧揚げ｜甲生海岸（風次第では変更もあり）
［時間］凧公開制作｜8/3［土］～8/15［木］

9:30～16:30
凧絵付け WS ｜8/10［土］·11［日］·12［月］
13:00～14:00
大凧揚げ｜8/11［日］·12［月］15:00～（予定）
［料金］凧絵付けＷＳ￥500、大凧揚げ無料
［予約］予約のみ

瀬戸内の風を用いた凧あげという日本人にとっ
ての原風景を通じ、豊島とお客さんを繋いでいく

PJ。風をつかみ、上空に流れる空気を体感する
事で作品に内包され豊島の美しい風景の一部と
なる事が出来る。
［秋会期］
大凧作品展示［週末開館］
（日）
－ 14
（月· 祝）
凧揚げ祭り10/13

［秋会期］9/28［土］～29［日］、10/26［土］

8/24女木島から男木島へのフェリー代は別途必要です。
［予約］予約のみ

農村歌舞伎舞台でのワンマンライブを敢行。
［秋会期］
11/2～4［土日月］｢お遍路膝栗毛」の巻

地域｜豊島｜ E05

8.4sun
島のお誕生会
Island Birthday Party

音楽｜高松港｜ E28

8.9fri+10sat
+ 11sun+ 12mon

演劇｜直島｜ E04

映画｜女木島｜ E10

8.10sat+11sun

シンポジウム｜高松港｜ E31

8.17sat

越智良江
女木島名画座上映会
Screening
of Megijima
「僕らが生まれる7日間
Vocal Asia
「Vocal Asia Festival」 の舟歌（バルカロール）」
Vocal Asia
“Vocal Asia Festival"

パフォーマンス｜男木島｜ E11

演劇｜小豆島｜ E14

8.21wed

8.24sat+25sun

8.24sat+25sun

瀬戸内アジアフォーラム

ひびのこづえ

香川大学×
小豆島夢プロジェクトチーム

「WONDER WATER 男木島ver.」

Setouchi Asia Forum

Kodue Hibino
“Wonder Water Ogijima ver."

Yoshie Ochi “Barcarole for Birth"

音楽＋トーク｜高松｜ E27

毎週
水、木、金、土、日
宇川直宏

「演劇でみる小豆島のカタチ」 「DOMMUNE SETOUCHI」
「トラと呼ばれたサル」

中山公演

NAOHIRO UKAWA
“DOMMUNE SETOUCHI"

Kagawa University×Shodoshima Dream Project

“ What makes an Island?
- A theatrical analysis of Shodoshima."

撮影：宮脇慎太郎

［会場］女木島・ISLAND

［会場］唐櫃岡 · 島キッチン

［会場］八幡神社

［時間］14: 00～15: 00（開場13: 30）
［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。
［秋会期］10/6
［日］
、
11/2
［土］

［会場］8/9,10,11は レクザムホール、

8/12は小豆島ほか
［予約］087-823-5023（10:00～18:00）
アジア最大規模のアカペラの祭典、ボーカルア
ジアフェスティバルは2011年より、アジアの主要
都市で開催されてきた。今回高松のレクザムホー
ルをベースに、恒例のアジアカップ · アカペラ大
会等を開催。8/12は小豆島や豊島といった島々
に出かけて歌声を披露する。
［チケット］
8/10,11のチケットはレクザムホールで購入できます。

撮影：宮脇慎太郎

［時間］16:30～17:30
（開場16:30）
［料金］前売り￥1,000、当日￥1,500

パスポート割引￥1,300
小中高￥800（前売り・当日とも）
［前売］

子どもたちの考えた八幡神社お参りツアーと、演
劇公演が一体となっている公演を行う。会場は
本村地区にある護王神社に隣接する八幡神社
の境内。
「舟」をテーマに直島と瀬戸内の子ども
たちが3ヶ月かけてアイディアを出し合いながらワー
クショップを通じて創りあげるオリジナル演劇。
［演出］
越智良江
［出演］
直島と瀬戸内の子どもたち
［振付］
越智良江
［音響］
村上政夫 ㈱スタックス
トラス
ト
［照
明］
福田哲也 ㈲ケアー
［舞台監督］
若旦那家康
（コ
トリ会
議）
［舞台美術］
森山純一 ㈱フルステージ
［音楽］
丁美佳

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 /21:00高松港帰着
［料金］￥8,000
［前売］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

［会場］かがわ国際会議場

高松シンボルタワー タワー棟６F
［時間］10：30～18：30
（開場10:00）
［料金］無料
（要予約）
［予約］詳細は公式ウェブサイト参照

アジア各国 · 地域でアートによる地域づくりに取
り組む行政、企業、アート団体等々が集い、経験
を分かち合い、学び、語り合うフォーラムの公開
プログラム。第2回となる今回は、
「観光」
「 芸術

れを体験しながら、映画鑑賞 · 島内作品のナイト

祭」
「地域づくり」といったテーマのもと、議論しあ

プログラム鑑賞 · 上映作品にまつわるディナーを

う場を創出し、ネットワークをつくりだす。

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。定期船最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］
『ぼくたちの家族』
（2014）
［監督］
石井 裕也

10/12［土］
［秋会期］

［アクセス］
JR 高松駅から徒歩３分

撮影：石川直樹

［会場］加茂神社横の浜辺

（雨天時：男木小中学校体育館）
［時間］8/24［土］ 11:15、
15:30

［会場］中山農村歌舞伎舞台

8/25［日］ 11:15
［料金］前売り￥1,000、当日￥1,500
パスポート割引￥1,300
小中高￥800（前売り・当日とも）

［時間］17:00～18:00
（開場16:30）

［前売］

［前売］

魚やクラゲ、
イソギンチャク、海藻など美しい海の
中を表現したダンス· パフォーマンスを男木島のビー
チで上演。ひびのこづえによるカラフルで浮遊感
のある衣装がホワイ
トアスパラガスにより命を吹き
込まれる。アクロバティックな身体表現とジャグリ
ングで、幻想的な水中の世界を生き生きと描く。
［衣装］
ひびのこづえ［出演］
ホワイトアスパラガス（谷
［振付］
ホワイトアスパラガス
口界、
ハチロウ）
［音楽］
川瀬浩介［制作］
ひびのこづえ事務所

［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）
過去、現在の小豆島をひもとき、未来の小豆島
を演劇を通して考察するプロジェクトとして、肥
土山と中山の農村歌舞伎舞台にて演劇を上
演。島で暮らす高校生は、自分の未来をどのよ
うに考え、選択するのか？小豆島を舞台に個人
的 · 社会的なあらゆる場面で起こる選択という
行為を考え、地域の方々とともに取り組む。
［脚本・演出］
豊永純子
［土日］
肥土山公演「蛙の池の今昔物語」
［秋会期］
9/28・29

［会場］楽園天国ビル２Ｆ
（高松市百間町8-22）
［時間］19: 00～23: 00
［料金］¥1,300～2,800
（プログラム内容によっ

て異なる）

※直接会場にて支払い
※別途ドリンク代
高松出身のアーティスト宇川直宏が渋谷に開局
した DOMMUNE のサテライトスタジオが高松の
繁華街に登場。夏会期中毎週水曜日～日曜日
の19:00～トーク番組や音楽番組を生配信し、そ
のスタジオを観覧することが可能。
※20歳未満入場不可
［アクセス］
ことでん片原町駅 徒歩4分
高松港から 徒歩18分

夏会期 アーティストイベント・ワークショップ
◎アートサイトへの入場の際、作品鑑賞パスポートの提示もしくは個別鑑賞料が必要です

女木島「島の中の小さなお店」プロジェクト

女木島・八幡神社境内

mg05 ヴェロニク
・ジュマール
「Café de la Plage ／カフェ・ドゥ・ラ・プラージュ」

mg04 平尾成志×瀬ト内工芸ズ。
「盆栽ワークショップ」

［日程］ 木～火
（水休）
［時間］10: 00～16: 30
（ランチ11: 00～）

［日程］ 期間中随時 ※雨天中止

［料金］詳細は公式ウェブサイト参照

［時間］10:00～16:30
（受付15:30まで）
［料金］ ¥2,000

光や熱で色の変わるカウンターやテーブルのある不思議なカフェ。
ドリンクと軽食を提供する。運営協力：株式会社 代官山ワークス
mg06

宮永愛子「ヘアサロン壽」

［日程］ 金～月
（月は隔週休み）
＋祝日
［時間］13: 00～16: 30 ［料金］カット
（ブロー込）
¥3,500、シャン

何種類かの中から盆栽の素材をお選びいただき、お好きな鉢への植
え替えを体験いただけます。※都合により開催を見合わせる場合もあります。

盆栽・パフォーマンス 平尾成志×切腹ピストルズ
［日程］
7/21［日］［時間］15:00～16:00 ［料金］無料
［会場］
BONSAI

deepening roots 横の広場

プー
（ドライ込）
¥1,000、ブローのみ ¥1,500
予約不可、先着順。協力：玉木ひろ子

男木島「タコツボル」隣

リョン・カータイ
（梁家泰）
＋赤い糸
「ウェディング・ショップ」

og02 TEAM 男気
！」
「タコ壷に絵を描いてmyタコ壷を作ろう

［日程］ 期間中随時 ［時間］9: 00～16: 30

［日程］ 7/28［日］、8/17［土］

mg07

※詳細は公式ウェブサイト参照

「良縁大安ワークショップ」
［日程］7/21、23、24、26、28、29、8/4、5、8、13、15、19、25
［時間］13: 00～14: 00 人と人をつなぐ、縁結びワークショップ

［時間］10:00～12:00 20名 /13:00～15:00 20名
［料金］¥1,500

小さいイイダコ用のタコ壷にペイントをしてオリジナルのタコ壷を作成。
持ち帰り用の小袋付。当日参加可。但し事前申し込みの方優先。
お申し込み先：mail.team.ogi@gmail.com

「七夕ツアーイベント」［日程］8/7［水］［時間］公式ウェブサイト参照

「海の生き物になろう
！」

［料金］¥5,999
（1カップル） 女木島周辺のツアーイベント

［日程］ 8/11［日］
［時間］10:00～12:00

mg08

原倫太郎＋原游「ピンポン・シー」

［日程］ 毎日 会期中は休まず営業

20名 / 13:00～15:00 20名

［料金］¥500

紙袋を使ってタコや魚の帽子を作り、海の生き物に変身。小学生限定、保護者同伴。当日参加可、
但し事前申し込みの方優先。
お申し込み先：mail.team.ogi@gmail.com

［時間］9: 00～16: 30 ［料金］1人1回：¥100

7人でプレイできる巨大卓球台や、オリジナル卓球台あり。

mg09

レアンドロ・エルリッヒ「ランドリー」

男木島「漆の家」
og14 漆の家プロジェクト
「彫漆（コキ彫）
コースター作り」

［日程］ 毎日 会期中は休まず営業

［日程］ 8/3［土］、8/17［土］
［時間］
13: 00～15:30

［時間］9: 00～16: 30 ［料金］洗濯1回：¥500、乾燥10分：¥100

［料金］¥2,000 ※定員10名

洗濯することで作品体験ができる、コインランドリー。
作品所蔵＝公益財団法人福武財団

香川漆芸の特徴である技法、彫漆
（コキ彫）
を用いてコースターを作
ります。

mg10 山下麻衣＋小林直人
「世界はどうしてこんなに美しいんだ」
（古本屋）
［日程］ 毎日 会期中は休まず営業［時間］
9: 00～16:30
［料金］価格は各書籍に記載

映像インスタレーションのある古本屋。

中里繪魯洲
「un…
こころのマッサージサロン」
mg11

小豆島「Umaki camp」
sd26 ドッ
トアーキテクツ
「建築ミーティング vol.4」
［日程］8/23
［金］ ［時間］詳細は公式ウェブサイ
ト参照
［料金］ 無料

様々なフィールドで活躍する建築家たちを招いて小豆島から建築に
まつわる色々な話を発信します。

撮影：Hideaki Hamada

［日程］ 毎日 会期中は休まず営業 ［時間］9: 00～16: 30
［料金］マッサージチェア

16分：¥300
こころのマッサージチェアと、コイン式マッサージ機あり。

高松港周辺・高松港旅客ターミナルビル1F
mg10 山下麻衣＋小林直人
「世界はどうしてこんなに美しいんだ」
（レンタサイクル）

長谷川仁
「的屋」
mg12

［日程］ 毎日
（会期中は休まず営業） ［時間］9:00～16:30
（かき氷：金、土、日、祝のみ11:30

～14:30） ［料金］詳細は公式ウェブサイト参照
女木島でしか買えない景品や、オリジナルのかき氷を販売する。

［日程］ 夏会期中毎日 ［時間］17:30～19:30
［料金］¥300 / 回
（デポジット¥2,000）

女木島で発表されている映像作品に登場する自転車5ヶ国語バージョ
ンを夕方から夜にかけての2時間限定でレンタルできる。 ※雨天時は貸し出し中止 ※5台限定

「島ネコお面作りワークショップ」
［日程］ 7/19［金］、7/20［土］ ［時間］
10:30～11:30
［料金］¥1,000/ 定員4名 ※事前申込は不要、先着順。定員に到達次
第、受付を締め切ります。

周辺を散策し島ネコの写真を撮影、そのネコをモデルに「張り子」の
お面にペイントします。

「お守り作りワークショップ」
［日程］ 7/19［金］、7/20［土］ ［時間］
14:30～15:30

高松港周辺・北浜アリー「北浜の小さな香川ギャラリー」大運ビル2 階
tk11 太田泰友×岡薫／香川大学国際希少糖研究
教育機構「Dr.レアー現る！」
［日程］ 7/19［金］、7/20［土］、8/10［土］、8/11［日］、8/12［月祝］
［時間］13: 00～18: 00 ［料金］無料

Dr.レアーに扮した白衣の研究者の解説付きで希少糖 D-プシコースを実際に舐められます。

［料金］¥700/ 定員4名 ※事前申込は不要、先着順。定員に到達次第、受付を締め切ります。

海岸に貝や石ころ等拾いに行って、お気に入りのアイテムを見つけます。それらを持ち帰り、ペイン
トして完成させましょう。

高松港周辺・北浜アリー「北浜の小さな香川ギャラリー」206（TSUMAMU）2階
tk09

女木島・鬼ヶ島大洞窟
mg19

オニノコプロダクション「オニノコ瓦プロジェクト」

［日程］8/3
［土］
、8/4
［日］
、8/10
［土］
、8/11
［日］
［時間］
10:00～14:00［料金］無料 ※別途入洞料が必要です

県内の美術部中学生によるお接待
（手作りの鬼瓦をお渡しします）
。

石原秀則「うどん湯切りパフォーマンス」

［日程］ 夏会期中毎日 ［時間］11: 00 ｰ20: 00
※うどん提供の時間帯は公式ウェブサイト参照
［料金］無料

讃岐うどんをおいしく食べるための伝道師「うどん湯切りロボット」が、正しい
うどんの湯切りを披露。湯切りしたうどんは、数量限定で振る舞います。
協力：本場さぬきうどん協同組合

イベ ントカレン ダー

7.19 金

詳細は公式ウェブ 切腹ピストルズ / せっぷくぴすとるず・神出鬼没
「島奇襲」の巻｜大島 / 北浜アリー・他｜無料
サイト参照
長谷川仁「島ネコお面作りワークショップ」｜女木島｜「島
10:30～11:30
の中の小さなお店プロジェクト」｜有料

13: 00～18: 00
14:30～15:30

太田泰友×岡薫／香川大学国際希少糖研究教育機構
「Dr.レアー現る！」｜北浜アリー｜無料
長谷川仁「お守り作りワークショップ」｜女木島｜「島の中

8.14 水
8.15 木

10:30～11:30

8.17 土

長谷川仁「島ネコお面作りワークショップ」｜女木島｜「島
の中の小さなお店プロジェクト」｜有料

13: 00～18: 00
14:30～15:30

18:30～19:30
19: 00～

愛知県立芸術大学瀬戸内アートプロジェクトチーム / 週末は
MEGI HOUSE/ 喜びの島－MEGI Vol.10｜女木島｜有料
後山阿南/Limpid Sun/ 透明な太陽｜小豆島｜有料
切腹ピストルズ / せっぷくぴすとるず・神出鬼没
「村をつくる」の巻｜四国村｜有料

7.21日

17: 00～19: 00

福武ハウス アジア · アート ·プラットフォーム / デジャヴ - 生き
ている遺産｜小豆島｜有料
詳細は公式ウェブ 切腹ピストルズ / せっぷくぴすとるず・神出鬼没
「島奇襲」の巻｜女木島・他｜無料
サイト参照
後山阿南 /Limpid Sun/ 透明な太陽｜小豆島｜有料
18:30～19:30

7.22 月
7.23 火
7.24 水
7.25 木
7.26 金

7.27 土
7.28 日

直島建築ツアー｜直島｜有料
後山阿南 /Limpid Sun/ 透明な太陽｜小豆島｜有料
藤原和 / 犬島楽茶2019｜犬島｜有料
TEAM 男気「タコ壺に絵を描いて my タコ壺を作ろう！」｜男
木島｜「タコツボル」隣｜有料

カラオケ大会｜男木島｜無料

9:45～12:45
①10:00～12:00
②13:00～15:00
13: 00～15:30

直島建築ツアー｜直島｜有料
TEAM 男気「タコ壺に絵を描いて my タコ壺を作ろう！」｜男

8.21 水

10:30～18:30

8.23 金

16: 00～17: 00

愛知県立芸術大学瀬戸内アートプロジェクトチーム/ 週末は
MEGI HOUSE/KUNKUN ISLAND＠女木島～島の匂いを
めぐる旅～｜女木島｜有料
詳細は公式ウェブ ドットアーキテクツ「 建築ミーティング Vol. 4 」｜小豆島
｜無料
サイト参照
藤原和/犬島楽茶2019｜犬島｜有料
10: 00～16: 00
愛知県立芸術大学瀬戸内アートプロジェクトチーム/ 週末は
10:30～15:30
MEGI HOUSE/KUNKUN ISLAND＠女木島～島の匂いを
めぐる旅～｜女木島/男木島｜有料
①11:15～ ②15:30～ ひびのこづえ/WONDER WATER 男木島ver.｜男木島｜有料

17: 00～18: 00

8.25 日

17:30～20:40
11:15～
17: 00～18: 00

レアンドロ・エルリッヒ「ランドリー」｜女木島「島の中の小さなお店」
プロジェクト｜有料

9:45～12:45
10: 00～14: 00
13: 00～15:30

18: 00～22: 00

直島建築ツアー｜直島｜有料
オニノコプロダクション/ オニノコ瓦プロジェクト｜女木島｜無料
漆の家プロジェクト / 彫漆（コキ彫）
コースター作り｜男木島

10: 00～14: 00
14: 00～15: 00

大島に行こう
！アートと自然を楽しむ子どもサマーキャンプ［発
表会］｜大島｜有料
第50回玉野まつりおどり大会｜宇野港・市役所西大通り｜無料
大祭｜女木島｜無料
オニノコプロダクション/ オニノコ瓦プロジェクト｜女木島｜無料
島のお誕生会｜豊島｜無料
大祭｜女木島｜無料

8.5 月
8.6 火
詳細は公式ウェブ リョン
・カータイ
（梁家泰）
＋赤い糸「七夕ツアーイベント」
｜女木
島｜「島の中の小さなお店プロジェクト」｜有料
サイト参照

8.8 木

8.9 金
8.10 土

香川大学×小豆島夢プロジェクトチーム/演劇でみる小豆島の
カタチ 中山公演
「トラと呼ばれたサル」
｜小豆島｜有料
第１7回直島町花火大会
「直島の火まつり」
｜直島｜無料
ひびのこづえ/WONDER WATER 男木島ver.｜男木島｜有料
香川大学×小豆島夢プロジェクトチーム/演劇でみる小豆島の
カタチ 中山公演
「トラと呼ばれたサル」
｜小豆島｜有料

9:00～16:30

13:30～14:30

8.7 水

瀬戸内アジアフォーラム｜かがわ国際会議場｜無料（要予約）

8.22 木

後山阿南 /Limpid Sun/ 透明な太陽｜小豆島｜有料

｜有料

8.4 日

漆の家プロジェクト / 彫漆 ( コキ彫 ) コースター作り｜男木島

8.18 日
8.19 月
8.20 火

7.29 月
7.30 火
7.31 水
8.1 木
8.2 金

8.3 土

木島｜「タコツボル」隣｜有料

15:40高松港～20:40 女木島名画座上映会｜女木島｜有料
愛知県立芸術大学瀬戸内アートプロジェクトチーム / 週末は
16: 00～
MEGI HOUSE/WAVE ｜女木島｜有料

8.24 土
9:45～12:45
18:30～19:30
10: 00～16: 00
①10:00～12:00
②13:00～15:00
18:30～19:30

19: 00～

｜有料

太田泰友×岡薫／香川大学国際希少糖研究教育機構
「Dr.レアー現る！」｜北浜アリー｜無料
長谷川仁「お守り作りワークショップ」｜女木島｜「島の中
の小さなお店プロジェクト」｜有料

15:30～

盆踊り｜男木島｜無料
第39回小豆島まつり｜小豆島（小豆島町）｜無料

8.16 金

の小さなお店プロジェクト」｜有料

7.20 土

第54回さぬき高松まつり｜高松｜無料

19: 00～

17:30～
10: 00～14: 00
10: 00～16: 00
13: 00～14: 00
13: 00～18: 00
16:30～17:30

Vocal Asia/ Vocal Asia Festival ｜レクザムホール｜無料
オニノコプロダクション/ オニノコ瓦プロジェクト｜女木島｜無料
藤原和 / 犬島楽茶2019｜犬島｜有料
気流部 / 空を曳く 凧絵付けＷＳ｜豊島｜有料
太田泰友×岡薫／香川大学国際希少糖研究教育機構
「Dr.レアー現る！」｜北浜アリー｜無料
越智良江 / 僕らが生まれる7日間の舟歌（バルカロール）｜

毎
日
開
催

毎
週
開
催

会期中は
休まず営業

9:00～16:30

長谷川仁「的屋」｜女木島「島の中の小さなお店」プロジェクト｜有料

9:00～16:30

山下麻衣 + 小林直人「世界はどうしてこんなに美しいんだ」
（古本屋）
｜女木島「島の中の小さなお店」
プロジェク
ト｜有料

9:00～16:30

中里繪魯洲「un…

こころのマッサージサロン」

女木島｜「島の中の小さなお店」
プロジェクト｜有料

9:00～16:30

原倫太郎＋原游「ピンポン・シー」｜女木島「島の中の小さなお店」
プロジェクト｜有料

11:00～20:00

石原秀則「うどん湯切りパフォーマンス」｜北浜アリー｜無料

17:30～19:30

山下麻衣 + 小林直人「世界はどうしてこんなに美しいん
だ」
（レンタサイクル）｜高松港｜有料

10:00～16:30 ヴェロニク・ジュマール「Café de la Plage」

木～火
（水休）

プロジェクト｜有料
（ランチ11:00～） ｜女木島「島の中の小さなお店」

水～日

19:00～23:00 宇川直宏「DOMMUNE SETOUCHI」｜高松｜有料

金～月 + 祝日

13:00～16:30 宮永愛子「ヘアサロン壽」

（月は隔週休み）

｜女木島「島の中の小さなお店」
プロジェクト｜有料

7/21,23,24,26,
（梁家秦）
＋赤い糸「良縁大安ワークショップ」
13:00～14:00 リョン・カータイ
28,29,8/4,5,8,13,
｜女木島「島の中の小さなお店」
プロジェクト｜無料
15,19,25
10:00～16:30 平尾成志×瀬ト内工芸ズ「盆栽ワークショップ」｜女木島
期間中随時
（雨天中止）

期間中随時

（受付15:30まで） ｜有料

（梁家秦）
＋赤い糸「ウェディング・ショップ」
9:00～16:30 リョン・カータイ
｜女木島「島の中の小さなお店」
プロジェクト｜有料

直島｜有料

8.11日祝

8.12月祝

8.13 火

18:30～
10: 00～14: 00
10: 00～16: 00
①10:00～12:00
②13:00～15:00
13: 00～14: 00
13: 00～18: 00

Vocal Asia/ Vocal Asia Festival ｜レクザムホール｜有料
オニノコプロダクション/ オニノコ瓦プロジェクト｜女木島｜無料
藤原和 / 犬島楽茶2019｜犬島｜有料
TEAM 男気「海の生き物になろう！」｜男木島｜「タコツボル」

E29

E30

隣｜有料

気流部 / 空を曳く 凧絵付けＷＳ｜豊島｜有料
太田泰友×岡薫／香川大学国際希少糖研究教育機構
「Dr.レアー現る！」｜北浜アリー｜無料
15: 00～（予定） 気流部 / 空を曳く 大凧揚げ｜豊島｜無料
越智良江 / 僕らが生まれる7日間の舟歌
（バルカロール）
｜直島
16:30～17:30
第39回小豆島まつり｜小豆島
（土庄）
｜無料
17: 00～20:30
18:30～
Vocal Asia/ Vocal Asia Festival ｜レクザムホール｜有料
気流部 / 空を曳く 凧絵付けＷＳ｜豊島｜有料
13: 00～14: 00
太田泰友×岡薫／香川大学国際希少糖研究教育機構
13: 00～18: 00
「Dr.レアー現る！」｜北浜アリー｜無料
15: 00～（予定） 気流部 / 空を曳く 大凧揚げ｜豊島｜無料
詳細は公式ウェブ Vocal Asia/ Vocal Asia Festival ｜豊島、小豆島、高見島ほか
サイト参照
第54回さぬき高松まつり｜高松｜無料

18: 00～21: 00

秋 Pick Up Events

豊島地区夏祭り｜豊島｜無料
第54回さぬき高松まつり｜高松｜無料

撮影：池上直哉

SETOUCHI ART BOOK FAIR
［日程］ 10/25［金］13:00～20:00

10/26［土］10:00～20:00
10/27［日］10:00～17:00
［会場］高松・玉藻公園

披雲閣

［料金］披雲閣入場料300円
※別途要玉藻公園入場料

古くから異国の文化交流地だった瀬戸内。その
賑わいをアートブックを通じて蘇らせる。国の重要
文化財に指定されている玉藻公園の披雲閣を会
場に、アジアを中心とする書店や出版社約80店
舗が集い、作品集や zine などを販売する。

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］19:00～
（18:30開場）
［会場］高松・サンポートホール高松・第1小ホール
［演出］
クリスティアン・バスティアンス
［出演］
大野慶人、石橋静河ほか

ハンセン病の療養所がある大島をテーマに日欧のキャ
スト・スタッフによって制作される
「大切な貨物」のライブ・
パフォーマンス。フィクションと
ドキュメンタリーが交錯する、
前代未聞の舞台に挑戦する。あたかもそこに実在する
かのように映し出される役者の像が、生身の役者と共演
する。出演は、舞踏家・大野慶人、
ダンサーでもある女優・
石橋静河とヨーロッパの第一線で活躍する女優たち。

