Event Calendar
Summer 8.5-9.4
8.5 金

10:00～16:40 学ぶ！楽しむ！サマースクール｜大島
①10:20～11:20
鴻池朋子「リングワンデルング」、物語るテーブルランナー in 大島青松園、
「物語る金の豚」
｜トー
②12:40～13:40 クタイトル「逃走もしくは密航階段」
｜大島｜リングワンデルング、カフェ・シヨル｜無料
10：00～ /14：00～ 中里繪魯洲「ティンカー・ベルズ ファクトリー・女木島名店街」
《アップサイクルで一輪挿しづくり》
｜女木島｜女木島名店街

13：00～16:00

8.14 日

中里繪魯洲「ティンカー・ベルズ ファクトリー・女木島名店街」
《鉄玉づくり》
｜女木島｜女木島名店街｜有料
大川友希「結ぶ家・女木島名店街」
《記憶の紐づくり》
｜女木島｜女木島名店街｜有料
大川友希「結ぶ家・女木島名店街」
《天上の糸で作るハッピータッセルイヤリング》
｜女木島｜女木島名店街｜有料
大川友希「結ぶ家・女木島名店街」
《記憶の紐づくり》
｜女木島｜女木島名店街｜有料

10：00～16：00
10:30 ～ 12:30 ／
14:30～16:30
10:30 ～ 12:30 ／
14:30～16:30
10:30 ～ 12:30 ／
14:30～16:30
10:30 ～ 12:30 ／
14:30～16:30
18：00～
10:30 ～ 12:30 ／
14:30～16:30
18：00～

8.12 金

大川友希「結ぶ家・女木島名店街」
《記憶の紐づくり》
｜女木島｜女木島名店街｜有料
大川友希「結ぶ家・女木島名店街」
《天上の糸で作るハッピータッセルイヤリング》
｜女木島｜女木島名店街｜有料
学ぶ！楽しむ！サマースクール｜大島
中里繪魯洲「ティンカー・ベルズ ファクトリー・女木島名店街」
《鉄玉づくり》
｜女木島｜女木島名店街｜有料
大川友希「結ぶ家・女木島名店街」
《記憶の紐づくり》
｜女木島｜女木島名店街｜有料
大川友希「結ぶ家・女木島名店街」
《天上の糸で作るハッピータッセルイヤリング》
｜女木島｜女木島名店街｜有料
学ぶ！楽しむ！サマースクール｜大島
島のお誕生会｜豊島・唐櫃岡・島キッチン｜無料

10:30 ～ 12:30 ／
14:30～16:30
10：00～16：40
10：00～16：00
10:30 ～ 12:30 ／
14:30～16:30
10:00～16:40
14:00～15:00

8.6 土
8.7 日

8.8月
8.9火
8.10水
8.11木
8.13土
8.15月

大川友希「結ぶ家・女木島名店街」
《記憶の紐づくり》
｜女木島｜女木島名店街｜有料
大川友希「結ぶ家・女木島名店街」
《古着のミニエコバッグ制作》
｜女木島｜女木島名店街｜有料
大川友希「結ぶ家・女木島名店街」
《記憶の紐づくり》
｜女木島｜女木島名店街｜有料
大川友希「結ぶ家・女木島名店街」
《古着のミニエコバッグ制作》
｜女木島｜女木島名店街｜有料
ひびのこづえ「MAMMOTH」ひびのこづえ×藤村港平×川瀬浩介｜高松｜高松港・大巻作品前｜無料
大川友希「結ぶ家・女木島名店街」
《記憶の紐づくり》
｜女木島｜女木島名店街｜有料
大川友希「結ぶ家・女木島名店街」
《古着のミニエコバッグ制作》
｜女木島｜女木島名店街｜有料
ひびのこづえ「MAMMOTH」ひびのこづえ×藤村港平×川瀬浩介｜高松｜高松港・大巻作品前｜無料
小豆島ハウスプロジェクト「建築ミーティング」
｜オンライン｜無料
やさしい美術 PJ「声の楔」
《WS 声のバトン》
｜大島｜無料

8.22月
8.23火
8.24 水
8.25木
8.26金

8.27土
8.28日
8.29月
8.30火
8.31水
9.1木
9.2金
9.3土

9.4日

15:40高松港～
21:10高松港

｜有料
女木島名画座上映会｜女木島｜ISLAND THEATRE MEGI「女木島名画座」

10.13 木
10.14 金

10.15 土
10.16日
10.17月
10.18火

10.19水
10.20木
10.21金

10.22土
10：00～ /14：00～ 中里繪魯洲「ティンカー・ベルズ ファクトリー・女木島名店街」
《アップサイクルで一輪挿しづくり》
｜女木島｜女木島名店街
川村亘平斎、石田多朗「葺田夜祭」
｜小豆島｜福武ハウス｜有料
18：00～20：00
10：00～16：00

中里繪魯洲「ティンカー・ベルズ ファクトリー・女木島名店街」
《鉄玉づくり》
｜女木島｜女木島名店街｜有料

Autumn 9.29-11.6
9.29 木
9.30 金
10.1 土
10.2 日

10.3月

10.23日
10.24月
10.25火
10.26水
10.27木

10.28金
10.29土
10.30日

9:45～12:45

10.4火
10.5水
10.6木

10.7 金
10.8土
10.9日

直島建築鑑賞ツアー｜直島｜有料

｜女木島｜女木島中心部・作品会場
大川友希「結ぶ家」

①11：30～12：20
②15：00～15：50
①11：30～12：20
②15：00～15：50

やさしい美術 PJ「声の楔」
《WS 声のバトン》
｜大島｜無料

10.31月
11.1火
11.2水

11.3木

ひびのこづえ×島地保武×小野龍一×OGIJIMA「Come and Go」｜男木島｜男木小中
学校グラウンド｜有料

ひびのこづえ×島地保武×小野龍一×OGIJIMA「Come and Go」｜男木島｜男木小中
学校グラウンド｜有料

11.4金
11.5土

①11：30～12：20
②15：00～15：50
①11：30～12：20
②15：00～15：50

9:45～12:45
15：00～
15:40高松港
21:10高松港
時間未定

①11：30～
②15：00～
9:45～12:45

18：00～21：00
15：00～
18：00～21：00
①11：30～
②15：00～
18：00～21：00

ひびのこづえ×島地保武×小野龍一×OGIJIMA「Come and Go」
｜男木島｜男木小中
学校グラウンド｜有料

ひびのこづえ×島地保武×小野龍一×OGIJIMA「Come and Go」
｜男木島｜男木小中
学校グラウンド｜有料

直島建築鑑賞ツアー｜直島｜有料

瀬戸内少女歌劇団「せとうち物語 - 塩飽編 -」
｜本島｜有料
｜有料
女木島名画座上映会｜女木島｜ISLAND THEATRE MEGI「女木島名画座」

GREEN SPACE「オーチャード王越」｜王越｜料金未定
｜本島｜有料
瀬戸内少女歌劇団「せとうち物語 - 塩飽編 -」
直島建築鑑賞ツアー｜直島｜有料

よるしるべ2022 まるみデパート、槙黄州、斎藤幹男｜伊吹島｜観音寺中心市街地｜無料
瀬戸内少女歌劇団「せとうち物語 - 塩飽編 -」
｜本島｜有料
よるしるべ2022 まるみデパート、槙黄州、斎藤幹男｜伊吹島｜観音寺中心市街地｜無料
｜本島｜有料
瀬戸内少女歌劇団「せとうち物語 - 塩飽編 -」
よるしるべ2022「まるみデパート」、槙黄州、斎藤幹男｜伊吹島｜観音寺中心市街地｜無料

（短編）
」
｜小豆島｜小豆島町池田体育館｜有料
①13:00～13：40 ままごと①「あゆみ
②16:30～17：10
14:00～15:00

18：00～21：00
18：00～21：00
①10:45～11：10
②15:00～15：25

島のお誕生会｜豊島・唐櫃岡・島キッチン｜無料
ネオン・ダンス「身体と物体を超えて」
｜高見島｜多度津市街地・旧吉田酒造場｜有料
よるしるべ2022「まるみデパート」、槙黄州、斎藤幹男｜伊吹島｜観音寺｜中心市街地｜無料
｜高見島｜多度津市街地・旧吉田酒造場｜有料
ネオン・ダンス「身体と物体を超えて」
よるしるべ2022「まるみデパート」、槙黄州、斎藤幹男｜伊吹島｜観音寺｜中心市街地｜無料
ままごと②「反復かつ連続」
｜豊島｜唐櫃岡・唐櫃公堂｜有料

・ピーティックス〈https//peatix.com〉にアクセス &

setouchi-ar tfest.jp
瀬戸内国際芸術祭公式ウェブサイト

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

□芸術祭について｜瀬戸内国際芸術祭総合案内所

［お問合せ］

新型コロナウイルス感染予防のため、検温を実施した方のみのご入場や日時予約制による一部来場者制限をい
たします。また各施設ではマスク着用、手指消毒、定期的換気、除菌、スタッフの体調管理とマスク着用を徹底い
たします。また、感染拡大状況によっては突然のプログラムの変更や中止の可能性があります。
在 日 オ ー ス ト ラ リ ア 大 使 館

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｜株式会社ヤマウチ｜両備グループ

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｜株式会社ハローズ｜一般財団法人阪大微生物病研究会｜

かどや製油株式会社｜木下製粉株式会社｜株式会社サムソン｜株式会社三光エンジニアリング｜
資生堂クリエイティブ株式会社｜ジョイテック株式会社｜商船三井客船株式株会社｜帝國製薬株式会社｜

株式会社百十四銀行｜株式会社フソウ｜ユウ・ティ・イー株式会社｜大成建設株式会社｜株式会社ビザビ｜
株式会社ファミリーマート｜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｜
日本たばこ産業株式会社｜野村證券株式会社｜ミズノ株式会社｜マックスバリュ西日本株式会社｜株式会社アミューズ｜

・瀬戸芸デジパスアプリをダウンロード、アプリより購入

大日本印刷株式会社｜株式会社アイム｜株式会社七宝｜大和証券株式会社高松支店｜株式会社タダノ｜

ンからオンラインでお買い求め頂けます。

11:30~
11:30~

※直島の全作品、地中美術館、豊島美術館、その他一部の作品
（施設）
・イベントは、
別途料金が必要です

◉デイチケット
これまで芸術祭になじみがなかった皆様にも、日帰りや１泊２日等で
気軽に芸術祭に来場いただけるよう、新たに、
１日又は２日間限定で
芸術の有料作品
（施設）
を各１回鑑賞できる「デイチケット」を導入し
ました。購入方法の詳細は、ウェブサイトでご確認ください。

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

香川県建設業協会高松支部｜香川県信用金庫協会｜香川県信用組合｜香川証券株式会社｜カゴメ株式会社｜

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 Ongakushitsu｜株式会社香川銀行｜

「瀬戸内国際芸術祭」で検索！

□オンラインで購入
瀬戸芸デジパス、ピーテックスにて、パソコン / スマートフォ
■前売券

のご提示で当日券の料金が割引きとなるものがあります。
その他、詳しくは公式ウェブサイトをご覧下さい。
購入が必要なものがあります。また作品鑑賞パスポート

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

［イベントチケットのご購入］

8.16火
8.17水

学校グラウンド｜有料

鑑賞無料

15歳以下

護王神社遷座 20周年記念「杉本雅楽 直島御神楽」
｜直島
バシライ「瀬戸内 土のレストラン」
｜高見島｜海のテラス
ひびのこづえ×島地保武×小野龍一×OGIJIMA「Come and Go」
｜男木島｜男木小中

16〜18歳

◉瀬戸芸デジパス
瀬戸内国際芸術祭2022に向けては、お客様の利便
性向上や新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止
のため、デジタルパスポートアプリ
（瀬戸芸デジパス）
を開発しました。瀬戸芸デジパスで作品鑑賞パスポー
トを購入すると、会期中、各作品の窓口でスマホの App Store
QR コードを提示するだけで、各作品に入場できます。
また、瀬戸芸デジパスは、無料で便利な機能
（マップ、
お気に入り登録、検索機能など）
も利用できます。瀬
戸芸デジパスは、右記 QR コードからダウンロード
していただけますので、是非ご利用ください。
GooglePlay

■当日券 当日券は各イベント会場でのみ販売します。
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

なります。詳しくは、以下までお問い合わせください。

15歳以下

□窓口で購入

10.10月

ネオン・ダンス「身体と物体を超えて」
｜高見島｜多度津市街地・旧吉田酒造場｜有料
よるしるべ2022「まるみデパート」、槙黄州、斎藤幹男｜伊吹島｜観音寺｜中心市街地｜無料

当日現地販売のみ
（要身分証）

2,600円

◉1シーズンパスポート

鑑賞無料

18：00～21：00

※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。
※地中美術館、豊島美術館、その他一部の作品（施設）
・イベントは、別途料金
が必要です。
※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。
※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。
※本券のお客様都合による払い戻し、再発行はできません。
※新型コロナウイルス感染症の状況や台風等の自然災害などにより芸術祭の
開催日や開催される会場数が大幅に変動、減少すること、開催日における公開
される作品数が減少すること、鑑賞できる人数や時間帯を制限すること等も想
定されますが、その場合も払い戻しをいたしません。

4,200円
一般

瀬戸内国際芸術祭2022の1会期のみお楽しみいただ
けます。
当日現地販売のみ
（要身分証）

3,100円
16〜18歳

11.6日

女木島｜ mg 11

中里繪魯洲「ティンカー・ベルズ ファクト

リー・女木島名店街」

◎8/6［土］、8/7［日］、9/4［日］
《鉄玉づくり》

春会期より大好評のワー
クショップ。鉄鍛造の体
験ができる。
［時間］10:00～

16:00

［参加費］1500円 会
場にて随時受付
（所要時
間は30分ほど）

◎8/5［金］
・9/3［土］

《 アップサイクルで一輪挿しづくり》

持ち寄られた金物と空き瓶を組み合わせてオリジナルの
一輪挿しがつくれます。

［時間］10:00～／14:00～ 要予約
（各回先着3名）
tinkerballsfactory11@gmail.com
他詳細は、公式ウェブサイトをご確認ください。

◎秋会期開催予定《女木島からの便り》

真鍮板へ文字や文様を打ちこみハガキを作る。オリジナ
ルの切手を貼って女木島からお便りを。要予約
男木島・大島

9/18［日］

村山悟郎×山川冬樹
（仮）
」
「TIMESCAPE IN 大島＋男木島

隣り合う、男木島と大島で作品発表を行う2人の作家が、
日没と満潮の瞬間が奇跡的に一致する日にそれぞれの
島の砂浜でシンクロしながらドローイング・パフォーマン
スを繰り広げる。
詳細は、芸術祭公式ウェブサイトにて後日発表

◎8/5［金］~7［日］

一般

瀬戸内国際芸術祭2022の全ての会期をお楽しみいただけます。

島のお誕生会｜豊島・唐櫃岡・島キッチン｜無料

《天上の糸で作るハッピータッセルイヤリング》

5000円

デルング「北の遠吠」へお越しください。

ら三人で語り合います。
［申込］不要 ※大島に到着後リングワン

◉3シーズンパスポート

②弓指寛治 ( アーティスト ) を交え、カ

①11：30～12：20
②15：00～15：50
14:00～15:00

女木島｜ mg 20

8/5［金］~9/4［日］
柳建太朗「ガラス漁具店・女木島名店街」
ガラス造形作家であり、漁師でもある作家がガラス細工
のワークショップを開催します。

《ガラスのマドラー作り》

色彩の美しいガラス棒をバーナーであぶり、オリジナル
のマドラー作りを体験できます。
［申込］不要
［ 時間 ］作家滞在時
に 会場 にて 随時受
付
［参加費］
3,000円
＋送料（制作したもの
は後日発送致します）

大島｜ os 13

8/16［火］、8/17［水］

やさしい美術 PJ「声の楔」
《WS 声のバトン》

［会場］大島（定員5名）
［時間］11:50（
- 高松発11:15→大島発16:30）
＊お昼ご飯を済ませてご乗船ください
［料金］無料（要申込）
公式ウェブサイトにて
大島で寄せられた「今、伝えたいことば、うた、字」を書
に写します。できあがった書は碑に刻まれ、北の旧温室
にて展示されます。
普段描き慣れているペ
ンや筆などをご持参く
ださい。

後援：小豆島町

フェ・シヨルにて金陽会の作品を見なが

デルングの森の中の新作「北の遠吠」にある逃走階段に

［作品鑑賞パスポート］
瀬戸内国際芸術祭2022の会期中、芸術祭の参加作品
（施設）
を各1回を上限に鑑賞できます
［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

10.12水

ゲスト講師：KARFMANN デザイナー橋村春樹

女木島｜ mg 24
協賛：新建築社

開催している建築ミーティングを、小豆島ハウスで開催

て、歴史、記録に残らない物語について。

①蔵座江美 ( キュレーター / 金陽会作品 ) とリングワン

※オンライン配信
（事前予約制）
による開催

鴻池朋子
トークタイトル「逃走もしくは密航階段」

8/5［金］

Setouchi
Triennale 2022

アーティストイベント

8.18木
8.19金
8.20土
8.21日

［持ち物］着なくなった服

［時間］10:30～12:30／14:30～16:30
（所要時間：45
分程度）
［参加費］2,500円［持ち物］着なくなった服等

14:30～16:30（所要時間：
45分程度）
［参加費］500円

大切な思い出や記憶。手に取るとき、目に触れるとき、思
沢山の方々の記憶の紐に覆われ日々成長を続ける「結ぶ
い出す色や形、光景。役目を終えたニットと、様々な糸を
家」を会場に、春会期に引き続き夏会期も、作家の大川
合わせてアクセサリーを作りませんか。
友希さんや、アパレルブランドのデザイナーさんをゲスト
講師としてお招きし、ワークショップを開催いたします。 ゲスト講師：ニットブランド LʼANIT デザイナー高橋彩水
［時間］10:30～12:30／14:30～16:30
（所要時間：
各ワークショップともに手ぶらでも参加できます。
45分程度）※パーツなど無くなり次第終了
◎8/5［金］～11［木］
《記憶の紐づくり》
［参加費］3,500円 ［持ち物］着なくなったニット
作品の構成要素となっている“ 記憶の紐 ”を、作家と一緒
◎8/9［火］～11［木］
《古着のミニエコバッグ制作》
に作りませんか？
持ち寄って頂いた服や女木島をはじめ周辺地域より集め
講師：大川友希
た古着を使ってエコバックが作れます。
［時間］10:30～12:30

大川友希「結ぶ家・女木島名店街」

詳細は https://www.shodoshimahouse.com
共催：ドットアーキテクツ、砂木

する。建築家の家成俊勝をホストに、同じく建築家の中
山英之、藤村龍至、島田陽等を迎える

2013年より馬木キャンプ（小豆島町坂手エリア）にて

［時間］13:00～16:00［料金］無料

［会場］大島・リングワンデルング、カフェ・シヨル
［時間］①10:20-11:20 ②12:40-13:40

［会場］小豆島・小豆島ハウス

ジェクト『建築ミーティング』」

新建築社＋SUNAKI「小豆島ハウスプロ

8/14［日］

大島｜ os 08 ,os 11 ,os 12

sd 51 ｜小豆島

Artist Event

KDDI 株式会社｜高松琴平電気鉄道株式会社｜株式会社セブン - イレブン・ジャパン｜株式会社 Life-do.Plus｜
西日本旅客鉄道株式会社｜高松空港株式会社｜大倉工業株式会社｜カサイホールディングス株式会社｜

四国化成工業株式会社｜イオンリテール株式会社｜株式会社 IHI｜株式会社チャリ・ロト｜四国旅客鉄道株式会社｜

［協賛］

三菱地所株式会社｜株式会社レクザム

日本郵便株式会社｜株式会社ベネッセホールディングス｜ホッピービバレッジ株式会社｜三井不動産株式会社｜
株式会社イトーキ｜鹿島建設株式会社｜カトーレック株式会社｜株式会社 JTB｜ショーワグローブ株式会社｜

［パートナー］

パフォーミング
アーツ
イベント
プログラム

AUTUMN

秋

Performing
Arts
Event
Program
SUMMER
2022.8.5–9.4
9.29–11.6

夏

高松｜ E- 8

8/11［木祝］、8/12［金］
ひびのこづえ
「MAMMOTH」

ひびのこづえ×藤村港平×川瀬浩介
Hibino Kodue “MAMMOTH”

［会場］高松港・大巻作品前

［時間］18：00～
［料金］無料

秋会期に男木島で開
催 さ れ る「Come

and Go」に 先立っ

て、夏会期にダンス

パ フォー マ ン ス
「MAMMOTH ひ
びのこづえ×藤村港

平×川瀬浩介 」を開
催。国内外問わず多
くの振付家や演出家
Photo: 出口敏行
の作品に出演してい
る若手ダンスパフォーマー藤村港平氏のパフォーマンスが
ひびのこづえ氏の衣装に息を吹き込み、川瀬浩介氏による
音楽にあわせ、マンモスが踊り出す。

男木島｜ E- 8

10/8［土］、9［日］、10［月祝］、15［土］、16［日］
ひびのこづえ×島地保武×小野龍一×OGIJIMA
「Come and Go」
Hibino Kodue “Come and Go”

［会場］男木島・男木小中学校グラウンド
［時間］①11：30～12：20（開場11:00）

②15：00～15：50
（開場14:30）

［料金］前売り￥500、当日￥1,000
パスポート割引￥800

小中高生￥500
（前売り・当日とも）

［前売］瀬戸芸デジパス、

島地保武
（しまじやすたけ）
｜ 1978年長野県生まれ。2004~06年
Noism( 新潟市 )、2006~15年ザ・フォーサイス・カンパニー（フラン
クフルト）
に所属。2013年に酒井はなとのユニットAltneu を結成。資
生堂第七次椿会メンバーになりパフォーマンスに加えインスタレーション
作品を展示。ダンスを軸に多岐に渡り活動。
小野龍一
（おのりゅういち）
｜音楽家。1994年東京生まれ。東京藝術大
学の作曲科を卒業後、同大学院美術研究科を修了。20世紀以降の音楽

論をベースに、音楽をはじめ美術分野での作品制作など領域横断的な
活動を行う。2020年の緊急事態宣言下では、その影響によって使用さ

転をとめない海のイメージから、宇宙へと広がるダンスパフォー

れなくなったコンサートホールの「沈黙」をテーマに「不安のサウンドスケー
プ」という作品を、サントリーホールをはじめ全国のコンサートホールと
の協働により制作した。

秋空の下、予測不能なドラマが生まれる。

ひびのこづえ｜静岡県生まれ。東京芸術大学美術学部デザイン科卒業。
コスチューム・アーティストとして広告、演劇、
ダンス、バレエ、映画、テレビ、
展覧会など、多岐にわたる場で発表。97年作家名を内藤こづえより改

潮の満ち引きのように繰り返される出逢いと別れ。変化、変

マンスの舞台を男木島につくる。海の生き物の衣装をまとい、
踊るのはオーディションで集まったダンサーたち。瀬戸内海の
演出・振付：島地保武

音楽：小野龍一

衣装：ひびのこづえ

める。NHK E テレ「にほんごであそぼ」のセット衣装を担当中。野田秀
樹作・演出の舞台衣装多数。

［アクセス］男木港：高松港よりフェリーで40分

豊島｜ E- 6

8/7［日］、10/10［月祝］
11/3［木祝］
島のお誕生会

Island Birthday Party
［会場］豊島・唐櫃岡・島キッチン
（開場13:30）
［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「豊島のお誕生会」。
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。日頃なかなか外出する機会のないおじいちゃ
んやおばあちゃん、豊島に住む子どもたち、観光で島を訪れた方々

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。島キッチンのテラスでの開催の他、
出張お誕生会と称して月替わりで他の集落などでも開催予定。

直島｜ E- 2

小豆島｜ E- 10

9/4［日］

10/3［月］、19［水］、24［月］

川村亘平斎、
石田多朗「葺田夜祭」

直島建築鑑賞ツアー

Taro Ishida, Koheysai Kawamura

［会場］小豆島・福武ハウス

物語、音楽、作物、食事など、アーティストと地域住民が今年でき

［時間］18:00 ～20：00
（開場17:30）

た島の “ 実り”を演目や屋台として持ち寄ります。一年の恵みに

［料金］一般 ￥2,500

川村亘平斎｜影絵師・音楽家。1980年、東京生まれ。インドネシア共和国・
バリ島に2年間滞在し、影絵人形芝居【ワヤン・クリット】と伝統打楽器【ガム

※終演時間は予定 ※小雨決行、荒天中止

15歳以下無料

※事前予約制

0879-62-9301
fukutakehouse@fukutake-artmuseum.jp
［アクセス］

土庄港：高松港よりフェリーで約60分、高速艇で約35分。
池田港：高松港上りフェリーで約60分。

感謝し、未来に想いを馳せる、今夜限りの祭りを開催します。

ラン】を学ぶ。世界各国で影絵と音楽のパフォーマンスを発表。日本各地で
フィールドワークやワークショップを行い、土地に残る物語を影絵作品として
再生させる活動が高く評価されている。ガムランを使った音楽ユニット
【滞空
時間】主宰。平成28年度第27回五島記念文化賞美術新人賞受賞。

石田多朗｜作曲家・プロデューサー。東京藝術大学音楽学部在学中より森美
術館、ポンピドゥーセンター、伊東豊雄建築ミュージアム、東京都美術館での
展覧会、またユニクロをはじめとした企業広告等、環境や映像のための音楽
を制作。2019年株式会社 Drifter を設立。2020年よりアーティスト活動
を開始。

8月7日のお誕生会

にて chairman of contemporary prize を受賞その他、東
京新聞全国舞踊コンクールを始め国内コンクールのソロ部門にて多

［アクセス］
土庄港：高松港よりフェリーで約60分、高速艇で約35分。
池田港：高松港よりフェリーで約60分。
池田港から徒歩15分。オリーブバス「小豆島中央病院」から徒歩1分。

直島｜ E- 4

Photo:しまもよう
（牧浦知子）

瀬戸内国際芸術祭2013より、継続的に小豆島での演劇活
動を行ってきた劇団「ままごと」。これまで坂手エリアを中
心に、島の歴史や記憶をリサーチし創作した【おさんぽ演劇】
や島民と共に創り上げた肝試し演劇【小豆島きもだめスイッ
チ】、
《劇場を作ろうとしたら、喫茶店になりました。
》をキャッ
チコピーに立ち上げた海の見える喫茶店【喫茶ままごと】など、
様々な形態の演劇作品を創作・上演してきた。瀬戸内国際
芸術祭2022では、演劇的な仕掛けに満ちた柴幸男の初期

の短編二作品を瀬戸内海の様々なシチュエーションで上演。

1本目の作品は、
『あゆみ
（短編）
』。あゆみと未紀、二人の少

女が過ごした時間を複数の俳優が歩き繋いでいく本作を、
出演者を公募して、瀬戸内国際芸術祭 ver. としてリクリ
エーションする。2本目の作品は、
『反復かつ連続』。多重録

音を発想の起点として創作され、ひとりの俳優が演技を重
ねることである朝の風景を描き出す本作を、小豆島のお隣
の島「豊島」にてリクリエーションする。

作・演出：柴幸男
出演：端田新菜、石倉来輝、小山薫子

舞台監督：鐘築隼
衣裳：瀧澤日以（PHBLIC×KAZUI）

制作：加藤仲葉、宮永琢生

企画制作：一般社団法人 mamagoto

ままごと｜劇作家・演出家の柴幸男によって2009年に旗揚げされた
日本の劇団。
《演劇を “ままごと” のようにより身近に。より豊かに。》
をコンセプトに、さまざまな空間や形態で “その時、その場所で、その
人たちとしかできない演劇 ” 作品を多数手がけている。また近年は、

横浜や小豆島、台湾などに長期滞在し、地域に根差した継続的な演劇
作品の創作・上演を行なっている。2010年に『わが星』で第54回岸
田國士戯曲賞を受賞。2014年より『戯曲公開プロジェクト』を開始。

戯曲を無料で公開し多くの上演機会を設けている。これまでの主な作
品に、第54回岸田國士戯曲賞受賞作の『わが星』、高校生との創作
『わたしの星』、小豆島で長期滞在制作を行った『港の劇場』などがあ
る。

女木島｜ E- 7

8/27［土］、10/22［土］
女木島名画座上映会

Screening of Megijima
［会場］女木島・ISLAND THEATRE MEGI「女木島名

画座」
［時間］15:40高松港集合～21:10高松港解散
［料金］¥12,000
［申込］要予約、琴平バス株式会社にて販売

瀬戸内国際芸術祭2016で女木島に制作された ART
作 品「ISLAND THEATRE MEGI『 女 木 島 名 画
座』」で名画の上映会を開催する。定期船の女木島発最
終便が17時20分で終了し、なかなか女木島の夕暮れや、

夜を体験できない状況であるため船を手配し、映画鑑賞・
島内作品のナイトプログラム鑑賞、チャーター船で高松
に帰ってくるスペシャルツアーを行う。

豊島｜ E- 11

高見島｜ E- 18

本島｜ E- 16

10/22［土］、23［日］、29［土］、30［日］
瀬戸内少女歌劇団「せとうち物語 - 塩飽編 -」

11/3［木祝］、4［金］、5［土］

ネオン・ダンス「身体と物体を超えて」
Neon Dance “Beyond bodies & things”

Setouchi Girl’s Theater “Setouchi story shiwaku version”

［会場］本島全域
［時間］①11：30～ ②15：00～（土曜は②の回のみ）
※受付は開演の30分前より
［料金］前売り￥1,500、当日￥2,000
パスポート割引￥1,800
小中高生￥800
（前売り・当日とも）
［前売］

2022年は本島に登場し、塩飽諸島のエピソードを演劇
化する。本島をバスで巡りながら、物語の世界に飛び込む
ことができる参加型ツアー演劇を行う。

演出：三好真理

出演：瀬戸内少女歌劇団

制作：１PO

瀬戸内少女歌劇団｜瀬戸内国際芸術祭2019 秋会期 に「せとうち
物語̶粟島編̶」と題し 粟島でのツアー型演劇を開催。海員学校を
中心に展開される物語を上演した。芸術祭終了後も瀬戸内の物語を
演劇化して上演する活動を継続している。

［アクセス］
丸亀港よりフェリーで約35分。旅客船で約20分。
児島観光港より旅客船で約30分。

ままごと ②「反復かつ連続」
MAMAGOTO “Repetitive and Continuous”

［会場］豊島・唐櫃岡・唐櫃公堂
［時間］①10:45 ～11：10
②15:00～15：25
［料金］前売り￥1,000、当日￥1,200
パスポート割引￥1,000

［会場］多度津市街地・旧吉田酒造場
［時間］未定
［料金］前売り￥1,000、当日￥1,500、パスポート割
引￥1,300、小中高生￥800
（前売り・当日とも）
［前売］瀬戸芸デジパス、
生物学に触発されたロボット工学を用い、社会的な繋が
りや協力とはどのようなものかを探り、
「孤独」の起源を
解明するダンスパフォーマンス。
コンセプト/ ロボット振付：エイドリアン・ハート

ネオン・ダンス｜2003年にイギリス、ロンドンにて結成され、国
際的に活動するダンスカンパニー。エイドリアン・ハートが芸術監
督を務める。映像や音楽など、様々なコラボレーションをともなう
作品 を 制作して

沙弥島｜ E- 14

10/22［土］
GREEN SPACE「オーチャード王越」

8/27 上映作品『アイスと雨音』

（2017年／日本／74分）

2017年、小さな町で演劇公演が予定されていた。オーディション
で選ばれ、初舞台に意気込む6人の少年少女たち。戯曲は、世界

小中高生￥500
（前売り・当日とも）
［前売］ままごと web サイト

GREEN SPACE

の 演 劇 シ ー ン で 注 目 を 集 め る イ ギ リ ス の 劇 作 家 Simon

［会場］王越地区 ※詳細は芸術祭公式ウェブサイトにて

Stephens の「MORNING」。親友が町を出ていくことをきっ
かけに、鬱屈からの夜明けを描いた物語。しかし、その舞台は突
如中止となった―「ねえ、稽古しようよ」とひとりの少女が言い放つ。

［アクセス］
（本村経由の場合約50分）
、宇野港
家浦港：高松港より旅客船で約35分
よりフェリーで約40分、旅客船で約25分。
（会期中のみ）
宇野港よりフェリーで
唐櫃港：高松港より旅客船で約35分。
約60分、旅客船で約40分

監督：松居大悟
出演：森田想、田中怜子、田中偉登、青木柚、紅甘、戸塚丈太郎

（PHABLIC×KAZUI）
ままごと「反復かつ連続」Photo: 瀧澤日以

配給：SPOTTED PRODUCTIONS

家プロジェクト「護王神社」

杉本博司 “Appropriate Proportion”
Photo: 杉本博司

伊吹島｜ E- 19

10/28［金］～30［日］、11/3［木祝］～5［土］
よるしるべ2022
まるみデパート、槙黄州、斎藤幹男

Marumi Depart, Kosyu Maki, Mikio
Saito

［会場］観音寺・中心市街地
［時間］18：00～21：00［料金］無料

観音寺の街や人々の魅力にスポットを当てながら、プロ
ジェクションマッピングなどを用いて街の日常風景に新
たな価値を見いだす実験的アートイベント。
観音寺を楽しむ町歩きナイトプログラム。
主催：よるしるべ実行委員会
企画：一般社団法人 AIS プランニング
助成：瀬戸内国際芸術祭観音寺市実行委員会

いる。小さな劇場
空間 から祝祭的
空間まで 様々な
サイズの 空間で
パフォーマンスを
行っていることも
特徴的である。

11/5［土］

家浦港・唐櫃港よりシャトルバスで唐櫃岡集会所前バス停下車 徒歩0分。

校
（1970年竣工）
や直島町役場
（1982年竣工）
など、通常見

学できない施設を特別公開する。

人長 山田文彦｜宮内庁式部職楽部楽師、重要無形文化財 ｢雅楽｣ 総合指定保持者。
1994年宮内庁式部職楽部入部、2000 年宮中楽師拝命。

数一位を受賞。

［前売］ままごとウェブサイトにて

石井和紘氏の設計による「直島建築」作品群である直島小学

神楽の正当な構成に則り、直島の地を依代とした「神宴」を施し“ 御
遊 ” につつまれ、護王の御祭神を讃える。この機に合わせて創られた
新たな舞も披露し、日の傾きとともに深まる密やかな雰囲気のなか響
く曲と舞をお楽しみください。

行う。近年は自作の楽器を用いて自ら演奏し踊る作品を発表し続け
ている。15th Seoul International Dance Competition

［会場］小豆島・小豆島町池田体育館
［時間］①13:00～13：40
②16:30～17：10
［料金］前売り￥1,000、当日￥1,200
パスポート割引￥1,000
小中高生￥500
（前売り・当日とも）

URL:https://nao-tour2.resv.jp/

護王神社の遷座から約20年を記念して御祭神に御神楽を奉納する。

表するなど、他分野のアーティストとのコラボレーションも積極的に

MAMAGOTO “AYUMI -short version-”

［申込］
（株）
直島文化村ベネッセハウスツアーデスク

［会場］護王神社
詳細はベネッセアートサイト直島ウェブサイトにて

藤村港平｜ダンサーとして森山開次や平山素子、梅田宏明、鈴木竜、

ままごと ①「あゆみ
（短編）
」

［料金］￥3,000

護王神社遷座 20周年記念
「杉本雅楽 直島御神楽」

お誕生会では懐かしい昭和歌謡のメドレーで盛り上げる。

Julie AnStanzak(Pina Bausch/Tanztheater
Wuppatari) 等の作品に出演のほか、ひびのこづえをはじめ、川
瀬浩介、小野龍一らと共に作品「MAMMOTH」や「RYU」を発

11/3［木祝］

［会場］直島・宮浦・本村 ［時間］9:45～12:45

10/9［日］

浅草で昭和を彩る名曲の数々を歌、ダンス、芝居、和太鼓、アクロ
バットを交えたパフォーマンスで魅せるスーパーユニットが特別出
演。3年前から瀬戸内エリアに拠点を移し活動しており、8月の

衣装：ひびのこづえ ダンス：藤村港平 音楽：川瀬浩介

小豆島｜ E- 11

Naoshima Public Architecture
tour

Photo:Miyawaki Shintaro

庭プロデューサーと手練れの庭師が、原風景の色濃く残
る王越のさらなる魅力となるような場所づくりに着手。
そのキックオフイベントとして、オリーブ植栽のための穴
掘りや土づくりを参加型で行う。

高見島｜ E- 17

10/9［日］
バシライ「瀬戸内 土のレストラン」
Bacilli

［会場］海のテラス ※詳細は芸術祭公式ウェブサイトにて
土 の 研究 や 土食文化 の 発信 を お こ なう南条嘉毅、
James Jack、吉野祥太郎によるコレクティブが構想
中の、瀬戸内の「土」を嗅いでテイスティングする前代
未聞のプロジェクトを紹介するイベントを開催。
［アクセス］多度津港よりフェリーで約25分。

