
　第 29 回なでしこまつり
11 月 6 日（土）12 時～ 21 時　 7 日（日）9 時～ 18 時
井川総合支所・辻小学校周辺

【お問い合わせ先】なでしこまつり実行委員会（近藤☎ 78-2101）
菊花展、各種作品展、幼保小中高作品展、各種発表会、バザー、
カラオケ大会、自衛隊音楽隊演奏会、福投げ

　第 5 回井川文化まつり
11 月 6 日（土）12 時～ 17 時　 7 日（日）9 時～ 18 時
井川総合支所・辻小学校体育館

【お問い合わせ先】三好市文化協会井川支部（前川 ☎ 78-2901）
各種作品展覧 11 月6日～ 7日、芸能発表会 11 月7日

　第 6 回箸蔵ふれあい祭
11 月 7 日（日）9 時～ 16 時
箸蔵公民館・箸蔵小学校

【お問い合わせ先】箸蔵公民館〈箸蔵福祉村〉（☎ 72-0809）
各種作品展覧、歌謡・舞踊発表会、世界の発動機展、手打ちう
どん・もち実演販売、福祉施設作品展示販売、福引
同時開催：池田町老人クラブ連合会ウォーキング大会（受付 9 時）

　第 17 回山城文化まつり
11 月 7 日（日）10 時～ 15 時
三好市山城公民館

【お問い合わせ先】三好市文化協会山城支部（蔵下 ☎ 86-1266）
演芸発表（ブラスバンド・カラオケ・コーラス・日舞・創作劇・
昔ばなし、語りなど）、展示（盆栽・ロマンドール・漆芸・華道・
絵手紙・俳句）、チャリティーバザー、生活改善グループによるう
どん・餅・団子など、地元縫製製造品の販売・茶道

　伊予川芋煮会
11 月 7 日（日）10 時～ 15 時
山城町 平和橋上流 100 ｍ 河川敷（雨天時は恵泉館）

【お問い合わせ先】伊予芋煮会（並岡 ☎ 86-2262）　
地産地消での芋煮鍋、大釜三基、カヌーおよびラフティング体験。
年間の環境活動パネル展、芋炊き会、大野小、政友小、政友生
活改善グループによるバザーなど

　第 15 回三好高校楓祭
11 月 12 日（金）9 時～ 14 時
三好高等学校

【お問い合わせ先】三好高等学校（☎ 72-0805）
ロースハム・燻製などの肉加工品・新鮮格安の野菜・果物や林
産加工品など生産物の展示即売、三好高校ならではの特色ある
取り組みや研究事例の紹介、ス
タンプラリー（先着 100 名様
空くじなしで特等には学校生産
物の詰合せ）など。生徒が
実習で作った農産物即
売では、毎年多くの行
列ができます。「来て、
見て、触れて」三好高
校の特色ある取り組み
をご覧ください。

　第 5 回三好市社会福祉大会ふれあい広場
11 月 14 日（日）10 時～ 15 時
三好市池田総合体育館

【お問い合わせ先】三好市社会福祉協議
会（☎ 72-5715）
記念講演：講師 住田裕子 氏
式典（表彰式、手話コーラス、福祉活
動発表）、ふれあい広場（バザー、高齢
者作品展、健康チェック、相談コーナー、
陸上自衛隊第 14 音楽隊演奏会）、それ
いけ！アンパンマン ショーなど

　道の駅三野　秋の収穫祭
11 月 14 日（日）10 時～ 14 時
道の駅「三野」農産物直売所

【お問い合わせ先】道の駅三野 農産物直売所（☎ 76-2010）　
13 時より華蝶連阿波おどり。生産者が丹精込めて作った新鮮野
菜等を安値で販売。 農産物直売所で商品をお買上げの方に福引

（空くじなし）、豚汁、お好み焼き等の無料接待など

　音楽に寄せて  ～ An die Musik vol.4 ～
11 月 14 日（日）15 時～ 17 時（開場 14 時 30 分）
マナヅル文化ホール

【お問い合わせ先】マナヅル文化ホール（☎ 72-0066）
入場券：一般 2,000 円
県内外で活躍する声楽家、ピアニストによるクラシックコンサート。
今年は、懐かしい日本歌謡と美しいドイツリートの調べが歌われます。
出演：頃安利秀・豊成哲・北村僚真・真鍋美恵・戸邉祐子ほ
か

　三好市内児童生徒作品展
11 月 20 日（土）～ 23 日（火）9 時～ 20 時（23 日は 15
時まで）
三好市池田総合体育館メインアリーナ

【お問い合わせ先】三好市教育委員会 生涯学習課（☎ 72-3900）
三好市内の保育所、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、池
田支援学校の優秀作品（グラフィック・科学・法務局・税務署・
家庭の日絵画など）を一同に展示

　第 23 回池田文化まつり
11 月 20 日（土）～ 23 日（火）10 時～ 17 時
三好市中央公民館・ヨンデンプラザ池田・うだつの家・マナヅ
ル文化ホール・三好市中央図書館市民ギャラリー

【お問い合わせ先】三好市文化協会池田支部（真鍋 ☎ 72-0066）
各会場を巡ってのスタンプラリー（お楽しみ抽選会）
オープニングコンサート：三好市中央公民館
20日（土）10 時～開会式
芸能の部：三好市中央公民館
20日（土）21日（日）13 時～
舞踊・邦楽・詩吟・大正琴・カラオケ・太極拳　など
展示の部：ヨンデンプラザ池田・マナヅル文化ホール・三好市中
央図書館市民ギャラリー
20日（土）～ 23日（火）10 時～ 17 時
絵画・書道・華道・俳句・短歌・ファッション・ちぎり絵・絵手
紙・古文書・保育園児作品・高校生作品など

音楽の部：マナヅル文化ホール
21日（日）10 時～
お茶席：うだつの家
20日（土）～ 21日（日）10 時～ 15 時

　妖怪祭り
11 月 21 日（日）11 時～ 15 時
山城町上名　藤の里公園一帯

【お問い合わせ先】道の駅大歩危（☎ 84-1489）
妖怪バンド演奏・妖怪手づくりコンテスト（入賞賞品有）・妖怪行
列・妖怪グッズの販売があります。

　歌謡発表会
11 月 23 日（火）11 時 30 分～ 16 時
三好市中央公民館４階大ホール

【お問い合わせ先】歌謡発表会（中川 ☎ 74-1647）　
年１度、歌謡発表会をしております。日頃練習して参りました唄を
一生懸命心こめて皆さんの前で唄います。
主催：歌謡研究クラブ＆歌声教室（池田文化まつり協賛事業）

　まちかどフェスティバル
11 月 23 日（火）12 時 30 分～ 15 時
三好市中央公民館・へそっこ公園・フレスポ駐車場

【お問い合わせ先】阿波池田たばこ踊り保存会（眞野 ☎ 72-5210）
12 時 30 分　出発式　三好市中央公民館
13 時　へそっ子公園ステージ
14 時　フレスポ駐車場
出演：山城中学校吹奏楽部、阿波池田たばこ踊り保存会、池田
小学校 5・6 年生有志、箸蔵小唄婦人同好会、はしくら連、三
好高校ボランティア有志、国際交流協会有志、藤川谷妖怪

　第 5 回三好市高齢者体育大会
11 月 26 日（金）10 時～ 15 時　
三好市池田総合体育館

【お問い合わせ先】三好市老人クラブ連合会事務局〈三好市社
会福祉協議会〉（☎ 72-5715）　
三好市内の高齢者、市内高齢者施設による体育大会。誰もが参
加でき、プログラムもレクレーションを多めにしたので、1日楽しく
過ごせます。

　人形浄瑠璃三好市公演
11 月 27 日（土）18 時・28 日（日）10 時　2 日公演
三好市池田総合体育館

【お問い合わせ先】三好市教育委員会 生涯学習課（☎ 72-3900）
入場料：前売券 2,000 円　当日券 2,500 円（全席自由）
※未就学児の同伴・ご入場はご遠慮ください。
一部：人形浄瑠璃「壺阪観音霊験記」沢市内より山の段
浄瑠璃・竹本友代、三味線・鶴澤友喜久、人形・吉田勘緑＋
木偶舎
二部：近松門左衛門　原作　ON・RAKU「女殺油地獄」
音楽・竹内正和＋ウィウィマーフィー＆ AWA、人形・吉田勘緑＋
木偶舎
チケット販売：三好市教育委員会生涯学習課、ローソン（Lコー
ド 61969）、池田総合体育館、公民館（三野・井川・中央）

　第２回阿波池田文化フォーラム（市民文化祭協賛行事）
10 月 31 日（日）14 時～ 16 時
三好市中央公民館　入場無料

【お問い合わせ先】 阿波池田文化フォーラム（田岡 ☎ 72-5633）
演題：「大河ドラマ制作について」
講師：NHK 制作局ドラマ番組部 制作統括 内藤慎介氏

「天地人」チーフプロデューサー、内藤慎介氏（旧半田町出身）
をお招きし、大河ドラマ制作についてお話をお聞きします。大河ド
ラマに興味のある方、さらに深く知りたい方、裏話を聞きたい方は
ぜひご参加ください。質疑の時間を十分にとりますので日頃知りた
いと思っていることをおたずねください。
主催：阿波池田文化フォーラム
後援：三好市 三好市教育委員会 NHK徳島放送局など
参加申込先：☎ 72-5633（平日 9 時～ 18 時）、ファックス
72-1295（氏名、電話番号を記入）200 名で受付終了。　

　三好市教育講演会
11 月 6 日（土）13 時 30 分～ 15 時
池田総合体育館メインアリーナ

【お問い合わせ先】三好市教育委員会 生涯学習課（☎ 72-3900）
参加料：無料
講師：宮本延春 先生

（愛知県豊川高校教師）
演題：「オール 1 先生からのメッセージ～
いじめ、引きこもり、天涯孤独の絶望から
夢を現実にするまで～」
昨年に引き続きの講演で、どなたでも参加
できます。
　

ゆめ・笑顔・ふるさと三好

第3回（平成22年度）

三好市民文化祭

主催　三好市民文化祭実行委員会 
後援　三好市・三好市教育委員会 
協賛　第 13 回徳島県民文化祭

11月1日（月）～30日（火）
※協賛行事として一部10月開催のものもあります

自然が生き活き、人が輝く交流の郷　三好市
～あふれる笑顔と未来（あした）のために～
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