
三好市民文化祭開会式
11 月 1 日（日）　13 時
池田中学校体育館
問：三好市生涯学習課（☎ 72-3900）

【文化講演会　狂言 】
時間　13 時 30 分～ 15 時
演目「盆

ぼんさん

山・梟
ふくろうやまぶし

山伏」狂言師 小笠原 匡 氏
先着 100 名様　要電話予約

第５回箸蔵ふれあい祭
11 月 1 日（日）9 時～ 16 時
箸蔵公民館、箸蔵小学校
問：箸蔵福祉村（☎ 72-0722 福田）

参加者に各種景品を準備
各種作品展覧会、芸能発表会、世界の発動機展示、バザー、
手打ちうどん、餅実演販売、福祉施設作品即売会

第４回三世代ウォークラリー
11 月 1 日（日）13 時～ 15 時 30 分（予定）
池田町州津周辺
問：三好市社会福祉協議会（☎ 72-5715）

「健康」「地域」「交流」をテーマとした三世代を含むチーム
によるウォークラリー

伊予川芋煮会
11 月 1 日（日）10 時～ 15 時
平和橋下河川敷南岸（山城町八千坊）雨天時：恵泉館
問：伊予川芋煮会（☎ 86-2854 脇）

芋煮鍋、カヌー・ラフティング体験、環境活動パネル展

第 17 回まほろば祭
11 月 1 日（日）10 時～ 15 時
大和小学校運動場（雨天時は体育館・駐車場）
問：大和小学校（☎ 86-1276）

お楽しみ抽選会やもち投げ、手作りあめ湯の無料サービス
四国大学沖縄県人会による舞踊エイサー、小学校児童によ
るソーラン節、各種バザーなど

ゆめ・笑顔・ふるさと三好
第２回三好市民文化祭
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〜

Afternoon Jazz Concert in IKEDA
11 月 7 日（土）11 時 30 分～ 14 時（予定）
レストラン水車
問：JAZZ ST in IKEDA 同好会（☎ 72-2880 国久）

ランチ付き　前売り 3,000 円　当日 3,500 円
神戸ジャズストリート、徳島ジャズストリート、そのジャ
ズストで活躍されている「瀬部妙子」さんの演奏

第 28 回なでしこまつり
11 月 7 日（土）12 時・8 日（日）10 時
井川総合支所・辻小学校周辺
問：なでしこまつり実行委員会（☎ 78-2101 近藤）

文化、体育の振興を図る様々な行事。牧仙画特別企画展、
菊花展、各種バザー、カラオケ大会、福投げ（８日）

第４回井川文化まつり
11 月 7 日（土）12 時・8 日（日）10 時
井川総合支所・辻小学校周辺
問：三好市文化協会井川支部（☎ 78-2901 前川）

各種作品展、各種発表会

三好市社会福祉大会　ふれあい広場
11 月 8 日（日）10 時～ 15 時 30 分
三好市池田総合体育館
問：三好市社会福祉協議会（☎ 72-5715）

【記念講演】講師 辛坊治郎氏
【式典】表彰式、手話コーラス、ボランティア発表
【ふれあい広場】高齢者作品展、健康チェック、相談コーナー、
バザー、徳島県警察音楽隊演奏会、赤十字救急救命講習

第 16 回山城文化まつり
11 月 8 日（日）10 時～ 15 時
三好市山城公民館
問：三好市文化協会山城支部
　　（☎ 84-1525 元木・☎ 86-1266 蔵下）

演芸発表、各種展示、各種バザーその他

第 14 回三好高校　楓祭
11 月 12 日（木）9 時～ 14 時
三好高等学校
問：三好高等学校（☎ 72-0805）

肉加工品、野菜・果物や林産加工品など生産物の展示即売
三好高校の取り組みや研究事例の紹介、スタンプラリー

道の駅「三野」秋の収穫祭
11 月 15 日（日）10 時～ 14 時
道の駅「三野」農産物直売所
問：道の駅「三野」農産物直売所（☎ 76-2010）

農家直送の新鮮な野菜、米などをたくさん用意。農産物直
売所でお買上げの方に福引、豚汁、お好み焼きなどの接待

上野の森ブラスコンサート
11 月 15 日（日）13 時
三好市池田総合体育館
問：三好市生涯学習課（☎ 72-3900）

入場料　一般 1,000 円　 学生 500 円

【上野の森ブラス】1973 年に、当時東京藝術大学の学生で
あった 4 人により結成された日本最古のブラスアンサンブ
ル。演奏会の全曲を暗譜で立奏し、ジャンルにこだわらず
に音楽の楽しさを軽妙な話とともに人々に伝えています。

第 4 回三好市高齢者体育大会
11 月 17 日（火）10 時～ 15 時
三好市池田総合体育館
問：三好市老人クラブ連合会事務局
　　（三好市社会福祉協議会内 ☎ 72-5715）

三好市老人クラブ連合会、市内高齢者施設より参加

三好市内学校児童生徒作品展
11 月 21 日（土）～ 23 日（月）
10 時～ 20 時（23 日は 16 時まで）
三好市池田総合体育館
問：三好市生涯学習課（☎ 72-3900）

全校生徒の図画、書写等を一同に集め、展示

アレックス・カー 紹介展＆ 高木宏絵画展
11 月 21 日（土）～ 23 日（月）10 時～ 16 時
ヒルトン２F（大通り銀座角交差点）
問：大通り商店街（☎ 72-1225 高木）

三好市に関わりの深いアレックス・カー氏を紹介

第 22 回池田文化まつり
11 月 21 日（土）～ 23 日（月）
問：池田文化まつり実行委員会（☎ 72-0066 真鍋）

【開会式・オープニングコンサート】
21 日 10 時　中央公民館

【芸能の部】　21 日・22 日　13 時　中央公民館　
【展示の部】　21 日～ 23 日　10 時～ 17 時　ヨンデンプラ
ザ池田、サンライズ 6 階、中央公民館

【音楽の部】　22 日 10 時　マナヅル文化ホール
【お茶席】 　21 日、22 日（15 時まで）うだつの家
各会場を巡るスタンプラリー（空くじなし）

妖怪祭り
11 月 22 日（日）11 時～ 15 時
藤の里公園一帯（ 山城町上名）
問：道の駅大歩危（☎ 84-1489）

妖怪バンド演奏・妖怪手作りコンテスト（入賞商品有）・妖
怪行列・妖怪グッズの販売

まちかどフェスティバル
11 月 23 日（月）12 時 30 分～ 15 時 30 分
三好市中央公民館、へそっこ公園、フレスポ
問：阿波池田たばこ踊り保存会（☎ 72-5210 眞野）

地元の伝統文化として、たばこ踊りを保存会の会員と池田
小学校５、６年生と合同で共演

【参加団体】たばこ踊り保存会、はしくら連、山城中学校吹
奏楽部、はしくら小唄同好会、山城藤川谷妖怪

「あしたのために」 UA in Miyoshi 
11 月 28 日（土）15 時・29 日（日）11 時
三好市池田総合体育館
問：三好市生涯学習課（☎ 72-3900）

歌手の UA さんと、三好市出身の人形遣い吉田勘録さんらに
よる人形浄瑠璃、能のコラボレーションによる公演

【チケット】入場料は 3000 円で、チケット販売は、全国のロー
ソン店内　「Loppi」Ｌコード 66174 にて販売中

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 12 回県民文化祭

11 / 1 日  ➡  11 / 30 月

狂言師 小笠原 匡 氏

辛坊 治郎 氏 
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