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2017
夏のイベント

お祭りや催しなど、市内や県外で行われる夏のイベ

ント情報を紹介します。ご家族やお友達と、楽しい

ひとときをお過ごしください。

四国まんなかイベントだより

河川敷駐車場

丸山神社 祇園祭り 露店、花火大会（20時頃～、1,200 発、少雨決行）7/16 丸山神社周辺 三好市観光協会 ☎ 0120-404-344

7/22 商工会 山城本所 ☎ 86-1059やましろ夏まつり

イベント 内　　容日　程 場　　所 お問い合わせ先

「はじめての山登り」講座

「チロヌップのきつね」上映会

第 52回 かんおんじ
銭形まつり
7月15日（土）～16日（日）

第 40回 四国中央紙まつり

第 10回記念大会 書道パフォーマンス甲子園
8月6日（日）9時30分～
伊予三島運動公園体育館

7月29日（土）、30日（日）

観音寺市

四国中央市

15
日

16
日

【参加費】無料
【その他】ピースライブ、アコーディオニスト
SADA、キャラクターショー、スタジオ FUNに
よるダンス披露など（18時から）
　  平和の夕べ実行委員会（☎ 72-3886）

【集合場所・時間】 
徳島県西部総合県民局美馬庁舎・7時20分
【対象】 小学生とその保護者
【定員】 25名（定員超過の場合は抽選）
【参加料】無料
【注意事項】必ず登山に適した服装、靴でおこしください。
※お弁当、飲み物、タオル、帽子、雨具などを持参してください。
【申込方法】ファックスまたはEメールでお申し込みください。その
際に、①参加者氏名・生年月日 ③学校名 ④学年 ⑤保護者氏名⑥
保護者 ・生年月日⑦住所⑧電話番号⑨携帯電話（連絡がつくもの）
をお伝えください。
【申込締切】7月21日（金）

　　　 徳島県西部総合県民局保健福祉環境部〈美馬〉環境担当 
（☎ 0883-53-2060、FAX 0883-53-2082、
Eメール：seibu_hfk_mm@pref.tokushima.jp）

銭Rock（12時～16時：ハイスタッフホールロビー）
ゼニガタライブ（17時～21時30分：ハイスタッフホール
大ホール）
銭形やたい村&バル（15時～21時30分）
銭形よさこい（12時30分～20時：上市・中央町・柳町・
駅通り・中洲本通商店街、ハイスタッフホール）
銭形おどり&イベント（13時～21時：ハイスタッフホール）
銭形花火　財田川河口から約1,000発打ち上げ（21時
10分～）※悪天候の場合は、順延
銭形やたい村&バル（12時30分～21時30分：ハイス
タッフホール）

【29日】開会式＆てんびん表彰式（10時）、紙おどり（19時）
【29日・30日】各イベント（10時～）

全国の高校生が「書の美しさ」と「演技の美
しさ」を６分間という限られた時間の中で競い
あいます。趣向を凝らしたパフォーマンスとと
もに書き上がる作品を是非ご覧ください。

　　かんおんじ銭形まつり実行委員会（観音寺商工会議所内）
（☎ 0875-25-3073、ホームページhttp://www.kan-cci.or.jp/zenigata/）

剣山山頂大祭 （17日）例祭
（23日）神輿（11時）、福餅投げ

7/17 劔山本宮劔神社 劔山本宮劔神社 ☎ 0883-24-2287

日

月•祝

土

「山の日」イベント

栄町駐車場・川之江地区商店
街周辺、紙のまち資料館

16時頃帰着予定
 剣山（見ノ越まで貸し切りバスで送迎）

19時 ～21時
池田へそっ子公園

問申

問

問

　　紙まつり実行委員会事務局（☎ 0896-２8-6186）問

　　書道パフォーマンス甲子園実行委員会事務局
　　（☎ 0896-28-6037）
問

8 11/ ・

山城AKBダンス、ライブ、バルーンショー、大抽選会、各種バザー、
花火大会（21時頃～、280発）17時～

7/22 辻小学校 グランド 商工会 井川支所 ☎ 78-2101井川納涼祭 土 映画上映、福投げ、各種バザー、パトカーや消防車に乗るこ
とができる体験会など17時～

8/ 6 旧西祖谷中学校跡地 YチームLOVE西祖谷 ☎ 090-4973-3506西祖谷夏祭り 日 鮎・ウナギのつかみ取り大会、カラオケ大会、大抽選会、よびごと連
の阿波踊り、花火（21時予定、300発、小雨決行、雨天時8/14に順延）17時～

8/13 東祖谷中学校 グランド 商工会 東祖谷支所 ☎ 88-2170奥祖谷夏祭り 日 くじ引き大会、カラオケ大会、各種バザー、花火大会（20時30頃～、
400発）17時～

8/14 旧川崎小学校 グランド 祖谷口チャレンジ21 ☎ 86-2202祖谷口の
夏フェスティバル

月 カラオケ大会、若葉連阿波踊り、国見会劇、福引大会、各種バザー、
花火大会、（21時、約 400発）19時～

8/13 三野体育館西側駐車場 商工会 三野支所 ☎ 77-2238三野フェスタ 日

17時～
福投げ、阿波踊り、花火大会（20時、約1,000発）、バルーン
ショー、フラダンス、みの夢カード抽選会など

8 6/ 日

金 祝・

10時～15時頃
8/16 善徳天満宮神社 三好市観光協会 ☎ 0120-404-344西祖谷の神代踊 水 太鼓を打ち鳴らす編み笠の男たちと花傘姿の踊り子などが輪になって踊

る。豊作と無病息災を祈願して奉納される。国の重要無形民俗文化財。

18時 30分～　北山たけしコンサート
19時 30分～　三好市観光連 4連による阿波おどり
【当日入場券】中学生以上 1,300 円、小学生 200 円
【前売入場券】中学生以上 1,000 円、小学生 200 円
【指　定　席】前売り券 2,000円、当日券 2,500円

8いけだ阿波おどり前夜祭
18時 30分 ～
三好市池田総合体育館

問申　　　  三好市観光案内所（☎ 0120-404-344）

13/

北山たけしさん

大歩危妖怪採集

四国アイランドリーグ
plus2017

　　 

プロの白熱したプレイを間近で見られるチャンス
です。豪華景品の当たる抽選会も開催します。
入場は無料です。（チケット不要）　 

　　道の駅大歩危（☎ 84-1489）

徳島インディゴソックスvs香川オリーブガイナーズ

大歩危の自然を歩きながら想像をふくらませて自分だけの妖
怪を探してみよう！夏休みの自由研究にお勧めです。（対象：
小学校3年生以上）
【料金】大人900円、小・中学生700円
※妖怪屋敷入館料を含む。
※定員20名程度、予約制

10時～ 14時 30分
集合9時 45分（※雨天決行）
道の駅大歩危および妖怪街道周辺

問

13時～
吉野川運動公園池田球場（池田町イタノ）

問　　三好市教育委員会生涯学習・スポーツ振興課
（☎72-3900） 

7 日23/

8 6/ 日

2017 WWA公認 
アジアウェイクシリーズ IN三好市池田湖
～世界ウェイクプレ大会～

9時～
池田湖（池田町イタノ）

7/ 金

第5回妖怪屋敷夏まつり

　  道の駅大歩危（☎ 84-1489）

【入場料】 お化け屋敷のみ：大人300円、
小・中学生200円、妖怪屋敷＋お化け
屋敷：大人500円、小・中学生300円

18時～ 21時（※雨天決行）
道の駅大歩危

問

8 5/ 土

　　アジアウェイクボード協会（☎ 03-6225-0845）問

18時20分～　オープニングイベント
19時から栄町演舞場にて北山たけし連
【ゲスト】 北山たけしさん

三絃会いけだ阿波おどり三味線流し
【時間】17時～：  たばこ資料館～本町通り～駅前通り
　　　  18時～：へそっ子公園演舞場　
【場所】  阿波池田たばこ資料館出発
【ゲスト】yuyu with eriri（ゆりり）&スタジオFUN
【時間】17時20分～
【ゲスト】Sacra e sole（さくらえそーれ）
【時間】18時20分～
【ゲスト】勘緑さん
【時間】18時50分～

いけだ阿波おどり

15
日

19時～22時 30分
JR阿波池田駅周辺

【ゲスト】  今井ゆうぞう＆yuyu with eriri（ゆりり）
【時間】17時～
【ゲスト】Mukoangie（ムコアンジー） 
【時間】17時40分～
【ゲスト】クハイ ハラウ オ カレイアヌエヌエオカラニ パ オラパ カヒコ（ラウレア）
【時間】18時20分～
22時から栄町演舞場にて三好市観光連4 連による総おどり
【出演】さつき連、ゑびす連、吉野連、とうりゃんせ

14
日

16
日

問　　三好市役所観光課（☎ 72-7620、
ホームページhttp://www.ikedaawaodori.com/）

8 ～
月14 16/ 水

9時：女子オープン予選、12時：男子オープンセミファイナル、
15時：女子オープンセミファイナル

30
日

28
日

日28 30～

日

親子で学ぶ

14 日ゲスト

北山たけしさん
三好市観光大使

16 日ゲスト
スタジオ FUN 北山たけし連

連員大募集！
（先着30名様）

29
日

9時：初心者男子&女子ファイナル、10
時：開会式典、11時：中級者男子&女
子ファイナル、12時上級者男子&女子ファ
イナル、13時：キッズファイナル、14時：
ウェイクサーフィン、15時：AC女子オー
プンファイナル、16時：AC男子オープン
ファイナル、17時：表彰式

15 日ゲスト
フラダンス
クハイ ハラウ オ カレイアヌエヌエオ
カラニ パ オラパ カヒコ(ラウレア）

15 日ゲスト

Mukoangie
香港お笑いタレント

（ムコアンジー）

15・16日ゲスト
yuyu with eriri
（ゆりり）さん

・ごっついおもっしょい！池田湖ウォーター
スポーツ体験会（参加無料）
・みらいの世界チャンピオンWATER KIDS
発掘オーディション

問 地域おこし協力隊すすきた
（☎090-3491-3966）　

【オーディション】
7 月 30日 ( 日 )
【参加資格】三好市在住の
高校生まで
選ばれたキッズは来年の世
界大会に向けての育成プロ
グラムに参加できます。

7/23 日

ウォーターキッズ発掘
オーディション参加者募集

16 日ゲスト
井川町出身ボーカルユニット
Sacra e sole
（さくらえそーれ）

16 日ゲスト
三好市出身
浄瑠璃人形遣い
勘緑さん16 日

三絃会
三味線流し

15 日ゲスト
池田町出身タレント
今井ゆうぞうさん
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