第13回 とよなか秋のまつり
場所

10月8日（日）18:00〜
ゆめタウン三豊駐車場

内容

18:30〜 太鼓台入場

日時

文

各地区で文化祭が開催されます。絵、書、俳句、短歌、木工、陶芸、生け花、盆栽など、
子どもから大人まで市民の皆さんの力作を展示します。また、舞踊やコーラス、マジックな
どの芸能発表も行います。その他、お茶会やコーヒーサロンなど協賛行事も多数開催します。
ぜひ、お越しください。

19:00〜 開会セレモニー
19:20〜 太鼓台担きあげ

地 区

内容

※小雨決行、悪天候の場合は中止

芸能発表 11 月 5 日（日）

内容

・振る舞い15：00〜21：00 どぶろく
・もちまき18：00〜
・イベント16：00〜 子ども芸能発表会、石居直ミニライブ
17：30〜 七尾獅子舞・太鼓台披露
18：30〜 カラオケ大会、石居直ミニライブ
※駐車場は笠田小学校運動場を利用してください
※どぶろくはお酒です。飲酒運転はしないでください
▶問い合わせ

どぶろく祭り実行委員会
090−6654−9038（大西）

10月14日（土）18：00〜

場所

本山河川敷駐車場

内容

獅子舞披露、太鼓台担きくらべ他

▶問い合わせ

日時
場所

市内の飲食・雑貨のお店を主体としたマルシェ。
この他、ワークショップや催し物も予定しています。
※ J A 豊中支所より無料シャトルバスを運行します。
▶問い合わせ まちづくり推進隊豊中 ☎62−5210

本山太鼓まつり実行委員会
☎62−4951（田井）

第15回 やまもと爽郷祭り
日時

内容

10月15日（日）9：00〜
山本ふれあい公園
獅子舞の競演、よさこい踊り、
山本長刀踊り、西中太鼓台、
いやだに神農太鼓、やまもと音頭総踊り、
大抽選会ほか

▶問い合わせ やまもと爽郷祭り実行委員会
☎63−4692（平日9：30〜11：30）

朝日山森林公園秋まつり
みとよ獅子舞フェスティバル2017
日
場所
内容

23

内容

市内外の獅子舞の演舞。
市内の飲食店による
コーナーあり。

▶問い合わせ
2017年10月

市観光交流局
広報

日時
場所

11月12日（日）
マリンウェーブ

☎56−5880

9：30 〜 14：30

詫間町

文化協会高瀬支部
☎７２−５３６７
（大井）

作品展示

11 月 4 日（土） 13：00 〜 16：30
5日
（日） 9：00 〜 15：30

分館合同
カラオケ大会

11 月 4 日（土） 12：00 〜 16：30

三野町体育センター

芸能発表 11 月 5 日（日）

9：00 〜 15：30

作品展示 11 月 12 日（日）

8：00 〜 15：00

大見幼稚園、三野町はつらつセンター
大見小学校、大見分館

芸能発表 11 月 12 日（日）

8：30 〜 16：30

大見小学校

作品展示 11 月 19 日（日）

9：00 〜 14：00

芸能発表 11 月 19 日（日）

9：00 〜 15：00

11 月 4 日（土）
5日
（日）

9：30 〜 18：00
9：30 〜 16：00

作品展示

作品展示

11 月 18 日（土）
19 日
（日）

三野町公民館
☎73−3114

吉津小学校、吉津幼稚園
豊中町農村環境改善センター、豊中庁舎前、
豊中町公民館
市民交流センター、芙蓉文化の里館
☎62−1155
市民交流センター

9：00 〜 17：00
9：00 〜 15：00

詫間福祉センター、マリンウェーブ

ステージ発表 11 月 18 日（土） 10：00 〜 15：30

文化協会詫間支部
080−6281−8811

マリンウェーブ

11 月 3 日（金） 13：00 〜 18：00

仁尾町

作品展示

4 日（土）

9：00 〜 18：00

5 日（日）

9：00 〜 15：00

文化協会仁尾支部
☎82−2193（三野）

仁尾町体育センター

芸能発表 11 月 12 日（日） 13：30 〜 16：30

10月29日（日）9：00〜
不動の滝カントリーパーク周辺

内容

豊中町

みとよ未来創造館
（旧高瀬町農村環境改善センター）

芸能発表 11 月 5 日（日） 10：00 〜

※周辺に駐車場がありませんので、なるべく公共
交通機関をご利用ください。

場所

第４回 不動の滝まつり

吉津

場所

日時

大見

第20回 本山太鼓まつり

第20回
回 どぶ
どぶろく祭り
ぶろく祭り
ろく祭り

問い合わせ

（保・幼・中）
11月 2日（木）〜14日（火） 9：00 〜 20：00 山本町生涯学習センター
文化協会山本支部
（山本小学校）
11月16日（木）〜29日
（水） 9：00 〜 20：00 山本町生涯学習センター
☎63−1041
芸能発表 11 月 12 日（日） 13：00 〜 16：00
山本町農村環境改善センター
下高瀬

三野町

場 所

作品展示

山本町

10月14日
4日（土）15：00〜
豊中町笠田笠岡 宇賀神社

日 時

作品展示 11 月 4 日（土） 10：00 〜 16：00
5日
（日） 9：00 〜 15：00

高瀬町

▶問い合わせ とよなか秋のまつり実行委員会
080−3922−7863（田中）

日時

化 祭

11月3日（金・祝）9：00〜
朝日山森林公園頂上周辺
9：00〜 農産物品評会、芝スキー、テント村
昔なつかしい石油発動機の展示実演
10：00〜 ミニミニ縁日、スタンプラリー
案山子コンクールも開催！

▶問い合わせ

市観光交流局

☎56−5880

財田町

作品展示

財田町公民館、財田庁舎
健やかプラザ「コスモス」

10 月 28 日（土） 13：00 〜 18：00
29 日
（日） 9：00 〜 16：00

財田町公民館
☎67−0108

財田町公民館

芸能発表 10 月 29 日（日） 12：30 〜 16：00

※日時・場所等変更になることがあります
※山本町の作品展示は、年間を通して山本町生涯学習センターで開催しています

第５回 つくるフェスティバルinみとよ
日時

10月21日（土）10:00〜17:00
10月22日（日） 9:00〜16:00

場所

宗吉瓦窯跡史跡公園および
宗吉かわらの里展示館

内容

アート・クラフト作家による展示即売
地域の食と文化を体感する地元エリア
宗吉かわらの里展示館企画展

三豊市文書館 秋期企画展

「講堂倒壊！天井落下！
！〜 三豊を襲った災害 〜」
過去に三豊を襲った自然災害を
振り返り、今後の災害対応につい
て考えます。
期間 10月14日（土）〜

11月29日（水）まで
会場

文書館ロビー・展示閲覧室

※臨時駐車場からシャトルバスが運行
臨時駐車場は、ＪＡ三野支店、下高瀬小学校
駐車場、三野町体育センター前駐車場です。

内容

三豊を襲った自然災害に関す
る古写真や過去の自然災害を
記録した歴史公文書の展示

▶問い合わせ

※月曜・祝日および１０月３１日は休館。
▶問い合わせ 文書館 ☎63−1010

つくるフェスティバル in みとよ
事務局 ☎73−6228

広報

▲昭和29年の台風15
号で倒壊した辻小学
校講堂

2017年10月
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