
主催：丸亀市市民交流活動センターマルタス
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Welcome Birthday Party

秋！手形アートでハロウィンを楽しもう

ぷにぷにおもちゃを作ろう

うんどうあそび！
ハロウィンBOXを作ろう

えいごおはなし会

親子あそび＆ビジョントレーニング

ロボットで一緒に遊ぼう！はじめての英語でプログラミング

中央図書館おはなし会 

親子あそび&ビジョントレーニング

丸亀おはなしの会  「くれよん」おはなし会

楽器を作って音に触れよう

ワクワク！ キミだけのハロウィンモンスター！
ハロウィンのオリジナルアイシングクッキーを作ろう！ 
MARUTASU Halloween party 

うんどうあそび！

15:00 - 16:00

300円 / 定員10名

主催:あしあと寺子屋

1 (土)

ハロウィンBOXを作ろう

1,000円 / 定員各回5名
主催:みやしたやよい

1 (土)

30 (日)

主催:おりーぶきっちん

ハロウィンのオリジナル
アイシングクッキーを作ろう！

10:00 - 11:00

1,000円 / 定員8組

30 (日)

11 (火)

えいごおはなし会

無料 / 定員30名
主催:えいごおはなし会ジェム

10:30 - 11:00

ぷにぷにおもちゃを作ろう

13 (木)

200円 / 定員各回6名

親子あそび＆
ビジョントレーニング教室

28 (金)

19 (水)

赤ちゃんとママのための
ベビーマッサージ

10:00 - 11:00

1,000円 / 定員5組10名

11:00 - 12:00

無料 / 定員１０組３0名

主催:まるまま

主催:リトルアインシュタイン

主催:丸亀市市民交流活動センターマルタス 主催:丸亀市市民交流活動センターマルタス

主催:丸亀市市民交流活動センターマルタス

主催:丸亀市市民交流活動センターマルタス主催:丸亀市市民交流活動センターマルタス

11:00 - 11:30

Welcome Birthday Party

無料 / 定員8組16名

MARUTASU Halloween party 
～ハロウィンクイズラリー～

MARUTASU Halloween party
～おたのしみ会～

11:00 - 15:00

無料 / 定員150名

29 (土)

秋！手形アートで
ハロウィンを楽しもう

1,500円 / 定員各回5組20名

①10:00 - 10:40 
②11:00 - 11:40
③13:00 - 13:40

①10:00 - 10:30 
②10:40 - 11:10
③11:20 - 11:50

①10:00 - 11:30 
②13:00 - 14:30
③14:30 - 16:00

10:00 - 11:00

無料 / 定員40名

30 (日)

7 (金)・21 (金)

ロボットで一緒に遊ぼう！
はじめての英語でプログラミング

9 (日)

１00円 / 定員6組24名

10:00 - 11:00

8 (土)

中央図書館おはなし会

10:30 - 11:00

無料 / 定員30名

主催:丸亀市立中央図書館

主催:Sunny English

10:00 - 11:00

500円 / 定員各日程5組10名

主催:ブレインキッズ体操教室

14 (金)

15 (土)

アメリカ発・新しい親子リズム遊び
Zumbini（ズンビーニ）

①10:00 - 10:45 
②13:00 - 13:45
1家族1,000円 / 定員各回親子5組

主催:Y’s Move&Dance 高橋 康子

17 (月)

親子ふれあいあそび

楽器を作って音に触れよう

ワクワク！キミだけの
ハロウィンモンスター！

11:00 - 11:30

無料 / 定員30名
主催:認定NPO法人さぬきっずコムシアター

主催: 親子で楽しめる手形アート Smile happiness

親子ふれあいあそび

アメリカ発・新しい親子リズム遊び  ズンビーニ

赤ちゃんとママのためのベビーマッサージ

10.01

10.30

展示 / exhibition

10.01

10.31 主催/丸亀市市民交流活動センターマルタス

主催/特定活動非営利法人フォレスターズかがわ

自然素材を使った
鳥の彫像と民芸品

会場/1階  市民展示コーナー

子どもたちのキラキラな日常
～芸術士®が目指すもの～

会場/2階  市民展示コーナー

あなたが普段目にする樹々から愛らしい鳥が作りだせるのを知っていますか。これを「バードカービ
ング」と言います。今回の展示作品は、ナイフひとつを使って樹皮をそのまま活かした彫像で、皮目
の違いもありとても面白い鳥たちです。

まるで鳥の話し声が聞こえてくるようです。また、草木の素材で編んだ籠などの作品は、かつて私た
ちの日常生活を潤してくれたものです。
自然素材の魅力がよくわかる作品たちを楽しんでみてください。

芸術士は、子どもたちの無限の可能性を信じ、子どもたちの感性と創造力を最大限に引き出す手助け
をします。例えば、園庭で絵の具遊びをしたときなど、子どもは地面に落ちた絵の具のシミや、水溜
りの中で色がゆっくりざり合う動きなどを特別な出来事として捉えられ、そこから新たな遊びに発展
させます。大人には、それは意味のあることに見えないかもしれませんが、既成概念にとらわれない
彼らの柔軟な思考は、大人の思考を遥かに凌駕します。遊びから問いを生み、経験から学び、柔軟な
思考で創造する。芸術士が目指すものは、そんな子どもたち一人一人が輝けるキラキラな日常に寄り
添うことです。展示ではそんな子どもたちと過ごした日常風景を紹介します。

10:00 - 12:00

1,500円 / 定員15名

30 (日)

美濃さん

30 (日)

主催:丸亀市市民交流活動センターマルタス

MARUTASU Halloween party
～フォトブース～

11:00 - 15:00

無料 / 定員100名

美濃さん

講師：竹崎 瑞季（丸亀市猪熊弦一郎現代美術館  学芸員）

講師：松尾由美(ぴんちゃん)(特定非営利活動法人アーキペラゴ  芸術士)
小馬 絵美子(アーキペラゴ事務局）

OPEN MUSIC LOUNGE

デニム Music Live！

主催：丸亀市文化振興事業協議会

10日（月）　14:00-15:00 
無料 / 自由参加

23日（日）　

無料 / 自由参加

17:00-１9:15  ライブ
19:20-20:00  トーク

主催：丸亀市市民交流活動センターマルタス
アーティスト：OOWETS・Click J・MASAMI TAKASHIMA

MARUTASU Halloween party
～ハロウィンクイズラリー～

MARUTASU Halloween party
～おたのしみ会～

30日（日）　11:00-15:00 / 無料 / 定員150名

小学生のお兄さん・お姉さんは館内を巡って謎を解くハロウ
ィンクイズに挑戦！マルタスを隅から隅まで探索しながらクイ
ズに答えてプレゼントをゲットしましょう。
当日は館内に魔女が現れるかも⁉楽しい催しをたくさん準備
してお持ちしています。

ハロウィンは仮装をしてマルタスに集合！今年もマルタスで
はお子さま向けにハロウィンイベントを開催します。ハロウィン
にちなんだゲームや音楽をみんなで一緒に楽しみましょう。
また、ハロウィン仕様の特別なフォトスポットも登場予定です。
かわいい仮装を写真に残してハロウィンの思い出を作ってく
ださい。

30日（日）　10:00-11:00 / 無料 / 定員40名（1組3名）

主催：丸亀市市民交流活動センターマルタス

MARUTASU Halloween party 2022
01

02

期間/9月24日（土）～11月6日（日）
会場/1階  白壁展示コーナー

「今井俊介 スカートと風景」
 サテライト展示 IN マルタス

期間/9月29日（木）～11月6日（日）
会場/1階  88の棚の部屋

瀬戸内国際芸術祭2022の秋会期に丸亀市の島
「本島」にて作品を展示される、藤原史江さん、
川島大幸さんのサテライト展示を開催します。
藤原さんは、本島の石を用いて石の視点から見
た風景をテーマに、川島さんは、石切り場の技
術とそこから派生した産業や文化から着想を得
て作品を制作されています。本島の作品と合わ
せて、ぜひご覧にお越しください。

左：藤原 史江　「無二の視点から」
右：川島 大幸　「SETOUCHI STONE LAB」

01. 瀬戸内国際芸術祭2022  本島サテライト会場「藤原史江、川島大幸」 01. 現代アートを知る～MIMOCAのキュレーターに聞く～

02. こども×アート
遊びから生まれる創造の種02.

主催/瀬戸内国際芸術祭実行委員会
協力/丸亀市市民交流活動センターマルタス

「FUJI TEXTILE WEEK 2021」山梨県富士吉田市、2021年　©Shunsuke Imai

主催/丸亀市猪熊弦一郎現代美術館
　　 公益財団法人ミモカ美術振興財団
　　 丸亀市市民交流活動センターマルタス

丸亀市猪熊弦一郎現代美術館（MIMOCA）で開
催している企画展「今井俊介スカートと風景」
のサテライト展示を開催。マルタスだけで見る
ことができる、大判の布の作品がオープンラウン
ジに出現します。
展示期間中に特定のハッシュタグをつけてイン
スタグラムに写真を投稿すると、先着200名に
オリジナル缶バッチがもらえるキャンペーンも
実施します！詳細はマルタス公式ホームページ
をご覧ください。

普段の生活の中では芸術に触れる機会が少ない
方や目にすることが難しい芸術を、子どもたち
や地域の方が集まりやすいところへ届けること
によって、体験等を通じて芸術を間近に感じ理
解を深め興味関心を持っていただく「芸術体験
プログラム」として開催する本演奏会。

ホールやコンサート会場のように、フォーマル
に楽しむ音楽もいいけれど、ラフな格好、例え
ばデニムでもラフに楽しめる、それが「デニム 
Music Live!」です。ぜひお楽しみください！

香川在住３名のアーティストによるライブ＆ト
ークセッションを開催します。テーマは「新し
い音楽に出会う」。アンビエント、ヒップホッ
プ、エレクトロニックを軸に、夕暮れ時のラウ
ンジでゆったりと楽しめる音楽を演奏していた
だきます。
トークセッションでは、音楽制作の裏側やその
想いなどを伺います。音楽とともに特別なひと
時を過ごしませんか。

01.

02 .

15日（土）　14:00-15:00 
無料 / 定員20名

16日（日）　14:00-15:00 
無料 / 定員20名

主催：丸亀市市民交流活動センターマルタス

子育てやビジネスの領域でも注目されつつある
現代アート。だけど、現代アートって少し難し
い？どう見たら良い？知っているけどもっと詳
しく知りたい！と思われている方もきっと多い
はず。今回は、丸亀市猪熊弦一郎現代美術館
（MIMOCA）のキュレーター 竹崎瑞季さんに、
開催中の展覧会「今井俊介 スカートと風景」の
お話から、現代アートとは何か、現代アートの
楽しみ方、おすすめのアート、そして現代アー
トの今などを伺います。現代アートを知っている
人も知らない人も楽しめるトークイベントです。

社会環境の変化が大きい現代において、自ら考
え物事を生み出す力が必要とされている中、子
育ての領域において“創造力を磨く”ことが昨今
注目されつつあります。子どもたちに、アート
に触れることを通して”探求心・想像性・創造
性“をはぐくむ支援をされている、特定非営利
活動法人アーキペラゴの芸術士 松尾由美さん
と事務局の小馬さんに、こどもとアートの関係
性や子育てについてお話を伺います。

10 2022
Oct.EVENT INFORMATION

観る 知る聴く

10月といえば...「芸術の秋」

マルタスでは「観る」「聴く」「知る」をテーマに、アーティストによる作品展示や演奏会、
アートにまつわるトークイベントを開催します。ライフスタイルを彩る様々な文化芸術を、ぜひお楽しみください。

丸亀おはなしの会
「くれよん」おはなし会

15:00 - 15:30

無料 / 定員30名

主催:丸亀おはなしの会「くれよん」

22 (土)


