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地域文化の地域文化の地域文化の地域文化の 保存･継承保存･継承保存･継承保存･継承

地域文化の地域文化の地域文化の地域文化の振興振興振興振興

第 10 回 県展等入選者作品展

日時　8月 25（火）～ 8月 30 日（日）
　　　　　　　　　　　10:00 ～ 17:00
場所　綾歌図書館ギャラリー
内容　町内在住で
　　　県展等公募展入選者の作品 20 点を展示

あやうたサマーコンサートあやうたサマーコンサート

綾歌吹奏楽団　第 16 回定期演奏会綾歌吹奏楽団　第 17 回定期演奏会

2015 まるがめ第九演奏会2015 まるがめ第九演奏会

指定文化財保存管理事業指定文化財保存管理事業指定文化財保存管理事業指定文化財保存管理事業指定文化財保存管理事業指定文化財保存管理事業指定文化財保存管理事業指定文化財保存管理事業ふるさと探訪事業ふるさと探訪事業ふるさと探訪事業ふるさと探訪事業ふるさと探訪事業ふるさと探訪事業ふるさと探訪事業ふるさと探訪事業

趣味の作品展

日時　12 月 1 日（火）～ 6 日（日）
　　　　　　　　　　10:00 ～ 16:00
場所　綾歌図書館ギャラリー
内容　町内で活動しているグループの作品発表　
　　　生け花・押し花 15 点，俳画 50 点
　　　短歌 16 点，水引手芸 20 点
　　　パソコン 20 点，写真 10 点，陶芸 9 点
　　　計　約 140 点

作品展を希望されるグループはお知らせください。ご協力いたします。作品展を希望されるグループはお聞かせください。ご協力いたします。

第 15 回ゆっくり歩いて見よう会第 16 回ゆっくり歩いて見よう会 快天山古墳（国指定），陣の丸古墳（県指定），西長尾城
跡・栗隈城跡（いずれも市指定）について史跡本体，ま
たその周辺部の草刈り，樹木・竹などの伐採，見学道の
整備など。

丸亀市からの委託作業を中心に，年間を通して実施。

延べ作業日数は 24 日，延べ作業人数 209 名

BUNKAZAIBUNKAZAIBUNKAZAISATOYAMASATOYAMASATOYAMA

平成27年5月24日（日）

＜コース＞
研修棟～打越池池尻分水～羽間池～延命寺～佐岡寺
～長尾大隅守一族の墓～大福井出水～打越池導水路
～羽間池導水路～研修棟

参加　約40名

第 4 回 パッチワーク・キルト展

日時　10 月 13（火）～ 10 月 18 日（日）
　　　　　　　　　　　　10:00 ～ 17:00
場所　綾歌図書館ギャラリー
内容　キルトサークル「まろんべあ」
　　　（主宰　山本淳子）で活動する 20
　　　人による作品発表
　　　ベッドカバー，タペストリー
　　　バッグ他 100 点

第 19 回　あやうた音楽祭

日時　2 月 21 日（日）
会場　アイレックス　大ホール
入場無料
出演者　フレスコ・エコあや歌
　　　　あやうた幼稚園　４歳児
　　　　こんぴらコーラスグループ他県内合唱団
ゲスト　
＜特別出演＞ヴァイオリン & ピアノ
ヴァイオリン　和田　絵里子　
ピアノ　　　　矢部　望美
　♪美しきロスマリン
　♪タイスの瞑想曲
　♪ツィゴイネルワイゼン
　♪カンタービレ　（パガニーニ）
入場者数　７２０人

日時　12 月 20 日（日）14:00 開演　13:00 開場
会場　アイレックス　大ホール
入場料　大人　2,000 円　高校生以下　1,000 円
　（当日は大人　2,500 円　高校生以下　1,300 円）

【指揮】林　直之
ソリスト：

（ソプラノ独唱）谷原 めぐみ  （埼玉県、香川県高松市出身）
（アルト独唱）　村川 和美 　 （高松市）
（テノール独唱）吉見 佳晃    （埼玉県、香川県高松市出身）
（バリトン独唱）渡邉 寛智    （鳥取県、香川県高松市出身）
（市内公募合唱団による）
Ｌ．Ｖ．ベートーヴェン作曲
　交響曲第九番二短調作品 125　合唱付
歌劇「タンホイザー」序曲
入場者数　９６０人

演奏　陸上自衛隊第 14 音楽隊
日時　7 月 20 日（月祝）13:00 開演　14:00 開場
入場料　無料
主な曲目
2015 年度全日本吹奏楽コンクール課題曲Ⅱ

『春の道を歩こう』
2015 年度全日本吹奏楽コンクール課題曲 I
 天空の旅 吹奏楽のための譚詩
スター・ウォーズ・コンサート・セレクション 他
入場者数　１０６０人

日時　11 月 29 日（日）13：30 開演　13：00 開場
会場　アイレックス　大ホール
入場料　大人　500 円　小人　300 円　当日は各 100 円増
主な曲目
サンダーバード , 魔女の宅急便コレクション
I Got Rhythm, ミュージカル「レ・ミゼラブル」より
君の瞳に恋してる ,「GR」より シンフォニック・セレクション
入場者数　７８０人

平成27年4月29日（水）

堤山と羽床城跡を巡る 堤山と羽床城跡を巡る 桜谷聖苑のある中津山山麓を歩く桜谷聖苑のある中津山山麓を歩く

平成27年5月24日（日）

綾川町との町境を歩く綾川町との町境を歩く

平成27年11月3日（火）

里山ハイキング ＆ ゆっくり歩いて見よう会

平成28年3月6日（日）

西山の稜線を歩く西山の稜線を歩く

平成28年3月19日（土）

北部三山の稜線を歩く北部三山の稜線を歩く

桜谷聖苑のある中津山麓を歩く桜谷聖苑のある中津山山麓を歩く

第 15 回ゆっくり歩いて見よう会第 17 回ゆっくり歩いて見よう会

平成27年11月3日（火）

綾川町との町境を歩く綾川町との町境を歩く
＜コース＞
快天山古墳駐車場～住吉神社～渡池堤防～堤池（三ツ池）
～渡池返り堤～栗熊横井～綾川の流路～白髪渕～

（こんぴら街道）～住吉の受水槽～快天山古墳駐車場

参加　約45名

西長尾城跡快天山古墳後円部
堤池

佐岡寺（長尾大隅守一族の氏寺）



綾澤龍丸　　大高久夫　　香川 和　　熊谷 勝　　松尾良幸　　丸本正憲      碧空会　　（株）綾歌生コンクリート工業所
（株）池田工務店　　（有）岩崎商事　　エデュケーション・パートナーズ　　（株）久保田麺業　　しげのぶ医院　　
四国新聞綾歌髙木販売所　　（株）シコクモータース　　大和地所（有）　　（株）藤井食品　　プリティショップ HANAKO　　
真鍋商事（株）　　（株）Ｈｏｎｄａ Ｃａｒｓ香川南　　山一木材（株）　　山下食堂　　（株）山下電設　　　　　

（順不同，敬称略）

私たちもＮＰＯ法人あやうたを応援しています私たちもＮＰＯ法人あやうたを応援しています
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事務局　丸亀市綾歌町富熊 183 番地 1
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代表者　土岐道憲代表者　土岐道憲

 「NPO 法人あやうた」　これまでの経緯と平成 28 年度の活動の重点

設立　　平成 17 年 8 月設立　10 月に法人登記
　　　　設立当初の正会員 7 名

目的　　地域の自然や文化遺産を保存，継承するととも
　　　　に，芸術文化の振興に関する事業を行い，地域
　　　　社会の活性化に寄与すること。

組織　　現在，里山クラブ・文化財保全クラブ・コンサー
　　　　トクラブ，アートクラブを組織し，それぞれ会員
　　　　の合議で企画運営。
　　　　現在の正会員 25 名，賛助会員 23

これまでの経緯

・『 綾歌自然回廊』 の整備

　　西山周辺（西山、中津山）
　　北部三山（竜王山、横峰、横山）

・快天山古墳の保存・整備

・コンサートや定例展の充実

平成 28 年度の活動の重点

　
　NPO 法人あやうたでは，

一緒に活動してくださる会員

を募集しています。

　郷土活性化のために，ぜひ

お力をお貸しください。

竜王山竜王山

上空から 仮称「綾歌北部三山」を望む上空から 仮称「綾歌北部三山」を望む

横山横山 横峰横峰

平成 28 年度　年間事業計画

文化財保全クラブ 里 山 ク ラ ブ ア ー ト ク ラ ブ
備　考
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コンサートクラブ

4 月

5 月

6 月

7 月

8 月

9 月

10 月

11 月

12 月

1 月

2 月

3 月

(23) ～ (28)
第 11 回県展等入選者作品展

(29) ～

第 20 回あやうた音楽祭

(31) 2016 あやうたサマーコンサート

綾歌吹奏楽団　第１8 回定期演奏会(27)

(19)

(18) 2016 まるがめ第九演奏会

(12) 快天山（本体）
(19) 快天山（東市道）

(10) 西長尾城跡

(14) 快天山（東民地沿）
(28) 快天山（西民地沿）

(12) 快天山（本体）
(26) 西長尾城跡

(16) 陣の丸古墳

(13) 栗隈城跡
(27) 快天山（東市道）

(11) 快天山（本体）
(25) 西長尾城跡

(8) 栗隈城跡
(22) 陣の丸古墳

(10) 快天山（東民地沿）
(24) 快天山（西民地沿）

(14) 予備日

(14) 西長尾城跡

(8) 第 13 回里山ハイキング　　

(　) 里山研修会　
　　　　　　　< 県外 >

(　) 里山研修会
　　　　　　　< 県内 >

(12) ゆっくり歩いて見よう会

(　) 第 14 回里山ハイキング

(18) 第 15 回里山ハイキング

(12) 打ち合わせ会
(17) 新聞折り込み

(10) 打ち合わせ会
(21) 定期総会

(14) 打ち合わせ会

(14) 打ち合わせ会
(　) 新聞折り込み

(13) 打ち合わせ会
(　) 新聞折り込み

(8) 打ち合わせ会
(　) 新聞折り込み

(10) 打ち合わせ会
(　) 新聞折り込み

(13) 打ち合わせ会

(10) 打ち合わせ会
(　) 新聞折り込み

(14) 打ち合わせ会
(　) 新聞折り込み

(14) 打ち合わせ会
(31) 会報発行

月

クラブ

(13) 西長尾城跡

NPO 法人あ
やうた

○個人研修
　（瀬戸内国際芸術祭）

～ (4) 趣味の作品展(　) 中津山整備

(　) 北部三山整備


