
 

中止・延期予定の県主催行事・イベント一覧（８月末まで） 
 
中止・延期行事・イベント 62 件（中止 41 件、延期 21 件） （８月４日現在） 

開催日 行 事 名（会場等） 
中止・ 

延期 

８月４日、６日 夏休み自由研究相談教室（環境保健研究センター） 中止 

8 月 4日 
香川県産業技術センター「ラボツアー（所内見学会）」（産業技術

センター） 
中止 

８月４日～15日 
夏の企画展「宇宙：それは未来への挑戦展」・関連ワークショップ

（e-とぴあ・かがわ） 
中止 

８月４日～28日 一般講座（e-とぴあ・かがわ） 中止 

８月５日 
人権うどん県未来プロジェクト(JUMP)第１回研修会（香川県社会福

祉総合センター） 
延期 

８月６日 くらしのセミナー（丸亀市） 中止 

8 月６日 かがわ里海大学 研究室訪問交流講座（香川大学創造工学部） 中止 

８月６日 テレワーク推進実務講習会（e-とぴあ・かがわ） 延期 

８月６日、７日、

21 日、22日、 

27 日、29日 

創作工房 機器操作講習会（e-とぴあ・かがわ） 中止 

８月７日 
消費生活に関する資格取得応援講座（本講座） 

（くらし安全安心課） 
延期 

８月７日 
れきみん講座「続・ため池絵図の世界」（瀬戸内海歴史民俗資料

館） 
延期 

８月７日 「スーパー讃岐っ子育成事業」第２次選考会（ツインパル長尾） 延期 

８月７日、21日 ミュージアムトーク（東山魁夷せとうち美術館） 中止 

８月７日 かがわ里海大学 カニ博士になろう！講座 (観音寺市堀切海岸 他) 中止 

８月７日、８日、 

28 日 
みどりの学校（ドングリランドビジターセンター ほか） 延期 

８月７日～28日 まちかど生き物標本展（ことなみ未来館３階 ほか） 中止 

８月８日 
キッズワークショップ「屋島の立体模型をつくろう」（県立ミュー

ジアム） 
中止 

８月８日 デジタルクリエーターラボ（e-とぴあ・かがわ） 延期 



 

８月８日、22日、

29 日 
プログラミング・ラボ（e-とぴあ・かがわ） 中止 

８月８日(2 回)、 

12 日、27日 
みどりの学校（かぐや姫プレイパーク 他） 中止 

８月９日、10日、 

11 日 
モクモクおもちゃ広場（さぬきこどもの国 他） 中止 

８月９日 かがわ保育士就職フェア（穴吹学園ホール大講義室） 中止 

８月 10 日 ヤドンのクイズ大会 in ポケモンセンター出張所（瓦町フラッグ） 中止 

８月 10 日 
令和３年度第２回「県政について話そう」知事意見交換会（東かが

わ市） 
延期 

８月 12 日、13日 夏休み親子環境学習講座（県立図書館） 中止 

８月 13 日、16日 夏休み自由研究相談教室（丸亀市市民交流活動センター） 中止 

８月 16 日 令和３年度さぬきの米・麦づくり推進大会（アイレックス） 中止 

８月 16 日～26日 

（５回） 

ニホンザル対策連絡会（東かがわ市、三豊市、小豆島町、まんのう

町、さぬき市、高松市の各庁舎） 
中止 

８月 17 日、18日 防災キャンプ（五色台少年自然センター、香川県防災センター） 中止 

８月 17 日～20日 かがわイノベーションプログラム（香川大学 他） 延期 

８月 18 日 くらしのセミナー（東かがわ市） 中止 

８月 18 日 
「いじめゼロ子どもサミット 2022」実行委員養成セミナー（サン

ポートホール高松） 
延期 

８月 19 日 協働ロボットビジネスアイデアソン（e-とぴあ・かがわ） 中止 

８月 19 日 くらしのセミナー（丸亀市） 中止 

８月 19 日 エコアクション 21導入セミナー（入札室） 延期 

８月 19 日 食品衛生法施行条例等の改正に伴う周知会（中讃保健福祉事務所） 延期 

８月 20 日 外国人材受入れ・共生に係る連携会議（サンポート高松） 延期 

８月 21 日 れきみん講座「瀬戸内海の海上生活」（瀬戸内海歴史民俗資料館） 延期 

８月 21 日 動物愛護親子教室（さぬき動物愛護センター） 延期 

８月 21 日 介護に関する入門的研修（さぬき福祉専門学校） 中止 

８月 22 日 
未来をつくるリケジョフェスタ inかがわ（香川県社会福祉総合セ

ンター） 
中止 



 

８月 22 日 第 85 回香川県美術展覧会表彰式（県立ミュージアム） 中止 

８月 22 日 かがわ里海大学 森と海のつながり体験講座（ドングリランド） 中止 

８月 22 日 介護に関する入門的研修（穴吹パティシエ福祉カレッジ） 中止 

８月 23 日 協働清掃（香東川公園成合運動広場） 中止 

８月 23 日 
人権うどん県未来プロジェクト(JUMP)第２回研修会（高松商工会議

所） 
延期 

8 月 24 日～9月 5

日の間の 2日程度 

東京 2020 大会コミュニティライブサイト in香川県（イオンモール

綾川） 
中止 

８月 24 日 ふるさと体験ツアー（県内企業） 延期 

８月 25 日 くらしのセミナー（小豆島町） 中止 

８月 25 日 新分野開拓者認定書交付式・商品説明会（東館６階会議室） 延期 

８月 25 日 
令和３年度第３回「県政について話そう」知事意見交換会（小豆島

町） 
延期 

８月 26 日 香川県市町長防災トップセミナー（リーガホテルゼスト高松） 延期 

８月 28 日 
かがわ里海大学 研究室訪問交流講座（文系）（香川大学経済学

部） 
中止 

８月 28 日 「スーパー讃岐っ子シニア事業」（香川県社会福祉総合センター） 中止 

８月 28 日 デジモノがたりワークショップ（e-とぴあ・かがわ） 中止 

８月 28 日、29日 最強ゲームジャム 2021（e-とぴあ・かがわ） 中止 

８月 29 日 子どもプログラミング喫茶（e-とぴあ・かがわ） 中止 

８月 29 日 トークイベント「猪熊弦一郎の交友録」（県立ミュージアム） 中止 

８月 29 日 くらしのセミナー（綾川町） 中止 

８月 30 日 下水道普及啓発活動事業（県庁ギャラリー） 延期 

８月 31 日 
子どもにかかわるボランティア活動へのきっかけ作り講座（香川県

社会福祉総合センター） 
中止 

８月 31 日 たまご育て事業（社会福祉総合センター） 中止 

 


