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これがＯＫＡＹＡＭＡ/文化がまちにある/
君たちの未来へ/みんなが主役/「元気」にチャレンジ

これがＯＫＡＹＡＭＡ/文化がまちにある/
君たちの未来へ/みんなが主役/「元気」にチャレンジ

※8月30日時点の情報です。新型コロナウイルス感染症の拡大防止により、イベントの中止や開催時期・時間等が変更になる場合がございます。最新の情報は各団体までお問合せください。 ※8月30日時点の情報です。新型コロナウイルス感染症の拡大防止により、イベントの中止や開催時期・時間等が変更になる場合がございます。最新の情報は各団体までお問合せください。
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おかやま県民文化祭 音楽音 伝統芸能伝演劇演 美術美
映像映

舞踊舞
生活文化生 総合総

文芸文
講演・シンポジウム講

シ

文化がまちにある！プログラムまこれがOKAYAMA！プログラムこ 君たちの未来へ！プログラム未

みんなが主役！プログラムみ 「元気」にチャレンジ！プログラムチ
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 火9～
3つの「密」を避け、マスク着用で楽しもう！

※8月30日時点の情報です。新型コロナウイルス感染症の拡大防止により、イベントの中止や開催時期・時間等が変更になる場合がございます。最新の情報は各団体までお問合せください。

講
シ 岡山市：岡山県立図書館 多目的ホール9/19  13:30～15:30 086-293-3211無料 岡山県古代吉備文化財センター吉備の考古学講座「こうもり塚古墳の時代」第1回

令和2年度 永瀬清子展示室企画展
「詩人・永瀬清子誕生－愛知県第一高等女学校高等科のころ」 赤磐市教育委員会

9/4～11/15  ※月曜休館 ［展示］9:00～17:00 ［講演会］9/2713:30～15:00 無料
赤磐市：［展示］永瀬清子展示室、［講演会］赤磐市くまやまふれあいセンター 第1会議室

086-995-1360文

9/12、9/20 14:00～16:00 備前市：特別史跡 閑谷学校 （公社）岡山県文化連盟入場料：大人400円、65歳以上200円、小中100円※要申込 086-234-2626創学350年 庶民教育の殿堂 閑谷学校を学びなおす！総 こ

9/17 20:00～21:30 ZOOMウェビナー （公社）岡山県文化連盟無料※要申込アートマネジメントオンライン研修「デザインとは何か」 086-234-2626総 こ

0867-66-4667（蒜山郷土博物館）大宮踊保存会～8/30（日） 9：00～17：00 真庭市：蒜山郷土博物館 シリゲのみの観覧は無料大宮踊「シリゲ」作品展伝

9/12～11/23
鏡野町：道の駅奥津温泉＆鏡野町観光協会、かがみの近代美術館、宝樹寺、石庭遊園地、みずの郷奥津湖、池田屋河鹿園、旧武本名　　　　　　　　　 産店、奥津公民館、国民宿舎いつき　他

OKUTSU芸術祭実行委員会 0868-52-0722（かがみの近代美術館）無料OKUTSU芸術祭美

こ 9/12  10:00～ 備前市：BIZEN中南米美術館 BIZEN中南米美術館 0120-346-287親子2人で2,000円（材料費込み）※要申込古代アンデスの「さえずる野菜」作り美

9/10～11/23 倉敷市：野﨑家塩業歴史館 野﨑家塩業歴史館 086-472-2001大人500円、小中学生300円（土・日・祝は高校生までは無料）小田海僊展美

9/16～9/22 10:00～17:00（最終日は15:00まで） 新見市：まなび広場にいみギャラリー 杉井絵画会 0867-72-2549無料新見市文化功労授賞記念 外国風景と達磨画展美

9/17～9/20 9:00～17:00（最終日は16:00まで） 玉野市：玉野市立図書館・中央公民館内 文化センターギャラリー 玉野水墨会 0863-21-5615無料第41回 玉野水墨展美

9/19～12/27 ※火曜休館　9:00～17:00（入館は16:30まで）
吉備中央町：岡崎嘉平太記念館 企画展示室 岡崎嘉平太記念館 0866-56-9033

無料岡崎嘉平太記念館令和2年度秋の特別企画展　
「寄贈品にみる－岡崎嘉平太の生涯を織り成した人々」

美

特別展「生誕110年 雪の詩人  高祖 保 展」文 公益財団法人 吉備路文学館
一般400円、大学・高校生300円、中学・小学生200円

岡山市：吉備路文学館9/13～12/6 9:30～17:00（入館は16:30まで） 086-223-7411

現代詩講座「詩のピクニック」公開講座
「有本芳水－郷愁にみちた少年のまなざし」

文 赤磐市教育委員会無料
赤磐市：赤磐市くまやまふれあいセンター 第1会議室
9/20 13:30～15:00

086-995-1360

ルネスホール無料岡山市：アムスメール上之町商店街9/13  12:30～15:00（予定） 086-225-3003まちかどコンサート 上之町プロジェクト音 ま

（一社）やまのふね
映画鑑賞：1,000円（18歳以下無料）、トークショー：無料 ※各回予約優先

真庭市：真庭市立中央図書館9/18～9/20 9：30 ～ 080-3103-2848（黒川）ドイツ映画祭2020 in 真庭中央図書館映 ま

生 0867-44-2013真庭市：勝山町並み保存地区他、オンライン 同実行委員会事務局オンラインは無料（体験プログラムは有料・申込制）9月～12月勝山町並み・体験クラフト市2020ま

070-2367-1117（福本）真庭市：旧遷喬尋常小学校 地域学生団体ゆーまにわ500円/人9/20～9/21 15:30～21:30旧遷喬尋常小学校 お化け屋敷生 ま

9/19～9/22（9/19、9/20のみ講師が指導）
①10：00～12：00
②13：00～15：00

倉敷市：TAMAYA  TAMASHIMA

特定非営利活動法人 地域資源文化研究所 090-2301-7076（芦田）
参加費：200円※200名限定生

「布のチカラを思い知れ－帆布－」展示会関連イベント
【綿帆布1号】に触れるワークショップ「チ・カ・ラ」
講師：正宗幸子（ファッションコンサルタント）

チ

生 「布のチカラを思い知れ－帆布－」 産業文化を観光する展示会 9/18～9/22 10:00～17:00 倉敷市：TAMAYA TAMASHIMA 特定非営利活動法人 地域資源文化研究所 090-2301-7076（芦田）無料チ

ま

徳持耕一郎展 『線で奏でるJAZZ』 ライブ音 ま

徳持耕一郎展
 『線で奏でるJAZZ』 ライブ

音 ま

真庭市：勝山文化往来館ひしお中庭9/19  18:00開場 18:30開演 0867-44-5880（勝山文化往来館ひしお）2,000円（要予約） NPO勝山・町並み委員会

9/19、10/17、11/28 10:30～14:30 岡山市：ありがとうファーム ありがとうファーム廃材をアート素材に。アイデア実験室 HUB LABキッズ 086-953-4446総 こ 2,000円※要申込

あそびのデザイン 9/13、9/20、9/27、10/4、10/11、10/18、10/25、11/8、11/15、11/22 13:00～16:00
岡山市：きらめきプラザ

NPO法人 企画on岡山
5,000円（500×10回）※要申込 090-7997-0591

総 こ

ピックアップイベント　8月・9月

～8/30（日） 9：00～17：00
蒜山郷土博物館
シリゲのみの観覧は無料
大宮踊保存会
0867-66-4667（蒜山郷土博物館）

伝 ま 大宮踊「シリゲ」作品展 9/18（金）～9/20（日） 9:30～
真庭市立中央図書館
映画鑑賞：1,000円（18歳以下無料）
トークショー：無料 ※各回予約優先
（一社）やまのふね
080-3103-2848（黒川）

9/19（土） 18:00開場　18:30開演
勝山文化往来館ひしお中庭
2,000円（要予約）
NPO勝山・町並み委員会
0867-44-5880（勝山文化往来館ひしお）

ドイツ映画祭2020
in 真庭中央図書館

映 ま

9/12（土）、9/20（日） 14:00～16:00
特別史跡 閑谷学校
大人400円、65歳以上200円、小中100円
※要申込
（公社）岡山県文化連盟
086-234-2626

生 「布のチカラを思い知れ－帆布－」 
産業文化を観光する展示会

チ

9/18（金）～ 9/22（火・祝） 10:00～17:00
TAMAYA TAMASHIMA
無料

生 「布のチカラを思い知れ－帆布－」
展示会関連イベント
【綿帆布1号】に触れるワークショップ
「チ・カ・ラ」

チ

9/19（土）～ 9/22（火・祝） 
①10：00～12：00
②13：00～15：00（9/19、9/20のみ講師が指導）
倉敷市：TAMAYA  TAMASHIMA
200円※200名限定
特定非営利活動法人 地域資源文化研究所
090-2301-7076（芦田）

旧遷喬尋常小学校 お化け屋敷生 ま

9/20（日）
9/21（月・祝）
15:30～21:30
旧遷喬尋常小学校
500円/人
地域学生団体
ゆーまにわ
070-2367-1117
（福本）

創学350年 庶民教育の殿堂
閑谷学校を学びなおす！

総 こ

まちかどコンサート
上之町プロジェクト

音 ま

9/13（日）  12:30～15:00（予定）
アムスメール上之町商店街
無料
ルネスホール
086-225-3003

9/12（土） 10:00～
BIZEN中南米美術館
親子2人で2,000円（材料費込み）※要申込
BIZEN中南米美術館
0120-346-287

9/17（木）  20:00～21:30
ZOOM ウェビナー
無料※要申込
（公社）岡山県文化連盟
086-234-2626

講師：村田智明

アートマネジメントオンライン研修
「デザインとは何か」

総 こ

こ 古代アンデスの「さえずる野菜」作り美
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3つの「密」を避け、マスク着用で楽しもう！

※8月30日時点の情報です。新型コロナウイルス感染症の拡大防止により、イベントの中止や開催時期・時間等が変更になる場合がございます。最新の情報は各団体までお問合せください。

9/13、9/20、9/27、10/4、10/11、10/18、10/25、11/8、11/15、11/22 13:00～16:00
岡山市：きらめきプラザ

NPO法人 企画on岡山
5,000円（500×10回）※要申込 090-7997-0591

あそびのデザイン総 こ

9/19～12/27 ※火曜休館　9:00～17:00（入館は16:30まで）
吉備中央町：岡崎嘉平太記念館 企画展示室

岡崎嘉平太記念館 0866-56-9033無料岡崎嘉平太記念館令和2年度秋の特別企画展　
「寄贈品にみる－岡崎嘉平太の生涯を織り成した人々」

美

第15回  岡山県俳句大会文 岡山県俳人会1,000円岡山市：岡山国際交流センター 国際会議室9/26 13:00～15:40 086-275-0242

「連句入門」はじめての連句を楽しむために！！文 岡山県連句協会 昴無料岡山市：きらめきプラザ　大会議室9/30 10:00～17:00 086-429-1550、080-1914-6372（今村）

9/27～10/4 ※会場によって開催期間が異なります 真庭市：真庭市落合地区各所 落合文化協会 0867-52-1111（真庭市落合振興局）無料第17回 落合まちかど展覧会美 ま

9/19、10/17、11/28 10:30～14:30 岡山市：ありがとうファーム ありがとうファーム廃材をアート素材に。アイデア実験室 HUB LABキッズ 086-953-4446総 こ 2,000円※要申込

Neighbor Kitchen総 こ 9/26 9：30～13：00 岡山市：EXCAFE Neighbor Kitchen事務局（EXCAFE内） 086-226-7621700円（昼食代含む） ※要申込

坂田明 ミジンコのお話し＆ライブ総 こ 9/24 19：00開演 岡山市：蔭涼寺本堂 蔭涼寺 086-223-5853予約：3,500円、当日：4,000円

9/27 13:00～16:00 瀬戸内市：ushimado TEPEMOK （公社）岡山県文化連盟 086-234-26261,000円/組※要申込
科学と数学の体験学習プログラム
謎の物体ウーブレックを調査せよ！総 こ

9/26～9/27 11:00～17:00 岡山市：旧内山下小学校
マチノブンカサイ実行委員会

070-5677-5407前売：1日のみ 3,000円、2日通し 5,500円
当日：1日のみ 4,000円  ※グラウンド会場は入場無料

ま マチノブンカサイ2020総

備前市文化祭
（美術展覧会、備前・日生・吉永文化祭・地区文化祭）総 9/26～11/21 備前市：備前市市民センター、日生市民会館、吉永地域公民館及び市内地区公民館 備前市教育委員会

0869-64-1133（備前市立中央公民館・備前市市民センター内）無料

ニューオリンズ・ビートがやってくる2020音 ま 9/26 ①17:00～
           ②19:00～21:00

①上之町アムスメール～西大寺町
②ルネスホール

En’s Music 090-4892-9670①無料
②前売 一般：3,000円、学生：1,500円／当日 一般：3,500円　　　　　　　　 学生：2,000円、ルネスメイト：2,800円

9/22～9/27 10:00～17:00（最終日は16:00まで） 岡山市：岡山県天神山文化プラザ 第3展示室 墨騰会 080-1633-1215（松嶋）無料第6回 墨騰会書展美

9/22 13:30～16:00 岡山市：蔭涼寺本堂 蔭涼寺 086-223-5853前島由美 食のお話会総 こ 1,500円（高校生以下無料） ※要申込

生 0867-44-2013真庭市：勝山町並み保存地区他、オンライン 同実行委員会事務局オンラインは無料（体験プログラムは有料・申込制）9月～12月勝山町並み・体験クラフト市2020ま

生 086-246-3822岡山市：ロイヤルマージャンCL 一般社団法人 岡山県健康マージャン協会1,000円9/21第3回 おかやま県民　健康マージャン交流大会

ピックアップイベント　9月

日曜 （ 9/13・20・27、
　　　10/4・11・18・25、
　　　11/8・15・22 ）
13:00～16:00
きらめきプラザ
5,000円（500×10回）
※要申込
NPO法人 企画on岡山
090-7997-0591

あそびのデザイン総 こ

科学と数学の
体験学習プログラム
謎の物体ウーブレックを
調査せよ！

総 こ

9/27（日） 13:00～16:00
ushimado TEPEMOK
1,000円/組※要申込
（公社）岡山県文化連盟
086-234-2626

9/26（土）、9/27（日）
11:00～17:00
旧内山下小学校
前売：1日のみ 3,000円
　　  2日通し 5,500円
当日：1日のみ 4,000円
※グラウンド会場は入場無料
マチノブンカサイ実行委員会
070-5677-5407

ま マチノブンカサイ2020総

9/27（日）～10/4（日）
※会場によって開催期間が異なります
真庭市落合地区各所
無料
落合文化協会
0867-52-1111（真庭市落合振興局）

第17回 落合まちかど展覧会美 ま

廃材をアート素材に。アイデア実験室
HUB LABキッズ

総 こ

9/19（土）、10/17（土）、11/28（土）
10:30～14:30
ありがとうファーム
2,000円※要申込
ありがとうファーム
086-953-4446

ニューオリンズ・ビートがやってくる2020音 ま

9/26（土） ①17:00～   ②19:00～21:00
①上之町アムスメール～西大寺町
②ルネスホール
①無料
②前売 一般：3,000円、学生：1,500円
　当日 一般：3,500円、学生：2,000円、ルネスメイト：2,800円
En’s Music
090-4892-9670

前島由美 食のお話会総 こ

9/22（火・祝） 13：30～16:00
蔭涼寺本堂
1,500円（高校生以下無料）※要申込
蔭涼寺
086-223-5853

9月～12月
勝山町並み保存地区他、オンライン
オンラインは無料（体験プログラムは有料・申込制）
同実行委員会事務局
0867-44-2013

勝山町並み・体験クラフト市2020ま生

坂田明 ミジンコのお話し＆ライブ総 こ

9/24（木） 19:00開演
蔭涼寺本堂
予約：3,500円、当日：4,000円
蔭涼寺
086-223-5853

Neighbor Kitchen総 こ

9/26（土） 9：30～13:00
EXCAFE
700円（昼食代含む）※要申込
Neighbor Kitchen事務局
（EXCAFE内）
086-226-7621
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3つの「密」を避け、マスク着用で楽しもう！

※8月30日時点の情報です。新型コロナウイルス感染症の拡大防止により、イベントの中止や開催時期・時間等が変更になる場合がございます。最新の情報は各団体までお問合せください。

安藤榮作 彫刻展「天の所有物」特別企画
矢鳴千奈美 コンテンポラリーダンス公演「ハルカカナタ」

総
［彫刻展］10/3～11/8 木曜日～日曜日 11:00～17:00 
［ダンス公演］10/18、11/7 14:00開演（両日とも）

津山市：NishiIma25
NishiIma25

080-5907-1663［彫刻展］無料
［ダンス公演］1,500円

伝 浅口市指定無形民俗文化財「おわけ祭り」の公開 小坂八幡神社・浅口市教育委員会無料浅口市：小坂八幡神社10/5  20:00～21:00 0865-44-7055

10/10～10/31 9:00～17:00  ※月曜休館 倉敷市：加計美術館 岡山県知的障害者福祉協会 086-226-7711無料第4回きらぼし☆アート展美 み

086-225-452410/4 15:00～17:00 岡山市：岡山市民文化ホール
チャイコフスキー生誕180周年記念を祝して
～ロシアの大地に咲いたロマンティシズム～音 岡山県演奏家協会 一般 : 3,000円、学生 ： 1,500円ま

岡山県川柳協会無料浅口市：浅口市民会館金光 大ホール10/3  8:30～16:00 090-8606-5856第14回 岡山県川柳大会文 未

［アートデリバリー］10月～11月
［アーカイブ展示］12月

備前エリア：4か所
※詳細はHP（http://heartartlink.org/）でご確認ください

NPO法人ハートアートリンク 090-5698-4933無料ま まちのすきまカフェ2020～アートデリバリー～総

2020 マーチング・イン・オカヤマ音
10/3 ①12:00～12:30 ②13:00～14:30
10/4 ③ 9:00～16:30

① 岡山市：表町商店街※雨天決行 ②石山公園※雨天中止
③ 岡山市：岡山市総合文化体育館

マーチング・イン・オカヤマ実行委員会
086-201-1661

①② 無料、③ 前売 S席3,500円、自由席2,500円 ／ 当日 S席4,000円、自由席3,000円

10/7～10/12  10:00～19:00（最終日は16:00）
岡山市：中地下タウン 天満屋アートスペース第22回 全国院内学級絵画展覧会美 無料

086-462-1111（内線54918 渡邊）川崎医科大学小児科学教室・川崎医療福祉大学医療情報学科

～11/23 ～17:00
鏡野町：道の駅奥津温泉＆鏡野町観光協会、かがみの近代美術館、宝樹寺、石庭遊園地、みずの郷奥津湖、池田屋河鹿園、旧武本名　　　　　　　　　 産店、奥津公民館、国民宿舎いつき　他

OKUTSU芸術祭実行委員会 0868-52-0722（かがみの近代美術館）無料OKUTSU芸術祭美

～11/23 倉敷市：野﨑家塩業歴史館 野﨑家塩業歴史館 086-472-2001大人500円、小中学生300円（土・日・祝は高校生までは無料）小田海僊展美

～10/4 ※会場によって開催期間が異なります 真庭市：真庭市落合地区各所 落合文化協会 0867-52-1111（真庭市落合振興局）無料第17回 落合まちかど展覧会美 ま

10/17、11/28 10:30～14:30 岡山市：ありがとうファーム ありがとうファーム 086-953-4446廃材をアート素材に。アイデア実験室 HUB LABキッズ総 こ 2,000円※要申込

～12/27 ※火曜休館　9:00～17:00（入館は16:30まで）
吉備中央町：岡崎嘉平太記念館 企画展示室

岡崎嘉平太記念館 0866-56-9033無料岡崎嘉平太記念館令和2年度秋の特別企画展　
「寄贈品にみる－岡崎嘉平太の生涯を織り成した人々」

美

備前市文化祭
（美術展覧会、備前・日生・吉永文化祭・地区文化祭）総 ～11/21 備前市：備前市市民センター、日生市民会館、吉永地域公民館及び市内地区公民館 備前市教育委員会

0869-64-1133（備前市立中央公民館・備前市市民センター内）無料

生 0867-44-2013真庭市：勝山町並み保存地区他、オンライン 同実行委員会事務局オンラインは無料（体験プログラムは有料・申込制）～12月勝山町並み・体験クラフト市2020ま

10/7～12/3  9:00～17:00 岡山市：犬養木堂記念館　企画展示室 犬養木堂記念館 086-292-1820無料秋の企画展「犬養木堂の趣味」美

伝 チ 日韓友好親善交流フェスタ ～2020年秋祭り～ 曺永姫韓国伝統舞踊研究所無料岡山市：曺永姫韓国伝統舞踊研究所 常設舞台 ※雨天：無観客、オンライン公演10/11  15：00～16：20 090-6405-0330

文 第72回 西日本川柳大会 ※事前投句の部のみ誌上開催へ変更、当日投句中止 10/11 9:00～17:00 久米南町 弓削川柳社 090-1332-6045（河原）事前投句費：1,000円※6月末で締切
10/11、10/25、11/8、11/22 14:00～15:30 岡山市：奉還町4丁目ラウンジ・カド NAWATE PROJECT 086-236-83261,000円（ワンドリンク付き）※要申込「めぐるカルタ」づくり総 こ

文 第29回 日本伝統俳句協会中国支部岡山県部会俳句大会
10/11 10:00～17:00（開場は開演30分前）
岡山市：岡山市立西大寺公民館 第1講座室

日本伝統俳句協会 中国支部岡山県部会俳句 090-8364-6142無料

080-9791-058810/24、10/25 9:00～17:00 岡山市：岡山市総合文化体育館 岡山県マーチングバンド協会 ／ 岡山県バトン協会
無観客で開催のため一般の方はご入場いただけません

マーチングバンド岡山県大会音 未

10/4、10/11、10/18、10/25、11/8、11/15、11/22 13:00～16:00
岡山市：きらめきプラザ

NPO法人 企画on岡山
5,000円（500×10回）※要申込 090-7997-0591

あそびのデザイン総 こ

赤磐市教育委員会～11/15  ※月曜休館 ［展示］9:00～17:00 無料赤磐市：［展示］永瀬清子展示室 086-995-1360令和2年度 永瀬清子展示室企画展「詩人・永瀬清子誕生－愛知県第一高等女学校高等科のころ」文

ピックアップイベント　10月

未音 第4回きらぼし☆アート展
10/10（土）～10/31（土）  9:00～17:00
 ※月曜休館
加計美術館
無料
岡山県知的障害者福祉協会
086-226-7711

美 み

10/3（土）  8:30～16:00
浅口市民会館金光 大ホール
無料
岡山県川柳協会
090-8606-5856

第14回 岡山県川柳大会文 未

10/11（日）、10/25（日）、
11/8（日）、11/22（日）
14:00～15:30
奉還町4丁目ラウンジ・カド
1,000円（ワンドリンク付き）※要申込
NAWATE PROJECT
086-236-8326

「めぐるカルタ」づくり総 こ

［アートデリバリー］10月～11月
［アーカイブ展示］12月
備前エリア：4か所
無料
NPO法人ハートアートリンク
090-5698-4933
詳細はHP（http://heartartlink.org/）
でご確認ください

10/25（日） 9：00～12：00
※11/3（火）開催の参加も可
新見市：新見美術館市民ギャラリー　他
参加費：700円（画用紙代を含む）、小学生以下
の親子（祖父母との参加も可）各回先着20組
※要申込
公益財団法人 新見美術振興財団
0867-72-7851（新見美術館）

ま まちのすきまカフェ2020
～アートデリバリー～

総

10/4（日） 15:00～17:00
岡山市民文化ホール
一般 : 3,000円、学生 ： 1,500円
岡山県演奏家協会
086-225-4524

チャイコフスキー
生誕180周年記念を祝して
～ロシアの大地に咲いた
ロマンティシズム～

音 ま

10/11（日）  15：00～16：20
曺永姫韓国伝統舞踊研究所 常設舞台
※雨天：無観客、オンライン公演
無料
曺永姫韓国伝統舞踊研究所
090-6405-0330

伝 チ 日韓友好親善交流フェスタ
～2020年秋祭り～

マーチングバンド
岡山県大会

音 未

10/24（土）、10/25（日） 
9:00～17:00
岡山市総合文化体育館
無観客で開催のため
一般の方はご入場いただけ
ません
岡山県マーチングバンド協会／
岡山県バトン協会
080-9791-0588

にいみ絵画教室
「子と親のスケッチ教室」
講師：杉原宏二氏、村上平氏、
　　  川野佳子氏

美 チ
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3つの「密」を避け、マスク着用で楽しもう！

※8月30日時点の情報です。新型コロナウイルス感染症の拡大防止により、イベントの中止や開催時期・時間等が変更になる場合がございます。最新の情報は各団体までお問合せください。

10/13～10/18  9:00～17:00（最終日は15:30まで） 岡山市：岡山県天神山文化プラザ 第1、第2展示室 公益社団法人 養和書道院 086-953-4810無料第62回 養和書道院展美
10/13～10/18  9:00～17:00（最終日は15:30まで） 岡山市：岡山県天神山文化プラザ 第2展示室 公益社団法人 養和書道院 086-953-4810無料第60回 西日展美
10/14～10/18  9:00～17:00 玉野市：玉野市立図書館・中央公民館 文化センターギャラリー 玉野市文化協会洋画部 0863-31-1376無料第70回記念 玉野市文化祭洋画展美
10/15～10/19 倉敷市：ギャラリー十露 別館 086-423-1516（杉田）無料杉田修一水彩画展美
10/16～10/18  10:00～17:00(初日は13:00～17:00) 倉敷市：倉敷市玉島文化センター（佳作作品以上展示） 日本書学美術院 086-528-1705無料第50回 公募日美展美
10/16～10/30  10:00～17:00（最終日は15:00まで） 高梁市：高梁国際ホテル 1階ロビー 杉井絵画会 0867-72-2549無料外国風景と達磨画展美

10/17～10/19  9:00～17:00（初日は12:00～、最終日は16:00まで） 倉敷市：倉敷市民会館 二階大展示室 南画臥遊会 086-429-1137無料第38回 南画臥遊会展
10/19  13:30～16:00 吉備中央町：吉備高原リゾートホテル 大ホール 岡崎嘉平太記念館 0866-56-9033無料岡崎嘉平太がめざした世界平和への道を考える第19回講演会
10/21  第一部11:00～13:00　第二部14:00～16:00 岡山市：ルネスホール オカリナ・フレンズ 086-228-0374無料オカリナ・フレンズ　ミニミニコンサート

美

10/29～11/1  9:00～17:00（最終日は16:00まで） 玉野市：玉野市立図書館・中央公民館内 文化センターギャラリー 玉野市文化協会日本画部 0863-21-5615無料玉野市文化協会 日本画展美

10/31、11/1  10:00～16:00（最終日は15:00まで）
津山市：津山市城東地区、旧出雲街道沿いの協力店舗・施設・民家（空き家含む）

つやま城東まちかつ。 090-8241-9373（事務局）無料第6回 つやま城東まち歩き アート＆クラフト展+手仕事体験美

10/25  9：00～12：00　※11/3（火）開催の参加も可 新見市：新見美術館市民ギャラリー　他 公益財団法人 新見美術振興財団
0867-72-7851（新見美術館）参加費：700円（画用紙代を含む）、小学生以下の親子（祖父母との参加も可）各回先着20組　※要申込

にいみ絵画教室「子と親のスケッチ教室」
講師：杉原宏二氏、村上平氏、川野佳子氏

こ 10/17  10：00～15：30（随時、約5分程度） 岡山市：岡山神社 （公社）岡山県文化連盟 086-234-2626無料（予約不要）未来を占おう！2000年後のおみくじ☆プロジェクト＠岡山神社美
ま生 高梁川マルシェ、阿知町界隈　文化と食の市 10/17、10/18  10:00～17:00 倉敷市：国指定重要文化財大橋家住宅付近（倉敷市阿知３丁目） 高梁川マルシェ実行委員会 090-4694-2019無料

未生 第15回 連盟秋の囲碁まつり/第3回少年少女初心者囲碁大会 10/25  9:00～17:00 岡山市：岡山市勤労者福祉センター 岡山県アマチュア囲碁連盟 090-3636-5593無料

ま生 出雲街道交流フェスタ 10/25  10:00～15:00（受付 9:00～） 申込み期限：10月2日（金）
新庄村：出雲街道（旧四十曲峠～がいせん桜通り 脇本陣木代邸）／集合場所：新庄村ふれあいセンター北側駐車場

新庄村公民館 0867-56-3022無料

生 第45回  笠岡市菊花展 10/23～11/1  9:00～17:00（最終日は16:00まで） 笠岡市：笠岡市民会館 笠岡市文化連盟 0865-69-2155無料

10/10  13:00～17:00 瀬戸内市：瀬戸内市民図書館 もみわ広場 （公社）岡山県文化連盟 086-234-2626500円※要申込文化芸術交流実験室vol.27 詩であそぼう ことばで味わおう総 こ

10/24、10/25  10:00～15:00 岡山市：岡山県総合グラウンド内「津島やよい広場」「遺跡＆スポーツスタジアム」 岡山県古代吉備文化財センター 086-293-3211無料津島遺跡やよいまつり総

美 チ

講
シ

音

10/31  18：30～21:00 真庭市：北房文化センターホール 北房ホタルっ子ミュージカル 090-9737-6323（坂本）無料北房の古墳の歌を作って踊ろう！ま音

シネマニワ10/31、11/1、11/7、11/8 のいずれか１日 無料真庭市：真庭市立中央図書館映像シアターまたはオンライン 090-2382-0467（山崎）こどもと映画～フランスの映画鑑賞教育とは～講
シ ま

10/31～11/8 高梁市：高梁市成羽町吹屋（長尾酒蔵、旧片山家住宅）及び成羽（成羽美術館） 他 吹屋花めぐり実行委員会 090-3639-9459有料吹屋花めぐり美 ま

第34回 哲多町文化展総 10/31  10:00～17:00、11/1  9:00～16:00 新見市：新見市哲多総合センター 哲多町文化協会 0867-96-2010無料
10/31、11/1 9:00～16:30（最終日は16:00まで） 井原市：井原市民会館、婦人会館 他 井原市文化協会無料 0866-62-9541第66回 井原市文化祭総

第57回 高梁総合文化祭総
［作品展示会］10/31～11/2  9:00～17:00（最終日は16:00まで）
［芸能発表会］11/1  10:00～16:30 高梁市：高梁市文化交流館（1階～3階全館）、高梁総合文化会館（大ホール他全館）

高梁文化協会
0866-22-2125

無料

第49回 北房文化祭総
［ミュージックフェスティバル］10/31  18:30～21:00※予定
［展示の部］10/31～11/1  9:00～16:00、［芸能の部］11/1  13:00～15:00

真庭市：北房文化センター 北房文化協会
0866-52-5220無料

10/31～11/23 期間中の土・日・祝  ※会場によって開催期間が異なります 真庭市文化連盟 0867-42-1178（真庭市スポーツ・文化振興課）
真庭市：北房文化センターなど真庭市内各所 無料

まにわの文化祭2020ま映

伝 第11回 岡山県こども備前焼作品展 岡山県こども備前焼作品展実行委員会無料
備前市：備前市立備前焼ミュージアム 4階ギャラリー
10/27～11/23 9:00～17:00（入館は16:30まで） 0869-64-1837

ピックアップイベント　10月

未来を占おう！
2000年後のおみくじ☆プロジェクト
＠岡山神社

こ美

10/17（土）  10：00～15：30（随時、約5分程度）
岡山神社
無料（予約不要）
（公社）岡山県文化連盟
086-234-2626

10/10（土） 13:00～17:00
瀬戸内市民図書館 もみわ広場
500円※要申込
（公社）岡山県文化連盟
086-234-2626

文化芸術交流実験室vol.27
詩であそぼう ことばで味わおう

総 こ

10/25（日）  10:00～15:00（受付 9:00～） 
※申込み期限：10月2日（金）
出雲街道（旧四十曲峠～がいせん桜通り 脇本陣
木代邸）／集合場所：新庄村ふれあいセンター北
側駐車場
無料
新庄村公民館
0867-56-3022

ま生 出雲街道交流フェスタ

10/17（土）、10/18（日）
10:00～17:00
国指定重要文化財大橋家住宅付近
（倉敷市阿知３丁目）
無料
高梁川マルシェ実行委員会
090-4694-2019

ま生 高梁川マルシェ、阿知町界隈
文化と食の市

10/25（日）  9:00～17:00
岡山市勤労者福祉センター
無料
岡山県アマチュア囲碁連盟
090-3636-5593

未生 第15回 連盟秋の囲碁まつり
第3回少年少女初心者囲碁大会

10/31（土）、11/1（日）、11/7（土）、11/8（日）
のいずれか１日
真庭市立中央図書館映像シアターまたはオンライン
無料
シネマニワ
090-2382-0467（山崎）

こどもと映画
～フランスの映画鑑賞教育とは～

講
シ ま

10/31（土）～11/8（日） 
高梁市成羽町吹屋（長尾酒蔵、旧片山家住宅）
及び成羽（成羽美術館） ほか
有料
吹屋花めぐり実行委員会
090-3639-9459

10/31（土）  18：30～21:00
北房文化センターホール
無料
北房ホタルっ子ミュージカル
090-9737-6323（坂本）

北房の古墳の歌を作って踊ろう！ま音

吹屋花めぐり美 ま
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映像映
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生活文化生 総合総
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講演・シンポジウム講

シ

文化がまちにある！プログラムまこれがOKAYAMA！プログラムこ 君たちの未来へ！プログラム未

みんなが主役！プログラムみ 「元気」にチャレンジ！プログラムチ
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金
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土
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 水
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 木

20
金
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土

1
 日11
3つの「密」を避け、マスク着用で楽しもう！

※8月30日時点の情報です。新型コロナウイルス感染症の拡大防止により、イベントの中止や開催時期・時間等が変更になる場合がございます。最新の情報は各団体までお問合せください。

11/3  9：00～12：00　※10/25（日）開催の参加も可 新見市：新見美術館市民ギャラリー　他 公益財団法人 新見美術振興財団
0867-72-7851（新見美術館）参加費：700円（画用紙代を含む）、小学生以下の親子（祖父母との参加も可）各回先着20組　※要申込

にいみ絵画教室「子と親のスケッチ教室」
講師：杉原宏二氏、村上平氏、川野佳子氏美 チ

090-2296-1472（福本）11/1  14:00～16:00 ※予定（開場は開演30分前） 岡山市：岡山市灘崎文化センター 大ホール玉野ウインドオーケストラ 第34回 定期演奏会音 玉野ウインドオーケストラ500円（当日・前売ともに）

無料11/3～11/8  9:00～17:00（最終日は15:00まで） 岡山市：岡山県天神山文化プラザ 一般財団法人　　　　　　　　　岡山県教育職員互助組合 086-226-7603第45回 岡山県教職員美術展美

11/2～11/8  ※水曜休館　［作品展示期間］ 9:00～18：00
　　　　　　　　　　　　　［表現部門開催日］ 11/8  14:00開演　 真庭市：旧遷喬尋常小学校

（公財）真庭エスパス文化振興財団 0867-42-7000無料
まにわアートグランプリ!!（MA-1）美 ま

11月 真庭市：湯原温泉街 湯原の里振興プロジェクト委員会 0867-62-2526（湯原観光情報センター）無料はんざきアートめぐり美 ま

11/7、11/8  詳細はHPで確認してください
毎年、岡山県内を巡回する「国吉祭CARAVAN」。今年は長島愛生園からオンラインで発信します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  HP/Youtubeチャンネル「国吉康雄プロジェクト」で検索

瀬戸内市：国立療養所長島愛生園 クニヨシパートナーズ 086-289-5807無料国吉祭2020 CARAVAN in 長島愛生園

11/8  1回目 14:00開場、14:30開演
　　　 2回目 16:00開場、16:30開演

真庭市：落合総合センター 多目的ホール 落合シニアミュージカルそらさくら
090-3881-4885（細井）

無料（整理券が必要）ミュージカル「旭川のどんぶら桃子」

美 ま

ま

0869-22-3761（瀬戸内市中央公民館）11/1  10:00～12:00 瀬戸内市：瀬戸内市中央公民館 大ホール大正琴の美しい響き－和太鼓・三味線と共演－音 琴伝流大正琴　遊琴子無料

ま 音活始発駅音 090-9061-535511/3  12:00～17:00 岡山市：岡山駅西口広場 出石アートワールド無料

文化芸術交流実験室vol.28 建築探偵団 其の四
「内側から見る岡山」

総 こ

一般：5,000円、15歳以下：3,000円11/7  13:30～15:30 岡山市：犬島 くらしの植物園 （公社）岡山県文化連盟 086-234-2626犬島 くらしの植物園をスマホ顕微鏡で観察しよう！総 こ

安藤榮作 彫刻展「天の所有物」特別企画
矢鳴千奈美 コンテンポラリーダンス公演「ハルカカナタ」

総
【彫刻展】～11/8 木曜日～日曜日 11:00～17:00 
【ダンス公演】11/7 14:00開演（両日とも）

津山市：NishiIma25
NishiIma25

080-5907-1663【彫刻展】無料
【ダンス公演】1,500円

11/8 10：30～15：00※予定 津山市：妙福寺～久米ふれあい学習館※雨天決行 出雲街道 勝山宿の会2,500円 090-7779-5776（石川）ふるさと再発見 美作遺産の古道 つながる出雲街道（Ⅱ）を歩こう会
11/8、11/15、11/22 13:00～16:00 岡山市：きらめきプラザ NPO法人 企画on岡山5,000円（500×10回）※要申込 090-7997-0591あそびのデザイン総 こ

シネマニワ10/31、11/1、11/7、11/8 のいずれか１日 無料真庭市：真庭市立中央図書館映像シアターまたはオンライン 090-2382-0467（山崎）こどもと映画～フランスの映画鑑賞教育とは～講
シ ま

第114回 岡山県短歌大会 岡山県歌人会聴講無料、出詠料2,000円（中・高校生無料）岡山市：岡山国際交流センター11/1  9:00～16:00 086-284-0294文 未

第25回 岡山県現代俳句大会文 岡山県現代俳句協会無料岡山市：岡山県ゆうあいセンター（きらめきプラザ）　大会議室11/1  11:00～15:30 070-5672-8041（前田）

10/31～11/23 期間中の土・日・祝  ※会場によって開催期間が異なります 真庭市文化連盟 0867-42-1178（真庭市スポーツ・文化振興課）
真庭市：北房文化センターなど真庭市内各所 無料

まにわの文化祭2020ま映

演

生 チ

1111/1 21

11/1 13:00～17:00 岡山市：岡山市内各所 （公社）岡山県文化連盟 086-234-2626500円

ピックアップイベント　11月

12月まで楽しめるイベント

11/1（日）  9:00～16:00
岡山国際交流センター
聴講無料、出詠料2,000円（中・高校生無料）
岡山県歌人会
086-284-0294

11/1（日） 13:00～17:00 
岡山市内各所
500円※要申込
（公社）岡山県文化連盟
086-234-2626

文化芸術交流実験室vol.28
建築探偵団 其の四
「内側から見る岡山」

総 こ

第114回 岡山県短歌大会文 未

犬島 くらしの植物園を
スマホ顕微鏡で観察しよう！

総 こ

11/7（土）  13:30～15:30
犬島 くらしの植物園
一般：5,000円
15歳以下：3,000円
（公社）岡山県文化連盟
086-234-2626
※スマートフォン、タブレットをご持参ください

11/7（土） 、11/8（日） 
詳細はHPで確認してください
国立療養所長島愛生園
無料
クニヨシパートナーズ
086-289-5807
HP/Youtubeチャンネル
「国吉康雄プロジェクト」で検索

11/3（火・祝）
12:00～17:00
岡山駅西口広場
無料
出石アートワールド
090-9061-5355

ま 音活始発駅音

まにわアートグランプリ!!（MA-1）美 ま

11/2（月）～11/8（日） ［作品展示］ 9:00～18：00
  ※水曜休館　　　　 　［表現部門］ 11/8 （日） 14:00開演
旧遷喬尋常小学校　　　無料
（公財）真庭エスパス文化振興財団
0867-42-7000

10/31～11/23 の土・日・祝
※会場によって開催期間が異なります
北房文化センターなど真庭市内各所
無料
真庭市文化連盟
0867-42-1178（真庭市スポーツ・文化振興課）

まにわの文化祭2020ま映

11/8（日） 1回目 14:00開場、14:30開演
　　　　　 2回目 16:00開場、16:30開演
落合総合センター 多目的ホール
無料（整理券が必要）
落合シニアミュージカルそらさくら
090-3881-4885（細井）

ミュージカル「旭川のどんぶら桃子」ま演

湯っ足り広場モニュメント
「はんざきさん湯冷め姿」

製作者：松岡徹

11月　　　湯原温泉街
無料
湯原の里振興プロジェクト委員会
0867-62-2526（湯原観光情報センター）

11/8（日）10：30～15：00※予定※雨天決行
津山市：妙福寺～久米ふれあい学習館
2,500円
出雲街道 勝山宿の会
090-7779-5776（石川）

はんざきアートめぐり美 ま

12/27（日）まで開催
岡崎嘉平太記念館 企画展示室　※詳細はP.4参照

岡崎嘉平太記念館令和2年度 秋の特別企画展　
「寄贈品にみる
－岡崎嘉平太の生涯を織り成した人々」

美

12/25（金）～12/27（日） 　　700円
くらしき作陽大学 藤花楽堂
岡山県吹奏楽連盟
080-1917-1399

第52回 岡山県アンサンブルコンテスト音 未

12月まで開催
勝山町並み保存地区他
※詳細はP.5参照

生 勝山町並み・体験クラフト市
2020

ま

［アーカイブ展示］12月
備前エリア
※詳細はP.7参照

ま まちのすきまカフェ2020
～アートデリバリー～

総

12/25（金）まで開催
出石町・石関町界隈各店舗
※詳細はP.13参照

出石灯2020
ステンドグラス展

美 ま

国吉祭2020 CARAVAN in 長島愛生園美 ま

ふるさと再発見 美作遺産の古道
つながる出雲街道（Ⅱ）を歩こう会

生 チ
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1
 日11
3つの「密」を避け、マスク着用で楽しもう！

※8月30日時点の情報です。新型コロナウイルス感染症の拡大防止により、イベントの中止や開催時期・時間等が変更になる場合がございます。最新の情報は各団体までお問合せください。

学びの駅2020 第49回 赤坂公民館まつり総
11/14  9:00～17:00、11/15  9:00～15:00
赤磐市：赤磐市立赤坂公民館、赤磐市赤坂健康管理センター、赤磐市赤坂体育センター周辺

赤磐市立赤坂公民館・笹岡公民館
086-957-2211

無料

11/18～11/23  9：30～17：00 ［表彰式］11/21 13：30～14：00 新見市：新見美術館市民ギャラリー 
公益財団法人 新見美術振興財団
0867-72-7851（新見美術館）無料にいみ絵画教室「子と親のスケッチ教室」展覧会美 チ

11/17～11/22  9:00～17:00（最終日は16:00まで）
岡山市：岡山県天神山文化プラザ 第4展示室

岡山デザイナーズ協会（ODA） okayama.designers.association@gmail.com無料
第38回 ODA展美

11/13～11/15  10:00～17:00（最終日は16:00まで） 早島町：山陽文化会館 一般財団法人 関西書芸院 086-482-2421無料第39回 関西書芸院展美

無料11/10～11/15  9:30～17:00 ※金・土は18：00まで、最終日は16：00まで
岡山市：岡山県天神山文化プラザ  第1・2展示室

一般社団法人岡山県美術家協会 086-293-1320

11/21、11/22  13:00～20：30 岡山市：岡山後楽園 鶴鳴館本館 出石アートワールド 090-9061-5355無料（後楽園入園料別途必要）出石灯2020 ステンドグラス展美 ま

出石灯2020 ステンドグラス展美 ま

11/25～12/25  各店舗開店～閉店（閉店後はウィンドウ展示） 岡山市：出石町・石関町界隈各店舗 出石アートワールド 090-9061-5355無料出石灯2020 ステンドグラス展美 ま

11/21～11/29  17：00～20：30 岡山市：岡山後楽園 寒翠細響軒 出石アートワールド 090-9061-5355無料（後楽園入園料別途必要）

11/28、11/29 10:00～17:00（最終日は13:00～17:00） 倉敷市：玉島文化センター展示室／式典会場：玉島文化センター大ホール 日東書道連盟 086-528-1705無料第50回 日東書道連盟全国展美
11/29  13:00～14:30 岡山市：岡山市立東公民館 リリーグループ takechanewi2@yahoo.co.jp無料リリーグループ・コンサート音

086-225-300311/15  10：30～12：00 ※予定 赤磐市：ドイツの森ま まちかどコンサート音 ルネスホール無料（入園料別途必要）

11/21、11/22  13:00～16:00 岡山市：ヨノナカ実習室 （公社）岡山県文化連盟 086-234-262621日（子供向け）2,000円、22日（大人向け）3,000円※要申込詩のコマ撮りアニメづくり総 こ

～11月 備前エリア4か所：公演の様子は、HPにて公開※詳細はHP（http://heartartlink.org/）でご確認ください NPO法人ハートアートリンク 090-5698-4933無料ま まちのすきまカフェ2020～アートデリバリー～総

赤磐市教育委員会～11/15  ※月曜休館 ［展示］9:00～17:00 無料赤磐市：［展示］永瀬清子展示室 086-995-1360令和2年度　永瀬清子展示室企画展
「詩人・永瀬清子誕生－愛知県第一高等女学校高等科のころ」

文

～11/23 ～17:00
鏡野町：道の駅奥津温泉＆鏡野町観光協会、かがみの近代美術館、宝樹寺、石庭遊園地、みずの郷奥津湖、池田屋河鹿園、旧武本名　　　　　　　　　 産店、奥津公民館、国民宿舎いつき　他

OKUTSU芸術祭実行委員会 0868-52-0722（かがみの近代美術館）無料OKUTSU芸術祭美

～11/23 倉敷市：野﨑家塩業歴史館 野﨑家塩業歴史館 086-472-2001大人500円、小中学生300円（土・日・祝は高校生までは無料）小田海僊展美

11/28 10:30～14:30 岡山市：ありがとうファーム ありがとうファーム 086-953-4446廃材をアート素材に。アイデア実験室 HUB LABキッズ総 こ 2,000円※要申込

備前市文化祭
（美術展覧会、備前・日生・吉永文化祭・地区文化祭）総 ～11/21 備前市：備前市市民センター、日生市民会館、吉永地域公民館及び市内地区公民館 備前市教育委員会

0869-64-1133（備前市立中央公民館・備前市市民センター内）無料

伝 第11回 岡山県こども備前焼作品展 岡山県こども備前焼作品展実行委員会無料
備前市：備前市立備前焼ミュージアム 4階ギャラリー
～11/23 9:00～17:00（入館は16:30まで） 0869-64-1837

「第11回 エッセイでふるさと再発見」 立石おじさんに聞く～元祖桃太郎伝説文 岡山県エッセイストクラブ無料岡山市：岡山国際交流センター11/15  14:00～16:00 086-252-1277

第15回 岡山県美術家協会展美 未

未

岡山県詩人協会無料岡山市：ピュアリティまきび11/21  13:00～16:00 086-434-3616詩の朗読会№13 「聞いてください  岡山の現代詩」文 未

11/14、11/15  13:00～14:30頃（両日とも） 岡山市：西川アイプラザ 5階ホール 朗読塾 080-1901-3559（沖田）無料朗読塾第24回公演 朗読「夢」演

11/28  17:00～ 笠岡市：チノ浜パーク（元馬越石材加工場跡） 石の劇場 TEATER BATU 実行委員会 090-7496-7317無料ま 石の劇場 TEATER BATU
～島民の島民による島民のための舞台芸術～

演

吉備の考古学講座 「こうもり塚古墳の時代」 第2回 11/21  13:30～15:30 岡山市：岡山県立図書館 多目的ホール 岡山県古代吉備文化財センター 086-293-3211無料講
シ

11/22  13:00～17:00 岡山市：百花プラザ  多目的ホール 岡山県現代舞踊連盟 090-6414-1508無料創る・踊る・観るための学びの発表会未舞
伝 11/22  13:00～15:00 備前市：旧閑谷学校 岡山県民俗芸能大会実行委員会 086-226-7601（岡山県教育庁文化財課内）無料 ※史跡入場料は必要おかやま民俗芸能フェスティバル2020

ピックアップイベント　11月

11/10（火）～11/15（日） 9:30～17:00
※金・土は18：00、最終日は16：00まで
岡山県天神山文化プラザ  第1・2展示室
無料
一般社団法人岡山県美術家協会
086-293-1320

11/15（日）10：30～12：00 ※予定
ドイツの森
無料（入園料別途必要）
ルネスホール
086-225-3003

11/14（土）13:00～16:00
岡山市：ピュアリティまきび
無料
岡山県詩人協会
090-9066-8745（上岡）
※実施方法が変更する場合があります。
　詳細は事務局までお問合せください。

11/28（土） 17:00～
チノ浜パーク（元馬越石材加工場跡）
無料
石の劇場 TEATER BATU 実行委員会
090-7496-7317

11/15（日）  14:00～16:00
岡山国際交流センター
無料
岡山県エッセイストクラブ
086-252-1277

第15回 岡山県美術家協会展美 未

ま まちかどコンサート音

詩の朗読会№13
 「聞いてください  岡山の現代詩」

文 未

11/21（土）子供向け 13:00～16:00
11/22（日）大人向け 13:00～16:00
ヨノナカ実習室
21日 2,000円、22日 3,000円※要申込
（公社）岡山県文化連盟
086-234-2626

詩のコマ撮りアニメづくり総 こ

11/22（日） 
13:00～17:00
百花プラザ
多目的ホール
無料
岡山県現代舞踊連盟
090-6414-1508

創る・踊る・観るための
学びの発表会

未舞

ま 石の劇場 TEATER BATU
～島民の島民による
島民のための舞台芸術～

演

「第11回 エッセイでふるさと再発見」 
立石おじさんに聞く
～元祖桃太郎伝説

文 未

11/21（土）、11/22（日） 13:00～20：30
岡山後楽園 鶴鳴館本館

11/21（土）～11/29（日）17:00～20：30
岡山後楽園 寒翠細響軒

11/25（水）～12/25（金）店舗開店～閉店
（閉店後はウィンドウ展示）
出石町・石関町界隈各店舗

無料（後楽園入園料別途必要）
出石アートワールド
090-9061-5355

出石灯2020 ステンドグラス展美 ま
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岡山県内博物館・美術館等一覧
 館　名   所　在　地    TEL
❶　赤磐市山陽郷土資料館   〒709-0816　赤磐市下市337  086-955-0710
❷　赤磐市吉井郷土資料館   〒701-2503　赤磐市周匝136  086-954-1379
❸　浅口市立鴨方郷土資料館  〒719-0243　浅口市鴨方町鴨方2244-13 0865-44-7055
❹　遊び心の美術館古意庵   〒714-1201　小田郡矢掛町矢掛2603  0866-82-0951
❺　池田動物園   〒700-0015　岡山市北区京山2-5-1  086-252-2131
❻　犬養木堂記念館   〒701-0161　岡山市北区川入102-1  086-292-1820
❼　井原市芳井歴史民俗資料館  〒714-2111　井原市芳井町吉井4110-1 0866-72-1324
❽　井原市立田中美術館   〒715-0019 　井原市井原町315  0866-62-8787
❾　猪風来美術館（新見市法曽陶芸館）  〒719-2552 　新見市法曽609  0867-75-2444
10　牛窓海遊文化館   〒701-4302　瀬戸内市牛窓町牛窓3056 0869-34-5505
11　S-HOUSEミュージアム  〒702-8024　岡山市南区浦安南町445-8　 090-7374-1096
12　大原美術館   〒710-8575　倉敷市中央1-1-15  086-422-0005
13　岡崎嘉平太記念館   〒716-1241　加賀郡吉備中央町吉川4860-6 0866-56-9033
14　おかでんミュージアム＋水戸岡鋭治デザイン 〒703-8281　岡山市中区東山2-3-33  086-272-5520（休館日：火曜日、年末年始）
15　岡山映像ライブラリーセンター  〒700-0823　岡山市北区丸の内２丁目7-7 086-225-8622
16　岡山・吉兆庵美術館   〒700-0903 　岡山市北区幸町7-28  086-364-1088
17　岡山空襲展示室   〒700-0024　岡山市北区駅元町15-1  086-253-7070
18　岡山県自然保護センター  〒709-0524　和気郡和気町田賀730  0869-88-1190 
19　岡山県天神山文化プラザ  〒700-0814　岡山市北区天神町8-54  086-226-5005 
20　岡山県立記録資料館   〒700-0807　岡山市北区南方2-13-1  086-222-7838
21　岡山県立博物館   〒703-8257　岡山市北区後楽園1-5  086-272-1149
　　　※休館中（令和4年9月頃まで）
22　岡山県立美術館   〒700-0814　岡山市北区天神町8-48  086-225-4800
23　岡山市水道記念館   〒700-0802　岡山市北区三野1-2-1 三野浄水場内 086-232-5213
　　　※休館中（令和4年度にリニューアルオープン予定）
24　岡山シティミュージアム  〒700-0024　岡山市北区駅元町15-1  086-898-3000
25　岡山城天守閣   〒700-0823　岡山市北区丸の内2-3-1  086-225-2096
26　岡山市立オリエント美術館  〒700-0814　岡山市北区天神町9-31  086-232-3636
　　　※令和2年10月1日 ～ 令和3年11月下旬まで休館
27　岡山天文博物館   〒719-0232　浅口市鴨方町本庄3037-5 0865-44-2465
28　鏡野郷土博物館   〒708-0324　苫田郡鏡野町竹田663-7  0868-54-7722
29　かがみの近代美術館   〒708-0504　苫田郡鏡野町奥津川西692 0868-52-0722
30　加計美術館   〒710-0046　倉敷市中央1-4-7  086-427-7530
31　加子浦歴史文化館   〒701-3204　備前市日生町日生801-4  0869-72-9026
32　笠岡市立カブトガニ博物館  〒714-0043　笠岡市横島1946-2  0865-67-2477
33　笠岡市立竹喬美術館   〒714-0087　笠岡市六番町1-17  0865-63-3967  
34　川崎医科大学　現代医学教育博物館  〒701-0192　倉敷市松島577  086-462-1111 
35　吉備路文学館   〒700-0807　岡山市北区南方3-5-35  086-223-7411
36　倉敷科学センター   〒712-8046　倉敷市福田町古新田94  086-454-0300
37　倉敷考古館   〒710-0046　倉敷市中央1-3-13  086-422-1542  
38　倉敷昆虫館   〒710-0051　倉敷市幸町2-30  086-422-8207
39　倉敷市立自然史博物館   〒710-0046　倉敷市中央2-6-1  086-425-6037
40　倉敷市立美術館   〒710-0046　倉敷市中央2-6-1  086-425-6034
41　倉敷民芸館   〒710-0016　倉敷市中央1-4-11  086-422-1637
42　黒住教宝物館   〒701-1212　岡山市北区尾上神道山  086-284-2121  
43　現代玩具博物館・オルゴール夢館  〒707-0062　美作市湯郷319-2  0868-72-0003
44　児島学生服資料館   〒711-0906　倉敷市児島下の町5-5-3  086-473-2111 
45　西大寺文化資料館   〒704-8116　岡山市東区西大寺中1-16-17 090-7372-0903
46　里庄町歴史民俗資料館   〒719-0302 　浅口郡里庄町新庄2405  0865-64-5465　
        0865-64-7281（教育委員会事務局）
47　勝央美術文学館   〒709-4316　勝田郡勝央町勝間田207-4 0868-38-0270

 館　名   所　在　地    TEL
48　新庄村歴史民俗資料館   〒717-0201 　真庭郡新庄村2014-2  　0867-56-3178
49　瀬戸内市立美術館   〒701-4302　瀬戸内市牛窓町牛窓4911 　0869-34-3130
50　総社吉備路文化館   〒719-1123　総社市上林1252  　0866-93-2219
51　総社市まちかど郷土館   〒719-1126 　総社市総社２丁目17-33  　0866-93-9211
52　高梁市成羽美術館   〒716-0111　高梁市成羽町下原1068-3 　0866-42-4455
53　高梁市歴史美術館   〒716-0043 　高梁市原田北町1203-1  　0866-21-0180
54　誕生寺宝物館   〒709-3602 　久米郡久米南町里方808  　086-728-2102
55　中世夢が原   〒714-1406 　井原市美星町三山5007  　0866-87-3914
56　津山郷土博物館   〒708-0022　津山市山下92  　0868-22-4567
57　つやま自然のふしぎ館（津山科学教育博物館） 〒708-0022　津山市山下98-1  　0868-22-3518
58　津山まなびの鉄道館   〒708-0882 　津山市大谷   　0868-35-3343
59　津山洋学資料館   〒708-0833　津山市西新町５  　0868-23-3324
60　永瀬清子展示室   〒709-0705 　赤磐市松木621-1  　086-995-1360
     　赤磐市くまやまふれあいセンター2階  
61　奈義町現代美術館   〒708-1323 　勝田郡奈義町豊沢441  　0868-36-5811
62　新見市大佐山田方谷記念館  〒719-3507 　新見市大佐小南323-3  　0867-98-4059 
63　新見美術館   〒718-0017　新見市西方361  　0867-72-7851
64　日本化石資料館   〒703-8267 　岡山市中区山崎148-22  　086-237-8100 
65　日本郷土玩具館   〒710-0046 　倉敷市中央1-4-16  　086-422-8058  
66　野﨑家塩業歴史館   〒711-0913 　倉敷市児島味野1-11-19  　086-472-2001
67　華鴒大塚美術館   〒715-0024　井原市高屋町3-11-5  　0866-67-2225
68　林原美術館   〒700-0823 　岡山市北区丸の内2-7-15 　086-223-1733
69　備前長船刀剣博物館   〒701-4271 　瀬戸内市長船町長船966  　0869-66-7767
70　備前市立備前焼ミュージアム  〒705-0001　備前市伊部1659-6  　0869-64-1400
71　備前市歴史民俗資料館   〒705-0022 　備前市東片上385  　0869-64-4428
72　ＢＩＺＥＮ中南米美術館  〒701-3204 　備前市日生町日生241-10 　0869-72-0222
73　ＦＡＮ美術館   〒705-0033 　備前市穂浪3868  　0869-67-0638
74　ベティスミス　ジーンズミュージアム  〒711-0906　倉敷市児島下の町5-2-70 　086-473-4460
75　真庭市蒜山郷土博物館   〒717-0505　真庭市蒜山上長田1694  　0867-66-4667
76　招き猫美術館   〒701-2151　岡山市北区金山寺865-1  　086-228-3301
77　美作市作東文化芸術センター美術館（作東美術館） 〒709-4234　美作市江見945  　0868-75-1117
78　棟方志功・柳井道弘記念館（Ｍ＆Ｙ記念館） 〒708-0814　津山市東一宮13-8  　0868-27-3239   
79　やかげ郷土美術館   〒714-1201 　小田郡矢掛町矢掛3118-1 　0866-82-2110
80　保田扶佐子美術館   〒708-1126　津山市押入97-11  　0868-26-5711
81　夢二郷土美術館本館   〒703-8256　岡山市中区浜2-1-32  　086-271-1000
81　夢二郷土美術館 夢二生家記念館・少年山荘 〒701-4214　瀬戸内市邑久町本庄  　0869-22-0622
82　妖精の森ガラス美術館   〒708-0601　苫田郡鏡野町上齋原666-5 　0868-44-7888
83　狸庵文庫美術館   〒700-0031　岡山市北区富町2-13-14  　086-253-2710
84　和気町歴史民俗資料館   〒709-0412 　和気郡和気町藤野1386-2 　0869-92-1135
85　ワコーミュージアム   〒714-0086 　笠岡市五番町6-20  　0865-62-5670
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おかやまの文化財一斉公開事業

普段公開されていない
文化財を見逃すな！

新見市

獅子山八幡宮秋季大祭

新見市指定重要無形民俗文化財
頭打ち（獅子山八幡宮楽打ち）

10/4（日） 13:00～
獅子山八幡宮（新見市哲西町矢田2368番地）
090-3179-0973 （難波）

古くから獅子山八幡宮に伝わる行事で、五穀豊穣・家内
安全を願って太鼓や鉦を打ちながら子どもたちが舞いま
す。年に１回の実演披露です。料金：無料

井原市
県指定文化財［講堂、門、紅梅］
興譲館

市指定文化財
桜渓塾

渋沢栄一と井原出身の阪谷朗廬・芳郎親子にかかわる資
料を紹介します。　

渋沢栄一と阪谷朗廬・芳郎
10/24（土）～12/6（日） 9:00～17:00
井原市芳井歴史民俗資料館（井原市芳井町吉井4110-1）
0866-72-1324 （井原市芳井歴史民俗資料館）

井原市芳井歴史民俗資料館 特別展

事前予約が必要な催しも増えています。
事前に各施設のホームページで確認、もしくは
お電話にてお問合せください。

赤磐市

詩人永瀬清子の生家見学と上映会

国登録有形文化財
旧永瀬家住宅主屋・井戸

11/22（日）13:30～15:00
永瀬清子生家（赤磐市松木691）
070-3783-0217 （NPO法人永瀬清子生家保存会）

上映会（過去のテレビ放映）では在
りし日の清子の動く姿をご覧いただ
けます（40分間）。また、今しか見
ることの出来ない改修中の離れと台
所も公開し、建築家が解説します。
料金：無料

新見市

両界大曼荼羅 展示－令和の大修理の概要－

新見市指定重要文化財
両界曼荼羅

11/22（日） 9:00～17:00
伝医山四王寺（新見市哲西町大野部1767番地）
0867-94-3014 （伝医山四王寺）

金剛界曼荼羅、胎蔵界曼荼羅。令和
の大修理の内部と模様を伝えます。
料金：無料

矢掛町

大通寺涅槃図 特別公開

県指定名勝
大通寺庭園

矢掛町指定重要文化財［絵画］
涅槃図

11/1（日）～15（日）10:00～16:00
大通寺（矢掛町小林1815）
0866-82-0909 （大通寺）

大通寺庭園も併せて、普段は公開し
ていない涅槃図に描かれた生き生き
とした仏の姿をぜひ。
料金：大人400円、団体・小人300
円（小学生以下無料）
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