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9月 ～ 11月
伝統
芸能

しの笛演奏（ストリートプレイ）
◆10:00～18:00のうち1～2時間（期間中の土・日曜日）

岡山市
城下広場、岡山駅南側地
下道ギャラリー、後楽園
外周　等

無料
しの笛ぴー
ひゃら会

086-229-2868
道端演奏でBGMの、しの笛演奏。唱歌からクラシック、流行歌、ナツメロ等、親しみ深いメロ
ディーを楽しんでください。

9/8 金 ～ 11/19 日 文芸

平成29年度永瀬清子展示室企画展「苔について—永瀬清子と
小さなものの世界」
◆展示：9:00～17:00　※月曜休館
　コケ観察会：9/10（日）13:30～15:00

赤磐市

展示：永瀬清子展示室
（赤磐市くまやまふれあ
いセンター2F）
コケ観察会：赤磐市立熊
山公民館周辺

無料
※コケ観察会は定員
20名、要電話申込

赤磐市教育委
員会

086-995-1360

永瀬清子は、小さなもの弱いものへのまなざしを常にもっており、そのまなざしが注がれたものの
ひとつにコケがあります。この展示では詩「苔について」を中心に、コケ研究者・井木長治氏との
親交とともに紹介します。
関連行事
コケ観察会～この小さなものの世界～
講師：岡山コケの会会員、参加費：無料、対象：一般、定員：20名、持ち物：筆記用具・帽子・雨
具・飲み物など、汚れてもかまわない動きやすい服装、申込：電話申込・先着順

9/17 日 ～ 11/3 金 音楽

第14回上代記念音楽コンクール
◆予選：9/17（日）9:30～17:00
　本選：10/15（日）9:30～17:00
　演奏会：11/3（金）13:30～15:30

岡山市
上代淑記念館ホール
ルネスホール

無料
山陽女子高等
学校

086-272-1181
小学生から高校生を対象とした音楽コンクールを実施し、児童・生徒に日頃の練習の成果を発表す
る場を提供し、豊かな心を育むことを目的とする。ピアノ独奏部門と連弾部門で優秀者を表彰し、
ルネスホールで披露する。

9/22 金 ～ 12/27 水 美術

岡崎嘉平太記念館秋の特別企画展　岡崎嘉平太と日中友好に
かけた人々～受け継がれる「信」と「愛」～
◆9:00～17:00（入館は16:30まで）
※火曜日、祝日の翌日（土曜・日曜・祝日除く）休館

吉備中央町
岡崎嘉平太記念館　企画
展示室

無料
岡崎嘉平太記
念館

0866-56-9033
本年は岡崎嘉平太氏生誕120周年、日中国交正常化45周年の年であり、改めて生涯を振り返る。日
中国交正常化に尽力した当時の岡崎氏、氏と共に尽力した人々の思い、現在まで受け継がれている
遺志を紹介する。

9/26 火 ～ 10/1 日 美術
公募第39回玄画展
◆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
第3展示室

無料
総合美術団体
玄画会

086-422-9631
出品作品は、日本画・洋画・水墨画・工芸の四部あり、公募者と会員の作品を展示します。優秀作
品には、県知事賞以下の賞を出します。岡山展の後、巡回展を、広島ふくやま美術館でも行う予定
です。

10/1 日 音楽
大正琴の美しい響き—中国民族楽器二胡と共演
◆12:50～16:00

瀬戸内市
瀬戸内市中央公民館　大
ホール

無料
琴伝流大正琴
遊琴子

0869-22-2300
大正琴アンサンブル「ソプラノ・アルト・テナー・ベース」演奏と中国民族楽器「中国の二胡奏者
劉習韻さん」とコラボレーションを致します。共演で広い交流と音楽の輪を広げ、また会場の入場
者と歌の共演をします。

10/3 火 ～ 10/8 日 美術
第3回　墨騰会書展
◆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3展示室

無料 墨騰会 080-1633-1215
墨騰会は、「書」を楽しむことを目的とし、仲よく楽しく研鑽しながら「現代の書」を追究してい
ます。臨書や創作（漢字多字数、大字書、現代文体）を濃墨や淡墨で思い思いに表現しています。

10/3 火 ～ 10/8 日 総合
まちかど　ライブ　アンド　アート ｉｎ はやしま　2017
◆アート展示：10/3（火）～10/8（日）9:00～17:00
　JAZZライブ：10/8（日14:30～19:30

早島町

アート展示：早島町観光
センター（JR早島駅前
北）
JAZZライブ：JR早島駅
前広場

無料
まちかどライ
ブ in 早島実行
委員会

090-3749-4647
早島駅前広場での大人のＪＡＺＺライブ「まちかどJAZZ　LIVE　IN　はやしま」。今年は、隣の
観光センターに於いてアートの展示も行います。もちろん、フードコートも充実。たっぷりと芸術
と食欲の秋に浸ってみては？

10/6 金 ～ 10/9 月 美術
第35回南画臥遊会展
◆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　2F大展
示室

無料 南画臥遊会 086-429-1137
南画は古来中国で生まれ日本に伝来以降伝承されてきた伝統のある水墨画です。当会は毎年秋に全
員参加の展示会を掛軸や襖絵にして、百数十点を展示する他、会員の描いた色紙プレゼントや体験
コーナーも設けています。

10/7 土 音楽
「GRASS GO 2017」
◆10:30～18:00（開場9:00）

奈義町
那岐山麓山の駅　芝生広
場

前売：4,500円（中
高生3,000円）
当日：5,500円（中
高生4,000円）
※小学生以下無料

GRASS GO
2017実行委
員会

090-7893-8213
岡山県勝田郡奈義町にて10月7日（土）、野外音楽フェスGRASS GO2017を開催します。会場
は町のシンボルの那岐山の麓、那岐山麓山の駅芝生広場です。岡山の新たな野外フェスの一つとし
て、今年初開催です！！

10/7 土
伝統
芸能

岡山後楽園で能をたのしむ会
◆11:30～16:00

岡山市 岡山後楽園　能舞台

一般：3,500円
文化財団会員：
3,000円
※前売り券のみ後楽
園入園券付き

(公財)岡山県郷
土文化財団

086-233-2505

古典芸能の精華ともいわれる能が、多くの人に親しまれるとともに、岡山で能を志しておられる人
に、由緒ある能舞台に立っていただく機会を提供して、岡山の能が一層盛んになることを願うもの
である。
能「弱法師」「船弁慶」、狂言「寝音曲」、独吟「松風」、仕舞「融」
能の解説：京都府立大学教授　山崎福之
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10/8 日 ～ 10/9 月 音楽
2017　マーチング・イン・オカヤマ
◆9:00～16:30

岡山市
岡山市内・岡山市総合文
化体育館

前売：2,000円（高
校生以下1,000円）
当日：2,200円（高
校生以下1,100円）

マーチング・
イン・オカヤ
マ実行委員会

086-201-1661
“街角に音楽を”をスローガンとし、マーチングの素晴らしさをアピールすると共に、岡山を「音
楽の街」として、全国へアピールする。

10/8 日 文芸
第69回西日本川柳大会
◆9:00～17:00

久米南町 久米南町文化センター

事前投句料：1,000
円
当日投句料：2,000
円

弓削川柳社 086-728-2250
弓削川柳社の主催による西日本最大級の川柳大会。西日本各地からの柳人参加で、川柳作句を通じ
交流を深め、資質を高める文化活動を進めている。事前出題・当日出題の題に対して事前投句・当
日作句を行い、選者による選考と、表彰を行う。

10/8 日 文芸
第26回日本伝統俳句協会中国支部岡山県部会俳句大会
◆10:00～17:00

岡山市 岡山市立中央公民館 無料
日本伝統俳句
協会中国支部
岡山県部会

090-8364-6142
後楽園、烏城周辺で、５句俳句を作り、参加者全員で選句。さらに選者による特選賞や岡山県知事
賞、岡山市長賞、おかやま県民文化祭賞等の表彰があります。初心者歓迎です。気軽にご参加くだ
さい。

10/8 日 音楽
第31回定期演奏会
◆13:30～15:30（開場13:00）

瀬戸内市 瀬戸内市中央公民館 無料
酔聖会ウイン
ドブラス

0869-22-3857
今年の1部は和をテーマに、西大寺祭太鼓さんとの共演も行うプログラムです。2部では大曲に挑み
ます。昨年節目の30回を終え、新たな気持ちで、地域の皆様に愛されるバンドをめざして頑張りま
す。

10/9 月
講演・
シンポ

県立笠岡工業高校　公開講座「木山捷平と井笠地区Ⅰ」
◆14:00～15:30

岡山市
岡山県立図書館　2F
サークル活動室

無料

岡山地域教育
資源研究会
岡山県立笠岡
工業高等学校

090-3881-3749
本講座は、県立笠岡工業高校との協働講座である。10、11月と2回連続で開講する。第1回は、笠
岡出身の文学者木山捷平の作品から地域文化の「不易と流行」を読み取り、地方創生の起点につい
て考察する。—平成29年度（独）日本学術振興会助成事業（奨励研究）—

10/10 火 ～ 10/15 日 美術
第57回　西日展
◆9:00～17:00

岡山市
岡山県天神山文化プラザ
第2展示室

無料
(公社)養和書道
院

086-232-7603
新人の発掘を目的に、広く西日本を中心に公募する。高校生以上を対象に愛好家を募る。入賞者は
本院規定により会員資格が得られ「養和書道院展」に出品することができる。

10/10 火 ～ 10/15 日 美術
第59回　養和書道院展
◆9:00～17:00

岡山市
岡山県天神山文化プラザ
第1展示室

無料
(公社)養和書道
院

086-232-7603
本院会員の作品発表の場であり、本院で一番格式の高い年一回開催される書道展で、59年間続いて
いる。平成23年より最優秀作品に「文部科学大臣賞」が授与されております。

10/10 火 ～ 10/15 日 美術
第38回岡山県陶芸同好会展
◆10:00～17:00（最終日は15:00まで）

岡山市
岡山県天神山文化プラザ
第3展示室

無料
岡山県陶芸同
好会

090-8241-5186
同好会会員等の一年間切磋琢磨して制作した焼物を一斉に展示します。また公民館活動等により指
導して作った子ども達の作品も同時に展示します。そして工芸会会員等の先生方による審査で、県
知事賞などが選出されます。

10/12 木 ～ 12/8 金 美術
秋の企画展「字は面の芸—木堂の揮毫の世界—」
◆9:00～17：00
※火曜日（祝日除く）、祝日の翌日（土日除く）休館

岡山市
犬養木堂記念館　企画展
示室

無料
犬養木堂記念
館

086-292-1820
「憲政の神様」政治家犬養毅（号　木堂）は、書にも深い見識を持ち、よく揮毫を求められる人物
でした。企画展では、木堂の書や手紙、新たに見つかった揮毫依頼関係メモ等を展示し、木堂の書
に対する姿勢を紹介します。

10/13 金 ～ 10/15 日 美術
2017　勝山高校OB美術展
◆9:00～16:00

真庭市
ギャラリー葵（JR美作
落合駅前）

無料
勝山高校OB美
術同好会

0867-52-0038
勝山高校OB・旧職員による美術同好会で年1回展覧会を開いている。在校生が参加することもあ
り、県北の芸術・文化の振興を目標としている。展示の内容は洋画・日本画・書・彫刻・写真・陶
芸・その他である。

10/14 土 音楽
第11回おかやまオカリナフォーラム
◆12:00～16:00

岡山市 岡山県立美術館　ホール 無料
サロン de オ
カリーナ

090-1330-8313
県内で活動しているオカリナ愛好者（プロ・アマチュア）が一堂に会します。各組の趣向を凝らし
たステージをお楽しみ下さい。

10/14 土 ～ 10/15 日 美術

第8回岡山県こども備前焼作品展
◆10/14　9:00～17:00
　10/15　9:00～16:00
　※10月初旬～下旬（特別賞のみ）

備前市

リフレセンターびぜん
JR伊部駅前周辺備前焼
ギャラリー（特別賞の
み）

無料
岡山県こども
備前焼作品展
実行委員会

0869-64-1837
岡山県の伝統文化である備前焼を通して、次世代を担う児童生徒が豊かな感性や創造性を養い、活
力ある市民生活と地域文化の発展に貢献することを目的として作品展を開催します。

10/14 土 ～ 10/15 日 総合
文化祭
◆9:00～17:00

赤磐市 赤磐市立中央公民館 無料
あかいわ文化
協会

090-7992-0296

会員による発表会
（発表部門）　大正琴：しの笛：カラオケ：日舞：民謡：合唱：筝・三絃：フラダンス：楽器演
奏：備前四つ拍子
（展示部門）　華道：表装：編物：茶道：着付け：硬筆：書道：絵画：水彩画
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10/14 土
伝統
芸能

芸術鑑賞の集い
◆13:30～15:00

赤磐市 赤磐市立中央公民館 500円
あかいわ文化
協会

090-7992-0296
上方落語　岡山所縁のメンバーが大阪から笑いの宅配便！
倉敷市出身の桂梅團治が同郷の桂小鯛、はやしや律子、長男の桂小梅と共に楽しいひと時をお届け
します。笑って学んで粋な落語の世界をお楽しみください。

10/14 土 文芸
第12回浅口市俳句大会
◆募集期間：8/1（火）～9/20（水）
　大会：10/14（土）10:00～16:00

浅口市 浅口市金光公民館
大会参加費500円
※投句料は無料

浅口市俳句連
盟

090-8249-1041
浅口市俳句連盟では市文化祭に参画し、学生をはじめ一般県民の参加できる俳句大会を、例年の如
く開催します。奮ってのご参加をお待ちします。応募句5句限り無料とします。

10/14 土 ～ 10/15 日 演劇

劇団ひびき創立55周年記念　第95回公演『日暮町風土記』
◆10/14　18:30～20:55
　10/15　14:00～16:25
　※途中休憩15分含
　※開演60分前よりロビー企画開催

岡山市
岡山県天神山文化プラザ
ホール

前売：1,800円（高
校生以下1,000円）
当日：2,000円（高
校生以下1,000円）
※未就学児無料

劇団ひびき 080-3055-5155
かつて栄えた港町日暮町。次々と古民家が取り壊され変わっていく街並み。ついに老舗和菓子屋も
店舗を移転し建物を解体することに。「夢と現実」の葛藤の中で、街並み保存グループと持ち主と
の攻防は二転三転して…

10/15 日 文芸
第22回岡山県現代俳句大会
◆11:00～15:30

岡山市
きらめきプラザ　大会議
室

無料
岡山県現代俳
句協会

086-252-6748

◇現代俳句大会
・作品の鑑賞と合評
・これからの作句活動について
・岡山県の俳句文化の振興を図る

10/15 日
伝統
芸能

菊水流55周年記念全国大会「翔」
◆10:00～17:00

倉敷市 倉敷市民会館　大ホール 2,000円
菊水流剣詩舞
道

086-274-2501
菊水流創流55周年を記念し、会員演舞、全国吟剣詩舞道名流・名士による祝賀吟・舞の披露を一般
観客に鑑賞いただき、伝統芸能の継承発展につなげるための大会です。

10/15 日 文芸
朗読会「午後のポエム」No.10
◆14:00～16:00

岡山市
岡山市立オリエント美術
館　地下講堂

無料
詩の会・ネ
ビューラ

086-226-1761
詩は、目で読むだけではなく、朗読すること、朗読を聞くことによって、さらに味わいが深くなっ
ていきます。秋のひととき、日常から少し離れて、詩の世界に遊んでください。みなさまのご来場
をお待ちしています。

10/17 火 ～ 10/22 日 美術
第67回玉野市文化祭洋画展
◆9:00～17:00（最終日は16:00まで）

玉野市
玉野市立中央公民館
ギャラリー

無料
玉野市文化協
会洋画部

0863-31-1376
油絵、水彩画を中心に約80点～90点の出展作品を展示します。玉野市民に洋画文化の向上を目的
とし玉野市民であればだれでも出展できます。

10/17 火 ～ 10/22 日 美術
第52回　墨象会展
◆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1展示室

無料 墨象会 090-7590-9639
墨象会会員による現代書を中心とした創作作品の発表展示。作品内容は、前衛書（墨象作品）、近
代詩文書、刻字、漢字創作、臨書、少字数作品等、古典から現代書まで多岐にわたり、幅広く展
示。ご高覧ください。

10/17 火 ～ 10/22 日 美術
第29回　風の会展
◆10:00～17:00（最終日は16:00まで）

岡山市
岡山市立瀬戸町図書館
2Fギャラリー

無料
絵画クラブ風
の会

080-1915-5514
会員（12名）がこの1年間に制作した油彩画と水彩画を約50点展覧いたします。作品発表を通じ
て、広く市民との交流を深め、地域文化の向上と心豊かな街づくりをめざしています。

10/18 水 ～ 10/23 月 美術

第45回日本の書展
第38回岡山県の書展
◆10:00～18:00（20日（金）は16:30、最終日は17:00ま
で）

岡山市
天満屋岡山店　6F葦川
会館

前売：一般400円
当日：一般500円、
高校生200円
※中学生以下は無料

岡山県書道連
盟

086-803-8015
日本書壇最高峰の作家で構成する「日本の書展」91点と岡山県を代表する作家で構成する「岡山県
の書展」約560点を一堂に展示。開催期間中毎日、岡山県書道連盟役員による席上揮毫とギャラ
リートークを開催する。

10/20 金 ～ 11/26 日 総合
備前市文化祭（美術展覧会（一部）、備前・日生・吉永文化
祭・地区文化祭）

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

無料
備前市教育委
員会

0869-64-1133
市民の文化芸術活動を全市的規模で発表する場を提供し、市民の文化芸術活動への参加意欲を喚起
することにより、自主的な文化芸術活動の促進と、心豊かで活力ある市民生活の実現を目的とす
る。

10/22 日
伝統
芸能

岡山邦楽合奏団　第42回定期演奏会
◆14:00～16:00

岡山市 岡山市立市民文化ホール
1,500円
※小・中学生無料

岡山邦楽合奏
団

086-277-0586
夏の一日（長沢勝俊作曲）をメインに、光咲む刻（高橋久美子作曲）、ストゥリンクス（吉崎克彦
作曲）、青蓮花（前田智子作曲）、ポップス「オリーブの首飾り、ワインレッドの心、他」（三塚
幸彦編曲）を演奏。

10/22 日 音楽
第52回　都山流尺八演奏会
◆12:00～16:00

岡山市 岡山市民会館　大ホール 1,500円
都山流岡山県
支部

086-273-5876
我が国の伝統楽器である尺八を中心に古典から現代曲を演奏する。今回もプロ演奏家・地元絃方社
中・学校筝曲部の賛助を得て邦楽の魅力を伝えたい。また、去年好評を得た尺八ワークショップも
引き続き実施する。
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第15回おかやま県民文化祭参加事業一覧（１０月）

開催日

※掲載している情報について一部変更になることがあります。詳細は主催団体にお問い合わせください。

10/27 金 ～ 10/29 日 美術
第47回公募日美展
◆10:00～17:00

倉敷市 倉敷市玉島文化センター 無料
日本書学美術
院

086-528-1705
本展覧会は、書学精神の向上を推進し、一般書道愛好者の技能向上を図り、情操豊かな社会人、文
化振興発展に寄与する。併せて、全国公募創作芸術個性豊かな気品の高い優秀な作品を選考し、書
道芸術の高揚を促進する。

10/27 金 ～ 11/5 日
生活
文化

第42回笠岡市菊花展
◆9:00～17:00（最終日は16:00まで）

笠岡市 笠岡市民会館 無料
笠岡市文化連
盟

0865-69-2155
笠岡市文化連盟菊花部会員や市内小学生、中央公民館講座生による菊の展示。市花である「菊」の
美しさを多くの方に鑑賞してもらう。

10/29 日 音楽
虹のコンサート
◆14:30～16:30

倉敷市 児島ジーンズホール 無料
児島ギターア
ンサンブル

090-4659-9138
クラシックからポピュラー・日本の歌まで、児島地区を中心に活動しているアマチュアグループ
（ギターアンサンブル、リコーダーアンサンブル、アルパ、コーラス等）が集結して虹色のコン
サートを行います。

10/29 日 文芸
井原市文化祭俳句大会
◆10:00～16:00

井原市
井笠地域地場産業振興セ
ンター　5F

投句料1,000円
井原市文化協
会文学部

0866-62-4837
県市民の文化向上を目指し、地域の俳句文芸の振興を図り、人々との交流の場の為、俳句大会を開
催し、優秀作品の顕彰と表彰を行い、入選作品集をまとめ、参加者各位に送付する。

10/29 日 音楽
男声合唱団“M”第三回演奏会
◆14:00～16:00

玉野市
玉野市荘内市民センター
多目的ホール

無料
男声合唱団
“M”

090-5694-0456
玉野市唯一の男声合唱団。ロシア民謡メドレー・男声合唱組曲「雨」・デュークエイセス「にほん
のうた」の3ステージを予定。当団員作詞作曲の「もんげー！岡山」応援歌「オキャーマ弁のお魚さ
ん」も演奏します。

10/29 日 音楽
岡山交響楽団　第64回定期演奏会
◆14:00～16:00（開場13:00）

岡山市 岡山シンフォニーホール

前売：800円（高校
生以下400円）
当日：1,000円（高
校生以下500円）

岡山交響楽団
k_ichi@po1.oninet.n
e.jp

客演指揮者に守山俊吾氏、バレエ客演に椙元バレエスタジオの皆様をお迎えし、チャイコフスキー/
バレエ音楽「眠れる森の美女」、交響曲第6番「悲愴」他を演奏致します。バレエとの共演を是非お
楽しみください。

10/31 火 ～ 11/5 日 美術
第7回岡山県刻字協会展
◆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1展示室（大室）

無料
岡山県刻字協
会

090-4103-0741
岡山県における書道の新たな分野として確立しつつある「刻字」の作品を展示し、刻字への更なる
理解を深めるとともに、書道文化の向上発展に寄与する。


