
部門 事業名　時間等 市町村 開催場所 入場料 団体名 問い合わせ先 内容・趣旨

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。

9/2 土
講演・
シンポ

自分史フェスティバル　in　岡山
◆10:00～16:00

岡山市
岡山県立図書館　多目的
ホール

無料
岡山自分史の
会

086-275-7863
岡山に、自分史の風が吹いています。自分史とは、自分の歴史を表現したもの、作り方や表現方法
は自由です。また、自分史にはいろいろな楽しさと活用法があります。あなたならではの自分史に
出会える場へ、どうぞ。

9/2 土 映像
優秀映画鑑賞会
◆13:00～（開場12:30）

笠岡市
笠岡市保健センター
ギャラクシーホール

前売：400円
当日：500円

笠岡市教育委
員会

0865-69-2155 優秀映画の鑑賞を通して、芸術作品の鑑賞機会を提供する。

9/2 土 音楽
ハートフルコンサート ｉｎ きびちゅうおう　2017
◆14:00～16:00（開場13:30）

吉備中央町
ロマン高原かよう総合会
館　レインボーホール

無料 吉備中央町 0866-54-1301
自衛隊音楽隊に演奏してもらうことで、質の良い音楽を無料で提供できるため、子どもからお年寄
りまで幅の広い層に気軽に鑑賞していただき、活気のある町づくりに寄与することを目的に開催し
ます。

9/3 日 文芸
現代詩講座「詩のピクニック」公開講座「ことばから見る日
本文学」
◆14:00～15:30

赤磐市
赤磐市立中央公民館　視
聴覚室

無料
※定員50名、要電話
申込

赤磐市教育委
員会

086-995-1360

講師：岡﨑友子先生（東洋大学教授）
内容：ことばから日本文学を探ることにより、様々な側面が見えてくることを講義。平安時代の作
品を中心に、奈良時代から明治時代までの文体や語彙を眺めることで見えてくる作者の姿や社会
的・文化的意識についても考える。
趣旨：通常の活動に加えて、外部から講師を招き受講者と一般受講者とが現代詩に親しむ機会を提
供する。

9/3 日 音楽

岡山楷の木少年少女合唱団　第5回オータムコンサート～
ミュージカル「塔の上のラプンツェル」～
◆第1回公演：13:00～15:00
　第2回公演：16:30～18:30

備前市 備前市市民センター 無料
岡山楷の木少
年少女合唱団

090-9415-5511
／090-8999-
1637

第一部では透明感ある歌声に息の合ったダンスを披露。第二部はミュージカル「ラプンツェル」。
プロジェクションマッピングの映像と共に子ども達の歌と演技でファンタジーの世界へ誘います。
ご家族でお楽しみ下さい。

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

9/9 土 音楽
港菜都子＆正富明日香　マリンバデュオコンサートVol.3
◆14:.00～16:00（開場13:30）

岡山市 ルネスホール

前売：2,000円（学
生1,500円）
当日：2,500円（学
生2,000円）

マリンバデュ
オMOMO

080-1937-7434
第3回目となる「マリンバデュオコンサート」。今回は、マリンバの更なる可能性と深みを追求し、
ソプラノやドラムとの共演をお届けします。マリンバ2台による豊かな音色と迫力あるサウンドをお
楽しみください。

9/9 土 演劇

倉敷演劇研究会演劇公演「黄色いトマト」　原作：宮沢賢
治・脚本：くにちかけいこ
◆14:00～16:00／18:00～20:00

倉敷市 倉敷市公民館　大ホール 無料
倉敷演劇研究
会

090-3631-1493
蜂雀から聞いた物語。投げつけられた黄色いトマトは何処へ。本当に価値あるものは、何なのか？
何処に或るのか？宮沢賢治・原作「黄色いトマト」を現代の大人たちへ送り届けます。
音楽とのコラボレーション。企画／演出：土倉一馬　出演：くにちかけいこ、森香　ほか

9/9 土
伝統
芸能

第22回中世夢が原大神楽
◆17:00～23:40（開場16:30）

井原市
歴史公園　中世夢が原お
祭り広場（雨天時：美星
小学校体育館）

指定席：1,000円
一般席：500円

中世夢が原管
理協会

0866-87-3914
今年の中世夢が原大神楽は、第一部で荒神の式年神楽でしか見る事ができない中世系の「五行神
楽」を、第二部では近世系で演劇的な「国譲り」の演目をとりあげ演じます。備中神楽ならではの
多様性と醍醐味をご堪能ください。

9/13 水 ～ 9/18 月 美術
第19回全国院内学級絵画展覧会
◆9:00～19:00（最終日は16:00まで）

岡山市
中地下タウン　天満屋
アートスペース

無料

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

086-462-1111

・パソコンで絵画を作成することにより、院内学級の患者の自身や情緒面の安定を図るとともに、
全国の院内学級との交流、連携を図るために実施する。
・絵画展覧会を開くことにより、院内学級の患者の活動を世間に広め、同時に活性を図る。また、
会場では、絵画作成のパソコン教室も開催する。

第15回おかやま県民文化祭参加事業一覧（9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。
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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。

9/17 日 舞踊
第12回岡山県ダンススポーツ競技大会
◆10:00～17:00

岡山市
岡山県体育館（ジップア
リーナ）

無料
岡山県ダンス
スポーツ連盟

086-256-5270
当連盟は、生涯スポーツ、競技スポーツとしてダンス文化を振興。大会は、美しいドレスを身にま
とい、ワルツ、タンゴ、ルンバなどの音楽に合わせた華麗なステップを披露。見ても楽しいので、
皆様、是非ご来場ください。

9/17 日 舞踊
第10回記念‟華あそび”　～ひばり生誕80年記念　茜流ひば
りを舞う～
◆13:00～16:00（開場12:30）

倉敷市
くらしき健康福祉プラザ
5Fプラザホール

無料
日本のおどり
茜流

090-4890-7893
／0867-78-1120

今は亡き美空ひばり生誕80年を記念し、同時に第10回記念‟華あそび”を開催致します。歌謡舞踊
に欠く事のできないひばりの名曲の数々。今なお心に生き続けるひばりファンの皆様と共にひばり
を舞わせていただきます。

9/17 日 舞踊
第8回　ダンス発表会「for you」
◆15:30～17:30

岡山市
西川アイプラザ　5F
ホール

無料
KAZUMIダン
ススタジオ
ルミナス

090-6414-1508
二年に１回のスタジオ生によるダンス発表会。テーマは「for you」で来場のお客様に幸せのプレゼ
ントという想いをこめて、年中さんからスタッフまで心をこめて踊ります。モダンダンスからリズ
ム系まで楽しめます。

9/22 金 ～ 9/25 日 美術
第30回全国シルバー書道・岡山展
◆10:00～18:00（最終日は17:00まで）

岡山市
天満屋岡山店　6F葦川
会館

無料
(公社)日本書芸
院

086-253-5553
090-3179-8437

本格的な生涯学習時代を迎え、この東洋固有の優れた伝統文化である「書道」に生き甲斐や楽しみ
を求め、日々筆墨を友とする高齢者のための開かれた発表の場として「全国シルバー書道展」を実
施開催いたします。

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。

9/23 土
伝統
芸能

箏　菊月ミニコンサート　第13回
◆14:00～15:30

総社市 宝満寺 無料
筝曲むつみ会
狩野章定社中

086-294-3491
和楽器の音色をお伝えしたい、楽しんで頂きたいとの思いから企画したプログラムです。秋のひと
時を和楽器の音色でお楽しみください。駐車場は宝満寺境内をご利用頂けます。

9/24 日 音楽
第11回Rits＆Fellowsオカリーナ・コンサート
◆11:00～16:00（開場10:30）

倉敷市 倉敷市芸文館　ホール 無料

Rits＆Fellows
オカリーナコ
ンサート実行
委員会

086-295-2771
今年で11回目を迎えるRits＆Fellowsオカリーナ・コンサートはオカリーナの仲間（Fellows）が2
年に1度集まって開催しています。世代、性別を越えた仲間たちが練習の成果を披露する楽しいコン
サートです。

9/24 日 舞踊
倉敷シティバレエ　40thメモリアルコンサート2017
◆14:00～18:00

倉敷市 玉島文化センター

前売：指定席1,800
円、自由席1,500円
当日：自由席1,800
円

倉敷シティバ
レエ

090-9738-2473
スタジオ発足40周年を記念して、今日本を代表するトップバレエダンサーをゲストにお迎えし、ス
タジオ生と地域の皆様に、プロアーティストとの出会いを提供するため、玉島での公演開催を計画
しています。

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。

9/30 土 文芸
第12回岡山県俳句大会
◆11:00～15:40

岡山市
岡山国際交流センター
国際会議室

1,000円 岡山県俳人会 080-1634-1125
県下の俳句愛好家より広く俳句作品を募集し、その優れた作品を顕彰する。県下の諸クラブを通じ
て俳句の文芸の振興に資する。

9/30 土 音楽
真庭市文化振興事業公演　DRUM　TAO「ドラムロック疾
風」
◆17:00～19:15（開場16:30）

真庭市
勝山文化センター　ポン
テホール

前売：5800円（中
学生以下：3,800
円）　当日：6,300
円（中学生以下：
4,300円

真庭市 0867-44-2011
23カ国・500都市、世界観客動員数700万人。世界に類のない圧倒的な音表現を持つ「和太鼓」
でNYオフ・ブロードウェイ公演をSOLDOUTしたアーティスト集団が今年も真庭市にやって来
る。
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9/30 土
生活
文化

町家観月茶会
◆17:00～20:00

浅口市
浅口市かもがた町家公園
芝生広場（雨天時：同園
内交流館）

500円

かもがた町家
管理組合
浅口市教育委
員会

0865-45-8040
中秋の名月に、江戸時代の息吹きを現在に伝えるかもがた町家公園で、月をみながら裏千家茶道部
のお点前で一服いただきます。当日は、公園をライトアップし、幻想的な空間で心豊かなひととき
を楽しみながら、地域の伝統文化の振興を図ります。

9/30 土 総合
第40回名月観賞の夕べ
◆18:30～21:00

笠岡市 笠岡市民会館　ホール 無料
笠岡市文化連
盟

0865-69-2155
笠岡市文化連盟芸能部門会員による日本舞踊・詩吟・尺八・大正琴・銭太鼓・和太鼓・合唱・洋楽
等の舞台発表。笠岡市文化連盟茶道部によるお茶席の開催。

9/30 土
伝統
芸能

舞ひとすじ
◆11:30～15:00

岡山市 後楽園　鶴鳴館 無料 藤裕会 086-942-3599
日本舞踊をもっと身近に感じてほしい,そんな想いで企画致しました。伝統文化に今一度触れ、四季
折々の趣や、古典の風情を楽しんで頂ければと思います。


