
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

◆週末12:00～16:00
岡山市 JR岡山駅地下ギャラリー 無料

しの笛ぴーひゃ

ら会
086-229-2868

唱歌～ポピュラーまで幅広いおなじみの曲をしの笛で演奏。地下ギャラリーBGMです。心ほっこりの音色が何より

のひと時を！

9/7 金 ～ 11/18 日 文芸

平成30年度永瀬清子展示室企画展　「老いるとはロマンチックなこと

なのか—永瀬清子の老人力」

◆展示：9:00～17:00　※月曜休館
　 講演会：9/15（土）　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2階）

講演会：赤磐市くまやまふ

れあいセンター　第1会議室

無料　※定員20名（先着

順）、要電話申込

赤磐市教育委員

会
086-995-1360

「人生100年時代」を迎えようとする今、老いを見つめて書き続けた永瀬清子の作品とその日々を紹介します。

関連行事　講演会：「永瀬清子の老い—日々新しく生きる—」

講師：綾目広治（ノートルダム清心女子大学教授）　参加費　無料

対象：一般

9/14 金 ～ 11/4 日 美術
秋季特別展「没後10年　片岡球子—情熱の日本画」

◆9:00～17:00（入館は16:30まで）
井原市 井原市立田中美術館

一般：800円(640円)

65歳以上の高齢者：400

円(320円)

高校生以下：無料

※(　)内は前売券・団体

20名以上の料金

井原市立田中美

術館
0866-62-8787

片岡球子（1905～2008）は、エネルギッシュな作風で活躍した日本画家です。岡山県ともゆかりの深い画家であ

り、没後10年を迎える本年、初期から晩年までの作品を一堂に会した本格的な回顧展として開催します。

9/16 日 ～ 11/3 土 音楽

第15回上代記念音楽コンクール

◆予選：9/16（日）　9:30～17:00

   本選：10/14（日）　10:00～17:00

   披露演奏会：11/3（土）　13:30～15:30

岡山市

予選・本選：上代淑記念館

ホール

披露演奏会：ルネスホール

無料
山陽女子中学

校・高等学校
086-272-1181

小学生から高校生までを対象としたピアノのコンクール。独奏部門と連弾部門で予選・本選を実施し、優秀者を

表彰。上位入賞者の披露演奏会を岡山ルネスホールで行います。

9/22 土 ～ 12/27 木 美術

岡崎嘉平太記念館平成30年度秋の特別企画展　「岡崎嘉平太と

ANA（全日空）－その軌跡と今に生きる精神」
◆9:00～17:00（入館は16:30まで）　※火曜休館

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

全日空は、当時の朝日新聞社社長の美土路昌一氏等が中心になり設立、昭和27年（1952）民間航空会社日本

ヘリコプター輸送（株）としてスタートした。岡崎嘉平太氏は親交のあった美土路氏に経営面での助けを請われ、

副社長として設立に参加し2代目社長に就任。以後社長を6年、相談役を22年間つとめ全日空の基盤を作り日本

の航空業界の発展に大きく貢献した。この度の企画展では設立から参画した経緯や社員と信頼関係を結びつ

つ、企業とはいかに社会へ貢献すべきかを問い続けた姿に着目し、経済界、主に航空業界で活躍した側面を紹

介する。主な展示品は、全日空社員から贈られた品々、全日空関連の遺品、航空業界から贈られた賞、これ等に

関連した写真等、また全日空内に設立された岡崎嘉平太国際奨学財団の紹介等の予定である。

9/29 土 ～ 10/5 金 美術
第2回きらぼし★アート展　「輝く星を探して－岡山の作家たち」

◆10:00～17:00
岡山市 旧内山下小学校 無料

きらぼし★アート

展　実行委員会
086-226-7343

きらぼし★アート展実行委員会では、きらっと光る岡山の作家を探すとともに、一人ひとりの表現力が星となって

輝いてほしいという願いから、県内の障害のある人等から広く公募を行い、障害者アート展を開催します。

10/1 月 ～ 11/30 金 総合 おかやまの文化財一斉公開 - 岡山県下全域 無料
岡山県教育庁文

化財課
086-226-7601

県内の文化財を身近に感じ、歴史、文化を学び、理解していただくことを目的に開催します。日頃、鑑賞できない

貴重な文化財の特別公開もあります。この機会に、文化財の公開事業や講座などに参加されませんか。

10/5 金
伝統

芸能

浅口市指定無形民俗文化財「おわけ祭り」の公開
◆20:00～21:00

浅口市 小坂八幡神社 無料

小坂八幡神社

浅口市教育委員

会

0865-44-7055

おわけ祭りは、長さ約11ｍ、周囲24ｃｍの笹が付いた青竹を囲むように円錐状に新稲藁で蔽った「おわけ様」の

前に、白い振袖に黒色の帯を締めた小学生3人の当子が着座し、暗闇の中で厳かに神事が行われます。年に一

度の公開される伝統行事であります。

10/6 土
伝統

芸能

岡山後楽園で能をたのしむ会

◆11:30～16:00（予定）
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

古典芸能の精華である能を初めての方にもわかりやすいよう解説付きで鑑賞していただくことで、より多くの方に

親しんでもらうことと、岡山で能を志しておられる方に由緒ある岡山後楽園能舞台に立つ機会を提供することで、

おかやまの能が一層盛んになることを願うものである。

10/6 土 ～ 11/25 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

10/6郷土史研究会講演会　10/12～14備前市美術展覧会写真展＆日本画展　10/14お夏踊り発表会　10/26

～28備前市美術展覧会書道展　10/27～28中央＆片上公民館文化祭、香登公民館文化祭、伊部公民館文化

祭、伊里公民館文化祭、東鶴山公民館文化祭、三石公民館展示会　10/30～11/3日生地域公民館文化祭

11/3歌舞曲発表会＆囲碁大会　11/3～4華道展　11/3～12吉永地域公民館文化祭　11/4お茶会＆吟剣詩舞

道発表会　11/4西鶴山公民館文化祭、三石公民館発表会　11/16～18備前市美術展覧会洋画展＆工芸展

11/16～18文芸展　11/18芸能連盟発表会　11/20～23備前市美術展覧会入賞作品展　11/23合唱祭　11/25

備前市美術展覧会表彰式

10/7 日
伝統

芸能

岡山邦楽合奏団　第43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（中学生以下無

料）
岡山邦楽合奏団 086-277-0586

子供シリーズをテーマに曲目を構成。子供のためのラプソディー（水野利彦作曲）、子供のための組曲（長沢勝

俊作曲）、童謡ファンタジー（秋岸寛久作曲）、ジュニアのディズニー～星に願いを～（石井由希子編曲）他
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10/7 日 音楽
酔聖会ウインドブラス第32回定期演奏会

◆13:30～16:00（開場13:00）
瀬戸内市

瀬戸内市中央公民館　2階

大ホール
無料

酔聖会ウインド

ブラス
0869-22-3857

今年の1部はサスペンスをテーマにし、3部ではクラシックの名曲に挑戦します。2部にせとうちこども合唱団ティン

カーベルさんをおむかえし、「音楽のあふれるまちづくり」により貢献できればと考えております。

10/7 日
伝統

芸能

浅口市指定無形民俗文化財「大浦神社競馬神事」の公開

◆8:30～18:00
浅口市 大浦神社 無料

大浦神社

浅口市教育委員

会

0865-44-7055
競馬神事は、戦国時代から続く祭事であります。写真の十二懸神事は、午後5時から行われます。年に一度の公

開される伝統行事であります。

10/8 月 音楽
第30回記念大会　マーチング・イン・オカヤマ

◆9:00～16:00
岡山市 岡山市総合文化体育館

前売：S席4,000円、自由

席（大学生以上）3,000

円（高校～小学生）

2,000円

当日：S席4,400円、自由

席（大学生以上）3,300

円（高校～小学生）

2,200円

マーチング・イ

ン・オカヤマ実行

委員会

086-201-1661 全国から集いマーチングバンド・バトントワーリングの演奏・演技の披露。コンテストの実施。

10/9 火 ～ 10/14 日 美術
第60回記念　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・2展示室
無料

(公社)養和書道

院
086-232-7603

会員の作品発表の1つであり、本院で一番格式の高い書道展である。年1回開催され、今年60回を迎える。平成

23年より、最優秀作品に「文部科学大臣賞」が授与されている。

10/9 火 ～ 10/14 日 美術
第58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。入選者は本院規定に

より、養和の会員資格が与えられる。会員になれば養和展に出品でき、種々、特典が得られる。

10/10 水 ～ 10/15 月 美術
第20回全国院内学級絵画展覧会

◆10:00～19:00（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
全国の院内学級に在籍している児童・生徒が手描きやパソコンで自由に描いた絵画を展示します。闘病生活で

の痛みや苦しみから解放された院内学級の時間に、一生懸命制作した作品を、ぜひご覧くださいませ。

10/10 水 ～ 12/6 木 美術
秋の企画展「道チャンとおぢいちゃま」

◆9:00～17:00（入館は16:30まで）　※火曜・祝日の翌日休館
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）の孫　道子氏の没後1周年にあわせて、祖父：木堂と孫：道子氏の交流、

道子氏からみた木堂、木堂と道子氏と共通するところなどを、道子氏の遺品などとともに紹介します。

10/12 金 ～ 10/14 日 美術
2018　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・イラスト・その他である。

10/13 土 ～ 10/15 月 美術
第36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　2階大展示

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、百点以上を展示する他、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。

10/13 土 文芸
第70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

事前投句費：1,000円

当日参加費：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。本年は、第70回の記念大会として規模を拡大して実施する。

10/13 土 音楽
「チャールダーシュの女王」
◆16:30～18:30

倉敷市 倉敷市公民館

大人：3,000円

高校・大学生：1,500円

小・中学生：1,000円

Musica　Celeste 090-7506-8303
カールマーン作曲の愛と友情のオペレッタを日本語上演いたします。20世紀のブタペストを舞台とした笑いあり・

感動ありのストーリー！一部キャストは市民より募り、地域芸術文化振興にも努める公演企画です。

10/13 土
講演・

シンポ

木山捷平没後50周年記念　リレー講演会

◆13:30～16:30
笠岡市

笠岡市保健センター　ギャ

ラクシーホール
無料

笠岡市教育委員

会
0865-69-2155

笠岡市出身の詩人・小説家、木山捷平の没後50周年を記念して、研究・顕彰活動に携わる4名の地元講師を招

き、リレー形式にて講演会を開催する。

10/14 日 文芸
第27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（開場9:30）

岡山市
岡山市立西大寺公民館　第

1講座室
無料

日本伝統俳句協

会中国支部岡山

県部会

090-8364-6142
西大寺観音院周辺で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、県民文化

祭賞等の表彰があります。初心者歓迎です。

10/14 日
伝統

芸能

菊水流発表会

◆12:00～15:30
岡山市 岡山市民会館　大ホール 1,000円 菊水流剣詩舞道 086-274-2501

伝統芸能である剣詩舞を菊水流会員一丸となって発表し、岡山県内にまつわる創作剣詩舞で岡山の良さを一般

観客に再発見していただく。また、県内の幅広い世代の方に剣詩舞の魅力を伝える機会にもしたいと思います。
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10/14 日 ～ 10/21 日 美術
黒と白と線と

◆10:00～17:00
倉敷市 遊美工房 無料 遊美工房 090-5378-6675

現代日本文化の中で30年以上にわたり書に携わってきた林抱宇とドイツ人として20年以上に渡り日本人の書家

に師事し書の道を探求してきたウルズラ・ウェルナーとの二人展。良寛の書にインスピレーションを受けた書も展

示。

10/14 日 文芸
第13回浅口市俳句大会

◆応募期間：8/10（金）～9/20（木）
浅口市 浅口市寄島公民館

大会参加費500円

※投句料は無料
浅口市俳句連盟 090-8249-1041

大会応募句は一人5句以内にて、一般の部、学生の部に分かれており、いずれも応募料金は戴きません。大会

当日句は雑詠3句募集で、諸費用として500円徴収させて頂きます。

10/16 火 ～ 10/21 日 美術
第68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

玉野市立図書館・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

洋画・水彩画作品90点を展示。玉野市民であれば誰でも出品でき、洋画文化の向上と発展に寄与する事を目的

とする。

10/16 火 ～ 10/21 日 美術
第53回墨象会

◆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 水 ～ 10/22 月 美術

第46回日本の書展

第39回岡山県の書展
◆10:00～18:00(19日は16:30、22日は17:00まで）

岡山市
天満屋岡山店　6階葦川会

館

前売：一般400円

当日：一般500円、高校

生200円

※中学生以下無料

第46回日本の書

展

第39回岡山県の

書展運営委員会

086-803-8015
日本書壇最高峰の作家で構成する「日本の書展」112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。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 土 音楽
第12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

岡山県内のオカリナ愛好者が一堂に会し、日頃の練習の成果を披露します。ソロにアンサンブル。プロにアマ

チュアとバラエティーに富んだコンサートです。オカリナの魅力を存分にお楽しみください。

10/20 土 音楽
虹のコンサートⅢ
◆14:00～16:00

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

児島ギターアンサンブルを中心に県南で活動しているグループ（アルパ、合唱、朗読、リコーダーなど）がクラ

シックからポピュラーまで多様な演奏で「心がまあるくなる」コンサートを繰り広げます。

10/20 土 ～ 10/21 日 美術

第9回岡山県こども備前焼作品展

◆10/20（土）9:00～17:00

　 10/21（日）9:00～15:00

   ※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。

10/20 土
伝統

芸能

浅口市指定無形民俗文化財「吉備神楽」の公開
◆16:00～18:00

浅口市 小村・屋敷荒神社 無料

吉備神楽社

浅口市教育委員

会

0865-44-7055
浅口市金光町佐方地区に江戸時代中期の享保年間から約300年に亘り、郷土先人たちが継承してきた市無形

民俗文化財に指定されている独自の神楽になります。

10/21 日
伝統

芸能

都山流　岡山県支部　第53回　都山流尺八演奏会

◆13:30～16:00
岡山市 岡山市民会館　大ホール 無料

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・大学邦

楽部の賛助を得て邦楽の魅力を伝えたい。また、好評を得ている尺八ワークショップも引き続き実施する。

10/21 日
伝統

芸能

おかやま民俗芸能フェスティバル2018

◆13:00～16:00
新見市 まなび広場にいみ 無料

岡山県民俗芸能

大会実行委員会
086-226-7601

県内各地に伝わる民俗芸能を伝承する団体が一堂に会し、実演発表を行います。県指定重要無形民俗文化財

である太鼓田植や大島の傘踊をはじめ、地域ごとに特色のある民俗芸能を鑑賞することができます。

10/21 日 音楽
青山　暖　デビュー・コンサート
◆14:00～16:00

岡山市 Junko　Fukutake　Hall
一般1,000円

大学生以下500円

アンサンブルくら

しき
080-3895-3303

岡山県から世界へ羽ばたく次世代の逸材であるヴァイオリニスト青山暖（あおやまのん）による待望のデビュー・

コンサートです。若々しくエネルギーに満ちた音楽をお楽しみください。

10/21 日
生活

文化

第3回　御津将棋大会
◆9:30～15:30

岡山市 岡山市立御津公民館 参加費1,500円 岡北将棋愛好会 080-1514-6352
青少年の健全な育成と将棋愛好者の交流を図るため、将棋大会を菅井王位の地元、御津で開催します。小中学

生の2クラス、県代表レベルから初心者までの6クラスで戦います。練習の成果を発揮し、親交を深めて下さい。

10/21 日 美術
僕たちと書で遊びませんか？

◆10:00～12:00／13:00～15:00
岡山市 英数学館岡山校 無料 英数学館岡山校 086-252-6760

書のおもしろさ、楽しさを、地域の皆様にも、体験してもらおうと、企画しました。筆を持つのが初めての方大歓

迎！何も持たずにお越しください。筆を使って遊びませんか。本校生徒（高校生）がお手伝いします。
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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。

10/21 日 文芸
朗読会「午後のポエム」No.11

◆14:00～16:00
岡山市 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、詩の世界に遊んでみませんか。みなさまのご来場をお待ちしています。

10/23 火 ～ 10/28 日 美術
第39回岡山県陶芸同好会展

◆9:00～17:00（最終日は14:30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

岡山県陶芸同好

会
090-8996-1592

同好会会員の一年間切磋琢磨して作成した焼物を一斉に展示します。優秀作品には、県知事賞、県民文化祭賞

等が授与されます。又公民館活動等により指導し作成した子ども達の作品も同時に展示します。

10/26 金 ～ 10/28 日 美術
第48回公募日美展

◆10:00～17:00（最終日は16:00まで）
倉敷市

倉敷市玉島文化センター

展示室
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、情操豊かな文化振興発展に寄与

する。併せて、全国から書作品を公募し、創作芸術、個性豊かな気品の高い優秀な作品を選考・展示し、書道芸

術の高揚を促進する。

10/26 金 ～ 10/29 月 美術
第7回　烏城紬作品展　～伝統を紡いで～

◆10:00～16:00（最終日は13:00まで）
岡山市

岡山後楽園（鶴鳴館本館

観騎亭）

無料

※別途後楽園入園料必

要

烏城紬保存会 086-254-6131
岡山県指定伝統的工芸品である烏城紬は、「からみ」の技法で紡いだ緯糸で織り上げた絹織物です。織元須本

雅子と生徒の作品を展示します。着物・反物等絹の優雅な光沢と色をぜひご覧ください。機織り体験もあります。

10/26 金 ～ 11/4 日
生活

文化

第43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。

10/27 土
講演・

シンポ

第8回おかやま文化フォーラム　近世の実像を求めて　明治維新と

は何であったか

◆13:00～16:00

岡山市 岡山県立美術館　ホール 無料　※要整理券
(公財)岡山県郷

土文化財団
086-233-2505

明治維新が起きて150年。この変革を担った人々はどのように生まれ、何を目指していたのか。それは岡山地域

の人々に何をもたらし、人々はどのように生きようとしたのか。その時点に立って、過去と未来を考える。

10/28 日 文芸
第23回岡山県現代俳句大会

◆11:00～15:30
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
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

10/28 日 音楽
岡山混声合唱団　第72回定期演奏会

◆14:00～（開場13:00）
岡山市 岡山市立市民文化ホール

1,000円（高校生以下無

料）
岡山混声合唱団

086-252-6321

086-252-0986

Ⅰ備前太鼓唄他『思い出の歌アラカルト』を棚田國雄、Ⅱ混声合唱のための唱歌メドレー『ふるさとの四季』を伊

藤正紀、Ⅲ混声合唱組曲『心が愛にふるえるとき』を片山康雄の指揮で、全団員が心を込めて、歌います。

10/28 日 ～ 11/4 日 総合
活けるを考える

◆10:00～17:00
倉敷市 遊美工房 無料 遊美工房 090-5378-6675

陶・磁・白磁・ガラス・金属造形・造形の6人の作家が遊美工房の6つの部屋と空間に花器を使って各々の世界を

造ります。その世界に、二人の華道家が花を活けて完成させます。28日10時～花師・倉田安敏によるオープニ

ング・パフォーマンスもございます。

10/30 火 ～ 11/4 日 美術
第8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 090-1181-8014

「刻字」は書・刻・彩の三位一体、書の総合芸術とも言われております。岡山で産声を上げて9年。約30名が自書

自刻をめざし挑んでおります。ご笑覧、ご批評をいただければ幸甚です。

10/31 水 音楽
オカリナ・フレンズ　ミニミニコンサート

◆12:00～16:30
岡山市 ルネスホール 無料

オカリナ・フレン

ズ
086-255-3946

「楽しく、仲良く、元気よく」続ける。を合言葉に県内の公民館、カルチャーでオカリナを通して地域活動をしていま

す。「めざせ85才！過ぎても！」が目標です。当日は22グループが色んな種類のオカリナで、色んな種類の曲を

演奏します。


