
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。

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。

10/6 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

10/10 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。

10/26 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。

10/28 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。

11/1 木 ～ 11/5 月 美術
岡山染織工芸展

◆10:00～18:00
岡山市 染織近藤 無料

株式会社　染織

近藤
086-226-5298

染織ファンの皆様に岡山で活躍の染織作家、職人の方々にご出品して頂き作品発表会を開催。作家、職人によ

るギャラリートークも開催致します。友禅染・絞り・紬・草木染・絣・和小物等。

第16回おかやま県民文化祭参加事業一覧（１１月）
※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。

開催日
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11/1 木 ～ 11/4 日 美術
玉野市文化祭日本画展
◆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

日本画部
0863-21-5615 玉野市内在住の日本画を描く人達の作品を一堂に展示し、日本画ひいては美術の普及・振興を図る。

11/2 金 ～ 11/4 日 総合

新見市文化祭

◆文化展：11/2（金）～4（日）
　　　　　　  10:00～17:00　（最終日は15:00まで）

　音楽芸能祭：11/3（土）　11:30～16:00

　囲碁将棋まつり：11/18（日）　10:30～16:00

新見市

文化展：まなび広場にいみ

ホワイエ、小ホール

芸能祭：まなび広場にいみ

大ホール

囲碁将棋まつり：新見市立

中央図書館　市民学習室

無料 新見市文化協会 0867-72-4408
「文化展」は工芸、写真、洋画、日本画、書道などを3日間展示。第40回を迎えた「音楽芸能祭」は筝曲、民謡、民

踊、日本舞踊、合唱、和太鼓などを上演。「囲碁将棋まつり」は囲碁と将棋の2部門で勝ち星を競う。

11/2 金 ～ 11/4 日 総合
第66回笠岡市文化祭

◆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

笠岡市在住者・勤務者及び笠岡市文化連盟会員自作の日本画・洋画・版画・水墨画・短歌・俳句・川柳・陶芸・

木彫・漆芸・アートフラワー・書道・硬筆・写真・盆栽・生花の展示。お茶席も設置。

11/3 土
講演・

シンポ

第20回　岡山県高齢者主張大会
◆10:00～15:30

岡山市
JA岡山本所ビル　7階大

ホール
無料

岡山県高齢者福

祉生活協同組合
086-234-9228

県下在住のシニア世代から、日頃の活動や高齢社会に対する提言などを原稿にまとめてもらい、その中から優

秀作品6点程度を、「第20回　岡山県高齢者主張大会」にて、作者自ら「主張」していただきます。

11/3 土 ～ 11/5 月 総合

高梁総合文化祭（第55回）
◆展示：11/3（土）～5（月）　9:00～17:00（最終日は16:00まで）

　 芸能：11/3（土）　10:00～16:30

高梁市
高梁市文化交流館

高梁総合文化会館
無料 高梁文化協会 0866-22-2125

【作品展示会】

絵画・写真・書道・彫刻・冠句・押絵・人形・麓短歌・山城短歌・華道（池坊・未生流・小原流・松月堂古流）の展

示・茶道（裏千家流・遠州流・煎茶道）の茶席（15部門）を3日間　開催

☆特別展と高梁長寿園（白和荘）・ふるさと高梁今昔写真集展

☆チャリティーバザーと餅つき

☆歌とマリンバのコラボ・デュオ（リーベスブラット）

【芸能発表会】

舞踊・三味線・箏（秋桜会・ことぶき会）・尺八（真竹の会）・コーラス（少年少女合唱団）・民謡・歌謡曲（向日葵の

会・高梁カラオケ会）・傘踊・銭太鼓・すず心・ハワイアンダンス・三味線をたのしむ会（11部門）を1日間開催

☆特別展として明治～平成のふるさとたかはし今昔写真展

11/3 土 総合

第61回里庄町産業文化祭　作品展及びお茶席
第34回芸能祭

◆作品展・お茶席：9:00～15:00
　 芸能祭：11:00～15:00

里庄町

作品展：里庄町総合文化

ホール　大ホールロビー

芸能祭：里庄町総合文化

ホール　大ホール

お茶席：福祉会館和室

無料 里庄町文化協会 0865-64-2986

・作品展：川柳・漢詩・郷土史・絵画・工芸・陶芸・写真・華道・絵手紙・ちぎり絵の各部に所属する会員の作品展

示。

・お茶席：当日来場者のうちで希望者に抹茶席（有料）。

・芸能祭：詩吟・カラオケ・舞踊・F.D.マズルカ・健康フォークダンス・健康吹矢・ハワイアンフラ・フラを楽しむ会・邦

楽（琴／尺八）・大正琴・箏りーな・箏りーなチェリーズの各部に所属する会員の技能発表。

11/3 土 ～ 11/4 日 音楽
倉敷ジャズストリート2018

◆12:00～20:00
倉敷市

倉敷市芸文館、美観地区、

本町・東町の町家

前売：1,000円

当日：1,200円

倉敷ジャズスト

リート2018
086-424-8043

今年で10回目の開催。倉敷市芸文館・美観地区・本町・東町の町家など約15ヵ所で一斉にジャズライブを開催。

4日（日）の夕刻からは美観地区の中橋の上で参加ミュージシャンによるジャムセッションを開催。

11/3 土 音楽
有森　博　ピアノリサイタル

◆14:00～16:00
早島町

早島町町民総合会館　ゆる

びの舎

前売：一般3,500円、学

生2,000円

当日：一般4,000円、学

生2,500円

リトキッズ 090-3371-3651
地元岡山の出身でもある有森博さんの＜質の高い演奏・ピアノへの情熱＞を一人でも多くの地域の方に“生”で

感じてほしいという思いから、毎年開催しています。

11/3 土 ～ 11/4 日 総合

第32回哲多町文化展
◆11/3（土）10:00～17:30

   11/4（日）9:00～16:00

新見市 新見市哲多総合センター 無料 哲多町文化協会 0867-96-2010

会員作品の展示に加え地域で活動している方々の参加作品、また併催として老人クラブ菊花展、生徒児童園児

作品展も同時開催。文化展の目玉である特別展示もおこないます。人気のメダカなども展示。地域と一体になっ

た文化展です。

11/3 土 総合
第18回11月3日は自然史博物館まつり

◆8:45～16:00
倉敷市 倉敷市立自然史博物館 無料

倉敷市立自然史

博物館

倉敷市立自然史

博物館友の会

086-425-6037
人気昆虫と触れ合う、骨や毛皮に触る、本物の化石を探す、博物館の秘蔵お宝標本を求めて探検、展示のクイ

ズに答えて景品をゲット、自分で作るオリジナル缶バッジなど、ワクワクするコーナー満載です。

11/3 土 総合
第41回笠岡市芸能祭
◆13:00～16:00

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。

11/3 土 ～ 11/4 日 総合
第63回井原市文化祭

◆9:00～17:00（最終日は16:00まで）
井原市

井原市民会館、婦人会館

ほか
無料 井原市文化協会 0866-62-9541

文化協会に所属している専門部員や文化教室受講生の作品展示や舞台での芸能発表が行われるほか、お茶席

や菊花展も開催されます。
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11/3 土 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めざし、地域の俳句文芸の振興を図り、人々との交流の為、俳句大会を開催し、優秀作品

の顕彰と表彰を行い、入選作品集を作り参加者各位に送付する。

11/4 日 ～ 2/3 日 文芸
特別展「生誕140年　正宗白鳥展」（仮称）

◆9:30～17:00（入館は16:30まで）　※月曜・祝日の翌日休
岡山市 吉備路文学館

一般：400円

大学・高校生：300円

中学・小学生：200円

(公財)吉備路文

学館
086-223-7411

正宗白鳥（1879～1962年/現・備前市出身）の生誕140年を記念して、展示を開催。直筆の原稿や短冊、作品が

発表された当時の雑誌、初版本、写真などを展示し、白鳥の魅力についてご紹介します。

11/4 日 音楽
岡山市民合唱団鷲羽　第47回定期演奏会

◆15:00～17:00
岡山市 岡山シンフォニーホール

前売：1,500円

当日：2,000円

岡山市民合唱団

鷲羽
086-282-2446

50回記念定期演奏会でのモーツァルト「レクイエム」演奏にむけて、今年よりモーツァルトのミサ曲を毎年とりあ

げていきます。

11/6 火 ～ 11/11 日 美術
第43回　岡山県教職員美術展

◆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 無料

(一財)岡山県教

育職員互助組合
086-226-7603

岡山県下の教職員等の美術作品を募集展示、公開し、創作技術の向上、健全な趣味の助長を図るとともに、県

民文化の振興に資する。

11/10 土
講演・

シンポ

森田思軒　顕彰講演会
◆14:.00～15:30

笠岡市
笠岡市立図書館　2階多目

的室
無料

笠岡市教育委員

会生涯学習課
0865-69-2155

笠岡市出身で明治時代に「翻訳王」と称えられた森田思軒の功績を顕彰する講演会。今回は直系の子孫の方よ

り思軒の人となりや生涯について語って頂きます。

演題　「森田思軒を語る」

講師　森田思軒曾孫　白石孝氏

11/10 土
伝統

芸能

町家塾「神楽にふれよう」
◆9:20～11:30

浅口市
浅口市かもがた町家公園

交流館
無料

かもがた町家管

理組合

浅口市教育委員

会

0865-45-8040
浅口市金光町佐方地区に江戸時代中期から伝わる市無形民俗文化財に指定されている独自の神楽を子ども達

が演じます。

11/10 土 ～ 11/12 月 総合

哲西町文化祭

◆文化祭：11/10（土）～11/12（月）
　　　　　　 9:00～17:00（初日は13:00～）

   芸能祭：11/11（日）　9:00～16:00

新見市

きらめき広場・哲西（文化

祭：研修室・ロビー、芸能祭：

大ホール）

無料 哲西町文化協会 0867-94-3222
芸能祭は舞踊、コーラス、歌謡、民謡、和太鼓、銭太鼓、昔話、神楽、3B体操の舞台発表。文化展は華道、写真、

手芸、日本画、洋画、短歌、ちぎり絵、注連縄、水墨画、押し花、パッチワークの展示を3日間開催。

11/10 土 ～ 11/11 日
生活

文化

風流に遊び慈しみを慕う－和菓子で感じる良寛茶会－
◆10:00～17:00

倉敷市 遊美工房

お菓子と抹茶

前売：500円

当日：600円

（入場は無料）

遊美工房 090-5378-6675

岡山四大茶会のひとつ「良寛茶会」の様子を写真、茶会記、関係者の言葉で紹介。また、過去に薮内流の御席に

出された菓子10種類を松濤園が再現し展示。お好きな和菓子を選んでお抹茶と一緒にお楽しみ下さい。（要予

約）

11/14 水 ～ 11/18 日 美術
平成30年度　玉野市文化祭書道展
◆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（ショッピングモール

メルカ2階）

無料
玉野市文化協会

書道部会
086-477-5778

毎年恒例の、玉野市文化祭の書道展。市内在住の書道愛好家の作品を、一堂に会して展示発表をします。岡山

県展をはじめ、日展、日本書芸院展、などの中央展にも意欲的に参加している方々の作品をご鑑賞ください。

11/16 金 ～ 11/18 日 美術
第37回関西書芸院展

◆10:00～17:00（最終日は16:00まで）
早島町 山陽文化会館 無料

(一財)関西書芸

院
086-482-2421

書道愛好家の作品研究発表の機会を広く公に開放し、その成果をもって書道芸術の普及と書道教育の振興に寄

与することを目的とする。

11/16 金 ～ 11/18 日 総合
第18回　葦の森展・葦の森コンサート
◆10:00～16:00

岡山市
岡山市北区足守町並み保

存地区
無料

葦の森展実行委

員会
090-5703-1362

足守町並み保存地区の民家を開放し、様々なジャンルの美術・文芸作品を展示。陶芸・漆芸・写真・書道・木工・

絵画・民芸品・雑貨他の合同作品展です。音楽コンサートも同時開催。伝統的町並みと共にご鑑賞下さい。

11/17 土 ～ 11/18 日 演劇

朗読塾第22回公演　朗読「人情時代小説」—（女流作家三人競演・

饗宴）—

◆11/17(土）18:00～20:00

　 11/18（日）14:00～16:00

岡山市 西川アイプラザ　5階ホール 無料 朗読塾 080-1901-3559
江戸下町の女性を主人公にした、人情溢れる悲喜こもごもを、女流作家三人（北原亜以子、宮部みゆき、平岩弓

枝）の競演・饗宴として、シンプルな舞台装置、緻密な照明、音響等を駆使し、「立体朗読」で行う。

11/17 土 ～ 11/18 日 総合

第47回　赤坂公民館まつり
◆11/17（土）9:00～17:00

   11/18（日）9:00～15:00

赤磐市

赤磐市立赤坂公民館

赤磐市赤坂体育センター

赤磐市赤坂健康管理セン

ター

無料

赤磐市立赤坂公

民館

赤磐市立笹岡公

民館

086-957-2211
公民館主催講座、自主グループ、地域公民館活動の発表の場

（作品の展示、舞台発表、体験等）
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第16回おかやま県民文化祭参加事業一覧（１１月）
※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。

開催日

11/17 土 ～ 12/2 日 文芸
文豪からの手紙　芥川龍之介と木村毅

◆10:00～18:00（入館は17:30まで）　※月曜休館
勝央町 勝央美術文学館

一般：500円

小中学生：300円

※未就学児無料／学生

割引・シルバー割引・団

体割引あり（割引併用不

可、証明書呈示）／障が

い者手帳をお持ちの方

はご本人と同伴者1名無

料／小学生以下要保護

者同伴

勝央美術文学館 0868-38-0270
『芥川龍之介書簡（木村毅宛）』から始まった、芥川龍之介と勝央町出身の文学者・木村毅、さらに二人に関わる

文豪たちとの交流を作品・書簡から考察。晩年、田端での交流の中から見えてくる文豪・芥川の素顔に触れる。

11/18 日
伝統

芸能

玉野市邦楽連盟　第62回邦楽演奏会

◆13:00～16:00
玉野市 玉野市市民会館 無料

玉野市邦楽連盟

（玉野市文化協

会邦楽部）

0863-21-2618
日頃、玉野市内で邦楽（筝・三絃・尺八）に携わっている人達が、小学校の子ども楽級や中学高校の筝曲部か

ら、この道何十年の大ベテランまで、一堂に会しての演奏会で、今年で62回目となる伝統ある会です。

11/22 木 ～ 11/23 金 美術

Ki-Bi Lab.　48時間デザインFunRun　ファジアーノ岡山編

◆11/22（木）10:00～16:30

　 11/23（金）10:00～16:00
　※一般公開は11/23（金）14:00～16:00です

岡山市
岡山県天神山文化プラザ

第2会議室
無料

岡山県備前県民

局
086-221-3119

障がいのある人とデザイナーがグループを組み、2日間かけてファジアーノ岡山の公式グッズをデザインするイ

ベントです。障がいのある人のイラストや絵などの創作物が、社会に発信されるきっかけをつくります。

11/23 金 総合
紅葉と和文化を楽しむ会

◆9:30～15:00
岡山市

犬養木堂記念館（木堂生

家、木堂塾）
無料 犬養木堂記念館 086-292-1820

国指定重要文化財「旧犬養家住宅（木堂生家）」等を会場に、古くから伝わる遊びの「投壺」や「投扇興」の体験

会や、犬養毅（号：木堂）が愛好した囲碁の体験や初心者が参加できる囲碁教室などを開催します。

11/23 金
伝統

芸能

「おとひめの古宮」　こころ和む二弦の琴　いにしえの音色

◆15:00～16:15
岡山市

岡山県立図書館　2階デジタ

ル情報シアター

1,000円

※小中高生無料(但し小

学生未満入場不可）

「おとひめの古

宮」実行委員会
090-9415-1684

二弦の侘び寂びの音色「八雲琴」の世界を体験してみませんか。ゆっくりと耳を澄ませてこころの耳で聴く時間

は、自分をやさしく滋養するひととき。どこか懐かしい響きで古き良き日本に出会い直し、心和らぐ時間を。

11/24 土 演劇
平清盛生誕900年企画　平家物語語りと波紋音～清盛～

◆18:00～19:45
岡山市

岡山大学Junko　Fukutake

Hall

一般：3,500円

学生：2,000円

おかやまで平家

物語語りと波紋

音を観る会

080-1925-2294
平清盛生誕900年にあたる今年、『平家物語』に描かれた「清盛」をめぐる人間模様が、舞台俳優金子あいの語り

芝居と打楽器奏者永田砂知子の創作打楽器波紋音の演奏によって、生き生きと現代によみがえる。

11/24 土
講演・

シンポ

岡崎嘉平太がめざした世界平和への道を考える第17回講演会

◆13:30～16:00
岡山市

岡山県立図書館　2階多目

的ホール
無料

岡崎嘉平太記念

館
0866-56-9033

岡崎嘉平太記念館では、日中友好や世界の平和に尽力した岡崎嘉平太氏の功績や生き方を学ぶために、開館

以来、毎年講演会を開催しておりますが、本年は、日中平和友好条約締結40周年に当たることから、民間人とし

て初めて中華人民共和国箚特命全権大使に就任された丹羽宇一郎氏を講師にお招きし、講演会を開催します。

11/25 日 音楽
岡山交響楽団　第66回定期演奏会

◆16:00～17:30（開場15:00）
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.ne.jp
演奏される機会が少ないサン＝サーンス作曲　交響曲第3番「オルガン付き」のほか、リスト作曲　交響詩「前奏

曲」、ドビュッシー作曲（ビュッセル編）「小組曲」を演奏します。多彩なサウンドを是非お楽しみください。

11/25 日 音楽
第26回哲多音楽芸能祭

◆12:30～17:00
新見市 新見市哲多総合センター 無料 哲多町文化協会 0867-96-2010

芸能部員出演の他、中学生の銭太鼓や子ども達の備中神楽、地域で活躍されている団体、また特別出演など多

彩な出し物で開催いたします。町内のアマチュア芸術家の競演で感動を与える舞台です。

11/25 日 ～ 12/2 日 美術
第31回岡山市御津郷土作家展
◆10:00～17:00（最終日は16:00まで）

岡山市 岡山市立御津公民館 無料
岡山市御津郷土

作家協会
086-724-1148

御津地区の作家及び協賛する作家の絵画、書道、木彫、写真、木目込人形、木工芸の作品70点と子供芸術教

室での絵画、書道、木材によるものづくりの作品60点を展示。

11/28 水 ～ 12/2 日 映像
第42回笠岡市写真展

◆9:00～17:00（最終日は16:00まで）
笠岡市 笠岡市民会館　第1会議室 無料

笠岡市写真展実

行委員会
0865-69-2155 全日本写真展入賞作品及び笠岡市文化連盟写真部門会員の作品の展示。


