
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

◆土・日（主に第1・3）・祝日　13:30～15:30頃
岡山市 岡山駅南地下ギャラリー 無料

しの笛ぴーひゃ

ら会
090-6830-6369 「道行くあなたに、音のおみやげを・・・・・。」

9/6 金 ～ 11/17 日 文芸

令和元年度　永瀬清子展示室企画展
「永瀬清子をめぐる人々－井奥行彦となんば・みちこ」

◆展示：9:00～17:00　※月曜休館
◆講演会：9/14（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
赤磐市教育委員

会
086-995-1360

戦後間もない頃から岡山県の詩の歴史を歩んだ永瀬清子、井奥行彦、なんば・みちこの交流について紹介しま

す。

講演会「詩に惹かれて—詩作の魅力」　講師：重光はるみ（詩誌「火片」同人・元岡山県詩人協会会長）　一般参

加費無料、定員20名、8/1(木)より電話申込(先着順)

9/8 日 ～ 12/1 日 文芸
特別展「あやかしまぼろし文学展」

◆9:30～17:00（入館は16:30まで）
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

公益財団法人

吉備路文学館
086-223-7411

郷土の文学者たちの、妖怪、幽霊、幻想的な文学作品をご紹介します。当館所蔵資料より、短冊、色紙、掛軸な

どを展示。展示品の数々が皆様のお越しをひっそりとお待ちしています。

9/21 土 ～ 10/20 日 総合
OKUTSU芸術祭

◆各プログラムによって異なる
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、

池田屋河鹿園＆米屋倶楽

部、旧武本名産店、奥津公

民館

かがみの近代美術館

入館料700円

ディナーコンサート3,500

円

他プログラムは無料

OKUTSU芸術祭

実行委員会
0868-52-0722

鏡野町を縦断する国道179号沿線を「高速道路では味わえない各駅停車でアートが楽しめる魅力ある沿線・エリ

アに創り上げる」ことを目的に開催。美作国出身アーティストをレジデンスに登用し、芸術文化を芽生えさせ育て

る。

9/21 土 ～ 10/31 木 美術
村松 桂　写真展

◆9:00～17:00
津山市

つやま自然のふしぎ館

(津山科学教育博物館)

大人700円、小中学生

600円、幼児400円

公益財団法人

津山社会教育文

化財団

0868-22-3518
東京在住の現代アート写真家　村松 桂 氏の撮影による「つやま自然のふしぎ館(津山科学教育博物館)」の所

蔵する展示物、はく製類の写真展を当館内で開催し、展示品と写真のコラボを演出する。

9/22 日 ～ 12/27 金 美術

岡崎嘉平太没後30周年記念

岡崎嘉平太記念館令和元年度秋の特別企画展
「日中国交正常化の礎－LT・MT貿易と岡崎嘉平太」

◆9:00～17:00（入館は16:30まで）　※火曜日休館

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

LT(後のMT）貿易とは、太平洋戦争後中国と正式な国交がない状況下で、昭和37年に始まった日本と中国との覚

書貿易のこと。半官半民ながらも後の日中国交正常化へ道筋を付けたと言われ、この方法の原案を作成し、中

心的役割を担ったのが岡崎嘉平太氏である。この企画展では、岡崎氏が関わったきっかけや経緯、実際どのよ

うにLT・MT貿易が国交正常化へ貢献したか等を紹介する。

9/29 日 ～ 10/6 日 総合 第16回　落合まちかど展覧会 真庭市 真庭市落合地区各所 無料 落合文化協会 0867-52-1111
日頃の文化活動を通して新しいまちづくりに取り組もうと参加者が自ら企画・運営する展覧会。会場は参加者の

自宅や商店、地区の集会所など様々で、期間中は、いつもの見慣れた風景が「ご近所美術館」に大変身!!

10/1 火 ～ 10/6 日 美術
第9回　岡山刻字展
◆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 岡山県刻字協会 090-4103-0741

「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10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。

10/1 火 ～ 11/30 土 総合 おかやまの文化財一斉公開 岡山県 県下全域
有料

※一部無料

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、平成29年度からはじめました。

この機会に、ぜひ県内の文化財の公開事業、文化財めぐりや講座などにご参加ください。

10/4 金 ～ 11/24 日 総合 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） 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

【備前市美術展覧会】10/4～6書道展　10/11～13写真展展・日本画展　11/15～17洋画展・工芸展　11/24備

前市美術展覧会表彰式

【備前市文化祭】10/5郷土史研究会講演会　10/26～27公民館認定団体活動展示　11/2～3華道展　11/3囲

碁大会・お茶会　11/15～17文芸展（短歌・俳句・川柳）　10/13芸能発表会　10/27公民館認定団体発表会

11/2吟剣詩舞道発表会　11/3お夏踊り保存会発表会　11/17歌舞曲発表会　11/23合唱連盟発表会　10/29～

11/3日生地域公民館文化祭・吉永地域公民館文化祭　10/26伊部公民館文化祭　10/26～27香登公民館文化

祭・片上公民館文化祭・伊里公民館文化祭・東鶴山公民館文化祭・三石公民館文化祭　11/3西鶴山公民館文

化祭　11/8～11/9神根公民館文化祭

10/5 土
伝統

芸能

岡山後楽園で能をたのしむ会

◆13:00～15:30
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）

公益財団法人

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。

10/5 土 ～ 10/31 木 美術

「古備前の肌を今に」　小山日出男　作陶展

◆10:30～17:0（最終日は16:00まで）

※月・火はお休み、10/14のみ開館

津山市 うき草や　2階 無料
つやま城東まち

かつ。
090-8241-9373 備前焼作家　小山日出男氏の作品を展示、販売します。

10/6 日 音楽
第16回　上代記念音楽コンクール

◆本選：10:00～17:00
岡山市

上代淑記念館　ホール

（山陽女子高等学校内）
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（9/15）・本選を実施し、優

秀者を表彰。上位入賞者の披露演奏会（11/4）を岡山ルネスホールで行います。

10/6 日 文芸
第28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（開場は9:30）

岡山市

岡山県ボランティア・NPO活

動支援センターゆうあいセ

ンター　大会議室

無料

日本伝統俳句協

会　中国支部岡

山県部会俳句

090-8364-6142
西川緑道公園周辺で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。

10/6 日
伝統

芸能

埋もれた伝統文化継承のためのコンサート「岡山の伝承民謡百選」

◆13:00～15:30
岡山市 さん太ホール

前売：2,500円

当日：3,000円
岡山民謡同好会 086-223-7919

岡山県内で調査採集された伝承民謡の中から、水害除け祭礼唄、祝唄、酒造唄 等数十曲を実演紹介。古い民

謡を通して、昔の人々の暮らしや心情に触れる。立石憲利氏による解説もある。東北地方からも民謡家を招く。

10/6 日 音楽
男声合唱団“M”第4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

団名は、玉野市をイメージするものにしたい、その想いから、「男声合唱団“M”」としました。“M”とは、碧がかった

青い海の「Marine blue」と玉野市魚のメバル「Mebaru」とを表しています。第1ステージ　～フォスター・メドレー

第2ステージ　男声合唱組曲「雪明かりの路」　第3ステージ　デュークエイセスの「にほんのうた」より

10/6 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

◆8:00～18:00
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。

10/7 月
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。

10/8 火 ～ 10/14 月 美術
板谷雅比　ヨーロッパ風景画展
◆10:00～18:00（最終日は16:00まで）

倉敷市 ギャラリー十露 無料 ギャラリー十露 086-423-2577
エーゲ海などヨーロッパ風景画を約30点展示します。二科展。パリ・アカデミー・グラン・シュミエールにて研修。

日仏現代美術展（パリ・グランパレ美術館）。岡山県芸術奨励賞。銀座ギャラリー一枚の繪取扱い作家

10/9 水 ～ 10/14 月 美術
第21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。

10/9 水 ～ 12/5 木 美術
秋の企画展「写真に残る木堂の姿　－木堂写真あれこれ」
◆9:00～17:00

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

犬養毅（号：木堂）は政治活動などから、よく写真を撮られることがあった。今企画展では、平成28年に発見され

た犬養家の資料を中心に、木堂の活動や人気、また習慣がうかがえる写真などを紹介します。

10/10 木 ～ 10/15 火 美術
第47回　日本の書展・第40回　岡山県の書展
◆10:00～18:00（12日は16:30まで、最終日は17:00まで）

岡山市
天満屋岡山店　6階葦川会

館

前売：400円

当日：500円
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」116点と岡山県を代表する作家で構成する「岡山県の書展」

約550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。

10/11 金 ～ 10/13 日 美術
2019　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・職員による美術同好会で、年１回展覧会を開いている。今年で6回目の開催で、岡山県北の芸術・

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。

10/12 土 文芸
第14回　浅口市俳句大会
◆受付10:00　当日句締切12:00　句会開始13:00

浅口市 浅口市中央公民館 無料 浅口市俳句連盟 090-1352-7939
本大会は、幅広い俳句愛好者に参加いただける大会として、また小中学生の部を設ける大会として市内外の方に

ご参加をいただいております。本年も多数の参加をいただきますようご案内申し上げます。

10/12 土 ～ 10/13 日 演劇

手話劇「曽根崎心中、破」
◆10/12（土）14:00～15:30、19:00～20:30
◆10/13（日）13:00～14:30

岡山市
岡山県天神山文化プラザ

ホール

前売：大人1,000円、高

校生以下：500円

当日：大人1,500円、高

校生以下1,000円

大人同伴の小学生以下

無料

岡山手話劇団

「夢二」
yumeji1986@gmail.com

近松門左衛門作の「曽根崎心中」を元にしたオリジナルの手話劇です。手話も声もついているので、聞こえない

人も聞こえる人も共に楽しめます。古典と現代が融合した顛末、そして手話の美しさを、ご堪能ください。

10/12 土 ～ 10/13 日
生活

文化

津山市城東むかし町・町家deワークショップ
◆10/12（土）　とんぼ玉　10:00～15:00
◆10/13（日）　竹かご編　10:00～16:00

津山市 gallery & café さくら

参加費：

12日1,500円

13日2,500円

つやま城東まち

かつ。
090-4891-1007

津山市城東地区の築170年の町家にて、バーナーワークによる「とんぼ玉」作りと竹細工「四海波花籠」作りの体

験をしていただきます。完成後は、中庭を眺めながらコーヒーブレイクをおたのしみいただけます。

10/12 土 ～ 10/14 月 美術
第49回　公募日美展
◆10:00～17:00（初日は13:00から、最終日は16:00まで）

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
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し、書道芸術の高揚を推進する。

10/12 土 ～ 10/27 日 美術
小野耕石展

◆10:00～16:30
真庭市 勝山文化往来館ひしお 無料

特定非営利活動

法人　勝山・町並

み委員会

0867-44-5880

元醤油蔵を再生したひしおホールで、版画の概念を覆す作品を作り出した小野耕石の展覧会を開催。勝山に流

れてきた鹿の頭骨を使った新作も展示します。27日のクロージングは山地真美ライブ＆小野耕石トークがありま

す。

10/13 日
講演・

シンポ

第21回　岡山県高齢者主張大会
◆10:00～15:30

岡山市 岡山市勤労者福祉センター 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21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。

10/13 日
伝統

芸能

岡山邦楽合奏団　第44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

（当日・前売ともに）

中学生以下無料

岡山邦楽合奏団 086-277-0586
小さな旅を重ねてをテーマに曲目を構成。水と火のまつり（長沢勝俊作曲）、日本の詩メドレー（江戸信吾作曲）、

送り囃子の夜（水川寿也作曲）、アンダルシアの風（香登みのる作曲）、龍星郡（橋本みぎわ作曲）

第17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。
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第17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。

10/13 日
伝統

芸能

菊水流剣詩舞道発表会　扇と刀　舞の華

◆12:00～16:30
倉敷市 倉敷市民会館　大ホール

2,000円

（当日・前売ともに）
菊水流剣詩舞道 086-274-2501

伝統芸能の一つである剣詩舞をご覧いただき、その魅力を再認識していだだく。家元著『ふるさと岡山漢詩紀行』

の中から抜粋した創作舞を通じて県内の名所・旧跡を知り歴史を感じていただく。また吟詠とのコラボも楽しめ

る。

10/13 日 音楽
第33回　定期演奏会
◆13:30～15:30

瀬戸内市
瀬戸内市中央公民館　ホー

ル
無料

酔聖会ウインド

ブラス
0869-22-3857

酔聖会ウインドブラス第33回定期演奏会です。平成から令和に元号が変わった事にちなみ、時代をテーマに皆

さんも聞き覚えのある曲を選んでみました。是非聞きに来てみて下さい!!

10/14 月 音楽
2019　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3,500円、自由

席（大学生以上）2,500

円（高校～小学生）

1,500円

当日：S席4,000円、自由

席（大学生以上）3,000

円（高校～小学生）

2,000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

10/14 月 美術
トッちゃん先生の臨床美術教室
◆10:00～12:00／13:00～15:00

岡山市
岡山県生涯学習センター

未来館サイピア
参加材料費：300円

せとうみ臨床美

術の会
090-7127-2878

未来館サイピアでの「トッちゃん先生の臨床美術教室」が1年を迎えました。子ども～大人の皆様が参加して楽し

くアート作品を創作することができます。今回、教室での県民文化祭賞を設けていますので御来場ください。

10/14 月 文芸
第71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 090-1332-6045

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。

10/14 月 ～ 10/20 日 美術
第69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（文化センターギャラ

リー）

無料
玉野市文化協会

洋画部
0863-31-1376

玉野市民に洋画文化の向上と、洋画作家の躍進を願い、より多くの市民に洋画を通じて愛好して頂く為。出展作

品　油絵、水彩画90点出展

10/15 火 ～ 10/20 日 美術
第61回　養和書道院展
◆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3・4展示室
無料

公益社団法人

養和書道院
086-953-4810

漢字、かな、漢字かな交じり文、　篆刻、臨書など幅広く書作品を陳列し、書道芸術及び書道教育の本質的研究

と普及を図ることを目的として開催しています。本院会員の作品を展示し、広く地域文化の振興に寄与していま

す。

10/15 火 ～ 10/20 日 美術
第59回　西日展

◆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4・5展示室
無料

公益社団法人

養和書道院
086-953-4810

広く書道芸術の普及に努め、新人の育成と発掘を目的に、全国から公募するものです。漢字、かな、漢字かな交

じり文、篆刻、臨書など幅広く書を展示し、広く地域文化の振興に寄与しています。

10/16 水
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18回講演会
◆13:30～16:00

岡山市
岡山大学創立五十周年記

念館　金光ホール
無料

岡崎嘉平太記念

館
0866-56-9033

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、開館以来、毎年講演会を開催し、

本年は、日中国交正常化に道筋をつけたといわれる日中覚書貿易（LT・MT貿易）に焦点をあて、日中の経済関

係に造詣の深い岡本巌氏と現代の日中関係を研究しておられる井上正也氏を講師にお招きします。

10/16 水 ～ 10/30 水 美術
異呂色駄作展

◆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 無料 杉井絵画会 0867-72-2549

駄作を展示・陳列し、水墨画への興味・関心と地域文化交流等の振興発展を期待します。内容は和紙・木板・焼

物・布などへ墨を基調、一部顔彩絵具を使用し、それぞれの特色等を、ご高覧の上、ご指導、ご批評を賜れば幸

いです。

10/17 木 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
086-228-0374

「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。当日は20グループが色んな種類のオカリナで種々な曲を演奏します。素朴で優しい音色をお楽しみ下さい。

10/17 木 ～ 10/21 月 美術 倉敷散歩　PART32.（杉田修一・透明水彩画展） 倉敷市 ギャラリー十露　別館 無料 倉敷クラフト木彫
086-423-1516

090-2861-8833

ちょっと半日の美観地区での散歩。倉敷で春夏秋冬を味わうぜいたく。なにげない季節の移ろいが、日常の疲れ

をほぐしてくれる。そんな瞬間を透明水彩絵の具で包んだ倉敷風景画を御堪能下さい。32年(回）めです。

10/18 金 ～ 10/20 日 美術
第37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　二階大展示

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。

10/19 土
生活

文化

創作野外茶会
◆10:00～15:00

備前市 備前市伊部(不老川川畔) 500円
備前未来塾(創

作　茶会部)
070-3783-8301

備前焼祭の初日に、6名の備前焼陶工の茶碗を使って、川の中で創作野点を行う。備前焼のお話や備前文化の

対話を陶工としてみませんか。古備前のよさや現代陶の対比をお楽しみいただけるようしたいです。

10/19 土 ～ 10/20 日 美術

第10回　岡山県こども備前焼作品展

◆10/19（土）9:00～17:00（最終日は15:00まで）
※10月上旬～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。

10/19 土 ～ 10/20 日 総合
あさくち文化祭　金光会場／鴨方会場

◆各会場10:00～16:00
浅口市

金光会場：

浅口市金光公民館、浅口市

金光保健センター

鴨方会場：

浅口市中央公民館、浅口市

健康福祉センター

無料
浅口市総合文化

祭実行委員会
0865-42-2845

展示、発表、体験などが楽しめる「あさくち文化祭」が3会場で開催されます。市民が日頃から行っている文化活

動の成果として、書道や絵画の展示、フラダンスや和太鼓などの発表、「才能発見の旅に出よう！」をテーマに 4

歳から中学生までを対象とした「子ども体験コーナー」を実施し、茶道、陶芸などに挑戦できます。

10/20 日 文芸
第24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
086-246-0762 ・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

10/20 日 文芸
朗読会「午後のポエム」№12

◆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。

10/20 日 音楽
山路みほ　箏曲リサイタル

◆13:30～15:30
倉敷市

玉島市民交流センター　湊

ホール
3,000円（学生1,500円） 山路みほ後援会 090-4147-5386

世界で活躍する箏曲演奏家　山路みほのリサイタル。ゲストに尺八・石川利光氏、イオ・パヴェル氏、三絃・菊央

雄司氏、そして岡山で邦楽を学ぶメンバーも出演し、独奏曲から大合奏まで幅広い音楽をお届けします。

10/20 日 音楽
うたごえの集い
◆13:00～14:00

美咲町
JR津山線　亀甲駅前周辺路

上
無料 ムジカなかよし 090-7126-2364

毎月1回ピアノ伴奏で声を合わせて歌っています。10月は亀甲商店街で「たまごまつり」の一環として行います。

みんな手ぶらで集って一緒に歌いましょう。（年令制限は無し、お飲み物を御持参ください。）

10/22 火 音楽
岡山混声合唱団　第73回定期演奏会
◆14:00～15:50（開場は13:00）

岡山市 岡山市立市民文化　ホール

1,000円

（当日・前売ともに）

※高校生以下無料

岡山混声合唱団
086-252-6321（片山）

086-252-0986（原田）

混声合唱とピアノのための『良寛相聞』を吉井江里、『九ちゃんが歌ったうた』上を向いて歩こうを佐々木英代、

『希望、祈り、鎮魂』（宗教曲）を伊藤正紀の指揮、ピアノ中村通子、野中有子で、全団員が心を込めて・・

10/22 火 ～ 10/27 日 美術
第54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3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します。ご高覧ください。

10/25 金 ～ 11/3 日
生活

文化

第44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、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。

10/26 土 音楽
第13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

岡山県内各地で活動しているオカリナ愛好者が一堂に会するイベントです。アマチュアからプロ奏者まで色々な

グループや個人が演奏します。

10/26 土 ～ 10/27 日 総合
あさくち文化祭　寄島会場
◆10:00～16:00

浅口市
浅口市ふれあい交流館「サ

ンパレア」
無料

浅口市総合文化

祭実行委員会
0865-42-2845

展示、発表、体験などが楽しめる「あさくち文化祭」が3会場で開催されます。市民が日頃から行っている文化活

動の成果として、書道や絵画の展示、フラダンスや和太鼓などの発表、「才能発見の旅に出よう！」をテーマに 4

歳から中学生までを対象とした「子ども体験コーナー」を実施し、茶道、陶芸などに挑戦できます。

10/27 日
伝統

芸能

都山流　岡山県支部　第54回　都山流尺八演奏会
◆13:00～16:00

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・ジュニ

アの賛助を得て、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続き実施する。

10/31 木 ～ 11/3 日 美術
秋の文化祭　日本画展

◆9:00～16:00
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

日本画部
0863-21-5615

玉野市内に居住又は勤務する日本画を描く人達の作品をすべて展示して、市民の鑑賞に供し併せて日本画を

描く人の拡大に努める。


