
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。

9/22 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。

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

10/9 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。

10/25 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。

10/31 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。

11/1 金 総合

金子あいの紫式部ひとり語り

気ままに『源氏物語』～紫のゆかり～

◆11:30～12:50／16:00～17:20

倉敷市
倉敷市芸文館　アイシア

ター

一般2,800円

ペア5,000円

大学生以下500円

八重むぐらの会 080-1925-2294
古典文学の新しい楽しみ方を提案するシリーズ。舞台俳優の金子あいが演じる紫式部の軽妙なトークで『源氏物

語』がわかる！大月邦弘の箏の演奏とともに、古典の文章の美しい調べもお楽しみいただけます。

11/1 金 ～ 11/3 日 総合
第67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

11/1 金 ～ 11/3 日 総合

新見市文化祭

◆文化展：11/1（金）～3（日）　10:00～17:00　（最終日は15:00ま

で）

◆音楽芸能祭：11/3（日）　11:30～16:00

◆囲碁将棋まつり：11/17（日）　9:00～15:00

新見市

【文化祭】まなび広場にい

み・小ホール・展示ギャラ

リー・大ホールホワイエ

【音楽芸能祭】まなび広場に

いみ・大ホール

【囲碁将棋まつり】新見公民

館・集会室

無料 新見市文化協会 0867-72-4408
「文化展」は華道、洋画、日本画、書道など各分野の作品を3日間展示。「音楽芸能祭」はバレエ、民踊、日本舞

踊、詩吟、箏曲、合唱、和太鼓、創作舞踊他を上演。「囲碁将棋まつり」は囲碁と将棋の２部門で競う。

11/1 金 ～ 11/5 火 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

11/1 金 ～ 11/24 日
生活

文化
備中no町家 de クラス 2019 岡山県 備中県民局管内各地

参加費：

各プログラムによって異

なる。無料もあり。

備中町並みネッ

トワーク
090-6419-6462

歴史的な町並みの建築物である「町家」「蔵」を活用し、江戸・明治・大正・昭和から令和の現代に伝わる伝統的

な暮らし、楽しみ、遊びなどについて、「衣食住学ぶ・遊ぶ」を切り口にプログラムを実施します。

11/2 土 文芸
第13回　岡山県川柳大会

◆9:00～17:00
津山市 津山総合福祉会館

事前投句費：1,000円

当日参加費：1,500円
岡山県川柳大会 086-728-2012

岡山県川柳協会の主催による川柳大会。県内各地から柳人が参加し、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、県北津山にての開催

11/2 土 総合
第42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・合唱等の舞台発表

11/2 土 ～ 11/3 日 音楽
倉敷ジャズストリート2019
◆12:00～20:00頃

倉敷市
倉敷市美観地区、本町・東

町の町家、お寺など

前売：1,000円

当日：1,500円

倉敷ジャズスト

リート2019
086-424-8043

今年で11回目の開催。倉敷市美観地区・本町・東町の町家やお寺など約15ヵ所で一斉にジャズライブを開催。3

日（日）は参加ミュージシャンによるジャムセッションを開催

11/2 土 ～ 11/3 日 総合
第64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。

11/2 土 ～ 11/3 日 総合
第33回  哲多町文化展

◆10:00～17:00（最終日は16:00まで）
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

会員の作品（生花・書道・工芸 他）地域で活動している方々の作品展示、また老人クラブ町内生徒児童園児作

品同時開催。文化展の目玉である特別展も15回を迎えます。めずらしいメダカの展示会員と地域が一体となった

文化展です。

11/2 土 ～ 11/3 日 総合

第48回　北房文化祭

◆展示・芸能の部：9:00～16:00

◆ミュージックフェスティバル：17:00～19:00

真庭市
北房文化センター、真庭市

役所北房振興局
無料 北房文化協会 0866-52-5220

真庭市北房地域で活動している団体・個人が日頃の成果を発表します。展示の部は約20団体、発表の部は約

30プログラムを予定しています。

11/2 土 ～ 11/4 月 総合

高梁総合文化祭（第56回）
◆作品展示会：

11/2（土）～11/4（月）　9:00～17:00（最終日は16:00まで）
◆芸能発表会：11/3（日）　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・彫刻など15部門を3日間開催☆特別展と高梁長寿園・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

【芸能発表会】舞踊・三味線・箏・尺八など14部門を2日間開催

11/3 日 総合
第19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－ナ－満載です。

11/3 日　
伝統

芸能

三上澄明開軒50周年箏曲三上社明寿会箏曲演奏会
◆13:30～15:30（開場は14:00）

瀬戸内市
瀬戸内市中央公民館　大

ホール
無料

箏曲三上社明寿

会
0869-26-3585

地域文化交流の為、箏曲演奏会を開催すると同時に、夢二のふるさと芸術交流プロジェクト事業に関連し、元東

京藝術大学准教授深海さとみ氏に竹久夢二作曲の『宵待草』を主題とした新曲を初演致します。

11/3 日 総合

第62回　里庄町産業文化祭作品展及びお茶席と第35回芸能祭

◆作品展及びお茶席：9:00～15:00
◆芸能祭：11:00～15:00

里庄町

【作品展】里庄町総合文化

ホールフロイデ、大ホールロ

ビー

【お茶席】里庄町福祉会館　

2階和室

【芸能祭】大ホール

無料

※お茶席は有料
里庄町文化協会 0865-64-3038

作品展：川柳、郷土史、絵画、工芸、陶芸、写真、華道、絵手紙、ちぎり絵の各部所属会員の作品展　お茶席：希

望者に抹茶席　芸能祭：詩吟、カラオケ、舞踊、フォークダンス・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、大正琴、琴りーなチェリーズの各部所属会員の技能発表

11/4 月 音楽
第16回　上代記念音楽コンクール
◆披露演奏会：13:30～15:30

岡山市 岡山ルネスホール 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（9/15）・本選（10/6）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。

11/4 月 音楽
岡山市民合唱団鷲羽　第48回定期演奏会

◆15:00～18:00
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

本年度はモーツァルト「戴冠ミサ」、石若雅弥編曲「暗くて泣きたくなる混声合唱曲集　22才の別れ」、萩原英彦

作曲「光る砂漠」を演奏します。

11/4 月 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　5階
無料

井原市文化協会

文学部
0866-62-4837

県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、優秀作品に対

し顕彰と表彰を行い、入選作品集を作り参加者各位に送付する。

11/4 月 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　文化ホール

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々に“生”

で感じてほしいという思いから、毎年開催しています。

第17回 おかやま県民文化祭参加事業一覧（１１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（１１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。

11/6 水 ～ 11/10 日 美術
第44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 岡山シティミュージアム 無料

一般財団法人　

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。

11/9 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　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。講師は森田思軒と翻訳に

ついて研究をされている筑波大学准教授の馬場美佳氏に森田思軒と郵便報知新聞と翻訳について語って頂きま

す。

11/9 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。

11/9 土 ～ 11/11 月 総合

哲西町文化祭
◆文化祭：11/9（土）～11/11（月）　9:00～17:00（初日は13:00か

ら）
◆芸能祭：11/10（日）　9:00～16:00

新見市

【文化祭】きらめき広場・哲

西　研修室・ロビー

【芸能祭】きらめき広場・哲

西　大ホール

無料 哲西町文化協会 0867-94-3198
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。文化祭は華道、写真、

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

11/10 日 音楽
大正琴の美しい響き－津軽三味線と共演－

◆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。津軽三味線や安来節との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す。また、来場者の皆さんと歌の共演をします。

11/13 水 ～ 11/17 日 美術
令和元年度　玉野市文化祭書道展
◆9:00～17:00（最終日は16:00まで）

玉野市

玉野市立図書館・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

玉野市の書道愛好家（高校生を含む）。例年60～70名程の出品者が、仮名・漢字・調和体・近代詩文など多彩な

力作を、額・軸装・パネルなど工夫して出品し、多くの見学の皆様に楽しんでいただいています。

11/15 金 ～ 11/17 日 総合
第19回　葦の森展・葦の森コンサート
◆10:00～16:00

岡山市 足守町並み保存地区 無料
葦の森展実行委

員会
090-2867-3006

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。音楽コンサートを同時に開催。伝統的街並みと共にご鑑賞下さい。

11/15 金 ～ 11/17 日 美術
第38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
一般財団法人　

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 土 ～ 11/17 日 総合
学びの駅2019　第48回赤坂公民館まつり
◆9:30～17:00（最終日は15:00まで）

赤磐市

赤磐市立赤坂公民館、赤磐

市赤坂健康管理センター、

赤磐市赤坂体育センター周

辺

無料

赤磐市立赤坂公

民館・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（作品の展示、舞台発表、体験等）

11/17 日 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、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。

11/17 日 音楽
岡山交響楽団　第68回定期演奏会

◆14:00～16:00（開場は13:00）
岡山市 岡山シンフォニーホール

前売：一般800円、高校

生以下400円

当日：一般1,000円、高

校生以下500円

岡山交響楽団
k_ichi＠po1.oninet.ne.jp

（市川）

客演指揮者に中井章徳さんをお迎えし、ソロ奏者４人と共演するモーツアルト作曲「協奏交響曲」、ブルックナー

の名曲「交響曲第４番」などを演奏します。オーケストラならではの多彩な音と迫力をお楽しみください。

11/17 日
伝統

芸能

玉野市邦楽連盟　第63回邦楽演奏会

◆13:00～16:00
玉野市 玉野市民会館 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（箏・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箏曲部か

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63回目となる伝統ある演奏会です。

11/23 土
講演・

シンポ

第9回　おかやま文化フォーラム　近世の実像を求めて　世界の中の
近世日本

◆13:00～16:00

岡山市 岡山県立美術館ホール 無料

公益財団法人　

岡山県郷土文化

財団

086-233-2505
「鎖国」と言われる江戸時代。しかし、長崎出島を通じて西洋の知識や文物が入り、朝鮮通信使などを通じて周辺

諸国との関係は保たれていた。近世日本の国際関係に光を当て、時代の諸様相を考える。

11/23 土 ～ 12/8 日 美術
干支展「子」
◆10:30～17:00（最終日は16:00まで）　※月・火はお休み

津山市 うき草や 無料
つやま城東まち

かつ。
090-8241-9373

十人の作家による干支展。来年の干支「子」をテーマに制作してもらい、町家店舗で展示・販売します。木・竹・

土・金属など材料は様々。意匠の面白さの中に、日本ならではの「干支」という風習を楽しむ試みです。

11/24 日 演劇

朗読塾第23回公演

朗読「人情奇話と国民的通俗小説（明治の男性作家四人の競演・饗
宴）」

◆13:00～15:00頃／17:00～19:00頃

岡山市 西川アイプラザ　5階ホール 無料 朗読塾 080-1901-3559
「明治の男性作家四人の競演・饗宴」として、一世を風靡した通俗小説「不如婦」「金色夜叉」「婦系図」と綺堂物

「鼠」を取り上げ、有名な台詞場面を、音響、照明を駆使し、情感たっぷりに立体朗読で行う。

11/24 日 音楽
第27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

子どもから高齢者出演の舞踊・コーラスの他、中学生の銭太鼓、伝統芸能備中神楽など多彩な演目で開催。特

別出演には地域で活動している方々の出演もあり、迫力と感動をあたえる舞台です。

11/26 火 ～ 12/1 日 美術
第37回　ODA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4展示室
無料

岡山デザイナー

ズ協会（ODA）

okayama.designers.asso

ciation@gmai.com

若手からベテランまで 、各ジャンルで活躍する県内デザイナーが仕事の枠を超えて競う展覧会です。展示は

テーマ作品と自由作品の二部門で構成されています。

11/27 水 ～ 12/1 日 美術
第43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 無料

笠岡市写真展実

行委員会
0865-69-2155 全日本写真連盟入賞作品及び笠岡市文化連盟写真部会員の作品展示

11/30 土
伝統

芸能

濤の会　第40回記念　箏コンサート　～霜降月によせて～
◆14:30～16:30

岡山市 西川アイプラザ　5階ホール 無料 箏曲濤の会 090-3376-3925
第40回の節目に「語り」を含む作品やチェロとのコラボレーション、漫画の作中曲など、子どもたちに興味を持っ

てもらえるような作品に加え、古典曲のもつ奥深さを多くの方々に味わっていただきたいと思います。

11/30 土 総合
まきび文化祭
◆9:20～11:30

倉敷市 倉敷まきび支援学校 無料
岡山県立倉敷ま

きび支援学校
086-697-1233

昨年7月の西日本豪雨の被災により、4校地に分かれて教育活動を展開してきたが、9月に通常の教育活動に戻

る予定です。災害からの復興元年であり、児童生徒の元気で明るい表現活動を行いたいと思っています。

11/30 土 ～ 12/1 日 美術
第49回　日東書道連盟全国展
◆10:00～17:00（最終日は15:00まで）

倉敷市 倉敷市玉島文化センター 無料 日東書道連盟 086-528-1705
本展覧会は、書学精神の向上を推進し、児童生徒の技能向上に、切磋琢磨し書美術を推進し、情操豊かな社会

人を目的とし、書道文化教育振興発展に寄与する。併せて純正、優秀な作品発表の場とする。

12/1 日
生活

文化

第20回　「岡山弁はええもんじゃ～ことばの祭り・建部～」
◆13:00～15:30

岡山市
建部町文化センター　大

ホール
500円 岡山弁協会 086-722-0935

20回目を記念して、備前のことば、備中のことば、美作のことばをテーマに、岡山弁パフォーマンス、岡山弁講

座、岡山弁川柳、岡山弁劇等で、岡山弁を見直し親しんでいただきます。


