
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・・・・・。」

9/4 水 ～ 9/9 月 美術
後藤 晋　油絵展
◆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
東光会会員・日展会友　後藤晋の油絵個展です。小品から大作まで、新作ばかり約30点を展示します。古典的な

油絵の技法に現代感覚を注いだ後藤晋の世界。御高覧賜れば幸いです。

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。

9/14 土 総合
第42回  笠岡市名月観賞の夕べ
◆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

9/14 土
伝統

芸能

第24回　中世夢が原大神楽

◆16:30～23:20（開場は16:00）
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）

一般席500円

指定席1,000円

中世夢が原管理

協会
0866-87-3914

中世夢が原大神楽は、毎年テーマ定め、備中神楽を代表する太夫が舞う。今年は「滑稽芸と話芸」をテーマに神

代神楽の滑稽役に注目して、それぞれの神の立場をその演じ分けを確認する。演目「岩戸開き」「国譲り」「大蛇

退治」他

9/14 土
伝統

芸能

令和元年度　井原市観月会
◆17:00～20:30

井原市
井原市民会館、市民茶室

ほか
無料

井原市観月会実

行委員会
0866-62-9541

箏や尺八などの邦楽の調べを聴きながら、中秋の名月を鑑賞します。また文化協会茶道部によるお抹茶もいた

だけます。

9/14 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。

9/14 土 ～ 9/29 日 美術
保田扶佐子美術館（創立10周年記念）特別展
◆～17：00

津山市 保田扶佐子美術館 無料
保田扶佐子美術

館
0868-26-5711

創立10周年を祝す特別展です。代表者保田扶佐子の長く居住するスペイン、バルセロナの作家ジョアン・ミロの

鋼版画を中心にバルセロナのミロ以後の有名な作家達の版画展です。

9/15 日 音楽
第16回　上代記念音楽コンクール
◆予選：9:30～17:00

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・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（11/4）を岡山ルネスホールで行います。

9/15 日 総合
天プラ文化祭2019

◆10:00～16:35
岡山市

岡山県天神山文化プラザ

ホール
無料

岡山県天神山文

化プラザ
086-226-5005

天神山文化プラザ（通称：天プラ）の練習室ご利用の17団体が日頃の成果を発表します！ピロティでは、チャリ

ティ・バザールを開催します。「EXCAFE」のカレー、コーヒー、焼菓子、「ラウンジ・カド」の巻きずしセットなどが登

場！皆様ぜひお気軽にお越しください。

9/15 日 舞踊
第9回　ダンス発表会「星めぐりの旅」
◆15:30～17:30

岡山市 西川アイプラザ　5階ホール 無料

KAZUMI ダンス

スタジオ　ルミナ

ス

090-6414-1508
KAZUMIダンススタジオ生徒によるダンス発表会。「星めぐりの旅」をテーマに創作したモダンダンスと小作品の

発表。小作品にはモダンダンス、キッズダンス、HipHopといったジャンルがあり、3部構成となっている。

9/16 月
生活

文化

おかやま県民　健康マージャン交流大会

◆12:00～16:30
岡山市 ロイヤルマージャンCL 1,000円

健康マージャン

岡山
086-246-3822

A（上級）24名・B（初級）16名の2グループに分けて40名での大会を開催予定。60分×3回戦のトータル戦を行

い、こん親会（軽食を用意）して各賞の表彰を行う。

9/16 月
講演・

シンポ

第3回　自分史フェスティバル in 岡山（倉敷）

◆13:00～16:00
倉敷市 倉敷市　新渓園 無料 岡山自分史の会 086-275-7863

受け継ぎ渡すバトン、平成から令和へ、節目のとき、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多彩です。あなたならではの自分史に出会える場へ、どうぞ。

9/17 火 ～ 9/22 日 美術
第32回　全国シルバー書道・岡山展

◆10:00～17:00（最終日は15:00まで）
岡山市

岡山県天神山文化プラザ

第2展示室大室（地階）
無料

公益社団法人

日本書芸院、第

32回全国シル

バー書道・岡山

展

090-4141-0641
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。

9/19 木 ～ 9/22 日 美術
第25回　玉峰会展
◆9:00～16:00

玉野市
玉野市立中央公民館　ギャ

ラリー
無料 玉峰会 0863-21-5615

玉野市内で水墨画を描いている人達の中で、玉峰会に所属する作家の作品を展示し、市民の鑑賞に供する。展

示作品100点

9/21 土 演劇
「あの時プーさんに逢いたかった星の王子さま」

◆14:00～16:00（開場は13:30）
倉敷市 倉敷公民館　大ホール 無料 倉敷演劇研究会 090-3631-1493

「星の王子さま」と「くまのプーさん」が出逢っていたら？と、創造してみました。あの時、プーさんはハチミツを届

けに行ったかな？企画・演出：土倉一馬　キャスト：くにちかけいこ・とくらかずま　ほか

「こころで読む星の王子さま」柳沢淑枝・著　「くまのプーさんの哲学」河出書房新社　参照

9/21 土 総合

備中地域の伝統食文化の発信

「備中マルシェ2019 in 総社

～五感にびびっと！備中の美味しいもん大集結！～」
◆10:00～16:00

総社市
総社市民会館前広場、総社

市民会館ロビー
無料

株式会社浅原青

果

備中を美味しく

食べよう倶楽部

086-526-2085

1)「備中マルシェ」で備中地域の農業生産者と飲食店・消費者間が知り合うことにより備中の食材の流通の仕組

みを作る。地域食材の消費を増やす。  2）地域食のサミット(備中地域食の展示）」の開催  3)備中の食材を使っ

た備中弁当販売

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 音楽
第12回　Rits&Fellows オカリーナ・コンサート

◆11:00～16:00（開場は10:30）
倉敷市 倉敷市民会館　ホール 無料

オカリーナ

Rits&Fellows 倉

敷

086-295-2771

今年で第12回を迎える Rits&Fellows コンサートは、オカリーナ仲間（Fellows）が2年に1度集まって開催するオカ

リーナの発表会です。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べどうぞお出かけ

ください。

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。

9/24 火 ～ 9/29 日 美術
第5回　墨騰会書展
◆10:00～17:00（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 墨騰会 080-1633-1215

「書」を愛好するグループです。会員の作品を展示公開することにより、創作意欲や「書」を楽しもうとする実践的

態度をはぐくむとともに、県民文化の振興に少しでも貢献できたらと思います。

9/28 土
伝統

芸能

箏　菊月ミニコンサート　第15回
◆14:00～15:30

総社市 宝満寺 無料
箏曲むつみ会

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

色でお楽しみ下さい。駐車場は宝満寺境内をご利用頂けます。

9/29 日 舞踊
第14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
FAX 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。

9/29 日 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。

9/29 日 文芸
第14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
無料 岡山県俳人会 080-1634-1125

俳句作品を募集し、その優れた作品を顕彰して俳句文芸振興に資する。どなたでも参加できます。募集句投句の

み参加、大会出席のみの参加もできます。俳句愛好の皆様のご参加をお待ちしております。

9/29 日 映像
優秀映画鑑賞会
◆13:00～16:30

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。

9/29 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!!

第17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。


