
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

開催中 ～ 1/30 日 文芸

井原市文化財センター特別展
「渋沢栄一と井原　～栄達の道は井原から～」

◆9:00～16:30

井原市
井原市文化財センター「古

代まほろば館」
無料

井原市教育委員

会
0866-63-3144

澁澤栄一は、慶応元年（1865）に井原を訪れ、一橋領内で農兵を集める任務を果たしました。明治・大正時代も

続く栄一と井原のゆかりを資料展示とともに紹介します。途中で、一部資料を二度入れ替えます。

9/3 金 ～ 11/14 日 文芸

令和3年度　永瀬清子展示室企画展

「永瀬清子と鳥越ゆり子－最晩年の二冊のてのひら詩集そのほか」

◆展示：9:00～17:00　※月曜日休館

赤磐市 永瀬清子展示室 無料
赤磐市教育委員

会
086-995-1360

晩年の永瀬清子を支えた鳥越ゆり子氏との交流と、そこから生まれた二冊の詩集を紹介します。初公開する原稿

（複製）などからは、永瀬清子が私たちに託したメッセージを読み解いていきます。

9/4 土 ～ 10/3 日 美術
「生地のカタチ」ヨネモノ

◆木金土日　11:00～17:00
津山市 NishiIma25 無料 NishiIma25 080-5907-1663

津山出身。活動されるヨネモノ。組木作りで塗料を使わない仕上げに拘る。古い家具を直す仕事は、昔の職人さ

んの技術をも知れる。新しいモノと古いモノ。「ヨネモノを使って感じる体験展覧会」をお楽しみください。

9/4 土 ～ 10/30 土 美術
トッちゃん先生と「貝殻つかみ取り」を楽しむ

◆11:00～15:00　※主に土日
岡山市

人と科学の未来館サイピア

2階展示室
参加費300円 岡崎　壽子

人と科学の未来館

サイピア

086-251-9752

展示の貝殻に似ている貝を見つけて容器につかみ入れます。展示案内文で学んだことを活かしながら、海には不

思議な形・色をした貝殻がたくさんいることに気づきます。つかみ取りで選んだ貝殻を持ち帰り、家族で楽しむこと

ができます。

9/9 木 ～ 11/21 日 美術
野﨑家所蔵　明治・大正の女性画家展
◆9:00～16:30　※月曜日・9/21(火)は休館、9/20(月・祝)は開館

倉敷市 旧野﨑家住宅

大人500円、小中学生

300円

土・日・祝日は高校生ま

で無料

野﨑家塩業歴史

館
086-472-2001

大阪の女性画家・橋本青江と同時代の明治から大正にかけて活躍した女性画家たちの作品を野﨑家所蔵品から

展示します。野﨑家では少なからず女性による絵画が残されており、選りすぐりの作品をご覧ください。

9/11 土 ～ 11/21 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、

みずの郷奥津湖、奥津荘、

池田屋河鹿園、奥津公民

館、国民宿舎いつき　他

無料
OKUTSU芸術祭

実行委員会

かがみの近代美術館

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」ことを目的に開催します。新企画として、かつて滞在した棟方志功の版画文化を呼び起こす

「REBORN版画プロジェクト」を始動します。

9/22 水 ～ 12/26 日 美術

岡崎嘉平太記念館開館20周年記念　岡崎嘉平太記念館令和三年
度秋の特別企画展「遺墨にみる－岡崎嘉平太の人間像」

◆9:00～17:00（入館は16:30まで）

※火曜日休館(11/23（火）を除く、9/24（金）・11/4（木）・11/24

（水）)

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

日中友好や経済界で活躍した岡崎嘉平太は、生前多くの書を遺しています。遺墨したためた言葉や筆跡からは岡

崎嘉平太の人間性がうかがい知れます。これらの書はほとんどが個人や学校、団体等に贈られ、各方面に分配し

ています。この度、この遺墨の一部を借り受け紹介、岡崎嘉平太の書の世界を紹介します。

9/30 木 ～ 10/5 火 美術
神崎勝典　作品展

◆11:00～18:00（最終日は16:00まで）
総社市 珈琲と人　2階　ギャラリー 無料 -

珈琲と人

0866-92-2300

子どもと空を中心に、懐かしくコミカルで身近に感じられる、ほのぼのな子どもの世界を、パステルやアクリルで描

きます。

10/1 金 ～ 11/28 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

備前市立中央公民館

（備前市市民センター

内）

0869-64-1133

【備前市美術展覧会】

10/1～3書道展　10/8～10写真展＆工芸展　11/19～21洋画展＆日本画展　11/28表彰式

【備前市文化祭】

10/2郷土史研究会講演会　10/8～10文芸展　　10/10芸能発表会　10/23～24中央＆片上地区公民館文化

祭、伊里公民館文化祭、三石公民館文化祭　10/26～31吉永地域公民館文化祭　10/26～11/3日生地域公民

館文化祭　10/30伊部公民館文化祭　10/30～31香登公民館文化祭、東鶴山公民館文化祭、華道展　10/31お

夏踊り発表会　11/3囲碁大会、お茶会、歌舞曲発表会　11/6～7神根公民館文化祭　11/7西鶴山公民館文化祭

(予定)　　11/23合唱祭

10/1 金 ～ 12/1 水 美術
秋の企画展「木堂と子ども－父親、木堂」

◆9:00～17:00（入館は16:30まで）
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

政治家として活躍した犬養毅（号 木堂）には、5人の子供がいました。木堂の後を継いだのは犬養健ですが、その

健の遺品を中心とした資料から、父親としての木堂、その後を継いだ健の功績などを紹介します。

10/2 土 ～ 11/28 日
伝統

芸能

第12回　岡山県こども備前焼作品展

◆9:00～17:00（入館は16:30まで）
備前市

備前市立備前焼ミュージア

ム　4階ギャラリー（※特別

賞及び優秀賞受賞作品の

み）

無料

※作品展のみ

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、次世代を担う子ども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開催します。

10/2 土 ～ 12/5 日 美術
森コレクション展Ⅲ
◆9:00～17:00（入館は16:30まで）

総社市 総社吉備路文化館 無料 総社市 0866-92-3491
総社市が所蔵する約1,000点にも及ぶ版画コレクション（森コレクション）の中から、アンリ・マティス作≪母と子≫

（リトグラフ、1951年）など、人物を描いたものに着目し、国内外の多様な版画約30点を展示します。

10/3

→2/20
日 延期 演劇

コラボレーションミュージカル
「青空城」制作事業～スポットライトに飛び込もう！～

◆13:30～15:00（開場は13:00）

瀬戸内市
瀬戸内市中央公民館　2階

ホール
無料

せとうち青空★カ

ンパニー
090-3711-1380（嶌原）

公民館登録グループ「Team Fairy」（キッズダンス）と市内グループ「きんかいアフリカン」（アフリカンダンス＆ド

ラム）と一緒にミュージカルを作って発表し、瀬戸内市で文化芸術のコラボレーションの輪を広げます！

10/3 日 ～ 12/12 日 文芸 特別展「吉備路の文学者と猫」 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

当館所蔵資料の中から「猫」にまつわる資料を中心に、直筆の原稿や色紙、愛用品などを展示し、猫好きな吉備

路ゆかりの文学者と、猫が登場する小説や詩などの文学作品についてご紹介いたします。

10/5 火
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24㎝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。

10/5 火 ～ 10/10 日 美術
第7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（松嶋）

墨騰会は、「書」を楽しむことを目的とし、仲よく楽しく研鑽しながら、「現代の書」を追求しています。濃墨や淡墨で

表現した作品をご覧ください。

10/6 水 ～ 10/11 月 美術
第23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

（内線54930：渡邊）

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 土 ～ 10/10 日 音楽

2021　マーチング・イン・オカヤマ
◆10/9（土）　①14:00～15:00　②15:00～16:30

◆10/10（日）　9:00～16:30

岡山市

10/9（土）①表町商店街　※

雨天決行

②石山公園　※雨天中止

10/10（日）岡山市総合文化

体育館

10/10（日）前売：S席

3,500円、自由席大人

2,500円、自由席小人

1,500円　※当日は500

円増

マーチング・イ

ン・オカヤマ

実行委員会

086-201-1661

（株式会社レインボープ

ロジェクト内）

岡山県内団体を含む全国有数のマーチングバンド・バトントワーリングの演奏・演技の披露し、コンテストを実施し

ます。

10/9 土 ～ 10/11 月 美術
第39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来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、百点近くを展示する他、会員の描いた色紙のプレゼントや実演コーナーを設けて

います。

10/10 日 文芸
第30回　日本伝統俳句協会中国支部岡山県部会俳句大会
◆10:00～16:00

岡山市 岡山市立一宮公民館 無料

日本伝統俳句協

会

中国支部岡山県

部会

086-273-8771（名木田）
吟行会ならびに俳句大会。吉備津神社等を吟行し、俳句5句を出句、参加者全員と伝統俳句協会の選者による選

を行い優秀作品の顕彰を行うことで俳句のさらなる研鑽と交流を深めます。

10/10 日 音楽
アッパレおかやま　晴レ国フェスティバル2021

◆13:00～20:00
岡山市

岡山シンフォニーホール

大ホール
無料

3ZERO株式会社

（晴レ国フェスティ

バル実行委員

会）

090-4650-0032
音楽好きな岡山県民集まれ！【清水ゆき】の透き通った歌声＆【吹奏楽団晴次】の元気いっぱい明るいメドレー

＆岡山出身プロトロンボーン奏者：馬場桜佑が率いる【TOOF】の迫力あるステージを存分にお楽しみください♪

10/10 日 文芸 第73回　西日本川柳誌上大会 岡山県内 - 事前投句費：1,000円 弓削川柳社 090-1332-6045（河原）

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ます。事前出題の題に対して事前投句を行い、選者による選考と表彰を行

います。コロナ禍のため、誌上大会として開催します。

10/12 火 ～ 10/17 日 美術
第63回　養和書道院展

◆9:00～17:00（最終日は15:30まで）
岡山市

天神山文化プラザ

第1、第2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。

10/12 火 ～ 10/17 日 美術
第61回　西日展

◆9:00～17:00（最終日は15:30まで）
岡山市

天神山文化プラザ

第2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。

第19回 おかやま県民文化祭参加事業一覧（１０月）
※掲載している情報について一部変更又は新型コロナウイルス感染症の情勢により延期または中止となる場合があります。詳細は主催団体にお問い合わせください。

開催日



10/12 火 ～ 10/17 日 美術
玉野市文化祭洋画展　第70回記念

◆9:00～17:00
玉野市

玉野市立図書館・中央公民

館（文化センター）
無料

玉野市文化協会

洋画部
0863-31-1376（江田） 油絵・水彩画80点～90点展示します。

10/13 水 ～ 10/18 月 美術
第49回　日本の書展・第42回　岡山県の書展

◆10:00～18:00（16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

当日500円

前売400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

500点を一堂に展示します。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し

ます。

10/16 土 ～ 10/30 土 美術
賢人・羅漢など展

◆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

内容は、竹林七賢人、十六羅漢、風神雷神など人物を主体で和紙に水墨を基調に、絵の具は顔彩を使用し、大

作の軸（全紙）約10点を展示します。趣旨は、、水墨画への興味・関心と愛好者や外国人など幅広い文化交流振

興発展に努めます。

10/16 土 ～ 12/12 日 美術
桜井敏生展「佇む」

◆木金土日　11:00～17:00
津山市 NishiIma25 無料 NishiIma25 080-5907-1663

鏡野町が故郷である桜井敏生。津山郷土博物館の玄関前に設置されている「横になる人」の作家であり、生家の

鏡野には30体もの作品が置かれています。N25と3点を結ぶ機会となる彫刻とドローイング展です。

10/17 日
伝統

芸能

令和3年　菊水流剣詩舞道発表会　扇と刀　舞の華
◆12:30～15:30

岡山市 岡山市民会館　大ホール
2,000円

（当日・前売ともに）
菊水流剣詩舞道 086-274-2501

昨年は新型コロナウイルスのパンデミックにより中止を余儀なくされたが、菊水流の剣詩舞を一般に観客にご覧

いただき、伝統芸能の素晴らしさを認識していただく。また、家元作の民話、県内の名所・旧跡をテーマにした漢詩

の作舞を発表することで、ふるさと岡山をアピールします。3才から90才以上という幅広い年齢層の会員が、日頃

の稽古の成果を発表する好機とします。

10/17 日 ～ 11/3 水 美術
酒井賢展

◆10:00～16:30
真庭市 勝山文化往来館ひしお 300円

特定非営利活動

法人

勝山・町並み委

員会

0867-44-5880
真庭郡新庄村出身の洋画家。長年にわたり東宝で映画、テレビの美術監督を務める。ゴジラシリーズを始め「阿

弥陀堂だより」「蜩ノ記」他多数。映像の世界で磨かれた感性で描く油絵作品の展示です。東光会会員。

10/20 水 音楽
オカリナ・フレンズ　ミニミニコンサート

◆第一部11:00～13:00　第二部14:00～16:00
岡山市 ルネスホール 無料

オカリナ・フレン

ズ
086-228-0374

「めざせ健康年齢85歳過ぎても」を合言葉に県南の公民館、カルチャーでオカリナを通して地域活動をしていま

す。19グループが一堂に会し、様々な曲を演奏します。音楽は日常に潤いを与えます。素朴で優しい音をお楽し

みください。

10/21 木 ～ 10/25 月 美術
杉田修一透明水彩画展　'21　倉敷散歩　34th

◆10:00～18:00（最終日は17:00まで）
倉敷市 ギャラリー十露 無料

杉田修一透明水

彩画展　'21　倉

敷散歩　34th

090-2861-8833（杉田）
倉敷美観地区を中心に、透明水彩画で描いた風景画の展示会です。今年で34回目の個展で、岡山・児島・新見

等の風景も並べます。

10/23 土

講演・

シンポジ

ウム

「子どもたちをよろしく」上映会＆シンポジウム事業

◆18:00～21:30
倉敷市 倉敷市芸文館

当日1,800円

前売1,500円

一般社団法人

岡山に夜間中学

校をつくる会

090-2862-4400
子どもたちは貧困、虐待等多くの課題が山積している現代日本。映画「子どもたちをよろしく」は、その深層に迫っ

てくる。シンポジウムでは、寺脇研×前川喜平×城之内庸仁がそれらの諸問題について解決策を模索する。

10/24 日 文芸
きらめきプラザ・連句の集い（講演と実作）
◆10:00～16:00

岡山市
きらめきプラザ

2階大会議室
無料

岡山県連句協会

昴

080-1914-6372

（今村）

午前中は倉敷から芭蕉庵を訪れ、奥の細道を辿った「南瓜庵徐風」について講義を行い、連句の基本・幅広い知

識の修得と句作について学び、午後からは「楽しい連句」と題して実作会を行います。初めての方大歓迎です。

10/24 日 音楽
岡山混声合唱団　創立75周年　記念演奏会
◆14:00～16:30（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）

創立75周年に当り、このコロナ禍、練習不足、団資金不足等の事情を考慮して、60余年の永きに亘って指揮を続

けている片山団長が、もう一度演奏したいと希望する曲を選んで、市民文化ホールの舞台に乗せることにしまし

た。

10/28 木 ～ 10/31 日 美術
玉野市文化協会　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

館内　文化センター　ギャラ

リー

無料
玉野市文化協会

日本画部
0863-21-5615（髙津）

玉野市内の日本画家の作品を展示して、市民に日本画の魅力に触れてもらい、絵画美術や文化の向上に努めま

す。

10/29 金 ～ 10/31 日 美術
第50回　公募日美展

◆10:00～17:00(初日は13:00～17:00)
倉敷市

倉敷市玉島文化センター

（※佳作作品以上展示）
無料 日本書学美術院 086-528-1705（岡田）

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し

ます。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

揚を促進します。

10/29 金 ～ 10/31 日 美術
清石書作60周年記念「彩雲翰墨」展
◆10:00～19:00

倉敷市
玉島市民交流センター

第1・2美術展示室
無料 清泉習字教室 086-444-9465

「文字を書くことは楽しい！」を表現した記念展です。書作を通じて誰でも生き甲斐を感じ、人生を豊かにしてほし

いとの思いで、小学生時代から現在までの書作品を展示します。文字を書くことのすばらしさを表現したいです。

10/29 金 ～ 11/1 月 美術
第8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）

無料

※入園料は必要
烏城紬保存会 086-254-6131（須本）

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・反物等の絹の優雅な光沢と色をぜひご覧ください。

10/29 金 ～ 11/7 日 総合

新見市文化祭
◆文化展：10/29（金）～10/31（日）

◆文化展：10:00～17:00（31日は12:00まで)

◆音楽芸能祭：10/30（土）　11:30～15:30
◆囲碁将棋まつり：11/7（日）　10:00～15:00

◆吟行会：10月16日（土）　10:00～

新見市

【文化祭】まなび広場にい

み・小ホール／展示ギャラ

リー他

【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

【吟行会】新見市内の史跡

他

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日間展示し、音楽芸能祭は民踊、日本舞踊、詩吟、箏

曲、合唱、和太鼓、ピアノ演奏他を上演します。囲碁将棋まつりは囲碁と将棋で競い、吟行会は訪問地で短歌・俳

句等を詠みます。

10/30 土
生活

文化

中国茶で味わう竹斎の世界・安道規子（中国茶藝）
◆10:00～12:30／12:30～15:00

津山市 NishiIma25

3,000円

（当日・前売ともに）

※要予約

NishiIma25 080-5907-1663
津山の南画家、飯塚竹斎と江戸時代を感じる空間で中国茶を愉しむ。竹斎ら文人が憧れた中国文化の話を岡山

県立美術館学芸員古川さんより頂き、歴史を紐解き日本を知りましょう。

10/30 土 ～ 10/31 日 演劇
朗読塾第25回公演　朗読「林芙美子・波瀾万丈の人生」

◆14:00～16:00頃（両日とも）
岡山市 西川アイプラザ　5階ホール 無料 朗読塾 080-1901-3559（沖田）

林芙美子の作品「風琴と魚の町」、「放浪記」から、激動の時代を生きた芙美子の波瀾万丈人生の一端を、瀬戸

内での生活を中心にした作品で、音響、照明を駆使し、情感たっぷりに立体朗読で行います。

10/30 土 ～ 11/1 月 総合

高梁総合文化祭（第57回）

◆作品展示会：10/30（土）～11/1（月）

◆作品展示会：9:00～17:00（最終日は16:00まで）

◆芸能発表会：10/31（日）　10:00～16:30

高梁市

高梁市文化交流館（1階～3

階全館）、高梁総合文化会

館（大ホールほか全館）

無料 高梁文化協会 0866-22-2125

【作品展示会】

絵画・写真・書道・彫刻・押絵・人形・麓短歌・山城短歌・華道の展示・茶道の茶席（13部門）を3日間開催します。

特別展：ふるさと高梁今昔写真集展

【芸能発表会】

舞踊・三味線・箏・尺八・コーラス・民謡・歌謡曲・松山会・ハワイアンダンス・三味線を楽しむ会(10部門)開催しま

す。

10/30 土 ～ 11/3 水 美術
瀬戸内染織工芸展

◆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、作品発表会を開催します。作家、職

人による列品解説も開催いたします。友禅染、絞り、紬、草木染、絣、和小物等

10/30 土 ～ 11/7 日
生活

文化

第46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です。市花である「菊」の美しさを多くの方に鑑

賞していただきます。

10/31 日 文芸
井原市文化協会　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

県市民の文化向上を図り、地域の俳句文芸の振興をめざし広く地域の俳句同行者との交流を図る為、俳句大会

を毎年開催しており、優秀作品の顕彰と表彰を行い、入選作品集を各自に送付し、最終報告をしています。

10/31 日 美術
トッちゃん先生の臨床美術教室「さざえを描く」

◆①10:00～12:00　②13:30～15:30　※定員：各日20名
岡山市

人と科学の未来館サイピア

1階広場
参加費1,500円 岡崎　壽子 人と科学の未来館サイピア086-251-9752

未来館サイピアイベント「貝殻展」に合わせて、未来館にさざえ貝の形としての魅力を発見してもらい、自分の感じ

たさざえ貝を絵の具で描いて楽しむことができます。また、描く中で自然物の多様な色合いを画面に表現すること

を学びます。

10/31 日 文芸
第26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
投句料1,000円

岡山県現代俳句

協会
070-5672-8041（前田） ・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ります。

10/31 日 音楽
大正琴の美しい響き－和太鼓・三味線・傘踊りとの共演－

◆12:50～15:30（開場は12:30）
瀬戸内市

瀬戸内市中央公民館　大

ホール

無料

※要整理券

琴伝流大正琴

遊琴子
瀬戸内市中央公民館0869-22-3761

大正琴の美しい響きと和太鼓・津軽三味線・傘踊りとの共演をいたします。 また竹久夢二「宵待草」の独唱、入場

者と歌の共演があります。感染予防対策をしっかり行っての演奏会です。お楽しみください。



10/31 日
伝統

芸能

没後160年追善公演　創作噺　飯塚竹斎　遊興亭福し満

◆14:00～
津山市 NishiIma25

3,500円（当日・前売とも

に）　※要予約
NishiIma25 080-5907-1663

郷土博物館の「飯塚竹斎展」に合わせて唯一竹斎の襖絵が8枚現存するN25にて、創作囃飯塚竹斎を特別公演

いたします。福し満さんのお噺にのめり込み、江戸時代へタイムスリップする臨場感が味わえることでしょう。

10/31 日 総合 真備復興　第2回　ゆめラボ　ハロウィンファンタジー 倉敷市 マービーふれあいセンター
当日1,000円

前売900円

もも太のゆめ研

究所

「ゆめラボ」

070-8475-7010
地元のパフォーマー、タレント、映画監督、アイドル、子どもダンスチームが一挙勢揃いし、会場を盛り上げます。

会場では西日本豪雨の写真展も同時開催します。地元の食、ハンドメイド、雑貨、ワークショップも並びます。

10/31 日 ～ 11/3 水 総合
奈義町　生涯学習フェスティバル

◆9:00～19:00（最終日は16:00まで）
奈義町 奈義町文化センター 無料 奈義町文化協会 奈義町文化センター0868-36-3034

期間中、奈義町文化協会による絵画や陶芸などの文化展示に併せ、奈義町内の幼稚園・小中学校の児童生徒

が園・校内で制作した図画工作、約600点を一堂に展示します。また最終日には、舞踊や合唱の発表も行われま

す。


