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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。

9/9 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。

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 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。

10/16 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 ～ 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。

10/29 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 ～ 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 ～ 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。

11/3 水 美術
くろのあひる　図形パズルアート・ワークショップ
◆10:00～11:00／14：00～15:00

岡山市 アトリエ創庫299
参加費

1人500円（材料費）

絵本とパズルと

手作りの会
090-2617-5309（くろのあひる）

あしあとの形の図形から、昆虫・動物・恐竜などを作っていきます。作家本人が実演します。作品は自宅で仕上げ

ていただきます。作品コンテストも開催します。定員になり次第、締め切ります。

11/3 水 文芸
泣菫詩朗読会
◆10:00～12:00

倉敷市 倉敷市立連島東小学校 無料 薄田泣菫顕彰会 090-8710-9192

詩人、エッセイストとして活躍した薄田泣菫。学区に生家のある連島東小学校において、毎年文化の日に、連島の

小中学校5校の代表児童生徒が集い、泣菫詩の朗読会を実施します。今年で17回目を迎え、地域の恒例行事と

なっています。

11/3 水 ～ 11/4 木 総合

第50回　北房文化祭
◆展示の部：11/3(水)～11/4(木)　9:00～16:00（4日は15：00ま
で）

◆芸能の部：11/3(水)　12：00～14：00
◆ミュージックフェスティバル：11/3（水）18:30～21:00※予定→中

止

真庭市
北房文化センター、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。

11/5 金 ～ 11/7 日 総合
第68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・生花の展示です。お茶席も設置します。

11/6 土

講演・

シンポジ

ウム

岡崎嘉平太がめざした世界平和への道を考える第20回講演会

◆13:30～16:00
吉備中央町

吉備高原リゾートホテル　大

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毎年講

演会を開催しております。本年は九州国立博物館館長の島谷弘幸氏をお招きし同館の歩みや書を専門とするお

立場から岡崎嘉平太を含めた岡山の偉人の書について語っていただきます。

第19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
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第19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

11/6 土

講演・

シンポジ

ウム

令和3年度生涯学習のつどい

重要伝統的建造物群保存地区選定記念講演会
◆14:00～15:30

矢掛町
やかげ文化センター

ホール
無料

矢掛町教育委員

会
0866-82-2100

旧西国街道の矢掛宿が、令和2年12月に重要伝統的建造物群保存地区に選定されたのを記念した講演会で

す。講師：島田敏男先生（奈良文化財研究所特任研究員）　演題：重伝建のまち矢掛の今と将来への展望（仮）

11/6 土 ～ 11/7 日 総合

第34回  哲多町文化展
◆11/6（土）10:00～17:00

◆11/7（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
協会員が日々積み重ねた作品（書道・写真・絵画他）また地域で活躍している団体の展示です。生徒・児童・園

児・老人クラブ作品など同時開催します。地域と会員が一体となり潤いと絆を大地にした文化展です。

11/6 土 ～ 11/7 日 総合
第67回　井原市文化祭
◆9:00～16:30（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。

11/9 火 ～ 11/14 日 美術
第46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
天神山文化プラザ

第1・2展示室
無料

一般財団法人

岡山県教育職員

互助組合

086-226-7610
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 火 ～ 11/14 日 美術
第41回　岡山県陶芸同好会展

◆9:30～17:00
岡山市

岡山県天神山文化プラザ　

第3展示室
無料

岡山県陶芸同好

会
090-8996-1592

会員および一般陶芸愛好家の作品を一斉に展示し、優秀作品には表彰状を授与します。その他公民館活動によ

り指導して作った児童の作品も同時に展示します。

11/11 木 ～ 演劇

ライブエールプロジェクト「ライブで作ろう　元気と未来！」

ベイビーシアター　山の音楽舎「うたのたね」
◆①11:00～11:30／②14:00～14:30

岡山市 西川アイプラザ
1,000円（親子1組）

※要予約

「ライブで作ろう　

元気と未来！」

実行委員会

086-242-1810

0歳から2歳6か月の乳幼児親子が対象です。作品のゆっくりとしたテンポは赤ちゃんの「観る」「聴く」「感じる」力

に働きかけます。乳幼児の豊かな感性、感覚を引き出すベイビーシアター。詳細はHPからご覧ください。　

http://www.kodomo-npo.jp/

11/13 土 ～ 美術
トッちゃん先生の臨床美術教室「植木鉢に描く土の中の世界」

◆①10:00～12:00　②13:30～15:30　※定員：各10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

素焼鉢に絵の具で色付け。花の根っこが成長する姿を想像しながら表現します。作品となった鉢にパンジー・ビ

オラ等を植え付けて、12月から咲く花々を観察しながら、寒い冬でも元気になれるように一緒に制作します。水や

り後、持って帰ります。

11/13 土 ～ 音楽

吉備中央町のピアノ「ベーゼンドルファー」発信企画第2弾

ベーゼンドルファー　リレー音楽会
◆13:00～16:00

吉備中央町
ロマン高原かよう総合会館

レインボーホール

参加費500円

入場料無料
山名音楽事務所 090-1137-9041

吉備中央町にあるロマン高原かよう総合会館が擁する世界三大ピアノの一つベーゼンドルファーを誰でも気軽

に演奏できる音楽会です。大ホールで名器ベーゼンドルファーを弾いてみませんか。

11/13 土 ～ 11/28 日 美術
高月国光展（仮称）

◆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
日本伝統工芸会正会員の木工作家高月国光の展覧会。伝統工芸の枠に把われない作品展をめざし、視覚だけ

ではなく五感を刺激する内容となっています。高月の美意識に触れ、木工芸の枠を堪能してもいらいたいです。

11/13 土 ～ 12/5 日
生活

文化
備中 no 町家 de クラス 2021 倉敷市

備中地域各市町の町家と町

並み

プログラムによって異な

る

備中町並みネッ

トワーク
090-6419-6462

地域の生活文化の体験と町家・町並み散策を通して地域の魅力を再発見する。今年はまち歩きが充実。備中地

域の22コースで開催します、秋空のもと、地域の歴史と風土を五感で楽しみます。

11/14 日
伝統

芸能

令和3年度岡山県備中県民局提案型協働事業

備中能楽講座（能楽 night in 総社）
◆14:00～16:00

総社市 Fun Life Center ビル 前売2,000円

特定非営利活動

法人

つくぼ片山家プ

ロジェクト

080-3107-5759（滝口）

藤戸合戦で勝利した佐々木盛綱が児島に入ると、盛綱に浅瀬を教えて殺された漁師の母が息子の恨みを訴え

出る。罪を認めた盛綱が弔いをする中、漁師の亡霊が現れる…。備中ゆかりの能「藤戸」を能楽師・林宗一郎が

語ります。

11/19 金 ～ 11/21 日 美術
第40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します。

11/21 日 音楽
「OP.3 Brillante Concert」with オーケストラ

◆13:30～16:30
津山市

音楽文化ホール・ベル

フォーレ津山

当日2,500円　前売2,000

円

アンサンブル・エ

デュエル
070-8565-3710（清水）

ピアノ曲「ブルクミュラー25の練習曲OP.100」と「お人形の夢と目覚め」「トロイメライ」他、名曲小品集9曲が、プロ

がオーケストラと協演できるコンサートです。今年の想い出作りに、沢山のご応募お待ちしています。

11/23 火 音楽
創作吟コンサート「よみがえる吟唱」

◆13:00～16:00
倉敷市 玉島文化センター

当日3,500円

前売3,000円

哲泉流日本吟詠

協会

中国地区支部連

合

090-8993-7797
絵本や現代詩『雨ニモマケズ』、中国詩『木蘭詩』を題材にした創作吟の数々。ピアノ、マリンバ、様々の邦楽器と

共演します。ゲストに中国古典舞踊のKOKORO舞踊カンパニーが来岡。

11/25 木 ～ 11/26 金 美術

踊る人形展

－舞踏（古関）・人形（宮崎）・映像（白神）のコラボ－
◆19:00～20:00（両日とも）

岡山市 西川アイプラザ　ホール
当日3,000円

前売2,500円

月下舞踏会

SUMAKO 

KOSEKI

gekkabuto@yahoo.co.jp
舞台は、宮崎郁子の人形等の展覧会です。劇場の明かりが消えると人形が動き、舞踏（古関すまこ、居森幸子）

と錯綜し、更に白神貴士の映像と共に生と死を超えた次元へ。フランス30年の演出家による夢の総合芸術です。

11/27 土 ～ 11/28 日 美術
第51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（岡田）
本展覧会は、書学精神の向上を推進し、児童生徒の技術向上を図り、情操豊かな社会人の育成を目的とし、書

道文化教育振興発展に寄与します。併せて純正、優秀な作品発表の場とします。

11/27 土 ～ 11/28 日 美術

ライブエールプロジェクト「ライブで作ろう　元気と未来！」
大きな大きな公園落書き展
◆11:00～16:00（両日とも）

岡山市 東中山下公園 500円

「ライブで作ろう　

元気と未来！」

実行委員会

070-8590-3084（三島）
岡山市北区の東中山下公園に15m×15mの大きな白いキャンパスを作り、子どもも大人も好きなだけ落書きが

できます。最終日にはドローンで公園から岡山市内を撮影。アートの喜びや楽しみを市内全域に広めます。

11/27 土 ～ 11/28 日 舞踊

ライブエールプロジェクト「ライブで作ろう　元気と未来！」
ダンスワークショップ+ミニ発表会「つながるダンス」

◆11:00～16:00（両日とも）

岡山市 DANCE STUDIO bloom one 2,000円

「ライブで作ろう　

元気と未来！」

実行委員会

070-8590-3084（三島）
さまざまなジャンルのダンスを子ども、社会人、ご年配の方まで幅広く体験していただきます。ダンススキルだけ

ではなく、人との関わり、信頼関係を再認識するワークショップ＆ミニ発表会（11/28）です。定員25人まで。

11/27 土 ～ 11/28 日 演劇

ライブエールプロジェクト「ライブで作ろう　元気と未来！」

表町商店街大道芸
◆13:00～16:00（両日とも）

岡山市 表町商店街 投げ銭制

「ライブで作ろう　

元気と未来！」

実行委員会

070-8590-3084（三島）
上之町商店街に5か所程度大道芸のできるスペースを設置、ファミリーで気軽に楽しめるイベントを開催します。

商店街を盛り上げ、地域と共ににぎやかな街を作り上げます。

11/28 日 音楽
第28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・マンドリンの他、伝統芸能の備中神楽、中学生の銭太鼓、また特別出演

など多彩なステージで迫力と感動を与える舞台です。

11/28 日
伝統

芸能

大江戸玉すだれ公演2021　竹のまちに笑顔の花を

～マービー復興＆竹風会10周年記念～
◆14:00～16:00（開場は13:30）

倉敷市
マービーふれあいセンター　

竹ホール

1,000円（当日・前売とも

に）、中学生以下無料

一般社団法人　

大江戸玉すだれ

岡山社中　竹風

会

086-698-4662

伝統芸能としての大江戸玉すだれ本来の演目と、岡山を題材とする創作演目、竹風会の本拠地真備町をテーマ

とする演目、備中神楽とのコラボレーション演目等、大道芸ではない舞台芸としての玉すだれをご覧いただきま

す。

12/4 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た

ちが演じます。

12月上旬 ～ 中旬

講演・

シンポジ

ウム

方言ひろば「岡山弁はええもんじゃ～2021　特別編」
◆13:30～16:00

岡山市

建部町文化センター又は山

陽新聞社さん太ホール（会

期同様9月中旬に決定）

500円 岡山弁協会 086-722-0935
備前・備中・美作のことばで楽しく交流！　・講演「連続テレビ小説に出た岡山弁の台詞とは？」（女優・方言指

導）　・方言研究「方言取り調べ“もろ刃の剣”」（岡山理科大学准教授）　・岡山弁３分パフォーマンス


