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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」
◆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 総合
第8回　黙水さんまつり
◆9:00～16:00　【講演会】10:00～11:30

瀬戸内市 寒風陶芸会館 無料
寒風ボラン

ティア協議会
090-8607-9592（廣畑）

寒風古窯跡群が国の史跡に指定された背景には、時實黙水さんの地道な努力と内に秘めた情熱

があったからなのです！戦後の考古学者の中でも一目置かれた存在だった黙水さんの功績を顕

彰します。

9/11 土 ～ 9/12 日 舞踊

＜土曜劇場＞舞踏ワンダーガーデン
－古関（フランス）・白神・（映像）・宮崎（人形）の夕べ－
◆19:00～20:00（両日とも）

岡山市
岡山県天神山文化プラ

ザ

当日3,000円

前売2,500円

月下舞踏会

SUMAKO

KOSEKI

gekkabuto@yahoo.c

o.jp

岡部玄のナマズ口からホールまで。命の輝きは深い宇宙的記憶から驚きの人形マジックへ。フラ

ンスで30年活動した古関すまこによる演出の舞踏、白神貴士の映像とともにシュールな夢の異時

空庭園を旅して下さい。

9/11 土 ～ 9/28 火 美術
青地大輔展
◆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

瀬戸内のランドスケープを撮り続けるフォトグラファー青地大輔による展覧会。写真作品や映像作

品によるインスタレーションを展示します。2009年岡山県芸術文化賞功労賞、2013年福武文化奨

励賞、岡山市文化奨励賞受賞。

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。

9/12 日 ～ 9/19 日 文芸
文章創作の講習・創作物による読書会
◆15:00～17:00（両日とも）

-

オンライン開催（申込後

にURLをお送りします。

参加にはGoogleアカウン

トが必要です）

前売1,500円
瀬戸内文芸創

作会
090-7990-1276

文章創作の講習後、「題：ラムネ」で、400～800字程度の掌編を書き、執筆者全員で読書会を行い

ます。文章創作未経験の方もお気軽にご参加ください。お申し込みは、books.ishtar@gmail.com

へ。申込期日：2021/9/7

9/12 日 ・ 9/26 日 美術
「木で卵を作る」ワークショップ　by  ヨネモノ

◆14:00～16:00
津山市 NishiIma25

2,500円

（当日・前売ともに）

※要予約

NishiIma25 080-5907-1663

木の種類によって、色も硬さも異なる。「卵」のようなカタチの塊の木を削る磨く作業を通して、木、

木の育つ環境、そして手仕事の職人さんへ興味を持って頂きたい。木とヨネモノさんと触れ合う体

験時間。

9/14 火 ～ 9/20 月 美術
仏と西国霊所巡展
◆10:00～17:00（最終日は15:00まで）

新見市
まなび広場にいみギャラ

リー
無料 杉井絵画会 0867-72-2549

内容は、十三仏と西国霊所の風景等を和紙に水墨を基調で顔料絵具を使用し、小品軸、仏様守り

本尊、満願成就観音約60点展示します。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。

9/20 月
生活

文化

第4回　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 参加費1,000円

一般社団法人

岡山県健康

マージャン協

会

086-246-3822
A（中・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、懇親会（軽食を用意）では交流を深め、各賞の表彰を行います。

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）・

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。

9/25 土
伝統

芸能

令和3年度井原市観月会
◆17:00～20:30

井原市
井原市民会館、市民茶

屋　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

る呈茶もあります。

9/25 土

延期

来春予

定

映像

金光町大谷門前町アーケード下での無声映画上映会

－活弁士による語り（ライブ）－
◆18:00～20:00

浅口市
金光町大谷門前町

アーケード下
無料 大谷archive 0865-54-0995

金光町大谷地区は、古くから金光教の門前町として発展し、他の地域にはない歴史や風情溢れる

町並み・景観があります。今回は、この景観を活かした無声映画上映会を開催することで、文化・

芸術に触れる機会を創出します。

9/25 土 文芸 第16回　岡山県俳句大会（誌上開催） 岡山県内 -
投句料（2句1組）

1,000円
岡山県俳人会 086-275-0242

俳句作品を募集し、その優れた作品を顕彰して県下の俳句振興に資する。今年度は新型コロナウ

イルス感染症対策のため、6月30日(水)締め切りで、俳句の募集のみを行います。俳句愛好の皆

様のご投句をお待ちしています。

9/26 日
伝統

芸能

箏　菊月ミニコンサート　第16回
◆14:00～15:30

総社市 総社市働く婦人の家 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を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ください。駐車場は宝満寺境内をご利用頂けます。

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。

第19回 おかやま県民文化祭参加事業一覧（9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


