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9/4 日 ～ 11/6 日 文芸
特別展「横溝正史　生誕120年」

◆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

2022年は、横溝正史生誕120年となります。記念の年にあたり、岡山での疎開生活の中で生まれた名著の数々に

加え、吉備路文学館で収蔵する原稿資料類を紹介し、探偵作家の原点を探る展覧会を開催します。

9/4 日 ～ 12/25 日 総合
第2回　瀬戸内市民芸術祭
◆プログラムによって異なる

瀬戸内市
瀬戸内市中央公民館、瀬戸

内市立美術館　ほか
無料

瀬戸内市民芸術

祭実行委員会

瀬戸内市中央公民館

0869-22-3761

瀬戸内市から文化発信。声楽、器楽のコンサートから、絵画、陶芸、書道の美術展、吟剣詩舞や舞踊など。いろい

ろなジャンルのイベントが詰まっています。

9/10 土 ～ 10/23 日 美術

原点回帰　聖地巡礼

－荒川修作・岡崎和郎・宮脇愛子　H氏コレクションから－
◆9:30～17:00（入館は16:30まで）

奈義町
奈義町現代美術館ギャラ

リー
200円

奈義町現代美術

館
0868-36-5811

奈義町現代美術館の常設展示を制作した3組のアーティストとの交流があった、私設美術館長H氏が所有する貴

重な現代アートコレクションを展示し、その魅力の一端を読み解く展覧会です。

9/10 土 ～ 11/20 日 総合
OKUTSU芸術祭

◆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（近

隣他市町村会場有り）

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。単なるイベントに止まることなく、芸術風土の醸成と芸術分野での人材

育成に取り組みます。

9/13 火 ～ 11/18 金 美術
今昔礼讃

◆月曜日休館、10/11（火）は休館、10/10（月・祝）は開館
倉敷市 旧野﨑家住宅 500円

公益財団法人

竜王会館
086-472-2001

児玉知己、金孝姸、李侖京という3名の岡山県新進美術家育成「I氏賞」受賞作家による絵画・立体作品のインス

タレーション。旧野﨑家住宅の建築と収蔵品とのコラボレーションで、新たな視点から展示空間を創造します。

9/22 木 ～ 12/25 日 美術

日中国交正常化50周年記念
岡崎嘉平太記念館令和4年度秋の特別企画展

「岡崎嘉平太と日中国交正常化　その後に続く交流の足跡」

◆火曜日休館

吉備中央町
岡崎嘉平太記念館　企画展

示室等
無料

岡崎嘉平太記念

館
0866-56-9033

2022年9月に日中国交正常化50周年を迎えることから、今年度の秋の特別企画展では、日中国交正常化に尽力

した岡崎嘉平太の姿を紹介するとともに、国交正常化以後の岡山県および県内各市町（岡山市、倉敷市、玉野

市、新見市、浅口市、和気町、吉備中央町等）と中国各都市との友好交流事業を紹介します。これにより岡崎嘉平

太が道筋をつけた国交正常化の功績により多角的に顕彰する機会としたいです。

9/25 日 ～ 10/2 水 総合 第19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
真庭市落合振興局地域

振興課0867-52-1111

日頃の文化活動を通じて、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‼

9/28 水 ～ 10/10 月 総合 こちゃえ行灯まつり 岡山市 表町商店街 無料
こちゃえ振興応

援団

(株)アサノカメラ086-

224-5951

江戸時代からの伝統芸能「こちゃえ」「ダンジリパレード」の振興を目的に「行灯」を制作。小中学生から募集した

習字を貼り、展示希望の商店店頭に飾ります。

9/30 金 ～ 10/2 日 美術
第40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 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展示会場で、会員による実演で水墨画の普及に努めてい

ます。

9/30 金 ～ 11/27 日 総合

2022備前市総合芸術文化祭～ハッピーアート（幸芸）Bizen～
（美術展覧会、備前・日生・吉永文化祭・地区文化祭、演奏会、落語
公演）

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】9/30～10/2書道展　10/7～9写真展＆工芸展　10/21～23洋画展＆日本画展　11/27表

彰式

【備前市文化祭】10/1郷土史研究会講演会　10/7～9文芸展　　10/8芸能発表会

10/22～23伊里公民館文化祭、三石公民館文化祭

10/25～30吉永地域公民館文化祭

10/29～3中央＆片上地区公民館文化祭、香登公民館文化祭、東鶴山公民館文化祭

10/29～11/3日生地域公民館文化祭　10/29伊部公民館文化祭　11/1～27神根公民館文化祭

11/3岡山フィルハーモニック管弦楽団演奏会、桂雀々落語講演会　11/5～6華道展

11/6お夏踊り展、歌舞曲発表会　11/6～12/28西鶴山公民館文化祭（予定）

11/13囲碁大会　11/23音楽祭　11/26～27プロフェッショナル美術展

10/1 土 ～ 美術

第26回　岡山県美作地区中学校文化連盟　作品展・交流会
【交流会】10/1（土）9:00～12:00　※非公開
【作品展】10/1（土）～10/2（日）　※一般公開
【作品展】12:00～15:00（2日は10:00から）

鏡野町 鏡野ドーム 無料
岡山県美作地区

中学校文化連盟

真庭市立久世中学校

0867-42-0635（蔭山）

美作地区中学校文化系部活動の作品を展示します。また、各校から生徒約100名が参加し、様々な場所で頑張っ

ている方々へ「アートの力で笑顔を届けよう」と、各校で制作した「笑顔の咲く傘」の展示を行います。

10/1 土 ～ 10/30 日 文芸

令和4年度勝央美術文学館特別展

岡本綺堂生誕150年記念展　奇譚の神様
◆10:00～18:00（入館は17:30まで）

勝央町 勝央美術文学館 一般500円 勝央美術文学館 0868-38-0270

当館顕彰作家　岡本綺堂生誕150年に際し、綺堂の文学的功績及び今日の文学への影響を、地域の方々はもと

より世の人々に広くに知って頂き、綺堂作品が今後も読み継がれていく一助となるよう、周年記念展を実施しま

す。

10/1 土 ～ 11/27 日 美術
没後90年記念　犬養木堂遺墨展
◆9:00～17:00（入館は16:30まで）

岡山市 犬養木堂記念館 無料 犬養木堂記念館 086-292-1820
犬養毅（号 木堂）は、政治家としてだけではなく、書にも深い見識を持ち、人々からよく揮毫を求められる人物でし

た。遺墨展では、書を展示し、前期では木堂の書の変遷、後期では書にしたためられた思いを紹介します。

10/2 日 演劇
絵本の朗読劇

◆15:00～15:30　※コロナ感染対策により10組限定
岡山市 TSUTAYA AZ 岡南店 無料

劇団夢幻月×

TSUTAYA AZ 岡

南店

TSUTAYA AZ 岡南店

086-263-9154

今年度設立20年を迎えた劇団夢幻月は、県内で67年の歴史ある書店 AZ 岡南店と共に、絵本や紙芝居を使っ

た朗読劇を地域の皆様へお届けします。演目は季節に合わせて変更いたしますので、毎月お楽しみいただけま

す。

10/2 日 音楽
第29回　奈義MOCA観月会
◆19:00～20:50

奈義町
奈義町現代美術館　展示室

「大地」
2,000円

奈義町現代美術

館
0868-36-5811

美術館の展示室「月」が中秋の名月の方向軸を向いていることにちなみ毎年開催しているイベント。ジャズピアノ

の伊藤志宏氏とチェリスト3人によるユニットを迎え、夜の美術館で美しい音楽を楽しむことができます。

10/2 日 文芸 第17回　 岡山県俳句大会 岡山市
岡山国際交流センター　国

際会議場

投句料（2句1組）：1,000

円
岡山県俳人会 086-946-2036（奥山）

結社を問わず俳句を募集、選者集計結果を俳句大会において発表し、顕彰をおこないます。また、「良寛の玉島

円通寺修業時代の逸話について」と題し、玉島文化協会副会長　虫明徳二氏の講演をおこないます。

10/5 水
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、

公開される伝統行事です。

10/6 木 ～ 10/11 火 美術
神崎勝典作品展「ヤサシサを食べて」

◆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 神崎　勝典

珈琲と人

0866-92-2300

身の回りの“アタリマエ”の中で“ヤサシサ”に触れながら暮らしている子供達の世界をパステルやアクリルで、懐

かしく優しくコミカルに描く。

10/8 土 音楽
ベーゼンドルファー　ひとりじめ

◆10:00～16:00
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
無料 山名音楽事務所 090-1137-9041

世界三大ピアノ「ベーゼンドルファー」発信企画第2弾！（年7回開催）。ベーゼンドルファーを弾きたい人を募り、

演奏していただく企画（1人30分以内）です。また、ロビーにてカフェも開催します。

10/9 日
伝統芸

能

菊水流剣詩舞道60周年記念全国大会

◆10:00～16:00
倉敷市 倉敷市民会館　ホール 2,000円（前売・当日とも） 菊水流剣詩舞道 086-274-2501

創流60周年を記念し、全国の吟剣詩舞界名流名士のご協賛をいただき、家元藤上南山作詩作曲「ふるさと岡山」

の歴史や名所にちなんだ作品等、華やかな剣詩舞を披露し、伝統芸の普及のため一般の方に楽しんで、ご鑑賞

いただきたいです。

10/9 日 音楽
静謐の光　～磯谷晴弘ガラスの世界と和の競演～
◆15:30～16:30／17:30～18:30

倉敷市 きび美ミュージアム 3,000円（前売・当日とも）※ミュージアム入館料とペットボトル水を含む

一般財団法人倉

敷山田コレクショ

ン

きび美ミュージア

ム

086-425-8080
ガラス作品と和楽器の競演。きび美ミュージアムの竹林を吹き抜ける風、ガラス工芸家・磯谷晴弘作品の深い静

謐の光、風と光に重なる箏・尺八の和の響は、より深い静謐の世界を呼び起こす。

10/9 日 文芸 第74回　西日本川柳大会誌上大会 久米南町 久米南町立久米南中学校 事前投句料：1,000円 弓削川柳社 086-728-2012
西日本最大級の川柳大会、川柳人、一般参加者、小中学生による川柳投句会。事前投句があり、県内外より多く

の参加があります。

10/10 月 美術
トライアングルアート
◆11:00～16:00

早島町
早島町　いかしの舎

母屋1階
無料

早島町　いかしの

舎

080-6320-2938

（担当：松井）

異なるジャンルの3人のアーティストを集めてのアートイベントの開催。展示販売します。

NOJa ART：動物をモチーフにした作品が多く、手描きペイントで世界にたった一つの作品

ニシユキ：「ほとけさま」をテーマにした顔出し看板やオリジナルグッズ

かなぴ：色彩豊かなオリジナルキャラクター

10/10 月
生活

文化

空転軌道公演「音と空間のジャグリング」

◆14:00～15:00
赤磐市

⾚磐市桜が丘いきいき交
流センター⾚磐市⽴⻄⼭
公⺠館

当日2,000円

前売1,000円

特定非営利活動

法人

赤磐子どもNPO

センター

086-956-3700
国内外で活躍するプロジャグラーのパフォーマンス。ジャグリングとハンドベルの融合は目と耳を同時に驚かせま

す。知的好奇心を刺激する、圧巻のパフォーマンスをみなさんでお楽しみ下さい。

10/10 月

講演・

シンポ

ジウム

文化講演会　坪田譲治研究の端緒書誌情報収集私論2
講師：山本和雄（元公立高校教員）

◆14:00～15:30

岡山市
岡山県立図書館　2階　サー

クル活動室
無料

岡山圏域持続可

能文化研究会
070-2364-1430（山本）

講師は『人物書誌大系坪田譲治』の編著者の一人に研究調査の便宜と書誌情報を提供してきました。その実践

をふまえ、坪田文学が持続可能な文化として継承されるために何が必要か、参加者とともに考察していきたいで

す。

第20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
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開催日

10/10 月 演劇

インドネシア影絵人形劇
「たそがれもののけハウス」公演

◆14:00～15:30

真庭市 勝山文化往来館ひしお
大人2,000円、子ども

1,000円

特定非営利活動

法人

勝山・町並み委

員会

0867-44-5880
たそがれもののけ楽団によるインドネシアジャワ島の影絵人形劇。勝山の町並みをイメージした内容も加えたオリ

ジナルストーリーとし、公演前日には影絵人形作りのワークショップを開催して、市民参加の公演とします。

10/10 月 ～ 10/16 日 美術
玉野市文化祭洋画展
◆9:00～17:00（最終日は14:00まで）

玉野市

玉野市立図書館・中央公民

館（文化センター）ギャラ

リー

無料
玉野市文化協会

洋画部
0863-31-1376（江田）

油絵・水彩画約100点を展示し、玉野市民の、より多くの鑑賞者と共に、多彩な作品の中、洋画文化の発展を主と

いたします。

10/11 火 ～ 10/16 日 美術
第64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3・4

展示室
無料

公益社団法人養

和書道院
086-953-4810

無鑑査会員以上の会員が対象となり、審査会員候補・審査会員への登竜門となります。厳正なる審査の後、会場

に展示、表彰式が行われ、最優秀作品には、文部科学大臣賞が授与されます。

10/11 火 ～ 10/16 日 美術
第62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4・5

展示室
無料

公益社団法人養

和書道院
086-953-4810

高校生以上が対象で、広く一般から公募した作品（半折・全紙1/2・半紙）を厳正に審査した後、軸装での展示とな

ります。優秀作品には、本院の規定により、会員資格が付与されます。

10/12 水 ～ 10/17 月 美術

第49回　日本の書展

第42回　岡山県の書展
◆10：00～18：00（14日は16:30まで、17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

高校生以下　無料

岡山県書道連盟
山陽新聞社事業本部

086-803-0815

日本書壇最高峰の作家で構成する「日本の書展」１２０点と岡山県を代表する作家で構成する「岡山県の書展」

約４３０点を一堂に展示する。

10/15 土 ～ 10/16 日
伝統

芸能

第13回　岡山県こども備前焼作品展

◆9:00～17:00（最終日は15:00まで）

※10/12（水）～11/27（日）　 備前市立備前焼ミュージアム
    特別賞及び優秀賞受賞作品

備前市
備前市立リフレセンターび

ぜん体育室
無料

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。

特別賞及び優秀賞受賞作品は、10/12～11/27の間、備前市立備前焼ミュージアムで展示します。

10/15 土 ～ 10/23 日 美術
五黄の寅年　大虎画展
◆9:00～19:00（最終日は15:00まで、10/17（月）は休館）

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

今年は縁起の良い五黄の寅年で虎画のみ展示します。8巻（縦35㎝×横750㎝／1巻）と全紙軸10点、半折等10

点、水墨を基調、顔彩絵具を使用しています。水墨画への興味・関心と動物の動作や眼球等に注視し、幅広い文

化交流、向上発展に取り組みます。

10/16 日 文芸
第31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 岡山県ゆうあいセンター 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。西川緑道公園、県総合グランド等を吟行し、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。

10/16 日 音楽
コール・ゆうぶんげん　創立30周年記念演奏会
◆14:00～16:00（開場13:30）

岡山市 岡山県立美術館　ホール 無料
コール・ゆうぶん

げん
086-214-6523（山田）

地域の皆様にお世話になりながら、駆け抜けてきた30年を振り返ります。コロナ禍で、人と人のつながりの大切さ

が再認識される中で、心と友の大切さを歌う北川昇先生の「よき友とともに」を歌います。是非お越しください。

10/16 日 文芸
朗読会「午後のポエム」No.14

◆13:00～15:00
岡山市 オリエント美術館　地下講堂 無料

詩の会・ネビュー

ラ
086-226-1761（壷阪）

詩は、目で読むだけではなく、朗読すること、朗読を聞くことによって、さらに味わいが深くなっていきます。秋のひ

ととき、日常から少し離れて、詩の世界に遊んでみませんか。みなさまのご来場をお待ちしております。

10/20 木 音楽
オカリナ・フレンズ　ミニミニコンサート
◆第一部10:30～12:00　第二部13:45～15:45

岡山市 岡山国際交流センター 無料
オカリナ・フレン

ズ
086-275-4008（高田）

「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。18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。

10/20 木 ～ 10/23 日 美術
津山工芸展

◆10:00～18:00（最終日は16:00まで）
津山市

アルネ津山　4階文化展示

ホール
無料 津山工芸愛好会

就労継続支援B型作業所

宙(そら)

086-728-0150

津山地方の伝統と創意による木竹工芸・漆芸・染色織物・陶芸・彫刻・諸工芸といった幅広い分野の作品を展示

し、広く人々の鑑賞と批評を仰ぐことで津山地方の工芸の健全な発展と啓発を目指した活動を行っています。

10/22 土
伝統

芸能

「備中能楽講座」in 天柱山 頼久寺
◆17:30～19:30（開場17:15）

高梁市 天柱山 頼久寺 3,000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）

観世流シテ方・林総宗一郎先生を講師に招き、伝統芸能である能楽の演目である「殺生石」に関する講演会を実

施します 。

能楽の基礎知識から演目の紹介、登場人物の人物像など興味深い話が聴講できます。

10/22 土 ～ 10/23 日 総合
第17回　 あさくち文化祭
◆9:00～16:00（鴨方会場は、23日は～15:00まで）

浅口市

金光会場：金光公民館

鴨方会場：浅口市中央公民

館

寄島会場：ふれあい交流館

「サンパレア」

無料
浅口市文化祭実

行委員会

金光会場：0865-42-

2845

鴨方会場：0865-44-

7001

寄島会場：0865-54-

3110

浅口市の3町が、それぞれ文化祭を開催します。今年はコロナ対策を行いながらの開催となります。感染状況に

よっては中止や規模縮小の場合がありますので、浅口市ホームページ等でご確認ください。

10/23 日 文芸
第27回　岡山県現代俳句大会
◆13:00～15:30

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
086-246-0762（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。

10/23 日 音楽
岡山混声合唱団　第76回　定期演奏会
◆14:00～15:50（開場13:00）

岡山市 岡山市立市民文化ホール

1,000円（前売・当日と

も）

※高校生以下無料

岡山混声合唱団
086-252-6321（片山）

086-252-0986（原田）

コロナ禍を経て三年ぶりに観客を迎えての演奏会を開きます。Ⅰ『祈り（仮題）』とⅢ『合唱でオペラ・アリア』を指

揮　佐々木英代、ピアノ　中村通子。Ⅱ「群青」『にほんのうた』「ほらね」を指揮　伊藤正紀、ピアノ　野中有子。

10/28 金 ～ 10/30 日 美術
第52回　公募日美展
◆10:00～17:00(初日は13:00から)

倉敷市
倉敷市玉島文化センター

（佳作作品以上）
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。

10/28 金 ～ 10/31 月 総合
～備前アートイヴェント～　片上古道アート散歩　vol.9
◆10:00～17:00（最終日は15:00まで）

備前市 片上商店街周辺 無料

片上炎とアートの

街プロジェクト委

員会

090-4894-2160（出井）

080-1916-7159（吉延）

備前市西片上の片上商店街の活性化と賑わい創出を目指し、商店街の空き店舗や空きスペースに現代アート作

品などを展示します。

作品を見ながら商店街の歴史の深さを感じていただければ幸いです。イベント当日だけではなく、平日ふらっと立

ち寄っていただける街づくりを目指します。

10/28 金 ～ 総合

新見市文化祭

◆【文化展】

　　10/28（金）～10/30（日）10:00～17:00（30日は12:00まで)
◆【音楽芸能祭】10/29（土）11:30～15:30

◆【囲碁将棋まつり】11/6（日）10:00～15:00

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

無料 新見市文化協会 0867-72-4408
文化展は洋画、日本画、水墨画、書道、手芸品などを３日間展示。音楽芸能祭は日本舞踊、箏曲、合唱、和太鼓、

ピアノ演奏、子ども神楽などを上演します。囲碁将棋まつりは囲碁と将棋で競います。

10/28 金 ～ 11/6 日
生活

文化

第47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。

10/29 土

講演・

シンポ

ジウム

第10回　おかやま文化フォーラム
◆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
地域に残る歴史資料を通じて、人びとの暮らしのあり方、新しい歴史研究の方法など、新たな視点と研究からこれ

からの社会を考えます。

10/29 土 ～ 10/30 日
生活

文化

2022秋　つやま城東まち歩き

アート＆クラフト展+手仕事展
◆10:00～16:00（最終日は15:00まで）

津山市
城東重伝地区出雲街道沿い

の民家・店舗・施設他
-

つやま城東まち

かつ
-

アート・クラフトとのコラボレーションにて城東ならではの歴史・文化・風情を体験し、地元作家や店舗の新たな魅

力を楽しんでもらいます。地域との交流を深めると共に賑わいや人の流れを作り、長期的な活性化を進めてゆき

ます。

10/29 土 ～ 11/6 日 美術
吹屋花めぐり

◆10:00～16:00
高梁市 高梁市成羽町吹屋地域

100円

※別途入館料が必要な

場合があります

吹屋花めぐり実

行委員会
090-5694-8746

令和4年4月によみがえった旧吹屋小学校と、ベンガラで統一された吹屋ふるさと村を舞台に、かつて吹屋に繁栄

をもたらしたベンガラを素材とし、花を使ったアートインスタレーションにより新たな魅力を発信する。

10/30 日 音楽

大正琴の美しい響き

－バンドSTRONG WORLD・津軽三味線との共演－
◆13:00～15:30（開場12:30）

瀬戸内市
瀬戸内市中央公民館　ホー

ル
無料

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バンドとの共演、また「よさこいソーラン節」を高校生の太鼓・三味線・踊りとでコロナ禍を押

し出す力強さを演奏します。全国子供大正琴コンクールで文部科学大臣賞を受賞した増田心馬さんの演奏もあり

ます。

10/30 日 音楽
都山流岡山県支部　第55回　都山流尺八演奏会

◆13:00～16:00
岡山市 岡山市民会館　大ホール 無料

都山流　岡山県

支部
086-897-2620（井藤）

我が国の伝統楽器である尺八を中心に、古典から現代曲を演奏すします。今回もプロ演奏家・地元絃方社中・

ジュニアの賛助を得て、邦楽の魅力を伝えます。また、好評を得ている尺八ワークショップも引続き実施します。




