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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 ～ 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

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、11/4（金）、11/24（木）は休館

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。

9/30 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 ～ 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。

10/29 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。

11/1 火 ～ 11/6 日 美術
第11回　岡山刻字展
◆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 岡山県刻字協会 090-1181-8014（石川）

「刻字」は、書・刻・彩の三位一体、書の総合芸術と言われております。自書・自刻・楽しい作品も多くなりました。

ご笑覧、ご批評をいただければ幸いです。

11/2 水 ～ 11/6 日 美術
第47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 岡山シティミュージアム 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。

11/3 木 音楽
ベーゼンドルファーと癒しの時間（とき）
◆9:45～15:00

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

ヨガ、ウォーキング各

1,500円／両方2,500円
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3弾！（年7回開催）。ロマン高原かよう総合会館を満喫できる

１日。ヨガ・ウォーキング×ピアノ、読み聞かせ×ピアノのコラボ。クイズラリーやカフェも開催します。

11/3 木 総合
第30回　文化作品展
◆10:00～14:00

里庄町
里庄町総合文化ホール　ホ

ワイエ
無料 里庄町文化協会

中央公民館

0865-64-7219

文化協会文化部門のうち川柳・郷土史、美術部門の絵画・工芸・陶芸・写真・華道・絵手紙・ちぎり絵の作品をワ

ンフロアーに展示する合同作品展です。

11/3 木 総合
第38回　芸能祭

◆10:00～14:00
里庄町

里庄町総合文化ホール　大

ホール
無料 里庄町文化協会

中央公民館

0865-64-7219

文化協会芸能部門（詩吟・カラオケ・舞踊・フォークダンス2グループ・フラダンス2グループ・健康吹矢・邦楽・大

正琴・文化箏）の会員総出演による発表会です。

11/3 木 総合
第65回　里庄町産業文化祭
◆10:00～14:00

里庄町
里庄町総合文化ホール「フ

ロイデ」
無料 里庄町文化協会

中央公民館

0865-64-7219

産業文化祭の構成団体として、第65回里庄町産業文化祭の中で、文芸・美術部門による第30回文化作品展、芸

能部門による第38回芸能祭を開催する。会場内では、学童の作品展や他団体の展示も行われます。

11/3 木 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好者との研鑽を積む為、俳句大会

を毎年開催しています。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、最終報告をします。

11/3 木 総合
第45回　笠岡市芸能祭
◆13:00～16:40

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・吹奏楽・洋舞等の

舞台発表をします。

11/3 木 ～ 11/5 土 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、瀬戸内で活躍の染織作家、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、職人によるギャラリートークも開催します。紬、草木染、友禅、絞り、和小物等

11/3 木 ～ 11/27 日
生活文

化
備中 no 町家 de クラス 倉敷市 備中地域内の町並みと町家

プログラムによって異な

る

備中町並みネッ

トワーク
080-5232-6462

歴史的な町並みの建築物である「町家」「蔵」を活用し、江戸・明治・大正・昭和から令和の現代に伝わる伝統的

な暮らし、楽しみ、遊びなどについて、「衣食住学ぶ・遊ぶ」を切り口にプログラムを実施します。

11/4 金 ～ 11/6 日 総合
第69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。なお、お茶席も設置予定です。

11/4 金 ～ 11/6 日 総合

高梁総合文化祭（第58回）

◆【作品展示会】
　 11/4（金）～11/6（日）9:00～17:00（最終日は16:00まで）

◆【芸能発表会】11/5（土）10:00～16:30

高梁市

高梁市文化交流館（1階～3

階全館）、高梁市文化交流

館（三階中ホールほか）

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・茶道の茶席の13部門を3日

間開催します。

【芸能発表会】舞踊・三味線・箏・尺八・歌謡曲・少年少女合唱団・松山会の15部門開催します。

特別展：明治～平成のふるさとたかはし今昔写真展

特別参加：五万石＆松山踊り

11/5 土 ～ 11/6 日 総合
第67回　井原市文化祭

◆9:00～16:30（最終日は16:00終了）
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。

11/5 土 ～ 11/6 日 総合
第35回  哲多町文化展
◆11/5（土）10:00～17:00、11/6（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

新見市哲多総合セン

ター

0867-96-2010

創作活動に制約がある中、日々作品活動に熱心にとり組んでいる方々の展覧会です。書道、工芸、華道他数多く

の力作を会場いっぱいに展示し、来場者をおまちしています。

11/5 土 ～ 11/6 日 演劇
朗読塾第26回公演　朗読「昨日みた夢・人情お仕事物語」

◆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）

宇江佐真理の渾身作「昨日みた夢」（口入れ屋おふくの物語）をとりあげ、偏屈な雇い主に憤慨したり、同情した

り、一筋縄ではいかない、人生模様を、音響、照明を駆使し、立体朗読で表現します。

11/6 日
伝統芸

能

おかやま民俗芸能フェスティバル2022

◆13:00～15:00
久米南町 久米南町文化センター 無料

岡山県民俗芸能

大会実行委員会

岡山県教育庁文化財課

086-226-7601

県内各地で日頃から練習を積んできた民俗芸能団体が、地域に伝わる民俗芸能の実演発表を行います。地域

ごとに特色のある民俗芸能を一度に鑑賞することができます。

11/6 日 音楽
岡山邦楽合奏団　第46回　定期演奏会
◆13:30～15:30

岡山市 岡山市立市民文化ホール 無料 岡山邦楽合奏団 086-277-0586
世界情勢不安定な中、平和を願い『宇宙の詩』（水川寿也作曲）、『ジュピター』（G.Hoｌst作曲）、『戦場のメリーク

リスマス』（坂本龍一）等を選曲しました。

第20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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11/6 日 音楽
「OP.4 Brillante Concert」with アンサンブル

◆13:30～16:30
津山市

音楽文化ホール・ベル

フォーレ津山
無料

アンサンブル・エ

デュエル
080-1939-3710（清水）

ブルクミュラー25の練習曲と名曲小作品集を、ピアノ・フルート・ヴァイオリンⅠ、Ⅱ・ヴィオラ・チェロ・コントラバ

スの七重奏で演奏しませんか？ピアノ演奏者を募集します。他の共演者は、皆さんプロの方です。

11/6 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。

11/8 火 ～ 11/13 日 美術
第42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
090-7976-6336（𠮷岡）

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

より指導した、児童の作品も展示します。

11/12 土 総合
岡山後楽園和文化フェスティバル　園遊会
◆10:00～15:00

岡山市 岡山後楽園 2,000円
和文化園遊会実

行委員会

(株)染織近藤

086-226-5298

後楽園能舞台での伝統芸能の上演、きもの文化人表彰のほか、鶴鳴館で行われる鼓、日本舞踊、投扇興、川柳

など体験をお楽しみください。

11/12 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21回講演会

◆13:30～16:00
吉備中央町

吉備高原リゾートホテル　3

階大ホール
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。今回は、日中国交正常化50周年を記念して、1972年の日中国交正常化の日本側代表

者である田中角栄総理を最も身近なところで支えられた、元内閣総理大臣秘書官小長啓一氏をお迎え開催しま

す。「リーダーの資格と生き様－田中角栄氏を偲びながら－」と題してご講演いただきます。

11/12 土 ～ 11/14 月 総合

哲西町文化祭

◆【文化祭】 11/12（土）～11/14（月）9:00～17:00

                 （12日は13:00から、14日は15:00まで）
◆【芸能祭】11/13（日）9:00～16:00

新見市

【文化祭】きらめき広場・哲

西　研修室・ロビー

【芸能祭】きらめき広場・哲

西　大ホール

無料 哲西町文化協会 0867-94-3198(小田）
芸能祭は舞踊、コーラス、歌謡、民謡、和太鼓、銭太鼓、昔話、神楽、３B体操の舞台発表。文化展は、華道、写

真、手芸、日本・洋画、短歌、注連縄、水墨画、水彩画、押し花、パッチワークの展示を３日間開催します。

11/12 土 ～ 11/27 日 美術

令和4年度勝央美術文学館特別展

こどもとおやのための展覧会　麻生知子絵本原画展「こたつ」（仮題）
◆10:00～18:00（入館は17:30まで）

勝央町 勝央美術文学館 無料 勝央美術文学館 0868-38-0270
地域のこどもたちとその家族が、一緒に楽しめる絵本の原画展を開催します。現代アーティストで絵本作家の麻

生知子さんの絵本原画を紹介。作品鑑賞しながらお正月前に「家族」について考えていただける展覧会です。

11/12 土 ～ 12/11 日 美術
麻生知子・武内明子<ワタリドリ計画>－奈義の旅－

◆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

渡り鳥が暖かい場所を求めて飛んでいくように、画家の麻生と武内が作品の題材を求めて日本全国を巡るアー

トプロジェクト「ワタリドリ計画」による展覧会。奈義町での旅をもとに制作された個性豊かな作品が並びます。

11/13 日 音楽
コールあまくさ　45周年記念演奏会
◆13:30～15:30（開場13:00）

浅口市
浅口市ふれあい交流館　サ

ンパレア
無料

浅口市鴨方町文

化協会コーラス

部　コールあまく

さ

090-7372-8126（森永）
コールあまくさの活動が45周年の節目を迎えるに当たり、練習の成果を披露するため記念演奏会を開催しま

す。歌えることに感謝し、20代から80代の60人の気持ちと声を合わせて心に響く歌をお届けします。

11/18 金 ～ 11/20 日 映像
ジョージア（グルジア）映画祭2022 ㏌ 真庭中央図書館

◆9:00～21:00
真庭市 真庭市立中央図書館 一般1,000円

真庭市立中央図

書館サポーター

ズ

otetsudai.toshokan.ch@

gmail.com

090-4693-3876（福島）

映画を通して、ジョージア（グルジア）の世界に触れよう！名作・白黒映画から最新作まで、図書館で3日間、いつ

でもジョージア映画が楽しめます。映画以外にも、食や音楽などジョージアの魅力あふれるイベントも企画！

11/19 土 ～ 11/20 日 美術
第5回　くわばら文化祭
◆11/19（土）9:00～、11/20（日）～12:00

津山市 桑原公会堂 無料 桑原町内会 0868-42-2163
住民の社会生活の向上と町内会の発展を期することを目的とし、文化祭を開催してきました。第5回目の開催で

すが、内容は地元住民有志による絵画、手芸、写真、骨董など多岐にわたります。どうぞご来場ください。

11/19 土 ～ 11/20 日 総合
学びの駅2022　第51回　赤坂公民館まつり
◆9:00～15:00

赤磐市

赤磐市立赤坂公民館、赤磐

市赤坂健康管理センター、

赤磐市赤坂体育センター及

びその周辺

無料
赤磐市立赤坂公

民館
086-957-2211

公民館グループ活動、地域公民館活動、公民館主催講座などの展示、発表をします。（作品展示、舞台発表、体

験等）

11/19 土 ～ 11/20 日
伝統

芸能
横仙歌舞伎大公演 奈義町 奈義町文化センター 無料

横仙歌舞伎保存

会
0868-36-3034

岡山県無形民俗文化財に指定されている横仙歌舞伎の定期公演であり、横仙歌舞伎保存会、こども歌舞伎教

室、中島東松神会、粟井春日歌舞伎保存会が一堂に会する大公演です。江戸時代から変わらない舞台をお楽し

みください。

11/20 日 音楽
パストラーレコンサートⅢ
◆14:00～16:00

倉敷市
くらしき健康福祉プラザ「プ

ラザホール」
無料

倉敷器楽愛好グ

ループ
090-4659-9138

県南で活動している4グループがクラシックからポピュラーまで多様な演奏で心温まるひとときを過ごします。出

演はギターのインディゴフェラ、リコーダーアンサンブル彗星、アルパ演奏、朗読「心でよもう会」です。

11/20 日 音楽
岡山交響楽団第74回定期演奏会
◆14:00～16:00（開場13:00）

岡山市 岡山シンフォニーホール

当日一般1,000円、高校

生以下500円

前売一般800円、高校生

以下400円

岡山交響楽団
k_ichi@po1.oninet.ne.jp

（市川）

今回は、グリーグのノルウェー舞曲やドヴォルザークの交響曲第6番など、耳なじみのあるメロディーや民族音楽

が取り入れられた曲を演奏します。フルオーケストラの迫力や多彩な音色を、ぜひ会場でお楽しみください。

11/23 水
伝統

芸能

第20回　和雲会　箏曲演奏会
◆13:30～15:30（開場13:00）

岡山市
岡山市西ふれあいセンター　

3階ホール
無料 和雲会 086-282-2569

和雲会は20周年を迎えることが出来ました。会員と興除中部活動生は日々練習に励んでおります。今年は3年ぶ

りに賛助の方々をお招きし、日本伝統音楽の古典曲から現代曲までを箏、三絃、尺八の音色でお楽しみくださ

い。

11/25 金 ～ 11/27 日 美術
第41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。

11/26 土 ～ 11/27 日 美術
第52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

(特別賞・菊花賞・奨励賞・

入賞）

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、優秀な作品を選考し発表します。

11/19

→11/26

変更

土 ～

11/20

→11/27

変更

日 文芸
文章創作の講習・創作物による読書会

◆15:00～17:00
真庭市 オンライン開催 前売1,500円

瀬戸内文芸創作

会
090-7990-1276

文章創作の講習後、決められたお題に沿って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。

お申込みはbooks.ishtar@gmail.comへ。申込期日：2022/11/12

11/27 日
伝統

芸能

秋の落語会
◆①11:00～12:00、②14:00～16:00

早島町
早島町　いかしの舎　

母屋1階

①1,500円

②2,000円

（前売・当日とも）

早島町　いかし

の舎

080-7974-6426

（担当：藤井）

落語といかしの舎の明治末期の建物・庭園のコラボレーションが最高ではないかという思いと、早島町内外の

方々への娯楽を提供したいと思い、子ども達にも日本の伝統文化を知ってもらいたいという思いから、開催を決め

ました。

11/27 日 音楽
第29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

新見市哲多総合セン

ター

0867-96-2010

日頃練習している成果の発表の場として、舞踊・コーラス・マンドリン・詩吟や、また伝統芸能の備中神楽は迫力

があります。子どもから高齢者の方々の出演、感動を与える舞台です。

11/27 日 音楽
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

入場料500円、参加費

1,500円（5分以内）2,000

円（5～10分）※演奏者

は事前申込

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4弾！（年7回開催）。ベーゼンドルファーを弾きたい人を募り、

リレー形式での演奏会。また、ロビーにてカフェも開催します。

11/27 日 演劇
備中甕江座公演

◆13:30～15:30
倉敷市

倉敷市旧柚木家住宅　特設

舞台
無料

備中甕江座実行

委員会

旧柚木家住宅・西爽亭

086-522-0151

地元グループ等による歌・楽器演奏他

備中甕江座による村芝居

「熊田恰～武士道を貫いたラストサムライ～」

（備中高梁玉島・明治戊辰玉島事変の物語）

12/2 金 ～ 12/4 日 美術
第31回　墨成書道会展

◆10:00～17:00
岡山市

岡山県天神山文化プラザ　

第2展示室
無料 墨成書道会 086-284-1716（浅沼） かな書を中心として調和体、親しみの書　約100点出品

12/3 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り、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。


