
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 土 ～ 9/25 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。

9/4 日 舞踊
ダンスフェスタ＜SHOO CASE＞

◆13:30～16:00（開場13:00）
勝央町 勝央文化ホール 無料 勝央町 教育委員会

0868-38-1753

岡山県北ダンサーが大集合‼ロックダンスやヒップホップ、チアダンスなど様々なジャンルのダンスが一堂に会

します。華やかなステージとスタイリッシュなパフォーマンスをぜひご覧ください。

9/4 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。

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。

9/6 火 ～ 9/16 金 美術
障害のある人の県庁アートギャラリー

◆9:00～16:00
岡山市

岡山県生涯学習センター

1階展示スペース
無料

岡山県保健福祉

部障害福祉課
086-226-7343

障害のある方々の個性輝く作品40点を展示いたします。自らを表現する喜びに満ちた、新鮮な感覚の魅力ある

作品ばかりです。ぜひお立ち寄りください。

9/10 土
伝統

芸能

令和4年度　井原市観月会

◆17:00～20:30
井原市

井原市民会館、市民茶室

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お抹茶もいた

だけます。

9/10 土
伝統

芸能

第25回　中世夢が原大神楽

◆17:00～23:30（開場16:30）
井原市

歴史公園　中世夢が原・お

祭り広場（雨天中止）

指定席1,000円、一般席

500円

中世夢が原管理

協会
0866-87-3914

中世夢が原大神楽は、毎年テーマを定め備中神楽を代表する太夫が舞を披露。今年は「神代神楽」を極めるを

テーマに舞の正確さや正当な所作を極めます。演目は「岩戸開き」「国譲り」「大蛇退治」他

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、9/20（火）は休館、9/19（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。

9/17 土

講演・

シンポ

ジウム

自分史ライブ㏌岡山2022（第6回）

オンライン開催（YouTubeライブ配信）

◆13:00～14:30

岡山市 You Tubeライブ配信 無料
自分史・岡山の

仲間たち
086-275-7863

～自分史を知って、楽しむ一日　あなたの人生を豊かに彩るもの～

自分史とは、自分の歴史を表現したもの。作り方や表現方法は自由で多彩です。あなたならではの自分史に出会

える場へ、どうぞ。

9/18 日 舞踊
第15回　岡山県ダンススポーツ競技大会

◆10:00～17:00
岡山市

ジップアリーナ岡山（岡山県

体育館）
無料

岡山県ダンスス

ポーツ連盟
FAX086-256-5270（秋政）

当連盟は、生涯スポーツ、競技スポーツとしてダンス文化を振興。大会は、美しいドレスを身にまとい、ワルツ、タ

ンゴ、ルンバなどの音楽に合わせた華麗なステップを披露。見ても楽しいので、皆様、是非ご来場ください。

http://okayama.jdsf.or.jp

9/18 日 音楽
玉島少年少女合唱団　第33回　定期演奏会

◆14:00～15:45
倉敷市 たまテレホール 無料

玉島少年少女合

唱団
086-525-4517（柚木）

主なプログラム

Ⅰ　玉島少年少女合唱団　ねこの歌より　ねこふんじゃった　黒猫のタンゴ　他

Ⅱ　ゲスト出演　オーコーフェニックスアンサンブル

Ⅲ　玉島少年少女合唱団　愛唱歌より　小さな空　私の紙風船　友だちだから　他

9/18 日 音楽
牛窓オリーブガーデンコンサート

◆17：30～19：00
瀬戸内市 牛窓オリーブ園山頂広場

1,000円（前売・当日と

も）

一般社団法人瀬

戸内アーツカウ

ンシル

0869-26-6580
牛窓オリーブ園山頂広場で開催するコンサート。瀬戸内海の多島美を背景に、和太鼓、女声合唱、K-POP、演劇

と個性あふれるグループが素敵な夜を演出します。

9/19 月
生活

文化

第5回おかやま県民　健康マージャン交流大会

◆～16:00
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、計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 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。

9/24 土 美術
第24回　全国院内学級絵画展覧会

◆11:00～17:00
岡山市

HASHTAG岡山　シェアス

ペースB・C
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。

9/25 日
伝統

芸能

箏　菊月ミニコンサート　第17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。

9/25 日

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1

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。

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。

9/29 木 文芸
連句の翼に乗って（講演と実作）

◆10:00～16:00
岡山市 きらめきプラザ　2階研修室 無料

岡山県連句協会

昴
080-1914-6372（今村）

今年で3回目となる佛渕雀羅先生による連句の講演と実作会です。「俳諧俵口を解かず・芭蕉の創作」と題し常に

新境地を目指し歩んだ芭蕉の創作の息吹について学び、午後は実作会で「歌仙」を巻きます。

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

第20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


