
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

9月 ～ 11月
伝統
芸能

しの笛演奏（ストリートプレイ）
◆10:00～18:00のうち1～2時間（期間中の土・日曜日）

岡山市
城下広場、岡山駅南側地
下道ギャラリー、後楽園
外周　等

無料
しの笛ぴー
ひゃら会

086-229-2868
道端演奏でBGMの、しの笛演奏。唱歌からクラシック、流行歌、ナツメロ等、親しみ深いメロ
ディーを楽しんでください。

9/8 金 ～ 11/19 日 文芸

平成29年度永瀬清子展示室企画展「苔について—永瀬清子と
小さなものの世界」
◆展示：9:00～17:00　※月曜休館
　コケ観察会：9/10（日）13:30～15:00

赤磐市

展示：永瀬清子展示室
（赤磐市くまやまふれあ
いセンター2F）
コケ観察会：赤磐市立熊
山公民館周辺

無料
※コケ観察会は定員
20名、要電話申込

赤磐市教育委
員会

086-995-1360

永瀬清子は、小さなもの弱いものへのまなざしを常にもっており、そのまなざしが注がれたものの
ひとつにコケがあります。この展示では詩「苔について」を中心に、コケ研究者・井木長治氏との
親交とともに紹介します。
関連行事
コケ観察会～この小さなものの世界～
講師：岡山コケの会会員、参加費：無料、対象：一般、定員：20名、持ち物：筆記用具・帽子・雨
具・飲み物など、汚れてもかまわない動きやすい服装、申込：電話申込・先着順

9/17 日 ～ 11/3 金 音楽

第14回上代記念音楽コンクール
◆予選：9/17（日）9:30～17:00
　本選：10/15（日）9:30～17:00
　演奏会：11/3（金）13:30～15:30

岡山市
上代淑記念館ホール
ルネスホール

無料
山陽女子高等
学校

086-272-1181
小学生から高校生を対象とした音楽コンクールを実施し、児童・生徒に日頃の練習の成果を発表す
る場を提供し、豊かな心を育むことを目的とする。ピアノ独奏部門と連弾部門で優秀者を表彰し、
ルネスホールで披露する。

9/22 金 ～ 12/27 水 美術

岡崎嘉平太記念館秋の特別企画展　岡崎嘉平太と日中友好に
かけた人々～受け継がれる「信」と「愛」～
◆9:00～17:00（入館は16:30まで）
※火曜日、祝日の翌日（土曜・日曜・祝日除く）休館

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
本年は岡崎嘉平太氏生誕120周年、日中国交正常化45周年の年であり、改めて生涯を振り返る。日
中国交正常化に尽力した当時の岡崎氏、氏と共に尽力した人々の思い、現在まで受け継がれている
遺志を紹介する。

10/12 木 ～ 12/8 金 美術
秋の企画展「字は面の芸—木堂の揮毫の世界—」
◆9:00～17：00
※火曜日（祝日除く）、祝日の翌日（土日除く）休館

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
「憲政の神様」政治家犬養毅（号　木堂）は、書にも深い見識を持ち、よく揮毫を求められる人物
でした。企画展では、木堂の書や手紙、新たに見つかった揮毫依頼関係メモ等を展示し、木堂の書
に対する姿勢を紹介します。

10/20 金 ～ 11/26 日 総合
備前市文化祭（美術展覧会（一部）、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

0869-64-1133
市民の文化芸術活動を全市的規模で発表する場を提供し、市民の文化芸術活動への参加意欲を喚起
することにより、自主的な文化芸術活動の促進と、心豊かで活力ある市民生活の実現を目的とす
る。

10/27 金 ～ 11/5 日
生活
文化

第42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や市内小学生、中央公民館講座生による菊の展示。市花である「菊」の
美しさを多くの方に鑑賞してもらう。

10/31 火 ～ 11/5 日 美術
第7回岡山県刻字協会展
◆9:00～17:00（最終日は16:00まで）

岡山市
岡山県天神山文化プラザ
第1展示室（大室）

無料
岡山県刻字協
会

090-4103-0741
岡山県における書道の新たな分野として確立しつつある「刻字」の作品を展示し、刻字への更なる
理解を深めるとともに、書道文化の向上発展に寄与する。

11/1 水 ～ 11/5 日 美術
岡山染織工芸展
◆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。作
家、職人による列品解説も開催致します。友禅染・絞り・紬・草木染・絣・和小物等。

11/2 木 ～ 11/5 日 美術
玉野市日本画展
◆9:00～17:00

玉野市
玉野市立図書館・中央公
民館　ギャラリー

無料
玉野市文化協
会日本画部

0863-21-5615
日本画作品が年々増えてきているのは嬉しいことだが、水墨画の作家の高齢化が進み出品が減って
いるのは残念に思っている。でも作品は華やかに描かれており、優秀作品が展示され、玉野のレベ
ルを誇示している。

11/3 金 総合

第60回里庄町産業文化祭作品展及びお茶席
第33回芸能祭
◆作品展・お茶席：9:00～15:00
　芸能祭：11:00～15:00

里庄町 里庄町総合文化ホール 無料
里庄町文化協
会

0865-64-2986

・作品展：川柳、漢詩、郷土史、絵画、工芸、陶芸、写真、華道、絵手紙、ちぎり絵の各部に所属
する会員の作品展示。
・お茶席：当日来場者のうちで希望者に抹茶席（有料）
・芸能祭：詩吟、カラオケ、舞踊、F.D.マズルカ、健康フォークダンス、健康吹矢、ハワイアンフ
ラ、フラを楽しむ会、邦楽（琴／尺八）、大正琴、箏りーな、箏りーなチェリーズの各部に所属す
る会員の技能発表。

11/3 金 総合
第5回長寿文化祭
◆10:00～15:00

岡山市
JA岡山本社ビル　7F大
ホール

無料
岡山県高齢者
福祉生活協同
組合

086-234-9228
「高齢者主張大会」と「高齢者の生きがい活動発表会」の2部に分けて実施します。県下の高齢者か
らの「主張」の発表や地域の高齢者が取り組まれている生きがいづくり活動の成果発表を行いま
す。

第15回おかやま県民文化祭参加事業一覧（１１月）

開催日

※掲載している情報について一部変更になることがあります。詳細は主催団体にお問い合わせください。



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

第15回おかやま県民文化祭参加事業一覧（１１月）

開催日

※掲載している情報について一部変更になることがあります。詳細は主催団体にお問い合わせください。

11/3 金 ～ 11/5 日 総合

高梁総合文化祭（第54回）
◆展示：11/3（金）～5（日）
　　　　9:00～17:00（最終日は16:00まで）
　芸能：11/3（金）～4（土）12:30～16:30

高梁市
高梁市文化交流館
高梁総合文化会館

無料 高梁文化協会 0866-22-2125

【作品展示会】
絵画・写真・書道・彫刻・冠句・押絵・人形・麓短歌・山城短歌・華道（池坊・未生流・小原流・
松月堂古流）の展示・茶道（遠州流・煎茶道・裏千家流）の茶席（15部門）を3日間開催
☆特別展として　林鶴山遺作展・高梁長寿園（白和荘）・ふるさと高梁今昔写真展
☆（チャリティーバザーと餅つき）
【芸能発表会】
舞踊・三味線・箏（秋桜会・ことぶき会）尺八（真竹の会）・コーラス（少年少女合唱団）・民
謡・歌謡曲（向日葵の会・高梁歌謡曲）・傘踊・銭太鼓・すず心・ハワイアンダンス・三味線をた
のしむ会（14部門）を2日間開催
☆特別参加　高梁中央保育園児筝演奏・鼓笛演奏

11/3 金 総合
第40回笠岡市芸能祭
◆13:00～16:00

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吹奏楽・詩吟・尺八・大正琴・銭太鼓・和太鼓・合唱・洋楽等
の舞台発表。

11/3 金 ～ 11/5 日 総合
第65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。お茶席も設
置。

11/3 金 総合
第17回「11月3日は自然史博物館まつり」
◆8:45～16:00

倉敷市
倉敷市立自然史博物館
倉敷市観光休憩所の一部
及び前広場

無料
倉敷市立自然
史博物館

086-425-6037
自然に関係した施設や団体が一堂に会して実施する一年に一度のお祭りです。クイズラリーや化石
さがし、缶バッジづくりなど、気軽に参加できるさまざまなイベント及びブースを準備して、皆さ
まをお待ちしています。

11/3 金 ～ 11/19 日 総合

新見市文化祭
◆音楽芸能祭：11/3（金）11:30～16:00
　文化展：11/3（金）～5（日）
　　　　　9:30～17:00（最終日は15:00まで）
　囲碁将棋まつり：11/19（日）10:30～16:00

新見市

芸能祭・文化展：まなび
広場にいみ
囲碁将棋まつり：新見市
立中央図書館　市民学習
室

無料
新見市文化協
会

0867-72-4408
音楽芸能祭は筝曲、民踊、吟詠、日本舞踊、コーラス、銭太鼓、大正琴などの舞台発表。文化展は
工芸、華道、写真、日本画、書道、洋画などの展示を3日間開催。囲碁将棋まつりは囲碁と将棋の2
部門で勝ち星を競う。

11/3 金
伝統
芸能

第47回岡山後楽能
◆12:00～16:00

岡山市 岡山後楽園　能舞台 3,000円 岡山能楽会 086-272-1148
11月3日（文化の日）、毎年恒例の後楽能を開催します。今年は東京より観世喜之・喜正先生をお
迎えし、観世流では珍しい、竹生島（女体）の小書の演出で、岡山では初の上演となります。是
非、皆様ご覧下さい。

11/3 金 ～ 11/26 日
生活
文化

備中 no 町家 de クラス
各イベントにより異
なります

備中町並み
ネットワーク

090-6419-6462
備中地域に残る歴史的建築物「町家・倉」を活用し、江戸・明治・大正・昭和から平成の今に伝わ
る伝統的な暮らし、楽しみ、遊びなど「衣食住遊学」を切り口に地域の生活文化の魅力を体験す
る。

11/4 土 ～ 11/5 日 演劇

朗読塾第21回公演　朗読「吉原新話」（泉鏡花、怪異の世
界）
◆11/4（土）18:00～20:00
　11/5（日）14:00～16:00

岡山市
西川アイプラザ　5F
ホール

無料 朗読塾 080-1901-3559
朗読塾のメンバー全員（15名）で、照明、音響効果を駆使し、立体朗読として上演する。今回は、
21回目にあたり、新機軸を目指しモダンホラーの先駆的作品である泉鏡花の「吉原新話」を取り上
げその怪異の世界を垣間見る。

11/4 土 ～ 11/5 日 美術
第31回哲多町文化展
◆11/4（土）10:00～17:30
　11/5（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
会員作品に加え各講座教室等の作品、地域で活動している方々の参加により開催。長年開催してい
る特別展示もおこないます。併催として老人クラブ菊花展、生徒児童園児作品展も同時開催。人気
のあるメダカなども展示。

11/4 土 音楽
倉敷ジャズストリート2017
◆12:00～20:00

倉敷市
倉敷市民会館、美観地
区、本町・東町の町家

前売：1,000円
当日：1,200円

倉敷ジャズス
トリート
2017

086-424-8043
今年で9回目の開催。倉敷市民会館・美観地区・本町・東町の町家など10数ヵ所で一斉にジャズラ
イブを開催。5日（日）の夕刻からは美観地区の中橋の上で参加ミュージシャンによるジャムセッ
ションを開催。

11/5 日 音楽
岡山混声合唱団　第71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
※高校生以下無料

岡山混声合唱
団

086-252-6321
086-252-0986

Ⅰ『こころに残る愛唱歌』全７曲を指揮：片山康雄　ピアノ：中村通子で、Ⅱ『アリャビエフによ
るロシア無伴奏合唱曲集』全6曲を指揮：伊藤正紀で、Ⅲ『山田耕筰による五つの歌』三善晃編曲を
指揮：片山康雄　ピアノ：大石邦子で歌います。

11/5 日 音楽
岡山市民合唱団鷲羽　第46回定期演奏会
◆15:00～17:00

岡山市 岡山シンフォニーホール
前売：1,500円
当日：2,000円

岡山市民合唱
団鷲羽

086-282-2446
今年はあの日航機事故で急逝した国民的歌手の九ちゃんの33回忌にあたります。心に残る九ちゃん
の歌をお楽しみいただければと思います。

備中地域の町家・倉
（倉敷市、総社市、高梁市、新見市、浅
口市、笠岡市、矢掛町、早島町）
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第15回おかやま県民文化祭参加事業一覧（１１月）

開催日

※掲載している情報について一部変更になることがあります。詳細は主催団体にお問い合わせください。

11/5 日 音楽
吉備高原音楽祭2017　オープニングコンサート
◆13:30～16:00（開場12:30）

吉備中央町
ロマン高原かよう総合会
館

無料
※事前申込要

岡崎嘉平太記
念館

0866-56-9033
音楽をとおして町の活性化をはかる吉備高原音楽祭。子ども向け音楽会のパイオニアであるピアニ
スト岡崎ゆみ氏を招き、0歳から楽しめるコンサートを開催。ゆみ氏は生誕120年を迎えた岡崎嘉
平太氏の孫でもある。

11/7 火 ～ 11/12 日 美術
第42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 岡山県天神山文化プラザ 無料
(一財)岡山県教
育職員互助組
合

086-226-7603
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。

11/7 火 ～ 2/4 日 文芸
特別展「生誕100年　柴田錬三郎」展
◆9:30～17:00（入館は16:30まで）
※月曜日（祝日除く）、祝日の翌日休館

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

(公財)吉備路文
学館

086-223-7411
岡山出身の小説家・柴田錬三郎の生誕100年を記念して展示を開催。自筆原稿や初版本などの文学
資料をはじめ、映画のシナリオ、映画ポスター、自筆の書画などを展示し、錬三郎の魅力を紹介す
る。

11/9 木 音楽
オカリナ・フレンズ　ミニミニコンサート
◆12:00～16:30

岡山市 ルネスホール 無料
オカリナ・フ
レンズ

090-7129-2009
県南の公民館、カルチャー等で地域活動をしているオカリナ・グループの手作りコンサートです。
色んなオカリナで色んな曲を演奏します。「めざせ85才！過ぎても！」を目標に日頃の練習の成果
を発表し、見聞を高めます。

11/11 土 ～ 11/12 日 演劇
演劇ユニットハレボンド『父、カエル。』岡山公演
◆11/11（土）18:00～19:30
　11/12（日）14:00～15:30

岡山市
岡山県天神山文化プラザ
ホール

前売：2,000円
当日：2,500円

演劇ユニット
ハレボンド

090-7997-4414
東京で活動する岡山と周辺地域出身の役者達による、地元の皆様への恩返し公演。東京の小劇場の
ニオイを持った、ちょっとシュールなバカバカしくもせつない、小さな家族の奇妙な奇跡の物語。
世代を問わず楽しめます。

11/11 土
講演・
シンポ

森田思軒顕彰講演会
◆14:00～15:30

笠岡市
笠岡市立図書館　2F多
目的室

無料
笠岡市立図書
館

0865-63-1038
笠岡市出身の明治時代の翻訳家・批評家で「翻訳王」とも評された森田思軒の優れた業績を称え、
後世に伝えるための顕彰講演会。演題「森田思軒の訳したことばと国語」　講師：順天堂大学　助
教　齊藤美野氏

11/12 日 音楽
筝曲三上社明寿会　筝曲演奏会～筝曲を市民のもとへ～
◆13:30～15:30

瀬戸内市
瀬戸内市中央公民館　大
ホール

無料
筝曲三上社明
寿会

0869-26-3585
童曲から現代曲・古曲と幅広い曲を演奏いたします。市民の皆様に筝曲の良さを感じていただき、
又、筝に触れて演奏していただくコーナーを作ります。ぜひチャレンジして下さい。

11/12 日
講演・
シンポ

県立笠岡工業高校　公開講座「木山捷平と井笠地区Ⅱ」
◆14:00～15:30

岡山市
岡山県立図書館　2F
サークル活動室

無料

岡山地域教育
資源研究会
岡山県立笠岡
工業高等学校

090-3881-3749

本講座は、県立笠岡工業高校との協働講座である。10、11月と2回連続で開講する。第2回は、前
回の内容を発展させ、木山文学の基軸に迫りつつ、その作品に描かれた地域の伝統的文化、倫理観
念を再確認することにより、いわゆる「地域創生学」の一助となるフィロソフィーを探る。—平成
29年度（独）日本学術振興会助成事業（奨励研究）—

11/12 日 音楽
倉敷アカデミーアンサンブル　POPSコンサート
◆14:00～16:00（開場13:30）

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

500円 吉備中央町 0866-54-1301
オーケストラ演奏の素晴らしさを広くお届けすべく、「クラシックの敷居の高さ」を取り払った親
しみやすい演奏会を開催します。演目内容は、映画音楽を中心に会場一体となって楽しめる楽曲編
成となっています。

11/12 日
伝統
芸能

第29回美峰会筝コンサート
◆14:00～16:00

岡山市
岡山県立美術館　5F
ホール

1,500円
筝曲三上社
美峰会

0863-81-8394
ゲストの田辺頌山氏（尺八）と日玉裕氏（打楽器）の迫力ある演奏に加え、中高生筝曲部による若
いパワーあふれるステージもあり、古典から現代曲まで幅広いプログラムでお送りいたします。

11/15 水 ～ 11/19 日 映像
第41回笠岡市写真展
◆9:00～17:00（最終日は16:00まで）

笠岡市
笠岡市民会館　第1会議
室

無料
笠岡市写真展
実行委員会

0865-69-2155 全日本写真展入賞作品及び笠岡市文化連盟写真部門会員の作品の展示。

11/15 水 ～ 11/19 日 美術 平成29年度玉野市文化祭書道展 玉野市
玉野市立中央公民館
ギャラリー（天満屋ハ
ピータウンメルカ2F）

無料
玉野市文化協
会書道部会

0864-77-5778
毎年恒例の、玉野市文化祭の書道展。市内在住の書道愛好家の作品を、一堂に会して展示発表をし
ます。岡山県展をはじめ、日展、日本書芸院展、などの中央展にも意欲的に参加している方々の作
品をご鑑賞下さい。

11/16 木 音楽
第11回　響演
◆18:30～20:30

岡山市 中国学園ホール 1,500円
中国学園大学
子ども学部音
楽研究会

086-293-2831
ジャンルを越えた音楽を、ピアノソロ、ピアノデュオ、弦楽器、管楽器、声楽、和太鼓等さまざま
な楽器で演奏いたします。

11/17 金 ～ 11/19 日 美術
第36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
(一財)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する。
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※掲載している情報について一部変更になることがあります。詳細は主催団体にお問い合わせください。

11/17 金 ～ 11/19 日 総合
第17回　葦の森展・葦の森コンサート
◆9:00～16:00

岡山市
岡山市北区足守町並み保
存地区

無料
葦の森展実行
委員会

090-5703-1362
足守町並み保存地区の民家を開放して様々なジャンルの美術・文芸作品を展示。陶芸・漆芸・写
真・書道・木工・絵画・民芸品・雑貨他の合同作品展です。音楽コンサートも同時に開催。伝統的
町並みと共にご鑑賞下さい。

11/18 土 ～ 11/19 日 総合
第46回　赤坂公民館まつり
◆11/18（土）9:00～17:00
　11/19（日）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

無料
赤磐市立赤坂
公民館

086-957-2211
公民館主催講座、自主グループ、地域公民館活動の発表の場
（作品の展示、舞台発表、体験等）

11/19 日 音楽
「倉敷市」50周年記念市民提案事業　コーラス「ふるさと」
を歌う
◆13:30開演（開場12:45）

倉敷市 倉敷市民会館
700円
※小学生以下無料
※要整理券

倉敷市文化連
盟
コーラス「ふ
るさと」を歌
う実行委員会

086-434-3580
倉敷旧三市の先人達への感謝と敬意、そして旧三市（倉敷・児島・玉島・真備）それぞれの地域へ
の郷土愛と誇りを込め、合併50周年を祝う市民合同事業
出演者／倉敷市内各地域より　子ども～シルバー成人まで　約250名

11/23 木 総合
紅葉と和文化を楽しむ会
◆9:30～15:00

岡山市
犬養木堂記念館（木堂生
家、木堂塾）

無料
犬養木堂記念
館

086-292-1820
国指定重要文化財「旧犬養家住宅（木堂生家）」等を会場に、投壺や投扇興の体験会、地元の中国
学園大学によるお茶席もあります。また木堂が愛好した囲碁の場を用意するとともに初心者の方に
は囲碁教室も開催します。

11/24 金 ～ 11/26 日 美術
第47回日東書道連盟全国展
◆10:00～17:00

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
本展覧会は、書学精神の向上を推進し、児童生徒の技能向上を図り、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する。併せて、純正、優秀な作品発表の場とする。毛筆部
582点、硬筆部660点

11/25 土 ～ 11/26 日
伝統
芸能

横仙歌舞伎大公演
◆10:30～15:00

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
江戸時代から途絶えたことのない伝統を誇る横仙歌舞伎の大公演です。美作地域で活動を続ける4団
体に加え、元気なこども歌舞伎の出演も見どころです。入場は無料です。たくさんのご来場をお待
ちしております。

11/26 日
伝統
芸能

第７回瀬戸内市吟剣詩舞発表会
◆13:00～16:00

瀬戸内市
瀬戸内市中央公民館　大
ホール

無料
瀬戸内市吟剣
詩舞研究会

080-4551-3338
市内で活動する吟詠、剣詩舞クラブによる合同発表会。企画新井白石作「虫明八景」を基本に瀬戸
内海にまつわる作品と「春華秋冬」の二部構成。ゲストは市内で活動する篠笛奏者。

11/26 日 音楽
第25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
芸能部出演の他、中学生の銭太鼓、地域などで活動されている団体、また特別出演など多彩な出し
物で開催いたします。

11/26 日 ～ 12/3 日 美術
第30回　岡山市御津郷土作家展
◆10:00～17:00（最終日は16:00まで）※11/29（水）休館

岡山市 岡山市立御津公民館 無料
岡山市御津郷
土作家協会

086-724-1148
御津在住の作家の絵画、書道、写真、木彫、木目込人形、木工芸、トールペイントの作品70点と、
子ども芸術教室での絵画、書道、木材によるものづくりの作品60点を展示。

11/26 日
伝統
芸能

玉野市邦楽連盟　第61回邦楽演奏会
◆13:00～16:00

玉野市 玉野市市民会館 無料

玉野市邦楽連
盟（玉野市文
化協会邦楽
部）

0863-21-2618
日頃、玉野市内で邦楽（筝・三絃・尺八）に携わっている人達が、小学校の子ども楽級や中学高校
の筝曲部から、この道何十年の大ベテランまで、一堂に会しての演奏会で、今年で61回目となる伝
統ある会です。

11/26 日 音楽
コールあまくさ40周年記念演奏会
◆13:30～16:00

浅口市
浅口市ふれあい交流館
「サンパレア」　ホール

無料
コールあまく
さ

0865-44-7586
「夜空の記憶のどこかに」より　花火と月と、朧月夜の涙　他
私たちの大好きな歌　　365日紙飛行機、糸、バースデイ　他

11/30 木 ～ 12/1 金 美術
あいサポートフェスタ2017　障害者アート展
◆10:00～21:00

岡山市
イオンモール岡山　1F
未来スクエア

無料
岡山県障害福
祉課

086-226-7343
岡山県では、障害者週間啓発事業の一環として、障害のある人たちの創作活動を支援し、その素晴
らしさ、魅力を発信するため、県内の障害のある人等から広く公募を行い、障害者アート展を開催
します。

12/2 土
講演・
シンポ

第7回おかやま文化フォーラム　近世の実像を求めて　史料
の語る近世岡山
◆13:00～16:00

岡山市 岡山県立美術館　ホール 無料
(公財)岡山県郷
土文化財団

086-233-2505

郷土岡山には岡山藩・津山藩などの藩政史料だけでなく、農村に伝えられた古文書、あるいは倉敷
などの町場に伝わる多彩な歴史資料がある。それらを通じて、江戸時代の社会・文化・経済のあり
方に肉迫することが可能である。おかやま文化フォーラム近世編では、江戸時代の岡山県域の社会
の動向や経済・文化を多角的にとらえて歴史を考える。


