
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
◆週末12:00～16:00

岡山市 JR岡山駅地下ギャラリー 無料
しの笛ぴーひゃ

ら会
086-229-2868

唱歌～ポピュラーまで幅広いおなじみの曲をしの笛で演奏。地下ギャラリーBGMです。心ほっこりの音色が何より

のひと時を！

9/1 土 音楽

木管アンサンブル　ミュスカ　5th　アニバーサリーコンサート　～with
シトロン～

◆14:00～16:00

岡山市
岡山県天神山文化プラザ

ホール

前売：一般1,000円（学

生800円）

当日：一般1,500円（学

生1,300円）

木管アンサンブ

ル　ミュスカ
080-5423-6887

保育園・幼稚園や福祉施設等での演奏活動のために結成した木管アンサンブルミュスカ。5周年を記念し、岡山

で活動している音楽大好き“シトロン”とのダブル木管五重奏で珍しい十重奏曲もお届けします。

9/1 土 ～ 9/2 日 美術
第8回まにわ工芸祭
◆9:00～17:00（最終日は16:00まで）

真庭市 勝山文化センター 無料 真庭工芸会
0867-66-3134

090-4698-4399

真庭工芸会は真庭市内で活動する工芸愛好者の組織で現在43の個人・団体が加盟し会員数は94名です。まに

わ工芸祭は年1回会員の作品を発表し、皆様に見ていただくことで会員の技術の向上、真庭の工芸の品質向上と

発展を目指しています。また、まにわ工芸祭を機会に市内の工芸愛好家の参加・入会を求めています。

9/2 日
講演・

シンポ

宇梶剛士講演会
◆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
無料 吉備中央町 0866-54-1301

コミュニティ助成金を活用し、実施する事業で小中学生を対象に親子で学ぶことができる講演会です。数々の挫

折や苦しみを経験してきた宇梶さんが自身の半生を振り返りお話しします。

9/7 金 ～ 11/18 日 文芸

平成30年度永瀬清子展示室企画展　「老いるとはロマンチックなこと

なのか—永瀬清子の老人力」
◆展示：9:00～17:00　※月曜休館
　 講演会：9/15（土）　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2階）

講演会：赤磐市くまやまふ

れあいセンター　第1会議室

無料　※定員20名（先着

順）、要電話申込

赤磐市教育委員

会
086-995-1360

「人生100年時代」を迎えようとする今、老いを見つめて書き続けた永瀬清子の作品とその日々を紹介します。

関連行事　講演会：「永瀬清子の老い—日々新しく生きる—」

講師：綾目広治（ノートルダム清心女子大学教授）

参加費：無料

対象：一般

9/8 土 文芸

現代詩講座「詩のピクニック」公開講座「与謝野寛（鉄幹）・晶子　岡

山への旅と歌」
◆13:30～15:00

赤磐市
赤磐市立中央公民館　視聴

覚室

無料　※定員50名（先着

順）、要電話申込

赤磐市教育委員

会
086-995-1360

内容：与謝野寛（鉄幹）・晶子の、昭和4年・昭和8年の岡山来訪の足跡を紹介し、この旅で詠まれた短歌作品を

鑑賞します。

趣旨：通常の活動に加えて、外部から講師を招き受講者と一般受講者とが現代詩に親しむ機会を提供する。

講師：加藤　美奈子先生（就実短期大学准教授）

対象：一般

9/8 土 映像
優秀映画鑑賞会
◆13:00～17:15

笠岡市
笠岡市保健センター　ギャ

ラクシーホール

前売：400円

当日：500円

笠岡市教育委員

会
0865-69-2155 優秀映画の鑑賞を通して、芸術作品の鑑賞機会を提供する。

9/8 土
伝統

芸能

第23回中世夢が原大神楽
◆17:00～23:00（開場16:30）

井原市

歴史公園　中世夢が原　お

祭り広場（雨天時：美星小学

校体育館）

一般席500円

指定席1,000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う。今年は「姫と命」をテーマに神楽の

中の姫舞と命舞に注目して、ぞれぞれの舞で表現する背景や役割を確認する。

演目「岩戸開き」「吉備津」「大蛇退治」他

9/9 日 音楽

クラシックお話コンサート vol.6～遊美工房デビュー　ホルンとピアノ
～
◆14:00～16:00

倉敷市 遊美工房 2,000円 遊美工房 090-5378-6675
音楽家の視点から音楽にまつわるあれこれを話しながら演奏するピアニスト・岡陽子のシリーズ。今回はくらしき

作陽大学准教授でホルン奏者の森博文氏をゲストにお迎えします。古民家での演奏をお楽しみ下さい。

9/14 金 ～ 11/4 日 美術
秋季特別展「没後10年　片岡球子—情熱の日本画」

◆9:00～17:00（入館は16:30まで）
井原市 井原市立田中美術館

一般：800円(640円)

65歳以上の高齢者：400

円(320円)

高校生以下：無料

※(　)内は前売券・団体

20名以上の料金

井原市立田中美

術館
0866-62-8787

片岡球子（1905～2008）は、エネルギッシュな作風で活躍した日本画家です。岡山県ともゆかりの深い画家であ

り、没後10年を迎える本年、初期から晩年までの作品を一堂に会した本格的な回顧展として開催します。

9/15 土
講演・

シンポ

自分史フェスティバル　in　岡山
◆10:00～15:00

岡山市
岡山県立図書館　2階多目

的ホール
無料 岡山自分史の会 086-275-7863

昭和から平成へ、そして。大きな時代の節目、岡山に自分史の風が吹いています。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。

9/15 土
講演・

シンポ

（独）日本学術振興会　奨励研究　平成29年度助成研究報告
「地方創生資源」の地域生涯学習教材としての活用に関する研究Ⅰ
－「木山捷平と『阿佐ヶ谷会』」－

◆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

岡山地域教育資

源研究会
090-3881-3749

本講座は、「（独）日本学術振興会　科学研究費補助金」の助成を受けた「奨励研究」の成果報告の一環である。

2回連続で開講する。木山捷平の「阿佐ヶ谷会」での交友について、地方創生資源としての可能性を検証する。

9/15 土 総合
頭島あかりまつり
◆15:00～

備前市 旧日生南小学校　グラウンド 600円

備前市日生町

頭島町内会

（頭島あかりまつ

り実行委員会）

090-6840-5828

岡山県の東端に位置する、備前市日生町頭島。かつて、島の祭には島民が各々の家で作った行燈を、神社境内

までの沿道に並べてお供えする文化がありました。今回のお祭りは、そんな古き佳き習わしの復活とともに、みん

なと一緒に行燈を作り、そのあかりの中で素敵な音楽を楽しんでいただく企画です。

9/16 日 ～ 11/3 土 音楽

第15回上代記念音楽コンクール
◆予選：9/16（日）　9:30～17:00
   本選：10/14（日）　10:00～17:00
   披露演奏会：11/3（土）　13:30～15:30

岡山市

予選・本選：上代淑記念館

ホール

披露演奏会：ルネスホール

無料
山陽女子中学

校・高等学校
086-272-1181

小学生から高校生までを対象としたピアノのコンクール。独奏部門と連弾部門で予選・本選を実施し、優秀者を

表彰。上位入賞者の披露演奏会を岡山ルネスホールで行います。

第16回おかやま県民文化祭参加事業一覧（9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16回おかやま県民文化祭参加事業一覧（9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。

9/16 日 ～ 9/30 日 美術
津山出身の抽象表現を目指した女性達＋賛助出品男性達展
◆10:00～17:00（入館は16:30まで）

津山市 保田扶佐子美術館 無料
保田扶佐子美術

館
0868-26-5711 岡山県北津山地方出身の心身を投いて抽象表現と取り組んでいる作家達を紹介顕彰する展覧会。

9/16 日 音楽
第5回　ピアノ　デュオ　ストリート

◆14:00～16:00
岡山市 岡山県立美術館　ホール 1,500円

ピアノコンサート

実行委員会
090-7136-6975

ピアノデュオ（2台ピアノ）で、18名のピアニストがさまざまな楽曲を演奏します。クラシック曲から映画音楽まで、

大人から子どもまで楽しめる曲です。

9/17 月
生活

文化

おかやま県民　健康マージャン交流大会
◆12:00～17:00

岡山市 ロイヤルマージャンCL 1,000円
健康マージャン

岡山
086-246-3822

賭けない、飲まない、吸わないの健康マージャンは、認知症予防や地域コミュニティのツールとして役立ちます。

初級・中級クラスに分けての大会は終了後に、懇親パーティー(軽食）を行い、各賞の表彰を行います。

9/18 火 ～ 9/23 日 美術
公募第40回記念　玄画展
◆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
無料

総合美術団体

玄画会
086-422-9631

出品作品は、日本画・洋画・水墨画・工芸の四部あり、公募者と会員の作品を展示しています。優秀作品には賞

も出します。岡山展終了後、巡回展として、全作品をふくやま美術館に送って、広島巡回展を行います。

9/18 火 ～ 9/23 日 美術
第4回墨騰会書展

◆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3展示室
無料 墨騰会 080-1633-1215

会員の作品を展示公開することにより、会員相互の創作意欲や「書」を楽しもうとする実践的態度をはぐくむとと

もに、県民文化の振興に資する。

9/22 土
伝統

芸能

箏　菊月ミニコンサート　第14回
◆14:00～15:30

総社市 宝満寺 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。駐車場は宝満寺の境内をご利用頂けます。

9/22 土
生活

文化

町家観月茶会

◆17:00～20:00
浅口市

浅口市かもがた町家公園

芝生広場（※雨天時：同園

内交流館）

500円

かもがた町家管

理組合

浅口市教育委員

会

0865-45-8040

中秋の名月に、江戸時代の息吹きを現在に伝えるかもがた町家公園で、月をみながら裏千家茶道部のお点前で

一服いただきます。当日は、公園をライトアップし、幻想的な空間で心豊かなひとときを楽しみながら、地域の伝

統文化の振興を図ります。

9/22 土
講演・

シンポ

（独）日本学術振興会　奨励研究　平成29年度助成研究報告
「地方創生資源」の地域生涯学習教材としての活用に関する研究Ⅱ

－「木山捷平と〈郷土作家〉」－
◆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

岡山地域教育資

源研究会
090-3881-3749

本講座は、「（独）日本学術振興会　科学研究費補助金」の助成を受けた「奨励研究」の成果報告の一環、2回目

である。木山の交友関係を軸に、文学者達の郷土意識と関連作品の地域生涯学習教材としての活用可能性を探

る。

9/22 土 ～ 12/27 木 美術

岡崎嘉平太記念館平成30年度秋の特別企画展　「岡崎嘉平太と
ANA（全日空）－その軌跡と今に生きる精神」
◆9:00～17:00（入館は16:30まで）　※火曜休館

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

全日空は、当時の朝日新聞社社長の美土路昌一氏等が中心になり設立、昭和27年（1952）民間航空会社日本

ヘリコプター輸送（株）としてスタートした。岡崎嘉平太氏は親交のあった美土路氏に経営面での助けを請われ、

副社長として設立に参加し2代目社長に就任。以後社長を6年、相談役を22年間つとめ全日空の基盤を作り日本

の航空業界の発展に大きく貢献した。この度の企画展では設立から参画した経緯や社員と信頼関係を結びつ

つ、企業とはいかに社会へ貢献すべきかを問い続けた姿に着目し、経済界、主に航空業界で活躍した側面を紹

介する。主な展示品は、全日空社員から贈られた品々、全日空関連の遺品、航空業界から贈られた賞、これ等に

関連した写真等、また全日空内に設立された岡崎嘉平太国際奨学財団の紹介等の予定である。

9/22 土 総合
第41回名月観賞の夕べ
◆18:30～21:00

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日本舞踊・詩吟・尺八・大正琴・銭太鼓・和太鼓・合唱・洋楽等の舞台発

表。笠岡市文化連盟茶道部によるお茶席の開催。

9/22 土
伝統

芸能

平成30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

筝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。

9/23 日 舞踊
第13回岡山県ダンススポーツ競技大会
◆10:00～17:00

岡山市
岡山県体育館（ジップアリー

ナ）
無料

岡山県ダンスス

ポーツ連盟

086-256-5270

※URL：

http://okayama.jdsf.or.j

p/

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。


