
津山教育事務所管内３市５町２村 生涯学習・社会教育広報紙

平成２９年７月３日発行 美作地区社会教育協議会

（記事に関する問い合わせ）各市町村教育委員会 または

津山教育事務所（0868-24-8703）美作地区社会教育協議会事務局

美作地区（津山市・真庭市・美作市・新庄村・鏡野町・勝央町・奈義町・西粟倉村・久米南町・美咲町）の生涯学習・社会

教育に関する情報をお知らせします。

津山市津山市津山市津山市 ★★★★回想法キットの貸出を開始しました回想法キットの貸出を開始しました回想法キットの貸出を開始しました回想法キットの貸出を開始しました

津山市立図書館では、５月から市民の皆様が健康で活き活きとした生活を送るために回想法キットの貸出を始めました。

回想法とは、懐かしい物や写真などを見たり、触ったりし、そして語り合うことで脳の活性化や情緒の安定を図る心理療法のひとつです。

現在、５つのキットを貸出しています。キットにはテーマに合わせておはじきやメンコ、お手

玉、竹の皮、ハエ取り紙、写真などをセットしています。また、初めての方でも気軽にご利用し

ていただけるように回想法の約束事や進行の仕方などを記したしおりも一緒にセットしています。

実際に回想法キットをご利用いただいた方からは、「楽しかった」「普段、動きの少ない人が

よく動いて楽しんでいた」「夢中になって話が盛り上がった」「笑顔が見られた」などの感想を

いただいております。今後は皆さんのご意見もお聞きしながら、より充実したキットを提供した

いと思っています。

貸出期限は２週間で指定の申請書の提出が必要です。貸出対象は団体、個人で、所在や活動拠

点が津山市内にあり回想法キットの使用目的が営利でないものとします。地域で、グループで、

ご家族でご利用ください。詳しくは津山市立図書館までお問い合わせください。

図書館には昔の懐かしい本や写真集、歌本、紙芝居などの様々な分野の本があります。

ぜひ回想法キットと合わせてご利用いただき、「想い出かたり」に花を咲かせていただければと思います。

皆様こんにちは。本年度最初の「みまさかの公民館」を発行しました。

今年度も、管内市町村の情報をたくさん掲載したいと思います。出かけてみませんか？！

奈義町奈義町奈義町奈義町 ★とってもぜいたくな天体観測会★とってもぜいたくな天体観測会★とってもぜいたくな天体観測会★とってもぜいたくな天体観測会

６月２日、町内の小中学生を対象とした体験教室、「なぎの子じゅく」の第１回

目を行いました。約６０名の親子が集まったこの日は、個人で３００ミリ反射式望

遠鏡を設置されている芦田栄徳氏の自宅に集合し、「とってもぜいたくな天体観測

会」と題し、先生から月のクレーターや土星の輪っか、木星や天の川と星座などの

お話を聞いた後、先生宅の観測所から暗くなり始めた夜空を観測しました。

最初雲がかかっていて、なかなかとらえられなかった月や木星も、完全に日が落

ちる頃には雲がなくなり、観測所の大小さまざまな望遠鏡や双眼鏡から夜空をのぞ

いた参加者からは「見えたー！」「きれーい！」などの歓声が上がり、大人も子供

も目を輝かせて楽しんでました。手が届くほどはっきりと見える大迫力の月のク

レーターやすごい速さで木星の周りを回っている４つの衛星、空一面に広がる天の

川や、さそり座のアンタレスやしし座、北斗七星などの夏の星座、先生の解説付き

でのぞく奈義町の夜空は、目の前に広がる生の宇宙を身近に感じさせてくれました。

今後は「音ってどうして聞こえるの？音の科学実験」、「カブトムシ・クワガタ

ハンター集まれ！」、「自然観察会」などのプログラムが予定されています。

美作管内で７月・８月・９月に行われる行事を紹介します。美作管内で７月・８月・９月に行われる行事を紹介します。美作管内で７月・８月・９月に行われる行事を紹介します。美作管内で７月・８月・９月に行われる行事を紹介します。

○人権○人権○人権○人権講演会「なぜ拉致被害者は帰ってこれないのか」講演会「なぜ拉致被害者は帰ってこれないのか」講演会「なぜ拉致被害者は帰ってこれないのか」講演会「なぜ拉致被害者は帰ってこれないのか」

日 時：平成29年７月14日（金）19時～20時30分

会 場：奈義町文化センター

内 容：奈義町人権教育研修講座の公開講座

講 師：拉致被害者家族会前事務局長 増元照明氏

参加費：無料 申 込：不要

○人権○人権○人権○人権講演会「違いを認める思いやり」講演会「違いを認める思いやり」講演会「違いを認める思いやり」講演会「違いを認める思いやり」

日 時：平成29年８月６日（日）14時～15時30分

会 場：奈義町文化センター

内 容：奈義町人権教育研修講座の公開講座

講 師：女優 藤田弓子氏 参加費：無料 申 込：不要

【問合せ先】奈義町教育委員会生涯学習課 電話 0868-36-3034

勝央町勝央町勝央町勝央町

○ミ○ミ○ミ○ミュージカル人魚姫ュージカル人魚姫ュージカル人魚姫ュージカル人魚姫

日 時：平成29年８月６日（日）開演／14時 開場／13時30分

会 場：勝央文化ホール（勝田郡勝央町勝間田２１１‐１）

内 容：劇団東少によるアンデルセン童話の代表作「人魚姫」のミュージ

カルです。親子で観劇し、楽しいひと時をお過ごしください。

入場料：全席自由 一般 1,500円（当日2,000円）

高校生以下 800円（当日1,000円）

チケット販売所・問合せ先

勝央町公民館 電話 0868-38-1753

勝央美術文学館 電話 0868-38-0270

平成29年度文化庁劇場音楽堂等活性化事業

久米南町久米南町久米南町久米南町

○○○○2017201720172017年年年年夏休み映画上映会夏休み映画上映会夏休み映画上映会夏休み映画上映会

日 時：平成29年８月10日（木）・11日（金）・12日（土）

会 場：久米南町図書館観賞室 参加費：無料 申 込：不要

内 容： ※内容は変更になることがあります。

10時30分～ 『がんばれ！ルルロロ～★ふたりっていいね★～』（約25分）

14時～ 『完全解剖ティラノサウルス』（約49分）

【問合せ先】久米南町図書館 電話 086-728-4322

○カッピー○カッピー○カッピー○カッピーおばけおばけおばけおばけ屋敷屋敷屋敷屋敷 2017201720172017

日 時：平成29年８月13日（日）

会 場：久米南町中央公民館 参加費：無料 申 込：不要

内 容：中高生が主体となって企画したおばけ屋敷を開催します。

【問合せ先】久米南町教育委員会 電話 086-728-2711

鏡野町鏡野町鏡野町鏡野町

○第１２回○第１２回○第１２回○第１２回かがみのハーフマラソン＆健康マラソン大会かがみのハーフマラソン＆健康マラソン大会かがみのハーフマラソン＆健康マラソン大会かがみのハーフマラソン＆健康マラソン大会

日 時：平成29年11月19日（日） ９時45分スタート

会 場：鏡野町文化スポーツセンター（鏡野町竹田158）

内 容：３㎞、10㎞、ハーフ、フレンズ＆ファミリー（３㎞）

参加料（予定）高校生以下 2,000円 一般 3,000円

フレンズ＆ファミリー（３人 4,500円、２人 3,500円）

参加申込期間：８月１日（火）から９月26日（火）まで

【問合せ先】鏡野町教育委員会生涯学習課 電話0868-54-7733

○２０１７○２０１７○２０１７○２０１７鏡野町大納涼祭鏡野町大納涼祭鏡野町大納涼祭鏡野町大納涼祭

日 時：平成29年８月５日（土）14時～21時

※花火は20時10分から

会 場：奥津湖総合案内所みずの郷奥津湖（鏡野町河内60－８）

内 容：奥津湖巡視船、カヌーなどのアトラクション

地元グルメを中心とした大物産展、約5,000発の花火

その他：会場周辺では交通規制が行われます。

【問合せ先】鏡野町産業観光課 電話0868-54-2987



美作管内で７月・８月・９月に行われる行事を紹介します。美作管内で７月・８月・９月に行われる行事を紹介します。美作管内で７月・８月・９月に行われる行事を紹介します。美作管内で７月・８月・９月に行われる行事を紹介します。

美咲美咲美咲美咲町町町町

○二上山○二上山○二上山○二上山護法祭護法祭護法祭護法祭

日 時：平成29年８月14日（月）午前０時

会 場：両山寺

内 容：天下泰平・風雨順時・五穀豊穣・万民豊楽を願い、憑代となる護法

実に護法善神を祈りお迎えし、境内をお遊びになる祭式です。地域

内外で集まった護法祭保存会の方で活動を行っています。興味があ

る方は是非お越しください。

参加費：無料 申 込：不要

【問合せ先】美咲町教育委員会生涯学習課 電話 0868-66-3086

○美咲○美咲○美咲○美咲町内の図書館をめぐっちゃおう町内の図書館をめぐっちゃおう町内の図書館をめぐっちゃおう町内の図書館をめぐっちゃおう！！！！

期 間：平成29年７月29日（土）～12月10日（日） ※休館日を除く

会 場：美咲町立旭図書館〈７月29日（土）～８月6日（日）〉

美咲町立柵原図書館〈９月２日（土）～９月10日（日）〉

美咲町立中央図書館〈10月28日（土）～11月５日（日）〉

内 容：７月29日（土）～12月10日（日）まで各図書館でスタンプラリー

を開催します。３館それぞれの良い所、違いを楽しんでいただけま

す。また、スタンプが全てそろった方には、美咲町中央地域にある、

卵かけごはんで知られている「食堂かめっち」で使用できる黄福チ

ケット（森のたまご１パック引換券・たまごかけごはん引換券）を

ご用意しております。ぜひ各図書館へお越しください。

参加費：無料 申 込：不要

【問合せ先】美咲町教育委員会生涯学習課 電話 0868-66-3086

旭図書館 電話 0867-27-9012

柵原図書館 電話 0868-64-7055

中央図書館 電話 0868-66-7151

教室名（内容） 講師 開催日 参加費

アメリカンフラワー教室 美術館職員 7/21 22 23 700円

消しゴムはんこで

暑中見舞いはがきを作ろう

消しゴムはんこ

インストラクター

春名由貴子氏

7/26 27 700円

こどもスケッチ会 作東文化協会会員 7/28 無 料

立体プラバン教室 美術館職員 7/29 30 650円

フェルトでシュシュ教室 美術館職員 8/ 1 2 3 600円

○○○○生涯学習講座「キッズチャレンジワークショップ」生涯学習講座「キッズチャレンジワークショップ」生涯学習講座「キッズチャレンジワークショップ」生涯学習講座「キッズチャレンジワークショップ」

♪日替わりで様々な講座をしています。

夏休みの宿題にお困りの方ぜひご参加ください。お待ちしています。

日 時：平成29年7月21日（金）～8月3日（木）休館日：月曜日

定 員：各クラス10名

※人気講座のため、定員に達し次第、受付終了いたします。

場 所：美作市立作東文化芸術センター美術館（通称作東美術館）

対 象：幼保・小・中学生（講座の内容によっては保護者の付添が必要）

【申込・問合せ先】美作市教育委員会社会教育課 電話 0868-72-2900

○文化財講座①「今どき！女人禁制？○文化財講座①「今どき！女人禁制？○文化財講座①「今どき！女人禁制？○文化財講座①「今どき！女人禁制？ ～後山修験道の世界～」～後山修験道の世界～」～後山修験道の世界～」～後山修験道の世界～」

日 時：平成29年８月26日(土)13時３０分～

会 場：作東バレンタインプラザ 美作市江見945

講 師：春名 明 氏（元東粟倉村長、元美作市議会議長）

高橋 秀多氏（美作市文化財保護委員）

小嶋 忠良氏（美作市文化財保護委員）

内 容：全国でも数少ない「女人禁制」を引き継ぐ後山修験道について、

記録に残っていないよもやま話を中心に講演

受講料：無料

申込先：美作市教育委員会社会教育課 電話 0868-72-2900

○第○第○第○第3333回星空ミュージックカフェ回星空ミュージックカフェ回星空ミュージックカフェ回星空ミュージックカフェ

日 時：平成29年8月27日（日）開演／18時30分 開場／18時

会 場：大原公民館前広場（美作市古町1709）

内 容：県内で活躍する音楽家による野外ステージでの音楽会を開催！

出演者：瑠音＆Crescent（クレッセント）、Rubic’s Cube、もぐら

スペシャルバンド

参加費：前売り500円／当日600円、高校生以下300円

チケット取扱：大原公民館、教育委員会美作分室、

勝田・大原・東粟倉・作東・英田各総合支所

【問合せ先】星空ミュージックカフェ実行委員会

電話 0868-78-3110（大原公民館）

0868-78-3111（大原総合支所）

○○○○中村中村中村中村天平全国行脚ピアノコンサートツアー天平全国行脚ピアノコンサートツアー天平全国行脚ピアノコンサートツアー天平全国行脚ピアノコンサートツアー2017201720172017 inininin美作市美作市美作市美作市

日 時：平成29年9月2日（土）18時30分～

会 場：英田公民館（美作市福本806-1）

内 容：クラッシク、ジャズ、プログレッシヴロックなどに影響を受け、ジ

ャンルを超越した激しくも美しい独創的な楽曲を生み出すピアノ界

の革命児が、美作市の地で初コンサートを開催します。

出演者：中村天平

参加費：一般1,000円（※未就学児は入場不可）

【問合せ先】美作市教育委員会社会教育課 電話 0868-72-2900

津山市津山市津山市津山市

○○○○津山市津山市津山市津山市子どもまつり子どもまつり子どもまつり子どもまつり

日 時：平成29年7月29日（土）10時～13時

会 場：グリーンヒルズ津山 リージョンセンター 参加費・申込：不要

内 容：水鉄砲づくり、ステージ発表、昔遊び体験など

【問合せ先】津山市子どもまつり実行委員会事務局 電話 0868-32-2009

○○○○こどもこどもこどもこども体験の国体験の国体験の国体験の国「「「「浴衣着付け講座浴衣着付け講座浴衣着付け講座浴衣着付け講座」」」」

日 時：平成29年７月26日（水）13:30～15:30

会 場：津山市中央公民館（津山市大谷600）

内 容：自分で浴衣を着てみませんか

対 象：小学校３年生～高校生（小学生の場合は保護者の同伴が必要)

申 込：住所・氏名・年齢・電話番号・保護者氏名（小学生の場合）を電話

又はファックスで！

【問合せ先】津山市中央公民館 電話0868-24-5111 Fax0868-24-3179

○○○○健康健康健康健康セミナーセミナーセミナーセミナー「「「「ヘルスアップ大作戦ヘルスアップ大作戦ヘルスアップ大作戦ヘルスアップ大作戦‼‼‼‼～糖尿病予防は～糖尿病予防は～糖尿病予防は～糖尿病予防は、、、、血糖値ちょい高めから～血糖値ちょい高めから～血糖値ちょい高めから～血糖値ちょい高めから～」」」」

日 時：平成29年７月５日（水）14時～15時30分

会 場：津山市立図書館 視聴覚室

内 容：糖尿病予防のお話とノルディックウォーキングの体験

講 師 津山市健康増進課と保険年金課職員

参加費：無料 申 込：６月12日（月）～７月４日（火）

○○○○土曜日教育支援事業土曜日教育支援事業土曜日教育支援事業土曜日教育支援事業「「「「夏の野花を素敵にアレンジ夏の野花を素敵にアレンジ夏の野花を素敵にアレンジ夏の野花を素敵にアレンジ！！！！～～～～」」」」

日 時：平成29年８月６日（日）10時30分～11時30分

会 場：津山市立勝北公民館 研修室

内 容：夏の野花をつかって、涼しげな壁掛けを作る 参加費：無料

講 師：勝北公民館講座「フラワーアレンジメント」の皆さん

申 込：７月18日（火）～７月30日（日） 小学生まで 先着20人

○○○○第第第第17171717回回回回図書館図書館図書館図書館まつりまつりまつりまつり 会場：津山市立図書館会場：津山市立図書館会場：津山市立図書館会場：津山市立図書館 参加費参加費参加費参加費：すべて無料：すべて無料：すべて無料：すべて無料

◆平成2９年8月19日(土)

●ビブリオバトル講演会、模擬ビブリオバトル

講師：小川長さん（尾道市大学教授） 時間：11時～12時30分

●講演会「いのち」からみた津山藩の女・男・子ども」

講師：沢山美果子さん（ 岡山大学大学院客員研究員）

時間：14時～15時30分 対象：一般（申込不要）

●「夜の図書館」（だれでも参加できます。小学生以下は保護者同伴で）

時間：19時～21時

内容：きんちゃい座の劇、夜のライブラリーコンサート、夜の書庫探検

夜のこわ～い読み聞かせ（美作大学児童文化研究部） など

◆平成29年８月20日（日）

●「わくわくおはなしランドパート12」

時間：11時～12時 対象：幼児から小学生まで

出演：津山朗読ボランティアの会の皆さん

●「タオルでぬいぐるみをつくろう」

時間：１3時～15時 対象：幼児から小学生まで

出演：布えほんボランティアの会の皆さん

◆両 日

●「雑誌付録プレゼント」 時間：11時～

内容：当日貸出レシート持参で図書館で購入した雑誌の付録をプレゼント!

●「本のおたのしみ袋」 対象：５才位から大人まで

内容:：おすすめ本を中身の見えない袋に入れて貸出

●「かっぱみくじ」 対象：どなたでも

内容：おすすめ本が書かれた図書館オリジナルおみくじ

【問合せ先】津山市立図書館 電話 0868－24－2919

○○○○西粟倉村西粟倉村西粟倉村西粟倉村夏まつり夏まつり夏まつり夏まつり

日 時：平成29年８月15日（火）17:00～

会 場：西粟倉村民グラウンド

内 容：打ち上げ花火、屋台、ステージイベント、もち投げなど

【問合せ先】西粟倉村商工会 0868-79-2230 

○○○○ふれあいふれあいふれあいふれあいまつりまつりまつりまつり（（（（福祉大会福祉大会福祉大会福祉大会・・・・文化祭文化祭文化祭文化祭））））

日 時：平成29年９月23日（土）～ ９月24日（日）時間は未定

会 場：西粟倉村民体育館

内 容：23日から文化協会のサークルやその他文化活動サークルの展示を

行い、24日にはステージ発表や福祉関係の表彰式が行われます。

【問合せ先】西粟倉村教育委員会 0868-79-2216

西粟倉村西粟倉村西粟倉村西粟倉村

新庄村新庄村新庄村新庄村

○○○○星空星空星空星空映画界映画界映画界映画界

日 時：平成29年７月21日（金）19時30分～21時30分

会 場：新庄村公民館前 対 象：幼児、小学生、保護者

内 容：映画上映「ミニオンズ」、焼きそばやポップコーン等

○○○○メルヘンメルヘンメルヘンメルヘンの里花火の里花火の里花火の里花火・・・・盆踊り盆踊り盆踊り盆踊り大会大会大会大会

日 時：平成２９年８月１４日（月）１９：５５～２１：３０

会 場：新庄村河川公園、がいせん桜通り

内 容：山と河川公園の二か所から約500発の打ち上げ花火が上がり、がい

せん桜通りの中央にある櫓の上で行うクドキに合わせ、太鼓を先頭

に円になり盆踊りを行います。400年の歴史と伝統がある行事です。

※上記２つのイベント共に 参加費：無料 申 込：必要なし

【問合せ先】新庄村公民館 電話 0867-56-3022


