
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10月２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。

皆様こんにちは 各地で、イベント満載です。芸術の秋、読書の秋、スポーツの秋、行楽の秋！食欲の秋！！ 出かけてみませんか？！

美作管内で美作管内で美作管内で美作管内で10101010月・月・月・月・11111111月・月・月・月・12121212月に行われる行事を紹介します。月に行われる行事を紹介します。月に行われる行事を紹介します。月に行われる行事を紹介します。

○山地○山地○山地○山地真美真美真美真美 にしあわくらコンサートにしあわくらコンサートにしあわくらコンサートにしあわくらコンサート

日 時：平成29年11月26日（日）13時30分～15時

会 場：あわくら会館大ホール

内 容：岡山市出身のピアニストで作曲家でもある山地真美によるコンサ

ートを開催。岡山大学法学部卒の異色のピアニストによる西粟倉

村の自然をテーマにしたコンサート。心で感じる音楽の世界を体

験して下さい。放課後児童クラブの子どもたちと一緒に作った曲

の合唱も予定しています。

出演者：山地真美氏 参加費：無料

【問合せ先】西粟倉村教育委員会 電話 0868-79-2216

美作市美作市美作市美作市

○○○○大野俊三大野俊三大野俊三大野俊三 武蔵武蔵武蔵武蔵コンサートコンサートコンサートコンサート2017201720172017 in 湯郷湯郷湯郷湯郷

日 時：平成29年10月14日（土）開演／14時

会 場：美作文化センター 入場料：1,500円

内 容：大野俊三（トランペッター）他によるジャズコンサート

○○○○第第第第13131313回みまさか子どもフェスティバル回みまさか子どもフェスティバル回みまさか子どもフェスティバル回みまさか子どもフェスティバル

日 時：平成29年10月21日（土）9時開場

会 場：みまさかアリーナ 入場料：無料

内 容：わくわくタイム、ダブルダッチパフォーマンス、お楽しみ抽選会等

○○○○第第第第11111111回回回回美作市文学祭美作市文学祭美作市文学祭美作市文学祭

日 時：平成29年12月10日（日）

会 場：美作市民センター 入場料：無料

内 容：あさのあつこ賞読書感想文コンクール表彰式 他

※上記3つのイベント共に

【問合せ先】美作市教育委員会 社会教育課 電話 0868-72-2900

西粟倉村西粟倉村西粟倉村西粟倉村 ★県内唯一★県内唯一★県内唯一★県内唯一 夏の成人式夏の成人式夏の成人式夏の成人式

８月15日に岡山県内唯一の夏の成人式を行いました。昨年度から、内容をリニューアル！新成人がふるさと西

粟倉が好きになり、いつもふるさとを想える成人式を目指し、式典やイベントを行っています。今年度の対象者

13名中12名が出席。来賓として出席いただいた中学時代の恩師も、新成人の成長を喜ばれていました。

開式前には、出席者全員が一緒に過ごした幼稚園・小学校・中学校時代の思い出ムービーを上映し、西粟倉で

の懐かしい日々を思い出し、笑顔の開会となりました。式典では、一人一人の紹介の際に近況報告や将来の夢を

発表しました。「義肢装具士を目指しています」など具体的な将来を目指している新成人が多かったことも印象

的でした。また「色々な経験を積み、西粟倉に戻りたい」とふるさとへの想いを話す新成人もおり、ふるさとの

自然や人から「感じ」「聞き」、自分たちで「何ができるか考え」「伝える」西粟倉らしい学習の成果を感じる

ことができました。

式典後には、西粟倉の今を知る「村内見学ツアー」と題し、村内で全国の美味しいイチゴを使ったスウィーツ

を作っている「メゾン・ド・フルージュ」や旧影石小学校内にある「ウナギの養殖場」などを見学しました。

「メゾン・ド・フルージュ」ではパティシエとしてＵターンで西粟倉に戻り、仕事をしている先輩の話を聞くこ

とができ、自分の培ってきた技術や知識を村で生かせることができると感じてもらう場となりました。旧影石小

学校では、西粟倉の資源を活用し、西粟倉で挑戦するＩターン者などの起業家から話を聞きました。実際に養殖

されたウナギをいただき、本気の想いを感じることもできました。村出身者やＩターン者など、様々な人が様々なものに挑戦している西粟

倉の今を知り、より好きになってもらうことで、自分たちは何ができるかを考えることができた成人式になりました。

【【【【メゾンメゾンメゾンメゾン・ド・・ド・・ド・・ド・フルージュフルージュフルージュフルージュでの見学での見学での見学での見学】】】】

【【【【ウナギの養殖場での見学ウナギの養殖場での見学ウナギの養殖場での見学ウナギの養殖場での見学】】】】

久世公民館では、久世地区の児童（５小学校）を対象に、長期休暇中の児童の学習支援と居場所づくりを目的

とした事業に平成２８年度から取り組んでいます。今回、夏休みとしては初の「サマースクールat久世公民館」

を８月２日から１０日の平日の６日間（７日は台風で中止）開催し、述べ２７４人の児童が参加しました。教職

員ＯＢや保護者、勝山高校の生徒（１～３年生２５名）にボランティアとして協力を得ました。

毎日、１０名以上の高校生が参加してくれたため、グループごとに高校生１～２名を振り分けて、その高校生

のサポートを大人のボランティアが行うというスタイルで実施しました。

児童は、夏休みの宿題をしながら、分からないところやつまずいているところなどを高校生に気軽に聞き、少

しでも早く終わらせようと真剣に取り組んでいました。高校生も質問に対するヒントを出したり、一緒に考えた

りしながら、学年によって教え方を工夫しなければいけない難しさなどを学んでいました。

また、宿題支援に加え、勝山高校生徒たちのプロジェクトチームが企画した活動を初めて取り入れました。薬

品や磁石等を使用した科学実験、音楽を聞いて自己表現、空気砲実験と、子どもたちが楽しく学べるように工夫

を凝らした授業が３日間行われ、参加児童は楽しいひと時を過ごしました。何より、授業を実施した生徒たちも

事前準備の大切さ、人にものを教えることの難しさを体感した取組となりました。

真庭市真庭市真庭市真庭市 ★サマースクール★サマースクール★サマースクール★サマースクール at  at  at  at  久世公民館久世公民館久世公民館久世公民館

○○○○中山遺跡出土中山遺跡出土中山遺跡出土中山遺跡出土 特殊壺特殊壺特殊壺特殊壺・・・・特殊器台特殊器台特殊器台特殊器台 常設展示記念講座常設展示記念講座常設展示記念講座常設展示記念講座

日 時：平成29年10月4日（水）午前10時30分～

会 場：落合総合センター 参加費・申込：不要

内 容：中山遺跡出土 特殊壺・特殊器台（県指定重要文化財）の補修、復元が

終わり、落合総合センターに常設展示することになりました。これを記

念して、展示ケースをお披露目する除幕式と、歴史講座を行います。

演 題：「特殊壺・特殊器台と古代の吉備」

講 師：真庭市教育委員会生涯学習課主幹 新谷俊典

【問合せ先】 イベント関係 真庭市落合振興局地域振興課 電話 0867-52-1111

当該文化財関係 真庭市教育委員会生涯学習課 電話 0867-42-1094

真庭市真庭市真庭市真庭市

○横仙歌舞伎大公演○横仙歌舞伎大公演○横仙歌舞伎大公演○横仙歌舞伎大公演

日 時：平成29年11月25日（土）～26日（日） 開演／10時30分

会 場：奈義町文化センター

内 容：県内４団体、こども歌舞伎教室による歌舞伎公演

○生涯学習フェスティバル○生涯学習フェスティバル○生涯学習フェスティバル○生涯学習フェスティバル

日 時：《作品展示》平成29年11月３日(金)～５日（日） 9時～

《舞台発表》平成29年11月３日(金) 10時～

会 場：奈義町文化センター

内 容：文化協会員による作品展示、舞台発表

幼・小・中学生による書、図工等の作品展示

【問合せ先】奈義町文化センター 電話 0868-36-3034

新庄村新庄村新庄村新庄村

○○○○ふるさと文化祭ふるさと文化祭ふるさと文化祭ふるさと文化祭

日 時：平成29年11月19日（日）

会 場：新庄村公民館 参加費・申込：不要

内 容：講演、文化芸能発表、作品展示など

講 師：蒜山郷土博物館館長 前原茂雄 氏

【問合せ先】新庄村公民館 電話 0867-56-3022



美作管内で美作管内で美作管内で美作管内で10101010月・月・月・月・11111111月・月・月・月・12121212月に行われる行事を紹介します。月に行われる行事を紹介します。月に行われる行事を紹介します。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

勝央町勝央町勝央町勝央町

○○○○文化文化文化文化芸術による子供の育成芸術による子供の育成芸術による子供の育成芸術による子供の育成事業事業事業事業 公共公共公共公共ホール音楽活性化支援ホール音楽活性化支援ホール音楽活性化支援ホール音楽活性化支援・・・・文化庁連携文化庁連携文化庁連携文化庁連携事業事業事業事業

マリンバマリンバマリンバマリンバ××××ピアノピアノピアノピアノ××××和太鼓音の響宴和太鼓音の響宴和太鼓音の響宴和太鼓音の響宴 ＭｕｓｉｃＭｕｓｉｃＭｕｓｉｃＭｕｓｉｃ・・・・ＨａｒｖｅｓｔＨａｒｖｅｓｔＨａｒｖｅｓｔＨａｒｖｅｓｔ

日 時：平成29年11月19日（日）開場／13時30分 開演／14時

会 場：勝央文化ホール（勝田郡勝央町勝間田211-1）

内 容：パーカッショニスト浜まゆみ・ピアノデュオDuetwo・勝央金時太鼓保存

会による音の響宴「Music Harvest」を開催！柔らかく優しい音色のマ

リンバ・多彩な音色をもちリズミカルかつメロディアスなピアノと力強さ

と躍動感で魂が震える和太鼓の響き合うサウンドをお楽しみください。

入場料：全席自由 一般 2,000円（当日2,500円）

高校生以下1,000円（当日1,000円）

親子チケット2,500円（前売券のみ）

【チケット販売所・問合せ先】勝央町公民館 電話0868-38-1753

鏡野町鏡野町鏡野町鏡野町

○○○○平成平成平成平成２９年度鏡野町文化祭２９年度鏡野町文化祭２９年度鏡野町文化祭２９年度鏡野町文化祭

日 時：平成29年10月22日（日）９時30分～

会 場：鏡野町ペスタロッチ館（鏡野町竹田６６３－７） 入場料：無料

内 容：舞踊、詩吟、コーラス、フラダンス、民話の語り、吹奏楽等の舞台発表

【問合せ先】鏡野町中央公民館 電話0868-54-0573

○○○○奥津奥津奥津奥津もみじ祭りもみじ祭りもみじ祭りもみじ祭り

日 時：平成29年10月28日（土）～11月12日（日）

会 場：奥津渓、奥津温泉ほか奥津地域一帯

内 容：奥津渓の紅葉と秋の味覚を満喫するイベント

●オープニングイベント

10月28日（土）10時～15時 会場：鏡野町奥津振興センター

●奥津渓ライトアップ【もみじ祭り期間中の17時～21時】

交通規制：祭り期間中、奥津渓内に限り、津山方面から奥津温泉方面への一方

通行になります。

また、10/28（土）29（日）11/3（金）4（土）5（日）は一般

車両乗り入れ禁止になります。奥津振興センター臨時駐車場（無料）

に駐車し、循環バス（有料）をご利用ください。

【問合せ先】鏡野町観光協会 電話0868-52-0711

○○○○子育て子育て子育て子育て講演会講演会講演会講演会

日 時：平成29年11月5日（日）13時30分～15時 （開場／13時）

会 場：鏡野中学校 講堂（鏡野町竹田６１０）

演 題：「夢ってなあに いのちってなあに」

講 師：合唱作曲家 弓削田健介氏 入場料：無料（定員１５０名）

その他：未就学児の託児あり（事前申し込みが必要です。）

【問合せ先】鏡野町教育委員会 生涯学習課 電話0868-54-7733

久米南町久米南町久米南町久米南町

○ハロウィンおはなし会○ハロウィンおはなし会○ハロウィンおはなし会○ハロウィンおはなし会

日 時：平成29年10月21日（土）開場／13時 開演／14時

会 場：久米南町文化センター エントランス集合 参加費：無料

内 容：①カボチャの重さ発表②ハロウィンの紙芝居（①②は1Ｆエントランス）

③文化センター探検 ３グループで移動します。

・スーパーけんけんぱ！・宝をさがせ！・クイズに挑戦！

④お楽しみ抽選発表（１Ｆエントランス）など

★受付をして、お楽しみ抽選に応募しよう。★仮装して集まろう！

★占い、ぬりえ、カボチャ的あて、わなげコーナーなどあります。

定 員：60人（先着順）※要予約 募集期間 10月1日（日）～15日（日）

【申込・問合せ先】久米南町図書館 電話 ０８６－７２８－４３２２

○よい○よい○よい○よい絵本クラブお楽しみ会絵本クラブお楽しみ会絵本クラブお楽しみ会絵本クラブお楽しみ会

日 時：平成29年11月５日（日）14時～

会 場：久米南町図書館 観賞室 参加費：無料

内 容：「はらぺこあおむし」を日本語・英語・中国語で読み聞かせなど

【申込・問合せ先】久米南町図書館 電話 ０８６－７２８－４３２２

○○○○銀銀銀銀の翼の翼の翼の翼＆モナミ＆モナミ＆モナミ＆モナミ・・・・プルミエールジョイントコンサートプルミエールジョイントコンサートプルミエールジョイントコンサートプルミエールジョイントコンサート

日 時：平成２９年１２月１０日（日）開場／13時30分 開演／14時

会 場：久米南町文化センターホール 入場料：無料（整理券が必要です）

内 容：久米南町の少年少女合唱団カッピーエンジェルス「銀の翼」と混声

合唱団「モナミ・プルミエール」のジョイントコンサートです。

【問合せ先】久米南町文化センター 電話 ０８６－７２８－４３２１

○お父さんのためのベビーマッサージ＆お母さんのためのコンディショニング講座お父さんのためのベビーマッサージ＆お母さんのためのコンディショニング講座お父さんのためのベビーマッサージ＆お母さんのためのコンディショニング講座お父さんのためのベビーマッサージ＆お母さんのためのコンディショニング講座

日 時：平成29年11月25日（土）10時～11時

会 場：津山市中央公民館（津山市大谷600）

内 容：普段お子さんと接する時間が少ないとお嘆きのお父さん！この機会

にたっぷりふれあってみませんか？お母さんはその間、コンディショ

ニングを楽しみましょう。マッサージ終了後は交流会も予定！子育て

の悩みや心配事をみんなで話し合いましょう！

講 師：酒本尚美さん、高柳典子さん 定員：６組

申 込：①住所②父、母、子の氏名③子供の月齢④電話番号を電話、FAXまた

は直接申し込む。（申込み締切11月15日（水））

【問合せ先】津山市中央公民館 電話 0868-24-5111

○○○○夏目漱石あれこれ夏目漱石あれこれ夏目漱石あれこれ夏目漱石あれこれ

日 時：平成29年10月8日（日）13時30分～15時

会 場：津山市立図書館視聴覚室（津山市新魚町17） 申 込：不要

内 容：夏目漱石について学ぶ 講 師：越智悦子さん（岡山商科大学法学部教授）

○○○○親子陶芸親子陶芸親子陶芸親子陶芸教室教室教室教室

日 時：①11月4日（土）②11月25日（土）いずれも10時～

場 所：①勝北陶芸の里工房（津山市杉宮708）

②久米ふれあい陶芸センター（津山市中北上1525-1）

内 容：陶芸でコーヒーカップなど好きなものをつくろう。

対 象：中学生以下の子どもと家族

定員：①15名程度 ②5組程度（先着順） 費用：大人1,430円 小人920円

申 込：津山市教育委員会へ電話・FAX・メールで申込み

○○○○岡山理科大学岡山理科大学岡山理科大学岡山理科大学・・・・倉敷芸術科学大学キッズイベント倉敷芸術科学大学キッズイベント倉敷芸術科学大学キッズイベント倉敷芸術科学大学キッズイベントin津山津山津山津山

日 時：12月17日（日）12：00～15：00 申 込：不要

場 所：グリーンヒルズ津山 リージョンセンター（津山市大田920）

内 容：岡山理科大学、倉敷芸術科学大学による実験やものづくりブース

岡山理科大学 林昭次先生による｢恐竜レクチャー｣

大道芸人チャーリーによるバルーンアートショー など

【問合せ先】津山市教育委員会生涯学習課

電話：0868-32-2118 FAX：0868-32-2147

メール：gakushuu@city.tsuyama.lg.jp

○○○○読書週間講演会読書週間講演会読書週間講演会読書週間講演会「「「「想い出かたりは元気のもと想い出かたりは元気のもと想い出かたりは元気のもと想い出かたりは元気のもと・・・・実践編実践編実践編実践編」」」」

日 時：平成29年11月5日（日）10時30分～12時30分

会 場：津山市立図書館 視聴覚室 参加費：無料

内 容：過去の懐かしい思い出を語り合う「回想法」を施設、地域、家庭

などで実際に行うにはどうすればよいかの講演会。

講 師：鈴木正典先生（出雲市民病院）定 員：先着40人（先着順・要申込）

申 込：10月5日（木）～10月29日（日）電話または直接市立図書館へ

○○○○みんなで情報発信みんなで情報発信みんなで情報発信みんなで情報発信！！！！「「「「オープンデータソンオープンデータソンオープンデータソンオープンデータソンin津山津山津山津山」」」」

日 時：平成29年11月26日（日）11時～17時

会 場：津山市立図書館 視聴覚室

内 容：まち歩きの後、ウィキペディアとopen street mapで、津山の情報

を世界に発信します（パソコンをご持参ください）

講 師：岡本真さん（アカデミック・リソース・ガイド株式会社代表取締役）

定 員：先着15人（先着順・要申込） 参加費：無料

申 込：11月1日（水）～ 11月22日（水）

○○○○三館三館三館三館連携連携連携連携10周年記念事業周年記念事業周年記念事業周年記念事業 知的書評合戦知的書評合戦知的書評合戦知的書評合戦 ビブリオバトルビブリオバトルビブリオバトルビブリオバトル

日 時：平成29年12月3日（日）

①中高校生の部 13時～14時30分②一般の部 15時～16時30分

会 場：津山市立図書館 視聴覚室 発表者の申込：11月17日（金）まで

内 容：お気に入りの本を持ち寄って、その面白さを5分程度で紹介しあい、

どの本が読みたくなったかを参加者の多数決で決定する。

【問合せ先】津山市立図書館 電話 0868-24-2919

〇第〇第〇第〇第16161616回回回回美咲町大菊花展美咲町大菊花展美咲町大菊花展美咲町大菊花展

実施日：平成29年10月31日(火)～11月5日(日)

会 場：美咲町体育館南側駐車場 申込・入場料：不要

内 容：美咲町町花の会員と今年度 菊作り講座受講生、美咲町立中央中学校

生徒の多数の作品を展示。

【問合せ先】美咲町教育委員会生涯学習課 電話0868-66-3086

〇たまご〇たまご〇たまご〇たまごまつりまつりまつりまつり

実施日：平成29年10月15日(日)10時～15時

会 場：ＪＲ津山線亀甲駅前商店街区 申 込：不要

内 容：美咲町の特産物である卵がテーマの祭り。駅前から続く商店街、約

900ｍが歩行者天国となり、パレードや大道芸もあります。

新鮮なたまご、多彩な卵料理が味わえる屋台もあります。

【問合せ先】美咲町産業建設観光課 0868-66-1118

○○○○第第第第21212121回回回回「「「「さくらのうたさくらのうたさくらのうたさくらのうた」」」」作品募集作品募集作品募集作品募集

実施日：平成29年10月2日(月)～12月28日(木)(当日消印有効)

申込先：美咲町教育委員会生涯学習課 「さくらのうた」係

内 容：美咲町の町木である「さくら」をテーマに短歌・俳句・川柳を募集。

優秀作品は短冊・掛軸に揮毫しプレゼント。

部門はジュニアの部(小中学生)一般の部(高校生以上)

審査・揮毫〈短歌〉「龍」短歌会代表 小見山 輝先生〈俳句〉俳人協会幹事 柴田 奈美先生

〈川柳〉弓削川柳社参与 長谷川 紫光先生〈揮毫〉日展会友 寺坂 昌三 先生

応募料：一般(高校生以上)１部門につき1,000円の定額小為替。

小・中学生、支援学校高等部生徒は無料。

申 込：応募数は１人１点まで。Ａ４サイズの原稿用紙に、部門、作品、郵便

番号、住所、氏名、年齢、電話番号、学校名を明記し楷書で応募。

美咲町教育委員会生涯学習課「さくらのうた」係まで

〒709-3717 久米郡美咲町原田1735番地

【問合せ先】美咲町教育委員会生涯学習課 電話0868-66-3086

○○○○美咲芸術世界２０１７美咲芸術世界２０１７美咲芸術世界２０１７美咲芸術世界２０１７

実施日：平成29年9月23日(土)～10月29日(日)

会 場：久米郡美咲町中央地域 申 込：不要

内 容：国内外のアーティスト20名が滞在し、制作活動を行うアートイベント。

作品の公開制作や展示等を美咲町内16か所で繰り広げます！

【問合せ先】美咲町芸術世界実行委員会 実行委員長 板垣 正寿

電話 0868-68-0055


