
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  
            令和元年7月1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 

 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、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紹介してまいります。是非御活用ください。 

【真庭市】★高校生が小学生に教える「真庭学習会」   

   

【久米南町】 ★女性の力で賑わい創出 

美作管内で7月・8月・9月に行われる行事を紹介します。 
久米南町 

鏡野町 

【美咲町】 ★菊作り入門講座 
  菊は、美咲町の町花の一つです。 
 10月末から11月初めの間、美咲町内では毎年、美咲町町花の会主催で「菊花展」が開催されます。大人だけでなく、中学生が育てた菊も展示されるなど、地域の方
に広く親しまれています。その「菊花展」において、きれいに咲いた菊を買い求めている方から、町花の会に質問が相次いだそうです。 
  「毎年枯らしてしまうのですが、どうしたらいいですか？」「水やりは…？」「肥料は何をやったらいいですか？」 
 このことがきっかけで同団体から講座開催の要望書が提出され、「菊作り入門講座」が平成２６年度から始まりました。今年度は６年目の開催になります。 
 講師には美咲町町花の会を迎え、年間を通じて、挿し芽の仕方や水のやり方、肥料のやり方、日常の管理の方法など、実習を交えた年間６回の講座を行っています。 
受講生は第1回・第２回講座で、教材となる小菊や福助の苗を受け取ります。受け取った苗は自宅に持ち帰って世話をし、その後は講座があるたびに会場に持ち寄って、
座学と実習で手入れの方法を学びます。 
 そうして育てた立派な菊は、毎年１０月末から美咲町内で行われる「菊花展」へ出展し、学習の成果を 
たくさんの方に見ていただいています。 
  
  

  

西粟倉村 

○ふれあいまつり（福祉大会・文化祭） 
日 時：令和元年9月28日（土）・29日（日） 
    【発表の部】28日 13:00～19:00 29日 9:30～14:00 
      【展示の部】29日 10:20～14:00      【外 会 場】29日 10:20～14:00 
会 場：西粟倉小学校体育館 
内 容：村文化協会サークル及び村内文化系サークルによるステージ発表と作品展示を 
            行います。29日（日）は外会場にて飲食のテント村を行います。 
【問合せ先】西粟倉村教育委員会 電話：0868-79-2216 
 ○おもちゃフェスティバル 
日 時：令和元年9月22日（日）10:00～15:00 
会 場：西粟倉小学校体育館 参加費：無料 
内 容：当日会場の体育館は木のおもちゃでいっぱい。好きなおもちゃで遊ぶことがで 
            きます。会場では飲食・物販出店やワークショップありと盛りだくさんです。 
【問合せ先】西粟倉村産業観光課 電話：0868-79-2111 

○鏡野町大納涼祭  
日 時：令和元年8月3日（土）14:00～21:00 会 場：鏡野町河内 奥津湖畔 
【問合せ先】鏡野町役場 産業観光課 電話：0868-54-2987 
○わくわく科学フェスティバル 
日 時：令和元年8月4日（日）受付8:30 開会9:00～12:30 
会 場：鏡野町 ペスタロッチ館 「夢ホール」 内 容：ものづくり他 
講 師：たのしい授業かがみのサークル  
参加費：1人500円・1家族1, 000円・条件によっては割引あり 
申込締切：令和元年7月27日（土） 
【申込・問合せ先】鏡野町教育委員会 生涯学習課 電話：0868-54-0573 

 

 ギネス世界記録にも認定されている「川柳のまち久米南町」。 
その川柳の名がついた久米南町観光協会川柳傘踊り部会が、令和元年という節目にめでたく結成30周年を迎え、記念として5月26日に町文化セン
ターで「集い」を開催しました。平成元年の秋に結成された同部会は「久米南町の観光のために女性の力で町おこしを！」という熱い想いで、役場
女性職員や商工会女性部員により結成され、毎年出演している誕生寺の会式法要や西日本川柳大会など町内のイベントだけでなく、過去にはおかや
ま桃太郎祭りなど町外のイベントにも多数出演し、久米南町のＰＲに努めて来られました。    
 公演当日は、部会を卒業されたＯＧも含め約40名が参加。町内３園の保育園児の合唱がオープニングを飾りました。開会式の後、前部長の弓狩久
子さんから傘踊りの生い立ちが語られ「傘踊り30年のあゆみ」と題したＤＶＤが上映されました。なつかしい映像をスライドで見ることができ、会
場に集まられたみなさんも30年間の様々な場面が思い出されたようでした。その後、代表曲の「久米南音頭」や「川柳音頭」など全9曲を披露し、
多くの来場者が楽しみました。傘踊りに続き、すず心踊りも2曲披露されました。しゃもじ状の板に6個の鈴をつけてシャンシャンと軽やかな音色が
特徴のすず心はラテン楽器。傘踊りもすず心も元々は鳥取のしゃんしゃん踊りが元祖で、傘は場所を選ぶし重たいのでもっと大勢の方に気軽に参加
してもらえるようにと、すず心が作られたそうです。町内の老人福祉施設の敬老会などスペースの限られた場所でもすず心は踊ることができ、入所
されている高齢者の方も楽しむことが出来ています。また、これまで数々のステージで披露してきた歴代衣装のファッションショーでは、川柳傘踊
り部会の若手が華やかに着こなし登場。時代とともに移り変わってきた衣装を一度に見ることができました。傘踊り、すず心のほかにも賛助出演と
して、町内の太鼓グループ蓮花太鼓のみなさんの演奏や日本舞踊、フラダンスが集いに花を添えました。 
   女性パワーによる健やかな身体づくり、良好な人間関係をつくる場として、地域活性化にも一役買っている傘踊り。人と人、人と地域のつながり
を生み出し、地域の賑わいを生み出す久米南町観光協会川柳傘踊り部会の皆さんは、いつまでも生き生きと情熱を持って活動を続けられることと思
います。  

○おはなしクッキング かわいい！食べてもおいしい♪デコもちをつくろう！ 
日 時：令和元年7月7日（日） 会 場：久米南町中央公民館 調理室・和室 
内 容：娜(な)先生をお招きし七夕にぴったりのデコ餅を調理。 
    七夕にちなんだ絵本の読み聞かせなど行う。 
講 師：渡辺 娜(な)先生 参加費：無料 申 込：6月10日～7月5日まで 
【問合せ先】久米南町図書館 電話：086-728-4322 
○電一郎先生の電気実験教室 紙コップDekoランプを作ろう！ 
日 時：令和元年8月4日（日） 会 場：久米南町中央公民館 大ホール 
内 容：地球温暖化防止について話を聞いた後、停電時の防災グッズとしても使えるラ 
    ンプを作る。 
講 師：土井 伸一郎先生 参加費：２００円（材料費） 
申 込：令和元年7月1日～8月3日まで 
【問合せ先】久米南町図書館 電話：086-728-4322 
○カッピーおばけ屋敷 
日 時：令和元年8月11日（日） 会 場：久米南町中央公民館 大ホール 
内 容：ＮＰＯ法人らんたん、久米南町新生隊と協働でお化け屋敷を開催する。 
参加費：無料 申 込：不要 
【問合せ先】久米南町中央公民館（教育委員会） 電話：086-728-2711 

平成31年3月、真庭市内中学校の卒業生で、勝山高校と美作高校の生徒14人が中心となり 『子どもたちに、学習の方法や楽しさを伝えることが
したい』そんな思いを持って、学習支援を行うグループ『maniwa(マニワ) learning(ラーニング) cram(クラム) school(スクール)』が設立されました。 

設立のきっかけは、矢掛高校が取り組んでいる「やかげ学」。高校生が小学校に出向いて学習支援をしていることを知り、自分たちは小学校に出
向くことはできないけれど、公民館等を使用して定期的に無料の学習塾を開き、小学生たちに勉強を教えることができないかと考えたそうです。 

高校生たちは、無料の学習塾を開催するために、事前に課題や問題点などを把握する必要があると考え、市教育委員会や久世公民館に協力を申し
出て、3月には小学生3年生から6年生を対象に、試験的な学習塾を開催しました。小学生が学んでいる内容が分からないため、どのように教えて答
えに導くかなど苦労していましたが、参加児童も年の近い高校生に教えてもらうということもあり、和やかな雰囲気で学習を進めることができてい
ました。 

しかし、本格的な学習会を開催するためには、場所の確保・参加者の再募集・活動費用の確保などクリアする課題がたくさんありました。教育委
員会に相談しながら、それらを一つずつ乗り越え、5月31日から毎週金曜日午後7時から8時まで、久世公民館を会場に「真庭学習会」として、スタ
ートしています。 

現在、高校生は24名、児童も市内5小学校から24名が参加しています。高校3年生は受験のため、後輩たちにバトンタッチしていきますが、メン
バーも随時募集しており「小学生に勉強を教えることを通して、高校生も学べる場として継続した活動にしていきたい」と意気込んでいます。 

○三遊亭小遊三・林家たい平二人会 
日 時：令和元年9月29日（日） 開場13:30／開演14:00 
会 場：勝央文化ホール（岡山県勝田郡勝央町勝間田211-1） 
内 容：テレビでおなじみの両師匠が、勝央町へとびきりの笑いを届けにやってきます。 
    日本のアラン・ドロン「三遊亭小遊三」と美術大学出身の多才な噺家「林家た 
    い平」の高座で、抱腹絶倒間違いなし！！ 
    この機会に、ご家族ご友人お誘いあわせの上、ぜひお求めください。 
入場料：全席指定（ ）内は当日料金 
     A席（1階席） 3，000円（3，500円） 
     B席（2階席） ２，000円（２，500円） 
     ※未就学児入場不可。 
【チケット販売所・お問い合わせ】勝央町公民館 電話：0868-38-1753 

勝央町 
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美作管内で７月・８月・９月に行われる行事を紹介します。 

○夏休み親子朝ごはん教室 
日 時：令和元年7月20日（土）10:00～12:00 会 場：中央公民館（大谷600） 
内 容：朝食として大人気のエッグベネディクト、自分でつくってみませんか？  
            子どもが自分だけでも簡単に作ることができるレシピを紹介します！ 
定 員：小学生とその保護者 8組 参加費：500 円 （材料代） 
申 込：令和元年7月12日（金） 
【問合せ先】津山市中央公民館 電話：0868-24-5111 
○父と子と母のためのベビーマッサージ教室 
日 時：令和元年8月25日（日）10:00～11:00 
会 場：津山市中央公民館（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、隣の部屋でコンディショニングを 
            楽しみましょう。また、マッサージが終わったあとで交流会も予定しています。 
            子育ての悩みや心配事をみんなで話し合ってみましょう！ 
対 象：0歳児とその父母 6組 参加費：参加費100円・バスタオル等 
申 込：令和元年8月16日（金） 
【問合せ先】津山市中央公民館 電話：0868-24-5111 
○鶴山塾開塾３５周年記念教育講演会 
日 時：令和元年8月20日（火）9:50～12:10 
会 場：美作学園創立100周年記念館5階美作大学100周年ホール（津山市山北50） 
内 容：子どもの社会的自立に大人がどう関わるかをお話ししていただきます。 
講 師：森田 洋司氏（鳴門教育大学特任教授） 参加費：無料 申 込：電話 
【問合せ先】津山市町村教育委員会生涯学習課鶴山塾 電話：0868-22-2523 
○美作学講座 
日 時：令和元年9月14日（土）13:30～15:00（受付13:10～） 
会 場：美作大学（津山市北園町50） 内 容：「民具から見た津山のくらし」 
講 師：安倉 清博氏（津山市史執筆者 民俗編担当） 参加費：無料 
申 込：不要 先着120名程度 
【問合せ先】津山市教育委員会生涯学習課 電話：0868-32-2118  
○子どものための「物語をたのしむ会」 
日 時：令和元年7月20日(土) 9月21日(土) すべて14:00～14:40 
会 場：津山市立図書館 集会室 内 容：絵本の読み聞かせなど  
講 師：おっはなし会 参加費：無料 申 込：不要 
【問合せ先】津山市立図書館 電話：0868-24-2919 
○おはなし会 
日 時：令和元年7月18日(木)  8月22日(木)  9月19日(木)  すべて11:00～11:30 
会 場：津山市立図書館 おはなしの森 内 容：手遊び、絵本の読み聞かせなど 
講 師：あいあいスマイル 参加費：無料 申 込：不要 
【問合せ先】津山市立図書館 電話：0868-24-2919  
○むかし話を聞く会 
日 時：令和元年7月6日(土) 8月3日(土) 9月7日(土) すべて14:00～14:30 
会 場：津山市立図書館 視聴覚室 内 容：昔話の語り 
講 師：津山語りの会ぴんどろう 参加費：無料 申 込：不要 
【問合せ先】津山市立図書館 電話：0868-24-2919 
○第２０回語りのつどい 
日 時：令和元年8月25日(日)13:00～14:00 会 場：津山市立図書館 視聴覚室 
内 容：昔話の語り 講 師：津山語りの会いろりばた 参加費：無料 申 込：不要 
【問合せ先】津山市立図書館 電話：0868-24-2919  
○夏休みのおはなし会～ストーリーテリングの楽しみ～ 
日 時：令和元年7月28日(日)14:00～15:00 会 場：津山市立図書館おはなしの森 
内 容：手遊び、絵本の読み聞かせなど 講 師：あいあいスマイル  
参加費：無料 申 込：不要 
【問合せ先】津山市立図書館 電話：0868-24-2919  
○脳を活性化する大人の音読会 
日 時：令和元年7月9日(火)14:00～15:00 会 場：津山市立図書館 視聴覚室 
内 容：物語､詩などみんなで声に出して読む会です。 参加費：無料 申 込：不要 
【問合せ先】津山市立図書館 電話：0868-24-2919  
○夜の図書館 
日 時：令和元年8月10日(土)19:00～20:30 会 場：津山市立図書館内  
内 容：ライブラリーコンサート、夜のこわいおはなし会、夜のとしょかん書庫たんけ 
    ん、ライブラリーカフェ 
参加費：ライブラリーカフェのみ実費 申 込：不要 
【問合せ先】津山市立図書館 電話：0868-24-2919  
○押し花工作 押し花でカレンダーをつくろう！ 
日 時：令和元年8月24日(土)13:30～ 14:15～ 会 場：津山市立久米図書館2階  
内 容：２回に分けて押し花でカレンダーをつくる。  
講 師：押し花インストラクター 坂手澄江さん 参加費：無料 
申 込：8/6(火)～8/23(金) 定員小学生40名程度 
【問合せ先】津山市立久米図書館 電話：0868-57-3444  
○夏の思い出のアクアドームをつくろう 
日 時：令和元年8月4日(日)10:30～ 11:45～ 会 場：勝北公民館研修室  
内 容：夏仕様のスノードーム「アクアドーム」をつくる。   講 師：Pokke.さん 
参加費：材料費として200円 申 込：7/16(火)～7/28(日) 定員20名 
【問合せ先】津山市立勝北図書館 電話：0868-36-8622 
○「美作の大庄屋～故地をたずねる～」 
日 時：令和元年9月15日(日)10月13日(日) (2回連続講座)  
            すべて14：00～15：30 
会 場：津山市立図書館 視聴覚室 内 容：歴史講座 講 師：橋本 惣司さん 
参加費：無料 申 込：要申込(チラシ配布日～9/13) 定員先着40名 
【問合せ先】津山市立図書館 電話：0868-24-2919  
○「認知症カフェin図書館」 
日 時：令和元年9月18日(水)14:00～16:00 会 場：津山市立図書館 集会室  
内 容：認知症の方、ご家族の方が集える場です。 参加費：無料 申 込：不要 
【問合せ先】津山市立図書館 電話：0868-24-2919 

津山市 

日時 場所 内容 対象（市内） 
参加費 
（円） 

7/20（土） 
13:30～16:10 

作東文化芸術セン
ター 

いけばなとお花の体
験教室 

小学生以上 1,300 

7/21（日） 
  

作東農村環境改善
センター 

陶芸教室 

10:00～11:00小
学1・2年生 
13:00～14:00小
学4年以上 
15:00～16:00小
学3年以上 

1,000 

7/26（金） 
10:00～12:30 

作東農村環境改善
センター 

ご飯を自分で作って
みよう 

小学生以上 500 

7/27（土） 
8:20～17:02 

集合場所：江見駅 
行先：津山まなび
の鉄道館 

汽車で機関車庫を描
きに行こう 

小学生 600円 
中学生 1,100円 

左記 
参照 

7/28（土） 
13:30～15:00 

作東農村環境改善
センター 

短歌をつくろう 小学生以上 500 

8/6（火） 
湯郷地域交流セン
ター 

国際交流 小学4年生以上 無料 

8/7（水） 
作東農村環境改善
センター 

紙ねんどで作ろう 小学生以上 150 

8/8（木） 
作東農村環境改善
センター 

embotを動かしてみ
よう 

小学生以上 200 

8/8（木） 
作東農村環境改善
センター 

夜空の観望会 小学生以上 500 

○講座名：令和元年度防火防災教育講座in消防署 
日 時：令和元年8月3日（土）9:00～13:00（受付は8:30） 
会 場：美作市消防本部（美作市楢原下1100） 
内 容：・防火防災講話 ・体験活動（①救助袋②起震車体験③煙体験④消火体験） 
    ・防災クイズ  ・保存食を使用した非常食の試食 
対 象：美作北小学校4年生～6年生及び保護者、地域の皆さん 参加費：無料 
主 催：美作市教育委員会・美作市消防本部 協 賛：美作市防火委員会 
【問合せ先】美作市教育委員会社会教育課 電話：0868-72-2900 
○講座名：星空ミュージックカフェ 
日 時：令和元年8月31日（土） 会 場：大原公民館前広場 
内 容：県内で活躍する音楽家たちが、星空の下で素敵な音楽を奏でます。 
出演者：・粟井 理菜  
     勝央町出身のシンガーソングライター。しっとりバラード系やジャズ系の音楽 
     をお届けします。 
    ・スポットタイムRubik’sCube大原 
     地元、大原地域を中心に活動するヒップホップダンスチーム 
    ・ホット・ミディアム 
     結成15周年を迎えた、演歌からロックまで多彩なレパートリーを持つ10人組 
               バンド。岡山県北を中心に、各イベントで地域を盛り上げています。 
チケット販売開始：7月中旬 
料 金：前売り500円、当日600円、高校生以下300円 
チケット取扱い施設：大原公民館、教育委員会美作分室、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 
                大原公民館 電話＆Fax（78）3110 
                  大原総合支所 電話：（78）3111 Fax：（78）4851 
○講座名：夏休みキッズチャレンジ 

※他、準備物等の詳細は下記の問い合わせ先までご連絡ください。 
 申込期限：7月5日（金）16:00まで 
【問合せ先】美作市教育委員会社会教育課 電話：0868-72-2900 

○第29回 ファミリーコンサート  
日 時：令和元年7月13日（土）開場13:30 開演14:00～ 
会 場：奈義町文化センター 
内 容：奈義町在住、ゆかりのある演奏家によるクラシック音楽を中心としたｺﾝｻｰﾄ 
出演者：やまなみ混声合唱団、奈義小学校児童有志（合唱） 
    鈴木 英子氏（ソプラノ独唱） 鈴木 康代氏（ピアノ）他 
入場料：無料 
【問合せ先】奈義町教育委員会生涯学習課 電話：0868-36-3034 
○人権講演会「さらなる一歩を踏み出そう」（トーク＆コンサート） 
日 時：令和元年8月4日（日） 開場13:30 開演14:00～ 
会 場：奈義町文化センター 大ホール 
内 容：奈義町人権教育研修講座の公開講座 
講 師：立木 早絵氏（シンガーソングライター） 
入場料：無料 主 催：奈義町・奈義町教育委員会 
【問合せ先】奈義町教育委員会生涯学習課 電話：0868-36-3034 
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