
○奈義町生涯学習フェスティバル 
日 時：令和元年11月1日（金）～3日（日） 
                      9:00～19:00（最終日16:00） 
会 場：奈義町文化センター 
内 容：文 化 展：1日（金）～3日（日） 
                9:00～19:00（最終日16:00） 
    芸能発表会：3日（日）11:00～15:00頃 
    奈義町文化協会所属団体による、絵画や書等の文化展示、また 
    踊りや演奏の発表。併せて、幼・小・中学校が校内生活で制作 
    した図画工作等の作品を一堂に展示する。 
参加費：入場無料 申 込：無し 
【問合せ先】奈義町教育委員会生涯学習課 電話：0868-36-3034 
○講座名：横仙歌舞伎大公演 
日 時：令和元年11月23日（土）13:00～15:00 
                               24日（日）10:30～15:00 
会 場：奈義町文化センター 
内 容：奈義町の伝統芸能「横仙歌舞伎」を中心とした地歌舞伎の祭典。 
    美作地域に残る地芝居保存団体4団体とこども歌舞伎教室によ 
    るここでしか見られない歌舞伎の公演です。 
出 演：横仙歌舞伎保存会（奈義町）､中島東松神座（奈義町） 
    粟井春日歌舞伎保存会（美作市）､勝田歌舞伎保存会（美作市） 
    こども歌舞伎教室（奈義町） 
参加費：入場無料 申 込：無し 
【問合せ先】奈義町教育委員会生涯学習課 電話：0868-36-3034 

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10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。芸術の秋、読書の秋、スポーツの秋、行楽の秋！食欲の秋！！ 各地でイベント満載です。 
 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いたします。是非御活用ください。  

美作管内で10月・11月・12月に行われる行事を紹介します。 

美作市 

【美作市】 ★キッズ・チャレンジ講座 

【奈義町】★ 第29回ファミリーコンサート ～青少年の心を育む音楽会～ 

          

 【講義風景】 

【調理風景】 

 
  

  

 7月23日（火）に奈義町文化センターで第２９回ファミリーコンサート～青少年の心を育む音楽会～が開
かれました。 
 この音楽会は奈義町在住、または縁のある演奏家により、クラシック音楽を中心とした生演奏を通じて、
町の音楽文化振興と、音楽で子ども達の心を豊かにする情操教育を目的に開催されています。 
 企画運営は町内の有志が中心となり、当日は、尺八、箏、ピアノによる和楽器アンサンブル、ソプラノ独
唱、混声合唱等が200名の来場者の前で披露されました。みなさんアマチュアながらレベルの高い演奏をす
る中、特にこの日のために集まった奈義小学校児童有志20名による合唱には、子ども達の歌声の美しさやレ
ベルの高さに会場から惜しみない拍手が贈られました。 
 最後に出場者と来場者全員で毎年恒例となっている全体合唱を行いました。唱歌や童謡など、後世に伝え
たい名曲を歌い幕となりました。 
 小さな町にも、このような生演奏による演奏会が必要で、子どもから大人にまで演奏を届けたいという思
いを胸に、試行錯誤されながら29回も継続してこられた有志の方々には頭が下がる思いです。 
 すでに来年予定されている30周年公演に向けて色々な計画がされているということで、今から来年の演奏
会が楽しみです。 

 夏休み期間中に実施したキッズ・チャレンジ講座では、陶芸や生け花・料理教室など様々な内容で、地域
の方が先生役になり子ども達に指導してくださいました。 
 短歌教室ではユニークな発想で、大人には想像がつかないような句を詠む小学生もおり、世代を超え共に
学び合う貴重な機会となりました。また、スケッチ教室では、「津山まなびの鉄道館」で機関車庫を写生し
ました。自分で切符を買い姫新線に乗車するのは、子ども達にとって初めてのドキドキ体験となりました。
たいへん暑い日の実施でしたが、汗をかきながら一生懸命に夏休みの宿題を描き上げました。 
 兵庫県立大学西はりま天文台の天文科学専門員・鳴沢先生を講師に迎えた夜空の観測会には、23組の親子
が参加しました。高性能望遠鏡で木星や月を観察し、星の特徴について詳しく説明をしていただきました。  
その後、きれいな星空を見上げながら星座のお話も伺いました。この日はたいへん幸運なことに国際宇宙ス
テーションが上空を通過しました。参加した親子からは「宇宙ステーションて肉眼で見えるんじゃなぁ！」
「どのくらいのスピードで地球をぐるぐる回ってるの？」など、大きな光を放ちながら上空を移動する国際
宇宙ステーションの姿に歓声が上がりました。 

 
 
○塚越慎子マリンバコンサート 
日 時：令和元年11月23日（土）14:00～ 
会 場：英田公民館 
内 容：マリンバ奏者の塚越慎子さんによるコンサート 
    公共ホール音楽活性化事業により、11/21･22の2日間は 
    大原中学校区の小中学校、保育園などでアウトリーチを実施 
入場料：一般：1,000円 中学生以下：500円（4歳未満入場不可） 
【問合せ先】美作市教育委員会 社会教育課 
      電話：0868-72-2900  
○美作市人権教育推進講演会 
日 時：令和元年12月1日（日）13:20～ 
会 場：美作文化センター 
内 容：冬季五輪に2大会連続で入賞経験のあるスケーター鈴木明子さ 
            んを講師に迎え、人権講座・人権教育推進講座を実施。 
            自身の摂食障害やオリンピック出場にむけての重圧や経験をお 
            話しいただきます。 
講 師：鈴木明子氏（プロフィギュアスケーター） 
参加費：無料 
【問合せ先】美作市教育委員会 社会教育課 電話：0868-72-2900 
 ○松本蘭ヴァイオリンリサイタル 
日 時：令和元年12月22日（日）14:00～ 
会 場：美作文化センター 
内 容：「高嶋ちさ子12人のヴァイオリスト」初代リーダーの松本蘭さ 
    んを迎え、クリスマスコンサートを実施します。     
入場料：一般 1,000円 中学生以下 500円（未就学児入場不可） 
【問合せ先】美作市教育委員会 社会教育課 電話：0868-72-2900 
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美作管内で10月・11月・12月に行われる行事を紹介します。 

勝央町 

○「SHOO ONKATSU GALACONCERT」 
日 時：令和元年10月27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：これまでに勝央町がお呼びした様々なアーティストが集結！ 
    総勢11名のアーティストによる、他では見ることができない 
            豪華コラボレーションをお届けします。 
            地元中学校吹奏楽部との共演もあります。音の共演によって生   
            まれる多彩な音色をお楽しみください。 
入場料：全席指定（ ）内は当日料金 
     ■一般    2,000円（2,500円） 
     ■高校生以下 1,000円（1,500円） 
【チケット販売所・お問い合わせ】 
  勝央町公民館 電話：0868-38-1753 
〇ピアノトリオミュゼコンサート 
 深まる秋のコンサート！ミュゼと一緒に ～鼓動と躍動～ 
日 時：令和元年11月23日（土）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：フランス語で美術館の意味を持つ「ミュゼ」。 
    新しい作品に出会うたびに、みずみずしく多彩な音楽づくりが 
    できることを目指して名づけられました。 
    ヴァイオリン・チェロ・ピアノによって奏でられる極上のハー 
    モニーをお楽しみください。 
入場料：全席指定（ ）内は当日料金 
     ■一般    2,000円（2,500円） 
     ■高校生以下 1,000円（1,500円） 
【チケット販売所・お問い合わせ】  
  勝央町公民館 電話：0868-38-1753    

○令和元年度 鏡野町文化祭 
作品展示：令和元年10月26日（土）・27日（日）8:30～17:00 
芸能発表：令和元年10月27日（日）9:30～15:30 
会    場：鏡野町竹田660 鏡野町立中央公民館 
【問合せ先】鏡野町教育委員会生涯学習課 電話 ：0868-54-0573 
                                                 FAX：0868-54-0656  
○鏡野町子育て講演会「森 源太 トーク＆ライブ」 
夢をあきらめないこと、人生の楽しさを、本気で生きることの輝きの 
メッセージを是非会場で唄や語りから感じてください。 
日 時：令和元年11月10日（日）13:30～15:00（開場：13:00） 
会 場：鏡野町立中央公民館 大集会室 
＊10月18日（金）までに下記までにお申込みください。 
＊入場無料 
【問合せ先】鏡野町教育委員会生涯学習課 電話 ：0868-54-0573 
                                               FAX：0868-54-0656  

久米南町 

○【図書館行事】ハロウィーンおはなし会 
           ～消えたキャンディーのなぞをとけ～ 
日 時：令和元年10月6日（日）13:30～ 
会 場：久米南町図書館ラウンジ 
内 容：仮装して参加する方も多い毎年恒例のイベントです。 
            ハロウィーンにちなんだ絵本の読み聞かせやゲームのほか、今 
            年のハロウィーンでは、みんなで探偵になって消えたキャン 
            ディーのなぞを解きましょう。探偵の助手を60名募集中です。 
参加費：無料 申 込：久米南町図書館 
【問合せ先】久米南町図書館 電話：086-728-4322  
○第37回久米南町文化祭 
日 時：令和元年10月19日（土）9:00～18:00 
                                20日（日）9:00～15:00 
会 場：久米南町文化センター 参加費：無料 
内 容：久米南町内で活動する団体または在住、在勤の個人の方による 
    作品展示や舞台発表など行います。 
【問合せ先】久米南町文化協会事務局 電話：086-728-2711 
○未来商店街～わたしたちが未来の商店街をつくります！～ 
日 時：令和元年11月10日（日）10:00～15:00 
会 場：久米南町下弓削旧道（かっぱ街道） 
内 容：町内の中高生が地域住民や団体と協働し、旧商店街活性化を 
            図ります。 
【問合せ先】久米南町教育委員会 電話：086-728-2711 
○【図書館行事】ペーパークラフトの会 
日 時：令和元年11月 会 場：久米南町図書館 内 容：未定 
【問合せ先】久米南町図書館 電話：086-728-4322 
○ウォーキング大会 
日 時：令和元年12月7日（土）9:30～受付 参加費：無料 
会 場：久米南町立神目小学校（集合）⇒久米南町別所⇒ 
            志呂神社（建部町下神目）（解散） 
内 容：一人で歩くと長い距離もたくさんの仲間と歩けば楽しく歩け 
           ます。久米南町の魅力も、清々しい空気とともに楽しんでくだ 
           さい。 
【問合せ先】久米南町教育委員会 電話：086-728-2711 
○【図書館行事】クリスマスおはなし会 
日 時：令和元年12月 会 場：久米南町図書館 内 容：未定 
【問合せ先】久米南町図書館 電話：086-728-4322  
○クリスマスコンサート 
日 時：令和元年12月 会 場：久米南町文化センター 
内 容：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・プルミエールによるクリスマスコンサートを開催しま 
    す。 
参加費：無料 
【問合せ先】久米南町文化センター 電話：086-728-4321 

○講座名：森本二太郎氏 写真講座 
日 時：令和元年10月12日（土）9:30～12:00 
会 場：新庄村公民館周辺 
内 容：「村の何気ない日常」をテーマにした撮影会 
講 師：村在住の自然写真家 森本二太郎さん 
参加費：無料 
【問合せ先】新庄村公民館 電話：0867-56-3022 
○講座名：新庄村生涯学習の集い 
日 時：令和元年10月26日（土）8:00～18:00 
場 所：鳥取市方面 
趣 旨：生涯学習への意欲や実践力を高めることを狙いに行う研修旅行 
内 容：因州和紙の紙すき体験、鳥取県立博物館の見学 
参加費：無料（但し、体験料、昼食代、入館料については各自負担） 
【問合せ先】新庄村公民館 電話：0867-56-3022 
○講座名：ふるさと文化祭 
日 時：令和元年11月17日（日）10:00～16:00 
会 場：新庄村公民館 
内 容：講演会、写真・書道・生花・手工芸品等展示、芸能発表会 
参加費：無料 
【問合せ先】新庄村公民館 電話：0867-56-3022 

   

新庄村

○第29回神庭の滝駅伝競走大会 
日 時：令和元年12月8日（日）9:00～ 
会 場：勝山スポーツセンター 
内 容：会場をスタート・ゴールとし、5人の選手がタスキをつなぎ、 
    勝山地区内を競走する。 
参加費：真庭市内の小学生・中学生・高校生チーム…1,000円 
            真庭市外の小学生・中学生・高校生チーム…2,000円 
            一般社会人チーム              …3,000円 
申 込：（1）参加申込書「神庭の滝駅伝競走大会参加申込書兼誓約 
      書」で申し込みを行うこと。また、未成年者で編成される 
      チームについては「未成年登録選手承諾書兼誓約書」を 
      チーム代表者（監督）がとりまとめ、一括して提出すること。 
    （2）申込期日 令和元年11月12日（火）17:00必着 
            （3）申込先  
                    〒717-0013 真庭市勝山319番地 勝山文化センター内 
                    神庭の滝駅伝競走大会実行委員会事務局（勝山公民館） 
                    電話：0867-44-2011 FAX：0867-44-2399 
【問合せ先】真庭市役所 勝山振興局地域振興課  
      電話：0867-44-2011 
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○第8回美咲町社会福祉大会 
日 時：令和元年10月13日（日）13:00～15:30（開場12:00） 
会 場：柵原総合文化センター 参加費：無料 
内 容：式典 赤い羽根共同募金運動スタート式 
      記念講演「ぼけますから、よろしくお願いします。」 
                                                                 信友直子氏 
      認知症に直面し苦悩する87歳の母、95歳で初めてリンゴの皮 
            をむき、針仕事しながら介護する父、東京に暮らす娘が涙を堪 
            えカメラを回し続けたドキュメンタリー映画の監督信友直子さ 
            んの記念講演です。「ボケたら何も分からないのではない、本 
            人が一番辛く、介護は、親がしてくれる命がけの子育てであ 
            る。」認知症という重いテーマですが、親娘の関わり・家族の 
            愛について講演いただきます。 
【問合せ先】社会福祉法人美咲町社会福祉協議会 電話：0868-66-2940 

○男女共同参画の視点による地域づくり 
日 時：令和元年11月2日（土）13:00～14:30 
会 場：柵原総合文化センター 講 師：中嶋玲子氏 参加費：無料 
主 催：美作地区婦人協議会 
【問合せ先】美咲町教育委員会生涯学習課 電話：0868-66-3086 
○柵原文化祭 
日 時：令和元年10月25日（金）9:30～17:00 
                10月26日（土）9:00～17:00 
                10月27日（日）9:00～16:00  
会 場：柵原総合文化センター 入場料：無料 
内 容：美術作品等、子どもから大人まで、幅広い方の作品を多数展示 
    します。25日はお抹茶・お菓子の提供、26日はこけ玉づくり、 
    27日は「絵手紙描こう」のイベントもあります。（有料） 
   （絵画、書道、写真、俳句・川柳・短歌、生け花、工芸・陶芸・手芸）  

【問合せ先】柵原文化協会事務局 電話：090-7361-9335 

美咲町 

○令和元年度読書活動推進計画策定記念講演  
 エンジョイ子育て 親子deふれ愛あそび 
日 時：令和元年11月4日（月・振替休日） 
            10:00～11:30（受付：9:40～） 
会 場：津山東公民館（津山市川崎796-2） 
内 容：家庭での絵本の読み聞かせやコミュニケーション 
            についてお話 親子で出来る体を動かすふれあい遊び 
講 師：小崎恭弘氏 
    （大阪教育大学准教授、ファザーリング・ジャパン顧問） 
参加費：無料 対 象：おおむね2歳から就学前のお子さんと親子 
申 込：問合せ先へ下記の事項を記入しメール・Fax・郵送で申込み 
    ①親氏名 ②子氏名（年齢） ③お住まいの市町村 ④電話番号 

【問合せ先】つやまっ子読書プラン推進事業実行委員会事務局（生涯学習課） 

      電話：0868-32-2118 Fax：0868-32-2147  
      Eメール gakushuu@city.tsuyama.lg.jp 
○子どもの心をわし掴み！～絵本から始まる子どもとの関わり方～ 
日 時：令和元年11月4日（月・振替休日） 
            14:00～15:30（受付：13:40～） 
会 場：津山東公民館（津山市川崎796-2） 
内 容：読み聞かせを通じた子どもとの関わり方についての講演 
講 師：小崎恭弘氏 
    （大阪教育大学准教授、ファザーリング・ジャパン顧問） 
対 象：どなたでも 参加費：無料 
申 込：問合せ先へ下記の事項を電話・メール・Fax・郵送で申込み 
    ①名前 ②お住まいの市町村・所属団体 ③電話番号 
【問合せ先】つやまっ子読書プラン推進事業実行委員会事務局(生涯学習課） 

      電話：0868-32-2118 Fax：0868-32-2147  
      Eメール gakushuu@city.tsuyama.lg.jp 
○よみきかせキャラバン 
日 時：令和元年11月13日（水）10:30～11:30  
会 場：すこやか子どもセンター3階 親子ひろば「すくすく」 
参加費：無料 
内 容：絵本の読み聞かせや紙芝居・ベビーマッサージ 申 込：なし 
【問合せ先】つやまっ子読書プラン推進事業実行委員会事務局（生涯学習課） 

     電話：0868-32-2118 
○第53回津山市子どもまつり「すなばあそび再生プロジェクト」 
 第4部「すなばアートフェス＆キャンドルナイト」 
日 時：令和元年10月14日（月・祝）14:00～18:30 
会 場：沼第5公園（昭和公園） ※中央児童館となり 
内 容：〈砂の彫刻ワークショップ〉 
     14:00～15:00（要申込、受付終了） 
     砂の美術館職員によるミニ砂像づくり体験ワークショップ 
            〈キャンドルナイト〉 
             16:00～ キャンドルホルダーづくり（申込不要） 
     17:00～ 点灯式・弾き語りライブ 
             18:30    閉会 
対 象：ワークショップは別途申込の方のみ。キャンドルナイトはどな 
    たでも参加可能。大人だけの参加も歓迎。 
参加費：無料 
主 催：津山市子どもまつり実行委員会 
【問合せ先】津山市子どもまつり実行委員会事務局（生涯学習課） 
      電話：0868-32-2009 Fax：0868-32-2147 
      Eメール gakushuu@city.tsuyama.lg.jp 
○第53回津山市子どもまつり「すなばあそび再生プロジェクト」 
 第5部「すなばシンポジウム」 
日 時：令和元年11月17日（日）14:00～16:30 会 場：美作大学 
対 象：興味のある方どなたでも。子ども連れでの参加可能。 
内 容：3回にわたり開催した「すなばあそび再生プロジェクト」の成 
    果発表と、砂場や子ども達の遊びや発達に関するシンポジウム 
  シンポジスト：美作大学短期大学部幼児教育学科 教授 中田稔氏 
         現代玩具博物館 館長 橋爪宏治氏 
         サンドラボ 代表 岡田章裕氏 
その他：参加無料。申込不要  
主催：津山市子どもまつり実行委員会 
【問合せ先】津山市子どもまつり実行委員会事務局（生涯学習課） 
      電話：0868-32-2009 Fax：0868-32-2147 
      Eメール gakushuu@city.tsuyama.lg.jp 
○美作学講座 
日 時：令和元年11月16日（土）13:30～15:00（受付 13:10～） 
会 場：美作大学（津山市北園町50） 演 題：吉井川の高瀬舟 
講 師：森元純一氏（津山市史執筆者 近世編担当） 参加費：無料 
申 込：不要 先着120名程度 
【問合せ】津山市教育委員会生涯学習課 電話：0868-32-2118 
 

○つやま子ども未来塾「美作大学ふくふくアカデミー」 
日 時：令和元年10月26日（土）10:30～14:30 
会 場：美作大学（津山市北園町50） 
内 容：美作福祉部隊リカイヒロメタインジャーの公演 
            車いす介助などの介護体験 
          美作大学生とのわいわい交流ランチタイムなど 
対 象：小学校3～6年生 親子15組程度 
参加費：1人200円（お昼ごはん代） 
申込締切：10月11日（金）※申込多数の場合は抽選 
【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 
                Eメール gakushuu@city.tsuyama.lg.jp  
○チャレンジ陶芸講座「干支づくり」 
日 時：①令和元年10月 5日（土）10:00～12:00 
    ②令和元年10月 9日（水）13:30～15:30 
    ③令和元年10月12日（土）10:00～12:00 
会 場：①・②勝北陶芸の里工房（杉宮708） 
    ③久米ふれあい陶芸センター（中北上1525-1） 
内 容：子孫繁栄の象徴とされている来年の干支「ねずみ」の置物を作り 
    ます。 
講 師：花岡 勉氏（陶芸の里工房 指導員） 
定 員：各日とも20名程度（先着順） 
参加費：【電気釜焼上げ】1,460円（高校生以下は940円） 
      【登り窯焼上げ】2,400円（高校生以下は1,880円） 
    講座当日に希望の焼上げ方を選択していただきます。 
申込方法：問合せ先へ電話で申込 希望の会場、日時を選択していただき 
     ます。 
【問合せ先】津山市教育委員会生涯学習課 電話：0868-32-2118 
○家族の週間「親子陶芸教室」 
日 時：①令和元年11月  9日（土）10:00～12:00 
    ②令和元年11月17日（日）10:00～12:00 
    ③令和元年11月23日（土）10:00～12:00 
会 場：①勝北陶芸の里工房（杉宮708）②西苫田公民館（小原67-1） 
    ③久米ふれあい陶芸センター（中北上1525-1） 
定 員：中学生以下の子どもと家族 
    ①15組程度 ②8組程度 ③4組程度 
内 容：親子で陶芸をし、コーヒーカップや花入れなど好きなものを作り 
    ます。 
参加費：1,460円（高校生以下は940円） 
申込方法：問合せ先へ電話、Fax、メールで申込。 
     希望の会場、日時を選択してください。 
【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 
        Eメール gakushuu@city.tsuyama.lg.jp 
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