
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２８年９月３０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。

美作美作美作美作市市市市

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１０月・１１月・１２月に行われる行事を紹介します。美作管内で１０月・１１月・１２月に行われる行事を紹介します。美作管内で１０月・１１月・１２月に行われる行事を紹介します。美作管内で１０月・１１月・１２月に行われる行事を紹介します。

8月27日（土）から28日（日）の2日間、勝田小学校の4年生から6年生の児童のうち、参加申込のあった

24人をはじめ、保護者、地域住民など計71人が参加し、「勝田小学校区防災キャンプ」が開催されました。

このキャンプは、青少年の体験活動の推進を図るために実施したもので、勢力の強い台風による土砂災害、

浸水被害に見舞われ避難したことを想定し、勝田小学校体育館にて1泊2日の避難所生活を通して災害時の行動

と助け合いの大切さを学びました。

キャンプでは、美作市職員と防災士の指導により、参加者自身が住んでいる地域

の防災マップ・ハザードマップの作成や避難所運営についての学習のほか、消防団

員の指導で土のう作りや消防本部職員から応急手当について学びました。災害時の

非常食を味わったり、ござと寝袋で就寝したりするなど避難所生活を体験しました。参加児童らは「この防災

「キャンプを通じて、避難時は特に思いやりや、協力することが大切と感じた。」

と感想を話しました。

今年で4回目の実施（Ｈ25大原地区、Ｈ26土居地区、Ｈ27英田地区）となり、

参加者それぞれが地域の実態を知ったり、地域での助け合いや支え合いの必要性を

学ぶことができました。参加した児童のみなさんが、今回の体験を十分に生かし、自分自身や大切な家族、

友達を守ることのほか、地域を担う防災リーダーとして活躍されることを期待しています。

★★★★勝田小学校区防災勝田小学校区防災勝田小学校区防災勝田小学校区防災キャンプキャンプキャンプキャンプ

子ども子ども子ども子どもと自然をつなぐ地域プラットフォーム形成支援事業（文部科学省委託事業と自然をつなぐ地域プラットフォーム形成支援事業（文部科学省委託事業と自然をつなぐ地域プラットフォーム形成支援事業（文部科学省委託事業と自然をつなぐ地域プラットフォーム形成支援事業（文部科学省委託事業））））

防災マップ・ハザードマップ防災マップ・ハザードマップ防災マップ・ハザードマップ防災マップ・ハザードマップ

作成の様子作成の様子作成の様子作成の様子

応急手当講習応急手当講習応急手当講習応急手当講習

土の土の土の土のうづみうづみうづみうづみ体験の様子体験の様子体験の様子体験の様子

新庄村新庄村新庄村新庄村

子ども達の創造力や問題解決力を育成する為、デザイン思考を取り入れたCURIOSCHOOL新庄村校が

開校しました。デザイン思考は、大学や企業からも注目を集めているもので、課題を自ら発見し、解決策

の検討と実践を重ね、新たなアイデアを生み出す手法です。CURIOSCHOOL新庄村校は、がいせん桜通

り内の咲蔵家で毎週水曜日の放課後に低学年クラス（小学校3年生以下）と高学年クラス（小学校4年生

以上）に分かれ、各々隔週で授業を行っています。現在は、低学年と高学年各々１０名前後の参加者で教

室を行っており、授業風景の見学や途中からの参加も可能としています。今後は、保護者や村民の方にも

デザイン思考を体験していただく機会が出来ればと考えています。

★★★★新庄新庄新庄新庄っっっっ子人材育成子人材育成子人材育成子人材育成事業事業事業事業スタートスタートスタートスタート

去る７月22日（金）、恒例の「星空映画会」を星空の下、大スクリーンで上映し、盛大に開催しまし

た。今年度の映画は、子どもたちに大人気の「ベイマックス」を上映し、ひなどり会・保育所幼児を始

め、小・中学生、保護者など多くの皆さんに鑑賞していただきました。天候の心配もなく、公民館前庭

には会場いっぱいとなり、総勢約１００名が映画を楽しみました。また、風の子文庫の皆さんのご厚意

により、受付時間から上映までの間には、焼きそば、綿菓子、ポップコーンなどを作っていただき、大

変好評でした。

来年度も人気のある新作を上映したいと思いますので、多数の方のご参加をお待ちしています。

★星空映画の鑑賞会★星空映画の鑑賞会★星空映画の鑑賞会★星空映画の鑑賞会

久米南町久米南町久米南町久米南町

勝央勝央勝央勝央町町町町

○○○○平成平成平成平成28282828年度文化庁劇場音楽堂等活性化年度文化庁劇場音楽堂等活性化年度文化庁劇場音楽堂等活性化年度文化庁劇場音楽堂等活性化事業事業事業事業 ミュージカルミュージカルミュージカルミュージカル「眠れる森の美女」「眠れる森の美女」「眠れる森の美女」「眠れる森の美女」

日 時：平成28年10月２日（日） 開場／13時30分 開演／14時

会 場：勝央文化ホール

あらすじ：王女様と料理番の娘は同じ日に生まれます。王女様は何不自由なく過

保護に育ち、わがままな娘となり、貧しい料理番の娘は心の美しい娘に

育ちます。黒の妖精に死の呪いをかけられた王女様は、白の妖精の贈り

物により100年の眠りにつき、素晴らしい夢を見て美しい心に目覚め

る物語。１００年間の眠りの中で王女が素晴らしい夢を見て反省し“本

当に美しいものは目には見えない”思いやりの心、優しい心の大切さを

伝えるという、オリジナル創作ストーリー

出演者：折井あゆみ（王女）渡辺和貴（王子）

小川麻琴（料理番の娘）高橋りな（白の妖精）

入場料：大人［１８歳以上］１,５００円（当日２,０００円）

小人［４歳以上１８歳未満］ ８００円（当日１,０００円）

○○○○勝央勝央勝央勝央金時太鼓金時太鼓金時太鼓金時太鼓創設創設創設創設30303030周年周年周年周年記念記念記念記念コンサートコンサートコンサートコンサート入場料入場料入場料入場料：「：「：「：「鼓響祭鼓響祭鼓響祭鼓響祭————鼓楽永劫」鼓楽永劫」鼓楽永劫」鼓楽永劫」

日 時：平成28年11月26日（土） 開場／17時 開演／17時30分

会 場：勝央文化ホール

内 容：勝央金時太鼓の30年の活動の集大成とし、勝央金時太鼓の小中学生各

教室生と勝間田高校郷土芸能部。また、勝央町と姉妹町である静岡県

小山町の和太鼓組駿河乃國鼓太郎と一色太鼓保存会も出演します。

勝央町から太鼓音楽文化を発信し、お客様に感動を届けします。

入 場 料：一般 1,500円（当日2,000円）

高校生以下 800円（当日1,300円）

【上記２つのイベントのチケット販売所・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

全席自由

全席自由

○道の駅○道の駅○道の駅○道の駅くめくめくめくめなんなんなんなん Jazz Jazz Jazz Jazz LiveLiveLiveLive

日 時：平成28年10月22日（土）開場／1８時 開演／1８時30分

会 場：道の駅くめなん カッパの杜（レストラン）

内 容：今年リニューアルした道の駅くめなんにオープンしたカッパの杜で、

県内外で活動する演奏家５名によるジャズ演奏をお楽しみいただけ

ます。ドリンクや軽食とともに素敵なひとときをお楽しみください。

入場料：1,000円（１ドリンク付）

【問合せ先】音楽で久米南町を元気にする会 電話 086-728-2331

○第１０回秋○第１０回秋○第１０回秋○第１０回秋んどんどんどんど祭りくめなん祭りくめなん祭りくめなん祭りくめなん

日 時：平成28年10月23日（日）10時～15時

会 場：道の駅くめなん

内 容：地元久米南町の特産品のゆずを使ったゆずコロッケやゆずギョーザ

など町内の商店が集結し多彩な屋台が並ぶイベント。小さなお子様

でも楽しめるふわふわ遊具や、ゆるキャラカッピーとのゲーム大会

が行われるなど家族揃って楽しめるイベントとなっています。

【問合せ先】久米郡商工会久米南支所 電話 086-728-2829

○○○○第３４回久米南町文化祭第３４回久米南町文化祭第３４回久米南町文化祭第３４回久米南町文化祭

日 時：平成28年10月29日（土） 9時～18時 展示のみ

30日（日） 9時～15時 舞台&展示

会 場：久米南町文化センター

内 容：久米南町を拠点に活動している団体による、舞踊や演奏などの舞台

発表をはじめ、町の特色である川柳や写真の展示など、久米南町の

文化活動が一挙に集まります。ぜひお越しください。入場料：無料

【問合せ先】久米南町文化協会（久米南町教育委員会内）電話086-728-2711



美作管内で美作管内で美作管内で美作管内で１０１０１０１０月・１１月・月・１１月・月・１１月・月・１１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。

鏡野町鏡野町鏡野町鏡野町

○鏡野寄席○鏡野寄席○鏡野寄席○鏡野寄席 落語会落語会落語会落語会

日 時：平成28年11月5日（土） 開場／14時 開演／15時

会 場：鏡野町ペスタロッチ館 夢ホール（鏡野町竹田６６３－７）

出 演：瀧川鯉橋（落語） 桂 竹もん（落語） ここあ（マジック）

入場料：1,000円（高校生以下500円）

チケット：鏡野町ペスタロッチ館で販売しています。

【問合せ先】鏡野町生涯学習課 電話 0868-54-7733 FAX 0868-54-3335 

○にしあわくらにしあわくらにしあわくらにしあわくらJAZZJAZZJAZZJAZZ

日 時：11月13日（日）18時～ 会 場：あわくら会館大ホール

内 容：ミュージックアーチ実行委員会

講 師：小川TON芳典 他 参加費：無料

【問合せ先】西粟倉村教育委員会 電話 0868-79-2216

西粟倉村西粟倉村西粟倉村西粟倉村

奈義奈義奈義奈義町町町町

○奈義町○奈義町○奈義町○奈義町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：平成28年11月4日（金）～6日（日）9時～19時 ※最終日は16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及び舞台発表に併せて町内の幼小中学校の

園・学校生活内で制作した書や図工、合唱等の成果披露を行います。

参加費：入場無料 申 込：なし

○横仙○横仙○横仙○横仙歌舞伎大公演歌舞伎大公演歌舞伎大公演歌舞伎大公演

日 時：平成28年11月26日（土）13時～15時頃 27日（日）10時30分～15時

会 場：奈義町文化センター

内 容：横仙歌舞伎保存会をはじめ、県内に残る地歌舞伎保存団体とこども歌

舞伎教室生等による公演。元ＮＨＫアナウンサーの葛西聖司さんによ

る司会・解説で歌舞伎が初めての方でも分かり易く見ていただけます。

参加費：入場無料 申 込：なし

【上記２つのイベント問合せ先】

奈義町教育委員会生涯学習課（文化センター内）電話 0868-36-3034

○○○○美咲美咲美咲美咲芸術世界芸術世界芸術世界芸術世界 ～アートプロジェクトおかやま～～アートプロジェクトおかやま～～アートプロジェクトおかやま～～アートプロジェクトおかやま～

★★★★メインテーマメインテーマメインテーマメインテーマは、～桃源郷～。国内外のアーティストが美咲町をアートは、～桃源郷～。国内外のアーティストが美咲町をアートは、～桃源郷～。国内外のアーティストが美咲町をアートは、～桃源郷～。国内外のアーティストが美咲町をアートでででで

満たします。満たします。満たします。満たします。3333つのつのつのつのエリアで見どころエリアで見どころエリアで見どころエリアで見どころはははは20202020か所か所か所か所です。ぜひご覧ください。です。ぜひご覧ください。です。ぜひご覧ください。です。ぜひご覧ください。

開催期間：平成28年10月1日（土）～10月30日（日）

会 場：※すべて美咲町内

【中央エリア】

①亀甲駅（原田1745-5） ②ふれあい亀太郎ロビー（原田1723-1）

③美咲町物産センター（原田2145-16） ④鬼山城址（0868-66-2036）

⑤あいのす（黄福広場内） ⑥旧打穴(うたの)幼稚園（打穴郷1644-1）

⑦紅（あか）そば亭（境1371）⑧阿吽（あうん）山房（境2335-3）

⑨坂手商店（大垪和西1027） ⑩二上山両山寺（両山寺323）

⑪旧大垪和（おおはが）小学校（大垪和西1001）⑫大垪和西棚田

⑬キッサコ（アート＆ヨガ道場喫茶去）(大垪和西1024-7) ⑭黄福広場（原田2155）

⑮棚田のあげ家やまっこ（大垪和西1132-6） ⑯一宮八幡神社（大垪和西238）

【旭エリア】

⑰美咲町旭文化会館（西川1001-7）⑱アーツ＆クラフツビレッジ（美咲町中3090）

【柵原エリア】

⑲和ハーブＣａｆｅまる吉（吉ケ原394-2） ⑳北和気郷土資料館（百々417-1）

アーティスト：

プルノ・ヂュモン、ステファン・ルル（フランス）スイス・マロカン（ドイツ）

ラディック・プレディギェル（ポーランド）小林悦子、土屋洋介、柏木ひろあき、

伊永和弘、スカット☆リンダ、楽☺画鬼、タカ・ウッドプラスト、小谷野哲郎

★美咲町大垪和地域に国内外のアーティスト約10名が滞在し、旧大垪和小学校

を公開制作の場としたアーティスト・イン・レジデンスを実施します。美咲

町内の各箇所に壁画・造形作品・インスタレーション等の手法を用いた滞在

制作作品などを展示します。

【問合せ先】美咲町教育委員会 生涯学習課 電話0868-66-3086
真庭市真庭市真庭市真庭市

○勝山公民館講座：いっしょにつくろう！身体にやさしいおかしづくり教室○勝山公民館講座：いっしょにつくろう！身体にやさしいおかしづくり教室○勝山公民館講座：いっしょにつくろう！身体にやさしいおかしづくり教室○勝山公民館講座：いっしょにつくろう！身体にやさしいおかしづくり教室

日 時：平成28年10月16日（日）１3時～15時

会 場：勝山文化センター調理室 対 象：小学生と保護者（未就学児不可）

内 容：卵・小麦粉・乳製品・白砂糖をつかわないおかしづくり

講 師：「月と田んぼ」店主 富山 千春さん ※定員 12家族

参加費：１家族（大人１人・小学生１人）1000円

小学生の追加は１家族１人まで、追加として300円参加費ＵＰ

○勝山○勝山○勝山○勝山公民館講座：子育てアンガーマネジメント教室公民館講座：子育てアンガーマネジメント教室公民館講座：子育てアンガーマネジメント教室公民館講座：子育てアンガーマネジメント教室

日 時：平成28年11月12日（土）13時30分～15時30分

会 場：勝山文化センター研修室 参加費：200円

内 容：「怒りの感情」とうまく付き合う方法・アンガーマネジメントを学

び「必要な時にちゃんと怒れる親」になるコツを身につけましょう。

おじいちゃん、おばあちゃんの参加も大歓迎です。

定員20名／無料託児サービスあり（先着5名・1歳以上）

講 師：アンガーマネジメントファシリテーター 稲田尚久さん／稲田まゆみさん

○勝山○勝山○勝山○勝山公民館講座：イタリアン料理教室公民館講座：イタリアン料理教室公民館講座：イタリアン料理教室公民館講座：イタリアン料理教室

日 時：平成28年12月13日（火）18時30分～20時30分

会 場：勝山文化センター調理室

内 容：「野菜のスープに入れたトルッテリーニ（餃子）」作り

講 師：出張料理人 沼本 吉生さん 参加費：1500円

＜３教室共通＞【申込・問合せ先】勝山文化センター 電話0867-44-2011

○勝山○勝山○勝山○勝山図書館講座：大人のための絵本ワークショップ図書館講座：大人のための絵本ワークショップ図書館講座：大人のための絵本ワークショップ図書館講座：大人のための絵本ワークショップ

日 時：平成28年12月8日（木）13時30分～15時30分

会 場：カフェ＆ギャラリーてあ（真庭市三田51） ※定員10名

内 容：楽しくお茶をのみながら絵本の楽しみ方、深読み等について語ります。

講 師：つづきの絵本屋 都築 照代さん 参加費：700円

【申込・問合せ先】勝山図書館 電話0867-44-2012

○新庄村○新庄村○新庄村○新庄村の５０年前と近未来写真の５０年前と近未来写真の５０年前と近未来写真の５０年前と近未来写真((((絵画絵画絵画絵画))))展展展展

日 時：平成28年10月20日（木）～11月21日（月）9時～17時(土日祝日除く)

会 場：新庄村がいせん桜通り咲蔵家.及び新庄村公民館

内 容：新庄村の50年前の写真や現在の写真、近未来写真(又は絵画)の展示

【問合せ先】〒717-0201 新庄村公民館 電話 0867-56-3022

○秋○秋○秋○秋のがいせん桜祭りのがいせん桜祭りのがいせん桜祭りのがいせん桜祭り

日 時：平成28年10月30日（日）10時～15時

会 場：新庄村がいせん桜通り

内 容：特産品販売、源流域野菜の販売、小学生による傘踊り、中学生による

ソーラン凜、４人づき餅つき等

【問合せ先】〒717-0201 新庄村産業建設課 電話 0867-56-2628

○ふるさと○ふるさと○ふるさと○ふるさと文化祭文化祭文化祭文化祭

日 時：平成28年11月20日（日）10時～16時 会 場：新庄村公民館

内 容：講演会及び芸能発表会、展示（写真、絵画、版画、書道、陶芸等）

【問合せ先】〒717-0201 新庄村公民館 電話 0867-56-3022

新庄村新庄村新庄村新庄村

○○○○武蔵武蔵武蔵武蔵コンサート２０１６コンサート２０１６コンサート２０１６コンサート２０１６ ～大野俊三ジャズセッション～～大野俊三ジャズセッション～～大野俊三ジャズセッション～～大野俊三ジャズセッション～

日 時：平成28年10月1日（土） 開場／13時 開演／14時

会 場：宮本武蔵顕彰 武蔵武道館（美作市今岡754-1）

内 容：日本人で唯一、２度のグラミー賞を受賞したトランペット奏者の大野

俊三氏が出演。世界最大級の国際作品コンペで最優秀賞受賞の「ＭＵＳ

ＡSＨＩ」他を演奏。武蔵生誕の地で世界を魅了した演奏をぜひ！！

出演者：大野俊三（Tp）野力奏一（Pf）古木佳祐（Bass）山田玲（Drums）

入場料：1500円（全席自由席）

チケット取扱：チケットぴあ（セブンイレブン、サークルＫ・サンクス）

Ｐコード３０３－３１２ 美作市教育委員会、各総合支所、美作分室

問合せ先：美作市教育委員会社会教育課 電話 0868-72-2900

○○○○安養寺安養寺安養寺安養寺もみじ音楽祭もみじ音楽祭もみじ音楽祭もみじ音楽祭

日 時：平成28年11月12日（土）開場／12時30分 開演／13時30分

会 場：安養寺（美作市林野48）

内 容：秋も深まる季節に、はだか祭で有名な安養寺を会場に３団体の演奏

をお楽しみいただけます。ドリンクサービスもあります。

出演者：13:30～ 森本和正（なつかん）と藤秋会岡山支部

14:30～ Rela’ Saxophone Ensemble（ﾚﾗ ｻｸｿﾌｫﾝ ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ）

15:30～ Blue Moon（ブルームーン）

入場料：500円（高校生以上）、中学生以下無料

チケット取扱：安養寺もみじ音楽祭実行委員会、美作分室、

教育委員会各総合支所（勝田・大原・東粟倉・英田）

【問合せ先】美作市教育委員会社会教育課 電話 0868-72-2900

安養寺もみじ音楽祭実行委員会 電話 0868-72-0229

○○○○読書読書読書読書週間週間週間週間講演会講演会講演会講演会

「本で人とつながるコミュニティの場づくり～まちライブラリーのつくりかた～」

日 時：平成28年10月24日（月）14時～15時30分

会 場：津山市立図書館 視聴覚室

内 容：本棚に人が集い、本を通じて交流する「まちライブラリー」のお話

講 師：礒井 純充さん（まちライブラリー提唱者、森記念財団普及啓発部長）

申 込：9月20日（火）～10月23日（日）先着60人 参加費：無料

○○○○津山津山津山津山中央病院医療情報プラザ相互協力中央病院医療情報プラザ相互協力中央病院医療情報プラザ相互協力中央病院医療情報プラザ相互協力セミナーセミナーセミナーセミナー

「クスリの講演会～知っておきたい薬の基礎知識～」

日 時：平成28年11月15日（火）14時～15時

会 場：津山市立図書館 視聴覚室

内 容：市販薬と処方薬の違い、漢方薬と西洋薬の違いなど薬の基礎知識

講 師：杉山哲大さん（津山中央病院薬剤部部長）

申 込：11月14日（月）までに 電話か図書館窓口へ 参加費：無料

【上記２講座 問合せ先】津山市立図書館 電話 0868-24-2919

○○○○情報情報情報情報発信力を高める発信力を高める発信力を高める発信力を高める！！！！人が集まる人が集まる人が集まる人が集まる！！！！「「「「講座の企画とチラシの作り方講座の企画とチラシの作り方講座の企画とチラシの作り方講座の企画とチラシの作り方」」」」

日 時：平成28年11月25日（金）13時30分～15時30分

会 場：津山男女共同参画センター「さん・さん」（アルネ津山5階）

講 師：坂田 静香 さん（NPO法人男女共同参画おおた理事長）

定 員：50人 参加費：無料 申込締切：11月15日（火）

申 込：電話、fax、メールで①氏名②所属③電話番号を伝えて申込み

【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.okayama.jp

津山市津山市津山市津山市

真庭真庭真庭真庭市市市市


