
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１月１２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

津山津山津山津山市市市市

美作管内で１月・美作管内で１月・美作管内で１月・美作管内で１月・２２２２月・月・月・月・３３３３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。

★「絵本に出てくる料理教室」を開催しました！★「絵本に出てくる料理教室」を開催しました！★「絵本に出てくる料理教室」を開催しました！★「絵本に出てくる料理教室」を開催しました！

勝央町勝央町勝央町勝央町

勝央町公民館では、中学生や高校生の利用が少ないことや若者対象とした公民館講座

がないことなどから、今年９月から中高生や高校生対象にした「勝央町カタルバ講座」

を開講しました。この講座では、今まで公民館の事業で関わることがなかった中学生や

高校生を対象にした「語り合える場（カタルバ）」を作り、自分たちの思いを語り共有

しながら、「勝央町でやりたいこと」を見つけ、自ら実行していくことを目指していま

す。カタルバ講座の参加者を募集したところ、中学生６名、高校生２名の参加がありま

した。

第１回は、スタッフと参加者がお互いに自己紹介やアイスブレイクを行いました。最

初は緊張気味だった参加者も徐々に打ち解け合い、和やかな雰囲気で終わりました。

第２回、第３回と徐々に勝央町について考えていき、第４回で今年度のカタルバ講座

では「勝央図書館をもっと良くする提案」をグループに分かれてプレゼンテーション発

表をすることに決まりました。カタルバ講座の参加者は「みんなで語り合える時間がと

ても楽しい」「１か月に１回ではもの足りない！」とカタルバ講座を楽しみにしてくれ

ています。

事務局も毎回、講座内容を試行錯誤しながら進めていますが、楽しんでくれる中高生

たちの姿をみてやりがいを感じています。３月まで開催予定の「勝央町カタルバ講座」

の中で、中高生の熱い想いが勝央町で実現していくことを期待しています。

★勝央町カタルバ講座スタート！★勝央町カタルバ講座スタート！★勝央町カタルバ講座スタート！★勝央町カタルバ講座スタート！

皆様、新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

酉年が皆様にとってすばらしい年となりますように御祈念申し上げます。

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お知らせします。

美作市美作市美作市美作市

○○○○映画映画映画映画「アンダンテ～稲の旋律～」上映会「アンダンテ～稲の旋律～」上映会「アンダンテ～稲の旋律～」上映会「アンダンテ～稲の旋律～」上映会

日時・会場：

・平成29年１月20日（金）18時30分～ 大原公民館

・平成29年１月21日（土）10時～ 愛の村パーク

・平成29年１月22日（日）10時～ かつた市民センター

・平成29年１月27日（金）18時30分～ 美作市民センター

・平成29年１月28日（土）10時～ 作東公民館

・平成29年１月29日（日）10時～ 英田公民館

内 容：美作市内６か所で映画「アンダンテ～稲の旋律～」の上映会を開催。

主人公が、めぐり逢った人々とのつながりの中で、失われた心を取

り戻していく「人間再生」の物語です。現代日本が抱える「ひきも

こり」問題や、危機迫る食料自給率問題を鋭く描く大作です。

入場料：大人500円、18歳以下無料

チケット取扱：美作市教育委員会社会教育課

大原公民館、各総合支所、美作分室

○○○○和太鼓和太鼓和太鼓和太鼓フェスタフェスタフェスタフェスタ

日 時：２月19日（日） 10時開演

会 場：美作文化センター

内 容：今年で２回目を迎える和太鼓フェスタ。美作市をはじめ、近隣自治

体ほか、各地域で活動する太鼓団体が美作文化センターに一同に集

まり、それぞれの和太鼓がもつ個性と技術を披露するものです。

入場料：大人500円、18歳以下無料（前売り・当日券同額）

【上記のイベント問合せ先】

美作市教育委員会 社会教育課 電話 0868-72－2900

久米南町久米南町久米南町久米南町

○第○第○第○第34343434回回回回久米南町文化講演会久米南町文化講演会久米南町文化講演会久米南町文化講演会

日 時：平成29年２月26日（日） 開場／12時30分 開演／13時30分

会 場： 久米南町文化センターホール

演 題：「今どきの日本語」 講 師：金田一 秀穂 さん

入場料 500円（中学生以下無料）

チケット販売所：久米南町中央公民館・久米南町文化センター

※電話での受付販売は行っていません。直接販売所でお買い求めください。

【問合せ先】久米南町文化協会事務局 電話 086-728-2711

奈義町奈義町奈義町奈義町

○第○第○第○第28282828回回回回 一世帯一作品展一世帯一作品展一世帯一作品展一世帯一作品展

日 時：平成29年１月31日（火）～２月５日（日）

９時～19時まで （最終日は15時まで）

会 場：奈義町文化センター

内 容：書・絵画・水墨画・版画・写真・デザイン・ちぎり絵

手芸・陶芸・彫刻・陶芸等 予定作品数：約４５０点

主 催：奈義町コミュニティ推進協議会・奈義町教育委員会

○○○○小さな冬の文化祭小さな冬の文化祭小さな冬の文化祭小さな冬の文化祭

日 時：平成29年１月21日（土） 開場／13時 開演／14時

会 場：奈義町文化センター

演目・出演：こども歌舞伎教室・こども太鼓教室

歌舞伎音座（和太鼓）・なぎ昔話語りの会

主 催：奈義町教育委員会 共 催：なぎ昔話語りの会 歌舞伎音座

助 成：（公財）福武教育振興財団 平成28年度 伝統文化親子教室事業

【上記のイベント問合せ先】

奈義町教育委員会 生涯学習課 電話 0868-36-3034

10月27日～11月９日の秋の「読書週間」にあわせて、11月３日（祝・木）津山市中央

公民館で、つやまっ子読書プラン推進事業実行委員会・市教委主催により、小学校５・６年

生を対象とした「絵本にでてくる料理教室」を開催しました。

今回の料理教室は、平成26年度に策定した、「第３次津山市子ども読書活動推進計画～

つやまっ子読書プラン～」に基づき、子どもの読書活動を地域全体に広げることや読書を通

じた親子のふれあいを進め、家庭教育支援にもつなげることを目指しています。

津山東高等学校食物調理科の生徒にお手伝いいただきながら、洋菓子に観賞用として使用

するマジパンや和菓子のねりきりを使って、絵本「ぐりとぐら」にでてくる、森のみんなで

カステラを食べるシーンを表現しました。参加者は、「絵本に登場する動物たちの気持ちに

なって作れたことがすごく楽しかったです」などと感想を述べてくれました。普段あまり触

れることのない食材や調理技法と、親しみのある絵本を掛け合わせることで、新しい観点か

ら絵本を感じ、親子で本にふれる良いきっかけづくりになったと思います。



美作管内で１月・美作管内で１月・美作管内で１月・美作管内で１月・２２２２月・月・月・月・３３３３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。

鏡野鏡野鏡野鏡野町町町町

○富雪遊び大会○富雪遊び大会○富雪遊び大会○富雪遊び大会

日 時：平成29年１月29日（日）10時～14時30分

会 場：のとろ原キャンプ場・のとろ原天空の湯

内 容：長さ100ｍを超える雪の超ロングソリコースを始め、

宝探しなどの雪遊びを満喫できる。地元あったかグルメも出店予定。

【問合せ先】鏡野町観光協会 電話 0868-52-0711

○第○第○第○第25252525回回回回 恩原氷紋まつり恩原氷紋まつり恩原氷紋まつり恩原氷紋まつり

日 時：平成29年２月４日（土）11時～18時30分

会 場：恩原高原スキー場（鏡野町上斎原2037）

内 容：中四国最大級の冬のイベント。高さ４ｍ、幅12ｍを超える大雪像を

始め、雪合戦大会やそり大会、宝探し、雪だるま作りなど、様々な

雪遊びを満喫！フィナーレのレーザーライトショー＆10号玉を含む

5,000発の花火は必見です！！

【問合せ先】鏡野町産業観光課 電話 0868-54-2987

ピアノデュオＤｕｅｔｗｏピアノデュオＤｕｅｔｗｏピアノデュオＤｕｅｔｗｏピアノデュオＤｕｅｔｗｏコンサート「コンサート「コンサート「コンサート「輝く未来へ輝く未来へ輝く未来へ輝く未来へ またあした」またあした」またあした」またあした」

日 時：平成29年１月29日（日） 開場／13時30分 開演／14時

会 場：勝央文化ホール

内 容：ピアノデュオＤｕｅｔｗｏのピアノコンサートと映像作家原寛氏を

迎えてのプロジェクションマッピングが融合したコンサート。

入場料：一般 2,000円 （当日 2,500円）

高校生以下 1,000円 （当日 1,500円）

平成平成平成平成28282828年度文化芸術による子供の育成年度文化芸術による子供の育成年度文化芸術による子供の育成年度文化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・文化庁連携事業ホール音楽活性化支援・文化庁連携事業ホール音楽活性化支援・文化庁連携事業ホール音楽活性化支援・文化庁連携事業

早稲田早稲田早稲田早稲田桜子桜子桜子桜子コンサート「コンサート「コンサート「コンサート「春を待つヴァイオリンの調べ」春を待つヴァイオリンの調べ」春を待つヴァイオリンの調べ」春を待つヴァイオリンの調べ」

日 時：平成29年２月26日（日） 開演／14時 開場／13時30分

会 場：勝央文化ホール

内 容：全国各地でホールコンサートを行うほか、病院、老人ホームなどで

演奏や、震災後は復興支援チャリティーコンサートを積極的に行い、

ダンスや和楽器などとコラボレーションをしている今最も注目され

ているヴァイオリニスト早稲田桜子さんの演奏で一足早く春を感じ

てみませんか。

入場料：一般 2,000円 （当日 2,500円）

高校生以下 1,000円 （当日 1,500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

津山市津山市津山市津山市

全席自由

全席自由

○○○○第第第第16161616回回回回 図書館まつり図書館まつり図書館まつり図書館まつり

日 時：平成29年1月21日(土）～１月22日（日）

会 場：津山市立図書館 参加費：すべて無料

1月21日(土)のイベント

★★★★「「「「古布で作るお手玉づくりと環境の古布で作るお手玉づくりと環境の古布で作るお手玉づくりと環境の古布で作るお手玉づくりと環境のお話」お話」お話」お話」

時間：10時30分～12時30分

対象：小学生４年生以上 定員：20人（先着順・要申込）

申込：平成28年12月19日（月）～平成29年１月16日（月）

★★★★「「「「布布布布えほんでえほんでえほんでえほんであそぼう」あそぼう」あそぼう」あそぼう」

時間：11時～ 対象：幼児から小学生まで 指導：布えほんボランティア

★★★★「「「「小学生のため小学生のため小学生のため小学生のためのののの『『『『物語を物語を物語を物語をたのたのたのたのしむ会しむ会しむ会しむ会』』』』」」」」

時間：14時40分～ 対象：小学生 出演：おっはなし会

★★★★「「「「ハローワールド」ハローワールド」ハローワールド」ハローワールド」

時間：15時～ 対象：小学生以上 内容：「ベトナムなど三カ国のおはなし」

1月21日(土)・22日（日）両日のイベント

★★★★津山工業高等学校発ヒーローショー「朝ごはん戦隊☆うまいんじゃー」＆津山工業高等学校発ヒーローショー「朝ごはん戦隊☆うまいんじゃー」＆津山工業高等学校発ヒーローショー「朝ごはん戦隊☆うまいんじゃー」＆津山工業高等学校発ヒーローショー「朝ごはん戦隊☆うまいんじゃー」＆

きんちゃいきんちゃいきんちゃいきんちゃい座座座座 環境劇環境劇環境劇環境劇「「「「エコ侍津山太助～みんなでＣＯＯＬＣＨＯＩＣＥ～」エコ侍津山太助～みんなでＣＯＯＬＣＨＯＩＣＥ～」エコ侍津山太助～みんなでＣＯＯＬＣＨＯＩＣＥ～」エコ侍津山太助～みんなでＣＯＯＬＣＨＯＩＣＥ～」

時間：10時30分～12時

★★★★講演会と環境落語講演会と環境落語講演会と環境落語講演会と環境落語

時間：13時～ 対象：一般（申込不要）

◇講演会◇講演会◇講演会◇講演会 講師：加藤 孝一さん（内閣府 地域活性化伝道師）

「「「「日本の森と水と空気を守るプロジェクトの紹介」日本の森と水と空気を守るプロジェクトの紹介」日本の森と水と空気を守るプロジェクトの紹介」日本の森と水と空気を守るプロジェクトの紹介」

◇◇◇◇「環境落語「環境落語「環境落語「環境落語」」」」 講師：春風亭柏枝さん（真打）

1月2２日(日)のイベント

★★★★本本本本ののののおたのしみ袋おたのしみ袋おたのしみ袋おたのしみ袋

内 容：おすすめ本を中身の見えない袋に入れて貸出する。

対 象：５才位から大人まで

○ニューイヤー・○ニューイヤー・○ニューイヤー・○ニューイヤー・ライブラリーコンサート「ライブラリーコンサート「ライブラリーコンサート「ライブラリーコンサート「ヴァイオリンとチェロの響きヴァイオリンとチェロの響きヴァイオリンとチェロの響きヴァイオリンとチェロの響き」」」」

日 時：平成29年1月15日（日）14時～14時40分

会 場：津山市立図書館 展示コーナー

演 奏：小川 紀子 さん(ヴァイオリン)  小川 照夫 さん(チェロ)

参加費：無料 申 込：不要

○回想法○回想法○回想法○回想法講演会「想い出かたりは講演会「想い出かたりは講演会「想い出かたりは講演会「想い出かたりは 元気のもと」元気のもと」元気のもと」元気のもと」

日 時：平成2９年2月1１日（土）10時30分～12時30分

会 場：津山市立図書館 視聴覚室

講 師：：：：鈴木正典先生（出雲市民病院麻酔科部長）

定 員：先着40人（先着順・要申込） 参加費：無料

申 込：1月15日（日）～２月９日(木)までに電話または直接市立図書館へ

【上記４つのイベントの問合せ先】津山市立図書館 電話0868－24－2919

○中国文化入門講座○中国文化入門講座○中国文化入門講座○中国文化入門講座

日 時：平成29年1月29日（日）13時30分～

会 場：津山市立図書館 視聴覚室

講 師：津山高専 杉山明 教授 参加費：無料 申 込：不要

【問合せ先】津山市教育委員会 生涯学習課 電話 0868-32-2118

○勝山○勝山○勝山○勝山公民館講座・アドラー心理学入門「勇気づけ勉強会」公民館講座・アドラー心理学入門「勇気づけ勉強会」公民館講座・アドラー心理学入門「勇気づけ勉強会」公民館講座・アドラー心理学入門「勇気づけ勉強会」

日 時：平成２９年１月29日（日）13時30分～15時（予定）

会 場：勝山文化センター

内 容：ベストセラー「嫌われる勇気」やTV等で取り上げられ、現在注目の

「アドラー心理学」。その基礎になる「勇気づけ」の技法からコミュ

ニケーション術や物事の考え方、楽観的に生きる方法を学びます。

講 師：アドラー心理学ELM勇気づけトレーナー 山田 響子 さん

参加費：1,000円

○勝山○勝山○勝山○勝山公民館講座・コンディショニングエクササイズ公民館講座・コンディショニングエクササイズ公民館講座・コンディショニングエクササイズ公民館講座・コンディショニングエクササイズ

日 時：平成29年１月28日（土）10時30分～11時30分

会 場：勝山文化センター

内 容：アロマオイルを使ったフットセラピーとリンパケアで体のめぐりを

よくし、冷えや体調不良を解消しましょう。

講 師：蒜山ピラティスサロン 山田 栄子 さん 参加費：500円

○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29年１月17日（火）18時30分～20時30分

会 場：勝山文化センター

内 容：茸とチーズのソースで和えたピツツォッケリ（蕎麦）を作ります

講 師：ヒトトゴハン㈱代表取締役／出張料理人 沼本 吉生 さん

参加費：1,500円

○勝山○勝山○勝山○勝山公民館講座・親子でハンドメイド教室公民館講座・親子でハンドメイド教室公民館講座・親子でハンドメイド教室公民館講座・親子でハンドメイド教室

日 時：平成29年１月28日（土）14時～16時

会 場：勝山文化センター

内 容：柔らかめの帆布と特殊ボンドで、大人はトートバッグ、

お子さんはレッスンバッグを作ります。親子でなくても、高校生以

上の方と小中学生の方のペアでＯＫ。小中学生は１人まで追加可。

講 師：at-home 宮崎 あこ さん

参加費：１組（高校生以上１人＋中学生以下１人）3,000円

※中学生以下追加の場合は＋1,000円になります。

【上記のイベント申込・問合せ先】勝山文化センター電話 0867-44-2011

美咲町美咲町美咲町美咲町

○○○○第第第第20202020回「さくらのうた」作品募集回「さくらのうた」作品募集回「さくらのうた」作品募集回「さくらのうた」作品募集

今年度も美咲町の町木である「さくら」をテーマとした短歌・俳句・川柳を

募集します。多数のご応募をお待ちしています！

《テーマ》さくら

《募集部門》一般の部（高校生以上）・・・・・短歌・俳句・川柳

ジュニアの部（小・中学生）・・・短歌・俳句・川柳

《応募規定》

・１部門につき一人一点（未発表作品に限る）

・Ａ４サイズの400字詰め原稿用紙に、部門、作品（漢字にふりがな）、

郵便番号、住所（ふりがな）、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号、

学校名（学年）を明記し、封書で応募してください。

・作品は楷書で書き、必ずふりがなをお願いします。※返信用はがきは不要

《応募料》一部門につき1,000円の定額小為替を作品に同封してください。

切手による送付は不可です。小・中学生は無料。

《募集期間》平成28年11月１日（火）～平成29年１月31日（火）

当日消印有効

《揮 毫》表彰作品は「日展特選受賞書家 寺坂昌三先生」により掛軸・

短冊に揮毫し、お渡しします。

【問合せ・作品送付先】〒709－3717 岡山県久米郡美咲町原田1735番地

美咲町教育委員会生涯学習課内「さくらのうた」係 電話 0868-66-3086

○冬○冬○冬○冬の名画鑑賞会の名画鑑賞会の名画鑑賞会の名画鑑賞会

日 時：平成29年１月22日（日）10時～15時30分

会 場：久世エスパス１階会議研修室 参加費：無料

内 容：午前中はアニメ「トムとジェリー」、午後はイタリア映画「人生、

ここにあり！」を上映します。

【申込み・問合せ先】：久世図書館 電話0867-42-7203

○平成○平成○平成○平成28282828年度人権を考える市民の集い（第年度人権を考える市民の集い（第年度人権を考える市民の集い（第年度人権を考える市民の集い（第2222回）回）回）回）

日 時：平成29年1月22日（日）13時30分～15時20分

会 場：落合総合センター（真庭市落合垂水618）

内 容：「みんなの学校」上映 参加費・申込：不要

【問合せ先】真庭市教育委員会 生涯学習課 電話0867-42-1094


