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県内の国際交流・貢献団体の皆さんの日頃の活動をパネル展示や体験などを通じ

て紹介しました。他にも世界15ヵ国の料理や各国の芸能披露なども行われました。

また、岡山県では毎年10月を「国際貢献月間」とし、多数のNGO団体などが参

加して行われる「地球市民フェスタ in おかやま」を今年は当ひろばの中で併せて開

催しました。

展示・体験ブース

AMDA/AMDA社会開発機構 国際文化友好協会岡山支部

公設国際貢献大学校 ガールスカウト日本連盟岡山県支部

韓国民団／アジア国際センター プラン岡山の会

高梁学園ボランティアセンター RIN（旧：BLL）

岡山大学 コスタリカ交流協会

岡山県企画振興部国際課 ハート・オブ・ゴールド

岡山県国際交流協会 Singing Angel Project

岡山県地域国際化推進団体連絡協議会 カンボジアの村を支援する会

アジア農村協力ネットワーク岡山 世界女性会議岡山連絡会

青年海外協力隊岡山県OV会 HIVと人権・情報センター岡山支部

岡山県国際理解教育研究会 大学婦人協会岡山支部

こくさいこどもフォーラム岡山 山陽女子高校エスペラントクラブ

津山国際交流の会 岡山エスペラント会

ノートルダム清心女子大学 おかやま申請取次行政書士連絡会

コットン古都夢 日本ユニセフ協会岡山県支部

岡山ユネスコ協会 岡山日本語センター

岡山インドネシア友好協会 岡山県国際団体協議会

アジアの教育支援の会 アムネスティインターナショナル日本　倉敷グループ

おかやま女性国際交流会 ネグロス・キャンペーン岡山

岡山モンゴル協会 吉備中央町国際化推進協会

金光教平和活動センター 日韓市民文化交流会

岡山トルコ文化センター クロントイの会

参 加 団 体 名

（順不同）

国際交流・貢献のひろば
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　男寺党ノリ日本支部マンナム 韓国古典芸能① 

和太鼓の演奏と体験教室 

チャリティステージ 

インド古典音楽 

太極拳 

吉備のおどり 

ブラジルサンバ 

ウズベキスタンソング 

モンゴル舞踊 

トルコ軍楽隊 

民族舞踊・音楽 

韓国古典舞踊 

シャンソン 

アルゼンチン・タンゴ 

チャリティステージ 

吉備のおどり 

ウズベキスタンソング 

国際シンポジウム 

韓国宮廷舞踊 

フルート演奏 

フィリピンライブ 

フラメンコ 

　岡山県国際課（ＣＩＲ） 

  和太鼓善 

  Ｓｉｎｇｉｎｇ　Ａｎｇｅｌｓ 

  吉備人（岡山のステージ） 

  Ａｎｏｒａ 

  国際文化友好協会 

  チェユンヒ（韓国エスペランチスト） 

  岡山大学留学生（バングラデシュ） 

  フィリピンライブ楽団 

  国末しをんスペイン舞踊団 

  Ｓｉｎｇｉｎｇ　Ａｎｇｅｌｓ 

  インド古典音楽同好会 

  華武太極拳クラブ 

  吉備人（岡山のステージ） 

  岡山サンバ同好会 

  Ａｎｏｒａ 

  岡大モンゴル留学生協会 

  岡山トルコセンター 

  中国留学生会 

  シャンソン同好会 

  岡山・アルゼンチン友好サロン会議 

  牛窓西小学校（踊りと太鼓） 

クイズ大会 

韓国古典芸能② 

出演者  10:00～ 10:30～ 11:00～ 11:30～ 12:00～ 12:30～ 13:00～ 13:30～ 14:00～ 14:30～ 15:00～ 15:30～ 16:00～ 

出演者  10:00～ 10:30～ 11:00～ 11:30～ 12:00～ 12:30～ 13:00～ 13:30～ 14:00～ 14:30～ 15:00～ 15:30～ 16:00～ 

出演者  10:00～ 10:30～ 11:00～ 11:30～ 12:00～ 12:30～ 13:00～ 13:30～ 14:00～ 14:30～ 15:00～ 15:30～ 16:00～ 

出演者  10:00～ 10:30～ 11:00～ 11:30～ 12:00～ 12:30～ 13:00～ 13:30～ 14:00～ 14:30～ 15:00～ 15:30～ 16:00～ 

11月2日（金） 

11月3日（土） 

11月4日（日） 

11月5日（月） 

ステージイベント

フラメンコ、ブラジルサンバ、モンゴル舞踊の他、小学生による韓国の踊りと太鼓
の演奏など各国の伝統舞踊・芸能が披露されました。

◎イベント数（延べ）：23回 ◎参加人数（延べ）：160人参加
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世界の料理　国際屋台村

【出展国名】

・モンゴル　・エジプト　・バングラデシュ　・フィリピン　・タイ　

・トルコ　・コスタリカ　・インドネシア　・ベトナム　・大韓民国　

・日本　・ブラジル　・マレーシア　・インド　・中国（計15ヵ国）

〈順不同〉
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「めだかの学校」10年のあゆみ京山会

展示：10月31日（水）～11月 9日（金）
講座：11月 3日（土） 10:00～15:00

開催日時　（期間）

岡山県生涯学習センターの交流棟・展示スペースに、設立

以来10年のあゆみを写真・会報等で紹介しました。また、

11月3日には、♪「だれが生徒か先生か」の趣旨のもと、3

人の「めだか先生」が特別講座を開講し、県内外から多数の

参加者が訪れました。学びの成果を生かした「めだか先生」

のいきいきとした活躍ぶりに生涯学習の新たな魅力を発見し

た方も多いでしょう。

三学ぱる塾国文学講座『源氏物語』を学ぶ

11月 4日（日） 10:00～12:00

開催日時　（期間）

「源氏物語」の楽しさを多くの仲間と共に味わえるように

岡山県生涯学習大学修了生が自主的に開設した講座です。当

日は「源氏物語」の「紅葉の賀」を読み進めました。原文解

釈だけでなく、漢字クイズや一斉読みを織り交ぜたり、また、

講師自作のビデオで教材を提示したりし、趣向を凝らした取

り組みで、参加者は興味深く学ぶことができました。

岡山の伝統食を作ってみよう！
親子「ばらずし」作り体験

11月 4日（日） 9:00～14:00

開催日時　（期間）

岡山の伝統食「ばらずし」を次世代に伝えるため、郷土料

理研究家の窪田清一さんを講師とし、親子で「ばらずし」作

りに挑戦しました。シニアボランティアの協力も得ながら、

岡山の素材を生かし、彩りよく盛りつけられた「ばらずし」

に見学者からも歓声があがりました。試食会では、多くの参

加者が本格的な岡山「ばらずし」に舌鼓をうちました。

三学ぱる塾「陶芸の制作」

11月 3日（土） 10:00～15:00

開催日時　（期間）

岡山県生涯学習大学の主催講座で備前焼を学習した人を中

心に、岡山県生涯学習大学修了生が開講した自主講座です。

当日、参加者は互いに教え合いながら、手びねりで、まるで

ろくろで作ったような花瓶、抹茶茶碗、大きな平皿、細工物

のふくろうなどを午後までかけて完成しました。また、講座

の途中に見学者も来られ、できあがっていく作品を興味深く

見ていきました。

生涯学習センター事業
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のびキャンVODを体験！

11月 3日（土）、5日（月） 13:30～15:30

開催日時　（期間）

岡山県生涯学習センターでは、岡山県生涯学習大学「のび

のびキャンパス岡山」の講義風景をまるごと収録し、インタ

ーネット配信してきました。その映像「のびキャンVOD（ビ

デオ・オン・デマンド）」を視聴する場を設け、収録映像の

一覧やパソコン上で視聴する方法の紹介を掲示するととも

に、来場者あて説明を行いました。

「学ぶ楽しさ・生かす喜び」展

10月31日（水）～11月 9日（金）

開催日時　（期間）

写真やビデオ作品などをもとに、生涯学習の魅力を伝える

展示を開催しました。学ぶ楽しさを提供する岡山県生涯学習

センターの事業を紹介するとともに、おかやま長寿学園修了

生や岡山県生涯学習大学修了生、岡山県生涯学習センターの

施設ボランティアが学びを生かして活躍する様子を展示しま

した。

P.S.S.R.（パソコン.セルフ.スタディ.ルーム）

11月 3日（土） 13:30～15:30

開催日時　（期間）

一般的によく目にする一斉講義形式とは異なる、パソコン

学習の新たなスタイルを提案しました。学習者は様々な内容

のテキストから学びたい内容に合うものを選択し、個々の力

量に応じて学習を進めました。学習を深めるため、不明な点

がある時などにはサポートスタッフの支援も受け、各自のペ

ースで学びを深めていきました。

映画会 －懐かしの映像玉手箱－

11月 4日（日） 13:00～16:00

開催日時　（期間）

岡山県生涯学習センターの視聴者ライブラリーが所有する

貴重な16ミリ映画の上映会を行いました。上映作品は昭和

33～43年に制作されたもので、当時の岡山県の様子が記録

されており、多くの方に懐かしんでいただきました。上映作

品は「岡山県ニュース」、「日本発見―岡山県」、「あすの岡山

県―170万人の太陽」。
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♪１番
桃のつぼみが ほころんで

学んだことが 花ひらく

やがて花が 実になるように

大きな夢が 育つんだ

晴れの国の 光あびて　

みんなで夢を 育てよう

キラリ☆輝く まなびの輪

♪２番
晴れの日だけじゃ ないように

時にはつらい こともある

一人だけじゃ くじけるけれど

助けてくれる 友がいる

晴れの国の 空のもとで

まなびの種を 育てよう

大きく広がれ まなびの輪

♪３番
桃のつぼみが ほころんで

学んだことが 花ひらく

やがて花が 実になるように

大きな夢が 育つんだ

晴れの国の 光あびて　

みんなで夢を 育てよう

キラリ☆笑顔で

キラリ☆まなびの輪 輪 輪

「笑顔で☆キラリ」「笑顔で☆キラリ」
作詞：岡本真寿美（公募作品） 作曲：上岡　洋一

歌詞については、公募による応募総数96作品から選出しました。
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