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10月27日（土）～11月10日（土）

図書館フェスティバル

日　時

岡山市

岡山市内の8図書館会　場

生涯学習フェスティバルにあ
わせ、市内8ヶ所の図書館で絵
本の読み聞かせ、簡単工作、映
画上映、講演、影絵劇、おはな
し会、展示、絵本の紹介、人形
劇、大型紙芝居、本の交換市な
ど、様々なメニューで各館の特
色を出しながら行いました。子
どもだけでなく大人も楽しむこ
とができ、会場が一体となって楽しく学べる時間でした。

8月4日（土）～平成20年1月20日（日）

第45回岡山市芸術祭

日　時

岡山市

岡山市内各会場会　場

岡山市芸術祭は、昭和38年から始まった
岡山市で最も伝統のある総合的な芸術文化フ
ェスティバルで、音楽あり舞台芸術あり映像
ありと幅広いジャンルの、文化団体あるいは
市民グループの皆様による日頃の文化活動の
発表の場として定着しています。生涯学習フ
ェスティバル期間中は、「岡山映画祭2007」
や「第3回龍泉寺の自然遺産」、「岡山市民合
唱団鷲羽第36回定期演奏会」などが開催さ
れました。

11月2日（金）～11月6日（火）

かながわSAKAGURA作品展・体験教室

日　時

岡山市

かながわSAKAGURA会　場

生涯学習活動の一環として行
っているクレイアート講座・手
編み講座の作品展示と、日本美
を象徴する最も代表的な文化の
一つである茶道体験教室を行い
ました。
来場者の皆様に手作りならで

はの温かみのある小物などの作
品作りを体験してもらったり、
茶道体験教室では、子ども達が一生懸命に正座をしてお茶席を楽しん
でいる様子が見られました。

10月30日（火）～11月6日（火）

西川アイプラザ開館15周年記念事業

日　時

岡山市

西川アイプラザ会　場

記念事業の中の一つ「京橋か
ら飛んだ　～鳥人幸吉伝～」で
は、アメリカのライト兄弟より
110年も前に世界で初めて空
を飛ぶことを実現した玉野市八
浜生まれの鳥人幸吉（浮田幸吉）
の生涯を、津山市在住の作家山
田美那子氏に台本を書き下ろし
ていただき、この創作作品をモ
チーフに朗読・うた・表現を交え指導を受けた市民の皆さん（30名）
が出演し上演しました。

11月2日（金）～4日（日）9:00～17:00（4日は15:00まで）

平成19年度瀬戸町文化祭

日　時

岡山市

岡山市立瀬戸・万富公民館会　場

公民館クラブ講座生が日頃の
成果を発表しました。また、市
消費生活問題研究協議会瀬戸班
による無料の廃油石鹸配布や市
栄養改善協議会瀬戸地区による
健康料理試食、市西大寺地域包
括支援センター瀬戸サブセンタ
ーによる無料＆健康相談、瀬戸
土ひねり会と瀬戸山野草同好会
のチャリティー即売会、西大寺更生保護女性会瀬戸支部によるチャリ
ティークッキー販売、瀬戸町茶道の会による協賛茶会が同時開催され、
文化祭に華を添えました。

11月2日（金）～6日（火）10:00～17:00

みんなおいでよ京山公民館

日　時

岡山市

岡山市立京山公民館会　場

ロビーに京山公民館の主催事
業の展示を行いました。3日
（土）は、地域の人たちが創っ
た 映 画 「 The Story of
Kyoyama（京山物語）～地域
を創った人々～」の上映会（2
回）と同時に、公民館の社交ダ
ンスクラブやフォークダンスの
発表をかねてダンスフェスティ
バルを行いました。4日（日）は、岡山ＫＥＥＰの実践発表＆ワークショ
ップを行い、小中高校生や地域の人たち約70人が集い、地域の環境問
題について話し合いました。

11月2日（金）～4日（日）9:30～16:30

岡山城月見櫓一般公開

日　時

岡山市

岡山城月見櫓会　場

国指定重要文化財である「岡
山城月見櫓」の普段は非公開で
ある内部を、文化の日及び文化
財保護強調週間（11月1日～
7日）にあわせて、一般に公開
しました。

備前地区
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11月2日（金）～4日（日）10:00～17:00

おかやまプレーパーク

日　時

岡山市

国際児童年記念公園こどもの森会　場

自然の素材を使って、子ども
たちが思いっきり遊び、やりた
いことが自分の手でできるよう
な遊びの場を提供しました。遊
びの種類としては、ロープと樹
木を使って木登り・ロープ渡
り・ハンモック。木片を使って
自由につくる木工作。土遊びや
ままごと。火を使ってのたき火、
直火焼きパン・べっこうあめ作り。竹で作った弓矢で的当て。また、
長縄とびやビー玉遊び、どんぐりごま作りなど子どものやりたい気持
ちを実現させていきました。

11月3日（土）・4日（日）10:00～15:00

生涯学習おもちゃ箱in岡山ドーム

日　時

岡山市

岡山ドーム・岡山操車場跡地公園（仮称）会　場

岡山市の事業のメーンイベン
トとして、市内の社会教育団体、
公民館などの学習グループ等、
約230の協力団体が様々なま
なび体験やアトラクションを提
供する中、約34,500人が会
場を訪れました。昔遊びのコー
ナー、ステージでのパフォーマ
ンス、昔ガキ大将からの遊びの
プレゼントなど、子どもから高齢者の方まで楽しい時間を過ごしてた
だきました。

11月3日（土）・4日（日）9:00～17:00

建部町文化祭（公民館まつり）

日　時

岡山市

建部町文化センター会　場

クラブ講座生が中心となり、地域住
民の作品展示やステージ発表を行いま
した。岡山市内外からの沢山の来場者
で2日間共に大変盛況でした。住民一
人ひとりが生きがいや生涯学習のテー
マを見つける良い機会となり、また、
来年度の文化祭に向けて、ますます盛
り上がって行きたいという感想が多数
ありました。

11月4日（日）10:00～17:00

吉備公民館丸ごと博物館　～公民館でふれ
よう！「まなび」と「交流」～

日　時

岡山市

岡山市立吉備公民館会　場

約1,000人の来場がありま
した。庭瀬城や犬養木堂に関す
る資料の展示や、備前焼体験、
撫川うちわ製作実演、囲碁体験、
パソコン体験などを行いまし
た。また、お休み処では、男性
料理講座の皆さんによる、うど
ん・焼きそば販売、クッキーと
マドレーヌがついた喫茶、手打
ちうどん体験などを行いました。

11月3日（土）9:00～15:00

環境学習「めだかの学校」旭川かいぼり調査

日　時

岡山市

旭川鹿瀬橋下流左岸会　場

旭川再生事業の一環として、
旭川をせきとめ、生き物調査を
しました。地域住民、行政、研
究者が協同し、約300人の参
加者のもと、日本でもまれな環
境保全、環境学習活動を行いま
した。最近確認数の減った「ア
カザ」と呼ばれるギギ科の淡水
魚の全数調査が、主目標で、第
1回の昨年は604匹でしたが、本年は1,170匹と好結果を得ることが
出来ました。昨年の河床の「耕し」が水生昆虫の発生を促したものと
推察されます。

11月3日（土）13:00～17:00

「児島湾の漁業と環境を考える」～美しい森
が育む豊かな海～“里山”と“里海“の交流”

日　時

岡山市

岡山コンベンションセンター　1Fイベントホール会　場

第1部、東京大学海洋研究所
塚本勝巳教授による特別講演
“ウナギ大回遊の謎”では、
30年間継続されてきたウナギ
の回遊研究の歴史と本年度児島
湾で始めた「青ウナギ」の研究
などについて紹介していただき
ました。続いて第2部では、岡
山市天野副市長ら行政関係者、
研究者、漁業関係者の計7人によるパネルディスカッションを行い、児
島湾をめぐる漁業と環境の変化について、環境保全の必要性を訴えま
した。

11月5日（月）・6日（火）5日8:50～12:40 6日9:00～12:30

シニアスクール授業公開

日　時

岡山市

岡山市立岡輝中学校・清輝小学校・岡南小学校会　場

シニアスクール3教室で公開
授業を実施しました。地元の方
をはじめ、遠くは佐賀県からや
文部科学省、衆議院文部科学調
査室からも参加され興味津々に
参観されました。内容は、岡輝
中では英語と美術、清輝小では
3年生の学習発表会で交流授業
を行い、シニアの大正琴に合わ
せて児童が合唱をしました。岡南小では国語と美術でした。

11月6日（火）12:30～16:00

岡山市音楽会

日　時

岡山市

岡山市民会館会　場

岡山市民会
館において、
岡山市内11
校 の 児 童 約
930名が集ま
り、合唱や合
奏、和太鼓演
奏など、音楽会を行いました。全校児童が参加した学校も3校ありまし
た。大きな舞台で友だちと気持ちを一つにして演奏するという経験は、
一人ひとりの子どもたちにとって貴重な一生の思い出になりました。
天候にも恵まれ、運営もスムーズにいき、子どもたちも、保護者の方
も大変満足した気持ちで会場を後にしていました。
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11月3日（土）8:30～

玉野・灘崎　野球スポーツ少年団　第37回秋季大会

日　時

玉野市

玉野市民総合運動公園会　場

玉野・灘崎の野球スポーツ少
年団16チームによるトーナメ
ント戦が行われました。
トーナメントを勝ち抜いた決

勝戦は、灘崎対彦崎で行われま
した。初回、灘崎がホームラン
で1点を先取した後、両チーム
とも素晴らしい守りで投手戦と
なり、熱戦に850人を超える
観客の熱い声援が送られました。結局1対0で灘崎が優勝しました。来
年の春季大会への期待が高まりました。

11月3日（土）11:00～12:30

薬草教室

日　時

玉野市

みやま公園薬草園会　場

岡山大学大学院医歯薬学総合
研究科教授の波多野力先生によ
る講演「薬用植物に関する最近
の話題」を200人の参加者が
熱心に聞き、身近にある薬草に
ついて知識を深めました。特に
現代病に大きく関わるストレス
を軽減する「心の癒し」につな
がる薬草についてのご講話が印
象深かったです。薬草教室の最後には、薬草粥で心も体もほっと一息
つきました。

11月3日（土）13:30～

ミニパターゴルフ大会

日　時

玉野市

みやま公園ミニパターゴルフ場会　場

親子またはおじいちゃん・お
ばあちゃんとお孫さん、大人と
子ども2人1組でみやま公園で
午後の一時、ミニパターゴルフ
で体を動かしてのびのびと過ご
しました。体育指導委員連絡協
議会のメンバーがルール等を説
明し、初めての方も気軽に楽し
めました。24チーム48人の
方がされ、参加賞のほかに上位12チームには素敵な賞品もあり、大会
の記念にしていただきました。

11月3日（土）

バスケットボールカーニバル

日　時

玉野市

玉野市総合体育館会　場

玉野市総合体
育館で、少年団、
中学校、高校、
一般の部による
バスケットのお
祭りの大会を開
催 し ま し た 。
350人の参加
で日頃の練習の
成果を発揮するとともに、世代を超えた交流をするなど活気あふれる
イベントとなりました。

11月3日（土）10:00～15:00

「とんぼ玉体験教室」in玉野みなと芸術フェスタ2007

日　時

玉野市

みやま公園「みどりの館」前広場会　場

バーナーによるガラス工芸・とんぼ玉
の手づくり体験教室をみやま公園みどり
の館前で開催しました。世界に一つだけ
の素敵な宝物を作ろうと次々に参加者が
来場されました。玉野にとんぼ玉クラブ
があるのを知って是非クラブに遊びに行
きたいという人もいました。
52人のとんぼ玉体験と12点のとんぼ

玉をご購入いただきました。行列ができ
るほどの参加者で大きな盛り上がりをみ
せました。

11月3日（土）9:00～10:15

オープニングセレモニー

日　時

玉野市

深山公園イギリス庭園前広場会　場

秋晴れの緑豊かなみやま公園
で，備前玉野太鼓の演奏で幕を
開け，波知獅子舞保存会による
伝統芸能が披露されました。玉
野高校放送部と玉野手話サーク
ルによるスムーズな進行，築港
ちどり保育園の鼓隊演奏と玉野
光南高校吹奏楽部の演奏で会場
が楽しい雰囲気に盛り上がり，
婦人協議会による「吉備キビ桃太郎体操」で多世代が交流しました。
村上彩子さんの大会イメージソング「笑顔で☆キラリ」独唱には700
人を超える来場者から大きな拍手が起こりました。

11月3日（土）10:30～　12:30～

フラワーアレンジメント教室

日　時

玉野市

深山公園イギリス庭園会　場

長谷川冴子先生のご指導のも
と、深山公園イギリス庭園内で、
季節の生花をおしゃれに彩りま
した。2回の講座ともに30人
の定員がいっぱいになり、大盛
況でした。参加者からも「イギ
リス庭園でお天気の良いなか、
お花のアレンジ等楽しいひとと
きを満喫しました」と感想をい
ただいています。

11月3日（土）9:30～11:30

中学生しゃべり場

日　時

岡山市

山陽新聞社会　場

市内全域から約70人の中学
生が集まり、学校のこと、友達
のことなど、自由に本音で語り
合いました。

市　町　村　事　業
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玉野市文化協会文化祭

日　時

玉野市

玉野市立総合文化センター会　場

10月27日～11月10日ま
で開催された菊花展覧会では、
菊友会の会員が1年間丹精した
大菊・小菊・懸崖様々な菊花を
秋の香りと共に800人を超え
る方に楽しんでいただきまし
た。10月30日～11月4日ま
で開催された日本画展では
951人の、11月3日に開催し
た文化祭茶会・吟剣詩舞道発表会には、ともに200人を超える来場者
があり多くの市民の方に文化に親しんでいただく機会となりました。

11月3日（土）9:00～11:30

玉中学校合唱コンクール

日　時

玉野市

玉野市立玉中学校体育館会　場

玉中学校全生徒だけでなく、
保護者・教職員で編成された合
唱団も登場するなど地域と一体
となった合唱コンクールで、約
370名の観衆が美しい歌声に
大きな拍手を送っていました。
生徒達は音楽の授業だけでな
く、昼休みや放課後の時間を利
用した練習にも積極的に取り組
み、クラス一丸となって合唱に取り組むことの素晴らしさを感じるこ
とができていました。

11月3日（土）9:00～12:00

宇野中学校　合唱コンクール

日　時

玉野市

玉野市立宇野中学校体育館会　場

全学級が課題曲と自由曲を一
曲ずつ合唱しました。生徒の素
直な歌や懸命に合唱に取り組む
姿に感動しました。また、生徒
自身も感動のあまり泣きながら
歌う姿も見られ、素晴らしいコ
ンクールとなりました。さらに、
本校出身の藤原婦美さんのピア
ノ伴奏で村上彩子さんによるミ
ニコンサートが開催され、ご自分の貴重な経験談を交えて3曲をご披露
され、600人の観客が感動の嵐に巻き込まれました。

11月4日（日）13:30～16:00

人権のつどい

日　時

玉野市

玉野市生涯学習センター会　場

社会福祉法人南野育成園園長
の叶原土筆先生による「命は尊
いもの」というご講演と映画
「筆子その愛～天使のピアノ～」
を視聴し、人権意識の高揚を図
りました。「心のこもった講演
で心が洗われるようだった。こ
れからの人間関係を大切にした
い。」「映画に感動した。心の宝
ができた。」等、参加者から感想が寄せられました。参加者で人権意識
の根底となる人と人とのつながりについて考えを深めることができま
した。

11月4日（日）10:00～15:00

体験！ニュースポーツ

日　時

玉野市

みやま公園芝生広場・ふれあい広場会　場

みやま公園の自然のなか、レ
クリエーション協会と体育指導
委員連絡協議会の協力で、ペタ
ンク、輪投げ、スポーツチャン
バラ、ディスクゴルフなどいろ
いろなニュースポーツを500
人を超える方に体験してもらう
ことができました。また、フー
プディスクに手作りロケットを
通す遊びでも楽しんでもらいました。親子一緒に楽しめるイベントに
なりました。

11月4日（日）10:00～12:00

プロジェクトワイルド・キッズ

日　時

玉野市

みやま公園会　場

9組18人の親子が参加し、
みやま公園の自然に触れ、ネイ
チャーゲームを通して自然の大
切さを親子で感じてもらいまし
た。

11月3日（土）・4日（日）12:30～　14:30～

あそびの学校

日　時

玉野市

おもちゃ王国会　場

おもちゃ王国では五感を使っ
た「あそび」を親子で楽しむこ
とができました。11月3日は
「しぜんであそぼっ！」と題し、
ストローと牛乳パックという身
近な素材を使ってストロートン
ボを作りました。岡大教育学部
理科教室のお兄さんたちが作り
方や飛ばし方を教えてくれまし
た。11月4日は「からだであそぼっ！」と題し、マット運動と鉄棒を
行いました。岡大の体操部のお兄さんたちが一緒にからだを動かして
くれました。

11月4日（日）13:30～15:30

“としょかんまつり”でみんなの心は　ス☆マ☆イ☆ル

日　時

玉野市

玉野市立総合文化センターホール会　場

人形劇団「さくら」によるからくりペープサート、人形劇団「パペ
ット」による人形劇、「むかしこっぷり」による絵巻絵本、「コスモス
レククラブ」によるパネルシアター、「つつじグループ」による大型紙
芝居など、ボランティアグループによる各々の演目で大いに盛り上が
りました。フィナーレでは、子どもたちが舞台に上がり“ももっち体
操”をしてしめくくりました。来場者200人が笑いと感動に包まれた
“としょかんまつり”でした。

10月27日（土）～11月10日（土） 10月30日（火）～11月4日（日）
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11月5日（月）10:00～12:00

自然観察会

日　時

玉野市

みやま公園会　場

みやま公園を散策しながら、
公園の植物や自然について25
人の参加者と学習しました。
四季折々の植物が楽しめるみ

やま公園ですが、秋のみやま公
園を満喫することができまし
た。

11月2日（金）14:00～16:30

備前市21世紀人づくり中学生シンポジウム

日　時

備前市

備前市市民センターホール会　場

「おかやま教育の日」関連事業と
して備前市21世紀人づくり中学生シ
ンポジウムを開催。講師には車椅子
パラリンピックメダリストの廣道純
氏をお招きし、生き方・人生論等の
講演を通し生徒の主体的な進路選択
の一助としました。

11月3日（土）13:00～16:30

備前市総合文化祭

日　時

備前市

備前市市民センターホール会　場

備前市生涯学習フェスティバル開
催を機に、各地域公民館で開催され
ていた文化祭出演団体の中から3～4
団体が地区代表として一同に会し総
合文化祭が開催されました。各地域
に伝わる伝統・文化・芸術を体感し、
市民にとって地域理解の
一助とすることができま
した。

11月3日（土）9:10～11:30

備前市総合開会式　兼　記念講演会

日　時

備前市

備前市市民センターホール会　場

備前市で開催される備前市生
涯学習フェスティバルを記念
し、市合唱連盟によるオープニ
ング行事をはじめ3世代による
「備前市生涯学習まちづくり宣
言」を開催しました。開会行事
終了後、人間国宝　伊勢闢淳先
生による「備前焼の魅力」
と題したフェスティバル
記念講演会を開催しまし
た。

11月3日（土）13:30～16:30

備前焼歴史対談と人間国宝と巡る窯跡・窯場

日　時

備前市

備前焼伝統産業会館会　場

人間国宝　伊勢闢淳先生、堺市教
育委員会　森村健一先生、備前市文
化財保護審議会委員　花岡志郎先生
による「備前焼の過去・現在・未来」
と題したパネルディスカッションを
開催。対談後、人間国宝「伊勢闢淳
先生」と国指定史跡伊部
南大窯跡や窯元を参加者
が説明ボランティアとと
もに巡りました。

11月2日（金）～4日（日）

玉野市生涯学習スタンプラリー

日　時

玉野市

玉野市内各会場会　場

玉野市生涯学習関連施設6箇
所と桃太郎アリーナ玉野市ブー
ス、合計7箇所のうち3箇所以
上のスタンプ（シール）を集め
た方には参加賞をプレゼントし
ました。ボランティアの方が係
員として丁寧にお客様に対応し
てくださいました。さらに応募
者数延べ216人の中から抽選
で32人に玉野市の特産品や施設利用券などの賞品が当たりました。楽
しみながら生涯学習に親しむチャンスを広げてもらいました。

11月4日（日）10:00～16:00

駅東創庫・ギャラリーMinato 一日アート体験

日　時

玉野市

駅東創庫会　場

陶芸、染色、ガラス、立体造
形などさまざまなジャンルのア
ートを鑑賞するだけでなく、作
品制作の体験もしてもらいまし
た。実際に作家さんが制作する
過程を見学したり、体験指導し
てもらったりすることで、プロ
の技のすばらしさ、自分で制作
する喜びを感じられたイベント
となりました。

11月4日（日）18:00～20:30

キラリ☆輝く天使の歌声コンサート　村上彩子with玉野少年少女合唱団

日　時

玉野市

玉野市立総合文化センターホール会　場

ソプラノ歌手村上彩子さんの
素晴らしい歌で盛り上がった第
1部。玉野少年少女合唱団によ
る楽しいステージの第2部。そ
して村上さんと玉野少年少女合
唱団のコラボレーションで会場
が大きな拍手に包まれた第3
部。さらに「翼をください」と
「故郷」を観客250人で合唱し
聞くだけではなく歌う楽しさも味わうことができました。「夢を持ち続
ける」すばらしさを実感できるコンサートが、国際ソロプチミスト玉
野のご協力で実現しました。

市　町　村　事　業
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11月3日（土）17:30～20:00

備前焼灯りのオブジェでまちづくり

日　時

備前市

（財）岡山県備前陶芸美術館・伊部ポケットパーク会　場

備前焼陶友会、区会、教育行政等
の関係団体による地域活性化事業の
一環として、備前焼灯籠オブジェを
会場に設置した民族楽器奏者「喜楽
堂」による癒しのコンサートを開催。
当事業は平成18年度に開催した「ま
なびピア」のまちづくり
県委託事業の第2回目と
しても開催したものであ
り、地域のイベントとし
て根ざしつつあります。

11月3日（土）・4日（日）9:30～11:00

閑谷学校「講堂学習」～論語に親しもう～

日　時

備前市

特別史跡旧閑谷学校　講堂会　場

特別史跡旧閑谷学校　講堂に
おいて　2日間にわたり論語学
習を開催。「子曰く・・・」と
参加者の声が高らかに講堂内に
響きわたり孔子の教えである儒
学の精神に触れていただくとと
もに楷の木のすばらしい紅葉も
体感していただきました。

11月3日（土）10:00～15:00

備前・瀬戸内探訪

日　時

備前市

（財）岡山県備前陶芸美術館・備前長船刀剣博物館会　場

備前市の伝統工芸品である備
前焼と瀬戸内市の伝統工芸品で
ある刀剣をメインに、両市にあ
る「備前陶芸美術館」と「備前
長船刀剣博物館」の間を無料シ
ャトルバス運行。両施設ともに、
このフェスティバル開催期間に
合わせ、特別展示を開催。備前
陶芸美術館では岡大茶道部がボ
ランティアとしてお茶席を設け好評を得ました。

11月4日（日）9:00～12:00

備前市ふれあいマラソン・ウォーキング大会

日　時

備前市

備前市総合運動公園多目的競技場会　場

オリンピック入賞ランナーの山口
衛里選手によるジョギング教室やパ
ラリンピック車椅子メダリストの廣
道純選手による車椅子レースを含め
た、誰でもが気軽に参加体験できる
マラソン大会を開催。オープニング
行事では市内幼稚園園児
によるダンスも披露さ
れ、大会に花が添えられ
ました。

11月4日（日）10:30～14:00

生涯学習体験・食提供テント　～子どもわいわいランド～

日　時

備前市

備前市総合運動公園センターコート前広場会　場

社会教育関係団体をはじめ各種関
係団体による生涯学習体験と食提供
が実施されました。参加した子ども
たちは学習体験コーナーでは驚きや
感動、また喜びの声が会場内に響き
わたり、食提供コーナーでは小さい
口に一杯頬張る姿が見ら
れました。

11月2日（金）～11月6日（火）

きらり☆名刀備前長船まなび展

日　時

瀬戸内市

備前おさふね刀剣の里会　場

備前長船刀剣博物館は11月
3日（土）を中心に、銘切り、公
開鍛錬、刀剣の里クイズラリー
等を行いました。銘切りでは自
分の名前を切ったり、クイズラ
リーにおいては、親子連れを始
めとして多くのお客さんが楽し
んでいました。公開鍛錬では、
刀が打って鍛え上げられる様子
に観衆も魅了されていました。また、11月1日（木）より始まったトム
岸田氏による写真展も特別展と併せて好評で、普段とは違う賑わいを
見せていました。

11月3日（土）・4日（日）9:00～17:00

秋の陶芸まつり～やきものにふれよう～

日　時

瀬戸内市

寒風陶芸会館会　場

備前焼のルーツである須恵器
が焼かれたここ寒風の地に建つ
寒風陶芸会館では、親子連れな
ど大勢の方が訪れ、土ひねりや
絵付けの体験を楽しみました。
また、地域の子どもや大人が陶
芸教室で制作した作品の展示も
あり、日頃の学習成果を見るこ
とが出来ました。その他、国指
定史跡の寒風古窯跡群発掘調査成果の展示や窯を使ったパン作り、ロ
クロ引き実演、展示即売なども行われ、学びの輪が広がりました。

11月3日（土）・4日（日）（4日はパネル展のみ）

人形劇のまつりIN牛窓

日　時

瀬戸内市

牛窓町公民館会　場

郷土が生んだ世界的人形師、
竹田喜之助の糸あやつり人形を
後世に伝えようと活躍してい
る、地元アマチュア糸あやつり
劇団4団体による人形劇の上演
会が行なわれました。当日は多
くの家族連れが訪れ、人形たち
の巧妙な動きに子どもたちはの
めり込んでいました。また、体
験コーナーとしてオリジナルの人形作りもあり、実際に自分で作った
人形で音楽を流しながら操り、人形師になりきっていました。牛窓地
域で開催することにより、市全体に生涯学習の広がりを見せました。
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11月3日（土）・4日（日）

アユモドキ水族館

日　時

瀬戸内市

長船町公民館会　場

瀬戸内市に生息が確認されて
いる天然記念物アユモドキの保
護と保全活動を進めるため、広
報啓発事業としてアユモドキ水
族館を開催しました。
期間中、市内で始めてとなる

アユモドキの水槽展示や市内の
河川に生息する淡水魚や生き物
の展示。お魚教室によるアユモ
ドキの特徴や生態について解説。水生生物に触れるタッチプールなど
今後の保全活用について啓発をおこないました。

11月2日（金）～6日（火）9:00～16:30

瀬戸内市イベント写真展

日　時

瀬戸内市

黒井山グリーンパーク「ゆうゆう交流館」会　場

瀬戸内市内で開催された「喜
之助フェスティバル」・「エーゲ
海フェスティバル」・「バルーン
フェスティバル」などの年間の
イベントのポスターと写真を展
示し、市民と共に取り組んでき
たイベントの紹介をしました。
また、市の紹介ビデオを放映

し、市の文化・観光・魅力を市
内外にPRしました。

11月3日（土）10:00～11:00

「赤磐市生涯学習フェスティバル」オープニングセレモニー

日　時

赤磐市

山陽ふれあい公園総合体育館 メインアリーナ特設ステージ会　場

砂川清流太鼓によるオープニ
ング、主催者あいさつ、来賓祝
辞、大会テーマ優秀作品表彰式、
そして、赤坂グリーンヒルズに
よる大会テーマソングの混声合
唱と続きました。また、5ｍの
大型スクリーンを使って、赤磐
市らしさを十分に発揮した音と
光の演出で、赤磐市生涯学習フ
ェスティバルの幕開けにふさわしいセレモニーとなりました。

11月3日（土）・4日（日）

少年少女ヨットレース、体験ヨット・クルーザー試乗会

日　時

瀬戸内市

牛窓ヨットハーバー会　場

11月とは思えない絶好のセー
リング日和のもと、土曜日には少
年少女ヨットレースが、日曜日に
は体験ヨット・クルーザー試乗会
が岡山県牛窓ヨットハーバーで開
催されました。ヨットレースでは、
参加選手全員できびきび桃太郎体
操を行い、体を温めた後、白熱し
たレースを繰り広げました。参加
選手にとって思い出深いものとなりました。また体験ヨット・クルーザー試
乗会では、ヨット体験を初めて行った参加者もあり、ヨットに興味を持った
り、楽しむことができたり、競技人口の拡大が図れました。

11月3日（土）・4日（日）9:00～16:30

東備書道展

日　時

瀬戸内市

牛窓中学校体育館会　場

東備書道会の巡回展として会
員作品約80点の大作を一堂に
展示。特別展示として、岡山県
の書道会を代表する地元出身の
書家大原桂南先生の遺墨を展示
し、県内外からの来館者でにぎ
わいました。
また、瀬戸内山草会によるノ

コンギク・ダイモンジソウなど
の山野草約100点も同時展示しました。

11月3日（土）・4日（日）

備前長船菊花展

日　時

瀬戸内市

長船町公民館会　場

県下最大級といわれる備前長
船菊花展も21回目を迎え、今
回、公民館の菊作り講座受講生
が持ち寄った多数の菊で作られ
た全国生涯学習フェスティバル
記念花壇が組まれました。当日
は、瀬戸内市内外で活動中の
方々による大正琴の生演奏が流
れるなか公民館グループによる
お茶会が開かれ、来場者に抹茶が振舞われました。400鉢を超える見
事な大菊・小菊を鑑賞しながらの大正琴の生演奏やお茶席で大勢の人
でにぎわいました。

11月3日（土）9:00～16:00

元気瀬戸内無料巡回バス

日　時

瀬戸内市

瀬戸内市内の事業開催地会　場

コースは、1時間30分の行
程で、市内に7つのバス乗降所
（開催事業地、駅周辺）を設定
し、5台のバスを走らせました。
参加者は、瀬戸内市の風景を楽
しまれたり、開催事業地を訪れ
たりしました。
バスの中では、市の観光用ビ

デオを上映したり、パンフレッ
トを配布したりして市の魅力をPRしました。

11月3日（土）10:00～15:00

瀬戸内・備前探訪

日　時

瀬戸内市

（財）岡山県備前陶芸美術館・備前長船刀剣博物館会　場

備前長船刀剣博物館と（財）岡
山県備前陶芸美術館では特別展が
開催されました。それに合わせ、
両施設間において、片道15分の
行程で、無料シャトルバスを5往
復運行しました。
両施設に半額で入館できる共通

チケットを作成し、当日は刀剣や
陶芸に興味をもつ大勢の人で賑わ
いました。

市　町　村　事　業
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11月3日（土）15:30～17:00

「赤磐市生涯学習フェスティバル」文化講演会

日　時

赤磐市

山陽ふれあい公園総合体育館 メインアリーナ特設ステージ会　場

女優大山のぶ代さんの「私のおもしろ人生あ
れこれ」というテーマで行われた講演会には、
約900人の市民が詰め掛け、大山さんの軽妙な
語りに聞き入っていました。講演
の途中には、ドラえもんの声も披
露してくださり会場は大いに盛り
上がりました。最後には、大山さ
んからサイン色紙のプレゼントも
ありました。講演会には、赤磐市
ＰＴＡ連合会がスタッフとして受
付、会場整理などに当たってくだ
さいました。

11月3日（土）11:30～14:30

「赤磐市生涯学習フェスティバル」吹奏楽の祭典

日　時

赤磐市

山陽ふれあい公園総合体育館 メインアリーナ特設ステージ会　場

市内中学校吹奏楽部・岡山学
芸館高等学校吹奏楽部・Ｊ－Ｐ
ＯＰバンド米米ＣＬＵＢサキソ
フォン奏者「オリタノボッタ氏」
が一堂に集結して、吹奏楽の魅
力あふれる多彩なパフォーマン
スで、音楽の楽しさ、美しさを
ステージいっぱいに表現しまし
た。大吹奏楽団による感動のフ
イナーレは、参加者全体の文化交流の輪を広げることができました。

11月4日（日）9:00～15:00

「赤磐市生涯学習フェスティバル」ステージ発表～みんなの学習発表会～

日　時

赤磐市

山陽ふれあい公園総合体育館 メインアリーナ特設ステージ会　場

琴や尺八演奏、合唱や合奏、カラ
オケ、ダンス、舞踊、朗読など、あ
らゆるジャンルの発表が午前9時か
ら午後3時まで行われました。市内
の文化芸能グループ27団体（約
400人）が日頃の練習の成果を
存分に披露すると共に交流の輪
を広げました。出演者への対応、
道具の準備片付けなどには、赤
磐市女性の会の方20名がボラン
ティアスタッフとしてかげから
運営を支えてくださいました。

11月4日（日）15:30～17:00

「赤磐市生涯学習フェスティバル」オペラ「ワカヒメ」ハイライト

日　時

赤磐市

山陽ふれあい公園総合体育館 メインアリーナ特設ステージ会　場

オペラ「ワカヒメ」は赤磐市が発祥
の地とされる古代吉備の美女・稚媛伝
説を基にした本格オペラです。岡山シ
ンフォニーホールで上演された本物の
芸術を楽しもうと詰め掛けた観衆は、
ステージ上で繰り広げられる古代ロマ
ンのひとこまひとこまに見入っていま
した。オペラ上演に当たっては、赤磐
市文化協会、赤磐商工会より多大なご
協力をいただきました。閉会式では
「赤磐ブランド」が当たる抽選会で盛り
上がりました。

11月3日（土）・4日（日）10:00～15:00

「赤磐市生涯学習フェスティバル」展示発表～2日間一本勝負！～

日　時

赤磐市

山陽ふれあい公園総合体育館・メインアリーナ特設展示スペース会　場

赤磐市山陽ふれあい公園総合体育館内特設
展示ブースでは、様々な生涯学習関係団体
（30団体）が日頃の活動状況や学習成果を展
示発表しました。作品が並べられたブースは、
来場者の目を楽しませていました。また、山
陽郷土資料館による特別展示「赤磐八十八ヶ
所霊場めぐり」も同
時開催されました。

11月3日（土）・4日（日）

「赤磐市生涯学習フェスティバル」生涯学習見本市

日　時

赤磐市

山陽ふれあい公園総合体育館北側駐車場特設テント会　場

山陽ふれあい公園総合体育館前駐
車場には、11のテントが立ち並びま
した。警察、消防、赤磐市体育指導
委員会による展示・体験コーナー。
赤磐商工会による飲食コーナーや
「赤磐ブランド」の即売がありました。
また、3日（土）には、休憩所で「第8
回子どもまつり」4日（日）には、プール前
広場で「あおぞらひろば」が開催されたく
さんの子どもたちで賑わいました。

11月2日（金）

赤磐市グラウンドゴルフ大会

日　時

赤磐市

赤磐市グラウンドゴルフ場会　場

“第19回全国生涯学習フェスティバ
ル”ＩＮ赤磐の開幕イベントとして、9
月に全面―プンしたばかりの赤磐市グラ
ウンドゴルフ場において、大会を開催し
ました。赤磐市体育指導委員による「吉
備キビ桃太郎体操」で入念に準備体操を
行い、その後約220名が自慢の腕を披露
した大規模な大会となりました。午後か
らは、約180名の方が無料開放で気持ち
のよい汗を流すことができました。

11月3日（土）18:00～21:00

夜も生涯学習！スターウォッチングＩＮ竜天天文台

日　時

赤磐市

竜天天文台公園会　場

当日は絶好の星空観察日和と
なりました。高精度の天体望遠
鏡での星空観察、コンピュータ
ーシュミレーションによる簡易
プラネタリウムで、秋の夜空と
神秘に満ちた星座にかくされた
ギリシャ神話の話を聞きまし
た。集まった約200名は、星
の降る夜を堪能しました。
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11月3日（土）10:00～15:00

文化祭　和気会場

日　時

和気町

和気町総合福祉センター・和気町中央公民館・和気町立図書館会　場

和気地区の文化祭で、13団
体の舞台発表、約1,200点の
展示を行いました。自慢の一品、
一曲がご披露されました。

11月5日（月）9:00～15:00

せんたろう杯争奪グラウンド・ゴルフ大会

日　時

吉備中央町

かもがわ総合スポーツ公園会　場

「まなびピア2007」の共催事業として、
かもがわ総合スポーツ公園で、岡山県内から
102チーム560名の選手が集い、3会場に分
かれ、第10回記念“せんたろう杯争奪グラウ
ンド・ゴルフ大会”が実施されました。天候
にも恵まれ、平素の練習の成果が発揮され、
数多くのホールインワンが出るなど・・・心
地よい汗を流し、楽しく親睦を図ることがで
きました。閉会式前の余興、全員参加しての
“円城白菜争奪ホールインワン大会”もホール
インワン続出で、用意した100玉の白菜もあ
っという間に終了しました。

11月3日（土）9:00～15:00

親子バレーボール大会

日　時

吉備中央町

かもがわ総合スポーツ公園会　場

かもがわ総合スポーツ公園で、スポー
ツ少年団や婦人バレーボールチームの
13チームが参加し、“親子バレーボール
大会”が開催されました。この大会はバ
レーボールをとおして、親子相互の交流
と親睦を深め、今後の活動の活発化と技
術の向上を図る大会とする目的で開催さ
れました。低学年の子ども達は低学年用
の特別ルールでバレーボールを楽しみま
した。なお、13時から選手や応援の人
も参加して全員で記念事業「みんなで元気吉備キビ桃太郎体操」を行
い、会場も大いに盛り上がりました。

11月2日（金）～6日（火）9:00～15:00

菊花展

日　時

吉備中央町

吉備中央町役場賀陽庁舎会　場

吉備中央町文化協会菊づくり同好会
が“菊花展”を役場賀陽庁舎前広場で
開催しました。会場には「まなびピア
2007」の会期にあわせて、同好会の
皆さんが丹精こめて育てた見事な懸崖
菊やドーム菊など約60点の菊が展示さ
れました。11月4日は、専門家による
菊の育て方などの相談会も開催しました。
期間中町内外から約1,000名の方が訪れ、
美しい菊に目を楽しませていました。また、
菊づくりの楽しさや難しさを学んでいまし
た。

11月4日（日）10:00～14:00

第8回佐伯タンチョウフェスタ

日　時

和気町

岡山県自然保護センター会　場

自然学習をテーマに、野鳥の
観察会、タンチョウ観察会を行
いました。ステージではタンチ
ョウ鳴きまねコンテスト、丸太
きり競争を行いました。和気町
独自の教員制度、ふるさと教員
による「どんぐり人形」「ビー
玉アクセサリー」づくりも行い
ました。家族揃って参加される
場面が多々みられ、自然を満喫しながら、家族団欒でのんびりとした
一日を過ごしました。

9月15日（土）～11月11日（日）9:00～16:30

歴史民俗資料館 開館20周年記念特別展 「和気の文化財」

日　時

和気町

和気町歴史民俗資料館会　場

和気町は各時代において、交
通機関の要所としてさまざまな
歴史や文化、産業を育んできま
した。開館20周年を迎え節目
となる今年、和気町の文化財を
一堂に集めた特別展示を行い、
改めて和気町の歴史と文化につ
いて考えました。古文書・工芸
品、史跡の写真パネルの展示の
他、「風習」も一つの文化財との観点のもと、出産と婚姻を中心とした
慶祝の民俗について、「和気・祝いの民俗」と題して紹介しました。

10月22日（月）～11月9日（金）

菊花展

日　時

和気町

和気町中央公民館駐車場会　場

今年で43回目を迎える大会
です。約120点の出展があり、
真心こめて育てられた菊が彩鮮
やかに盛りつけられました。人
通りの多い場所での開催であ
り、来場者・通行者の目を楽し
ませてくれました。

11月4日（日）～6日（火）

その他の主催事業

日　時

赤磐市

赤磐市内各会場会　場

主催事業は全部で12事業ありました。3
事業は、紙面の都合で詳しく紹介できません
が、11月4日（日）は赤磐市立中央公民館で赤
磐市音楽祭（約300名参加）、5日（月）は市
内幼・小・中・一斉学校開放、6日（日）は小
学校・中学校音楽祭が開催されました。
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磐
市
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市　町　村　事　業
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