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11月4日（日）9:00～15:30

岡山県の“ど真ん中”まなびピアin吉備中央!! 生涯学習フェ
スティバル2007 ～ともに学び、豊かな心を育む理想郷

ふ る さ と

～

日　時

吉備中央町

ロマン高原かよう総合会館会　場

ロマン高原かよう総合会館を主会
場に、町の特色を生かしたフェステ
ィバルを開催しました。記念講演と
して、山陽放送アナウンサー濱家輝
雄氏による「人と地域が共に輝く」
と題しての講演、児童合唱団や和太
鼓グループの活動発表、小・中学生
による作文発表、紙飛行機作り・切
り絵・絵手紙・墨絵・押し花などの
体験コーナー、その他軽スポーツ体
験コーナーなどを実施しました。い
つでも、どこでも、だれでも、学ぶ
ことのできる生涯学習の町、「とも
に学び、豊かな心を育むふるさと理
想郷」づくりの実現を目指して開催
することができました。

11月3日（土）・4日（日）10:00～

ライフパークの集い2007

日　時

倉敷市

ライフパーク倉敷会　場

人形劇、子ども映画会、バル
ーンアート、スライムボール、
ストロー工作、太陽観察会、パ
ソコンで遊ぼう、えいごであそ
ぼう！Waiwaiタイム、でっか
いシャボン玉をとばそう、 JC
戦士タマシマンショー、ミニ
SLに乗ってみよう！など様々
な参加体験できるイベントが多
く、大好評でした。

11月3日（土）10:00～11:00

まなびピア作品コンテスト表彰式

日　時

倉敷市

ライフパーク倉敷 大ホール会　場

藺幼稚園絵画新聞の部、小学
校書写の部、中学校ポスターの
部、写真の部、合計で9,569人
から出品があり、幼稚園絵画新
聞は最寄の公民館で、小学校書
写は市役所・支所で、中学校ポ
スターは市内路線バスで、写真
は市立美術館で展示しました。
藺各部門ごとの最優秀賞受賞

者、優秀賞受賞者、佳作受賞者をライフパークに招いて賞状と記念品
を贈りました。最優秀受賞者の作品を会場内で映像で紹介しました。

11月3日（土）14:00～15:20

ひびけ♪7つのハーモニー

日　時

倉敷市

ライフパーク倉敷 大ホール会　場

市内の7つの少年少女合唱団
が一堂に会し、日頃の活動の成
果を発表しました。少人数の団
体においては、団員一人ひとり
の息遣いが聞こえるような舞台
であり、多人数の団体は、その
スケールを活かした迫力ある舞
台で、それぞれの団体の特色が
活かされた音楽会となり、大好
評でした。

11月4日（日）9:50～14:00

市民生涯学習発表会

日　時

倉敷市

ライフパーク倉敷 大ホール会　場

オープニングで「吉備キビ桃
太郎体操」を行った後、4地区
の公民館から選ばれた12団体
が、「銭太鼓」、「剣舞」、「鬼ば
やし」、「大正琴」、「フラダンス」、
「民謡」、「手品」、「フォークダ
ンス」など日ごろの学習の成果
を4時間にわたり発表しまし
た。見ごたえのあるステージと
なり観客から惜しみない拍手が贈られたと同時に、出演者からも達成
感が伝わってきました。

11月2日（金）・5日（月）・6日（火）

1dayキャンパスinくらしき

日　時

倉敷市

川崎医療福祉大学、倉敷市立短期大学、倉敷芸術科学大学、くらしき作陽・短期大学会　場

各大学で、学生と一緒に公開
講座「ボディーワーク・こころ
と身体の癒し」、「フードシステ
ム論」の授業を聴講したり、学
内施設見学を行っていただき、
大学の雰囲気や現状に触れてい
ただきました。「学生と触れ合
えてよかった。」と参加者の感
想は好評でした。

備中地区
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10月6日（土）～11月6日（火）

生涯学習施設スタンプラリー

日　時

笠岡市

カブトガニ博物館、竹喬美術館、市立図書館、市民会館、総合体育館他会　場

カブトガニ博物館、竹喬美術
館、市立図書館、市民会館、総
合体育館、地区公民館など笠岡
が誇る生涯学習施設を結ぶスタ
ンプラリーを実施。各施設の関
連事業や20の地区公民館の期
間中の行事も合わせて紹介し、
参加者を募りました。1か月間
で9施設中6施設のスタンプを
集めると、フェスティバル期間中に抽選で笠岡らしい賞品を進呈。約
400人が抽選に参加し、一喜一憂。生涯学習施設をPRする楽しいイベ
ントになりました。

11月2日（金）17:30～19:30

フェスティバル前夜オープニングコンサート

日　時

笠岡市

遍照寺多宝塔会　場

国の重要文化財遍照寺多宝塔
建立400年とフェスティバル
開催を祝って、多宝塔内部公開
と野外コンサートを実施しまし
た。多宝塔と市木いちょうをラ
イトアップし、幻想的な雰囲気
の中で弦楽四重奏の演奏が行わ
れました。初めての内部公開と
いうこともあり、約350人と
いう多数の来場者がありました。

11月3日（土）9:00～12:00

笠岡市青少年スピーチコンテスト

日　時

笠岡市

笠岡市民会館会　場

事前の書類審査で選ばれた日
本語部門の小学生4名、中学生
4名、英語部門の中学生4名が
スピーチを行いました。詩のボ
クシング全国大会で優勝した小
島麻奈未さんのトーク「ことば
とともに」もあり、約150名
の来場者は、自分の思いを自信
をもって伝える発表者に惜しみ
ない拍手を送りました。

10月23日（火）～11月4日（日）

笠岡市菊花展

日　時

笠岡市

笠岡市民会館会　場

笠岡市では、市花の菊づくり
を市内各地で行う取り組みを始
めました。今年は、文化連盟の
方をはじめ、小学校、地区公民
館、中央公民館講座生からも作
品が出され、その美しさを多く
の人に観賞していただくことが
できました。

11月2日（金）～11月6日（火）

生涯学習施設開館関連事業

日　時

笠岡市

カブトガニ博物館、竹喬美術館、笠岡市立図書館、笠岡市立郷土館会　場

市内4施設で関連事業や特別
展を開催しました。カブトガニ
博物館では、自然公園観察会や
えさやり体験。竹喬美術館では、
特別陳列「詩心　竹喬―竹喬美
術館珠玉の数々からー」。
市立図書館では、手品ショー

や特別映画会「半落ち」。郷土
館では、特別展「かさおか歴史
再発見」。さまざまな催しに期間中2000人を超える来場者がありまし
た。

11月3日（土）8:45～17:15

11月3日は自然史博物館まつり

日　時

倉敷市

倉敷市立自然史博物館会　場

砂の中からザクロ色に輝くガ
ーネットを探し、見つけたガー
ネットは持ち帰れるというガー
ネット探しや、クイズに答えて
カブトムシの幼虫など豪華景品
がもらえるクイズラリーや石灰
岩を溶かしてオリジナルのはん
こを作るという石灰岩のはんこ
作りなど参加形式の催し物が多
く、大勢の人で賑わいました。

11月2日（金）～4日（日）・6日（火）

図書館関係事業

日　時

倉敷市

倉敷市内図書館（中央・児島・水島・玉島・船穂・真備図書館）会　場

リサイクル本会、「現代ポッ
プアップ絵本の世界」の展示、
楽しい絵本の時間、折り紙教室
「季節を折る」、見て！さわっ
て！世界の絵本展、小さい子の
ためのおはなし会などいろいろ
な事業を行い、大変盛況でした。

11月2日（金）・4日（日）

まなびの探検隊

日　時

倉敷市

倉敷公民館、市立美術館、中央図書館、自然史博物館、美観地区会　場

倉敷公民館の「音楽図書室」、
ウエルカム観光ガイドの案内で
の美観地区通行、市立美術館の
「屋上」・「収蔵庫」、中央図書
館の「地下書庫」、自然史博物
館の「収蔵庫」など、普段訪れ
ることの少ない施設や、入場で
きない設備などを見学しまし
た。参加された方には、大変好
評でした。
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市　町　村　事　業
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11月4日（日）10:00～12:00

笠岡クイズ王選手権

日　時

笠岡市

笠岡総合体育館メインアリーナ会　場

笠岡総合体育館メインアリー
ナを会場にクイズで笠岡の魅力
を再発見し、PRをするために
官民協働で実施しました。参加
者は、約300人。3人1組で参
加の小学生の部と個人戦の一般
の部で行われ、○×クイズや早
押しクイズによる熱戦の末、ク
イズ王が決定しました。最後は
全員でビンゴゲームを行い、大いに盛り上がりました。選手権に先立
ち刊行された公式参考書「笠岡ふるさとガイド」は、笠岡のことがま
るごとわかると好評です。

11月3日（土）・4日（日）9:30～16:30

笠岡市生涯学習フェスティバル

日　時

笠岡市

笠岡市民会館会　場

市民会館を会場にした笠岡市
のメイン行事で2日間にわたり
開催しました。舞台では、オー
プニング行事、お茶の水女子大
学名誉教授の森隆夫先生による
記念講演会、3部構成の舞台発
表（保存会、公民館、小中高校
生、各種団体による伝統芸能、
活動発表、ダンス、合唱奏など）
がありました。各種団体による展示発表・体験コーナー・販売コーナ
ー・スタンプラリー抽選等もあり、3000人を超える来場者で賑わい
ました。

11月4日（日）10:00～15:30

レッツ！スポーツ

日　時

笠岡市

笠岡総合体育館会　場

フェスティバル開催記念とし
て笠岡市ではじめて「男女混合
綱引き大会」を開催しました。
小学生の部、一般の部あわせて
15チーム144名の参加があ
り、対戦中はチーム内のかけ声
と応援の声が会場いっぱいに響
き大いに盛り上がりました。同
時にサブアリーナで武術体験の
コーナーを設け、参加者は心地よい汗を流しました。

10月5日（金）～11月25日（日）9:00～17:00

井原市立田中美術館特別展

日　時

井原市

井原市立田中美術館会　場

井原市が生んだ近代木彫界の
巨匠・平櫛田中（でんちゅう）
の作品を常設展示している田中
美術館で、第23回平櫛田中賞
受賞記念「保田春彦展－白い風
景－」の特別展が開催されまし
た。保田氏の作品は、木彫30
点・切り絵4点・銅版切り絵5
点が展示され、まなびピア期間
中を中心に、市内外から連日多くの来館者が訪れました。特に白い彩
色を施した独特の作風の木彫を熱心に鑑賞する来館者の姿が多く見ら
れました。

11月2日（金）18:30～20:00

「まなびピア岡山2007」記念コンサート

日　時

井原市

芳井生涯学習センター会　場

「まなびピア岡山2007」in
いばらのオープニングイベンと
して開催した中西保志＆沢田知
可子ジョイントコンサート。二
人の抜群の歌声と軽妙なトーク
に会場は終始和やかな雰囲気に
つつまれました。ロングセラー
となった中西保志の「最後の雨」
や、泣ける名曲第1位に輝いた
沢田知可子の「会いたい」などの曲に魅了され、エンディングは会場
が一体となって｢Amaizing Grace｣の大合唱。二人の優しい歌声に心
癒された夜となりました。

10月13日（土）～11月25日（日）9: 00～17:00

芳井歴史民俗資料館特別展

日　時

井原市

芳井歴史民俗資料館会　場

平成19年度の特別展とし
て、第38回特別展「幕末の遣
欧正使　池田長発（ながおき）」
を開催しました。池田長発は、
徳川幕府からヨーロッパに派遣
された遣欧使節の正使を務めた
人物です。会場には、長発がフ
ランスから持ち帰った珍しい
品々や長発自筆の書などが多数
展示されました。また長発自身をはじめ、使節団の様々な表情を写し
た写真も高い関心を集めました。市内外の歴史愛好家の方々から好評
を得ました。

11月2日（金）～6日（火）9:00～17:00

まなびフェスタinいばら

日　時

井原市

アクティブライフ井原会　場

“アクティブライフ井原”を
会場に、毎年開催されてきたこ
の催しは、学習成果を発表し合
って学び合う場、そして参加体
験することによって学ぶ喜びや
意欲を高め合う催しとして市民
に定着し、年々盛り上がってき
ました。28回目の開催となっ
た今回は、生涯学習体験講座・
生涯学習展へ初めて出展された団体が多く、高校生の学習成果の披露
や会場ボランティアとしての参加もあり、新たな生涯学習ネットワー
クの拡がりが感じられました。
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11月2日（金）～6日（火）9:00～17:00

星の郷 四季の写真展

日　時

井原市

井原市中央公民館美星分館会　場

「星の郷美星」の四季を撮影
した写真コンテストの応募作品
81点（内入賞13点）を井原
市中央公民館美星分館ホールに
展示しました。また、美星町内
に自生する植物（約200点）
を写真で紹介するコーナーや、
美星町出身で笠岡市在住の画家
川上一巳画伯が描かれた美星小
学校の児童の肖像画を展示し、連日多くの鑑賞者が訪れました。
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11月4日（日）10:00～14:00

国際交流フェスタinいばら

日　時

井原市

鉄道井原線井原駅前広場会　場

語学・交流・生活支援活動に
取り組んでいる井原市国際交流
協会が主催したこのフェスタに
は、ALTや市内の企業で働く
外国人と多くの市民ボランティ
アが参加し、食をとおした交流
活動に取り組みました。世界の
料理を楽しむ「ちきゅう屋台村」
には6カ国の屋台が出店しまし
た。駅前の他のイベントと並行開催ということもあり、大にぎわいと
なった屋台村は、昼過ぎにはほとんど完売となり、予定を早めての閉
店となりました。

11月3日（土）9:00～14:00

吉備のクイズ合戦“温羅VS桃太郎”

日　時

総社市

総社市砂川公園会　場

親子や友達同士で、クイズを
楽しみながら地元総社や岡山に
ついて学ぶことを目的に開催し
ました。チーム温羅は神が辻か
らウォーキングで、チーム桃太
郎は岡山駅から吉備線に乗り服
部駅で下車した後、ともにクイ
ズ決戦場所の温羅まつり会場を
目指しウォーキングをしまし
た。決戦会場ではおいしい鬼汁を食べた後、みんなで吉備キビ桃太郎
体操したりクイズ決戦をしたりして、300人の参加者みんなでとても
楽しい一日を過ごしました。

11月3日（土）9:55～15:30

温羅まつり

日　時

総社市

総社市砂川公園会　場

総社市阿曽地区を中心とした
地元のまつりで、主催事業の吉
備のクイズ合戦“温羅vs桃太
郎のクイズ決戦も同じ場所で行
われたこともあり、当日は
2000人を越す大勢の参加者
で賑わい、晴れわたった秋空の
下、ステージで繰り広げられる
備中温羅太鼓の力強い演奏や岡
山県警察音楽隊のすばらしい演奏をはじめ、備中神楽や郷土芸能の鑑
賞をしたり、 体験コーナーで竹とんぼやしめ縄飾りなどを作ったりし
て楽しい一日を過ごしました。

11月4日（日）（一部展示発表の部は1日より開催）

そうじゃまなび人間大集合！

日　時

総社市

総社市民会館・総社中央公民館・市民ギャラリー・勤労青少年ホーム会　場

日ごろ市民の皆さんが取組ま
れているいろいろなジャンルの
文化的な活動を市の文化ゾーン
に集結させ、 お互いに学びを
深めてもらうことを目的に、ス
テージ発表の部、展示発表の部、
わくわく体験広場の部の3部門
で開催しました。これまでにな
い規模と内容ということもあ
り、当日は2000人を超える多くの参加者があり、どの参加者も見た
り、聞いたり、体験したりする中で、お互いに楽しく学びを深めるこ
とができました。

11月2日（金）～4日（日）

6世紀の古代たたら操業Ⅱ

日　時

総社市

総社市奥坂地区千引かなくろ谷製鉄遺跡横広場会　場

鬼ノ城塾は今年のテーマであ
る「吉備の鉄」を1年間に渡っ
て学んできました。その集大成
として、千引かなくろ谷製鉄遺
跡近くの広場で6世紀の製鉄炉
をできるだけ忠実に復元し、手
押しフイゴで送風。その後、岩
手県釜石市の協力で入手した過
去に採掘した鉄鉱石を投入する
「古代たたら」を実現しました。交代でフイゴを押し鉄鉱石や炭を投入
する古代の鉄作りに市内外から300人が挑戦し、10キロ超の鉄作りに
見事成功しました。

11月4日（日）9:30～15:00

芳井ふるさと祭り・文化祭

日　時

井原市

芳井小学校グラウンド周辺会　場

農林商工祭・健康祭・文化
祭・ステージイベントなどから
構成される芳井ふるさと祭りは
今年も大勢の人でにぎわいまし
た。文化祭の部は、絵画・書
道・陶芸・手芸・短歌・ちぎり
絵・パッチワーク・アートフラ
ワーなど芳井公民館の教室・同
好会を中心に、丹精をこめて作
られた文化作品（197作品）を一堂に展示しました。また、お茶教室
によるお茶の接待もあり、文化作品を見に来られた方にたいへん好評
でした。

11月3日（土）・4日（日）9:00～17:00

井原市文化祭

日　時

井原市

井原市民会館・婦人会館会　場

いばら文化協会最大のイベン
ト井原市文化祭は、市民会館を
主会場に11月3日と4日を中
心に開催されました。改修が行
われ新装なった市民会館の快適
な空間を使っての芸能発表や展
示は見ごたえがあり、婦人会館
での作品展やバザー、駅前広場
の菊花展も多くの人でにぎわい
ました。約2千人の文化協会会員や学習者が、生きがいとして、生涯の
学習として、日々趣味を深め研鑽してきた成果を発表しました。

11月3日（土）・4日（日）3日 13:00～17:00 4日 9:30～12:00

全国生涯学習まちづくりサミット

日　時

井原市

アクティブライフ井原　井笠地域地場産業振興センター会　場

東は福島県、南は鹿児島県ま
での県外参加者約50名を含
め、2日間で500名以上の参
加者が集った「全国生涯学習ま
ちづくりサミット」。生涯学習
とまちづくりの推進についての
研究討議を行うとともに、全国
の先進的な事例について学び、
これからのまちづくりのあり方
について考えました。基調提言、三つの分科会、シンポジウムと、ど
れも充実した内容で、今後の活動に活かしていきたいという声が多く
寄せられました。

市　町　村　事　業
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11月4日（日）8:00～16:00

吉備路ウォーキング大会

日　時

総社市

吉備路周辺会　場

生涯スポーツとして親しまれ
ているウォーキングの普及と、
すばらしい吉備路の景観と深い
歴史を感じていただくことを目
的に開催しました。5キロ、
10キロ、20キロの3コースに
より、地区の主だった観光名所
を巡りながらゴールを目指しま
した。550人の参加者は秋の
吉備路の風景を満喫し、ゴール地点の「もてなしの館山手」では地元
の野菜がたくさん入った、きびじ大鍋をおいしく味わい楽しい1日を過
ごしました。

11月2日（金）～5日（月）

高梁市公民館フェスティバル2007

日　時

高梁市

高梁市文化交流館会　場

「学びの喜びが未来へ～地域
の夢・地域の絆・地域の輪～」
をテーマに市内全15公民館か
ら展示の部へ約800点、発表
の部へ26団体が出展・出演
し、日頃の学習活動の成果を発
表しました。また、郷土芸能の
「松山踊り」「渡り拍子」などの
紹介や「山田方谷」「綱島梁川」
といった郷土の偉人紹介、「高梁の歌」の紹介など全国に向けての「高
梁らしさ」の発信を行いました。天候にも恵まれ4日間で1,200人の
来場者がありました。

11月3日（土）～6日（火）

高梁市わくわく読書まつり2007

日　時

高梁市

高梁市有漢生涯学習センター会　場

「夢ひろがる本の世界へ」を
テーマに、4日間にわたり20
年以上親しまれている本や学校
図書館などの展示をおこないま
した。また、金子みすゞ記念館
初代館長 矢崎節夫先生の記念
講演や、読書ボランティアなど
によるおはなし会などの体験コ
ーナーがおこなわれました。さ
らに絵本作家 野坂勇作先生による「どろだんごづくり」の講話と体験
指導がおこなわれました。子どもたちの参加も多く、活気ある事業と
なりました。

11月3日（土）12:30～17:00

高梁の近代とその人物学2007

日　時

高梁市

高梁総合文化会館会　場

高梁市実行委員会では主催事
業の1つとして、近代高梁の歴
史・文化を学ぶ行事を開催いた
しました。この事業では学校法
人同志社理事長 野本真也先生
による新島襄をはじめとした人
物に関する記念講演会、留岡幸
助に関する映画上映、福西志計
子に関する講演会等を通じて、
人物から近代高梁の歴史・文
化について理解を深めるとともに、市民はもとより市外・県外の方へ、
情報発信を行う事業となりました。

11月4日（日）10:00～16:30

子育てふれあいフェスティバル2007

日　時

高梁市

高梁総合文化会館とその周辺会　場

「すべての子どもたちの未来
に夢を」をテーマに、杏林大学
外国語学部教授金田一秀穂先生
の教育講演や子どもの心、子ど
もの生活リズムなどの分科会研
修、子育てサロン・科学遊び・
けん玉・お手玉・陶芸・もちつ
きなど13の体験コーナーなど
様々な催しを行いました。また、
野外ステージでは、子どもたちのエアロビクスやマジック、けん玉の
妙技が披露されました。天候にも恵まれ、活気あふれるイベントとな
りました。

10月20日（土）～11月25日（日）

高梁市歴史美術館特別展　新島襄と高梁の近代

日　時

高梁市

高梁市歴史美術館会　場

高梁の近代の歴史に大きな影
響を与えた人物に焦点をあて、
その残された貴重な資料48点
を展示。同志社の創立者新島襄、
近代の社会福祉に貢献した留岡
幸助、近代化の中で女子教育に
大きな足跡を残した福西志計子
などを紹介しました。11月3
日にはギャラリートークを2回
行い、約50名の参加者に資料を通じて高梁の近代について理解を深め
ていただきました。

10月27日（土）～12月2日（日）9:30～17:00（入館は16:30まで）

成羽町美術館平成19年度特別展　没後30年　熊谷守一展

日　時

高梁市

成羽町美術館会　場

今展では、洋画家　熊谷守一
の没後30年を記念し、初期か
ら晩年にいたる油彩画・日本
画・書あわせて163点の作品
を展観しました。県内だけでな
く県外からも大勢のお客様が来
館し、「いろ」と「かたち」に
こだわり続けた独自の様式を堪
能していました。11月4日に
は、明治学院大学教授の山下裕二氏による記念講演会を開催、約230
人の聴講者が熱心に聞き入っていました。

記念講演会の様子

10月27日（土）～11月29日（木）9:00～17:00

第17回吉備川上漫画グランプリ優秀作品展

日　時

高梁市

高梁市吉備川上ふれあい漫画美術館会　場

吉備川上ふれあい漫画美術館
（高梁市川上町地頭）において、
全国公募の1～2コマの漫画コ
ンテスト「第17回吉備川上漫
画グランプリ（テーマ｢踊る｣）」
の入賞作品及び第一次審査通過
作品239点を一堂に展示し、
優秀作品展を開催しました。開
催期間を「まなびピア岡山
2007」の会期にあわせ、高梁市川上地域が推進するマンガ文化のま
ちづくりをより多くの方々にPRすることができました。
（掲載写真は、第17回吉備川上漫画グランプリ大賞「タイム・スリップ」）
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11月3日（土）13:00～15:00 15:00～17:00

まなびステージ2007

日　時

新見市

まなび広場にいみ大ホール　会　場

新見公立短期大学1年生52
名が幕間に歌や手遊びを交えな
がら総合進行を手がけ、地域の
伝承芸能（神楽・太鼓）、創作
舞踊、バレエなど生涯学習活動
の中で培われてきた子どもたち
の学習成果をステージ発表しま
した。また、新見高校吹奏楽部
と新見ウインドアンサンブルに
よるブラスバンドのジョイントコンサートも行われ、多数の観客で賑
わいました。

11月3日（土）・4日（日）10:00～15:00

図書館フェスティバル

日　時

新見市

まなび広場にいみ　こぐまの部屋会　場

市内読書ボランティアによる
絵本の読み聞かせやエプロンシ
アター、手作り紙芝居、手品や
粘土遊びなどたくさんの親子連
れに楽しいお話の世界や安らぎ
の一時を提供しました。地元小
中学生も読書ボランティアとし
て読み聞かせを行うなど、子ど
もたちの積極的な参画も見られ
ました。また、ブックリサイクルコーナーも併設し、図書の有効活用
をすすめることができました。

11月3日（土）・4日（日）

マッスルハウス

日　時

新見市

まなび広場にいみ　ホワイエ会　場

新見市体育指導委員が中心となり、シャ
フルボードや公式輪投げ、スナッグゴルフ
などのニュースポーツを体験するコーナー
や、バルーンバースト、片足バランス、玉
入れ、空き缶タワー、壁倒立、腰掛け懸垂
などタイムを競うユニークなマッスルテス
トを行いました。上位記録者は名前が常時
掲示されるとあって、多数のちびっこ挑戦
者で会場はあふれんばかりでした。

11月3日（土）・4日（日）9:00～16:00

まなび体験教室

日　時

新見市

まなび広場にいみ　創作活動室会　場

幼児が親子でものづくりを楽
しむ「木や木の実を使ったクラ
フト」「折り紙を使ったファン
タジーワールド」、中高生・一
般を対象とした「電子工作うそ
発見器づくり」「和紙のランプ
シェードづくり」を行いました。
市内社会教育団体、教職員ボラ
ンティアの指導のもと、落ち着
いた雰囲気の中、初めての作業にも戸惑うことなく、参加者は思い思
いに作品を完成させることができました。

11月3日（土）・4日（日）10:00～15:00

参加体験型教室「先生村」

日　時

新見市

まなび広場にいみ　ふれあい広場・ホワイエ会　場

市内教職員のべ200名が専
門性を生かし「科学村」「工作
村」「英語の駄菓子屋さん」等、
親子で楽しめる体験教室を開催
しました。開催した屋外テント
には無数のシャボン玉が浮遊
し、メルヘンな世界の中で、液
体窒素を使った実験、ペットボ
トルロケットの製作と発射、色
の変わるスライムや竹鉄砲つくりが行われたほか、英語でしか買い物
やゲームができない「英語の駄菓子屋さん」にも多くの子どもがおし
かけ、大変な賑わいでした。

11月3日（土）・4日（日）

食育フェア

日　時

新見市

まなび広場にいみ　ブラウジングコーナー会　場

栄養委員・健康づくり課を中
心とした食育啓発イベントとし
て、食べ物の釣り堀、さわって
あてよう、配膳ゲーム、シガー
フライタワー（箸の持ち方）、
キラリ歯ッピー、メタボ対策、
手洗いチェックなど各コーナー
をスタンプラリー型式で巡る食
育フェアが開催されました。
それぞれのコーナー毎にスタッフと市民との楽しいふれあいや交流が
あり、たくさんの親子連れで賑わいました。

11月3日（土）18:00～19:30

高梁の近代とその人物学2007 開催記念コンサート

日　時

高梁市

高梁基督教会堂会　場

高梁市実行委員会では主催事
業の1つとして『高梁の近代と
その人物学2007』開催した
のを記念して、現在岡山県の史
跡にも指定され県下最古の教会
である、高梁基督教会堂でコン
サートを行いました。当日は市
内の合唱団等によるソロやデュ
エット、合唱などがあり最後に
会場の来場者との全員合唱を行い、出演者と来場者が一体となった記
念コンサートとなりました。

11月3日（土）9:40～12:00

総合開会式・記念講演会

日　時

新見市

まなび広場にいみ大ホール会　場

オープニングセレモニー（地
元「ゆずりは太鼓」の太鼓演奏）、
開会行事に引き続き、記念講演
会には朝日新聞編集委員、テレ
ビ朝日「報道ステーションコメ
ンテーター」の加藤千洋さんを
お迎えし、「中国のくらしと周
辺事情」を演題に、北京オリン
ピック開催を来年に控えた中国
の現況について、衣食住を中心とした人々の暮らしの変化、また周辺
国への影響について解説を交えながら講演いただきました。

市　町　村　事　業
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11月2日（金）～ 4日（日）9:00～17:00 4日は15:00まで

第30回新見市文化展

日　時

新見市

まなび広場にいみ　学習室・小ホール・ギャラリー会　場

今年で30回目を迎える新見
市文化展には、まなびピア岡山
2007inにいみと開催期間が重
なったという効果もあり、これ
まで足を運ばれなかった方々
や、幅広い年齢層の方々に、絵
画、書道、工芸、華道、写真、
リアルアート等の作品を鑑賞し
ていただくことができました。

11月4日（日）9:00～15:30

備北青年の家イベント祭

日　時

新見市

岡山県備北青年の家　会　場

岡山県備北青年の家では主催
事業「青年の家イベント祭」と
あわせて「まなびピア岡山
2007inにいみ」を開催しまし
た。「科学教室」「木工細工教室」
など、参加・体験型のコーナー
を合計6コーナー設けました。
新見市内外から集まった140
名を越える参加者親子は興味の
ある活動を選んで、講師の先生方やボランティア達に教わりながら熱
心に取り組んでいました。

11月2日（金）18:30～20:30

英語で国際理解講座

日　時

浅口市

浅口市中央公民館会　場

浅口市と姉妹都市提携をして
いる豪州・ティーツリーガリー
市からの親善大使カースティ・
ダウナードさん（市国際交流員）
が、母国の話や日本とオースト
ラリアの文化の違いについて英
語でスピーチしました。
日本に住む外国人がどのよう

に私たちの文化を感じ、生活し
ているのかを垣間見ることができ、参加者はとても興味深く話を聴く
ことができました。

11月3日（土）13:00～16:00

天文講演会 「宇宙最前線inおかやま」

日　時

浅口市

浅口市健康福祉センター会　場

浅口発信の宇宙最前線情報を
じっくり紹介する講演会。「岡
山観測所の現在・未来」と題し
ての吉田観測所長の講演を始
め、新天文台の情報や岡山観測
所で発見した系外惑星の話な
ど、天文台のまちをアピールす
る熱い講演会となりました。ま
た、パネルディスカッションで
は、星空を甦らせるための「ライトダウン・キャンペーン」への取り
組みが提案されました。天文ファンにとって貴重な講演会となり、参
加者からも質問が多く出るなど有意義なひとときとなりました。

11月3日（土）16:30～18:00

サイエンス・カフェ ASAKUCHI

日　時

浅口市

浅口市健康福祉センター　カフェレストひととき会　場

天文講演会に引き続き、講演
会の講師や国立天文台及び天文
博物館スタッフと、和やかな雰
囲気の中、天文や科学について
気軽にトークできる時間を設定
しました。
コーヒーやお菓子を囲みなが

らの講師陣との交流となり、参
加者は、日ごろから疑問に思っ
ていたことや天文講演会で聞けなかった話について、じっくりと質問
するなどして楽しいカフェタイムを過ごしました。

11月3日（土）14:00～16:00

親子ガーデニング体験講座

日　時

浅口市

浅口市金光町　植木まつり会場会　場

浅口市自慢の植木祭り会場に
て、親子ガーデニング体験講座
を開催。市内外から親子25人
が参加。講師である、金光町植
木協同組合の古川理事長より、
植木を鉢に植える時のポイント
を教わり、用意された「ゴール
ドライダー」「アベリア」「シク
ラメン」を使って鉢植えに挑戦
しました。根をほぐしたり、3種類の植物の配置を考えたりと親子で協
力して、約30分程度で鉢植えが完成。参加した親子は、満足そうな笑
顔で完成した鉢植えを持ち帰りました。

11月3日（土）8:40～14:30

浅口市フットサル大会

日　時

浅口市

浅口市フットサル場会　場

大会には市内外から16チー
ムが参加。中には浅口市内の外
国人講師の方々のチームもあ
り、国際的な大会となりました。
真新しい人工芝のコートの中
を、所狭しと走り続ける選手た
ちの白熱したプレーに、観衆か
らも大きな声援があり、大会を
大いに盛り上げていただきまし
た。

11月3日（土）13:00～16:30

浅口市音楽フェスティバル

日　時

浅口市

浅口市ふれあい交流館サンパレア会　場

フェスティバルには市内の中
学生から一般までの吹奏楽部8
団体が参加。各団体とも趣向を
こらしたステージを繰り広げ、
観客から大きな拍手が送られて
いました。その中でも終盤のお
かやま山陽高校吹奏楽部、金光
学園音楽部吹奏楽団の熱のこも
った演奏は、ホールいっぱいの
観客の皆さんを大いに盛り上げていただきました。
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11月4日（日）9:30～15:30

古本リサイクル市

日　時

浅口市

浅口市立鴨方図書館会　場

当日、朝早くから図書館に来
館された大勢の方々は、古本リ
サイクル市開始とともに、玄関
ホールに並べられたリサイクル
本（寄贈本や廃棄本）を手に取
り、それぞれが気に入った本を
見つけては持ち帰っていらっし
ゃいました。中には、お気に入
りの本がたくさんあったのか本
を抱えるようにして持って帰られる方もあり、1、500冊程の本はみ
るみる減っていきました。このように、リサイクル本を有効活用して
いただくことができました。

11月2日（金）～6日（火）9:00～16:00

あなたに届け！ハロー＆ニーハオ　～友好交流都市からのメッセージ～

日　時

浅口市

浅口市中央公民館会　場

浅口市と友好交流関係にある
都市、豪州ティーツリーガリー
市と中国高安市に住む大勢の方
から浅口市に住む人たちへのひ
とことメッセージ（和訳付）と、
ニッコリ笑った写真を展示しま
した。
来場者は、隙間無く貼り付け

られたメッセージや笑顔の写真
をじっくりと眺めて、それぞれの国々の異文化を理解することができ
たようです。

11月6日（火）8:45～12:30

オープンスクールデー

日　時

浅口市

浅口市立六条院小学校・六条院幼稚園 他会　場

六条院小学校では、11月6
日に新校舎のお披露目を兼ねた
オープンキャンパスを実施。児
童がおかやま山陽高校吹奏楽部
や六条院幼稚園児とともにステ
ージ発表などを行いました。ま
た、備中神楽も披露され、子ど
もたち、地域の方々全員で岡山
の伝統芸能を楽しみました。
ステージの部の後、公開授業も行い、保護者・地域の方々約300人が
来校されました。

11月1日（木）～10日（土）9:00～16:30 他

まなびピア記念展示

日　時

浅口市

浅口市かもがた町家公園 他会　場

日本の歴史公園100選に選
定されたかもがた町家公園。そ
の町家公園では、まなびピアを
記念した展示として、11月1
日より西山拙斎作品展、11月
3日からはかもがた町家管理組
合主催の「シルクロードの民族
と自然」展及び、沖村雄二 広
島大学名誉教授による講演会を
開催しました。多数の展示品とともに、鴨方高等学校生徒制作のテー
マを表現したパネル、鴨方中学校生徒制作のミニ砂漠も、多くの来場
者の目を楽しませていました。

11月2日（金）～6日（火）9:00～16:00

公民館講座生、子ども体験教室生作品展

日　時

浅口市

浅口市天草公園体育館会　場

浅口市内3公民館で行ってい
るペン習字、水墨画、絵手紙な
どの公民館講座と、陶芸、子ど
ものアトリエなどの子ども体験
活動に参加していらっしゃる
方々の作品の展示と、各講座、
教室の活動紹介を展示しまし
た。
来場された皆さんは、手芸品

や書など熱のこもった作品や熱い思いの伝わってくる活動紹介に見入
っていました。また、「ぜひ自分もやってみたい」と話をされている方
もいらっしゃいました。

10月25日（木）～11月10日（土）9:00～17:00（月曜休館）

菊花展

日　時

早島町

早島町中央公民館　パーゴラ会　場

早島町花の銀行友の会会員に
よる菊花展。会員の皆さんが丹
精込めて育てた菊が集まりまし
た。開花が遅れ気味で、会期を
10日まで延長して、多くの皆
さんに菊を楽しんでいただくこ
とが出来ました。会期中は、水
やりや花の手入れなど会員の方
が中心となって運営しました。

11月4日（日）10:00～15:30

浅口市生涯学習推進大会

日　時

浅口市

浅口市中央公民館　他会　場

鴨方東小学校児童による英語
活動の紹介やボランティア人形
劇サークル風の子による舞台な
ど実践発表のほか、1962年
マーメイド号での太平洋横断を
記録したソロセーラー堀江謙一
さんによる「未知への航海」と
題した記念講演、公民館講座一
日体験入学や学んでおいしい体
験教室、わがまち自慢再発見!!作品展示、キッズコーナー、食事テント
村など、盛りだくさんのコーナーが開かれ、多くの来場者に生涯学習
にふれていただくことができました。

11月4日（日）10:30～11:30

図書館ふれあいデー

日　時

浅口市

浅口市立金光さつき図書館会　場

おとうさんによるおはなし会
と銘打って開催しました。「こ
とばあそび」と絵本「モチモチ
の木」は本の絵をプロジェクタ
ーに映しながらの読み聞かせ。
朗読「風の神と子ども」、絵本
「パパと10人のこども」、中型
紙芝居「次郎べえとうさぎ」、
大型絵本「にゃーご」、「紙工作」
のプログラムで行いました。また、館内では第1回目から今年10月ま
での「おはなしおもちゃばこ」で作った工作と「お話し会」の写真を
パネル展示しました。

早
島
町
▼
▼
▼

市　町　村　事　業
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10月26日（金）～11月4日（日）9:00～17:00（月曜休館）

環境ポスター展

日　時

早島町

町民総合会館「ゆるびの舎」2階展示コーナー会　場

町内小中学生による下水道普
及・児島湖環境保全啓発活動ポ
スター展。首長部局の上下水道
課と環境産業課と連携して実施
しました。町内の環境に対する
啓発事業として町内の小中学生
から作品を募集して実施してい
ます。子どもたちの環境に対す
る思いにふれ、環境保全に思い
を新たにした人も多かったのではないでしょうか。

10月26日（金）～10月28日（日）9:00～17:00

一万人の制作展

日　時

早島町

早島町中央公民館会　場

町内のクラブ・グループ、町
民の方々による作品展。公民館
など社会教育施設で活動してい
る成果を展示して、さらなる活
動の充実と仲間を増やそうとい
う目的でクラブ・グループの皆
さんで企画運営しました。さら
に、個人制作した町民の方の発
表の場にもしようと個人の部も
加えて実施しました。今年度は、出品者・入場者も昨年を上回り、充
実した作品展となりました。

10月28日（日）12:00～17:00

クラブ・グループ発表会

日　時

早島町

町民総合会館「ゆるびの舎」文化ホール会　場

公民館で活動するクラブ・グ
ループの代表で実行委員会を結
成し、何度も協議を重ねて、企
画運営から広報まで自分たちの
手で行い実施しました。今年度
は、広報チラシを手作りするな
ど新たな取り組みにも着手し
て、まなびピアの一環として取
り組みました。例年よりも多く
の観客が集まり、発表者の皆さんも練習の成果を十分発揮することが
できました。

10月28日（日）～11月4日（日）9:00～18:00

早島ゆかりの人芸術展

日　時

早島町

いかしの舎会　場

今年で、3回目となる早島町
ゆかりの作家3人による芸術展
（工芸／栗坂史朗氏　書道／澤
田虚遊氏　備前焼／藤原史暁
氏）を観光施設である「いかし
の舎」で開催しました。早島町
の歴史を感じることができる施
設で、工芸、書道、備前焼の作
品を鑑賞し、芸術の秋を堪能し
ていただくことができました。

10月27日（土）～11月4日（日）9:00～18:00

第15回　いかしの舎写真コンクール

日　時

早島町

いかしの舎会　場

今年で15回を迎える写真コ
ンクールの応募作品および入賞
作品を一堂に展示した「ふるさ
と早島」の写真展。期間中には、
受賞者の表彰式も行われまし
た。普段気付かない町内の風景
には、自然や歴史が息づいてい
ることに、あらためて気付かさ
れた方も多かったのではないで
しょうか。

10月25日（木）～11月6日（火）9:00～18:00（月曜休館）

早島町歴史民俗資料館　まなびピア岡山特別展

日　時

早島町

早島町歴史民俗資料館会　場

まなびピア開催を記念して、
早島町の文化財の中でも埋蔵文
化財に焦点を当て、土器や骨蔵
器などを展示した特別展を開催
しました。特に、町内の古墳か
ら出土した早島式土器は、平成
17年度に町指定重要文化財と
なったもので、この度初めて一
般公開されたものです。訪れた
方は、早島町の黎明期に思いを馳せていました。

10月27日（土）10:00～17:00（一般開放は15:00～）

図書リサイクル市

日　時

早島町

早島町立図書館会　場

町立図書館で除籍される図書
資料を、日々の生涯学習活動に
再利用していただくため、希望
者に無料で差し上げる毎年恒例
のイベントが行われました。毎
年、このリサイクル市を楽しみ
にしてくださっている方も多
く、入場された方は、思い思い
の資料を手にされていました。

10月31日（水）18:00～19:30

立石憲利氏　講演会

日　時

早島町

町民総合会館「ゆるびの舎」研修室（定員80）会　場

岡山民俗学会名誉理事長　立石
憲利　氏をお招きして「暮らしの
中の民話」と題して講演をいただ
きました。民話のすばらしさをユ
ーモアたっぷりにお話いただき、
参加者は民話の世界に浸ることが
出来ました。終了後は、著書の販
売とサイン会も行われ、参加者と
気さくに語る立石氏の姿は、民話
のひとコマの様な温かさを感じることができました。
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11月2日（金）～11月6日（火）9:00～17:00

まなびピア岡山2007早島会場　特別展「文化薫る、安全・安心なまち早島」

日　時

早島町

早島町中央公民館　多目的教室会　場

早島町の文化や安全・安心に
関する地域住民や行政による取
り組みを紹介した特別展は、行
政と町民、企業などが協働で取
り組み実現しました。スタンプ
ラリーの会場ともなり町内外の
来場者でにぎわいました。「早
島町で安全・安心を守る取り組
みがこんなに行われているとは
知らなかった。」という声も多く寄せられ、知っていただくことの大切
さを実感することができました。

11月4日（日）10:00～14:00

はやしま生涯学習まつり「いきいき広場」

日　時

早島町

早島町中央公民館　早島町役場職員駐車場　ほか会　場

町民総参加の「生涯学習のま
ちづくり」を推進するイベント。
当日は、模擬店や体験コーナー、
ステージ発表など多くの来場者
で賑わい、様々なかたちで生涯
学習に触れ、楽しいひと時を過
ごしていました。警察署や消防
団、クラブや民間企業の協力で
行われた体験コーナーは、どこ
も参加者でにぎわい、多くの方の学ぶ意欲を高めることができたので
はないでしょうか。

11月3日（土）14:00～15:30

いい秋みーつけた

日　時

早島町

早島町立図書館会　場

早島町内で活躍している図書
館ボランティア3団体によるお
話し会。子どもたちを中心に集
まった参加者は、心温まる秋の
ひと時を過ごしていました。早
島町を本が好きな子どもたちで
いっぱいにしようと日々活動さ
れているボランティア団体が、
それぞれの特徴を生かしたお話
をしてくださり、子どもたちは、物語の世界に夢中になっていました。

11月3日（土）9:00～15:00

第50回里庄町産業文化祭（まなびピア岡山2007in里庄）

日　時

里庄町

里庄町福祉会館及び町役場周辺・里庄総合文化ホール「フロイデ」会　場

50回目を迎えた、里庄町産
業文化祭と連携し、まなびピア
岡山2007in里庄を開催しまし
た。里庄町福祉会館では、農産
物品評会や様々な団体による展
示、野外特別ステージでは、中
学生による虚空蔵太鼓、うらじ
ゃなどの披露、役場駐車場では、
青空市が行われました。また、
総合文化ホール「フロイデ」では、文化協会を中心とした作品展と芸
能祭が行われ、一日を通して、活気あふれるイベントになりました。

11月2日（金）～6日（火）

仁科芳雄博士の生涯と業績

日　時

里庄町

仁科会館会　場

仁科会館では、現在の物理学
の発展に大きな業績を残され
た、里庄町出身の仁科芳雄博士
を紹介する展示や生家の臨時開
邸、来場者の好奇心をそそる各
種器材による体験コーナーの設
置などが行われました。また、
毎日10時と14時の2回上映さ
れた映画鑑賞会では、博士の貴
重な映像を真剣に鑑賞される参加者で賑わいました。

11月3日（土）・4日（日）

さとしょう図書館まつり2007

日　時

里庄町

里庄町立図書館会　場

里庄町立図書館では、本を読
むことの大切さをテーマに事業
を行いました。11月3日（土）
には、図書館ボランティアによ
る人形劇や大型紙芝居、読み聞
かせなど、子どもたちが本とふ
れあい、楽しめる内容となって
いる「おたのしみ会」を開催し
ました。また、11月4日（日）
には、「ふるさとの昔話」と題して、里庄町出身で山陽学園短期大学名
誉教授の稲田和子先生が講演を行いました。両日とも、たくさんの親
子が参加しました。

10月31日（水）～11月6日（火）10:00～17:00（月曜休館）

堀川節子氏　「おかやまの民話12選」原画展

日　時

早島町

町民総合会館「ゆるびの舎」研修室会　場

堀川節子氏の描いた民話の世
界。「おかやまの民話12選」
の原画展。ほのぼのとした民話
の世界を鮮やかな色彩で描いた
作品を多くの方に、ご覧頂きま
した。民話の中に込められた深
い愛情とメッセージが原画を通
して、見るものに感動を与えま
した。

11月3日（土）13:00～15:30

まなびピア岡山2007 記念講演会＆六段の調べを聴く会

日　時

早島町

町民総合会館「ゆるびの舎」文化ホール会　場

「六段の調べを弾く会」によ
る美しい琴の音色で始まった記
念講演会は、八名信夫氏が、人
生経験をユーモアたっぷりに語
り、会場は大いに盛り上がりま
した。子どもを守るために「大
人をにげるな」というメッセー
ジが参加者の心を打ち、参加者
は子育てや地域づくりへの思い
を新たにすることができました。
演　題　「出会い、ふれあい、人の味」
講　師 八名　信夫氏

市　町　村　事　業
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