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天神山文化プラザ土曜劇場 5/26貍～20年3/23豸 岡山県天神山文化プラザ 岡山県天神山文化プラザ

天プラ・セレクション 6/19貂～20年3/23豸 岡山県天神山文化プラザ 岡山県天神山文化プラザ

食育から広げる生活リズム向上プログラム（我が家の朝食、自慢コンクール） 7/2豺～9/7貊（募集期間） 岡山県教育庁保健体育課 岡山県教育庁保健体育課

くらしに役立つ！ワンポイントサマーセミナー 8/4貍,11貍,22貉,9/1貍 岡山県生涯学習センター 岡山県教育庁生涯学習課

山陽新聞「こころ温まるいい話」 8/29貉～10/31貉 山陽新聞掲載 社団法人　倫理研究所

Green Sustainable Chemistry ～環境に優しく持続可能な社会構築のために～ 9/1貍～2豸 岡山大学　環境理工学部講義室 岡山大学

農学を通してブドウの味に触れる－食味・香りと栽培ー 9/1貍,9/8貍 岡山大学　農学部第1講義室等 岡山大学

きらめき彫り 9/1貍～12/6貅までの毎月第2・4水曜日 岡山県ボランティア・NPOセンター 特定非営利活動法人　リ・スタート

大丈夫？カレシとカノジョの関係は？－STOP！デートDV－ 9/1貍～7貊 岡山県男女共同参画推進センター（ウィズセンター） デートDV防止プロジェクト・おかやま／岡山県備前県民局

3～12才の子どものリズムダンス 9/1貍～12/9豸の第2・4火曜日 高松ふれあいプラザ kid’AIR

コンサルティングプラザ資産運用セミナー 9/1貍～12/9豸 中国銀行コンサルティングプラザ 株式会社中国銀行

京山会「めだかの学校」 9/5貉,12貉,19貉,11/3貍～4豸 岡山県生涯学習センター 京山会

平成19年度生涯教育講座　世代を越えてー人育て・自分育て 9/8貍,11貂 ノートルダム清心女子大学カリタスホール2F 社団法人教育振興ノートルダム清心会

ワールド・ファーストエイド・デー 9/8貍 岡山赤十字看護専門学校体育館及びその周辺 日本赤十字社岡山県支部

第7回「詩のボクシング」岡山大会 9/8貍 西川アイプラザ 「詩のボクシング」岡山大会実行委員会

琴伝流大正琴第10回岡山県大会 9/9豸 岡山シンフォニーホール 琴伝流大正琴中国本部

秋のトンボとり 9/9豸 操山公園里山センター 操山公園里山センター

日本性機能学会第18回学術総会　市民公開講座「人生80年時代のカップルライフ」 9/15貍 岡山コンベンションセンター 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科行動小児歯科学分野泌尿器病態学

ちびっこクラシック2007～岡フィルといっしょ～ 9/15貍 岡山シンフォニーホール 岡山フィルハーモニック管弦楽団

朗読劇「あの日　私は」 9/16豸 岡山県天神山文化プラザ 1945年の夏を語りつぐ会

あなたも岡フィルと共演しませんかシリーズⅣ～I am a SOLIST～ 9/17豺 岡山シンフォニーホール 岡山フィルハーモニック管弦楽団

第52回名月観賞会 9/25貂 岡山後楽園 岡山後楽園

高校生文芸道場おかやま2007 9/26貉 岡山県天神山文化プラザ 岡山県高等学校芸術文化連盟文芸部会

お月見ナイトトレッキング 9/28貊 操山公園里山センター 操山公園里山センター

市民公開講座 9/29貍 オルガホール 岡山済生会病院

自然科学の最先端 ーいろいろないきものから学べること 9/29貍～30豸 岡山大学　理学部大会議室 岡山大学

高校生文芸道場おかやま2007 9/29貍 岡山県天神山文化プラザ 岡山県高等学校芸術文化連盟文芸部会

オープンキャンパス2007 9/30豸 岡山理科大学 岡山理科大学

操山のキノコ観察会（秋） 9/30豸 操山公園里山センター 操山公園里山センター

操山歴史講座（ウォーキング系） 9/30豸,10/20貍 操山公園里山センター 操山公園里山センター

岡山県生涯学習大学　大学院コース「生涯学習とまちづくり」 9月～11月 岡山大学・岡山県生涯学習センター 岡山大学

すこやか子育て川柳の募集 9/5貉～11/9貊（募集期間） 岡山県教育庁生涯学習課 岡山県教育庁生涯学習課

文化祭 10/1豺～4貅 岡山県立烏城高等学校 岡山県立烏城高等学校

平成19年度企画展「道～陸上交通網の整備と近代化 10/2貂～11/4豸 岡山県立記録資料館1階展示コーナー岡山県立記録資料館

木工講座 10/5貊～12/21貊 岡山県立東岡山工業高等学校 岡山県立東岡山工業高等学校

消費生活講座（高齢者被害撲滅特別カリキュラム） 10/5貊 岡山県消費生活センター 岡山県消費生活センター

健康と環境　－未来ー 10/6貍～11/3貍 岡山大学　一般教育棟 岡山大学

ヨーロッパの共生思想 10/6貍～11/10貍 岡山大学　文化科学系総合研究棟　共同研究室 岡山大学

三学ぱるマンスリー・トライアル 10/6貍 岡山県生涯学習センター 岡山県生涯学習センター

第16回岡山後楽園で能をたのしむ会 10/6貍 岡山後楽園 岡山後楽園

就実公開講座（バリ入門講座） 10/6貍,13貍,20貍 就実大学・就実短期大学 就実大学

小倉百人一首かるた競技 10/7豸 後楽園鶴鳴館 岡山県かるた協会

岡山邦楽合奏団　第32回定期演奏会 10/7豸 岡山市立市民文化ホール 岡山邦楽合奏団

公開授業 10/11貅～11/9貊 岡山県立烏城高等学校 岡山県立烏城高等学校

稲かり 10/11貅 岡山市立陵南小学校田 岡山市立陵南小学校

平成19年度　犯罪のない安全・安心岡山県づくり県民推進大会 10/12貊 ホテルグランヴィア岡山 岡山県生活環境部安全・安心まちづくり推進室

木工教室蠡（中級：バタフライ・ティーテーブル） 10/13貍～20年1/26貍 岡山大学　教育学部棟1階木工教室 岡山大学

秋の企画展「犬養木堂と選挙」 10/13貍～11/30貊 犬養木堂記念館 犬養木堂記念館

音楽桃源郷～シリーズ蠡　想-sou-～ 10/14豸 テルサホール フルートアンサンブル「ローザ」

第23回地球倫理フォーラム 10/14豸 さん太ホール（山陽新聞社内） 社団法人　倫理研究所

※地域別、開催期間順に掲載しています。
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プロジェクト・ワイルドエデューター養成講習会 10/14豸 操山公園里山センター 操山公園里山センター

ライブラリーシアター 10/14豸,11/11豸 岡山県立図書館 岡山県立図書館

運動会 10/14豸 岡山市立石井幼稚園 岡山市立石井幼稚園

銀のアクセサリー作り体験教室 10/14豸 岡山ファーマーズマーケットサウスヴィレッジ 工房銀

オープンスクール週間 10/15豺～19貊 岡山市立岡山中央中学校 岡山市立岡山中央中学校

自由参観週間 10/15豺～19貊 岡山市立芳泉中学校 岡山市立芳泉中学校

教育講演会 10/15豺 岡山市立山南中学校 岡山市立山南中学校

企画展示「武器と武具」 10/16貂～20年1/14豺 岡山県古代吉備文化財センター 岡山県古代吉備文化財センター

ITソリューションフェアinママカリ 10/17貉～18貅 ママカリフォーラム ITソリューションinママカリ実行委員会

遊友広場 10/17貉,11/21貉 岡山市立操明幼稚園 岡山市立操明幼稚園

未就園児との交流会 10/17貉,11/14貉 岡山市立御休幼稚園 岡山市立御休幼稚園

情報化月間記念2007岡山情報化セミナー 10/18貅 ママカリフォーラム 2007岡山情報化セミナー実行委員会

JTTA2007inokayama（2007年日本遠隔医療学会学術大会） 10/19貊～20貍 岡山コンベンションセンター 岡山大学病院総合患者支援センター

秋のハーモニーネイチャーゲームの会 10/20貍 操山公園里山センター 操山公園里山センター

ぱるシアター子ども映画会 10/20貍,11/17貍 岡山県生涯学習センター 岡山県生涯学習センター

第2回考古学体験講座 10/20貍 岡山県古代吉備文化財センター 岡山県古代吉備文化財センター

第50回岡山県後楽園菊花大会 10/20貍～11/18豸 岡山後楽園 岡山後楽園

UDステップアップ講座 10/20貍,27貍 岡山県天神山文化プラザ,JR岡山駅 岡山県企画振興部企画振興課

どんぐりの見分け方観察会 10/21豸 操山公園里山センター 操山公園里山センター

岡山フィルハーモニック管弦楽団第32回定期演奏会 10/21豸 岡山シンフォニーホール 岡山フィルハーモニック管弦楽団

高島のむかし－竹田升田線関連遺跡発掘調査で出土した遺物の展示と報告－ 展示10/22豺,23貂,25貅,26貊 報告会11/9貊 岡山市高島公民館 岡山県古代吉備文化財センター

体験入園 10/23貂,11/9貊 岡山市立操明幼稚園 岡山市立操明幼稚園

学校公開 10/23貂 岡山市立彦崎小学校 岡山市立彦崎小学校

生涯学習としての言語 Lifelong language learning 10/24貉～11/21貉 岡山大学　創立50周年記念館（2階会議室） 国立大学法人　岡山大学

老人ホームのお年寄りとの交流会 10/25貅,11/5豺 シエスタパルフェ 岡山市立御休幼稚園

開校記念日 オープンスクール 10/25貅 岡山市立浮田小学校 岡山市立浮田小学校

AMDA（アムダ）支援チャリティコンサート 10/26貊 オルガホール 生活協同組合　おかやまコープ

岡山大学大学院保健学研究科オープンフォーラム2007 10/27貍 岡山大学創立50周年記念館 岡山大学大学院保健学研究科

第41回足守文化祭 10/27貍～28豸 足守公民館・足守小学校 足守文化連盟・足守公民館

AMDA（アムダ）支援チャリティコンサート 10/27貍 オルガホール 生活協同組合　おかやまコープ

お花炭と炭インテリア 10/27貍 操山公園里山センター 操山公園里山センター

ハロー瀬戸南デー 10/27貍 岡山県立瀬戸南高等学校 岡山県立瀬戸南高等学校

PTA桃小フェスティバル 10/27貍 岡山市立桃丘小学校 岡山市立桃丘小学校

PTCふれあいフェスティバル 10/27貍 岡山市立岡山中央中学校 岡山市立岡山中央中学校

なでしこ祭「Jewel～虹色就実」 10/27貍～28豸 就実大学・就実短期大学 就実大学就実短期大学

第38回山陽学園大学祭 10/27貍～28豸 山陽学園大学・山陽学園短期大学 山陽学園大学山陽学園短期大学

三海芸能サミット「民謡の心を紡ぐ」 10/28豸 岡山市民会館 岡山市民会館

日曜参観日・講演会 10/28豸 岡山市立加茂幼稚園 岡山市立加茂幼稚園

津高地区親子まつり 10/28豸 岡山市立野谷小学校 岡山市立野谷小学校（横井小・馬屋上小・香和中）

授業参観 10/28豸 岡山市立御津小学校 岡山市立御津小学校

人権講演会 10/28豸 岡山市立御津小学校 岡山市立御津小学校

公開講座 10/28豸 岡山市立興除中学校 岡山市立興除中学校

学区高齢者触れ合い会 10/30貂 河田病院 岡山市立石井幼稚園

アートの今 岡山2007展 10/31貉～20年2/3豸 岡山県天神山文化プラザ 岡山県天神山文化プラザ

幼稚園開放自由参観日 10/31貉 岡山市立今幼稚園 岡山市立今幼稚園

音楽鑑賞会 10/31貉 岡山市立高島幼稚園 岡山市立高島幼稚園

参観日・講演会 10/31貉 岡山市立竜之口幼稚園 岡山市立竜之口幼稚園

フリー参観日 10/31貉～11/2貊 岡山市立山南中学校 岡山市立山南中学校

特別講演会 10/31貉 岡山コンベンションセンター 野村證券（株）岡山支店

授業参観 11/1貅 岡山県立岡山朝日高等学校 岡山県立岡山朝日高等学校
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ふれあいコンサート 11/1貅 岡山県立岡山朝日高等学校 岡山県立岡山朝日高等学校

英語を楽しむ会 11/1貅 岡山市立石井幼稚園 岡山市立石井幼稚園

「教育を考える会」 11/1貅 岡山市立岡山中央中学校 岡山市立岡山中央中学校

自由参観 11/1貅 岡山市立陵南小学校 岡山市立陵南小学校

ワールド集会 11/1貅 岡山市立千種小学校 岡山市立千種小学校

レクチャー 11/1貅 岡山市立山南中学校 岡山市立山南中学校

自由参観日 11/1貅～9貊 岡山市立建部中学校 岡山市立建部中学校

川柳・短歌づくり 11/1貅～9貊 岡山市立建部中学校 岡山市立建部中学校

研究発表会 11/1貅～7貉 岡山大学創立五十周年記念館 （財）八雲環境科学振興財団

健康生きがいづくりアドバイザー養成講座 11/1貅～20.2/21貅までの間で12日 岡山県NPO会館　ゆうあいセンター 岡山県健康生きがいづくりアドバイザー協議会

2学会 11/2貊～3貍 岡山大学創立50周年記念館 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科行動小児歯科学分野

桐の子祭り 11/2貊 岡山市立竜之口幼稚園 岡山市立竜之口幼稚園

平成19年度　灘崎町文化祭 11/3貍～4豸 灘崎町町民会館 灘崎町文化協会

後楽能 11/3貍 岡山後楽園 岡山後楽園

岡山大学祭（鹿田祭） 11/3貍～5豺 岡山大学　鹿田キャンパス 岡山大学

オータムコンサート 11/4豸 岡山市西大寺市民会館 岡山県立西大寺高等学校

第2回中四国演劇フェスティバルin岡山 11/4豸～12/2豸 岡山県天神山文化プラザ 岡山県天神山文化プラザ

吉備っ子ふれあい祭り 11/4豸 岡山市立吉備小学校 岡山市立吉備小学校

オータムコンサート 11/4豸 岡山市西大寺市民会館 岡山市立西大寺中学校

授業公開日 11/4豸 岡山市立福田中学校 岡山市立福田中学校

のびのび親子広場 育児相談 11/6貂 岡山市立竜之口幼稚園 岡山市立竜之口幼稚園

eスクール2007 11/6貂 岡山市立伊島小学校 岡山市立伊島小学校

岡山県警察音楽隊ふれあいコンサート 11/6貂 岡山シンフォニーホール （財）岡山シンフォニーホール文化事業部

地域の未就園児・高齢者との触れ合い会 11/7貉 岡山市立石井幼稚園 岡山市立石井幼稚園

三世代交流会 11/7貉 岡山市立竜之口幼稚園 岡山市立竜之口幼稚園

城東台教育フォーラム 11/7貉 岡山市立城東台小学校 岡山市立城東台小学校

能楽発表会 11/8貅,13貂 岡山市立三勲小学校（11/8）岡山後楽園（11/13） 岡山市立三勲小学校

睡眠公開講座 11/10貍 岡山コンベンションホール 岡山臨床睡眠研究会

平成19年度後期　古文書解読講座（入門コース） 11/10貍～12/8貍 岡山県立記録資料館1階研修室 岡山県立記録資料館

第43回　一宮文化展 11/10貍～11豸 岡山市一宮公民館 岡山市一宮文化協会

サタデーサイエンスセミナー －君も未来博士になろう－ 11/10貍,17貍 岡山大学理学部 岡山大学理学部

演奏会 11/10貍 岡山市立平津小学校 岡山市立平津小学校

学習発表会 11/10貍 岡山市立彦崎小学校 岡山市立彦崎小学校

人文科学部表現文化学科講演会「ユーモアと文学」 11/10貍 就実大学・就実短期大学 就実大学

就実公開講座「生活と文化」サンキュロットとプロトコール 11/10貍 就実大学・就実短期大学 就実短期大学

山陽学園大学コミュニケーション学部公開講演会 11/10貍 山陽学園大学 山陽学園大学

第2回中四国演劇フェスティバルin岡山 11/11豸～12/2豸 岡山県天神山文化プラザ ほか 中四国演劇フェスティバルin岡山実行委員会

日曜参観日・講演会「お父さん出番ですよ」 11/11豸 岡山市立福浜幼稚園 岡山市立福浜幼稚園

陵南フェスタ 11/11豸 岡山市立陵南小学校 岡山市立陵南小学校

財田学区共育の日 11/11豸 岡山市立財田小学校 岡山市立財田小学校

三世代ふれあいグランドゴルフ大会 11/11豸 岡山市立平津小学校 岡山市立平津小学校

開校50周年記念式典・きらきらフェスティバル・第二藤田コミュニティ祭り 11/11豸 岡山市立第二藤田小学校 岡山市立第二藤田小学校

参観日・親子ふれあい遊び 11/12豺～13貂 岡山市立富山幼稚園 岡山市立富山幼稚園

自由参加日 11/12豺～19豺（11/14,16は除く） 岡山市立加茂幼稚園 岡山市立加茂幼稚園

第57回岡山県勤労者美術展 11/14貉～18豸 岡山県天神山文化プラザ 岡山県産業労働部労政雇用対策課

参観日 11/14貉～18豸 岡山市立操明幼稚園 岡山市立操明幼稚園

県高等学校PTA指導者研修会 11/15貅 ピュアリティまきび 岡山県教育庁生涯学習課

教育フォーラム 11/16貊 さん太ホール 社団法人　岡山経済同友会

池田家文庫絵図展「陸の道」 11/16貊～12/2豸 岡山市デジタルミュージアム4階 岡山大学附属図書館

桃源祭 11/16貊～17貍 岡山県立瀬戸南高等学校 岡山県立瀬戸南高等学校

協　　賛　　事　　業
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文化祭 11/16貊～17貍 岡山県立岡山養護学校 岡山県立岡山養護学校

音楽発表会 11/16貊 岡山市立御南小学校 岡山市立御南小学校

学習発表会 11/16貊 岡山市立平津小学校 岡山市立平津小学校

経済の課題とパースペクティブ 11/17貍,24貍,12/8貍,15貍 岡山大学　文化科学系総合研究棟3階「遠隔地教育講義室」 岡山大学

平成19年度　記録と資料のセミナー 11/17貍～12/15貍 岡山県立記録資料館1階研修室 岡山県立記録資料館

お花炭と炭ブローチ 11/17貍 操山公園里山センター 操山公園里山センター

操山歴史講座（クラフト系） 11/17貍 操山公園里山センター 操山公園里山センター

文化祭 11/17貍 岡山県立東岡山工業高等学校 岡山県立東岡山工業高等学校

ふるさとづくりももたろう塾10周年記念大会 11/17貍～18豸 きらめきプラザ 岡山県生活環境部県民生活課

総合的な学習発表会 11/17貍 建部町文化センター 岡山市立建部中学校

人文科学部実践英語学科講演会「大学英語教育の使命ーー＜仕事で使える英語＞とは何か」 11/17貍 就実大学・就実短期大学 就実大学

就実公開講座「生活と文化」食の安全と微生物 11/17貍 就実大学・就実短期大学 就実短期大学

「幼稚園の歴史から教育を学ぼう」のシンポジウム開催 11/17貍 八角園舎 岡山県国公立幼稚園長会

リズミック＝アート 11/18豸 岡山ふれあいセンター リズミック＝アート

歴史探訪講座「足守の史跡をたずねる」 11/18豸 足守地域（史跡めぐり） 岡山県立吉備路郷土館

エコフェスタおかやま2007 11/18豸 コンベックスおかやま 岡山県生活環境部循環型社会推進課

地域住民招待学習発表会 11/18豸 岡山市立大井小学校 岡山市立大井小学校

学習発表会 11/18豸 岡山市立福谷小学校 岡山市立福谷小学校

学習発表会 11/18豸 岡山市立第一藤田小学校 岡山市立第一藤田小学校

ホッと灘崎ふれあい祭り 11/18豸 灘崎町町民会館 岡山市立灘崎中学校

ユースフォーラム 11/18豸 岡山国際交流センター 岡山県生活環境部青少年課

第51回婦人大会 11/22貅 岡山衛生会館/三木記念ホール 岡山県婦人協議会

第43回半田山祭 11/22貅～24貍 岡山理科大学 岡山理科大学　半田山祭実行委員会

OUSフォーラム2007 11/22貅 岡山プラザホテル 岡山理科大学

ドリームフェスタ21-マンガ・アニメ極楽大作戦- 11/22貅～24貍 岡山県男女共同参画推進センター 世界女性会議岡山連絡会

松村有乃佳大正琴「よろこびコンサート」2007 11/23貊 岡山市民会館 松村有乃佳大正琴

岡山大学理学部公開説明会 11/23貊 岡山大学理学部 岡山大学理学部

岡山大学（津島祭） 11/23貊～25豸 岡山大学 岡山大学

秋の里山実りのフェスティバル 11/23貊 操山公園里山センター 操山公園里山センター

少子化対策フォーラム 11/23貊 岡山衛生会館 岡山県保健福祉部子育て支援課

学習発表会 11/23貊 岡山市立大元小学校 岡山市立大元小学校

ユニセフ講演会「インド・ネパール報告」 11/23貊 岡山県男女共同参画推進センター（ウィズセンター）（財）ユニセフ協会　岡山県支部

PTAミニコンサート 11/23貊 岡山市立竜操中学校 岡山市立竜操中学校

平成19年度後期　古文書解読講座（専修コース） 11/24貍～12/22貍 岡山県立記録資料館1階研修室 岡山県立記録資料館

学習発表会 11/24貍 岡山市立御津小学校 岡山市立御津小学校

教育実践研究センター開設記念講演会「学力は1年で伸びる」 11/24貍 就実大学・就実短期大学 就実大学

就実公開講座「生活と文化」くらしと地球環境問題 11/24貍 就実大学・就実短期大学 就実短期大学

岡山県立大学現代GPシンポジウム 11/24貍 岡山国際交流センター 岡山県立大学

第5回おかやま県民文化祭・芸術文化パワーアップ事業 11/25豸 岡山市立市民文化ホール おかやま県民文化祭実行委員会

第1回おかやま洋舞フェスティバル 2007 11/25豸 岡山市立市民文化ホール 岡山県バレエ連盟

市民公開講座「活き活き健口長寿のすすめ」 11/25豸 岡山県生涯学習センター 社団法人　岡山県歯科衛生士会

The world of REBIRTH  1st concert 11/25豸 岡山ふれあいセンター バンド REBIRTH

福田ふれあい野球大会 11/27貂 岡山市立福田中学校 岡山市立福田中学校

第71回岡山県児童生徒発明くふう展　2007岡山県未来の科学の夢絵画展 11/30貊～12/2豸 岡山県立図書館サークル活動室 （社）発明協会岡山県支部

学習発表会 11/30貊 岡山市立桃丘小学校 岡山市立桃丘小学校

色づく森の木の実発見観察会 12/1貍 操山公園里山センター 操山公園里山センター

シクラメン祭 12/1貍 岡山県立瀬戸南高等学校 岡山県立瀬戸南高等学校

人文科学部総合歴史学科講演会「怪異と兆し（きざし）」 12/1貍 就実大学・就実短期大学 就実大学

CDコンサート 12/1貍 岡山シンフォニーホール （財）岡山シンフォニーホール文化事業部

ハートフルフェスタ2007おかやま 12/2豸 岡山衛生会館　三木記念ホール 岡山県産業労働部人権施策推進室人権・同和対策課



第19回全国生涯学習フェスティバル　報告書146

協
賛
事
業

行　　　　事　　　　名 開 催 期 間 会　　　場　　　名 主 催 者

わくわくスポーツデー 12/2豸 岡山ドーム 岡山県教育庁保健体育課

世界の生涯学習 Lifelong learning aroound the world 12/5貉 岡山大学　創立50周年記念館 国立大学法人　岡山大学

第46回コーラス発表大会 12/9豸 岡山衛生会館　三木記念ホール 岡山県婦人協議会

池田家文庫こども向け岡山後楽園発見ワークショップ 12/9豸 後楽園鹿鳴館及び園内全域 岡山大学附属図書館

親子映画会 12/9豸 岡山市灘崎町町民会館 元気っ子共同保育所保護者会

吉備地方文化研究所講演会シンポジウム「藩政史の現状と課題」 12/9豸 就実大学・就実短期大学 就実大学

2007おかやまビーチサッカー大会in渋川 9/1貍～2豸 渋川海岸 おかやまビーチサッカーin渋川大会実行委員会

楽友協会管弦楽団定期演奏会 9/2豸 玉野市民会館 玉野市文化協会　楽友協会

おはなしどんどんランド 9/8貍,10/13貍,11/10貍,12/8貍 玉野市立図書館　憩いの読書室 玉野市立図書館

平成19年度「下水道の日」児童作品展 9/14貊～15貍 荘内市民センター 玉野市下水道課

おはなしのひろば 9/22貍,10/28豸,11/24貍 玉野市総合文化センター 第1研修室 玉野市立図書館

Vリーグバレーボール選手によるバレーボール教室 9/24豺 玉野市総合体育館 玉野市教育委員会生涯学習課

日本舞踊発表会 9/30豸 玉野市立総合文化センター ホール 玉野市文化協会　日本舞踊

2007秋季華道展 10/3貉～6貍 玉野市立総合文化センターギャラリー 玉野市文化協会華道部、玉野市華道連盟

芸術文化体験事業「影絵鑑賞」 10/4貅～5貊 4日築港小体育館　5日後閑小体育館 玉野市教育委員会生涯学習課

興陽高校制作展 10/6貍 みやま公園イギリス庭園 岡山県立興陽高等学校

玉野市メバル射会 10/7豸 玉野市民総合運動公園弓道場 玉野市弓道連盟

古典芸能鑑賞（箏コンサート） 10/7豸 玉野市生涯学習センター 箏曲三上社　美峰会

玉野市文化協会写真部写真展 10/10貉～14豸 玉野市立総合文化センターギャラリー 玉野市文化協会　写真部　

くるりんくるくる 10/21豸 リサイクルプラザ 玉野市生活環境課

自由参観日・教育講演会 10/23貂 玉野市立第二日比小学校 玉野市立第二日比小学校

秋の山野草展 10/26貊～28豸 玉野市立総合文化センターギャラリー 玉野市文化協会　山野草部　

小野文子ピアノリサイタル 10/27貍 玉野市総合文化センター ホール 市民コンサート実行委員会

第31回玉野市俳句連盟俳句大会 10/28豸 玉野市立総合文化センター第1研修室 玉野市文化協会　俳句部（玉野市俳句連盟）

謡曲発表会 10/28豸 玉野市立総合文化センター2階和室 玉野市文化協会　謡曲部　

自由参観日 11/1貅～7貉 玉野市立八浜中学校 玉野市立八浜中学校

芸術鑑賞会 11/1貅 玉野市立東児中学校 玉野市立東児中学校

創立50周年記念式典における講演 11/2貊 玉野市民会館 玉野市立玉野商業高等学校

合唱コンクール 11/3貍 玉野市立宇野中学校 玉野市立宇野中学校

すっきりクリーンP3（ゴミゼロ） 11/3貍 玉野市立山田中学校区各地域 玉野市立山田中学校

合唱コンクール 11/3貍 玉野市立八浜中学校 玉野市立八浜中学校

グランドゴルフ大会 11/10貍 玉野市民総合運動公園陸上競技場 玉野市市民活動支援課

盆栽展 11/10貍～11豸 玉野市立総合文化センター 玉野市文化協会　盆栽部　

玉野市文化協会文化祭協賛　川柳大会 11/11豸 玉野市立総合文化センター 玉野市文化協会　川柳部　

市民コンサート 玉野合唱祭 11/17貍 玉野市総合文化センター 玉野市教育委員会生涯学習課

PTA教育講演会 11/17貍 玉野市立八浜小学校 玉野市立八浜小学校

合唱コンクール 11/17貍 玉野市立荘内中学校 玉野市立荘内中学校

学習発表会 11/17貍 玉野市立宇野小学校 玉野市立宇野小学校

平成19年度玉野市文化協会文化祭書道展 11/21貉～25豸 玉野市立総合文化センター 漢字書道

民踊交流会 11/23貊 玉野市立荘内市民センター （玉野市文化協会　民踊部）せとうち民踊会

さわやかフェスティバル 11/24貍 玉野市立後閑小学校 玉野市立後閑小学校

玉野市PTA連合会ファミリーコンサート 11/25豸 玉野市民会館 玉野市PTA連合会

第51回邦楽演奏会 11/25豸 玉野市立総合文化センター 大ホール 玉野市邦楽連盟

平成19年度玉野市ビデオ作品発表会 11/25豸 玉野市生涯学習センター 玉野市文化協会　ビデオ部　

玉野市文化祭　硬筆書道展 11/29貅～12/2豸 玉野市立総合文化センター 展示室 玉野硬筆書道連盟

昼下がりのダンスパーティ 12/2豸 玉野市生涯学習センター 多目的ホール ニューグローブ・ユニティー・ジャズ・オーケストラ

第35回三石地区体育祭 9/23豸 三石運動公園 三石公民館

子育てネットワーク研究交流集会2007 9/29貍～30豸 岡山県青少年教育センター閑谷学校 NPO法人　子ども達の環境を考えるひこうせん／岡山子育てネットワーク研究会

ボランティア（清掃等） 10/1豺～11/30貊の期間に数回 備前市立日生南小学校周辺道路、花だん等 備前市立日生南小学校

香登地区人権教育研修会 10/2貂 香登公民館 香登地区人権教育推進委員会

協　　賛　　事　　業
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第16回秋季グラウンドゴルフ大会 10/6貍 旧伊里小学校グラウンド 伊里体育振興会

第18回会長杯グラウンドゴルフ大会 10/7豸 片上小学校グラウンド 片上ファミリースポーツ協会片上公民館

グラウンドゴルフ大会 10/8豺 備前市吉永B&G海洋センター 備前市体育協会吉永支部

備前緑陽おもしろ体験2007 10/14豸,11/11豸 岡山県立備前緑陽高等学校 岡山県立備前緑陽高等学校

一期一会～堺の茶の湯と備前～ 10/16貂～11/11豸 岡山県備前陶芸美術館 財団法人　岡山県備前陶芸美術館　協同組合岡山県備前焼陶友会

ゆうあいクラブ日生第9回グラウンド・ゴルフ男女ペア大会 10/17貉 浜山仮設グラウンド ゆうあいクラブ日生連合会

第22回秋季ゲートボール大会 10/20貍 旧伊里小学校グラウンド 伊里体育振興会

灯りの街 10/20貍 三石地区内 Mプロジェクト協議会

備前緑陽高校サテライト理科実験教室 10/22豺,11/26豺 横山歯科1階 岡山県立備前緑陽高等学校

ふれあいコンサート・島っ子ふれあい祭り 10/23貂 梅公園 備前市立大多府小学校

ゲートボール大会 10/25貅 南方ゲートボール場 備前市体育協会吉永支部

学校開放日 10/25貅 備前市立神根小学校 備前市立神根小学校

伊部地区文化祭 10/27貍～28豸 伊部公民館 伊部公民館

伊里地区文化祭 10/27貍～28豸 伊里公民館 伊里生活文化振興会

三石地区文化祭 10/27貍～28豸 三石運動公園内（三石体育館） 三石公民館

東鶴山地区文化祭 10/28豸 東鶴山公民館 東鶴山地区文化祭実行委員会

サイクリング大会 10/28豸 備前市サイクリングターミナル 片上ファミリースポーツ協会片上公民館

備前歴史フォーラム2007「備前と茶陶～16・17世紀の改革～」 10/28豸 備前焼伝統産業会館3階総合研修室 備前歴史フォーラム実行委員会

参観日オープンスクール 10/30貂 備前市立西鶴山小学校 備前市立西鶴山小学校

学校開放・参観日 10/30貂 備前市立日生南小学校 備前市立日生南小学校

一日参観日並びにピアノ演奏鑑賞教室 11/1貅 備前市立香登小学校 備前市立香登小学校

授業公開 11/1貅 備前市立日生中学校 備前市立日生中学校

西鶴山地区文化祭 11/3貍～4豸 西鶴山公民館 西鶴山地区文化祭実行委員会

香登地区文化祭 11/3貍～4豸 香登公民館 香登公民館

第25回会長杯ソフトボール大会 11/4豸 伊里中学校グラウンド 伊里体育振興会

第5回川西地区グラウンド・ゴルフ大会 11/4豸 備前市日生運動公演仮設グラウンドゴルフ場 備前市川西地区

学校開放日 11/5豺 備前市立東鶴山小学校 備前市立東鶴山小学校

学校開放 11/5豺 備前市立大多府小学校 備前市立大多府小学校

学校開放日 11/5豺 備前市立吉永小学校 備前市立吉永小学校

1日参観日（学校公開日）含人権教育講演会 11/5豺 備前市立三国小学校 備前市立三国小学校

第3回グラウンドゴルフ大会 11/6貂 三石運動公園 三石体育振興会

学校公開（一日参観日） 11/9貊 備前市立伊里小学校 備前市立伊里小学校

片上地区文化祭 11/10貍～11豸 備前市市民センター 片上公民館

平成19年度閑谷学校ライトアップ 11/10貍～18豸 特別史跡　旧閑谷学校 閑谷学校ライトアップ実行委員会

第10回秋季ソフトバレーボール大会 11/11豸 伊里中学校体育館 伊里体育振興会

第15回備前吹奏楽フェスティバル 11/11豸 備前市立日生市民会館 備前吹奏楽フェスティバル実行委員会

ソフトバレーボール大会 11/18豸 香登小学校体育館 香登スポーツ振興会

第4回かがやきフェスタ 11/18豸 三石小学校　体育館 三石公民館

もみじ祭り 11/18豸 備前市立神根小学校 備前市立神根小学校

第22回高齢者と園児とのふれあい運動会 11/20貂 浜山体育館 ゆうあいクラブ日生連合会

学校開放日 オープン参観・人権落語 11/22貅 備前市立片上小学校 備前市立片上小学校

ファミリーハイキング 11/23貊 かやはら山 伊部体力づくり育成会

第15回会長杯ボウリング大会 11/25豸 コーシンボウリング場 伊里体育振興会

ハートウォーク大会 11/25豸 八塔寺公園 備前市体育協会吉永支部

裁判員制度研修会 11/27貂 香登公民館 香登公民館

伊部小まつり 11/30貊 備前市立伊部小学校 備前市立伊部小学校

ふれあいとうびまつり 12/2豸 岡山県立東備養護学校 岡山県立東備養護学校

三国ふれあい祭り 12/2豸 備前市立三国小学校 備前市立三国小学校

ニート・ひきこもり理解の為の座談会 12/2豸 岡山県青少年教育センター閑谷学校 NPO団体青少年自立支援「すたんど」

永楽学園軼秋の学園祭軻 9/28貊 永楽会館 永楽学園
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第3回瀬戸内市スポーツフェスティバル 10/8豺 瀬戸内市邑久スポーツ公園 瀬戸内市スポーツフェスティバル実行委員会

教育講演会 10/11貅 瀬戸内市立牛窓東小学校 瀬戸内市立牛窓東小学校

人権教育講演会 10/12貊 瀬戸内市立牛窓西小学校 瀬戸内市立牛窓西小学校

瀬戸内市文化祭（邑久会場） 10/20貍～21豸 瀬戸内市立邑久町公民館 瀬戸内市立邑久町公民館

現地で体験！民俗芸能チャレンジ教室 10/21豸 瀬戸内市牛窓 おかやま子ども民俗芸能大会実行委員会

おはなしフェスタ2007秋 10/27貍 瀬戸内市牛窓支所 瀬戸内市教育委員会

学校開放 11/1貅～2貊 瀬戸内市立今城小学校 瀬戸内市立今城小学校

オープンスクール 11/2貊 瀬戸内市立今城幼稚園 瀬戸内市立今城幼稚園

オープンスクール 11/2貊 瀬戸内市立玉津小学校 瀬戸内市立玉津小学校

学校公開 11/6貂 瀬戸内市立牛窓東小学校 瀬戸内市立牛窓東小学校

あすにはばたく集い 11/6貂 瀬戸内市保健福祉センター「ゆめトピア長船」 岡山県特別支援学校長会

瀬戸内市文化祭（長船会場） 11/10貍～11豸 瀬戸内市長船町公民館 長船町公民館

公開保育 11/13貂 瀬戸内市立邑久幼稚園 瀬戸内市立邑久幼稚園

ふるさと歴史セミナー 10月～11月 赤磐市立中央公民館 赤磐市教育委員会社会教育課

図書館フェスティバル 10月～12月 健康管理センター 赤磐市立赤坂図書館

公開授業・懇談 10/4貅 赤磐市立豊田小学校 赤磐市立豊田小学校

「糸あやつり人形」の鑑賞 10/12貊 赤磐市立豊田小学校 赤磐市立豊田小学校

文化祭 10/13貍 赤磐市吉井公民館 赤磐市立吉井中学校

ささおかふれあいデー 10/26貊 赤磐市立笹岡小学校 赤磐市立笹岡小学校

農業総合センターフェア（農業総合センター一般公開・農業大学校収穫祭） 10/27貍 岡山県農業総合センター 岡山県農業総合センター

文学講演会 10/28豸 赤磐市立中央図書館 赤磐市立中央図書館

親子ウォーキング大会 10/28豸 赤磐市立吉井中学校 赤磐市立吉井中学校

わいわいクラブ「焼き芋パーティー」 11/2貊 赤磐市立高月幼稚園 赤磐市立高月幼稚園

芸術鑑賞会（観劇会） 11/5豺 赤磐市立城南小学校 赤磐市立城南小学校

学習発表会 11/10貍 赤磐市立城南小学校 赤磐市立城南小学校

PTA文化祭 11/12豺 赤磐市立山陽北小学校 赤磐市立山陽北小学校

クリーン作戦 11/13貂 赤磐市立山陽東小学校区 赤磐市立山陽東小学校

音楽発表会 11/18豸 赤磐市立山陽小学校 赤磐市立山陽小学校

秋祭り 11/20貂 赤磐市立城南小学校 赤磐市立城南小学校

笹岡小学校学習発表会 11/24貍 赤磐市立笹岡小学校 赤磐市立笹岡小学校

学習発表会 12/1貍 赤磐市立桜が丘小学校 赤磐市立桜が丘小学校

学習発表会 12/2豸 赤磐市立豊田小学校 赤磐市立豊田小学校

和気町文化祭佐伯会場 11/11豸～12豺 学び館「サエスタ」 和気町教育委員会

わっしょい和んさか吉備高原フェスタ 9/30豸 吉備高原都市センター区 吉備中央町教育委員会

平成19年度岡崎嘉平太記念館企画展 10/5貊～11/30貊 岡崎嘉平太記念館 岡崎嘉平太記念館

第20回岡山吉備高原車いすふれあいロードレース 10/6貍～7豸 吉備高原都市 岡山吉備高原車いすふれあいロードレース

公開授業 11/9貊～22貅 岡山県立吉備北陵高等学校 岡山県立吉備北陵高等学校

岡崎嘉平太記念館特別講演会 11/10貍 吉備高原リゾートホテル 岡崎嘉平太記念館

読書フェスティバルinきびちゅうおう 11/23貊 ロマン高原かよう総合会館 吉備中央町教育委員会

吉備中央町人権の集い 12/2豸 ロマン高原かよう総合会館 吉備中央町教育委員会

土曜デッサン教室2007 4/28貍～20年1/26貍 倉敷芸術科学大学 倉敷芸術科学大学

公開講座 9/1貍 川崎医療福祉大学　4602講義室 川崎医療福祉大学

復刻本展示 9/1貍～27貅 倉敷市立中央図書館 倉敷市立中央図書館

水島・絵本の部屋 9/6貅,10/4貅,11/1貅 倉敷市立水島図書館 倉敷市立水島図書館

ポケットタイムSP 9/8貍,10/13貍,12/8貍 倉敷市立水島図書館 倉敷市立水島図書館

ワイド版こどものひろば 9/8貍,10/13貍,11/10貍,12/8貍 倉敷市立玉島図書館 倉敷市立玉島図書館

公開講座（異文化社会アメリカが育む人材－多元文化の風土と人種の混在が生み出す人材の考察） 9/8貍 岡山学院大学 岡山学院大学岡山短期大学

北部地区民謡おさらい会 9/9豸 倉敷公民館 倉敷合同民謡会

第22回倉敷陶友会展 9/11貂～9/17豺 倉敷市立美術館 倉敷陶友会

公開講座（パソコンで自分の本を作りませんか） 9/15貍 岡山学院大学 岡山学院大学岡山短期大学

協　　賛　　事　　業
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医療情報科　公開セミナー 9/16豸 川崎医療福祉大学 川崎医療福祉大学

第4回BIODANZA（ビオダンサ）、ダンスワークショップ（有料） 9/16豸 倉敷市茶屋町公民館1F練習室 水川由香里

ポケットタイム0・1・2 9/21貊,10/19貊,11/16貊 倉敷市立水島図書館 倉敷市立水島図書館

ねえ、おはなしして～ストーリーテリング 9/22貍,10/27貍,11/24貍 倉敷市立水島図書館 倉敷市立水島図書館

親子でアロマ体験！リラックス・スプレー 9/22貍 倉敷市立真備図書館 倉敷市立真備図書館

公開講座（英語表現とその裏に潜む文化） 9/22貍 岡山学院大学 岡山学院大学岡山短期大学

公開講座（食べ物の常識と非常識（3回シリーズ）） 9/22貍,10/6貍,20貍 岡山学院大学 岡山学院大学岡山短期大学

第2回鷲羽わかしお空手道大会 9/23豸 倉敷市立下津井中学校体育館 松涛連盟下津井空手

作陽マリンバアンサンブルコンサート 9/26貉 くらしき作陽大学 くらしき作陽大学作陽短期大学

臨床栄養学科　公開セミナー 9/29貍 川崎医療福祉大学　3601講義室 川崎医療福祉大学

医療福祉学科　公開セミナー 9/29貍 川崎医療福祉大学 川崎医療福祉大学

オープンキャンパス 9/29貍 倉敷芸術科学大学 倉敷芸術科学大学

エンジョイストーリーブック 9/29貍 倉敷市立児島図書館 倉敷市立児島図書館

第2回音楽療法国際シンポジウム 9/29貍～30豸 くらしき作陽大学 くらしき作陽大学作陽短期大学

鷲羽山ウォーキング（夕陽ホステリング） 9/29貍～30豸 鷲羽山YH 岡山県ユースホステル協会

倉敷シティバレエ30周年メモリアルコンサート 9/30豸 倉敷市民会館　大ホール 倉敷シティバレエ

感覚矯正学科　公開セミナー 9/30豸 川崎医療福祉大学　2601講義室 川崎医療福祉大学

塩づくり講座 10/1豺～11/30貊 野崎家塩業歴史館 財団法人竜王会館

福祉科の日「ウエルフェアーディ」 10/2貂 倉敷チボリ公園 岡山県立倉敷中央高等学校

天体観望会 10/3貉,19貊,11/19豺,12/5貉 倉敷天文台 財団法人倉敷天文台

「源氏物語」朗読・語り 10/6貍,7豸,11/17貍 倉敷市倉敷公民館 倉敷演劇研究会

NELP研究発表会 10/6貍 清心中学校・清心女子高等学校 清心中学校・清心女子高等学校

UD円居モデル事業 10/6貍,11/29貅 倉敷チボリ公園,真庭市地域福祉センター百楽苑 岡山県企画振興部企画振興課

ウルフ・ディタ－シャーフフルートリサイタル 10/12貊 くらしき作陽大学 くらしき作陽大学作陽短期大学

公開講座 10/13貍 川崎医療短期大学体育館102号室 川崎医療短期大学

医学講演会 10/13貍 川崎医科大学現代医学教育博物館3F 川崎医科大学

世界の子どもの絵画展 10/13貍～15豺 イオン倉敷ショッピングセンターイオンホール 岡山県企画振興部国際課

国際交流講座～世界をつなぐ歌～ 10/14豸 倉敷市立水島図書館 倉敷市立水島図書館

人権映画鑑賞会 10/17貉 倉敷市立倉敷第一中学校 倉敷市立倉敷第一中学校

モラロジー生涯学習セミナー（倉敷会場） 10/18貅～19貊 倉敷芸文館202号室 倉敷モラロジー事務所

絵本をよむ会 10/18貅 倉敷市立玉島図書館 倉敷市立玉島図書館

わたしたちのまるごと新聞屋パート蠡「ほのぼの記事」展示＆朗読会 10/20貍～21豸 倉敷市瀬戸大橋架橋記念館 いどばたNIEの会

サイエンス・ミニ・シアター 10/20貍 倉敷市立玉島図書館 倉敷市立玉島図書館

公開講座（おいしいキノコ調味料（健康性と作り方）） 10/20貍 岡山学院大学 岡山学院大学岡山短期大学

第24回作陽Music Gallery 10/20貍 くらしき作陽大学 くらしき作陽大学作陽短期大学

授業参観 10/21豸 倉敷市立玉島西中学校 倉敷市立玉島西中学校

オープンスクール 10/21豸～11/2貊 倉敷市立玉島西中学校 倉敷市立玉島西中学校

第25回南画臥遊会展 10/25貅～29豺 倉敷市民会館 南画臥遊会

07 くらしき男女共同参画フォーラム 10/26貊 倉敷市芸文館 くらしき男女共同参画フォーラム

芸科祭（大学祭） 10/26貊～29豺 倉敷芸術科学大学 倉敷芸術科学大学

ヴェンツェル・フックスクラリネットミニコンサート＆公開レッスン 10/26貊 くらしき作陽大学 くらしき作陽大学作陽短期大学

かんたん工作 10/27貍 倉敷市立玉島図書館 倉敷市立玉島図書館

おとなのおりがみ教室 10/27貍 倉敷市立船穂図書館 倉敷市立船穂図書館

大学祭（有城祭） 10/27貍～28豸 岡山学院大学 岡山学院大学岡山短期大学

第11回翔陽祭 10/27貍～28豸 くらしき作陽大学 くらしき作陽大学作陽短期大学

おもしろ自然教室 11/2貊 岡山県立玉島高等学校 岡山県立玉島高等学校

オープンスクールデー 11/2貊 倉敷市立倉敷第一中学校 倉敷市立倉敷第一中学校

日本硬筆アート 女流展（彩展） 11/6貂～11豸 倉敷公民館　展示室 日本硬筆アート協会

家政科の日ファッションショー 11/10貍 倉敷アイビースクエア 岡山県立倉敷中央高等学校

公開講座（後発電子企業のグローバル戦略（後出しジャンケンの産業経済学）） 11/10貍 岡山学院大学 岡山学院大学岡山短期大学
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倉敷児童合唱団第11回定期演奏会 11/11豸 倉敷市民会館 倉敷児童合唱団

クリーン作戦（清掃奉仕活動） 11/11豸 倉敷市立玉島西中学校及び周辺 倉敷市立玉島西中学校

モラロジー生涯学習セミナー（玉島会場） 11/15貅～16貊 セントイン倉敷2階ホール 倉敷モラロジー事務所

第6回ハートフル講座「河野義行」講演会＆映画「日本の黒い夏『冤罪』」上映会 11/17貍 倉敷市民会館 岡山県産業労働部人権・同和対策課

公開講座（インターネットを使ったベンリな生活のすすめ） 11/17貍 岡山学院大学 岡山学院大学岡山短期大学

読書会 11/22貅 倉敷市立児島図書館 倉敷市立児島図書館

スーパーサイエンスハイスクール研究発表会 11/24貍 ノートルダム清心女子大学 清心中学校・清心女子高等学校

さくよう歌舞座－日本伝統芸能・邦楽演奏会－ 11/24貍 くらしき作陽大学 くらしき作陽大学作陽短期大学

マービーミュージカルin倉敷第6回公演「おさん狐」 11/25豸 マービーふれあいセンター 竹ホール マービーミュージカルin倉敷

手づくり布絵本の会 11/28貉 倉敷市立中央図書館 倉敷市立中央図書館

第4回全国高校生現代アートビエンナーレ展 12/1貍～24豺 大原美術館　児島虎次郎記念館 倉敷芸術科学大学

2007年追悼展 12/1貍～27貅 倉敷市立中央図書館 倉敷市立中央図書館

デザミ・ド・ミュジク 12/4貂 くらしき作陽大学 くらしき作陽大学作陽短期大学

第30回作品の夕べ 12/5貉 くらしき作陽大学 くらしき作陽大学作陽短期大学

倉敷市文化祭　硬筆習字展 12/7貊～9豸 倉敷市民会館 倉敷硬筆教育協会

世代交流囲碁将棋大会 9/23豸 笠岡東公民館 笠岡東公民館

第55回笠岡市文化祭 10/26貊～28豸 笠岡市民会館 笠岡市文化連盟

大井地区公民館フェスティバル 10/28豸 笠岡市立大井小学校 笠岡市大井公民館

第30回笠岡市芸能祭 10/28豸 笠岡市民会館 笠岡市文化連盟

人権教育講演会 11/8貅 岡山県立笠岡高等学校 岡山県立笠岡高等学校

森恵・コンサート'MY COUNTRY ROAD 11/9貊 笠岡市保健センターギャラクシーホール 音楽に親しむ会

第49回笠岡市児童生徒音楽発表会 11/10貍 笠岡市民会館 笠岡市立笠岡小学校

今井地区文化祭 11/11豸 笠岡市立今井小学校 笠岡市今井公民館

笠工祭（文化祭） 11/17貍 岡山県立笠岡工業高等学校 岡山県立笠岡工業高等学校

ファブリス・モレティ氏によるサイソフォン公開レッスン&ミニコンサート 11/18豸 笠岡市貫閲講堂（笠岡小学校内） つくし会

ふるさと探訪 11/24貍 笠岡東公民館 笠岡東公民館

森田思軒顕彰講演会 11/25豸 笠岡市中央公民館 笠岡市立図書館

星の郷大神楽 9/8貍 中世夢が原 中世夢が原

中世夢が原開園15周年記念事業「薪狂言」 9/17豺 中世夢が原 中世夢が原

井原市観月会 9/22貍 田中苑 井原市教育委員会

語りの学校 9/22貍 アクティブライフ井原 美星っこづくり協議会

第45回井原市民体育祭 10/7豸 井原運動公園　陸上競技場 井原市民体育祭実施委員会

井原天文講座 10/14豸 アクティブライフ井原 美星天文台

中川ひろたかコンサート 10/20貍 アクティブライフ井原 井原市教育委員会

モラロジー生涯学習セミナー 10/23貂～24貉 井笠地域地場産業振興センター 井原モラロジー事務所

学校開放日 10/24貉 井原市立明治小学校 井原市立明治小学校

菊花展 10/26貊～11/4豸 井原駅前広場 まなびピア岡山2007 井原市実行委員会

重要無形文化財「組踊」特別鑑賞会 10/27貍 井原市民会館 まなびピア岡山2007 井原市実行委員会

児童劇「天満のとらやん」 10/28豸 芳井生涯学習センター まなびピア岡山2007 井原市実行委員会

気分上々↑↑ダンス大会 10/28豸 アクティブライフ井原　メルヘンホール まなびピア岡山2007 井原市実行委員会

美星ふるさとまつり・文化祭 10/28豸 星の郷ふれあいセンター 備中西商工会美星支所

教育講演会 10/28豸 井原市立大江小学校 井原市立大江小学校

フリー参観日 10/31貉 井原市立県主小学校 井原市立県主小学校

教育講演会 10/31貉 井原市立県主小学校 井原市立県主小学校

参観日 10/31貉 井原市立出部小学校 井原市立出部小学校

学校開放 10/31貉～11/1貅 井原市立美星小学校 井原市立美星小学校

フリー参観日 11/1貅 井原市立西江原小学校 井原市立西江原小学校

井原市少年レクリエーション大会 11/10貍 井原市立野上小学校およびその周辺 井原市連合少年団協議会

夢が原絵巻 11/11豸 中世夢が原 中世夢が原

学芸会 11/11豸 井原市立明治小学校 井原市立明治小学校

協　　賛　　事　　業
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子育て支援講演会 11/17貍 アクティブライフ井原 井原市教育委員会

井原・精研地域ふれあいデー 11/17貍 岡山県立精研高等学校（岡山県立井原高等学校南校地） 岡山県立精研高等学校・岡山県立井原高等学校

学芸会 11/17貍 井原市立美星小学校 井原市立美星小学校

授業公開day 11/22貅 岡山県立井原高等学校北校地 岡山県立井原高等学校

星の郷とっつあんクラブ 12/1貍 美星公民館 美星っこづくり協議会

食育フォーラムinいばら 12/9豸 芳井生涯学習センター 井原市教育委員会

岡山県立大学　公開講座 8/20豺～22貉,25貍,9/1貍,8貍 岡山県立大学 岡山県立大学

鬼城山城内調査大公開 9/10豺～16豸,12/3豺～14貊 国指定史跡「鬼城山」 岡山県古代吉備文化財センター

温羅と桃太郎　絵展 9/25貂～30豸 天満屋総社店リブ21 セントラルコート 総社市文化協会

れとろーど 07 9/29貍～30豸 商店街筋 総社市文化協会

本物の舞台芸術体験事業 10/5貊 総社市立昭和中学校 総社市立昭和中学校

幼児園運動会 10/6貍 総社市立清音幼児園 総社市立清音幼児園

古代たたら製鉄と鍛冶体験 10/7豸 鬼ノ城ふれあい広場 鬼ノ城たたら倶楽部

第6回晴れの国鬼ノ城シンポジウム 10/13貍 岡山県立大学講堂 岡山県立大学保健福祉推進センター

鬼城山うぉーく 10/27貍 国指定史跡「鬼城山」 岡山県古代吉備文化財センター

桃太郎・温羅ウォーク 10/28豸 JR吉備線服部駅集合 鬼ノ城たたら倶楽部

モラロジー生涯学習セミナー（総社会場） 11/10貍～11豸 総社市総合福祉センター 倉敷モラロジー事務所

そうじゃ温羅じゃマラソン 11/11豸 総社北公園陸上競技場 そうじゃ温羅じゃマラソン実行委員会

ふれあい学芸会 11/18豸 総社市立維新小学校 総社市立維新小学校

日曜参観日及び教育講演会 11/25豸 総社市立総社中学校 総社市立総社中学校

わくわくスポーツデー 12/8貍 総社市スポーツセンター 感動！おかやまっ子スポーツチャレンジ事業実行委員会

わくわくスポーツデー 12/8貍 総社吉備路アリーナ 岡山県教育庁保健体育課

幼児園発表会 12/8貍 総社市立清音幼児園 総社市立清音幼児園

市民劇団「温羅」公演 12/9豸 総社市民会館 総社市文化協会

07 オープンキャンパス吉備国際大学 9/17豺,30豸 吉備国際大学　学内 吉備国際大学

社団法人高梁青年会議所　創立35周年記念講演 9/24豺 高梁総合文化会館 社団法人　高梁青年会議所

頼久寺ガーデンコンサート 9/24豺 頼久寺 高梁商工会議所

遠州茶会 9/30豸 頼久寺 高梁商工会議所

高梁市歴史文化特別講演会 10/7豸 高梁市文化交流館 第19回全国生涯学習フェスティバル高梁市実行委員会

モラロジー生涯学習セミナー 10/20貍～21豸 備北商工会川上支所 成羽モラロジー事務所

所蔵品展 11/7貉～8貅 岡山県立高梁高等学校 岡山県立高梁高等学校

遠州学 11/8貅 高梁国際ホテル 高梁商工会議所

歴史講演会 11/8貅 岡山県立高梁高等学校 岡山県立高梁高等学校

伊賀祭 11/23貊～25豸 学校法人高梁学園内 高梁学園伊賀祭実行委員会

児童読書活動支援事業スタンプラリー 7/21貍～9/2豸 新見図書館他市内4図書館（室） 新見市立図書館

夏季特別展～郷土作家シリーズ～福江茂榮きり絵展 7/27貊～9/24豺 新見美術館 新見市美術振興財団

第35回　備北夏期大学 9/15貍 まなび広場にいみ 備北夏期大学実行委員会

備北地区ソフトボール大会 9/30豸 新見市民運動公園 新見市教育委員会　高梁市教育委員会

秋季特別展～大地悠久と生命賛歌～田渕俊夫展 10/2貂～11/25豸 新見美術館 財団法人　新見美術振興財団

第3回新見市健康づくりスポーツ祭 10/7豸 新見市憩いとふれあいの公園、新見市民運動公園 新見市生涯学習推進本部

第42回楽画会展 10/12貊～15豸 新見美術館市民ギャラリー 楽画会

第21回哲多町文化展 11/3貍～4豸 新見市哲多総合センター 哲多町文化協会

北校祭文化の部（文化祭） 11/3貍 岡山県立新見高等学校北校地 岡山県立新見高等学校

玄賓僧都について学ぼう 11/4豸 土橋交流センターと湯川寺 草間公民館

陶芸教室 11/4豸 新見市法曹陶芸館 法曹焼同好会

哲西町文化祭　含芸能発表 11/10貍～11豸 きらめき広場・哲西 哲西町文化協会

第16回　神郷文化協会　芸能文化祭 11/11豸 神郷生涯学習センター 神郷文化協会

第15回哲多音楽芸能祭 11/25豸 新見市哲多総合センター 哲多町文化協会

哲西町文化祭 11/10貍～11豸 きらめき広場哲西 哲西町文化協会

故郷の山城について学ぼう 12/9豸 草間公民館と川崎城址 草間公民館
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浅口市民体育祭鴨方大会 9/23豸 浅口市天草公園野球場 浅口市教育委員会

企画展　炎の書家「浅野五牛の世界」 9/28貊～30豸 てんまやハピータウン鴨方店3階催場 浅口市文化連盟

金光幼稚園運動会 10/6貍 浅口市立金光幼稚園 浅口市教育委員会

浅口市民体育祭寄島大会 10/14豸 浅口市三ツ山スポーツ公園グラウンド 浅口市教育委員会

一日園開放日 10/18貅 浅口市立寄島幼稚園 浅口市教育委員会

2007秋の特別観望会 10/20貍 国立天文台岡山天体物理観測所、岡山天文博物館 自然科学研究機構　国立天文台　岡山天体物理観測所

第2回浅口市総合文化祭（鴨方会場） 10/27貍～28豸 浅口市中央公民館・浅口市健康福祉センター・浅口市天草公園体育館 浅口市教育委員会

第2回浅口市総合文化祭（寄島会場） 10/27貍～28豸 浅口市ふれあい交流館（サンパレア） 浅口市教育委員会

参観日・友愛セール 10/28豸 浅口市立金光中学校 浅口市教育委員会

金光竹小学校学校公開 10/28豸 浅口市立金光竹小学校 浅口市教育委員会

鴨方東小学校フリー参観日（オープンスクール） 10/28豸 浅口市立鴨方東小学校 浅口市教育委員会

寄島小学校オープンスクール 10/29豺 浅口市立寄島小学校 浅口市教育委員会

鴨方西小学校公開 10/31貉 浅口市立鴨方西小学校 浅口市教育委員会

鴨方西幼稚園幼稚園公開 10/31貉 浅口市立鴨方西幼稚園 浅口市教育委員会

鴨方中学校地域開放オープンスクール 11/1貅 浅口市立鴨方中学校 浅口市教育委員会

金光小学校オープンスクール 11/8貅 浅口市立金光小学校 浅口市教育委員会

山田方谷関係講演会 11/4豸 金光公民館 山田方谷研究会

天草ふれあい音楽祭 11/10貍 浅口市中央公民館 浅口市教育委員会

商品量目試買調査会及び計量座談会 11/16貊 浅口市健康福祉センター 岡山県産業労働部産業企画課

第2回浅口市総合文化祭（金光会場） 11/17貍～18豸 浅口市金光公民館 浅口市教育委員会

浅口市体育協会スポーツ大会 11/24貍～25豸 浅口市天草公園体育館他 浅口市体育協会

第21回金光町音楽祭 11/25豸 浅口市金光公民館 浅口市教育委員会

計量教室（計量主任者研修会） 11/28貉 浅口市健康福祉センター 岡山県産業労働部産業企画課

浅口市マラソン大会 12/9豸 浅口市三ツ山スポーツ公園グラウンド 浅口市教育委員会

軼ゆるび軻コンサートシリーズ「秋」千住真理子ヴァイオリン・リサイタル 9/23豸 早島町町民総合会館「ゆるびの舎」 早島町教育委員会

軼仲秋の夕べ軻～魅惑のフルート＆ギター・コンサート～ 9/30豸 いかしの舎 早島町「いかしの舎」

第一回ボランティアの祭典　花野人～舞扇鼓流　舞扇鼓　胡加恵鼓の会　一周年を祝う会～ 10/6貍 岡山テルサ 介護老人保健施設　亀龍園

ゆるびの舎開館9周年記念　みんなのスタインウェイ・ピアノリレーコンサート 10/20貍～21豸 早島町町民総合会館「ゆるびの舎」 早島町教育委員会

幼稚園開放 11/1貅,2貊,5豺,8貅 早島町立早島幼稚園早島町立早島幼稚園東分園 早島町立早島幼稚園

アンサンブル早島第8回定期演奏会 11/11豸 早島町町民総合会館「ゆるびの舎」 早島町教育委員会

早島イ草太鼓5周年記念コンサート 12/2豸 早島町町民総合会館「ゆるびの舎」 早島町教育委員会

教育を考えるつどい 10/27貍 里庄町総合文化ホール 里庄町教育委員会

里Pふれあいフェスタ 10/28豸 里庄町立里庄東小学校 里庄町立里庄東小学校

参観日・PTA人権教育研修会 10/31貉 里庄町立里庄東小学校 里庄町立里庄東小学校

里西まつり 11/30貊 里庄町立里庄西小学校 里庄町立里庄西小学校

津工フェア 6月～20年2月（毎月下旬の一週間） まちなかサロン再々 岡山県立津山工業高等学校

第31回例会「ウィーンの森の物語」 9/1貍 ベルフォーレ津山 特定非営利活動法人　みる・あそぶ・そだつ 津山子ども広場

美作学講座「美作地域の歴史と文化」 9/5貉,12貉,19貉 美作大学　本館　31教室 美作大学・短期大学

生涯学習講座「損害保険の上手な選び方」 9/13貅 美作大学　本館　31教室 美作大学・短期大学

高田地区文化祭 9/17豺 高田小学校　体育館 高田地区文化祭

第7回津山国際総合音楽祭 9/22貍～10/4貅 ベルフォーレ津山、津山文化センター他 第7回津山国際総合音楽祭

美作大学高大連携フォーラム 9/22貍 美作大学　本館　31教室 美作大学

津山市勝北市民運動会 9/23豸 津山市勝北総合スポーツ公園　多目的グラウンド 津山市勝北市民運動会実行委員会

交通安全鼓笛パレード 9/27貅 津山市立佐良山小学校学区内 津山市立佐良山小学校

体育大会 9/28貊 岡山県立津山工業高等学校 岡山県立津山工業高等学校

津山・城西まるごと博物館フェア2007 9/30豸 作州民芸館周辺 津山・城西まるごと博物館フェア2007実行委員会

心の教育講演会 10/2貂 津山市立加茂小学校 津山市立加茂小学校

未就園児交流会 10/3貉,10貉,17貉,24貉,31貉,11/7貉,14貉,28貉 津山市立二宮幼稚園 津山市立二宮幼稚園

稲刈り体験 10/4貅 津山市立佐良山小学校他 津山市立佐良山小学校

いもほり 10/5貊 保田農園 津山市立成名幼稚園

協　　賛　　事　　業
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全国高等専門学校　第18回プログラミングコンテスト 10/6貍～7豸 津山文化センター 津山工業高等専門学校

モラロジー生涯学習セミナー 10/6貍～7豸 落合公民館 津山モラロジー事務所

運動会 10/6貍 津山市立成名幼稚園 津山市立成名幼稚園

第5回ハートフル講座「坂田おさむ おにいさんの童謡ファミリーコンサート」 10/7豸 津山市総合福祉会館 岡山県産業労働部人権・同和対策課

第36回つやま市民スポーツ祭 10/7豸 津山陸上競技場周辺 つやま市民スポーツ祭実行委員会

津山市立北陵中学校文化部発表会 10/8豺 音楽文化ホール・ベルフォーレ津山 津山市立北陵中学校

モラロジー生涯学習セミナー 10/11貅～12貊 グリーンヒルズ津山リージョンセンター 津山モラロジー事務所

二宮保育園との交流会・老人会との交流会 10/15豺,11/12豺 津山市立二宮幼稚園 津山市立二宮幼稚園

お話の会 10/18貅～11/15貅 津山市立佐良山幼稚園 津山市立佐良山幼稚園

人権参観日 10/23貂 津山市立河辺小学校 津山市立河辺小学校

岡山県指定重要無形民俗文化財　物見神社の花祭り 10/25貅 物見神社 物見町内会

広野地区文化祭 10/26貊～27貍 広野公民館 広野地区文化祭

高野地区文化祭 10/27貍～28豸 高野公民館 高野地区文化祭

高倉地区文化展 10/27貍～28豸 高倉公民館 高倉地区文化展

田邑地区文化祭 10/27貍～28豸 田邑公民館 田邑地区文化祭

院庄地区文化祭 10/27貍～28豸 院庄公民館 院庄地区文化祭

一宮地区ふれあい文化祭 10/27貍～28豸 一宮公民館 一宮地区ふれあい文化祭

矢筈城跡登山会 10/28豸 矢筈城跡 矢筈城跡保存会

大崎地区文化祭 10/28豸 大崎小学校及び体育館 大崎地区文化祭

平成19年度（第24回）東苫田地区文化祭と健康・福祉まつり 10/28豸 東苫田公民館 東苫田地区文化祭と健康・福祉祭り

津山市連合町内会河辺支部三世代交流ふれあいまつり 10/28豸 河辺小学校 津山市連合町内会河辺支部～

河辺地区ふれあい祭り 10/28豸 津山市立河辺小学校 津山市立河辺小学校

あずき体験学習 10/30貂,11/8貅 津山市立佐良山小学校他 津山市立佐良山小学校

オープンスクールデー 11/1貅 津山市立喬松小学校 津山市立喬松小学校

授業参観日 11/1貅 津山市立勝北中学校 津山市立勝北中学校

米の日キャンペーン 11/2貊 津山市立田邑幼稚園 津山市立田邑幼稚園

命を語り継ぐ講演会 11/2貊 津山総合福祉会館 NPO法人おかやま犯罪被害者サポート・ファミリーズ

岡山県指定重要無形民俗文化財　新野まつり 11/3貍 新野山形八幡神社 新野まつり保存会

岡山県指定重要無形民俗文化財　阿波八幡神社の花祭り 11/3貍 阿波八幡神社 阿波八幡神社　花祭り保存会

福南地区文化祭健康と福祉まつり 11/3貍～4豸 福南公民館 福南地区文化祭健康と福祉まつり

清泉公民館文化祭 11/4豸 清泉公民館 清泉公民館

成名地区文化祭 11/4豸 成名公民館 成名地区文化祭

平成19年度後期学校公開週間 11/5豺～9貊 津山市立北陵中学校 津山市立北陵中学校

講演会 11/9貊 津山市立佐良山幼稚園 津山市立佐良山幼稚園

学習発表会 11/9貊 津山市立向陽小学校 津山市立向陽小学校

租税作品展 11/10貍～11豸 アルネ津山2階中央広場 津山税務署管内租税教育推進協議会

第14回　タックスウォークラリー 11/10貍 アルネ津山東広場 津山税務署管内租税教育推進協議会

やっとこさ展 11/10貍～11豸 加茂町公民館 加茂町公民館

親子ふれあい教室 11/10貍 津山市立高田小学校 津山市立高田幼稚園

学習発表会 11/10貍 津山市立清泉小学校 津山市立清泉小学校

学習発表会 11/10貍 津山市立河辺小学校 津山市立河辺小学校

学習発表会 樹木学習 11/10貍 津山市立秀実小学校 津山市立秀実小学校

西苫田公民館まつり 11/10貍～11豸 西苫田公民館 西苫田公民館

久米文化祭 11/11豸 久米公民館 久米文化協会

第25回ふれあい広場　07 津山市久米地域市民運動会 11/11豸 久米総合文化運動公園　グラウンド 津山市久米地域市民運動会実行委員会

PTAふれあい祭り 11/11豸 津山市立林田小学校 津山市立林田小学校

弥生小まつり 11/11豸 津山市立弥生小学校 津山市立弥生小学校

音楽発表会 11/13貂 津山市立加茂小学校 津山市立加茂小学校

教育講演会 11/14貉 津山市立津山東中学校 津山市立津山東中学校

学習発表会 11/14貉 津山市立南小学校 津山市立南小学校
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学習発表会 11/14貉 津山市立佐良山小学校 津山市立佐良山小学校

阿波あすなろ文化展 11/16貊～18豸 津山市阿波公民館 津山市阿波公民館・阿波文化協会

峰南祭 11/16貊～17貍 岡山県立津山工業高等学校 岡山県立津山工業高等学校

公開保育・講演会 11/16貊 学校法人明星学園明星幼稚園 明星幼稚園

学習発表会 11/17貍 津山市立誠道小学校 津山市立誠道小学校

校内音楽会 11/17貍 津山市立一宮小学校 津山市立一宮小学校

総合学習発表会 11/17貍 津山市立勝北中学校 津山市立勝北中学校

第14回「名もないみんなの音楽会」 11/18豸 津山市久米体育館 名もないみんなの音楽会実行委員会

高田小学校学習発表会 11/18豸 津山市立高田小学校 津山市立高田小学校

オーケストラ公演 11/20貂 津山市立北陵中学校 津山市立北陵中学校

終日参観日 11/21貉 津山市立清泉小学校 津山市立清泉小学校

勤労感謝の日地域めぐり 11/22貅 津山市立二宮幼稚園他 津山市立二宮幼稚園

津山市立北陵中学校吹奏楽部第5回定期演奏会 11/25豸 津山文化センター 津山市立北陵中学校

豊かな体験推進事業 黒豆収穫 11/30貊～12/15貍 津山市立勝北中学校 津山市立勝北中学校

東小まつり 12/1貍 津山市立東小学校 津山市立東小学校

地域参観日 12/5貉 津山市立林田小学校 津山市立林田小学校

人権参観日 12/5貉 津山市立佐良山小学校 津山市立佐良山小学校

第32回例会「のんのんばあとオレ」 12/6貅 津山コミュニティセンターあいあい 特定非営利活動法人　みる・あそぶ・そだつ 津山子ども広場

祖父母参観日 10/3貉 真庭市立河内幼稚園 真庭市立河内幼稚園

平成19年度「本物の舞台芸術体験授業」 10/3貉 真庭市立湯原中学校 真庭市立湯原中学校

絵手紙 10/7豸 旧遷喬尋常小学校 真庭市企画観光部生涯学習課

ロマネスク遷喬写生大会 10/7豸 旧遷喬尋常小学校 真庭市企画観光部生涯学習課

芸術鑑賞 10/15豺 岡山県立落合高等学校 岡山県立落合高等学校

アフタヌーンコンサート 10/18貅 真庭市立美甘小学校 真庭市立美甘小学校

旧遷喬尋常小学校建築100周年記念展 10/20貍～11/6貂 旧遷喬尋常小学校 真庭市企画観光部生涯学習課

旧遷喬尋常小学校建築100周年記念講演会 10/20貍 久世公民館 真庭市企画観光部生涯学習課

人権教育講演会 10/26貊 岡山県立落合高等学校 岡山県立落合高等学校

三世代ふれあい参観日 10/26貊 真庭市立上水田小学校 真庭市立上水田小学校

学校公開週間 10/26貊～11/1貅 真庭市立勝山中学校 真庭市立勝山中学校

JAPAN－漆のすべて－ 10/27貍～11/13貂 文化往来館ひしお 文化往来館ひしお

音楽鑑賞会 10/下旬～11/下旬 真庭市立河内幼稚園 真庭市立河内幼稚園

幼稚園祭り 11/1貅 真庭市立久世幼稚園 真庭市立久世幼稚園

学校公開参観日 11/1貅 真庭市立上田小学校 真庭市立上田小学校

学校公開 11/1貅 真庭市立遷喬小学校 真庭市立遷喬小学校

PTA講演会 11/1貅 真庭市立草加部小学校 真庭市立草加部小学校

余野っ子秋祭り 11/1貅 真庭市立余野小学校 真庭市立余野小学校

学校公開日（授業公開） 11/1貅 真庭市立美甘小学校 真庭市立美甘小学校

教育講演会 11/1貅 真庭市立美甘小学校 真庭市立美甘小学校真庭市立美甘中学校

総合学習発表会 11/1貅 真庭市立美甘中学校 真庭市立美甘中学校

湯原中学校文化祭 11/2貊 真庭市立湯原中学校 真庭市立湯原中学校

天津ふれあい祭り 11/4豸 真庭市立天津小学校 真庭市立天津小学校

勝高へおいでんせえ（学校開放） 11/5豺～9貊 岡山県立勝山高等学校 岡山県立勝山高等学校

おかやま教育の日講演会 11/7貉,8貅 岡山県立勝山高等学校,勝山文化センター 岡山県立勝山高等学校

バイオマス利活用シンポジウム 11/8貅 勝山文化センター 岡山県立勝山高等学校

文化祭 11/8貅 真庭市立蒜山中学校 真庭市立蒜山中学校

学習発表会 11/9貊 真庭市立米来小学校 真庭市立米来小学校

学校公開 11/9貊 真庭市立湯原小学校 真庭市立湯原小学校

真庭市教育講演会 11/10貍 勝山文化センター 真庭市教育委員会

学習発表会 11/10貍 真庭市立月田小学校 真庭市立月田小学校

学習発表会 11/10貍 真庭市立落合小学校 真庭市立落合小学校

協　　賛　　事　　業
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学習発表会 11/10貍 真庭市立木山小学校 真庭市立木山小学校

美川フェスタ 11/10貍 真庭市立美川小学校 真庭市立美川小学校

学習発表会・学校開放 11/10貍 真庭市立勝山小学校 真庭市立勝山小学校

音楽会 11/10貍 真庭市立富原小学校 真庭市立富原小学校

きらゝ祭 文化の部 11/11豸 岡山県立久世高等学校 岡山県立久世高等学校

学習発表会 11/14貉 真庭市立川上小学校 真庭市立川上小学校

学習発表会 11/16貊 真庭市立天津小学校 真庭市立天津小学校

久世高フェアー 11/17貍 落合サンプラザ 岡山県立久世高等学校

学習発表会 11/17貍 真庭市立草加部小学校 真庭市立草加部小学校

文化祭 11/17貍 真庭市立美甘中学校 真庭市立美甘中学校

勝山の「いいとこ」を再発見することを目的とした絵画を展示 11/18豸～11/29貅 勝山文化センター 勝山いいとこ見つけた絵画展実行委員会

学習発表会 11/18豸 真庭市立水田小学校 真庭市立水田小学校

学習発表会 11/18豸 真庭市立上田小学校 真庭市立上田小学校

大地からの便り2007 Part2－「真庭の古墳と寺院」－ 11/23貊 久世エスパスホール勝山郷土資料館 岡山県古代吉備文化財センター

学校公開日・文化祭集会 11/24貍 真庭市立二川小学校 真庭市立二川小学校

文化祭 11/27貂 真庭市立勝山中学校 真庭市立勝山中学校

勝高パソコン教室2007 11/27貂 岡山県立勝山高等学校 岡山県立勝山高等学校

もちつき大会 11/28貉 真庭市立天津小学校 真庭市立天津小学校

人権参観日 11/29貅 真庭市立落合中学校 真庭市立落合中学校

人権教育参観日 11/30貊 真庭市立勝山中学校 真庭市立勝山中学校

学習発表会 12/1貍 真庭市立美甘小学校 真庭市立美甘小学校

参観日・講演会 12/3豺 真庭市立川上小学校 真庭市立川上小学校

生涯学習講座「初秋の芸術講座」 9/8貍 作東バレンタインプラザホール 美作市教育委員会

日本3B体操協会 9/9豸 勝田市民センター 日本3B岡山県支部東美グループ

Naef展　ネフの積み木で遊ぼう ～9/24豺 現代玩具博物館・オルゴール夢館 現代玩具博物館・オルゴール夢館

史談会「三星城合戦伝」 9/29貍 美作市民センター 三星城史保存会

みまさか山野草の会第13回秋の展示会 10/13貍～14豸 美作市湯郷公民館 みまさか山野草の会

トラちゃん田んぼでマナビィの古代米を刈り取ろう 10/21豸 トラちゃん田んぼ トラちゃん田んぼファンクラブ

美作市作東文化協会文化展 10/27貍～28豸 美作市作東B＆G海洋センター 美作市　作東文化協会

生涯学習講座「中高年のピアノ講座発表会」 10/27貍 作東バレンタインプラザホール 美作市教育委員会

勝田文化協会文化祭 10/27貍～28豸 かつた市民センター 美作市教育委員会　勝田分室

東粟倉文化協会文化祭 10/28豸 東粟倉基幹集落センター 美作市教育委員会　東粟倉分室

灯りと山野草展 11/10貍 作東吉野きんちゃい館 作東吉野きんちゃい館

大原文化協会文化祭 11/10貍～11豸 大原中央公民館 美作市教育委員会　大原分室

英田文化協会文化祭 11/10貍～11豸 美作市英田公民館 美作市教育委員会　英田分室

コールみまさか30周年記念チャリティコンサート 11/11豸 美作文化センター コールみまさか

美作市青少年健全育成大会 11/11豸 宮本武蔵顕彰武蔵武道館 美作市

パソコン指導者養成講座Bコース 11/13貂,16貊 美作市勝田総合支所パソコン教室 美作市・岡山県生涯学習センター

文化フェスティバル 11/17貍 美作市立大原中学校体育館 美作市立大原中学校

校内音楽会 11/17貍 作東中学校　体育館 美作市立作東中学校

キッズ＆カーフェスタ2007 11/18豸 株式会社　岡山国際サーキット 株式会社　岡山国際サーキット

わくわくスポーツデー 11/23貊 美作アリーナ 岡山県教育庁保健体育課

美作地区文化祭 11/24貍～25豸 美作文化センター 湯郷公民館 美作文化協会

戦国時代末期の中世山城をめぐる諸勢力についての講演とシンポジウム 11/25豸 美作市英田公民館大ホール 美作の中世山城講座実行委員会

美作市人権のつどい 12/1貍 美作文化センター 美作市

美作市吟剣詩舞道連盟設立総会および発表会 12/9豸 美作文化センター 美作市吟剣詩舞道連盟

鏡野町文化祭 10/27貍～29豺 鏡野町立中央公民館 鏡野町文化協会

国際貢献「はじめの一歩」推進事業 11/23貊～25豸 奥津ファームビレッジ耕心村 岡山県企画振興部国際課

銀のアクセサリー作り体験教室 9/9豸・11/11豸 岡山ファーマーズマーケットノースヴィレッジ 工房銀

ブックスタート 10/4貅 勝央町総合保健福祉センター 勝央図書館
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おはなしたいむ 10/13貍,24貉,11/10貍,28貉 勝央図書館 勝央図書館

巡回展「第30回瀬戸内版画展ー勝央会場」 10/14豸～10/31貉 勝央美術文学館 勝央美術文学館

おはなし会「お話ポケット」公演 10/27貍 勝央図書館 勝央図書館

SHOO チルドレンズ・アート・プロジェクト 11/10貍～12/16豸 勝央美術文学館 勝央美術文学館

古吉野地区作品展〔第11回〕 11/11豸 古吉野コミュニティーセンター 古吉野コミュニティセンター生涯学習講座連絡会・古吉野区長会

緒形拳ひとり芝居　白野 11/13貂 勝央文化ホール （財）美作学術文化振興財団

第36回勝央町一週駅伝大会 11/18豸 勝央町内 勝央町体育協会他

昭和タイムスリップ体験 9/1貍～12/9豸 柵原ふれあい鉱山公園 美咲町

美咲町立図書館合同「親子読書フェアー」 9/1貍～12/9豸（休館日除く） 美咲町立旭図書館・柵原図書館 美咲町教育委員会

ママチャリで走ろう片鉄ロマン街道 10/7豸 柵原ふれあい鉱山公園～和気駅 柵原星の里スポレク倶楽部

やなはら星の里ウォーク・Walk・歩 10/21豸 美咲町柵原地区内ウォーキングコース 柵原星の里スポレク倶楽部

歌声の集い 11/2貊 JR亀甲駅 ムジカなかよし

明るい家庭づくり推進大会 12/7貊 美咲町旭町民センター 美咲町青少年育成活動連絡会旭支部

第59回西日本川柳大会 9/1貍～2豸 久米南町文化センター 弓削川柳社

第25回久米南町文化祭 10/13貍～14豸 久米南町文化センター 久米南町文化協会

第4回奈義町児童生徒書道展 10/14豸～10/21豸 奈義町文化センター 奈義町文化センター

那岐山トレッキングプレ大会 10/21豸 那岐山麓「山の駅」 奈義町観光案内所

平成19年度奈義町生涯学習フェスティバル 11/23貊～25豸 奈義町文化センター 奈義町文化センター

西粟倉村ふれあいまつり 9/29貍～30豸 あわくら会館 西粟倉村教育委員会

第31回岡山県高等学校総合文化祭 5月～20年2月 県内各会場 岡山県高等学校芸術文化連盟

ライオンズクラブ国際協会336－B地区各事業 7月～20年6月 県内各会場 ライオンズクラブ国際協会336－B地区

麻薬・覚せい剤乱用防止運動（研修会・パネル展示等） 10/1豺～11/30貊 県内各会場 岡山県保健福祉部医薬安全課

平成19年度岡山県中学校秋季体育大会 11/10貍～12豺,16貊,22貅 岡山県陸上競技場他 岡山県中学校体育連盟

蒜山ウシ物語コンクール 8/1貉～10/1豺（募集）20年1/28豺（発表表彰） 蒜山イキイキ楽酪協議会 蒜山イキイキ楽酪協議会
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