
平成２９年度 主な取組予定
おかやま教育週間を中心とした各地の取組

県主催では

http://www.pref.okayama.jp/soshiki/321/i

10月28日（土）・11月25日（土）
岡山県立図書館

10月28日（土）・29日（日）
津島やよい広場

11月25日（土）・26日（日）
コンベックス岡山

11月
県下全域

10月１日（日）
倉敷市芸文館

10月１日（日）～11月30日（木）
県下文化財施設

11月７日（火）～12日（日）
岡山県天神山文化プラザ

10月23日（月）
津山教育事務所

10月28日（土）～11月５日（日）
岡山県立図書館

教育講座
「キックオフ講座
（家庭教育支援者
研修会）」

県立図書館フェスタ

バックヤードツアー

津島やよいまつり

　図書館を知ってもらうため、日頃見ることができない書庫などの
図書館の裏側を見学してもらうツアーを実施する。

http://www.libnet.pref.okayama.jp/

サイエンスチャレン
ジ岡山２０１７

11月18日（土）
総社市スポーツセンター

きびじアリーナ

「ぱっちり！モグモ
グ」生活リズム向上
キャンペーン月間

中国・四国ブロック
民俗芸能大会

おかやまの文化財
一斉公開事業

第42回岡山県教職
員美術展

　自由参加型の総合的な体験学習を行い、津島遺跡に対する理解
を深める。

http://www.pref.okayama.jp/kyoiku/kodai/kodaik.htm

　高等学校等の生徒を対象とした理科・数学等の複数分野のチー
ム対抗の競技会を開催し、団体で協力して課題に取り組む機会を
設けることにより、科学に関する更なる興味・関心の高揚及び学力
の向上を図る。

http://www.pref.okayama.jp/page/514724.html

きらり輝け！高校
生キャリア教育フェ
ア２０１７

　高等学校等で学ぶ生徒が日頃の学習の成果の発表やキャリア
教育実践校等による地域や産業界等と連携した取組を小中学生を
含めた県民に対して情報発信する。

　教育週間を中心に、県下全域での「早ね早おき朝ごはん」県民運
動の実施により、生活リズム向上に社会全体で取り組む気運を盛
り上げる。

http://www.pref.okayama.jp/site/16/266244.html

　中国・四国地方各地の貴重な民俗芸能を公開して、その価値を
広く一般に周知する機会とし、民俗芸能の保存や振興、文化の交
流、地域の文化振興等に役立てる。

http://www.pref.okayama.jp/page/527552.html

　県内各地で、通常は公開されていない文化財の公開や、文化財
を活用した関連行事が行われるよう働きかけ、その周知を図ること
により、文化財の活用を一層促進し、広く県民の文化財への理解と
関心を深める。

http://www.pref.okayama.jp/soshiki/151/

　県内の美術を愛好する教職員及び退職した教職員等が創作した
作品を展示・公開する。

http://tenplaza.info/event/detail.php?i=720

　県民の方に図書館を身近に感じ親しんでいただくため、体験講
座、展示等を行い、館内が一体となってイベントを実施する。

http://www.libnet.pref.okayama.jp/

　「子どもの育ちを支えるためのよりよい支援を目指して」をテーマ
に講座を開設する。関係者や地域住民等の参加により、子育て支
援及び、学校、家庭、地域社会が連携した取組の充実を図るととも
に、教育をみんなで盛り上げていく契機とする。
（内容）ワークショップ、講話、情報交換

http://www.pref.okayama.jp/soshiki/214/



平成２９年度 主な取組予定
おかやま教育週間を中心とした各地の取組

11月５日（日）
岡山県渋川青年の家

11月16日（木）～12月３日（日）
岡山県立美術館

10月28日（土）
おかやま未来ホール

県立博物館
11月1日（水）

留学促進フェアinお
かやま

県立施設の無料開
放

第18回渋川青年の
家まつり

第64回日本伝統工
芸展岡山展

　２部構成で実施する。
第１部　知事と留学経験著名人との対談
第２部
　①米国の大学等の個別相談コーナー
　②先輩との座談会
　③留学に関する情報提供コーナーの解説

http://www.pref.okayama.jp/page/529198.html

　日本伝統工芸展は、日本の優れた工芸技術の保存と今日的な
活用を目的に開催されている構内最大規模の公募展で、岡山会場
では、厳選された優秀作品約280点を展示する。出品作家による列
品解説や関連映画の上映、ワークショップの開催、学校団体観覧、
また、学校出前授業等の成果発表展示もある。

http://www.nihonkogeikai.or.jp/exhibition/honten/64

　青年の家を地域住民に開放し、地域の方々の創作物や合奏、合
唱、舞踊などの発表の場を提供する。

http://shibukawa-ycop.jp/event/post-6.php

　県立博物館を無料で開放する。

http://www.pref.okayama.jp/kyoiku/kenhaku/hakubu.htm



平成２９年度 主な取組予定
おかやま教育週間を中心とした各地の取組

市町村主催では

http://www.taiseihokan150.jp/%E5%82%99%E4%B8%AD%E6%9D%BE%E5%B1
%B1%E5%9F%8E%E4%BA%8C%E9%87%8D%E6%AB%93%E3%80%80%E7%A7%8B
%E3%81%AE%E7%89%B9%E5%88%A5%E5%85%AC%E9%96%8B/

http://www.city.tamano.lg.jp/soshiki/270/

　原木を手斧で叩き続けて制作し、生命の歓びに満ちた作品を生み
出している彫刻家の全貌を紹介する。
■お問合せ先：井原市立田中美術館
　　　　　   　　　TEL 0866－62－8787

http://www.city.ibara.okayama.jp/denchu_museum/

　郷土の歴史、文化や伝統をわかりやすく学ぶ。
■お問合せ先：高梁市教育委員会社会教育課
　　　　　   　　　TEL 0866-21-1516

http://www.city.takahashi.okayama.jp/soshiki/59/takahashirekishiirohakai
kou.html

　普段は公開していない重要文化財二重櫓を特別に公開する。
■お問合せ先：高梁市教育委員会社会教育課
　　　　　   　　　TEL 0866-21-1516

 平成29年度津山市生涯学習講座として、美作大学と連携し、市民
を対象に「津山市史関連研究」について講座を開催する。
■お問合せ先：津山市教育委員会生涯学習課
　　　　　   　　　TEL 0868-32-2118

　保護者や市民の方を対象に、私たち大人が、子どもたちのこころ
や行動を理解することや子どもの成長をどのように支援していけば
よいかを考える機会になることを願って、毎年行っている。
■お問合せ先：津山市教育委員会生涯学習課
　　　　　   　　　TEL 0868-32-2118

https://www.city.tsuyama.lg.jp/city/index2.php?id=621

　市民に演奏家の生の演奏を聴く機会を提供したり、市民全体の演
奏会を実施したりすることにより、市民の音楽団体の資質向上と、
市民文化の向上を図る。
■お問合せ先：玉野市教育委員会
　　　　　   　　　TEL 0863-32-5577

　日本で初めて西洋の音楽を学術的に研究したのは、津山藩の洋
学者宇田川榕菴である。榕菴の研究を中心に、江戸時代における
西洋音楽の受容を、長崎版画や横浜絵などの絵画史料を通じて紹
介する。
■お問合せ先：津山市教育委員会文化課
　　　　　   　　　TEL 0868-23-3324

http://www.tsuyama-yougaku.jp/gyoujiyotei.html

　認知症予防や情緒の安定に効果があるといわれる回想法につい
て講演会を実施し、その内容や効果、実践方法を学ぶ。
■お問合せ先：津山市立図書館
　　　　　   　　　TEL 0868-24-2919

https://tsuyamalib.tvt.ne.jp/event/tsuyama_otona.html

2017市民コンサート
玉野合唱祭

　倉敷屏風祭りの期間中に、倉敷市立中央図書館所蔵の川田甕江
の屏風を展示する。
■お問合せ先：倉敷市立中央図書館
　　　　　   　　　TEL 086-427-9110

https://lib.kurashiki-oky.ed.jp/

　科学実験や科学工作のブースを40程度設置する。遊びながら科
学の楽しさや不思議を体験してもらう。
■お問合せ先：ライフパーク倉敷　倉敷科学センター
　　　　　   　　　TEL 086-454-0304

http://www.kagakunosaiten.jp/

倉敷屏風祭り協賛
川田甕江屏風展

10月14日（土）・15日（日）
倉敷市立中央図書館

青少年のための科
学の祭典2017倉敷
大会

高梁歴史いろは塾

備中松山城二重櫓
特別公開

平成29年度秋季企
画展「－絵画史料
に見る－江戸の洋
楽事始」

回想法講演会

美作学講座

子育てフォーラム

11月11日（土）・12日（日）
ライフパーク倉敷　倉敷科学センター

10月７日（土）～11月５日（日）
津山洋学資料館

11月５日（日）
津山市立図書館

10月22日（日）
美作大学

11月19日（日）
津山市中央公民館

11月12日（日）
荘内市民センター

９月15日（金）～11月５日（日）
井原市立田中美術館

第28回平櫛田中賞
受賞記念「安藤榮
作展　SOUL・LIFE・
SPIRIT」

10月28日（土）
備中松山城跡大池

１１月18日（土）
高梁市図書館

10月28日（土）・29日（日）
11月４日（土）・５日（日）

備中松山城



平成２９年度 主な取組予定
おかやま教育週間を中心とした各地の取組

http://www.city.mimasaka.lg.jp/soshiki/kyouiku/shakaikyoiku/index.html

　江戸幕府最後の老中首座を務めた藩主　板倉勝静とその重臣
山田方谷を中心に、備中松山藩をとりまく大政奉還前後の資料を紹
介する。
■お問合せ先：高梁市文化センター
　　　　　   　　　TEL 0866-21-0180

http://www.taiseihokan150.jp/%E5%82%99%E4%B8%AD%E6%9D%BE%E5%B1
%B1%E5%9F%8E%E4%BA%8C%E9%87%8D%E6%AB%93%E3%80%80%E7%A7%8B
%E3%81%AE%E7%89%B9%E5%88%A5%E5%85%AC%E9%96%8B/

　市内小学校合同の音楽発表会を実施する。
■お問合せ先：備前市教育委員会
　　　　　   　　　TEL 0869-64-1840

http://www.city.bizen.okayama.jp/busyo/kyouiku/shomu/mokuji.html

　岡山教育の日に連携し、市民に教育に関心を持っていただき学校
教育振興の機運を醸成するために、「まにわ教育の日」を実施す
る。各校の教育活動の取組についてまとめたパネルを市内商業施
設に展示し、広く市民に公開する。
■お問合せ先：真庭市教育委員会
　　　　　   　　　TEL 0867-42-1087

　ニューヨーク在住。日本でただ一人84・88年2度のグラミー賞を受
賞したトランぺッターによるジャズ演奏と地域で活躍する吹奏楽部と
の合同企画。　2014年自作曲「Musashi」は宮本武蔵をイメージに作
曲し世界最大級の国際作曲コンペティションで最優秀賞受賞。武蔵
コンサートを通し宮本武蔵生誕の地・美作市から世界へ発信すると
共に、国際交流の場として音楽の街・美作を発信していくコンサー
ト。
更に、交通事故による唇断裂（８８年）・扁桃癌（96年）による唾液腺
の摘出という致命的な状況から復活した演奏は、聞く方々の希望と
活力となり、音楽の力を共有できるコンサートとなり、吹奏楽部との
合同演奏は夢を実現させる力、チャレンジ精神等を学ぶ機会とす
る。
■お問合せ先：美作市教育委員会社会教育課
　　　　　   　　　TEL 0868-72-2900

大政奉還150年記
念特別展
幕末の備中松山藩
とそれを支えた人々

備前市音楽会

まにわ教育の日パ
ネル展

大野俊三「武蔵コン
サート2017 in 湯
郷」

10月21日（土）～12月３日（日）
高梁市歴史美術館

11月９日（木）
備前市市民センター

10月27 日（金）～11月14日（火）
マルイ　アルティ店
落合総合センター

10月14日（土）
美作文化センター

　あらゆる世代の人が生涯学ぶ楽しさやその大切さを知り、日頃の
学習成果を発表したり、学びのきっかけとなるよう文化・芸術・歴史・
健康などの展示や行事を実施する。
■お問合せ先：早島町教育委員会
　　　　　   　　　TEL 086-483-2211

http://www.town.hayashima.lg.jp/soshikikarasagasu/syougai/index.html

かがやきフェスティ
バル

11月25日（土）
早島町立早島小学校

　体育館で各学年，劇や音楽の発表を行う。
■お問合せ先：早島町教育委員会
　　　　　   　　　TEL 086-483-2211

http://www.town.hayashima.lg.jp/kyoikuiinkai/

里庄町教育を考え
るつどい

10月28日（土）
里庄総合文化ホール「フロイデ」電動中ホール

　子どもたちを心豊かに、たくましく育てるために、行政・学校・家庭・
地域が一体となり、この会を通して、みんなで教育について考える
取り組みである。講師による講演会の実施を予定している。
■お問合せ先：里庄町教育委員会
　　　　　   　　　TEL 0865-64-7212

http://www.town.satosho.okayama.jp/organization-search/417.html

和気町文化祭

10月31日（火）～11月５日（日）
和気町総合福祉センター

和気町中央公民館
学び館「サエスタ」

　和気町内の文化施設を活用し、町民による作品展示や舞台発表
を開催する。
■お問合せ先：和気町教育委員会社会教育課
　　　　　   　　　TEL 0869-88-9110

http://www.town.wake.okayama.jp/gyosei/education/

早島生涯学習まつ
り

10月９日（月）～11月６日（月）
早島町町民総合会館　ゆるびの舎

早島町中央公民館
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学校主催では

吹奏楽部オータム
コンサート

11月５日（日）
岡山市立西大寺公民館

ふれあい市
11月11日（土）

岡山県立高松農業高等学校

シクラメン祭
11月26日（日）

瀬戸町江尻レストパーク

第２４回東商デパー
ト

11月18日（日）
岡山ドーム

津商モール
11月25日（日）

岡山県立津山商業高等学校

井原高校　ふれ愛
まつり＆井原鬼ま
つり

10月22日（日）
岡山県井原市井原町 商店街

所蔵品展
11月１日（水）

岡山県立高梁高等学校　有終館

キャンドルナイトｉｎ
高梁

10月20日（金）
高梁市紺屋川

真庭ひとつなぎ
フォーラム

１１月１８日(土)
落合総合センター多目的ホール

ひがしゆめまつり
11月25日（土）

岡山県立岡山東支援学校

パンプキンまつり
11月５日（日）

岡山市立朝日小学校体育館

フェスティバル福南
11月25日（土）

岡山市立福島小学校

とよすっこフェスティ
バル

11月17日（金）
倉敷市立豊洲幼稚園

　岡山県立西大寺高等学校と岡山市立西大寺中学校が合同でコン
サートを開催する。保護者や地域住民へ向けた発表の場の１つで
ある。

　地域の方々に、本校の生産物を販売することと併せて、地域の方
との交流を通して、コミュニケーション能力の向上を図る。

　岡山県立瀬戸南高等学校の日頃の生徒の学習の成果発表及び
生産物販売をする。

　岡山県立岡山東商業高等学校と地域との連携を図り、ビジネス教
育の一環である仕入から販売までの一連の業務及び会計処理や
店舗設計等、授業の学習成果を体験学習で検証させ、ビジネス教
育の推進を図る。

　企業が求める知識・技術・ビジネスマナー・起業家精神を学習し、
地域経済の活性化に寄与するビジネスリーダー育成を目標とした
全校販売実習「津商モール」を実施。キッズビジネスタウンも同時開
催。

　生徒・教職員・保護者が地元商店街の空き地を利用したイベント
を、井原町の秋祭り（鬼まつり）の日にあわせて企画・実施すること
で、地域と融合し、併せて地域の伝統文化振興の契機とする。

　岡山県立高梁高等学校の有終館に所蔵している山田方谷等の書
画などを一般公開する。

　廃油キャンドルを約1000個制作し、高梁市紺屋川沿いに点灯する
環境イベントである。岡山県立高梁城南高等学校の呼びかけにより
開催している。

　生徒・保護者・教職員・地域住民が一堂に会し、岡山県立真庭高
等学校（落合校地）の取組について理解していただくと共に地域住
民からの意見も拝聴して、地域における真庭高校の教育について
考える。

　特別支援学校に在籍する児童生徒が学習の成果を広く県民一般
に発表する。地域住民等から多くの参加者を得て、特別支援教育
や障害のある児童生徒の理解を深める。

　学校や地域で育てたジャンボカボチャを持ち寄っての品評会であ
る。主催は地域のコミュニティ協議会だが、教職員や児童・保護者、
学区住民だけでなく、近隣からも子どもからお年寄りまで多くの人々
の参加を得ている。

　福南中学校区地域協働学校連絡会と福南地区青少年育成協議
会が主催、学区体育協会とＰＴＡ・学校が共催、学区連合町内会が
後援し、学校・家庭・地域の協働の成果をイベントという形で表現す
る。諸団体と学校が連携して事業を進め、一体感や信頼感の構築
に努める。
　事業の推進が地域住民の学校運営への積極的参加につながる
機会となるようにする。そして、相互理解と信頼関係に寄与できるよ
うにする。

　保護者・未就園児・地域住民の方々に全園児で行うフェスティバ
ルに来ていただき、幼稚園に親しみの気持ちや関心を高めていた
だく。
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庄ふれあい祭り
11月19日（日）

倉敷市立庄小学校

地域ふれあいまつ
り

11月12日（日）
津山市立林田小学校

北小教育のつどい
ふれあい祭り

10月28日（土）
津山市立北小学校

いいえがおの日
11月18日（土）

総社市立総社北小学校

教育講演会
10月18日（水）

総社市立総社西小学校

野口健環境学校
10月31日（火）

総社市立総社西小学校

みなみっこまつり
11月11日（土）

総社市立総社南幼稚園

秦ふるさとふれあい
まつり

11月19日（日）
総社市立秦小学校

落合町音楽を楽し
もう

10月21日（土）
高梁市立落合小学校

教育講演会
10月21日（土）

新見市立哲多中学校

哲多学園音楽会
11月９日（木）

哲多総合センター

国際交流フェスタ
11月５日（日）
牛窓町公民館

北小まつり
10月20日（金）

瀬戸内市立牛窓北小学校

学校開放・人権講
習会

11月１日（水）
瀬戸内市立今城小学校

　庄小学校を会場に庄学区民の祭りを行う。各種模擬店の出店や
「庄音頭」のコンテスト等を行う。地位の結びつけを強め、地域の一
員としての自覚をさせることを目的としている。

　ふれあいステージ、野菜販売、模擬店、健康測定・健康相談、学
校行事などを紹介する掲示コーナー等を設け、学校、親子、地域の
交流を図る。

　ＰＴＡ主催の行事であり、児童や保護者、地域が、遊びや物作りな
どの活動や体験を通して、親しくなったり子育てについてのつながり
をもったりする機会とする。児童の地域に対する理解や愛情を深
め、人間力の向上を目指す活動を行う。

　友愛セールやバザーなどを計画し，地域住民も含めた交流の場を
設ける。

　子どもの心の成長や子どもへの寄り添い方に関する具体的な講
話を実施する。夢をもつことや、努力することの大切さを具体例で講
話をしていただく予定である。

　野口健さんとの交流や講演会を通して、地域の自然の素晴らしさ
に気付き、大切にしていこうとする気持を育む。

　子どもに向けたゲームコーナーやバザーを行う。また、保護者向
けに手作り品や贈答品のバザーをしたり、弁当や軽食を食べたりし
ながら親子で触れ合う。家族や地域の人も参加できる。

　幼稚園児、小学生の学習発表会と地域住民によるふれあい活動
を行う。幼稚園、小学校のPTA、地域住民によるバザーやゲーム、
もちつきなどのイベントを通して交流を図る。

　音楽を通して落合町地域の方々とのふれあいを深めることをねら
い、地域教育を盛り上げていく。

　学校・家庭・地域が連携して哲多地区の子ども達を育てることをね
らいとして行われる「教育講演会」（市P連哲多支部主催・哲多中学
校区少年を育てる会共催）に積極的に参加することで、子ども達の
健全育成に対する意識を高める。

　哲多学園保幼小中学校が一同に会して音楽発表会を行う。

　瀬戸内市立牛窓西小学校が、総合的な学習で韓国と牛窓の国際
交流学習をしてきた成果として、韓国舞踏「プチェチュム」と太鼓演
奏「ウェープ」の発表を地域の方に見ていただく。

　各学年が教室や体育館でゲームコーナーや、手作りお菓子のお
店を作り、来たお客さんをもてなす。

　学校・家庭・地域の連携を目的に、保護者だけでなく地域の方々
にも学校を開放し、子どもたちの活動の様子を参観していただく予
定である。
　また、児童、保護者・地域の方々を対象に、「子どもの心の発達と
家族の役割～子どもの人権を中心として～」の演題で、人権講習会
を開催する。
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学校開放日
11月１日（水）

瀬戸内市立美和小学校

せんだん祭り
10月28日（土）

真庭市立中津井小学校

パネル展示
10月30日（月）～11月６日（月）

蒜山振興局

里西ありがとうフェ
スタ２０１７

11月11日（土）
里庄町立里庄西小学校

音楽発表会
11月11日（土）

奈義町立奈義小学校

川柳句会ライブ
10月25日（水）

久米南町立神目小学校

不登校問題研修会
11月10日（金）

おかやま希望学園

※その他、各学校園において公開授業や学習発表会等、多様な行事が予定されています。
　 詳細については、各学校園にお問い合わせください。

　終日の学校開放・授業公開の実施に併せて、避難訓練・保護者
への引き渡し訓練を行う。
　また、理学療法士を招聘して、全児童・保護者を対象とした「親子
でストレッチ」講座を実施する。

　園児や児童、保護者、地域の方々が一堂に会し、工作やゲーム、
会食等を通じてふれあいを深める。

　地域住民の教育に対する認識を高め、教育活動に関心を持って
もらうため、真庭市各校の取組やアピールポイントをパネルにまと
め展示する。

　PTA主催の会で、子ども達の健やかな成長を目的とした楽しいイ
ベントを実施したり、学校支援ボランティアの方々に感謝の気持ちを
伝える活動を実施したりしている。当日には、地域の方々や保護者
を対象にしたバザーも開催している。

　音楽の学習の成果を発表することにより、表現しようとする意欲を
養うとともに、全学年の演奏を鑑賞することで、表現の工夫を感じと
り、互いに認め合う心情を育てる。加えて、今年度は奈義小学校と
奈義中学校との合同発表会となり、小中連携、特に合奏や合唱を
通して児童と生徒との交流を図る。

　川柳を作ったり、川柳の紅白対抗戦を行ったりすることを通して、
言語能力を伸ばす。また指導してくださる地域の方々（「川柳神の辺
会」）と交流を深める。

　おかやま希望学園の教科学習や総合学習などの取組の公開、卒
業生、保護者によるシンポジウムなどを通して不登校児童生徒へ
の教育と学習支援について考える。
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各種団体では

10月22日（日）
北房文化センター

http://www3.boj.or.jp/okayama/etc/etc.html

　だれもが気軽に取り組むことができるレクスポーツを通して体を
動かすきっかけをつくってもらう。
■お問合せ先：岡山県レクリエーション協会
　　　　　   　　　TEL 086-253-7545

http://www6.oninet.ne.jp/oka-rec/

　教職員関係団体が実施する会議や児童生徒作品展を対象に会
議室及びギャラリーを無償提供することにより、教育振興の県民運
動に参加する。
■お問合せ先：一般財団法人　岡山県教育会
　　　　　　　　　  TEL 086-272-1923

http://www.okakyoikukai.or.jp/

レクスポーツ体験
会

　遺言・相続に関する講演会を実施する。
■お問合せ先：岡山弁護士会
　　　　　   　　　TEL 086-223-4401

http://www.okaben.or.jp/

　著名な講師の方に講演していただき、県民の方々が金融・経済
に関する知識を学ぶ機会を提供する。
■お問合せ先：岡山県金融広報委員会
　　　　　   　　　TEL 086-227-6350

施設の無償貸与

金融経済講演会

秋季県民法律講座

川崎医科大学総合
医療センター第11
回開院記念市民公
開講座『いつまでも
よく見える人生のた
めに－市民のため
の「眼の病気」講座
－』

10月21日（土）
川崎医科大学総合医療センター

　体や病気についての知識を県民の皆様にわかりやすく説明し、
健康について学ぶ機会とする。
■お問合せ先：川崎医科大学
　　　　   　　　TEL 086-462-1111

http://www.kawasaki-m.ac.jp/gakuen/subpage/seminar.php

11月1日（火）～30日（水）
おかやま西川原プラザ

11月12日（日）
おかやま未来ホール

11月19日（日）
岡山県立図書館

紅葉と和文化を楽
しむ会

11月23日（木）
犬養木堂記念館

　国指定重要文化財「旧犬養家住宅」を活用して古くから伝わる遊
び「投壺」「投扇興」「囲碁」「お茶庵」を体験し、文化財に対する理
解を深めてもらう契機とする。
■お問合せ先：犬養木堂記念館
　　　　   　　　TEL 086-292-1820

http://www.maroon.dti.ne.jp/inukai.bokudo/

秋季県民法律講座
11月25日（日）
さん太ホール

　少年法適用年齢引き下げについて考えるシンポジウムを実施す
る。
■お問合せ先：岡山弁護士会
　　　　　   　　　TEL 086-223-4401

http://www.okaben.or.jp/

良寛まつり
11月３日（金）

円通寺

　良寛さまの遺徳をしのび、筆曲、日本舞踏、詩吟の奉納と詩歌の
優良作品の表彰などを行う。
■お問合せ先：聖良寛奉賛会
　　　　   　　　TEL 086-526-6633

https://www.kurashiki-tabi.jp/event/975/
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川崎医科大学市民
公開講座『疾病制
圧に向けた大学の
挑戦』

10月22日（日）
川崎医科大学

　病気の原因を解明し、予防法・治療法を開発することは大学の使
命である。最先端の研究の状況をわかりやすく説明する。
■お問合せ先：川崎医科大学
　　　　   　　　TEL 086-462-1111

http://www.kawasaki-m.ac.jp/gakuen/subpage/seminar.php

研究発表会
11月１日（水）

岡山大学創立五十周年記念館

　平成28年度環境研究助成対象による研究発表会
■お問合せ先：八雲環境科学振興財団
　　　　   　　　TEL 086-252-7670

http://www.ej-hds.co.jp/zaidan/

医学講演会
10月21日（土）

川崎医科大学現代医学教育博物館

　病気の症状、治療法、予防法等についてわかりやすく説明する。
■お問合せ先：川崎医科大学
　　　　   　　　TEL 086-462-1111

http://www.kawasaki-m.ac.jp/gakuen/subpage/seminar.php


