津山教育事務所管内３市５町２村 生涯学習・社会教育広報紙
平成２７年９月１日発行 美作地区社会教育協議会
（記事に関する問い合わせ）各市町村教育委員会 または
津山教育事務所（0868-24-8703）美作地区社会教育協議会事務局

皆様こんにちは 朝夕涼しくなってまいりましたが、まだ、日中の残暑は厳しいですね。
美作地区（津山市・真庭市・美作市・新庄村・鏡野町・勝央町・奈義町・西粟倉村・久米南町・美咲町）の生涯学
習・社会教育に関する情報をお知らせします。

鏡野町

○

かがみのわくわくサマースクール

８月５日（水）～６日（木）スポーツロッジかがみので鏡野町内の小学５、６年生を対象にした
交流事業「かがみのわくわくサマースクール」を開催しました。
現在、町内には４中学校ありますが、平成２８年度に鏡野中学校一校に統合を控えています。そこ
で夏休み期間を利用し町内児童の交流を図ろうというのが「かがみのわくわくサマースクール」です。
昨年から始まり第２回目の開催となった今回は、水泳教室やカローリング体験、バーベキューやスイ
カ割りなど交流活動を中心としたプログラムで開催しました。また、食事づくり、掃除など普段は家
族にしてもらっている家事を自分達でやり通すことで、家族の苦労やありがたさに気づかせる機会と
しています。
今回は４小学校から１８名の参加があり、はじめは緊張した表情で集まってきた児童でしたが、交
流活動を通じて、すぐに打ち解け、学校・学年を超えた交流を楽しんでいました。
参加児童の中には「また来年も参加したい」「他の学校に友達ができて良かった」などの感想があり、
中学校統合を前に早めのスタートが切れたようです。その他にも「普段家族がしている家事を自分た
ちでやってみて、家族の大変さがわかった」など新たに気づいた面もあり、夏休みの貴重な思い出に
なったのではないでしょうか。

美咲町

○ 美咲町合併１０周年

記念講演会

今年は美咲町（旧中央町・旧旭町・旧柵原町が合併）が誕生して１０年の記念の年です。
美咲町では、この記念すべき年にあたり、美咲町（旧町）出身やゆかりのある偉人の講演会を三
会場で開催しました。
第１弾として、６月６日（土）、柵原総合文化センターで、備中松山藩士・幕末期の儒家、陽
明学者で「知本館」（大戸下）や「温知館」（行信）で柵原の地に学問の火を灯し、地域の教育
発展に尽力した山田方谷について、高梁方谷会の児玉享先生により「山田方谷を語る」と題し、
講演が行われました。
第２弾は、６月１３日（土）、旭町民センターで旧旭町中垪和谷村出身で、激動の時代を駆け
抜けた先駆者として、日本で最初に液体目薬の製造販売、新聞紙の発刊など様々な分野で活躍し
た岸田吟香について、豊田市文化財課長の森泰通先生により「明治の傑人 岸田吟香」と題し講
演いただきました。
そして、第３弾は、７月５日（日）に、「英学者 本田増次郎の生涯」と題し、長谷川勝政先
生（英文学者本田増次郎研究）をお招きし、生誕地近くの旧打穴小学校体育館で講演いただきま
した。増次郎は、世界が認めた偉大な英文学者で英語教育や、ジャーナリストとして活躍する一
方、陰の外交官として外務省や宮内省で働いていたことが紹介されました。
どの会場も多くの町民の方が参加し、それぞれの偉人の生涯にわたる功績や、今まであまり知
られていなかった秘話を聞くことができた、実り多い講演となりました。

奈義町
○ ファミリーコンサート
７月４日（土）にファミリーコンサート～青少年の心を育む演奏会～が開催されました。この
コンサートは、奈義町在住、または、ゆかりのある音楽家により、音楽文化の振興、青少年の健
全育成を目的としています。
当日は、ピアノと尺八、箏による邦楽アンサンブルからはじまりピアノトリオ、津山交響楽団
によるクラリネット五重奏等の演奏が行われました。また、奈義町のやまなみ混声合唱団と奈義
小学校児童有志による合同合唱も行われ、最後に出演者と来場した約２００名との全員合唱で幕
を閉じ、会場が一体となった素晴らしいコンサートとなりました。

○

奈義町人権教育講演会

８月２日（日）、奈義町文化センターにおいて、人権教育講演会を開催しました。講師に精神
科医の香山リカさんをお招きして、「生きる力をつける処方箋（しょほうせん）」と題してお話
ししていただきました。
香山先生からは、心豊かに生きるヒントとして、自分を評価してほめること、他人と比較しな
いこと、時には人に頼ることの大切さについて教えていただきました。また、学校や職場などの
集団で、心身に不調をきたす人が増え続けている現状について、豊富な臨床経験に照らし合わせ
て、周囲の人が早めに変化に気付き、声を掛け、手を差し伸べられる雰囲気をつくることが、重
症化を防ぐとともに、うつ病などの発症を抑える環境づくりにもつながることなどをお話され、
来場された約４５０名の皆さまは、熱心に聴講されました。

美作管内で

９月・１０月に行われる行事を紹介します。

真庭市
○講座名：干支づくり講座
日 時：平成２７年９月２５日 午後1時30分～3時30分
２６日 午前10時～12時（どちらか選択）
会 場：勝北陶芸の里工房（津山市杉宮708 ℡29-4010）
内 容：「猿」をモチーフにした置物や小物などを作る。
定 員：各日とも20名（先着順）
参加費：大人1530円、子ども（高校生以下）920円
申 込：津山市生涯学習課へ電話で申し込み
○講座名：美作学講座～津山市史関連研究から～
日 時：平成２７年１０月２４日 午後１時３０分～午後３時
会 場：美作大学（津山市北園町５０）
演 題：吉井川の筏(いかだ)
講 師：在間 宣久(ありま のぶひさ)さん
（前岡山県立記録資料館館長 津山市史編さん委員）
参加費：無料
申 込：不要
【上記講座についての問合せ先】
津山市教育委員会生涯学習課 電話 0868-32-2118
○講座名：放送大学連携講座
「乳幼児の文字との出会い —本の世界を子供と楽しむために—」
日 時：平成２７年9月12日（土）午後2時～3時30分
会 場：津山市立図書館 視聴覚室
講 師：永田 博さん
（言語心理学 / 放送大学岡山学習センター客員教授）
参加費：無料
申 込：不要
○講座名：「小学生のための物語をたのしむ会」
日 時：平成２７年9月１９日（土）午後2時～2時40分
会 場：津山市立図書館 集会室
内 容：少しながめのおはなし
講 師：おっはなし会
参加費：無料
申 込：不要
○講座名：第１１回みんわのつどい
日 時：平成２７年10月10日（土）午前11時～12時
会 場：津山市立図書館 視聴覚室
内 容：民話の語り
講 師：津山語りの会いろりばたのみなさん
参加費：無料
申 込：不要
○講座名：土曜日教育支援事業「わくわくおはなしランドパ－ト10」
日 時：平成２７年10月24日（土）午前11時～12時
会 場：津山市立図書館 視聴覚室
内 容：絵本の読み聞かせ、紙しばい、昔ばなしなど
講 師：津山朗読ボランティアの会のみなさん
参加費：無料
申 込：不要
【上記講座についての問合せ先】
津山市立図書館 電話 ０８６８－２４－２９１９

○「第１７回勝山・いいとこ見つけた絵画展」作品募集
テーマ：「真庭市勝山」の人や自然を題材とした、勝山の“いいと
こ”を再発見することを目的とした絵画を広く募集します。
出品資格：中学生以上の方
出品作品：日本画、洋画（油彩、水彩、アクリル画・パステル画）、
水墨画で未発表のもの
点数・サイズ：１人１点、３０号まで 必ず額装のこと（アクリル・
ガラスははずしてください）
募集締切：平成２７年１０月１６日（金）必着
参加費 ：無料（搬入搬出費用は出品者負担）
申 込 ：ハガキまたはチラシ下部の申込用紙に住所・氏名・作品種
別・題名を記入の上申し込みください。
【問合せ・申し込み先】
真庭市勝山文化センター内 絵画展実行委員会事務局
電話 ０８６７－４４－２０１１
※絵画展日程※

１１月１１日（水）～１１月１８日（水）
勝山文化センター２階特設ギャラリーにて

○講座名：勝山公民館講座「初めての重ね煮料理教室」
日 時：平成２７年９月１３日（日）
午前１０時３０分～午後１時（予定）
会 場：勝山文化センター
内 容：重ね煮料理を基礎からがっちり学びます。あわせて料理の基
本練習も行いますので、初心者からベテランまでその人なり
に実践できる料理法を身につけましょう。
講 師：びおたん 斉藤しょうこ さん
参加費：２０００円
申 込：定員１０名になり次第締切
【問合せ・申し込み先】 真庭市勝山文化センター
電話 ０８６７－４４－２０１１
○講座名：勝山公民館講座「くらしとマネー教室」
日 時：平成２７年１０月１２日（月・祝）午後１時～午後３時
会 場：勝山文化センター
内 容：「夢をかなえる！家計管理ゲーム」ゲームを通じて、やりく
り上手になるコツを学びます。
講 師：１級ＦＰ技能士／社会保険労務士 吉田 洋基 さん
参加費：５００円
申 込：定員２０名になり次第締切
【問合せ・申し込み先】 真庭市勝山文化センター
電話 ０８６７－４４－２０１１

○講座名：いっこく堂ボイスイリュージョンin鏡野
日 時：平成２７年１０月１１日（日）午後１時開場
午後２時開演
会 場：鏡野町文化スポーツセンター（鏡野町竹田１５８）
内 容：鏡野町合併１０周年記念事業としていっこく堂を迎えボイス
イリュージョンショーを開催する
講 師：いっこく堂
参加費：一般1,000円 中学生以下500円
申 込：鏡野町まちづくり課、鏡野町文化スポーツセンターほか
【問合せ先】鏡野町 まちづくり課 電話０８６８－５４－２９８２

○イベント名 ： 秋のがいせん桜祭り
日 時：平成２７年10月25日(日)
午前10時～午後3時
会 場：新庄村 がいせん桜通り
内 容：小・中学生児童生徒による踊り
各種出店団体による特産品販売コーナー
【問合せ先】新庄村産業建設課
電話 0867－56－2628

○講座名：ミュージカル「白雪姫」
日 時：平成２７年９月２７日（日）
午後２時開演（開場午後１時３０分）
会 場：勝央文化ホール
入場料：大人（１８歳以上）１，５００円（当日２，０００円）
小人（４歳以上１８歳未満）７００円（当日１，０００円）
チケット販売所：勝央町公民館 ℡０８６８－３８－１７５３
勝央美術文学館 ℡０８６８－３８－０２７０

美作市

○講座名：倉本由美子コンサート「十二単衣と胡弓の夕べ」
日 時：平成２７年１０月２３日（金）
午後７時開演（開場午後６時３０分）
会 場：勝央文化ホール
入場料：一般２，０００円（当日２，５００円）
高校生以下１，０００円（当日１，５００円）
チケット販売所：勝央町公民館
℡０８６８－３８－１７５３
勝央美術文学館 ℡０８６８－３８－０２７０
【問合せ先】勝央町教育委員会教育振興部
電話 ０８６８３８－１７５３（電話予約可）

○講座名：NHK交響楽団メンバーとなかまたちによる至高の
ハーモニー室内楽名曲コンサート
日 時：平成２７年９月２７日（日）
開演午後２時（開場午後１時30分）
会 場：美作文化センター（岡山県美作市湯郷８２６－４）
内 容：ヴァイオリンやチャロのソロ、ヴィオラ＆コントラバスによ
るデュオ、ピアノ五重奏といった様々なスタイルの室内楽を
お楽しみいただけるコンサートです。日本を代表する演奏家
たちによる最高級のアンサンブルをご堪能いただけます。
演奏者：山口 裕之（ヴァイオリン）、川﨑 和憲（ヴィオラ）、木越
洋（チェロ）、佐川 裕昭（コントラバス）、広海 滋子（ピ
アノ）
入場料：大人１，０００円（前売券）、１，５００円（当日券）
高校生以下５００円（前売券）、１，０００円（当日券）
※未就学児の入場、同伴はできません。ただし託児あり（要予約）
チケット取扱先・問合せ先
美作市教育委員会社会教育課
電話 ０８６８－７２－２９００

市町村名場面集
津山教育事務所生涯学習課は市町村のイチ押し事業等に参加、取材し
て、事務所玄関に掲示、事務所ホームページに掲載しています。
ホームページは
検索
津山教育事務所

