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２８年７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
本年度最初の「みまさかの公民館」を発行いたしました。
今年度も、管内市町村の情報をたくさん掲載したいと思います。出かけてみませんか？！
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。

真庭市

★中央図書館整備市民説明会

現在、真庭市教育委員会では、現勝山振興局庁舎を全面改修し、真庭市立中央図書館を整備する事業を進めて
います。昨年１１月に策定した「真庭市立中央図書館整備基本計画」に基づき、開架・閉架を合わせて約１２万
５千冊の収蔵を可能とすることにし、併せて、映像シアターや学習室、喫茶スペース、屋外テラス等を整備する
こととしております。
開館は平成３０年夏ごろの予定としており、現在は設計業務を行っています。
５月１２日（木）に、設計の素案となる資料を市民のみなさんにお示しし、質問や意見を伺う説明会を開催し、
市民約５０名の方に参加いただきました。
はじめに、教育委員会生涯学習課中央図書館準備室の池上室長が設計のコンセプトや考え方を説明し、その後
市民の方々から様々な意見をいただきました。市民の方からは「閉架書庫が狭いのではないか。」「屋外テラス
に雨よけが必要ではないか」「駐輪場を整備してほしい」「映像シアターはどのような運用をするのか」といっ
たような貴重なご意見をいただきました。
今回いただいたご意見を設計にできるだけ反映し、年内には設計業務を終えることとしております。

★落合総合センター開所について
平成２５年度から建替工事を行っていた落合公民館が、４月１日に「落合総合センター」として生ま
れかわりました。落合総合センターは、市役所（落合振興局）・公民館・市民センター・図書館・保健
センターを併設する多機能複合施設です。建物には木材をふんだんに使用し、館内の空調には木質バイ
オマスボイラーを採用しています。２階にはステージと３００席の可動席を有する多目的室があり、文
化祭や講演会などの行事が多数行われる予定です。
図書館では児童書の収集に力を入れており、乳幼児期から本に親しむ機会をつくるため、朗読サーク
ルなどの協力を得ながら「読み聞かせ会」「親子スウィートブック事業」を毎月開催しています。
落合公民館では、今後地域の力を生かした公民館講座を開催したいと考えています。夏休みには、小
学生の宿題を応援するための「読書感想文講座」「茶道体験教室」「図画講座」「実験教室」「工作教
室」を計画しています。各講座・教室の実施に際しては、落合地域に在住・在勤の方々に講師をお願い
する予定であり、地域“人財”を生かしながら地域課題に即した公民館講座を企画していきたいと思います。

鏡野町 ★鏡野いきいき生活体験
鏡野いきいき生活体験宿
いきいき生活体験宿
６月１４日（火）～１８日（土）奥津ファームビレッジ耕心村で「鏡野いきいき生活体験宿」を
開催しました。この事業は、子ども達が家庭から離れ、普段通り学校に通いながら４泊５日の集団
生活をし、食事作り、洗濯、掃除など児童自らが行うことで、自立心や協調性を育むことを目的と
しています。
今回は、奥津・上齋原・富小学校５・６年生２２名が参加し、慣れない環境の中、戸惑いながら
も他校の児童と協力し家事に取り組んでいました。初日にはなかなか寝付けない児童もいましたが、
日を重ねる事に環境にも慣れ、この合宿でできた新しい友達と交流を深めていました。また、期間
中には美作大学から６名のボランティアスタッフの協力や、地域の方にサポートしてもらいながら
の食事作り・そうめん流しなどがあり、世代間の交流が楽しかったという感想も見受けられ普段と
は違った貴重な体験になったようです。
鏡野町では、四つの中学校が今年度から「鏡野中学校」一校に統合されたこともあり、参加児童
にとって入学前の友達作りとしては早めのスタートが切れたのではないでしょうか。１１月上旬に
は鏡野町南部地域の小学校を対象に実施する予定です。
美作管内で７月・８月・９月に
美作管内で７月・８月・９月に
行われる行事を紹介します。
○大スクリーン星空映画会
○大スクリーン星空映画会
日 時：平成２８年７月２２日（金）１９時～２１時
会 場：新庄村公民館前
内 容：映画上映「ベイマックス」、ポップコーンや綿菓子等
対象者： 村内外 幼児、小学生、保護者
参加費： 無料
○メルヘンの里花火・盆踊り大会
○メルヘンの里花火・盆踊り大会
日 時： 平成２８年８月１４日（日）１９時５５分～２１時３０分
会 場： 新庄村河川公園、がいせん桜通り
内 容： 山からと河川公園の二か所から５００発の花火打ち上げ、その後、
続けて桜通りの中央に設置してある櫓の上でクドキに合わせ太鼓
を先頭にし、円になって400年の歴史と伝統がある盆踊りを行う。
対象者： 村内外
参加費： 無料
○村民合同運動会
○村民合同運動会
日 時：平成２８年９月１１日（日）８時３０分～１４時３０分
会 場：新庄村立新庄中学校グラウンド
内 容：ひなどり会、保育所、小・中学校、一般村民、消防団、老人クラブ
などが一同に集まる大イベントの運動会
対象者： 村内外
参加費： 無料
【問合せ先】〒717-0201 新庄村公民館
電話 0867-56-3022

鏡野町
○香々美川文芸選奨
募集部門：短歌・俳句・川柳
応募資格：町内外、年齢は問わない
※過去に「大賞」を受賞された方はその部門での応募はできません。
応募規定：各部門とも「自然」をテーマにした未発表の作品
いずれの部門も二首（句）を一組とする。
応募料金：一部門につき1,000円 応募締切：平成28年9月2日（金）
【問合せ先】鏡野町文化協会事務局
電話 0868-54-0573（鏡野町立中央公民館内）
○第１１回わくわく科学フェスティバルin
○第１１回わくわく科学フェスティバルin鏡野
in鏡野
日 時：平成２８年８月７日（日）９時～１５時
会 場：鏡野町立中央公民館
内 容：第Ⅰ部 ものづくり
第Ⅱ部 大道仮説実験「どっかーん！」
第Ⅲ部 親子わくわく科学教室〈仮説実験授業〉
定 員：先着160名（親子での参加可）
参加費：１人500円、 １家族1,000円
【問合せ先】 鏡野町立中央公民館
電話 0868-54-0573

美作管内で７月・８月・９月に
美作管内で７月・８月・９月に行われる行事を紹介します。
８月・９月に行われる行事を紹介します。

美作市
○アロマテラピー入門講座
日 時：平成２８年７月１９日（火）午後２時～午後３時３０分
会 場：津山市中央公民館（大谷６００）
内 容：心や身体を癒す効果のあるアロマを学び、自分の好きなかおりで
ルームスプレーを作る
講 師：久門田栄子さん
参加費：５００円
申 込：７月８日（金）まで
定員１０名（多数時は抽選）
①住所②氏名③電話番号を電話または直接申し込む
【問合せ先】 津山市中央公民館 電話番号 0868-24-5111
○美作学講座～津山市史関連研究から～
美作学講座～津山市史関連研究から～
日 時：平成２８年８月２７日（土）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：江戸時代の津山の鮎・簗(やな)と藩主
講 師：東 昇さん（津山市史近世編執筆者）
参加費：無料
申 込：不要
【問合せ先】津山市教育委員会生涯学習課 電話 0868-32-2118
○関屋敏隆氏講演会 ふるさとの絵本～「りゅうじんさまは歯がいたい」
が生まれるまで～
日 時：平成28年7月30日（土）午後2時～3時30分
会 場：津山市立図書館 視聴覚室
内 容：津山市出身の絵本作家・関屋敏隆氏が語る絵本と「ふるさと津山」
の魅力。過去・現在そして未来の作品についてのお話。
講 師：関屋敏隆さん
参加費：無料
申 込：6月15日（水）～7月29日（金） 先着80人
○図書館ミステリーツアー
日 時：平成28年8月19日（金）午後7時30分～8時30分
会 場：津山市立図書館
内 容：夜のおはなし会、図書館内の探検など
申 込：7月29日（金）～8月12日（金）
参加費：無料
小学生以上先着60人（保護者同伴のこと）
○ライブラリーコンサート夏「鍵盤ハーモニカから飛び出す♪の笑顔！」
日 時：平成28年8月20日（土）午後2時～2時40分
会 場：津山市立図書館 展示コーナー
参加費：無料
申込不要
内 容：鍵盤ハーモニカとギター、パーカッションの演奏
講 師：妹尾美穂さん、荒木博司さん、石原浩司さん
○ビジネス支援講演会「介護をする人のストレス・ケア～怒りの感情と
上手につきあうアンガーマネジメント」
日 時：平成28年8月27日（土）午後2時～4時
会 場：津山市立図書館 視聴覚室
内 容：介護の際のアンガーマネジメント
講 師：石井香里さん（有限会社アクティ代表取締役）
参加費：無料
申 込：8月1日（日）～8月26日（金）先着40人
【問合せ先】津山市立図書館 電話 ０８６８－２４－２９１９

真庭市
○久世駅周辺歴史探検
○久世駅周辺歴史探検
日 時：平成２８年８月７日（日）午前１０時～
会 場：真庭市久世駅周辺
内 容：久世駅周辺を歩きながら、史跡や歴史を学びます。
講 師：真庭市教育委員会生涯学習課職員
申 込：平成２８年８月１日（月）まで
参加費：無料
【問合せ先】真庭市教育委員会生涯学習課 電話 0867-42-1094
久世公民館
電話 0867-42-1116
○戦争体験の語り～あの日を伝える～
○戦争体験の語り～あの日を伝える～
日 時：平成２８年８月２１日（日）午後１時～
会 場：落合総合センター多目的室
内 容：戦争の実体験を聞き、戦争・平和について考える。
講 師：吉永圭毅さん、福島和子さん
参加費：無料
【問合せ先】真庭市教育委員会生涯学習課 電話 0867-42-1094
○勝山公民館講座「笑い文字
○勝山公民館講座「笑い文字入門
公民館講座「笑い文字入門教室
入門教室」
教室」
日 時：平成２８年７月３１日（日）午後１時～３時
会 場：勝山文化センター
内 容：今回の入門教室ではひらがなの中に笑顔の入った感謝の言葉
「ありがとう」が書けるようになります。
講 師：（一社）笑い文字普及協会理事 宮地 勇さん 参加費：1,000円
【申込・問合せ先】真庭市勝山文化センター 電話 0867-44-2011

○第26
○第26回ファミリーコンサート～青少年の心を育む音楽会～
26回ファミリーコンサート～青少年の心を育む音楽会～
日 時：平成28年７月16日（土）午後２時開演 午後１時30分開場
会 場：奈義町文化センター
内 容：奈義町在住・ゆかりのある演奏家（小学生、町内合唱団）により、
クラシック音楽を中心とした、様々なジャンルの音楽を通じて、
奈義町の音楽文化の推進また青少年健全育成活動をするものです。
曲 目：奈義小学校児童有志「空高く」
やまなみ混声合唱団「童神 天の子守歌」 他

○津山工業高等学校オープンファクトリー
津山工業高等学校オープンファクトリーin
工業高等学校オープンファクトリーin美作
in美作
日 時：平成２８年８月４日（木）11時～13時30分（受付10時30分）
会 場：湯郷地域交流センター（美作市湯郷８２６-2）
内 容：津山工業高等学校の生徒が美作市に出向いて行う小学生を対象とし
たものづくり体験のワークショップ。数量に限りがあるため、先着
順となります。複数の体験も可能です。
講 師：津山工業高等学校生徒
参加費：無料
申込み：不要
【問合せ先】美作市教育委員会 社会教育課 電話 0868-72-2900
○星空ミュージックカフェ
星空ミュージックカフェ
日 時：平成28年８月２７日（土）開演１８時３０分（開場１８時）
会 場：大原公民館前広場（美作市古町１７０９）
内 容：出演は「和太鼓BAND SAKURA」「なつかん」
「Ingmong（イングモング）」の３バンドです。（雨天決行）
夏の星空の下、野外で音楽をお楽しみいただけます。
料 金：前売り500円／当日600円
※ワンドリンク付き
【問合せ先】大原公民館 電話 0868-78-3110
教育委員会大原分室 電話 0868-78-3111
○夏休み映画祭
夏休み映画祭
日 時：平成28年8月7日（日）午前の部10時～（開場9時30分）
午後の部13時30分～（開場13時）
会 場：美作文化センター（美作市湯郷826-4）
内 容：午前・午後２回映画を上映します。
午前「名探偵コナン純黒の悪夢」 午後「日本のいちばん長い日」
当日映画入場の方は市営駐車場をご利用ください。
料 金：大人1,400円（割引券にて1,200円）学生1,000円（割引なし）
小人（３才より）中学生1,000円（割引券にて800円）
※前売券は販売しておりません。
○武蔵コンサート２０１６ ～大野俊三ジャ
～大野俊三ジャズ
ジャズセッション～
日 時：平成28年10月1日（土）開演14時（開場13時30分）
会 場：宮本武蔵顕彰 武蔵武道館（美作市今岡754-1） ※駐車場有り
内 容：日本人でただ一人、８４・８５年２度のグラミー賞を受賞したトラ
ンぺッター大野俊三氏がニューヨークから来日し武蔵武道館を会場
にコンサートを開催します。宮本武蔵生誕の地で世界を魅了した素
晴らしいパフォーマンスをお楽しみください。
出 演：大野俊三（トランペット）野力奏一（ピアノ）山田 玲（ドラム）
古木佳裕（ベース）
【上記２講座問合せ先】美作市教育委員会 社会教育課 電話 0868-72-2900

勝央町
○女優たちによる朗読「夏の雲は忘れない」
日時：平成２８年７月３１日（日）開場 午後１時３０分 開演 午後２時
会場：勝央文化ホール（勝田郡勝央町勝間田２１１－１）
内容：ヒロシマ・ナガサキに落とされた原爆によって父母を亡くした子供、
子供を亡くした両親の書き残した手記を女優たちが朗読します。そ
の手記や記録には被爆者たちの悲惨な体験だけではなく人と人との
絆、愛情の深さを伝え明日への希望に溢れています。
出演者：長内美那子・寺田路恵・山口果林ほか
地元朗読者 ５名（町内小中学生・勝間田高校生）
※町内の子ども達が出演しますので、是非ご覧下さい。
入場料：全席指定
一
般２,０００円（当日２,５００円）
高校生以下１,０００円（当日１,５００円）
【問合せ先】：勝央町教育委員会教育振興部 電話 0868-38-1753
○第5回 街道祭 ＡＲＴ ＩＮ ＳＨＯＯ
日時：平成２８年９月１０日（土）・１１（日）午前１０時から午後３時
会場：出雲街道 勝間田宿（岡山県勝田郡勝央町勝間田地区）
※１１日（日）は祭会場が車両通行止めになります。
内容：歴史ある出雲街道勝間田宿を会場に、アートと歴史をテーマにした
イベントを開催します。アーティストの手づくり作品の販売や、親
子でワークショップを楽しめる「街道アートフリマ」や、インスタ
レーション作家の大谷俊一さんが勝央町に滞在して作成した作品の
展示を行います。また会場では、地元のぶどう農家によるぶどうの
直売イベントや地元グルメを味わえるフードコートもあります。
芸術の秋、食欲の秋にぴったりなイベントに、ぜひお越しください。
【問合せ先】：勝央町教育委員会教育振興部 電話0868-38-1753
勝央町産業建設部
電話0868-38-3112
○奈義町人権教育講演会
○奈義町人権教育講演会 「見えないから見えたもの」
日 時：平成28年８月７日（日） 午後２時開演
会 場：奈義町文化センター
講 師：竹内昌彦さん（岡山県立岡山盲学校講師）
○岡山県郷土文化財団クラシックコンサート「岡山交響楽団演奏会
○岡山県郷土文化財団クラシックコンサート「岡山交響楽団演奏会」
文化財団クラシックコンサート「岡山交響楽団演奏会」
日 時：平成28年9月4日（日） 午後2時開演
会 場：奈義町文化センター
内 容：エルガー：行進曲「威風堂々」第1番J.ストラウス：歌劇「こうもり」序曲 他
★３講座すべて入場無料
【問合せ先】奈義町文化センター 電話 0868-36-3034

