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３０年1月１５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、新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
本年が皆様にとって一層すばらしい年となりますように御祈念申し上げます。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。

美作市 ★お豆腐狂言（京都「茂山千五郎家）11/21（火）
11/21（火）10
（火）10時～
10時～11
時～11時
11時

美作文化センター
日本古来の伝統芸能「狂言」を実際に体感することで、古来より継承されてきた日本の芸術文化に関心を
持ち、伝統文化を尊重する心を育むことを目的として、市内全小学校の高学年（5.6年生）を対象に開催し
ました。まず冒頭で、650年の歴史がある狂言の面白さを理解しやすいように、狂言独特の動きや言い回し
や鑑賞する２作品の登場人物やあらすじについて、事前に解説が行われました。そのことにより、児童は狂
言をさらに身近に感じることができ、鑑賞への期待も高まりました。
「柿(かき)山伏(やまぶし)」と「附子(ぶす)」の２作品が披露されました。舞台上に実際には無いも
のを道具と役者の演技から想像しながら鑑賞しました。今も昔も変わらない人間の感情や滑稽さに共
感し、時代が大きく変化した現代でも楽しむことができる「狂言の魅力」を児童は肌で体験すること
ができました。
児童から「狂言と聞くと、もっと難しいものを想像していたが、話の内容は身近なもので、わかり
やすいものだった。こんなに面白いものであるとは思わなかった。また観てみたい。」などの感想が
聞かれました。

久米南町 ★ハロウィンおはなし会

10/21（
10/21（土）13
土）13時
13時～15時
15時 久米南町文化センター
久米南町文化センター
図書館主催の「ハロウィンおはなし会」を開催しました。図書館スタッフとボランティアの方で、毎年恒
例のハロウィンにちなんだ仮装をしました。今回はミニオンズをテーマにし、手作りのメガネと黄色い帽子
をかぶり、ムードを盛り上げました。参加した約80人の親子は、おはなし会が始まるまでにミニオンズのお
面を作り、輪投げや鬼の顔の的当て、占いコーナーで楽しく過ごしました。

14時から、メイン会場でハロウィンの由来がわかるクイズ式紙芝居を見
てから、三つのグループに分かれ三つのミッションに挑戦しました。一つ
目は、文化センター２階のホワイエで２０メートルの長さのケンケンパを
して体をしっかり動かし、二つ目は、大ホールの客席に隠されたバナナの
カードを探す宝さがしをしました。三つ目はクイズの部屋で、蔵書数や本
の登場人物に関する○×クイズに挑戦しました。すべてのゲームに参加した後、メイン会場に戻り、全
員でハロウィンのおまじないの「トリック、オワー、トリート」を言ってミニオンズの消しゴムを参加
賞としてもらいました。事前に募集したジャイアントカボチャの重さ当てクイズの正解発表もし、おは
なし会に花を添えました。文化センターの施設をフル活用したイベントとなりました。

美咲町 ★美咲町芸術世界

9/23（土）～
9/23（土）～10/29
（土）～10/29（日）中央地域
10/29（日）中央地域
「夢 DREAM」をテーマに美咲町芸術世界を開催しました。美咲町の大垪和地域に国内外のアーティ
スト20名が滞在制作し、中央地域を中心に展示施設16か所で、壁画・造形作品・インスタレーション等
の手法を用いた作品など、計150点に上る作品の展示を行いました。オープニングイベントでは、一宮八
幡神社にて地域住民参加型の演劇公演「アマンジャクの夢」また、イベントのメインプログラムとして美
咲町大垪和地域に伝わる昔話「アマンジャクの星とり」を題材とした創作演劇が行われました。

その他、アートワークショップ、海外アーティストによる課外授業「文化の時間」が
ありました。アートワークショップでは、アーティストの指導のもと町内障がい者施設
入所者や地域住民と子どもたちが一緒になって、壁画の作成が行われました。また、課
外授業「文化の時間」では、海外のアーティストが各出身国の様子や料理の紹介が行わ
れ、地域住民の手料理とともに味わいながら、地域住民・アーティスト・来場者との交
流の場となりました。
16か所どの会場も来場者が多く、合わせて約17,000名の来場がありました。

久米南町
美作管内で１
美作管内で１月・２
月・２月・３
月・３月に行われる行事を紹介します。

○第29回
29回 一世帯一作品展
日 時：平成30年１月30日（火）～２月４日（日）
９時～19時まで （最終日は15時まで）
会 場：奈義町文化センター
内 容：書・絵画・水墨画・版画・写真・デザイン・ちぎり絵・手芸・
陶芸・彫刻・陶芸 等
予定作品数：約570点
主 催：奈義町コミュニティ推進協議会・奈義町教育委員会
【問合せ先】奈義町教育委員会生涯学習課 電話 0868-36-3034

○人権教育講演会
○人権教育講演会
日 時：平成30年２月９日（金）15時～17時 ／14時30分開場
会 場：久米南町中央公民館 １階大ホール
演 題：「私の歩んだ道」～見えないから見えたもの～
講 師：岡山ライトハウス理事長、元岡山県立盲学校教頭 竹内昌彦 氏
参加費：無料
申 込：不要
【問合せ先】久米南町教育委員会 電話 086-728-2711
○ワンダフルおみくじ
日 時：平成30年１月４日（木）～15日（月）
会 場：久米南町図書館
内 容：本・ＣＤ・ＤＶＤを１冊でも借りたら、
図書館オリジナルおみくじが引けます！
参加費：無料
申 込：不要
【問合せ先】久米南町図書館 電話 086-728-4322

美作管内で１月・２
美作管内で１月・２月・３
月・３月に行われる行事を紹介します。

勝央町
勝央町
○平成29
○平成29年度コミュニティ助成（地域の芸術環境づくり）
29年度コミュニティ助成（地域の芸術環境づくり）
ブラック・ボトム・ブラスバンドコンサート
ブラック・ボトム・ブラスバンドコンサート
日 時：平成30年２月４日（日） 開場：13時30分
開演：14時
会 場：勝央文化ホール（勝田郡勝央町勝間田211-1）
内 容：1993年に日本唯一のニューオリンズスタイルブラスバンドとして
活動をスタート。トランペット、トロンボーン、アルトサックス、
テナーサックス、スーザフォン・スネアドラム・ベースドラムの７
人で編成された彼らの音楽は、子どもから大人まで聴く人を魅了し
心躍るコンサートです。
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）
親子チケット 2,500円（前売り券のみ）
○地域住民のためのコンサート
地域住民のためのコンサート
「ザ・チェンバーブラス ～Ｎ響金管奏者たち～」
日 時：平成30年２月18日（日） 開場 14時30分
開演：15時
会 場：勝央文化ホール（勝田郡勝央町勝間田211-1）
内 容：ザ・チェンバーブラスは、ＮＨＫ交響楽団の金管楽器５名からなる
金管５重奏です。Ｎ響の信頼しあったメンバー同士での演奏だから
こそ実現するオーケストラステージさながらの質の高いコンサート
を金管５重奏の編成で日本各地に届けたいという思いで2013年に
結成されました。一流の演奏に親しみのあるトークを交えてのホー
ルコンサートをお楽しみください。
入 場 料：一 般
1,000円（当日1,500円）
高校生以下
500円（当日1,000円）
※このコンサートは（公財）三井住友海上文化財団の助成により
低料金に設定しています。
【チケット販売所・問合せ先】勝央町公民館 電話 0868-38-1753

美咲町
美咲町
○平成29
平成29年度ちゅうおう亀壽大学
29年度ちゅうおう亀壽大学 作品展
日 時：平成30年２月26日（月）13時～15時 / 27日（火）9時～15時
28日（水）9時～正午
会 場：美咲町役場第2分庁舎2階大会議室（美咲町原田1735番地）
内 容：高齢者学級ちゅうおう亀壽大学受講生の一年間の学習の成果、園芸
講座・川柳講座・絵手紙講座・手芸講座・サックスうたごえ講座の
作品を展示します。ぜひお越しください。
申 込：不要
【問合せ先】美咲町教育委員会生涯学習課 電話 0868-66-3086
○第７回美咲チャレンジ！！ロードレース大会
第７回美咲チャレンジ！！ロードレース大会
日 時：平成30年２月18日（日） 開会式：９時３０分/ スタート：10時
会 場：美咲町役場周辺（美咲町原田1735）
種 目：ファミリーコース（800ｍ）/１ｋｍ/２ｋｍ/３ｋｍ/５ｋｍ/駅伝
（表彰：各部門１位～３位 完走者全員に完走賞）
参加資格：美咲町在住及び在勤者
応
募：所定の申込用紙に参加料を添えて平成30年１月15日（月）まで
に教育委員会生涯学習課へお申し込み下さい。
【問合せ先】美咲町教育委員会 生涯学習課内「美咲チャレンジ実行委員会」
〒709-3717 岡山県久米郡美咲町原田1735
電話 0868-66-3086

鏡野町
○第26回
26回恩原高原氷紋まつり
日 時：平成30年２月３日（土）11:00～18:30
会 場：恩原高原スキー場 パノラマゲレンデ （鏡野町上齋原2037）
内 容：鏡野町の冬を彩るイベント。レーザーライトショーと5,000発の
花火は圧巻。昼間の催しも盛りだくさん。
【問合せ先】 鏡野町産業観光課 電話 0868-54-2987

美作市
○第38回
38回美作市新春たこ
美作市新春たこあげ
たこあげ大会
あげ大会
日 時：平成30年2月4日（日）9時30分～12時 / 受付9時～
場 所：美作野球場（美作市中山1191-1）
※雨天候の場合は、みまさかアリーナ（美作市中山1200番地）
参加費：無料
申 込：不要
参加条件：手作りたこ持参の方
【問合せ先】美作市子ども会連合会事務局（美作市教育委員会社会教育課内）
電話 0868-72-2900
○第3回和太鼓フェスタ
回和太鼓フェスタ
日 時：平成30年2月18日（日）10時開演
場 所：美作文化センター（美作市湯郷826番地4）
入場料：500円
【問合せ先】美作市教育委員会 社会教育課 電話 0868-72-2900

○中国文化
中国文化あれこれ｢中国人の名前～えっ、孔明さんは、亮さんなの？～｣
中国文化あれこれ｢中国人の名前～えっ、孔明さんは、亮さんなの？～｣
日 時：平成30年１月27日（土）13時30分～15時
会 場：津山市立図書館視聴覚室（津山市新魚町17）
講 師：杉山 明（津山工業高等専門学校 教授） 参加費・申込み：不要
○つやま
つやま子ども未来塾
つやま子ども未来塾 ワクワクものづくり探検隊
①｢勝北陶芸の里工房｣陶芸教室 こいのぼりをつくろう！
日 時：平成30年２月17日（土）１０時～１２時
会 場：勝北陶芸の里工房（津山市杉宮708）
内 容：雄杉焼きでこいのぼりづくり
参加費：1人 1,000円
②オンリーワンのものづくり企業｢共和機械株式会社｣見学ツアー
日 時：平成30年３月３日（土）13時～15時
会 場：共和機械株式会社（津山市河面375）
内 容：企業見学・卵にまつわる体験など
参加費：なし
③｢株式会社ナンバ｣お店体験とDIY
｢株式会社ナンバ｣お店体験とDIYこども工作教室
DIYこども工作教室
日 時：平成30年３月24日（土）10時～12時
会 場：ナンバホームセンター 河辺店 （津山市国分寺25-1）
内 容：企業見学・黒板BOXづくり
参加費：1人 1,000円
対 象：小学３～６年生の親子
申 込：Eメール、FAX、郵送でお申し込み
必要事項：１希望の講座名（複数可）２保護者氏名 ３子どもの氏名
４学年 ５住所 ６電話番号
締 切：平成30年２月８日（木）（申込み多数の場合抽選）
【問合せ先】津山市教育委員会生涯学習課 電話 0868-32-2118
FAX 0868-32-2147 メール gakushuu@city.tsuyama.lg.jp
○大人のための夜の図書館
日 時：平成30年１月14日(日)19時～20時30分
会 場：津山市立図書館内 参加費：①,②は無料 申 込：不要
対 象：高校生以上
①ＮＥＷ ＹＥＡＲライブラリーコンサート
ＹＥＡＲライブラリーコンサート
～歌って楽しく！ハモッて
～歌って楽しく！ハモッてハッピー！GOSPELNIGHT(
ハッピー！GOSPELNIGHT(ゴスペルナイト
GOSPELNIGHT(ゴスペルナイト)
ゴスペルナイト)～
出 演：津山ゴスペルヴォイシーズ
②江戸の嗜好品
②江戸の嗜好品 珈琲とチョコレイト
講 師：乾 康二さん（津山洋学資料館学芸員）
③ライブラリーカフェ
コーヒー販売：コーヒー食堂レインボー １杯300円
○三館連携１０周年記念事業
○三館連携１０周年記念事業
◆「地域をおいしくする図書館(
「地域をおいしくする図書館(スパイス)
スパイス)」
日 時：平成30年1月20日（土）13時30分～16時30分
会 場：美作大学 美作学園創立100周年記念館５階100周年ホール
内 容：第1部 記念式典
第2部 記念講演会「地域をひらく未来の図書館」
講 師：岡本真さん（アカデミック・リソース・ガイド㈱代表取締役）
パネルディスカッション
第３部 ビブリオバトル表彰式
◆スタンプラリー
津山市立図書館、美作大学図書館、津山工業高等学校専門学校図書館、美作
高校図書館の4か所を回り、スタンプを集めたら、記念式典会場で豪華景品
をプレゼントします。スタンプラリーの台紙は各大学、高専、高校、市立図
書館にあります。ぜひご参加ください。
実施期間：平成29年11月20日(月)～平成30年1月19日(金)
※美作大学のみ1月20日(土)まで
各図書館の休館日はスタンプラリーはお休みです。
詳細は各図書館にお尋ねください
○本にでてくる！！料理教室
日 時：平成30年２月４日（日）14時～16時
会 場：津山東公民館（津山市川崎796-2） 参加費：300円
参加申込：①氏名②学年③住所④電話番号を記入しメールor FAXで申込み
対 象：小学５・６年生、中学１・２年生
内 容：｢赤毛のアン｣にでてくるタフィーといちご水作り
講 師：津山東高等学校の生徒さん
【問合せ先】津山市教育委員会生涯学習課 電話 0868-32-2118
○放送大学連携講座「ウサギはなぜフンを食べる？」
○放送大学連携講座「ウサギはなぜフンを食べる？」
日 時 平成30年2月４日（日）13時30分～15時
講 師 坂口 英さん（放送大学客員教授、岡山大学名誉教授）
会 場：津山市立図書館 視聴覚室
参加費：無料
申 込：不要
○「共感をよぶ情報発信術～広報のツボと極意！！～」
○「共感をよぶ情報発信術～広報のツボと極意！！～」
日 時：平成30年２月28日（水）10時30分～12時30分
会 場：津山市立図書館 視聴覚室
講 師：鎌倉幸子さん（アカデミック・リソース・ガイド代表取締役、かま
くらさちこ株式会社代表取締役）
定 員：先着30人（先着順・要申込）
参加費：無料
内 容：地域で会社で何かを広報したい人のための講演
申 込：平成30年2月1日（木）～平成30年2月25日（日）まで
電話または直接市立図書館へ
【問合せ先】津山市立図書館
電話 0868－24－2919

