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岡山県 赤磐市 ① 家庭教育支援講座
子どもの心の発達と親や家庭のあり方について、全15回の子育て講座を開
催します。

9月18日～1月15日 赤磐市中央公民館 赤磐市中央公民館 086-955-0069

岡山県 赤磐市 ① 就学前子育て講座
就学時健康診断の機会を活用して、就学前の子どもを持つ保護者に子ども
の心理や家庭の役割等子育てに関する学習機会を提供します。

10月24日～11月20
日

赤磐市内８会場 赤磐市教育委員会 086-955-0783

岡山県 赤磐市 ① 書写教室
心ふれあう豊かな人間関係づくりを進めるため、交流活動の推進として、書
写教室を開催します。

10月8日
11月15日

赤坂教育集会所 赤磐市教育委員会 086-955-0783

岡山県 赤磐市 ①
企画展「老いるとはロマンチックなことなの
か―永瀬清子の老人力」

老いを見つめて書き続けた永瀬清子の作品とその日々を紹介します。
9月7日
11月18日

永瀬清子展示室 赤磐市教育委員会 http://www.city.akaiwa.lg.jp 086-955-0783

岡山県 赤磐市 ①③ 平成30年度企画展「甦る古のつるぎ」
赤磐市の歴史、地域に関する展覧会を開き、考古資料や歴史資料を公開す
る。本年度は市内の古墳から出土し、保存処理を施した鉄剣・鉄刀を中心に
展示を行います。

10月12日～12月2
日

赤磐市山陽郷土資料館 赤磐市山陽郷土資料館 無料
http://www.city.akaiwa.lg.jp/akai
wa_rekishi/index.html

086-955-0710

岡山県 赤磐市 ① 平成30年度連携展
県内の博物館・美術館・図書館が共通テーマで展示を行う連携展示。本年
度は「橋」をテーマに、県指定重要文化財 田原用水水路橋（石の懸樋）や市
内の橋を写真パネルで展示します。

11月27日～3月8日 赤磐市山陽郷土資料館 赤磐市山陽郷土資料館 無料
http://www.city.akaiwa.lg.jp/akai
wa_rekishi/index.html

086-955-0710

岡山県 浅口市 ①③ 国登録有形文化財　「丸本酒造」酒蔵見学
国登録有形文化財のうち酒蔵内部の見学ツアー。見学時間は、約１時間30
分です。見学予定日の１週間以上眼前に予約が必要になります。

10月1日～11月30
日

丸本酒造株式会社 浅口市教育委員会 0865-44-7012

岡山県 浅口市 ①③
浅口市指定無形民俗文化財「おわけ祭り」
の公開

年に一度の伝統行事の公開になります。高さ約11ｍ、周囲24㎝の笹が付い
た青竹を囲むように円錐状に新稲藁で蔽った「おわけ様」の前に、白い振袖
に黒色の帯を締めた３人の当子が着座し、暗闇の中で厳かに神事が行われ
ます。

10月5日 小坂八幡神社 浅口市教育委員会 0865-44-7012

岡山県 浅口市 ①③
浅口市指定無形民俗文化財「大浦神社競
馬神事」の公開

戦国時代から続く祭事を年に一度の公開になります。午後5時頃からは、駿
馬二頭で行われる十二懸神事が行われます。

10月7日 大浦神社 浅口市教育委員会 0865-44-7012

岡山県 浅口市 ① アッケシソウ祭り
浅口市指定天然記念物アッケシソウ自生地は、本州唯一の自生地です。秋
には、アッケシソウの全体が緑から真紅に紅葉します。祭りの期間中は、浅
口市寄島町アッケシソウを守る会の会員による見学ガイドがあります。

10月13日～23日 アッケシソウ自生地 浅口市教育委員会 0865-44-7012

岡山県 浅口市 ①
あさくち文化祭　第13回浅口市総合文化祭
－文化がまちに出る！地域いきいきプロ
ジェクトin浅口－

園児・児童・生徒、各種社会教育団体、市民一般が、各自の作品展示や、芸
能活動発表を通して、日頃の文化芸術活動の成果発表を行い、地域文化の
振興と相互の親睦を図ります。

10月20日、21日
10月27日、28日

市内３会場 浅口市教育委員会 0865-44-7012

岡山県 浅口市 ①③
浅口市指定無形民俗文化財「吉備神楽」の
公開

江戸時代中期の享保年間から約３００年に亘り、郷土先人たちが継承してき
た独自の神楽になります。

10月1日～ 小村屋敷荒神社 浅口市教育委員会 0865-44-7012

岡山県 浅口市 ①③
浅口市立金光歴史民俗資料館企画展「浅
口の教育」

浅口地域の近世から近代にかけての教育者について、ゆかりの貴重な資料
と共に紹介する企画展です。

10月1日～11月36
日

浅口市立金光歴史民俗資料
館

浅口市教育委員会 0865-44-7012

岡山県 井原市 ① 第64回井原市文化祭
交流都市栃木県大田原市の児童生徒と、書道・絵画等の作品交流を行い、
お互いに学習成果を発表します。

11月3日
11月4日

井原市市民会館 井原市教育委員会 無料
http://www.city.ibara.okayama.jp
/

0866-62-9535

岡山県 岡山市 ② ＯＫＡＹＡＭＡスマホサミット2018成果報告会
小中高生・保護者がスマートフォン等の適正使用に向けた取組の検討を
行ったスマホサミットについて、取組成果を報告します。

10月13日
岡山大学創立五十周年記念
館

岡山県教育委員会 無料 086-226-7589

岡山県 岡山市 ②
きらり輝け！高校生キャリア教育フェア２０１
８

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
情報発信します。

11月24日
11月25日

コンベックス岡山 岡山県教育委員会 無料 086-226-7583

岡山県 岡山市 ① 県立図書館フェスタ
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します。

10月27日～11月4
日

岡山県立図書館 岡山県立図書館 無料 086-224-1286

岡山県 岡山市 ① バックヤードツアー
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します。

10月27日～11月24
日

岡山県立図書館 岡山県立図書館 無料
http://www.libnet.pref.okayama.j
p/event/backyard/index.htm

086-224-1286

岡山県 岡山市 ① 県立図書館とことん活用講座
県立図書館の特色である主題別６部門の専門性を生かし、各部門が関係機
関等と連携し講座を開催します。
第５回「楽しく学ぼう！はじめての落語（仮）」

11月17日 岡山県立図書館 岡山県立図書館 無料 086-224-1286

第60回「教育・文化週間」関連行事

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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第60回「教育・文化週間」関連行事

岡山県 岡山市 ①③ 博物館の無料開館
おかやま教育の日にともない、入館料を無料とします。この機会に、歴史や
文化財を身近に感じ、学びのきっかけにしてください。

11月1日 岡山県立博物館 岡山県立博物館 無料
http://www.pre.okayama.jp/kyoi
ku/kenhaku/hakubu.htm

086-272-1149

岡山県 岡山市 ①③ 甲冑着用体験 文化の日にともない、復元甲冑の着用体験会を行います。 11月3日 岡山県立博物館 岡山県立博物館 無料
http://www.pre.okayama.jp/kyoi
ku/kenhaku/hakubu.htm

086-272-1149

岡山県 岡山市 ①③
企画展「報恩大師信仰と寺院縁起 -四十八
ケ寺を中心に-」

備前国四十八ケ寺のほか、備中地方にまで広がった伝説の僧、報恩大師の
伝承を、寺院縁起や宝物を通して紹介します。
展覧会に合わせて、10月13日に学芸員による展示解説を行います。

9月13日～10月14
日

岡山県立博物館 岡山県立博物館 無料
http://www.pre.okayama.jp/kyoi
ku/kenhaku/hakubu.htm

086-272-1149

岡山県 岡山市 ①③ 特別展「岡山ゆかりの肖像」

戦国時代から江戸時代までに活躍した、岡山ゆかりの人物の肖像を取り上
げ紹介します。
展覧会に合わせて、10月21日及び11月11日に講演会、11月18日にワーク
ショップを行うとともに、開催期間中の毎週土曜日には学芸員による展示解
説を行います。

10月19日～11月25
日

岡山県立博物館 岡山県立博物館 無料
http://www.pre.okayama.jp/kyoi
ku/kenhaku/hakubu.htm

086-272-1149

岡山県 岡山市 ① 津島やよいまつり
火起こし、土器パズル復元など、開催時間内はいつでも参加可能な古代体
験や会場内でのクイズラリーなどを通して、津島遺跡を身近に感じる機会を
提供します。

10月27日
10月28日

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 無料
http://www.pref.okayama.jp/kyoi
ku/kodai/kodaik.htm

086-293-3211

岡山県 岡山市 ① 企画展「吉備の古瓦を読み解く」
「吉備の古瓦」をテーマに、県内で出土した瓦などを展示し、文様やその製
作技法などから、当時の社会像を紹介します。

10月10日～4月14
日

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 無料
http://www.pref.okayama.jp/kyoi
ku/kodai/kodaik.htm

086-293-3211

岡山県 岡山市 ① 津島遺跡文化財講座「争乱の考古学」
国史跡津島遺跡に関する知識と理解を深めるための連続講座（計３回）の
第２回。弥生時代から近代まで人々の争いをテーマとした講座を行います。

11月25日
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 無料
http://www.pref.okayama.jp/kyoi
ku/kodai/kodaik.htm

086-293-3211

岡山県 岡山市 ① 第43回岡山県教職員美術展
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・公開します。

11月6日～11日 岡山県天神山文化プラザ 岡山県教育職員互助組合 無料 086-226-7603

岡山県 岡山市 ② 第２５回東商デパート
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ります。

11月17日 岡山ドーム 岡山県立岡山東商業高等学校 無料
http://www.higasho.okayama-
c.ed.jp/

086-272-1237

岡山県 岡山市 ② 岡山市中学校音楽の集い
市内中学校の生徒が音楽を発表し、互いの演奏を鑑賞し合う機会をもちま
す。音楽を通して「豊かな人間性を身につけた子ども」の育成を図ります。ま
た、音楽を通して岡山市の子どもの様子を知っていただく機会とします。

11月6日 岡山市民会館
岡山市教育委員会
岡山県中学校教育研究会
岡山支部音楽部会

無料
教育委員会事務局
学校教育部指導課
086-803-1591

岡山県 岡山市 ② 岡山市小学校音楽会
市内小学校の児童が音楽を発表し、互いの演奏を鑑賞し合う機会をもちま
す。音楽を通して「豊かな人間性を身につけた子ども」の育成を図ります。ま
た、音楽を通して岡山市の子どもの様子を知っていただく機会とします。

11月13日 岡山市民会館

岡山市教育委員会
岡山県小学校教育研究会
岡山支会音楽部会
岡山市小学校音楽教育研究会

無料
教育委員会事務局
学校教育部指導課
086-803-1591

岡山県 岡山市 ② 岡山子どもＥＳＤフォーラム
市内小中高等学校の児童・生徒によるＥＳＤの取組の発表会やディスカッ
ションを実施し，市立学校のＥＳＤの取組を広く知っていただく機会とする。

10月26日
リットシティビル２階ひかりの
広場

岡山市教育委員会 無料
教育委員会事務局
学校教育部指導課
086-803-1591

岡山県 岡山市 ③ 第56回岡山市芸術祭

本市で最も伝統ある総合的な芸術文化のフェスティバルです。
（主な事業）
　・駅舞Ⅵ　エキマエシックス
　・ベートーヴェン“第九”演奏会2018
　ほか

9月29日～12月31
日

JR岡山駅前、岡山シンフォ
ニーホールほか

岡山市芸術祭実行委員会
（岡山市、公益財団法人岡山市ス
ポーツ・文化振興財団）

http://www.city.okayama.jp/art/

岡山市芸術祭実行委
員会事務局[（公財）岡
山市スポーツ・文化振
興財団内]
086-232-7811

岡山県 岡山市 ③ 企画展池田家文庫絵図展「岡山藩と寺社」

岡山大学附属図書館が所蔵する池田家文庫は、江戸時代の藩政資料が中
心で、すでに絵図類約3000点のデジタル化を共同作業で進めてきました。平
成17年3月には岡山市と岡山大学との間で「文化事業協力協定」を結び、史
料の教育面での活用や市民への公開を進める目的で、当館が開館した平
成17年から毎年、展覧会を開催しています。 外部機関等との継続的な連携
によって岡山の歴史像を深める当館の取り組みを代表する企画です。今回
の展覧会では「岡山藩と寺社」をテーマに展示します。

11月3日～11月18
日

岡山シティミュージアム
４階展示室

岡山大学附属図書館
岡山シティミュージアム

http://www.city.okayama.jp/oka
yama-city-museum/

岡山シティミュージアム
086-898-3000

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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第60回「教育・文化週間」関連行事

岡山県 岡山市 ③
常設展示内企画 明治150年切抜帖からみ
た明治Ⅲ（仮称）

西大寺の旧商家に遺され、当館に寄贈された明治時代の切抜帖（いわばス
クラップブック）から、当時の様子を垣間見る展示です。世相を反映した錦
絵、皇族から市井の人々にまで及ぶ肖像写真、風景や軍艦などの絵はが
き、商品の広告など様々な分野の切抜から、明治の世相を繙いていく展示
の第3弾。平成30年が、明治維新から150年となる記念の企画で当館市民学
芸員活動の一環ともなっています。

10月27日～11月25
日

岡山シティミュージアム
５階展示室

岡山シティミュージアム
http://www.city.okayama.jp/oka
yama-city-museum/

岡山シティミュージアム
086-898-3000

岡山県 岡山市 ① わくわく子どもまつり ｉｎ 岡山ドーム
青少年団体や子育て支援団体が一堂に会し、子どもたちに遊びと体験活動
の機会を提供するとともに、子育てに関する情報と学びを発信します。

11月4日 岡山ドーム
わくわく子どもまつり実行委員会、
岡山市、岡山市教育委員会　他

無料
岡山市岡山っ子育成局
地域子育て支援課
086-803-1607

岡山県 岡山市 ①，③ 英語でえほんのじかん
国際交流ボランティアの方を招き、英語の読み聞かせを楽しむことにより、
英語に親しむとともに、海外の文化を身近に感じる機会とします。

10月21日
岡山市立中央図書館1階おは
なしのへや

岡山市立中央図書館 無料 http://www.ocl.city.okayama.jp/
岡山市立中央図書館
086-223-3373

岡山県 岡山市 ① 読書週間えほんのじかんスペシャル
絵本の読み聞かせを実施し、参加した子どもたちが物語や本の世界に親し
むとともに、「きいろいたんぽぽ童話の会」の活動発表の場とします。

10月24日
岡山市立中央図書館1階おは
なしのへや

岡山市立中央図書館 無料 http://www.ocl.city.okayama.jp/
岡山市立中央図書館
086-223-3373

岡山県 岡山市 ①，③
読書週間
わくわくコンサート

参加した子どもたちが、生の音楽を聴き、興味関心を抱く機会とします。ま
た、「きままなトリオ」の活動発表の場とし、子どもたちとの交流機会を提供し
ます。

10月27日
岡山市立中央図書館1階おは
なしのへや

岡山市立中央図書館 無料 http://www.ocl.city.okayama.jp/
岡山市立中央図書館
086-223-3373

岡山県 岡山市 ①
読書週間
ぶっく ブック Ｂｏｏｋ

絵本の読み聞かせを実施し、参加した子どもたちが物語や本の世界に親し
むとともに、「おはなしグループモモ」の活動発表の場とします。

10月28日
岡山市立中央図書館1階おは
なしのへや

岡山市立中央図書館 無料 http://www.ocl.city.okayama.jp/
岡山市立中央図書館
086-223-3373

岡山県 岡山市 ① 読書週間おたのしみ会
絵本の読み聞かせを実施し、参加した子どもたちに物語や本の世界に親し
んでもらいます。

11月3日
岡山市立中央図書館1階おは
なしのへや

岡山市立中央図書館 無料 http://www.ocl.city.okayama.jp/
岡山市立中央図書館
086-223-3373

岡山県 岡山市 ① 読書週間おはなしのじかんスペシャル
絵本の読み聞かせを実施し、参加した子どもたちが物語や本の世界に親し
むとともに、「おはなしグループモモ」の活動発表の場とします。

11月4日
岡山市立中央図書館1階おは
なしのへや

岡山市立中央図書館 無料 http://www.ocl.city.okayama.jp/
岡山市立中央図書館
086-223-3373

岡山県 岡山市 ①，③
読書週間
わくわくコンサート

参加した子どもたちが、生の音楽を聴き、興味関心を抱く機会とします。ま
た、「就実大学弦楽アンサンブル部」の活動発表の場とし、子どもたちとの交
流機会を提供します。

11月11日
岡山市立中央図書館1階おは
なしのへや

岡山市立中央図書館 無料 http://www.ocl.city.okayama.jp/
岡山市立中央図書館
086-223-3373

岡山県 岡山市 ①
読書週間　腹話術
おにんぎょうの花子ちゃんとあそぼう！

腹話術の方を招き、子どもやその保護者の方に楽しんでもらう機会としま
す。

11月17日
岡山市立中央図書館２階視
聴覚ホール

岡山市立中央図書館 無料 http://www.ocl.city.okayama.jp/
岡山市立中央図書館
086-223-3373

岡山県 岡山市 ① 名作映画会 名作映画を上映し、参加者に映画に親しんでもらう機会とします。 10月21日
岡山市立幸町図書館３階ビデ
オシアター

岡山市立幸町図書館 無料 http://www.ocl.city.okayama.jp/
岡山市立幸町図書館
086-234-5188

岡山県 岡山市 ① 小学生のためのおはなし会
小学生を対象にストーリーテリングやわらべうたを実施し、参加した子どもた
ちにおはなしの世界に親しんでもらう機会とします。また「岡山ストーリーテリ
ング研究会」の活動発表の場とします。

10月28日
岡山市立幸町図書館３階研
修室

岡山市立幸町図書館 無料 http://www.ocl.city.okayama.jp/
岡山市立幸町図書館
086-234-5188

岡山県 岡山市 ① 大人のためのおはなし会
大人の方を対象にストーリーテリングを実施し、参加者におはなしの世界に
親しんでもらう機会とします。また「岡山ストーリーテリング研究会」の活動発
表の場とします。

11月15日
岡山市立幸町図書館３階研
修室

岡山市立幸町図書館 無料 http://www.ocl.city.okayama.jp/
岡山市立幸町図書館
086-234-5188

岡山県 岡山市 ① 名作映画会 名作映画を上映し、参加者に映画に親しんでもらう機会とします。 11月18日
岡山市立幸町図書館３階ビデ
オシアター

岡山市立幸町図書館 無料 http://www.ocl.city.okayama.jp/
岡山市立幸町図書館
086-234-5188

岡山県 岡山市 ①
読書週間スペシャル「準備をしよう、ハロウィ
ン！」

ハロウィンにちなんだ絵本などの読み聞かせと簡単な工作で、子どもたちに
お話の世界や外国の行事に親しんでもらいます。

10月21日
岡山市立浦安総合公園図書
館お話し会室

岡山市立浦安総合公園図書館 無料 http://www.ocl.city.okayama.jp/
岡山市立浦安総合公
園図書館　086-265-
6141

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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岡山県 岡山市 ① おはなしかい 絵本、紙芝居の読み聞かせ、折り紙などの簡単工作を行います。 10月27日
岡山市立御津図書館　なかよ
しコーナー

岡山市立御津図書館 無料 http://www.ocl.city.okayama.jp/
岡山市立御津図書館
086-724-1712

岡山県 岡山市 ① おはなしかい 絵本、紙芝居の読み聞かせ、折り紙などの簡単工作を行います。 11月7日
岡山市立御津図書館　なかよ
しコーナー

岡山市立御津図書館 無料 http://www.ocl.city.okayama.jp/
岡山市立御津図書館
086-724-1712

岡山県 岡山市 ① おはなしかい 絵本、紙芝居の読み聞かせ、折り紙などの簡単工作を行います。 11月10日
岡山市立御津図書館　なかよ
しコーナー

岡山市立御津図書館 無料 http://www.ocl.city.okayama.jp/
岡山市立御津図書館
086-724-1712

岡山県 岡山市 ① おはなしひろば
なださき文庫くるりんぱによる人形劇ほか。子どもやその保護者の方々に楽
しんでもらうとともに、「なださき文庫くるりんぱ」さんの活動発表の場としま
す。

10月27日 灘崎文化センター　小ホール 岡山市立灘崎図書館 無料 http://www.ocl.city.okayama.jp/
岡山市立灘崎図書館
086-362-5277

岡山県 岡山市 ① おはなしのへや 絵本、紙芝居の読み聞かせなどを行います。 11月7日
岡山市立灘崎図書館　紙しば
いコーナー

岡山市立灘崎図書館 無料 http://www.ocl.city.okayama.jp/
岡山市立灘崎図書館
086-362-5277

岡山県 岡山市 ① 秋のおたのしみ会
大学生ボランティアによる、大型絵本の読み聞かせ、パネルシアター、手遊
びなどを通してお話の世界を楽しみます。

11月4日 瀬戸町図書館２階展示室 岡山市立瀬戸町図書館 無料 http://www.ocl.city.okayama.jp/
岡山市立瀬戸町図書
館086-952-4531

岡山県 岡山市 ① 教養講座「備前西大寺地名考」
黄蕨の会、丸谷憲二氏を講師に迎え開催する教養講座です。
豊富な資料を基に、備前西大寺の地名について考察していきます。

11月10日
体験学習施設百花プラザ1階
研修室

西大寺緑花公園緑の図書室 無料 http://www.ocl.city.okayama.jp/
西大寺緑花公園緑の
図書室086-943-2298

岡山県 岡山市 ① おしゃべりカフェ「わ」
就学前の親子を対象とした子育てサロンです。10月19日，11月16日はおは
なし会（絵本の読み聞かせ、わらべうたなど）、11月2日はリズム遊びの予定
です。

10月19日，
11月2日，16日

岡山市立操山公民館 岡山市立操山公民館 無料
http://www.city.okayama.jp/kou
minkan/misaoyama/index.html

岡山市立操山公民館
086-271-5030

岡山県 岡山市 ①③ 第11回弘西・南方健康ウォーキング大会
地域住民の健康づくりと交流の場を設ける。旭公民館発着で旭川沿いの後
楽園周辺を歩く。到着後は豚汁とごはんの提供有(実費要）。

10月20日 岡山市立旭公民館 岡山市立旭公民館 無料
http://www.city.okayama.jp/kou
minkan/asahi/index.html

岡山市立旭公民館
086-224-0515

岡山県 岡山市 ①③ 第18回東山公民館文化祭
公民館で活動するクラブ講座、主催講座、地域団体が日頃の活動の成果を
発表する。作品展示、実技発表、お茶席、体験コーナーなど。

10月20日～21日 岡山市立東山公民館 岡山市立東山公民館 無料
http://www.city.okayama.jp/kou
minkan/higashiyama/index.html

岡山市立東山公民館
086-276-6202

岡山県 岡山市 ①③ 第32回旭東公民館文化祭
公民館クラブ講座等が日頃の活動の成果を発表します。作品・活動紹介展
示、舞台発表、喫茶・お茶席コーナー、体験コーナー、作品販売など。

10月20日～21日 岡山市立旭東公民館ほか 岡山市立旭東公民館 無料
http://www.city.okayama.jp/kou
minkan/kyokutou/index.html

岡山市立旭東公民館
086-943-1154

岡山県 岡山市 ①③ 西大寺公民館文化祭
公民館で活動するクラブ講座、主催講座、地域団体が日頃の活動の成果を
発表する。作品展示、実技発表、お茶席、体験コーナーなど。

10月20日～21日 岡山市立西大寺公民館 岡山市立西大寺公民館 無料
http://www.city.okayama.jp/kou
minkan/saidaiji/index.html

岡山市立西大寺公民
館086-942-6252

岡山県 岡山市 ①③ 第41回大元公民館文化祭
公民館で活動するクラブ講座、主催講座、地域団体が日頃の活動の成果を
発表する。作品展示、実技発表、お茶席、体験コーナーなど。

10月20日～21日 岡山市立大元公民館 岡山市立大元公民館 無料
http://www.city.okayama.jp/kou
minkan/oomoto/index.html

岡山市立大元公民館
086-241-8526

岡山県 岡山市 ①③ 第32回操南公民館まつり
公民館で活動するクラブ講座、主催講座、地域団体が日頃の活動の成果を
発表する。作品展示、実技発表、お茶席、体験コーナーなど。

10月20日～21日 岡山市立操南公民館 岡山市立操南公民館 無料
http://www.city.okayama.jp/kou
minkan/sounan/index.html

岡山市立操南公民館
086-276-7898

岡山県 岡山市 ① おはなし会
幼児から小学生対象のおはなし会です。手遊び、絵本の読み聞かせ、工作
などを行います。

10月27日 岡山市立操山公民館 岡山市立操山公民館 無料
http://www.city.okayama.jp/kou
minkan/misaoyama/index.html

岡山市立操山公民館
086-271-5030

岡山県 岡山市 ①③ 第51回足守文化祭
地域や公民館で活動されている方々の作品展示や舞台発表、体験コーナー
などを行い、日頃の学習の成果を発表する。

10月27日～28日
岡山市立足守公民館及び足
守小学校体育館

足守文化祭実行委員会 無料
http://www.city.okayama.jp/kou
minkan/ashimori/index.html

岡山市立足守公民館
086-295-1942

岡山県 岡山市 ①③ 第16回富山文化まつり
富山学区に在住・在勤する方の作品展示や舞台発表、体験コーナーなどを
行い、日頃の学習の成果を発表する

10月27日～28日
岡山市立富山公民館・富山小
学校

富山文化まつり実行委員会 無料
http://www.city.okayama.jp/kou
minkan/tomiyama/index.html

岡山市立富山公民館
086-274-0827

岡山県 岡山市 ①③ 第44回妹尾公民館展
地域や公民館で活動されている方々の作品展示や舞台発表、体験コーナー
などを行い、日頃の学習の成果を発表する。

10月27日～28日 岡山市立妹尾公民館 岡山市立妹尾公民館 無料
http://www.city.okayama.jp/kou
minkan/senoo/index.html

岡山市立妹尾公民館
086-282-4747

岡山県 岡山市 ①③ 第35回南公民館まつり
地域や公民館で活動されている方々の作品展示や舞台発表、体験コーナー
などを行い、日頃の学習の成果を発表する。

10月27日～28日 岡山市立南公民館 岡山市立南公民館 無料
http://www.city.okayama.jp/kou
minkan/minami/index.html

岡山市立南公民館
086-263-7919

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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岡山県 岡山市 ①③ 第22回高島ふれあいコンサート
公民館のロビーを会場に、生の音楽を普段着感覚で気軽に楽しんでもらおう
と、ふれあいコンサート実行委員会と高島公民館の共催で行うコンサート。

10月28日 岡山市立高島公民館
高島ふれあいコンサート実行委員
会、岡山市立高島公民館

無料
http://www.city.okayama.jp/kou
minkan/takashima/index.html

岡山市立高島公民館
086-275-1341

岡山県 岡山市 ① 子育てサロン☆きらら
就園前の幼児と保護者を対象に、ボランティアスタッフが読み聞かせ、工
作、手遊び等を行う。また保護者同士の交流の場とする。

11月1日 岡山市立京山公民館 京山公民館 無料
http://www.city.okayama.jp/kou
minkan/kyouyama/index.html

岡山市立京山公民館
086-253-8302

岡山県 岡山市 ①③ 岡南公民館文化祭
地域や公民館で活動されている方々の作品展示や舞台発表、体験コーナー
などを行い、日頃の学習の成果を発表する

11月3日～4日 岡山市立岡南公民館 岡山市立岡南公民館 無料
http://www.city.okayama.jp/kou
minkan/kounan/index.html

岡山市立岡南公民館
086-262-3483

岡山県 岡山市 ①③ 第41回御津公民館祭り・獅子舞フェスタ
各クラブ等における日頃の学習成果の展示・発表をするとともに、獅子舞保
存会の発表も行うことで、地域全体の交流と文化の活性化をより一層図る

11月3日～4日 岡山市立御津公民館
岡山市立御津公民館、獅子舞フェ
スタ実行委員会

無料
http://www.city.okayama.jp/kou
minkan/mitsu/index.html

岡山市立御津公民館
086-724-1441

岡山県 岡山市 ① 三勲学区日帰り防災キャンプ
児童・生徒が学校管理下外で被災した際、自分で自分の命を守ることができ
るよう必要な知識や技能を身につけるために様々な体験をします。

11月4日 岡山市立三勲小学校
岡山市立操山公民館、三勲学区
日帰り防災キャンプ実行委員会

無料
http://www.city.okayama.jp/kou
minkan/misaoyama/index.html

岡山市立操山公民館
086-271-5030

岡山県 岡山市 ① 子育てトーク 子育てに関する悩み事等を座談会形式で語り合い、アドバイスし合う。 11月5日 岡山市立京山公民館 京山公民館 無料
http://www.city.okayama.jp/kou
minkan/kyouyama/index.html

岡山市立京山公民館
086-253-8302

岡山県 岡山市 ①③ 一宮文化祭第54回文化展
公民館で活動するクラブ講座、主催講座、地域住民の日頃の活動の成果を
展示発表する。作品展示、茶席、喫茶コーナー等。

11月10日～11日 岡山市立一宮公民館 岡山市一宮公民館 無料
http://www.city.okayama.jp/kou
minkan/ichinomiya/index.html

岡山市立一宮公民館
086-284-6224

岡山県 岡山市 ①③ 平成30年度瀬戸町公民館まつり
公民館で活動するクラブ講座、地域団体等が日頃の活動の成果を発表す
る。作品展示、実技発表、お茶席、体験コーナーなど。

11月10日～11日 岡山市立瀬戸・万富公民館 岡山市立瀬戸・万富公民館 無料
http://www.city.okayama.jp/kou
minkan/seto/index.html

岡山市立瀬戸公民館
086-952-4146
岡山市立万富公民館
086-953-0610

岡山県 岡山市 ①③ 第45回高松公民館文化まつり
地域や公民館で活動されている方々の作品展示や舞台発表、体験コーナー
などを行い、日頃の学習の成果を発表する

11月10日～11日 岡山市立高松公民館
岡山市立高松公民館・高松文化
協会

無料
http://www.city.okayama.jp/kou
minkan/takamatsu/index.html

岡山市立高松公民館
086-287-2057

岡山県 岡山市 ①③ 第41回福田公民館まつり
公民館で活動するクラブ講座、地域団体等が日頃の活動の成果を発表す
る。作品展示、実技発表、お茶席、体験コーナーなど。

11月10日～11日 岡山市立福田公民館 岡山市立福田公民館 無料
http://www.city.okayama.jp/kou
minkan/fukuda/index.html

岡山市立福田公民館
086-283-3773

岡山県 岡山市 ① 子ども読書フェスティバル
乳幼児から小学生を対象に読書に親しむきっかけづくりの会です。地域の文
庫の方や学校園の先生たちが絵本の読み聞かせや、紙芝居、工作などを行
います。

11月17日 岡山市立操山公民館 岡山市立操山公民館 無料
http://www.city.okayama.jp/kou
minkan/misaoyama/index.html

岡山市立操山公民館
086-271-5030

岡山県 岡山市 ①③ 第41回岡西公民館文化祭
公民館で活動するクラブ講座、主催講座、地域団体が日頃の活動の成果を
発表する。作品展示、実技発表、お茶席、体験コーナーなど。

11月17日～18日 岡山市立岡西公民館 岡山市立岡西公民館 無料
http://www.city.okayama.jp/kou
minkan/kousai/index.html

岡山市立岡西公民館
086-253-7581

岡山県 岡山市 ①③ 第15回岡輝公民館まつり
地域住民と公民館クラブ講座生が、日頃の学習成果を発表する。作品展
示、実技発表、手打ちそばコーナーなど。

11月17日～18日 岡山市立岡輝公民館 岡山市立岡輝公民館 無料
http://www.city.okayama.jp/kou
minkan/kouki/index.html

岡山市立岡輝公民館
086-222-0855

岡山県 岡山市 ①③ 第22回　御南西公民館文化祭
公民館で活動するクラブ講座、主催講座、地域団体が日頃の学習や活動の
成果を発表する。作品展示、実技発表、お茶席、販売コーナーなど

11月17日～18日 岡山市立御南西公民館 岡山市立御南西公民館 無料
http://www.city.okayama.jp/kou
minkan/minannishi/index.html

岡山市立御南西公民
館086-244-1855

岡山県 岡山市 ①③ 津高文化祭（前期）
地域住民の日頃の文化活動等の成果を広く公開する場及び地域住民の交
流の場として、作品展示、実技発表、茶席、喫茶、体験コーナー、バザーなど
を行う

11月17日～18日 岡山市立津高公民館 岡山市立津高公民館 無料
http://www.city.okayama.jp/kou
minkan/tsudaka/index.html

岡山市立津高公民館
086-294-4222

岡山県 岡山市 ①③ 吉備文化祭
地域や公民館で活動されている方々の作品展示や舞台発表、体験コーナー
などを行い、日頃の学習の成果を発表する

11月17日～18日 岡山市立吉備公民館 岡山市立吉備公民館 無料
http://www.city.okayama.jp/kou
minkan/kibi/index.html

岡山市立吉備公民館
086-293-2170

岡山県 岡山市 ①③ 建部町文化祭
公民館で活動するクラブ講座、地域団体等が日頃の活動の成果を発表す
る。作品展示、実技発表、お茶席、体験コーナーなど

11月17日～18日 建部町文化センター 岡山市立建部町公民館 無料
http://www.city.okayama.jp/kou
minkan/takebe/index.html

岡山市立建部町公民
館086-722-2212

岡山県 岡山市 ①③ 第8回灘崎文化まつり
地域住民の日頃の文化活動等の成果を広く公開する場及び地域住民の交
流の場として、作品展示、実技発表、茶席、バザーなどを行う

11月18日

岡山市灘崎文化センター
岡山市ウェルポートなださき
岡山市立灘崎公民館
灘崎町総合公園　　中央道

岡山市立灘崎町公民館 無料
http://www.city.okayama.jp/kou
minkan/nadasaki/index.html

岡山市立灘崎町公民
館086-362-0408

岡山県 岡山市 ①③ 第13回地域ふれあいウォーキング大会
旭東中学校エリアの3学区の住民の健康づくりと交流。今年度は可知小学校
を発着点に、長短3コースに分かれて歩きます

11月18日 岡山市立可知小学校 岡山市立旭東公民館 無料
http://www.city.okayama.jp/kou
minkan/kyokutou/index.html

岡山市立旭東公民館
086-943-1154

岡山県 岡山市 ①③ 第21回旭公民館文化祭
公民館や地域で学習や活動している人たちが、その成果を広く地域へ発表
する。作品展示、舞台発表、健康コーナー、体験コーナー等が設けられる

11月24日～25日 岡山市立旭公民館 岡山市立旭公民館 無料
http://www.city.okayama.jp/kou
minkan/asahi/index.html

岡山市立旭公民館
086-224-0515

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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岡山県 岡山市 ①③ 津高文化祭（後期）
地域住民の日頃の文化活動等の成果を広く公開する場及び地域住民の交
流の場として、作品展示、実技発表、茶席、喫茶、体験コーナー、バザーなど
を行う。

11月24日～25日 岡山市立津高公民館 岡山市立津高公民館 無料
http://www.city.okayama.jp/kou
minkan/tsudaka/index.html

岡山市立津高公民館
086-294-4222

岡山県 岡山市 ①③ 第46回興除公民館文化祭
公民館で活動するクラブ講座、主催講座、地域団体が日頃の学習や活動の
成果を発表する。作品展示、実技発表、喫茶、販売コーナーなど。

11月24日～25日 岡山市立興除公民館 岡山市立興除公民館 無料
http://www.city.okayama.jp/kou
minkan/koujo/index.html

岡山市立興除公民館
086-298-2660

岡山県 岡山市北区 ① 第69回岡大サイエンスカフェ
地域の皆さまに、学術研究の成果を地域社会に向かって判り易く説明し、多
くの研究分野に対する興味と関心をもっていただき、地域社会との連携を深
める目的で定期的に開催しています。

10月26日
岡山大学創立五十周年記念
館

国立大学法人岡山大学 無料
http://www.orpc.okayama-
u.ac.jp/event/sciencecafe_01.ht
ml

岡山大学研究推進産
学官連携機構
086-251-7112

岡山県 岡山市北区 ③
企画展 池田家文庫絵図展
「岡山藩と寺社」

旧岡山藩主池田家より譲り受けた池田家文庫から、毎年テーマを決めて展
覧会をしています。今年のテーマは「岡山藩と寺社」で、岡山藩と関係の深
い寺院・神社を、豊富な絵図と文書でご紹介します。

11月3日～18日
岡山大学附属図書館
岡山シティミュージアム

国立大学法人岡山大学 無料 （後日）
岡山大学附属図書館
学術情報サービス課
086-251-7322

岡山県 岡山市北区 ③ Jホール　レインボーコンサート
地域のみなさまを対象に月に一度、Jホールコンサートを開催しています。毎
回趣向を凝らした楽しいコンサートです。１０月は弦楽アンサンブルをお楽し
みください。

10月17日 岡山大学Junko Fukutake Hall
国立大学法人岡山大学，公益財
団法人岡山シンフォニーホール

http://j-hall.med.okayama-
u.ac.jp/

086-234-7177

岡山県 岡山市北区 ③ Jホール　レインボーコンサート
地域のみなさまを対象に月に一度、Jホールコンサートを開催しています。毎
回趣向を凝らした楽しいコンサートです。１１月はヴァイオリンリサイタルをお
楽しみください。

11月21日 岡山大学Junko Fukutake Hall
国立大学法人岡山大学，公益財
団法人岡山シンフォニーホール

http://j-hall.med.okayama-
u.ac.jp/

086-234-7177

岡山県 岡山市北区 ①，② 第14回ジュニア・ロースクール岡山
小・中・高等学校での法教育の充実を図り、法の基本的な価値や考え方を
身に付けてもらうことをねらいとして、地域の中学生・高校生を対象に、法の
問題に関するワークショップを開催します。

11月17日 岡山大学津島キャンパス 岡山弁護士会，岡山大学法学部 無料

岡山大学大学院社会
文化科学研究科（法学
部）准教授　濱田陽子
086-251-7501

岡山県 岡山市北区
①，②，
④

農学部収穫祭・農学部フェア
収穫祭は，学生組織である収穫祭実行委員会が主催する学部祭であり，農
学部フェアは，収穫祭にあわせて農学部の教育・研究内容を幅広く市民・青
少年に公開し，交流を促進する企画です。

11月17日～18日 岡山大学農学部周辺 国立大学法人岡山大学 無料

岡山大学自然系研究
科等農学部事務室教
授学生担当
Ｔｅｌ:086-251-8286
qgg8286@adm.okayama
-u.ac.jp

岡山県 倉敷市 ②
第24回ノートルダム杯English Speech
Contest

小学生・中学生を対象とした英語によるスピーチコンテストです。小学生は課
題文の暗唱、中学生はオリジナル創作原稿の発表をします。

11月3日
清心中学校・清心女子高等学
校

学校法人　ノートルダム清心学園
清心中学校・清心女子高等学校

無料 http://www.nd-seishin.ac.jp/

岡山県 倉敷市 ②、④
スーパーサイエンスハイスクール研究成果
発表会

将来、グローバル社会で活躍できる女性研究者を育成するための教育ブロ
グラムの成果を発表します。

11月16日
清心中学校・清心女子高等学
校

学校法人　ノートルダム清心学園
清心中学校・清心女子高等学校

無料 http://www.nd-seishin.ac.jp/

岡山県 倉敷市 ① 公開セミナー 「中高年者のための水中運動」 10月23日
川崎医療福祉大学
温水プール

川崎医療福祉大学
健康体育学科

川崎医療福祉大学
健康体育学科実習室
086-462-1111（内線
54531）

岡山県 倉敷市 ① 公開講座
テーマ：「ご存知ですか？あなたのとなりの医療福祉人」
救急医療、リハビリテーション、高齢者の在宅・施設サービスについて、3名
の教員が講座を行います。

11月10日
川崎医療福祉大学
講義棟4601教室

川崎医療福祉大学
公開講座係

無料
https://w.kawasaki-
m.ac.jp/center/extension_course
/

086-462-1111（内線
54222）

岡山県 倉敷市 ① 川崎学園市民公開講座 心不全－高齢社会の医療問題－ 11月10日
くらしき健康福祉プラザ
5Ｆプラザホール

学校法人川崎学園 無料
https://k.kawasaki-
m.ac.jp/data/gakuen_kouza/

学校法人川崎学園
総務部総務課
086-462-1111（内線
16050）

岡山県 勝央町 ①
第49回勝央町文化祭
第12回生涯学習フェスティバル

「楽しもう！つなごう！文化の勝央町（まち）」をテーマに展示の部、芸能の
部、テント村などを開催します。

11月3日
11月4日

勝央町公民館及び勝央文化
ホール

勝央町教育委員会 無料 0868-38-1752

岡山県 総社市 ②④ サイエンスチャレンジ岡山２０１８
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ります。

11月10日
総社市スポーツセンターきび
じアリーナ

岡山県教育委員会 無料 086-226-7583

岡山県 玉野市 ① ２０１８市民コンサート　玉野合唱祭
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りま
す。

10月28日 荘内市民センター 玉野市教育委員会 無料 0863-32-5577

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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岡山県 津山市 ①
教育講座
「家庭教育支援者研修会」

　地域で支える自己肯定感を育む家庭教育をテーマに子育て支援に関わる
団体及び個人が集い、子育ての現状・課題を考え、話し合うことで今後の子
育て支援の充実を図るとともに、支援者同士の連携を深めます。
（内容）ワークショップ、講話、情報交換

10月23日 津山教育事務所 津山教育事務所 無料 0868-24-8702

岡山県 津山市 ② 津商モール
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」を実施します。キッズビジネスタウンも同時開催します。

11月14日 岡山県立津山商業高等学校 岡山県立津山商業高等学校 無料
http://www.tusho.okayama-
c.ed.jp/

0868-22-2421

岡山県 津山市 ① つやま市民スポーツ祭
誰もが参加できる参加型スポーツの祭典　スポーツを体験して心と体の健
康・健全育成を図る事業です。

10月7日 津山スポーツセンター 津山市 無料 0868-24-0202

岡山県 津山市 ①
未来を拓くＳＤＧｓ～地域社会の新しい仕組
みづくり～

「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」、いま各国各地の政治、経済、大学、地方
自治体、ＮＰＯ法人まであらゆるレベルに急速に広がり始めている取組とは
どのようなものかを考えます。

10月7日 津山市図書館 津山市図書館 無料 0868-24-2919

岡山県 津山市 ①
つやま鉄道ものがたり～鉄路に情熱を傾け
た人たち～

津山線が明治３１年に開業して今年で１２０年を迎え、１０月１４日は「鉄道の
日」です。この記念すべき日に、津山線の歴史とそれに尽力した人々につい
て学ぶ。

10月14日 津山市図書館 津山市図書館 無料 0868-24-2919

岡山県 津山市 ① 肩こり・むくみ解消ストレッチ
健康運動指導士による自宅でできる簡単ストレッチでだるさや痛みを解消し
ます。

10月21日 津山市図書館 津山市図書館 無料 0868-24-2919

岡山県 津山市 ① 美作学講座
平成30年度津山市生涯学習事業として、美作大学と連携し、市民を対象に、
「津山市史関連研究」に関連するテーマで講座を開催します。

10月13日 美作大学 津山市教育委員会 無料 0868-32-2118

岡山県 津山市 ① 平成30年度秋季企画展『天を測り地を量る』
測量術と天文学は、いずれも近世に西洋の学問・技術（洋学）を取り入れ、
相互に影響を与えつつ発展しました。　伊能忠敬の没後200年を機に、江戸
時代の測量術と天文学について紹介します。　（10/7（日）記念講演会開催）

10月6日～11月18
日

津山洋学資料館 津山市教育委員会 無料 0868-23-3324

岡山県 奈義町 ① 横仙歌舞伎大公演 伝統芸能「横仙歌舞伎」の発表会です。
11月24日
11月25日

奈義町文化センター 奈義町教育委員会 無料 0868-36-4195

岡山県 早島町 ① はやしま学「まなびの舎講座」

地域の方を対象に、「健康」「歴史」「ＥＳＤ」をテーマに全３０講座を開講しま
す。
　「フレッシュ栄養教室①②」、「岡山の鉄道網の発達」、「戸川家ゆかりの地
を訪ねる」、「セクハラ・パワハラを防ぐために」、「Successful Again」

10月11日、13日
11月6日、8日
11月16日、23日

早島町町民総合会館　ゆるび
の舎
早島町中央公民館

早島町教育委員会 無料 086-483-2211

岡山県 早島町 ① 早島生涯学習まつり
町民が、日頃の学習成果を発表し、文化・芸術・歴史・健康などの展示や行
事を実施します。

10月6日～11月4日
早島町町民総合会館　ゆるび
の舎

早島町教育委員会 無料 086-483-2211

岡山県 早島町 ① いきいき広場
ニュースポーツのボルダリングやスラックライン、花ござ卓球等の体験を通し
て、運動のおもしろさや基礎体力を高めたり、伝統文化について体験を行い
ます。

11月4日
早島町町民総合会館　ゆるび
の舎

早島町教育委員会 無料 086-483-2211

岡山県 早島町 ① かがやきフェスティバル
　体育館で各学年，劇や音楽の発表を行います。運営協議会の会員（地域
住民）にも開催のお知らせします。

12月1日 早島町立早島小学校 早島町教育委員会 無料 086-483-2211

岡山県 備前市 ① 備前市青少年健全育成大会
小中学生・高校生による意見発表や観劇を通して、青少年健全育成に対す
る理解と実践を高め、推進を図ります。

11月18日 吉永地域公民館 備前市教育委員会 無料 0869-64-1840

岡山県 真庭市 ①② まにわ教育の日パネル展
おかやま教育の日に連携し、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展示し、広く市民に公開します。

10月26日～11月6
日

真庭市立中央図書館 真庭市教育委員会 無料 0867-42-1087

岡山県 真庭市 ① 子育て応援講座
真庭市の家庭教育支援チームがっよみきかせをテーマにした講座を、乳幼
児及び子育て中の保護者を対象に実施します。

11月11日 真庭市立中央図書館 真庭市教育委員会 無料 0867-42-1087

岡山県 矢掛町 ① がんばろう矢掛～生涯学習のつどい～
生涯学習、社会教育関係表彰、地区公民館作品展、町並み写生作品展を
行います。

11月3日 やかげ文化センター 矢掛町教育委員会 無料 0866-82-2100

岡山県 和気町 ① 図書館リサイクル市 図書館で不要になった本を無料で持ち帰ってもらいます。 11月3日 和気町立図書館 和気町教育委員会 無料 0869-88-9110

岡山県 和気町 ① 和気町文化祭
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しま
す。

10月31日～11月5
日

県内２会場 和気町教育委員会 無料 0869-88-9111

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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第60回「教育・文化週間」関連行事

岡山県 全域
①②③
④

おかやま教育の日

岡山県では、11月1日を「おかやま教育の日」、11月1日から11月7日を「おか
やま教育週間」と定ており、県民が教育に対する認識を高め、教育の振興の
気運を醸成し、その充実と発展を図るため、この期間に様々な取組を行いま
す。

11月1日～11月17
日

県下全域 岡山県教育委員会 無料
http://www.pref.okayama.jp/pag
e/522264.html

086-226-7571

岡山県 全域 ①
「ぱっちり！モグモグ」生活リズム向上キャン
ペーン月間

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ます。

11月 県下全域 岡山県教育委員会 無料
http://www.pref.okayama.jp/site
/16/266244.html

086-226-7595

岡山県 ②
高校生と県内企業の交流推進事業　岡山の
企業説明会

進学希望の高校生が県内企業の事業内容や特徴を具体的に聞いたり体験
したりすることにより、「大学等の向こうにある社会」を意識し、将来、主体的
に進路を決定する能力・態度を育成します。また、独自の技術や強い競争力
をもつ県内企業で働くことの魅力を認識し、本県の持続的発展に貢献する人
材を育成します。

11月17日
11月18日

未定 岡山県教育委員会 無料 086-226-7583

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料


