岡山カルチャーゾーン

（注）各施設には休館日があります。また行事内容等を変更することがあります。詳細は各施設にお問い合わせください。

9月 September

10月 October

夢二郷土美術館
1

TEL. 086‐271‐1000
FAX. 086‐271‐1730

○9月29日
（土）
企画展
「夢二式美人」
関連イベント
「学芸員によるギャラリートーク」
○9月29日
（土）
〜10月12日
（金）
第3回「スマホでも参加できる！夢二のふるさとフォトコンテスト」展示

TEL. 086‐272‐1148
FAX. 086‐272‐1147

○9月7日(金)、9日(日)、
21日(金)
和文化体験 座敷で楽しむ
○9月16日(日)、
30日(日)タンチョウの園内散策
○9月24日(月・休)名月観賞会

企画展 「報恩大師信仰と寺院縁起
−四十八ケ寺を中心に−」
特別陳列「国宝 太刀 無銘一文字 山鳥毛」
9月13日（木）〜10月14日
（日）

TEL. 086‐272‐1149
FAX. 086‐272‐1150

5

TEL. 086‐224‐1286
FAX. 086‐224‐1208

○10月7日(日)宇喜多秀家☆フェス

6

TEL. 086‐223‐1733
FAX. 086‐226‐3089

ルネスホール
7

TEL. 086‐225‐3003
FAX. 086‐225‐3040

○9月5日（水）赤ちゃんおはなし会
○9月8日（土）県立図書館とことん活用講座
○9月15日（土）
メディア工房体験
○9月22日（土）
バックヤードツアー

9

TEL. 086‐232‐3636
FAX. 086‐232‐5342

岡山県立美術館
10 TEL. 086‐225‐4800

FAX. 086‐224‐0648

岡山県天神山文化プラザ
11 TEL. 086‐226‐5005

12 TEL. 086‐223‐2165

FAX. 086‐223‐2169

岡山映像ライブラリーセンター
13 TEL. 086‐225‐8622

○3月1日(金)、15日(金)
和文化体験 座敷で楽しむ
○3月2日(土)
開園記念日
（入園無料）

○1月1日(火・祝)、3日(木)タンチョウの園内散策
○1月4日(金)、18日(金)和文化体験 座敷で楽しむ

交流展 「伊予の戦国時代」
1月18日
（金）
〜2月17日
（日）

○11月1日(木)おかやま教育の日・無料開館

○1月1日(火・祝)元日・無料開館
○1月1日(火・祝)〜1月3日
（木）
烏城初夢まつり
※1月1日は入場無料

○12月1日（土）放送大学・県立図書館連携講座
○12月5日（水）赤ちゃんおはなし会
○12月9日（日）
ライブラリーシアター
○12月22日（土）
バックヤードツアー
○12月23日(日)
環境保健センター・県立図書館連携講座

春季展1 特別陳列 「岡山の狛犬」
2月21日
（木）
〜3月24日
（日）

春季展2
特別陳列
「備前焼名品選」
3月26日（火）
〜4月21日（日）

○3月2日(土)後楽園開園記念日・無料開館

ルネスホール特別企画事業
○9月8日（土）ルネスミュージック インキュベーションVol.1 Ai Nagasue summer recital ○10月12日（金）
○9月14日（金）ロマンチックミュージックナイトin ルネスホール おおたか静流 昭和歌謡LIVE
伊東ゆかりセンチメンタルJazz ジャーニーVol.3
○9月23日（日）ルネスクラシックシリーズVol.9 森野美咲ソプラノリサイタル ○10月24日（水）Jiro Yoshida JapanTour 2018※
○9月24日（月・休）ルネス・アカデミー アルテ・シェニカ
○10月28日（日）
ルネスクラシックシリーズVol.12
ミュージカル部門 ミュージカル オランダおイネあじさい物語 in ルネス
堺由美フルートwith 松本彩ハープリサイタル
○9月29日（土）ルネスクラシックシリーズVol.10
中国・四国の作曲家2018in岡山 第10回作品展※
○9月30日（日）ルネスクラシックシリーズVol.11 残月 古典の会Vol.1
○10月1日(月)、
10月22日(月)、
10月29日(月)
名曲を歌いましょう〜出口裕子とともに〜
○10月5日
（金）
ワルター・アウアー meets シュトゥットガルト室内管弦楽団
○10月14日(日)
岡山フィルハーモニック管弦楽団 第57回定期演奏会
○10月19日(金)歌え！わが心

※会期中、
「御刀鑑賞会」
「手入れ講習会」
などを開講予定。

○12月23日（日・祝）
ヴォーカルグループ アルゴナウティ演奏会※
○12月26日（水）
オーケストラリハーサル in ルネス※

○1月11日
（金）
第4回ニューバージョン・ジャズナイト※

○11月12日(月)、11月26日(月)
名曲を歌いましょう〜出口裕子とともに〜
○11月16日(金)歌え！わが心
○11月19日
（月）
日本歌曲塾in岡山 塚田佳男公開レッスン

○12月2日
（日）
中国銀行ドリーミーコンサート 親子deクラシック
○12月3日(月)、
10日(月)
名曲を歌いましょう〜出口裕子とともに〜
○12月9日(日)ベートーヴェン 第九 演奏会2018
○12月14日(金)歌え！わが心
○12月15日(土)
シングフォニカー クリスマスコンサート

○1月11日(金)歌え！わが心
○1月20日（日）
岡山フィルハーモニック管弦楽団
第58回定期演奏会
（ニューイヤーコンサート）
○1月21日(月)、
28日(月)
名曲を歌いましょう〜出口裕子とともに〜

○3月21日
（木・祝）
ふるさとで奏でるヴィオラ四重奏 Vol.5※

○2月4日(月)、
25日(月)
名曲を歌いましょう〜出口裕子とともに〜
○2月15日(金)歌え！わが心

○3月4日(月)、
25日(月)
名曲を歌いましょう〜出口裕子とともに〜
○3月10日
（日）
岡山フィルハーモニック管弦楽団
第59回定期演奏会
○3月15日(金)歌え！わが心

12月11日(火)〜次年度
館蔵品展
「オリエントの美に学ぶ」
小企画展
「ファイアンス−古代のハイテクセラミックス」
12月11日(火)〜2019年2月3日(日)

岡山の作家☆再発見Ⅷ「大久保英治展」9月26日（水）〜11月4日（日）

「岡山の美術 I氏賞受賞作家展」11月9日（金）〜12月9日(日）

岡山の作家☆再発見Ⅶ「小圃千浦 カリフォルニアに生きる」1月18日(金)〜3月10日(日)

岡山県立美術館特別展「第65回日本伝統工芸展岡山展」11月15日(木)〜12月2日(日)
「岡山の美術 3期」11月9日(金)〜12月9日(日)

○10月2日
（火）
〜10月7日（日）
アートの今・岡山2018
天プラ・セレクションvol.87 久山 淑夫展
―事実が有って存在させない真実・被爆汚染列島―
「呼応：CALL&RESPONSE」
○10月12日
（金）
11月7日(水)〜11月18日(日)
天プラ・ホールセレクション ダンス公演
『カスパー・ハウザー／ヨーロッパの孤児』
○11月24日
（土）、
11月25日（日）
○10月27日
（土）
土曜劇場 劇団ひびき公演『赤シャツ』
天プラ・ホールセレクション『あの夏の絵』

○9月21日
（金）
平原 綾香
15th Anniversary CONCERT TOUR 2018
〜Dear Music〜
○9月30日
（日）
しまじろうコンサート
「たんけん！うみのワンダーランド」

○10月5日
（金）劇団四季 「SONG＆DANCE 65」
○10月7日
（日）岡山三曲演奏会
○10月19日
（金）
高嶋 ちさ子 12人のヴァイオリニスト
「女神たちの華麗なる音楽会」
○10月21日
（日）
都山流岡山県支部 第53回都山流 尺八演奏会

○11月23日
（金・祝）
吉本新喜劇

【岡山の橋】
瀬戸大橋架橋30周年記念
10月22日
（月）
〜11月30日(金)

FAX. 086‐225‐8623
★岡山カルチャーゾーン・ホームページ（各施設のHPへジャンプできます。）http://okayama-culturezone.jp

小企画展「カフカズ・ネオリティ−東京大学アゼルバイジャン新石器遺跡調査2008-2015」
2019年2月5日(火)〜次年度

「秀桜基金留学賞の10年」
1月18日(金)〜2月24日(日)

「もっと伝統工芸」
11月9日(金)〜12月9日(日)

○9月26日(水)〜9月30日(日)
天プラ・セレクションvol.86 福井 一尊展
―在るものと 見えるものと―

【ローカル線の思い出】
映像フィラー展示
9月18日
（火）
〜10月12日
（金）

○2月9日（土）
津上崇 ドイツ歌曲リサイタルⅧ『冬の旅』
※

※詳細未定のため、
お電話にてご確認いただくかHPにてご確認ください。

特別展「創作版画が歩んだ道のり 和歌山県立近代美術館コレクションを中心に」
10月5日(金)〜11月4日(日)

「岡山の美術 2期」
9月26日(水)〜11月4日(日)

○3月6日（水）
赤ちゃんおはなし会
○3月16日（土）
メディア工房体験
放送大学・県立図書館連携講座
○3月16日（土）
○3月23日（土）
バックヤードツアー

○2月2日
（土）
美術館講座
「館蔵の手紙」
（仮）

○11月2日
（金）
ルネス企画 ルネスミュージックカフェ※
○11月4日
（日）
ルネスホール特別企画事業
松本和将の世界音楽遺産 ドイツ・ロマン編 ※

○10月10日(水)特別展
「ビーズ つなぐ かざる みせる」
開館延長
○10月27日(土)特別講演会
「装身具から見た社会―南アジアのカーネリアン・ロードを巡って」 「人間にとってビーズとは何か？―つなぐ・かざる・みせる」

特別展「生きてゐる山水−廬山をのぞむ古今のまなざし」
8月31日(金)〜9月30日(日)

○2月6日（水）赤ちゃんおはなし会
○2月9日（土）放送大学・県立図書館連携講座
○2月10日（日）
ライブラリーシアター
○2月23日（土）
バックヤードツアー

企画展
「鳥ノアト―手紙 紡ぐ言葉・伝える心―」
1月26日
（土）
〜3月10日
（日）

特別展「ビーズ つなぐ かざる みせる」
9月22日(土)〜11月25日(日)

特別展
「シルクロード新世紀
−ヒトが動き、
○9月1日(土)美術館講座
モノが動く」
「サーサーン朝工芸の幻影」
〜9月9日(日) ○9月29日(土)特別講演会

特別展「第69回岡山県美術展覧会」
9月5日（水）〜9月16日（日）

○1月9日（水）赤ちゃんおはなし会
○1月19日（土）
メディア工房体験
○1月26日（土）
バックヤードツアー
○1月27日（日）県立図書館とことん活用講座

特別展
「第13回 お守り刀展覧会」
11月17日
（土）
〜1月14日
（月・祝）

特別展「王朝文学への憧れ―歌・物語に染まる、
もののあはれ―」
9月15日（土）〜11月4日（日）

FAX. 086‐226‐5008

岡山市民会館

○12月7日(金)、
21日(金)
和文化体験 座敷で楽しむ
○12月9日(日)、
16日(日)
タンチョウの園内散策
○12月22日
（土）〜1月14日
（月・祝）
後楽園写真展

○2月3日(日)、10日(日)タンチョウの園内散策
○2月6日(水)芝焼き
○2月8日(金)、15日(金)和文化体験 座敷で楽しむ
○2月20日(水)松の菰焼き

後楽園初春祭
1月1日(火・祝)〜1月3日(木)
※1月1日は入園無料

○11月2日(金)〜11月4日(日)
月見櫓の一般公開

○9月16日(日）
シンポジウム
「林原美術館の資料と
○10月20日（土）
・21日（日）平成30年度中古文学会秋季大会
岡山池田家の文事―お殿様と王朝文化―」
（ノートルダム清心女子大学カリタスホール）
（岡山県立図書館多目的ホール）
○10月27日（土）コンサート「チェロの楽しみ―チェロと二十五弦筝の競演」
○9月23日（日）お茶会「はじめての茶道！基本の「き」の会」 ○10月28日
（日）
お茶会
「名残りの茶会」

TEL. 086‐234‐2001
FAX. 086‐234‐1968

岡山市立オリエント美術館

3月 March

夢二名品展、特別展示〈祈り〉
」 12月18日
（火）
〜2019年3月17日
（日）
（予定）

冬季展2 特別陳列
「木山神社 神狐 初公開」
1月1日（火・祝）〜1月14日（月・祝）

○10月3日
（水）
県立図書館フェスタ
10月27日（土）〜11月4日（日）
赤ちゃんおはなし会
○11月7日
（水）
赤ちゃんおはなし会
○10月13日（土）放送大学・県立図書館連携講座
○11月17日
（土）
メディア工房体験
○10月14日
（日）
ライブラリーシアター
県立図書館とことん活用講座
○10月14日
（日）
県立図書館とことん活用講座
○11月24日
（土）
バックヤードツアー
○10月27日
（土）
バックヤードツアー

岡山シンフォニーホール
8

企画展
「松田基コレクションⅧ

2月 February

夜間特別開館
秋の烏城灯源郷
11月16日(金)
〜11月25日(日）

企画展
﹁ちょっとコワイ美術展﹂
〜9月2日︵日︶

林原美術館

1月 January

特別展 「岡山ゆかりの肖像」
10月19日（金）
〜11月25日（日）

TEL. 086‐225‐2096
FAX. 086‐225‐2097

岡山県立図書館

12月 December

○11月17日
（土）
企画展
「夢二式美人」
関連イベント
第52回文化講座 「夢二式美人の秘密」
○11月23日
（金・祝）
夜の特別鑑賞会
「宵の夢二 解説つき貸し切りプレミアムツアー」

○10月5日(金)・16日(火）〜19日(金)・26日（金） 岡山県後楽園菊花大会10月21日(日)〜11月11日(日)
夜間特別開園「秋の幻想庭園」
和文化体験 座敷で楽しむ
11月16日(金)〜11月25日(日)
○10月6日(土)岡山後楽園で 秋の「延養亭」特別公開
○11月2日(金)・16日(金)
10月22日(月)〜10月28日(日)
和文化体験 座敷で楽しむ ○11月16日(金)能舞台復元60周年記念講演会
能をたのしむ会
○11月3日(土・祝)後楽能 ○11月17日(土)狂言のワークショップ（体験会）
○10月8日(月・祝)・21日(日)タンチョウの園内散策
○11月4日(日)タンチョウの園内散策 ○11月24日(土)能のワークショップ（体験会）
○10月17日(水)松の菰巻き

岡山城天守閣
4

11月 November

早朝開園9月1日(土)〜11月30日(金)

岡山県立博物館
3

○10月13日
（土）
〜10月28日
（日）
第8回
「こども夢二新聞」
展示

行事予定表
平成30年9月1日現在

企画展「夢二式美人」 9月26日（水）〜12月16日（日）

岡山後楽園
2

30年度下期

「岡山の美術 5期」
1月18日(金)〜3月10日(日)

「岡山の美術 4期」12月12日(水)〜1月14日(月・祝)

○12月9日
（日）第46回 岡山市民クリスマス

○1月26日
（土）
、
1月27日
（日）
土曜劇場 KDF HAPPY PROJECT公演
『ヤング・フォーエバー(仮)』
○1月29日
（火）
〜2月3日
（日）
天プラ・セレクションvol.88 加藤 萌 漆芸展
―黒に潜む―

○2月2日（土）日本名作映画鑑賞会
黒澤明監督特集 「酔いどれ天使」
「天国と地獄」
「羅生門」
「わが青春に悔いなし」

○1月14日
（月）
オペラプラザ岡山 2018年度公演
ユニバーサルデザインオペラ
○1月20日
（日）岡山伝統音楽協会
「第17回 新春箏曲 弾始め会」
○1月24日
（木）東西狂言会 初春狂言 福来たる
○1月27日
（日）岡山県小学校管楽器教育連盟
「第6回 ウインターコンサート」

○2月20日
（水）
岡山幼児音楽協会
「第33回 岡山幼児音楽フェスティバル」

【昔のお正月】
映像フィラー展示
12月17日（月）〜1月11日(金)

【RSKテレビ展Ⅱ】
1月14日（月・祝）〜2月15日(金)

特別展「江戸の奇跡・明治の輝き
−日本絵画の200年」
3月15日(金)〜4月21日(日)
「岡山の美術 6期」
3月15日(金)〜4月21日(日)

【岡山の桜】
映像フィラー展示
3月17日（日）〜4月5日(金)

