


開館時間  ９:00～17:00
  （入館は16:30まで）

問 　備前焼ミュージアム　☎0869-64-1400　

休 　毎週月曜日（９月19日、10月10日は開館)、
 10月11日
 ９月20日㈫～９月28日㈬、12月19日㈪～
 １月５日㈭は展示替えのため休館

料金 　大人500円、高校生・大学生300円、中学生
以下無料、備前市在住の65歳以上は半額等の
割引あり

 10月１日は開館記念日により入館料100円引
き（他割引併用不可）

　予定しているイベントにつきましては、新型コロナウイルス感染症の状況により、当パンフレット発刊後に
中止または内容を変更する可能性があります。詳しくは、市役所担当課、または各イベントのお問い合わせ先
にご確認ください。

日時  開催中～10月３日㈪

 ９:00～16:30

休  火曜日・祝日の翌日

会場  加子浦歴史文化館

料金  無料

問  加子浦歴史文化館　☎0869-72-9026

　江戸時代中期、参勤交代のため日生沖を航行していた薩
摩藩の船が嵐に遭いましたが、天然の良港であった大多府
に避難したことから難を逃れました。このことを耳にした
岡山藩ではすぐに港を整備し、無人島であった大多府に加
子（水夫）役として移住を奨励しました。この時、移り住
んだのは日生以外の近隣地域の人びとであったことから日
生地域とは違った文化を形成することになりました。
　今回は、そうした大多府の歴史と文化を紹介します。

備前焼ミュージアム

企画展「風待ち港・大多府の歴史と文化」

生活文化・その他

生活文化・その他

日時  開催中～９月19日(月・祝)

会場 　備前焼ミュージアム　1・2階展示室

　備前焼ミュージアムの展示室
にあわせ、備前焼作家の金重有
邦氏とガラス作家の横山翔平氏
の２名が作品を展示、ここでし
か観られない空間を構成します。

日時  ８月20日㈯~10月９日㈰
 ９:00～16:30

休  月曜日・祝日の翌日

会場 　吉永美術館

料金 　無料

問 　吉永地域公民館　
 ☎0869-84-3839

左：横山翔平《unclear》2022年
右：金重有邦《伊部陶塔》2022年
（いずれも個人蔵）

日時  ９月29日㈭～12月18日㈰

会場  備前焼ミュージアム　1・2階展示室

　本展では中世に生産された
備前の壺と共に、国内各地の
優品を合わせて紹介します。

企画展「場所の記憶 Ⅰ  交差」

武元登々庵・君立の書道作品展

秋季企画展「逞
たくま

しの壺、美しの壺」

美術

日時  （前期）開催中～９月４日㈰
 （後期）９月13日㈫～10月30日㈰

 ９:00～16:30

休  月曜日・祝日の翌日

会場 　備前市歴史民俗資料館

料金 　無料

問 　備前市歴史民俗資料館　☎0869-64-4428

　備前市浦伊部で生まれ育った小説家、小手鞠るいの作
品、ゆかりの品、写真、作品の挿絵などとともに紹介する
企画展です。前期では作家の半生を作品とともにご紹介
し、後期では多彩な作品群をテーマごとに紹介します。郷
土の文学者の豊かな世界観を楽しんでください。

企画展「小手鞠るい　森に生き、愛を書く」

生活文化・その他

　備前市・備前市教育委員会が主催、共催、後援等をする秋のイベントをこの度、特集しました

ので、一挙にご紹介します。備前市の優れた芸術文化にふれていただく絶好の機会です。多くの

皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

　新型コロナウイルスの出現により、世界中の風景は一変しました。皆さまの生活はもちろんの

こと、文化芸術活動についても例外ではなく、大変大きな影響を受けています。このような状況

下においても、皆さまに文化芸術を見て、聴いて楽しんでいただきたい。文化芸術を通してコロ

ナ疲れを癒していただきたい。Withコロナ時代でも、備前の芸術文化の灯を絶やさない。そし

て、アーティスト皆さまのハレの舞台を応援したい。

　すべてのイベントがこの熱い思いをもって開催されます。是非とも、芸術と文化に彩られた備

前の秋をご堪能ください。

 　　　　備前市長　𠮷村　武司

 　　　　　　　備前市教育委員会教育長　松畑　熙一

2022備前市総合芸術文化祭
「ハッピーアート(幸芸)Bizen」

新型コロナウイルス感染拡大防止にご協力をお願いいたします。

！

左：岡山市指定重要文化財《備前　四耳壺》
　　文明12(1480)年銘　個人蔵
右：《備前　櫛目文壺》　鎌倉時代　
　　備前市立備前焼ミュージアム蔵



日時  11月29日㈫～12月18日㈰
 9:00～17:00（最終受付16:30）
会場  備前焼ミュージアム
 ４階ギャラリー（伊部1659-6）
 ※毎週月曜休館
 ※開館状況をご
 　確認ください。
料金  大人500円、高

校 生 ・ 大 学 生
300円、中学生
以下無料、備前
市在住の65歳以上は半額等の割
引あり

問  文化観光部文化観光課
 ☎0869-64-1832　

　日本遺産「きっと恋する六古窯－日本生
まれ日本育ちのやきもの産地―」の各やき
もの産地の子どもたちの陶芸作品を展示し
ます。

企画展関連行事

「ギャラリートーク」
企画展関連行事「永田萠が語る小手鞠
るいの姿　～友として、作家として～」

生活文化・その他 生活文化・その他

書道展（文化祭）

生活文化・その他

生活文化・その他　◆文化祭

六古窯子ども陶芸展

生活文化・その他

日時  10月１日㈯　9:00～13:30

会場  集合：日生港定期船乗り場

料金  無料。但し、 定期船往復運賃

1240円（小学生以下は半額）

はご負担ください。

定員  10名（先着順・要電話予約）

他  昼食、飲み物、タオルなど。服

装は運動靴など動きやすい服装

でお越しください。

問  加子浦歴史文化館　

 ☎0869-72-9026　

　大多府島内を散策しながら史跡等を巡
ります。

日時  11月頃

会場  加子浦歴史文化館資料館和室

料金  300円

定員  10名

問  加子浦歴史文化館　

 ☎0869-72-9026　

　煎茶のしつらえを学び、略式手前で煎
茶をいただきます。

日時  10月30日㈰(仮)13:30～16:00

会場  埋蔵文化財管理センター向かい収蔵庫

料金  500円

定員  15名(先着順・10歳以下は保護者同伴)

問  埋蔵文化財管理センター

 （☎92-4300、ＦＡＸ92-4301）

 休館日：火曜日、祝日の翌日

　備前市内にある大きな円墳「丸山古墳」、その
中心部には香川県で産出されていた火山石とい
う凝灰岩でつくられた石棺があります。この石
棺は、幅90cm、長さ3.4ｍもあり、蓋には日輪
文や家屋文などの文様が彫られています。今回
は石こうを使って10センチ前後の模型を作りま
す。　https://www.city.bizen.okayama.jp/
site/bizen-maibun

日時  12月６日㈫～12月13日㈪

 ８:30～17:15

会場  備前市役所本庁舎１階ロビー

料金  無料

問  小中一貫教育課

 ☎0869-64-1840

企画展関連行事「大多府を歩く」

市民文化講座「煎茶を楽しむ（仮）」

生活文化・その他

生活文化・その他

埋蔵文化財管理センターワークショップ

「石棺をつくろう！Part.４」

備前市小学校・

中学校美術展覧会

生活文化・その他

美術

日時  9月18日㈰、10月16日㈰
 14:00～30分程度

会場  備前市歴史民俗資料館

料金  無料

定員  各回10名（先着順・要電話予約）

問  備前市歴史民俗資料館　
 ☎0869-64-4428

　担当学芸員による展示品紹介を行いま
す。

日時  ９月23日(金・祝)　

 13:00～15:00

会場  備前市市民センター

料金  無料

定員  70名（先着順・要電話予約）

問  備前市歴史民俗資料館　

 ☎0869-64-4428

　小手鞠るいと公私共に交友の深いイラ
ストレーター・永田萠を講師に招き、小
手鞠るいの作品、人柄、仕事振りについ
て語っていただきます。

日時  10月25日㈫~30日㈰

 ９:00～17:00

 （最終日は16:00まで）

会場  吉永美術館

料金  無料

問  吉永地域公民館

 ☎0869-84-3839

開館状況

中央公民館・片上地区文化祭

日時  10月29日㈯～30日㈰

 ９:00～17:00

 （最終日は15:00まで）

発表  10月30日㈰　10:00～15:00

会場  備前市市民センター

問  ☎0869-64-1133

日生文化祭

日時  10月30日㈰～11月３日㈭

 ※特別開館10月31日㈪

 ９:00～18:00

 （最終日は15:00まで）

発表  11月３日㈭　10:00～12:00

会場  日生地域公民館(日生市民会館)

問  ☎0869-72-1006

吉永文化祭

日時  10月25日㈫～30日㈰

 ９:00～17:00

 （最終日は16:00まで）

発表  10月30日㈰　10:00～16:00

会場  備前市吉永地域公民館

問  ☎0869-84-3839

西鶴山地区文化祭

日時  11月７日㈪～12月23日㈮

休  土曜日・日曜日・祝日

会場  備前市立西鶴山公民館

他  週替りで展示

問  ☎0869-66-9545

香登地区文化祭

日時  10月29日㈯　９:00～17:00

   　30日㈰　９:00～15:00

会場  備前市立香登公民館

問  ☎0869-66-9001

伊部地区文化祭

日時  10月29日㈯　

 ９:00～15:00

会場  備前市立伊部公民館

問  ☎0869-64―2774

伊里地区文化祭

日時  10月22日㈯　13:00～16:00

   　23日㈰　　９:00～15:00

会場  備前市立伊里公民館

問  ☎0869-67-0001

東鶴山地区文化祭

日時  10月29日㈯　13:00～17:00

   　30日㈰　　９:00～17:00

発表  10月30日㈰　　９:00～16:00

会場  備前市立東鶴山公民館

問  ☎0869-65-8001



書道展（美術展覧会）三石地区文化祭

文芸展（文化協会）

郷土史講演会（文化協会）

華道展（文化協会）

芸能連盟発表会（文化協会）

写真展（美術展覧会）

お夏踊り展（文化協会）

日本画展（美術展覧会）

BIZEN音楽祭（文化協会）

工芸展（美術展覧会）

歌舞曲連盟発表会（文化協会）

洋画展（美術展覧会）

プロフェッショナル美術展

日時  ９月30日㈮～10月２日㈰

 ９:00～17:00

 （最終日は15:00まで）

会場  備前市市民センター　

 ２階講座室

問  ☎0869-64-1133

日時  未定（10月～12月中）

会場  備前市立三石公民館

問  ☎0869-62-0811

日時  10月７日㈮～９日㈰

 ９:00～17:00

 （最終日は15:00まで）

会場  備前市市民センター　

 ４階第２講習室

問  ☎0869-64-1133

日時  10月１日㈯

 13:30～15:30

会場  備前市市民センター　

 ３階視聴覚室

問  ☎0869-64-1133

日時  11月５日㈯～６日㈰

 ９:00～17:00

 （最終日は16:00まで）

会場  備前市市民センター　

 ２階講座室

問  ☎0869-64-1133

日時  10月９日㈰

 13:00～16:00

会場  備前市市民センター　ホール

問  ☎0869-64-1133

日時  10月７日㈮～９日㈰

 ９:00～17:00

 （最終日は15:00まで）

会場  備前市市民センター　

 ２階講座室

問  ☎0869-64-1133

日時  11月５日㈯～６日㈰

 ９:00～17:00

 （最終日は15:00まで）

会場  備前市市民センター

 ４階講習室

問  ☎0869-64-1133

日時  10月21日㈮～23日㈰

 ９:00～17:00

 （最終日は15:00まで）

会場  備前市市民センター　

 ４階講習室

問  ☎0869-64-1133

日時  11月23日㈬　

 13:00～

会場  備前市市民センター　ホール

問  ☎0869-64-1133

日時  10月７日㈮～９日㈰

 ９:00～17:00

 （最終日は15:00まで）

会場  備前市市民センター　

 ４階第１講習室

問  ☎0869-64-1133

日時  11月６日㈰

 10:00～

会場  備前市市民センター　ホール

問  ☎0869-64-1133

日時  10月21日㈮～23日㈰

 ９:00～17:00

 （最終日は15:00まで）

会場  備前市市民センター　

 ２階講座室

問  ☎0869-64-1133

日時  11月26日㈯～27日㈰

 ９:00～17:00

 （最終日は15:00まで）

会場  備前市市民センター

 ２階講座室

問  ☎0869-64-1133

◆文化祭生活文化・その他　◆文化祭

神根地区文化祭

日時  11月２日㈬～25日㈮

 ９:00～15:00

休  月曜日・祝日の翌日

会場  備前市立神根公民館

 （紅葉会館）

問  ☎0869-84-2840

囲碁大会（文化協会）

日時  11月13日㈰　

 ９:30～16:00

会場  備前市市民センター　

 ４階講習室

問  ☎0869-64-1133



日時 　11月３日（木）13:30～15:00(開場13:00)

会場 　備前市市民センターホール

 遊技場跡地(クラウン跡)、市民センター (中国銀行
前)、市役所本庁舎駐車場をご利用ください。 

料金 　無料(事前申込不要･先着順／定員790名)

他 　プログラムはヘンデル：『水上の音楽』より
 「アラ・ホーンパイプ」　他

問 　教育文化振興課　☎0869-64-1837

　岡山フィルハーモニック管弦楽団は、岡山にゆかりのある
優れた演奏家を中心とするプロオーケストラで、岡山シン
フォニーホールの完成を機に平成4年に設立。定期演奏会を
始め、スクールコンサート、音楽鑑賞教室、ファミリーコン
サート等、各地で数多くの演奏活動を実施し、県民のオーケ
ストラとして、音楽芸術普及・向上のために積極的に活動し
ている。

日時 　11月３日（木）18:00～20:00(開場17:30)

会場 　備前市市民センターホール

 遊技場跡地(クラウン跡)、市民センター (中国銀行
前)、市役所本庁舎駐車場をご利用ください。

料金 　無料(事前申込不要・先着順／定員790名)

他 　噺家「三遊亭歌彦」による開口一番

問 　教育文化振興課　☎0869-64-1837

　「桂雀々」は大阪出身の上方落語
家。1977年、天才と謳われた「桂
枝雀」に入門。以来、上方の滑稽噺
を継承し、今では「上方落語の爆笑
王」の異名をとる。現在は、拠点を
東京に移し、全国で落語を披露し、
俳優としても活躍している。2020
年にはBS NHK連続ドラマ「贋作男
はつらいよ」の車寅次郎に抜擢され
た。2002年上方お笑い大賞最優秀
技能賞など受賞歴多数。自身の少
年時代を描いた自叙伝「必死のパッ
チ」(幻冬舎)がある。

日時 　①【特別賞・優秀賞】 10月12日（水）～11月27日（日）9:00～17:00（最終受付16:30）
 ②【入選・その他】 10月15日（土）9:00～17:00
  10月16日（日）9:00～15:00　※2日間のみ

会場 　①備前焼ミュージアム４階ギャラリー（伊部1659-6）　
　 　※毎週月曜休館　※開館状況等は右のQRコードでご確認ください。
 ②リフレセンターびぜん体育室（伊部2264-2）

料金 　①無料（こども備前焼作品展のみへのご来場に限る）

 ②無料

問 　岡山県こども備前焼作品展実行委員会（教育文化振興課事務局）
 ☎0869-64-1837

　岡山県（備前市）の伝統文化である備前焼を通して、次世代を担う児童生徒が豊かな
感性や創造性を養い、活力ある市民生活と地域文化の発展に貢献することを目的として
開催しています。
こどもたちの多数の備前焼作品を展示していますので、是非ご鑑賞ください。

日時  ９月29日（木）～11月６日（日）

会場  JR伊部駅周辺及び市内

問  備前焼振興課　☎0869-64-1887

　いろんなイベントでお迎えします。この機会に伊部のまち
に訪れて、手に取って備前焼の魅力を感じてください。

日時 　10月15日（土）、16日（日）

会場 　JR伊部駅周辺

問 　備前焼まつり実行委員会
 （協同組合岡山県備前焼陶友会事務局）　☎0869-64-1001

　作家や窯元の店舗が軒を連ねる備前焼のふるさと「伊部」。
会期中、伊部駅周辺の特設会場には備前焼販売テントが多数
並びます。店舗やテントをまわり、作家や窯元の話を聞きな
がら、直接手にもってお気に入りの一品を探してみてはいか
がでしょうか。

第20回おかやま県民文化祭参加事業

岡山フィルハーモニック管弦楽団演奏会
　～岡フィル12名による演奏会！プロによる
　　　　ダイナミックな生演奏をお楽しみください～

第20回おかやま県民文化祭参加事業

桂 雀々落語公演
　～噺家「桂雀々師匠」による落語で

　　コロナストレスを吹っ飛ばすぐらい大笑いください～

第20回おかやま県民文化祭参加事業/マルセンスポーツ・文化振興財団助成金採択事業

第13回岡山県こども備前焼作品展
～伝統文化の継承～子どもたちが創作した備前焼の傑作を展示します～

秋の備前焼フェア 第38回備前焼まつり

音楽 生活文化・その他

生活文化・その他

HP

開館状況

昨年度の展示・審査会風景

HP



公民館一覧

日生エリア

伊部エリア

吉永エリア

片上エリア

公民館名称 所在地

中央公民館

（市民センター内）

〒705-0021 
備前市西片上17-2
TEL　(0869)64-1133

日生地域公民館

（日生市民会館）

〒701-3204 
備前市日生町日生241-87
TEL　(0869)72-1006

吉永地域公民館

（社会福祉センター）

〒709-0225 
備前市吉永町三股19
TEL　(0869)84-3839

西鶴山公民館
〒705-0015 
備前市畠田102-1
TEL　(0869)66-9545

香登公民館
〒705-0012 
備前市香登本745-1
TEL　(0869)66-9001

伊部公民館
〒705-0001 
備前市伊部1776-1
TEL　(0869)64-2774

片上公民館

（市民センター内）

〒705-0021 
備前市西片上17-2
TEL　(0869)64-1135

伊里公民館
〒705-0034 
備前市友延409
TEL　(0869)67-0001

東鶴山公民館
〒705-0026 
備前市佐山2616
TEL　(0869)65-8001

三石公民館

（三石ふれあいセンター内）

〒705-0132 
備前市三石1094
TEL　(0869)62-0811

神根公民館

（紅葉会館）

〒709-0212 
備前市吉永町神根本911
TEL　(0869)84-2840

公民館HP

https://www.city.bizen.okayama.jp/site/
kouminkan/list343-526.html

備前市総合芸術文化祭

開催エリアマップ

吉永

備前

日生


