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岡山県生涯学習情報システム 
 

情報の内容 
岡山県の生涯学習情報を広く集めています。 

キッズページトップ画面 

新たに提供をはじめた情報 

キッズページ 

講座・講演 施設・文化財 団体・グループ 視聴覚教材 

資格 学習相談窓口 講師・ボランティア 

イベント 学習プログラム 学習相談事例 

子育て支援専用ページ 

子育て支援 

引き続き提供する情報 

「ぱるネット岡山」が 
 新しくなりました 

「ぱるネット岡山」のリニューアル I n f o r m a t i o n
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 「ぱるネット岡山」はセンター開所と同時にスタートし皆
様に親しまれてきた、県内の生涯学習情報を提供するシス
テムです。このたび、提供する情報の内容やデザインを大
幅に見直しました。インターネットに接続したパソコンや
携帯電話があれば、いつでも、どこでも県内の生涯学習情
報を手に入れることができます。 

　子ども向けの学習会やイ
ベント、県内のおすすめスポ
ットなどを紹介しています。 
　専用ページを設け、小中学生

向けの情報を選りすぐりで提供

します。 

　県内で開催される各

種生涯学習イベントを

紹介します。内容はも

ちろん、開催地域や開

催日などでも探すこと

ができます。 

　講座、研修会やイベントなどでお

こなった実践をデータとして保有し

ていきます。講師・ボランティア情報

と関連づけて、どの講師がどんな内

容を実践しているかをわかりやすく

紹介します。 

　育児を応援しサポートするこ

とをめざして、広く子育てに関

する情報を提供します。 

　関係機関や団体も紹介して

います。 

　学習の手助けとなる学習相談の事例

情報を提供します。

学習を始めたいとき、

相談されたときなど

に役立ちます。 

講演会や学習会の情報 サークルの活動場所や文化財 共に活動できる学習サークル 団体利用のビデオ教材や機材 

資格内容や取得方法 学習相談を実施している窓口 講演会で話ができる人や 
ボランティア 

以前から提供している情報も、 
内容やページデザインを 
見直しています。 



い
つ
で
も
、だ
れ
で
も
、欲
し
い
情
報
を
す
ぐ
に 

Ｐｏｉｎｔ Ｐｏｉｎｔ 

Ｐｏｉｎｔ 

検索 検索 
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ご利用は 
インターネットで 

HPのアドレス　http://www.pal.pref.okayama.jp/

として検索 ぱるネット岡山 

簡単・らくらく 

バーチャルギャラリーで発表しませんか  

パソコン初心者でも大丈夫！ 
マウスだけでも情報を探せます。 

最新情報を定期的に入手 
できます 
　ぱるネット岡山の新着情報を、メールで
定期的に入手できます。また、RSSリーダ
ーという情報収集のためのソフトウェアを
使えば、毎日の更新情報が確認できます。
携帯電話を利用してのメール受信はもち
ろん、サイト閲覧や情報検索も可能です。 

　公民館等の生涯学習施設での講座や
グループ活動で学んだ成果物や、イベント・
講演会といった学習活動のようすをイン
ターネットに公開してみませんか。公開し
たいものをデジタルカメラなどで撮影す
れば「ぱるネット岡山」で公開できます。 
　是非この機会に日頃の学習成果を発表
してはいかがですか。 
　※県内の生涯学習団体での活動を対
象としています。 

生涯学習センターの情報も 
確認できます 
　生涯学習センター
が主催する各種講座
や研修会、催事、行事
予定も専用エリアでお
知らせします。センタ
ーの各部屋の利用状
況なども確認できます。 
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岡山県生涯学習センター 
平成１９年度事業案内 

センター事業の紹介 I n f o r m a t i o n

生涯学習推進専門講座 

パソコン指導者養成講座 

学習の場、交流の場として、人生の輪が広がります。学びたいこと、いろいろ。あなたの生涯学習をサポートします。 

指導者の養成と研修 
各種、リーダーシップを発揮できる様々な研修プラン 

 ○生涯学習推進基礎講座 
　市町村の生涯学習担当職員を対象に、生涯学習・社会教
育推進に必要な基礎的知識・技能の研修を行います。 
　【年3回：4月、6月実施】 
○生涯学習推進専門講座 
　市町村の生涯学習担当職員を対象に、現代的な課題に対
応した実践的な内容の研修を行い、力量の向上を図りま
す。【年4回×4コース：5月、7月～9月、2月実施】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○社会教育施設職員等研修会 
　生涯学習時代における社会教育・生涯学習のあり方につ
いて研修し、指導者としての力量の向上を図ります。 
　【年4回：7月、9月、12月実施】 
○教育メディア利用講座 
　教育メディアを教育活動全体の枠組みの中で体系的に
利用できる力を身につけ、指導者としての資質の向上を
図ります。【1コース：8月実施】 
○視聴覚ライブラリー担当者会・研修会 
　視聴覚ライブラリーの運営上の諸問題を話合い、視聴覚
教育の一層の向上を目指します。【11月実施】 

○岡山県公民館連合会・研修会 
　公民館職員や市町村公民館担当者の研修を行います。 
　【年3回：6月、9月、12月実施】 
○体験活動・ボランティア活動コーディネーター 
　養成セミナー 
　青少年の体験活動・ボランティア活動の充実を目指して、
コーディネーターや活動の指導者を養成します。 
　【年3回：8月実施】 
○地域社会づくりリーダーセミナー 
　生涯学習による地域社会づくりに向けて、官民協働で企
画立案した講座・イベントの実施を通して、リーダーの養
成を図ります。【年3回：6月、7月、2月実施】 

○パソコン指導者養成講座 
　地域でのパソコン講座機会の増大に伴い、県内各地域で
の指導者の育成と、指導力の向上を図ります。 

　【4コース：8月～11月実施】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○映像ボランティア養成講座 
　ビデオ撮影からビデオ編集まで、映像に関する様々な技
術について研修し、映像技術のボランティア活動を前提
とした、映像技術指導者の育成を図ります。【7月実施】 
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学習相談・情報提供 
学習事項に対して、相談にお応えします 

○学習相談 
　学習相談員が面談、手紙、電話、ファクシミリ、電子メール、
テレビ会議システムで、生涯学習に関する相談に応じます。 
○岡山県体験活動ボランティア活動支援センター 
　（こももセンター） 
　青少年活動を支援するために、体験活動やボランティア
活動に関する情報を提供するととともに、活動のコーデ
ィネートを行います。 

○「ぱるネット岡山」による情報提供 
　インターネット上で県内各地で開催されている「講座・講
演」情報や、公民館や文化財などの「施設・文化財」情報等、
生涯学習情報を提供します。 
○視聴覚教材・機材の整備・貸出、視聴覚教育の普及 
　視聴覚教材・機材の貸出を行い、視聴覚メディア活用学
習を支援します。 

○その他 
　生涯学習情報の収集・整理、AVコーナーの整備・運営、
図書資料の収集等を行います。 

2
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生涯学習ボランティア養成セミナー 

生涯学習「受講生の集い」 伊島小との学社融合研究モデル事業 

三学ぱるマンスリー・トライアル 
(19.2.3 運営したぱるボランティアのみなさん） 

学習講座等の開設 
 

3

交流 
多様な分野の仲間や多世代の仲間が集い、 
学習成果を発表するなどの場や機会を提供します。 

4 調査・研究 
 

○学習需要の調査研究（生涯学習についての調査） 
　県民の学習ニーズ等の調査結果を基に、それに即した学
習プログラムの研究、開発を行います。 
○伊島小との学社融合研究モデル事業 

5

施設・設備の開放 
生涯学習の拠点施設として、県民が自主的・主体的に 
行う学習の場として施設・設備を提供し、学習活動を支援します。 

○三学ぱるマンスリー・トライアル 
　生涯学習センター登録の「ぱるボランティア」を中心に
企画・運営する、親子で参加できる体験型イベントを開催
します。 
○ぱるシアター（子ども映画会） 
　アニメ映画を中心に上映会を行い、幼児・児童が映画に
親しむ機会を提供します。 
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○岡山県生涯学習大学（のびのびキャンパス岡山） 
　　　　　　　　　　　　　　　　＜P.6～P.7参照＞ 
○遠隔講座（VOD等）の開設 
○ぱるシアター（特別上映会） 
　優れた映像作品を気軽に鑑賞していただけるよう上映
　会を実施します。＜P.9参照＞ 
○初心者パソコン講座 
　（WindowsＸＰコース、WindowsVistaコース） 
　初心者の方を対象に、パソコン操作と利用方法等の基礎
的な学習を行います。＜P.8参照＞ 

○WindowsVista入門講座 
　新しいOS、WindowsVistaの機能の説明とその機能を
利用する研修を行います。＜P.8参照＞ 
○ソフト活用パソコン講座 
　アプリケーションソフトに的を絞り、基本的な操作方法の
説明と実習をする研修を行います。＜P.8参照＞ 

○ソフト活用 ―Q＆A講座 
　ソフト活用パソコン講座の受講者を対象に、質問を受け
付ける場を提供します。＜P.8参照＞ 
○生涯学習ボランティア養成セミナー 
　生涯学習の成果
を活かし、積極的
に社会参加を目指
すボランティアを
養成します。【年3
回（予定）：4月、9
月、1月実施】 

○パソコンセルフ 
　スタディルーム 
　（P.S.S.R.） 
　パソコンの基礎技能の向上のため、テキストを使って自
習できる場を提供します。＜P.8参照＞ 
○三学ぱる塾 
　生涯学習センター登録の「ぱるボランティア」や生涯学
習大学修了生が企画・運営する講座を開設します。 
　＜P.7参照＞ 

○生涯学習「受講生の集い」 
　岡山県生涯学習大学の受講生を中心に、学んだ内容や
学びを生かした活動などについて発表する場を提供しま
す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
○発表・展示・交流 
　展示スペースを生涯学習成果の発表の場として提供し
ます。【年間】 
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岡山県生涯学習大学 
（のびのびキャンパス岡山） 

岡山県生涯学習大学等 I n f o r m a t i o n

　岡山県生涯学習大学（のびのびキャンパス岡山）では、県民の皆様の多様なニーズにお応えし、開か
れたキャンパスを目指して、学習講座を体系化し、今年度も様々な学習機会を提供しています。岡山県
生涯学習大学には、主催講座と連携講座があります。講座の情報は「受講案内」（市町村の公民館等に
あります）や、インターネットのホームページに詳しく掲載されていますのでご覧ください。 

　岡山県生涯学習大学では「いつでもどこでもだれでも」が 
学べるように、県内各地で主催講座を開催しています。受講を希望される方は、 
各講座開設機関にお問い合わせの上、直接お申し込みください。 

県内各地で行われる主催講座 

　「三学ぱる塾」とは、岡山県生涯学習大学の修了生、または岡山県生涯
学習センター「生涯学習ボランティア」（ぱるボランティア）として活躍し
ている人によって開設される講座です。 

一般教養コース（市町村・NPOで行う講座） 

講座名 

玉野の歴史：古代から近世まで 
 
古代吉備のクニの形成と特質 
 
にいみ「ぶらり」体験学習 
 
美作の中世山城を訪ねて 
　～その盛衰と遺構と～ 
 
「いきいきとした子ども」に育てるための 
指導者養成講座（入門編） 
－アクティブ、クリエイティブ、エンジョイ－ 

玉野市生涯学習センター 

総社市教育委員会 

新見市教育委員会 

美作市教育委員会 

ＮＰＯ法人 
たけやり子ども発達研究所 

※ 三学ぱる塾は「岡山県生涯学習大学」の連携講座です。 

平成１８年度三学ぱる塾「陶芸の制作」 

０８６３－８３－９２００ 

０８６６－９２－８３６２ 

０８６７－７２－６１４７ 

０８６８－７２－２９００ 

 

０８６９－５５－７７４４ 

８月１４日 

５月１６日 

６月１５日 

５月２５日 

 

８月２５日 

 

講座開設機関 問い合わせ先 申込締切 

受講生募集 

平成１９年度三学ぱる塾（前期） 
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平成１８年度主催講座 
「満喫・感動にいみの宝もの体験学習」 

平成１８年度主催講座 
「アートを楽しむ」 

講座名 

健康・長寿と食生活 
 
食文化に魅せられて 
 
植物と化石を通して地球環境を考える 
　－楽しいフィールドワーク 
　　　（野外学習）を通じて学ぶ－ 
 
目指そう！健康長寿 
 
生きがいづくり 
 
表計算ソフトを使ってみよう 
　～家計簿から住所管理まで～ 
 
 

岡山学院大学 

くらしき作陽大学 

倉敷芸術科学大学 

 
新見公立短期大学 

順正短期大学 

中国学園大学・中国短期大学 

０８６－４２８－２６５１ 

０８６－５２３－０８２２ 

０８６－４４０－１００４ 

 
０８６７－７２－０６３４ 

０８６６－２２－３５１７ 

０８６－２９３－１１００ 

６月１４日 

７月２２日 

９月２０日 

 
９月１２日 

７月２７日 

７月２７日 

 

 

講座開設機関 問い合わせ先 申込締切 

講座名 

生涯学習とまちづくり 

セカンドライフの充実に向けて 

経済社会のグローバル化と日本 

持続可能な開発のための地球学 

２１世紀のくらしと文化 

健康ランニング教室 

コンピュータの利用と活用 

岡山大学 

吉備国際大学 

岡山商科大学 

岡山理科大学 

倉敷市立短期大学 

美作大学 

津山工業高等専門学校 

０８６－２５１－７２２６ 

０８６６－２２－７４０４ 

０８６－２５６－６６５６ 

０８６－２５６－９７３１ 

０８６－４７３－１６８０ 

０８６８－２２－７７１８ 

０８６８－２４－８２１７ 

８月１日 

８月４日 

６月３０日 

７月２５日 

６月３日 

４月２６日 

６月２７日 

 

 

 

講座開設機関 問い合わせ先 申込締切 

専門教養コース　専門性の高い内容、現代的課題に関する内容について講座を開設します。 

大学院コース　地域での指導者・ボランティア活動に生かすより高度な実践力を身につけるための講座を開設します。 

講座名 

国文学講座　源氏物語 

烏城陶芸クラブ 

大菊の3本仕立て（盆養）で 
菊花展をしよう 

実践Word

平成１９年５月１２日～９月２２日 

平成１９年５月２６日～９月８日 

平成１９年４月３０日～９月１６日 

平成１９年７月６日 ～８月１０日 

１３：３０～１５：３０ 

１０：００～１５：００ 

１０：００～１２：００ 

１８：３０～２０：３０ 

１１ 

７ 

６ 

３ 

電話・FAX 

往復はがき 

往復はがき 

往復はがき 

実施期間（実施期日） 回数 時間 申込方法 

●開催講座一覧 
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パソコン関連講座の紹介 

この講座は、岡山県生涯学習大学連携講座 
（短期講座）になります。 
※後期には、WindowsVistaコースを開講予定 

※各コースには、自習型の補習講座を各１ 回開講予定

初心者パソコン講座～マウス操作からワードの初歩まで

実施コース 
・はがき作成（Word）　・文書作成（Word）　・画像の加工（Word） 　・地図作成（Word）
・インターネットの楽しみ方（ＩＥ、OE､等）　・表計算の基礎（Excel）　・表計算の発展（Excel）
・ホームページ作成（ホームページビルダー）　・デジタル写真（フォトストーリー）
・デジタル画像（PhotoshopElements）　・プレゼンテーションスライド作成（PowerPoint）
※各コース毎にテキスト代として100円が必要です。

Ｐ.Ｓ.Ｓ.Ｒ.（パソコン セルフ スタディ ルーム） 

電話または来所で申し込んでください。申し込み 

お問い合わせは  情報課 086（251）9752 まで
※個人情報は受講の可否の連絡など、本講座の運営以外の目的には一切使用
　いたしません。

初心者パソコン講座及びソフト活用講座の申込み方法 

平成19年度パソコン講座 

前期ソフト活用パソコン講座～初心者からステップアップ～
ウィンドウズの基本操作、文字入力ができる方が対象です《各コースとも全3回》

1期

2期

3期

6/2（土）・6/13（水）・6/23（土）・7/4（水）・7/14（土）・7/25（水）

9/12（水）・9/22（土）・10/6（土）・10/17（水）・11/14（水）・11/24（土）

1/9（水）・1/19（土）・1/30（水）・2/6（水）・2/16（土）・2/27（水）

5/15（火）～

8/30（木）～

12/11（火）～

①往復はがき　「希望パソコン講座名・希望コー

ス名」を明記し、郵便番号、住所、電話番号、氏

名、年齢を記入の上、郵送。

②センターに直接来所　抽選結果をお知らせす

るはがきのみをご持参ください。

③インターネット上から　生涯学習センターホ

ームページ→学習講座→講座受講申込

※受講希望者が多数の場合は、抽選となります。

返信はがきまたはＥメールで抽選結果をお知

らせします。

複数回の申込は可能ですが、１ コースにつき
いずれか一つの方法でお申し込みください。

申込みはがき記入例

自分のペースでパソコンの自己学習をしてみませんか

※申込みは各期内で4回までとし、各開催日の定員に達した時点で締め切ります。

　複数期の参加は可能ですが、その都度申し込みが必要です。

連
絡
先
の
住
所

参
加
者
氏
名 

様

WindowsXP・日曜コース

WindowsXP・昼間コース

6月10日（日）・17日（日）

10月3日（水）・4日（木）・5日（金）

10：00～15：00

13：30～16：00

5月10日（木）

9月4日(火）

コース 期　日 時　間 申込み締切（必着）

インターネットとメールを使おう昼間コース

デジタル画像で楽しもう昼間コース

エクセルで売上一覧表をつくろう夕方コース

ワードでちらしをつくろう夕方コース

6月20日（水）・21日（木）・22日（金）

6月27日（水）・28日（木）・29日（金）

7月11日（水）・12日（木）・13日（金）

7月18日（水）・19日（木）・20日（金）

13：30～15：30

13：30～15：30

18：30～20：30

18：30～20：30

5月20日（日）

5月27日（日）

6月12日（火）

6月19日（火）

コース 期　日 時　間 申込み締切（必着）

実　施　日 申し込み開始

I n f o r m a t i o n
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ぱるシアター 
上映場所／岡山県生涯学習センター

上映内容開催日時

４/２１（土）13:30～15:00

５/１９（土）13:30～15:00

６/１６（土）13:30～15:00

７/１４（土）13:30～15:00

８/１９（日）13:30～15:40

９/１５（土）13:30～15:00

●子ども映画会　「なかよしの鯉のぼり」
　　　　　　　　「まんが日本昔ばなし　舌切り雀/龍の淵/おいてき堀/河童のくれた妙薬」ほか

●子ども映画会　「トムソーヤの冒険 － トムとハックとブタ騒動」
　　　　　　　　「おやゆびひめ」ほか

●子ども映画会　「ジャングル大帝」「青い鳥」ほか

●子ども映画会　「銀河鉄道９９９」
　　　　　　　　「まんが日本昔ばなし　七夕さま/さだ六とシロ/河童の雨ごい/イワナの怪」ほか

●特別上映会　　「陽はまた昇る」　出演：西田敏行、渡辺謙 ほか

●子ども映画会　「小公女セーラ」
　　　　　　　　「星の王子様　プチ・プランス」ほか

●子ども映画会：情報創作棟 １階視聴覚室　７２席(予約不要)
●特別上映会　：体育館・ホール　３５０席(要予約)

お問い合わせ先　〒700-0016　岡山市伊島町3‐1‐1　岡山県生涯学習センター　情報課　TEL086-251-9752

Lecture Introduction

●特別上映会「陽はまた昇る」は上記の要領で

お申し込み下さい。来所して申し込まれる場

合は官製はがきを持参してください。生涯学

習センターのホームページからも申し込めます。

　http://www.pal.pref.okayama.�p
　[学習講座]の[講座受講申込]をクリック

※個人情報は鑑賞の可否の連絡等、本事業の運

営以外の目的には一切使用いたしません。

ぱるシアター８月
鑑賞希望

希望者が複数の
場合は、全員の氏
名を記入

連
絡
先
の
住
所

参
加
者
氏
名 

様

特別上映会申込方法

視聴覚ライブラリーからのお知らせ
　岡山県視聴覚ライブラリーでは、学校や社会教育施設、町内会など、県内の団体を対象に、視聴覚教材・機
材の貸し出しを行っています。 
　ビデオテープをはじめ、１６ミリフィルム、ＤＶＤなどの教材を多数そろえ、無料で貸し出しています。機材の
操作がわからない方にはお教えいたします。お気軽にお問合せ下さい。 
※著作権法に触れる場合、入場料等を徴収する場合、営利目的、特定の政党・宗教の宣伝活動にはご利用いた
だけません。 

○視聴覚教材の利用の仕方 

①生涯学習センターが配付しております視聴覚教材目録（冊子）から
　お選び下さい。
　インターネットからも教材の検索ができます。
　http://www.pal.pref.okayama.jp/ 
②電話（086-251-9752）で予約します
　●3ヶ月前の月の初日から予約可能
　●1度に3本まで
　●期間は7泊8日以内（宅配の場合、配送期間も含む）
③借用申込書を記入し、ＦＡＸ（086-251-9757）または郵送する。
④岡山県生涯学習センター情報課で教材を受取る。
　宅配も可能（送料は利用者負担）

官製往復はがき

[視聴覚教材]をクリックして
検索してください。

岡山県生涯学習センターの講座紹介・お知らせ 
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わがまちの生涯学習（地域社会づくり） Life Long Learning In Our Town

『活躍☆キラリ』 
 

人々のつながりと伝統文化を 
大切にしたまちづくり 

地域の一体感を持つために 
吉備高原をアピールするために 

～鬼伝祭（ふるさとの夏祭り）吉備高原夢祭り実行委員会～ 

吉
備
中
央
町 

奈
義
町 

 
奈義町

吉備中央町

◆横仙歌舞伎の伝統を大切にした 
　まちづくり 
　横仙歌舞伎は、江戸時代より県北部中国山地の農

村地域を中心に神社境内にある舞台などで演じられて

きた歌舞伎のことです。現在では、横仙歌舞伎保存会

や松神会、さらに、２名の役場歌舞伎専門職員等が中

心になり、子どもから大人まで多くの人々が歌舞伎に

関わり、伝統を大切にしたまちづくりに生かしています。 

 
◆横仙歌舞伎の公演を支える人々 
　横仙歌舞伎では、春夏秋冬に行う四季の公演を中

心に伝統文化の保存と継承を行っています。 

　歌舞伎公演の当日は、舞台役者、語りを行う義太夫、

三味線弾き、舞台大道具、小道具の製作者、衣装着

付師、かつらを扱う床山、独特の化粧を施す顔師等の

大所帯となり、それぞれ目に見えないところで互いに支

え合っています。 

◆役場有志職員による歌舞伎熱演 
　奈義町役場有志職員が、昨年１１月の歌舞伎大公

演と今年２月に勝央町で行われた冬の公演で「絵本

太功記十段目」を熱演しました。連日、意気込みも盛

んに夜遅くまで舞台稽古を繰り返し、公演当日には目

の肥えた観客を唸らせる迫真の演技を披露しました。 
 

役者に化粧をする顔師 
山のように積み上げられた 

絵柄灯籠 

古式にのっとり鬼火を採火 

御輿が会場に到着 

鬼火の採火式 

総踊り 

最後の花火 絵柄灯籠に火を入れた 

三番叟の太鼓、お囃子、三味線演奏 

「阿波の鳴門」での演技に 
会場は涙の渦 

横仙歌舞伎大公演 

　奈義町は、岡山県北東部の鳥取県境に位置し、人口は6,683人の自然豊かなまちです。現在では、
町のシンボルとなった西日本でも有数の規模を誇る地下芝居「横仙歌舞伎」のまちとして、その名が
知られています。

白浪五人男の名台詞を披露 これぞ歌舞伎のまちの職員という迫真の演技 

◆子ども歌舞伎教室で頑張る 
　子こどもたち 
　募集により集まった子

ども達へ、横仙歌舞伎保

存会から伝統文化の継

承がされています。公演

での子ども達の演技は大

人に負けない名演技で、

その愛らしさといとおしさ

に多くの人が感動し涙し

ました。 

　また、小学校3年生の

総合的な学習の時間で

町歌舞伎専門職員から

指導を受けた子ども達の

有志が、「問われて名の

るもおこがましいが」の名文句で有名な「白浪五人男」

を冬の公演で演じ会場から大きな拍手を受けました。 

　岡山県のほぼ中央に位

置するなだらかな吉備高原

に「人と人、人と自然のふれ

あえる街」「教育や福祉など

高度に調和する街」として

吉備高原都市建設基本構

想が策定されたのが昭和

50年３月、新しい都市に「き

びプラザ」(センター区業務

商業ビル）ができたのは平

成３年の８月です。 

　平成４年吉備高原都市

に賑わいを、また各地より集

まってきた地域住民、地域

企業との一体感を持つためにこの「きびプラザ」を会

場に始まったイベントが「鬼伝祭」です。「鬼伝祭」の

由来は吉備高原に伝わる鬼の様々な伝説をもとに、鬼

をモチーフにして生まれた祭です。この祭は「吉備高原

夢祭り実行委員会」が中心になって企画・運営してい

ます。この実行委員会は吉備高原都市にある団体、

企業、商店や地区住民に働きかけて代表を出してもらい、

「鬼伝祭」について協議していくものです。それぞれの

団体、企業、商店や地区住民の持ち味を発揮し、地域

の活性化、地域社会に連帯化を進める上で、すばらし

い取り組みをしています。 

　一昨年までは秋に行われていたこの祭を昨年からは

夏に行うことに決め、夏の吉備高原をアピールするイ

ベントとしました。１５回目を迎

えた昨年の「鬼伝祭」では、

岡山三大祭の一つ「吉川当

番祭」が行われる吉川八幡宮

で商工会青年部が宮司さん

より祝詞を挙げていただき、古

式にのっとり「まいぎり式」で

鬼火を採火しました。 

その鬼火を御輿にう

つし、会場である「き

びプラザ」まで鬼火

の行列が練り歩き、

メイン会場である「き

びプラザ」に到着し

たときは地元の「かようロマン太鼓」と神楽の笛の音

で迎えられました。会場ではフリーマーケットや食の店

も出店し、祭に花を添えてもらい、催し物では岡山県警

察音楽隊やうらじゃ踊り５団体などに協力してもらいま

した。辺りが暗くなってきた午後７時「かようロマン太鼓」

の太鼓の音をバックに鬼火が採火台に灯されました。

そして、町内の児童園児、

地区住民の方々や高

原都市内の事務所の

方々がそれぞれの願い

事などを描いた約１５００ 

個の絵柄灯籠に灯が

入り、会場が幻想的な

雰囲気に包まれ、薄暗くなった吉備高原と鬼火と絵柄

灯籠の「静」、中央広場ではうらじゃ踊り連と参加者の

総踊りの「動」、吉備高原の夜をすばらしく演出してい

ました。そして、フィナーレは絵柄灯籠をバックに花火を

打ち上げ、爽やかな風の中、華やかなうちに「鬼伝祭」

を終えました。 

　今年も８月下旬に吉備高原夢祭り実行委員会が中

心となり第１６回「鬼伝祭」が行われる予定です。益々

地域づくりのため、吉備高原をアピールするために活

躍されることでしょう。 

 

おに  でん  さい 
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●ＪＲ岡山駅西口から約５分　●山陽自動車道岡山ＩＣから約１０分 

岡電バス　JR岡山駅西口から中央病院線京山入口下車徒歩８分（所要時間約１３分） 

●ＪＲ岡山駅西口から約２５分（約１.７km） 

車 

バス 
 

徒歩 

京山中学校 

至津山市 

至総社市 

岡山武道館 

岡山 
カルチャーホテル 

岡山フェアレーン 

岡山大学 

伊島小学校 

西税務署 

旧西警察署 

岡山工業高校 

済生会 
病院 

池田動物園 

奉還町商店街 

Ｎ 

三学ぱる岡山 

県総合グラウンド 

岡山 
ロイヤルホテル 

岡山駅 

三学ぱる岡山 
　岡山県生涯学習センター 
　県立烏城高等学校 
　県立児童会館　 

国道180号 

国道53号 

古紙配合率100%再生紙を使用しています 

 

京山入口 

 開所時間
  平日（火曜日～土曜日）午前9時から午後9時まで
  日曜日　午前9時から午後5時まで

 休所日
 月曜日、国民の祝日・休日、
  12月28日から翌年1月4日まで 
　※月曜日が祝日又は国民の休日の場合、当日を開所し、翌日の火曜日を 
　　休所日にさせていただきます。 

お問い合わせ先
・講　座
　（086）251－9751（振興課直通）
・教材・機材等の利用
　（086）251－9752（情報課直通）
・学習相談・こももセンター
　（086）251－9758（直通）
・施設利用
　（086）251－9788（予約）
　（086）251－9750（その他）

お知らせ I n f o r m a t i o n

交 通 案 内  A C C E S S  M A P

開催期間　平成19年11月2日（金）～6日（火）の5日間
主 会 場  岡山県総合グラウンド 

　　　　　  〔ＪＲ岡山駅から徒歩約１５分〕 

市町村会場　岡山県内全市町村（２７市町村）で開催 

 

お問合せ：ＴＥＬ（０８６）２２１－５５３０　 ホームページ http://www.pref.okayama.jp/manabipia/

主会場イメージ図 

岡山県マスコット　ももっち 

 

★総合開会式・総合閉会式　★生涯学習見本市 
★生涯学習体験広場　　　　★「まなびピア岡山2007」記念事業 
★市町村主催事業　　　　　★参加事業　　　　　★協賛事業 
　等多彩な事業を県内各地で実施予定 

晴れの国 キラリ☆輝く まなびの輪

岡山独自の歴史や 
文化・芸能、 
伝統産業伝統産業の 
再発見と継承 

 

岡山情報 
ハイウエイや 
先端産業の 
活用活用を紹介 

 

国際交流国際交流、環境、 
人権などの 

現代的課題への 
取組紹介 

 

生涯学習拠点施設の 
機能を活かした 
学習活動を紹介 

 

スポーツ 
レクリエーションの 

振興による 
地域の活性化 

 

岡山からは、５つの 
まなびスタイルを 
発信します。 
 

岡山独自の歴史や 
文化・芸能、 
伝統産業の 
再発見と継承 

 

岡山情報 
ハイウエイや 
先端産業の 
活用を紹介 

 

国際交流、環境、 
人権などの 

現代的課題への 
取組紹介 

 

生涯学習拠点施設の 
機能を活かした 
学習活動を紹介 

 

スポーツ 
レクリエーションの 

振興による 
地域の活性化 
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