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1 丸本酒造一般公開
10月1日（火）～
11月30日（土）

9:00～16:00
丸本酒造株式会社
（浅口市鴨方町本庄2485）

丸本酒造株式会社
0865-44-3155

http://www.optic.or.jp/com/m
arumoto/marumoto.html

・施設は国登録有形文化財。
・入場料700円（税別・土産付き）。
・1週間前まで要予約で4名以上。

2 大通寺涅槃図特別公開
10月1日（火）～
15日（火）

10：00～16：00 大通寺（岡山県小田郡矢掛町小林）
大通寺
0866－82‐0909

3
二寺院の文化財めぐり　高屋町・高山寺と
西江原町・法泉寺

10月12日（土）～
14日（月）

13:00～16:00 高山寺・法泉寺
井原市文化財センター「古代
まほろば館」
0866－63－3144

http://www.city.ibara.okayama.
jp/mahoroba/hp/index2.html

入場無料

4
アッケシソウ祭り
（アッケシソウ自生地の紅葉時期公開）

10月12日(土)～
10月22日(火)

9:00～16:30
アッケシソウ自生地
（浅口市寄島町16088外）

浅口市教育委員会事務局
寄島分室
0865-54-3110

http://www.city.asakuchi.okay
ama.jp

・入場無料。
・アッケシソウ自生地は、浅口市
指定天然記念物。

5 御神幸武器行列（船川八幡宮秋季大祭） 10月15日 13:30～15:30
船川八幡宮（新見市新見1781）～御
殿町センター（新見858）～御旅所（新
見2056付近）

新見市観光協会
0867-72-1177

雨天中止

6 備前加茂大祭 10月20日（日） 7：00～15：30
総社宮
（加賀郡吉備中央町加茂市場1567）

吉備中央町　協働推進課　商
工観光班
0866-54-1301

https://www.town.kibichuo.lg.jp
/

7
現地説明会〈妙本寺〉
(特別展「岡山の日蓮法華」関連行事)

10月21日(月) 13:00～15:00
岡山県立博物館
（岡山市北区後楽園1－5）

同左
086-272-1149

現地集合・現地解散
拝観料は各自御志納

8
現地説明会〈本蓮寺〉
(特別展「岡山の日蓮法華」関連行事)

10月27日(日) 13:00～15:00
岡山県立博物館
（岡山市北区後楽園1－5）

同左
086-272-1149

現地集合・現地解散
拝観料は各自御志納

9 吉川八幡宮当番祭 10月27日（日） 8：30～16：30
吉川八幡宮
（加賀郡吉備中央町吉川3932）

吉備中央町　協働推進課　商
工観光班
0866-54-1301

https://www.town.kibichuo.lg.jp
/

10 重要文化財岡山城月見櫓一般公開
11月2日(土）～
4日(月）

9:30～16:30
重要文化財岡山城月見櫓
(岡山市北区丸の内二丁目3番901
他）

岡山市教育委員会文化財課
086－803－1611

http://www.city.okayama.jp/ky
ouiku/bunkazai/index.html

入場無料

11
重要文化財「備中松山城　二重櫓」高梁１５
０年特別公開

11月2日（土）・
3日（日・祝）

9：00～16：30 備中松山城（岡山県高梁市内山下１）
高梁市教育委員会社会教育
課

http://www/city.takahashi.lg.jp
/site/bichu-matsuyama/

大人500円、小中学生200円

12 旧苅田家住宅の特別公開 11月3日(日・祝) 10：00～15：00 旧苅田家住宅(津山市勝間田町17)
津山市教育委員会文化課
0868-24-8413

おかやまの文化財一斉公開事業
参加費：無料

13
玉野市の文化財を見に行こう！
常山城跡とゆかりの文化財を訪ねて

11月6日 13:00～17:00 玉野市内文化財巡回・見学
玉野市教育委員会社会教育
課　0863-32-5577

https://www.city.tamano.lg.jp/
soshiki/35/

参加費100円（保険料）
要事前申込（定員20名）

14 井上家住宅保存修理工事　現場見学会
11月9日（土）～
10日（日）

10:00～30分間隔
で1日9回

重要文化財井上家住宅
（倉敷市本町1-40）

備中町並みネットワーク事務
局
090-6419-6462

https://machiya-class.net/
資料代200円　定員各回15名　要
事前申込（町家deクラスのHPか
ら）

15 福武家住宅一般公開
11月16日（土）・
17日（日）

9：30～16：00  福武家住宅（岡山県小田郡矢掛町横谷）
矢掛町教育委員会
0866-82-2100

16
備中no町家deクラス
「金光大谷地区のまちあるき」

11月17日（日） 9：30～12：00
浅口市金光町大谷地区（浅口市金光
町大谷229-14等）

備中町並みネットワーク
090-6415-6462

https://machiya-class.net/

・大谷地区には、国登録有形文化
財の定金家住宅や金光教徒社が
所在する。
・参加費800円。定員20名。
・要予約

17 四王寺本両部大曼荼羅 11月22日 9:00～17:00
四王寺本堂
（新見市哲西町大野部1767）

四王寺
0867-94-3014

入場無料

18
髙野神社　本殿屋根葺替竣工記念
本殿と奉納品の特別公開

11月23日(土) 13：00～15：00 髙野神社(津山市二宮601)
髙野神社
0868-28-1978

https://takano-jinjya.or.jp/
おかやまの文化財一斉公開事業
拝観料：500円

　　第６６ 回（令和元年度）「文化財保護強調週間」関連行事一覧表
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19
浅口市かもがた町家公園
「町家塾～古代体験～」

10月5日(土) 9:20～12:00
浅口市かもがた町家公園
（浅口市鴨方町鴨方240）

浅口市かもがた町家公園
0865-45-8040

http://www.kcv.ne.jp/~machiya
/

・施設は、浅口市指定史跡。園内
には、岡山県指定重要文化財「旧
高戸家住宅」がある。

20 かしらうち 10月6日（日） 10:00～15:00
獅子山八幡宮周辺
（新見市哲西町矢田2368）

午前に地域の家々等を巡り舞い、
午後から神社境内で舞う。

21
記念講演会｢日蓮とその教団｣
(特別展「岡山の日蓮法華」関連行事)

10月13日（日） 13:30～15:00
岡山県立博物館
（岡山市北区後楽園1－5）

同左
086-272-1149

 聴講無料・入館料は別途必要

22
特別展「岡山の日蓮法華」についての展示
解説

10月12日、26日
11月9日

14:00～15:00
岡山県立博物館
（岡山市北区後楽園1－5）

同左
086-272-1149

参加無料、要入館料

23 かしらうち 10月13日（日） 10:00～15:00
艮神社周辺
（新見市哲西町大竹1188）

午前に地域の家々等を巡り舞い、
午後から神社境内で舞う。

24 かしらうち 10月13日（日） 10:00～15:00
日尾山八幡神社周辺
（新見市哲西町上神代4006）

午前に地域の家々等を巡り舞い、
午後から神社境内で舞う。

25 かしらうち 10月13日（日） 13:30～15:00
氷室神社
（新見市神郷油野4156）

26 かしらうち 10月14日（月・祝） 9:30～15:00
国司神社
（新見市神郷下神代1758）

27 湯立ての神事（船川八幡宮秋季大祭） 10月14日（月・祝） 19:00～19:30
船川八幡宮
（新見市新見1781）

船川八幡宮
0867-72-2631

28
瀬戸内市協働提案事業
ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ「文化財からひらく瀬戸内市の未
来」

10月19日（土） 13：30～17：00
ゆめトピア長船大ホール
（瀬戸内市長船町土師277-4）

瀬戸内市教育委員会社会教
育課
0869-34-5604

入場無料

29
文化財センター講座「楽しく学ぶ考古学」―
天空の山城　備中松山城を知る―

10月19日（土）・
11月23日（土）

10：00～11：30
井原市文化財センター「古代まほろ
ば館」

同左
0866－63－3144

http://www.city.ibara.okayama.
jp/mahoroba/hp/index2.html

入場無料

30 かしらうち 10月20日（日） 10:00～15:00
皇大神社周辺
（新見市哲西町畑木1025）

午前に地域の家々等を巡り舞い、
午後から神社境内で舞う。

31 かしらうち 10月27日（日） 10:00～15:00
岩倉八幡神社周辺
（新見市哲西町大野部1800）

午前に地域の家々等を巡り舞い、
午後から神社境内で舞う。

32 かしらうち 10月27日（日） 12:30～15:00
天王八幡神社
（新見市哲多町蚊家1708）

33 かしらうち
11月3日（日・
祝）

10:00～15:00
春日神社周辺
（新見市哲西町大野部3684）

午前に地域の家々等を巡り舞い、
午後から神社境内で舞う。

34 かしらうち
11月3日（日・
祝）

10:00～15:00
坂本山疫清神社周辺
（新見市哲西町八鳥593）

午前に地域の家々等を巡り舞い、
午後から神社境内で舞う。

35 かしらうち
11月3日（日・
祝）

12:30～15:00
荒戸神社
（新見市哲多町田淵917）

36 復元甲冑着用体験会
11月3日（日・
祝）

13:00～16:00
岡山県立博物館
（岡山市北区後楽園1－5）

同左
086-272-1149

参加無料、要入館料

37 後楽能
11月3日（日・
祝）

12:00～16:00 岡山後楽園 086-272-1148 https://okayama-korakuen.jp/
詳細はTELもしくはHPで確認願い
ます。

38 鋤崎八幡神社の秋祭り
11月3日（日・
祝）

11：00～15：00
鋤崎八幡神社（岡山県高梁市備中町
平川6463）

高梁市教育委員会社会教育
課
0866-21-1516

http://www.city.takahashi.lg.jp
/site/kyouikuiinkai/sukisaki-
hachiman.html

39
備中no町家deクラス
定金家住宅公開「宮大工とつくる無垢の御
箸」

11月3日（日・祝） 13:00～16:00
定金家住宅主屋
（浅口市金光町大谷229-14）

備中町並みネットワーク
090-6415-6462

https://machiya-class.net/
・施設は国登録有形文化財。
・参加費1,000円。定員10名。
・要予約

40
備中no町家deクラス
「町家で投扇興体験」

11月3日（日・祝） 10:00～15:00
浅口市かもがた町家公園
（浅口市鴨方町鴨方240）

浅口市かもがた町家公園
0865-45-8040

http://machiya-class.net/
・施設は、浅口市指定史跡。
・参加費無料。定員なし。
・予約不要。

41 らでん細工の朱肉ケース 11月7日（木） 13:30～15:00
倉敷埋蔵文化財センター
（倉敷市福田町古新田９４０番地）

倉敷埋蔵文化財センター
086-454-0600

www.kurashiki-.oky.ed.jp/lpk-
maizo-bunkazai-
c/index_2_2_2.html

定員16名（要事前申込）
参加費：500円

42
令和元年度岡山市埋蔵文化財発掘調査報
告会

11月9日(土) 13:30～15:00
岡山市埋蔵文化財センター
(岡山市中区網浜834－1）

岡山市埋蔵文化財センター
086－270－5066

http://www.city.okayama.jp/ky
ouiku/bunkazai/maibun.html

入館無料



43
浅口市かもがた町家公園
「町家塾～神楽にふれよう～」

11月9日（土） 9:20～12:00
浅口市かもがた町家公園
（浅口市鴨方町鴨方240）

浅口市かもがた町家公園
0865-45-8040

http://www.kcv.ne.jp/~machiya
/

・浅口市指定無形民俗文化財「吉
備神楽」を伝承する佐方子供吉備
神楽伝承教室生の舞いが披露さ
れる。

44
浅口市文化財講座第２回
「浅口市の中世山城跡」

11月9日（土） 14：00～15：30
浅口市中央公民館
（浅口市鴨方町鴨方2244-2）

浅口市教育委員会事務局
文化振興課
0865-44-7055

http://www.city.asakuchi.okay
ama.jp

・申込みは不要。
・参加費無料。

45 糸崎八幡神社・中山天神社の神事
11月9日（土）
・10日（日）

11：30～14：30
糸崎八幡神社（9日）・中山天神社（10
日）

井原市文化財センター「古代
まほろば館」
0866－63－3144

http://www.city.ibara.okayama.
jp/mahoroba/hp/index2.html

入場無料

46 かしらうち 11月10日（日） 12:30～15:00
中山八幡神社
（新見市哲多町矢戸1009）

47
備中no町家deクラス
「お茶の点て方体験」

11月10日（日） 13:30～15:30
浅口市かもがた町家公園
（浅口市鴨方町鴨方240）

浅口市かもがた町家公園
0865-45-8040

https://machiya-class.net/
・施設は、浅口市指定史跡。
・参加費300円。定員なし。
・要予約

48 とんぼ玉のアクセサリー 11月14日（木）
9:30～11:30
13:30～15:30

倉敷埋蔵文化財センター
（倉敷市福田町古新田９４０番地）

倉敷埋蔵文化財センター
086-454-0600

www.kurashiki-.oky.ed.jp/lpk-
maizo-bunkazai-
c/index_2_2_2.html

定員各回10名（要事前申込）
参加費500円

49 かしらうち 11月15日 7:00～15:00
豊岡八幡神社周辺
（新見市哲多町宮河内2884-2）

午前に地域の家々等を巡り舞い、
午後から神社境内で舞う。

50
令和元年度史跡彦崎貝塚親子体験講座「幻のさ
なか　トウカイハマギギの骨を探そう！」

11月16日(土)
10:00～12;00、
13:30～15:30

岡山市灘崎歴史文化資料館
(岡山市南区片岡186）

岡山市教育委員会文化財課
086－803－1611

http://www.city.okayama.jp/ky
ouiku/bunkazai/index.html

受講料無料、当日先着5組10人程
度。マスク、手袋等要準備。

51 市史をよむ会（秋季企画展展示解説） 11月16日（土） 13：30～15：00
井原市文化財センター「古代まほろ
ば館」

同左
0866－63－3144

http://www.city.ibara.okayama.
jp/mahoroba/hp/index2.html

入場無料

52 備中神楽定期公演 11月17日（日） 11:00～、13:00～ 岡山後楽園 086-272-1148 https://okayama-korakuen.jp/
入園料　大人410円　シニア140円
高校生以下無料（～Ｒ2.3.31まで）

53
備中no町家deクラス
「町家カフェ 焙煎体験」

11月17日（日） 13:30～16:00
浅口市かもがた町家公園
（浅口市鴨方町鴨方240）

浅口市かもがた町家公園
0865-45-8040

https://machiya-class.net/
・施設は、浅口市指定史跡。
・参加費1,000円。定員なし。
・要予約

54 かしらうち 11月19日 12:30～15:00
諏訪山八幡神社
（新見市哲多町成松1381）

55 第2回七五三撮影会in旧矢掛脇本陣高草家 11月24日（日） 10：00～15：00 旧矢掛脇本陣高草家住宅（岡山県小田郡矢掛町矢掛）  矢掛町教育委員会(0866-82-2100)

56 特別展「一文字と長船」
9月14日（土）～10
月27日（日）

9：00～17：00
備前長船刀剣博物館
（瀬戸内市長船町長船966）

備前長船刀剣博物館
0869-66-7767

http://www.city.setouchi.lg.jp/
token/

一般500円　高大生300円　中学
生以下は無料

57
企画展「永瀬清子をめぐる人々―井奥行彦
となんば・みちこ」

9月6日（金）～11
月17日（日）

9:00～17:00
永瀬清子展示室
（岡山県赤磐市松木621-1　赤磐市く
まやまふれあいセンター2階）

赤磐市教育委員会熊山分室
086-995-1360

http://www.city.akaiwa.lg.jp 入場無料　月曜休館

58
笠岡市立郷土館企画展 　稲富稲荷神社拝
殿再建200年(仮)

9月後半～11月後
半(予定)

9:00～17:00
笠岡市立郷土館(笠岡市笠岡5628－
10)

0865－69－2155
http://www.city.kasaoka.okaya
ma.jp/soshiki/39/2501.html

入館料 大人50円　小中学生20円

59
令和元年度津山洋学資料館秋季企画展
武雄×津山交流展示
日本を動かす！－武雄の蘭学－

10月5日(土)～11
月4日(月・祝)

9：00～17：00(入
館は16：30まで)

津山洋学資料館(津山市西新町5)
津山洋学資料館
0868-23-3324

http://www.tsuyama-
yougaku.jp

入館料：常設展示と共通

60 特別展「岡山の日蓮法華」
10月11日（金）～
11月10日(日）

9:30～17:00
岡山県立博物館
（岡山市北区後楽園1－5）

同左
086-272-1149

http://www.pref.okayama.jp/ky
oiku/kenhaku/hakubu.htm

11月1日(金)は無料開館日

61
令和元年度企画展「丘の上の遺跡群～山
陽団地発掘50周年～」

10月11日（金）～
12月8日（日）

9:00～17:00
赤磐市山陽郷土資料館
（赤磐市下市337）

同左
086-955-0710

http://www.city.akaiwa.lg.jp/ak
aiwa_rekishi/index.html

入場無料　月曜祝日休館

62
文化財センター秋季企画展「北条早雲没後
500年記念展」

10月19日（土）～
11月24日（日）

9：00～16：30
井原市文化財センター「古代まほろ
ば館」

同左
0866－63－3144

http://www.city.ibara.okayama.
jp/mahoroba/hp/index2.html

入場無料

63 秋の延養亭特別公開
10月21日（月）～
27日（日）

10:00～15:00 岡山後楽園 086-272-1148 https://okayama-korakuen.jp/
参加料200円（入園料が別途必
要）

64
企画展「時代をつなぐ～岡山のターニング
ポイント～」

10月23日（水）～
11月24日（日）

9:00～17:00
岡山県立記録資料館
（岡山市北区南方２-１３-１）

同左
086-222-7838

http://archives.pref.okayama.j
p/

入場無料、11月4日（月）・5日（火）
は休館

65
2019はやしま生涯学習まつり　歴史文化財
展　「早島の重要文化財展」

10月25日（木）～
11月3日（日）

8：30～21：00
（日・祝は18：00ま
で）

早島町町民総合会館ゆるびの舎
（都窪郡早島町前潟370-1）

早島町教育委員会生涯学習
課
（086-482-1511）

入場無料



66
令和元年度岡山市埋蔵文化財発掘調査速
報展

10月29日(火)～
30日(水）

8:30～17:15
岡山市役所本庁舎一階市民ホール
(岡山市北区大供1－1－1）

岡山市埋蔵文化財センター
086－270－5066

http://www.city.okayama.jp/ky
ouiku/bunkazai/maibun.html

入場無料

67 令和元年度史跡彦崎貝塚企画展
11月1日(金）～
3月30日(日）

9:00～17:00
岡山市灘崎歴史文化資料館
(岡山市南区片岡186）

岡山市教育委員会文化財課
086－803－1611

http://www.city.okayama.jp/ky
ouiku/bunkazai/index.html

入館無料、月曜日休館

68 記念物100年展
11月27日(水)～
12月11日(水)

10：00～19：00
津山市立図書館(津山市新魚町17ア
ルネ津山4階)

津山市教育委員会文化課
0868-24-8413

文化庁の記念物100年展参加事
業　図書館→センターの巡回展

69 記念物100年展
12月12日(金)～
3月31日(火)

9：00～17：00(入
館は16：30まで)

津山弥生の里文化財センター(津山
市沼600－1)

津山市教育委員会文化課
0868-24-8413

文化庁の記念物100年展参加事
業　図書館→センターの巡回展
入館料：無料

70 菊花大会
10月19日（土）～
11月10日（日）

7:00～17:00 岡山後楽園 086-272-1148 https://okayama-korakuen.jp/
入園料　大人410円　シニア140円
高校生以下無料（～Ｒ2.3.31まで）

71 R1田熊の舞台防災施設改修記念イベント 10月26日(土) 10：00～12：00 田熊八幡神社境内(津山市田熊2384)
津山市教育委員会文化課
0868-24-8413

おかやまの文化財一斉公開事業
参加費：無料

72 令和元年度町並み写生大会作品展示
10月29日（火）～
11月10日（日）

9：00～
やかげ文化センター
（岡山県小田郡矢掛町矢掛）

矢掛町教育委員会
0866-82-2100

73 令和元年度町並み写生大会表彰式 2019/11/2（土） 10：30～
やかげ文化センター
（岡山県小田郡矢掛町矢掛）

矢掛町教育委員会
0866-82-2100

74 タンチョウの園内散策 11月3日(日） 10:00～11:00 岡山後楽園 086-272-1148 https://okayama-korakuen.jp/
入園料　大人410円　シニア140円
高校生以下無料（～Ｒ2.3.31まで）

75 城東むかし町 11月3日(日) 10：00～15：00 城東伝統的建造物群保存地区
城東むかし町実行委員会
0868-24-6095

76 第44回矢掛の宿場まつり大名行列 11月10日（日）
矢掛町商店街
（岡山県小田郡矢掛町矢掛）

大名行列実行委員会（備中
西商工会）
0866-82-0559

77 桃太郎伝説と古代吉備
11月17日（日）・24
日(日）・12月1日
（日）

13:30～15:30
ライフパーク倉敷「視聴覚ホール」
（倉敷市福田町古新田９４０番地）

倉敷埋蔵文化財センター
086-454-0600

www.kurashiki-.oky.ed.jp/lpk-
maizo-bunkazai-
c/index_2_2_2.html

定員40名（要事前申込）
参加費200円
3回連続講座


