
令和4年9月1日現在

岡山カルチャーゾーン　令和4年度下期　行事予定表

9月 September 10月 October 11月 November 12月 December 1月 January 2月 February 3月 March

（注）各施設には休館日があります。また感染症の影響などにより、行事内容等を大幅に変更することがありますのでご注意願います。詳細は各施設にお問い合わせください。

夢二郷土美術館
TEL. 086‐271‐1000
FAX. 086‐271‐1730

1

岡山後楽園
TEL. 086‐272‐1148
FAX. 086‐272‐1147

2

岡山県立博物館
TEL. 086‐272‐1149
FAX. 086‐272‐1150

3

岡山城天守閣
TEL. 086‐225‐2096
FAX. 086‐225‐2097

4

岡山県立図書館
TEL. 086‐224‐1286
FAX. 086‐224‐1208

5

林原美術館
TEL. 086‐223‐1733
FAX. 086‐226‐3089

6

ルネスホール
TEL. 086‐225‐3003
FAX. 086‐225‐3040

7

岡山シンフォニーホール
TEL. 086‐234‐2001
FAX. 086‐234‐1968

8

岡山市立オリエント美術館
TEL. 086‐232‐3636
FAX. 086‐232‐5342

9

岡山県立美術館
TEL. 086‐225‐4800
FAX. 086‐224‐0648

10

岡山県天神山文化プラザ
TEL. 086‐226‐5005
FAX. 086‐226‐5008

11

岡山市民会館
TEL. 086‐223‐2165
FAX. 086‐223‐2169

12

岡山映像ライブラリーセンター
TEL. 086‐225‐8622
FAX. 086‐225‐8623

13

★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。）https://okayama-culturezone.jp

○9月16日（金） 
　夢二生誕日記念「オリジナル絵ハガキプレゼント」
　「夢二バースデーナイト（要予約）」

○10月2日（日） 企画展ギャラリートーク
○10月16日（日）～10月30日（日）
　第12回「こども夢二新聞」作品展示

○11月26日（土）
　夜の特別鑑賞会「宵の夢二 解説つきプレミアムツアー」

特別展「第69回日本伝統工芸展岡山展」
11月17日（木）～12月4日（日）

特別展「名古屋市美コレクション エコ・パリ＆メキシコ・ルネサンス」
2023年2月3日（金）～3月12日（日）

○3月2日（木） 「開園記念日」（入園無料）

○10月1日（土）
　SARAH ÀLAINN 10th Anniversary ～ One
○10月15日（土） 三要電熱工業スペシャル　
　おかやま国際音楽祭　ANRI LIVE 2022 ～Wave～
○10月16日（日）布施明 LIVE TOUR 2022-2023
○10月25日（火）三山ひろしコンサート2022   
　歌う門には夢来たる！

○12月4日（日） 妖怪影絵劇「ゲゲゲの鬼太郎」
○12月10日（土） 
　しまじろうコンサート 2022 クリスマス公演
○12月15日（木） 川中美幸コンサート

　　○10月15日（土）第74回クラシックへのお誘い 
　SPレコードコンサート

○9月8日（木）ルネスクラシックシリーズVol.8
　松本和将＆中桐望 ジョイントリサイタル
○9月10日（土）
　Ai Nagasue Music Tapestry 2022 「対tsui」
○9月11日（日）第5回 ひまわりチャリティー 
　樫山文枝一人語り　夜の辛夷
○9月17日（土）ニューオリンズ・ビートがやってくる2022
○9月19日（月・祝）第8回 岡山ネクステージジャズコンテスト

○10月14日（金）おかやま国際音楽祭2022 
　スペシャルコンサートⅠ「室内楽オペラコンサート」 
　ヴェルディ／オペラ「椿姫」ハイライト
○10月16日（日）ルネスクラシックシリーズVol.9 近藤浩子
　《演奏活動40周年記念》ヴァイオリンリサイタル
○10月26日（水）Chanson＆Gypsy Swing Jazz in 
　Renaiss featuring ZaZa
○10月28日（金）Jiro Yoshida JapanTour 2022

　　

岡山後楽園写真展
12月23日（金）～2023年1月3日（火）

特別展「令和の名刀・名工展」・展示協力「岡山芸術交流2022」
9月30日（金）～11月27日（日）

　　　

○12月20日（火） 
　創設記念日「オリジナル絵ハガキプレゼント」 

○2月1日(水) 「芝焼き」
○2月15日(水) 「松の菰焼き」

○2月11日（土・祝）
　こども学芸員によるギャラリートーク 

○3月25日（土）コンサート「ロマンチシズムの
　極致―Ⅲ」―チェロとピアノ・デュオの共演―
○3月26日（日）ワークショップ「匂ひ袋を作りましょう」

岡山の美術 特別展示「Ⅰ氏賞受賞作家展」・「もっと伝統工芸「金工」」
11月12日（土）～12月25日（日）

企画展「薫香のたしなみ」
2023年1月14日（土）～3月26日（日）

企画展「夢二と大正時代の文学」　9月27日（火）～12月4日（日）

※会期中、刀に関するイベントを開講予定

○3月1日（水） 赤ちゃんおはなし会
○3月18日（土） メディア工房体験
○3月25日（土） バックヤードツアー

○10月2日（日） 放送大学・県立図書館連携講座
○10月5日（水） 赤ちゃんおはなし会
○10月8日（土） 古代吉備文化財センター・県立図書館連携講座
○10月9日（日） ライブラリーシアター
○10月22日（土） バックヤードツアー

○9月3日（土）・10日（土） 
　県立図書館とことん活用講座
○9月17日（土） メディア工房体験
○9月17日（土） 古代吉備文化財センター・県立図書館連携講座
○9月24日（土） バックヤードツアー

○11月2日（水） 赤ちゃんおはなし会
○11月19日（土） メディア工房体験
○11月19日（土）・11月27日（日）
　県立図書館とことん活用講座
○11月26日（土） バックヤードツアー

○1月11日（水） 赤ちゃんおはなし会
○1月21日（土） メディア工房体験
○1月28日（土） バックヤードツアー

○2月1日（水） 赤ちゃんおはなし会
○2月4日（土） 放送大学・県立図書館連携講座
○2月12日（日） ライブラリーシアター
○2月25日（土） バックヤードツアー

○12月4日（日） 県立図書館とことん活用講座
○12月7日（水） 赤ちゃんおはなし会
○12月11日（日） ライブラリーシアター
○12月11日（日） 古代吉備文化財センター・県立図書館連携講座
○12月24日（土） バックヤードツアー

おはなし会（よみきかせ）　毎週土曜日・日曜日　／　おはなし会（ストーリーテリング）　第2・4日曜日

企画展
「古美術
ことば辞展」
～9月4日（日）

和の感動体験「狂言鑑賞」  9月2日（金）～11月25日（金）

改修工事のため休館中【終期未定】

改修工事のため休館中、また岡山城（烏城公園）も通行禁止
【令和4年11月2日まで】

○10月19日（水）
　「松の菰巻き」

岡山県後楽園菊花大会
10月16日（日）～11月13日（日）
秋の『延養亭』特別公開
10月24日（月）～10月30日（日）

夜間特別開園「秋の幻想庭園」
11月18日（金）～11月27日（日）

○11月3日（木・祝）「後楽能」

○11月3日（木・祝）ルネスクラシックシリーズVol.10 
　中国二期会公演　フィガロの結婚 オペラハイライト
○11月13日（日）ルネスクラシックシリーズVol.11 
　子守唄のふるさとを訪ねて in OKAYAMA 
　～中国地方の子守唄と珠玉の子守唄たち～

○2月5日（日）ルネスクラシックシリーズVol.14 
　コンサート「環」20周年記念コンサート
○2月23日（木・祝）ルネスクラシックシリーズVol.15 
　カメラータ・オカヤマ

特別展「岡田三郎助と佐賀ゆかりの美術 
佐賀県立美術館優品選」 9月28日（水）～11月6日（日）

特別展「第72回 岡山県美術展覧会」
9月7日（水）～9月18日（日）

岡山の美術 特別展示「竹内清展」
10月4日（火）～11月6日（日）

「初春祭」（元日は入園無料）
2023年
1月1日（日・祝）～
1月3日（火）

県立図書館フェスタ
10月29日（土）～11月6日（日）

企画展「竹久夢二×マツオヒロミ
♥トキメキの大正浪漫♥」～9月25日（日）

企画展「松田基コレクションⅫ：こども学芸員が選ぶ夢二名品展／特別公開－山水に遊ぶ－」
12月6日（火）～2023年3月5日（日）

○9月10日（土）
　名月観賞会

○11月3日(木・祝)～11月6日(日）
　岡山城リニューアルオープンイベント

秋の烏城灯源郷
11月18日(金)～11月27日(日)

○1月1日(日・祝)～1月3日(火)烏城初夢まつり
　（元日は入場無料）

○2月12日（日）ワークショップ
　「匂ひ袋を作りましょう」
○2月19日（日） 林原美術館講座「香りの歴史」

○10月9日（日）「祝・刀匠の日 現代刀鑑定会」

○3月21日（火・祝）ルネスクラシックシリーズVol.16 
　TRINITY～3つのリサイタル～

○10月9日（日） 岡山フィルハーモニック管弦楽団 
　第74回定期演奏会 ～闇から光～
○10月10日（月・祝）
　The MOST in JAPAN 2022
○10月22日（土） 
　大迫力のオーケストラサウンドで聴く
　ドラゴンクエストの世界

○11月12日（土）オペラ vs ミュージカル ○12月11日（日）
　ベートーヴェン“第九”演奏会2022
○12月18日（日）親子 de クラシック
　中国銀行ドリーミーコンサート

○1月22日（日）
　岡山フィルハーモニック管弦楽団
　ニューイヤーコンサート

○3月12日（日）
　岡山フィルハーモニック管弦楽団 
　第75回定期演奏会 ドイツからの春風

館蔵品展「シティ・ライフのはじまり、オリエント」　9月30日(金)～次年度

岡山芸術交流2022・小企画展　国際ガラス年2022協賛　古代ガラスの創造力
9月30日(金)～11月27日(日)

小企画展　オリエント美術館のニュー・スター誕生？
2023年2月7日（火）～次年度

小企画展　イエスの物語　12月6日(火)～2023年2月5日(日)

特別展「和田誠展」
2023年3月24日（金）～5月7日（日）

○11月12日（土）LPレコードコンサート 
　ワールドミュージック編第2回
○11月26日（土）～11月27日（日）
　〈土曜劇場〉劇団ひびき創立60周年記念・
　第103回公演 「そして、六度目の始まり」
○11月29日（火）～11月30日（水）
　天プラ・ホールセレクション　 
　ばぶれるりぐる「二十一時、宝来館」

○12月3日（土）
　第75回クラシックへのお誘い 
　LPレコードコンサート

○1月21日（土）～1月22日（日）
　〈土曜劇場〉
　劇団こすもす結成40周年記念公演 
　「夜に陽が昇るとき」
○1月31日（火）～2月5日（日）
　〈天プラ・セレクションvol.99〉
　大間光記 展「集積」

○1月9日（月・祝） 
　オペラプラザ岡山 2022年度公演
○1月21日（土） 
　聖飢魔Ⅱ期間再延長再集結 
　「35++執念の大黒ミサツアー」
○1月23日（月） 
　仮面ライダースーパーライブ2023

○2月4日（土）
　第76回クラシックへのお誘い 
　SPレコードコンサート
○2月4日（土）～2月5日（日）
　〈土曜劇場〉岡山劇団SKAT!! 
　「0歳から楽しめる親子で舞台芸術♪」
○2月18日（土）天プラ・ホールセレクション 
　日本名作映画鑑賞会

○3月5日（日）
　天プラ・ホールセレクション　
　第30話　日本のうた講座
○3月11日（土）～3月12日（日）
　〈土曜劇場〉劇団瀬戸内三大珍獣 「人狼伝説」
○3月15日（水）～3月26日（日） 
　天プラ・セレクション100回記念展 
　「過去への返信、未来」

○8月31日（水）～9月1日（木）劇団四季ミュージカル「ロボット・イン・ザ・ガーデン」
○9月3日（土） 長渕剛　TSUYOSHI NAGABUCHI 
　CONCERT TOUR REBORN 2022 with THE BAND
○9月4日（日）Sha☆in6周年記念 岡山市民会館ライブフェス
○9月7日（水）林家正蔵・たけ平　親子会
○9月9日（金）五木ひろし コンサート2022
○9月11日（日）森山良子コンサートツアー～My Story～
○9月25日（日）第43回　ハッピーコンサート

○11月4日（金）薬師丸ひろ子 40th Anniversary Tour 2022 ～アナタノコトバ～
○11月9日（水） 斉藤和義 弾き語りツアー 2022
○11月13日（日）楊雪二胡コンサート2022 in 岡山
○11月16日（水）梅沢富美男＆研ナオコ　アッ！とおどろく夢芝居2022
○11月18日（金）島津亜矢　歌怪獣襲来ツアー2022
○11月19日（土）・20日（日）吉本新喜劇＆バラエティショー
○11月27日（日）STOMP CONCERT Vol.16
○11月29日（火）坊ちゃん劇場「ジョンマイラブ」

企画展　岡山香川の鉄道
10月2日（日）～10月28日（金）

企画展　戦前・戦後の岡山城
10月31日（月）～11月25日（金）

企画展　岡山香川の年末年始
12月19日（月）～2023年1月13日（金）

冬休み
スペシャル

MSG…ミュージックショットガン上映会
12月19日（月）～12月25日（日）

企画展　昔の生活…岡山香川の暮らし・遊び
2023年1月16日（月）～2月24日（金）

企画展　岡山香川のサクラ
2023年2月27日（月）～4月7日（金）

○12月2日（金）岸田敏志
　コンサートツアー2022～僕らが目指すものは～

○9月10日（土）～9月11日（日）
　〈土曜劇場〉EN劇集団さんたばっぐ
　創立20周年記念公演「CONTINUE」
○9月18日（日）天プラ文化祭2022
○9月20日（火）～9月25日（日）
　〈展示室提案事業〉
　生誕110年記念  青山杉雨展


