
清音地区文化祭
　場所　清音公民館
　内容　6 日㈰の午後 3 時まで。公民館自主講座団体などによ
る作品展示や、芸能発表。お茶席やカレー、ぜんざい、花の苗
などの販売
　問い合わせ　清音公民館（☎� 0131）

西公民館文化まつり
　場所　西公民館
　内容　6 日㈰の午後 3 時まで作品展示。6 日は、芸能発表や
バザーなど。特別ゲストに総社ブラジリアンコミュニティ＆イ
ンターナショナルフレンズの皆さんが出演
　問い合わせ　西公民館（☎� 0446）

県大祭
　場所　岡山県立大学
　内容　6 日㈰は午前 9 時から午後８時 30 分まで。学生によ
る音楽 ･ ダンスのライブや俳優 千葉雄大さんのトークショーな
ど。インドネシアの学生民俗音楽舞踊団のステージは、５日の
正午と午後４時 30 分からと、６日の午前 11 時から
　問い合わせ　岡山県立大学（☎� 9164）

中央公民館浅尾分館文化祭
　場所　中央公民館浅尾分館、総社中央小学校
　内容　6 日㈰の午後 3 時まで作品展示。芸能発表は６日のみ
　問い合わせ　中央公民館浅尾分館（☎� 2103）

男女共同参画フォーラム in そうじゃ 2016
　場所　総合福祉センター
　内容　「人を認めることの大切さ～人を思いやり、共に生きる
喜びを見つける　ハープとパーカションの調べ～」と題して、
田中ゆかさんが講演。男女共同参画絵てがみ優秀作品の表彰式、

「明るい家庭づくり」作文優秀作品の発表など。託児有り（無料、
要予約）
　問い合わせ　総社市ネットワーク “波”（☎� 8253、人権・
まちづくり課人権啓発係内）

おとぎのへやまつり
　場所　市図書館
　内容　ストーリーテリング、パネルシアター、エプロンシア
ター、人形劇など
　問い合わせ　市図書館（☎� 4422）

児島湖流域清掃大作戦
　集合場所　砂川公園、長良交通公園、山手スポーツ広場
　内容　砂川や大溝川周辺での清掃活動。火ばさみや軍手は、
各自で用意。小雨決行、雨天中止。実施するか中止するか分か
らない場合は、午前 7 時からテレ
フォンサービス（☎� 1000）とＲ
ＳＫラジオ（午前 6 時 59 分・7 時
9 分）で放送あり
　問い合わせ　環境課環境係（☎
� 8339）

総社市役所
〒 719－1192
総社市中央一丁目 1 番 1 号
☎ 0866－92－8200

■今月の
　「そうじゃ家族の日」

　11 月 20 日㈰

　毎月第 3 日曜日は「そ
うじゃ家族の日」です。
子どもを囲んで家族の絆
を深めましょう。

11 月のイベント

今月の

神が辻日曜ふれあい市
11 月 27 日㈰
7：00 ～ 9：00
市役所駐車場
　 花、 野 菜、 農 作 物、
魚介類、加工食品など、
毎月 15 店程度の出店
　問い合わせ　人権・
まちづくり課国際・交
流推進係（☎� 8242）

わっしょい！わっしょい！

秦の歴史展
　場所　秦小学校
　内容　秦地区の江戸時代絵図、明治・昭和の航空写真、秦の
歴史遺産を題材としたフォトコンテスト作品展。「秦の郷」を紹
介したＤＶＤの販売など
　問い合わせ　秦歴史遺産保存協議会 小橋さん（☎ 070－
2352－5786）

総社市小中音楽会
　場所　市民会館
　内容　市内の小中学生の音楽発表会
　問い合わせ　総社中央小学校（☎� 6067）

「鐵と榎忠」展
　場所　総社アートハウス
　内容　23 日㈷まで。古民家で、たたらで作った鐵

て つ

と、鉄の作
家の榎

え の き ち ゅ う

忠さんの滞在制作によるアート作品展
　問い合わせ　文化課文化振興係（☎� 3491）

東公民館文化まつり
　場所　東公民館
　内容　13 日㈰の午後 3 時まで。ちぎり絵、陶芸、書道、絵画、
華道、俳句、写真などの作品展示や、ＳＩＬＶＥＲ　ＴＯＮＥ
さんの歌と演奏、大道芸人ぢゃぐりぃけいたさんのステージな
ど。13 日の午前９時から午後 2 時 50 分まで、芸能発表
　問い合わせ　東公民館（☎� 2995）

「鬼・鐵・忠 ｣ ～鉄をテーマに古代から現代を視るプロジェクト～
　場所　総合福祉センター
　内容　シンポジウム ｢ 吉備と釜

ぷ さ ん

山と榎忠を語る ｣ をテーマに、
鉄作家の榎忠さん、美術評論家の椹

さ わ ら ぎ

木野衣さん、鉄師の林正実
さんによるシンポジウム
　問い合わせ　文化課文化振興係（☎� 3491）

モラロジー生涯学習セミナー
　場所　総合福祉センター
　内容　13 日㈰まで。「心新たに生きる」をテーマに、感謝と
思いやりの心で生きることについて、（公財）モラロジー研究所
の講師が講義。入場料 1000 円
　問い合わせ　倉敷モラロジー事務所総社地区 栗本さん（☎
080－1928－4466）

オータムフェスタ
　場所　市民会館
　内容　勤労青少年ホーム利用者がバンド演奏やダンス、吹奏
楽の日頃の練習成果を発表。整理券が必要
　問い合わせ　勤労青少年ホーム（☎� 8371）

備中国分寺ブルーライトアップ
　場所　備中国分寺
　内容　14 日の世界糖尿病デーにちなみ、全国糖尿病週間の
20 日㈰までの毎夜、備中国分寺五重塔をブルーにライトアップ
　問い合わせ　健康医療課健康増進係（☎� 8259）
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　問い合わせ　環境課美
化推進係（☎� 8338）

クリーン作戦

※実施するか中止するか
分からない場合は、午
前７時からテレフォン
サービス（☎� 1000）
で案内します。

※清掃道具（軍手・ほう
き・火ばさみなど）は
持参してください。ご
み袋は準備します。

※指定した場所以外で集
められたごみは、燃や
せるごみ・燃やせない
ごみ・粗大ごみ・資源
ごみなどに分別し、当
日 の 午 前 9 時 か ら 11
時までに吉備路クリー
ンセンターへ持参して
ください。

11 月 6 日㈰
 午前８時から
　 　 　 約１時間
　 　 　 小雨決行

　清掃（集合）場所
　▼中央文化筋と市役
　所通り
　（市役所駐車場ほか）
　▼備中国分寺周辺
　（北側駐車場）
　▼井山宝福寺周辺
　（山門前駐車場）
　▼湛井合同井堰
　（井堰広場）
　▼総社宮周辺
　（総社宮駐車場）
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