
　

造形 墨彩画の展示

墨彩画と焼物の合同展示。焼物と絵のコラ
ボレーション作品も展示。

問い合わせ　さわらび会
　　　　　　☎０９０－４６９５－１６２３（栢野さん）

５月２日㈫ ～ ５月７日㈰
　午前９時から午後５時まで

市民ギャラリー

　

舞台 Ｒ＆Ｂジョイフル・コンサート
～吉備から発信する日本の歌  パート２～

童謡歌手眞理ヨシコ・オンステージや、総
社ジュニア・東中・西中・Ｒ＆Ｂジョイフ
ル合唱団、総社吹奏楽団による演奏会。

問い合わせ　Ｒ＆Ｂジョイフルコンサート実行委員会　
　　　　　　☎０８６６－９３－６１２３（上田さん）

４月２３日㈰
　午後２時から

市民会館

◆チケット◆
５００円［１８歳以上

（学生以下無料）］
全席自由

　

造形 生け花展

「未来に生きる」をテーマに、石の舞台で饗
宴！  黒竹と躍動の色赤で、調和と共存を
石山に表現する。

問い合わせ　華道連盟　
　　　　　　☎０９０－７３７６－５９５３（小野さん）

４月２３日㈰ ～ ５月７日㈰
　いつでも

カミガツジプラザ

　

造形 堀和平展・吉備野を織る

岡山洋画界の先駆者である堀和平の生家
で、絵画のレプリカ２０点を展示。吉備野
をイメージした織物も併せて展示する。

問い合わせ　総社商店街筋の古民家を活用する会　
　　　　　　☎０８０－１９２５－９３７９（金丸さん）

４月２３日㈰ ～ ５月７日㈰
　午前１０時から午後４時まで

旧堀和平邸

　

造形 ～赤と黒の世界Ⅲ～
 河田雅史写真展

「赤と黒」をテーマに国内外で撮影した写
真を展示する。

問い合わせ　国際フォトジャーナリスト　河田さん
 ☎０９０－７１２６－６１８６

４月２３日㈰ ～ ５月７日㈰
　いつでも

カミガツジプラザ

　

造形 赤と黒のフォトツリー

備中国分寺五重塔をレリーフで大きく飾
る。赤、黒、赤と黒の各テーマ別に作品を
展示。吉備路の四季をスライドで上映する。

問い合わせ　清音写真同好会　
　　　　　　☎０８６６－９４－０３００（川畑さん）

４月２５日㈫ ～ ４月３０日㈰
　午前９時から午後５時まで

市民ギャラリー

　

造形 心のひだ・きびの美術 －遠との共鳴－

井山宝福寺の方丈など室内各所を使用した
大規模美術展。総社ゆかりの作家とゲスト
作家が禅寺との調和に挑む。

問い合わせ　心のひだ・きびの美術実行委員会　
　　　　　　☎０８０－１９３５－５３５８（岡部さん）

４月２９日㈷ ～ ５月３日㈷
　午前１０時から午後５時まで

井山宝福寺

　

舞台 和楽器の魅力

箏と語り・長唄囃子・舞踊との共演。ワン
コインで和の魅力を味わえる演奏会。

問い合わせ　囃子桜友会☎０９０－２２９３－３４５５（望月さん）
　　　             箏曲むつみ会☎０８６－２９４－３４９１（狩野さん）

４月３０日㈰
　午後１時から４時３０分まで

市民会館

◆チケット◆
５００円［１８歳以
上］
全席自由

　

舞台 ＵＲＡ－ＢＡＮＤコンサート

結成１８年。総社ゆかりのオリジナル曲に
ダンス曲からポップスまで。メンバー１０
人による魅惑の９０分。

問い合わせ　ＵＲＡ－ＢＡＮＤ　
　　　　　　☎０８０－８２３９－３８８０（小坂さん）

４月３０日㈰
　午後２時から

山手公民館

◆チケット◆
５００円

全席自由

　

舞台 鬼火（演劇）

東北大震災で夫を失った芳恵とその娘亜紀。
２人は夫の郷里総社に移住した。神話と人間
世界が交錯する中、亜紀の時間が動き出す。

問い合わせ　語りの舞台実行委員会
　　　　　　☎０７０－５６７０－７８７４（森光さん）

５月５日㈷
　午後５時から７時まで

市民会館

◆前売りチケット◆
１５００円［一般］
５００円［中学生以下］
全席自由

　

舞台 音楽の絵本
～ズーラシアン吹奏楽部！ ｗｉｔｈ  総社４中学校吹奏楽部＆合唱部～

ズーラシアン吹奏楽部の楽しい演奏。総社
市内４中学校の吹奏楽部＆合唱部との合同
演奏もある。

問い合わせ　（公財）総社市文化振興財団　
　　　　　　☎０８６６－９２－３４９１

５月７日㈰
　午後２時から

市民会館

◆チケット◆
２０００円（２歳以下
ひざ上鑑賞無料）
全席指定。販売中

　

造形 難波聖爾展

彫刻をはじめ、絵画や文芸作品など、難波
聖爾氏の長年の多岐にわたる活動を総社の
地で紹介する。

問い合わせ　難波聖爾展実行委員会　
　　　　　　☎０９０－８２４６－６００４（平田さん）

４月２３日㈰ ～ ５月７日㈰
　午前９時から午後５時まで

総社吉備路文化館
※最終日は午後４時まで。入館は午後４時３０分まで

　

造形 パッチワーク・キルト展
想いをパッチーワークキルトに

独自の感性で創り上げたコンテンポラリー
なキルトや、和のキルトとトラディショナ
ルなキルトの展示。昼食や喫茶もできる。

問い合わせ　阿曾房　
　　　　　　☎０８６６－９９－９０５０（伊丹さん）

４月２４日㈪～ ５月６日㈯
　午前１１時から午後４時まで

阿曾房
※水曜日と日曜日は休み。駐車場あり ※初日は午後１時から、最終日は午後４時まで

◆チケット◆
５００円

全席自由 ※最終日は午後４時まで

（予定）

※最終日は午後４時まで

◆入場料◆
３００円

（小学生以下
は無料）
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●自由枠交付金制度の活用について
　平成 28 年度で、地区内の防犯灯の LED 化が半
分終わり、29 年度中の完了を目指しています。納
涼祭をはじめとする地域活性化にも活用。29 年度
からは、住宅用火災警報器の設置世帯に対する補
助制度を新設することも検討しています。

●今後の課題
　地域づくり協議会の役員が、分館や地域コミュニ
ティー協議会など、他団体の役員を兼ねていること
が多く、その人に負担がかかるという課題があり
ます。この交付金に係る事務手続きを簡素化でき
れば、負担軽減につながっていくと考えられます。

　毎年８月 14 日に開催されている維新学区ふれあい納涼祭。子ど
もから高齢者まで地域の人が一堂に会し交流しています

17 小学校区での自由枠交付金の使い方などを紹介！！

維新小学校区地域づくり協議会
Ｐａｒｔ17

維新小学校区地域づくり協議会会長

難波　哲夫さん
　さまざまな行事に地域住民
が参加し、協力してくれるお
かげで、自由枠交付金制度を
運用できています。地域のつ
ながりを大切にして活性化に
努めていきたいです。

地 自で生きる域 由枠交付金

主な活動内容主な活動内容
部会名 活動内容
福祉部会 敬老会の開催

環境部会
道路・水路・ため池の草刈り、資
源回収、廃品回収、ごみ集積所の
美化維持

交通・防犯部会 昭和地区全体での夏休み期間中の
防犯パトロール

防災部会 昭和地区全体での防災訓練

地域活性化部会 ふれあい運動会、春の演芸会、ふ
れあい納涼祭など

維新小学校区

 吉備路れんげウィーク

　　4/29㈷  ～  5/7㈰

■吉備路れんげまつり
　場所　備中国分寺一帯
　日時　4/29㈷　10:00～15:00　（雨天の場合4/30㈰）
※ＪＲ総社駅、山手小学校、総社東中学校などから無
料送迎バスがあります
■備中国分寺五重塔初層・こうもり塚古墳の公開
　日時　4/29 ㈷～ 5/5 ㈷　10:00 ～ 15:00
※無料のガイドあり
■備中国分寺五重塔ライトアップ
　日時　4/29 ㈷～ 5/7 ㈰　18:00 ～ 22:00

■フリーマーケット
　場所　吉備路もてなしの館
　日時　5/3 ㈷～ 5/5 ㈷　9:00 ～ 15:00
　（雨天中止）
■吉備路再発見写生大会
　場所　備中国分寺ほか
　日時　5/3 ㈷　9:00 ～ 15:00
■幻想の響宴
　場所　備中国分寺境内
　日時　5/3 ㈷　19:00 ～ 21:00
　（雨天の場合 5/4 ㈷）

■タンチョウ観察会
　場所　きびじつるの里
　日時　4/30 ㈰～ 5/7 ㈰　13:30 ～
　（雨天中止）
※サンロード吉備路に隣接の池の前に
集合。飼育員の解説付きでタンチョウを
観察します。消毒をするため履物に注意

問い合わせ　吉備路れんげまつり実行委員会事務局（☎92 8277、商工観光課内）
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