
まさきホールふれあいコンサート 2017 ～秋色～
　場所　まさきホール（総社中学校）
　内容　市内や近隣のバンドなどによるコンサート。座布団を
持参。雨天決行。正午からパンやお弁当などの販売。入場無料
　問い合わせ　まさき音楽団～まさきホール利用促進実行委員
会～（☎ 090－7974－3808、秋山さん）

県大祭
　場所　岡山県立大学
　 内 容　 ５ 日 ㈰ ま で。「Only Pleasant 
University Festival」（楽しい、唯一の大
学祭）をテーマに学生による模擬店、自
主企画ライブなど。ゲストは、芸人のサ
ンシャイン池崎さんとＡマッソさん、５
日は声優の代永翼さんと小松昌平さん
　問い合わせ　岡山県立大学（☎� 9164）

東公民館文化まつり
　場所　東公民館
　内容　5 日㈰、午後３時まで。自主講座団体などによる作品
展示、芸能発表など。4 日は午後 1 時 30 分から大道芸ぢゃぐ
りぃけいたさん、午後 2 時 10 分からサックス演奏の桐野敏幸
さんが出演
　問い合わせ　東公民館（☎� 2995）

清音地区文化祭
　場所　清音公民館
　内容　5 日㈰、午後 3 時まで。自主講座団体などによる作品
展示、芸能発表。お茶席、カレーの販売など
　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　5 日㈰、午後 3 時まで。作品展示、芸能発表、バザー
など。特別ゲストの岡山大学落語研究会が出前寄席。4 日は作
品展示のみ
　問い合わせ　西公民館（☎� 0446）

岡山県高等学校総合文化祭演劇部門岡山県大会
　場所　市民会館
　内容　5 日㈰まで。高校生による演劇
発表
　問い合わせ　岡山県高等学校演劇協議
会（☎ 0868－22－9307、津山東高等学
校、小山さん）

まるごとワールド in 総社
　場所　山手公民館
　内容　各国の文化紹介やスタンプラリー、ビンゴゲーム、ラ
ンチなど。午後は「ミス＆ミスターティーン岡山コンテスト」
を実施。フードコーナーあり（有料）
　問い合わせ　人権・まちづくり課国際・交流推進係（☎�
8242）

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 19 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 26 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！

おとぎのへやまつり
　場所　市図書館
　内容　むかしばなしをテーマに、ストーリーテリングやパネ
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　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 時からのテレ
フォンサービス（☎� 1000）と、ＲＳＫラジオでの放送（７時・
7 時 10 分の２回）
　問い合わせ　環境課環境係（☎� 8339）

ロンドン五輪銅メダリスト清水聡選手と語る会
　場所　昭和中学校
　内容　昭和中学校出身のプロボクサー清水聡さんが、夢に向
かって努力することの大切さについて講演
　問い合わせ　昭和中学校（☎� 1020）

総社市小中学校音楽発表会
　場所　市民会館
　内容　市内の小中学生による合唱、合奏、吹奏楽などの発表
会
　問い合わせ　総社西中学校（☎� 0317）

宝福寺ライトアップ
　場所　井山宝福寺　
　内容　紅葉した境内を 12 日㈰までの
毎夜ライトアップ。10 日は午後 5 時 30
分から点灯式。方丈からの観覧には 300
円必要。方丈内でのお茶席もあり（別途
500 円）。市役所と宝福寺間で無料のシ
ャトルバスを、午後 5 時（市役所発）から約 30 分間隔で、午
後 9 時 30 分（宝福寺発）まで運行
　問い合わせ　商工観光課観光プロジェクト係（☎� 8277）

男女共同参画フォーラム in そうじゃ 2017
　場所　総合福祉センター
　内容　「こけ枝のほのぼの

ばなし

噺～人生互いに思いやり～」と題し
て、落語家の桂こけ枝さんが講演。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。
託児あり（無料、要予約）
　問い合わせ　総社市ネットワーク “波”（☎� 8253、人権・
まちづくり課内）

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　12 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。資料代 1000 円
　問 い 合 わ せ　倉敷モラロジー事務所総社地区（☎ 080－
1928－4466、栗本さん）

	10	●金
17:30 ～　
　　21:00

	10	●金
10:00 ～　
　　15:00

	4	●土
8:30 ～　
　　20:30

	4	●土
10:00 ～　
　　15:00

	4	●土
	15:00 ～　
　　

	11	●土
18:30 ～　
　　20:45

	3	●祝	
12:30 ～　
　　

	4	●土
9:40 ～　
　　20:00

	11	●土
13:30 ～　
　　15:45

　 問 い 合 わ せ　市政情
報課広報広聴係（☎�
8214）

ＫＣＴ 313 ｃｈ
回覧板チャンネル

　回覧板チャンネルは、
倉敷ケーブルテレビ加入
世帯でセットトップボッ
クス（ＳＴＢ）の３１３
チャンネルで視聴できま
す。
　 文 字 音 声 チ ャ ン ネ ル

（ 静 止 画 ） で 行 政 情 報、
市内のイベント、休日の
当番医や水道修繕当番な
ど、身近な生活情報を放
送しています。定例市議
会開会中は、本会議の議
会中継を生放送でお届け
しています。

動画放送が
１日６回に

増えました
動画放送時間

　〔午前の部〕
　　▼２時～

　　▼６時～

　　▼ 10 時～

　〔午後の部〕
　　▼２時～

　　▼６時～

　　▼ 10 時～

	4	●土
9:00 ～　
　　16:00

	4	●土
9:00 ～　
　　16:00

	5	●日
8:30 ～　
　　10:00

	9	●木
13:35 ～　
　　14:35

	4	●土
9:00 ～　
　　16:00
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