
東公民館文化まつり
　場所　東公民館
　内容　4 日㈰、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、芸能発表など。特別ゲストに、パンフルート奏
者の今井勉さん、４日は大道芸人のぢゃぐりぃけいたさんが出
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　4 日㈰、午後 3 時まで。公民館自主講座団体などによ
る作品展示、芸能発表、お茶席やカレー、焼きそばなどの販売
　問い合わせ　清音公民館（☎� 0131）

災害復興応援イベント「西公民館文化まつり」
　場所　西公民館
　内容　4 日㈰、午後 3 時まで。作品展示、芸能発表、バザー
など。４日は特別ゲストの成羽社中が備中神楽を披露
　問い合わせ　西公民館（☎� 0446）

県大祭
　場所　岡山県立大学
　内容　4 日㈰、午後 8 時 30 分まで。「紡（つむぐ）」をテー
マに、学生による模擬店や自主企画ライブなど。ゲストに声優
の梶裕貴さん、4 日は芸人の平野ノラさんとバッドナイス常田
さん、アカペラグル―プ「ＴＲＹ－ＴＯＮＥ」が出演
　問い合わせ　岡山県立大学（☎� 9164）

和太鼓フェスティバル 2018 ～吉備の国×奥三河ここに集う生命の音～
　場所　市民会館
　内容　ゲストに愛知県の志多らを迎えて８団体が和太鼓競
演。入場料は、前売り 1000 円、当日 1200 円
　問い合わせ　備中温羅太鼓（☎ 090－7997－8260、塩尻さん）

人権教育研修会
　場所　総合福祉センター
　内容　市内に在住か在勤の人を対象に、「受け継がれるいのち
～生かされていたことに気づいた日々～」と題して、いのちの
講演家の岩崎順子さんが講演
　問い合わせ　市婦人協議会事務局（☎� 8362、生涯学習課内）

常盤集会所ふれあい祭り
　場所　常盤集会所
　内容　10 日㈯、午後 3 時まで。書道、編み物、アートフラ
ワー、生け花、プリザーブドフラワーの作品展示やパンなどの
販売
　問い合わせ　常盤集会所（☎� 5810）

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）

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 18 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
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　 内 容　 子 ど も 向 け ス
テージショー、市内を中
心に活動するバンドによ
るライブ、屋台、「冬の
なつまつり」ゲームコー
ナーなど

　問い合わせ　SOJA イル
ミネーション実行委員会
事務局（☎� 8277、観光
プロジェクト課内）

SOJA
イルミネーション 2018

12/1 ㈯～ 1/7 ㈪
　復興をテーマに、総
社駅前広場や市役所通
り な ど を 彩 る イ ル ミ
ネーションの作品を募
集します。みなさんの
あたたかい気持ち、や
さしい光で通りを飾り
ませんか。

　対象者　個人、団体、
事業所
　出店条件　総社駅前
から国道 429 号までの
区間に設置。設置から
撤去まで各自が負担
　申込方法　11 月９日
㈮までに、SOJA イルミ
ネーション実行委員会
事務局へ申し込む

イルミネーションライブ
同時開催

12/1 ㈯ 14:00 ～
カミガツジプラザ

「救急」講演会
　場所　山手公民館西郡分館
　内容　「こどもと救急」と題して、岡山大学病院高度救命救急
センター助教の塚原紘平さんが講演。市消防署による救急講習
など
　問い合わせ　西郡地区の絆を推進する会（☎ 090－8714－
5037、劒持さん）

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
　問い合わせ　市図書館（☎� 4422）

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　11 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）

新本義民 300 年記念式典
　場所　新本小学校
　内容　新本小学校児童によるオペレ
ッタ「義民さま」。「江戸への道中」と
題して、民俗学者の神崎宣武さんが記
念講演。義民踊り、松山踊り、白石踊
の競演
　問い合わせ　西出張所（☎� 0420）

秦ふるさとふれあい祭り
　場所　秦小学校
　内容　「古代吉備の国ジオラマ製作」の写真展示や地元の野菜
を販売
　問い合わせ　秦歴史遺産保存協議会事務局（☎ 070－2352－
5786、小橋さん）

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ダンス、吹奏楽、合唱、バ
ンド演奏を発表。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、県糖尿病協会との啓発イベントの
一環として、全国糖尿病週間の 18 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）

 11 ●日
10:00 ～　
　　15:00

 10 ●土
13:30 ～　
　　15:30

 10 ●土
15:00 ～　

　　

 10 ●土
18:30 ～　
　　20:45

 11 ●日
9:00 ～　

　　12:00

 11 ●日
13:30 ～　
　　17:00

 12 ●月
18:00 ～　
　　22:00

広報そうじゃ 2018.11　1213　広報そうじゃ 2018.11


