
会場：津山市勝北文化センター
開催日 イベント名 開場 開演 入場料 主催 発売日

7/18
（月・祝）

預  NPO 法人 みる・あそぶ・そだつ 津山子ども広場
「シャボン玉のコンサートのはじまり はじまり」

14：30 15：00
一般 2,500 円
※ 4 歳以上

NPO 法人みる・あそぶ・そだつ
津山子ども広場

☎ 0868-22-6177
発売中

会場：津山文化センター
開催日 イベント名 開場 開演 入場料 主催 発売日

9/13
（火）

こまつ座 第 143 回公演
「頭痛肩こり樋口一葉」 17：30 18：30

一　　般 5,800円 
財団友の会 5,000円 
大学生以下 2,000円 

※全席指定

（公財）津山文化振興財団
☎ 0868-24-0201 発売中

9/4（日）
9/11（日）

2022 津山市民総合音楽祭
合唱室内楽コンサートⅠ・Ⅱ 13：00 13：30 500 円

（Ⅰ・Ⅱ共通券） （公財）津山文化振興財団
☎ 0868-24-0201

8/8（月）
発売開始9/18

（日）
2022 津山市民総合音楽祭
日本音楽コンサート 13：00 13：30 500 円

10/10
（月・祝）

イルカ 50th Anniversary コンサート
～ほのぼの行こうね！～㏌ つやま 13：45 14：30

一　　般 5,500円 
財団友の会 4,800円 
大学生以下 2,000円 

※全席指定

（公財）津山文化振興財団
☎ 0868-24-0201

8/1（月）
10：00～
発売開始

11/27
（日）

宝くじ文化公演
千住真理子 with 延原武春
／テレマン室内オーケストラコンサート

13：00 14：00
一　　般 2,000円 
高校生以下 1,000円 

※全席指定

（公財）津山文化振興財団
☎ 0868-24-0201

8/29（月）
10：00～
発売開始

発行日：2022 年 7 月

取扱チケット情報 チケット取扱時間／ 9：00 ～ 18：00（木曜休館日を除く）
お 問 い 合 わ せ／  TEL ０８６８－２２－７１１１

公益財団法人 津山文化振興財団
TEL（0868）24-0201

〒708-0022　�津山市山下68番地�津山文化センター内
E-mail� t-arts@tvt.ne.jp
URL� http://t-arts.or.jp/

アーチストバトン  № 60
毎回、アーチストが、お友だちつながりで登場します。

（前回の岸本�拓也さんから）
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■��津山市
■��絵画

岡山市西大寺のカレッジ旭川荘に在籍し
ています。絵を描くことが大好きで毎日数

時間は作品作りをしています。
作品はアクリル、色鉛筆、パステル等を使って動物や風景、
想像の世界を描いています。
去年は岡山県備前県民局委託事業の「DESIGN�GOALs」※�

でクリエーターに選ばれて企業のカレンダー等の絵を作成
させていただきました。
これからも自分の世界を沢山表現し
て見てくれた人たちが笑顔になってく
れるような作品を描いていきたいです。
※�障害のある人のアート作品を企業の商品などのデ
ザインへ展開していく事業

▼ �DESIGN�GOALsで制作した「街」をテー
マにした絵です。カラフルな街になりました。
水彩絵の具、ペン、色鉛筆を使っています。
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◆�子どもと楽しむ音楽会�
　～はじめてのオーケストラ体験～
◀ 8月 21日（日）10：30開場、11：00開演
◀料金／ 500円　※全席指定
◀会場／エスパスホール

【奈義町現代美術館】 
勝田郡奈義町豊沢 441　℡ 0868-36-5811�
開館時間�9:30 ～ 17:00（入館は 16:30 まで）
▶休館日／月曜日（月曜が祝日の場合は翌平日）
◆松岡徹展「旅するカミサマ～山ノモノ島ノモノ～」
◀ �7 月 16日（土）～ 9月 4日（日）
◀料金／�一般・大学生 200円（75歳以上、高校生以下は無料）�

※常設展も併せてご覧になる場合は一般・大学生 700円
◆�原点回帰　聖地巡礼―荒川修作・岡崎和郎・宮脇愛子�
H氏コレクションから (仮称 )
◀ �9 月 10日（土）～ 10月 23日（日）
◀料金／�一般・大学生 200円（75歳以上、高校生以下は無料）�

※常設展も併せてご覧になる場合は一般・大学生 700円
◆�ミュージアム×ナイト奈義MOCA2022
◀�第１夜　7月 30日（土）18：00～ 20：00�
第２夜　8月 20日（土）18：00～ 20：00�
第３夜　9月 24日（土）18：00～ 20：00
◀料金／�一般・大学生 700円、高校生 500円、中・小学生 300円�

（75歳以上、障がい者の方は無料）　※要予約
【勝央美術文学館】
勝田郡勝央町勝間田 207-4　℡ 0868－ 38－ 0270
開館時間�10:00 ～ 18:00（入館は 17:30 まで）
▶休館日／月曜日（祝日の場合は翌日）
◆�こどもとおやのための展覧会�
「AMAZON密林の時間」山口大志写真展
◀ �7 月 30日（土）～ 8月 28日（日）�
10：00～ 18：00（入館は 17：30まで）
◀�料金／�一般 500円（学生・65歳以上 400円、高校生以下無料）

【勝央文化ホール】
勝田郡勝央町勝間田 211-1　℡ 0868－ 38－ 1753
▶休館日／月曜日（祝日の場合は翌日）
◆��サンドアートパフォーマンス・ライブ�
～砂で綴るものがたり～
◀ �8 月 21日（日）13：30開場、14：00開演
◀料金／�一般 2,000 円�高校生以下 1,000 円�

※当日券は 500円 UP�※全席指定
◀問い／勝央町教育委員会教育振興部　�℡ 0868-38-1753

◆ �H�ZETTRIO�Kazemachizuki�Tour2022�
～レソラピック～
◀ �8 月 27日（土）16：00開場、17：00開演
◀料金／ 6,000 円　※当日券は 500円 UP�※全席指定
◀問い／勝央町教育委員会教育振興部　�℡ 0868-38-1753


