
★岡山カルチャーゾーン・ホームページ（各施設のHPへジャンプできます。）http://okayama-culturezone.jp

令和4年4月1日現在

岡山カルチャーゾーン　令和4年度上期　行事予定表
（注）各施設には休館日があります。また感染症の影響などにより、行事内容等を大幅に変更することがありますのでご注意願います。詳細は各施設にお問い合わせください。

夢二郷土美術館

TEL. 086‐271‐1000
FAX. 086‐271‐1730

1

岡山後楽園

TEL. 086‐272‐1148
FAX. 086‐272‐1147

2

岡山県立博物館

TEL. 086‐272‐1149
FAX. 086‐272‐1150

3

岡山城天守閣

TEL. 086‐225‐2096
FAX. 086‐225‐2097

4

岡山県立図書館

TEL. 086‐224‐1286
FAX. 086‐224‐1208

5

林原美術館

TEL. 086‐223‐1733
FAX. 086‐226‐3089

6

ルネスホール

TEL. 086‐225‐3003
FAX. 086‐225‐3040

7

岡山シンフォニーホール

TEL. 086‐234‐2001
FAX. 086‐234‐1968

8

岡山市立オリエント美術館

TEL. 086‐232‐3636
FAX. 086‐232‐5342

9

岡山県立美術館

TEL. 086‐225‐4800
FAX. 086‐224‐0648

10

岡山県天神山文化プラザ

TEL. 086‐226‐5005
FAX. 086‐226‐5008

11

岡山市民会館

TEL. 086‐223‐2165
FAX. 086‐223‐2169

12

岡山映像ライブラリーセンター

TEL. 086‐225‐8622
FAX. 086‐225‐8623

13

4月 April 5月 May 6月 June 7月 July 8月 August 9月 September

　　　

○7月10日(日)
　学芸員によるギャラリートーク

○4月30日(土)
　夜の特別鑑賞会「宵の夢二 解説つきプレミアムツアー」

○4月1日（金）・8日（金）・15日（金）
　亭舎公開（栄唱の間・能舞台）

企画展「竹久夢二×マツオヒロミ♥トキメキの大正浪漫♥」　7月6日（水）～9月25日（日）企画展「竹久夢二×水戸岡鋭治 PartⅢ―2022（にゃん・にゃん・にゃん）はねこいっぱい―」　3月8日（火）～7月3日（日）

おはなし会（よみきかせ）　毎週土曜日・日曜日　／　おはなし会（ストーリーテリング）　第2・4日曜日

　　 ○8月6日（土）
　第73回「クラシックへのお誘い」 SPレコードコンサート
○8月9日（火）～8月11日（木・祝）舞台照明・音響講座
○8月13日（土）・8月20日（土）
　アニメと遊ぼう☆アクア天プラリウム
○8月20日（土）～8月21日（日）
　プーク人形劇場企画 海外特別公演
　チェコ・アルファ人形劇場 『怪傑ゾロ』

○7月16日（土）
　「クラシックへのお誘い」
　LPレコードコンサート番外企画 ワールドミュージック編vol.1
○7月26日（火）～7月31日（日）
　天プラ・セレクションvol.98
　藤飯千尋展 「UNIVERSE」

○6月4日（土）～6月5日（日）
　土曜劇場
　岡山県高等学校演劇協議会岡山東地区 「春の実験劇場」
○6月11日（土）～6月12日（日）
　土曜劇場
　岡山県高等学校演劇協議会岡山西地区 「春の実験劇場」
○6月18日（土）
　第72回「クラシックへのお誘い」  LPレコードコンサート

○4月16日（土）
　第71回「クラシックへのお誘い」
　SPレコードコンサート
○4月30日（土）～5月1日（日）
　ズンチャチャダンスパフォーマンス25th『BIRDS』

○9月10日（土）～9月11日（日）
　土曜劇場
　EN集団さんたばっぐ 「劇団創立20周年記念公演（仮）」
○9月18日（日）天プラ文化祭2022 
○9月20日（火）～9月25日（日）
　生誕110年記念  青山杉雨展

○4月4日（月）、4月18日（月）
　名曲を歌いましょう～出口裕子とともに～
○4月8日（金）歌え!わが心
○4月25日（月）日本歌曲塾 in 岡山　公開レッスン

○5月9日（月）、5月23日（月）
　名曲を歌いましょう～出口裕子とともに～
○5月13日（金）歌え!わが心
○5月22日（日）岡山フィルハーモニック管弦楽団
　第72回定期演奏会

○9月9日（金）歌え！わが心
○9月19日（月・祝）岡フィルと共演　I am a SOLOLIST
○9月12日（月）、9月26日（月）
　名曲を歌いましょう ～出口裕子とともに～

○7月4日（月）、7月25日（月）
　名曲を歌いましょう～出口裕子とともに～
○7月15日（金）歌え!わが心
○7月24日（日）岡山フィルハーモニック管弦楽団
　第73回定期演奏会

○8月8日（月）シンフォニーは友達！2022
○8月20日（土）日本歌曲塾 in 岡山　公開レッスン
○8月26日（金）歌え!わが心
○8月29日（月）名曲を歌いましょう～出口裕子とともに～

　　

○5月8日（日）お茶会「初風炉の茶会」
○5月29日（日）講演「輝くお城・岡山城の金箔瓦」

○7月31日（日）書道パフォーマンス

○9月17日（土）メディア工房体験

○9月24日（土）バックヤードツアー

○4月10日（日）ライブラリーシアター

○4月23日（土）バックヤードツアー

○5月21日（土）メディア工房体験

○5月28日（土）バックヤードツアー

○6月12日（日）ライブラリーシアター

○6月25日（土）バックヤードツアー

○7月16日（土）メディア工房体験

○7月23日（土）バックヤードツアー

○8月14日（日）ライブラリーシアター

○8月27日（土）バックヤードツアー

　　　

特別展「生誕100年記念 高木聖鶴展」
6月3日（金）～7月3日（日）

特別展「THE ドラえもん展」　4月2日（土）～5月22日（日）

岡山の美術展 特別展示「山口松太追悼展」　4月22日（金）～5月29日（日）

岡山の美術展  特別展示 「I氏賞受賞作家展」　4月22日（金）～5月29日（日）

映像で巡る岡山の桜
3月22日（火）～
4月15日（金）

企画展「GOLD―永遠の輝きを探しに―」　4月16日（土）～6月19日（日） 企画展「古美術ことば辞展」　7月1日（金）～9月4日（日）

改修工事のため休館中【令和4年10月開館予定】

改修工事のため休館中【令和4年11月3日開館予定】

○4月3日（日）緑黄色社会 「Actor tour 2022」
○4月15日（金）FUNKY MONKEY BΛBY'S 
　全国ツアー 「YELL JAPAN」
○4月29日（金・祝）LIVE DA PUMP 2022 TOUR

○6月4日（土）山崎育三郎 LIVE TOUR 2022 ーROUTE 36ー
○6月11日（土）風は南からコンサート Vol.6
○6月18日（土）吉本新喜劇＆バラエティショー
○6月19日（日）吉本新喜劇＆バラエティショー

○7月2日（土）
　平原綾香コンサート
○7月3日（日）
　HY HANAEMI TOUR 2022-2023

○9月2日（金）・8日（木）亭舎公開（鶴鳴館）
○9月10日（土）名月観賞会
○9月16日（金）亭舎公開（鶴鳴館）

初夏の「延養亭」
特別公開
5月23日（月）
　～29日（日）

○5月6日（金）・13日（金）
　亭舎公開（観騎亭）
○5月15日（日）茶つみ祭
○5月20日（金）亭舎公開（鶴鳴館）

○6月3日（金）亭舎公開（廉池軒）
○6月12日（日）お田植え祭
○6月17日（金）亭舎公開（鶴鳴館）
○6月24日（金）美味しいお茶の入れ方講座

○7月3日（日）観蓮節
○7月8日（金）・15日（金）亭舎公開（鶴鳴館）

○4月10日（日）スチューデントジャズ
○4月29日（金・祝）ルネスクラシックシリーズVol.1
　パーカッションアンサンブル音工房　第26回演奏会
○4月30日（土）ルネスクラシックシリーズVol.2
　川﨑翔子ピアノリサイタル

○5月5日（木・祝）ルネスクラシックシリーズVol.3
　フルートソロイスツ岡山デビューコンサート
○5月14日（土）ルネスクラシックシリーズVol.4
　森野美咲ブラームス国際コンクール優勝記念リサイタル
○5月28日（土）ルネスミュージックインキュベーションVol.3
　マリンバデュオ TIERRA 色とりどりの世界Vol.3

○6月11日（土）ルネスクラシックシリーズVol.5
　アンサンブル・クレイオ サマーコンサート2022
○6月19日（日）ルネスクラシックシリーズVol.6
　ヴァリアスコンサートVol.8

○8月20日（土）ルネスクラシックシリーズVol.11
　第23回 コンチェルト・リリコ　 ‐岡山県支部演奏会‐
　～未来へつなぐ心の歌～

夜間特別開園　夏の幻想庭園
8月1日（月）～31日（水）

特別展「令和の名刀・名工展」
9月30日（金）～11月27日（日）

館蔵品展「シティ・ライフのはじまり、オリエント」　4月22日（金）（予定）～7月3日（日）

「新収蔵品展　2022」　4月22日（金）（予定）～7月3日（日）

小企画展「うつわの秘密お見せします。」　4月22日（金）（予定）～5月29日（日）

小企画展「鉄  七変化する色彩」　5月31日（火）～7月3日（日）

特別展「ヒンドゥーの神々の物語」　7月16日（土）～9月11日（日）

特別展「かこさとしの世界展
だるまちゃんもからすのパンやさんも大集合！」
7月23日（土）～8月28日（日）

特別展「第72回
岡山県美術展覧会」
9月7日（水）
～18日（日）

特別展「佐賀県立
美術館優品展」
9月28日（水）
～11月6日（日）

○5月1日（日）クリープハイプ 全国ホールツアー2022
○5月4日（水・祝）チャギントン・ファミリーコンサート2022
　in OKAYAMA
○5月7日（土）小椋佳ファイナル・コンサート・ツアー
　「余生、もういいかい」
○5月14日（土）ナオト・インティライミ  全国LIVEキャラバン2022
　‐春‐！  ホップ・ステップ・スプリング！みんな引き連れ、おまっとぅり！！
○5月21日（土）槇原敬之 Concert Tour 2022 ～宜候～

時代を拓いた岡山人　5月6日（金）～6月17日（金） 戦争が奪っていった　6月27日（月）～8月19日（金）
岡山の祭り

9月4日（日）～10月23日（日）

○8月1日～31日のうち10日程度　和文化体験
○8月5日（金）・19日（金）亭舎公開（鶴鳴館）

○6月6日（月）、6月20日（月）
　名曲を歌いましょう～出口裕子とともに～
○6月17日（金）歌え!わが心

岡山の美術展　特別展示「写真展　European Eyes on Japan 4 から20年」
6月3日㈮～7月10日㈰


