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第31-1 市民のための救命講習会
岡山県医師会・特定非営利活
動法人NPO救命おかやま事
務局

令和元年11月9日（土） 14：00～15：30
岡山市北区いずみ町2-1-3
ｼﾞｯﾌﾟｱﾘｰﾅ岡山「ｻﾌﾞｱﾘｰﾅ」

心肺蘇生法とAEDの使い方を学ぶ救命講習会

第31-2 招き猫美術館　無料開放 招き猫美術館 令和元年11月10日（日） 10：00～17：00
招き猫美術館
岡山市北区金山寺865-1

おかやまマラソン当日に限り無料開放する

第31-3 ランナーズおもてなし奉還祭 奉還町商店街振興組合
令和元年11月９日（土）
　　　　　　　　　10日（日）

奉還町商店街
おかやまマラソンのゼッケンを見せてくれたランナーに商品の割引やドリンクのサービス等、各店
舗で考えたサービスを行う

第31-4 まちだこうぞう「晴れの国ラン」 まちだこうぞう
平成31年４月２日
～令和元年11月10日

適時
各ライブ会場にて
(花・緑ハーモニーフェスタin西川など)

大会応援ソングとして「晴れの国ラン」を提供し、さまざまな会場で演奏し、大会をＰＲする

第31-5 おかやま国際音楽祭２０１９ 岡山市長　大森　雅夫
令和元年9月28日（月）
　～令和元年10月14日
(月）

事業により異なる 岡山市内各所
毎年９月～10月にかけて岡山市内各所で開催される音楽の祭典。
ホールだけではなく、野外、街角などあらゆる場所で開催。総合パンフレット等にロゴを付けること
で、おかやまマラソンのＰＲ、開催機運の盛り上げにつなげる

第31-6 第５７回　岡山市芸術祭
岡山市、岡山市芸術祭実行
委員会、（公財）岡山市スポー
ツ・文化振興財団

令和元年9月28日（土）
　～令和元年12月31日
（火）

事業により異なる 岡山市内各所
毎年９月～12月にかけて行われる芸術の祭典。
総合パンフレット等にロゴを付けることで、おかやまマラソンのＰＲ、開催機運の盛り上げにつなげ
る

第31-7 岡山赤十字フェスティバル
日本赤十字社岡山県支部ほ
か

令和元年5月18日（土） 10：00～15：00
岡山赤十字病院
岡山市北区青江二丁目1-1

キッズ救護員体験、災害救護用資機材倉庫公開、パネル展示、緊急車両公開等のイベント。

第31-8
第67回岡山県青年祭兼
第68回全国青年大会岡山県予選

岡山県青年団協議会
令和元年８月４日（日）、
　8月12日（月）、25日
（日）

9:00～17時 水島体育館、岡山武道館
県下の勤労青年がつどい、地域を舞台に取り組んでいるスポーツ活動の成果を競い合うことに
よって友好親善の情を深め、健康で豊かな地域社会の創造を目指し開催する。

第31-9 西川フォークミーティング 宗包　仁

平成31年４月14日、令和
元年５月12日、６月９日、
７月14日、９月15日、10月
13日

12：00～15：00 岡山市北区、西川野殿橋ステージ 音楽（主にフォークソング、ＪＰＯＰ）の演奏

第31-10 「晴れの国おかやま　かわら版」の発行
日本政策金融公庫　岡山支
店

令和元年6月～令和元年
10月までの発行分（２号）

「晴れの国おかやま　かわら版」を岡山県内の関係機関、商工業者・農林漁業者の皆様に配布

第31-11 第７７回 岡山市民体育大会
一般財団法人岡山市体育協
会

令和元年10月14日（月
祝）

9：00～
岡山県陸上競技場
（ｼﾃｨﾗｲﾄｽﾀｼﾞｱﾑ）他

岡山市民が一堂に会する体育大会を開催することによって、市民一人ひとりにスポーツに親しむ
機会を提供し、生涯スポーツの推進を図るとともに、市民相互の親睦を深め、健康で生きがいの
ある市民生活を創造する

第31-12
岡山市地域づくりクラブパワーピープル
２１
星空まつりin西川

岡山市地域づくりクラブパ
ワーピープル２１

令和元年7月26日（金） 17:00～21:00
下石井公園
岡山市北区幸町

本イベントは、ごみゼロ、補助金ゼロ、子どもとまちづくり、他団体とのネットワークなどをテーマと
して平成11年から毎年開催している。
昨年に引き続き、イベントの中でおかやまマラソンのPRを積極的に行う。

第31-13
第37回　大人ソフトボール大会（横井学
区）

横井学区体育協会 令和元年5月12日（日） 8：00～15：00 岡山市立横井小学校運動場
横井学区内の町内対抗ソフトボール大会
12チーム　約150人が参加

■おかやまマラソン2019協働事業一覧
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第31-14
届け！ARTに込めたこの想い！！
16,400人のランナーに贈る応援イラスト
メッセージ＆Okayama’s Best！

公益財団法人岡山市スポー
ツ・文化振興財団

令和元年7月上旬
　～11月上旬

過去４回のおかやまマラソンに引き続き、大会参加者に、開催地岡山市内の小学生が制作した
「応援イラストメッセージカード」を記念品としてプレゼントします。子どもたちの温かく力強い応援
メッセージでランナーを鼓舞するとともに、子どもたち一人ひとりが考える「わたしが好きな岡山」
「紹介したい岡山」を記載し、次年度以降の再出場「リピーター」の確保や、将来に向けた誘客
も期待しています。
カードの裏面には、「おかやまマラソン」や「岡山市」、「岡山県」の紹介につながるイメージ写真等
を
掲載し、県外や国外ランナーに岡山をPR します。

第31-15
さわやか片鉄ロマン街道！自転車散歩
サイクリング大会

NPO法人　吉井スポレククラ
ブ

令和元年10月27日（日） 9:30～14：00 赤磐市福田　　（株）キャットアイ 秋晴れのサイクリングロードを自転車で走ろう！

第31-16
令和元年度中国地区スポーツ推進委員
研修会

岡山県スポーツ推進委員協
議会

令和元年６月22日（土）～
23日（日）

6月22日13:00～17：00
6月23日 9：00～11：50

ベルフォーレ津山ほか
津山市新魚町17 アルネ津山７階ほか

中国５県のスポーツ推進委員が、資質の向上と相互の情報交換を図るため一堂に集い、それぞ
れの地域におけるスポーツ実践活動及び研究の成果をもとに研究協議や実技研修を行い、生涯
スポーツの推進に資する。

第31-17 オカリナ・フレンズ　ミニミニコンサート オカリナ・フレンズ 令和元年10月17日（木） 12：00～16：30
ルネスホール
岡山市北区内山下1-6-20

「楽しく、仲良く、元気よく」続けるを合言葉に、県内の公民館、カルチャーでオカリナを通して仲間
との交流、地域活動をしています。「めざせ85才！過ぎても！」が目標です。
当日は20グループが色んな種類のオカリナで、様々な曲を演奏します。参加者全員で企画運営
に携わり、ポスター、プログラムなど全て手作りです。日頃の練習の成果を発表し、ご来場の方に
もオカリナのやさしい音色を楽しんでいただけます。

第31-18 西大寺ふれあいセンターまつり
（公財）岡山市ふれあい公社
西大寺ふれあいセンター

令和元年7月21日（日） 10：00～15：00頃
西大寺ふれあいセンター
岡山市東区西大寺中二丁目16-33

幼児から高齢者・障害者まで誰もが楽しめる催しを企画し、市民の福祉・健康・生涯学習に関す
る啓発・広報を行い、一層の市民へのふれあいセンターの認知度の向上、事業内容の周知を図
るもの。

第31-19 アマチュア無線を活用したＰＲ
ももたろうAMCﾘﾊﾞﾃｨｰﾌｧﾐﾘｰｸ
ﾗﾌﾞ

令和元年10月1日
　～11月30日

0:00～24:00 岡山県内 アマチュア無線を活用しておかやまマラソンをPR

第31-20 リフレッシュ瀬戸内
瀬戸内・海の路ネットワーク推
進協議会

令和元年６月３０日（日） 7：30～8：30
岡山市東区宝伝
宝伝海水浴場

美しい瀬戸内海を守るため、また文化・観光・海洋レクリエーションの拠点及び快適な生活の場と
して発展させることを目的に、瀬戸内海沿岸の海岸と海域で一斉清掃を実施

第31-21 北ふれあいまつり
（公財）岡山市ふれあい公社
北ふれあいセンター

令和元年７月７日（日） 10：00～15：00
北ふれあいセンター
岡山市北区谷万成二丁目6-33

岡山市社会福祉協議会と連携し、健康づくりや地域福祉の向上等を目的として、子どもから高齢
者・障害者まで幅広い多くの市民の交流の場となるよう、北ふれあいセンターを会場に各種催し
を実施するもの。

第31-22 第３８回蒜山高原マラソン全国大会
蒜山高原マラソン全国大会実
行委員会

令和元年10月20日（日） 7：00～13：30
蒜山高原スポーツ公園
岡山県真庭市蒜山上長田2300-1

大会当日におかやまマラソンPRのテントブースを設ける。

第31-23
第１回　婦人ソフトバレーボール大会
（横井学区）

横井学区体育協会 令和元年６月９日（日） 8：00～14：00 岡山市立横井小学校体育館
横井学区内の婦人による、町内対抗のソフトバレーボール大会
10町内、146人が参加

第31-24 第42回大元公民館文化祭
第42回大元公民館文化祭実
行委員会

令和元年10月26日（土）
　　　　　　　　　27日（日）

10月26日
　10：00～17：00
10月27日
　10：00～15：30

岡山市立大元公民館
岡山市北区大元上町10-31

地域の文化向上と地域住民の交流を図る。

第31-25 第48回　横井学区大運動会 横井学区体育協会 令和元年9月29日（日） 9：00～14：00 岡山市立横井小学校運動場
横井学区内の町内対抗運動会
10町内　約700人が参加予定
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第31-26 ウェルポートまつり
（公財）岡山市ふれあい公社
岡山市ウェルポートなださき

令和元年９月29日（日） 11：00～15：00
岡山市ウェルポートなださき
岡山市南区片岡159-1

ステージショー、ものづくり、屋台等

第31-27 音楽イベントにおける啓発活動
DAMIYA（Guitar&Ukulele
instrumental Duo）

令和元年７月７日～ イベントによる 岡山・香川各地
ライブ演奏・イベント参加　音楽活動の場でおかやまマラソンPRと応援（DAMIYAライブ　頭島あか
りまつり等）

第31-28
岡山駅前商店街
土曜夜市・桃太郎市

桃太郎プロジェクト実行委員
会

土曜夜市：7/27（土）
桃太郎市：7/14（日）,9/8
（日）,10/13（日）,11/10
（日）

土曜夜市：16～20時
（シャドウバース大会14
時、18時）
桃太郎市：11～16時
11/10のみ12～18時

岡山市北区駅前町
岡山駅前商店街アーケード内

・土曜夜市：夏に開催する土曜夜市
・桃太郎市：毎月第二日曜日に開催するイベント（子供向け体験会、ｅスポーツ、飲食ブースなど）

第31-29 ルネス・ミュージックカフェ vol.16
おかやま県民文化祭実行委
員会ほか

令和元年10月30日（水）
ﾗﾝﾁ 12：00～14：00
ﾃﾞｨﾅｰ18：30～20：30

ルネスホール
岡山市北区内山下1-6-20

おかやま県民文化祭地域フェスティバル「文化がまちに出る！地域いきいきプロジェクトin備前」
の一環として開催される「ルネス・ミュージックカフェvol.16」

第31-30
西ふれあいウォーク&クリーンアップ大
作戦

（公財）岡山市ふれあい公社
西ふれあいセンター

令和元年10月14日（月・
祝）

9:00～13：00頃
西ふれあいセンター
岡山市南区妹尾880-1

西ふれあいセンター周辺の約７ｋｍのコースをウォーキングしながらゴミ拾い

第31-31 文化がまちにある！プログラムin備前
文化がまちにある！プログラ
ムin備前実行委員会

令和元年9月～12月 ルネスホールほか
第17回おかやま県民文化祭の開催期間中、備前地域で県民が主役となって企画・実施する文化
芸術活動で、人々が行き交う「まち」に文化芸術の輪を広げ、地域を元気にしていく事業

第31-32
岡山後楽園　和文化フェスティバル　園
遊会

岡山県呉服専門店会 令和元年11月９日（土） 10：00～15：00
岡山後楽園
岡山市北区後楽園1-5

能舞台で雅楽・鼓・日本舞踊・民話語り・能楽・落語、鶴鳴館で川柳・投扇興・貝合せ、本館で鼓・
日本舞踊・三味線の体験教室

第31-33 ふれあい秋ウォーク
（公財）岡山市ふれあい公社
岡山ふれあいセンター

令和元年9月29日（日） 9:30～13：00頃
岡山ふれあいセンター
岡山市中区桑野715-2

岡山ふれあいセンター周辺の約6ｋｍのコースをウォーキング

第31-34 第８回　街道祭 勝央町街道祭実行委員会
令和元年９月７日（土）
　　　　　　　　 ８日（日）

10：00～15：00
（両日）

出雲街道勝間田宿
岡山県勝田郡勝央町勝間田地区

出雲街道を利用し、アーティストによる手作り作品の展示・販売やワークショップの実施、食のお
もてなしとして地元農産品の販売、街道の歴史・文化に触れるクイズラリー等を行い、街道の賑
わいを創出する。

第31-35 ふれあいマーケットinサマー
（公財）岡山市ふれあい公社
岡山ふれあいセンター

令和元年８月18日（日） 10：00～15：00
岡山ふれあいセンター
岡山市中区桑野715-2

地域の子育て世代と家族を対象に、フリーマーケット・ワークショップ等の開催や動物イベントを
招致。工作＆ゲームコーナー、屋台、エア遊具、古本市など

第31-36 津島やよいまつり
岡山県古代吉備文化財セン
ター

令和元年10月12日（土）
　　　　　　　　　13日（日）

10：00～15：00

津島やよい広場・遺跡＆ｽﾎﾟｰﾂﾐｭｰｼﾞ
ｱﾑ
岡山市北区いずみ町
岡山県総合ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ内

岡山県総合グラウンドを発着点とするおかやまマラソンの開催に合わせて、これを応援する幟旗
を作成・設置することにより、参加者等の史跡津島遺跡及び津島やよい広場への関心を高める。

第31-37 令和元年度児島湖ふれあい環境フェア
岡山県、児島湖流域環境保
全対策推進協議会

令和元年９月14日（土） 10：00～14：00
岡山県児島湖流域下水道浄化セン
ター
玉野市東七区453

・児島湖流域環境保全推進ポスターコンクールの入賞作品及び環境保全啓発パネルの展示
・顕微鏡観察や水質測定などの体験型の環境学習
・児島湖に生息する魚類等を展示する移動水族館等を開催

第31-38 令和元年度児島湖流域清掃大作戦
岡山県、児島湖流域環境保
全対策推進協議会

令和元年11月３日（日）
（歌見川会場：９月８日、早
島地区会場：10月27日）

8：30～10：00
（歌見川会場７時～８時
半、早島地区会場８時～
９時）

締切堤防会場ほか　７会場
岡山市北区築港緑町地内

児島湖及び流入河川等の８箇所で一斉清掃を行う。
（参加予定者数：約　5,000人）
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第31-39
備前岡山ええじゃないか2019　大誓文
払い

岡山市商店会連合会
令和元年11月2日（土）
　　　　　　　　～4日（月・
休）

10：00～19：00
表町・駅前・奉還町商店街・市商連加
盟大型商業施設

表町・駅前・奉還町商店街・市商連加盟大型商業施設にて、マルシェやワゴンセール、音楽ライ
ブといった商業イベントを行う。

第31-40
第４回瀬戸内市長杯・牛窓オリーブカッ
プヨットレース

牛窓ヨットクラブ、NPO法人岡
山県セーリング連盟

令和元年10月１２日（土）
　　　　　　　　　１３日（日）

１２日　15：00～20：00
１３日　 7：00～17：00

牛窓ヨットハーバー、牛窓湾内及び牛
窓諸島周辺海域
瀬戸内市牛窓町牛窓5414-7

岡山県をはじめ近隣県からの多くの参加者を集めオールドからジュニアまで誰もが楽しめるヨット
レースを行うことで、牛窓ヨットハーバー及び牛窓地区の賑わい活性化、観光発展等に貢献する
もの。

第31-41
「はたらく」の可能性を広げるママの働き
方進化論セミナー

ママの働き方応援隊岡山校 令和元年９月22日 10：00～12：00
きらめきプラザ
岡山市北区南方2-13-1

特に出産後・子育て中の女性の働き方についての提案。太古からの人間社会や産業構造の変
遷と家族や女性の社会的ポジションの変化から、現代の「働く」を分析する。また、三児のママが
働く実践モデルを紹介し、参加者に社会起業の提案をする。

第31-42 ふれあいまつり2019 （公財）岡山市ふれあい公社
令和元年10月26日（土）
　　　　　　　　　27日（日）

10：00～15：00
岡山ふれあいセンター
岡山市中区桑野715-2

ステージプログラム、バザー、屋台出店、ゲームコーナー、ワークショップ等

第31-43
令和元年度　子どもディスコン大会（横
井学区）

横井学区体育協会 令和元年10月19日（土） 9：00～12：00 岡山市立横井小学校体育館
横井学区内の小学生のディスコン大会
約110人が参加予定

第31-44 高松アクティブホーム夏祭り 高松アクティブホーム 令和元年７月14日 17：30～17：50
高松アクティブホームセンター
岡山市北区立田587

高松アクティブホーム夏祭りにて、ダンスのステージで口頭でおかやまマラソンのＰＲをしおかや
まマラソンを盛り上げる。

第31-45 第33回　グラウンドゴルフ大会 横井学区体育協会 令和元年11月３日（日） 9：00～12：00 岡山市立横井小学校運動場
横井学区内の住民によるグラウンドゴルフ大会
120人が参加予定

第31-46 郷の会 郷の会 令和元年11月９日 12:45～13:15 岡山の民謡　はだか踊り下津井節　瀬戸大橋音頭　松山踊りなど

第31-47 IPU学園祭（環太祭） ビースト 令和元年11月２日 10:00～15:00 岡山市東区瀬戸町観音寺 ビースト（ダンス）が出演し、おかやまマラソンを応援


