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広 報 連 絡 
 

１ 件 名  「おかやま国際音楽祭２０２０」基本方針・企画概要がまとまりました 

      

 

２ 日 程  令和２年９月２６日（土）～１０月３１日（土） 

 

 

３ 会 場  ＪＲ岡山駅前周辺、西川緑道公園、表町商店街、 

       岡山シンフォニーホール、その他市内の地域資源等 

 

 

４ 主 催  岡山市、おかやま国際音楽祭実行委員会、（公財）岡山文化芸術創造 

 

 

５ 内 容   新型コロナウイルス感染症が発生し、人と人との交流や音楽文化活動

を自粛・縮小せざるを得ない状況の中、岡山発信の音楽を通じて、市民

の心を癒し、明日への活力へとつなげるとともに、岡山の音楽文化の発

展を図るため、「支えあう・響きあう・一つになる」をキャッチコピー

とした「おかやま国際音楽祭２０２０」を開催します。 

        このたび「おかやま国際音楽祭２０２０」の基本方針・企画概要がま

とまりましたのでお知らせします。 

        なお、実施にあたっては、おかやま国際音楽祭実行委員会で定めた新

型コロナウイルス対策方針（今後も社会情勢に鑑み、適宜変更予定）に

沿って行うこととしており、感染拡大予防の取組にご理解、ご協力をお

願いいたします。 

 

※詳しい内容・日程は別紙をご参照ください。 



































月 日 曜日 時間 公演名 主催団体 会場 区分

11:00 マチノブンカサイ２０２０　前夜祭 ENNOVA　OKAYAMA 旧内山下小学校体育館　ほか 共催（賑わい）

12:00 第23回岡山学生フルート・コンクール 岡山フルートの会 岡山シンフォニーホール（イベントホール） 共催

13:00 オープニングコンサート おかやま国際音楽祭実行委員会 JR岡山駅前広場 主催

14:00 CRED Heart Beat Live （公開録音）
岡山FM株式会社
事業運営委員会

NTTクレド岡山ビル１階ふれあい広場 共催

11:00 マチノブンカサイ２０２０ ENNOVA　OKAYAMA 旧内山下小学校体育館　ほか 共催（賑わい）

12:00 ウエルカムコンサート おかやま国際音楽祭実行委員会 JR岡山駅前広場 主催

14:00 CRED Heart Beat Live （公開録音）
岡山FM株式会社
事業運営委員会

NTTクレド岡山ビル１階ふれあい広場 共催

15:00
17：30

吉田兄弟「三味線だけの世界」 早島町町民総合会館「ゆるびの舎」 早島町町民総合会館 提携

28 月 17:00 ウエルカムコンサート おかやま国際音楽祭実行委員会 JR岡山駅前広場 主催

29 火 17:00 ウエルカムコンサート おかやま国際音楽祭実行委員会 JR岡山駅前広場 主催

30 水 17:00 ウエルカムコンサート おかやま国際音楽祭実行委員会 JR岡山駅前広場 主催

1 木 17:00 ウエルカムコンサート おかやま国際音楽祭実行委員会 JR岡山駅前広場 主催

12:15 岡山フィル街角コンサート おかやま国際音楽祭実行委員会 中国銀行本店前広場 主催

17:00 ウエルカムコンサート おかやま国際音楽祭実行委員会 JR岡山駅前広場 主催

12:15 岡山フィル街角コンサート おかやま国際音楽祭実行委員会 天満屋岡山店前アーケード 主催

13:00 SETOCOM 一般社団法人マチノワ 瀬戸運動公園　WEB配信 共催（賑わい）

13:00 おかやまジャズストリート２０２０ おかやまジャズストリート実行委員会
表町商店街アーケード内５ケ所
ライブハウス８会場 共催（賑わい）

18:30 岡山フィル街角コンサート おかやま国際音楽祭実行委員会 岡山神社 主催

18:00 サーカス　Precious　Night
RSK山陽放送
事業運営委員会

吉備津彦神社 共催

9:00 ２０２０マーチング・イン・オカヤマ　メインフェスティバル　※無観客 マーチング・イン・オカヤマ実行委員会 岡山市（浦安）総合文化体育館 提携（市共催）

13:00 おかやまジャズストリート２０２０ おかやまジャズストリート実行委員会
表町商店街アーケード内５ケ所
ライブハウス８会場 共催（賑わい）

14:00 西大寺観音院奉納コンサート （株）MID 西大寺観音院 共催（賑わい）

5 月 12:15 岡山フィル街角コンサート おかやま国際音楽祭実行委員会 アムスメール上之町時計台前 主催

6 火 12:15 岡山フィル街角コンサート おかやま国際音楽祭実行委員会 山陽新聞社さん太広場 主催

7 水 18:30 岡山フィル街角コンサート おかやま国際音楽祭実行委員会 岡山県立美術館ロビー 主催

8 木 12:15 岡山フィル街角コンサート おかやま国際音楽祭実行委員会 さんかく岡山前広場 主催

18:00 ベイビー・ブーコンサート
TSCテレビせとうち
事業運営委員会

岡山市立灘崎文化センター 共催

19:00 The　MOST　ｉｎ　JAPAN　２０２０ おかやま国際音楽祭実行委員会 岡山シンフォニーホール 主催

14:00 水と緑の音楽会
株式会社MID
おかやま国際音楽祭実行委員会

西川緑道公園　野殿橋付近 主催

14:00 ぐっさんのハッピーオンステージ　in　岡山
OHK岡山放送
事業運営委員会

建部町文化センター 共催

12:00 街角コンサート「大好きクラシック」
大好きプロジェクト
おかやま国際音楽祭実行委員会

上之町商店街アムスメール時計台前 主催

14:00 岡山神社音楽祭 岡山神社音楽祭実行委員会 岡山神社 共催（賑わい）

16 金 17:30 RESTART TO REBORN おかやま国際音楽祭実行委員会 市内ライブハウス２か所・ライブ＆配信 主催

17 土 19:00 Music　Diver　vol.３
レディオモモ
事業運営員会

LIVEHOUSE　image 共催

18 日 17:30 RESTART TO REBORN おかやま国際音楽祭実行委員会 市内ライブハウス２か所・ライブ＆配信 主催

23 金 17:30 RESTART TO REBORN おかやま国際音楽祭実行委員会 市内ライブハウス２か所・ライブ＆配信 主催

24 土 17:30 RESTART TO REBORN おかやま国際音楽祭実行委員会 市内ライブハウス２か所・ライブ＆配信 主催

25 日 17:30 RESTART TO REBORN おかやま国際音楽祭実行委員会 市内ライブハウス２か所・ライブ＆配信 主催

30 金 18:30 RESTART TO REBORN おかやま国際音楽祭実行委員会 市内ライブハウス２か所・ライブ＆配信 主催

31 土 16:00 エンターテイメントチャレンジ＋　決勝大会
山陽新聞社
事業運営委員会

山陽新聞社さん太広場 共催

株式会社ビザビ WEB配信 共催（賑わい）

主催事業：２１イベント

共催事業：８イベント

賑わい創出事業：８イベント 全体：４０イベント

提携事業：３イベント

9/26～10/31　世界同時パンデミックを乗り越える！世界へ響け、岡山から私たちの音楽。岡山
市高校生バーチャル・コンサート２０２０

9 金

日

土

11

3

26 土

4 日

2 金

※RESTART TO REBORN（ライブハウス協働ライブ・WEBライブ配信コンサート）は、10/16（金）、18（日）、23（金）、24（土）、25（日）、30（金）で日程調整中。

10 土

（令和２年度）おかやま国際音楽祭２０２０　事業一覧表

27 日

9
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