
　カラダを動かしココロを躍らせるダンス体験。ダンスに
興味のある人や未経験者を対象とした、全国で活躍するア
ーティストによるダンス入門ワークショップです。

幼少よりミュージカルを中心に舞台芸
術に関わり、クラシックバレエからス
トリートダンスまで多様なジャンルを
経験。2009年ダンスカンパニー「Bao
bab」を旗揚げ、全作品の振付・構
成・演出を担う。振付家として柿喰う
客や木ノ下歌舞伎、KUNIO、ロロな
ど舞台作品のほか、NHK連続テレビ
小説「半分、青い。」などTVドラマ
などにも振付を提供。

街並み部門表彰　１作品はじめてのダンスワークショップ

講師：北尾亘（Baobab）

青年団 演出部。多摩美術大学専任講
師、四国学院大学非常勤講師。東京の
劇場から北九州の船上まで、新劇から
学芸会まで、場所や形態を問わない演
劇活動を行う。日本大学藝術学部在学
中に「ドドミノ」で第２回仙台劇のま
ち戯曲賞を受賞。2010年に「わが星」
で第54回岸田國士戯曲賞を受賞。

講師：柴幸男（ままごと）

 ■ 問   区 政 推 進 課　☎086-803-1033　　
　行政事務管理課　☎086-803-1080

２月14日～
●区役所（日曜日）（月１回・予約制）
　原則第２日曜日（変更がある場合は、市ＨＰで周知しま
す）
　北区役所：９時～16時　中・東・南区役所：９時～12時

２月８日～
●地域センター（平日のみ）（予約制）
　お住まいの区にある地域センターで受け取りができます。
　平日８時30分～17時15分
　※富山地域センターは９時～17時15分

マイナンバーカードの
受け取り窓口が拡充されます

ご注意ください 【作り方】
①（Ａ）を合わせたものに、炒った白ごまとしいたけを入れて混
　ぜる。
②魚の水気を取り、皮を下にして①を平たく全体にのせる。
③両面焼きグリルの弱火で８分焼く。
④大葉、紅しょうがを添えて完成。

鯛の最岡焼き【材料（４人分）】
●鯛…４切れ（塩と酒をふっておく）　●白ごま…小さじ２　
●大葉…４枚　●しいたけ…中１枚（石づきを取ってみじん切り
に）　●紅しょうが…少々　
●（Ａ）【白みそ…大さじ２、みりん・酒…各大さじ１、砂糖…
　小さじ１】

岡山市女性農業士の「おかやまの農家レシピ」

西京焼きならぬ、岡山の最岡（サイコウ）焼きとブロッコリーのお好み焼き西京焼きならぬ、岡山の最岡（サイコウ）焼きとブロッコリーのお好み焼き
 ■ 問   農林水産課　☎086-803-1346

　　　　　　　　　　　　  で
ブロッコリーのお好み焼きのレシピは、
おかやまの農家レシピ 検索

 ■ 問   建築指導課　☎086-803-1444

令和２年度「岡山市景観まち
づくり賞」表彰作品を決定！

参加者募集！
岡山芸術創造劇場プレ事業

▲下石井公園トイレ ＹＯＵ＋ＴＡＳ ヨータス
　（北区幸町）

 ■ 問    ■ 申  岡山文化芸術創造
　　☎086-225-0154　■ FAX 086-225-0156
　　■✉ theaterplanning_event@ocac.jp
　　〒700-0823　岡山市北区丸の内二丁目１-１
　　　　　　　　　（岡山市民会館３階会議室）

Photo by bozzo

日時　２月20日㈯・21日㈰の各日13時～17時
　　　※１日完結プログラム
場所　出石コミュニティハウス（北区幸町）
対象　高校生以上
費用　500円
定員　20人（応募多数の場合は抽選）
申込　申込書（ＨＰから入手可）を▢〒・▢✉・▢℻で２月
　　　５日までに

　街中をアーティストと一緒に楽しみながら演劇的な視点
で散歩し、街中の何気ない風景から新たなストーリーを作
り出すワークショップです。

ハレルワークショップ「めぐるあるくストーリーと」

撮影：源賀津己

日時　３月６日㈯・７日㈰の各日13時～17時
場所　出石コミュニティハウス（北区幸町）
対象　高校生以上（両日参加可能な人）
費用　２日間で1,000円
定員　20人（応募多数の場合は抽選）
申込　申込書（ＨＰから入手可）を▢〒・▢✉・▢℻で２月
　　　19日までに

画家。2005年より岡山で大学・
専門学校・高校などで講師を
務めながら作家活動。作品発
表とともにワークショップや
イベント企画などにも多数関
わる。2012年より、北区奉還町
にstudio Lights開設。他メン
バー３人と表現者によるフリ
ーペーパー「lights of the34th 
parallel」を不定期に発行。

講師：島村敏明

　新劇場建設現場の白いカベに、子どもたちがアーティス
トとともに「未来の劇場」をデザインしていくアートワー
クショップです。

　市では、良好な景観形成や地域の魅力あるまちづくりに
寄与している建築物などを「岡山市景観まちづくり賞」と
して毎年表彰しています。
　今年度は応募作品23点の中から、岡山市景観審議会の現
地視察と選考会を経て市に答申された、建築物部門４作品
および街並み部門１作品を決定しました。表彰作品の名
称・所在地などは、次のとおりです。

建築物部門表彰　４作品

▼学校法人森教育学園
　岡山学芸館スクールガーデン
　（東区西大寺上二丁目）

▲街に涼を
　（北区富田町一丁目）

カベアートプロジェクト
「こどものペイントワークショップ」

日時　３月14日㈰13時～
　　　※雨天時は３月21日㈰
場所　岡山芸術創造劇場建設地（北区表町三丁目）
　　　（千日前商店街沿い仮囲い壁前）
対象　小学３～６年生
費用　無料
定員　20人（応募多数の場合は抽選）
申込　申込書（ＨＰから入手可）を▢〒・▢✉・▢℻で２月
　　　26日までに

電話予約が必要です（５開庁日前まで）
予約コールセンター　
☎0120-425-609（平日８時30分～17時15分）
※予約受付開始日は２月１日です。
※予約枠には上限があります。

▼ＴＨＥ ＣＯＵＲＴＹＡＲＤ
　ＯＭＯＴＥＣＨＯ
　（北区表町一丁目）

▲岡山市認可保育園
　ポエム保育園おかやま
　（北区楢津）
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