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長井市民
文化会館

山形県青少年健全育成県
民大会
いじめ・非行防止セミナー

「大人が変われば子どもも変わる」県民運動及び“いじ
め・非行をなくそう”やまがた県民運動など、青少年健全
育成に関わる県民が参加し、課題の共有を図り、問題
解決や実践活動への決意を新たにする山形県青少年
健全育成県民大会「いじめ・非行防止セミナー」を開催し
ます。

10月30日
長井市民
文化会館

山形県青少年育成県民
会議

無料
https://www.pref.yamagata.jp/0100
03/bunkyo/wakamonoseishounen/s
eishonen/seminar.html

山形県 しあわせ子育て
応援部女性・若者活躍推
進課　青少年若者支援担
当
023-630-2727

県内
第30回山形県スポーツ・レ
クリエーション祭

競技会部門とふれあい交流会部門の２つの部門があり
ます。競技会部門は、県総合運動公園他を会場に、
ゲートボール、バウンドテニス、インディアカなど計18競
技が実施されています。ふれあい交流会部門は県内4
地区にて、ボッチャやモルック、ウォーキングサッカーな
どのニュースポーツが体験できます。

7月～11月
基準日

10月16日

県総合運
動公園ほ
か

第30回山形県民スポー
ツフェスティバル実行委
員会

競技会
部門
有料

ふれい
あ交流
会部門
無料

https://www.spo-net-
yamagata.com/suporec/index.html

山形県教育庁スポーツ保
健課
生涯スポーツ担当
023-630-2894

高畠町
県立うきたむ風土記の丘考
古資料館第30回企画展「最
上地域の縄文時代」

舟形町の西ノ遺跡から出土した土偶「縄文の女神」の国
宝指定10周年を記念し、最上地域の縄文時代の調査成
果として、重要文化財水木田遺跡出土品をはじめとする
各遺跡から出土した土器・石器・石製品594点を展示し
ます。

9月10日
～

12月4日

山形県立う
きたむ風土
記の丘考
古資料館

山形県立うきたむ風土
記の丘考古資料館

大人
200円

http://ukitamu.pupu.jp/
山形県立うきたむ風土記
の丘考古資料館
0238-52-2585

山形市

山形県立博物館プライム企
画展
「女神たちの饗宴－『縄文
の女神』国宝指定10周年
－」

舟形町で出土された国宝土偶「縄文の女神」は、2012年
に国宝に指定されてから今年で10周年を迎えることか
ら、５つの国宝土偶（複製）を一堂に展示し、国宝土偶の
持つ魅力や造形の美しさを再確認してもらえるよう企画
展を開催します。

10月1日
～

12月11日

山形県立
博物館

山形県立博物館 無料 http://www.yamagata-museum.jp/
山形県立博物館
023-645-1111

山形市
読書週間企画展「2021～
2022県内出版物展」

令和３年10月１日からこの１年間に発行された、本県出
身者や県内在住者による著作及び郷土資料などの県内
に関する出版物を「第76回読書週間（10月27日～11月９
日）」に合わせて展示を行います。

10月18日～
12月17日

山形県立
図書館

山形県立図書館 無料 https://www.lib.pref.yamagata.jp/
山形県立図書館
経営課
代表023-631-2523

山形市
「未来に伝える山形の宝」
展、「東北文化の日」展

県内の文化財を保存・活用している地域の取組みや、そ
の継承に取り組む子どもたちの活動を紹介するととも
に、「東北文化の日」に関連して県内の美術館や博物館
等文化施設について紹介する展示を行います。

11月１日
～

11月30 日

遊学館１階
カフェレスト
ラン前

山形県、
山形県教育委員会

無料

山形県観光文化スポーツ
部
文化財活用課文化財活
用担当
023-630-3341
文化スポーツ振興課文化
振興担当
023-630-2903

やまがた教育月間（１１月）関連行事
＜令和４年度＞

　県民の皆様に教育に関する関心と理解を深めていただき、社会全体で「教育を支える文化・風土」を育むとともに、未来の山形を担う心豊かで
たくましい子どもたちの育成に向け、県内各地で関連行事が実施されております。一般参加やオンライン参加が可能な行事・イベント等もござい
ますので、この機会に教育や文化に触れてみてはいかがでしょうか。

※記載の内容は10月26日現在のものですので、詳細は問合せ先にご確認ください。
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山形市
「やまがた教育の日」関連
展示

「やまがた教育の日」にあわせ、教育をテーマにした本
の企画展示のほか、教育資料館から借用した資料等を
展示し、教育月間の周知広報を実施します。

11月中

山形県立
図書館
エントラン
ス

山形県立図書館 無料 https://www.lib.pref.yamagata.jp/
山形県立図書館
企画課
代表023-631-2523

新庄市 農大市場

農林大学校学生が丹精込めて作った農産物や加工品を
実習の一環として直接販売します。
新米、りんご、秋野菜、鉢花など、秋の恵みを心を込め
て販売します。
今年最後の農大市場をお楽しみください。

11月3日
農林大学
校

山形県農林水産部
（山形県立農林大学校）

https://ynodai.ac.jp
山形県立農林大学校
教務学生担当
0233-22-1527

山形市
全国高等学校ビブリオバト
ル2022山形県大会

ビブリオバトルとは、バトラー（発表者）が読んで面白い
と思った本を持って集まり、順番に本を紹介する書評合
戦です。それぞれの発表の後には、参加者全員でその
本に関するディスカッションを行い、全ての発表が終了し
た後に「どの本が一番読みたくなったか？」という基準
で、参加者全員で投票を行います。今年、最も読みたい
本『チャンプ本』になるのは、どの本か？
観戦者事前申込み先…ykoko@pref.yamagata.jp（当日参
加も可能です）

11月3日 遊学館 山形県教育委員会 無料
山形県教育庁高校教育
課
TEL　023－630-3165

川西町
置賜こども芸術祭2022舞台
芸術部門

県と置賜地域の３市５町及び芸術文化協会で組織する
置賜文化フォーラムでは、置賜地域の文化活動に取り
組む子供達の発表の場として「置賜こども芸術祭2022舞
台芸術部門」を開催します。子供達の日頃の練習の成
果を披露しますのでぜひ会場にお越しください。

11月5日
川西町フレ
ンドリープ
ラザ

置賜文化フォーラム 無料 http://okibun.jp/log/?l=519157

山形県置賜総合支庁総
務企画部総務課連携支
援室
担当：髙橋由紀
TEL：0238－26－6021

県庁２階
講堂

青少年のための環境づくり
懇談会

青少年の健全育成を図るため、青少年に関係する業界
や団体担当者による懇談を行い、青少年にとって好まし
い社会環境づくりの推進を図ります。

11月11日
県庁２階講
堂

山形県青少年育成県民
会議

無料 準備中

山形県しあわせ子育て応
援部
女性・若者活躍推進課
023-630-2694

県庁２階
講堂

地域の大人のためのイン
ターネット利用に関する研
修会

「大人が変われば子どもも変わる」県民運動及び“いじ
め・非行をなくそう ”やまがた 県民運動に基づく青少年
健全育成の充実強化を努めるため、山形大学地域教育
文化学部附属教職研究総合センター客員准教授伊藤
洋子氏による講演「ネット世代の子どもたちの現状と心
のケアについて～地域の大人はどのように寄り添ってい
くか」を開催します。

11月11日
県庁２階講
堂

山形県青少年育成県民
会議

無料 準備中

山形県しあわせ子育て応
援部
女性・若者活躍推進課
023-630-2694

山形市
子どもの生活リズム向上山
形県フォーラム

「やまがた教育の日」関連事業として子どもの生活リズ
ムの向上を目的に毎年開催しています。
今年度は、子どものネット・ゲームとの付き合い方と家族
のかかわり方について講演会を行います。

11月12日
遊学館ホー
ル及びオン
ライン開催

山形県教育委員会、
国立磐梯青少年交流の
家

無料
https://www.pref.yamagata.jp/7000
15/bunkyo/kyoiku/gakushu/r2kodo
monoseikaturizumuhp.html

山形県教育庁生涯教育・
学習振興課
生涯学習・社会教育担当
023-630-2872

県PTA指導者
研修会を兼ね
る

山形市 紙芝居のひろば
山形紙芝居研究会のみなさんによる”おとなもこどもも
おもしろい!?“紙芝居の上演会を開催します。

11月19日
山形県立
図書館

山形県立図書館 無料 https://www.lib.pref.yamagata.jp/
山形県立図書館
経営課
代表023-631-2523

山形市
犯罪被害者支援
県民のつどい2022

性犯罪被害に関する基調講演等を通して、犯罪被害者
等が置かれている状況や被害者支援への理解を深めま
す。※事前予約制

11月22日
ビッグウィ
ング

山形県、（公社）やまが
た被害者支援センター

無料
（公社）やまがた被害者支
援センター
023-642-3571
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山形市
郷土Yamagataふるさと探究
コンテスト

「やまがた教育の日」関連事業として開催している、小学
生・中学生・高校生が地域を素材とする学習及び体験活
動の成果を発表するコンテストです。地域資源、自然や
文化、歴史など、自分たちが学んだ地域の良さを“熱い
想い”で伝え、「ふるさと探究大賞」に輝くのは果たしてど
のチームか？

11月23日 遊学館 山形県教育委員会 無料
https://www.pref.yamagata.jp/ou/ky
oiku/700001/kyoudoyamagatafurus
atotankyuucontest/

山形県教育庁教育政策
課
企画調整担当
023-630-2692

山形市 やまがた伝統文化フェスタ

「やまがた伝統文化フェスタ」は、親子で様々なジャンル
の伝統文化を無料で体験できるお祭りです。民俗芸能を
鑑賞できる「ふるさと芸能のつどい」や、華道、茶道、箏
（こと）、けん玉などの体験講座を用意しています。親子
のほか、学校の先生も体験可能です。ぜひ遊びに来てく
ださい。
※体験講座は事前申し込みが必要です。

11月27日
遊学館、文
翔館、洗心
庵

やまがた伝統文化フェス
タ実行委員会

無料 準備中

山形県観光文化スポーツ
部文化スポーツ振興課文
化振興担当
023-630-2306

山形市
「親子でさがそう！ひたろ
う！秋・冬シーズン絵本ハン
ター」

絵本探しや読み聞かせ、ものづくり等を楽しむ読育イベ
ントを開催します。（対象：３歳～小３親子）

11月27日
山形県立
図書館

山形県教育委員会
（村山教育事務所・県立
図書館）

無料
（未
定）

https://www.lib.pref.yamagata.jp/
村山教育事務所
社会教育課
0237（86）8274

山形市 第48回山形県統計大会

統計の役割と重要性についての理解を深めるとともに、
統計の表現技術の研さんを図ることを目的として実施し
た「第72回山形県統計グラフコンクール」の表彰式と、入
賞作品の展示を行います。

11月29日 山形テルサ
山形県、山形県統計協
会

無料

山形県みらい企画創造部
統計企画課
統計利用推進担当
TEL 023-630-2188

表彰は山形県
知事賞、山形
県教育長賞、
山形県統計協
会長賞、審査
員特別賞につ
いて行う

山形市
親子体験教室「元木ds(もと
キッズ)体験塾」防災教室

市民防災センターの施設を使い、親子で地震、火災消
火についてシミレーション体験をしてもらう事で、家庭で
の防災意識を高め災害への備えをしてもらいます。

10月29日 西消防署 元木公民館 無料
山形市元木公民館
023-631-6551

山形市 ディスクゴルフ体験
フリスビーの投げ方を講習後、ディスクゴルフを体験して
もらいます。
どなたでも参加自由。午前の部・午後の部あります。

10月29日
山形市少
年自然の
家

山形県フライングディス
ク協会 無料 http://soundmb.com/yafda/index.html

山形県フライングディスク協会

山形市少年自然の家
主任指導主事　山口　雅和
023-643-8533

共催：山形市
少年自然の家

山形市 秋の読書週間企画展 読書週間に対応した本の特集コーナーを設置します。
10月29日

～
11月24日

山形市立
図書館

山形市立図書館 無料 https://lib.city.yamagata.yamagata.jp/
山形市立図書館
TEL624-0822
FAX624-0823

山形市 紙芝居のはじまりはじまり
山形紙芝居研究会のメンバーにより紙芝居を上演しま
す。

10月30日
山形市立
図書館

山形市立図書館 無料 https://lib.city.yamagata.yamagata.jp/
山形市立図書館
TEL624-0822
FAX624-0823

山形市 スポーツチャンバラ教室
講師の指導のもと、スポーツチャンバラのルールを学
び、学区や学年の違う子供たちが一緒に学び、異年齢
の集団で交流する楽しさを体感してもらいます。

10月30日
南部体育
館

山形市南部公民館 無料
山形市南部公民館
023ｰ641-6701

山形市 第４回おもしろ実験教室

小学校３年生～中学生までの全６回の実験教室です。
実験や観察を通して、科学の面白さを体験してもらうこと
がねらいです。第４回は「超低温の世界」というテーマ
で、液体窒素を使った実験を行います。

11月5日
山形市総
合学習セン
ター

山形市総合学習セン
ター，山形市理科教育
センター，山形大学地域
教育文化学部

山形市理科教育センター
http://www.ymgt.ed.jp/rikacenter/YAMA
GATARISE.html

山形市総合学習センター
山形市理科教育センター
023-645-6163
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山形市 楽しい和菓子作り教室
親子で地元の老舗和菓子屋店主から和菓子作りを学
び、物作りの楽しさを体験してもらます。

11月5日
南部公民
館

山形市南部公民館
山形市南部公民館
023ｰ641-6701

親子１組1,500
円、1人追加
500円

山形市 こどもダンス教室
初心者でも楽しめる内容とし、ダンスの楽しさを実感して
もらう。また、参加者同士の交流を図り、仲間づくりと協
調性を養ってもらいます。

11月5日
11月12日
11月26日

元木公民
館

元木公民館 無料
山形市元木公民館
023-631-6551

山形市 第５２回人形劇合同公演 市内外で活動している人形劇団体による公演です。 11月6日
山形市民
会館

山形市・山形市民会館
管理運営共同事業体

無料 https://www.shanshanshan.jp
山形市民会館
023-642-3121

山形市
東部子どもクラブリバーサイ
ドキッズ（けん玉教室）

育ち盛りの小学生・中学生・高校生に昔ながらの遊びに
興味を持ってもらうと共に少年の健全育成を目指すた
め、けん玉教室を開催します。

11月6日・13
日

東部公民
館

東部公民館 無料
山形市東部公民館
023－642-5181

山形市 なかよし作品展
特別支援学校と特別支援学級の子ども達の合同作品展
です。

11月11日～
11月15日

山形県芸
文美術館

山形市教育研究会
山形市教育委員会

無料
学校教育課
指導係
023-641-1212

山形市 子ども造形展
市内の保育園・こども園・幼稚園・小学校・中学校の子ど
もたちの造形作品展を行います。

11月11日
～

11月15日

山形県芸
文美術館

山形市教育研究会
山形市教育委員会

無料
学校教育課
指導係
023-641-1212

山形市 やまがた文学祭
やまがた文学祭（川柳部門）、講演会、冊子の発行。小
中学生の部と一般（高校生を含む）の部があります。

11月12日
山形市民
会館

山形市・山形市民会館
管理運営共同事業体・
山形市芸術文化協会

無料 https://www.shanshanshan.jp
山形市民会館
023-642-3121

山形市 親子そば打ち
親子のふれあいの場を提供することで絆を深め、親子で
ひとつのものを作り上げる達成感を味わってもらいま
す。

11月12日
南部公民
館

山形市南部公民館
山形市南部公民館
023ｰ641-6701

親子で800円

山形市
サービスセンタークラフト
ウィーク

来所した方に気軽にクラフト体験をしてもらう。
自然物をホットボンド等で接着するなどして、想像した物
を自由に制作してもらいます。

11月15日
～

11月18日

山形市少
年自然の
家

山形市少年自然の家 無料 http://www.ymgt.ed.jp/shizennoie/

山形市少年自然の家
主任指導主事
山口　雅和
023-643-8533

山形市 市中学校英語暗唱大会 市内小中学校の代表が英語の暗唱を発表します。 11月16日
江南公民
館

山形市教育研究会英語
部会
山形市教育委員会

無料
学校教育課
指導係
023-641-1212

山形市
第７０回山形市中学校生徒
理科研究発表会

市内中学校の代表生徒や科学部の生徒が一堂に会し、
それぞれが行った理科研究の成果を発表しあいます。
優れた理科研究を実践し、それを発表すること、他の生
徒の実践を聞くことで、生徒一人一人の科学の目を養う
ことをねらいとし、毎年実施しています。

11月16日

山形市総
合学習セン
ター，霞城
公民館

山形市理科教育セン
ター，山形市中学校教
育研究会理科部会，山
形市中学校文化連盟科
学専門部

無料
山形市理科教育センター
http://www.ymgt.ed.jp/rikacenter/YAMA
GATARISE.html

山形市総合学習センター
山形市理科教育センター
023-645-6163

発表者のみ参
加
一般公開しな
い
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山形市
第４回山形市子ども将棋教
室

子どもたちにプロ棋士による一流の指導を受ける機会を
創出することで将棋を普及するとともに自らの才能や個
性に気づき、将来の夢や目標を発見し、成長する機会と
するものです。

11月19日
山形市中
央公民館

山形市教育委員会 無料

山形市教育委員会
社会教育青少年課
社会教育係
023-641-1212(内線459）

山形市 おはなしの広場 絵本の読み聞かせ、紙芝居、本の紹介などを行います。 11月20日
山形市立
図書館

山形市立図書館 無料 https://lib.city.yamagata.yamagata.jp/
山形市立図書館
TEL624-0822
FAX624-0823

山形市
いっしょにやってみよう！絵
本の読み聞かせ講座

図書館ボランティアによる読み聞かせの指導（実技）や
本の紹介を行います。

11月27日
南部公民
館 3階 集
会室

山形市立図書館 無料 https://lib.city.yamagata.yamagata.jp/
山形市立図書館
TEL624-0822
FAX624-0823

山形市
ワクワクこども体験教室（親
子で楽しむヨガ教室）

日曜日や長期休暇などに子どもの居場所や交流場を作
ることは、地域における重要な課題である。そこで、親子
で参加できる体験学習の機会を提供することで、地域に
おける児童健全育成を推進する。

11月27日
東部公民
館

東部公民館 無料
山形市東部公民館
023－642-5181

山形市
第７０回山形市小学校児童
理科研究発表会

市内小学校の代表児童が一堂に会し、それぞれが行っ
た理科研究の成果を発表しあいます。優れた理科研究
を実践し、それを発表すること、他の児童の実践を聞くこ
とで、児童一人一人の科学の目を養うことをねらいとし
て、毎年実施している発表会です。

11月30日
山形市立
第九小学
校

山形市理科教育セン
ター，山形市小学校長
会

無料
山形市理科教育センター
http://www.ymgt.ed.jp/rikacenter/YAMA
GATARISE.html

山形市総合学習センター
山形市理科教育センター
023-645-6163

発表者のみ参
加
一般公開しな
い

上山市
かみのやま教育の日記念
式典

上山の豊かな自然や文化と積極的にふれ合い、家族や
地域の人とのきずなを深めることによって、上山のよさを
再確認し、ふるさとを誇れる子どもを育成する。子どもと
ふれ合い、きずなを深めるために、学校・家庭・地域の
積極的な連携、子育てへの関わり、地域の教育環境整
備の機運の高まりを図る。これらのことを目的として、記
念式典を行い、小中学校の活動の様子等を映像で紹介
したり、優秀作品に選ばれた短歌を作者が発表すること
で、取り組みの様子を周知します。

11月12日

三友エンジ
ニア体育文
化センター
エコーホー
ル

上山市教育委員会 無料
上山市教育委員会学校
教育課
023-672-1111

上山市
ふれ合いときずなを深める
週間

　子どもとふれ合い、きずなを深めるために、学校・家
庭・地域の積極的な連携、子育てへの関わり、地域の教
育環境整備の機運の高まりを図ることを目的として、「ふ
れ合いきずなを深める週間」を設定し、この時期に合わ
せて、関係団体に関係する取り組みを設定していただい
たり、ご家庭で意識的に取り組みを行っていただくことと
しています。

11月第２土
曜日
～

第３土曜日

上山市教育委員会 無料
上山市教育委員会学校
教育課
023-672-1111

上山市
上山市小中総合文化祭
2022

市内の幼稚園、保育園、小中学校の児童生徒等の文化
作品等を展示し、参観いただきます。

11月11日
～

11月17日

三友エンジ
ニア体育文
化センター
エコーホー
ル

上山市教育委員会 無料
上山市教育委員会学校
教育課
023-672-1111
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天童市
天童市生涯学習フェスティ
バル2022

市民の生涯学習への意識・関心を高め、地域活性化と
生涯学習の振興に寄与することを目的に開催し、社会
教育関係等功労者・団体の表彰を行います。また、本市
出身の明治大学創設者の一人である宮城浩蔵を縁とし
て、明治大学と連携した取り組みを展開していることか
ら、同大学からのメッセージをいただくとともに、宮城浩
蔵賞の授与式を行います。

11月23日
天童市民プ
ラザ

天童市教育委員会 無料

天童市教育委員会生涯
学習課
学習推進係
023-654-1111内線832

朝日町 第５８回朝日町芸術文化祭
町内小学生・中学生の作品展示や舞台発表をはじめ、
町芸術文化協議会加盟団体等による日々の成果の発
表など、教育・芸術に関する交流の場となります。

11月２・３日 創遊館 朝日町教育委員会 無料
https://www.town.asahi.yamagata.jp/portal/soshikino
goannai/kyoikubunkaka/shogaigakushugakari/1/1651.
html

朝日町教育文化課
生涯学習係
0237-67-2118

大石田町

大石田町民大学
第１回　大石田町町民大学勝弁
講座　～活弁の世界を体験しよ
う～

活動弁士　佐々木　亜希子氏（酒田市出身）を講師に迎
え、活弁の世界を体験します。

10月22日 虹のプラザ 大石田町教育委員会
https://www.town.oishida.yamagata.jp/lif
e/gakushuusports/syougai20220901.html

大石田町教育文化課生涯学
習グループ　和田
0237-35-2111（内線610）

有料　1000円

大石田町
第７７回県美展第６４回こども県
展第４９回大石田巡回展

北村山地区の出品者を中心とした、日本画、洋画、彫
刻、工芸の作品を展示します。

10月26日
～

10月31日
虹のプラザ

大石田町教育委員会、大
石田町中央公民館、大石
田町美術愛好会白陽会、
山形新聞、山形放送、山形
県美術連盟

https://www.town.oishida.yamagata.jp/lif
e/gakushuusports/syougai202209201675
4.html

大石田町教育文化課生涯学
習グループ　井苅
0237-35-2111（内線613）

有料
一般300円

（前売200円）
学生100円

小中学生50円

大石田町 第５７回大石田町芸術祭 町内芸術団体の公演、作品展示を行います。
10月26日

～
11月11日

虹のプラザ
大石田町教育委員会、大
石田町中央公民館、大石
田町芸術文化協会

無料
https://www.town.oishida.yamagata.jp/lif
e/gakushuusports/syougai202207141102
3.html

大石田町教育文化課生涯学
習グループ　井苅
0237-35-2111（内線613）

大石田町
令和４年度大石田町小中学校
教育祭作品発表会

町内小中学生の書写、絵画の展示を行います。
11月1日

～
11月11日

虹のプラザ 大石田町小中学校校長会 無料
大石田町教育文化課生涯学
習グループ　井苅
0237-35-2111（内線613）

大石田町

大石田町民大学
第2回　森に暮らす　～山形に
移住し出会えた自然とコミュニ
ティの魅力～

人材育成アカデミーローズレーン代表　里山ソムリエ
黒田三佳氏を講師に迎え、講演を行います。

11月10日 虹のプラザ 大石田町教育委員会
https://www.town.oishida.yamagata.jp/lif
e/gakushuusports/syougai20220901.html

大石田町教育文化課生涯学
習グループ　和田
0237-35-2111（内線610）

有料　500円

大石田町
大石田町民大学
第3回　未知への挑戦　～はや
ぶさ２と宇宙の魅力～

JAXAチーフエンジニア室エンジニアリンググループ/宇
宙研究所宇宙科学プログラムディレクタ付　武井　悠人
氏を講師に迎え、講演を行います。

11月26日 虹のプラザ 大石田町教育委員会 無料
https://www.town.oishida.yamagata.jp/lif
e/gakushuusports/syougai20220901.html

大石田町教育文化課生涯学
習グループ　和田
0237-35-2111（内線610）

米沢市
戸塚山137号墳シンポジウ
ム
-よみがえる置賜の女王-

戸塚山137号墳から出土した人骨を核DNAデータ解析
や復顔などを行い、最先端の研究成果から得られた
データを基に埋葬された女性首長をCGなどで復元し、
当時の姿や暮らしぶりの実像に迫るシンポジウムを開
催します。

11月12・13
日

伝国の杜
置賜文化
ホール

米沢市教育委員会 無料

米沢市教育委員会社会
教育文化課文化財担当
0238-22-5111（内線
7530・7531）

事前申し込み
制
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米沢市

重要文化財「鑓　銘 城州埋
忠作 文禄二年十二月日
10筋」修理記念
　「研師と鞘師によるワーク
ショップと上杉景勝公拝領
鑓の修理」

重要文化財埋忠の鑓は、文禄3年（1594）10月28日、豊
臣秀吉が京都聚楽第の景勝公の屋敷に来駕の折り、20
筋贈られたもののうちの10筋です。
上杉家から寄進を受け保存管理を行ってきましたが、制
作より400年を過ぎ、痛みも見受けられるようになり、令
和２、３年の2ヵ年で修理を行いました。鑓の穂先である
刀身と朱塗の長柄（ながえ）の拵（こしらえ）は、素材が
異なるため、文化庁の指導の下、刀身は有限会社藤代
の研（とぎ）師藤代龍哉氏、刀身元のバリの調整は刀鍛
冶（かたなかじ）石田二二郎國壽氏、刀身の保存箱は森
井祥雲堂の鞘（さや）師森井敦央氏、長柄の漆修理を小
西工藝社の岩本元氏と、それぞれの分野の職人が結集
し、繊細で緻密な専門の技を駆使し修理が進められた
のでした。
　そのお披露目の特別展示に際し、研師と鞘師により作
業工程の一部を実演、体験指導をワークショップとして
開催します。また、歴史的背景や文化財としての修理に
ついて、関係者が集ってシンポジウムを行います。

11月6日

上杉神社
稽照殿、伝
国の杜大
会議室

宗教法人上杉神社
1,000

円

上杉神社社務所（担当：
角屋・渡部）
TEL　0238－22－3189
FAX　0238－24－5775

事前申し込み
制

米沢市 読書週間図書館フェア
ナイトバックヤードツアー、ぬいぐるみのおとまりかい、
本と雑誌のリサイクル市などを行います。

10月28日
～

11月6日

市立米沢
図書館

市立米沢図書館 無料
https://www.library.yonezawa.yamagata.j
p

市立米沢図書館
0238-26-3010

鶴岡市
酒井家庄内入部400年記念
企画展〈藤沢周平が描いた
庄内藩〉

令和4年は、酒井家庄内入部400年に当たります。藤沢
周平が描いた庄内藩の史実を題材とした作品を酒井家
の歴史とともに紹介します。

11月15日ま
で

藤沢周平
記念館

藤沢周平記念館

有料：大
人320円、
高大生

200円、小
中学生無

料

http://www.city.tsuruoka.yamagata.jp/fujisawa_shuhe
i_memorial_museum/

藤沢周平記念館
0235－29‐1880

鶴岡市
酒井家庄内入部400年記念
企画展〈「海坂藩もの」にみ
る庄内藩〉

藤沢周平の武家もの小説の舞台として知られる「海坂
藩」は、江戸時代の鶴岡・庄内がモデルといわれていま
す。架空の藩を舞台にした「海坂藩もの」作品に垣間見
られる庄内藩の歴史・文化などを紹介します。

11月18日か
ら令和5年6
月27日まで

藤沢周平
記念館

藤沢周平記念館

有料：大
人320円、
高大生

200円、小
中学生無

料

http://www.city.tsuruoka.yamagata.jp/fujisawa_shuhe
i_memorial_museum/

藤沢周平記念館
0235－29‐1880

令和３年度の郷土Yamagataふるさと探究コンテスト

山形県教育委員会では、県民の皆さんに教育に対する関心と理解を深めていただき、社会全体で「教育を支

える文化・風土」をはぐくむとともに、未来の山形を担う心豊かでたくましい子どもたちを育成するため11月

第２土曜日を「やまがた教育の日」、11月を「やまがた教育月間」と定めました（平成24年７月）。

この機会に、ご家庭や地域みんなで「教育の大切さ」を考えてみませんか。

教育は、毎日の積み重ねがとても大切です。

子どもや家庭・地域の皆さんに取り組んでいただきたいことについて、

「いのち」輝く７つの約束としてまとめました。みんなで一緒に取り組んでみましょう。

① よく学ぼう よく聴き よく読み よく書いて ② よく遊ぼう 自然の中で のびのびと

③ 手を貸そう 今のあなたに できること ④ ありがとう 感謝の心で つながる絆

⑤ あいさつは 明るく元気に 自分から ⑥ 声かけよう わが子と同じ よその子も

⑦ （わが家の約束）・・・各家庭で わが家の約束を決めましょう！

「やまがた教育の日」とは

市町村の独自の教育の日

<上山市＞

◆11月第２土曜日 かみのやま教育の日

◆11月第２土曜日から第３土曜日

ふれ合いときずなを深める週間

<天童市＞

◆天童市生涯学習フェスティバル開催日（例年11月）

ほか 天童市教育の日
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