
「やまがた教育月間」（毎年11月）周辺に県内で開催される教育関連行事（平成25年度）

※ 市町村ごと、開催期日順に整理

№ 市区町村 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

1 県内各所

やまがたアートライン推進事業

「ミュージアムフェアやまがた」

毎年10月最終土･日曜日を「東北文化の日」としており、それを起点に約１ヶ月間、県

民が県内美術館・博物館に収蔵されている優れた芸術作品などに触れる機会を充実

するために、各館それぞれをイベント会場と期間中に一斉に開催します。

10月26日～11月24日 県内の美術館・博物館 やまがたアートライン実行委員会

山形県県民文化課

023-630-2306

2 山形市

最上義光公とその時代

（最上義光公没後400年記念事業関連展示）

10月12日（土）13日（日）山形市内で挙行される最上義光公没後400年記念事業のメ

インイベントに関連して①最上義光公をテーマとした書籍、②「最上家在城諸家中町

割図」の写真複製を展示します。

10月8日（火）～19日(土） 山形県立図書館1F 山形県立図書館 無料

http://www.lib.pref.yamagat

a.jp/

3 山形市

特別展「雪害調査所－松岡俊三の戦い、そして

地域振興の民芸品」

本展は、雪国に生き農村経済更生に熱い情熱をかけた松岡俊三や地域の人々、また

雪害調査所の輝かしい業績を紹介します。

10月12日（土）～12月8日（日）

山形県立博物館

（山形市霞城町１-8）

山形県立博物館

休館日：月曜日(祝

日の場合翌日)

入館料：大人300

円・学生150円

高校生以下無料

http://www.yamagata-

museum.jp/

入館は16：30まで

　休館日　月曜日

4 山形市 国宝土偶「縄文の女神」展示解説会 国宝土偶「縄文の女神」の解説会を行います。 10月13日（日）

山形県立博物館

（山形市霞城町１-8）

山形県立博物館

入館料：大人300

円・学生150円

高校生以下無料

http://www.yamagata-

museum.jp/

入館は16：30まで

5 山形市 サイエンスキッズ⑤ 山形市内の小学生４～６年生２４名を対象に、年間５回の科学講座を行います。 10月19日 山形市総合学習センター 山形市理科教育センター

山形市理科教育センター

023-645-6163

6 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。 10月21日～25日 山形市役所

山形市教育研究会

山形市教育委員会

無料

山形市教育委員会

学校教育課

023-641-1212

7 山形市

特別展「雪害調査所」

①記念講演会「雪害調査所について」

②展示解説会

特別展の体験イベント「ペットボトルを使って雪の結晶をつくろう」

①10月20日（日）

②10月12日（土）、11月2日

（土）、11月23日（土・祝）

山形県立博物館

（山形市霞城町１-8）

山形県立博物館

入館料：大人300

円・学生150円

高校生以下無料

http://www.yamagata-

museum.jp/

入館は16：30まで

8 山形市 2012～2013県内出版物展

秋の読書週間にあわせ、前年10月以降発行の本県関連の図書と雑誌を展示紹介し

ます。

10月22日～11月16日 山形県立図書館 山形県立図書館 無料

http://www.lib.pref.yamagat

a.jp/

9 山形市

東北文化の日記念行事

①ミクロの世界入門講座

②科学の広場

顕微鏡を使って微生物を観察します。

①10月26日（土）

②10月27日（日）

山形県立博物館

（山形市霞城町１-8）

山形県立博物館 無料

http://www.yamagata-

museum.jp/

入館は16：30まで

10 山形市

山形県立博物館

東北文化の日無料開館

無料開館日

東北文化の日

10月26（土）～27日（日）

山形県立博物館

（山形市霞城町１-8）

山形県立博物館 無料

http://www.yamagata-

museum.jp/

入館は16：30まで

11 山形市

山形県立博物館分館（教育資料館）

東北文化の日無料開館

文化の日無料開館

無料開館日

東北文化の日

10月26（土）～27日（日）

文化の日11月3日（祝）

山形県立博物館分館

（教育資料館）

（山形市緑町2-2－8）

山形県立博物館分館

（教育資料館）

無料

http://www.yamagata-

museum.jp/

入館は16：30まで

12 山形市 小学校吹奏楽発表会 市内小学校吹奏楽団体が一堂に介して演奏を披露し合います。 10月31日 山形市民会館

山形市教育研究会

山形市教育委員会

無料

山形市教育委員会

学校教育課

023-641-1212

13 山形市

文化の日無料開館

「楽しい！博物館科学教室」＆「体験！昔の遊

び道具つくり」

無料開館日

科学の広場や昔の道具づくりなど多数のイベントを実施します。

11月3日（日・祝）

山形県立博物館

（山形市霞城町１-8）

山形県立博物館 無料

http://www.yamagata-

museum.jp/

入館は16：30まで

14 山形市

県教育委員会･県高等学校PTA連合会･

県PTA連合会　合同教育懇談会

県PTA連合会、県高等学校PTA連合会及び県教育委員会が、一貫した教育方針の

下で、児童･生徒の学習環境や健全育成及び教育課題等について互いに研修を深

め、その成果をPTA活動の充実・発展に資することを目的として開催するもの。

11月8日 ホテルキャッスル

県PTA連合会、

県高等学校PTA連合会

県PTA連合会

023-631－0055

県高等学校PTA連合会

0237-85-0070

対象は県PTA連合

会、高等学校PTA

連合会、県教育委員会

関係者

15 山形市 「やまがた教育の日」の集い

教育文化講演会の実施等により、「やまがた教育の日」（11月第2土曜日）を県民の教

育に対する関心と理解を深める契機とする。

11月9日

山形市民会館

（大ホール）

山形県教育委員会、公益財団法人

日本教育公務員弘済会山形支部

無料

山形県教育庁総務課

023-630-2692

16 山形市 おもしろ実験教室⑤

山形大学とのフレンドシップ事業として、小中学生を対象とした科学実験教室を行い

ます。

11月9日 山形市総合学習センター

国立大学法人山形大学

山形市理科教育センター

山形市理科教育センター

023-645-6163

17 山形市 プラネタリウム一般公開

　親子及び一般市民を対象とした生涯学習を目的とし、プラネタリウム体験を通して、

星空への興味や関心を高めます。

11月10日

1回目9時30分～

2回目11時～

山形市少年自然の家・本館プ

ラネタリウム室

山形市少年自然の家 無料

山形市少年自然の家

023-643-8533

18 山形市 絵本作家ましませつこ講演会

演題「わらべうたと子どもと絵本」（仮称）鶴岡市出身で著名な絵本作家のましませつ

こ氏のわらべうた絵本について、その制作過程や、絵本に込めたおもいの講演を市

民が聞き、子育て支援等に生かしていきます。

11月10日 南部公民館 山形市立図書館 無料

山形市立図書館

023-624-0822

定員100人

1/11ページ



「やまがた教育月間」（毎年11月）周辺に県内で開催される教育関連行事（平成25年度）

※ 市町村ごと、開催期日順に整理

№ 市区町村 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

19 山形市 山形市中学校生徒理科研究発表会 山形市内中学生による理科研究の発表会です。 11月20日 山形市総合学習センター

山形市中学校理科部会

山形市理科教育センター

無料

山形市理科教育センター

023-645-6163

20 山形市 山形市学校保健大会

専門の医師を講師に招き、教職員・学校保健関係者・保護者・市民を対象に心身の

健康について研修を行います。

11月21日 山形ビッグウィング

山形市学校保健会

山形市教育委員会

無料

山形市教育委員会

スポーツ保健課

023-641-1212

21 山形市 山形市子ども造形展 市内の保育園，幼稚園，児童館，小中学校の子どもの造形作品の展覧会です。 11月22日～27日 山形県芸文美術館

山形市子ども造形展

実行委員会

無料

山形市教育委員会学校教

育課

023-641-1212

22 山形市 山形市小学校児童理科研究発表会 山形市内小学生による理科研究の発表会です。 11月27日 山形市立南沼原小学校

山形市小学校児童理科研究発表会

実行委員会

山形市理科教育センター

無料

山形市理科教育センター

023-645-6163

23 山形市 親子で体験　科学遊び教室 小学校１～３年生の親子で科学遊びを一緒に楽しみます。 11月30日 山形市総合学習センター 山形市理科教育センター

山形市理科教育センター

023-645-6163

24 上山市 上山市総合文化祭 文化団体協議会加盟による作品展示及び芸能発表 11月１日～３日 上山市体育文化センター 上山市文化団体協議会 無料

上山市文化団体協議会事

務局（上山市体育文化セン

ター内）023-673-2288

25 上山市 かみのやま教育の日

上山市小中学校文化祭

・子ども読書活動推進計画「読み聞かせ」に関する講演、ワークショップ

・児童生徒短歌大会

11月9日 上山市体育文化センター 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(内線306)

26 上山市

上山市青少年育成市民大会並びに上山市ＰＴＡ

連合協議会研究集会

・青少年育成功労者、模範活動青少年団体等の表彰

・市内学校の活動発表

・子育てに関する講演会

11月24日 上山市体育文化センター

上山市青少年育成市民会議

上山市ＰＴＡ連合協議会

上山市子ども会育成連合協議会

山形人権啓発活動地域ネットワーク協

議会

無料

上山市教育委員会生涯学

習課

023-672-1111(内線311)

27 上山市 児童生徒作品展示

上山市内保育園・幼稚園・児童館・小学校・中学校・高等学校・特別支援学校等の児

童生徒の作品展示を行います。

11月8～18日 上山市体育文化センター 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(内線306)

28 天童市

天童市市制施行55周年記念事業

「第50回天童市民芸術祭」

天童市文化団体協議会加盟団体を中心とした市民による作品展示・発表等 9月28日～12月31日 市民文化会館ほか 天童市・天童市文化団体協議会 無料

天童市市民部文化スポーツ

課023-654-1111

一部有料の催しもあ

り

29 天童市 天童の民俗芸能展 天童市の民俗芸能に関する資料等の展示 9月18日～12月15日 市立旧東村山郡役所資料館

天童市・指定管理者（公財）天童市

文化・スポーツ振興事業団

市立旧東村山郡役所資料

館

023-654-0631

30 天童市 詩人と美術「瀧口修造のシュールレアリスム展」 作品展示 10月3日～27日 市美術館

天童市・指定管理者（公財）天童市

文化・スポーツ振興事業団

市美術館

023-654-6300

31 天童市 第19回懐かしのレコードコンサート レコード演奏によるコンサート 10月16日 市民文化会館 天童市 無料

天童市市民部文化スポーツ

課023-654-1111

32 天童市 ＹＹボランティアフェスティバル

県内各地の青少年ボランティアサークル会員やボランティアに興味のある若者の交

流の場。演習やゲーム、活動発表（一般公開）で盛り上がり、山形のボランティアを全

国に発信します。

10月19日(土）～20日（日） 山形県青年の家 山形県青年の家 2,000円

http://www.pref.yamagata.jp

/ou/kyoiku/701005/

地域青少年ボランティ

アサークル会員と指導

者、一般の中学生・高

校生など１００名

33 天童市 第７回ぽんぽこ里山コンサート

「デュオ・ルナ」によるバイオリンとピアノの二重奏、コミュニティバンド「ＹＣＢクリスタル

サウンズ」による吹奏楽の演奏

10月20日

天童市高原の里交流施設「ぽ

んぽこ」

天童市高原の里交流施設

「ぽんぽこ」

無料

ぽんぽこ

023-656-5955

34 天童市 第11回全国太鼓の競演in天童 全国の和太鼓グループの演奏 10月20日 市民文化会館 実行委員会

実行委員会

023-656-9761

35 天童市 小学校音楽会 市内各小学校の演奏発表 10月24日 市民文化会館 天童市 無料

天童市市民部文化スポーツ

課023-654-1111

36 天童市 歴史探訪講座 地区にある身近な文化財を探訪します。 10月27日 市内荒谷地内 天童市教育委員会 無料

天童市教育委員会生涯学

習課

023-654-1111
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37 天童市 吉野石膏コレクション「日本近代絵画名作展」 絵画の展示 10月31日～12月1日 市美術館

天童市・指定管理者（公財）天童市

文化・スポーツ振興事業団

市美術館

023-654-6301

38 天童市 中学校音楽会 市内各中学校の合唱発表 11月14日 市民文化会館 天童市 無料

天童市市民部文化スポーツ

課023-654-1111

39 山辺町 Taiken堂　「香りから再生医療へ」　漆畑直樹氏

２０１１年に臭気で火災を知らせる装置で、イグ・ノーベル化学賞を受賞した漆畑直樹

氏による講演を行います。

10月22日 山辺町中央公民館 Taiken堂実行委員会

山辺町教育委員会℡023-

667-1115

Taiken堂Webサイト

http://www.taiken-do.net

40 山辺町 山辺町総合文化祭 山辺地区で活動する団体の作品・資料の展示、発表などを行います。 10月23日～30日 山辺町中央公民館 山辺町文化団体協議会 無料

山辺町教育委員会℡023-

667-1115

41 山辺町 作谷沢地区文化祭 作谷沢地区で活動する団体の作品・資料の展示、発表などを行います。 10月26～27日 作谷沢ふれあい自然館

作谷沢地区文化祭実行委員会

作谷沢地区文化団体協議会

無料

作谷沢公民館

023‐666‐2121

30日に作谷沢小・中

学校文化祭が開催

42 山辺町

ふるさと資料館入館無料・町指定文化財紅花染

め打掛の展示

11月3日文化の日に山辺町ふるさと資料館の入館料を無料とします。また、当日は町

指定文化財の紅花染め打掛を展示します。

11月3日 山辺町ふるさと資料館 山辺町ふるさと資料館 無料

山辺町ふるさと資料館

℡023-667-1115

43 山辺町 近江地区文化祭 近江地区で活動する団体の作品・資料の展示、発表などを行います。 11月9日～10日 近江公民館 近江地区文化祭実行委員会 無料

近江公民館

023‐664‐7895

44 山辺町

Taiken堂

「ふるさとをエンターテインメントの視点で見る」

　あべ美佳氏

NHK山形「今夜はなまらナイト」レギュラー出演しているあべ美佳さんによる講演を行

います。

11月11日 山辺町中央公民館 Taiken堂実行委員会

山辺町教育委員会℡023-

667-1115

Taiken堂Webサイト

http://www.taiken-do.net

45 山辺町

相模地区文化祭

ぴっかり相模

相模地区で活動する団体の作品・資料の展示、発表などを行います。 11月16日～17日（予定） 相模公民館 相模地区文化祭実行委員会 無料

相模公民館

023‐664‐5663

46 中山町 中山町芸文祭合同音楽会 町内小・中学校、サークルによる合唱、合奏の発表会です。 10月30日 中山町総合体育館 中山町小中学校長会 無料

中山町教育委員会教育課

023-662-5484

47 中山町 第45回中山町芸文祭 町のさまざまな芸術・文化サークル、団体による発表、作品展示を行います。 11月1日～7日 中山町中央公民館　他 中山町芸術文化協会 無料

中山町芸術文化協会事務

局（中央公民館内）

023-662-2235

48 中山町 ほんわ館まつり 絵本作家による講演会をはじめ、読書に関わるさまざまな催しを行います。 11月2日 中山町立図書館 中山町教育委員会 無料

中山町教育委員会教育課

023-662-2235

49 中山町

中山町立歴史民俗資料館

特別無料開館

文化の日である11月3日に、中山町立歴史民俗資料館を無料開館とします。 11月3日 中山町立歴史民俗資料館 中山町立歴史民俗資料館 無料

中山町立歴史民俗資料館

023-662-2175

50 寒河江市 寒河江市成人講座「虹のむらやま見聞楽」

「見て・聞いて・楽しみ」ながら、寒河江･西村山の「地域づくり」に夢の持てる人づくりを

目指す。全５回講座

10月12日～11月22日 寒河江市文化センター 寒河江市教育委員会

寒河江市文化センター

0237-86‐5111

51 寒河江市 市スポーツ・レクリエーション大会

生涯にわたる豊かなスポーツライフの実現と健康づくりや体育の増進を目指し実施。

市内各所において8種類（グラウンドゴルフ、ターゲトバードゴルフ、ソフトバレーボー

ル、新卓球、バウンドテニス、ゲートボール、パークゴルフ、スポレック体験コーナー）

を実施。

10月14日 体育館、チェリーランド他

寒河江市教育委員会・寒河江市体

育協会

寒河江市体育館

0237-86‐5113

スポレック体験コー

ナーのみ無料

52 寒河江市 幼児演劇教室オペラ「ピノッキオ」

市内の保育所・幼稚園児を対象に幼児演劇教室を開催。本年はオペラ「ピノッキオ」

を鑑賞し情操を高める。

10月16日 寒河江市文化センター 寒河江市教育委員会

寒河江市文化センター

0237-86‐5111

53 寒河江市 ＭあんどＢ人形劇公演 絵本などで親しまれている題名の人形劇の公演 10月25日 寒河江市立図書館 寒河江市教育委員会 無料

寒河江市立図書館

0237-86‐1662

54 寒河江市 寒河江市総合文化祭 市芸術文化団体による作品展示並びに、舞踊・合唱等のステージ発表 10月25日～11月4日 寒河江市文化センター他 寒河江市教育委員会 無料

寒河江市文化センター

0237-86‐5111
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55 寒河江市 家庭教育講座 永野むつみ氏の子育てトークと人形劇「チップとチョコ」の上演 10月27日 寒河江市立図書館 寒河江市教育委員会 無料

寒河江市文化センター

0237-86‐5111

56 寒河江市 さがえっこ育みフォーラム

子どもの読書活動にかかわっている方々を中心に、広く市民の方々にお集まりいただ

き、市民全体で子どもの読書を推進していくために、講演とパネルディスカッションを

行います。

11月16日

寒河江市ハートフルセンター２

階　多目的ホール

さがえっこ育みアクションプラン

推進本部

無料

寒河江市教育委員会学校

教育課

0237-86-2111

57 寒河江市 朗読会 WISによる味わい深い朗読とアルトサックスの音色が奏でる朗読会 11月17日 寒河江市立図書館 寒河江市教育委員会 無料

寒河江市立図書館

0237-86‐1662

58 河北町

河北町総合文化祭

総合作品展

河北町芸術文化協会に加盟する５団体による作品の展示を行います。 11月2日～4日

河北町総合交流センター　サ

ハトべに花

河北町芸術文化協会 無料

河北町教育委員会生涯学

習課

0237-71-1111

59 河北町

河北町総合文化祭

記念式典・舞台発表会

河北町芸術文化協会表彰及び町功労者表彰と河北町芸術文化協会加盟の４団体及

び特別出演団体による舞台発表を行います。

11月3日

河北町総合交流センター　サ

ハトべに花

河北町芸術文化協会 無料

河北町教育委員会生涯学

習課

0237-71-1112

60 西川町 西川町文化祭 町民の文化発表の場（作品展示） 10月28日～11月4日 西川交流ｾﾝﾀｰ 西川町芸術文化協議会 無料 西川町生涯学習課

61 西川町 文化講演会 アグネスチャン氏を招いての講演会 11月2日 西川交流ｾﾝﾀｰ 西川町 無料 西川町生涯学習課

62 西川町 西川町文化祭ステージ発表 町民の文化発表の場 11月3日 西川交流ｾﾝﾀｰ 西川町芸術文化協議会 無料 西川町生涯学習課

63 西川町 よみがえりのレシピ

･食の文化祭

･｢よみがえりのレシピ」映画上映会

11月4日 西川交流ｾﾝﾀｰ 西川町 西川町生涯学習課

64 朝日町 朝日町青少年健全育成町民大会

地域の宝である青少年の健全育成を図るために、町民が一堂に会し、基調講演やグ

ループ討議を行います

10月15日 あさひ保育園

朝日町青少年育成町民会議

朝日町

朝日町教育委員会

無料

朝日町教育委員会教育文

化課生涯学習係

0237-67-2118

65 朝日町 第49回朝日町芸術文化祭 芸術文化協議会会員の発表、展示等 11月2日～3日

朝日町エコミュージアムコアセ

ンター「創遊館」

朝日町立西部公民館

朝日町立北部公民館

朝日町芸術文化協議会

朝日町教育委員会

無料

朝日町教育委員会教育文

化課生涯学習係

0237-67-2118

66 朝日町 第16回「ひめさゆり俳句大会」表彰式 朝日町小中学校児童生徒の作品の優秀作品表彰 11月3日

朝日町エコミュージアムコアセ

ンター「創遊館」

朝日町教育委員会 無料

朝日町教育委員会教育文

化課学校教育係

0237-67-2118

67 大江町 朝日わくわく広場④ 神通峡をハイキングしながら、有識者指導による「植物観察」をします。 10月26日（土） 朝日少年自然の家 朝日少年自然の家 500円

http://www.pref.yamagata.jp

/ou/kyoiku/702002/

一般（18歳以上）

68 大江町 グラシアコンサート 音楽コンサート 11月2日 大江町東地区公民館 大江町・大江町教育委員会

大江町教育委員会教育文

化課　0237-62-3666

69 大江町 大江町文化祭 踊りや演奏等のステージ発表、書道や絵画等の展示、お茶会の実施など 11月2日～4日

大江町東地区公民館・大江町

体育センター

大江町文化祭実行委員会 無料

大江町教育委員会教育文

化課　0237-62-3667

70 大江町 伝統食の集い 青苧を用いた料理の郷土料理を提供 11月4日 大江町立歴史民俗資料館 大江町教育委員会

大江町教育委員会教育文

化課　0237-62-3668

71 大江町 朝日わくわく広場⑤ 化石や岩石の採掘、地層観察等を行います。 11月9日（土） 朝日少年自然の家 朝日少年自然の家 500円

http://www.pref.yamagata.jp

/ou/kyoiku/702002/

 小学３年生～中学３

年生とその保護者

72 大江町 プラネタリウム一般公開 楽器の生演奏と季節の星座に関する神話の紹介します。 11月30日（土）・12月1日（日） 朝日少年自然の家 朝日少年自然の家 無料

http://www.pref.yamagata.jp

/ou/kyoiku/702002/
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73 村山市

名所江戸百景と徳内著関東十州川船改役所用

図展

村山市出身の江戸時代の北方探検家　最上徳内の著した図録展示とそれらに関係

する絵画展

9月21日～11月5日 最上徳内記念館 最上徳内記念館 村山市商工文化観光課

74 村山市 村山市芸術祭

村山市芸術文化協会加盟団体が書道など様々な展示会や演劇などの発表会を行

う。

10月6日～12月8日 村山市民会館 村山市・村山市芸術文化協会 村山市商工文化観光課

75 村山市 ・ブルーノ・ピープル作陶展（大石田焼） 大石田在住の陶芸家　プルーノ・ビープル氏の作陶展 10月24日～11月19日 真下慶治記念美術館 真下慶治記念美術館 村山市商工文化観光課

76 村山市 むらやま元気塾大講座

NHK連続テレビ小説「おしん」で主人公の少女時代を演じた小林綾子氏を迎えての講

演会「今あらためて、語りつぐもの。～おしん・金子みすゞの世界～」

10月27日 村山市民会館

村山市教育委員会・むらやま元気塾

市民委員会（市民より公募）

村山市教育委員会生涯学

習課

77 村山市 むらやま元気塾大講座

鶴岡市立加茂水族館館長　村上龍男氏を迎えての講演会　「落ちこぼれがつくった、

世界一のクラゲ水族館」

11月9日 甑葉プラザ

村山市教育委員会・むらやま元気塾

市民委員会（市民より公募）

村山市教育委員会生涯学

習課

78 村山市 日本画家　笹原富山展 日本画家　笹原　富山氏の作品展 11月22日～1月21日 最上徳内記念館 最上徳内記念館 村山市商工文化観光課

79 東根市 第49回東根市総合文化祭 民謡・大正琴等の芸能発表、絵画・書道等の展示発表会 10月26日～11月4日

東根市さくらんぼタントクルセ

ンター

東根市

東根市教育委員会

東根市中央公民館

無料

東根市教育委員会生涯学

習課

0237－42－1111

主管：東根市芸術文

化協議会

80 東根市 第24回大ケヤキ全国書道絵画展 全国各地から30000点以上の作品が寄せられる全国屈指の展覧会 10月18日～22日 東根市民体育館

東根市

東根市教育委員会

東根市芸術文化協議会

無料

東根市教育委員会生涯学

習課

0237－42－1111

主管：大ケヤキ全国

書道絵画展実行委

員会

81 東根市 東根市小学校音楽会 市内各校から小学生（主に4年生）が参加し、日ごろの練習の成果を発表する音楽会 11月7日

東根市さくらんぼタントクルセ

ンター

東根市小学校長会 無料

東根市立長瀞小学校

0237－42－0321

82 東根市 東根市生涯学習フェスティバル 日ごろ市民の皆さんが取り組んでいる生涯学習活動の展示・発表を行う 11月10日

東根市さくらんぼタントクルセ

ンター

東根市生涯学習フェスティバル

実行委員会

無料

東根市教育委員会生涯学

習課

0237－42－1111

83 東根市 北村山地区中学校文化祭 北村山地区の各中学校の文化部の活動を発表する 11月19日 北村山地区中学校長会 無料

84 東根市 第37回東根市総合書道展 東根市書道選抜展（一般の部）・東根市教育書道展（教育の部）の併催展 11月21日～11月24日

東根市さくらんぼタントクルセ

ンター

東根市

東根市教育委員会

東根市中央公民館

東根市芸術文化協議会

無料

東根市教育委員会生涯学

習課

0237－42－1111

主管：東根市書道連

盟

85 尾花沢市 資料館収蔵品展 30年に渡り集積された資料の展示

10月11日(金)～

12月10日(火)

芭蕉、清風歴史資料館 尾花沢市

尾花沢市教育委員会

社会教育課文化財係

(0237-22-1111(322))

入館料:大人200円､学

生100円､中学生以下

無料　休館日:水曜日

※11月3日入館料無料

86 尾花沢市 第50回尾花沢市民文化祭

・尾花沢市民文化祭（公演・展示・催物）

・伝承芸能文化の祭典

・おばねの吹奏楽をきこう！

11月2日（土）～

11月4日（月）

尾花沢市文化体育施設サル

ナート他

尾花沢市民文化祭実行委員会 無料

尾花沢市教育委員会

社会教育課

生涯学習係

(0237-22-1111(321))

87 尾花沢市 第24回山形県少年少女俳句大会表彰式 県内の小・中学生を対象にした俳句大会表彰式 11月9日（土）

尾花沢市文化体育施設サル

ナート他

尾花沢市教育委員会 無料

尾花沢市教育委員会

社会教育課

生涯学習係

(0237-22-1111(321))

88 新庄市 第６８回山形県総合美術展・第５５回子ども県展 出店作品の県内巡回展 10月31日～11月4日 新庄市民プラザ 新庄市民プラザ

新庄市民プラザ

0233-22-4200

89 新庄市 松竹大歌舞伎 歌舞伎公演 11月3日 新庄市民文化会館 新庄市民文化会館

新庄市民文化会館

0233-22-7029

90 新庄市 ふるさと歴史センター　無料開館 文化の日に合わせて無料開館します。 11月3日 ふるさと歴史センター ふるさと歴史センター 無料

ふるさと歴史センター

0233-22-2188
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91 新庄市 第５１回市民音楽祭 市内学校及び一般の合唱団体による発表 11月4日 新庄市民文化会館 市民音楽祭実行委員会 無料

新庄市民文化会館

0233-22-7029

92 新庄市 新庄市教育の日記念事業 子どもたちのステージ発表、写真展示、だがしや楽校 11月9日 新庄市民プラザ 教育の日実行委員会 無料

新庄市教育委員会

0233-22-2111

93 金山町 子ども伝統芸能文化発表会

明安子ども歌舞伎と有屋少年番楽の発表会です。金山に伝わる伝統芸能を子どもた

ちが学校教育の中で発表するものです。

10月19日 金山町中央公民館 金山町教育委員会 無料 0233-52-2902

94 金山町

金山町中央公民館大会

並びに生涯学習推進大会

5地域の公民館大会の総括と町づくりに関しての基調講演を行い、町民の創意と英知

を結集する大会です。

11月3日 金山町中央公民館 金山町教育委員会 無料 0233-52-2902

95 金山町 芸術文化協会発表会 日本舞踊、ダンス、詩吟や謡曲、コーラスなどの様々な団体の発表会です。 11月9日 金山町中央公民館 金山町芸術文化協会 無料 0233-52-2902

96 金山町 神室フェスティバル トレッキング・化石発掘・パンづくり等を行います。 11月9日（土）、10日（日） 神室少年自然の家 神室少年自然の家 800円

http://www.pref.yamagata.jp

/ou/kyoiku/704002/

97 金山町 教育週間 各学校行事への参加、セーブメディア、読書活動等、県教育の日の啓蒙 町民会議で検討 町内 金山町教育委員会 無料 0233-52-2902

98 金山町 化学実験教室（未定）

99 最上町 第45回最上町総合芸術文化祭 一般公募展、合同展示会、舞台発表会、記念講演会 10月17日～11月4日 最上町中央公民館 最上町芸術文化団体連絡協議会 無料 bunka@mogami.tv

100 最上町 最上町こども議会 町の施策について子どもの視点で提言 11月8日 最上町議会議場 最上町教育委員会 無料 kyoiku@mogami.tv

101 最上町 第4回元気なまちづくり町民ﾌｫｰﾗﾑ 定例表彰式、明日をきずく青少年のつどい、元気なまちづくり事例発表、映画上映会 11月23日 最上町中央公民館 最上町、最上町教育委員会 無料 kouminkan@mogami.tv

102 舟形町 舟形町芸能フェスティバル 芸能発表（舞踊、ダンス、民謡、歌謡、三味線　等） 11月3日 舟形町中央公民館 舟形町教育委員会 無料 舟形町中央公民館

103 真室川町 みてみてわたしの作品展 町民の制作した作品についての展覧会を行います。 10月1日～14日 真室川町中央公民館 真室川町教育委員会 無料

真室川町教育委員会

0233-62-2305

104 真室川町 町民レクリエーション大会 子どもからお年寄りまで、各種スポーツ競技を行います。 10月14日 真室川町総合運動公園 真室川町教育委員会

真室川町教育委員会

0233-62-2305

105 真室川町 親子劇場 親子向け人形劇を行います。 10月26日 真室川町中央公民館 真室川町教育委員会 無料

真室川町教育委員会

0233-62-2305

106 真室川町 小中学校合同音楽祭 日頃練習した成果として、合唱と演奏の発表を行います。 11月1日 真室川町中央公民館

真室川町教育委員会

文化行事企画委員会

無料

真室川町教育委員会

0233-62-2305

107 真室川町 番楽フェスティバル 町内外の各団体が地域の番楽を披露します。 11月3日 ふるさと伝承館 真室川町教育委員会 無料

真室川町教育委員会

0233-62-2305

108 真室川町 神室フェスティバル 各種体験活動、トレッキング等を行います。 11月9日～10日 神室少年自然の家 神室少年自然の家

神室少年自然の家

0233-62-2611
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「やまがた教育月間」（毎年11月）周辺に県内で開催される教育関連行事（平成25年度）

※ 市町村ごと、開催期日順に整理

№ 市区町村 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

109 真室川町 婦人芸能祭 町内の婦人会による唄と踊りのチャリティーショーを行います。 11月10日 真室川町中央公民館 真室川町連合婦人会 無料

真室川町連合婦人会

0233-62-2843

110 大蔵村 大蔵村子供展 小中学校児童生徒の書写、絵画展です 11月1日～10日 大蔵村中央公民館 大蔵村教育委員会 無料

生涯学習係　　　　　0233-

75-2323

111 鮭川村 鮭川村総合芸術祭 村内外で活動している文化団体の日頃の活動内容を発表します。 11月3日 鮭川村農村交流センター 鮭川村文化団体連合会 無料

鮭川村教育委員会0233-

55-3051

112 鮭川村 婦人の祭典 村内の婦人会による唄と踊りの発表や、手作り作品の展示を行います。 11月24日 鮭川村農村交流センター 鮭川村連合婦人会 無料

鮭川村教育委員会0233-

55-3051

113 戸沢村 芸術文化祭 歌や踊りの発表、写真や絵の展示など 11月4日 戸沢村中央公民館 戸沢村芸術文化祭実行委員会

戸沢村中央公民館0233-

72-2304

114 戸沢村 太鼓フェスティバル 村内太鼓団体や招待者の太鼓演奏会 11月17日 戸沢村中央公民館 太鼓フェスティバル実行委員会

戸沢村中央公民館0233-

72-2304

115 米沢市

米沢市上杉博物館特別展

「忠臣蔵の真実　～赤穂事件と米沢～」

上杉家と吉良家の関係をはじめ、史実としての赤穂事件を知る機会とする。 10月5日（土）～11月24日（日） 米沢市上杉博物館 米沢市上杉博物館

http://www.denkoku-no-

mori.yonezawa.yamagata.jp

入館料（常設展と一体

型料金）

　一　 般　600円

　高大生　400円

  小中生　250円

116 米沢市 米沢市生涯学習フェスティバル

日頃の学習活動発表の場として、会場アリーナではパネルを設置して展示・体験、ス

テージでは歌や踊りなどの発表、駐車場では飲食物販売・バザー・体験・働く車の展

示を行います。

10月12日～13日 米沢市営体育館

米沢市生涯学習フェスティバル実行

委員会

0238-21-6111

117 米沢市 第２９回　ふるさと歴史講座

米沢にゆかりのある歴史や人物について学びます。今年は名誉市民「伊東忠太」に

ついて学びます。

10月17日(木）、１0月24日(木） 置賜文化センター 市立米沢図書館

http://www.library.yonezawa

.yamagata.jp

資料代　５００円

118 米沢市 読書週間図書館フェア

秋の読書週間にあわせて開催します。「雑誌リサイクル市」「雑誌の付録抽選会」など

図書館に親しんでもらうための催しです。

10月27日（日）～11月9日（土） 置賜文化センター 市立米沢図書館 無料

http://www.library.yonezawa

.yamagata.jp

119 米沢市 終活講座～備えあれば憂いなし～

シニア期に向けて、自分自身を見つめ直し今後の生活をより充実したものにするため

に知っておくと便利なことを学ぶ４回講座。

10月31日、11月7日、

11月14日、11月21日

置賜総合文化センター 中央公民館 無料 0238-21-6111

120 米沢市

「青少年の環境を考える日」推進運動子ども・若

者育成支援強調月間

啓発用看板設置、チラシ配布、広報よねざわ記事掲載を行います。 11月 米沢市内 米沢市青少年育成市民会議 無料 0238-21-6111

121 米沢市 置賜地区青少年健全育成キャンペーン

１１月の全国青少年健全育成強調月間にあたり啓発用チラシ及びポケットティッシュ

を配布し、一般市民の意識化を図ります。

11月1日 イオン米沢店 米沢市青少年育成市民会議 無料 0238-21-6111

122 米沢市 放課後子ども教室「収穫感謝祭」

地域の方々に参加をいただき、春の田植え、秋の稲刈り体験通しを自然の恵みを味

わいながら学習発表会を行います。

11月2日 関小学校

関地区放課後子ども教室運営協議

会

無料 0238-21-6111

123 米沢市 米沢市青少年育成市民大会

青少年の健全育成への意識高揚を図るため、学校や青少年育成団体等を対象とし

た市民の集いを開催します。

11月16日 置賜総合文化センター 米沢市青少年育成市民会議 無料 0238-21-6111

124 米沢市 まちづくり人財養成講座

未来への米沢の夢や希望を込め、まちづくり人財養成講座で学んだまちづくりのアイ

ディアをプレゼンし、その中から米沢まちづくりプラン大賞を選び表彰します。

11月16日 伝国の杜

まちづくりプランナー創出事業実行

委員会

無料 0238-21-6111

125 米沢市

おらほの自慢！

教育山形の原点を探る

各地に伝わる教訓や藩校・私塾の教育活動から「やまがた教育」への影響など基礎・

基盤となった歴史的な背景を探る。

11月21日 伝国の杜 山形県退職校長会 無料

退職校長会事務局

023-684-3514

126 南陽市

文化講座

「結城豊太郎翁が師と仰いだ父、安岡正篤」

講師　公益財団法人郷学研究所、安岡正篤記念館理事長　安岡正康　氏 10月19日 結城豊太郎記念館 南陽市教育委員会 無料 0238-43-6802
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「やまがた教育月間」（毎年11月）周辺に県内で開催される教育関連行事（平成25年度）

※ 市町村ごと、開催期日順に整理

№ 市区町村 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

127 南陽市 林家正蔵ジャズ落語

芸術文化関係団体の繋がりを一層強め、南陽市の芸術文化活動の向上に資するた

め、また、市民が芸術文化への関心を高める一助となるために、毎年公演を行う。

10月20日 南陽市民会館

南陽市民会館自主文化事業実行委

員会

南陽市民会館

128 南陽市 文化講座「百人一首を楽しむ」 講師　山形県かるた協会会長　小杉貴子　氏 11月16日 南陽市民会館

南陽市民会館自主文化事業実行委

員会

南陽市民会館

129 高畠町 第21回企画展「山形古代史発掘40年」

県内で本格的に発掘調査が行われるようになってから４０年、その経緯と成果を順を

追ってみていきます。

10月1日（火）～11月30日（土）

山形県立うきたむ風土記の丘

考古資料館（東置賜郡高畠町

大字安久津2117）

山形県立うきたむ風土記の丘考古

資料館

入館料　大人200

円　大学生100円

高校生以下無料

http://www.pref.yamagata.jp

/ou/kyoiku/700015/ukitamu

.html

入館は16：30まで

休館日　月曜日

130 高畠町 高畠町芸術文化祭（展示祭） 絵画・書道・写真等の展示 11月2～3日 町営体育館 町営体育館 無料

社会教育課文化係

0238-52-4472

131 高畠町 郷土資料館無料開館日 11月3日文化の日に合わせて無料開館を実施します。 11月3日 高畠町郷土資料館 高畠町郷土資料館 無料

高畠町郷土資料館

0238-52-4523

132 高畠町

うきたむ風土記の丘考古資料館

無料開館

毎年5月5日と11月3日は、無料開館日としています。 11月3日（祝）

山形県立うきたむ風土記の丘

考古資料館（東置賜郡高畠町

大字安久津2117）

山形県立うきたむ風土記の丘考古

資料館

無料

http://www.pref.yamagata.jp

/ou/kyoiku/700015/ukitamu

.html

入館は16：30まで

133 高畠町 勾玉・弓矢・石器をつくろう

滑石を使って勾玉を作ります。竹を使って弓矢を作ります。頁石などを使って石器を

作ります。

11月3日（祝）

山形県立うきたむ風土記の丘

考古資料館（東置賜郡高畠町

大字安久津2117）

山形県立うきたむ風土記の丘考古

資料館

作品1点につき

200円

http://www.pref.yamagata.jp

/ou/kyoiku/700015/ukitamu

.html

入館は16：30まで

134 高畠町 高畠町芸術文化祭（芸能フェスティバル） 民謡・日舞・詩吟・太鼓等の発表 11月17日 文化ホール 文化ホール 無料

社会教育課文化係

0238-52-4473

135 高畠町

企画展記念講演会

「山形古代史発掘と埋蔵文化財保護40年」

企画展のテーマに合わせて講演会を開催します。

　講師　山形考古学会　佐藤庄一　氏

11月17日（日）

山形県立うきたむ風土記の丘

考古資料館（東置賜郡高畠町

大字安久津2117）

山形県立うきたむ風土記の丘考古

資料館

　参加費：500円

http://www.pref.yamagata.jp

/ou/kyoiku/700015/ukitamu

.html

一般

50名程度

136 川西町 川西町芸術文化祭 町内芸術文化団体によるステージ発表や展示が行われます。 11月2日～3日 川西町フレンドリープラザ 川西町

137 長井市

古代の丘資料館

第17回企画展「木柱と石斧」

遺跡から出土した縄文時代の木柱や石斧の展示を行います。 9月18日～11月10日 古代の丘資料館 長井市教育委員会 無料

長井市古代の丘資料館

0238-88-9978

138 長井市

過去からのメッセージ

「長井紬のモダンデザイン」

現代に通ずる、モダンなデザイン。長井の伝統的な織物「長井つむぎ」。着物を中心

に、そのデザインが光るものを展示します。

9月20日～10月27日 文教の杜　丸大扇屋 一般財団法人文教の杜ながい 無料

一般財団法人文教の杜な

がい

0238-88-4151

139 長井市 午年年賀状展 長沼孝三氏に届いた著名人からの年賀状を展示します。 10月1日～12月28日 文教の杜　長沼孝三彫塑館 一般財団法人文教の杜ながい

一般財団法人文教の杜な

がい

0238-88-4151

140 長井市 第52回長井芸術祭展示部門発表会・茶会 長井文化協会加盟団体による華道展・書道展・絵画展・文芸展・茶会を開催します。 10月4日～6日 長井市民文化会館 長井文化協会 無料

長井市民文化会館

0238-84-6051

141 長井市 縄文土器焼きと古代食づくり 土器焼きと復元したカマドで古代食をつくります。 10月5日 古代の丘資料館 長井市教育委員会

長井市古代の丘資料館

0238-88-9978

142 長井市 秋の野草ときのこ展 野草きのこ展示と相談を受け付けます。 10月5日～6日 長井市置賜生涯学習プラザ 長井植物愛好会 無料

長井植物愛好会

0238-84-5144

143 長井市 第52回長井芸術祭音楽・公演発表会

長井文化協会公演部門8団体,音楽部門4団体にちびっこ花笠舞踊教室のこどもたち

も参加しての発表会を行います。

10月6日 長井市民文化会館 長井文化協会 無料

長井市民文化会館

0238-84-6051

144 長井市 ぼくらの文楽

講義(授業)とワークショップを行います。物産展や雑貨屋、カフェなど全国から様々な

ショップが来ます。

10月13日 古代の丘 ぼくらの文楽実行委員会

長井市西根地区公民館

0238-84-6236
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「やまがた教育月間」（毎年11月）周辺に県内で開催される教育関連行事（平成25年度）

※ 市町村ごと、開催期日順に整理

№ 市区町村 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

145 長井市 縄文祭り

長者屋敷遺跡で発見された４本柱の復元と縄文太鼓の演奏やワークショップを開催し

ます。

10月14日 長者屋敷遺跡 縄文まつり実行委員会

縄文まつり実行委員会

青木 0238-88-4793

146 長井市 図書館まつり 市民からいただいた本のリサイクル市を開催します。 10月27日 長井市立図書館 長井市立図書館 無料

長井市立図書館

0238-88-2535

147 長井市 小桜館コンサート

長井室内合奏団とコールあかしあによるコンサート。ポピュラーミュージックなどの演

奏を予定しています。

10月27日

文教の杜 小桜館

（旧西置賜郡役所）

一般財団法人文教の杜ながい

文教の杜 小桜館　0238-

88-9365

148 長井市 まちめぐり美術館

人・街・文化の共生をめざし、大町を中心に瑞々しい感性あふれる作品を市内各地の

施設で展示します。

10月30日～11月3日

文教の杜 小桜館

（旧西置賜郡役所）

ながいアートプロジェクト実行委員会 無料

ながいアートプロジェクト実

行委員会

佐藤　0238-84-5436

149 長井市 まちめぐり美術館 まちめぐり美術館にリンクさせた展示。さまざまな出会いをお楽しみください。 10月30日～12月28日

文教の杜

丸大扇屋

ながいアートプロジェクト実行委員会 無料

ながいアートプロジェクト実

行委員会

佐藤　0238-84-5436

150 長井市 新収蔵品展 寄贈などで新たに加わった収蔵品を公開します。 11月1日～12月28日

文教の杜

丸大扇屋

一般財団法人文教の杜ながい 無料

一般財団法人文教の杜な

がい

0238-88-4151

151 長井市 小原流いけばな展 小原流会員によるいけばなを展示します。 11月2日～3日

文教の杜

丸大扇屋

一般財団法人文教の杜ながい 無料

一般財団法人文教の杜な

がい

0238-88-4151

152 長井市 小桜館135周年記念企画

まちづくりNPO・長井歴史まちづくり研究所・山形工科短大の主催で、写真展や講演

会を開催します。

11月6日～10日

文教の杜 小桜館

（旧西置賜郡役所）

特定非営利活動法人長井まちづくり

ＮＰＯセンター

無料

特定非営利活動法人長井

まちづくりＮＰＯセンター

五十嵐　0238-87-0239

153 長井市

三遊亭 圓歌

春風亭 昇太

二人会

テレビ番組 「笑点」 でおなじみの人気者　春風亭昇太と落語界の重鎮、三遊亭圓歌

の落語「二人会」を開催します。

11月17日 長井市民文化会館 長井市民文化会館

長井市民文化会館

0238-84-6051

154 長井市

第35回長井の心を育む

少年活動発表会

小中高生より「長井の心」にちなんだ活動成果を発表します。 11月23日 長井市置賜生涯学習プラザ

長井市まちづくり青少年育成市民会

議

無料

長井市教育委員会文化生

涯学習課

0238-84-7677

155 小国町 沖小・古田歌舞伎公演 古田地区に伝承されている歌舞伎公演 10月26日 小国町立沖庭小学校 古田歌舞伎保存会 無料

小国町教育委員会

0238-62-2141

156 小国町 小国町文化祭 町民が主体となって実施する芸術・文化活動 11月2～4日 町民総合体育館 小国町文化協会 無料

小国町教育委員会

0238-62-2141

157 小国町 山遊亭金太郎落語会 地元出身の落語家による寄席 11月2日 おぐに開発総合センター 山遊亭金太郎後援会 無料

小国町教育委員会

0238-62-2141

158 白鷹町 白鷹町芸術祭

町民による公演（おんがく祭・謡曲発表・芸能まつり）や作品展示（写真展・書道展・絵

画展・華道展等）

11月2日～3日

白鷹町文化交流センター「あ

ゆーむ」

白鷹町芸術文化協会

一部有料

300円

教育委員会

文化振興係

℡0238-85-6146

159 飯豊町

いいでアドベンチャーキッズ

～秋キャンプ～

季節に応じた自然体験活動やテント生活などの宿泊体験活動を行います。 10月19日(土）～20日（日） 飯豊少年自然の家 飯豊少年自然の家 2,500円

http://www.pref.yamagata.jp

/ou/kyoiku/706002/

小学３年生～中学３

年生まで

160 飯豊町 アツアツやきいもパーティー 焚き火で焼きあげる本格焼き芋体験と焚き火料理を行います。 11月10日（日） 飯豊少年自然の家 飯豊少年自然の家 500円

http://www.pref.yamagata.jp

/ou/kyoiku/706002/

幼児・小学生とその

保護者

161 飯豊町 めざみの里音楽祭

町内の幼児施設・小中学校・一般音楽団体の皆さんが一同に

会して、日頃練習してい

る音楽の成果を披露し合う手づくりの音楽祭です。

11月16日 飯豊町町民総合センター 飯豊町 無料

電話0238-72-3111

電子メール

i-asu@town.iide.yamagata.jp

162 鶴岡市 第８回鶴岡市芸術祭

鶴岡市内の６芸術文化協会等に加盟する芸術文化団体の公演。４６公演、６６団体が

参加。

9月1日～12月１日 市内公共施設等 鶴岡市芸術祭運営委員会

http://www.city.tsuruoka.lg.j

p/
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「やまがた教育月間」（毎年11月）周辺に県内で開催される教育関連行事（平成25年度）

※ 市町村ごと、開催期日順に整理

№ 市区町村 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

163 鶴岡市 藤島芸術文化祭 藤島地域で活動するグループの文芸・美術作品の展示や芸能発表会 10月26日～28日 藤島公民館

ふじしま文化フェスティバル実行委

員会

無料

http://www.city.tsuruoka.lg.j

p/

164 鶴岡市 あさひ産業文化まつり

朝日地域の小・中学生、一般住民による作品展示、芸能発表と農林関係の収穫感謝

祭

10月26日～11月4日

作品展示

（10月30日～11月4日）

メイン日11月3日

すまいる他

さひ産業文化まつり実行委

員会

無料

http://www.city.tsuruoka.lg.j

p/

165 鶴岡市 温海文化祭

温海地域の保育園児から高齢者による絵画・書道、手芸、陶芸等の展示及び合唱・

演奏等の発表

10月30日～11月3日 温海ふれあいセンター 温海文化祭実行委員会 無料

http://www.city.tsuruoka.lg.j

p

166 鶴岡市

わんぱく自然塾

～秋の巻～

海･山・川の庄内の自然環境を生かした自然体験活動、野外炊飯、テント泊、ビバーク

泊など行います。

10月12日（土）～13日（日） 金峰少年自然の家 金峰少年自然の家 未定

http://www.pref.yamagata.jp

/ou/kyoiku/707003/

小学校４年生～中学

３年生（３０名）

167 鶴岡市 ふじしま音楽祭 藤島地域の保育園児から高齢者による合唱・吹奏楽などの音楽会 11月2日 藤島公民館

ふじしま文化フェスティバル実行委

員会

無料

http://www.city.tsuruoka.lg.j

p/

168 鶴岡市 くしびき文化祭

櫛引地域の保育園児から高齢者による絵画・書道、手芸、陶芸等の展示及び合唱・

演奏等の発表

11月2日～4日、11月17日 櫛引公民館 くしぴき文化祭運営委員会 無料

http://www.city.tsuruoka.lg.j

p/

169 鶴岡市 サポーター養成研修 仲間づくりの手法、指導法習得、自然体験活動研修、食体験活動研修を行います。 11月9日（土）～10日(日） 金峰少年自然の家 金峰少年自然の家 未定

http://www.pref.yamagata.jp

/ou/kyoiku/707003/

高校生～一般成人

170 鶴岡市

第６８回県総合美術展覧会鶴岡巡回展・第５５

回県こども絵画展覧会

山形美術館を皮切りに、県内９施設を巡回する県内最大規模の美術公募展。庄内地

域から出品された洋画、日本画、彫刻、工芸作品を中心に展示。また、併せて県内の

こどもたちの作品によるこども絵画展覧会も同時開催。

11月13日～17日 鶴岡アートフォーラム 鶴岡アートフォーラム http://www.t-artforum.net/

観覧料

一般４００円

高大生２００円

中学生以下無料

171 三川町 みかわ秋まつり

町内の芸術文化団体及び個人が日常の創作活動の成果を一堂に発表展示するとと

もに、特別展として国宝「縄文の女神」のレプリカ展示も行う。

11月2日～4日 三川町民体育館 みかわ秋まつり実行委員会 無料

三川町公民館

0235-66-4403

172 庄内町

第86回収蔵品展「秋の展示～岩を描く～」

特別展「おらほのことば原画展」

内藤秀因画伯の水彩画48点を展示します。また、樋渡浩氏の原画作品25点を展示し

ます。

8月31日～11月17日

庄内町内藤秀因水彩画記念

館

庄内町内藤秀因水彩画記念館 無料

http://www.town.shonai.yam

agata.jp/toshokan/naito/

173 庄内町 第9回庄内町芸術祭 町内の芸術文化団体及び個人が、日常の創作活動の成果を一堂に発表します。 9月1日～11月24日 響ホール・　　　狩川公民館 第9回庄内町芸術祭実行委員会

http://www.town.shonai.yam

agata.jp/hibikihall/

174 庄内町 秋の企画展「阿部亀治と亀ノ尾」

阿部亀治翁の偉業と功績を振り返り、庄内町が生んだ不朽の名品種「亀ノ尾」を紹介

する。

9月14日～12月1日 亀ノ尾の里資料館 亀ノ尾の里資料館 無料

亀ノ尾の里資料館（余目第

四公民館併設）         0234-

44-2162

175 庄内町 庄内町立谷沢地区展

立谷沢地区の町民と利用団体による芸術文化サークル等による展示部門と芸能発

表を行います。

10月27日 立谷沢体育館 立谷沢公民館 無料 0234-59-2211

176 庄内町 第22回和合まつり

余目第四学区の町民と利用団体による、芸術・文化サークル等の作品の展示や発表

を行います。

10月30日～11月3日 余目第四公民館 余目第四公民館 無料 0234-44-2162

177 庄内町 余目第一学区芸術祭

余目第一学区の町民と利用団体による、芸術・文化サークル等の作品展示とステー

ジ発表

10月31日～11月3日 余目第一公民館 余目第一公民館 無料 0234-42-2019

178 庄内町 余目第二公民館祭

余目第二学区の町民と利用団体による、芸術・文化サークル等の作品の展示や発表

を行います。

11月1日～11月3日 余目第二公民館 余目第二公民館 無料 0234-42-2306

179 庄内町 第22回余目第三公民館祭

余目第三学区の町民と利用団体による、芸術・文化サークル等の作品の展示や発表

を行います。

11月1日～11月3日 余目第三公民館 余目第三公民館 無料 0234-42-0317

180 庄内町 庄内町清川地区展 清川地区の町民と利用団体による芸術文化サークル等の展示や発表を行います。 11月2日～11月4日 清川公民館 清川公民館 無料 0234-57-2211
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「やまがた教育月間」（毎年11月）周辺に県内で開催される教育関連行事（平成25年度）

※ 市町村ごと、開催期日順に整理
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181 庄内町 狩川地区展 各種団体、小学校児童作品の展示（書道・手芸・絵画等）、菊花展など。 11月8日～11月10日 狩川公民館 狩川公民館 無料 0234-56-3308

182 庄内町

内藤秀因記念第16回水彩画公募展入賞

・入選作品展

故内藤秀因の偉業と情熱を永く称えるため、水彩画公募展を開催し、一般の部・小学

生の部・中学生の部の入賞・入選作品展を実施します。

11月9日～11月16日 響ホール 庄内町・庄内町教育員会 無料

http://www.town.shonai.yam

agata.jp/hibikihall/

183 酒田市 生涯学習まつり2013

生涯学習教室・講座・サークル等の活動及び成果発表を創意工夫を加えながら賑や

かに開催します。

10月18日～20日 酒田市総合文化センター

酒田市生涯学習まつり2013実行委

員会

無料

http://library.city.sakata.lg.j

p/index.html

184 酒田市 酒田市立光丘文庫所蔵資料展 絵図面の世界（予定）

10月8日～26年2月28日

（予定）

酒田市立光丘文庫 酒田市教育委員会 無料

http://library.city.sakata.lg.j

p/index.html

お車でお越しの際は

日和山公園駐車場を

ご利用ください。

185 酒田市 「旧鐙屋」特別公開 文化の日に合わせて国指定史跡である旧鐙屋を無料開放します。 11月3日 旧鐙屋 酒田市教育委員会 無料 http://www.city.sakata.lg.jp/

186 酒田市 酒田市立資料館無料会館 文化の日に合わせて無料開館します。 11月3日 酒田市立資料館 酒田市教育委員会 無料 http://www.city.sakata.lg.jp/

187 酒田市 松山文化伝承館無料開館 文化の日に合わせて無料開館します。 11月3日 松山文化伝承館 酒田市教育委員会 無料 http://www.city.sakata.lg.jp/

188 酒田市 民俗芸能公演会 酒田市民俗芸能保存会加盟団体による公演を開催します。 11月24日 酒田市民会館「希望ホール」

酒田市民俗芸能保存会・酒田市・酒

田市教育委員会

無料 http://www.city.sakata.lg.jp/

189 酒田市

山形県民シンポジウムin庄内

～「やまがた教育の日」関連行事～

「教育」を主なテーマにした基調講演やパネルディスカッションを通して、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等について考える。

11月30日

東北公益文科大学

（公益ホール）

山形県教育委員会、国立大学法人

山形大学、東北公益文科大学

無料

山形県教育庁総務課

023-630-2692

190 遊佐町 第42回遊佐町芸術祭

町の芸術文化協会に参加してる団体の日常の活動成果を発表し、町民の芸術文化

に対する理解と関心を高め、芸術文化の振興を図る。

10月6日～12月17日 遊佐町生涯学習センター他

遊佐町生涯学習センター・遊佐町芸

術文化協会共催

遊佐町生涯学習センター

0234-72-2236

191 遊佐町 KAIHIN「あきフェスタ」

各種クラフトやトレッキング、野外炊飯等を行う。施設見学のために施設を開放しま

す。

10月19日（土） 海浜自然の家（分館） 海浜自然の家（分館） 未定 0234-77-2166

親子・家族・一般成

人（どなたでも）

192 遊佐町 第54回遊佐町民俗芸能公演会 町内及び町外特別招聘団体による、民俗芸能の公演。

10月27日（日）

12:30～16:30

遊佐町生涯学習センター 遊佐町教育委員会

入場料300円、

高校生以下無料

http:www.town.yuza.yamagat

a.jp

 ※ 掲載している行事は、市町村教育委員会及び「『やまがた教育の日』の集い」の後援団体から把握したもの。調査時点の内容であるため、実施にあたっては変更となる場合がありますので、あらかじめ御了承ください。

 ※ 掲載している行事によっては、対象を会員に限定しているものや有料のものがありますので、参加を希望する場合は、事前に詳細を主催機関へ確認してくださるようお願いいたします。
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