やまがた教育月間（１１月）期間中の行事
市町村

山形市

行事名

「やまがた教育月間」関連事業
郷土Yamagataふるさと探究コンテスト

行事の概要
小中学生・高校生が地域体験活動等の成果についてプ
レゼンテーションやポスターセッションを行うコンテ
ストを実施します。

開催日程

11月4日

会場

山形県生涯学習センター「遊学
館」

主催機関名

山形県教育委員会

料金

問合せ先

無料

山形県教育庁総務課
023-630-2692

無料

山形県教育庁
文化財・生涯学習課生
涯学習振興室
023-630-3344

ＵＲＬ

備考

http://www.pref.yamagata
.jp/ou/kyoiku/700001/kyo
udoyamagatafurusatotank
yuucontest/h29furusatota
nkyuucontest.html

主に小中高の子をもつ親・教員・家庭教育支援者対象
山形市 子どもの生活リズム向上山形県フォーラム

県内各
東北文化の日推進事業
所

山形県優良ＰＴＡ表彰および事例発表
講演 「“早寝早起き朝ご飯”はなぜ効果があるか」
－家庭・地域での体験格差を是正しよう－
講師 千葉敬愛短期大学学長 明石要一氏

11月11日 山形県生涯学習センター

東北への来訪者の増加や周遊化を図り、東北の文化を域
内外に発信するため、毎年10月最終土曜日とその翌日の
10月28日
日曜日を「東北文化の日」とし、それを起点に約１ヶ月間東 ～11月26 県内の美術館・博物館
北6県及び仙台市の各文化施設において、無料開放日を設
日
けるなどの特典の設定や企画展を実施します。

山形県教育委員会
会津・山形「体験の風をお
こそう」運動実行委員会

山形県県民文化スポーツ
課
http://tohokubunka.com/
023-630-2306

「東北文化の日」推進委
員会

山形市

秋の読書週間企画展
「2016～2017県内出版物展」

前年10月から1年間に出版された県内出版物（県人等の
著作及び郷土資料）を展示し紹介する。

10月17日
～11月18 山形県立図書館
日

山形県立図書館

無料

山形県教育庁
文化財・生涯学習課
TEL:023-630-3126

山形市

「文翔館復原の記録展」
〜煉瓦の復原〜

山形県旧県庁舎及び県会議事堂の復原にちなんだ物を
展示し、復原の様子などを紹介します。

10月6日〜 山形県郷土館
11月5日 「文翔館」

公益財団法人山形県生
涯学習文化財団

無料

山形県郷土館
「文翔館」
023-635-5500

山形市 こども郷土芸能芸術まつり

県内各地域でこどもと一緒に郷土芸能や文化芸術活動を行
11月25日 やまぎんホール
なっている８団体が一堂に会し、日頃の成果を発表します。

山形県芸術文化協会

山形市 絵本作家長野ヒデ子氏講演会

絵本作家長野ヒデ子氏による講演とサイン会

山形市立図書館

山形市 第33回山形市芸術祭

山形市芸術文化協会に加盟する団体による市民芸術祭を
開催するものです。

11月5日 山形市立図書館

9月1日～
平成30年1 山形市内各地
月31日

明治から昭和期の山形市街を写した写真及び絵はがき並
懐かしい街並み―写真・絵はがきでたどる明治から昭和の
9月16日～
山形市
びにその地点の現代の様子を写した写真を展示すること
山形市郷土館
山形―
11月23日
で、郷土の昔の姿を懐かしむとともに、郷土の変遷を知る。

定員300名

http://www.lib.pref.y
amagata.jp/

山形県芸術文化協会
023-615-6860

山形市立図書館／山形
県山形市小荷駄町7-12
023-624-0822

【山形市HP】
http://lib.city.yamag
ata.yamagata.jp/

山形市芸術文化協会

山形市芸術文化協会
023-642-3121

山形市芸術文化協会
023-642-3121

山形市教育委員会

山形市教育委員会
社会教育青少年課
023-641-1212
(内線627)

山形市郷土館
HP(http://www.city.yama
gatayamagata.lg.jp/kakuka/ky
oiku/shakai/sogo/yamaga
tasikyoudokan.html)

023-695-2221

http://yamadera-basho.jp

023-695-2221

http://yamadera-basho.jp

山形市 常設展テーマ展示「正岡子規と近現代俳句」

俳句革新によって今日の俳句の基礎を築いた正岡子規の
10月6日～
俳句を再確認し、それに続く近代・現代俳句の流れを見て行
山寺芭蕉記念館
12月3日
きます。

公益財団法人山形市文
化振興事業団

山形市 文化の日無料開放

文化の日に因んで山寺芭蕉記念館展示室を無料開放しま
す。

11月3日 山寺芭蕉記念館

公益財団法人山形市文
化振興事業団

山形市 おもしろ実験教室⑤

山形市内小中学生を対象に、年８回科学実験講座を行いま
す。

11月4日 山形市総合学習センター

山形市理科教育センター

無料

無料

無料

山形市理科教育センター
０２３－６４５－６１６３

料金はお問い合わ
せください。

11月３日（文化の
日）無料

山形市・山形市民会館管
理運営共同事業体

無料

山形市民会館
023-642-3121

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 11月6日～
山形市役所
す。
10日

山形市教育研究会
山形市教育委員会

無料

学校教育課
023-641-1212

山形市 青少年健全育成講演会

広く青少年問題に関する理解・意識高揚を図るために
開催する。

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
023-641-1212(内線619)

山形市 舞台芸術セミナー 朗読講座

プロの俳優・演技トレーナーを講師に迎え、文学作品を朗読 11月11日
山形市民会館
します。
～12日

山形市・山形市民会館管
理運営共同事業体

無料

山形市民会館
023-642-3121

山形市 第47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。

山形市 なかよし作品展

11月5日 山形市民会館

11月11日 山形市役所

山形市 山形市中学校生徒理科研究発表会

山形市内各中学校から選ばれた理科に関する優秀な研究
を発表します。

山形市中学校教育研究
会理科部会及び山形市中
山形市霞城公民館及び山形市総合
11月15日
学校文化連盟科学専門
学習センター
部及び山形市理科教育セ
ンター

山形市 子ども造形展

市内の保育園・幼稚園・小学校・中学校の子ども達の造形
作品展を行います。

11月17日
山形県芸文美術館
～22日

山形市教育研究会
山形市教育委員会

無料

学校教育課
023-641-1212

山形市 やまがた文学祭

やまがた文学祭（児童文学部門）
講演会、冊子の発行

11月18日 山形市民会館

山形市芸術文化協会、山
形市、山形市民会館管理
運営共同事業体

無料

山形市民会館
023-642-3121

山形市 合唱オペラ「ねこのくにのおきゃくさま」

合唱団じゃがいもの公演です。

11月19日 山形市民会館

山形市民会館管理運営
共同事業体

山形市民会館
023-642-3121

山形市 山形市小学校児童理科研究発表会

山形市内各小学校から選ばれた理科に関する優秀な研究
を発表します。

11月22日 山形市立南沼原小学校

山形市校長会及び山形市
理科教育センター

山形市理科教育センター
０２３－６４５－６１６３

日本を代表するニューオーリンズスタイルブラスバンド「ブ
ラック・ボトム・ブラス・バンド」と個性派ジャズシンガー綾戸
智恵のファンキーでグルーヴィーなライブ。最後の曲は、ミ
ニワークショップ参加者と一緒に演奏。

11月23日 山形市民会館

山形市民会館管理運営
共同事業体、山形新聞・
山形放送

山形市民会館
023-642-3121

山形市 親子科学あそび教室②

山形市内小学校１～３年生の親子を対象に、年５回科学実
験講座を行います。

11月25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

上山市 上山市小学校音楽発表会

市内小学校から代表が日頃の学習の成果（主に合唱）
を発表し合い、交流を深めます。

11月11日

三友エンジニア体育文化セン
ター

上山市小学校長会

無料

上山市教育委員会
学校教育課
023－672－1111（308）

上山市 上山市児童生徒作品展示

上山市内保育園・認定こども園・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11日 三友エンジニア体育文化セン
～20日 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（308）

山形市

BlackBottomBrassBand（ブラック・ボトム・ブラス・バンド）
feat.綾戸智恵ライブ

山形市理科教育センター
０２３－６４５－６１６３

山形市民会館
023-642-3121

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（308）

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（308）

上山市 上山市児童生徒理科研究発表会

上山市立各小・中学校の児童生徒が理科研究の成果を
発表し合います。

11月7日 上山市立上山小学校

上山市 かみのやま教育の日

上山市小中学校総合文化祭です。児童生徒短歌大会の
優秀作品の発表や「かみのやま子ども宣言」を受けて
の取組の報告をします。

11月11日

天童市 第54回天童市民芸術祭

天童市芸術文化協会加盟団体を中心とした、市民によ
る作品展示・発表等。

10月1日～ 天童市市民プラザ、天童市市民
12月31日 文化会館等

天童市、天童市芸術文
化協会

天童市 第68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

11月18日 天童市市民文化会館 展示室

天童市

ワークショップ、展示活動の成果を紹介

11月24日
天童市美術館
～12月3日

天童市・指定管理者公
益財団法人天童市文
化・スポーツ振興事業
団

天童市美術館
023-654-6300

絵画の展示

10月20日
～11月19 天童市美術館
日

天童市・指定管理者公
益財団法人天童市文
化・スポーツ振興事業
団

天童市美術館
023-654-6300

天童市 奉納された天童の絵馬展

所蔵品の展示

9月20日～
天童市立旧東村山郡役所資料館
12月17日

天童市・指定管理者公
益財団法人天童市文
化・スポーツ振興事業
団

天童市立旧東村山郡役
所資料館
023-654-0631

天童市 天童市教育の日・天童市生涯学習フェスティバル2017

社会教育関係団体等の関係機関等がそれぞれ抱える課題
を掘り起し、今後、どのような活動を実施していくべきかを学
11月23日 天童中部公民館
習する。（表彰、地域づくりの事例発表、パネルディスカッ
ション等）

天童市 西沼田いにしえの夕べ

復元住居のライトアップ・ミニコンサート

山辺町 相模地区文化祭ぴっかり相模

天童市 天童アートロード展

三百六十度の世界
天童市
松本哲男展

三友エンジニア体育文化セン
ター

天童市市民部文化ス
ポーツ課
023-651-1111

無料

天童市市民部文化ス
ポーツ課
023-651-1111

天童市・天童市教育委員
会

無料

天童市生涯学習課
023-654-1111（内線833）

西沼田サポーターズ・ネッ
トワーク

無料

天童市西沼田遺跡公園
（023-654-7360）

相模地区で活動する各種団体の作品・資料の展示、発表な 11月中旬
相模公民館
どを行います。
(予定）

相模公民館

無料

相模公民館
023-664-5663

山辺町 近江地区文化祭

近江地区で活動する各種団体の作品・資料の展示、発表な 11月中旬
近江公民館
どを行います。
(予定）

近江公民館

無料

近江公民館
023-664-7895

山辺町 Ｔａｉｋｅｎ堂「国境の無い生き方」 ヤマザキマリ氏

漫画家『テルマエ・ロマエ』原作者のヤマザキマリ氏による講
11月7日 山辺町中央公民館
演会を行う。

Ｔａｉｋｅｎ堂運営委員会

山辺町教育委員会社会
教育係023-667-1115

歌手の浜田真理子氏によるトーク＆ミニライブを行う。

11月24日 山辺町中央公民館

Ｔａｉｋｅｎ堂運営委員会

山辺町教育委員会社会
教育係023-667-1115

中山町 第49回中山町芸文祭

町の芸術・文化団体の活動を発表します。

11月3日～
中山町中央公民館
5日

中山町芸術文化協会

無料

中山町教育委員会
023-662-2235

中山町 中山町立歴史民俗資料館無料開館日

重要有形民俗文化財の資料をはじめ，町内の郷土資料や
歴史遺産について広く触れ合う機会をつくります。

中山町教育委員会

無料

中山町教育委員会
023-662-2235

寒河江
寒河江市総合文化祭
市

市芸術文化団体による作品展示及び舞台や合唱などのステー 10月27日
寒河江市文化センター
ジ発表などを実施する。
～11月3日

寒河江市芸術文化協議会

無料

寒河江市文化センター
0237-86-5111

山辺町

Ｔａｉｋｅｎ堂「スクールＭＡＲＩＫＯ東北分校inやまのべTaiken
堂 ～遠い場所から～」 浜田真理子氏

11月3日

西沼田遺跡公園
（大字矢野目3295）

11月3日 中山町立歴史民俗資料館

一部有料の催物有
り。

http://www.nishinumata.o
r.jp/

寒河江
さがえっこ育みフォーラム
市

「さがえっこの育み１０か条」の１つの指針である「のばそうメ
ディアと上手にかかわる力」というテーマの講演とシンポジ
ウム

11月5日 寒河江市文化センター

さがえっこ育み推進本部

寒河江
市民講座寒河江さくらんぼ大学「歴史学部」
市

「江戸時代の古文書 見方と調べ方」と題し、古文書を知る
講座。講師は、米沢市上杉博物館学芸員・佐藤正三郎氏。

11月6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

学部内4講座合わ
せて2,000円

寒河江 市民講座寒河江さくらんぼ大学「チャレンジ翔学部」
市

「アフリカ太鼓に魅せられて」と題して、ジャンべ（アフリ
カ太鼓）奏者・堀米輝樹氏から学ぶ。

11月7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

学部内4講座合わ
せて2,000円

寒河江
シリーズ山形の文学を探る
市

詩人万里小路譲氏による「藤沢周平の原風景～故郷・
鶴岡に馳せる思い～」と題して文学講座シリーズ4回目
を開催します。

11月7日 寒河江市立図書館

寒河江市教育委員会

寒河江
市民講座寒河江さくらんぼ大学「歴史学部」
市

大学院公開講座として、「慈恩寺の歴史」を学ぶ。講師は、
11月22日 寒河江市文化センター
山形大学名誉教授・伊藤清郎氏。

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加盟団体による俳句、絵画、書、いけ 11月3日～ 河北町総合交流センター サハトべ
花、手工芸等の作品展示
5日
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

河北町 河北町総合文化祭記念式典・舞台発表会

記念式典：河北町功労者表彰・河北町芸術文化協会表彰
舞台発表会：河北町芸術文化協会加盟団体、キッズダンス
教室、中学校祭合唱コンクール最優秀学級等による舞台発
表

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

無料

朝日町教育委員会
教育文化課生涯学習係
0237-67-2118

無料

大江町教育委員会
0237-62-3666

http://www.town.oe.yama
gata.jp/

山形県教育庁
文化財・生涯学習課
023-630-2831

http://www.asahishone
nshizennoie.jp/

11月3日

河北町総合交流センター サハトべ
に花
朝日町エコミュージアムコアセン
ター（創遊館）

朝日町 第53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3日～
5日
朝日町西部公民館

無料

無料

学校教育課
0237-86-2111
内線445

寒河江市立図書館
0237－86－1662

学部内4講座合わ
せて2,000円

寒河江市文化センター
0237-86-5111

寒河江市教育委員会

朝日町芸術文化協議会
朝日町教育委員会

朝日町北部公民館

大江町 大江町文化祭

芸文協団体の展示発表、ステージ発表、茶会等

11月3日～ 大江町中央公民館
5日
大江町ふれあい会館

大江町文化祭実行委員
会
大江町芸術文化団体協
議会

大江町 プラネタリウム一般公開

プラネタリウム投影に合わせた楽器の生演奏と季節の
星座の紹介

11月25日・
山形県朝日少年自然の家
26日

山形県朝日少年自然の
家

村山市 むらやま教育の集い

村山市では１１月１９日を「むらやま教育の日」と定めてお
り、その直近の土曜日にシンボル的なイベントとして「むらや
ま教育の集い」を開催します。青少年健全育成やいじめ防
止標語の入賞者表彰や弁論発表、地域活動発表などのほ
か、大人と小中学生が一緒に話し合うワークショップを実施
村山市総合文化複合施設甑葉プラ
11月18日
します。また、乳幼児親子向けの企画や大人の読み聞かせ
ザ
などのイベント、子ども美術展の展示、教育関係団体の活
動発表ブースの展示などもおこなわれ、大人から子どもま
で、学校・家庭・地域のあらゆる年代が教育について意識す
る内容となっています。

村山市教育委員会、村山
市青少年育成市民会議、
村山市青少年育成推進
員協議会、各種教育関係
機関

村山市 GOGO！むらやま夢大学２０１７「河瀨直美講演会」

GOGO！むらやま夢大学2017の教養学部の一講座。第70
回カンヌ国際映画祭でエキュメニカル審査員賞を受賞し話
題となった映画作家の河瀨直美氏を迎え、ご自身の作品等 11月19日 村山市民会館
を一部上映しながら「映画制作への思い」と題しご講演いた
だきます。

GOGO！むらやま夢大学
市民委員会、村山市教育
委員会

村山市教育委員会生涯
学習課
℡0237-55-2111

村山市 村山市芸術祭

村山市芸術文化協議会に所属する、音楽、美術、演劇など
のさまざまな団体が公演、展覧会を行います。

村山市芸術文化協議会

村山市教育委員会生涯
学習課
℡0237-55-2111

村山市 村山市こども美術展

村山市内の小中学校児童の作品を対象に美術展を開催
し、作品を展示する場を設けることにより児童生徒の絵画技 11月2日～ 村山市総合文化複合施設甑葉プラ 村山市、村山市教育委員
術の向上に寄与するとともに、絵画に親しむ心と想像性を育 11月22日 ザ
会
成します。

10月下旬
～12月中 村山市民会館ほか
旬

無料

村山市教育委員会生涯
学習課
℡0237-55-2111

村山市教育委員会生涯
学習課
℡0237-55-2111

要事前申込み

東根市 東根市生涯学習フェスティバル

地域の企業で活動しているサークル・団体などを広く
市民の皆さんにご紹介するために「生涯学習ステージ
発表」と「生涯学習展示・体験広場」を開催し、市民
の生涯学習への意欲を高め、生涯学習の一層の振興を
図ることを目的に開催いたします。

東根市 第53回東根市総合文化祭

日頃の芸術文化活動を広く一般市民に公開し、芸術文
化に対する理解と関心を深め、文化団体の助長と芸術
文化の振興を図ることを目的に実施します。

東根市 第41回東根市総合書道展

日頃、書道文化の向上を推進している東根市民に対
し、作品発表の機会を提供する。さらに、優れた実績
を持つ市内在住書家の作品を広く市民の鑑賞に供する
ことで、市民の書作研鑚の意欲を高め、本市書道文化
の更なる振興を図るものです。

丸沼芸術の森コレクション
東根市
佐藤忠良展-彫刻家の眼差し 日常の美-

東根市 講演会「彫刻家 佐藤忠良の日常の美」

東根市 武田敏雄回顧展（仮）

まなびあテラス開館一周年記念講演会
東根市 「武田敏雄の軌跡」（仮）

日本を代表する彫刻家「佐藤忠良」氏の彫刻作品やスケッ
チ画などの展覧会。一流の芸術作品の観覧機会の提供を
目的として行う。

11月12日 さくらんぼタントクルセンター

10月28日 さくらんぼタントクルセン
～11月5日 ター・まなびあテラス

東根市、東根市教育委
員会、東根市中央公民
館

11月23日
まなびあテラス
～26日

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
会

10月14日
～12月17 まなびあテラス
日

展覧会の開催に合わせ、佐藤忠良の作品や画業につい
て、宮城県美術館副館長の三上満良氏を講師に招き、講演 11月5日 まなびあテラス
会をおこなう。

2016年に逝去した地元画家「武田敏雄」の作品を展示する
回顧展。長らく、東根市の芸術文化振興に貢献された功績
を称え、本市芸術文化の更なる振興を図るもの。

2016年に逝去した地元画家「武田敏雄」の画業とその功績
について、示現会会友他、生前の武田氏を知る人物から話
をうかがう。

東根市、東根市教育委
員会

11月7日～
まなびあテラス
19日

11月7日 まなびあテラス

東根市、まなびあテラス

東根市、まなびあテラス

まなびあテラス

まなびあテラス

無料

東根市教育委員会生涯
学習課生涯学習係
℡：（0237）42-1111
Fax:（0237）43-1176
Email:shougai@city.hi
gashine.yamagata.jp

無料

東根市教育委員会生涯
学習課スポーツ文化係
℡：（0237）42-1111
Fax:（0237）43-1176
Email:shougai@city.hi
gashine.yamagata.jp

無料

東根市教育委員会生涯
学習課スポーツ文化係
℡：（0237）42-1111
Fax:（0237）43-1176
Email:shougai@city.hi
gashine.yamagata.jp

無料

まなびあテラス［東根市美
術館］
℡：（0237）53-0229
http://www.manabiaterrac
Fax：（0237）42-1296
e.jp
Email:info@manabiaterrac
e.jp

無料

まなびあテラス［東根市美
術館］
℡：（0237）53-0229
http://www.manabiaterrac
Fax：（0237）42-1297
e.jp
Email:info@manabiaterrac
e.jp

無料

まなびあテラス［東根市美
術館］
℡：（0237）53-0229
http://www.manabiaterrac
Fax：（0237）42-1296
e.jp
Email:info@manabiaterrac
e.jp

無料

まなびあテラス［東根市美
術館］
℡：（0237）53-0229
http://www.manabiaterrac
Fax：（0237）42-1297
e.jp
Email:info@manabiaterrac
e.jp

東根市 歴史講座

講師（保角里志氏）を招き、東根の歴史について学ぶ

11月12日 まなびあテラス

まなびあテラス

無料

まなびあテラス［東根市図
書館］
℡：（0237）53-0227
http://www.manabiaterrac
要事前申込
Fax：（0237）42-1295
e.jp
Email:info@manabiaterrac
e.jp

尾花沢
第54回尾花沢市民文化祭
市

市民の芸術文化・生涯学習活動の成果を広く公開し、
活動に対する理解を深め、各団体の活動を助長し、文
化の振興を図るため市民文化祭を開催する。

11月3日～ 尾花沢市文化体育施設サルナー
5日
ト

第54回尾花沢市民文化
祭実行委員会

無料

尾花沢市民文化祭実行
委員会事務局
℡0237-22-1111

尾花沢
第28回山形県少年少女俳句大会
市

大石田
町民芸術祭
町

新庄市

新庄市教育の日 コスモスデー記念行事

芭蕉10泊・俳諧のまち尾花沢が中心となり、俳句を通
し、明日を担う少年少女に、より豊かな感性と心を育
むため俳句大会を開催する。

町内芸術文化団体による歌、踊りの祭典です。

コスモスデー記念行事
①いきいき夢ステージ発表：各団体によるステージ発表
②わくわく体験ブース：市内ＮＰＯ等による出店、模擬店

11月4日

無料

尾花沢市教育委員会社
会教育課文化財係
℡0237-22-1111

無料

大石田町教育委員会
生涯学習グループ
0237-35-2111

新庄市教育委員会

無料

０２３３－２２－２１１１ 内
線４４２

金山中学校体育館

金山町教育委員会

無料

対象者：町内小中高校
生

尾花沢市文化体育施設サルナー
ト

11月3日 大石田町町民交流センター

11月11日：
毎年11月 新庄市民プラザ
第2土曜

尾花沢市・尾花沢市教
育委員会

大石田町教育委員会

コスモス教育週間
（１０月２０日～１１
月１７日）の記念行
事として開催

金山町 科学講演会

子ども達の科学に対する夢を育み、学習意欲の向上を
目的としてた講演会を山形県産業科学館と連携して小
中学生及び高校生を対象に開催する予定ですが、講師
は現在調整中です。

金山町 金山町公民館大会並びに生涯学習推進大会

統一テーマに基づき町内４地域で開催された地域公民
館での協議内容を本大会において町で全体化、共有化
を図り、今後の町づくりに活かしていくものである。
なお、記念講演も行う予定ですが、講師は現在調整中
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
syakyou@town.kaneyama.yamagat
a.jp

金山町 金山町芸術文化協会舞台発表会

当協会に所属する団体、個人による日本舞踊、民謡、
コーラス等の舞台発表会

11月11日 金山町中央公民館

金山町芸術文化協会

無料

0233-52-2902
syakyou@town.kaneyama.yamagat
a.jp

金山町 スポーツ鬼ごっこ大会

軽スポーツを通じて、運動及び健康づくりへの関心を
高めるために実施

11月19日

金山健康ふれあいスポーツク
ラブ・金山町教育委員会共催

無料

0233-52-2902
syakyou@town.kaneyama.yamagat
a.jp

最上町 音の風コンサートINもがみ

最上町の音楽文化向上に貢献し若くして逝った故池田弦氏
の遺志を受け継ぎ、ゆかりの音楽家や音楽愛好団体を中心 11月12日 最上町立中央公民館
に演奏会を開催。

未定

金山中学校体育館
（予定）

0233-52-2902
gakuji@town.kaneyama.yamagata
.jp

音の風コンサートINもがみ
実行委員会

【事務局】
最上町教育委員会
℡:0233-43-2053

kyoiku@mogami.tv

最上町 教育講演会

講師に兵庫県豊岡市長中貝宗治氏を招聘し、最上中学校
全校生徒、教職員並びに一般地域の方々を対象に、講師
11月13日 最上町立最上中学校
の著書「鸛（こうのとり）飛ぶ夢」をもとにした自然保護、環境
教育について学ぶ講演会を開催。

最上町教育委員会

【事務局】
最上町教育委員会
℡:0233-43-2053

kyoiku@mogami.tv

最上町 舞台「焼け跡から」最上町公演

東京の劇団「希望舞台」による演劇。戦争の傷を背負い、そ
して乗り越えてきた力こそが、今の日本の平和を支えてき
11月14日 最上町立中央公民館
た。今に生きる人たちに、平和の価値、人と人との連帯を考
えさせる演劇。

最上町「焼け跡から」を観
る会

【事務局】
NPO法人やまなみ
℡:0233-43-4567

http://www.kiboubutai.com/

元気なまちづくり町民フォーラム
最上町
明日をきずく青少年のつどい

地域づくり活動実践発表、地域おこし協力隊活動報告、記
念講演
作文・標語表彰、優秀作品発表、高校生海外研修報告

11月23日 みつざわ未来創造館らいず

最上町
最上町青少年育成町民
会議

無料

【事務局】
最上町教育委員会 社会
教育係
℡:0233-43-2350

舟形町 舟形町芸能フェスティバル

舟形町芸術文化協会加盟団体による発表会。町の伝統
芸能をはじめ、歌や踊りなど日頃の鍛錬の成果を発表
する。

11月3日 舟形町中央公民館

舟形町幻術文化協会

無料

舟形町中央公民館
TEL0233-32-2246

舟形町 舟形町総合文化展

園児から一般町民までが日頃取組んでいる芸術作品の
展示や文化活動の発表を行うことにより更なる技術の
向上を目指すと共に相互の理解と親睦を深め文化の高
揚を図る。

11月9日
舟形町中央公民館
～19日

舟形町・舟形町教育委
員会

無料

舟形町中央公民館
TEL0233-32-2246

無料

kouminkan@mogami.tv

大人1,000円/人
高校生以下無料

前売 大人2,500円
当日 大人3,000円
高校生以下1,500円

真室川
大人の研修会
町

調理や創作、自然体験を通して体験活動の良さを体感
します。

11月17日
山形県神室少年自然の家
～18日

大蔵村 大蔵村芸術作品展

村内愛好者団体によるちぎり絵、書道の展示及び高齢
者教室作品、保育所園児絵画の展示

鮭川村 鮭川村総合芸術祭

鮭川村内の文化団体が集まり、各団体が日頃の活動の成
果を発表し合うことで、各団体の文化活動への意識向上と、 11月3日 鮭川村農村交流センター
村全体の生涯学習及び文化レベルの上昇を図る。

大蔵村中央公民館

http://www.pref.yamagata
.jp/ou/kyoiku/704002/

要事前申込み

大蔵村教育委員会

無料

大蔵村教育委員会

鮭川村文化団体連合会

無料

0233-55-3051

生涯学習、社会教育に携わる者が一堂に会し、子どもも大
人も輝く社会を作るために家庭・地域・学校等がどう連携・
協働していくべきか、研修を深める機会にするために講演会
置賜地 置賜地区社会教育振興大会（兼）置賜地区生涯学習振興ブ
やシンポジウム等を実施します。また、生涯学習環境づくり 11月15日 川西町農村環境改善センター
区
ロック大会
の一層の振興を図るために、社会教育機関、関係団体・職
員等で、その活動において顕著な実績を上げ、地域におけ
る社会教育の発展に寄与した方々の表彰を行います。

置賜社会教育振興会

無料

置賜教育事務所社会教
育課0238-88-8242

これからの学校と地域の連携・協働の在り方について学び、
置賜地 学校・家庭・地域の連携協働サポート研修会（兼）社会教育
参加者がそれぞれの立場で目指すべき姿について考えを
11月21日 南陽市赤湯公民館（えくぼプラザ）
区
主事有資格教員等研修会
深めるために講演会を実施します。

山形県教育庁置賜教育
事務所

無料

置賜教育事務所社会教
育課0238-88-8241

市立米沢図書館

無料

0238-26-3010

http://www.library.yoneza
wa.yamagata.jp
入場料（ｺﾚｸｼｮﾝ展）
一 般 200円
http://www.denkoku-no高大生 100円
mori.yonezawa.yamagata.j
小中生 50円
p
常設展は別途入場
料必要

米沢市 読書週間図書館フェア

11月

山形県教育庁
文化財・生涯学習課
023-630-2831

山形県神室少年自然の
家

秋の読書週間にあわせて開催します。「バックヤードツアー」 10月28日
市立米沢図書館
「雑誌のリサイクル市」など図書館に親しんでもらう。
～11月9日

米沢市 米沢市上杉博物館コレクション展「新収蔵品展」

中世文書、近世～近現代の文書群、宮島家関係の書跡、上 10月28日
米沢市上杉博物館
杉謙信関係の絵画など、初公開となる収蔵品を公開する。 ～1月14日

米沢市上杉博物館

0238-26-8001

南陽市 黒川能公演

南陽市芸術文化協会設立50周年記念事業として、国指定
重要無形民俗文化財である「黒川能」の公演を開催します。
シェルターなんようホール（南陽市
12月3日
黒川能は、鶴岡市黒川にある春日神社に伝わる能楽にな
文化会館）
り、500年以上にわたり守り伝えられているものです。

南陽市芸術文化協会

教育委員会社会教育課
0238-40-3211内線530

南陽市 南陽市芸術祭

南陽市芸術文化協会が主催となり開催される芸術祭。10月 10月22日
シェルターなんようホール（南陽市
22日には芸能フェスティバル、開催期間中は、総合作品展、 ～11月12
文化会館）
いけ花展、茶会、こども芸術祭、短歌大会等をおこなう。
日

南陽市芸術文化協会

教育委員会社会教育課
0238-40-3211内線530

南陽市 南陽市教育委員会表彰

学校教育等の振興に貢献し、その功労が顕著な団体又は
個人を表彰する。

11月7日 市役所大会議室

南陽市

高畠町 勾玉・弓矢・石器をつくろう

勾玉は滑石（かっせき）というやわらかい石、石器は
頁岩（けつがん）という石を使って、弓矢は竹を加工
して作ります。

山形県立うきたむ風土記の丘考古 山形県立うきたむ風土記
11月3日
資料館
の丘考古資料館

山形県教育庁
文化財・生涯学習課
023-630-2880

【うきたむＨＰ】
http://ukitamu.pupu.jp/

午前の部
9:00～11:30
午後の部
13:00～15:30

高畠町 古代風ブレスレットをつくろう

古代から人々の生活で使われてきた「麻」のひもを編
んで自分だけのブレスレットを作ります。

山形県立うきたむ風土記の丘考古 山形県立うきたむ風土記
11月3日
資料館
の丘考古資料館

山形県教育庁
文化財・生涯学習課
023-630-2880

【うきたむＨＰ】
http://ukitamu.pupu.jp/

午前の部
9:00～11:30
午後の部
13:00～15:00

第25回企画展「木と生きる～弥生・古墳時代の木製品
～」

農耕を始めた弥生・古墳時代の人々が、どのように木
を利用していたのかを探ります。

9月16日～ 山形県立うきたむ風土記の丘考古 山形県立うきたむ風土記
12月3日 資料館
の丘考古資料館

山形県教育庁
文化財・生涯学習課
023-630-2880

【うきたむＨＰ】
http://ukitamu.pupu.jp/

最終入館は16：30
まで

第２５回企画展記念講演会「実験で検証する弥生・古
高畠町
墳時代の木器名」

第２５回企画展「木と生きる～弥生・古墳時代の木製
品」に関連して、実験による検証から木製品の使用方
法を考えます。
講師：山田昌久 氏（首都大学東京教授）

11月19日

山形県立うきたむ風土記の丘考古 山形県立うきたむ風土記
資料館
の丘考古資料館

山形県教育庁
文化財・生涯学習課
023-630-2880

【うきたむＨＰ】
http://ukitamu.pupu.jp/

要事前申込み
13:30～16:00

高畠町

教育委員会

無料

教育委員会管理課
0238-40-3211内線511

高畠町 うきたむ風土記の丘考古資料館無料開館

文化の日に合わせて無料開館を実施します。

11月3日

山形県立うきたむ風土記の丘考古 山形県立うきたむ風土記
資料館
の丘考古資料館

無料

山形県教育庁
文化財・生涯学習課
023-630-2880

高畠町 無料入館

展示の無料公開

11月3日

山形県立うきたむ風土記の丘考古
同左
資料館

無料

0238-52-2585

高畠町 古代風ブレスレットを作ろう

原始より使われていた植物繊維を用いた紐を編んで自分だ
けのブレスレットを作ろう

11月3日

山形県立うきたむ風土記の丘考古
同左
資料館

高畠町 無料入館

展示の無料公開

11月3日 高畠町郷土資料館

高畠町 高畠町芸術文化祭展示祭

【うきたむＨＰ】
http://ukitamu.pupu.jp/

最終入館は16：30
まで

0238-52-2585

同左

無料

0238-52-4523

町内で活動する団体、サークル、個人の芸術活動の成果を 11月3日～
高畠町営体育館
展示
11月5日

高畠町で医術文化祭実行
委員会

無料

0238-52-4472

高畠町 昔語り

童話作家浜田広介の復元された生家で地元に伝わる昔語
りを聞く

同左

0238-52-3838

長井市 近年の遺跡調査の成果展（仮称）

近年、市内遺跡発掘調査事業等で確認された遺跡や遺物
等の展示を行う。

長井市古代の丘資料館

長井市古代の丘資料館
（0238-88-9978）

長井市 長井文化回廊

近隣の商店街と協力し、現代アート、障害者アートの展示を 10月28日
文教の杜ながい
行う。
～11月5日

長井文化回廊実行委員
会

長井市 長井文化回廊 彫刻デー（ワークショップ）

長井市出身の彫刻家 長沼孝三 にちなみ、造形活動を実
施する。

11月3日 文教の杜ながい

長井市 長井寄席

笑福亭笑瓶、笑助による二人会。

11月11日 長井市民文化会館

小国町 白い森芸術祭

町民による作品展示や芸能発表、文化公演会など

9月30日～
町民総合体育館ほか
11月23日

飯豊町 第22回めざみの里音楽祭

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 11月11日 町民総合センター「あ～す」
りの音楽祭です。

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等

11月4日・5
山形県飯豊少年自然の家
日

山形県飯豊少年自然の
家

山形県教育庁
文化財・生涯学習課
023-630-2831

http://www.iideshonenshi
zennoie.jp/

要事前申込み

季節に応じた体験活動

11月18日 山形県飯豊少年自然の家

山形県飯豊少年自然の
家

山形県教育庁
文化財・生涯学習課
023-630-2831

http://www.iideshonenshi
zennoie.jp/

要事前申込み

鶴岡市教育委員会
社会教育課
TEL 0235-57-4867

【鶴岡市HP】
http://www.city.tsuruoka.l
g.jp/

鶴岡市羽黒庁舎
総務企画課
0235-62-2111

http://www.city.tsuruoka.l
g.jp

鶴岡市櫛引公民館
0235-57-5670

http://www.city.tsuruoka.l
g.jp/

飯豊町

自然大好き！
いいでクラブ②

11月5日 浜田広介記念館
9月12日～
長井市古代の丘資料館
11月5日

文教の杜ながい（023888-4151）

https://bunkyounomori.ji
mdo.com

長井文化回廊実行委員
会

文教の杜ながい（023888-4151）

https://bunkyounomori.ji
mdo.com

長井市民文化会館

長井市民文化会館
（0238-84-6051）

http://.nagaihall.ysbs.co.jp

小国町文化協会

無料

小国町教育委員会
0238-62-2141

http
//www.town.oguni.yamaga
ta.jp/info/event/arts_festi
val.html

飯豊町

無料

飯豊町町民総合センター
℡ 0238-72-3111

鶴岡市 第１２回鶴岡市芸術祭

特定非営利活動法人鶴岡市芸術文化協会に加盟する芸術
9月～12月 市内公共施設等
文化団体の公演。４２公演、５２団体が参加。

特定非営利活動法人鶴
岡市芸術文化協会、鶴岡
市教育委員会

鶴岡市 はぐろ秋まつり芸術文化祭

羽黒地域の保育園児から高齢者まで、住民による絵画、書 11月3日～
羽黒コミュニティセンター他
道、手芸、陶芸等の展示及び合唱・踊り・演奏等の発表
11月5日

羽黒芸術文化祭実行委
員会

鶴岡市 第49回くしびき文化祭

展示11月2
日～11月5
鶴岡市櫛引地域内の保育園児から高齢者による絵画・書
日
道・手芸、陶芸等の展示
発表11月 鶴岡市櫛引公民館 ほか
鶴岡市櫛引地域内のサークル等による合唱・演奏等の発表
19日
山形県内文化財の見学研修
研修10月
22日

くしびき文化祭実行委員
会

無料

無料

無料

鶴岡市朝日庁舎
総務企画課
0235-53-2111（303）

http://www.city.tsuruoka.l
g.jp/

温海文化祭実行委員会

無料

鶴岡市温海庁舎
総務企画課
0235-43-4611（直）
(内線315)

展示部門10/27～
http://www.city.tsuruoka.l 11/3、
g.jp
ステージ発表・お茶
会11/3

三川町 みかわ秋まつり

秋に開催する芸術と文化の祭典です。今年の特別展示は、
１１月３日～５日まで三川町町民体育館にて、鶴岡市出身
10月14日 三川町町民体育館
の絵本作家つちだよしはるさんの絵本の原画を展示しま
～
三川町公民館
す。体験コーナーでは、１１月３日につちださんとのワーク
11月12日 三川町文化交流館ほか
ショップ、４日に物販・試食、お茶の体験などを楽しむことが
出来ます。

三川町教育委員会

無料

三川町教育委員会
教育課社会教育係
（0235-35-7040）

酒田市 酒田市立資料館無料開館

文化の日に合わせて無料開館します。

11月3日 酒田市立資料館

酒田市教育委員会

無料

酒田市教育委員会社会
教育文化課
0234-24-2994

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 酒田市松山文化伝承館

酒田市教育委員会

無料

酒田市教育委員会社会
教育文化課
0234-24-2994

酒田市 旧鐙屋特別公開

文化の日に合わせて無料開館します。

11月3日 酒田市旧鐙屋

酒田市教育委員会

無料

酒田市 第47回酒田民俗芸能公演会

酒田市内外の団体による民俗芸能の公演会を開催します。 11月13日 酒田市民会館「希望ホール」

遊佐町 第46回遊佐町芸術祭

町の芸術文化協会に参加している団体の日常の活動成果
10月8日～
を発表し、町民の芸術文化に対する理解と関心を高め、芸
遊佐町生涯学習センター他
12月12日
術文化の振興を図る。

鶴岡市 あさひ産業文化まつり

朝日地域の児童・生徒・住民による作品展示や芸能発表を 10月28日
朝日中央コミュニティセンター他
行い、農林・商工業関係のおまつり広場を開催します。
～11月3日

鶴岡市 温海文化祭

温海地域の保育園児から高齢者まで幅広い年代による絵
画、書道、手芸及び陶芸等の展示並びに合唱及び演奏等
の発表

10月27日
鶴岡市温海ふれあいセンター
～11月3日

あさひ産業文化まつり実
行委員会

酒田市民俗芸能保存会・
酒田市・酒田市教育委員
会
遊佐町生涯学習セン
ター・遊佐町芸術文化協
会共催

無料

無料

酒田市教育委員会社会
教育文化課
0234-24-2994
酒田市教育委員会社会
教育文化課
0234-24-2994
遊佐町教育委員会教育
http:www.town.yuza.yama
課社会教育係 0234-72gata.jp
2236

