やまがた教育月間（１１月）期間中の行事
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

山形市 第５０回芭蕉忌俳句大会

俳句の普及と振興をはかるため、山寺の地で芭蕉を偲び句会を開催します。

10月27日 山寺芭蕉記念館

公益財団法人山形市文化振興事
業団、山形県俳人協会

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 第５回おもしろ実験教室

小学校３年生～中学生までの全８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５回は「身近なものを使って電池を
作ってみよう」をテーマに市理科センターで化学電池づくりの実験を行います。

11月8日

第６８回山形市中学校生徒理科研究発
山形市
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
山形市総合学習 山形市理科教育センター，山形市
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
11月20日 センター，霞城公 中学校教育研究会理科部会，山形
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
民館
市中学校文化連盟科学専門部
実施しています。

第６８回山形市小学校児童理科研究発
山形市
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
山形市立第九小 山形市理科教育センター，山形市
11月20日
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
学校
小学校長会
表会です。

山形市 第２回親子科学遊び教室

小学校１～３年生向けの親子で行う年５回行う科学教室です。第２回のテーマは
山形市霞城公民 山形市理科教育センター，山形市
「空気で遊ぼう」です。空気によっておこる様々な現象の観察や空気砲の作成など 11月30日
館
総合学習センター，霞城公民館
を行います。

山形市 夜の図書館を楽しもう

東北芸工大コミュニティデザイン学科がプロデュースする開館40周年を記念した図
山形市南部公民
書館の誕生会。バースデーケーキのオブジェ作製や、図書館の地下書庫などに眠 10月24日
山形市立図書館
館
るお宝資料の発掘などを行います。

山形市 山形市小学校吹奏楽発表会

市内小学校吹奏楽団が一同に会して演奏を披露し合います。

10月30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 第49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3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

山形市 絵本作家つちだよしはるワークショップ

絵本作家つちだよしはる氏によるワークショップとサイン会を行います。

11月9日

山形市 山形気候講演会（仮）

無料

山形地方気象台、山形県

備考

http://yamadera-basho.jp

山形市理科教育センター
http://www.ymgt.ed.jp/rikacenter/YA
MAGATARISE.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

無料

山形市理科教育センター
http://www.ymgt.ed.jp/rikacenter/YA
MAGATARISE.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

無料

山形市理科教育センター
http://www.ymgt.ed.jp/rikacenter/YA
MAGATARISE.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

山形市理科教育センター
http://www.ymgt.ed.jp/rikacenter/YA
MAGATARISE.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

無料

山形市南部公民
山形市立図書館
館

地球温暖化の仕組みや現状、将来の予測、地域における影響や対策等について
山形市民会館
知識を深め、関心を持っていただくことを目的に開催し、県民の皆様に地球温暖化 11月19日
小ホール
とその対策についてわかりやすく解説します。

問合せ先

http://yamadera-basho.jp

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

子どもたちのよりよい生活習慣や望ましい食習慣、体験活動の重要性について親
山形県高度技術
子どもの生活リズム向上山形県フォーラ が学ぶ機会を設けるとともに、学校・家庭・地域が一体となって子どもたちを見守り
山形市
11月9日 開発センター多 山形県教育委員会
ム
育てようとする気運を一層高めていくために、生活習慣と子供の脳の発達につい
目的ホール
て講演を行います。

ＵＲＬ

山形市立図書館ホームページアドレス 山形市立図書館
http://lib.city.yamagata.yamagata.jp/ FAX624-0823

学校教育課
023-641-1212

https://www.shanshanshan.jp

山形市民会館
023-642-3121

山形市立図書館ホームページアドレス 山形市立図書館
http://lib.city.yamagata.yamagata.jp/ FAX624-0823

無料

無料

TEL624-0822

TEL624-0822

文化財・生涯学習課生涯学習振興
https://www.pref.yamagata.jp/ou/kyoik
室
u/700015/shakai-shogai/
023-630-2872

環境エネルギー部環境企画課
023-630-2336

やまがた教育月間（１１月）期間中の行事
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

問合せ先

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20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
023-641-1212

山形市 市中生徒活動発表会

生徒会に関する生徒の活動を発表します。

11月20日 江南公民館

山形市教育研究会特別活動部会
山形市教育委員会

無料

学校教育課
023-641-1213

山形市 郷土yamagataふるさと探究コンテスト

小学生・中学生・高校生が、地域の人とのつながり、地域のよさを学び、地域の魅
山形県立山形東
力を発表することを通じて私たちの郷土である「山形県」についてのたくさんの魅
11月23日
山形県教育委員会
高等学校
力を発見することを目的としたコンテストを開催します。

山形市 公文書館普及セミナー

公文書館及び公文書館機能の普及等に係るセミナーを行います。

山形市 第52回山形市民美術展

山形県美術連盟山形地区、山形市
山形市民（高校生以上）が創作した未発表の日本画、洋画、彫刻、工芸、デザイン 10月21日 山形県芸文美術
民会館管理運営共同事業体、山形
部門の作品を展示し、優秀作品を表彰します。
～27日 館
市

山形市

第63回山形市民合同音楽祭（小・中学校
市内の小中学生の合唱や吹奏楽の演奏を行います。
の部）

11月26日 文翔館

10月24日
山形市民会館
～26日

全国歴史資料保存利用機関連絡
協議会

山形市・山形市民会館管理運営共
同事業体

令和元年やまがた環境展実行委員会（山形県、
一般社団法人山形県産業資源循環協会、特定非
営利活動法人山形県自動車公益センター、山形
県環境保全協議会、山形県商工会議所連合会、
山形県消費生活団体連絡協議会）

無料

https://www.pref.yamagata.jp/ou/kyoik
山形県教育庁総務課企画調整担当
u/700001/kyoudoyamagatafurusatotan
023-630-2693
kyuucontest/

山形県学事文書課
ＴｅＬ023-630-3403

無料

詳細確定後にホーム
ページ等で公表予定

無料

https://www.shanshanshan.jp

山形市民会館
023-642-3121

無料

https://www.shanshanshan.jp

山形市民会館
023-642-3121

無料

山形県
【令和元年やまがた環境展HP】
環境エネルギー部
http://www.pref.yamagata.jp/ou/kanky
循環型社会推進課
oenergy/050010/reiwagannenkankyote
リサイクル・環境産業担当
n/reiwagannenkankyoten.html
023-630-2302

山形市 令和元年やまがた環境展

循環型社会及び低炭素社会の形成を目的として、環境関連の事業者・団体・行政
山形国際交流プラザ
10月26日、
等が、地球温暖化対策や自然との共生、３Ｒなど環境情報や環境技術、各種環境 10月27日 「山形ビッグウイン
グ」
製品等の情報発信を行います。

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の設置を行います。

10月27日
～11月9 山形市立図書館 山形市立図書館
日

無料

山形市立図書館ホームページアドレス 山形市立図書館
http://lib.city.yamagata.yamagata.jp/ FAX624-0823

山形市 第47回やまがた文学祭

やまがた文学祭（俳句部門）、講演会、冊子の発行を行います。

11月15日
山形市民会館
～16日

無料

https://www.shanshanshan.jp

山形市 子ども造形展

11月22日
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
山形県芸文美術 山形市教育研究会
～11月27
います。
館
山形市教育委員会
日

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2日
～11月8 山形市役所
日

山形市 舞台芸術セミナー 朗読講座

プロの俳優・演劇トレーナーを講師に迎え、文学作品を朗読します。

11月9日
山形市民会館
～10日

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

備考

山形市民会館
023-642-3121

無料

学校教育課
023-641-1212

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・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

TEL624-0822

やまがた教育月間（１１月）期間中の行事
市区町村

山形市

行事名

行事の概要

企画展「山寺と紅花 Ⅴ －立石寺の歴史 紅花交易の中で隆盛を極めた城下町山形と山寺との関係に焦点をあてて、立石
と山形－」
寺の歴史文化を紹介する。

開催日程

会場

主催機関名

料金

ＵＲＬ

問合せ先

９月5日～
公益財団法人山形市文化振興事
山寺芭蕉記念館
12月2日
業団

http://yamadera-basho.jp

無料

山形市郷土館
HP(http://www.city.yamagatayamagata.lg.jp/kakuka/kyoiku/shakai/s
ogo/yamagatasikyoudokan.html)

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

備考

11月３日（文化の日）
無料

山形市郷土館企画展
山形市
「山形市のこれまでとこれから」

市制施行130周年を迎えた山形市の市制施行以降の歴史に焦点を当て、古写真
等を展示する企画展を開催します。

9月21日
～11月24 山形市郷土館
日

天童市 第１２回ヌマリンピック

古代７種競技を行う大会等を行います。

10月13日 西沼田遺跡公園 西沼田サポーターズ・ネットワーク

無料

http://www.nishinumata.or.jp/

天童市西沼田遺跡公園
023-654-7360

天童市 西沼田いにしえの夕べ

復元住居のライトアップ・ミニコンサートを行います

11月3日 西沼田遺跡公園 西沼田サポーターズ・ネットワーク

無料

http://www.nishinumata.or.jp/

天童市西沼田遺跡公園
023-654-7360

11月23日 市民プラザ

無料

天童市

天童市教育の日・天童市生涯学習フェス 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
ティバル2019
のような活動を実施していくべきかを学習します。（表彰、講演等）

山形市教育委員会

天童市・天童市教育委員会

天童市 歌川広重 東海道五十三次展

歌川広重の代表作《東海道五拾三次》のうち、爆発的な人気を博した保永堂版と
10月12日
丸清版、そして大正時代と現代の写真を揃えて展示します。保永堂版、丸清版の
～11月17 天童市美術館
構図や色、人物の動きの違いを比較していただくとともに、広重の細やかな人物描
日
写や豊かな構成力、彫師、摺師の卓越した技をご覧ください。

天童市 第56回天童市民芸術祭

10月1日
天童市芸術文化協会の加盟団体が中心となり、市民等の作品展示やステージ発
～3月31
表等を行います。
日

天童の起源に迫るＰａｒｔ３
天童市
「歌姫、佐藤千夜子の世界」

天童織田の里歴
9月18日
天童市・（指定管理者）公益財団法
天童出身の歌姫、佐藤千夜子の企画展を行います。晩年を共に生きたＹ氏の手記
史館（天童市立
～12月15
人天童市文化・スポーツ振興事業
や愛用の聖書を展示し、懐かしい歌声と共に千夜子の素顔に迫ります。
旧東村山郡役所
日
団
資料館）

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

天童市市民プラ
ザ、天童市市民 天童市、天童市芸術文化協会
文化会館等

天童市生涯学習課
内線833

023-654-1111

http://tendocity-museum.jp/

天童市美術館
023-654-6300

http://www.city.tendo.yamagata.jp/

天童市市民部文化スポーツ課
023-654-1111（内線262）

https://tendo-gunyakusyo.jp/

天童織田の里歴史館（天童市立旧東
村山郡役所資料館）
023-653-0631

一部有料の催物有り。

やまがた教育月間（１１月）期間中の行事
市区町村

行事名

行事の概要

開催日程

寒河江市 幼児演劇教室

市内の保育所や幼稚園児などを対象に、ミュージカル「ピノッキオの冒険」の公演
を実施する。

10月18日

寒河江市 人形劇団クスクス人形劇公演

市内の保育所、幼稚園、一般親子を対象に人形劇団クスクスにより午前・午
寒河江市立図書
10月31日
寒河江市教育委員会
後の2回公演します。
館

無料

寒河江市立図書館
0237－86－1662

寒河江市 郷間正観書画作品展

開館１１周年及び令和改元記念企画として、名誉館長である郷間正観画伯の作品を
展示します。

10月10日
寒河江市美術館 寒河江市教育委員会
～22日

無料

寒河江市文化センター
0237-86-5111

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及び舞台や合唱などのステージ発表などを実施しま
す。

10月26日
寒河江市文化セ 寒河江市芸術文化協議会
～11月3
ンター
日

無料

寒河江市文化センター
0237-86-5111

寒河江市 慈恩寺絵画コンクール

県内外から『慈恩寺』をテーマにした絵画作品を募集し、展示します。

11月14日
寒河江市美術館 寒河江市教育委員会
～29日

無料

寒河江市文化センター
0237-86-5111

寒河江市 研精会書作展

市内で書道を学ぶ団体による書作品を展示する。

11月5日
寒河江市美術館 寒河江市教育委員会
～10日

無料

寒河江市文化センター
0237-86-5111

広く生涯学習に関する活動を実践する場を提供することにより、生涯学習への意
令和元年度東根市生涯学習フェスティバ 欲を高めるとともに、学習活動への参加を促進し、生涯学習の一層の振興を図る
東根市
ル
ことを目的に開催している。当日は、生涯学習関連のステージ発表や展示、生涯
スポーツ体験広場など、様々なプログラムを展開します。

会場

主催機関名

料金

寒河江市文化セ
寒河江市教育委員会
ンター

ＵＲＬ

問合せ先

寒河江市文化センター
0237-86-5111

無料

東根市教育委員会生涯学習課生涯
https://www.city.higashine.yamagata.jp 学習係
0237-42-1111(代)

青少年育成においては、青少年の生活・活動の舞台である家庭をはじめ、学校・
職場・地域等において、市民一人ひとりが互いに力を合わせ、青少年を見守り、育
さくらんぼタントク 東根市青少年育成市民会議、東根
てていくことが重要であり、地域社会問題を見つめ直し、地域教育力の向上や今 11月16日
ルセンター
市、東根市教育委員会
後の青少年健全育成活動へとつなげていくことを目的に開催しています。今年度
はイチロー選手の元専属打撃投手、奥村幸治氏の講演会を予定してます。

無料

東根市教育委員会生涯学習課生涯
https://www.city.higashine.yamagata.jp 学習係
0237-42-1111(代)

東根市 第３０回大ケヤキ全国書道絵画展

東根市のシンボルであり、国指定特別天然記念物である「東根の大ケヤキ」を全
国に広く周知するとともに、平成元年に建立された「大筆塚」のもとで、全国各地で
10月18日
東根市、東根市教育委員会、東根
筆を使った芸術文化活動に携わっている人々の交流を図り、生涯学習の実践と芸
東根市民体育館
～22日
市芸術文化協会
術文化の振興に寄与するため開催しています。全国から３万点以上の書や絵画
の応募があります。

無料

東根市教育委員会生涯学習課文化
https://www.city.higashine.yamagata.jp 振興係
0237-42-1111(代)

東根市 第５５回東根市総合文化祭

さくらんぼたんト
優れた芸術文化活動の成果を広く市民に公開し、芸術文化に対する理解と関心を 10月26日
ルクセンター、ま 東根市、東根市教育委員会、東根
深めるとともに、文化団体の活動を推進し、東根市の芸術文化の振興を図るた
～11月4
なびあテラス、東 市中央公民館
め、市内３会場で開催します。
日
の杜

無料

東根市教育委員会生涯学習課文化
https://www.city.higashine.yamagata.jp 振興係
0237-42-1111(代)

東根市

第４ ２ 回東根市青少年育成市民大会
青少年健全育成を考える市民のつどい

さくらんぼたんト
11月10日
ルクセンター

東根市、東根市教育委員会

備考

800円

やまがた教育月間（１１月）期間中の行事
市区町村

行事名

東根市 第４３回東根市総合書道展

行事の概要

開催日程

会場

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。
さらに、優れた実績をもつ市内在住書家の作品を、広く市民の鑑賞に供すること
11月22日
まなびあテラス
で、市民の書作研鑽の意欲を高め、本市書道文化の更なる振興を図るため開催
～24日
します。

無料

東根市教育委員会生涯学習課文化
https://www.city.higashine.yamagata.jp 振興係
0237-42-1111(代)

http://www.manabiaterrace.jp

まなびあテラス

http://www.manabiaterrace.jp

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

元吉本クリエイティブエージェンシー専務取締役の竹中功氏による講演会を開催し
11月25日 中央公民館
ます。

Taiken堂実行委員会及び山辺町

Taiken堂Webサイト
http://www.taiken-do.net

山辺町教育委員会
023-664-6033

落語会を開催します。

Taiken堂実行委員会及び山辺町

Taiken堂Webサイト
http://www.taiken-do.net

山辺町教育委員会
023-664-6033

東根市 １００％ＯＲＡＮＧＥの仕事展

イラストレーター「１００％ＯＲＡＮＧＥ」の絵本原画展。新作イラストの展示も行いま
す。

8月24日
～11月4 まなびあテラス
日

美術家「深堀隆介」のアクリル樹脂による金魚作品、約１８０点を展示します。

9月7日～
まなびあテラス
10月20日

やまのべ・みんなのセミナーTaiken堂
山辺町 「山崎邦正から月亭方正へ」 ～落語の
力～

問合せ先

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

写真家兼映画監督「大西暢夫」の写真絵本の作品による写真展を行います。

やまのべ・みんなのセミナーTaiken堂
講演会・竹中功氏 日本一の「謝罪力」

ＵＲＬ

http://www.manabiaterrace.jp

東根市 大西暢夫写真展

山辺町

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

料金

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

11月9日
～12月26 まなびあテラス
日

東根市 金魚絵師 深堀隆介展

主催機関名

まなびあテラス

無料

無料

山辺町ふるさと
資料館

山辺町ふるさと資料館

山辺町ふるさと資料館
023-667-6033

山辺町 生誕150周年記念 安達峰一郎 特別展 町の偉人である安達峰一郎博士の生誕150周年を記念して、特別展を行います。

10月1日
山辺町ふるさと
～11月30
資料館
日

山辺町ふるさと資料館

山辺町ふるさと資料館
023-667-6033

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月下旬

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24日
～10月27 中央公民館
日

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。

山辺町

ふるさと資料館・町指定文化財紅花染め 町指定文化財であり、日本遺産の構成文化財でもある紅花染め衣装の展示会を
衣装の展示
行います。

10月25日 中央公民館

まなびあテラス

11月10日

11月中

作谷沢ふれあい 作谷沢地区文化祭実行委員会
自然館
作谷沢地区文化団体協議会

相模公民館

無料

作谷沢公民館
023‐666‐2121

山辺町文化団体協議会

無料

山辺町教育委員会
023-664-6033

相模地区文化祭実行委員会

無料

相模公民館
023‐664‐5663

備考

やまがた教育月間（１１月）期間中の行事
市区町村

行事名

山辺町 近江地区文化祭

行事の概要

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。

開催日程

11月中

会場

近江公民館

主催機関名

近江地区文化祭実行委員会

料金

ＵＲＬ

問合せ先

無料

近江公民館
023‐664‐7895

令和元年度朝日町青少年健全育成町民
朝日町
町内の青少年の健全育成に係る公演を開催します。
大会

朝日町
朝日町エコミュー
朝日町教育委員会
11月29日 ジアムセンター
朝日町青少年育成町民会議
（創遊館）
あさひ教育の日推進委員会

無料

朝日町教育委員会教育文化課生涯
学習係
0237-67-2118

朝日町 第５５回朝日町芸術文化祭

芸術文化協議会会員の発表・展示等を行います。

朝日町エコミュー
ジアムセンター
（創遊館）
朝日町芸術文化協議会
11月3日
朝日町西部公民
～4日
館
朝日町教育委員会
朝日町北部公民
館

無料

朝日町教育委員会教育文化課生涯
学習係
0237-67-2118

村山市 むらやま教育の集い

11月19日の「むらやま教育の日」のシンボル事業として市民に教育について考え
てもらう催しとして開催します。市内小中学校や教育関係団体等が活動内容をＰＲ
する展示やさまざまな発表をおこないます。また、村山市青少年育成市民会議が 11月16日 甑葉プラザ
主催し、学校家庭地域の連携により村山市を明るくするために子どもから大人ま
で一緒に話し合うワークショップを実施します。

むらやま教育の日実行員会
村山市教育委員会
村山市青少年育成市民会議

無料

村山市教育委員会
0237-55-2111

村山市 村山市芸術祭

市内で生涯学習活動をおこなっている芸術・文化関係団体による展示やステージ
発表を11月を中心に実施する。

11月

村山市教育委員会
村山市芸術文化協議会

新庄市 第３６回農大祭

山形県立農林大学校で学ぶ学生の日頃の学習成果や活動状況を広く県民に紹
介するとともに、学生が生産した農産物等の販売等を行います。

11月2日

新庄市の次代を担う子どもたちの人間性や社会性を豊かに育んでいくことを目的
とした行事で、子どもたちによるステージ発表や様々な活動を楽しめる体験ブース
の設置等を展開しています。

11月9日 新庄市民プラザ 新庄市教育委員会

新庄市 新庄市芸術祭

演劇・美術・写真・音楽・口承文芸の部門ごとに約３か月にわたり様々な展示や舞
台を開催します。

9月～12 新庄市民文化会 新庄市芸術文化協会、新庄市教育
月
館等
委員会

長井市 こどものまち

子どもがつくる、子どものためのまちで、仕事をして給料をもらい、買い物や遊びを
長井市旧長井小 旧長井小学校第一校舎指定管理
楽しむ活動を通して、社会や経済の仕組み及びまちの基盤づくりについて学ぶこ 11月10日
学校第一校舎
者（アクティオ株式会社）
とを目的に開催するものです。

新庄市

新庄市教育の日「コスモスデー」記念行
事

村山市民会館

山形県立農林大
山形県立農林大学校
学校

村山市教育委員会
0237-55-2111

無料

無料

【山形県立農林大学校HP】
http://ynodai.ac.jp/

山形県立農林大学校
0233-22-1527

新庄市教育委員会学校教育課
0233-23-5003

新庄市教育委員会社会教育課
0233-23-5005

旧長井小学校第一校舎
（TEL0238-87-1802）

備考

やまがた教育月間（１１月）期間中の行事
市区町村

行事名

行事の概要

開催日程

会場

主催機関名

長井市 「長井の心」を育む少年活動発表会

学校や地域の中でさまざまな活動に参加している青少年（市内小中高校生）が、
活動内容や自分の考えについて発表します。青少年が互いに刺激し合い、今後の
置賜生涯学習プ 長井市まちづくり青少年育成市民
11月16日
校内活動や地域活動、まちづくりなどへの関心を高め、多くの市民に青少年の健
ラザ
会議
全育成に関する理解を深めてもらうことを目的としています。

南陽市 南陽こども芸術祭

市内で活動する子どもたちによる文化芸能のステージ発表を行います。

11月10日

南陽市 南陽市芸術祭

南陽市芸術文化協会の会員による舞台発表や、絵画、書道、写真、拓本、陶芸、
伝統工芸、パッチワーク、アメリカンフラワーの展示を行います。

10月20日 シェルターなんよ
南陽市芸術文化協会
～27日 うホール

川西町 川西町芸術鑑賞会（小学生の部）

町内の小学生を対象に芸術文化に親しむ機会を設けることを目的とした鑑賞会で
す。

10月8日

川西町 演劇「月夜のファウスト」公演

長野県芸術監督団事業として2018年にスタートした地域の実行委員会と協働で作
川西町フレンド
り上げる「トランクシアター・プロジェクト」の第二弾の公演です。俳優の串田和美が 10月10日
リープラザ
脚本・演出を手がける新作です。

川西町 川西中学校吹奏楽部 定期演奏会

川西町立川西中学校吹奏楽部による令和元年度の定期演奏会です。

10月13日

川西町フレンド
リープラザ

川西中学校

川西町 第6回 置賜の民謡全国大会

平成25年より県民謡置賜連合会が中心となり実行委員会を組織し、置賜3市5町
にある民謡9曲の中から1曲を挑戦者が披露する全国大会です。

10月20日

川西町フレンド
リープラザ

置賜の民謡 全国大会実行委員会

川西町 川西町町民福祉大会

福祉関係者はじめ多くの町民が一堂に会し、その地域福祉活動を実践することを
川西町フレンド
誓い合い、いきいきとして暮らせる心豊かな地域共生社会の実現を目指す大会で 10月27日
リープラザ
す。

川西町 川西中学校 合唱祭

川西町立川西中学校全校生徒による令和元年度の合唱コンクールです。

10月29日

川西町 川西町芸術文化祭

町民の芸術文化に対する理解と意識の高揚を図り、心触れ合う文化のまちづくり
に寄与するため、芸術文化協会会員の加盟団体が一堂に会し、日頃の芸術文化
活動の成果をステージ部門と展示部門に分かれ発表します。

11月3日

シェルターなんよ
南陽市芸術文化協会
うホール

川西町フレンド
リープラザ

料金

ＵＲＬ

問合せ先

無料

長井市教育委員会文化生涯学習課
（TEL0238-84-7677）

無料

南陽市教育委員会社会教育課
0238-40-8996

南陽市教育委員会社会教育課
0238-40-8996

川西町 生涯学習課
0238-44-2843

川西町

https://www.kawanishifplaza.com/theater/event/entry140.html

川西町フレンドリープラザ

無料

川西町フレンドリープラザ 0238-463311

川西中学校
0238-42-3155

置賜の民謡全国大会実行委員会事
務局
0238-87-1677

社会福祉法人川西町社会福祉協
議会

無料

社会福祉法人川西町社会福祉協議
会
0238-46-3040

川西町フレンド
リープラザ

川西中学校

無料

川西中学校
0238-42-3155

川西町フレンド
リープラザ

川西町芸術文化協会

川西町芸術文化協会
0238-46-3311

備考

やまがた教育月間（１１月）期間中の行事
市区町村

行事の概要

開催日程

川西町 第26回 川西町音楽見本市

川西町内の音楽愛好団体が集まり、様々なジャンルの音楽を奏でる演奏会です。

11月9日

川西町フレンド
リープラザ

川西町音楽連盟

川西町 井上ひさし研究会 講演会

今年四月に設立された井上ひさし研究会の講演会を開催します。講師は米沢女
子短期大学教授の馬場重行氏です。

11月10日

川西町フレンド
リープラザ

井上ひさし研究会

https://www.kawanishifplaza.com/book/study-group.html

井上ひさし研究会
0238-46-3311

プラザの座楽 vol.5 「父・寒河江善秋の
川西町 こと、
わが青春の青年海外協力隊のこと」

大人の「学び・遊び・歓び」体験講座シリーズ「プラザの座楽」第５回目で、川西町
出身の社会活動家・寒河江善秋の子息寒河江亮氏を迎え講演会を開催します。

11月16日

川西町フレンド
リープラザ

川西町フレンドリープラザ

https://www.kawanishi-fplaza.com

川西町フレンドリープラザ 0238-463311

11月17日

川西町フレンド
リープラザ

三門三都凰舞踊会

11月24日

川西町フレンド
リープラザ

劇団菜の花座

川西町

行事名

三門三都凰舞踊会第15周年記念発表会
三門三都凰舞踊会による発表会を開催します。
チャリティーショー

会場

主催機関名

川西町 劇団菜の花座 第44回定期公演

川西町を拠点に活動する劇団「菜の花座」による定期公演です。

最上町 第51回最上町総合芸術文化祭

町内における芸術文化のさらなる振興を促すため、最上町芸術文化団体協議 10月20日
最上町立中央公
会加盟団体及び一般町民による芸術文化活動の発表の場、または鑑賞の場と
～
最上町芸術文化団体協議会
民館
して例年開催している行事です。
10月27日

大蔵村 むかしむかし大蔵村写真展

令和元年に大蔵村が村制施行130周年を迎えたのを記念し、村内外から募集した
村の当時の様子を振り返る写真展示します。

舟形町 舟形町芸能フェスティバル

舟形町芸文協加盟団体による芸能発表を行います。

11月3日

鮭川村 鮭川小学校学習発表会

各学年ごとに合唱や合奏、また、地域の伝統文化学習を披露する。

10月26日 鮭川小学校

鮭川村 鮭川中学校文化祭

各学年の合唱コンクールや吹奏楽部による演奏等、日頃の練習の成果を披露し
ます。

10月26日 鮭川中学校

鮭川村 第38回鮭川村総合芸術祭

米沢市

山形県立保健医療大学公開講座
「考えよう！健康と福祉」

料金

ＵＲＬ

無料

無料

問合せ先

備考

川西町音楽連盟

三門三都凰舞踊会

劇団菜の花座

【事務局】
最上町教育委員会
℡：0233-43-2350

文化芸術係

大蔵村中央公民
大蔵村教育委員会
館

無料

大蔵村教育委員会
0233-75-2323

舟形町中央公民
舟形町芸術文化協会、町
館

無料

舟形町教育委員会
0233-32-2246

鮭川小学校

無料

鮭川小学校
FAX：55-2607

鮭川中学校

無料

鮭川中学校
3090

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、
鮭川村農村交流
各団体の文化活動への意識向上と、村全体の生涯学習及び文化レベルの上昇を 11月3日
鮭川村文化団体連合会
センター
図ります。

無料

鮭川村教育委員会教育課生涯学習
係
TEL：55-3051
FAX：55-3053

保健・医療・福祉の視点から県立大学の教育的機能及び研究成果を広く還元する
山形県立米沢栄 山形県立保健医療大学
10月26日
ため、県内4地域で開催している県民向け公開講座です。
養大学
・山形県立米沢栄養大学

無料

10月

TEL：55-2607

TEL：55FAX：55-3090

【大学ＨＰ】
山形県立保健医療大学
https://www.yachts.ac.jp/chiikirenkei/ 附属図書館
chiikirenkei.html
023-686-6671

やまがた教育月間（１１月）期間中の行事
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

問合せ先

無料

【市立米沢図書館HP】
市立米沢図書館
http://www.library.yonezawa.yamagata.
0238-26-3010
jp

備考

米沢市 読書週間図書館フェア

読書週間に合わせて開催し、「バックヤードツアー」や「雑誌リサイクル市」などを
10月5日
通して図書館に親しんでもらい、また読書の楽しみに触れてもらうことを目的として ～11月10 市立米沢図書館 市立米沢図書館
います。
日

米沢市 第34回ふるさと歴史講座

ふるさと米沢に関わる歴史について学ぶ講座です。今回は、初入部250年を迎え
る上杉鷹山をテーマに開催します。

10月8
日,15日,22 市立米沢図書館 市立米沢図書館
日

【市立米沢図書館HP】
市立米沢図書館
http://www.library.yonezawa.yamagata.
0238-26-3010
jp

要事前申込
料金500円

米沢市 第30回古典文学講座

米沢図書館所蔵の古典籍を題材に、古典に親しんでもらう講座です。

11月16
日,23日,30 市立米沢図書館 市立米沢図書館
日

【市立米沢図書館HP】
市立米沢図書館
http://www.library.yonezawa.yamagata.
0238-26-3010
jp

要事前申込
料金500円

前期：9月
21日～10
月20日 米沢市上杉博物
米沢市上杉博物館
後期：10 館
月26日～
11月24日

【米沢市上杉博物館HP】
http://www.denkoku-nomori.yonezawa.yamagata.jp

米沢市上杉博物館特別展「上杉家 武家 武家文書の最高峰である上杉家文書と代表的な公家文書の特色を紹介し、文書
米沢市
の文化 公家の文化」
の魅力に迫る特別展を開催します。

小国町 古田歌舞伎定期公演

江戸時代末頃から古田地区に代々伝承される古田歌舞伎を、地区住民が一丸と
なって作りあげた公演会を開催します。
演目：①寿三番叟、②弁天娘女男白浪 稲瀬川勢揃いの場 白浪五人男、③一の
谷嫩軍記 二段目 陣門・組討の場、④傾城阿波の鳴門 どんどろ大師の場

10月26日

小国町立小国小
古田歌舞伎保存会
学校 体育館

小国町 文化の日表彰式典

文化功労者の顕彰等、教育・文化等に関する功績を顕彰します。

11月3日

おぐに開発総合
小国町
センター 集会室

11月9日

おぐに開発総合 小国町
センター 集会室 小国町教育委員会

北京オリンピック４×１００ｍリレー銀メダリストの朝原宣治氏を招いて講演いただ
令和元年度白い森生涯学習講座（兼）ス
小国町
き、来年度開催される東京オリンピックの気運醸成を図るとともに、町民の教養等
ポーツ講演会
を高め、スポーツ文化にふれる機会を提供します。

小国町 白い森おぐに 教育フォーラム ２０１９

保小中高一貫教育構想の説明と町内保育園、町立小中学校、県立高校生による
おぐに開発総合 白い森おぐに保小中高一貫教育推
11月25日
学習成果発表等と行います。
センター 集会室 進協議会

小国町 令和元年度 白い森芸術祭

文化活動の発表、共演、交流する場を提供するとともに、優れた芸術の鑑賞の機
会を提供します。
行事件数：２１件（上記２件を含む）
「小国 白い森芸術祭」で検索予定（小国町ホームページ）

9月22日
おぐに開発総合
～
白い森芸術祭実行委員会
センター ほか
12月16日

市内の各小学校に読書感想文コンクールの実施及び
作品募集を呼びかけ、特に優れた作品出品者を表彰します。

10月20日

鶴岡市 感性教育講演会

豊かな感性を育み情操を磨くため、朝日地域の中学生をはじめ住民を対象とした
講演会を開催します。

11月1日 朝日中学校

鶴岡市 第３０回 ふじしま音楽祭

園児から高齢者まで幅広い参加者による合唱・吹奏楽など手作りの音楽会を行い
藤島地区地域活 ふじしま文化フェスティバル実行委
11月2日
ます。
動センター
員会

鶴岡市

令和元年度鶴岡市読書週間記念
児童読書感想文コンクール表彰式

鶴岡市立図書館
鶴岡市教育委員会
講座室

鶴岡市

米沢市上杉博物館
0238-26-8001

小国町教育委員会
教育振興課
生涯学習担当

無料

小国町役場総務課
行政管理担当主査

無料

小国町教育委員会
教育振興課 生涯学習担当

無料

小国町教育委員会
教育振興課 学校教育専門員

小国町教育委員会
教育振興課
生涯学習担当

無料

http://lib.city.tsuruoka.yamagat 鶴岡市立図書館
a.jp/
0235-25-2525

無料

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

鶴岡市朝日庁舎
総務企画課
TEL 0235-53-2111

無料

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

鶴岡市藤島庁舎
総務企画課
TEL 0235-64-5813

一部要事前申込

入館料
一般：620円
高大生：400円
小中生：250円

やまがた教育月間（１１月）期間中の行事
市区町村

行事名

行事の概要

開催日程

会場

主催機関名

鶴岡市 第４８回 藤島芸術文化祭

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を行います。

10月25日 藤島地区地域活 ふじしま文化フェスティバル実行委
～27日 動センター
員会

鶴岡市 第３６回 温海文化祭

温海地域住民による絵画・書道・手芸、陶芸等の展示及び演舞・演奏、パフォーマ
ンス等の発表を行います。

10月25日
温海ふれあいセ
～11月4
温海文化祭実行委員会
ンター
日

鶴岡市 あさひ産業文化まつり

10月27日
朝日地域の児童・生徒・住民による書道・絵画・写真・俳句等の作品展示や芸能発
朝日中央コミュニ
～11月4
あさひ産業文化まつり実行委員会
表、農林・商工業関係のおまつり広場を開催します。
ティセンターほか
日

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

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、書道、手芸、陶芸等の展 11月2日 羽黒コミュニティ
羽黒芸術文化祭実行委員会
示及び合唱・踊り・演奏等発表します。
～4日 センター他

鶴岡市 第１４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文化団体の展示及び ９月～１２
特定非営利活動法人鶴岡市芸術
市内公共施設等
公演。４１公演、５０団体が参加します。
月
文化協会、鶴岡市教育委員会

11月1日
～
櫛引生涯学習
11月4日 センター
・17日

くしびき文化祭実行委員会

料金

ＵＲＬ

問合せ先

無料

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

鶴岡市藤島庁舎
総務企画課
TEL 0235-64-5813

無料

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

鶴岡市温海庁舎
総務企画課
TEL 0235-43-4611

展示部門:10/25～
11/4
公演（パフォーマンス）
発表:11/3

無料

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

鶴岡市朝日庁舎
総務企画課
TEL 0235-53-2111

展示部門:10/27～
11/4
芸能発表・おまつり広
場:11/3

鶴岡市櫛引生涯学習センター
TEL 0235-57-5670

展示部門:11/1～11/4
公演（ステージ）
発表:11/１7

無料

無料

原画展
10月29日
本市出身の絵本作家つちだよしはる氏を講師に迎え、お絵かき等のワーク
子ども読書活動推進計画事業
～
ショップを行います。また、同氏の絵本の原画を数点お借りし、当館講座室
鶴岡市立図書館
鶴岡市 つちだよしはる絵本原画展及びワーク
11月10日
鶴岡市立図書館
で原画展を開催します。併せて、つちだよしはる作品の絵本を特別展示及び
講座室
ショップ
ワーク
貸出を行います。
ショップ
11月2日

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

鶴岡市羽黒庁舎
総務企画課
TEL 0235-26-8771

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

鶴岡市教育委員会
社会教育課
ＴＥＬ0235-57-4867

http://lib.city.tsuruoka.yamagat 鶴岡市立図書館
a.jp/
0235-25-2525

酒田市 酒田市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
酒田市教育委員会
伝承館

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

酒田市教育委員会社会教育文化課
℡0234-24-2994

酒田市 旧鐙屋茶道お手前体験

講師の指導の下、お茶を点てる体験をしていただきます。

11月3日 酒田市旧鐙屋

酒田市教育委員会

無料

酒田市教育委員会社会教育文化課
℡0234-24-2994

酒田市 阿部記念館無料開館

文化の日に合わせて無料開館します。

11月3日

酒田市阿部記念
酒田市教育委員会
館

無料

酒田市教育委員会社会教育文化課
℡0234-24-2994

備考

やまがた教育月間（１１月）期間中の行事
市区町村

行事名

行事の概要

開催日程

会場

料金

ＵＲＬ

問合せ先

酒田市 第50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。

酒田市民俗芸能保存会・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 生涯学習まつり２０１９

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 10月18日 酒田市総合文化 酒田市生涯学習まつり2019実行委
やかに開催します。
～20日 センター
員会

無料

酒田市教育委員会社会教育文化課
℡0234-24-2992

遊佐町 第60回遊佐町民俗芸能公演会

本町は、国指定無形民俗文化財の杉沢比山をはじめとする民俗芸能の宝庫とも
いわれ、民俗芸能公演会はこれらの民俗芸能の保存伝承や交流を目的に昭和35
遊佐町生涯学習
10月27日
年以来連綿として開催されてきました。今回は、「遊佐の小正月行事（アマハゲ）」
センターホール 遊佐町民俗芸能保存協議会・遊佐
10：00～
が「来訪神：仮面・仮装の神々」のひとつとして、昨年11月ユネスコの無形文化遺
（遊佐町遊佐字 町・遊佐町教育委員会
12：45
産に登録されたことを記念して、地元のアマハゲに加えて男鹿のナマハゲなど他
鶴田52－2）
県の来訪神行事団体も招へいして開催します。

11月10日

酒田市民会館
「希望ホール」

主催機関名

遊佐町教育委員会 文化係 0234－
72－5892

備考

