ワクワクするような
市の施設情報をお届け！

ワク！ナビ
置賜文化ホール
柔らかな音色で癒しのひとときを

AKASAKA 木管五重奏団

丸の内 1 丁目２- １（伝国の杜）☎ 26-2666
9 時～ 17 時（事務室受付）

リコーダーのイメージが覆る古楽器コンサート

チケット発売中

国際クラリネット協会から「40 年来
の偉才」と絶賛された日本クラリネッ
ト界の第一人者赤坂達三が、木管五重
奏の魅力をお届けします。
■日時／８月 19 日㈯ 13 時 30 分開演
■入 場料／全席指定一般 2,500 円、学生 1,000 円（当日
500 円増）※未就学児の入場不可、託児あり（有料、申込制）
■曲 目／ルネ王の暖炉（ミヨー）
、森の音楽家じゅんば
ん協奏曲、サウンド・オブ・ミュージック・セレクショ
ン（R. ロジャース）ほか
■プレイガイド／伝国の杜、大沼米沢店、こまつ書店堀
川町店、米沢楽器店、音楽アズム舘米沢店、チケ探
(http://ticketan.net)

米沢市上杉博物館

～イタリアとスペインのバロック音楽～

ヨーロッパで活躍する「レ・タンブ
ル」と、踊るようなリコーダー演奏が
特徴の「ハルモニア・レニス」による
バロック音楽コンサート。
■日時／ 11 月３日（金・祝）15 時開演
■入 場 料 ／ 全 席 自 由 一 般 1,500 円、 学 生 500 円（ 当 日
500 円増）※未就学児の入場不可、託児あり（有料、申込制）
■出演／水内謙一（リコーダー）、川久保洋子（ヴァイオリ
ン）、ミリアム・リニョル（ヴィオラ ･ ダ ･ ガンバ）、村
上暁美、ジュリアン・ウォルフス（チェンバロ＆オルガン）
■チケット／８月３日㈭発売 ※伝国の杜は９時発売
■プ レイガイド／伝国の杜、大沼米沢店、米沢楽器店、
音楽アズム舘米沢店、チケ探

丸の内１丁目２- １（伝国の杜）☎ 26-8001 ９時～ 17 時 ※入館は 16 時 30 分まで
休館日：７月 26 日㈬・８月 23 日㈬

ドールハウスへの招待Ⅱ～見て学ぶ
世界のドールハウス～ 大草原のローラ生誕 150 年記念
企画展

上杉文華館 謙信を生んだ一族・長尾氏「越中の攻略」
■期間／７月 27 日㈭～８月 22 日㈫
◎コレクショントーク（要入館料）
■日時／７月 30 日㈰ 14 時～ ※学芸員による展示解説

ワークショップ（体験学習室）
カラーハンティング～色をつかまえよう！～（募集中）
■日時／９月３日㈰ 10 時～ 12 時 ■参加費／ 500 円
■定員／小学生以上 20 人
※都合により７月 30 日㈰から日時変更になりました。
※９ 月３日㈰開催予定の「はじめての型絵染」は諸事情
により中止になりました。

プレイショップ（体験学習室）
８月

季節の行事

う ら ぼん え

盂蘭盆会

バチックあそび
作品イメージ

国内外の貴重なアンティー
クドールハウスを中心に、日本
の現代作家の作品とドールハ
ウス制作の工程を紹介。感性を
育み心の癒し効果など、老若 ニ ュ ル ン ベ ル ク・ キ ッ チ ン
（1800 年頃ドイツ）
男女が楽しめるアートとして
世界中で親しまれている、魅力あふれるドールハウスの
世界をお楽しみください。
■期間／７月 29 日㈯～９月 18 日（月・祝）
■入館料／一般 410 円、高大生 300 円、小中生 200 円
◎オープニングギャラリートーク（要入館料）
■日時／７月 29 日㈯ 14 時～
新美康明氏（箱根ドールハウス美術館館長）
◎翻訳家 谷口由美子氏「大草原のローラ物語：Pioneer
Girl」出版記念講演会（聴講無料）
■日時／９月２日㈯ 14 時～ ■会場／２階大会議室
■定員／ 110 人（申込不要）

米沢市児童会館

レ・タンブル＆ハルモニア・レニス 日本公演

■期間／７月 29 日㈯～８月 25 日㈮
ものづくり バチックあそび～クレヨン VS 水彩絵の具～
■期間／７月 29 日㈯～９月 21 日㈭
※７月 26 日㈬・28 日㈮、８月５日㈯・６日㈰・12 日㈯
はお休み

丸の内 1 丁目３-47 ☎ 23-0161 ９時 30 分～ 17 時 30 分
休館日：７月 18 日㈫・７月 24 日㈪・７月 31 日㈪・８月７日㈪・８月 14 日㈪

今月の講座
■日時／７月 29 日㈯ 15 時～ 16 時
■講座名／つくってあそぼう～からくりおもちゃ
『パタパタ』を作ってみよう～
■受付／当日（随時）■対象／どなたでも※参加無料
お楽しみ映画会
■日時／８月 11 日（金・祝）① 10 時～ ② 14 時～
■上映作品／ベイマックス ■観覧料／無料

プラネタリウム（土日・祝日）
■時間・内容／① 11 時～「星時間  夏～わし座神話～」
「米沢の
今夜８時の星空」
「七夕ものがたり」
② 14 時～「ほしのおもちゃばこ」
「米沢の今夜８時の星空」
■受付／投映開始の 30 分前から事務室で行います。
■対象／ 4 歳以上 ■観覧料／無料
■そ の他／平日（火～金）は団体投映（10 人以上）を行います。
事前にお申し込みください。
※７月 21 日㈮・23 日㈰、８月 11 日（金・祝）は投映を中止します。

29.7.15
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