
122019.12.15

広
告次世代住宅ポイント実施中  

21-6677 ☎ 
石附硝子株式会社 

期間限定。超お得な 

ここ すごく寒いんだ 
 僕の大好きな 
  場所なのに・・・ 

  パパなんとかして 

 そのブルブル、  

 断熱内窓 
プラマードＵ で 
  すぐに 
   解決さっ!! 

社会福祉法人米沢栄光の里 しょうがい者支援施設松風園
日常生活に支援・介護の必要な方々に生きがいを感じ、充実した生活を送っ
て頂くためにさまざまな活動を通して、ご利用者のご希望に添えられるよ
う、きめ細やかな支援を目指しております。
生活介護・ショートステイ・日中一時利用希望あれば
   　　　　　　　　　　　　　　　いつでもお問い合わせください。

〒992-1122 米沢市万世町梓山 5494-1
             電話 0238-28-7710　担当 名古屋・近

詳しくは　[ eikounosato.com  ] で検索

日時

申込締切 申込先 申込方法 その他問合せ

期間 時間 場所 内容 講師 対象 定員 費用 持ち物

コミュニティセンター
社会教育課社会教育担当　☎ 21-6111 

※居住する地区以外のコミセンも利用できます。

米沢市児童会館
丸の内 1 丁目 3-47　　☎ 23-0161　　９時 30 分～ 17 時

休館日 ： 12 月 16日㈪・23日㈪、12月 29日㈰～１月３日㈮、１月６日㈪・14日㈫

米沢市国際交流協会 （ＹＩＲＡ） 米沢市国際交流プラザ 「アーカス」 置賜総合文化センター 1 階　

☎ 33-9146　 yira@omn.ne.jp 　ホームページ／ www.yira-yonezawa.org

●プラネタリウム （土日 ・ 祝日）

���① 11 時〜（約 35 分間）② 14 時〜（約 35 分間） ４歳以上��� 無料
�①「まほうつかいリリィ　せいざをさがしに」「米沢の今夜８時の星空」の生解説

　��②「星時間�冬〜ふたご座神話〜」「米沢の今夜８時の星空」の生解説（高学年向け）
■�受付／投映開始の 30 分前から事務室で行います。

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。
　※ 1 月 13 日（月･祝）は「だんごの木飾りと紙しばい」のため、午後の投映は中止。

行事名 日時 内容 対象・定員 参加費 事前申込 申込・問合せ

雪下ろし講習会
1/15 ㈬
9 時〜 12 時

雪下ろしの時に屋根からの転落
を防ぐための実技講習。

どなたでも・
30 人

無料 12/16 ㈪〜

西部コミセン
☎ 22-5758親子で学ぼう！

かんたん初めてのプログ
ラミング教室

①1/18㈯②1/19㈰
①②ともに 10 時
〜 12 時、13 時〜
15 時開催

プログラム入門編！初めてでも
基礎から楽しく学べます。※①
②同内容・貸出用タブレット有

小学３〜６年
生の親子・各
回５組

無料 12/16 ㈪〜

男の料理〜おつまみ編〜
（アルコール付き）

1/24 ㈮ 15 時〜
カンタン・うまい・酒に合う
おつまみを作ります。

男性・10 人 1,500 円
1/19 ㈰
まで

松川コミセン
☎ 26-8580

親子で楽しむ
歌とリトミック講座

1/26 ㈰ 10 時 30
分〜 11 時 30 分

手遊びや歌遊びを取り入れたこ
ころとカラダを育む講座です。

幼児とその保
護者・10 組

無料
1/19 ㈰
まで

親子でつくる
竹あかり講座

2/1 ㈯
10 時〜 12 時

子どもと一緒に楽しめる竹あか
りを作ります。

小学生とその
保護者・10 組

１組
500 円

1/26 ㈰
まで

講座名 日時 対象・定員 参加費 受付

お正月を楽しもう〜福笑い・羽根つき・コマ回し〜 1/13（月・祝）9 時 30 分〜 17 時 どなたでも 無料 当日
だんごの木飾りと紙しばい 1/13（月・祝）13 時 30 分〜 15 時 どなたでも 無料 当日
親子で楽しくリトミック〜音楽で遊ぼう〜 1/18 ㈯ 10 時 30 分〜 12 時 乳幼児とその保護者・20 組 無料 当日

● English Chat

１月11日㈯ 13 時 30 分〜 14 時 30 分
��アーカス
��会員：無料、非会員：500 円

● �YIRA 餅つき新年会

１月 25 日㈯ 11 時〜 13 時　 置賜総合文化センター
��会員：800 円、非会員：1,000 円、中学生〜大学生 800 円、
３歳〜小学生 500 円※要申込
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本社　米沢市門東町2-８-３８　☎22-7557

｢介護や障がい者福祉のこと、　

何でもご相談下さい｣

有限会社 なごみの部屋

ワクワクするような市の施設情報をお届け！

置賜文化ホール
丸の内 1 丁目 2-1 （伝国の杜） ☎ 26-2666　８時 30 分～ 17 時 （事務室受付）

※ 12 月 27 日㈮～１月１日（水・祝）はメンテナンス及び年末年始のため休館

米沢市上杉博物館
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 ： 12 月 16日㈪・23日㈪、12月27日㈮～１月１日（水・祝）・６日㈪・14日㈫

プレイショップ （体験学習室）

上杉文華館

◎コレクショントーク（要常設展入館料）

１月５日㈰ 14 時〜�� 洛中洛外図を中心に解説
常設展示室

カナディアン ・ ブラス （金管五重奏）山響とみんなで創る音楽会 in おきたま

�12 月・１月　季節の行事　

冬至／お年とり　　　

� 〜 12 月 26 日㈭
お正月・小正月・郷土玩具・干支の展示

 １月２日㈭〜１月 22 日㈬

コレクション展

　戦いがほとんどなくなり平和が続
いた江戸時代。米沢の武士たちは、
戦
いくさ

の備えを第一にしながらも、役人
として様々な仕事に就きました。　
本展示では多数の初公開の武具、衣
装、絵図、古文書などを展示し、米
沢藩士の仕事ぶりを紹介します。

�１月 11 日㈯〜３月 22 日㈰
������※�国宝「上杉家文書」上杉鷹山
　　��書状（「なせばなる」が記された文書）の原本
����������展示は２月 16 日㈰まで。

一般 210 円、高大生 110 円、小中生 50 円
企画展示室

　世界でもっとも有名なブラスユニットの結成 50 年記
念公演！世界屈指のパフォーマンスをお聞き逃しなく！

１月 30 日㈭ 18 時 30 分開演
全席指定�一般3,000円、学生1,000円（当日各500円増）

■�チケット／伝国の杜、米沢楽器店、音楽アズム舘米
沢店で発売中

　山形交響楽団と地元の中学生、合唱団がコラボして
の新春音楽会。アイーダ行進曲では花道からの華やか
な音色が響き渡ります。合唱団の美しい歌声にも注目 !

１月 13 日（月・祝）15 時開演
�全席自由�一般 1,100 円、高校生以下 500 円（当日各
200 円増）

喜歌劇「こうもり」序曲、「大地讃
さんしょう

頌」合唱付きほか
■�チケット／伝国の杜、米沢楽器店、音楽アズム舘米
沢店で発売中

�ものづくり 　

型絵染のカードづくり　

〜１月 22 日㈬
お正月あそび

１月２日㈭〜１月５日㈰※この期間型絵染はお休み

長尾家伝来
「紫茶糸威二枚胴具足」
（2/16 まで展示）

米沢藩 武士のお仕事 ～戦士 ・ 役人 ・ 芸達者～ 上杉鷹山 「老いと病」

◎ギャラリートーク（要コレクション展入館料）

１月 11 日㈯ 14 時〜
展覧会の見どころ※学芸員による展示解説

▲�
型
絵
染
作
品
の
一
例

チケット払い戻しのお知らせ

「聖夜のトランペット」（12/7）は開催中止となりました。
チケットの払い戻し期限、お問合せ先は以下の通りです。

�〜１月 31 日㈮　 伝国の杜　☎ 26-2666

〜１月 19 日㈰


