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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

米沢市児童会館 丸の内 1丁目 3-47　☎ 23-0161　9 時 30 分～ 17 時　ホームページ：http://www.yonejidou.jp/
休館日：10月 19日㈪・26日㈪、11月 2日㈪・9日㈪・16日㈪　※講座申込は本人又は保護者のみ受付

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。

行事名 日時 内容 対象・定員 参加費 事前申込 申込・問合せ

南原を味わおう講座
10/28 ㈬
9時 30分～ 12 時

座学に加えて、直江石堤
などを巡り直江兼続の偉
業を学びます。

市民成人・　
10人

200円
10/15 ㈭～
22 ㈭

南原コミセン
☎ 38-2301

まちなか歴史夜話
10/29 ㈭
19 時～ 20時

なぜ米沢でなければなら
ないのか。新しい歴史の
切り口を学ぼう。

どなたでも・
20人

無料 10/23 ㈮まで
南部コミセン
☎ 24-2011

ミニチュア粘土講座
11/13 ㈮
10 時～ 12 時

初心者でも簡単！手のひ
らサイズの小さなお弁当
づくりに挑戦。

どなたでも・
10人

1,200 円 11/6 ㈮まで
松川コミセン
☎ 26-8580

歌声サロン4
11/15 ㈰
13時 30分～15時 30分

コロナ禍でも心豊かに。
懐かしのフォークソングや
唱歌を歌おう。

成人・20人
300円
（飲み物、
資料代）

11/9 ㈪まで
塩井コミセン
☎ 22-5380

減塩食にチャレンジ
11/18 ㈬
9時 30分～ 12 時

米沢栄養大学の教授から
教わる減塩食レシピを紹
介します。

どなたでも・
10人

800円 11/10 ㈫まで
松川コミセン
☎ 26-8580

ガーデニング講座
～冬編～

11/28 ㈯
9時 30分～ 11 時

寒くても心和む一鉢を。 成人・20人 3,200 円 11/19 ㈭まで
南部コミセン
☎ 24-2011

第５回
みんな集まれ！
『うたごえ広場』

11/28㈯
14時～15時 30分

懐かしい童謡・唱歌を生
の伴奏で一緒に歌いま
しょう。

市民・35人
程度

300円／回
※キャンセ
ル料あり

11/20 ㈮まで
上郷コミセン
☎ 28-3401

親子リトミック講座
11/29 ㈰
10時 30分～11時 30分

ピアノの音に合わせて親
子で体を動かそう。

3～5歳児とそ
の保護者・5組

無料 11/24 ㈫まで
松川コミセン
☎ 26-8580

親子でクリスマス
小物づくり

12/5 ㈯
10 時～ 11 時 30分

枝を使って北欧の小びと
（妖精）を作ろう！

小 3までの親
子・6組

500円／組 11/20 ㈮まで
南原コミセン
☎ 38-2301

講座名 日時 対象・定員 参加費 受付

英語でチャレンジ 11/8 ㈰ 10 時～ 11 時 30分 小学生・10人 無料
10/18㈰～11/1㈰
電話のみの受付

親子で楽しくリトミック
～音楽で遊ぼう～

11/14 ㈯ 10 時 30分～ 12 時 幼児と保護者 1人・７組（14人）無料
10/23㈮～11/6㈮

電話のみの受付

パソコンであそぼう
11/15 ㈰�① 15 時～ 15 時 25 分

② 15 時 30分～ 16 時
①、②それぞれ小学生・５人
※５人ずつの入れ替え制

無料 当日 14時 55 分～

●消防避難訓練にご協力ください
11 月 13 日㈮ 10時

●プラネタリウム（土日・祝日）
① 11 時～（約 40分）② 14時～（約 50分）
４歳以上　 無料　
�① ｢米沢の今夜 8時の星空｣ の生解説「かぐや姫物語」
②「米沢の今夜8時の星空｣ の生解説（高学年向け）「ワ
ク・ドキ！探険☆大宇宙ガリレオとめぐる太陽系の旅」
①②共通「星時間�秋～やぎ座神話～」

■�受付／投映開始の 30分前から事務室前で行います。
※ 11/13 ㈮は消防避難訓練のため午前の投映は中止です。

●�ヒーリングハートプラネタリウム� � �
「星降る夜のクリスタルスノー」
11 月 6日㈮ 19 時～（約 40分間）　 成人
60人　 無料

■�受付／投映開始 30分前から事務室で開始
※�託児あります。詳しくは児童会館にお問い合わせください。

※�例年六郷地区で開催している「太鼓まつり（10月）」「江股餅を楽しむ会（11 月）」「新そばを楽しむ会（12 月）」は、全て中止しま

す。 �六郷コミセン☎ 37-5278
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　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、
イベントの中止や延期、休館日の変更などが生じる場
合があります。最新の状況については、各施設のホー
ムページなどをご覧ください。

よねざわ市民ギャラリー　●展示時間は原則 10 時～ 18 時

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：10月 28 日㈬　ホームページ：https://www.denkoku-no-mori.yonezawa.yamagata.jp

ナセ BA

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）
※ホール、会議室、練習室を貸し出しています。お問い合わせください。

「江戸の切り絵」
作品の一例

中央 1丁目 10-6　図書館開館時間：〈平日〉10時～ 19 時�〈土日・祝日〉9時～ 19 時　市立米沢図書館：�
☎ 26-3010　休館日：10 月 22 日㈭　よねざわ市民ギャラリー：☎ 22-6400　休館日：年末年始ほか

●今月のお知らせ
2020 読書週間図書館フェア

■ 10/20 ㈫～ 25 ㈰ 中津川今昔写真展（大正～
現代までの写真展）
伴淳映画ポスター展

■ 10/27 ㈫～ 11/1 ㈰ （文学歴史）
第 56回

米沢市民芸術
祭総合展

■ 11/3（火・祝）～ 8㈰ （工芸）

■ 11/10 ㈫～ 15 ㈰ （絵画）

■ 11/17 ㈫～ 22 ㈰ （書道）

※ �9/15号掲載の「第31回秋季盆栽展」は中止となりました。

「歌い継ぎたい日本の名曲」合唱コンサート
　時代を彩った流行歌やクラス
のみんなで歌った思い出の歌な
ど、日本の名曲・合唱曲を声楽ア
ンサンブル Jスコラーズが歌いあ
げます。楽しい演出にもご注目！

１月23日㈯ 13時 15 分開場　14時開演
�全席指定、一般 3,000 円　学生 1,500 円（当日各
500円増）

■曲目／「あの素晴らしい愛をもう一度」「糸」ほか
■チケット発売／ 10 月 22 日㈭～
■プレイガイド／伝国の杜、米沢楽器店、音楽アズム舘米沢店

上杉鷹山の藩政改革「家臣団」

声楽アンサンブル Jスコラーズ

米沢城鳥
ちょう

瞰
かん

図
ず

（部分）

特別展

　上杉神社や上杉博物館の場所は、米沢
城があった場所です。城内の絵図と現在地
を対比して紹介した新作映像や、上杉家の
御殿に仕えた女性が城内の様子を方言交
じりで解説した「米沢城鳥

ちょう

瞰
かん

図
ず

」などを
通して、かつての城の姿が見えてきます。

�後期：�10月 24日㈯～ 11月 23日（月・祝）� �
※�特別展は常設展との一体型展示になります。10 月
19 日㈪～ 23 日㈮は展示替えのため常設展のみご覧
いただけます。

�一般 620円、高大生 420円、小中生 270円� �
※ �11 月３日（火・祝）「東北文化の日」はどなたでも入館無
料。文化芸術の秋キャンペーン期間中、小中高生は
無料。ただし予告なく終了する場合があります。

　国宝「上杉家文書」から、上杉家家臣団の動向を紹介。

～ 11 月 24 日㈫
◎コレクショントーク（要入館料）※学芸員による展示解説

11 月１日㈰ 14時～　■テーマ／「神
じん

保
ぼ

蘭
らん

室
しつ

」

第 35 回�ふるさと歴史講座を開催します

18 時 30分～ 20時（受付 18時～）
置賜総合文化センター（例年と会場が異なります）
500円（全３回分）※第１回目に納入ください。

■�申込／カウンター・電話・メールにて

開講日 演題 講師

11/10 ㈫
米沢城内の御殿ー図面と古文書
で読み解くー

佐藤�正三郎氏

11/17 ㈫ 城下町米沢の町名① 青木�昭博氏

11/24 ㈫
城下町米沢の町名②
米沢城御三階について

青木�昭博氏

プレイショップ
◎�江戸の切り絵であそぼう
　紙を折って、切ってひらいて、どんな
かたちができるかな？

10月 30日㈮～ 11 月 24 日㈫

◎だれもしらない博物館�博物館バックヤードツアー

11 月３日（火・祝）13 時 30 分～ 16 時 500 円
10 人（受付中、定員になり次第終了）

10月 23日㈮～ 11月8日㈰
　普段見ることができない図書館の裏側を案内するバック
ヤードツアーや、保存期限の過ぎた雑誌のリサイクル市、お
はなしかいなど、読書に親しむ各種イベントを予定しています。

上杉文華館

ワークショップ

　例年好評のふるさと歴史講座。今年は米沢城・城下町
のテーマで開催します。


