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ワク！ナビ
ワクワクするような

市の施設情報をお届け！

コミュニティセンター
社会教育・体育課社会教育担当　☎ 21-6111

行事名 日時 内容 対象・定員 参加費 事前申込 申込・問合せ

魚料理を作ろう
10/6 ㈯
10 時～ 14 時

季節の魚を使って、さばき方や調理
方法を学びます。

成人 1,000 円
9/14 ㈮
9 時～

東部コミセン 
☎ 37-8025

子 育 て 支 援 講 座 ～
ハッピースマイル「ワ
イヤークラフト講座」

10/12 ㈮
10 時～ 12 時

ワイヤーを使ったモビール作り
※託児あり

子育て中の
人・15 人

200 円
※託児は
1 人 300 円

10/4 ㈭
まで

南原コミセン 
☎ 38-2301

第 15 回東部文化祭
【ステージ発表の部】
【展示の部】
【開幕記念茶席】
【体験コーナー】

【ステージ発表の部】
10/14 ㈰
9 時～ 16 時

特別出演「敬師太鼓」披露、東部地
区小中学生による吹奏楽演奏、東部
コミセン利用団体による発表

どなたでも
無料

（記念茶席は
1 席 100 円）

当日
東部コミセン 
☎ 37-8025

【展示の部】
10/19 ㈮～ 21 ㈰
9 時～ 17 時
※最終日は 12 時まで

【開幕記念茶席】
10/19 日㈮
9 時 30 分～ 12 時

【展示の部】
東部コミセン利用団体、東部地区小
中学生や東部地区民の作品展示

【開幕記念茶席】
気軽にお茶を楽しんでもらえるよう
茶席の他に立礼席があります。

【体験コーナー】
10/21 ㈰
9 時 30 分～ 12 時

東部コミセン利用団体による体験
コーナー（働く車、けん玉披露、き
てけろくんと記念撮影、綿あめ・ポッ
プコーン振る舞い）

【募集】南原地区文
化祭フリーマーケッ
ト出店者

10/28 ㈰
9 時～ 14 時

出店場所は当日８時に抽選で決定。 
※飲食物類は不可

７店
※定員にな
り次第締切

無料
9/18 ㈫
10 時～

南原コミセン 
☎ 38-2301

講座名 日時 対象・定員 参加費 受付
親子で楽しくリトミック～音楽で遊ぼう～ 9/19 ㈬ 10 時 30 分～ 12 時 乳幼児と保護者・20 組 無料 当日

パソコンであそぼう 10/14 ㈰ 15 時～ 16 時 小学生・10 人 無料 当日 14 時 55 分～

あみもの教室～カラフルマフラー～
10/28 ㈰・11/17 ㈯ 14 時～ 16 時
11/4 ㈰ 10 時～ 12 時

小学４年生～中学生・
12 人

500 円
（材料代）

10/2 ㈫～ 16 ㈫

ネイチャーゲーム～火起こし体験と、
ネイチャーゲーム～

11/3（土・祝）14 時～ 16 時
小学生～中学生・15 人
※低学年は保護者同伴

無料 10/3 ㈬～ 25 ㈭

時間 内容

9：30 ～
午前の部オープニングセレモニー

（明星保育園 マーチング）

10：00 ～ 10：20 合唱クラブ発表

13：20 ～
午後の部オープニングセレモニー 

（第五中学校吹奏楽部）

14：00 ～ 15：00 合唱作曲家 弓
ゆ

削
げ

田
た

 健
けん

介
すけ

氏
コンサート

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：９月 18 日㈫・25 日㈫、10 月１日㈪・９日㈫・15 日㈪

　プラネタリウム（土日・祝日）
時 �内① 11 時～② 14 時～（約 40 分間）
　 「星時間  秋～やぎ座神話～」「米沢の今夜８時の星空」 

「恐竜絶滅」（内容は①②共通）　
対４歳以上　費無料
■受付／投映開始の 30 分前から事務室で行います。
■�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。

第 35回 児童会館祭 　第 68 回 米沢市小中学校理科研究作品展覧会
期 �９月 28 日㈮～ 10 月４日㈭※休館日を除く
時９時 30 分～ 17 時※最終日は 15 時まで
内市内の小中学生の夏休み工作や研究作品を展示します。

　第 13 回 子どもなかよしチームなわとび大会
日 11 月４日㈰ 13 時 30 分～　費無料　
対小学３～６年生５人１チーム　定 20 チーム（先着順）
■�受付／ 10/10 ㈬～ 24 ㈬　■その他／ 10/27 ㈯・11/3（土・祝）

は練習日です。練習用とびなわを貸出します。

10月21日（日）  ９時30分 ～17時

9:30~17:00 10:00~16:30 10:00~17:00

バルーンピエロが

やってくるよ！

大型遊具「ボール

プールフアフア

アニマルランド」

作品展示・わたあめ

& スーパーボール

すくいコーナー
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日日時　期期間　時時間　場場所　内内容　講講師　対対象　定定員　費費用　持持ち物　締申込締切　申申込先　問問合せ　

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

おきたまの秋空に響け！
吹奏楽の日コンサート 2018
　置賜で活動する吹奏楽愛好団体が多数出演！話題曲や
名曲の数々をホール（内奏）＆ピロティ（庭奏）で演奏。
今年で 16 回目、米沢の秋の風物詩となった吹奏楽の祭
典にぜひお越しください。
日 �10 月７日㈰ 10 時開演予定※詳細は９月下旬にホーム

ページや SNS で発表します。　費無料

平成 30 年度（期間 : ～平成 31 年３月 31 日）
伝国の杜ファンクラブ会員募集中！
　10 月からの入会は年会費が半額となり、お得です。
�会費／

　一般 2,500 円⇒ 1,250 円
　学生（高校・大学生）1,000 円⇒ 500 円
　ジュニア会員（小・中学生）500 円⇒ 250 円
特典／

①上杉博物館展覧会に何度でも無料入館できます。
②  置賜文化ホール・自主事業チケットを先行予約＆

割引購入できます。※先行予約は２枚まで、一部
事業を除く。

他にも嬉しい特典あり♪詳細はお問い合わせください。

　
特別展　　戊辰戦争と米沢

　戊辰戦争から今年で 150 年。奥羽越列藩
同盟において中心的な役割を果たし、越後
をはじめ各地で戦った米沢藩の動向を、国
宝「上杉家文書」をはじめ当時の武器や軍
装、美麗な錦絵、米沢や新政府側の要人の
古写真などとともに紹介します。
期前期： 9 月 15 日㈯～ 10 月 14 日㈰
　後期：10 月 20 日㈯～ 11 月 18 日㈰
　※  10 月 15 日㈪～ 19 日㈮は展示替

えのため常設展のみ開館
費一般 620 円、高大生 400 円、小中生 250 円
　※常設展一体型
◎ギャラリートーク（展示解説、要入館料）
日①９月 15 日㈯ 14 時～「幕末維新期の米沢藩」
　② 10 月６日㈯ 14 時～「米沢藩の軍政改革」
場企画展示室
講①佐藤正三郎（当館学芸員）
　②布施賢治氏（米沢女子短期大学教授）

　上杉文華館　　「上杉斉憲の参内」
期９月 27 日㈭～ 10 月 23 日㈫
◎コレクショントーク（学芸員による展示解説、要入館料）
日９月 29 日㈯ 14 時～

ワークショップ（体験学習室）

むかしむかしをきこう（米沢とんと昔の会）
日９月 29 日㈯ 14 時～　費無料　※申込不要

樹脂絵具でつくるステンドグラス
日 10 月 14 日㈰ 10 時～ 15 時
対高校生以上　定 20 人　費 500 円

プレイショップ（体験学習室）
９月・10 月　季節の行事

重
ちょう

陽
よう

の節句　期～９月 25 日㈫

お月見　期９月 28 日㈮～ 10 月 23 日㈫

ものづくり

紙粘土で秋の和菓子づくり
期９月 28 日㈮～ 11 月 27 日㈫
　※９月 29 日㈯はお休み

作品の一例

作品の一例「もみじ」

上杉斉憲肖像

五雲亭貞秀
「奥羽三景之内米沢」

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。

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：９月 26 日㈬

中国語・韓国語・Eigo でランチ

日�中国語： ９月 18 日㈫、　
　韓国語： ９月 25 日㈫、
　Eigo：10 月 16 日㈫　
　各 12 時～ 13 時
場アーカス　費�無料
　※各自ランチを持参してください。

　　　　　　生涯学習フェスティバルに参加します

　10 月６日㈯・７日㈰開催の生涯学習フェスティバルでは、
外国の遊びやハロウィンのかぼちゃ彫りが体験できます。また、当日 YIRA
ブースをお手伝いしてくれるボランティアを募集しています。
＜ハロウィンパレードに参加しませんか＞
　仮装して YIRA のブースに集合！ハロウィンパレードで本場の Trick or 
Treat を体験しましょう。　■集合日時／ 10 月６日㈯ 14 時


