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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

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　※ 8 月は 17 時 30 分閉館

休館日 ： 8 月 19 日㈪・26 日㈪ 、9月 2日㈪ ・9 日㈪ ・17 日㈫

●プラネタリウム （土日 ・ 祝日）

���① 11 時〜（約 30 分間）② 14 時〜（約 35 分間）
����������①「米沢の今夜８時の星空」②「米沢の今夜８時の
星空（高学年向け）」①②共通「星時間�夏〜わし座神

話〜」｢七夕ものがたり｣ ４歳以上��� 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。
※ ���8/20 ㈫〜 30 ㈮は番組入れ替えのため投映中止。秋
の新番組は 8/31 ㈯より始まります。

行事名 日時 内容（場所） 対象・定員 参加費 事前申込 申込・問合せ

ストレッチ体操
8/29 ㈭
10 時〜 12 時

ストレッチ体操でリフレッシュ＆
柔軟性を手にいれよう！

どなたで
も・20 人

無料
8/27 ㈫
17時まで

万世コミセン
☎ 28-5381

地域まるごと長寿の
愛宕

初回 9/3 ㈫ 10
時〜※全４回

減塩料理や栄養バランスチェック、
県立栄養大学による講話・鯉料理
教室他、健康長寿に関する内容盛
り沢山の講座です！

成人・30 人 1,000 円
定員にな
り次第締
切

愛宕コミセン
☎ 38-2877

米沢地域力講座
「史跡探訪講座」

9/10 ㈫
9 時〜 14 時

東部地区〜オフィスアルカディア
〜万世地区〜善光寺前田慶次供養
塔などの史跡をバスで巡ります。
※昼食は「道の駅米沢」

成人・20 人
昼食代
実費負担

8/20 ㈫
9 時〜

東部コミセン
☎ 37-8025

金曜「美のリフレッ
シュ」講座　

9/13 ㈮・27 ㈮、
10/11 ㈮・25 ㈮
19 時 30 分〜

週末の夜、日々の疲れをリセット
しませんか？ヨガでゆったりとコ
コロもカラダもリフレッシュ！

どなたで
も・30 人

無料
9/1 ㈰〜
9/9 ㈪

三沢コミセン
☎ 32-2005

タイ料理を囲んで交
流会

9/14 ㈯
10 時〜 13 時

タイ料理を囲んで外国出身者との
交流を図る。

どなたで
も・20 人

500 円
9/5 ㈭　
17時まで

万世コミセン
☎ 28-5381

子育てママヨガ講座
（託児付）

9/18 ㈬ 10 時
30 分〜 12 時

ヨガでお母さんのカラダを癒しま
す。

母親・20 人
無料
※託児 300 円

9/12 ㈭
まで

松川コミセン
☎ 26-8580

手作り仕込み味噌講
座

9/29 ㈰　
10 時〜 12 時

国産原料で安全安心なおいしい味
噌を仕込みましょう！

成人・40 人
※子ども連
れ大歓迎！

3,600 円
（材料費）

9/3 ㈫
9時〜

中部コミセン
☎ 26-4300

my ブローチ講座
10/18 ㈮
13 時 30 分
〜 15 時 30 分

ぷっくりつやつやUVレジンで乙
女なブローチを作ります。

どなたで
も・10 人

1,200 円
（教材費）

10/7 ㈪
まで

南部コミセン
☎ 24-2011

講座名 日時 対象・定員 参加費 受付

第 14 回子どもなかよしチーム
なわとび大会

9/16（月・祝）
13 時 30 分〜

小学 3〜 6年生
5人 1組 20 チーム

無料 8/27 ㈫〜 9/6 ㈮

親子で楽しくリトミック
〜音楽で遊ぼう〜

9/18 ㈬
10 時 30 分〜 12 時

乳幼児と保護者・
20 組

無料 当日

親子星空探検 “秋 ”
〜秋の星座と月のクレーターを見よう〜

10/11 ㈮�19 時〜 20 時 30 分
※いいで天文台で開催

小中学生と保護者・
15 組

小学生 100 円
中学生以上 150 円

9/11 ㈬〜 23（月・
祝）

●星空コンサート in プラネタリウム “夏”

８月 25 日㈰① 11 時〜② 14 時〜�（各45分間）
「夏の夜の思い出」

　〜合唱・生演奏と夏の星座と天の川のお話〜

４歳以上　 無料　 各 70 人
■�出演／女声合唱５人、米沢工業高等学校吹奏楽部
■�受付／開演の 30 分前から事務室で行います。

●米沢東高等学校音楽部弦楽班ミニイベント

８月18日㈰開場14時 45分・開演15時
どなたでも　 無料　 約 100 人

■�出演／米沢東高等学校音楽部弦楽班



13 2019.8.1513 2019.8.15

ワクワクするような市の施設情報をお届け！

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

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 ： 8 月 28 日㈬

● 8 月のランチ

　「Eigo でランチ」は新国際交流員タイラーさんの初ラ
ンチ！是非、会いに来てください！

����子育てランチ：８月 21日㈬、中国語：８月 23 日㈮、
Eigo：８月 29 日㈭　各 12 時〜 13 時

��アーカス　 ��無料�※�各自ランチ持参

● �YIRA いも煮交流会

　多国籍の人々と交流しながら芋煮を楽しみませんか？
９月 16 日（月・祝）10 時 30 分〜 14 時
松川河川敷※ YIRA の旗が目印です。
��������会員 600 円、非会員 1,000 円、小学生以下 300 円、中・
高・大学生 600 円※要申込み

ワークショップ （体験学習室）

プレイショップ （体験学習室）

上杉文華館　　　　　　　　　上杉鷹山 「子女の旅立ち」

〜９月 22 日㈰
◎コレクショントーク（要入館料）※学芸員による展示解説

９月１日㈰ 14 時〜「洛中洛外図の解説」

聖夜のトランペット “Christmas Special Concert”

　�８月・９月�季節の行事

　　盂
う

蘭
ら

盆
ぼん

会
え

　 〜８月 22 日㈭
　重

ちょうよう

陽の節句　 ８月 23 日㈮〜９月 24 日㈫

　　�ものづくり

　　折ってぽたぽた 紙のおりぞめ

　どんなもようができるかな？ 〜９月24日㈫

講座名 日時 対象 募集開始

��紙コップタワーアー
ト大作戦 9/7 ㈯ 10 時〜 小中学生

親子20 組 募集中

�スポイトでにじみえあ
そび 9/14 ㈯ 10 時〜 未就学児20人 募集中

展覧会ポスターの
ペーパーバックづくり

10/6 ㈰
13 時 30 分〜

高校生以上
20人 9/4 ㈬〜

各回 500 円※要事前申込、定員になり次第締め切り

令和元年度　山形県能楽の祭典

楽器体験ワークショップ 弦×管×打協力 /長井理研音楽アズム舘

企画展　　　　　　木のおもしろワールド　杉
すぎ

山
やま

明
あき

博
ひろ

 造形の世界
　　　　　　　 協力 /オフィス・マッチング・モウル

　多彩な表情と無限の可能性を
持つ「木」。その特質を知り尽く
し、アート作品を生み出す杉山
明博（静岡大学名誉教授）の造
形の世界を紹介しています。「さ
わって遊べるコーナー」や「米
沢の木」特別展示もあります。

〜９月 16 日（月・祝）
���一般 410 円、高大生 300 円、小中生 200 円

あかり―四本足

　オランダの名門ロイヤル・コ
ンセルトヘボウ管弦楽団で活躍
したトランペットの名手、ヴィ
ム・ファン・ハッセルトからの
クリスマスプレゼント！ニニ・
ロッソやクリスマスソングなど
幅広いジャンルの名曲を黄金の
音色でおおくりします。

12 月７日㈯ 14 時開演　 伝国の杜
全席自由�一般3,000円、�学生1,000円（当日各500円増）

■チケット発売日／９月 12 日㈭
■プレイガイド／伝国の杜ほか

ヴィム・ファン・ハッセルト
ⒸMarcoBorggreve

　県内の能楽愛好者が一堂に会し、
各演目の見どころを 20 分程度の様々
な上演形式で披露します。伝国の杜
こども狂言クラブも出演！�

９月８日㈰９時 30 分始曲・16 時 15 分終演予定
無料

　本物の楽器を体験演奏しませんか。
経験の有無は問いません。吹奏楽の
ミニコンサートもお楽しみに！

９月 22 日㈰ 14 時〜　 無料


