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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

休館日 ： 10 月 21 日㈪・28 日㈪、11 月 5日㈫・11 日㈪

●ヒーリングハートプラネタリウム～星空の世界があなただけの空間をつくり癒します～

���11月１日㈮ 19 時〜（約 40 分間）　 成人　 82 人�　 無料
●プラネタリウム （土日 ・ 祝日）

���① 11 時〜（約 45 分間）② 14 時〜（約 50 分間）　 ４歳以上��� 無料
����������①「米沢の今夜８時の星空」「星地蔵と５人の泥棒」②「米沢の今夜８時の星空
（高学年向け）」新番組「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〜」

●消防避難訓練

　消防避難訓練を行いま
す。来館者のご協力をお願
いします。

11 月８日㈮
��　��10 時

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

第 16 回
東部文化祭

10/20 ㈰ 9 時〜 16 時：ステージ発表の部
10/25㈮〜 27㈰ 9時〜17時：展示の部※最終日は12時まで
10/25 ㈮ 9 時 30 分〜 12 時：開幕記念茶席
10/27㈰ 9時 30分〜12時：体験コーナー、おやつぶるまい

どなたでも
無料（記念
茶席は 1 席
100 円）

不要
東部コミセン�
☎ 37-8025

カクテル講座
11/16 ㈯
16時〜 18時

カクテルの作り方＆シェーカーの
使い方、そして文化を学ぼう！

市民成人・
20人

2,000 円
10/25 ㈮
９時〜

「文化をつなげ楽
しむまち」
西部地区文化祭

10/26 ㈯・27㈰
9時 30分〜 16時
※27㈰は15時まで

ふれあい動物、ラ・フランスや秋
野菜販売、縁日広場、体験コーナー
など盛りだくさん！

どなたでも 入場無料 不要
西部コミセン�
☎ 22-5758

第 21 回
万世秋の木楽里祭

10/26 ㈯ 9時〜17時
10/27 ㈰ 9時〜15時
※26㈯は展示のみ

利用団体の活動発表会や作品展示、
音楽やダンスの発表、フリマ、模
擬店、朝市など

どなたでも 入場無料 不要 万世コミセン
☎ 28-5381

雪囲い講習会 11/16㈯ 10時〜12時 強く美しい男結びで庭の冬支度を！ 成人・20人 200 円 10/16㈬〜

第 40 回窪田地区
文化のまつり

10/27 ㈰ 9時〜15時
※最終入場14時 30分

作品展示、模擬店、体験コーナーな
ど楽しい催しがたくさん！（窪田小）

どなたでも 入場無料 不要
窪田コミセン
☎ 37-5044

第 15 回
太鼓まつり

10/27 ㈰ 12 時 30 分
〜 15時 30分

〜和太鼓の響演〜今年も愛知県東
海市「嚶鳴座」など９団体が参加！

どなたでも 入場無料 不要
六郷コミセン
☎ 37-5278

江股餅を楽しむ会
11/17 ㈰
11時 30分〜 13時

小豆餅、お雑煮餅、納豆餅、煮物、
漬物、なめこおろしなど

どなたでも・
40人

1,000 円 10/16㈬〜

ママがデザイン☆
湯呑お茶わん！

11/7 ㈭
10時〜 12時

絵やお名前を入れてお子さんへプ
レゼント。※託児は６ヶ月〜２歳

未就学児の
母親・20人

1個 500 円、
託児無料

10/15㈫〜 社会教育課
（置賜文化セ
ンター内）
☎ 22-5111

ママ向け☆家でで
きる骨盤矯正体操

11/21㈭
10時〜 12時

骨盤のゆがみが気になるママの体
操講座※託児は６ヶ月〜２歳

未就学児の
母親・20人

参加・託児
とも無料

10/15㈫〜

手作り塩井雑貨ま
つり

11/10㈰ 10時〜15時
※売り切れ次第終了

１日限りの雑貨マルシェをオープ
ン！手作り雑貨やニットなどを販売

どなたでも 入場無料 不要
塩井コミセン
☎ 22-5380米沢地域力講座

「歌声サロン３」
11/17 ㈰ 13 時 30 分
〜 15時 30分

どこか懐かしい塩井コミセンホールで、
フォークソングなどを歌いませんか。

成人・50人 500 円
11/11 ㈪
まで

子育てママ
ヨガ講座（託児付）

11/13㈬
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
託児は１人
300 円

11/7 ㈭
まで

松川コミセン�
☎ 26-8580

南原そばを楽しむ
会

11/17 ㈰
11時〜 13時 30分

美味しい南原の新そばをみんなで
楽しく味わいましょう！

市民・150
人（要申込）

700 円（ 中 学
生以下500円）

10/15㈫〜
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〜 11/16 ㈯ 10 時 30 分〜 12 時 乳幼児と保護者・20 組 無料 当日
楽しく将棋を覚えよう 11/17 ㈰ 14 時〜 16 時 幼児〜中学生・30 人 無料 当日
パソコンであそぼう 11/17 ㈰ 15 時〜 16 時 小学生・10 人 無料 当日 14 時 55 分〜
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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 ： 10 月 23 日㈬

●Ｅｎｇｌｉｓｈ カフェ

11 月９日㈯ 13時 30 分〜 14時 30 分
��アーカス
��会員：無料、非会員：500 円

●�親子外国おやつ教室＆子育て情報交換カフェ

11 月 16 日㈯ 13 時 30 分〜 15 時 30 分
置賜総合文化センター　 親子　 無料　
�外国のおやつを作り、試食後は子育て情報交換！

ワークショップ （体験学習室）

むかしむかしをきこうスペシャル（無料）

プレイショップ （体験学習室）

上杉文華館

チケット情報

　　　　　　　　　上杉鷹山 「敬老の心」

〜 11 月 21 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４日（月・振）14 時〜�� 洛中洛外図を中心に解説

ボニージャックス＆ベイビー ・ ブー 10 月 31 日㈭発売の催し物

�11 月�季節の行事 七五三

 10 月 25 日㈮〜 11 月 26 日㈫

�ものづくり 　紙粘土で秋の和菓子づくり

美しい和菓子をつくろう。 〜 11 月 26 日㈫

米沢とんと昔の会による昔語りと昔遊びの特設コーナー

11月 10日㈰ 10時〜 15時　 大会議室

特別展　　　　　　上杉家 武家の文化 公家の文化

　上杉氏は遠祖藤原鎌足の系譜を引く貴族であった勸
修寺流藤原氏の出身で、鎌倉時代に武士として歩み始
めました。格式化された幕藩体制の大名として朝廷や
幕府への儀礼は欠かさず、長い歴史の中で上杉家にも
たらされた武家と公家の文化を紹介します。

【前期】〜 10 月 20 日㈰
　　【後期】10 月 26 日㈯〜 11 月 24 日㈰
※�上杉本洛中洛外図屏風原本は後期展示で見られます。

一般 620 円、高大生 420 円、小中生 270 円
※特別展は常設展と一体型展示になります。
※11月３日（日・祝）は東北文化の日でどなたでも入館無料です。

◎ギャラリートーク（要特別展入館料）各回 14 時〜

①� 10 月 26 日㈯
　 「展覧会見どころ案内」
② 11 月 16 日㈯
　 「国宝上杉家文書の中の公家様文書」
◎講演会「武家の発生と公家文化」

11 月９日㈯ 10 時〜 12 時
無料
龍谷大学客員教授�藤本孝一氏

　男声だけの深みのあるコーラスユニットが米沢の秋
を彩ります。ボニージャックスが大切に歌い紡いでき
た “ 美しい日本の歌 ” のほか、彼らの後継者ベイビー・
ブーが「糸」「翼をください」など誰もが知るヒットソ
ングを歌いあげます。

11 月９日㈯ 14 時開演
全席指定 3,500 円（当日 4,000 円）

■�チケット／伝国の杜、こまつ書店堀川町店、米沢楽
器店、音楽アズム舘米沢店で絶賛発売中

　伝国の杜、米沢楽器店、音楽アズム舘米沢店などで
販売します。※未就学児は入場できません（託児あり）。
●山響とみんなで創る音楽会 in おきたま ＮＥＷＹＥＡＲＣＯＮＣＥＲＴ

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）

●カナディアン ・ ブラス

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）

▲�
復
元
「
女
房
装
束
」

（
十
二
単
）

講座名 日時 対象 ・ 定員 募集開始

ナイトツアーようこそ
夜の博物館へ※中学
生以下は保護者同伴

11/15 ㈮
19 時〜

ど な たで
も・20人

10/16 ㈬

紋切りで暮らしを彩る
ものづくり

12/15 ㈰ 13
時 30 分〜

中 学 生 以
上・20人

11/13 ㈬

各回500円　 要事前申込、定員になり次第締め切り


