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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

よねざわ市民ギャラリー　●展示時間は原則 10 時〜 18 時

米沢市児童会館 丸の内 1 丁目 3-47　☎ 23-0161　9 時 30 分〜 17 時
休館日：7 月20日㈪・27日㈪ 、8 月3日㈪・11日㈫・17日㈪　ホームページ：http://www.yonejidou.jp/

ナセ BA 米沢市中央一丁目 10-6　図書館開館時間：〈平日〉10 時〜 20 時 〈土日・祝日〉9 時〜 19 時　市立米沢図書館：
☎ 26-3010　休館日：７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

講座名 日時 対象・定員 参加費 受付

パソコンであそぼう
8/16 ㈰�① 15 時～ 15 時 25 分　

② 15 時 30分～ 16 時
小学生・５人 無料 当日 14時 55 分～

紅花染でバンダナを作ろう 9/5 ㈯ 13 時 30分～ 15 時 小中学生・10人 800円 8/1 ㈯～ 23 ㈰

　人気作家５人が、手縫いだけ
で簡単に作れるように工夫を凝
らしたブラウス、ワンピース、
はおりもの、スカートなど、ゆっ
たりと着心地がよく、おとなに
似合う洗練されたデザインを提
案。「ＮＨＫすてきにハンドメイ
ド」で紹介した大人気デザイン
に新作を加えた 1冊です。

● 今月のお知らせ
夏休みこども図書館フェア

●今月のおすすめの１冊
『着心地かろやか手縫いのおとな服』
出版社：NHK 出版 　子どもも大人も、お家

うち

で一緒に楽しめるテーマごとの
本が入ったお楽しみ袋の貸出や、占い付きガチャガチャ、
図書館の裏側を紹介する動画配信などを実施します。

８月１日㈯～ 16日㈰

■ 7/17 ㈮～ 18 ㈯ 書道用品展示即売会
※最終日は 17 時まで

■ 7/21 ㈫～ 26㈰ 第46回米沢水彩画展�兼：第
69回日本水彩画会米沢支部
展�※展示は 11時～ 17時まで

■ 8/11 ㈫～ 16 ㈰ ヨシダスクール
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書籍 著者
うるし－ ロロン

フンころがさず 大塚�健太

青春サプリ。なりたい自分に
なれる

近江屋�一郎ほか

青春サプリ。乗り越えられな
い試練なんてない

オザワ部長ほか

◆新着児童書

新聞記事にみる昭和史　戦後の文化・世相編

～８月 26日㈬
　市立米沢図書館ではこれまで、『米澤新聞』『山形新聞』
『朝日新聞』の紙面を原紙で保存してきました。この度の
先人顕彰コーナーの展示は、これまでとはやや趣向を変
えて、古くは財団法人米澤図書館時代から保管されてき
た『朝日新聞』と『山形新聞』の原紙を使用し、1949 年（昭
和 24）から 1989年（昭和64）までの戦後の昭和史を「世
相・文化」の面から回顧する企画を、第１部「1949 年～
1968 年」・第２部「1969 年～ 1989 年」の二部構成で実
施します。

● 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〜「心の還る場所」
�８月 14 日㈮ 19 時～（約 40分間）　 成人　
30人　 無料

●プラネタリウム（土日・祝日）
① 11 時～（約 30分）② 14時～（約 35分）　
４歳以上　 無料
�①「星時間�夏～わし座神話～」｢米沢の今夜 8時の星
空｣ の生解説「七夕ものがたり」� � �
②「星時間�夏～わし座神話～」「米沢の今夜 8時の星
空｣ の生解説（高学年向け）「七夕ものがたり」

●「花笠人形」展示のお知らせ
　和紙で出来ている子ども花笠人形をロビーに展示しま
す。ぜひご鑑賞ください。

7/15 ㈬～ 8/2 ㈰

※�７月１日から、新型コロナウイルス感染症防止の対策
をして通常開館しております。
※ �8 月開催予定の「親子星空探検『夏』」は中止、「英語
でチャレンジ」は延期となります。



13 2020.7.15

　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。

映画「よあけの焚き火」
より©桜映画社

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：7 月 22 日㈬　ホームページ：https://www.denkoku-no-mori.yonezawa.yamagata.jp

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。

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。

行事名 日時 内容 対象・定員 参加費 事前申込 申込・問合せ
第１回
みんな集まれ！
「うたごえ広場」

7/25 ㈯
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。

どなたでも・
30人

300円／回
７/20㈪
まで

上郷コミセン
☎ 28-3401

万世でロハス
8/29 ㈯
9時 30分～ 13 時

地元野菜を使ったヘル
シーイタリアン料理教室。
※マスク着用

どなたでも・
８人

1,000 円
７/29㈬
～8/21㈮

万世コミセン
☎ 28-5381

上杉文華館特別版

映画「よあけの焚き火」鑑賞会＆大
おお

藏
くら

流狂言会

　二つの大戦から戦後にかけてのイギリスを舞台に、貴族
の屋敷ダーリントンホールに仕えた老執事スティーブン
スの一人語りで物語は進む。ノーベル文学賞受賞�カズオ・
イシグロの代表作で英国最高峰文学賞ブッカー賞受賞作。

10月９日㈮ 17 時 45 分開場、18時 30分開演
全席指定 4,000 円（当日 4,500 円）

■訳／土屋政雄　■上演台本・演出／村井�雄
■出演／

朗読劇「日の名残り」

眞島�秀和
（米沢市出身）

小島�聖 マキノ�ノゾミ 桂�やまと
（撮影：武藤奈緒美）

■ チケット／【先行電話受付】８月６日㈭９時～� �
【チケットぴあ】８月６日㈭ 10時～� � �
【ホール窓口受付】８月８日㈯９時～
　※未就学児は入場できません。

ワークショップ

７月１日より体験学習室を再開しました！

プレイショップ

◎ 夏の終わりのカラーハンティング〜色をつかまえよう！〜

9 月 6日㈰ 10時～　■募集開始日／ 8 月５日㈬～
500円　 小学生以上 20人

ぜひご利用ください！

◎ 紙粘土でつくる夏の和菓子

７月 29日㈬～８月 25日㈫
「夏の和菓子」作品の一例

企画展示室にて館蔵資料を展示します。
７月 23日（木・祝）～８月 25日㈫

② 「郷土の美術でたどる日本美術史ミニ講座 近代編」

①上杉鷹山の藩政改革「意見と議論」

　650年の伝統を持つ家に生まれ
た狂言方・大藏基

もと

誠
なり

と山奥の稽古
場を訪れていた息子・康

やす

誠
なり

はある
少女と出会う。宿命を背負った親
子と少女の交流が、ドキュメンタ
リーとフィクションを行き来しな
がら描かれる不思議な作品。大藏親子による狂言「しびり」
実演、さらに監督・土井康一と出演者の舞台挨拶を開催。

�10 月３日㈯
　第１回：12 時 30分開場、13 時 30分上映
　第２回：14時 45 分開場、16時上映
　※狂言と舞台挨

あい

拶
さつ

は 15 時より入退場自由で行います。

映画＋狂言の通し券 1,000 円（当日 1,500 円）
■出演／大藏基誠、大藏康誠、土井康一（映画監督）
■ チケット／８月８日㈯ 9時より伝国の杜で一般発売�
※ 5才未満は入場できません。

◎コレクショントーク（要入館料）
　①と②を学芸員がリレー形式で展示解説します。
７月 26日㈰ 14 時～

　国宝「上杉家文書」のうち初公開の資料を展示します。

　初公開作品を中心に米沢出身の作家たちの活躍を紹介す
るアートコレクションです。


