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1 県内各所
やまがたアートライン推進事業
「東北文化の日推進事業」

毎年10月最終土･日曜日を「東北文化の日」としており、それを起点に約１ヶ
月間東北6県及び仙台市が連携し、東北への来訪者の増加や周遊化を図
り、東北の文化を域内外に発信するため、各施設において無料開放日を設
けるなどの特典の設定や企画展を実施します。

10月25日～11月23日 県内の美術館・博物館
やまがたアートライン実行委員
会

山形県県民文化課
023-630-2306

2 山形市 「やまがた教育の日」の集い
「やまがた教育の日」（11月第2土曜日）に集いを開催し、教育文化講演会や
教育活動事例発表などを通して、みんなで山形の教育について考えます。

11月8日
山形テルサ
テルサホール

山形県教育委員会、公益財団
法人日本教育公務員弘済会山
形支部

無料
山形県教育庁総務
課
023-630-2692

3 山形市
秋の読書週間企画展
「2013～2014県内出版物展」

前年10月から1年間に出版された県内出版物（県人等の著作及び郷土資
料）を展示し紹介する。

10月21日～11月15日 山形県立図書館 山形県立図書館 無料
http://www.lib.pref.y
amagata.jp/

4 山形市 仙人講座　第5回

　シニアの方々の生きがいづくりや健康づくり、地域リーダー養成などを目的
とした各種講座。
第5回　　瀧川　鯉昇　氏（落語家）
　　　　　　「瀧川鯉昇の落語で学ぶ振り込め詐欺撃退法」

11月７日
山形県生涯学習セン
ター「遊学館」

山形県生涯学習センター
yama@gakyshubunka.
jp

年間5回すべてに
出席可能な方の
み。申し込み等は
終了（～6/23）

5 山形市 施設の無料公開 特別展・常設展示の無料公開をいたします。 11月3日 山形県立博物館 山形県立博物館 無料

山形県立博物館
023-645-1111
ttp://www.yamagata
-museum.jp/

6 山形市 施設の無料公開 展示の無料公開をいたします。 11月3日
山形県立博物館教育資
料館（分館）

山形県立博物館 無料

山形県立博物館教
育資料館(分館)
023-642-4397
ttp://www.yamagata
-museum.jp/

7 山形市 「体験！昔の遊び道具つくり」
身近な材料で簡単に遊び道具を作ります。輪ゴム鉄砲や空き缶笛のほか、
どんぐりのやじろべえ作りは秋ならではのたのしみです。

11月3日 山形県立博物館 山形県立博物館 無料

山形県立博物館
023-645-1111
ttp://www.yamagata
-museum.jp/

8 山形市 「科学体験教室」
クラゲの展示やスライム実験などをとおして科学の楽しさを体験することがで
きます。

11月3日 山形県立博物館 山形県立博物館 無料

山形県立博物館
023-645-1111
ttp://www.yamagata
-museum.jp/

9 山形市
特別展「戦後復興とやまがたの学
校」

教育のあり方が根本から問い直された戦後期を振り返り、現代の学校や教
育の意義を歴史的視座から考察します。

10月11日～12月7日 山形県立博物館 山形県立博物館

山形県立博物館
023-645-1111
ttp://www.yamagata
-museum.jp/

10 山形市
特別展「戦後復興とやまがたの学
校」　　　記念講演会

山形大学から安藤耕己教授と森田智幸講師をお迎えし、戦後の山形の教育
についてお話いただきます。

11月1日 山形県立博物館 山形県立博物館 無料

山形県立博物館
023-645-1111
ttp://www.yamagata
-museum.jp/

11 山形市 山形県学校食育推進会議
食育の重要性、課題等についての意見交換、共通理解の形成及び食育実
践校による事例発表を行います。

11月18日 山形ビッグウィング 山形県教育委員会 無料
県教育庁スポーツ保
健課023-630-2812

12 山形市 中学校演劇鑑賞教室 市内中学校の生徒を対象に、プロの劇団による演劇の鑑賞会を行います。 11月10日～14日 山形市民会館
山形市教育研究会
山形市教育委員会

無料
学校教育課
023-641-1212

13 山形市 子ども造形展
市内の保育園・幼稚園・小学校・中学校の子ども達の造形作品展を行いま
す。

11月21日～26日 山形県芸文美術館
山形市教育研究会
山形市教育委員会

無料
学校教育課
023-641-1212

14 山形市 おもしろ実験教室⑤ 山形市内小中学生を対象に、年８回科学実験講座を行います。 11月8日
山形市総合学習セン
ター

山形市理科教育センター
山形市理科教育セン
ター
０２３－６４５－６１６３

15 山形市 親子科学あそび教室⑤
山形市内小学校１～３年生の親子を対象に、年５回科学実験講座を行いま
す。

11月29日
山形市総合学習セン
ター

山形市理科教育センター
山形市理科教育セン
ター
０２３－６４５－６１６３
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16 山形市 青少年健全育成講演会 広く青少年問題に関する理解・意識高揚を図るために開催します。 11月15日 山形市役所 山形市教育委員会 無料
社会教育青少年課
023-641-1212

17 山形市 山形市文化財成果展パネル展
山形市教育委員会が、平成２５年度に行った発掘調査の成果のパネルや、
「ふるさとの仏像」のパネルを展示します。

11月1日～11月21日 山形市郷土館 山形市教育委員会 無料
社会教育青少年課
023-641-1212

18 山形市 山形市文化財成果展パネル展
山形市教育委員会が、平成２５年度に行った発掘調査の成果のパネルや、
「ふるさとの仏像」のパネルを展示します。

11月22日～12月5日 やまがたまなび館 山形市教育委員会 無料
社会教育青少年課
023-641-1212

19 山形市 旧済生館本館見学会

歴史家小形利彦氏に解説していただきながら、通常は非公開の３階以上（ベ
ランダ・塔屋等）を含む旧済生館本館の見学会を行い、全国でも数少ない明
治初期擬洋風建築の傑作である旧済生館本館を市民に広く周知し、郷土の
歴史についての理解促進を図る。

11月8日 山形市郷土館 山形市教育委員会 無料
社会教育青少年課
023-641-1212

20 山形市
山形市制施行１２５周年記念事業
芭蕉没後３２０年記念事業　企画
展「俳画の美と歴史」

俳画の祖とされる立圃から芭蕉、蕪村、そして近代の俳人まで俯瞰すること
により、俳画の歴史を学ぶ機会とし、俳句表現の魅力を紹介する。

10月2日～11月10日
山寺芭蕉記念館

指定管理者（公益財団法人）山
形市文化振興事業団

山寺芭蕉記念館
　０２３‐６９５－２２２
１

11月３日（文化の
日）無料

21 上山市 上山市総合文化祭 文化団体協議会加盟団体による作品展示及び芸能発表です。 11月1日～3日
上山市体育文化セン
ター

上山市文化団体協議会 無料

上山市文化団体協
議会事務局（上山市
体育文化センター
内）
023 673 2288

22 上山市 児童生徒作品展示
上山市内保育園・幼稚園・小学校・中学校・高等学校・特別支援学校等の児
童生徒の作品展示を行います。

11月7日～16日
上山市体育文化セン
ター

上山市教育委員会 無料

上山市教育委員会
学校教育課
023‐672‐1111（内
305）

23 上山市 上山市児童生徒理科研究発表会 上山市立各小・中学校の児童生徒が理科研究の成果を発表し合います。 11月11日 上山市立南小学校 上山市教育委員会 無料

上山市教育委員会
学校教育課
023‐672‐1111（内
305）

24 上山市 かみのやま教育の日
上山市小中学校文化祭です。児童生徒短歌大会の優秀作品の発表と児童
文学者深山さくら氏の講演を予定しています。

11月8日
上山市体育文化セン
ター

上山市教育委員会 無料

上山市教育委員会
学校教育課
023‐672‐1111（内
305）

25 天童市 全県青年交流会
県内の各青年団体等が企画ブースを設け、日頃の活動内容を発表する。

11月29日～30日 山形県青年の家 山形県青年の家
http://www.pref.yam
agata.jp/ou/kyoiku/7
01005/

26 天童市 第51回天童市民芸術祭 天童市文化団体協議会加盟団体を中心とした市民による作品展示・発表等 10月4日～12月31日 天童市民プラザ　他 天童市・天童市文化団体協議会 無料
天童市市民部文化ス
ポーツ課
023-654-1111

一部有料の催しも
有り

27 天童市 天童が生んだ人物展 天童出身の著名人に関する資料等の展示 9月30日～12月14日
市立旧東村山郡役所資
料館

天童市・指定管理者（公財）
天童市文化・スポーツ振興事業
団

市立旧東村山郡役
所資料館
023-654-0631

28 天童市
吉野石膏コレクション
日本近代絵画名作展

絵画の展示 10月24日～11月9日 市美術館
天童市・指定管理者（公財）
天童市文化・スポーツ振興事業
団

市美術館
023-654-6300

29 天童市 天童アートロード展 ワークショップ、展示活動の成果を紹介 11月16日～11月30日 市美術館
天童市・指定管理者（公財）
天童市文化・スポーツ振興事業
団

市美術館
023-654-6300

30 天童市 第32回懐かしのレコードコンサート レコード演奏によるコンサート 11月22日 天童市役所１階 天童市 無料
天童市市民部文化ス
ポーツ課
023-654-1111

31 天童市
天童市教育の日・天童市生涯学習
フェスティバル2014

社会教育関係団体等の関係機関等が、それぞれ抱える課題を掘り起し、今
後どのような活動を実施していくべきかを学習する（表彰　、記念講演等）

11月22日 天童市市民プラザ 天童市・天童市教育委員会 無料
天童市教育委員会
生涯学習課（TEL
654-1111）
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32 東根市 東根市生涯学習フェスティバル 日ごろ市民の皆さんが取り組んでいる生涯学習活動の展示・発表を行う 11月9日
東根市さくらんぼタント
クルセンター

東根市生涯学習フェスティバル
実行委員会

無料
東根市教育委員会
生涯学習課
0237－42－1111

33 東根市 第50回東根市総合文化祭 民謡・大正琴等の芸能発表、絵画・書道等の展示発表会 10月25日～11月3日
東根市さくらんぼタント
クルセンター

東根市
東根市教育委員会
東根市中央公民館

無料
東根市教育委員会
生涯学習課
0237－42－1111

主管：東根市芸術
文化協議会

34 東根市 第25回大ケヤキ全国書道絵画展 全国各地から30000点以上の作品が寄せられる全国屈指の展覧会 10月17日～21日 東根市民体育館
東根市
東根市教育委員会
東根市芸術文化協議会

無料
東根市教育委員会
生涯学習課
0237－42－1111

主管：大ケヤキ全
国書道絵画展実行
委員会

35 東根市 第38回東根市総合書道展 東根市書道選抜展（一般の部）・東根市教育書道展（教育の部）の併催展 11月21日～11月24日
東根市さくらんぼタント
クルセンター

東根市
東根市教育委員会
東根市中央公民館
東根市芸術文化協議会

無料
東根市教育委員会
生涯学習課
0237－42－1111

主管：東根市書道
連盟

36 東根市 東根市小学校音楽会
市内各校から小学生（主に4年生）が参加し、日ごろの練習の成果を発表す
る音楽会

11月6日
東根市さくらんぼタント
クルセンター

東根市小学校長会 無料
東根市立高崎小学
校
0237-44-2320

37 東根市 北村山地区中学校総合文化祭 北村山地区の各中学校の文化部の活動を発表する 11月12日 尾花沢市 北村山地区中学校長会 無料

38 尾花沢市 第51回尾花沢市民文化祭 尾花沢市民文化祭（公演・展示・催物） 11月1日～3日
尾花沢市文化体育施設
サルナートほか

尾花沢市文化祭実行委員会 無料

尾花沢市教育委員
会
社会教育課生涯学
習係

39 尾花沢市
第25回記念　山形県少年少女俳
句大会表彰式

県内の小･中学生を対象にした俳句大会表彰式 11月8日
尾花沢市文化体育施設
サルナートほか

尾花沢市教育委員会 無料

尾花沢市教育委員
会
社会教育課文化財
係

40 尾花沢市 尾花沢市青少年育成市民集会 青少年健全育成のための市民集会 11月16日
尾花沢市文化体育施設
サルナート　コンベン
ションホール

尾花沢市青少年育成市民会議 無料

尾花沢市教育委員
会
社会教育課中央公
民館

41 寒河江市 寒河江市総合文化祭 市芸術文化団体による作品展示並びに、舞踊・合唱等のステージ発表 10月25日～11月3日
寒河江市文化センター
他

寒河江市芸術文化協議会 無料
寒河江市文化セン
ター0237－86－5111

42 寒河江市 軽スポーツ講座
市民講座「寒河江さくらんぼ大学」健康笑学部において、「パークゴルフ体験
教室”ナイスショット！”」と題してパークゴルフを開催。

11月2日
最上川ふるさと総合公
園内パークゴルフ場

寒河江市教育委員会
寒河江市文化セン
ター0237－86－5111

学部内4講座合わ
せて2,000円

43 寒河江市 歴史講座
市民講座「寒河江さくらんぼ大学」歴史学部において、「東北の仏教センター
慈恩寺と平泉を知る」と題して岩手県立大学教授・誉田慶信氏による歴史講
座を開催。

11月8日 寒河江市文化センター 寒河江市教育委員会
寒河江市文化セン
ター0237－86－5111

学部内4講座合わ
せて2,000円

44 寒河江市 旅の体験講座
市民講座「寒河江さくらんぼ大学」旅の心得学部において、「デジカメを持っ
て旅に出よう」と題して旅の体験講座を開催。

11月9日 現地 寒河江市教育委員会
寒河江市南部地区
公民館0237－86－
4782

学部内4講座合わ
せて2,000円

45 寒河江市 さがえっこ育みフォーラム

学校・家庭・地域がそれぞれの役割を果たし、互いに連携しながら、すこや
かな「さがえっこ」を育んでいくことを市民全体で推進していくため開催。（今
年度は「さがえっこすくすく宣言」を受け、子育て全般に関する内容の講演会
を実施）

11月22日
寒河江市中央公民館 2
階ホール

さがえっこ育みアクションプラン
推進本部

無料

寒河江市教育委員
会
学校教育課
0237-86-2111

46 寒河江市 教養講座
市民講座「寒河江さくらんぼ大学」素敵な女性学部において、「女将のお・も・
て・な・し の心」と題して湯坊いちらく女将・佐藤真理氏による教養講座を開
催。

11月16日
天童温泉 湯坊「いちら
く」

寒河江市教育委員会
寒河江市柴橋地区
公民館0237－86－
3222

学部内4講座合わ
せて2,000円

47 寒河江市 楽書実技講座
市民講座「寒河江さくらんぼ大学」活き生き元気学部において、「思いを込め
て楽書で年賀状を！」と題して書家・岡部陽子氏による楽書実技講座を開
催。

11月19日 寒河江市文化センター 寒河江市教育委員会
寒河江市文化セン
ター0237－86－5111

学部内4講座合わ
せて2,000円
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48 山辺町 作谷沢地区文化祭 作谷沢地区で活動する団体の作品・資料の展示、発表などを行います。 11月１日～2日 作谷沢ふれあい自然館
作谷沢地区文化祭実行委員
会、作谷沢地区文化団体協議
会

無料
作谷沢公民館
０２３－６６６－２１２１

２日に作谷沢小・中
学校文化祭が開催

49 山辺町
ふるさと資料館入館無料・町指定
文化財紅花染め打掛の展示

11月3日文化の日に山辺町ふるさと資料館の入館料を無料とします。また、
当日は町指定文化財の紅花染め打掛を展示します。

11月3日 山辺町ふるさと資料館 山辺町ふるさと資料館 無料
山辺町ふるさと資料
館　　　　℡０２３－６
６７－１１１５

50 山辺町 山辺町総合文化祭 山辺地区で活動する団体の作品・資料の展示、発表などを行います。 11月5日～9日 山辺町中央公民館 山辺町文化団体協議会 無料
山辺町教育委員会
℡０２３－６６７－１１
１５

51 山辺町 近江地区文化祭 近江地区で活動する団体の作品・資料の展示、発表などを行います。 11月8～9日 近江公民館 近江地区文化祭実行委員会 無料
近江公民館
０２３－６６４－７８９５

52 山辺町
Ｔａｉｋｅｎ堂「生き方雑記帖２０１４」
山本一力氏

１９９７年に「蒼龍」でオール読物新人賞を受賞、２００２年に「あかね空」で直
木賞受賞をした小説家山本一力氏による講演を行います。

11月10日 山辺町中央公民館 Ｔａｉｋｅｎ堂実行委員会

山辺町教育委員会
℡０２３－６６７－１１
１５　　　　　　　　　　Ｔ
ａｉｋｅｎ堂webサイト
http://www.taiken-

53 山辺町 相模地区文化祭ぴっかり相模 相模地区で活動する団体の作品・資料の展示、発表などを行います。 11月15日～16日 相模公民館 相模公民館 無料
相模公民館
０２３－６６４－５６６３

54 中山町 第46回中山町芸術文化祭
町のさまざまな芸術・文化サークル、団体による発表、お茶席、作品展示等
を行います。

11月1日～4日 中山町中央公民館 中山町芸術文化協会 無料

中山町芸術文化協
会事務局（中央公民
館内）
023-662-2235

55 中山町 ほんわ館まつり
詩人の和合亮一氏をお招きしてのワークショップをはじめ、読書に関わるさ
まざまな催しを行います。

11月9日 中山町立図書館 中山町教育委員会
中山町教育委員会
教育課
023-662-2235

56 中山町
中山町立歴史民俗資料館
特別無料開館

文化の日である11月3日に、中山町立歴史民俗資料館を無料開館とします。 11月3日
中山町立歴史民俗資料
館

中山町立歴史民俗資料館 無料
中山町立歴史民俗
資料館
023-662-2175

57 西川町 西川町文化祭 町民の文化発表の場（作品展示） 10月28日～11月3日 西川交流センター 西川町芸術文化協議会 無料
西川町生涯学習課
℡0237-74-3131

58 西川町 西川町文化祭 町民の文化発表の場（ステージ発表） 11月2日 西川交流センター 西川町芸術文化協議会 無料
西川町生涯学習課
℡0237-74-3131

59 西川町
西川町芸術文化協議会４５周年記
念事業

大泉逸郎氏を招いての歌謡ショー 11月3日 西川交流センター 西川町芸術文化協議会 無料
西川町生涯学習課
℡0237-74-3131

60 西川町 文化講演会 松平定知氏を招いての講演会 11月8日 西川交流センター 西川町 無料
西川町生涯学習課
℡0237-74-3131

61 西川町 食の文化祭 食の文化祭 11月9日 西川交流センター 西川町
西川町産業振興課
℡0237-74-2111

62 朝日町 第50回朝日町芸術文化祭 芸術文化協議会会員の発表・展示等 11月2日～3日

朝日町エコミュージアム
コアセンター「創遊館」
朝日町西部公民館
朝日町北部公民館

朝日町芸術文化協議会
朝日町教育委員会

無料

朝日町教育委員会
教育文化課生涯学
習係
0237-67-2118
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63 大江町 朝日わくわく広場⑥ 化石や岩石の採掘、地層観察 11月8日
山形県朝日少年自然の
家

山形県朝日少年自然の家
http://www.pref.yam
agata.jp/ou/kyoiku/7
02002/

64 大江町 プラネタリウム一般公開 楽器の生演奏と季節の星座に関する神話の紹介 11月29日～30日
山形県朝日少年自然の
家

山形県朝日少年自然の家 無料
http://www.pref.yam
agata.jp/ou/kyoiku/7
02002/

65 大江町 大江町文化祭

　町民の芸術文活動の成果を発表する機会として、毎年11月の頭に開催し
ます。3日間を通した展示発表では絵画や書道を展示します。ステージ発表
では合唱や演奏を披露します。また、茶会を開いて、町民の方々に抹茶を楽
しんでいただきます。

11月1日～3日

1日目→茶会（大江町中
央公民館）
2日目→ステージ発表
（大江町東地区公民館）
１～３日目→展示発表
（大江町体育センター　）

大江町文化祭実行委員会、大
江町芸術文化団体協議会、大
江町教育委員会

大江町中央公民館
TEL
０２３７－６２－３６６６

66 大江町 オペラ「フィガロの結婚」公演
　山形オペラ協会の皆さんと山形交響楽団の演奏でオペラを上演いたしま
す。

11月30日 大江町東地区公民館

山形県
大江町
大江町教育委員会
公益財団法人山形県生涯学習
財団

大江町中央公民館
TEL
０２３７－６２－３６６６

67 大石田町
特別展
近岡善次郎　最上三十三観音展

作品や資料を広く収集・借用して行う特別展 10月4日～11月16日
大石田町立歴史民俗資
料館

大石田町教育委員会
ＴＥＬ＆ＦＡＸ
0237-35-3440

休館日：月曜日、祝
日の翌日、月末日
入館料
大人：２００円
高校・大学生１５０
円

68 大石田町
大石田町民大学　地域学講座「大
石田学の創造」

多方面から地域への理解を深め、理想を描き、さらに実現へと導く知識と知
恵を学びます。
第３回目　幸楽部（政治コース）　テーマ「剣が峰に立つ世界」～日本は生き
残れるか～　講師「国際問題研究所ＡＴＷＩ所長　小関　哲哉　氏」
第４回目　口楽部（和食コース）　テーマ「世界遺産（和食）の魅力を探ろう」～
和食の歴史、和食の現在、そして未来を考える～　講師「山形大学地域教育
文化学部食環境コース　助教　山岸　あづみ　氏」

11月13日
11月20日

大石田町福祉会館 大石田町教育委員会
ＴＥＬ＆ＦＡＸ
0237-35-2094

全部受講は１，００
０円
第３回目のみは無
料

69 大石田町 大石田町小中学校音楽発表会 町内小中学生による音楽発表会 11月5日 大石田町福祉会館 大石田町教育委員会 無料
ＴＥＬ＆ＦＡＸ
0237-35-2094

70 大石田町 第４９回大石田町芸術祭
大石田町芸術文化協会加盟団体中心とした町民による作品展示と芸能発
表会

10月18日～
11月16日

大石田町福祉会館ほか
大石田町教育委員会
大石田町中央公民館
大石田町芸術文化協会

無料
ＴＥＬ＆ＦＡＸ
0237-35-2094

71 大石田町 町民音楽コンサート 自衛隊音楽隊を招いての音楽コンサート 11月15日 大石田町福祉会館 大石田町教育委員会 無料
ＴＥＬ＆ＦＡＸ
0237-35-2094

72 新庄市 新庄市教育の日記念事業 子どもたちのステージ発表、写真展示、体験型ブース 11月8日 新庄市民プラザ 新庄市教育の日実行委員会 無料
新庄市教育委員会

0233-22-2111

73 新庄市
第69回山形県総合美術展・第56回
子ども県展

山形県で行われる最大の美術公募展の巡回展
・受賞作品、地域作家の入選作品の展示（子ども県展も同様）
・開催期間中における児童・生徒を対象とした子ども美術鑑賞教室などの開
催
・開催期間中における児童・生徒の作品鑑賞機会の提供

10月29日～11月3日 新庄市民プラザ 新庄市民プラザ

大人200
円

高校生以
下無料

新庄市民プラザ
0233-22-4200

74 新庄市
第78回市民雪セミナー『おもしろお
天気教室』

地球温暖化に起因するとされる地球規模のさまざまな特異な気象現象につ
いて学び、山形県内における近年の気象の傾向について理解する。最上地
域の「多雪と短い日照時間」について、地域の気候の特徴として受け入れ、
前向きにしなやかに対応するための講座。

11月2日
13：30～15：00

雪の里情報館　２Ｆ雪国
文化ホール

雪の里情報館 無料
雪の里情報館
0233-22-7891

　

75 新庄市 第５２回市民音楽祭 市内学校及び一般のコーラス・合唱団体による発表会 11月3日 大ホール 市民音楽祭実行委員会 無料
新庄市民文化会館

0233-22-7029

http://www.pref.yamagata.jp/ou/kyoiku/702002/�
http://www.pref.yamagata.jp/ou/kyoiku/702002/�
http://www.pref.yamagata.jp/ou/kyoiku/702002/�
http://www.pref.yamagata.jp/ou/kyoiku/702002/�
http://www.pref.yamagata.jp/ou/kyoiku/702002/�
http://www.pref.yamagata.jp/ou/kyoiku/702002/�
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76 新庄市
新庄ふるさと歴史センター無料開
館

「文化の日」にあわせて入館料無料 11月3日
新庄ふるさと歴史セン
ター

新庄市教育委員会 無料
新庄ふるさと歴史ｾﾝ

ﾀｰ
0233-22-2188

77 金山町 子ども芸術文化発表会
明安こども歌舞伎と有屋少年番楽の発表会です。金山町に伝わる伝統芸能
を小学校児童が舞台発表します。

10月18日 金山町中央公民館 金山町教育委員会 無料
金山町大字金山
662-1　0233-52-
2902

78 金山町 金山町公民館大会並びに生涯学習推進大会
町内５地域の地域公民館大会の総括と町づくりに関しての基調講演を行い、
町民の創意と英知を結集する大会です。

11月3日 金山町中央公民館 金山町教育委員会 無料
金山町大字金山
662-1　0233-52-
2902

79 金山町 芸術文化発表会
本町芸術文化協会に所属する各団体の舞台発表会です。（日本舞踊、ダンス、詩吟、謡曲、コーラス等）
その他、生け花、パッチワーク、絵画の展示も行います。 11月8日 金山町中央公民館 金山町芸術文化協会 無料

金山町大字金山
662-1　0233-52-
2902

80 金山町 教育週間 各学校行事への参加、セーブメディア、読書活動等、県教育の日の啓蒙。 町民会議で検討 町内 金山町教育委員会 無料 0233-52-2902

81 最上町 町芸文祭舞台発表 ピアノ、日本舞踊、伝統芸能、詩吟などの総合舞台発表会 11月2日 中央公民館 町芸文協 0233-43-2053

82 最上町 最上町こども議会 議場にて子どもたちが政策提言を行い、町長が回答する。 11月21日 議場 最上町 無料 023343-2053

83 最上町 町民フォーラム 海外研修に参加した高校生の体験発表や作文の発表など 11月23日 中央公民館 最上町 無料 023343-2054

84 戸沢村 芸術文化総合フェステバル 村民の踊り・民謡・文化作品の展示など行い、広く芸術文化に親しむ。 11月3日 戸沢村中央公民館 戸沢村芸術協会 無料
戸沢村中央公民館
0233－72－2304

85 戸沢村 太鼓フェスティバル 村内太鼓団体、招待団体の太鼓演奏会 11月16日 戸沢村中央公民館 太鼓フェスティバル実行委員会
戸沢村中央公民館
0233－72－2304

86 真室川町 神室フェスティバル 化石発掘、野外炊飯、トレッキング、クラフト制作 11月8日～9日
山形県神室少年自然の
家

山形県神室少年自然の家
http://www.pref.yam
agata.jp/ou/kyoiku/7
04002/

87 真室川町 授業参観 真室川中学校において、保護者の授業参観を行う 11月7日 真室川中学校 真室川中学校
真室川中学校
0233-63-2121

88 真室川町 幼児共育ふれあい広場 祖父母参観において、草木染体験をおこなう 11月2日 安楽城保育所
安楽城保育所、真室川町教育
委員会

真室川町教育委員
会教育課
生涯学習・スポーツ
担当
0233-62-2305

89 真室川町 婦人芸能祭 町内の婦人会による唄と踊りのチャリティーショーを行います。 11月10日 真室川町中央公民館 真室川町婦人連合会 無料
真室川町婦人連合
会　　　　　0233-62-

2843

90 真室川町
山形県児童生徒版画作品展表彰
式

県内の小中学校より作品を募集したうち、特選受賞者を招いて表彰式を行
います。

11月16日 真室川町中央公民館 真室川町教育委員会 無料
真室川町教育委員

会
0233-62-2305

91 真室川町 山形県児童生徒版画作品展 県内の小中学校より作品を募集したうち、入賞作品の展示を行います。 11月16日～24日 真室川町中央公民館 真室川町教育委員会 無料
真室川町教育委員

会
0233-62-2305
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92 真室川町 ふるさと子ども伝承祭
青少年を対象とした伝承文化の発表の場を設けることで、ふるさとへの理解
や愛郷心を深めるとともに伝承文化の継承を図る。

11月30日 真室川町中央公民館 真室川町教育委員会 無料
真室川町教育委員

会
0233-62-2305

93 大蔵村 大蔵村子供展 小中学校児童生徒の書写、絵画展です。 11月1日～11月9日 大蔵村中央公民館 大蔵村教育委員会 無料
生涯学習係
0233-75-2323

94 鮭川村 鮭川村総合芸術祭 村内外で活動している文化団体の日頃の活動内容を発表 11月3日
鮭川村農村交流セン
ター

鮭川村文化団体連合会 無料
鮭川村教育委員会
０２３３－５５－３０５１

95 鮭川村 婦人の祭典 村内の婦人会による唄と踊りの発表や手作り品の展示 11月23日
鮭川村農村交流セン
ター

鮭川村連合婦人会 無料
鮭川村教育委員会
０２３３－５５－３０５１

96 舟形町 舟形町芸能フェスティバル 芸能発表(舞踏、ダンス、民謡、歌謡、三味線　等) 11月3日 舟形町中央公民館 舟形町教育委員会 無料 舟形町中央公民館

97 米沢市 やまがた教育の日推進事業in置賜
食育に関する基調講演及びパネルディスカッション等を通して、学校・家庭・
地域が連携し、みんなで未来の山形を担う心豊かでたくましい子どもたちの
育成等について考えます。

11月29日 山形県立米沢栄養大学
山形県教育委員会、山形県立
米沢栄養大学

無料
山形県教育庁総務
課
023-630-2692

98 米沢市
置賜地区青少年健全育成キャン
ペーン

１１月の全国青少年健全育成強調月間にあたり啓発用チラシ及びポケット
ティッシュを配布し、一般市民の意識強化を図ります。

11月　4日 イオン米沢店 米沢市青少年育成市民会議 無料
担当者と同じ0238-
21-6111

99 米沢市 米沢市青少年育成市民大会
青少年の健全育成への意識高揚を図るため、学校や青少年育成団体等を
対象とした市民の集いを開催します。

11月16日 置賜総合文化センター 米沢市青少年育成市民会議 無料
担当者と同じ0238-
21-6111

100 米沢市 放課後子ども教室「収穫感謝祭」
地域の方々に参加をいただき、春の田植え、秋の稲刈り体験をとおし自然の
恵みを味わいながら学習発表会を行います。

11月　1日 関小学校
関地区放課後子ども教室運営
協議会

無料
担当者と同じ0238-
21-6111

101 米沢市 もっと素敵に!　輝く私の磨き方
主婦や子育てで離職中の女性、再就職を目指す女性を対象に、自分の魅力
を知り、存在意義を高め、自分の良さや魅力を発揮することの大切さを学ぶ
４回連続講座。

11月　6日、13日、20
日、27日

置賜総合文化センター 中央公民館 無料
担当者と同じ0238-
21-6111

102 米沢市
まちづくり人財養成講座
米沢まちづくりプラン大賞審査発
表会

米沢を活気のあるまちにするために、まちづくり人材養成講座で学んだまち
づくりのアイディアをプレゼンし、その中から米沢まちづくりプラン大賞を選び
表彰します。

11月15日 伝国の杜
まちづくりプランナー創出事業実
行委員会

無料
担当者と同じ0238-
21-6111

103 米沢市 ベーダー駅伝競走大会
県内最大規模の駅伝大会として歴史と伝統を重ね、市内から白布温泉を折
り返すコースの中で、長距離選手の育成と競技力向上を図り、市民のスポー
ツに関する関心を高めるものです。

11月24日
米沢市立第二中学校体
育館（スタート・ゴール）

米沢市教育委員会
社会教育・体育課
0238-23-6535

104 米沢市 読書週間図書館フェア
秋の読書週間にあわせて開催します。「雑誌リサイクル市」「雑誌の付録抽
選会」など図書館に親しんでもらうための催しです。

10月28日～11月9日 置賜総合文化センター 市立米沢図書館 無料
http://www.library.yo
nezawa.yamagata.jp

105 米沢市
米沢市上杉博物館特別展「置賜の
山岳信仰」

館蔵の国重要文化財「行屋」関係資料を中心に、置賜地域における飯豊山
や出羽三山などに対する山岳信仰を紹介する。

11月1日～30日 米沢市上杉博物館 米沢市上杉博物館

http://www.denkoku
-no-
mori.yonezawa.yamag
ata.jp

入場料（特別展）
一　般　　 200円
高大生　　100円
小中生　　  50円
常設展は別途入場
料必要

106 長井市
古代の丘資料館企画展「1200年前
の長井」

奈良・平安時代の土器や木製品の展示を行います。 9月2日～11月3日 古代の丘資料館 長井市古代の丘資料館 無料
長井市古代の丘資
料館0238-88-9978

http://www.library.yonezawa.yamagata.jp/�
http://www.library.yonezawa.yamagata.jp/�
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107 長井市
第36回長井の心を育む少年活動
発表会

小中高生より「長井の心」にちなんだ地域活動やボランティア活動の成果を
発表

11月22日 生涯学習プラザ
長井市まちづくり青少年育成市
民会議

無料
長井市教育委員会
文化生涯学習課
0238-84-7677

108 長井市 第34回市民展
子供から大人まで広く長井市内から公募した写真、絵画、工芸などの作品を
展示

11月26日～11月30日 長井市民文化会館 長井市民文化会館 無料
長井市民文化会館
0238-84-6051

109 長井市 西根ナーレ
地元出身者と全国各地から参加した若手芸術家が、長井市西根地区の寺
社や公民館、古民家を会場に里の家美術館を開催する。

10月12日～11月３日 長井市西根地区 縄文と里の暮らしを考える会 無料
西根ナーレ事務局
090-9355-8342

110 長井市 写真で見る「長井の文化財」
「長井の文化財」刊行にあたり、掲載された指定文化財について、写真によ
り紹介します。

10月28日午後～11月1日午
前

文教の杜小桜館（旧西
置賜郡役所）

長井文化財保護協会 無料
長井市教育委員会
文化生涯学習課
0238-84-7677

111 長井市
市制施行60周年記念
角野栄子さん記念事業

「魔女の宅急便シリーズ」の著者、角野栄子氏は戦時中、長井に疎開してい
た縁があり、たびたび当市を訪問され、図書の寄贈や講演をいただいていま
す。今回は「大きな大きな絵本の公園」と題し、白つつじ公園内に実物の20
倍に拡大した「サラダでげんき」を頁順に設置し、歩きながら楽しんでもらい
ます。

１0月4日～11月9日

白つつじ公園

置賜地域地場産業振興
センター

長井市制施行60周年記念事業
実行委員会

無料
長井市総務課
0238-84-2111

112 高畠町 勾玉・弓矢・石器をつくろう 滑石を使って勾玉を、竹を使って弓矢を、頁岩などを使って石器を作ります。 11月3日
山形県立うきたむ風土
記の丘考古資料館

山形県立うきたむ風土記の丘考
古資料館

http://www.pref.yam
agata.jp/ou/kyoiku/7
00015/ukitamu.html

受付　9:00～15:00

113 高畠町
企画展記念講演会「日本列島の弥
生文化と南東北」

企画展のテーマに合わせて講演会を開催します。
講師：石川日出志氏（明治大学教授）

11月16日
山形県立うきたむ風土
記の丘考古資料館

山形県立うきたむ風土記の丘考
古資料館

http://www.pref.yam
agata.jp/ou/kyoiku/7
00015/ukitamu.html

114 高畠町 第22回企画展「弥生時代の山形」
遺跡数が少なく解明されていない部分が多い山形の弥生時代について、出
土資料とこれまでの研究成果から探ります。

10月1日～11月30日
山形県立うきたむ風土
記の丘考古資料館

山形県立うきたむ風土記の丘考
古資料館

http://www.pref.yam
agata.jp/ou/kyoiku/7
00015/ukitamu.html

入館は16：:30まで

115 高畠町
うきたむ風土記の丘考古資料館無
料開館

文化の日に合わせて無料開館を実施します。 11月3日
山形県立うきたむ風土
記の丘考古資料館

山形県立うきたむ風土記の丘考
古資料館

http://www.pref.yam
agata.jp/ou/kyoiku/7
00015/ukitamu.html

入館は16：:30まで

116 高畠町 第22回企画展「弥生時代の山形」
山形県内の弥生時代の遺跡は数が少なく解明されていない部分が多い時
代です。これまでの研究成果と出土資料から弥生時代の山形を探っていき
ます。

10月1日～11月30日
山形県立うきたむ風土
記の丘考古資料館（高
畠町大字安久津2117）

山形県立うきたむ風土記の丘考
古資料館

0238-52-2585
http://ukitamu.pupu.j
p/

117 高畠町 高畠町芸術文化祭（展示祭） 絵画・書道・写真等の展示。 11月2日～3日 町営体育館 芸術文化祭実行委員会 無料
社会教育課文化係
0238-52-4472

118 高畠町 郷土資料館無料開館日 11月3日文化の日に合わせて無料開館を実施します。 11月3日 高畠町郷土資料館 高畠町郷土資料館 無料
高畠町郷土資料館
0238-52-4523

119 高畠町
山形県立うきたむ風土記の丘考古
資料館無料開館

毎年５月５日と１１月３日は無料開館日としています。 11月3日
山形県立うきたむ風土
記の丘考古資料館（高
畠町大字安久津2117）

山形県立うきたむ風土記の丘考
古資料館

無料
0238-52-2585
http://ukitamu.pupu.j
p/

120 高畠町 勾玉・弓矢・石器をつくろう！
滑石を使って勾玉をつくります、竹を使って弓矢を作ります、けつ岩を使って
石器を作ります。

11月3日
山形県立うきたむ風土
記の丘考古資料館（高
畠町大字安久津2117）

山形県立うきたむ風土記の丘考
古資料館

0238-52-2585
http://ukitamu.pupu.j
p/

121 高畠町
高畠町芸術文化祭（芸能フェスティ
バル）

民謡・日舞・詩吟・太鼓等の発表 11月16日 文化ホール 芸術文化祭実行委員会 無料
社会教育課文化係
0238-52-4472

122 高畠町
企画展記念講演会「列島の弥生文
化と南東北」

企画展の開催を記念した講演会を開催します。
　講師　明治大学教授　石川日出志氏

11月16日
山形県立うきたむ風土
記の丘考古資料館（高
畠町大字安久津2117）

山形県立うきたむ風土記の丘考
古資料館

0238-52-2585
http://ukitamu.pupu.j
p/

定員　５０名程度
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123 川西町 川西町芸術文化祭
謡、詩吟、歌謡、民踊、舞踊、演劇等の発表と短歌、俳句、川柳、押花、写
真、書道、絵画、華道等の展示をご覧いただけます。

11月2日～3日
川西町フレンドリープラ
ザ

川西町芸術文化協会 一般：400円

まちづくり課
生涯学習グループ
0238‐42‐6668

124 川西町 川西町音楽見本市 連盟加盟団体及び小中学生による演奏をご覧いただけます。 11月8日
川西町フレンドリープラ
ザ

川西町音楽連盟 無料
まちづくり課
生涯学習グループ
0238‐42‐6668

125 小国町 小国町文化祭 町民が主体となって実施する芸術・文化活動 11月1～3日
町民総合体育館
小国小学校体育館

小国町文化協会 無料
小国町教育委員会
0238-62-2141

126 小国町 山遊亭金太郎落語 地元出身の落語家による寄席 11月1日 小国開発総合センター 山遊亭金太郎後援会 無料
小国町教育委員会
0238-62-2141

127 白鷹町 白鷹町芸術祭
町民による公演（おんがく祭・謡曲発表・芸能まつり）や作品展示（写真展・書
道展・絵画展・華道展など）

11月1日～2日
白鷹町文化交流セン
ター　「あゆーむ」

白鷹町芸術文化協会

教育委員会
生涯学習・文化振興
係
℡0238-85-6146

128 白鷹町 葛飾北斎「富嶽三十六景」展
豊かな自然とそれに関わりながら営まれる人々の生活を描いた葛飾北斎
「富嶽三十六景」を展示します。

11月8日～12月7日
白鷹町文化交流セン
ター　「あゆーむ」

白鷹町

白鷹町文化交流セン
ター　「あゆーむ」
http://www.ayu-
m jp/

129 飯豊町 アツアツやきいもパーティー 焚き火で焼きあげる本格焼き芋体験と焚き火料理 11月8日～9日
山形県飯豊少年自然の
家

山形県飯豊少年自然の家
http://www.pref.yam
agata.jp/ou/kyoiku/7
06002/

130 飯豊町
自然大好き！
いいでクラブ②

季節に応じた体験活動 11月22日
山形県飯豊少年自然の
家

山形県飯豊少年自然の家
http://www.pref.yam
agata.jp/ou/kyoiku/7
06002/

131 鶴岡市 成人向け講座 仲間づくりの手法、指導法習得、自然体験活動研修、食体験活動研修 11月9日
山形県金峰少年自然の
家

山形県金峰少年自然の家
http://www.pref.yam
agata.jp/ou/kyoiku/7
07003/

132 鶴岡市 第９回鶴岡市芸術祭
鶴岡市内の６芸術文化協会等に加盟する芸術文化団体の公演。３９公演、４
９団体が参加。

8月～12月 市内公共施設等 鶴岡市芸術祭運営委員会
http://www.city.tsur
uoka.lg.jp/

133 鶴岡市
第６９回県総合美術展覧会鶴岡巡
回展・第５６回県こども絵画展覧会

山形美術館を皮切りに、県内９施設を巡回する県内最大規模の美術公募
展。庄内地域から出品された洋画、日本画、彫刻、工芸作品を中心に展示。
また、併せて県内のこどもたちの作品によるこども絵画展覧会も同時開催。

11月13日～17日 鶴岡アートフォーラム 鶴岡アートフォーラム
http://www.t-
artforum.net/

134 鶴岡市 展示会「幕末の庄内」
徳川の譜代大名だった庄内藩に幕末の動乱の時期何がおこったか、資料を
基に展示する。

8月～12月 郷土資料館 郷土資料館 無料 http://lib.city.tsuruoka.lg.jp

135 鶴岡市 ふじしま音楽祭 園児から高齢者まで幅広い参加者による合唱・吹奏楽など手作りの音楽会 11月1日
藤島地区地域活動セン
ター

ふじしま文化フェスティバル実行
委員会

無料 http://www.city.tsuruoka.lg.jp

136 鶴岡市 はぐろ秋まつり芸術文化祭
羽黒地域の保育園児から高齢者まで、住民による絵画、書道、手芸、陶芸
等の展示及び合唱・踊り・演奏等の発表

11月1日～月3日
羽黒コミュニティセン
ター他

羽黒芸術文化祭実行委員会 無料 http://www.city.tsuruoka.lg.jp

137 鶴岡市 くしびき文化祭
櫛引地域の保育園児から高齢者による絵画・書道・手芸、陶芸等の展示及
び合唱・演奏等の発表

10月31日～11月3日、
16日

櫛引公民館 くしびき文化祭運営委員会 無料 http://www.city.tsuruoka.lg.jp/

展示部門:10/31～
11/3
公演発表:11/16

138 鶴岡市 あさひ産業文化まつり
朝日地域の児童・生徒・住民による作品展示や芸能発表を行い、農林・商工
業関係のおまつり広場を開催します。

10月25日～11月3日 朝日中央公民館他
あさひ産業文化まつり実行委員
会

無料 http://www.city.tsuruoka.lg.jp/
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139 鶴岡市 温海文化祭
温海地域の保育園児から高齢者による絵画、書道、手芸、陶芸等の展示及
び合唱・演奏等の発表

10月29日～11月3日 温海ふれあいセンター 温海文化祭実行委員会 無料 http://www.city.tsuruoka.lg.jp

展示部門:10/29～
11/3
ステージ発表・お茶
会:　11/3

140 酒田市 酒田市立資料館無料開館 文化の日に合わせて無料開館します。 11月3日 酒田市立資料館 酒田市教育委員会 無料
酒田市教育委員会
社会教育課
0234-24-2994

141 酒田市 松山文化伝承館無料開館 文化の日に合わせて無料開館します。 11月3日 酒田市松山文化伝承館 酒田市教育委員会 無料
酒田市教育委員会
社会教育課
0234-24-2994

142 酒田市 旧鐙屋特別公開 文化の日に合わせて無料開館します。 11月3日 酒田市旧鐙屋 酒田市教育委員会 無料
酒田市教育委員会
社会教育課
0234-24-2994

143 酒田市 第45回酒田民俗芸能公演会 酒田市内外の団体による民俗芸能の公演会を開催します。 11月9日
酒田市民会館「希望
ホール」

酒田市民俗芸能保存会・酒田
市・酒田市教育委員会

無料
酒田市教育委員会
社会教育課
0234-24-2994

144 酒田市 酒田市立光丘文庫所蔵資料展 テーマ「江戸期の酒田ゆかりの人々」
10月21日～27年2月28
日

酒田市立光丘文庫 酒田市教育委員会 無料
市立図書館HP
http://library.city.sak
ata.lg.jp/

145 三川町 みかわ秋まつり
町内の芸術文化団体及び個人が日常の創作活動の成果を展示します。ま
た、手工芸などの体験コーナーも行います。

11月1日～3日 三川町体育館 みかわ秋まつり実行委員会 無料
三川町公民館
０２３５－６６－４４０３

146 遊佐町 第43回遊佐町芸術祭
町の芸術文化協会に参加してる団体の日常の活動成果を発表し、町民の芸
術文化に対する理解と関心を高め、芸術文化の振興を図る。

10月5日～12月16日
遊佐町生涯学習セン
ター他

遊佐町生涯学習センター・遊佐
町芸術文化協会共催

遊佐町生涯学習セン
ター
0234-72-2236
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