
●展示・体験
場所／1階モール

展示・体験内容 団体名
手作りお菓子・作品などのバザー、活動内容の展示 婦人之友 友の会
皮革を使った世界に一つだけの財布、バック、額など
の作品の展示 レザークラフトＯＢ会

ステンドグラスの作品展示と体験 ステンドグラスきらめきの会
押し花絵額展示と押し花体験 押し花サークル四季彩
チャリティーバザーと人形展示 風っこの会
たぶの木クラブ 手作り作品展 琢成学童保育たぶの木クラブ
おもちゃの修理（修理代無料。材料代は実費）
18日午前9時30分～午後5時
19日午前9時30分～午後4時

酒田おもちゃの病院

場所／3階体育室
展示内容 団体名

「鵜渡川原人形」の展示と人形起こし体験
日時／18日、19日の午前10時～午後3時
費用／500円

鵜渡川原人形伝承の会

水墨画展示 如月会（酒田水墨画同好会・遊墨会）
書の作品展示 酒田書人会
陶磁器の作品展示 趣味のやきもの会
平成26年度酒田市民俳句大会の上位入賞者席題10
句兼題10句の短冊を展示 酒田俳句連盟

絵画の展示 酒田美術クラブ
会員作品の短冊60作品を展示 日和俳句会
水墨画作品の展示 如月遊墨会
拓本表装作品の展示、拓本無料体験
日時／18日午後1時30分～4時、19日午後1時30分～3時30分 酒田拓本に親しむ会

会員の篆刻、刻字作品展示 酒田篆刻と刻字を楽しむ会
水墨画展示 あじさいの会
万葉集、古今集等の散らし書の額・条幅などの展示 かな書道の会
個人それぞれが幅広く書を楽しんだ作品の展示 書に親しむ

場所／3階・4階会議室
会場 展示・体験内容（材料代）・体験実施期間 団体名
411 水引手工芸作品の展示 水引手工芸教室

410 絵手紙の展示と体験（体験は無料） 絵手紙で元気会／
ハートtoハートもみじの会

409 革手芸作品の展示 ばらの会

408
和紙ちぎり絵展示・ミニ色紙作成体験（300円）
17日午前10時～午後4時、18日、19日の午前9時～午後4
時(19日は午後2時まで)

酒田和紙ちぎり絵会

407
組みひもの作品展示・縁起の良い結び作品の制作体験
（カギ用静電気防止ストラップ700円、一結びトンボブ
ローチ500円・700円、縁起物陶器ストラップ500円）
18日、19日の午前10時～午後4時（19日は午後3時まで）

組みひも森の木会

407
和物の作品展示・半幅帯結び無料体験(自分の帯で結び
たい方は持参してくだい）
18日午前11時～午後4時、19日午前10時～午後3時

着つけ京依会

406
江戸木目込人形と木目込細工の作品展示
豆門松作り体験・（700円）
17日午前10時～午後4時、18日午前10時～午後5時、19日
午前10時～正午

彩えい会

405 絵手紙の展示 ひなげしの会

404

木目込み人形の展示と制作体験
来年の干支羽子板布あそび（600円）と子供用ミニふなっ
しー作り（100円）
17日午前10時～午後4時、18日、19日午前9時30分～午後
4時（19日は午後3時まで）

人形「赤い実の会」

310 手さげ、ポシェットなどの布・皮（色皮・染皮使用）と古布、
残り布を利用した小物類の作品展示 コスモスの会

309 絵手紙の展示と体験
17日、18日午前10時～午後5時、19日午前9時～午後3時 絵手紙を楽しむ会

307
308

大寄せ茶会で薄茶のいただき方体験(300円)
18日のみ午前10時～午後3時 花みずきの会

306 刺しゅう作品の展示 戸塚刺しゅう協会
酒田支部

304
ステンドグラス作品の展示・モザイクステンドグラス
作り（1,000円）各日先着20人
17日午前9時～午後4時、18日午前9時～午後6時、19日午
前9時～正午 

ガラス工芸

305 活動紹介（パネル展示）17日～19日
チャリティーカフェ　18日、19日の正午～午後4時

高校生ボランティア
かざみどり

◆体験日時は材料などにより変更となる場合があります。
◆当日は大変混み合いますので図書館を利用する方はあらかじめご了承ください。

●総合支所管内での催し
◆やわた文化祭

問 八幡総合支所地域振興課内、やわた文化祭実行委員会 ☎64-3111
催し名 日時／場所 催し・展示 団体名

やわた文化祭
10月25日（土）～27日（月）
の午前9時～午後8時（27
日は正午まで）／八幡タウ
ンセンター

展示部門（習字、絵
画、俳句、生花、パッ
チワーク、一般生活
作品など）

酒田市芸術
文化協会八
幡支部ほか

やまゆり芸術祭
11月3日（祝）正午～午後5
時／八幡タウンセンター
交流ホール

ステージ部門（小学
校トランペット鼓
隊、コーラス、中学
校吹奏楽、大正琴、
ピアノ演奏など）

酒田市芸術
文化協会八
幡 支 部、小
中学校ほか

菊花・盆栽展
11月2日（日）、3日（祝）の午
前9時～午後5時／八幡タ
ウンセンター

菊花・盆栽の展示 盆栽愛好会

◆松山芸術祭
問 酒田市芸術文化協会松山支部 ☎61-4365

催し名 日時／場所 催し・展示 団体名

松山文化発表会
ステージ発表会

10月19日（日）午後1時～4
時／松山農村環境改善セ
ンター

唄、踊り

酒田市芸術
文化協会松
山支部

松山文化発表会
展示発表会

11月3日（祝）～5日（水）午
前9時～午後6時／松山農
村環境改善センター

展示

お茶会
11月3日（祝）午前10時～
午後3時／松嶺コミュニティ
センター

呈茶

南部地区
作品展示会

10月25日（土）～26日（日）
午前8時30分～午後6時／
地見興屋小学校

展示 南部
コミュニティ
振興会10月26日（日）午後2時～

／地見興屋小学校 ふれあいコンサート

山寺秋の作品展
11月1日（土）～3日（祝）午
前9時～午後6時（3日は午
後3時まで）／山寺コミュ
ニティセンター

展示
山寺
コミュニティ
振興会

内郷地区芸術祭

11月1日（土）～3日（祝）午
前9時～午後7時（3日は午
後4時まで）／内郷コミュ
ニティセンター

展示 内郷
コミュニティ
振興会

11月9日（日）午後1時～3
時／和光園 サークル発表

松嶺コミュニティ
文化祭 11月下旬

展示 松嶺
コミュニティ
振興会ふれあいコンサート

眺海の森音楽祭 10月25日（土）午後4時～
／松山農村環境改善センター

眺海の森音
楽祭実行委
員会

◆ひらた文化祭
問 平田総合支所内、ひらた文化祭実行委員会事務局 ☎52-3910

催し名 日時／場所 団体名
園児・児童・生徒・一般
（団体・サークル）作
品展、生け花展

10月25日（土）～11月3日（祝）／ひ
らた生涯学習センター

平田地域各保育園、各
小中学校、団体・サー
クル

防火ポスター展
（児童作品）

10月28日（火）～11月3日(祝）／
ひらたタウンセンター 消防署平田分署

菊花展、園芸展、さし
こ展

11月2日（日）～11月4日（火）／平
田農村環境改善センター 各団体・サークル

①開幕式典
②ステージ発表会
③日本の芸能を楽し
む会公演（有料）

11月3日（祝）／ひらたタウンセンター
①午前9時～9時20分
②午前9時30分～午後0時30分
③午後2時～4時30分

平田地域各保育園、各
小中学校、団体・サー
クル
芸人（浪曲師ほか）

お茶会 11月3日（祝）午前11時～午後2時
／旧阿部家 睦会

歌と踊りのチャリティー
ショー（有料）

11月9日（日）午後1時30分～4時
／ひらたタウンセンター 平田カラオケ振興会

◆展示は、各出展団体の都合により展示期間・時間が変更になる場合があります。
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「つなげよう学び 公益の心 拓
ひら

こう明日の酒田 ―学びの扉を開けてみよう―」

酒田市生涯学習まつり2014
●お問い合わせ／市社会教育課社会教育係 ☎24-2993

　参加サークル・団体の活動発表は、力作ぞろいで見応えのある内容になっています。新しい仲間との出会い、生きがいや
学びの世界が広がるような生涯学習のきっかけになるかもしれません。皆さんお誘い合わせの上、気軽にご来場ください。

開催期間／10月17日（金）午前10時～午後6時
　　　　　10月18日（土）午前9時～午後6時
　　　　　10月19日（日）午前9時～午後4時
　　　　　（ホール発表は18日・19日）
場　　所／総合文化センター

●開幕式典
日時／10月17日（金）午前10時～10時20分 ▼ 場所／1階モール（南
口） ▼内容／式典、酒田幼稚園園児の記念演奏（歌とハーモニカの
演奏）

●催し案内
場所／1階モールほか

催し内容 開催日時 主催・団体名
子どもお菓子釣り大会
（各回小学生低学年以下
20人。各回30分前から整
理券を配布）

18日　①午前9時30分～
　　　②午後1時30分～
19日　①午前11時30分～
　　　②午後2時30分～

中央公民館

体験ラリー
（一人1回まで。小学生以下
先着18日30人、19日20人）

18日・19日
　　　①午前10時～
　　　②午後1時30分～

中央公民館

なつかしい紙芝居
（水あめ、型ぬきなど菓子
代／100円）

18日　午前10時～11時
19日　午後1時～2時

庄内街頭紙芝居
実践研究会 米田
佐之助

Mr.マソックのマジックシ
ョーと手作りマジック体験

18日　午前11時～正午
19日　午後2時～3時 Ｍｒ．マソック

でこぽん2ライブ 18日　午後0時30分～1時30分 でこぽん2

心をつなげよう歌の力、
昔話の読み聞かせ 18日　午後1時30分～2時30分 かたりべ玉てば

こ

ジャグリングショーと
ジャグリング体験

18日　午後2時30分～3時30分
19日　午前11時～正午 路地裏芸人’S

ズ

アコースティックギター
ライブ 18日　午後3時30分～5時

やさしいアコー
スティックギター
教室

80年代～ポピュラーソ
ングバンドライブ 19日　午後3時15分～3時45分 s

シ ー
ea c

ク ラ ウ ド
loud

ボルダリング体験コーナー 18日・19日
　　 ①午前10時～正午
　　 ②午後1時30分～3時30分

ボルダリングジム
キイストーン

子ども体験広場
（紙をつかってあそぼう）

酒田市子ども会
育成連合会

●児童図書室読み聞かせ
場所／1階児童図書室

開催日時 団体名
18日　午前11時～11時30分 絵本の部屋

19日　午前11時～11時30分 あさの葉会

●いきいき体験広場
場所／1階モール
体験内容（材料代） 開催日時 団体名

ステンシル体験
（1枚200円） 18日、19日の午後1時～3時 婦人之友 友の会

ステンドグラス体験（600
円、800円、1,000円。2日
間で3種類各15個限定）

18日、19日の午前9時30分～午後
3時まで受け付け
(無くなり次第終了)

ステンドグラス
きらめきの会

押し花小物作り（しおり50
円、ミニフレーム400円） 18日、19日の午前10時～午後3時 押し花サークル

四季彩

●ホール発表
場所／1階ホール
10月18日（土）

発表時間 発表内容 団体名

午前9時25分～9時50分 レクリエーションダンス レクダンス・ローズ

午前10時5分～10時30分 大正琴 大正琴クラブ

午前10時45分～11時10分 合唱 歌を楽しむ会

午前11時20分～11時40分 合唱
（小学1年生～中学1年生）

酒田マリーンジュニア
合唱団

午前11時55分～午後0時20分 フォークダンス スクエアダンス
「もくれん」

午後0時25分～1時15分 新舞踊、カラオケ 鶴扇会、つぼみ会

午後1時20分～1時40分 カラオケ 酒田さわやかカラオケ
教室

午後1時45分～2時5分 シェイプアップ体操 軽トレーニング部

午後2時10分～2時35分 新舞踊 閑流閑会

午後2時40分～3時 フラダンス フラ愛好会ウルプア

午後3時5分～3時25分 フラダンス フラダンスサークル　　
プアナニ

10月19日（日）
発表時間 発表内容 団体名

午前11時40分～午後0時5分 ゴスペル S
ソ ウ ル
oul＆P

ペップ
ep

午後0時20分～0時45分 コーラス コーラス・アンダンテ

午後0時55分～1時15分 合唱 ひまわりの会

午後1時30分～1時50分 スペイン舞踊 R
ロ ー ザ
osa F

フ ラ メ ン カ
lamenca

午後1時55分～2時15分 カラオケ 酒田市老人クラブ連合
会カラオケ教室

午後2時20分～2時35分 キッズチアダンス Z
ジ ッ ピ ー
IPPY C

チ ア
heerd

ダ ン ス
ance　

C
ク ル ー
rew

午後2時40分～3時5分 民踊 山形県民踊協会酒田支部

午後3時10分～3時18分 キッズチアダンス T
ト ゥ イ ン ク ル
WINKLE S

ス タ ー
TAR☆

午後3時23分～3時48分 フリーダンス 踊り子集団「乱
ラン
・乱

ラン
・流

ルー
」
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