
●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）
19・20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

江戸期からの工法で作った「鵜渡川原（うどがわら）人形」の展示
体験／19日午前10時～午後5時、20日午前10時～午後3時 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）
書の古典の臨書学習を通しその醍醐味（だいごみ）を味わう 酒田書人会
陶磁器の作品展示 趣味のやきもの会
平成25年度酒田市民俳句大会で互選された作品を短冊に展示 酒田俳句連盟
油絵など絵画の展示 酒田美術クラブ
秋季雑俳句約60句を短冊に書き展示 日和俳句会
拓本表装作品の展示・体験／19日午後1時30分
～4時、20日午後1時30分～3時30分 酒田拓本に親しむ会

篆刻および刻字作品の発表展示 酒田篆刻と刻字を楽しむ会
水墨画展示 あじさいの会
俳句・短歌など散らし書の作品展示 かな書道の会
額入れ書道作品の展示 毛筆の会
個人それぞれが幅広く書を楽しんだ作品 書に親しむ

中央公民館講座成果発表 カリグラフィックアートの世界～書の冒険
パステルアート講座

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
和紙ちぎり絵展示　18日・19日午前9時～午後5時、20日
午前9時～午後4時
ミニ色紙作成体験（300円）　18日・19日午前10時～午後4
時、20日午前10時～正午

酒田和紙ちぎり絵会

410 革手芸作品の展示　 ばらの会

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

409 和紙ちぎり絵展示（11月の無料体験の受付） しゅんこう和紙ちぎり絵酒田教室

408
江戸木目込人形の作品および木目込細工の作品展示と
体験・木目込のマグネット作り（2個で300円）18日午後1時
～5時、19日は午前10時～午後5時、20日は午前中のみ

彩えい会

407
組みひもの作品展示と体験・カギ用静電気防止ストラップ（700
円）・つゆ結ストラップ（500円）・テープ花結ストラップ（完成品
200円）19日午前11時～午後4時、20日午前10時～午後3時

組みひも森の木会

407
和物の作品展示と体験（半巾帯結び体験無料。自分の帯
で結びたい方はお持ちください）、布包みストラップ150
円。19日午前11時～午後4時、20日午前10時～午後3時

着つけ京依会

406 絵手紙の展示 ひなげしの会

406 手編み作品の展示 工
こう

棒
ぼう

目
め

糸
いと

405
木目込み人形の展示と体験（干支羽子板と子供用貝ホルダ
ー作り。羽子板600円。子ども用貝がらホルダー100円）18
日・19日午前9時～午後5時30分、20日午前9時～午後3時

人形「赤い実の会」

404 手さげ、ショルダー、クッションなどの布・皮（色皮・染
皮使用）作品展示 コスモスの会

310 絵手紙の展示と体験　18日・19日午前10時～午後5時、
20日は午前9時～午後3時 絵手紙を楽しむ会

310
刺しゅう作品の展示と体験（お絵かきランチョンマット
200円（10人）、ティッシュボックスカバー500円（6人）、ミニ
ティッシュカバー300円（10人）、花ふきん300円（10人））18
日午前10時30分～午後3時、19日午前10時30分～午後3時

戸塚刺しゅう協会
酒田支部

309 水引手工芸作品の展示と体験・ブローチ作成（300円）19
日午前10時～午後3時、20日午前10時～正午 水引手工芸教室

307
308

大寄せ茶会と薄茶のいただき方（300円）
19日のみ午前10時～午後3時

表千家流
花みずきの会

304
ステンドグラス作品の展示と体験・額入りモザイクス
テンドグラス作り（1,000円。19日午前9時～午後5時、20
日午前9時～正午） 

ガラス工芸

305 活動紹介（パネル展示）19日～20日
チャリティーカフェ　20日

高校生ボランティア
かざみどり

場所／清亀園
会場 催し内容・開催日時 団体名
全館 朗読会　19日　午後1時30分～3時30分 秋

コス
桜
モス

の会

●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26日（土）～28日（月）
の午前9時～午後8時（28
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、舞踊、大
正琴、太鼓演奏、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（土）、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27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（火）午
前9時～午後4時／松山農
村環境改善センター

展示
酒田市芸術
文化協会松
山支部

お茶会
11月3日（祝）午前10時～
午後3時／翠松庵、松嶺コ
ミュニティセンター

呈茶 茶道愛好会

南部地区
作品展示会

10月26日（土）～27日（日）
午前8時30分～午後8時／
地見興屋小学校

展示
南部
コミュニティ
振興会10月27日（日）午後1時10

分～／地見興屋小学校

ふれあい音楽祭
（ルリアールによ
るオカリナとピア
ノコンサート）

山寺秋の作品展
11月2日（土）～4日（振休）
午前9時～午後7時（4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（金）～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10日（日）午後1時～3
時30分／和光園 サークル発表

松嶺コミュニティ
文化祭

11月9日（土）～10日（日）
午前9時～午後5時／松嶺
コミュニティセンター

展示 松嶺
コミュニティ
振興会11月10日（日）午後1時30分～

／松山農村環境改善センター ふれあいコンサート

◆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26日（土）～11月4日（振休）
／ひらた生涯学習センター

平田地域各保育園児、
各小中学校児童・生徒、
各団体・サークル

菊花展、園芸展、さし
こ展、防火ポスター
展（児童作品）

11月2日（土）～11月4日（振休）／
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40分
③午後2時～4時30分

平田地域各保育園児、
各小中学校児童・生徒、
各団体・サークル
芸人（浪曲師、民謡家）

お茶会 11月3日（祝）午前11時～午後2時
／旧阿部家 睦会

唄と踊りのチャリテ
ィーショー（有料）

11月10日（日）午後1時～4時／平
田農村環境改善センター

平田芸能サークル、平
田カラオケ振興会

◆展示物は、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2013
●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です。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18日（金）～20日（日）（ホール発表
は19日・20日）
場所／総合文化センター

●開幕式典
日時／10月18日（金）午前10時～10時20分 ▼場所／1階モール ▼内
容／式典、酒田報恩会保育園園児の記念演奏　「未来のミュージア
ム」

●催し案内
日時／10月18日（金）午前10時～午後6時、19日（土）午前9時～午後
6時、20日（日）午前9時（ホール部門は午前11時～）～午後4時 ▼費
用／費用や材料代の記載のないものは無料
◆体験日時は以下の通りですが、材料などの都合により変更となる
場合があります。
◆開催期間中は大変混み合います。駐車場に限りがありますので、
車でお越しの方は乗り合わせにご協力願います。

●催し
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）

19日　①午前9時30分～
　　　②午後1時30分～
20日　①午前10時45分～
　　　②午後1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19日30人、20日20
人）

19日・20日
　　　①午前10時～
　　　②午後1時30分～

中央公民館

ロープワークと手旗クイズ 19日　午前10時30分～11時 酒田海洋少年団
オカリナとパーカッション 20日　午前11時～正午 アンサンブル桜ケ丘
Mr.マソックのマジックシ
ョーと手作りマジック体験 19日　午前11時～正午

20日　午後0時30分～午後1時30分

Mr.マソック

高校生マジック発表 高校生ボランテ
ィアかざみどり

ジャグリング 19日　午後1時～1時45分 路地裏芸人＇Ｓ
アコースティックギター
ライブ

19日　午後2時～5時
◆随時予定

やさしいギター
教室

子ども体験広場
（おりがみ体験など）

19日・20日
　　　①午前10時～正午
　　　②午後1時30分～3時30分

中央公民館

スタンダード弾き語り 20日　午後1時30分～2時 ギタークラブ

●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
19日　午前11時～11時30分 絵本の部屋
20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
ステンシルふきん作り

（1枚200円） 19日・20日　午後1時～3時 婦人之友 友の会

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

19日・20日
午前9時30分～午後3時まで受け
付け（20日は午後2時まで）

ステンドグラスき
らめきの会

押し花小物作り（しおり、
はがき、コースター／50
円～400円）

19日・20日
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19日（土）

発表時間 発表内容 団体名
午前10時～10時20分 大正琴 大正琴クラブ
午前10時35分～11時 合唱 歌を楽しむ会

午前11時10分～11時35分 フォークダンス スクエアダンス
「もくれん」

午前11時50分～午後0時5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

午後0時20分～0時45分 レクリエーションダンス レクダンス・ローズ
午後0時50分～1時40分 新舞踊、カラオケ 鶴扇会、つぼみ会
午後1時45分～2時05分 フラダンス フラ愛好会ウルプア
午後2時10分～2時35分 新舞踊 閑流酒田愛好会
午後2時40分～3時05分 シェイプアップ体操 軽トレーニング部
午後3時10分～3時35分 コーラス ひまわりの会

10月20日（日）
発表時間 発表内容 団体名

午前11時～11時25分 新舞踊 和会
午前11時30分～11時50分 フラダンス プアナニフラダンス

午前11時55分～午後0時10分 カラオケ 酒田さわやかカラオケ
教室

午後0時15分～0時35分 オカリナ演奏 オカリナサークル
グレーニア

午後0時40分～0時50分 創作ダンス 中公ダンス
プロジェクト

午後0時55分～1時20分 ゴスペル Soul&Pep

午後1時25分～1時45分 カラオケ 酒田市老人クラブ連合
会カラオケ教室

午後1時50分～2時10分 フラダンス ハウオリフラダンス

午後2時15分～2時40分 キッズチアダンス ZIPPY Cheerdance 
Crew

午後2時45分～3時10分 フラメンコ Rosa Flamenca
午後3時15分～3時40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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