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山形県 大江町 ① 大江町文化祭 芸文協団体等の展示発表、ステージ発表を行います。 11/2～4
大江町中央公民館
大江町ふれあい会館

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

無料 http://www.town.oe.yamagata.jp
大江町教育委員会
0237-62-3666

山形県 大江町 ③ 伝統食のつどい 青苧もち等の御膳の提供をします。 11月3日 大江町歴史民俗資料館 大江町教育委員会
大江町教育委員会
0237-62-3666

山形県 小国町 ①、③ 平成30年度 白い森芸術文化講演会

書道家：武田双雲先生を招いて講演いただき、町民の教養等を高め、文
化にふれる機会を提供し、生涯学習・地域づくり等への契機にする。また、
本町には書道教室が多く書に親しむ人が多いことから、小中学生や高校
生にも情報を発信し、日本文化に関心を持つ機会とします。

10月14日
おぐに開発総合センター 集会
室

小国町
小国町教育委員会

無料
小国町教育委員会
教育振興課 生涯学習担当

山形県 小国町 ①、③ 古田歌舞伎公演

江戸時代末頃から古田地区に代々伝承される古田歌舞伎。地区住民が
一丸となって作りあげる公演を鑑賞します。
演目：白浪五人男、一谷嫩軍記 二段目 菟原ヶ里の段 あばら家の場（予
定）

10月27日 小国町立小国小学校 体育館 古田歌舞伎保存会 無料
小国町教育委員会
教育振興課 生涯学習担当

山形県 小国町 ①、② 白い森おぐに 教育フォーラム ２０１８
保小中高一貫教育構想の説明と町内保育園、町立小中学校、県立高校
生による学習成果発表等を行います。

11月23日 小国町立小国小学校 体育館
白い森おぐに保小中高一貫教育推
進協議会

無料
小国町教育委員会
教育振興課 学校教育専門員

山形県 寒河江市 ① 市ｽﾎﾟｰﾂﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ大会
生涯にわたる豊かなｽﾎﾟｰﾂﾗｲﾌの実現を目指し、健康づくりや体力の増進
を促進するために実施します。市内の複数会場において各種ｽﾎﾟｰﾂ大会
を実施します。

10月8日 体育館･ﾁｪﾘｰﾗﾝﾄﾞ他 一般社団法人寒河江市体育協会
寒河江市市民体育館
0237-84-1877

山形県 寒河江市 ①③ 幼児演劇教室
市内の保育所や幼稚園児などを対象に、ミュージカル「ごんぎつね」の公
演を実施します。

10月17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

800円

山形県 寒河江市 ① 名誉館長郷間正観企画展
開館１０周年記念企画として、名誉館長である郷間正観画伯の作品を展
示します。

10月17日～23日 寒河江市美術館 寒河江市教育委員会 無料
寒河江市文化センター
0237-86-5111

山形県 寒河江市 ①③ 寒河江市総合文化祭
市芸術文化団体による作品展示及び舞台や合唱などのステージ発表など
を実施します。

10月26日～11月3日 寒河江市文化センター 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

山形県 寒河江市 ① 市民芸術作品展 開館１０周年を記念して、市民の皆様の作品を展示します。 10月27日～11月3日 寒河江市美術館 寒河江市教育委員会 無料
寒河江市文化センター
0237-86-5111

山形県 寒河江市 ① 人形劇団クスクス人形劇公演
市内の保育所、幼稚園、一般親子を対象に人形劇団クスクスにより午前・
午後の2回公演します。

11月1日 寒河江市立図書館 寒河江市教育委員会 無料
寒河江市立図書館
0237－86－1662

山形県 寒河江市 ① 慈恩寺絵画コンクール 県内外から『慈恩寺』をテーマにした絵画作品を募集し、展示します。 11月14日～29日 寒河江市美術館 寒河江市教育委員会 無料
寒河江市文化センター
0237-86-5111

山形県 寒河江市 ①，➁ さがえっこを育む集い
「さがえっこの育み10か条」の一つの指針である「絵本や本読んで広がる
心と世界」をテーマとした講演等。「読書講演会」と「青少年育成市民会議
研修会」との合同開催します。

11月17日 寒河江市ハートフルセンター
さがえっこ育み推進本部・寒河江市
教育委員会・寒河江市青少年育成
市民会議

無料
学校教育課
0237-86-2111内線445

山形県 酒田市 ① 生涯学習まつり2018
生涯学習教室・講座・サークル等の活動及び成果発表を創意工夫を加え
ながら賑やかに開催します。

10月19日～21日 酒田市総合文化センター
酒田市生涯学習まつり2018実行委
員会

無料
酒田市教育委員会社会教育文化課
0234-24-2993

山形県 酒田市 ①,③ 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文化課
0234-24-2993

山形県 酒田市 ①,③ 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文化課
0234-24-2993

第60回「教育・文化週間」関連行事

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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第60回「教育・文化週間」関連行事

山形県 酒田市 ①,③ 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文化課
0234-24-2993

山形県 酒田市 ①,③ 第49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11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文化課
0234-24-2993

山形県 酒田市 ①,③ 旧鐙屋茶道お手前体験 講師の指導の下、お茶を点てる体験をしていただきます。 11月17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文化課
0234-24-2993

山形 酒田市 ①
出張市民講座
「論理的に記述するとは？」

自分の意見を論理的に述べるためにはどのようなことが必要かを､論理的
思考のモデルを使いながら考えます。

11月18 日
生涯学習施設　里仁館 放送大学 無料

https://www.sc.ouj.ac.jp/center/yamaga
ta/

放送大学山形学習センター
023-646-8836

山形県 庄内町 ③ 庄内町芸術祭
9月1日の開幕記念事業を皮切りに約3ヶ月にわたり、絵画・写真・書道・生
け花等の様々な作品の展示や踊り・演奏・コーラス等の舞台を開催しま
す。

9月1日～11月25日
・文化創造館
　　「響ホール」
・狩川公民館

庄内町芸術祭実行委員会
庄内町芸術祭実行委員会
(庄内町教育委員会社会教育課内）
0234-56-3312

山形県 庄内町 ③ 明治維新150年記念事業フォーラム

明治改元150年にあたる記念すべき年に、明治維新の魁（さきがけ）であ
る山形県庄内町出身の「清河八郎」を広く知ってもらい、理解を深めてもら
うため、「清河八郎はどんな人!?」と題して、明治維新史や新鋭の研究者を
お招きし、フォーラムを開催します。

11月10日、11日

・文化創造館
　　「響ホール」

・清川公民館

明治維新150年記念事業フォーラム
実行委員会

無料
https://www.town.shonai.lg.jp/kanko/mei
jiishin150.html

明治維新150年記念事業
フォーラム実行委員会
（庄内町清川公民館内）
0234-57-2211

山形県 新庄市 ①，②
新庄市教育の日「コスモスデー」記念行
事

　新庄市の次代を担う子どもたちの人間性や社会性を豊かに育んでいくこ
とを目的とした行事で、子どもたちによるステージ発表、子どもたちが様々
な活動を楽しめる体験ブース等を展開しています。

11月10日 新庄市民プラザ 新庄市教育委員会 無料
学校教育課
0233(22)2111

山形 新庄市 ①
出張市民講座
「家庭教育を考える」

子育てやしつけ観の変遷やしつけの国際比較等を通じて、家庭教育（子
（孫）育て）
について多様な視点から考えてみたいと思います。

11月17 日 最上広域交流センター
ゆめりあ　ホール・アベージュ

放送大学 無料
https://www.sc.ouj.ac.jp/center/yamaga
ta/

放送大学山形学習センター
023-646-8836

山形県 鶴岡市 ③ 第１３回鶴岡市芸術祭
特定非営利活動法人鶴岡市芸術文化協会に加盟する芸術文化団体の公
演。４０公演、４９団体が参加するほか、第５６回山形県民芸術祭開幕式
典及び開幕記念公演を開催します。

9月～12月 市内公共施設等
特定非営利活動法人鶴岡市芸術
文化協会、鶴岡市教育委員会

http://www.city.tsuruoka.lg.jp/
鶴岡市教育委員会
社会教育課
TEL 0235-57-4867

山形県 鶴岡市 ① 歴史講演会
当館では郷土の歴史を多くの方々に知っていただくため、毎年歴史講演
会を開催しておりますが、今回は近代の庄内・鶴岡に焦点をあてた内容と
なる講演を開催します。

11月18日 鶴岡市立図書館 鶴岡市郷土資料館 無料 http://lib.city.tsuruoka.yamagata.jp/
鶴岡市立図書館・
鶴岡市郷土資料館
0235-25-2525

山形県 鶴岡市 ③ 藤島芸術文化祭
地域で活動するグループの文芸・美術作品の展示や芸能発表会を行いま
す。

10月26日～28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/
鶴岡市藤島庁舎
総務企画課
TEL 0235-64-5813

山形県 鶴岡市 ③ 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
会を開催します。

11月3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/
鶴岡市藤島庁舎
総務企画課
TEL　0235-64-5813

山形県 鶴岡市 ③ 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・演奏等発表します。

11月2日～4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/
鶴岡市羽黒庁舎
総務企画課
TEL　0235-62-2111

山形県 鶴岡市 ③ 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・演奏等の発表を行います。

11月2日～
11月4日・18日

櫛引生涯学習
センター

くしびき文化祭実行委員会 無料
鶴岡市櫛引生涯　学習センター
TEL 0235－57－5670

展示部門:11/2～11/4
公演（ステージ）
発表:11/１8

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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第60回「教育・文化週間」関連行事

山形県 鶴岡市 ③ あさひ産業文化まつり
朝日地域の児童・生徒・住民による書道・絵画・写真・俳句等の作品展示
や芸能発表、農林・商工業関係のおまつり広場を開催します。

10月27日～11月4日
朝日中央コミュニティセンター
ほか

あさひ産業文化まつり実行委員会 無料 http://www.city.tsuruoka.lg.jp/
鶴岡市朝日庁舎
総務企画課
TEL 0235-53-2111

展示部門:10/27～
11/4
芸能発表・おまつり広
場:11/3

山形県 鶴岡市 ① 感性教育講演会
豊かな感性を育み情操を磨くため、朝日地域の中学生をはじめ住民を対
象とした講演会を開催します。

11月2日 朝日中学校 鶴岡市 無料 http://www.city.tsuruoka.lg.jp/
鶴岡市朝日庁舎
総務企画課
TEL 0235-53-2111

山形県 鶴岡市 ③ 山形大学農学部鶴寿祭 山形大学農学部の学生が主体の運営で実施される学部祭です。 10月13日～14日 山形大学農学部 鶴寿祭実行委員会 無料 0235-28-2808

山形県 鶴岡市 ① つるおか大産業まつり
地元・鶴岡を支える農林水産業や商工業といった産業が一堂に集結し、
展示や農林水産物・加工品の販売、体験コーナーなどさまざまな企画が
満載です。

10月13日～14日 小真木原公園 つるおか大産業まつり実行委員会 無料 0235-28-2911

山形県 鶴岡市 ① 農学紹介講座「農学の夕べ」
本学部教員による一般向けの農学紹介講座です。現代の農学の対象は、
食育、有機農業、バイオテクノロジー、環境問題など非常に幅広くなってい
ます。そんな農学を広く知っていただきたいと考え企画しました。

10月～11月 山形大学農学部 山形大学農学部 無料 0235-28-2911

山形県 天童市 ③ 第55回天童市民芸術祭
天童市芸術文化協会の加盟団体が中心となり、市民等の作品展示やス
テージ発表等を行います。

10月1日～12月31日
天童市市民プラザ、
天童市市民文化会館等

天童市、天童市芸術文化協会 http://www.city.tendo.yamagata.jp/
天童市市民部文化スポーツ課
023-654-1111（内線262）

一部有料の催物有り。

山形県 天童市 ③
絵本原画
リサとガスパール展

世界中の子供たちに愛されているリサとガスパールの絵本シリーズの原
画を展示します。

9月13日～10月28日 天童市美術館
天童市・（指定管理者）
公益財団法人天童市文化・
スポーツ振興事業団

http://tendocity-museum.jp/
天童市美術館
023-654-6300

山形県 天童市 ③
美術館のお宝拝見
天童市美術館所蔵名品展

天童市美術館の所蔵作品の中から、市指定文化財など隠れた名品約７０
点を展示します。

11月1日～18日 天童市美術館
天童市・（指定管理者）
公益財団法人天童市文化・
スポーツ振興事業団

http://tendocity-museum.jp/
天童市美術館
023-654-6300

山形県 天童市 ③ 天童の歴史と文化展
貴重な歴史的資料である、天童の名所や寺社等を題材にした明治から昭
和にかけての絵葉書を展示します。

9月19日～12月16日
天童市立
旧東村山郡役所資料館

天童市・（指定管理者）
公益財団法人天童市文化・
スポーツ振興事業団

天童市立旧東村山郡役所資料館
023-653-0631

山形県 天童市 ①
天童市教育の日・
天童市生涯学習フェスティバル2018

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します。（表彰、地域づくり
の事例発表、パネルディスカッション等）

11月23日 市民プラザ 天童市・天童市教育委員会 無料
天童市生涯学習課
023-654-1111（内線833）

山形県 天童市 ③ 第１１回ヌマリンピック 古代７種競技を行う大会等を開催します。 10月中
西沼田遺跡公園
（大字矢野目3295）

西沼田サポーターズ・ネットワーク 無料 http://www.nishinumata.or.jp/
天童市西沼田遺跡公園
（023-654-7360）

山形県 天童市 ③ 西沼田いにしえの夕べ 復元住居のライトアップ・ミニコンサートを開催します。 11月3日
西沼田遺跡公園
（大字矢野目3295）

西沼田サポーターズ・ネットワーク 無料 http://www.nishinumata.or.jp/
天童市西沼田遺跡公園
（023-654-7360）

山形県 南陽市 ③ 第44回南陽市芸術祭
南陽市芸術文化協会が主催となり開催される芸術祭。11月4日には芸能
フェスティバル、開催期間中は、総合作品展、いけ花展、茶会、こども芸術
祭、短歌大会等をおこないます。

11月4日～11月25日
シェルターなんようホール
（南陽市文化会館）

南陽市芸術文化協会
南陽市教育委員会社会教育課
0238-40-8996

山形県 南陽市 ② 南陽市教育委員会表彰
学校教育等の振興に貢献し、その功労が顕著な団体又は個人を表彰しま
す。

11月26日 南陽市役所 南陽市教育委員会 無料
南陽市教育委員会管理課
0238-40-8449

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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山形県 東根市 ① 東根市生涯学習フェスティバル

地域の企業で活動しているサークル・団体などを広く市民の皆さんにご紹
介するために「生涯学習ステージ発表」と「生涯学習展示・体験広場」を開
催し、市民の生涯学習への意欲を高め、生涯学習の一層の振興を図るこ
とを目的に開催いたします。

11月11日 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 無料

東根市教育委員会
生涯学習課生涯学習係
℡：（0237）42-1111
Fax:（0237）43-1176
Email:shougai@city.higashine.yamagata.jp

山形県 東根市 ③ 第29回大ケヤキ全国書道絵画展
国指定特別天然記念物である「東根の大ケヤキ」を全国に広く周知すると
ともに、芸術文化の創作活動を行う者や作品の交流を図り、生涯学習の
実践と芸術文化の振興に寄与することを目的に実施します。

10月19日～23日 東根市民体育館
東根市、東根市教育委員会、
東根市芸術文化協会

無料

東根市教育委員会
生涯学習課スポーツ文化係
℡：（0237）42-1111
Fax:（0237）43-1176
Email:shougai@city.higashine.yamagata.jp

山形県 東根市 ③ 第54回東根市総合文化祭
日頃の芸術文化活動を広く一般市民に公開し、芸術文化に対する理解と
関心を深め、文化団体の助長と芸術文化の振興を図ることを目的に実施
します。

10月27日～11月4日
さくらんぼタントクルセンター・
まなびあテラス

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
生涯学習課スポーツ文化係
℡：（0237）42-1111
Fax:（0237）43-1176
Email:shougai@city.higashine.yamagata.jp

山形県 東根市 ③ 第42回東根市総合書道展

日頃、書道文化の向上を推進している東根市民に対し、作品発表の機会
を提供する。さらに、優れた実績を持つ市内在住書家の作品を広く市民の
鑑賞に供することで、市民の書作研鑚の意欲を高め、本市書道文化の更
なる振興を図るものです。

11月22日～25日 まなびあテラス
東根市、東根市教育委員会、
東根市中央公民館、
東根市芸術文化協会

無料

東根市教育委員会
生涯学習課スポーツ文化係
℡：（0237）42-1111
Fax:（0237）43-1176
Email:shougai@city.higashine.yamagata.jp

山形県 東根市 ③
東京国立近代美術館工芸館名品展
「多彩なる近代工芸の煌き」

東京国立近代美術館工芸館の所蔵品の中から、陶芸・ガラス・漆工・木
工・竹工・染織・人形・金工の各分野を代表する珠玉の作品、計４１点を展
示します。

10月6日～11月25日 まなびあテラス まなびあテラス http://www.manabiaterrace.jp

まなびあテラス［東根市美術館］
℡：（0237）53-0229
Fax：（0237）42-1296
Email:info@manabiaterrace.jp

山形県 東根市 ③
東根市市制施行６０周年記念
「ＮＨＫハート展」

障がい者が綴った詩に、著名人がハートをモチーフにした絵を寄せた作品
を展示します。

10月6日～21日 まなびあテラス まなびあテラス 無料 http://www.manabiaterrace.jp

まなびあテラス［東根市美術館］
℡：（0237）53-0229
Fax：（0237）42-1296
Email:info@manabiaterrace.jp

山形県 三川町 ①、③ 平成３０年度みかわ秋まつり

町民の皆さんが日頃取り組んでいる芸術文化活動の発表の場として、毎
年秋に開催される芸術と文化の祭典です。
様々なクラフト体験等ができる体験コーナーや、物産販売・試食コーナー、
お茶の体験などを楽しむことができます。

10月20日～11月11日

三川町町民体育館
三川町文化交流館
三川町公民館
ほか

みかわ秋まつり実行委員会（町教
育委員会、町芸術文化協会ほかで
組織）

三川町HP
http://www.town.mikawa.yamagata.jp/

三川町公民館
0235-35-7040

山形県 村山市 ①②③ むらやま教育の集い

11月19日の「むらやま教育の日」のシンボル事業として市民に教育につい
て考えてもらう催しとして開催します。市内小中学校や教育関係団体等が
活動内容をＰＲする展示やさまざまな発表をおこないます。また、村山市
青少年育成市民会議が主催し、学校家庭地域の連携により村山市を明る
くするために子どもから大人まで一緒に話し合うワークショップを実施しま
す。併せて、17日と18日の土日に、最上徳内記念館と最上川美術館を無
料開放します。

11月17日 甑葉プラザ
むらやま教育の日実行員会
村山市教育委員会
村山市青少年育成市民会議

無料
村山市教育委員会
0237-55-2111

山形県 村山市 ①③
ブルガリア民族合唱（ブルガリアン・ヴォ
イス）　アバガル・カルテット公演

村山市ホストタウン文化交流事業及び村山市芸術祭シンボル事業及びＧ
ＯＧO！むらやま夢大学（市民大学）として開催するコンサート。ブルガリア
ン・ヴォイス アバガル・カルテットの公演を中心に、ゲスト奏者としてガドゥ
ルカ奏者のヨルダン・クラシミロフ・マルコフを迎え、地元の村山混声合唱
団フェブリエと村山女性コーラスが賛助出演する内容です。ナビゲータとし
てブルガリア民族舞踊・音楽研究家の石坂史朗氏を迎えて進行します。

11月16日 村山市民会館
村山市
村山市教育委員会
村山市芸術文化協議会

村山市教育委員会
0237-55-2111

山形県 村山市 ①③ 村山市芸術祭
市内で生涯学習活動をおこなっている芸術・文化関係団体による展示や
ステージ発表を11月を中心に実施します。

11月 村山市民会館
村山市教育委員会
村山市芸術文化協議会

村山市教育委員会
0237-55-2111

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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山形県 村山市 ①②③ 全国最上川写生大会
小中学生およびその保護者を対象とし、最上川を題材にした写生大会を
実施する。小中学生は個人賞各種、親子で提出した場合は家族賞あり。
要事前申込（定員50名）

10月8日 最上川美術館および周辺 村山市教育委員会 無料
村山市教育委員会
0237-55-2111

山形県 最上町 ③ 第50回最上町総合芸術文化祭

町内における芸術文化のさらなる振興を促すため、最上町芸術文化団体
協議会加盟団体及び一般町民による芸術文化活動の発表の場、または
鑑賞の場として例年開催している行事です。今年度は、第50回の節目の
開催となります。

10/21～11/13 最上町立中央公民館 最上町芸術文化団体協議会 bunka@mogami.tv
【事務局】
最上町教育委員会　文化芸術係
℡:0233-43-2350

プログラム1冊300円
【茶道・合同舞台発表
入場券付き】

山形県 最上町 ③ 第50回最上町総合芸術文化祭

町内における芸術文化のさらなる振興を促すため、最上町芸術文化団体
協議会加盟団体及び一般町民による芸術文化活動の発表の場、または
鑑賞の場として例年開催している行事です。今年度は、第50回の節目の
開催となります。

10/21～11/13 最上町立中央公民館 最上町芸術文化団体協議会 bunka@mogami.tv
【事務局】
最上町教育委員会　文化芸術係
℡:0233-43-2350

プログラム1冊300円
【茶道・合同舞台発表
入場券付き】

山形県 山形 ①，③
修理で見えた絵画の魅力
-鳥獣戯画から若冲まで

東洋絵画の修復によりわかる制作技法を、重要文化財を例にお伝えする
講座

11月2日 東北芸術工科大学
東北芸術工科大学文化財保存修
復研究センター

無料 https://www.tuad.ac.jp/2018/05/71623/ 023-627-2204

山形県 山形 ①、② 全国高等学校デザイン選手権大会
高校生の視点で、社会や暮らしのなかから問題・課題を見つけ、解決策を
分かりやすくまとめ、観客にプレゼンテーションをする全国大会。

10月28日 東北芸術工科大学 東北芸術工科大学 無料
https://www.tuad.ac.jp/dezasen/index.p
hp

023-627-2139

山形県 山形 ①、②
YAMAGATAひらめきコンペティション
最終審査・プレゼンテーションイベント

山形の地元企業の課題に対する解決方法を全国から募集。優秀な企画
を、本人からプレゼンテーションしてもらい、その中からグランプリを決め
る。

11月3日 山形グランドホテル 東北芸術工科大学 無料 https://www.hiramekicompe.com/ 023-627-2178

山形県 山形市 ① やまがたをさかのぼる 古代から現代までの山形市に関わる資料を展示します。 9月15日～11月21日 山形市郷土館 山形市教育委員会 無料
http://www.city.yamagata-
yamagata.lg.jp/kakuka/kyoiku/shakai/sog
o/yamagatasikyoudokan.html

山形市教育委員会
社会教育青少年課
023-641-1212(内線627)

山形県 山形市 ①③
企画展
「絵画に見る芭蕉・奥の細道・山寺」

芭蕉・奥の細道・山寺を描いた絵画などを集め、それぞれの土地の景観・
文化や旅情を偲びます。

10月5日～11月11日 山寺芭蕉記念館
公益財団法人山形市文化振興事
業団

http://yamadera-basho.jp
11月３日（文化の日）
無料

山形県 山形市 ① ストーリーテリングクラブ 日本・世界の昔話や物語を耳で聞いて楽しむものです。 10月13日(土) 山形市立図書館
山形市立図書館
ボランティアサークル
小荷駄のみどり・・・

無料 http://lib.city.yamagata.yamagata.jp/
山形市立図書館
TEL624-0822
FAX624-0823

山形県 山形市 ② 市民合同音楽祭(小中の部) 市内小中学校の希望団体が合唱や吹奏楽を発表します。 10月18日～20日 山形市民会館 山形市 無料
山形市民会館
023-642-3121

山形県 山形市 ②③
第６２回山形市民合同音楽祭（小・中学
校の部）

市内の小中学生の合唱や吹奏楽の演奏を行います。 10月19日-20日 山形市民会館
山形市・
山形市民会館管理運営共同事業
体

無料 http://www.shanshanshan.jp
山形市民会館
０２３－６４２－３１２１

山形県 山形市 ① おはなしの広場 絵本の読み聞かせや紙芝居、わらべうたで楽しむものです。 10月21日(日) べにっこ広場
山形市立図書館
ボランティアサークル
小荷駄のみどり・・・

無料 http://lib.city.yamagata.yamagata.jp/
山形市立図書館
TEL624-0822
FAX624-0823

山形県 山形市 ①③ 市民講座
山形大学教授松尾剛次氏による講演
「山形の基礎を築いた最上義光ー義光再考」新発見の資料を基に新しい
山形城主最上義光像に迫ります。

10月21日(日) 山形市立図書館 山形市立図書館 無料 http://lib.city.yamagata.yamagata.jp/
山形市立図書館
TEL624-0822
FAX624-0823

山形県 山形市 ③ 第５１回山形市民美術展
山形市民（高校生以上）が制作した未発表の日本画、洋画、彫刻、工芸、
デザイン部門の作品を展示し、優秀作品を表彰します。

10月23日-28日 山形県芸文美術館
山形県美術連盟山形地区・山形市
民会館管理運営共同事業体、
山形市

無料 http://www.shanshanshan.jp
山形市民会館
023-642-3121

山形県 山形市 ①③ 第４７回芭蕉忌俳句大会
俳句の普及と振興をはかるため、山寺の地で芭蕉を偲び句会を開催しま
す。

10月28日 山寺芭蕉記念館
公益財団法人
山形市文化振興事業団、
山形県俳人協会

http://yamadera-basho.jp
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山形県 山形市 ② なかよし作品展 特別支援学校と特別支援学級の子ども達の合同作品展です。 10月29日～11月2日 山形市役所
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

山形県 山形市 ② 市中学校英語暗唱大会 市内小中学校の代表が英語の暗唱を発表します。 11月15日(水） 江南公民館
山形市教育研究会英語部会
山形市教育委員会

無料
学校教育課
023-641-1212

山形県 山形市 ② 山形市小学校吹奏楽発表会 市内小学校吹奏楽団が一同に会して演奏を披露し合います。 10月24日（水） 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

山形県 山形市 ①③ 夜の図書館イベント
ビブリオバトル（知的書評合戦）、図書館バックヤードツアーなどを行いま
す。

10月25日(木) 山形市立図書館 山形市立図書館 無料 http://lib.city.yamagata.yamagata.jp/
山形市立図書館
TEL624-0822
FAX624-0823

山形県 山形市 ①③ 夜の図書館イベント
夜の読書発表会、夜の図書館を楽しもう　図書館案内ツアーを開催いたし
ます。（地下書庫見学を含む）

10月25日(木) 山形市立図書館 山形市立図書館 無料 http://lib.city.yamagata.yamagata.jp/
山形市立図書館
TEL624-0822
FAX624-0823

山形県 山形市 ①③ おはなしの広場 絵本の読み聞かせや紙芝居、わらべうたで楽しむものです。 10月28日(日) 山形市立図書館 山形市立図書館 無料 http://lib.city.yamagata.yamagata.jp/
山形市立図書館
TEL624-0822
FAX624-0823

山形県 山形市 ①③ 文化の日無料開放 文化の日に因んで山寺芭蕉記念館展示室を無料開放します。 11月3日 山寺芭蕉記念館
公益財団法人
山形市文化振興事業団

無料 http://yamadera-basho.jp

山形県 山形市 ① 絵本作家とよたかずひこ講演会 絵本作家とよたかずひこ氏による講演とサイン会を行います。 11月4日(日) 山形市南部公民館 山形市立図書館 無料 http://lib.city.yamagata.yamagata.jp/
山形市立図書館
TEL624-0822
FAX624-0823

山形県 山形市 ③ 第４８回人形劇合同公演 市内外で活躍している人形劇団体による公演です。 11月4日 山形市民会館
山形市・
山形市民会館管理運営共同事業
体

無料 http://www.shanshanshan.jp
山形市民会館
023－642-3121

山形県 山形市 ① 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する。 11月10日 山形市役所 山形市教育委員会 無料
山形市教育委員会
社会教育青少年課
023-641-1212(内線619)

山形県 山形市 ①③ 舞台芸術セミナー　朗読講座 プロの俳優・演技トレーナーを講師に迎え、文学作品を朗読します。 11月10日-11日 山形市民会館
山形市・
山形市民会館管理運営共同事業
体

無料 http://www.shanshanshan.jp
山形市民会館
023－642-3121

山形県 山形市 ③ 第３４回市芸文協総合展覧会
邦楽の生演奏やお茶席を設け、美術・書道・写真・華道・フラワーデザイン
の各展示を行います。

11月14日-18日 山形美術館 山形市芸術文化協会・山形市 無料 http://www.shanshanshan.jp
山形市芸術文化協会
023－642-3121

お茶席のみ600円

山形県 山形市 ② 子ども造形展
市内の保育園・こども園・幼稚園・小学校・中学校の子どもたちの造形作
品展を行います。

11月16日～11月21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

山形県 山形市 ② 市中生徒活動発表会 給食に関する生徒の活動を発表します。 11月14日 山形市給食センター
山形市教育研究会給食部会
山形市教育委員会

無料
学校教育課
023-641-1212

山形県 山形市 ② 市中生徒活動発表会 生徒会に関する生徒の活動を発表をします。 11月21日 江南公民館
山形市教育研究会生徒指導部会
山形市教育委員会

無料
学校教育課
023-641-1212

山形県 山形市 ② 市中生徒活動発表会 メディアに関する生徒の活動を発表をします。 11月21日 山形市総合学習センター
山形市教育研究会メディア部会
山形市教育委員会

無料
学校教育課
023-641-1212

山形県 山形市 ② 市中生徒活動発表会 保健に関する生徒の活動を発表をします。 11月21日 霞城公民館
山形市教育研究会学校保健部会
山形市教育委員会

無料
学校教育課
023-641-1212

山形県 山形市 ①，④ 第５回おもしろ実験教室

小学校３年生～中学生までの全８回の実験教室です。実験や観察を通し
て、科学の面白さを体験してもらうことがねらいです。第５回は「スライムを
作って遊ぼう」をテーマに山形大学で、いろいろな種類のスライムづくりや
作ったスライムを利用したおもちゃづくりに取り組みます。

11月10日 山形大学地域教育文化学部
山形市総合学習センター，
山形市理科教育センター，
山形大学地域教育文化学部

http://www.ymgt.ed.jp/rikacenter/YAMA
GATARISE.ｈｔｍｌ

山形市総合学習センター，
山形市理科教育センター
023-645-6163

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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山形県 山形市 ②，④
第６７回山形市中学校
生徒理科研究発表会

市内中学校の代表生徒や科学部の生徒が一堂に会し、それぞれが行っ
た理科研究の成果を発表しあいます。優れた理科研究を実践し、それを
発表すること、他の生徒の実践を聞くことで、生徒一人一人の科学の目を
養うことをねらいとし、毎年実施しています。

11月14日
山形市総合学習センター，
霞城公民館

山形市理科教育センター，
山形市中学校教育研究会
理科部会，
山形市中学校
文化連盟科学専門部

無料
http://www.ymgt.ed.jp/rikacenter/YAMA
GATARISE.ｈｔｍｌ

山形市総合学習センター，
山形市理科教育センター
023-645-6163

山形県 山形市 ②，④
第６７回山形市小学校
児童理科研究発表会

市内小学校の代表児童が一堂に会し、それぞれが行った理科研究の成
果を発表しあいます。優れた理科研究を実践し、それを発表すること、他
の児童の実践を聞くことで、児童一人一人の科学の目を養うことをねらい
として、毎年実施している発表会です。

11月21日 山形市立第九小学校
山形市理科教育センター，
山形市小学校長会

無料
http://www.ymgt.ed.jp/rikacenter/YAMA
GATARISE.ｈｔｍｌ

山形市総合学習センター，
山形市理科教育センター
023-645-6163

山形県 山形市 ①，④ 第２回親子科学遊び教室
小学校１～３年生向けの親子で行う年５回行う科学教室です。第２回の
テーマは「空気で遊ぼう」です。空気によっておこる様々な現象の観察や
空気砲の作成などを行います。

11月25日 山形市霞城公民館
山形市理科教育センター，
山形市総合学習センター，
霞城公民館

http://www.ymgt.ed.jp/rikacenter/YAMA
GATARISE.ｈｔｍｌ

山形市総合学習センター，
山形市理科教育センター
023-645-6163

山形県 山形市 ① 山形大学理学部公開講座
数理科学分野の教員が、様々な視点から「数理科学」の講義を行います。
また、普段は見ることの出来ない大学の研究室を公開いたします。詳しく
はホームページをご確認ください。

10月27日～28日 山形大学理学部１号館 国立大学法人山形大学 https://www.sci.yamagata-u.ac.jp/
山形大学理学部総務担当
023-628-4505

ＨＰは9月上旬～中旬
に更新予定

山形県 山形市 ①,②,③ 山形大学における最上義光研究

公開講座「山形大学の最上義光研究」に関連した特別展。同講座の内容
に関連する小白川図書館所蔵資料や最上義光歴史館所蔵資料、そして
研究成果である研究図書を小白川図書館１階において展示紹介し、地域
社会への還元をはかります。

10月6日～11月14日 山形大学小白川図書館１階 国立大学法人山形大学 無料
http://www.lib.yamagata-
u.ac.jp/museum/

山形大学附属博物館
tel:023-628-4930
mail:hakukan@jm.kj.yamagata-u.ac.jp

山形県 山形市 ①,②,③ 山形大学の最上義光研究

近年の山形大学における最上義光研究は、歴史・文学・建築・美術などの
分野において、めざましい成果をあげています。山形大学の長年にわたる
研究蓄積の賜物であるこの成果を、本学名誉教授および現職教員による
公開講座「山形大学の最上義光研究」で発表します。

10月13日,20日,27日
山形大学人文社会科学部１号
館201教室

国立大学法人山形大学
http://www.lib.yamagata-
u.ac.jp/museum/

山形大学附属博物館
tel:023-628-4930
mail:hakukan@jm.kj.yamagata-u.ac.jp

山形県 山形市 ①,②,③
産業遺産・風穴　近代日本を支えた自然
資源活用の知恵

風穴は地滑りによって岩くずが堆積した場所などに生じ、夏は冷風が吹き
出すことから、氷・漬け物などの天然貯蔵庫として利用されてきました。明
治時代には蚕の種（卵）の低温貯蔵場所として整備された施設が全国各
地でつくられ、日本の製糸業を支えました。
現在では山の中に放棄され、場所の特定すら難しく、同時に、人々の記憶
からも消え去ろうとしています。本展では、山形県内の風穴、特に月山や
高畠での養蚕業と風穴の結びつきに焦点をあてます。風穴を産業遺産と
して捉え、日本の産業振興に貢献した先人たちの知恵を山形の方々に伝
えることを目的とします。

10月20日～11月13日 山形大学附属博物館 国立大学法人山形大学 無料
http://www.lib.yamagata-
u.ac.jp/museum/

山形大学附属博物館
tel:023-628-4930
mail:hakukan@jm.kj.yamagata-u.ac.jp

山形県 山形市 ①,②,③ 教員著書・論文展示
山形大学の研究成果である教員著書・論文を公開することによって、本学
の研究活動を広く一般に公表するものです。

10月30日～11月8日 山形大学小白川図書館2階 国立大学法人山形大学 無料 http://www.lib.yamagata-u.ac.jp/yktop/
小白川図書館情報サービス担当
tel:023-628-4914
mail:jsagaku@jm.kj.yamagata-u.ac.jp

山形県 山辺町 ③ 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15～11月18日 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
023-667-1115

山形県 山辺町 ③ 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10・11日 相模公民館 相模地区文化祭実行委員会 無料
相模公民館
023‐664‐5663

山形県 山辺町 ③ 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10・11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

山形県 山辺町 ③ 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。 10月27・28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

山形県 山辺町 ③
やまのべ・みんなのセミナーTaiken堂
　落語と講談・春風亭昇也・神田松之丞
「春風亭昇也・神田松之丞二人会」

落語と講談の競演となる二人会を開催します。 11月7日 中央公民館 Taiken堂実行委員会及び山辺町
Taiken堂Webサイト
http://www.taiken-do.net

山辺町教育委員会
023-667-1115

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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山形県 山辺町 ①
やまのべ・みんなのセミナーTaiken堂
講演会・岸善幸氏「映像制作の現場か
ら」

山形県最上町出身でテレビディレクターの岸善幸氏による映像制作の現
場からの内容での講演会を開催します。

11月22日 中央公民館 Taiken堂実行委員会及び山辺町
Taiken堂Webサイト
http://www.taiken-do.net

山辺町教育委員会
023-667-1115

山形県 山辺町 ③
安達峰一郎生誕150周年に向けて
プレイベント展

町の偉人である安達峰一郎博士の生誕150周年を来年度に控え、プレイ
ベントとなる企画展を行います。

11月3日～12月22日 山辺町ふるさと資料館 山辺町ふるさと資料館
山辺町ふるさと資料館
023-667-1115

山形県 山辺町 ③ 山辺人形浄瑠璃人形展
町無形文化財である、人形浄瑠璃芝居で使用された人形などの展示会を
行います。

11月3日～12月22日 山辺町ふるさと資料館 山辺町ふるさと資料館
山辺町ふるさと資料館
023-667-1115

山形県 山辺町 ③
ふるさと資料館・
町指定文化財紅花染め衣装の展示

町指定文化財であり、日本遺産の構成文化財でもある紅花染め衣装の展
示会を行います。

11月11日 山辺町ふるさと資料館 山辺町ふるさと資料館
山辺町ふるさと資料館
023-667-1115

山形県
米沢・上
山・山形

①，③ やまがたの石の文化遺産を巡る旅
山形の文化的建築物を視察しながら、山形県産の石の活用を歴史的観点
から学ぶツアー。石割体験もある。

10月13～14 米沢・上山・山形 東北芸術工科大学 要確認 023-627-2000

山形県 米沢市 ① 小さな親切のつどい
実行章の顕彰、作文講評と優秀作文の朗読発表、ポスター講評と入賞ポ
スター発表、小・中活動発表します。

10月27日 ホテルモントビュー 米沢「ちいさな親切」の会 無料
米沢市教育委員会社会教育・体育課
TEL 0238-22-5111(内線6005)

山形県 米沢市 ① 米沢市生涯学習フェスティバル
市民の生涯学習活動推進のために、広く市民に生涯学習に対する関心や
理解をより深めるため啓発事業を実施します。

10月6,7日 米沢市営体育館
米沢市生涯学習フェスティバル実
行委員会

無料
米沢市教育委員会社会教育・体育課
TEL 0238-22-5111(内線6006)

山形県 米沢市 ① 「まちづくりプラン大賞」コンペティション
まちづくりのリーダーや団体を発掘し、活動の奨励を図る。市民、企業、行
政がともに考え、力を出し合い、継続してまちが活性化するようなまちづく
りプランがつくれる人材の育成に努めます。

11月10日 伝国の杜
まちづくりプランナー創出実行委員
会

無料
米沢市教育委員会社会教育・体育課
TEL 0238-22-5111(内線6006)

山形県 米沢市 ① 第33回ふるさと歴史講座
ふるさと米沢に関わる歴史について学ぶ講座です。今回は、戊辰戦争150
年をテーマに開催します。

10月10日,17日,24日 市立米沢図書館 市立米沢図書館
【市立米沢図書館HP】
http://www.library.yonezawa.yamagata.jp

市立米沢図書館
0238-26-3010

要事前申込

山形県 米沢市 ① 読書週間図書館フェア
読書週間に合わせて開催し、「バックヤードツアー」や「雑誌リサイクル市」
などを通して図書館に親しんでもらい、また読書の楽しみに触れてもらうこ
とを目的としています。

10月25日～11月9日 市立米沢図書館 市立米沢図書館 無料
【市立米沢図書館HP】
http://www.library.yonezawa.yamagata.jp

市立米沢図書館
0238-26-3010

一部要事前申込

山形県 米沢市 ① 第29回古典文学講座 米沢図書館所蔵の古典籍を題材に、古典に親しんでもらう講座です。 11月10日,17日,24日 市立米沢図書館 市立米沢図書館
【市立米沢図書館HP】
http://www.library.yonezawa.yamagata.jp

市立米沢図書館
0238-26-3010

要事前申込

山形県 米沢市 ③
米沢市上杉博物館特別展「戊辰戦争と
米沢」

明治元年（1868）の戊辰戦争から150年にあたることを機に、幕末から明治
初期に至る社会の激変の中で米沢藩がどのような選択をしていったのか
紹介します。

前期：
9月15日～10月14日
後期：
10月20日～11月18日

米沢市上杉博物館 米沢市上杉博物館
【米沢市上杉博物館HP】
http://www.denkoku-no-
mori.yonezawa.yamagata.jp

米沢市上杉博物館
0238-26-8001

入館料
一般：620円
高大生：400円
小中生：250円

山形県 米沢市 ③ 講演会「八幡塚古墳とその時代を探る」 市指定史跡八幡塚古墳を中心に米沢市と周辺の古墳時代を学びます。 11月3日 伝国の杜 八幡塚古墳保存会 無料
米沢市教育委員会文化課　佐藤
0238-22-5111
（内7520）

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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第60回「教育・文化週間」関連行事

山形県 米沢市 ① 公開講座「考えよう！健康と福祉」
保健・医療・福祉の視点から県立大学の教育的機能及び研究成果を広く
還元するため、県内4地域で開催している市民向け公開講座です。

10月20日 山形県立米沢栄養大学
山形県立保健医療大学
・山形県立米沢栄養大学

無料 保健医療大HP
山形県立保健医療大学
附属図書館
023-686-6671

山形県 米沢市
①，③，
④

山形大学公開講座

平成２９年４月，工学部に化学・バイオ工学科が誕生しました。20年後の
社会ニーズに応える技術者教育をめざし、環境・食糧・医療・安全などの
諸問題解決に向け，最先端の研究が行われており,その研究を紹介しま
す。

10月27日
米沢市民ギャラリー
体験学習室(ナセBA１階）

国立大学法人山形大学工学部 無料
山形大学工学部：
https://www.yz.yamagata-u.ac.jp

山形大学米沢キャンパス
事務部総務課企画総務担当
TEL　0238-26-3005
FAX　0238-26-3400
e-mail ： koukikaku@jm.kj.yamagata-u.ac.jp

山形県 米沢市
①，③，
④

山形大学公開講座
身の回りにある「もの」の設計・製造には，機械工学の知識が欠かせませ
ん。その知識は，社会や産業だけでなく最先端の科学を支え今もなお進
化しています。その一翼を担う本学の最先端の研究について紹介します。

10月27日
米沢市民ギャラリー
体験学習室(ナセBA１階）

国立大学法人山形大学工学部 無料
山形大学工学部：
https://www.yz.yamagata-u.ac.jp

山形大学米沢キャンパス
事務部総務課企画総務担当
TEL　0238-26-3005
FAX　0238-26-3400
e-mail ： koukikaku@jm.kj.yamagata-u.ac.jp

山形県
①，②，
③，④

東北文化の日
東北6県と仙台市において、１０月の最終土曜日とその翌日を東北文化の
日と定め、東北の文化に関する情報を一体となって発信し、交流人口の拡
大をはかるものです。

10月27,28
及びそこから約1ヶ月
間

東北6県及び
仙台市内の博物館等

東北文化の日推進委員会 http://tohokubunka.com/ 023-630-2306

山形県 ①、② 郷土Yamagataふるさと探究コンテスト

小学生・中学生・高校生が、地域について主体的に学び、その成果を発表
し合うことを通して、郷土である「山形県」について、たくさんの魅力を発見
し、大切に思う気持ちや誇りに思う気持ちを強めてもらうことをねらいとし
て開催します。

11月17日
東根市
さくらんぼタントクルセンター

山形県教育委員会 無料
https://www.pref.yamagata.jp/ou/kyoiku
/700001/somuka-top-
kikakuyosan/kyoudoyamagata.html

山形県教育庁総務課
023-630-2692（直通）

山形県 県内全域 ①
子どもの生活リズム
向上山形県フォーラム

子どもたちのよりよい生活習慣や望ましい食習慣、体験活動の重要性に
ついて保護者が学ぶ機会を設けるとともに、学校・家庭・地域が一体と
なって子どもたちを見守り育てようとする気運を一層高めていく。
　･優良PTA県教育委員会表彰　・事例発表　・講演　等

11月10日
寒河江市中央公民館ホール
（予定）

山形県教育委員会/会津・山形「体
験の風をおこそう」運動実行委員会

無料
山形県教育庁
文化財・生涯学習課生涯学習振興室
℡023-630-3344

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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