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山形県
市区町村 種類 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

県内各所 ①③
やまがたアートライン推進事業
「ミュージアムフェア」

県民が県内美術館博物館に収蔵されている優れた芸術作品などに触れ
る機会を充実するために、各館それぞれをイベント会場とし期間中に一斉
に開催します。

11月
県内美術館・博物
館

やまがたアートライン実行委
員会

山形県生活文化課  023-630-2306

山形市 ① 産業科学館実験教室 「スライムで遊ぼう」と題して実験教室が行われます。 10月15日 山形県産業科学館 山形県産業科学館 無料
山形大学
ＳＣＩＴＡセンター　023-628-4517

山形市 ① エコライフやまがた2011（仮） クラゲの観察会、スライムの実験教室等が行われます。 10月29日,30日 ビッグウィング (株)山形新聞 無料
山形大学
ＳＣＩＴＡセンター　023-628-4517

山形市 ① 文化の日 クラゲの観察会、スライムの実験教室が行われます。 11月3日 山形県立博物館 山形県立博物館 無料
山形大学
ＳＣＩＴＡセンター　023-628-4517

山形市 ① 産業科学館実験教室 クラゲの観察が行われます。 11月19日 山形県産業科学館 山形県産業科学館 無料
山形大学
ＳＣＩＴＡセンター　023-628-4517

山形市 ① 公開講座 「自分で守ろう子宮頸がん」と題して講座を実施します。 11月2日
山形大学保健管理
センター

山形大学保健管理センター 無料 http://www.yamagata-u.ac.jp/hoken/index.htm

山形市 ①
山形大学公開講座「掛軸のい・ろ・
は」

専門の講師陣から、掛軸の鑑賞のポイントや掛軸の取り扱い方法等を学
びます。

10月15日,22日,29日
山形大学小白川図
書館

山形大学附属博物館 http://www.lib.yamagata-u.ac.jp/museum/

山形市 ①
（仮題）幕末・近代の掛軸～山形
大学附属博物館所蔵品展

本館所蔵掛軸の展覧会。幕末近代の郷土出身作家を中心とした作品を
初公開します。

10月28日～11月11
日

山形大学小白川図
書館

山形大学附属博物館 無料 http://www.lib.yamagata-u.ac.jp/museum/
土日祝日の開場
は検討中

山形市 ② 山形大学八峰祭
小白川キャンパスにおける大学祭で，各サークル，研究室による屋台の
出店，出し物の披露が行われます。

10月22日, 23日
山形大学小白川
キャンパス

山形大学八峰祭実行委員会 無料  http://www.yatsuminefestival.com/index.html

山形市 ② 公開講座
「ポスト震災を考える　－これからの社会のあり方」と題して計５回の講座
を実施します。

9月27日,10月4日, 11
日, 18日, 25日

人文学部
1号館

山形大学
人文学部

 人文学部事務室023(628)4203

山形市
①②
③

公開講座　　　　　「民話語りの将
来」

東北・山形の文化遺産である民話語りを将来にわたって受け継いで行く
ためのあり方を学び、それを語り、聞く楽しさを味わいます。

10月29日, 30日 山形市中央公民館
東北文教大学短期大学部民
話研究センター

無料 東北文教大学　　附属図書館　　　　　　　023（688）7544

山形市
①③
④

山形県立博物館
東北文化の日無料開館

東北文化の日を記念して無料開館を実施します 10月29日,30日
山形市霞城町1-8
山形県立博物館

山形県立博物館 無料 http://www.yamagata-museum.jp/

山形市 ①④

東北文化の日記念行事
「楽しい！博物館科学教室」と「不
思議ないきもの！ミクロの世界”身
近な微生物とＤＮＡ”」

東北文化の日を記念して、科学教室などの体験講座を開催します。

科学教室
10月29日（土）

身近な生物とDNA
10月30日（日）

山形市霞城町1-8
山形県立博物館

山形県立博物館 無料 http://www.yamagata-museum.jp/

山形市
①③
④

山形県立博物館　無料開館 文化の日を記念して無料開館を実施します。 11月3日
山形市霞城町1-8
山形県立博物館

山形県立博物館 無料 http://www.yamagata-museum.jp/

山形市
①③
④

文化の日記念行事
「体験！昔の遊び・昔の道具」と
「楽しい！博物館科学教室」

文化の日を記念して、昔の道具にふれながら世代交流を図る体験イベン
トや科学教室などの講座を開催します。

11月3日
山形市霞城町1-8
山形県立博物館

山形県立博物館 無料 http://www.yamagata-museum.jp/

山形市
①③
④

山形県立博物館40周年記念展示
「出羽国成立以前の山形－山形と
東北大学所蔵重要考古資料」

今年重文に指定されたものを含む県内出土資料と、県内初公開の東北
大所蔵資料を比較しながら、出羽国成立までの山形のあゆみを紹介しま
す。

10月8日～12月11日
山形市霞城町1-8
山形県立博物館

山形県立博物館 http://www.yamagata-museum.jp/

山形市
①③
④

山形県立博物館40周年記念展示
「出羽国成立以前の山形－山形と
東北大学所蔵重要考古資料」関
連行事

記念展の開催に合わせ①展示解説会 ②記念講演会 ③記念イベントを
行います。

①10月8日,11月6
日,23日

②11月6日
③11月23日

山形市霞城町1-8
山形県立博物館

山形県立博物館 http://www.yamagata-museum.jp/

山形市 ①② 山形県教育功労者表彰
県における教育、学術及び文化等の振興に関して、功績が極めて顕著な
者等を表彰します。

11月中旬 山形市内 山形県教育委員会 無料
山形県教育庁総務課
０２３－６３０－２９２０

山形市 ③
第４回所蔵美術品展　菅野矢一回
顧展

山形市出身の洋画家菅野矢一の初期から晩年までの作品２０点を展示
します。

10月22日～11月6日 山形まなび館 山形市 無料 山形市文化振興課　023-641-1212

山形市 ①③
企画展「芭蕉の旅と『おくのほそ
道』」

松尾芭蕉の俳諧の変遷を旅との関係でみつめます。 9月28日～11月13日 山寺芭蕉記念館
㈶山形市文化振興事業団、
山形市

http://yamadera-basho.jp

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
㈶山形市文化振興事業団、
山形市

無料 http://yamadera-basho.jp

山形市 ①③
企画展「よみがえる山形城」職人
たちの技の記憶～本丸一文字門
発掘調査の成果より～

本丸一文字門及び周辺堀跡・土塁跡等の発掘調査により出土した遺物
群について集成し展示します。

10月１2日～平成24
年1月9日

上義光歴史館
㈶山形市文化振興事業団、
山形市

無料 http://ｍｏｇａｍｉｙｏｓｉａｋｉ.jp     

山形市 ③ 第２７回市芸文協総合展覧会 美術・書道・写真・華道・フラワーデザインの各展示，邦楽の演奏，茶席 11月16日～20日 山形美術館
山形市芸術文化協会，山形
市

無料 山形市民会館　023-642-3121

山形市 ③ やまがた文学祭「児童文学」
山形児童文学資料の展示，やまがたの童謡，わらべ唄，の合唱と少年詩
の朗読。

11月19日 山形市民会館
山形市芸術文化協会，山形
市

無料 山形市民会館　023-642-3121

山形市 ③ 第４４回山形市民美術展
山形市民（高校生以上）の創作した，日本画，洋画，彫刻，工芸作品を展
示。優秀作品は表彰します。

10月24日～30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，山形市

無料 山形市民会館　023-642-3121

山形市 ③ 第２７回山形市芸術祭
山形市芸術文化協会に加盟する団体による市民芸術祭を開催するもの
です。

9月1日～平成24年1
月31日

山形市内各地 山形市芸術文化協会 山形市芸術文化協会  023-642-3121

米沢市 ② 山形大学吾妻祭
米沢キャンパスにおける大学祭で，各サークル，研究室による屋台の出
店，出し物の披露が行われます。

10月8日
～10日

山形大学米沢キャ
ンパス

山形大学吾妻祭実行委員会 無料
小白川キャンパス事務部学生課
(023-628-4121)

米沢市 ① 米沢市青少年育成市民大会
「青少年の環境を考える日」運動の推進をめざす市民の集いとして開催
し、青少年育成功労者、模範団体等の表彰、実践活動発表、講演会等を
実施する

11月19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 0238-21-6111

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　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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米沢市 ① まちづくり人財養成講座
未来への米沢の夢や希望を込めた、まちづくり人財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、米沢まちづくりプラン大賞を表彰するも
の

11月6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 0238-21-6111

米沢市 ①③ 第27回ふるさと歴史講座 舘山城と伊達氏についての講義及び舘山城跡の現地見学 10月13日,20日,23日
置賜総合文化セン
ター　外

市立米沢図書館 http://www.library.yonezawa.yamagata.jp

米沢市 ③ 第47回米沢市民芸術祭
各芸術団体が、展示、ステージ、その他の3部門で60以上の事業を開催
する。

4月21日～11月29日
よねざわ市民ギャラ
リードリーム　外

米沢市芸術文化協会 無料 http://www9.ocn.ne.jp/~yngeibun/yonezawa-simin-geijutusai.htm

米沢市 ③
開館10周年記念特別展「洛中洛
外図屏風に描かれた世界」

洛中洛外図屏風の原本展示及び関連資料を展示するとともに、デジタル
画像等により屏風の世界観を堪能してもらう。

10月8日～11月6日 米沢市上杉博物館
財団法人米沢上杉文化振興
財団

http://www.denkoku-no-mori.yonezawa.yamagata.jp/

鶴岡市 ① 市民サロン
本校と地域内研究機関等の研究者・技術者を講師に、各専門分野の
新情報を市民にわかりやすく提供する市民講座です。

10月26日
庄内産業振興セン
ター

鶴岡高専，鶴岡高専技術振
興会

無料 http://www.tsuruoka-nct.ac.jp/
３回シリーズ
(7/27,9/28,10/26
)で開催

鶴岡市 ③ 高専祭
本校学生が主体となり、学生の文化活動の集大成を広く市民の方に公開
します。模擬店、ライブなどの楽しめるイベントも多数あります。

10月21日,22日
鶴岡工業高等専門
学校

鶴岡工業高等専門学校学生
会

無料 http://www.tsuruoka-nct.ac.jp/

鶴岡市 ②③ 山形大学鶴寿祭
鶴岡キャンパスにおける大学祭で，各サークル，研究室による屋台の出
店，出し物の披露が行われます。

10月15日,16日
山形大学鶴岡キャ
ンパス

山形大学鶴寿祭実行委員会 無料

農学部事務室学務担当
(0235-28-2808)，
小白川キャンパス事務部学生課
(023-628-4121)

鶴岡市 ① おとな映画会

映画「おにぎり」の上映
※「おにぎり」…東京から駆け落ちしてきた若いカップル、慎二と友美。二
人を受け入れた農家の人たちと共に、米作りを通して人生を学んでいきま
す。

10月17日 鶴岡市中央公民館 鶴岡市視聴覚センター 無料 http://www.city.tsuruoka.lg.jp/tavc/

鶴岡市 ① 星を見る会
視聴覚センター屋上から季節の星や星座、惑星を観望します。
雨天の場合はプラネタリウム室での星座解説に替えます。今回のテーマ
は「彗星について」

10月18日
鶴岡市視聴覚セン
ター

鶴岡市視聴覚センター 無料 http://www.city.tsuruoka.lg.jp/tavc/

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

11月5日 藤島公民館
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 ③ あさひ産業文化まつり
芸能発表や小中学生・一般住民の作品展示、農林関係の収穫感謝祭及
び朝日中学校合唱祭

10月29日～11月3日 すまいる他
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 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 10月29日～31日 藤島公民館
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 ③ 温海文化祭
保育園児から老人クラブまでの作品展示（絵、習字、陶芸、手芸等)とコー
ラス、楽器演奏、舞踊、ダンス等のステージ発表

10月28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/

鶴岡市 ③ くしびき文化祭
書道・絵画を中心とした展示と公演発表研修「まなびぃステージ」の開催 10月20日,29日～31

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/

鶴岡市 ③
第66回県総合美術展覧会鶴岡巡
回展・第53回県こども絵画展覧会

鶴岡市における県総合美術展覧会等の開催 11月16日～20日
鶴岡アートフォーラ
ム

鶴岡アートフォーラム  鶴岡アートフォーラム0235-29-0260 

鶴岡市 ③ はぐろ秋祭り 子供たちや芸文協加盟団体が演奏する芸能発表会 11月5日,6日
羽黒体育館・コミュ
ニティセンター等

はぐろ祭り推進協議会 無料 http://www.city.tsuruoka.lg.jp/

鶴岡市 ① パソコン講座 一般市民向けの、生活に役立つパソコンの技術を習得する講座です。
11月8日～11日,19

日,20日
鶴岡市視聴覚セン
ター

鶴岡市視聴覚センター http://www.city.tsuruoka.lg.jp/tavc/

鶴岡市 ① 市民講座
市民のニーズや生活課題・地域課題・社会的課題等をテーマにした講座
を開催しています

5月～1月
鶴岡市
中央公民館

鶴岡市
中央公民館

http://www.city.tsuruoka.lg.jp/chuko/

鶴岡市 ③ 第６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。４４公
演、６３団体が参加。

9月1日～11月27日 市内公共施設等 鶴岡市芸術祭運営委員会
http://www.city.tsuruoka.lg.jp/
鶴岡市教育委員会社会教育課芸術文化係
0235-57-4867

酒田市 ③ 「旧鐙屋」特別公開
文化の日に合わせて国指定史跡である旧鐙屋を無料開館します。また、
呈茶体験会も開催します。

11月3日 旧鐙屋 酒田市教育委員会 無料 http://www.city.sakata.lg.jp/

酒田市 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 http://www.city.sakata.lg.jp/

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　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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酒田市 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 松山文化伝承館 酒田市教育委員会 無料 http://www.city.sakata.lg.jp/

酒田市 ③
第42回酒田民俗芸能公演会「民
俗芸能フェスタ」

酒田市民俗芸能保存会加盟団体及び招聘団体による公演を開催しま
す。

11月13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 http://www.city.sakata.lg.jp/

新庄市 ③ 第35回 上地区吹奏楽祭
上郡内の学校吹奏楽部の発表

吹奏楽、アンサンブル、合同演奏
10月16日 新庄市民文化会館

上地区吹奏楽祭実行委員
会

無料 新庄市民文化会館  0233-22-7029

新庄市 ②
第35回山形県高等学校総合文化
祭演劇部門

県内高校の代表校が芸術文化活動の成果発表を行う 10月28日～30日 新庄市民文化会館 山形県高等学校文化連盟 無料
山形県高等学校文化連盟事務局
023-635-0776

新庄市 ③
ビデオ映画「永松は語る」－350年
の歴史と人々の絆－

大蔵村永松銅山の歴史を人々の証言をもとに制作した映画の公開 10月29日
上広域交流セン

ターゆめりあ
永松北の会 永松北の会

新庄市 ③
第66回山形県総合美術展・第53
回子ども県展

出展作品の県内巡回展 11月2日～7日 新庄市民プラザ 新庄市民プラザ
新庄市民プラザ
0233-22-4200

新庄市 ③ 第49回市民音楽祭 市内学校及び一般の合唱団体による発表 11月3日 新庄市民文化会館 市民音楽祭実行委員会 無料 新庄市民文化会館  0233-22-7029

新庄市 ② 新庄市教育の日記念行事
子どもたちのステージ発表、写真展示、
だがしや楽校

11月12日 新庄市民プラザ 教育の日実行委員会 無料 新庄市教育委員会  0233-22-2111

新庄市 ③
ばんばひろふみ・太田裕美ハート
フルコンサート

新庄市民文化会館開館30周年記念事業 11月15日 新庄市民文化会館 新庄市民文化会館 新庄市民文化会館  0233-22-7029

新庄市 ① 大人のための新庄学 これからの新庄と新庄人のあり方を考える講座（6回） 9月25日～12月3日 新庄市民プラザ 新庄市民プラザ 新庄市民プラザ  0233-22-4200

新庄市 ③ 第17回市民演劇祭 市内演劇団体、高校演劇部の発表の場 11月20日～22日 新庄市民文化会館 市民演劇祭実行委員会 新庄市民文化会館  0233-22-7029

新庄市 ③ 新庄カラオケサークル合同歌謡祭 市内カラオケ・歌謡愛好5団体による合同イベント 11月23日 新庄市民文化会館 新庄市民文化会館 新庄市民文化会館  0233-22-7029

寒河江市 ③ 寒河江市総合文化祭
市民及び芸術文化団体による作品展示会、合唱・舞踊・の発表会を開催
する。

10月22日～11月3日

寒河江市文化セン
ター、フローラ
SAGAE、ハートフル
センター

寒河江市芸術文化協議会、
寒河江市教育委員会

無料 寒河江市文化センター ０２３７－８６－５１１１

寒河江市 ①
「山形学」地域連携・寒河江市成
人講座虹のむらやま見聞楽公開
講座

元朝日新聞山形支局（現総局）記者で東日本大震災復興構想会議委員・
仙台大学教授の高成田　享さんの講座を開催する。

10月22日
寒河江市ハートフ
ルセンター

寒河江市教育委員会 無料 寒河江市文化センター ０２３７－８６－５１１１

寒河江市 ③ 宝くじふるさとワクワク劇場
明るく健康的な笑いを通じ活気あふれる元気な地域社会の創出と宝くじ
の普及広報のため、お笑いステージやコメディ劇場を開催する。

11月13日
寒河江市市民文化
会館

寒河江市教育委員会 寒河江市文化センター ０２３７－８６－５１１１

寒河江市 ① 宮澤賢治作品幻燈会
函館市の木版画家佐藤國男さんからスライドを借用し、市内の宮澤賢治
を読む会「ぽらんの会が朗読する。

10月30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

寒河江市 ① 宮澤賢治幻燈会原画展
読書週間関係展として、また、「宮澤賢治作品幻燈会」関連展として木版
画の原画を展示する。

10月25日～11月13
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

上山市 ② かみのやま教育の日

上山市小中学校総合文化祭
・地域の取り組み発表（上山警察署：交通安全の取り組み）
・児童生徒短歌コンクール
・コサギ合唱祭（市内幼稚園・中学校の合唱）

11月12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306)

上山市 ③ 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 11月4日～6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）

村山市 ⑤ むらやま元気塾 大講座「俳優人生55年。田中邦衛です。」 11月13日 甑葉プラザ 村山市教育委員会 manabi@city.murayama.lg.jp
田中邦衛氏講演
会

村山市 ⑤ むらやま元気塾 小講座「齊藤茂吉『万葉秀歌』を読む 11月17日 農業改善センター 村山市教育委員会 manabi@city.murayama.lg.jp

村山市 ⑤ むらやま元気塾 小講座「はじめての楽書」 10月29日,11月9日 農業改善センター 村山市教育委員会 manabi@city.murayama.lg.jp

村山市 ⑤ むらやま元気塾 小講座「ウサママのキャラ弁づくり」 10月29日,11月5日 甑葉プラザ 村山市教育委員会 manabi@city.murayama.lg.jp

長井市 ③ 第15回企画展「耳飾り展」 出土資料の耳飾り、世界各国の耳飾りの展示 9月13日～11月6日
長井市古代の丘資
料館

長井市 http://www.city.nagai.yamagata.jp

長井市 ③ 「県美展」長井巡回展 美術作品の巡回展 10月26日～31日
長井市市民文化会
館

県美展実行委員会 http://www.city.nagai.yamagata.jp

長井市 ③
長沼孝造彫塑館常設展示「辰歳
年賀状展」

辰歳の年賀状展 10月1日～12月28日
長井市「長井市文
教の杜ながい」内長
沼孝造彫塑館

（財）文教の杜ながい http://www.city.nagai.yamagata.jp
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長井市 ③ 長井市「文教の杜ながい」常設展 獅子舞写真展 9月1日～10月30日
長井市「長井市文
教の杜ながい」内丸
大扇屋

（財）文教の杜ながい 無料 http://www.city.nagai.yamagata.jp

長井市 ③ 長井市「文教の杜ながい」常設展 広報マンが写した半世紀/政財界軍人の墨跡 11月1日～12月28日
長井市「長井市文
教の杜ながい」内丸
大扇屋

（財）文教の杜ながい 無料 http://www.city.nagai.yamagata.jp

天童市 ① 第２４回公開講座 私たちの身近な問題となっている介護の問題について開催いたします。 11月19日, 20日 羽陽学園短期大学 羽陽学園短期大学 総務課　023-655-2385

天童市 ③ 第5回ぽんぽこ里山コンサート 松倉とし子コンサート～こだまでしょうか～ 10月30日
天童市高原の里交
流施設「ぽんぽこ」

天童市立高原の里交流施設
「ぽんぽこ」

無料 ぽんぽこ　　　　　023-656-2955
10月28日まで左
記へ申込み

天童市
①
③

郡役所資料館収蔵展
郡役所資料館に収蔵している資料のうちから日用品や産業用具に関する
ものを展示します

11月1日～12月18日
旧東村山郡役所資
料館

財団法人　天童市文化・ス
ポーツ振興事業団

旧東村山郡役所資料館　　　　　　023-653-0631　　　　　

天童市 ③ 歴史探訪講座 地区にある身近な文化財を探訪します 11月6日 市内田麦野地区 天童市教育委員会 無料 天童市教育委員会生涯学習課  023-654-1111

天童市 ①
天童市生涯学習フェスティバル
2011

第52回天童市公民館大会・第７回天童市地域づくり研究大会として、表彰
式、佐藤弘道氏の記念講演です

11月15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  023-654-1111

天童市 ① 明治大学連携講座 明治大学創立130年記念の宮城浩蔵に関するシンポジウムと講演会です 11月26日 天童市市民プラザ
明治大学 天童市教育委員
会

無料 天童市教育委員会生涯学習課  023-654-1111

天童市 ③ 第４８回市民芸術祭
天童市文化団体協議会に加盟する団体による作品展示と芸能等の発表
会です

10月1日～12月31日
天童市市民文化会
館　他

天童市文化団体協議会 無料 天童市文化スポーツ課　　　　023-654-1111

東根市 ③ 第47回東根市総合文化祭 民謡・大正琴等の芸能発表、美術・生け花・書道等の展示です。 10月22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 0237－42－1111（3538）

尾花沢市 ①③ 第48回　尾花沢市民文化祭 尾花沢市民文化祭（公演の部・展示の部・催し物の部） 11月3日～11月6日
尾花沢市文化体育
施設

尾花沢市民文化祭実行委員
会

無料 社会教育課　　　　　0237-22-1111（321）

尾花沢市 ①③
第22回　　山形県少年少女俳句大
会

県内の小・中学生を対象にした俳句大会表彰式 11月12日
尾花沢市文化体育
施設

尾花沢市教育委員会 無料 社会教育課　　　　　0237-22-1111（322）

尾花沢市 ①③
芭蕉・清風歴史資料館　　　無料
化

芭蕉・清風歴史資料館展示 11月3日
芭蕉・清風歴史資
料館

尾花沢市教育委員会 無料 芭蕉・清風歴史資料館　　　0237-22-0104

南陽市 ③ 南陽市芸術祭 南陽市芸術文化協会に加盟する団体による芸術祭の開催 10月23日～11月6日
南陽市民会館
南陽市民体育館
えくぼプラザ

南陽市芸術文化協会 南陽市教育委員会スポーツ文化課　0238-40-3211(内線530)

山辺町 ③ Taiken堂
志らく・志ら乃親子会
落語家　立川志らく・志ら乃氏

10月18日 山辺町中央公民館
山辺町教育委員会
Taiken堂運営委員会

山辺町教育委員会
023‐667‐1115
Taiken堂Webサイト
http://www.nobunari.jp/taiken/

山辺町 ① Taiken堂
生きることと学ぶこと
松崎運之助氏

11月22日 山辺町中央公民館
山辺町教育委員会
Taiken堂運営委員会

山辺町教育委員会
023‐667‐1115
Taiken堂Webサイト
http://www.nobunari.jp/taiken/

山辺町 ③ 山辺町総合文化祭 教育文化に関する資料の公表・公演など 10月29日～11月6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
023‐667‐1115

山辺町 ③
相模地区文化祭
ぴっかり相模

教育文化に関する資料の公表・公演など 11月26日,27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

山辺町 ③ 近江地区文化祭 教育文化に関する資料の公表・公演など 11月12日,13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

山辺町 ③ 作谷沢地区文化祭 教育文化に関する資料の公表・公演など 10月29日,30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

30日に作谷沢小・
中学校文化祭が
開催

山辺町 ③ 中地区文化祭 教育文化に関する資料の公表・公演など 10月30日
鳥海小学校
中中学校

中地区文化祭実行委員会 無料
中公民館
023‐666‐2113

山辺町 ③ ふるさと資料館企画展 企画展「山辺町の文化財」
10月25日～平成24

年１月15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
023‐664‐5033

山辺町 ③ 山辺の史跡めぐり 山辺町内の文化財・史跡をバスでめぐります 10月30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
023‐664‐5034

山辺町 ③ ふるさと資料館入館無料
資料館の入場料が無料になります。
また、町文化財に指定されている「元禄紅花染め打掛」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
023‐664‐5035

中山町 ③ 特別無料開館
文化の日である11月3日に、中山町立歴史民族資料館の無料開放を行い
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 中山町教育委員会教育課　023-662-2235

中山町 ③
中山町芸術文化協会・第44回芸
文祭

町のさまざまな芸術文化の発表や作品展示などを行います。 10月29日～11月3日
中山町中央公民館
他

中山町芸術文化協会 無料
中山町芸術文化協会事務局（中山町中央公民館内）
023-622-2235
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河北町 ③
河北町総合文化祭
総合作品展

河北町芸術文化協会に加盟する５団体による作品の展示を行います。 11月1日～3日
河北町総合交流セ
ンター「サハトべに
花」

河北町芸術文化協会 無料
河北町教育委員会生涯学習課
0237-71-1111

河北町 ③
河北町総合文化祭
記念式典・舞台発表会

河北町芸術文化協会表彰及び町功労者表彰と河北町芸術文化協会加
盟の３団体及び特別出演団体による舞台発表を行います。

11月3日
河北町総合交流セ
ンター「サハトべに
花」

河北町芸術文化協会 無料
河北町教育委員会生涯学習課
0237-71-1111

西川町 ① 西川町文化祭
書・絵画・写真・その他の作品展示。
舞踊、伝統芸能等の発表。
講演会　等

10月29日～11月3日
西川町交流ｾﾝﾀｰ
「あいべ」

西川町教育員会
西川町芸術文化協議会

無料
西川町教育委員会教育文化課生涯学習係
(0237)74－3131

朝日町 ① 第４５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1日～3日
9:00～19:00

朝日町エコミュージ
アムコアセンター
「創遊館」
朝日町立西部公民
館
朝日町立北部公民
館

朝日町芸術文化協議会
朝日町教育委員会

無料 http:/www.town.asahi.yamagata.jp

朝日町 ②
第１４回「ひめさゆり俳句大会」表
彰式

朝日町小中学校児童生徒の作品の優秀作品表彰 11月3日

朝日町エコミュージ
アムコアセンター
「創遊館」

朝日町教育委員会 無料
教育文化課学校教育係
0237-67-3302

大江町 ①
朝日わくわく広場⑤
「地球の歴史探検隊!」

・大江町の土地の作りの様子を 上川の河原で学習し、朝日町の山間で
化石採掘を体験する。

11月12日
大江町用の 上川
河岸・朝日町三中

山形県朝日少年自然の家  yasahisho@pref.yamagata.jp0237-62-4125

大江町 ③
史跡左沢楯山城跡の未来を考え
るワークショップ

平成21年2月に史跡に指定された左沢楯山城跡を歩きながら史跡の整備
について話し合いを行う。

10月23日
史跡左沢楯山城跡
内

大江町教育委員会 無料
大江町教育文化課歴史文化係
0237-62-3666

申込必要

大江町 ③ 大江町文化祭 踊りや演奏等のステージ発表、書道や絵画等の展示、お茶会の実施など 10月28日～30日

大江町東地区公民
館、大江町体育セ
ンター、大江町歴史
民俗資料館

大江町文化祭実行委員会
大江町教育文化課歴史文化係
0237-62-3666

お茶会は事前に
チケットを販売

大江町 ③ 伝統食のつどい 青苧を使った料金や伝統食の提供 10月29日
大江町歴史民俗資
料館

大江町教育委員会
大江町教育文化課歴史文化係
0237-62-3666

事前にチケットを
販売
大江町文化祭協
賛事業

大江町 ① おはなし会
本の読み聞かせやエプロンシアターなど、幼児から小学校低学年向けの
おはなし会

10月30日
大江町歴史民俗資
料館

大江町教育委員会 無料
大江町教育文化課歴史文化係
0237-62-3666

大江町文化祭協
賛事業

大石田町 ③ 大石田町芸術祭開幕式典
町芸術文化団体による成果の発表、作品展示を中心に町総合芸術祭を
開催し、期間中開幕式典を行う。

11月3日 大石田町福祉会館
大石田町中央公民館
大石田町芸術文化団体連絡
協議会

無料
大石田町教育委員会教育文化課生涯学習グループ
0237-35-2094

大石田町 ① 青少年健全育成町民集会 青少年の健全育成を推進するため講演会を開催する。 10月21日 大石田町福祉会館
大石田町青少年育成町民会
議

無料
大石田町教育委員会教育文化課生涯学習グループ
0237-35-2094

大石田町 ① 企画展　 上川舟運展 上川舟運に関わる資料を展示する。 9月10日～11月6日
大石田町立歴史民
俗資料館

大石田町教育委員会
大石田町教育委員会教育文化課生涯学習グループ
0237-35-3440

金山町 ①
金山町中央公民館大会並びに生
涯学習推進大会

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 金山中央公民館 金山町教育委員会 無料 0233-52-2902

金山町 ③ 芸術文化協会発表会 日本舞踊やダンス、詩吟、コーラスなど様々な団体の発表会です。 11月13日 金山中央公民館 金山町芸術文化協会 無料 0233-52-2902

金山町 ③ 子ども伝統芸能文化発表会
明安子ども歌舞伎と有屋少年番楽の発表会です。金山に伝わる伝統芸
能を子どもたちが学校教育の中で発表するものです。

10月22日 金山中央公民館 金山町教育委員会 無料 0233-52-2902

舟形町 ③ 舟形町総合文化展 展示発表 11月8日～14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　0233-32-2246

舟形町 ③ 舟形町読み聞かせ講演会 川端誠氏による絵本ライブと講演会 11月20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　0233-32-2246

舟形町 ③ 舟形町芸能フェスティバル 町芸術文化協会等発表会 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　0233-32-2246

真室川町 ① 神室フェスティバル
地域の方々との連携による自然体験活動をとして、参加者に森や自然を
大切にしようとする気持ちを育てることを目的にした事業

11月6日 神室少年自然の家 山形県神室少年自然の家 山形県神室少年自然の家・0233-62-2611

大蔵村 ① 大蔵村子供展 小中学校の児童生徒による書写、絵画展 11月1日～ 9日 大蔵村中央公民館 大蔵村教育委員会 無料 大蔵村教育委員会　0233（75）2323

戸沢村 ① 芸術文化祭 絵・写真などの展示や踊りの発表など 11月6日 戸沢村中央公民館
戸沢村芸術文化祭実行委員
会

戸沢村教育委員会  0233-72-2304

戸沢村 ③ 太鼓フェスティバル 村内団体や招待者の太鼓の演奏会 11月20日 戸沢村中央公民館
太鼓フェスティバル実行委員
会

戸沢村教育委員会  0233-72-2304

高畠町
①③
④

企画展「やまがたの古墳時代－
上川流域の古墳と集落―」

古墳文化の北限地域であり、 上川流域に発展した「やまがたの古墳時
代」を、考古資料を通して紹介します。

10月1日～11月30日
東置賜郡高畠町
大字安久津2117

山形県立うきたむ風土記の
丘考古資料館

http://www.pref.yamagata.jp/ou/kyoiku/700015/ukitamu.html

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　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



第５３回「教育・文化週間」関連行事

山形県
市区町村 種類 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

高畠町
①③
④

企画展「やまがたの古墳時代－
上川流域の古墳と集落―」
講演会・ギャラリートーク

企画展の開催に合わせたテーマで講演会やギャラリートークを行います。
10月8日,29日,11月3

日
東置賜郡高畠町
大字安久津2117

山形県立うきたむ風土記の
丘考古資料館

http://www.pref.yamagata.jp/ou/kyoiku/700015/ukitamu.html

高畠町
①③
④

うきたむ風土記の丘考古資料館
無料開館

文化の日を記念して無料開館を実施します。 11月3日
東置賜郡高畠町
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 http://www.pref.yamagata.jp/ou/kyoiku/700015/ukitamu.html

高畠町 ①③ 勾玉・弓矢・石器を作ろう 石や竹を用いて勾玉・弓矢・石器を作ります。 11月3日
東置賜郡高畠町
大字安久津2117

山形県立うきたむ風土記の
丘考古資料館

http://www.pref.yamagata.jp/ou/kyoiku/700015/ukitamu.html

高畠町
①③
④

企画展記念講演会
「 上川流域の古墳とムラ」

企画展の開催を記念し、講演会を行います。 11月13日
東置賜郡高畠町
大字安久津2118

山形県立うきたむ風土記の
丘考古資料館

http://www.pref.yamagata.jp/ou/kyoiku/700015/ukitamu.html

高畠町 ③
高畠町芸術文化祭
(展示祭）

菊花・絵画・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 0238-52-4472

高畠町 ③
高畠町芸術文化祭
（芸能フェスティバル）

太鼓・民謡・日本舞踊・詩吟等の発表 11月20日
文化ホール
（まほら）

芸術文化祭実行委員会 無料 0238-52-4472

小国町 ③ 沖小・古田歌舞伎合同公演 古田地区に伝わる歌舞伎の公演 10月29日 沖庭小学校体育館 古田歌舞伎保存会 無料
小国町教育委員会　生涯学習担当
0238-62-2141

小国町 ③ 小国町文化祭 書道・華道・俳句・陶芸等の作品展示 11月3～5日
小国町町民総合体
育館

小国町文化協会 無料
小国町教育委員会　生涯学習担当
0238-62-2141

小国町 ③
小国町文化祭
芸能まつり

歌謡・舞踊・バレエ等の舞台発表 11月3日
小国町町民総合体
育館

小国町文化協会 無料
小国町教育委員会　生涯学習担当
0238-62-2141

小国町 ③
小国町文化祭
民謡まつり

民謡の舞台発表 11月3日
おぐに開発総合セ
ンター

小国町文化協会 無料
小国町教育委員会　生涯学習担当
0238-62-2141

白鷹町 ③ 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（盆栽
展・華道展・書道展など）です。

11月3日～6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 教育委員会文化振興係　℡0238-85-6146

三川町 ① 三川町秋祭り クラゲの観察会、スライムの実験教室が行われます。 11月6日 三川町公民館 三川町公民館 無料
山形大学
ＳＣＩＴＡセンター　023-628-4517

三川町 ① みかわ秋まつり
特別展示、作品展示、即売、俳句短歌会、お茶会、体験コーナー、町民音
楽祭　他

10月23日～11月13
日

三川町町民体育館
他

三川町公民館 三川町公民館

庄内町 ③ 第7回庄内町芸術祭
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一堂に発表
します。

9月4日～11月27日
響ホール・狩川公
民館

第7回庄内町芸術祭実行委
員会

0234-45-1433

庄内町 ①
第78回収蔵展「海外へ」
特別展「佐藤耐雪絵画展」（仮）

庄内町内藤秀因水彩画記念館にて、
左記の展示を開催します。

10月8日～11月20日
庄内町内藤秀因水
彩画記念館

庄内町内藤秀因水彩画記念
館

無料
http://www.town.shonai.yamagata.jp/toshokan/naito/index.
htm
0234-43-3039

庄内町 ③ 第20回余目第三公民館祭
余目第三学区の町民と利用団体による、芸術・文化サークル等の作品の
展示や発表を行います。

10月27日～30日 余目第三公民館 余目第三公民館 無料 0234-42-0317

庄内町 ③
亀ノ尾の里資料館企画展示「庄内
町の文化財展Ⅳ」

町指定文化財（絵馬６点）及びその他の町指定文化財の展示を行いま
す。

10月29日～12月4日 亀ノ尾の里資料館 庄内町資料館 無料 0234-44-2162

庄内町 ③ 第20回和合まつり
余目第四学区の町民と利用団体による、芸術・文化サークル等の作品の
展示や発表を行います。

11月1日～6日 余目第四公民館 余目第四公民館 無料 0234-44-2162

庄内町 ③ 庄内町清川地区展
清川地区の町民と利用団体による、芸術・文化サークル等の作品の展示
や発表を行います。

11月2日,3日 清川公民館 清川公民館 無料 0234-57-2211

庄内町 ③ 余目第一学区芸術祭
余目第一学区の町民と利用団体による、芸術・文化サークル等の作品の
展示や発表を行います。

11月3日～6日 余目第一公民館 余目第一公民館 無料   0234-42-2019

庄内町 ③ 第17回余目第二公民館祭
余目第二学区の町民と利用団体による、芸術・文化サークル等の作品の
展示や発表を行います。

11月3日～6日 余目第二公民館 余目第二公民館 無料 0234-42-2306

庄内町 ①
レッツクッキング！
絵本のごちそうめしあがれ

絵本の読み聞かせの後、実際にその本にでてくるごちそうを調理し、試食
します。（対象：幼児とその保護者）

11月5日
余目保健
センター

庄内町立図書館 無料
http://www.town.shonai.yamagata.jp/toshokan/index.htm
0234-43-3039

庄内町 ①③
内藤秀因記念第14回水彩画公募
展入賞・入選作品展

故内藤秀因の偉業と情熱を永く称えるため、水彩画公募展を開催し、一
般の部・小学生の部・中学生の部の入賞・入選作品を展示します。

11月11日～19日 響ホール 庄内町・庄内町教育委員会 無料 0234-45-1433

遊佐町 ③ 第52回遊佐町民俗芸能公演会
国指定重要無形民俗文化財「杉沢比山」をははじめとする町内及び近隣
市町村に伝わる民俗芸能の鑑賞会

11月3日
遊佐町生涯学習セ
ンター

遊佐町民俗芸能保存協議
会・遊佐町

遊佐町教育委員会・文化係　0234-72-5892

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　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


