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山形県

都道府県 市区町村 類型 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

山形県 ②
やまがた算数・数学コ
ンテスト表彰式

8月に開催したやまがた算数・数学コンテスト（プレ大会）の優
秀者の表彰並びに関連行事

未定 山形県教育庁 教育庁高校教育課 無料
ykoko@pref.yamagata
.ne.jp

山形県 朝日町 ①
第48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3～4日

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
朝日町教育委員会教
育文化課生涯学習係
0237-67-2118

山形県 朝日町 ②
第15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4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
朝日町教育委員会教
育文化課学校教育係
0237-67-3302

山形県 朝日町 ① あさひ教育の日講演会 あさひ教育の日の制定を記念し講演会を開催する 11月1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
朝日町教育委員会教
育文化課学校教育係
0237-67-3302

山形県 飯豊町 ① 秋の夜空を見上げよう 星空観察,星座の学習を行います 10月13日 飯豊少年自然の家 飯豊少年自然の家
http://www.pref.yam
agata.jp/ou/kyoiku/7
06002/

山形県 飯豊町 ①
いいでアドベンチャー
キッズ

自然体験活動・野外泊を行います。（1泊2日） 10月20, 21日 飯豊少年自然の家 飯豊少年自然の家
http://www.pref.yam
agata.jp/ou/kyoiku/7
06002/

山形県 飯豊町 ①
アツアツやきいもパー
ティー

焚き火によるやきいも体験を行います。 11月4日 飯豊少年自然の家 飯豊少年自然の家
http://www.pref.yam
agata.jp/ou/kyoiku/7
06002/

山形県 飯豊町 ①
自然大好き！いいでク
ラブ

季節に応じた自然体験活動を行います。 11月25日 飯豊少年自然の家 飯豊少年自然の家
http://www.pref.yam
agata.jp/ou/kyoiku/7
06002/

山形県 飯豊町 ③ めざみの里音楽祭

町内の幼児施設・小中学校・一般音楽団体の皆さんが一同に
会して、日頃練習してい
る音楽の成果を披露し合う手づくりの音楽祭です。

11月17日
飯豊町町民総合セン
ター

飯豊町 無料

電話
0238-72-3111
電子メール
i-
asu@town.iide.yamag
ata.jp

山形県 上山市 ①
読書週間記念
「本のプレゼント」

図書館で役目を終えた図書等を無料で配布
10月25日～11月4
日

上山市立図書館 上山市立図書館 無料
上山市立図書館
023-677-0850

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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山形県 上山市 ①

読書週間記念
「よんでモンテ！
”図書館からスタジアム
へ スタジアムから図書
館へ」

J2 モンテディオ山形ホームゲーム（上山市民デー）試合会場
での図書館イベント
・読み聞かせや紙芝居等の開催
・読書アンケートの展示、「バトル・オブ・スパ2012」の紹介
・利用者カードの登録、貸出等
・無料バス「図書館からスタジアムへ スタジアムから図書館
へ」
など

10月28日
上山市立図書館
山形県総合運動公園

社団法人山形県スポーツ振
興２１世紀協会
上山市立図書館

無料
上山市立図書館
023-677-0850

山形県 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2～4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

山形県 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
・子ども読書活動推進計画　基調提案
・児童生徒短歌大会
・子ども読書活動推進計画に係る企画

11月10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(内線
306)

山形県 上山市 ①

かみのやま教育の日
記念
（仮）「わが街上山　生
まれた合唱曲を作曲家
が語りフロイデが歌う
」

歌詞に込められた教育の思いについての講演と歌の合唱 11月10日 上山市立図書館 上山市立図書館 無料
上山市立図書館
023-677-0850

山形県 上山市 ①

上山市青少年育成
市民大会並びに
上山市ＰＴＡ連合
協議会研究集会

・青少年育成功労者、模範活動青少年団体等の表彰
・市内の学校における地域貢献活動等の発表
・子育て等に関する講演会

11月25日
上山市体育文化セン
ター

上山市青少年育成市民会
議、
上山市ＰＴＡ連合協議会、
上山市子ども会育成連合協
議会

無料

上山市青少年育成市
民会議事務局
上山市教育委員会
生涯学習課
023-672-1111(内線
311)

山形県 上山市 ② 児童生徒作品展示
上山市内保育園・幼稚園・児童館・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9～19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（306）

山形県 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

山形県 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25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
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山形県 大石田町 ①
特別展　齋藤茂吉白き
山短歌展

齋藤茂吉生誕130年記念事業として、大石田疎開期にうたわ
れた白き山の短歌展を開催する。

10月7日～11月10
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

山形県 大石田町 ③ 県美展大石田巡回展
山形県総合美術展の大石田巡回展を開催し、優れた美術作
品の鑑賞の機会を提供する。

10月24～29日 横山地区総合センター 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-
2094

山形県 大江町 ① 朝日わくわく広場 季節に応じた自然体験活動を行います。
10月27日, 11月10
日

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

山形県 大江町 ③ 米良美一コンサート 米良美一コンサート 11月2日 大江町東地区公民館 大江町・大江町教育委員会
大江町教育委員会教
育文化課　0237-62-
3666

山形県 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

11月2～4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 無料
大江町教育委員会教
育文化課　0237-62-
3667

山形県 大江町 ③ 伝統食の集い アオソを使った料理や伝統食の提供 11月3日 大江町歴史民俗資料館 大江町教育委員会
大江町教育委員会教
育文化課　0237-62-
3668

山形県 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

11月3日 大江町歴史民俗資料館 大江町教育委員会 無料
大江町教育委員会教
育文化課　0237-62-
3669

山形県 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1～9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

山形県 小国町 ①③ 小国町文化財 町民が主体となって実施する芸術・文化活動 11月2～4日 町民総合体育館 小国町文化協会 無料
小国町教育委員会
0238－62－2141

山形県 小国町 ①③ 福田直樹コンサート プロのピアニストによるピアノ演奏会 11月4日 小国町立北部小中学校 小国町 無料
小国町教育委員会
0238－62－2142

山形県 小国町 ①③
沖小、古田歌舞伎合同
公演

古田地区に伝承されている歌舞伎公演 10月27日 小国町立沖庭小学校 古田歌舞伎保存会 無料
小国町教育委員会
0238－62－2143
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山形県 小国町 ①③ 山遊亭金太郎落語会 地元出身の落語家による寄席 11月4日 おぐに開発総合センター 後援会 無料
小国町教育委員会
0238－62－2144

山形県 尾花沢市 ①，③
ふるさと塾子どもフェス
ティバル2012

子どもたちへの文化伝承活動に取り組んでいる団体が一堂に
会し、発表し交流し合うフェスティバルを開催します。

10月14日
尾花沢市文化体育施設
「サルナート」

山形県教育委員会
ふるさと塾フェスティバル実
行委員会

無料

山形県教育庁生涯学
習振興課
023－630-2872
村山教育事務所社会
教育課
0237－86－8274

山形県 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・催物の部) 11月2～4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
尾花沢市教育委員会
社会教育課
0237-22-1111(321)

山形県 尾花沢市 ①③
第23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10日 尾花沢市文化体育施設 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
0237-22-1111(321)

山形県 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

山形県 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

５地域の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 0233-52-2902

山形県 金山町 ③ 芸術文化協会発表会
日本舞踊、ダンス、詩吟や謡曲、コーラスなどの様々な団体の
発表会です。

11月10日 金山町中央公民館 金山町芸術文化協会 無料 0233-52-2902

山形県 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20日 金山町中央公民館 金山町教育委員会 無料 0233-52-2902

山形県 金山町 ④
化学実験教室及び講
演会(仮称）

平成23年度に本町で実施したノーベル化学賞受賞者の根岸
英一博士の特別講演会を記念して、北海道大学触媒化学研
究センターの高橋教授による化学実験と講演会を実施するも
のです。（中学生以上対象）

10月31日 金山中学校体育館 金山町教育委員会 無料 0233-52-2902

山形県 金山町 ④ おもしろｻｲｴﾝｽｼｮｰ
日常生活の身近な題材をもとに、簡単な科学実験を通して、科
学の楽しさや不思議を体験し、科学の理解や興味を生み出す
機会を提供する。（主に小学生対象）

10月7日 金山町中央公民館
金山町教育委員会　　　　山
形県産業科学館

無料 0233-52-2902
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山形県 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3～5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

山形県 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4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

山形県 川西町 ③ 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3, 4日
川西町フレンドリープラ
ザ

川西町芸術文化協会
まちづくり課
文化振興グループ
0238‐42‐6668

山形県 寒河江市 ①②
さがえっこ育みフォーラ
ム

私のメッセージ（各中学校１名の弁論）　　　講演（萩原光　氏）
シャーロム共育相談室

11月24日
寒河江市ハートフルセン
ター２Ｆ多目的ホール

さがえっこ育みアクションプ
ラン推進本部

山形県 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25日～11月3
日

寒河江市文化センター、
寒河江市美術館（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

山形県 寒河江市 ①

寒河江市文化講演会、
寒河江市成人講座「虹
のむらやま見聞楽」公
開講座

　寒河江市出身で現在、看護介護政策研究所所長で社会福
祉法人すこやか福祉会理事、宮崎和歌子氏から「死ぬまで元
気に！」～～訪問看護のパイオニア　ナース・わかこの挑戦～
～と題しての講演

10月14日
寒河江市中央公民館
（文化センター内）

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
寒河江市成人講座「虹
のむらやま見聞楽」公
開講座

「昔懐かし歌声をみんなで楽しもう」
ー出前うたごえ喫茶スペシャルー
東京新宿のうたごえ喫茶「ともしび」がやって来ます。専属の司
会者・伴奏者による本場のうたごえ喫茶が再現！

11月22日
寒河江市中央公民館
（文化センター内）

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 ③ ＭあんどＢ人形劇公演

幼児からの読書体験推進のため、絵本として出版されている
題名の人形劇を「ＭあんどＢ人形劇団（千葉県在住）」から公
演してもらい、市内の幼稚園、保育所の子どもたち約３２０名
が物語の世界を楽しむ。

10月19日
寒河江市立図書館視聴
覚室

寒河江市教育委員会 無料
寒河江市立図書館・
業務係・國井　又は
本間

山形県 寒河江市 ③
映画「先生、ありがと
う」

一人の教師ｔｐ生徒達との心の交流を描いた物語。 11月25日 寒河江市市民文化会館
寒河江ロータリークラブ「先
生、ありがとう」製作委員会

無料
事務局：映画「先生、
ありがとう」製作委員
会　0237－86－6900

山形県 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.saka
ta.lg.jp/
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山形県 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.saka
ta.lg.jp/

山形県 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.saka
ta.lg.jp/

山形県 酒田市 ③

出羽国建国1300年記
念講演会、第43回酒田
民俗芸能公演会「民俗
芸能フェスタ」

記念講演、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
http://www.city.saka
ta.lg.jp/

山形県 酒田市 ①
酒田市立光丘文庫所
蔵資料展

江戸期庶民の教養～往来物と読本～
10月7日～H25年3
月(予定)

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

お車でお越しの際
は、日和山公園駐車
場をご利用ください。

山形県 鮭川村 ①③ 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する
場

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

山形県 庄内町 ①

第82回収蔵品展「秋の
展示～建物への眼差し
～」
特別展「おらほのこと
ば原画展」

内藤秀因画伯の水彩画52点を展示します。また、樋渡浩氏の
原画作品25点を展示します。

9月1日～11月18
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.sho
nai.yamagata.jp/tosh
okan/naito/index.htm

山形県 庄内町 ③ 第8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2日～11月25
日

響ホール・狩川公民館
第8回庄内町芸術祭実行委
員会

0234-45-1433

山形県 庄内町 ①
秋の展示「稲刈り・ひけ
し作業」

稲刈りや脱穀調整に使われた昔の農具や作業風景を展示し
ます。

9月22日～11月4
日

亀ノ尾の里資料館 亀ノ尾の里資料館 無料
亀ノ尾の里資料館
（余目第四公民館併
設）0234-44-2162

山形県 庄内町 ③ 庄内町立谷沢地区展
立谷沢地区の町民と利用団体による芸術文化サークル等によ
る展示部門と芸能発表を行います。

10月27日 立谷沢体育館 立谷沢公民館 無料 0234-59-2211

山形県 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－クル
等の作品展示とステ－ジ発表会

10月27～30日 余目第一公民館 余目第一公民館 無料 0234-42-2019

山形県 庄内町 ③ 第21回和合まつり
余目第四学区と利用団体による、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31日～11月4
日

余目第四公民館 余目第四公民館 無料 0234-44-2162

山形県 庄内町 ③
第21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。

11月2～4日 余目第三公民館 余目第三公民館 無料 0234-42-0317
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山形県 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2～4日 清川公民館 清川公民館 無料 0234-57-2211

山形県 庄内町 ③ 狩川地区展
各種団体、小学校児童作品の展示(書道・手芸・絵画等)、菊花
展など。

11月8～10日 狩川公民館大ホール 狩川公民館 無料 0234-56-3308

山形県 庄内町 ③ 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9～11日 余目第二公民館 余目第二公民館 無料 0234-42-2306

山形県 庄内町 ①③
内藤秀因記念第15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10～17日 響ホール 庄内町・庄内町教育委員会 無料 0234-45-1433

山形県 庄内町 ①
冬の展示「わら仕事・
冬の民具」

昔の農家の冬仕事であるわら仕事の風景やわら細工を展示し
ます。

11月17日～12月
24日

亀ノ尾の里資料館 亀ノ尾の里資料館 無料
亀ノ尾の里資料館
（余目第四公民館併
設）0234-44-2162

山形県 新庄市 ③ 第48回新庄市芸術祭
新庄市内の文化団体の発表会
参加部門16、参加事業31

9月1日～12月27
日

新庄市民文化会館、新
庄市民プラザ、ゆめり
あ、旧矢作家住宅

第48回新庄市芸術祭実行
委員会

新庄市民文化会館
0233-22-7029

山形県 新庄市 ③
第36回最上地区吹奏
楽祭

最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6日 新庄市民文化会館
最上地区吹奏楽際実行委
員会

無料
新庄市民文化会館
0233-22-7029

山形県 新庄市 ③
第18回市民演劇祭
新庄演劇研究会公演

市内演劇団体、高校演劇部の発表の場 11月18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

山形県 新庄市 ③ 第50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

山形県 新庄市 ③
杉田二郎・伊勢正三ア
コースティックライブ

フォークソングコンサート 11月9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

山形県 新庄市 ③
第67回山形県総合美
術展・第54回子ども県
展

出展作品の県内巡回展
10月31日～11月5
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

山形県 新庄市 ②
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、だがしや楽校 11月10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
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山形県 新庄市 ③
新庄ふるさと歴史セン
ター　無料開館

文化の日に合わせて無料開館します。 11月3日
新庄ふるさと歴史セン
ター

新庄ふるさと歴史センター 無料
新庄ふるさと歴史セ
ンター
0233-22-2188

山形県 高畠町 ①
企画展「中世のやまが
た-そこに城館（おしろ）
がある理由（わけ）-」

県内の代表的な城館址出土の考古資料を展示し、数多くある
城館址をパネルなどで紹介します。

10月2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

山形県立うきたむ風
土記の丘考古資料館
0238-52-2585

山形県 高畠町 ①
企画展記念講演会「中
世やまがたの城館」

企画展のテーマにあわせて講演を行います。 11月18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

山形県立うきたむ風
土記の丘考古資料館
0238-52-2586

講演：山形大学　教
授　伊藤清郎　氏

山形県 高畠町 ①
うきたむ風土記の丘考
古資料館　無料開館日

11月3日（祝）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

無料
山形県立うきたむ風
土記の丘考古資料館
0238-52-2587

山形県 高畠町 ③
高畠町芸術文化祭
（展示祭）

菊花・絵画・書道・写真等の展示 11月3, 4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

山形県 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18日
文化ホール
（まほら）

芸術文化祭実行委員会 無料
社会教育課文化係
0238-52-4472

山形県 高畠町 ③
郷土資料館無料観覧
日

郷土資料館を無料でご覧いただけます。 11月3日 町郷土資料館 教育委員会 無料
高畠町郷土資料館
0238-52-4523

山形県 鶴岡市 ①

第１回
山形大学農学部　農学

紹介講座
「農学の夕べ」

○「農学紹介講座」は、食育、有機農業、バイオテクノロジー、
環境問題など、現代の農学について、一般の方々も対象とし
て、幅広く紹介します。
第１回「植物工場の現状と課題」　　　　　　　　　　　　　　　　　近
年、21世紀型農業として「植物工場」の実用化が急激に進んで
います。「植物工場」には自然光を用いるものから、LEDなどの
人工光源を用いて、ほぼ全ての栽培行程を自動化したものま
で様々なタイプが考えられています。今回の講義では植物工
場の歴史と現状、今後の課題などについて、分かり易く講義し
ます。

10月4日
山形大学農学部（鶴岡
キャンパス）

山形大学農学部 無料

http://www.tr.yamag
ata-
u.ac.jp/saiji/PDF/201
2-yube.pdf

山形県 鶴岡市 ①

第２回
山形大学農学部　農学

紹介講座
「農学の夕べ」

第２回　「日本の森林、世界の森林」
　世界には地域の気候に応じて寒帯林から熱帯林まで様々あ
りますが、山形の自然豊かな森林を通して世界の森林を見つ
めなおしてみましょう。

10月18日
山形大学農学部（鶴岡
キャンパス）

山形大学農学部 無料

http://www.tr.yamag
ata-
u.ac.jp/saiji/PDF/201
2-yube.pdf
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山形県 鶴岡市 ①

第３回
山形大学農学部　農学

紹介講座
「農学の夕べ」

第３回　「ダダチャマメの科学」
　鶴岡特産のダダチャマメとはどのようなエダマメなのか？生
育や収量に関する特性、成分特性および健康機能性等につい
て概括します。

11月1日
山形大学農学部（鶴岡
キャンパス）

山形大学農学部 無料

http://www.tr.yamag
ata-
u.ac.jp/saiji/PDF/201
3-yube.pdf

山形県 鶴岡市 ①

第４回
山形大学農学部
農学紹介講座
「農学の夕べ」

第４回　「農学部で行われている『生命科学』研究」
　「農学部」というと農業とか林業とかを教育・研究するところ、
というイメージを持つ人が多いと思います。でも、「えぇ！農学
部でこんな『生命科学』の研究？」と思われるような研究もやっ
ているのです。そんな生命科学研究の一端を紹介します。

11月15日
山形大学農学部（鶴岡
キャンパス）

山形大学農学部 無料

http://www.tr.yamag
ata-
u.ac.jp/saiji/PDF/201
4-yube.pdf

山形県 鶴岡市 ①

第５回
山形大学農学部
農学紹介講座
「農学の夕べ」

第５回　「海岸林の生態系サービスと震災後の再生に向けて」
　東日本大震災では大津波によって海岸林が甚大な被害を受
けました。それと同時に海岸林が津波による被害を軽減する
効果も認められました。ここでは、海岸林がもつ様々な機能と
被災した海岸林の実態を紹介した上で、今後どのように海岸
林を再生したらよいのかを考えてみたいと思います。

11月29日
山形大学農学部（鶴岡
キャンパス）

山形大学農学部 無料

http://www.tr.yamag
ata-
u.ac.jp/saiji/PDF/201
5-yube.pdf

第６回　12月13日
「観客アンケートから
みた鶴岡まちなかキ
ネマ」
第７回　1月10日
「私たちの身近な水
質問題」
第８回　1月24日
「水稲とダイズの気象
災害について」

山形県 鶴岡市 ① わんぱく自然塾 自然体験活動・野外泊を行います。（1泊2日） 10月27～28日 金峰少年自然の家 金峰少年自然の家
http://www.pref.yam
agata.jp/ou/kyoiku/7
07003/

山形県 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27日
～11月4日
作品展示
（10月30日
～11月4日）
メイン日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.tsuru
oka.lg.jp/

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

10月27～29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.tsuru
oka.lg.jp/

山形県 鶴岡市 ③ 温海文化祭
保育園児から一般までの作品展示（絵画、書道、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26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.tsuru
oka.lg.jp/

山形県 鶴岡市 ③ ふじしま音楽祭藤
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3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.tsuru
oka.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
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山形県 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

11月3～5, 18日 櫛引公民館 くしびき文化祭運営委員会 無料
http://www.city.tsuru
oka.lg.jp/

山形県 鶴岡市 ③

第67回県総合美術展
覧会鶴岡巡回展・第54
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14～18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

山形県 鶴岡市 ③
はぐろ秋祭り
芸術文化祭

子供たちや芸文協加盟団体が演奏する芸能発表会 11月3, 4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 、
羽黒芸文祭実行委員会

無料
http://www.city.tsuru
oka.lg.jp/

山形県 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7～15, 20～
28日

鶴岡市中央公民館 鶴岡市中央公民館
http://www.city.tsuru
oka.lg.jp/

山形県 鶴岡市 ① おとな映画会

映画「ベアテの贈りもの」の上映
※戦後の日本人女性の人権確立に大きな影響を与えた日本
国憲法第14条、24条の草案作成に携わったアメリカ人女性、
ベアテ・シロタ・ゴードンさんの半生とその功績を綴った長編ド
キュメンタリーです。

11月13日
鶴岡市
中央公民館

鶴岡市中央公民館 無料
http://www.city.tsuru
oka.lg.jp/

山形県 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.tsuru
oka.lg.jp/

山形県 鶴岡市 ① 秋季講座
日常生活に必要な基礎知識の習得と健康や福祉の向上を目
的とした講座を開催します。

8月～12月
鶴岡市       中央公民館
女性センター

鶴岡市       中央公民館女
性センター

http://www.city.tsuru
oka.lg.jp/

山形県 鶴岡市 ③ 第７回鶴岡市芸術祭市
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。４６公演、６３団体が参加。

9月1日～12月1日 市内公共施設等 鶴岡市芸術祭運営委員会
http://www.city.tsuru
oka.lg.jp/

山形県 天童市 ③ 公開講座
今年度は、「音楽を創る」―井上ひさしを歌おう―をテーマにして
開催いたします。

11月17, 18日 羽陽学園短期大学 羽陽学園短期大学 http://www.uyo.ac.jp

山形県 天童市 ①
ＹＹボランティアフェス
ティバル

県内各地の青少年ボランティアサークル会員やボランティアに
興味のある若者の交流の場で、一般公開も実施します。

10月13日～10月
14日

山形県青年の家 山形県青年の家
山形県青年の家
023-654-4545

山形県 天童市 ③
第54回北海道・東北ブ
ロック民俗芸能大会

北海道・東北地区に伝承されている民俗芸能を広く一般に公
開し、その価値を周知するとともに、無形民俗文化財の保存・
伝承等に寄与することを目的としています。

10月28日 天童市市民文化会館
山形県教育委員会
第54回北海道・東北ブロック
民俗芸能大会実行委員会

無料
山形県教育庁文化財
保護推進課
023-630-2880

山形県 天童市 ③
第6回ぽんぽこ里山コ
ンサート

東北芸術工科大学　太鼓集団「太悳」の演奏です 10月28日
天童市高原の里交流施
設「ぽんぽこ」

天童市高原の里交流施設
「ぽんぽこ」

無料
ぽんぽこ
023-656-2955
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山形県 天童市 ①③
出羽三森展ーその歴
史と人と自然ー

天童市の歴史資料を展示します
9月11日～12月１
6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

山形県 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4日 市内山口地内 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

山形県 天童市 ①
明治大学連携講座
「てんどう笑顔塾」

松尾芭蕉「おくのほそ道」をひも解きます 11月2～30日
天童市総合福祉セン
ター

天童市教育委員会
天童市教育委員会生
涯学習課　023-654-
1111

３回講座

山形県 天童市 ③
第２０回天童市民創作
劇場「オペラ・ガラ・コン
サート」

オペラを山形交響楽団の演奏で歌ってみる発表会です 11月4日 天童市市民文化会館他 天童市民創作劇場委員会
天童市文化スポーツ
課
023-654-1111

山形県 天童市 ③ 第49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

山形県 戸沢村 ① 芸術文化祭 踊りや歌の発表や絵、写真の展示など 11月4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

山形県 戸沢村 ③ 太鼓フェスティバル 村内太鼓団体や招待者の太鼓演奏会 11月18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

山形県 戸沢村 ① 庄司　剛絵画展 村内出身洋画家「庄司　剛」氏の絵画展 11月3～9日 戸沢村中央公民館 戸沢村教育委員会
戸沢村教育委員会
0233-72-2304

山形県 戸沢村 ② 音楽発表会 村内小中学校の合唱等発表会 11月30日 戸沢村中央公民館 戸沢村教育委員会 無料
戸沢村教育委員会
0233-72-2304

山形県 長井市 ③
第16回企画展「編む・
織る」の文化史

古代から伝わる「編む・織る」の技術を再現し、俵、ゴザ等の民
俗資料や縄文土器底についた編み物の圧痕を展示する。

9月19日～11月11
日

長井市古代の丘資料館 長井市教育委員会 無料
長井市教育委員会
0238-84-7677

山形県 長井市 ③ 村山コレクション
文教の杜初代理事長を務めた村山秀雄氏の寄贈コレクション
の展示。

9月28日～10月28
日

文教の杜ながい （財）文教の杜ながい 無料
（財）文教の杜ながい
0238-88-4151

山形県 長井市 ③ 丸大の四季 県指定建造物「丸大扇屋」の四季折々の風景の写真展。
11月3日～12月28
日

文教の杜ながい （財）文教の杜ながい 無料
（財）文教の杜ながい
0238-88-4151

山形県 長井市 ③ 第51回長井芸術祭 長井文化協会加盟団体による音楽・文芸の展示発表会。 10月12～14日 長井市民文化会館 長井文化協会 無料
長井市民文化会館
0238-84-6051
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山形県 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

山形県 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。
11月下旬～12月
上旬

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

山形県 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。

10月28日～11月4
日

西川交流センター「あい
べ」

西川町教育委員会
西川町芸術文化協議会

無料

西川町教育委員会
生涯学習課生涯学習
係
0237-74-3131

山形県 西川町 ① 西川町文化祭
文化講演会
講師：中島誠之助氏

10月28日
西川交流センター「あい
べ」
大ホール

西川町教育委員会 無料

西川町教育委員会
生涯学習課生涯学習
係
0237-74-3131

山形県 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（写真展・書道展・絵画展・華道展等）

11月2～4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

山形県 東根市 ①
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・
発表を行います。

11月11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

山形県 東根市 ③
第48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20日～11月4
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

山形県 東根市 ③
第23回　大ケヤキ全国
書道絵画展

全国各地より約35,000点の作品が寄せられる展覧会 10月12～16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

山形県 東根市 ② 東根市小学校音楽会
市内の全小学生が参加し、日ごろの練習の成果を発表する音
楽会

11月9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
東根市立小田島小学
校
0237‐43-4449

山形県 東根市 ②
北村山地区中学校文
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15日 尾花沢市サルナート 北村山地区中学校長会 無料
東根市立第二中学校
0237-42-0343

山形県 舟形町 ③ 舟形町総合文化展 展示・発表 11月8～14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
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山形県 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

山形県 真室川町 ① 最上の山探訪 登山,自然散策を行います。 10月14日 神室少年自然の家 神室少年自然の家
http://www.pref.yam
agata.jp/ou/kyoiku/7
04002/

山形県 真室川町 ① 神室フェスティバル 各種体験活動,トレッキング等を行います。（日帰り） 11月10, 11日 神室少年自然の家 神室少年自然の家
http://www.pref.yam
agata.jp/ou/kyoiku/7
04002/

山形県 真室川町 ①
親子ふれあい体験教
室

ネイチャーハンティング,野外炊飯,読み聞かせ等を行います。 11月25日 神室少年自然の家 神室少年自然の家
http://www.pref.yam
agata.jp/ou/kyoiku/7
04002/

山形県 真室川町 ②
真室川町小中合同音
楽祭

日頃練習した成果として、合唱と演奏の発表を行います。 11月2日 真室川町中央公民館
真室川町教育委員会
文化行事企画委員会

無料
真室川町教育委員会
0233-62-2337

山形県 真室川町 ③ 企画展「真室二郎展」 郷土出身の作家「真室二郎」に関する資料の展示を行います。 11月10～25日
真室川町立歴史民俗資
料館

真室川町教育委員会
真室川町立歴史民俗
資料館
0233-62-3511

山形県 真室川町 ① ふるさと学習
町内の歴史や文化について、実際に見聞きしての学習を行い
ます。

11月4日 真室川町内 真室川町教育委員会 無料
真室川町教育委員会
0233-62-2305

山形県 真室川町 ③
みて！みて！わたしの
作品展

町民の制作した作品についての展覧会を行います。 10月20～28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

山形県 真室川町 ①
幼児共育ふれあい広
場

親子での体験活動を行います。
10月27日, 11月17
日

真室川町中央公民館他 真室川町教育委員会 無料
真室川町教育委員会
0233-62-2305

山形県 真室川町 ③ 婦人芸能祭 町内の婦人会による唄と踊りのチャリティショー 11月11日 真室川町中央公民館 真室川町連合婦人会 無料
真室川町教育委員会
0233-62-2305

山形県 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　ほか

11月3～24日
三川町町民体育館　ほ
か

三川町公民館
三川町公民館
0235-66-4403

山形県 村山市 ① むらやま元気塾 大講座「立川談志追悼落語会」 10月17日 甑葉プラザ 村山市教育委員会
manabi@city.muraya
ma.lg.jp
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山形県 村山市 ① むらやま元気塾 小講座「おもしろマジック（入門編）」 10月18, 25日
村山市農村環境改善セ
ンター

村山市教育委員会
manabi@city.muraya
ma.lg.jp

山形県 村山市 ① むらやま元気塾 小講座「英語でヨガ」 10月20日
村山市農村環境改善セ
ンター

村山市教育委員会
manabi@city.muraya
ma.lg.jp

山形県 村山市 ① むらやま元気塾 小講座「唐詩の旅」
10月24日, 11月7
日

村山市農村環境改善セ
ンター

村山市教育委員会
manabi@city.muraya
ma.lg.jp

山形県 村山市 ① むらやま元気塾 小講座「ちりめんを使ってあそぼう♪」 10月27日
村山市農村環境改善セ
ンター

村山市教育委員会
manabi@city.muraya
ma.lg.jp

山形県 村山市 ① むらやま元気塾 大講座「桑山紀彦氏講演会」 11月2日 甑葉プラザ 村山市教育委員会
manabi@city.muraya
ma.lg.jp

山形県 村山市 ① むらやま元気塾 大講座「菊地幸夫氏講演会」 11月24日 甑葉プラザ 村山市教育委員会
manabi@city.muraya
ma.lg.jp

山形県 最上町 ③
第４４回最上町総合芸
術文化祭

合同展示10/27-10-31、写真、生け花、書道、パッチワーク、
押し花、書道、茶道。舞台発表11/3　ピアノ、ハーモニカ、太
鼓、神楽、詩吟、コーラス、日本舞踊

10月27日～11月3
日

最上町中央公民館
最上町芸術文化団体連絡
協議会

0233-43-2350

山形県 山形市 ②
山形市立宮浦小学校
学習発表会

各学年でこれまで学習してきたことを劇・音楽等で発表します。 10月27日 宮浦小学校体育館 宮浦小学校 無料
宮浦小学校
TEL023-645-1479

山形県 山形市 ③
クラシカル・プレイヤー
ズ東京演奏会

オーケストラによる演奏会です。（指揮：有田正広、ソリスト：仲
道郁代、演奏：クラシカル・プレイヤーズ東京）

10月21日
山形テルサ　テルサ
ホール

山形テルサ

http://www.yamagata
terrsa.or.jp/cgi-
bin/event/ev_shosai.
cgi?ID=20121021_01

山形県 山形市 ③
第６回山形市所蔵美術
品展　県美展初期の頃
の美術家たちⅠ

県美展初期（第１回から第１０回）に出品された美術家たちの
なかから、１３人の美術家の作品を展示。

11月3～18日 山形まなび館 山形市 無料
山形市文化振興課
023-641-1212

山形県 山形市 ①③
企画展「芭蕉から蕪村
へ」

松尾芭蕉が芸術として完成させた俳諧が蕪村を経ていかに継
承されたか再確認する。

9月27日～11月11
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する。 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
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山形県 山形市 ③
第２８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

10月10～14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

山形県 山形市 ③ やまがた文学祭「詩」 講演会・朗読会・冊子の刊行・出版物の展示 11月17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

山形県 山形市 ③
第４５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。優秀作品は表彰する。

11月１～７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

山形県 山形市 ③ 第２８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25
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

山形県 山形市 ② 山形市民合同音楽祭 市内小中学校の児童生徒の合唱・合奏の発表会
10月11～13日（小
中学校の部）

山形市民会館
山形市

無料
山形市教育委員会学
校教育課
℡023-641-1212

山形県 山形市 ② なかよし作品展
市内小中学校の特別支援学級及び市内特別支援学校児童生
徒の作品展覧会

10月22～26日
山形市役所エントランス
ホール・市民サロン

山形市小中学校特別支援
教育研究会

無料
山形市教育委員会学
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

市内小学校の吹奏楽団体が集い、演奏演技を披露し合う発表
会

10月31日 山形市民会館
山形市吹奏楽発表会実行
委員会

無料
山形市教育委員会学
校教育課
℡023-641-1212

山形県 山形市 ② 山形市子ども造形展
市内の保育園，幼稚園，児童館，小中学校の子どもの造形作
品の展覧会

11月16～21日 山形県芸文美術館
山形市子ども造形展実行委
員会

無料
山形市教育委員会学
校教育課
℡023-641-1212

山形県 山形市 ② 山形市教育講演会
市内小中学校の先生方が一堂に会する講演会
講師名　　濱宮　郷詞（はまみや　さとし）

11月29日 山形市民会館 山形市教育委員会 無料
山形市教育委員会学
校教育課
℡023-641-1212

対象は山形市小中学
校に勤務する教職員

山形県 山形市 ②，③
山形大学小白川キャン
パス大学祭「第４６回八
峰祭」

主なイベント
○ミス山大コンテスト
1日目
八峰祭の目玉イベント。今回はテレビ局とコラボし、事前投票と
当日の決選投票でミス山大が決定します。参加者ブログなど
Webでの企画も用意しています。2012年ミス山大誕生の瞬間を
生中継でおとどけするので、是非皆さん一緒にご覧あれ！
○アーティストライブ
両日
豪華アーティストを2組招いて特別ライブ開催！一度は聞いた
ことのあるアーティストのライブを無料で見られます。普段はき
けない歌声を間近で聴くチャンス！10月20・21日は八峰祭ス
テージ前へGO！
○各サークル、研究室による屋台の出店、出し物の披露等
○その他詳細は公式ホームページへアクセスをお願いしま
す。

10月20, 21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.yatsumin

efestival.com/
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山形県 山形市 ①
「やまがた教育の日」
制定記念式典

「やまがた教育の日」（11月第2土曜日）の制定を記念して、講
演会やパネルディスカッション等を開催します。

11月10日 山形テルサ 山形県教育委員会 無料

http://www.pref.yam
agata.jp/ou/kyoiku/7
00001/yamagata-
kyoikunohi.html

山形県 山形市 ① 秋の読書週間企画展 山形県に関係する出版物を展示します。
10月23日～11月
17日

山形県立図書館 山形県立図書館 無料
http://www.lib.pref.ya
magata.jp/

山形県 山辺町 ① Ｔａｉｋｅｎ堂 ごはんにしよう　西村淳氏 10月16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.j
p/taiken/

山形県 山辺町 ① Ｔａｉｋｅｎ堂
世界の中の私　私の中の世界
栗田　亘氏

11月7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.j
p/taiken/

山形県 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26～31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

山形県 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17, 18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 教育文化に関する資料の公表・公演など 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 教育文化に関する資料の公表・公演など 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

28日に作谷沢小・中
学校文化祭開催

山形県 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27, 28日 中公民館 中地区文化祭実行委員会 無料
中公民館023-666-
2113

山形県 山辺町 ③ ふるさと資料館企画展
企画展
「山辺町の文化財」・「キルト・パッチワーク展」

10月16日～12月
24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
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山形県 山辺町 ③ 史跡めぐり 岩手県平泉方面の文化財・史跡をバスで巡ります 10月27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

山形県 山辺町 ③
ふるさと資料館入館無
料

資料館の入館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023-664-5033

山形県 山辺町 ③
安達峰一郎
世界平和弁論大会

山辺町が産んだ世界的偉人「安達峰一郎」の平和の精神を受
け継ぐ言論大会。全国の中・高校生から募集し、弁論を競い合
います

11月24日
山形大学小白川キャン
パス

山辺町
山形大学都市・地域学研究
所

無料
山形大学都市・地域
学研究所
023-628-4917

山形県 遊佐町 ③
第53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

10月28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

山形県 米沢市 ②
山形大学工学部・米沢
女子短期大学合同学
園祭「吾妻祭」

各サークルによる屋台や催し物、アーティストライブが開催さ
れます

10月6～8日
6日は米沢女子短期大
学、7日及び8日は山形
大学米沢キャンパス

吾妻祭実行委員会 無料

山形県立米沢
女子短期大学
教務学生課

　0238-22-7221

山形県 米沢市 ①
公開講座「楽しい運動
で健康づくり」

健康レベルをより高めてもらうための運動を実技形式で紹介し
ます。

10月6日
山形県立米沢女子短期
大学

山形県立米沢女子短期大
学

無料
http://www.yone.ac.j
p/region/open_lectur
e.html

山形県 米沢市 ①
公開講座「米粉でお菓
子を作りましょう」

米粉を使った焼き菓子と飲み物を作ります。 10月27日 置賜文化センター
山形県立米沢女子短期大
学

無料
http://www.yone.ac.j
p/region/open_lectur
e.html

山形県 米沢市 ①
公開講座「平家物語と
その時代」

日本史の転換期であった源平合戦時代を歴史と文学から読み
解きます。

11月10, 17日, 12
月1, 8日

山形県立米沢女子短期
大学

山形県立米沢女子短期大
学

無料
http://www.yone.ac.j
p/region/open_lectur
e.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54回「教育・文化週間」関連行事

都道府県 市区町村 類型 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

山形県 米沢市 ②，③
山形大学工学部と米沢
女子短期大学合同大
学祭「第１８回吾妻祭」

主なイベント
【１日目】会場：米沢女子短期大学
○アーティストライブ
　　「ONE☆DRAFT」
○各サークルの成果発表や各種屋台の出店等
【２・３日目】会場：山形大学米沢キャンパス
○食べ歩き企画
　　東北６県の郷土料理を、吾妻祭の来場者の方に食べて楽
しんでいただく企画です。
○「VOICE collection」
　　米沢市内の小学校・中学校・高校に協力　　してもらい、市
内の子供たちや学生の「声」を、吾妻祭の来場者の方に届ける
という企画です。
○フリマ、特設ステージでのイベント
○各サークル、研究室による屋台の出店、
出し物の披露等
○その他詳細は公式ホームページへアクセスをお願いしま
す。
○各サークル、研究室による屋台の出店、
出し物の披露等
○その他詳細は公式ホームページへアクセスをお願いしま
す。

10月6～8日
山形大学工学部（米沢
キャンパス）および米沢
女子短期大学

「吾妻祭」実行委員会 無料
http://azumafesta.co
m/

山形県 米沢市 ①

米沢市生涯学習フェス
ティバル「東北女子の
底力」パネルディスカッ
ション

ワークライフバランスと男女共同参画にむけ地域づくりの女性
リーダーとして実践している方々を東北六県から講師としてお
招きし、「しなやかに、美しく、私らしく」をキーワードに女性目線
のまちづくりをパネルディスカッションいたします

10月13日 伝国の杜
米沢市生涯学習フェスティ
バル実行委員会

無料 0238-21-6111

山形県 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11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

山形県 米沢市 ① 嚶鳴フォーラムｉn米沢

ふるさとの先人をまちづくり、人づくり、心そだてのあり方を話し
合い、学び合うとともに、相互交流と上納の相互発信、全国へ
の発信をしていくために参加自治体の首長が一堂にかいし、
なせばなる～これからを生き抜く上杉鷹山のこころ～をテーマ
にサミット＆フォーラム形式にてディスカッションするもの。

10月13日 伝国の杜 米沢市・米沢市教育委員会 無料 0238-21-6111

山形県 米沢市 ①
米沢市青少年育成市
民会議３０周年記念大
会

米沢市青少年育成市民会議の設立３０周年を記念した式典
と、「青少年の環境を考える日」運動の推進を目指す市民の集
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17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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山形県 米沢市 ①
米沢小さな親切の会設
立４０周年記念式及び
記念のつどい

「小さな親切運動」を実践する輪を広げるため、小さな親切作
文、ポスターコンクールを実施し、あいさつ運動や、小さな親切
運動実践校の発表の場としてつどいと同会の設立４０周年記
念式典を開催する。

10月6日 東京第一ホテル米沢 米沢小さなの会 無料 0238-21-6111

山形県 米沢市 ①③
平成24年度ふるさと歴
史講座

民法学者我妻榮氏についての講義及び我妻榮記念館の見学
10月31日, 11月4,
8日

置賜総合
文化センター　他

市立米沢
図書館

http://www.library.yo
nezawa.yamagata.jp

山形県 米沢市 ③
第48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40以上の
事業を開催する。

6月1日～11月26
日

㈱大沼
米沢店
他

米沢市芸術
文化協会

http://www9.ocn.ne.j
p/~yngeibun/yoneza
wa-simin-
geijutusai.htm

山形県 米沢市 ③
企画展「美の系譜
－国画会と山形－」

本市ゆかりの作家が多く出品している国画会という美術団体
の美の系譜を紹介し、山形の美術の過去と現在を堪能しても
らう。

10月6日～11月25
日

米沢市
上杉博物館

公益財団
法人米沢
上杉文化
振興財団

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

山形県 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
フェアやまがた」

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、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期間中に一斉に開催します。

10月末～
11月末

県内美術館・博物館
やまがたアートライン実行委
員会

山形県県民文化課
023-630-2306

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


