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ホームページ 特記事項・注意事項

1 市民史跡保全活動 11月2日(土) 8:00～14:30
史跡羽州街道金山越
（山形県上山市金山）

上山市教育委員会 生涯学習
課
（023-672-1111）

http://www.city.kamino
yama.yamagata.jp

定   員 ： 25名 （要事前申
込み）
参加費 ： 昼食代

2

西川町文化祭
①作品展示
②ステージ発表ほか

①10月27日（日）
～11月4日（月・
祝）
②11月3日（日）

※特記事項
参照

西川交流センターあいべ
（西村山郡西川町大字間沢280）

西川町教育委員会
生涯学習課生涯学習係
（0237-74-3131）

https://www.town.nishi
kawa.yamagata.jp

①9：00～20：30
※11/4は17：00まで
②12：00～16：00

3
大江町文化祭協賛事業
通常展示入館無料

１１月２日（土）～
１１月４日（月）

9：00～16：30
大江町大字本郷丁373-0
町指定文化財「歴史民俗資料館」

大江町中央公民館

4 伝統食のつどい １１月２日（土） 11:00～14:00
大江町大字本郷丁373-1
町指定文化財「歴史民俗資料館」

大江町中央公民館
青苧を使った料理や伝統食
の提供
料金：1,000円

5 京の雅を今に伝える「尾花沢雅楽展」
10月24日（木）～
11月19日（火）

09:00～16:30 芭蕉、清風歴史資料館 0237-22-0104
Http://www.city.obana
zawa.yamagata.jp/2251
.ｈｔｍｌ

6 子供伝統芸能発表会 10月5日（土）
13時～16時
予定

金山町中央公民館大ホール（最上郡
金山町大字金山662-1）

金山町教育委員会（0233-52-
2902）

7 文化財保護強調週間パネル展
11月1日（金）～7
日（木）

9：00～21：30
真室川町中央公民館
（真室川町大字新町233-1）

真室川町教育委員会教育課
（0233-62-2305）

http://yume-net.org/

8 第27回伝統の舞・番楽フェスティバル 10月20日（日）
13：00～16：
30

ふるさと伝承館
（真室川町大字差首鍋1594-1）

真室川町教育委員会教育課
（0233-62-2305）

http://yume-net.org/ 入場無料

9 真室川スタディツアー 10月26日(土) 8：30～16：30
(集合場所)真室川町中央公民館
（真室川町大字新町233-1）

真室川町教育委員会教育課
（0233-62-2305）

http://yume-net.org/
参加無料（昼食は各自）
要事前申込

10
特別展「上杉家 武家の文化 公家の文
化」

9月21日（土）～
11月24日（日）

9:00～17:00
米沢市上杉博物館
（米沢市丸の内一丁目2-1）

米沢市上杉博物館
（0238-26-8001）

http://www.denkoku-
no-
mori.yonezawa.yamagat
a.jp

料金：一般620円、高校・大
学生400円、小・中学生250
円

第６６ 回（令和元年度）「文化財保護強調週間」関連行事一覧表
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11

企画展
幕臣尊攘派 山岡鉄舟と清河八郎

―浪士組結成から清河八郎暗殺と
山岡鉄舟の軌跡―

4月27日（土）～
11月30日（土）

10;00～17:00
（公財）清河八郎記念館

（庄内町清川字上川原37）
（公財）清河八郎記念館

（0234-57-2104）
http://hachiro.navishonai.
jp

入館料／大人400円、高校
生300円、中学生200円、小
学生以下無料 （団体10名
以上1割引）
休館日：月曜日（休日の場合
は翌日）

12
第87回企画展

和合のお宝展Ⅱ
8月9日（金）～11
月17日（日）

9：00～21：00
庄内町亀ノ尾の里資料館
（庄内町南野字十八軒21-1）

和合の里を創る会事務局（余
目第四公民館内）
（0234-44-2162）

http://www.town.shona
i.lg.jp/kurashi/bunka/b
unkazai/kamehouse/ka
mehouse.html

11月6日（水）は、全館清掃
のため17：00より開館します

13

収蔵品展
第110回収蔵品展Ⅱ

企画展
組子細工展（仮題）

10月15日（火）～
11月17日（日）

（平日）①10
月 9:00～
19:00
②11月 9:00
～18:00
（土日）
9:00～17:00

庄内町内藤秀因水彩画記念館
（庄内町余目字三人谷地58-1）

庄内町立図書館・庄内町内藤
秀因水彩画記念館
（0234-43-3039）

http://www.town.shonai.lg
.jp/naito/

入館無料

14 旧鐙屋 お点前体験 11月3日（日・祝）
10：00～15：
00

国指定史跡「旧鐙屋」
（酒田市中町一丁目14-20）

同左
（0234-22-5001）

http://www.city.sakata.
lg.jp

15 旧鐙屋 無料公開 11月3日（日・祝） 9：00～16：30
国指定史跡「旧鐙屋」
（酒田市中町一丁目14-20）

同左
（0234-22-5001）

http://www.city.sakata.
lg.jp

入館無料

16 資料館 無料公開 11月3日（日・祝） 9：00～16：30
酒田市立資料館
（酒田市一番町8-16）

同左
（0234-24-6544）

http://www.city.sakata.
lg.jp

入館無料

17 松山文化伝承館 無料公開 11月3日（日・祝） 9：00～16：30
松山文化伝承館
（酒田市字新屋敷36-2）

同左
（0234-62-2632）

http://www.city.sakata.
lg.jp

入館無料

18 阿部記念館 無料公開 11月3日（日・祝） 9：00～16：30
阿部記念館
（酒田市山寺字宅地179-1）

同左
（0234-62-2925）

http://www.city.sakata.
lg.jp

入館無料

19 第60回遊佐町民俗芸能公演会 10月27日（日） 10:00～12:45
遊佐町生涯学習センターホール
（遊佐町遊佐字鶴田52－2）

遊佐町教育委員会 文化係
（0234－72－5892）

http://www.town.yuza.
yamagata.jp/

入場料300円（高校生以下無
料）

20
旧青山本邸 企画展「青山家と鯡（ニシ
ン）」

10月12日（日）～ 9：30～16：30
重要文化財旧青山家住宅（遊佐町比
子字青塚155）

遊佐町教育委員会 文化係
（0234－72－5892）

http://www.town.yuza.
yamagata.jp/

入場料 一般400円、大学・
高校生 300円、小中学生
200円



21 上曽根遺跡発掘調査説明会
11月9日（土）予
定

午後1時30分
開始予定

上曽根遺跡発掘調査現場
(酒田市上曽根字上中割１４５）
場所の詳細についてはホームページ
でご確認ください。

（公財）山形県埋蔵文化財セ
ンター（０２３－６７２－５３０１）
現場事務所
（０９０－８６７８－４１９３）

https://yamagatamaibun.
or.jp/

調査の進捗状況や天候によ
り、開催日時変更の場合が
あるので、詳しくはホーム
ページでご確認ください。

22 勾玉・弓矢・石器をつくろう 11月3日(日)

午前の部9：
30～11：30
午後の部13：
00～15：00

山形県立うきたむ風土記の丘考古資
料館 (高畠町大字安久津2117)

0238-52-2585
http://ukitamu.pupu.jp
/

23 古代風ブレスレットをつくろう 11月3日(日)

午前の部9：
30～11：30
午後の部13：
00～15：00

山形県立うきたむ風土記の丘考古資
料館 (高畠町大字安久津2117)

0238-52-2585
http://ukitamu.pupu.jp
/

24 第27回企画展「縄文時代後期の山形」
9月14日(土)～
12月1日(日)

9：00～17：00
(入館16：30)

山形県立うきたむ風土記の丘考古資
料館 (高畠町大字安久津2117)

0238-52-2585
http://ukitamu.pupu.jp
/

25 上杉伝来の刀剣と槍展
～11月24日ま

で
10：00～16：
00

公益財団法人宮坂考古館 同左（0238-23-8530）
WWW.miyasakakoukoka
n.com/

大人400円 大高生300円
小中生100円

26 特別展「茂吉の妻 斎藤輝子」展
9月7日(土)～翌
年3月31日(火)

9：00～17：00
斎藤茂吉記念館内守谷夫妻記念室
(山形県上山市北町字弁天1421)

同左 (023-672-7227)
https://www.mokichi.or
.jp/

入館料 大人600円 学生
300円 小人100円

27 公開講座事業 第16回定例歌会 11月10日(日)
10：00～12：
00

斎藤茂吉記念館内集会室
(山形県上山市北町字弁天1421)

同左 (023-672-7227)
https://www.mokichi.or
.jp/

会費1000円(資料費・入館料
含む)

28
茂吉・輝子の孫２人による対談トーク
ショー「猛女斎藤輝子を語る」

11月10日(日)
13：00～15：
00

斎藤茂吉記念館内集会室
(山形県上山市北町字弁天1421)

同左 (023-672-7227)
https://www.mokichi.or
.jp/

29
特別展「上杉家武家の文化 公家の文
化」

前期：9月21日（土）
～10月20日（日）
後期：10月26日（土）
～11月24日（日）

9:00～17:00
米沢市上杉博物館（山形県米沢市丸
の内1-2-1）

0238-26-8001

http://www.denkoku-
no-
mori.yonezawa.yamagat
a.jp/top.htm

入場料 一般620円高大生
400円小中生250円

30
国宝「上杉本 洛中洛外図屏風」原本
展示

10月26日（土）～
11月24日（日）

9:00～17:00
米沢市上杉博物館（山形県米沢市丸
の内1-2-1）

0238-26-8001

http://www.denkoku-
no-
mori.yonezawa.yamagat
a.jp/top.htm

31 文化の日 本間美術館鑑賞プログラム 11月３日（日） 9:00 ～ 本間美術館
公益財団法人本間美術館
0234-24-4311

http//www.homma-
museum.or.jp

入館料 大人 1000円 学生
450円 小中学生 無料


