
 ◆どなたでも参加できるイベント　　　　会場：中央公民館　　事前の申し込みは不要です
日程 時間 会場 開催団体

10月19日 13:00～15:00 展示ホール 盆栽会

10月19日 10:30～15:30 美術工芸室 マジッククラブ

10月20日 10:00～12:00 第１学習室 華道協会

10月26,27日 13:30～15:30 レクリエーション室 手工芸協会

10月27日 10:00～15:00 １階ロビー 茶道協会

　◆その他の催し
日程 時間 開催団体

11/2(土)
～

11/9(土)

9:00
～

15:00
秋豊会

11/7(木)
～

11/13(水)

9:00
～

17:00
文化団体連盟

11/3(日)
10:30
～

12:30
文化団体連盟

お問い合わせ：伊勢原市教育委員会　社会教育課
電話：0463-93-7500　（中央公民館内）

駐車場には限りがございます。
公共交通機関をご利用ください。

見どころ

菊花展
総合運動公園

中央広場

みなさんになじみの深いザ
ル菊、スプレー菊にも取り
組んでいます。

姉妹都市茅野市文化交流展
伊勢原市立
中央公民館

姉妹都市である長野県茅野
市からも作品を迎え、二市
合同で展示をします。

催事 会場

伊勢原市文化団体連盟
創立５０周年記念式典

文化団体連盟は今年で創
立50周年を迎えました。
11:30～12:30にはアトラク
ションの発表もあります。

市民文化会館
小ホール

◆中央公民館◆
書道、写真、工芸、手工芸、華道、絵画、盆栽、俳句、短歌、連句

子ども･親子華道、俳句大会、短歌大会、茶会

イベント

真柏の仕立て方
＊持ち物
　筆記用具、メモ用紙

マジック教室 先着２０名

いけばな体験 先着２０名

編み物、ちりめん干支ねずみ、ストラップ、
押絵、X'masオーナメント

先着２０名

先着１００名抹茶体験

◆市民文化会館◆
剣詩舞舞踊、郷土芸能、フラ＆大正琴、合唱、マジック、新舞踊
吟詠吟舞、民謡・民舞踊、小唄、ハワイアン＆フラ、箏・尺八

フィルハーモニーオーケストラ、日本舞踊

１０月１２日（土）～１１月９日（土）

《第３３回姉妹都市茅野市文化交流展》

１１月７日（木）～１３日（水）　会場：中央公民館 展示ホール
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◆中央公民館（展示部門）

日　程 会場 開催団体

絵画クラブ

盆栽会

俳句会

短歌協会

連句会

10/19(土)
　～20(日)

３F
いけばな伝統文化
こども・親子教室

10/19(土) ４F 俳句会

10/20(日) ４F 短歌協会

書道会

写真連盟

燿土会

２F 手工芸協会

10/26(土)
　～27(日)

３F 華道協会

10/27(日)
１F
４F

茶道協会

★：一部、公募作品を展示します

☆：10/19(土)に伊勢原華道協会いけばな伝統文化こども・親子教室｢公開活け込み｣を行います(3階 第1学習室)　時間：①9:30～、②15:30～

◆市民文化会館（発表部門）

日　程 開場 開演時間 会場 開催団体

10:00 10:30～16:00 大ﾎｰﾙ 郷土芸能保存会

13:00 13:30～16:00 小ﾎｰﾙ 日本舞踊の会

12:30 13:00～15:40 大ﾎｰﾙ
ハワイアン音楽と

フラの会

13:00 13:30～16:00 小ﾎｰﾙ 小唄会

10/19(土) 12:00 12:30～16:00 小ﾎｰﾙ 剣詩舞舞踊会

13:30 14:00～16:00 大ﾎｰﾙ
いせはらﾌｨﾙ

ﾊｰﾓﾆｰｵｰｹｽﾄﾗ

10:30 11:00～15:30 小ﾎｰﾙ 三曲協会

12:30 12:55～16:10 大ﾎｰﾙ 合唱連盟

12:30 13:00～16:00 小ﾎｰﾙ ﾌﾗ＆大正琴の会

10:30 10:30～15:30 大ﾎｰﾙ 新舞踊の会

9:50 10:00～16:00 小ﾎｰﾙ 吟剣詩舞会

9:30 10:00～16:00 大ﾎｰﾙ 民謡・民舞踊の会

13:00 13:30～15:30 小ﾎｰﾙ ﾏｼﾞｯｸｸﾗﾌﾞ

民謡・民舞踊大会
11/2(土)

日本の伝統文化である民謡と踊りを楽しく発表しますので、皆さ
まぜひ見に来てください。

ﾏｼﾞｯｸﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
不思議さと楽しいマジックの世界へようこそ！！
皆様のご来場をお待ちしております。

新舞踊大会
10/27(日)

老若男女が体を動かし楽しくお稽古をしています。
皆様とお会いできるのを楽しみにしています。

吟詠吟舞のつどい
吟詠吟舞剣舞は健康のみなもと。
皆さん共に元気に楽しみましょう。

剣詩舞舞踊大会
剣舞・詩舞及び太鼓や舞踊とバラエティーに富んだ演舞を楽しむ
ことができます。

伊勢原市民合唱祭
10/26(土)

伊勢原に合唱の輪を広げよう
「筑後川より河口」「栄光の架橋」を歌います

ﾌﾗ＆大正琴
ｼﾞｮｲﾝﾄﾌｪｽﾀ

来て！観て！聴いて！そして一緒に楽しんで！お待ちしていま
す

いせはらﾌｨﾙｺﾝｻｰﾄ
10/20(日)

ビゼー「アルルの女」、アルチュニアン「トランペット協奏
曲」、フランク交響曲を演奏します。

箏・尺八演奏会 楽しい曲、美しい曲、なつかしい曲、一緒に楽しんでください。

ﾊﾜｲｱﾝ＆ﾌﾗﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ

10/13(日)

皆さんアロハ！常夏の国の音楽とフラで楽しみましょう。マハロ

小唄会 秋のひとときを日本情緒豊かな小唄でお楽しみください。

郷土芸能発表会
10/12(土)

大河流一周年寛恵会発表会
日本舞踊～歌謡舞踊を楽しむ発表の会です。

日本舞踊の会発表会
古典舞踊を主体に童謡・歌謡曲などの踊りを披露いたします。
皆様をお待ちしております。一緒に楽しみましょう。

茶 　会 10:00～15:00
季節のしつらえの中で、一服のお茶を楽しみませんか。茶道は世
界に誇る日本の文化です。

催　事 団体からひとこと

書 道 展　★

10/25(金)
  ～27(日) 9:30 ～ 17:00

(最終日16時まで)

老若男女をとわず美しい文字にあこがれ作品づくりをしていま
す。

写 真 展　★ 「美しい作品」「楽しい作品」いずれも力作を多数展示しており
ます。

工 芸 展　★ 陶芸をはじめ多彩な工芸作品を展示します。

手 工 芸 展 編み物、ちりめん、押絵、ハワイアンキルト、リボン
生徒さんのすばらしい作品です。ぜひご来場ください。

華 道 展 １１流派の先生・生徒が生けました。

１F

俳 句 大 会 12:00～15:00 作品の講評と表彰を行います。

短 歌 大 会 13:00～16:00 講師による講演と応募作品の歌評と優秀作品を表彰いたします。

　　絵 画 展　★

10/18(金)
　～20(日)

9:30 ～ 17:00
(最終日16時まで)

１F

静物や風景を見て感じとらえたことを、１枚の絵に作品としてとして表現します。

盆 栽 展 会員相互の親睦を大事にする仲間の集まりです。お気軽に参加を
お待ちしています。

俳 句 展

３F

最短の詩「俳句」は紙とエンピツがあれば気軽に始められる五七
五です。

短 歌 展 月１回歌会を開いています。その時の作品の中から一首を選び短
冊に納め展示いたしました。

連 句 展 心敬終焉の地伊勢原で、長句（五七五）と短句（七七）を付け
合って森羅万象の世界で遊びましょう。

こども・親子華道展　☆ 日頃の成果を見てください。

第55回 伊勢原市民文化祭
主催：伊勢原市教育委員会　　主管：伊勢原市文化団体連盟　

催　事 時　間 団体からひとこと


