
演　劇　祭 歌謡選手権大会（開幕式） ダ ン ス 部 会

民謡民舞大会 日本舞踊大会 音　楽　祭

謡 曲 大 会 三 曲 大 会

ホール部門ホール部門

市民文化祭実行委員会事務局（市民情報センター5階）
☎（63）8360

と　き 10月3日（土）～11月29日（日）
ところ 市民文化センター・文化活動交流館・御殿山会館

市民のみなさんが自ら作り上げた舞台や展示です。
ぜひ、ご鑑賞ください。
★★入場は、無料です★★

第31回 市民文化祭
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市内の中・高演劇部など、日ごろ演劇
活動をしているみなさんの舞台を披露
します。演劇は演じる役者と観る観客
とで作り上げていきます。客席から舞
台づくりに参加ください。
と　き 10月3日（土）
 午前10時～午後7時
ところ 市民文化センター　小ホール

26～80歳の予選会を勝ち抜いた60人
による決勝大会を行います。入場整理
券が必要です。整理券は市民情報セン
ター５階団体情報室で 9月10日（木）か
ら配布します。
と　き 10月4日（日）
 午前10時～午後5時30分
ところ 市民文化センター　大ホール

学生や親子など、さまざまな世代の出
演者が、ジャズダンス、HiｐHop、よ
さこい、フラメンコなどを披露します。
どうぞ、バラエティ豊かなダンスをお
楽しみください。
と　き 10月18日（日）
 午後3時～午後5時30分
ところ 市民文化センター　小ホール

芸術文化振興のため会員一同最高の出
来栄えを観ていただきたいと思い努力
しています。当日は精一杯心を込めて
披露しますので成果をご覧ください。

と　き 10月25日（日）
 午前9時30分～午後4時
ところ 市民文化センター　大ホール

みなさんに親しまれる曲を披露します。
入場整理券が必要です。整理券は市民
情報センター5階団体情報室で9月24日
（木）から配布します。

と　き 10月25日（日）
 午前10時～午後4時
ところ 市民文化センター　小ホール

市内の音楽愛好者・団体が集い合唱、
独唱、オーケストラ、独奏、大正琴な
どの演奏がありますので、ぜひお聞き
ください。

と　き 11月1日（日）
 午後零時30分～午後4時30分
ところ 市民文化センター　小ホール

600年余の伝統古典芸能〔能楽〕の一
部である「うたい」と「仕舞」を市内
謡曲愛好者が出演披露します。入場無
料ですので気軽にお出かけください。

と　き 11月1日（日）
 午前9時30分～午後4時
ところ 御殿山会館　第１和室

琴・三味線・尺八に興味のある人はぜ
ひ気軽に聞きに来てください。幼稚園
から80歳代までが出演する、やすらぐ
会です。

と　き 11月8日（日）
 午前11時30分～午後4時
ところ 市民文化センター　小ホール

吟詠剣詩舞愛好家が一同に集い、日ご
ろの稽古の成果を一生懸命演じ披露し
ます。ぜひご覧ください。最後に抽選
会を行いますので、入り口で抽選券を
受け取ってから入場してください。
と　き 11月22日（日）
 午前10時～午後3時
ところ 市民文化センター　小ホール

日本画は水墨画から彩色画まで、絵具
も墨・顔彩から岩絵具までと多岐にわ
たり、繊細で味わい深いものがありま
す。
と　き 10月30日（金）～11月1日（日）
 午前10時～午後5時
 （1日は午後4時30分まで）
ところ 文化活動交流館　ギャラリー

個性豊かな作品展に今年もみなさんの
お越しをお待ちしています。

と　き 10月24日（土）～25日（日）
 午前10時～午後５時
 （25日は午後4時まで）
ところ 文化活動交流館　ギャラリー

“参加して、きて、観て、話そう”

と　き 10月10日（土）～12日（月･祝）
 午前9時30分～午後5時
 （12日は午後4時まで）
ところ 文化活動交流館　ギャラリー

11月23日（日）午後2時から栃木県写真
協会長荒川利夫先生の講評会を行いま
す。ぜひ見に来てください。
と　き 11月21日（土）～23日（月･祝）
 午前9時～午後7時
 （23日は午後5時まで）
ところ 文化活動交流館　ギャラリー

絵手紙とは、 絵に言葉を添えた手紙で
す。 「描いて楽しい、もらって嬉しい」 
手作りの心の通うホットな通信です。

と　き 11月6日（金）～8日（日）
 午前9時30分～午後4時
ところ 文化活動交流館　ギャラリー

油彩・水彩・版画・デザイン・パステル・
イラスト・立体作品など、中学生から
ベテランまで多種多彩な作品を展示し
ます。
と　き 11月27日（金）～29日（日）
 午前9時30分～午後6時
 （29日は午後5時まで）
ところ 文化活動交流館　ギャラリー

各会派の個性的な作品、押花アートに
触れて感じてみてください。
と　き 11月13日（金）～15日（日）
 午前９時～午後5時
 （15日は午後3時まで）
ところ 文化活動交流館　ギャラリー

文化センター正面入り口に花の芸術作
品を展示します。

と　き 10月3日（土）～4日（日）
 午前9時30分～午後5時
 （4日は午後4時まで）
ところ 市民文化センター ふれあい広場

古典華から現代的な作品まで力作が揃
います。ぜひ来場してください。呈茶
席も用意しました。
と　き 10月3日（土）～4日（日）
 午前10時～午後6時
 （4日は午後4時まで）
ところ 文化活動交流館　ギャラリー

市民の文化祭ですので、気軽にお茶を
お楽しみください。

と　き 10月4日（日）
 午前10時～午後3時30分
ところ 市民文化センター　
 和室・大会議室

参加者全員による互選の上、高得点者
10人に賞品を贈ります。

と　き 10月12日（月・祝）
 午前10時～午後3時30分
ところ 市民文化センター　大会議室

参加者の互選および特選者5人によっ
て入選作品を決定します。気軽にお出
かけください。
と　き 10月12日（月・祝）
　　　　午前9時～午後3時30分
ところ 市民文化センター　中会議室

応募宿題作品の互選を行います。興味
のある人は、奮って投稿の上、参加く
ださい。
と　き 10月25日（日）
 午前10時～午後3時
ところ 市民文化センター　大会議室
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と　き 10月3日（土）～11月29日（日）
ところ 市民文化センター・文化活動交流館・御殿山会館

市民のみなさんが自ら作り上げた舞台や展示です。
ぜひ、ご鑑賞ください。
★★入場は、無料です★★
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市内の中・高演劇部など、日ごろ演劇
活動をしているみなさんの舞台を披露
します。演劇は演じる役者と観る観客
とで作り上げていきます。客席から舞
台づくりに参加ください。
と　き 10月3日（土）
 午前10時～午後7時
ところ 市民文化センター　小ホール

26～80歳の予選会を勝ち抜いた60人
による決勝大会を行います。入場整理
券が必要です。整理券は市民情報セン
ター５階団体情報室で 9月10日（木）か
ら配布します。
と　き 10月4日（日）
 午前10時～午後5時30分
ところ 市民文化センター　大ホール

学生や親子など、さまざまな世代の出
演者が、ジャズダンス、HiｐHop、よ
さこい、フラメンコなどを披露します。
どうぞ、バラエティ豊かなダンスをお
楽しみください。
と　き 10月18日（日）
 午後3時～午後5時30分
ところ 市民文化センター　小ホール

芸術文化振興のため会員一同最高の出
来栄えを観ていただきたいと思い努力
しています。当日は精一杯心を込めて
披露しますので成果をご覧ください。

と　き 10月25日（日）
 午前9時30分～午後4時
ところ 市民文化センター　大ホール

みなさんに親しまれる曲を披露します。
入場整理券が必要です。整理券は市民
情報センター5階団体情報室で9月24日
（木）から配布します。

と　き 10月25日（日）
 午前10時～午後4時
ところ 市民文化センター　小ホール

市内の音楽愛好者・団体が集い合唱、
独唱、オーケストラ、独奏、大正琴な
どの演奏がありますので、ぜひお聞き
ください。

と　き 11月1日（日）
 午後零時30分～午後4時30分
ところ 市民文化センター　小ホール

600年余の伝統古典芸能〔能楽〕の一
部である「うたい」と「仕舞」を市内
謡曲愛好者が出演披露します。入場無
料ですので気軽にお出かけください。

と　き 11月1日（日）
 午前9時30分～午後4時
ところ 御殿山会館　第１和室

琴・三味線・尺八に興味のある人はぜ
ひ気軽に聞きに来てください。幼稚園
から80歳代までが出演する、やすらぐ
会です。

と　き 11月8日（日）
 午前11時30分～午後4時
ところ 市民文化センター　小ホール

吟詠剣詩舞愛好家が一同に集い、日ご
ろの稽古の成果を一生懸命演じ披露し
ます。ぜひご覧ください。最後に抽選
会を行いますので、入り口で抽選券を
受け取ってから入場してください。
と　き 11月22日（日）
 午前10時～午後3時
ところ 市民文化センター　小ホール

日本画は水墨画から彩色画まで、絵具
も墨・顔彩から岩絵具までと多岐にわ
たり、繊細で味わい深いものがありま
す。
と　き 10月30日（金）～11月1日（日）
 午前10時～午後5時
 （1日は午後4時30分まで）
ところ 文化活動交流館　ギャラリー

個性豊かな作品展に今年もみなさんの
お越しをお待ちしています。

と　き 10月24日（土）～25日（日）
 午前10時～午後５時
 （25日は午後4時まで）
ところ 文化活動交流館　ギャラリー

“参加して、きて、観て、話そう”

と　き 10月10日（土）～12日（月･祝）
 午前9時30分～午後5時
 （12日は午後4時まで）
ところ 文化活動交流館　ギャラリー

11月23日（日）午後2時から栃木県写真
協会長荒川利夫先生の講評会を行いま
す。ぜひ見に来てください。
と　き 11月21日（土）～23日（月･祝）
 午前9時～午後7時
 （23日は午後5時まで）
ところ 文化活動交流館　ギャラリー

絵手紙とは、 絵に言葉を添えた手紙で
す。 「描いて楽しい、もらって嬉しい」 
手作りの心の通うホットな通信です。

と　き 11月6日（金）～8日（日）
 午前9時30分～午後4時
ところ 文化活動交流館　ギャラリー

油彩・水彩・版画・デザイン・パステル・
イラスト・立体作品など、中学生から
ベテランまで多種多彩な作品を展示し
ます。
と　き 11月27日（金）～29日（日）
 午前9時30分～午後6時
 （29日は午後5時まで）
ところ 文化活動交流館　ギャラリー

各会派の個性的な作品、押花アートに
触れて感じてみてください。
と　き 11月13日（金）～15日（日）
 午前９時～午後5時
 （15日は午後3時まで）
ところ 文化活動交流館　ギャラリー

文化センター正面入り口に花の芸術作
品を展示します。

と　き 10月3日（土）～4日（日）
 午前9時30分～午後5時
 （4日は午後4時まで）
ところ 市民文化センター ふれあい広場

古典華から現代的な作品まで力作が揃
います。ぜひ来場してください。呈茶
席も用意しました。
と　き 10月3日（土）～4日（日）
 午前10時～午後6時
 （4日は午後4時まで）
ところ 文化活動交流館　ギャラリー

市民の文化祭ですので、気軽にお茶を
お楽しみください。

と　き 10月4日（日）
 午前10時～午後3時30分
ところ 市民文化センター　
 和室・大会議室

参加者全員による互選の上、高得点者
10人に賞品を贈ります。

と　き 10月12日（月・祝）
 午前10時～午後3時30分
ところ 市民文化センター　大会議室

参加者の互選および特選者5人によっ
て入選作品を決定します。気軽にお出
かけください。
と　き 10月12日（月・祝）
　　　　午前9時～午後3時30分
ところ 市民文化センター　中会議室

応募宿題作品の互選を行います。興味
のある人は、奮って投稿の上、参加く
ださい。
と　き 10月25日（日）
 午前10時～午後3時
ところ 市民文化センター　大会議室
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