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企画展

●宮沢賢治イーハトーブ館《宮沢賢治・西域地誌-中央

アジアのイーハトーブ-へのお誘い》

開催中〔3/31（火）まで〕 ■会■問宮沢賢治イーハトーブ館（緯

31-2116）

●宮沢賢治記念館《童話 貝の火》

開催中〔5/10（日）まで〕■内会期中40枚の直筆稿を順次公開

■料一般350円、高校生・学生250円、小中学生150円 ■会■問

宮沢賢治記念館（緯31-2319）

●共同企画展「ぐるっと花巻・再発見！～イーハトーブ

の先人たち～」

※それぞれ入館料がかかります

▼  萬鉄五郎記念美術館《-宮沢賢治『春と修羅』の外箱装

丁の画家-阿部芳太郎》 12/7（土）～2/24（月・振休） ■問■会萬

鉄五郎記念美術館（緯42-4402）

▼  花巻新渡戸記念館《島善
よ し ち か

鄰～生誕130年～》 12/7（土）

～1/26（日） ■問■会花巻新渡戸記念館（緯31-2120）

▼  花巻市博物館《松川滋
じ あ ん

安と揆
き ふ ん じ ょ う

奮場》 12/7（土）～1/26（日） 

■問■会花巻市博物館（緯32-1030）

▼  高村光太郎記念館《光太郎からの手紙》 12/7（土）～

1/27（月） ■問■会高村光太郎記念館（緯28-3012）

▼  花巻市総合文化財センター《ぶどう作りにかけた

人々-北上山地はボルドーに似たり-》 12/7（土）～2/2

（日） ■問■会花巻市総合文化財センター（緯29-4567）

●大迫地域の神楽団体の舞納めと舞初め

　大償神楽や岳神楽、八木巻神楽の演舞です。正月

にしか舞われないものもあり、見逃せません。■問大

迫総合支所産業係（緯48-2111内線165）

▼  八木巻神楽

◦舞納め 12/8（日）、13：00～15：00◦舞初め 1/19（日）、

10：00～15：00 ■会沢崎地区生活改善センター

▼大償神楽

◦舞納め 12/15（日）、13：00～16：00◦舞初め 1/2（木）、

10：30～15：00 ■会神楽の館

▼岳神楽

◦舞納め 12/17（火）、19：00～22：00◦舞初め 1/3（金）、

10：30～15：00 ■会早池峰神社参集殿

■料 ■会 ■問■対 ■内 ■定 ■集

体験

●体験工房森のくに 子ども向けガラス体験

12/1（日）～1/31（金）、9：00～16：00 ■料1,200円から ■会■問体

験工房森のくに（緯48-3009）

●親子体験学習会「しめ飾りを作ろう！」

12/15（日）、10：00～12：00 ■対小学３～６年生とその保護

者 ■定５組〔先着順。申込期限は12/8（日）〕 ■料400円 ■会■問

県立農業科学博物館（緯0197-68-3975）

●野鳥観察会

1/5（日）、8：30～12：00 ■料100円 ■集まなび学園体育館側駐

車場 ■問花巻野鳥の会事務局 本田（緯090-9028-3451）

●親子の雪上体験

1/6（月）～1/8（水）、10：00 ■料 1,500円 ■集花巻南大橋下

（十二丁目側） ■問北上川フィールドライフクラブ 白畑

（緯090-4476-5875）

●発掘のお仕事体験＆バックヤードツアー

1/11（土）、10：00～12：00 ■対小学生以上 ■定20人〔先着順。

申込期間は12/6（金）～1/6（月）〕 ■会■問■申花巻市総合文化財

センター（緯29-4567）

●縄文モビール（つるし飾り）作り

1/11（土）、13：30～15：00 ■対小学生以上 ■定20人〔先着順。

申込期間は12/6（金）～1/6（月）〕 ■会■問■申花巻市総合文化財

センター（緯29-4567）

●自然観察会

1/19（日）、8：30～12：00 ■料100円 ■集東和コミュニティセ

ンター駐車場 ■問とうわ野鳥の会 齋藤（緯090-2974-

8158）

イベント

●光太郎ストリングス「クリスマススペシャルコンサート」

12/7（土）、13：30～14：30 ■会■問高村光太郎記念館（緯28-

3012）

※入館料が必要です

●特選ぎんどろ寄席

12/8（日）、14：00～16：00 ■内林家木久扇さんや、桂雀々

さんなどが出演 ■定1,100人 ■料一般3,000円、小中高生

1,500円 ■会■問文化会館（緯24-6511）

※プレイガイドなど詳しくはお問い合わせください

●第19回全国高校生童話大賞表彰式

12/14（土）、15：00～17：00 ■定250人（先着順） ■会なはんプ

ラザ ■問本館賢治まちづくり課（緯24-2111内線371）

●鉛温泉スキー場開き

12/23（月）、9：00 ■内安全祈願祭、開場式、リフトの無料開

放（積雪がない場合、リフトの無料開放は中止） ■会鉛温

泉スキー場 ■問本館スポーツ振興課（緯24-2111内線292）

●鉛温泉スキー場まつり

1/12（日）、10：30～15：30 ■内お楽しみ抽選会、スノーモー

ビルの試乗など ■会鉛温泉スキー場 ■問本館スポーツ振

興課（緯24-2111内線292）

●第13回「雨ニモマケズ」朗読全国大会

2/1（土）、13：00～16：00 ■定250人（先着順） ■料学生・一般

1,000円、小中高生500円 ■会文化会館 ■問同大会実行委

員会事務局 菊池（緯090-6454-3210）

●第62回元祖わんこそば全日本大会

2/11（火・祝）、10：00～16：00 ■会文化会館 ■問花巻観光協会

（緯29-4522）

※出場申し込みは12/1（日）～1/5（日）

●体験工房森のくに「桃の節句と雛遊び」

2/23（日・祝）、10：00～16：00 ■会■問体験工房森のくに（緯48-

3009）

関連イベント　

▼2/23（日・祝） 手作り市・ワークショップ 

▼2/23（日・祝）・2/28（金）・3/1（日） 郷土料理やおやつ作り教室

※料金など詳しくはお問い合わせください

●第11回 Ｎ-１グランプリ（鍋ものNo１決定戦）

2/23（日・祝）、11：15～13：30 ■会ビバハウスいしどりや ■問

まちの駅いしどりや酒蔵交流館（緯46-1210）

●第44回花巻市民劇場「響けミラノの空に 伊藤敦子物語」

①2/22（土）、18：30～②2/23（日・祝）、14：00～ ■料一般1,000

円、高校生500円、中学生以下無料 ■会■問文化会館（緯

24-6511）

●宮沢賢治創造芸術公演

　東北農民管弦楽団 第７回定期演奏会

3/8（日）、13：30～16：00 ■料学生・一般2,000円（前売り券

1,500円）、高校生1,000円（同500円）、中学生以下無料 

■会文化会館 ■問本館賢治まちづくり課（緯24-2111内線

372）

●第13回 賢治三月祭

3/8（日）、13：30～14：00 ■会道の駅石鳥谷 ■問石鳥谷賢治の

会 北田（緯090-5598-4216）

■申

冬休みお出掛けガイド
　冬ならではのイベントがたくさん！　お家にこもって暖を取るのもいいです

が、「冬しかできない」「冬だからこそ」をエンジョイしませんか。

■対対象 ■内内容 ■定定員 ■料料金 ■集集合場所 ■会会場 ■申申し込み先 ■問問い合わせ

冬
の花巻を楽しもう

神楽・伝統芸能

雛
ひな

まつり
●八日市つるし雛まつり

2/14（金）～3/3（火）、10：00

～15：00 ■会八日市いきい

き交流館（八日市振興セ

ンター） ■問 八日市地区

コミュニティ会議（緯45-

4840）

●第23回 おおはさま宿場の雛まつり

2/21（金）～3/3（火）、10：00～

16：00 ■会大迫交流活性化

センターほか ■問同まつり

実行委員会（花巻商工会議

所大迫支所内緯48-3230）

●躍動する芸能まつり

1月下旬、9：30～13：00 ■内東和地域の青少年による郷

土芸能伝承団体が一堂に会します。■会東和総合福祉

センター ■問東和総合支所地域支援室（緯42-2111内線

316）

　男衆が蘇民袋を激しく奪

い合います。

●胡四王蘇民祭

1/2（木）、8：30～13：00 ■会■問

胡四王神社（緯31-2768）

●五大尊蘇民祭

1/31（金）、9：30～12：00 ■会■問

光勝寺（緯47-2230）

●早池峰神社蘇民祭

3/17（火）、10：00～12：00 ■会

■問大迫総合支所産業係（緯48-2111内線165）

　沢水が凍り付いてできた

氷柱を計測し、その年の作

柄を占います。

2/11（火・祝）、10：00～11：00 

■会葛丸川上流■問石鳥谷総合

支所産業係（緯45-2111内線

236）

お得に施設を見学・利用するなら　まなびキャンパスカード
市内の小中学生は「まなびキャンパスカード」を提示すれば、宮沢賢治記念館や鉛温泉スキー場など

の施設を無料または割引料金で利用できます。

※�市内在住か在学の高校生や富士大生は学生証の提示で同様のサービスを受けられます。詳しくは

市ホームページをご覧いただくか本館生涯学習課（緯24-2111内線418）へお問い合わせください

たろし滝測定会

蘇民祭


