Joetsu Bunka Kaikan

上越文化会館のもよおし

詳しくは
上越文化会館（☎025-522-8800）へ

小川未明フェスティバル2018

保育ルーム有り

■おもてなし料理教室
▶とき…10月３日㊌午前10時～ ▶定員…15人
▶参加費…1,800円
■おやき作り教室
▶とき…10月５日㊎午前10時～ ▶定員…15人
▶参加費…1,600円
■イタリア料理教室
▶とき…10月９日㊋午前10時～ ▶定員…15人
▶参加費…2,000円
■飾り巻き寿司作り教室
▶とき…10月10日㊌午前10時～ ▶定員…15人
▶参加費…1,600円
■親子で楽しい体験教室
（ハロウィーンパンプキンとパイ）
▶とき…10月13日㊏午前10時～ ▶定員…親子９組
▶参加費…2,000円
■簡単肉まん作り教室
▶とき…10月16日㊋午前10時～ ▶定員…15人
▶参加費…1,600円

けで、保護者が同伴してくださ
い。参加費は無料で、申し込み
は不要です。フェイスタオルを

てください。
▼とき… 月 日㊐午前９時
分～午後１時 分（雨天実施）
▼ところ…日本自然学習実践セ
ンター（大池いこいの森駅近く）

昼食時にきのこ汁を提供します。
どなたでも参加できますが、小
学３年生以下は保護者が同伴し
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▼ 定 員 … 人（ 申 込 順 ） ▼ 参
加費…５００円（くびき里やま
学校会員は３００円） ▼申込

開始日…９月 日㊋ ▼申し込
み・問合せ…ＮＰＯ法人くびき
里やま学校（☎０２５・５３０・
３８５１）へ

釜蓋遺跡ガイダンス定期講座

「躍動する弥生人―吹上遺跡を中心に―」

弥生時代の遺跡である吹上遺
跡の出土品からは、北陸や長野
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各自で用意してください。
▼とき… 月 日㊏午前 時～
時 分 ▼ところ・問合せ…
高田公園オーレンプラザこども
センター（☎０２５・５２５・
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０３５５）
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月の木工作体験
～森のメモスタンド作り～

木の実や木の
輪切りを使い、
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ところ・申し込み・問合せ…正善寺工房（☎025-523-0621）へ

メモスタンドを
作ります。申し
込みは不要です。

▼とき… 月の土・日曜日、祝
日の午前 時～午後４時（随時）
▼所要時間…約 ～ 分 ▼参
加費…３００円 ▼ところ・問
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をはじめ、各地の人々との交流
が盛んだったことが分かります。
吹上遺跡や周辺の遺跡から、弥
生時代の人々の躍動の様子を紹
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介します。参加費は無料で、申
し込みは不要です。
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もよおしの
ご案内

正善寺工房「加工体験教室」

碓井真史さんを招き、心理学の
視点からセカンドライフをいき
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回雁木通りまつり

15 21

合せ…くわどり市民の森管理棟
（☎０９０・５７７５・１２０８）
※くわどり湯ったり村と市民の
森管理棟を往復する無料送迎
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いきと楽しむヒントを聞きます。
参加費は無料です。
▼とき… 月 日㊐午前 時

分～午後０時 分 ▼ところ…
市民プラザ ▼定員… 人（抽
選 ） ▼ 申 し 込 み・ 問 合 せ …

月 日㊏までにファミリーサ
ポートセンター（☎０２５・５
２１・４０１０）へ
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バスあり（土・日曜日、祝日
の午前 時～午後４時の間、
１時間おきに運行）

50

オーレンプラザこどもセンター

広報
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▼とき… 月６日㊏午前 時～
時 ▼ところ…釜蓋遺跡ガイ
ダ ン ス（ 大 和 ５） ▼ 講 師 … 石
川日出志さん（明治大学教授）

９・15
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秋の観察会

9 2018
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～里山の秋のきのこを知ろう～

※返信はがきが入場券になりますので、紛失しないようにし
てください。

60

よちとこ運動会

（保育ルーム希望）
（子どもの氏名、
性別、年齢）

1

▼問合せ…文化行政課（☎０２
５・５４５・９２６９）

〒郵便番号 読書週間講演会
参加希望
（申込者の）
・郵便番号
・住所
（申込者の） ・氏名
・電話番号
・住所
・希 望人数と氏
・氏名
名（５人まで）
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人（中学生以上

※こ の 面 は 何
上越市本城町8-30
も書かない
高田図書館
でください。
読書週間講演会係

【往信裏面】
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大池周辺できのこを探します。

〒943-0835

【返信表面】
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生３人、一般

【返信裏面】
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※天候・トレイルの状況でコー
スを変更する場合などがあり
ます。

【往信表面】
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で 女 性 ３ 人 以 上 を 含 む ）、 歳
以上１人、 歳以上１人 ▼参
加費… チーム２０００円 ▼
申し込み・問合せ… 月 日㊎
までに上越市ファミリー綱引大
会事務局（スポーツ推進課内、
☎０２５・５４５・９２４６）
へ。申込用紙は申込先、各総合
事務所にあるほか、市ホームペー
ジからダウンロードできます
※レクリエーション競技として
参加チームによる大縄跳びを
行います。

＜往復はがきの書き方＞
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第 回上越市
ファミリー綱引大会

▶対象…６カ月以上～就学前 ▶利用料…
無料 ▶申込締切日…10月21日㊐ ▶申込方法…講演会申
込時の往復はがきの往信裏面に「保育ルーム希望」と明記し、
子どもの氏名、性別、年齢を記入してください
※手話通訳もあります（申込不要）。
保育ルーム有り
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１チーム 人
で、町内単位、小
学校区単位また
は各区単位で編
成してください。
▼とき… 月 日㊐午前 時
分～ ▼ところ…リージョンプ
ラザ上越 ▼チーム構成…小学

岐阜県図書館名誉館長の俳
優・紺野美沙子さん、作曲家・
ピアニストの中村由利子さん
を迎え、ピアノ演奏に合わせ
た朗読や、参加者の皆さんと
の群読、カジュアルで楽しい 紺野美沙子さん 中村由利子さん
トークなどを行います。入場は無料です。
▶とき…11月10日㊏午後３時30分開演 ▶ところ…高田公
園オーレンプラザ ▶定員…600人（申込順） ▶申込期間
…９月26日㊌～10月31日㊌ ※定員に達し次第締め切りま
す ▶申し込み・問合せ…往復はがきに下記の必要事項を記
入し、高田図書館（〒943-0835 本城町8-30、☎025-5232603）へ。なお、新潟県立図書館でも受け付けますので、詳
しくは同館ホームページをご覧ください
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６カ月から２歳の子どもが対
象の親子運動会です。乳幼児向

「あなたが輝く言葉とメロディー

～トークと朗読＆音楽の時間～」

上越科学館 ブナ林探検教室
～信越トレイルを歩こう～

秋の読書週間記念講演会

信越トレイル（関田峠～牧区
牧峠）を歩き、ブナ林などの自
然を探検・観察します。
▼とき… 月 日㊏午前９時～
午後３時 ▼対象…小学生以上
（小学生は保護者が同伴してく
ださい） ▼定員… 人（抽選）
▼参加費…１１５円 ▼申し込
み・問合せ…９月 日㊍までに
上越科学館（☎０２５・５４４・
２１２２）へ

もよおしの
ご案内

▶利用

E V E N T

第

料…１人500円

▶対象…６カ月以上～就学前
▶申込締切日…11月４日㊐

30

仮装大会や園児、小・中学生
による演奏、特産品の販売など

保育ルーム有り
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を行います。プレ・ハロウィン
衣装で、どなたでもご参加くだ
さい。
▼とき…９月 日㊐午前 時～

※３歳未満は入場できません。

午後４時 分 ▼ところ…南本
町３丁目雁木通り ▼問合せ…

ある日静かな町に
舞い降りた怪じゅう
と、子どもたちの物
語です。
▶とき…12月２日㊐
午 前11時 開 演 ▶
チケット…一般2,000円、３歳～中学生1,000円、親子
ペア券2,500円（全席指定、９月22日㊏発売）

南三世代交流プラザ運営協議会
（☎０２５・５２１・３７３７）

劇団プーク「怪じゅうが町にやってきた」

※未就学児は入場できません。

E V E N T

▶利用

心理学から考える新たな自分探し

コンサート・ツアー2018「ことば」

松山千春さんが伸びのある高音と圧倒的な歌唱力で、
聴いている人を魅了します。
▶とき…11月21日㊌午後６時30分開演 ▶チケット…
8,100円（全席指定、９月23日㊐・㊗発売）

▶対象…６カ月以上～就学前
▶申込締切日…10月24日㊌

～セカンドライフで社会貢献してみませんか～

松山千春

料…１人500円

メディアなどで活躍している

未明童話の新作合唱発表、市内小学生から募集した感
想文の表彰式、朗読、創作フラメンコの公演を行います。
▶とき…11月23日㊎・㊗午後２時開演 ▶チケット…
一般1,000円、中学生500円、小学生以下無料（全席自由、
９月21日㊎発売）
保育ルーム有り
▶対象…６カ月以上～就学前 ▶利用
料…１人500円 ▶申込締切日…10月26日㊎
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