公益財団法人イヨボヤの里開発公社
（10 月～３月は裏面をご覧ください）

8 日(金)～10 日(日) （イヨボヤ会館）

19 日(土)～5 月 6 日(火)

鮭公園お花見ＤＡＹＳ

サマーナイトミュージアム

（鮭公園）

～今日は、夜までやってます～

～春だ！花見だ！鮭公園～

夏休みの３日間延長開館いたします。
「夜のイヨボヤ会館」をごゆっくり
お楽しみください。

春の鮭公園と桜をお楽しみく
ださい。
ＧＷは特産品などの販売もあ
ります。

16 日(土)・17 日（日）／9 月 28 日（日）／１月 17 日（土）・18 日（日）

本格的コンサートホールをＭｙＳｔａｇｅに

20 日(日)サロンコンサート

（村上市民ふれあいセンター）
音響反射板などが設置された演奏
会本番の環境で練習ができます。
ピアノ以外の練習も大歓迎です。

「愛のうた・心のうた」
（村上市民ふれあいセンター）
ＳＡＫＵＲＡの会の皆さん
によるコンサートです。

11 日(日)笛人 本宮宏美コンサート
（村上市民ふれあいセンター）

17 日(日)サロンコンサート

アコースティックライブ with
菜の花‘ｓ手作り雑貨マーケット
（村上市民ふれあいセンター）
市内外で活躍するアーティストによるア
コースティックライブ。手作り雑貨やフー
ドなどのマーケットも同時開催します。

笛人本宮宏美さんによる待望
のホールコンサート。次代を担
う子供達に・・・癒されることを忘
れた大人達に・・・「人」そして「ふ
るさと」を輝かせるフルートの
音色を感じてください。

下旬武家住宅での暮らし体験
（旧成田家住宅）
さまざまな遊びや食体験などをとおし
て武家屋敷での暮らしを体験します。

17 日(土)～6 月 15 日（日）

北限のお茶展（村上歴史文化館）
北限の茶処と知られる村上の
お茶の歴史を紹介します。

8 日頃第 24 回十五夜月見の会
（まいづる公園内武家住宅）
文芸の秋。恒例の句会に
ぜひご参加ください。

24 日(土)・25 日（日）・31 日（土）6 月 1 日（日）

新緑の若林邸茶会（若林家住宅）

13 日（土）鮭に関する講演会（イヨボヤ会館）

新緑の美しい若林邸庭園を観賞しながらの
お茶会をお楽しみください。
下旬第 11 回歴史講座（おしゃぎり会館）
テーマが決まり次第お知らせします。

29 日（日）サロンコンサート＆体験講座（村上市民ふれあいセンター）
エレクトーンのコンサートと体験会です。

もうすぐ村上にも鮭が帰ってくる季節。
鮭が戻る前に、鮭についてもう一度
勉強してみましょう。

15 日(月)～10 月 15 日（水） 所蔵屏風展
（おしゃぎり会館・公開武家住宅）
恒例の「町屋の屏風まつり」期間中、所蔵の屏風を展示します。

21 日(祝・月) サロンコンサート

21 日(日)県内マジシャン大集合 Part3

フルートとアンサンブルの楽しみ

（村上市民ふれあいセンター）
好評のため第３弾開催決定！県内外で
活躍中の実力派マジシャンたちが集結
します。不思議な世界を体験ください。

（村上市民ふれあいセンター）
恒例となっている「アンサンブルソ
ニード」のみなさんによるコンサー
下旬 第１2
回 村上学講座
トを開催します。
（村上歴史文化館）
村上の文化や産業など毎回テーマを
27 日(日) 種川水中生物探検隊
（イヨボヤ会館・種川）
絞って講座を行います。
小学生を対象に「種川」の
開催テーマは後日決定します。
生物たちを観察します。
あたらしい発見がきっとあるよ！
下旬第 13 回村上学講座
（村上歴史文化館）
村上の文化、伝統、産業など様々な「村上」を取り上げ
ている講座。テーマが決まりしだいお知らせします。

21 日（日）・28 日（日）／10 月 5 日（日）・12 日（日）

とんと昔の会 in 若林邸（若林家住宅）
「とんとむかしきかせっか・・・」村上に伝わる
昔話を「とんと昔の会」の皆さんが語ります。
27 日（土） （イヨボヤ会館・種川）
身近な自然を考える

「種川クリーン作戦」
三面川分流「種川」周辺をきれいにする活動
です。みなさんのご協力をお願いします。

※イベントの詳細は、市報むらかみや各施設のホームページ、チラシ・ポスターなどでご確認ください。
※イベント開催日時・内容等は変更されることがあります。
＜各施設の情報＞
◇イヨボヤ会館
村上市塩町 13-34
0254-52-7117

◇おしゃぎり会館
◇ 村 上 市 民 ふ れ あいセ ンタ ー

村上市三之町 7-9
村上市岩船 3270 番地

0254-52-1347
0254-52-0201

http://www.iyoboya.jp
http://www.iwafune.ne.jp/~osyagiri/
http://www.iwafune.ne.jp/~fureai/

公益財団法人イヨボヤの里開発公社
（4 月～9 月は裏面をご覧ください）

中旬 特別展「村上市の中世大規模城館跡」

2 月 8 日(日)・14 日(土)・15（日)村上文化祭

2015

（村上市民ふれあいセンター）
村上で様々な文化活動を行ってい
る人たちの合同発表会。年々参加人
数も増えています。

（おしゃぎり会館）
郡市内には 53 の中世山城跡が確認さ
れています。その中でも、大規模な城館
跡である国史跡の平林城跡と村上城跡
に加え、大場澤城跡、藤懸り城跡などを
紹介します。

ふゆの２０１(ふれあい)音楽祭(8 日)

下旬第１２回歴史講座

ピアノや吹奏楽など、市内の音楽家
のみなさんによる発表会です。

上記特別展の解説会として、歴史講座
を行う予定です。

ふれあい芸能の祭典(14 日)

20 日（木）～12 月 10 日（水）

舞踊・民謡・太鼓・詩吟など様々な
ジャンルで、日ごろから練習に励ん
でいる皆さんの発表が行われます。

（イヨボヤ会館）

越後村上三の丸流鮭塩引き道場
毎年県内外から大勢
の方が受講されます。
三ノ丸流を体験して、
ご自分の特別な「塩
引き鮭」を味わってみ
てはいかがですか。

ダンスおどろーよ！村上 (15 日)
サロンコンサートアコースティックライブ
with 菜の花‘ｓ手作り雑貨マーケット
フラダンス・チアダンス・よさこいな
どのステージ発表に加え、恒例とな
っているアコースティックライブや手
作り雑貨マーケットも開催されます。

中旬

サロンコンサート＆体験講座（村上市民ふれあいセンター）
体験もできるコンサート。
内容が決まりしだいお知らせします。

下旬

シネマパラダイス日本名作映画劇場 （村上市民ふれあいセンター）
日本映画不朽の名作をワンコインで鑑賞できます。
上映作品が決まりしだいお知らせします。

中旬～2 月下旬パネル展（まいづる公園内武家住宅）
現在テーマ検討中です。決まりしだいお知ら
せします。

18 日(日)第 6 回立志式（三の丸記念館）
十二単と狩衣で武家社会での元服
式を再現します。
見学も自由です。この機会に気持
ちを新たに、皆さんの立志をしたた
めてみてください。

2 月 28 日(土)～4 月 5 日（日）（おしゃぎり会館ほか）
第 31 回城下町村上に伝わる

1 日（日）～31 日（火）

村上市内小学生書道展

（イヨボヤ会館）
村上では、鮭の卵から稚魚まで飼
育に取り組んでいる小学校があり
ます。「成長して必ず帰ってきて
ね」と願いながら稚魚を放流して
います。その児童たちの書道作品
をご覧ください。

冬期特別展 （村上歴史文化館）
内容が決まり次第お知らせいたします。
下旬～

3 日(火)こども豆まき大会（若林家住宅）
市内の小学１年生～３年生までのこ
どもたちが参加できます。武家屋
敷での豆まき行事です。

鮭公園ホタルの里づくり
（イヨボヤ会館・鮭公園他）
ホタルの里として新たな魅力づくり
を目指し、鮭公園を中心にホタルが
飛び交う憩いの場になるよう取り
組んでいます。

ひな人形展

村上に春を告げる恒例の
特別展。今回で 31 回目の
開催になります。同時開催の
町屋の人形さま巡りとともに
お楽しみください。

7 日（土）第

14 回和みの夕べ （おしゃぎり会館）

毎回好評をいただいている、
おしゃぎり屋台をバックにし
たミニコンサート。出演者が
きまり次第お知らせいたしま
す。

鮭のまち村上のＰＲ活動（イヨボヤ会館）
イヨボヤ会館では、希望する市内小学校や観光施設に
鮭の卵を提供しています。卵から稚魚への成長過程を
小学生や市民の皆さん、観光で村上に訪れた方に観察
してもらい、「鮭のまち村上」のＰＲにつとめています。
（成長した鮭稚魚は４月の放流式で三面川に放流されます。）

