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市民活動団体紹介 

「第１回 市民活動フェスティバル」   

 前号でお知らせしました、「秋の文化祭（仮称）」がいよいよ動き出しました！ 

 様々な市民活動団体の皆さんにお声をかけたところ、36の団体から参加申込みがあ

りました。今回のイベントは、参加するみなさんが一緒に作り、一緒に楽しむお祭りと

いうことで、名称を「市民活動フェスティバル」に変更しました。 

 7/30、8/29、9/19に参加団体の皆さんと内容を検討する打ち合わせ会議を開催し、

ようやくプログラムが完成しました！当日まであと約1か月。スタッフ、参加団体が一

丸となってすばらしいフェスティバルになるよう準備を進めていきたいと思います。 

 まだまだ馴染みのないこのイベントですが、市民活動の活性化や交流が広がるきっか

けになればと願っています。たくさんの方のご来場をお待ちしています‼ 

 

 

 

 

 

 

場 所 時 間 団　体　名 内　容

9：15～ 喜多方市立第一小学校　吹奏楽部 吹奏楽

9：35～ 喜多方市松の木女声コーラス 合唱

9：50～ ライリッシュオカリナAizuパプリカーナ オカリナ演奏

10：05～ おどれ高郷 踊り

10：25～ 会津吟詠会瑞祥道場 詩舞

10：40～ 喜多方市太極拳協会 32式太極剣、練功18法

11：00～ 神風流東北雅風吟詠会喜多方支部 詩吟

11：10～ レオキャッツダンスムーブメントスタジオ ダンス

11：25～ 喜多方市スポーツ民踊会 踊り

12：00～ 飯豊権現太鼓保存会 太鼓演奏

12：25～ 会津吟詠会千嶂道場 独吟、剣舞

12：35～ マジック愛好会 マジック

13：00～ 藤葉みちか会 踊り

13：20～ 夢・笑・楽 津軽三味線演奏、民謡

13：45～ 喜多方蔵の里民踊会 踊り

13：55～ 喜多方市立第一小学校　合唱部 合唱

おぐにの郷 打ちたてそば　１杯500円

国際ソロプチミスト喜多方 バザー

ワンステップ15 農産物の販売

サポートネットワーク 焼きそば、射的ゲーム等

特定非営利活動法人ひだまり カントリーケーキ、クッキー等の販売

ドリームハウス富夢富夢 手作り小物の販売

特定非営利活動法人フォルテ 焼菓子、パン、小物の販売

喜多方菊花愛好会 菊花の展示

喜多方市華道教授連合会 会員が共同で制作した作品を展示

～ 蔵の里茶道愛好会 野点体験

喜多方水墨会 水墨画の展示

喜多方市民俳句会 俳句作品の展示

山都自然を編む会 作品の展示・体験（ストラップ作製）

特定非営利活動法人フォルテ 書道作品の展示

オープン

スペース
公益社団法人日本将棋連盟会津王将会支部 将棋の体験

喜多方手話サークルひまわり会

喜多方ろうあ者会

①13：00～

②14：00～
心に虹のおはなし会

絵本の読み聞かせや、紙芝居、エプロ

ンシアター、昔話しなど

13：00～

　15：00
喜多方市立図書館 ユニット折り紙教室

第4

研修室

13：30～

　15：30
ヨガ研究会 ヨガ体験

※プログラム内容、時間等は変更になることもあります。また、販売コーナー、体験コーナーは品物、材料が

　なくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 開会式：午前９時００分

第1回市民活動フェスティバルプログラム
開催日：平成26年11月9日（日）　　会場：喜多方市厚生会館
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伝・北方昔語り 
 

おもてなしコーナー 

開催中‼ 

 きたかた古里語りの会による

「伝・北方昔語りおもてなし

コーナー」がJR喜多方駅構内と

喜多方市蔵の里「旧外島家住

宅」にて開催中です。 

 会津きたかたの昔話・民話で

皆様をおもてなしするこのイベ

ントも今年で７年目を迎えまし

た。 

 ＪＲ喜多方駅構内では、ちょ

うどＳＬばんえつ物語号が到着

し、観光客や家族連れでにぎわ

う中、やわらかな口調、ゆった

りとしたテンポで語る語りべさ

んのおもしろい話、こわい話、

ふしぎな話…に皆さん足を止め

て聞き入っていました。 

 あたたかな会津弁に触れて、

のんびりとした週末を過ごして

みてはいかがですか？ 

【開催期間】 

  H26年９月13日～11月１６日 

   （但し土日祝祭日のみ） 

【会場・時間】 

  JR喜多方駅構内 

    12：30～14：30 

  喜多方市蔵の里「旧外島家住宅」 

    13：00～15：00 

【お問合せ】 

  NPO法人 

  喜多方市民活動サポートネットワーク 

  TEL／0241-22-0603 



支 部 長：武 蔵　正 憲 代　表：治 田　啓 子

公益信託うつくしま基金 第13回助成金 

―どのような活動をしていますか  

 将棋が好きな方なら誰でも参加でき、約80名の会員がい

ます。小学生の会員もいます。 

 毎月1回塩川福祉センターで定例会を行い、腕を競い

合っています。また、文化、教育としての将棋の普及をめ

ざし、喜多方市内外で小中学生を対象とした将棋教室を開

催し、大会を行い、子供達の育成にも力を注いでいます。 

 今年4月22日～23日には第72期将棋名人戦七番勝負第

2局を招致して熱塩温泉にて開催いたしました。 

  

各団体の連絡先等、詳細情報はホームページに掲載してあります。 

ご覧ください！ 

 

喜多方市スポーツ民踊発表会 
 

 喜多方市スポーツ民踊会の各グルー

プが練習の成果を発表します。皆様の

ご来場をお待ちしています。 
 

 ・10月14日（火）10：00開会 

 ・喜多方プラザせせらぎホール 

 ・入場無料 

 ・問合せ：喜多方市スポーツ民踊会 

   TEL 0241-24-3388（大西） 

  

↑ココ 

市民活動団体紹介 

―団体について教えてください 

 サークルから始めて早30年となりました。現在、1歳～

70歳まで、約80名の会員がいます。年齢や目的に応じた

各コース（ストレッチピラテス、親子リズム、キッズ、一

般、ハイクラス）で生き生きとレッスンしています。一般

コースではバレエレッスン～ジャズダンス、モダンダンス、

ヒップホップを含むリズムダンス～と幅広いダンスが踊れ

るようレッスンしています。 

 また、地域のイベントや、全国のダンスコンクールへ参

加したり、発表会も行っています。 

喜多方市市民活動支援センター 検索 

喜多方市市民活動 

支援センター 

イベント情報（10・11月）    

第24回ﾚｵｷｬｯﾂﾀﾞﾝｽｽﾀｼﾞｵ発表会 

～ﾀﾞﾝｽﾑｰﾌﾞﾒﾝﾄ2014～ 
 

・11/23（日）13：30～16：00 

・喜多方プラザせせらぎホール  

・制作協力券 ７００円 

・問合せ：090-2989-3304（治田） 

 

喜多方市市民活動支援センターは 

NPO法人 

喜多方市民活動サポートネットワーク 

（さぽねっと）が運営をしています。 

さぽねっとでは会員を募集しています。 

    詳しくは事務局まで‼ 

TEL：090-2989-3304（治田） 

〒966-0806 

喜多方市字水上6846 喜多方市厚生会館内 

TEL／FAX 0241-22-0603 

運営時間   8：30～17：00 

      （月～金曜日 ※祝日除く） 

～情報を募集しています～ 

 広報誌・HPへ情報掲載を希望

する方は、直接事務局へお越し

いただくか、メール、FAXで

も受け付けています。 

 広報誌の次回発行予定は12月

です。12、1月のイベント情

報は11月中旬までにお寄せく

ださい！ 

レオキャッツダンスムーブメントスタジオ 

（応募期間）Ｈ26.10/3(金)～11/4(火) 

  ※募集説明会が開催されます。ぜひご参加ください。 

（問い合せ）NPO法人うつくしまNPOネットワーク 

      TEL：024-953-6092 

 URL http://www.utsukushima-npo.jp/kikin/ 

 

  

―発表会について教えてください 

 年に1回開催し、今年で第24回となりました。今回のメ

インプログラムは「ロミオとジュリエット」で、会員約60

名が参加し、エネルギッシュにそして美しく踊ります。他

にも、可愛いキッズから大人まで、年齢や実力に合わせ

様々なジャンルのダンスを踊ります。 
―みなさんへ一言 

 今年の発表会は11月23日（日）に喜多方プラザで開催

します。エネルギーを一つの大きな塊とし、皆様にお届け

します。最初から最後まで目が離せない展開になっていま

すので、どうぞお見逃しなく！ご来場を心よりお待ちして

います。 
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  TEL／0241-22-0603 

公益社団法人日本将棋連盟会津王将会支部 

喜多方市民文化祭 

第6回合同民謡・民舞のつどい 
 

 喜多方蔵の里民踊会、喜多方民謡協

会、会津民謡藤美会、小湊会の4団体

が合同で民謡・民舞の発表会を行いま

す。12歳～80歳までの会員が日頃の

練習の成果を披露します。ぜひご覧く

ださい。 
 

・10月12日（日）10：00開演 

・喜多方市厚生会館  

・入場料 500円 

・問合せ：喜多方蔵の里民踊会 

  TEL 0241-22-0877（井上） 

  

喜多方市太極拳交流大会 
 

 協会加盟団体による太極拳（24

式、剣、扇、楊式等）の演舞を行い

ます。また、各公民館からの発表も

あります。 
 

・11月30日（日）9：30～12：30 

・押切川体育館メインアリーナ 

・問合せ：喜多方市太極拳協会 

  TEL 0241-22-2125（竹安） 

―今後の予定を教えてください  

 喜多方市の文化祭として、第27期竜王戦第4局大盤解説

会と将棋大会が11月23日（日）に塩川福祉センターで開

催されます。事前申込制で、定員になり次第締め切りとな

ります。多くの方々の参加をお待ちしています。 

  ―みなさんへ一言  

 イベント情報やお知

らせ、各種大会の成績

報告など、ブログ「会

津王将会」に掲載して

います。ぜひご覧くだ

さい！ 

TEL：0241-27-8324 

   （武蔵） 


