
 
◆集中展示期間　１１月２日（金）・３日（土・祝）・４日（日）

◆集中展示時間　９：００～１７：００ ※最終日４日（日）は９：００～１６：００
   　　　　　　

発表部門

10：00～12：00

13：00～13：20

13：20～13：40

13：40～15：10

15：40～16：10

11：30～12：00

12：45～13：15

13：15～13：45

13：45～15：45

12：00～13：00

10：00～11：00

９日
（金）

９：００～１５：００

≪乗り場≫ ≪運行表≫

※バス乗車についての注意事項

 ・市バス運行規定に準ずる

 ・文化祭観覧目的以外の乗車はご遠慮ください

 ・緊急時以外は、会場以外の場所には停車いたしません

平成30年度 下妻市文化祭 〈下妻会場〉

日時 団体名 演目 場所

３日
（土・祝）

　芸能・民謡民舞連合会  民舞、日本舞踊

市民文化会館 タップダンス

　下妻ひまわり童謡クラブ  合唱

　騰波ノ江コーラス  合唱

　ひびきコンサート  コーラス

　ダンス・ダンス・ダンス
　（飯村バレエ＆ジャズ＆タップダンス）

　西崎幸樹舞踊研究所  日本舞踊

　ハーラウ・ナーレイ オ ピカケ  フラダンス

　サウンドSHIN  太鼓、大正箏、尺八、詩舞

 おはやし

市民文化会館前

13：00～14：00

　平方はやし保存会

 おはやし　江おはやし会

　黒駒囃子会　

　本宿囃子会

　下妻市太極拳クラブ  太極拳演舞 総合体育館前

＊野外発表は、雨天中止となる場合があります

　 市内全小学校及び中学校  　市内小中学校音楽会 市民文化会館

４日
（日）

　大町はやし保存会  祭ばやし

＊演奏会のため未就学児の観覧はご遠慮ください

時
１１月４日（日）

下妻会場 千代川会場

９ ００ ３０

３０

１０ ００ ３０

１１ ００ ３０

１４ ００ ３０

１２ － －

１３ ００

下妻会場 ⇒ 市民文化会館西側入口
（市役所本庁舎東側車庫前）

千代川会場 ⇒ 千代川庁舎玄関前

 ■いけ花展

　 ３日（土・祝） 【９：００～１５：００】

３日（土・祝） 【９：００～１６：００】

1１日（日） 【９：００～１７：００】

1８日（日） 【９：００～１７：００】

【１０：００～１５：００】

 ☆総合体育館にお越しの際は、各自上履きをご持参ください 《土足厳禁》

 ☆内容は、変更される場合もありますので予めご了承ください

◆主管：下妻市文化祭実行委員会　　◆主催：下妻市・下妻市教育委員会

[問合せ]　下妻市文化祭実行委員会事務局（生涯学習課）　☎0296-45-8996（直通）・FAX0296-43-3519

　 　展示部門

【総合体育館】  

期　日 展示内容　 展示会場

２日（金）
３日（土・祝）
４日（日）

 ■書道展　■拓本展　■児童・生徒作品展　■保育園・幼稚園児作品展

主競技場 ■福祉関係団体作品展　■介護関係団体作品展　■自然観察展

市民
美術展

 ■写真展　■貼り絵・デコパージュ展

 ■洋画展　■水彩画展  ■日本画展 格技場

ロビー

【下妻公民館】　

期　日 展示内容　 展示会場

２日（金）
３日（土・祝）
４日（日）

 ■陶芸展 １階 和室 

 ■盆栽展 １階 多目的室

 ■文学作品展　■組み紐展　■木彫作品展
２階 大会議室

 ■和紙・千代紙人形展  ■手編み作品展

 ■押し花アート展 ２階 学習室

　★手づくりおもちゃ

 ■作って遊ぼう 下妻公民館前広場

　★体験学習

 ■ちぎり絵体験（八色会）　　 ２階 和室

　★将棋・囲碁大会

 ■市民将棋大会 １階 和室 

 ■市民囲碁大会 ２階 和室

【その他の会場】

期　日 展示内容　 展示会場

 ☆駐車場は、市民文化会館駐車場・下妻公民館駐車場・総合体育館駐車場・保健センター駐車場
　市役所本庁舎南側駐車場・本城町駐車場（砂利の駐車場）をご利用ください

  １０月２１日（日）  ■大寄せ茶会（香出水会） 砂沼庵（観桜苑内）

  １１月１日（木）
　  ～１１月２５日（日）  ■菊まつり　　　 大宝八幡宮



 

≪ステージ発表会≫　

順番 演目 発表団体

① ９：３０ ～ ９：４５ 合奏 宗道小学校

② ９：４５ ～ １０：０５ オカリナ演奏 下妻オカリナクラブ

③ １０：０５ ～ １０：１５ 合唱 大形小学校

④ １０：１５ ～ １０：２５ コーラス キッズコーラス in しもつま　

⑤ １０：２５ ～ １０：４０ 童謡 さわやか童謡クラブ

⑥ １０：４０ ～ １１：００ オカリナ演奏 砂沼オカリナクラブ

⑦ １１：００ ～ １１：１５ フラダンス アロハリリア

⑧ １１：１５ ～ １１：２５ 吹奏楽 千代川中学校

１１：２５ ～ 休憩（１０分）

⑨ １１：３５ ～ １１：５５ 文化箏演奏 千箏会

⑩ １１：５５ ～ １２：１０ フラメンコ フラメンコクラブ デセオ

⑪ １２：１０ ～ １２：２５ ソーラン踊り 下妻ソーラン舞

⑫ １２：２５ ～ １２：５５ コーラス フラワー&レインボー　

⑬ １２：５５ ～ １３：１５ 吹奏楽 Shimotsuma Aile Wind Orchestra

※出演時間はあくまでも目安であり、多少前後することがありますので、あらかじめご了承ください

≪作品展 ・ 催事≫　
【場 所】 千代川公民館

 ■児童・生徒作品展（千代川地区小中学校）

 ■菊花展　■短歌展

 ■福祉関係団体作品展　■一般作品展

 ■パッチワーク展　■絵はがき展

 ■ちぎり絵展

 ■児童作品展（千代川地区小学校）

 ■書道展

 ■児童・生徒理科作品展（千代川地区小中学校）

 ■園児作品展（ちよかわ幼稚園・きぬ保育園）

 ■ちぎり絵体験 　【９：００～１２：００】

 ■茶会 　【９：３０～１３：３０】

※なお、下記の千代川地区児童・生徒作品については、下妻会場（総合体育館）での展示となります


〈交通安全ポスター展／下妻市統計図表展／健康ポスター展／選挙啓発作品展／家庭の日絵画作品展>

　 ２日（金）

　 ３日（土・祝）

　 ４日（日）

　 ４日（日）

平成３０年度下妻市文化祭 〈千代川会場〉

◆集中展示期間　１１月２日（金）・３日（土・祝）・４日（日）
◆集中展示時間　９：００～１７：００ ※最終日４日（日）は９：００～１６：００

【日 時】 １１月４日（日）　９：２０開会
【場 所】 千代川公民館ホール

☆オープニング  ＜千代川地区委員長あいさつ・注意事項＞

発表時間

【場 所】 千代川公民館前ふれあい広場

【内 容】
出展団体 出展内容

千代川郵便局 切手・はがき等（販売）

JA常総ひかり ポン菓子・新鮮野菜（販売）

ライオンズクラブ ビンゴゲーム

百菜クラブ 新鮮野菜と季節の花（販売）

魁塾 豚汁（無料）・コロッケ（販売）

花と一万人の会 ポピー大福（販売）

横浜ファーム 鶏卵（販売）

ビアスパークしもつま
地ビール・納豆・しもんぱん
ローズポーク肉まん（販売）

商工会青年部 煎餅・飲料（販売）

薬物乱用防止指導員協議会

下妻市更生保護女性会

下妻市保健センター
血圧測定・食育まめつかみゲーム
元気ポイントカード発行

　[問合せ]　下妻市立図書館 ☎  ０２９６-４３-８８１１・FAX０２９６-４３-８８５５

※出品物が無くなり次第終了となりますので、あらかじめご了承ください


　[問合せ]　下妻市千代川地区ふれあいまつり実行委員会事務局（農政課）

　☎  ０２９６-４４-０７２９・FAX０２９６-４３-３２３９

　★同時開催イベント案内

　下妻市千代川地区ふれあいまつり

【日 時】 １１月４日（日）　１０：００～１４：３０
　　　　 　  ※雨天決行　

薬物乱用防止キャンペーン

　　　           【会場図】

千代川庁舎

南棟

千代川公民館

ＪＡ常総ひかり

ＪＡ常総ひかり

ライオンズクラブ

百菜クラブ

魁塾

花と一万人の会

ビアスパーク
横浜ファーム

商工会青年部

薬物乱用防止キャンペーン
下妻市保健センター
千代川郵便局

１１月１０日（土）

10：30～11：30 おはなし会

11：30～12：30 本の修理見学体験

対面朗読見学体験

おりがみコーナー

図書館まつり 【会 場】 下妻市立図書館

12：30～16：30 本のリサイクルフェア

13：00～14：40 子ども映画会

『おじゃる丸マロもだいすき月光町』

14：00～15：00 おはなし会

終日 市内高校文芸部おすすめ本の展示

健康づくり事業

国登録文化財「江連用水旧溝宮裏両樋」を中心に、周辺史跡をめぐるウォーキング事業です。

下妻いいとこ案内人による説明を聞きながら、３㎞のコースを９０分かけて歩きます。（事前申込制）

[申込・問合せ]下妻市保健センター ☎ ０２９６-４３-１９９０

【日時】１１月４日（日）９：３０～１１：３０（受付９：００）

【集合場所】千代川公民館レストハウスウッドデッキ 【申込期限】１０月２６日（金）まで※先着５０名

【参加費】１００円（保険代・当日徴収）

史跡めぐりウォーキング ※小雨決行、雨天中止


