
日　　　時 催し物  ・  開催場所等 内 容

第31回　桑名市民芸術文化祭　プログラム

●協賛事業

桑名市文化協会加盟団体による新春のイベントです。新春を寿ぐ華やかな会として、今年は19年目となります。
ゆったりとした時間をお過ごしください。　※六華苑入苑料（一般460円／中学生150円）が必要です。

■日 時／2023年1月21日（土）・22日（日） いずれの日も9時～16時  ■場 所／六華苑新春六華苑祭

日　　　時 催し物  ・  開催場所等 内 容

音楽のフルコース
柿安シティホール（桑名市民会館）
大ホール

11/20（日）
13時～16時（開場 12時30分）

【入場無料】

音楽の秋です。“音楽のフルコース”をお楽しみくださ
い。（楽器演奏・合奏・コーラスetc）
感動をあなたに!!　皆さまのご来場をお待ちしていま
す。

日　　　時 催し物  ・  開催場所等 内 容

美術部門展2022
くわなメディアライヴ　多目的ホール

11/25（金）～11/27（日）
25日　12時～17時
26日　9時～17時
27日　9時～16時

【入場無料】

桑名市文化協会会員：絵画（日本画、洋画、版画）・書
道・写真・美術工芸（彫型画、染色、漆、グラスアート)・
陶芸・彫刻の各分野より出品された作品を展示します。

「桑名文協第53号」に文芸作品発表
各まちづくり拠点施設、公共施設等にて配布

2023年3月発行 現代詩やまぶき（詩）・俳句を学ぶ会（俳句）・個人会員
（短歌）の作品を発表します。

小倉百人一首
初心者かるた取り大会
桑名市パブリックセンター　日本間

11/27（日）
9時30分～12時30分

【入場無料】
【参加費必要】

初心者を対象とした小倉百人一首かるたのチラシ取り大会。
　・1チーム2名ないし3名によるチーム対抗でのかるた
取り大会です。

　・「競技かるた」ではないので、歌を覚えていない方も、ま
た、年齢に関係なく誰でも気軽に参加いただけます。

　・全チームが2試合行い、取った枚数の多い順番で順位
を決定し、上位チームを表彰します。

【参加費】500円/人  申し込みが必要です。
見学は自由で無料です。

（趣味教養部門）

社会文化部門展
　～暮らしの近くに

息づく文化2～
柿安シティホール（桑名市民会館）
展示室

11/26（土）・11/27（日）
26日　9時30分～16時30分
27日　9時～15時30分

【入場無料】

【展示】　26日(土)・27日(日)　両日
郷土歴史地誌研究
　「鉄道150年～桑名市内の廃線跡をたずねて」
郷土史石取祭研究　「石取祭車最新の研究から」
きいろいおうち活動紹介（パネル）
　「桑名の千羽鶴講座」会員の作品展示
【映像とお話】　26日（土）13時30分～14時30分　
講演：消費文化研究会　城田吉孝氏（東京福祉大学非
常勤講師）
「マーケティングと広告」をテーマに、企業のマーケティ
ング活動の概要と広告が世相を反映していることをテ
レビコマーシャルから学ぶ。
【ワークショップ】　27日（日）10時30分～12時
「桑名の千羽鶴」と「創作連鶴」を折ってみましょう。（無料）

芸能の祭典
柿安シティホール（桑名市民会館）
大ホール

11/5（土）・11/6（日）
5日　13時～16時（開場 12時）

6日　1 1時～16時（開場 9時30分）
【入場無料】

日本舞踊･箏曲･民謡･大正琴等25団体200名による
舞台発表。「桑名の邦楽」をお楽しみください。

（芸能Ⅰ部門）

くわコレ’22
くわなメディアライヴ　多目的ホール

12/3（土）・12/4（日）
3日　13時～16時
4日　9時～16時

【入場無料】

手編み、手織り、手芸作品の展示。
体験講習（材料費必要）も実施します。
編み図進呈の作品もあります。

（趣味教養部門）

趣味教養祭
くわなメディアライヴ　多目的ホール

12/3（土）・12/4（日）
3日　9時～17時
4日　9時～15時

【入場無料】

【装賀きもの学院】
振袖の新作帯結びと、装賀礼法研究会によるきもので
綴る人生儀礼及び祝包みの展示。お年玉包み・祝箸の
体験講習（材料費必要）もあります。
【パッチワーククラフトちくちく】
今年も皆さんに見ていただきたく教室で作り上げた
Bag、ポーチなどの小物、タペストリー（好きな風景）を
展示します。体験講習(材料費必要）もあります。

趣味教養祭
くわなメディアライヴ　多目的ホール

10/15（土）・10/16（日）
15日　9時～17時
16日　9時～15時

【入場無料】

桑名愛石会第47回水石展
自然石で演出する山水景情の世界をお楽しみくださ
い。員弁川を中心に東海三県、全国の有名河川より会
員が探石した自然石を40石程展示します。
探石体験コーナーもあります。

【入場無料】

華道展
柿安シティホール（桑名市民会館）
展示室

10/29（土）・10/30（日）
29日　13時～16時
30日　9時～15時30分

柿安シティホール展示室において6流派の特色を活か
した季節の花を展示します。
皆さま、ぜひ足をお運びください。

【入場無料】

ダンスアートフェスティバル
柿安シティホール（桑名市民会館）
大ホール

11/27（日）
14時～17時15分（開場 13時30分）

芸能Ⅲ部門（フラメンコ・クラシックバレエ・ジャズダン
ス）は、踊りと音楽を楽しむアートな世界を、お客様と
ともに心動かす時間を創りたいと願っています。

お茶会
六華苑　一の間：茶道裏千家

11/3（木・祝）
10時～15時30分

六華苑では茶道裏千家により、晩秋にちなんだ趣向で
一服のお茶をお楽しみいただきます。ご来場をお待ち
しております。
【呈茶券】前売　1,000円（入苑料込)

当日　　700円（入苑料別）
【入苑料】一般460円/中学生150円　　

【六華苑入苑料必要】
【呈茶券必要】

吟剣詩舞道の祭典
柿安シティホール（桑名市民会館）
小ホール

10/30（日）
13時～16時（開場 12時30分）

吟剣詩舞道の精神は、礼節を旨として、人心を尊ぶとこ
ろにあります。流派を越え、会員が一堂に集います。
詩吟・詩舞・剣舞があります。教養を高め、高齢化社会
の高尚な趣味として、また大きな声で詩歌し、ストレス
解消となる健康法としても貢献しています。皆様も始
めてみませんか？

（芸能Ⅱ部門）

【入場無料】

演劇の祭典 劇団すがお公演
演目 未定
桑名市総合福祉会館　大会議室

12/24（土）・12/25（日）
24日　18時～20時
25日　13時～15時  （開場 30分前）

※詳細は、桑名市文化協会HPをご確認ください。【チケット購入必要】

【チケット】　一　般　前売　1,500円
シニア　前売　1,200円
中高生　前売　　700円
（当日は各300円高）

【入場無料】

ぐるーぷ束 35周年 邦楽演奏会
柿安シティホール（桑名市民会館） 小ホール

10/23（日）
11時30分～15時30分

筝、三絃、尺八の演奏会です。小学生から80歳台で幅
広い年齢層が一堂に会しての演奏会です。

【入場無料】

第9回 Piano study 音楽発表会
柿安シティホール（桑名市民会館） 小ホール

11/13（日）
12時30分～16時

日頃の成果を発揮して、ピアノ個人演奏とアンサンブル
演奏の発表会です。

※新型コロナウイルスの影響で文化祭の催し・協賛事業が中止または、変更になる場合があります。
※催しについての詳しいお問い合わせは桑名市文化協会事務局（24-1361）まで。

※10月29日の華道展、11月6日の芸能の祭典の開始時間について、プログラムに誤りがありました。お詫びして訂正いたします。
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新型コロナウイルスの影響で、
催しが中止・変更になる場合があります。
最新の情報は
桑名市文化協会ホームページをご確認ください。

〔お問い合わせ〕桑名市文化協会事務局（桑名市ブランド推進課内） ☎0594-24-1361

https://bunkyo-kuwana.jp/
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新型コロナウイルスの影響で、
催しが中止・変更になる場合があります。
最新の情報は桑名市文化協会ホームページをご確認ください。

◇参加の際は、マスクの着用等感染防止対策へのご協力をお願いします。

◇下記に該当する場合は参加をお控えください。

　・発熱や咳など風邪症状のある方

　・過去2週間以内に発熱や咳などの風邪症状、味覚障害の症状がみられる方、

　　または感染拡大している国や地域への訪問歴がある方

　・ご家族や職場、学校などで新型コロナウイルス感染者、またはその疑いのある人との濃厚接触がある場合

　・高齢の方や基礎疾患をお持ちの方で、感染リスクを心配される方

◇参加したイベントで感染が発生した場合、保健所などの聞き取りにご協力いただくことがあります。

◇スマートフォンを活用した「新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）の活用をお願いします。

◇LINE公式アカウントを活用した「安心みえるLINE」の活用をお願いします。

◎桑名市文化協会事務局（桑名市ブランド推進課内） ☎0594-24-1361

ご注意

https://bunkyo-kuwana.jp/
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