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対象　市内在住・在勤・在学・出身の人・文化協会加盟団体
　　　※同じ作品を古河・総和・三和地区に出品することはできません。

【問】 生涯学習課

　古河市民文化祭　出品・参加者募集　　

催事 日時 場所 内容等

古
河
地
区

第6回プラモデル作品展 9月13日㈮・14日㈯
10時～16時 スペースＵ古河

ジャンル不問の模型作品展示会
申込・問　9月8日㈰までに申請書提出
岩田(東本町1-9-7サカキヤビル1階)
℡23-3958

第9回古河軽音楽祭 9月29日㈰
12時30分～17時 スペースU古河 各ジャンルの9団体による音楽発表

総
合
展

手工芸

10月12日㈯～14日㈪
9時～17時
※14日は15時30分ま
で(最終入場は閉場30
分前まで)。

古河体育館

申込・問　8月31日㈯までに申請書提出
稲見(横山町1-8-12)℡22-2100

美術、書道、写真

費用　200円(美術のみ)
申込・問　9月1日㈰10時～12時
美術：小川℡32-2506 32-6944
書道：若旅℡ 48-4267
写真：岡崎℡22-1681 22-1066

フラワーアレンジメント 申込・問　9月2日㈪までに申請書提出
鈴木(静町11-3)℡32-2367 32-3251

華道
申込・問　8月31日㈯までに申請書提出
立石(中央町2-6-47)℡22-0589
香取(東本町2-1-1)℡32-5156

竹工芸竹絵 申込・問　9月2日㈪までに申請書提出
中島(女沼1403)℡92-9206

茶道 総合展期間中開催(各席ごとに当日券あり)
費用　300円

将棋大会 10月13日㈰
10時～17時 古河福祉の森会館

当日受け付け。各クラス5対局リーグ戦(A級、
B級、C級、小中学生)
費用　大人1,500円、小中高生500円

伝統文化「古河神楽」
発表会

10月14日㈪
12時～15時 はなももプラザ 永

え い

代
た い

太
だ い

々
だ い

神
か ぐ

楽
ら

。十二座神楽のうち主だった舞
の実演

古河地区子ども作品展 10月26日㈯・27日㈰
9時～16時30分

古河リバーサイド倶楽部

古河地区小中学校児童生徒の絵画・書道作品
の展示

アマチュア無線公開運用 10月27日㈰
9時～15時

当日受け付け。アマチュア無線の運用公開、
国内外と交信・文化祭のPR、相談コーナー

第66回秋の祭典　踊、唄、
歌謡(古河民謡民舞連合会)

10月27日㈰
10時～15時 ユーセンター総和 民謡・踊・カラオケ・津軽三味線の発表

On The Rock 10月27日㈰ コスモスプラザ
(ホール棟)

社会人バンドと青年少年バンドによる三世代
バンドライブ

第56回秋の盆栽展
11月2日㈯～4日㈪
10時～17時
※4日は16時まで。

はなももプラザ 松柏、雑木、さつき等の盆栽、大物から小品
盆栽まで多数展示

舞踊と津軽三味線の発表会
(四つ葉会)

11月3日㈰
10時～16時 ユーセンター総和 舞踊と津軽三味線の発表会

秋の合同茶会 11月3日㈰
10時～15時 古河東公民館 茶席4席(和室2席・立礼席2席)

費用　2,000円(3日12時まで受け付け)

民謡・舞踊の祭典 11月10日㈰
9時～17時 ユーセンター総和 民謡・舞踊の発表

費用　3,500円

近県川柳大会 11月15日㈮
13時～16時 はなももプラザ

課題　①互選「音」1句②一人選「急ぐ」
「びっくり」「失敗」3句
費用　1,000円
申込・問　9月30日㈪までに指定用紙に費用
を添えて提出(用紙は問い合わせ先へ)
永原(女沼319-52)℡92-8170、山荷℡32-
9747、矢内℡92-3741、高橋℡22-2772

第27回古河市合唱祭 11月17日㈰
13時～17時 スペースＵ古河 古河市近隣で活動するコーラス14団体による

発表会

雪待月　古河のおどり 11月17日㈰
12時～16時 ユーセンター総和 古典舞踊、歌謡舞踊など色とりどりの舞台発

表
初歩のギタークラブバンド
演奏会

11月24日㈰
14時～16時 スペースU古河 一緒に音楽に触れ合いながらフォークソング

を中心に演奏

吹奏楽フェスティバル 11月24日㈰
13時30分 中田公民館 少人数によるアンサンブル発表会

催事 日時 場所 内容等
古
河
地
区

みくに演劇協会
演劇・管弦楽・合唱の発表 11月23日㈯・24日㈰ はなももプラザ 演劇・管弦楽・合唱の発表

総
和
地
区

瑠璃の会による朗読発表 9月20日㈮13時30分 サークル館 朗読発表
二胡を愛する会
ふれあいコンサート 9月28日㈯13時30分 ふれあい公民館 二胡演奏

総和山野草展
10月5日㈯・６日㈰
9時～17時
※6日は15時30分まで。

ユーセンター総和 山野草の展示

文化祭記念囲碁大会 10月6日㈰
9時30分～17時 中央公民館

囲碁対局、参加賞あり
費用　2,000円
申込・問　9月13日㈮までに申し込み
総和碁楽会(会長：若林)℡92-8758

サルビア音楽祭 10月14日㈪
13時30分～ ユーセンター総和

コーラス【総和フラウエンコール、童謡会タ
ンポポ、アーレ・コール、うた声ひろば「カ
ナリア」、ローレライズ、うたごえクラブ】

総合展 /
子ども作品展

10月18日㈮～20日㈰
9時～17時
※20日は15時30分ま
で。

古河はなもも体育館

○絵画・書・写真・文芸・手工芸・華道・茶
道等の展示会
○子どもたちの力作が勢ぞろい
申込・問　8月23日㈮までに実施要項を確認
の上、所定の様式を提出

生涯学習課、中央公民館、コスモスプラザ
事務所

詩吟と剣詩舞の発表 10月19日㈯
9時30分～16時

コスモスプラザ
(ホール棟) 詩

し

吟
ぎ ん

の発表と剣詩舞大会

うたと踊りの祭典 10月20日㈰
9時30分～16時 ユーセンター総和 民謡･舞踊･歌謡の発表

(悦譽会・紅輔会・隆星会・新城会・恵扇会)

草景塾展
10月26日㈯・27日㈰
9時～17時
※27日は16時まで。

はなももプラザ
山野草の展示

古河山草展
10月26日㈯・27日㈰
9時～17時
※27日は15時まで。

サークル館

寒蘭展 11月16日㈯・17日㈰
9時～16時 はなももプラザ

東洋蘭展示会(寒蘭)
※出品は1人2点まで。
申込・問　8月23日㈮までに申し込み
総和愛蘭会(会長：内藤)℡92-6618

アロハフラ愛好会発表会 11月24日㈰13時 コスモスプラザ
(ホール棟) フラダンスショー

民謡の集い 11月24日㈰9時30分 ユーセンター総和 民謡の発表(隆臣会・星山会・光若会・錦英
会・民栄会・民楽会・隆星会)古河市民謡協会

三
和
地
区

音楽想伝 9月29日㈰
11時～20時

コスモスプラザ
(ホール棟) 生バンドによる演奏

リコーダーフェスティバル 10月20日㈰
13時30分～15時 はなももプラザ リコーダー演奏会

総合展 /
子ども作品展

11月2日㈯～4日㈪
9時～17時
※4日は15時30分ま
で。

三和健康ふれあいス
ポーツセンター

○絵画・書・写真・文芸・手工芸・華道・園
芸などの展示
○書道実演(実用書道)：11月3日㈰10時～16
時に会場で受け付け
○子ども達の力作が勢ぞろい
申込・問　9月3日㈫までに実施要項を確認の
上、所定の様式を提出

生涯学習課、コスモスプラザ事務所、中央
公民館

ダンス発表会
芸能保存会演奏

11月2日㈯
10時～15時30分

コスモスプラザ
(ホール棟)

フラダンス・フォークダンス等発表、三和ば
やし・和太鼓の演奏

舞踊・詩吟・民謡・着付発表
会

11月3日㈰
10時～15時30分

コスモスプラザ
(ホール棟) 舞踊・詩吟・民謡・着付の発表

囲碁大会 11月3日㈰
9時～17時

コスモスプラザ
(庁舎3階）

三和囲碁クラブ会員、一般参加者の囲碁の対局。
申込・問　塚原℡32-2207、児林℡78-1186

茶会 11月3日㈰
10時～15時

燦SUN館・三和健
康ふれあいスポーツ
センター

抹茶・煎茶の茶会

コスモス音楽祭 11月4日㈪
12時30分～16時

コスモスプラザ
(ホール棟)

ハーモニカ・童謡・コーラス・ギター・リ
コーダー・オカリーナ・大正琴等の発表

舞踊の集い 11月17日㈰
9時～15時

コスモスプラザ
(ホール棟) 日本舞踊の発表


