
㉕ 黄嘴会 第70回絵画展
今年は設立70周年記念特別展

としてミュゼ雪小町で開催します。
会員が今までに描きためてきた作
品一人200号以内(4点)を展示し
ます。
会期中にハーモニカコンサート

やサックスコンサートを開催しま
す。美術と音楽のコラボレーショ
ンをお楽しみください。

■開催日時 ： 11月11日㈭～14日㈰　9：00～17：00 （11日㈭は15：00から、14日㈰は16：00まで）
　ハーモニカアンサンブル 11月13日㈯　13：30～14：15
　サックスアンサンブル 11月14日㈰　13：30～14：15
■会場 ： ミュゼ雪小町
　　　　〒943-0832 上越市本町5-4-5 あすとぴあ高田5階
■主催 ： 黄嘴会(おうしかい)　☎025-524-5614 ・ 090-7213-5262
　　　　✉egwm@joetsu.ne.jp
■備考 ： 駐車場／85台

㉖ echigo藍（越後藍）藍染めと手仕事展
新潟では古くから藍を栽培し、

野良着を染めていました。
私たちは、同じように藍を種か

ら育てて染料を作り、再び地元の
藍として、復活させ、echigo藍と
名づけてものづくりを始めました。
新潟生まれの越後藍の色をどう

ぞ手に取って御覧下さい。皆様の
おいでをお待ちしています。
■開催日時 ： 11月19日㈮～21日㈰　10：00～16：00
■会場 ： 坂口記念館 楽縫庵
　　　　〒942-0121 上越市頸城区鵜ノ木148
■主催 ： 越後藍プロジェクト　☎080-5468-9324
　　　　✉echigo.indigo@gmail.com
■備考 ： 駐車場／20台

㉔ あの頃の青春コンサート
15年程前、上越エリアのフォー

クソング愛好家が集まり立ち上げ
ました。現在60人程の会員で活動
しています。
このコンサートは、上越の元気
を応援しようと多くの市民の方と
懐かしい70～80年代フォークソ
ングを楽しむ演奏会です。

■開催日時 ： 11月7日㈰　13：00～16：30
■会場 ： 上越文化会館
　　　　〒943-0804 上越市新光町1-9-10
■主催 ： くびき野フォーク村　☎090-7561-9556（会長 ： 武田）
■備考 ： 料金／600円、駐車場／252台

㉓ 公民館まつり 作品発表会・ステージ発表会
日頃、名立区を中心に活動して
いる皆さんの1年間の成果を発表
します。ぜひ参加・ご観覧ください。
「作品発表会」では、絵画、切り
絵、手芸、書道等を展示します。
「ステージ発表会」では、太鼓、
獅子舞、踊り、コーラス、篠笛等を
披露します。

■開催日時 ： 11月6日㈯～7日㈰（ステージ発表会は7日㈰のみ）
■会場 ： 名立地区公民館
　　　　〒949-1602 上越市名立区名立大町200-1
■主催 ： 上越市教育委員会 名立区分室　☎025-537-2126
■備考 ： 駐車場／40台

発表会を開催します

① 薬師山道「ブナの森美術館」
上越市教育委員会の「地域の宝」に認定された

薬師山道で、『ブナの森美術館』を期間限定で
オープンします。「まちごと美術館cotocoto」の
協力により、障がいを持つアーティストの作品な
どを展示します。自然＋芸術=「 ？ 」
どんな五感を感じるか…ぜひ、足をお運びくだ
さい。

■開催日時 ： 9月1日㈬～30日㈭
■会場 ： 薬師山道
　　　　〒942-1103 上越市大島区大平地内（YouTube「細越平生会チャンネル」でルート案内を公開中）
■主催 ： 細越平生会　☎080-1135-7269
■備考 ： 駐車場／なし ※ほくほく大島駅（20台）に駐車、片道徒歩90分

㉗ 高田まちかどフェスティバル2021
昭和初期に建てられた洋風建
築が醸し出すレトロな雰囲気の中、
音楽活動を行う団体が集い、日頃
の活動の成果を披露します。
アコースティック楽器による多
彩なステージをお楽しみください。

■開催日時 ： 11月21日㈰（予定）　10：00～15：00（予定）
■会場 ： 高田まちかど交流館（旧第四銀行高田支店）
　　　　〒943-0832 上越市本町3-3-2
■主催 ： 上越市　☎025-526-6903（上越市文化振興課）
■備考 ： 駐車場／あり （※高田本町商店街の有料駐車場を利用してください）

② 第4回 手しごと・手づくり柿崎・上越作品展
16人の制作者（団体含む）が多彩

な作品を出展します（手芸、木工・木
彫、竹細工、押し花、楽器、クラフト、
パッチワーク、籐細工、紙工作、染色、
わら細工、鎚起銅器）。当日、会場で
作品の販売も行います。
□特別展：「切り絵」を展示します。
（制作者：上越市在住）
□体験コーナー：「苔玉づくり」「ポー
セラーツ」（持ち帰り可）実際に作
品づくりを体験できます。

■開催日時 ： 9月17日㈮～19日㈰　9：00～16：00（19日㈰は 15：00まで）
■会場 ： 浄土真宗本願寺派 浄善寺
　　　　〒949-3216 上越市柿崎区柿崎6389
■主催 ： 手しごと・手づくり柿崎・上越作品展実行委員会
　　　　☎025-536-3849 ・ 090-3684-9107
■備考 ： 駐車場／20台

③④⑤⑥ 市制施行50周年 上越市民芸能祭

民謡や民舞の各団体が、日頃の練習成果
を披露します。

③民謡・民舞の集い

■開催日時 ： 9月5日㈰　開演11：30～（予定）
■会場 ： 上越文化会館
　〒943-0804 上越市新光町1-9-10
■備考 ： 駐車場／252台

■主催 ： 上越市、上越市民芸能祭協議会　☎025-545-9245

謡曲仕舞・詩吟剣舞・日舞・中正善寺の団
体が、日頃の練習成果を披露します。

④古典芸能の集い

■開催日時 ： 11月7日㈰　開演10：00～（予定）
■会場 ： リージョンプラザ上越
　〒942-0063 上越市下門前446-2
■備考 ： 駐車場／415台

フラダンスの各団体が、日頃の練習成果
を披露します

⑤⑤ハワイアン フラ フェスティバル 2021

■開催日時 ： 11月21日㈰　開演10：00～（予定）
■会場 ： 上越文化会館
　〒943-0804 上越市新光町1-9-10
■備考 ： 駐車場／252台

よさこいの各団体が、日頃の練習成果を
披露します。

⑥⑥越後よさこい フェスティバル 2021

■開催日時 ： 11月21日㈰　開演14：30～（予定）
■会場 ： 上越文化会館
　〒943-0804 上越市新光町1-9-10
■備考 ： 駐車場／252台

お問い合わせ

上越市 企画政策部 文化振興課
☎025-526-6903　✉bunka@city.joetsu.lg.jp

民謡・民舞や合唱、古典芸能など、市内で活動・活躍する団体が
出演し、多彩なジャンルで良質なパフォーマンスをお届けします。
※詳細は、市ホームページ等でお知らせします。

開催日時 11月14日㈰　13：00～15：00（予定）
会　　場 上越文化会館

〒943-0804 上越市新光町1-9-10
主 催 上越市（文化振興課）　☎025-526-6903

※新型コロナウイルス感染症等の影響により、催しが中止または延期となる場合があります。
※リーフレットは掲載申し込みのあった催しを紹介していますが、市ホームページで催し
情報の掲載が可能です。ぜひ、情報をお寄せください。
※掲載内容は、令和3年7月31日現在のものです。諸般の事情により、内容の一部が変更
になることがあります。
※一部有料の催しがあります。詳しくは、各催しのお問い合わせ先にご確認ください。
※備考欄に料金表示のない催しは、無料です。
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上越市内では、各地で大勢の方が様々な文化芸術活動を行ってい
ます。令和3年の文化の秋、芸術の秋に開かれる、そのような皆さんの
発表会、作品展などを「上越まるごと文化祭」と名付けて、このリーフ
レットで紹介します。ぜひ、出掛けてみてください。
新たな地域や人、活動との出会いのきっかけ、活動の励みになって

ほしいと思っています。

MAP

上越まるごと文化祭

令和3年の秋（9月～11月）に、市内各地で開催される文化芸術の催しを紹介します。※各催しは開催日順に掲載
■総合的な催し　■芸術系　■音楽系　■舞踊系　■その他

令和3年8月発行

⬇詳細はこちらから



⑪みんなの笑顔が輝く大島きらきらフェスティバル
　第16回大島音楽祭
大島区内で活動している各団体

や個人の日頃の活動成果を発表し
ます。区内全体がにぎわい、子ども
からお年寄りまでみんなの笑顔が輝
くイベントです。お誘い合わせのう
え、ぜひ素敵な作品や音楽をお楽し
みください。

■開催日時 ： 10月16日㈯　①9：00～15：30　②14：00～15：00
■会場 ： 大島多目的ホールふれあい館　〒942-1103 上越市大島区大平3860
■主催 ： ①大島きらきらフェスティバル実行委員会　☎025-594-3101
　　　　✉oshima-kyouiku.bunka.g@city.joetsu.lg.jp
　　　　②大島音楽協会　☎025-594-3201
■備考 ： 駐車場／150台

⑨ 第12回 浦川原和太鼓祭
全身に降り注ぐその響き。心を
揺さぶるその轟。魂に共鳴するそ
の鼓動。人々が躍動し感動する。
和太鼓の力、浦川原にあり。
出演 ： 保倉川太鼓
　　　越後上越上杉おもてなし
　　　武将隊
特別出演 ： 新潟万代太鼓神龍会

■開催日時 ： 10月9日㈯　14：00～15：30（閉演は予定時刻）
■会場 ： 上越市浦川原体育館
　　　　〒942-0316 上越市浦川原区六日町150
■主催 ： 特定非営利活動法人 保倉川太鼓　☎090-1509-2578（事務局 ： 杉田）
■備考 ： 駐車場／170台

⑫ 第48回 硯心書道展
上越地域では他では見られな

い小学生・中学生の元気な作品、
高校生の日頃修練した大きな作
品、一般・役員の熟練した書線が
躍動する作品が一度に見られる展
覧会です。きっと筆を取って書き
たい気分になると思います。硬筆
の作品も展示します。手書きの参
考にどうぞ。
■開催日時 ： 10月22日㈮～24日㈰　9：00～18：00 （24日㈰は16：00まで）
■会場 ： 教育プラザ体育館
　　　　〒942-8563 上越市下門前1770
■主催 ： 久比岐野書道会　☎025-526-2371 ※火～金曜日まで 10：00～15：00
■備考 ： 駐車場／50台

⑩ 第20回 町の音楽家 気ままにコンサート
アマチュアによる多彩な内容の
音楽会です。
雅楽、ミュージックベルのなか

なか聴く機会の少ない演奏やギ
ターデュオ、フォークソング、まち
づくり振興会リコーダー教室生徒
による発表、ピアノ独奏、サックス
独奏など様々な演奏を繰り広げま
す。
■開催日時 ： 10月9日㈯　14：00～16：00
■会場 ： 柿崎コミュニティプラザ
　　　　〒949-3216 上越市柿崎区柿崎6405
■主催 ： 町の音楽家　☎025-536-3519
　　　　✉alto@joetsu.ne.jp
■備考 ： 駐車場／50台

⑯ ふれあい文化祭（芸能祭・文化展）
詩吟・尺八・大正琴・踊り・太鼓な

どの和物にギター・オカリナ、コー
ラスが加わり、年齢に不足のない
会員達が頑張ってステージに上が
ります。
また、区内にお住まいの器用人
たちが自慢の手作り作品を展示し
ます。

■開催日時 ： 11月3日（水・祝）　13：00～16：00（予定）
■会場 ： 安塚コミュニティプラザ
　　　　〒942-0411 上越市安塚区安塚777
■主催 ： 安塚区文化協会　☎090-1543-7409（事務局 ： 北島）
■備考 ： 駐車場／95台

㉑ 第26回 大潟作品展
大潟区で制作活動を行っている

方々が心を込めて作った作品を展
示します。
日本画、水彩画、工芸、手芸、書、
盆栽、地元の小中学生の作品など、
様々な分野で見ごたえのある手
作り作品を見ることができます。

■開催日時 ： 11月6日㈯～7日㈰　9：00～17：00（7日㈰は15：00まで）
■会場 ： 大潟コミュニティプラザ
　　　　〒949-3192 上越市大潟区土底浜1081-1
■主催 ： 大潟作品展実行委員会　☎025-534-6808（大潟区総合事務所 教育・文化グループ）
　　　　✉ogata-kyouiku.bunka.g@city.joetsu.lg.jp
■備考 ： 駐車場／60台

⑰ 昔なつかし「昭和の花嫁行列」
子どもたちの先ぶれ、口上、送り

歌、迎え歌・・・婚礼は幼いころの楽
しく胸ときめく思い出でした。失わ
れた伝統行事を、まだ記憶にある
うちに記録にとどめておきたいと
願い、企画しました。今昔の新婚ご
夫婦・歌の名手・子どもたち、老若
男女が醸し出す、おもしろなつか
しいひと時をお楽しみください。
■開催日時 ： 11月3日（水・祝）　11：30～12：30
■会場 ： 牧コミュニティプラザ
　　　　〒943-0634 上越市牧区田島705-10
■主催 ： 牧文化協会　☎080-5671-4624
　　　　✉n-o-r-i.water.07@ezweb.ne.jp
■備考 ： 駐車場／50台

⑲ 第26回 芳墨会墨画展
「芳墨会墨画展」は毎年開催し
ており、今回で26回目を迎えます。
入門1年目の人から26年目の

人の作品まで、100点余りの作品
を展示します。
風景、花、実、生き物など個性あ

る作品をご覧ください。
作品に対するアドバイス、感想

なども気軽にお寄せ下さい。
■開催日時 ： 11月4日㈭～8日㈪　10：00～17：00 （4日㈭は13：00から、8日㈪は16：00まで）
■会場 ： ミュゼ雪小町
　　　　〒943-0832 上越市本町5-4-5 あすとぴあ高田5階
■主催 ： 芳墨会　☎090-2764-6434（代表 ： 笹川）
　　　　✉katu1304@peach.ocn.ne.jp
■備考 ： 駐車場／85台

㉒ 中郷区文化祭
「音楽芸能の広場」では、はーと
ぴあ中郷の大ホールで演奏会を
開催します。
また、「みんなの作品展」では、
新聞ちぎり絵、絵画など、地域の
方が作ったユーモアあふれる作品
を展示します。

■開催日時 ： 11月6日㈯～7日㈰　9：00～17：00（7日㈰は16：00まで）
■会場 ： はーとぴあ中郷
　　　　〒949-2304 上越市中郷区二本木1763
■主催 ： 中郷区生涯学習フェスティバル実行委員会　☎0255-74-2338
■備考 ： 駐車場／262台

⑮ さんわ文化祭
コロナ感染防止対策を徹底し、
保育園児・小中学生や一般の皆さ
んが今年作成した作品の展示と、
いろいろな体験学習コーナーを
中心とした「さんわ文化祭」を開催
します。皆様のお越しをお待ちし
ております。

■開催日時 ： 10月30日㈯～31日㈰　9：30～15：00
■会場 ： 三和体育館 
　　　　〒943-0311 上越市三和区島倉2382-3
■主催 ： NPO法人 三和区振興会　☎025-529-2345
　　　　✉sinkou38@joetsu.jp
■備考 ： 駐車場／100台

⑱ 星の文化祭
市民から募集した宇宙に関する

作品展示や星のふるさと館で実
施した1年間の活動などを紹介す
る催しです。
館内のプラネタリウムでは、今

年度から誕生日や記念日などの星
空を上映する「あなただけのプラ
ネタリウム-あの日の星空が見た
い」を実施しています。
■開催日時 ： 11月3日（水・祝）～15日㈪　10：00～17：00
■会場 ： 上越清里星のふるさと館
　　　　〒943-0531 上越市清里区青柳3436-2
■主催 ： 上越清里星のふるさと館　☎025-528-7227
■備考 ： 料金／入館のみ…一般460円、小中学生310円、
　　　　　　　プラネタリウム込み…一般620円、小中学生410円、駐車場／40台

⑬ 第6回 手作りの小さな文化祭
日頃文化活動に取り組んでいる
個人や団体、公民館事業の作品展
示を行います。
様々な作品を鑑賞し、芸術の秋

を楽しみながら、新たな趣味・学び
のきっかけづくりをしませんか？
お気軽にお越しください！

■開催日時 ： 10月24日㈰　10：00～15：00
■会場 ： 浦川原地区公民館
　　　　〒942-0393 上越市浦川原区釜淵5
■主催 ： 手作りの小さな文化祭実行委員会　☎025-599-2940
■備考 ： 駐車場／30台

⑦ たかだ花ロードウィーク
開催期間中は、花とアート作品
が街を鮮やかに彩ります。
このほか、花をテーマにした俳
句の展示、秋のオープンガーデン
や高田本町ストリートピアノも同
時開催します。
上越市の秋のイベントとして定
着した「たかだ花ロードウィーク」
にぜひお越しください。
■開催日時 ： 9月18日㈯～23日（木・祝）
■会場 ： 上越市高田本町商店街及び周辺
■主催 ： 城下町高田花ロード実行委員会　☎025-523-2517
■備考 ： 駐車場／あり （※高田本町商店街の有料駐車場利用可）

⑭ くびき文化祭
園児や生徒の音楽発表で始ま

り、くびき文化協会やくびきス
ポーツクラブをはじめとする区内
の各団体、サークルによる詩吟、
舞踊、朗読、合唱、笑いヨガなどの
発表と菊花、書画、絵画、写真、絵
手紙などの作品展示を行います。
一部で制作体験もでき、盛りだく
さんの内容となっています。くび
きの文化の高さを感じるイベント
です。
■開催日時 ： 10月30日㈯～31日㈰　9：00～16：15
■会場 ： ユートピアくびき希望館
　　　　〒942-0127 上越市頸城区百間町716
■主催 ： くびき文化祭実行委員会　☎025-530-2066
　　　　✉Kubiki.s@ninus.ocn.ne.jp
■備考 ： 駐車場／180台

⑧ 市制施行50周年 第50回記念上越市美術展覧会
上越市美術展覧会（市展）は昭

和46年の第1回から始まり、令和3
年に節目となる第50回を迎えます。
例年開催している公募展覧会

に加え、今年度は第50回を記念し、
市展の審査員及び各部門運営委
員の作品を一堂に展覧する「第50
回記念企画特別展」を開催します。
ぜひご鑑賞ください。
■開催日時 ： 10月2日㈯～10日㈰　10：00～18：00 （10日㈰は16：00まで）
■会場・部門 ： ①高田城址公園オーレンプラザ　〒943-0835 上越市本城町８－１
 　（日本画、洋画・版画、彫刻・立体造形、工芸・グラフィックデザイン）
 ②ミュゼ雪小町　〒943-0832 上越市本町5-4-5 あすとぴあ高田5階
 　（書道、写真）
■主催 ： 上越市　☎025-545-9245（上越市教育委員会社会教育課） 
■備考 ： 駐車場／あり（一部有料）、特別展／市展会期中（会場：高田城址公園オーレンプラザ）

⑳ 板倉ふれあいまつり
板倉区内で活動するサークル

や団体が、一堂に会し地域を盛り
上げるお祭りです。
さまざまなジャンルの作品展示

を行いますので、芸術の秋のひと
ときをお楽しみください。

■開催日時 ： 11月上旬
■会場 ： 板倉農村環境改善センター ほか
　　　　〒944-0131 上越市板倉区針986
■主催 ： 板倉ふれあいまつり実行委員会　☎0255-78-4905
　　　　✉i-shinko@joetsu.ne.jp
■備考 ： 駐車場／100台
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