催し物情報

第50回上三川町文化祭
◆日時／10月17日(金)午前10時開始
◆アトラクション／しらさぎ吹奏楽団

開幕式

◆会場／中央公民館大ホール

■中央公民館
大洗町交流ステージ
18日(土)午後1時〜1時40分

友好都市である大洗町の芸術文化協議会
による磯節、祭りばやしの発表。

17日(金)午前11時30分〜

大正琴愛好者による演奏発表。

17日(金)午後1時30分〜2時30分

四つ竹健康踊り(雅流)の発表。

囲碁大会

18日(土)午前9時〜午後4時

当日午前9時までに受付。

歌謡祭

18日(土)午前9時〜午後4時

カラオケ愛好者による歌謡曲の発表。

18日(土)午後7時〜9時

社交ダンスパーティの開催。

音楽祭

19日(日)午前8時30分〜11時30分

独唱・独奏・合唱・箏曲の発表。

芸能・舞踊祭

19日(日)午前11時30分〜午後3時

民謡・舞踊愛好者の発表。

更生保護女性会

17日(金)〜18日(土)午前9時〜午後3時

愛のバザー(日用品その他)の開催。
売り上げの一部を寄付。

しらさぎ蕎楽会

17日(金)〜19日(日)午前10時30分〜午後2時

手打ちたぬきそばの販売。

19日(日)

やきそば・フランクフルト等の販売。

磯節・祭りばやし

ステージ
大正琴
四つ竹健康踊り

ダンスパ−ティ

販売

消費者友の会

■体育センター
茶

10月17日(金)〜19日(日)午前9時〜午後4時(最終日午後2時まで)

道

茶会を開催(一服200円)。
18日(土)午前10時〜午後2時 全8回(1回約25分)

書道展

書道作品約50点を展示。

美術展

油彩画、水彩画、水墨画など約75点を展示。

小中学生作品展

小中学校の児童生徒の作品(図画・書道)展。

古文化展

町内の民間信仰祭礼をテーマに写真パネルなど約20点を展示。

華道展

町内各流派による作品約30点を展示。

パッチワーク展

パッチワーク作品約80点を展示、販売。

ふくべ細工展
陶芸展
七宝焼展
和紙人形展
絵手紙展
手作り工房布遊び
文芸展
上三川町観光協会
消費者友の会
生活研究グループ
ハンジ工芸
磯川にやすらぎの郷をつくる会
吊し雛愛好会

干瓢ふくべ細工作品約40点を展示、
販売。
陶芸作品約300点を展示、
販売。
七宝焼作品を展示、販売。
和紙人形作品約30点を展示。
絵手紙作品約300点を展示。18日(土)、19日(日)は体験コーナーあり(材料費50円)。
手作り洋服など約15点を展示。
川柳・俳句・短歌・詩歌など文芸作品約15点を展示。
町内の見どころをパネルで紹介。
活動写真の展示。啓発チラシの配布。
地産地消料理の展示。17日(金)、
18日(土)は赤飯、
五目ごはんを販売。
韓国の伝統工芸など約20点を展示、販売。18日(土）、19日(日)は体験コーナーあり。
活動写真の展示、販売。カワラノギクの種子をプレゼント。
吊し雛飾りなど約10点を展示。

▶問い合わせ先＝文化祭運営委員会事務局
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第32回かみのかわふる里祭り
稚児行列
▶日時＝11月9日(日) 午前10時〜
▶場所＝上三川通り〜城址公園通り
(白鷺神社から城址公園まで)
▶内容＝稚児行列おはやし連パレード
▶参加申込＝10月9日より受付を開始します。
(未就学児童、先着120名)
参加料2，500円を添えて直接商工会窓口で受け
付けしてください。
▶受付時間＝午前9時〜午後5時

お祭り広場
▶日時＝11月9日(日) 午前10時〜午後2時
▶場所＝上三川城址公園
▶内容＝楽しいイベントと模擬店多数
▶問い合わせ先＝かみのかわふる里祭り実行委員会
(上三川町商工会内)
56 2206

婚カツパーティー 出逢いのレシピ
〜本物の出逢いを求めて〜
▶日時＝11月3日(月) 午後1時〜5時
▶場所＝日産ゲストホール
(日産自動車(株)栃木工場敷地内)
▶参加資格＝25歳から45歳くらいの独身男女
▶募集人数＝男女各30名(先着順)
▶参加料＝男性5，000円、女性2，000円
(当日ご持参ください)
▶内容＝1対1トーク、
フリートーク等
▶申し込み＝上三川町商工会ホームページをご
利用になるか、上三川町商工会に来館し(代理
可)、専用の記入用紙にご記入の上、申し込みく
ださい。
※電話での申し込みはできませんのでご了承くだ
さい。
▶受付時間＝午前9時〜午後5時（土・日・祝日及び
正午〜午後1時を除く）
▶問い合わせ先＝上三川町商工会青年部
56 2206

今年も15%プレミアム付き
「上三川プレミアム商品券」が発売されます。
▶発売日＝10月26日(日) 午前10時〜午後2時
まで(無くなり次第終了)
▶場所＝上三川いきいきプラザ南側ロビー
▶対象＝小学生以上の町民で、
1人50，000円まで
▶使用範囲＝加盟店での商品の購入及び対価等の
支払い
▶使用期限＝発売日より平成27年3月8日(日)
▶問い合わせ先＝かみのかわサービスポイント
カード会(上三川町商工会内)
56 2206
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平成 年度
第 回﹁食育﹂交流会
〜もりもり 食べよう
かみのかわ〜

▼日 時＝ 月 日︵土︶
午前 時〜
▼場 所＝農村環境改善センター
及び市民農園
▼内 容＝
﹁収穫祭﹂
ｉｎかみのかわ
おにぎりとけんちん汁で食欲
の秋を実感する！
農園のさつまいも掘り体験
▼定 員＝ 名
▼参加費＝300円

▼問い合わせ先＝
郷土食を考える集い実行委員会
0755︵FAX兼︶
︵氏名・人数・連絡先をお知らせく
ださい︶
※当日の天候によって︑内容に変
更がある場合があります︒
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平成27年成人式は1月11日の日曜日
平成27年成人式を次のとおり開催いたします。
▶日時＝平成27年１月11日
（日）
受付：午前9時〜9時40分
式典：午前10時開始
▶会場＝上三川町体育センター
（上三川中学校南側）
▶新成人＝平成6年4月2日から平成7年4月1日までに
生まれた方
▶その他＝町内在住、町内の中学校を卒業された新成
人の皆様には、10月中に案内状をお送りします。10
月末までに届かない場合は、生涯学習課までご連絡
ください。
また、町外の方、転出された方も参加できますの
で、案内状を送付する都合上、事前に生涯学習課まで
ご連絡ください。
▶問い合わせ先＝生涯学習課 生涯学習係
56 9159

とちぎ 食と農
ふれあいフェア２０１４の開催
▶日

時＝10月25日(土)〜26日(日)
午前10時〜午後4時
▶場 所＝栃木県庁及び周辺施設
▶内 容＝「ふるさとの魅力再発見！とちぎブラン
ド大集合！」
各市町の自慢の地域ブランドの展示・試食・販
売、地域のこだわりのそばや釜戸炊きご飯の提
供、30周年を記念した過去のフェアの再現(牛の
丸焼き)、6次産業化成果品の展示・即売等や食育
に関する情報発信等。
▶問い合わせ先＝とちぎ 食と農 ふれあいフェア
実行委員会(事務局：栃木県農政部農村振興課)
028
（623）2333

県央浄化センター施設公開Ｄａｙ
▶日時＝11月1日(土) 午前10時〜11時30分
▶場所＝県央浄化センター(大字多功1159)
▶内容＝下水道探検、下水道資料展示、水質試験に
チャレンジ、中央監視室公開、下水道クイズなど
▶問い合わせ先＝県央浄化センター
53 6104
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「とちぎ元気グルメまつり」を
開催します。
県内各地の自慢のご当地グルメを一堂に集めた
「とちぎ元気グルメまつり THE FINAL in 真岡」
が
開催されます。
当日は県内の人気グルメの投票のほか、
県外の人
気グルメの出展や各種イベントなども行われます。
なお、
出店グルメや前売り食券販売取扱所、
「グル
メまつり専用駐車場」の場所など、詳しくは「とちぎ
元気グルメまつり THE FINAL in真岡」
公式ホーム
ページ
（http://www.tochigi-genkigourmet.jp/）
をご覧ください。
▶名称＝とちぎ元気グルメまつり
THE FINAL in 真岡
▶日時＝11月8日(土)〜9日(日)
午前10時〜午後4時
▶場所＝井頭公園(真岡市下籠谷99)
▶問い合わせ先＝とちぎ元気グルメまつり
THE FINAL in 真岡 事務局
(下野市新聞社営業局クロスメディア推進部)
028（625）5333
上三川町からはBQグルメ研究会の
「かみのかわ黒チャーハン」
が出展しますので、
ぜひ応援に来てください。

