
催し物情報

ＪＡうつのみや上三川地区農業祭第55回上三川町文化祭

▼日時＝11月10日(日)午前9時～午後2時30分

▼場所＝ＪＡうつのみや上三川営農経済センター

▼問い合わせ先＝

　ＪＡうつのみや上三川地区農業祭実行委員会

　　 ０２８５（５５）１５１５☎

☎ 53

☎ 53

☎ 56 56

令和2年成人式は1月12日の日曜日

　令和2年上三川町成人式を次のとおり開催し

ます。

▼日時＝令和2(2020)年1月12日(日)

　　　　受付：午前9時～　開式：午前10時～

▼会場＝上三川小学校体育館

▼対象者＝平成11年4月2日から平成12年4月1日

　　　　　までに生まれた方

▼その他＝町内在住(令和元年10月1日時点で町内

に住民登録している方)の新成人の皆様には、10

月中に案内状をお送りします。10月中に届かない

場合は、生涯学習課までご連絡ください。

　また、町外の方、新たに転入された方や転出

された方もご参加できますので、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。

　なお、案内状は式当日にご持参ください。

▼問い合わせ先＝
　生涯学習課　生涯学習係　　　　９１５９

▼日時＝10月19日(土)午前10時～午後3時

▼場所＝みぶハイウェーパーク

　　　　(下都賀郡壬生町大字国谷1870-2)

内容＝栃木県内の若手農家による農産物や加工

品の販売を行います。これからの地元農業を支

えていく青年との交流を通して、消費者にとち

ぎの農産物の良さをＰＲします。

【上三川町４Ｈクラブ出品物】

・トマト(上野俊介さん)

・干し芋、かんぴょう(石﨑有祐さん)

・にら(鶴見肇さん)　他

▼問い合わせ先＝
　栃木県農政部　経営技術課技術指導班
　　 ０２８（６２３）２３２２☎

☎ 56

第12回有機農業推進フェア

▼日時＝11月17日(日)午前9時30分～午後4時

▼場所＝上三川いきいきプラザ

▼内容＝スローガン：食と環境の安全のために

－会場まるごとオーガニック！－

［午前］約20団体による有機農産物・加工品の即

売と青空オーガニック食堂、学校給食の映画会

［午後］学校給食を考える講演会と討論会

▼問い合わせ先＝
　かみのかわ有機農業推進協議会
　     １１３３(NPO法人民間稲作研究所内)

ふれあい市

▼日時＝10月20日(日)午前9時～午後1時

▼場所＝上三川いきいきプラザ多目的広場

　　　　(小雨決行・雨天中止)

【出店者募集中】

　商店の方だけでなく、農家(野菜の販売など)

や一般の方(フリーマーケットなど)の参加も大

歓迎です。

▼問い合わせ先＝
　上三川町ふれあい朝市実行委員会
　　　　２２０６　　　　０７１１

県央浄化センター施設公開デー

▼日時＝11月2日(土)

　午前9時30分～11時30分

▼場所＝県央浄化センター

　　　　(上三川町大字多功1159)

▼内容＝下水道施設案内、大道芸、下水道クイ

ズ、ポップコーン配布など

▼問い合わせ先＝
　県央浄化センター　　　　６１０４

開催期日　◆10月18日(金)～20日(日)　午前9時～午後4時(最終日は午後3時まで)
開 幕 式　◆日時/10月18日(金)午前10時開始　◆会場/中央公民館大ホール
　　　　　◆アトラクション/午前10時40分～　ファッションショー（手作りきもののリメイク・手作り洋服の発表会）
□中央公民館
　大洗町交流ステージ

　ステージ

更生保護女性会

合唱・和太鼓

音楽祭
四つ竹健康踊り
芸能・舞踊祭
ダンスパ－ティ
歌謡祭

パッチワーク展
ふくべ細工展
陶芸展
七宝焼展
絵手紙展
手作り工房布遊び
文芸展
消費者友の会
生活研究グループ
ハンジ工芸
吊し雛愛好会
吉澤章折り紙展
自由展示コーナー
上神主・茂原官衙遺跡パネル展
国体PRブース

町内のパッチワーク団体の作品約70点を展示、販売
干瓢ふくべ細工作品約30点を展示　ブローチや置物の販売
陶芸作品約30点を展示　手作り陶芸作品約300点を販売
七宝焼作品約20点を展示　小物を販売
絵手紙作品約300点を展示　絵手紙体験コーナーあり
手作り洋服など約10点を展示
俳句・短歌・詩などの文芸作品約23点を展示
活動写真の展示　啓発チラシの配布
地産地消料理の紹介や食材の説明　食育パネルの展示
韓国の伝統工芸など約30点を展示、販売　土日は体験コーナーあり
吊し雛飾りなど約20点を展示
町出身の世界的折り紙作家である吉澤章氏の作品を展示します。
日光彫りやひょうたん細工など一般参加者による作品展など
町内唯一の国指定史跡上神主・茂原官衙遺跡のパネル展
2022年に開催される“いちご一会とちぎ国体”のPR展

19日(土)午前9時～11時30分
19日(土)午後0時30分～1時
19日(土)午後1時～4時
19日(土)午後7時～9時
20日(日)午前9時～午後3時

書道展
美術展
写真展
文化財展
小中学生作品展
書籍販売

書道作品約40点を展示
油彩画、水彩画など約30点を展示
写真愛好家による作品約30点を展示
「町の名木・古木」をテーマに写真パネルなど約20点を展示
小中学校の児童生徒の作品(図画・書道)展
『上三川町史』『伝説と民話』などの町の歴史に関連する書籍を販売

合唱・大正琴等の発表
四つ竹健康踊りの発表
民謡・舞踊愛好者の発表
社交ダンスパーティの開催
歌謡曲の発表

19日(土)午前11時30分～正午
友好都市である大洗町の芸術文化
協議会による交流ステージ

18日(金)～19日(土)
午前9時～午後2時30分

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 18日(金)～19日(土)
午前10時30分～午後2時

手打ちそばの実演
手打ちたぬきそばの販売

囲碁大会 19日(土)午前9時00分～午後3時

消費者友の会 20日(日)午前9時30分～午後2時 やきそば・フランクフルトの販売

茶　道 茶会を開催(一服300円)
20日(日)午前10時～午後2時25分　全8回(1回約25分) 

華道展 町内各流派による作品約25点を展示

※18日（金）、19日（土）は中央公民館に手話通訳者がおります。

当日午前9時までに受付
参加料500円　参加賞あり

工房つばさ 18日(金)～20日(日)
午前11時30分～売り切れ次第終了 手作りパンの販売

　販売・イベント

　展示

　展示

□体育センター武道場
　展示

□いきいきプラザ大会議室
　イベント

フレッシュファーマーズ
マルシェ2019

▼問い合わせ先＝文化祭運営委員会事務局　☎　 ９１５９56

第12回有機農業推進フェア
▼日時＝11月17日(日)午前9時30分～午後4時

▼場所＝上三川いきいきプラザ

▼内容＝スローガン：食と環境の安全のために－会場まるごとオーガニック！－

［午前］約20団体による有機農産物・加工品の即売と青空オーガニック食堂、学校給食の映画会

［午後］学校給食を考える講演会と討論会

▼問い合わせ先＝

　かみのかわ有機農業推進協議会

　℡53１１３３(NPO法人民間稲作研究所内)
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