
令和３年度

１０/１６(土)～１１/７(日) 三春交流館「まほら」

主催：三春町・三春町教育委員会・三春町文化団体連絡協議会

実施機関：三春町文化祭実行委員会（下記参加団体）

※新型コロナウイルス感染症の影響により、内容は変更となる場合があります。

①白清会 花展

②第51回三春町高齢者作品展示会

③第33回フォトクラブ舞鶴写真展

④第43回三春美術展

⑤「安里窯」と仲間たち展

⑥数楽カフェ（in 三春）

⑦三春町婦人会 作品展

⑧三春町産業PRコーナー

⑨福島県立田村高等学校吹奏楽部

第46回定期演奏会

⑩神道流吟詠会 詩吟の発表会

⑪福島県立田村高等学校合唱部

第46回定期演奏会

⑮パッチワークあじさいの会

⑯NPO法人かたつむり・でんでんむ

し・いちご作品展

⑰人権擁護委員

⑱行政相談委員

⑲三春遊墨会

⑳編物サークル 毛糸の国からようこそ

㉑歴史民俗資料館友の会 活動の発表

⑫三春おやこ劇場 鑑賞会+活動紹介など

⑬三春俳句会 文化祭参加俳句大会

⑭歴史民俗資料館 まが玉作り体験

スケジュール（詳細は中面をご覧ください）
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※感染症対策にご協力をお願いします。

○マスク着用 ○受付名簿への記入

○来場時の検温 ○混雑時の入場制限 等

十分な距離の確保接触確認アプリの活用
１１月個別展示 発 表 体 験 合同展示
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※各団体のイベントの詳細については実施団体へ直接お問い合わせください。

⑦【問合せ】三春交流館「まほら」

電話：0247-62-3837



①白清会

「池坊・小原・龍生 合同で催す花展」

季節の花をそれぞれの個性で表現し、

展示いたします。ミニ花コーナーは

身近な物を使って誰でもできる

作品を作ってみました。

10/16(土) 9:30～16:00

10/17(日) 9:30～16:00

会場：小ホール

②老人クラブ連合会

「第51回三春町高齢者作品展示会」

老人クラブ連合会会員、シルバー人材

センター会員、町内の 60歳以上の

方々から作品募集し、展示会を催します。

10/19(火) 13:00～16:00

10/20(水) 9:00～16:00

10/21(木) 9:00～12:00

会場：ホワイエ・小ホール

③フォトクラブ舞鶴

「第33回フォトクラブ舞鶴写真展」

一年間の写真活動の中から会員が

自ら選んだ自然風景や心象風景、

スナップ等の作品約60点を

展示いたします。

10/22(金) 9:00～17:00

10/23(土) 9:00～17:00

10/24(日) 9:00～16:00

会場：小ホール

④三春美術協会

「第43回三春美術展」

三春美術協会員の作品を展示します。

新しく「小さな絵」のコーナーを

作りました。小さな絵の美しさを

味わっていただきたいと思います。

10/22(金) 9:00～16:00

10/23(土) 9:00～16:00

10/24(日) 9:00～16:00

会場：ホワイエ

⑤安里窯

「安里窯と仲間たち展」

旧狐田分校の「安里窯」で作陶する、

安里・あずさ・陶芸教室の皆さんの

やきものを展示します。

是非見てください！

10/22(金) 9:00～20:30

10/23(土) 9:00～20:30

10/24(日) 9:00～18:00

会場：学習室C・D（２階）

⑥数楽カフェ（in 三春）

「数と形の美しい出会い」

「紙を折る」１枚の紙～

幾つかの簡単なユニットの

組み合わせで、不思議で美しい形へ

⇒数学的な面白さの発見があるかも…

10/30(土) 9:00～16:00

10/31(日) 9:00～15:00

会場：小ホール

⑦三春町婦人会

「三春町婦人会作品展」

コロナ禍で会員が集合して製作活動が

できませんでしたが、各自が日頃丹精込めて

製作した手芸品等を、持ち寄って展示します。

11/3(水) 9:00～16:30

11/4(木) 9:00～15:00

会場：ホワイエ

⑧三春町産業課商工観光グループ

「三春町産業PRコーナー」

三春町の「商工業」、「観光」、

「農業」の紹介を中心とした

パネル展示を行います。

お楽しみ企画の実施も予定しています。

11/6(土) 9:00～16:00

11/7(日) 9:00～16:00

会場：小ホール、まほら駐車場



⑨田村高等学校吹奏楽部

「福島県立田村高等学校吹奏楽部 第46回定期演奏会」

"Tutti"（＝みんなで）を合言葉に活動しています。

田高サウンドを楽しんでください。

10/17(日) 14:00～16:00（開場13:30）

会場：まほらホール

※入場整理券が必要です。（問合せ先：0247-62-2185）

⑩神道流吟詠会

「吟詠会 発表会」

日頃の練習を発表します。

10/26(火) 10:00～12:00

13:00～15:00

会場：小ホール

⑪田村高等学校合唱部

「福島県立田村高等学校合唱部 第46回定期演奏会」

日頃の練習の成果を披露します。本格的な合唱曲の

ほかにポップスも歌います。

10/31(日) 14:00～16:00（開場 13:30）

会場：まほらホール

※入場整理券が必要です。（問合せ先：0247-62-2185）

⑫三春おやこ劇場

「おみせやさんごっこ＋『日々文庫のよっちゃんと杜のおんがくたい

♪』の鑑賞会＋活動紹介」

使わなくなったおもちゃと文具の査定、鑑賞会、

こま体験のポイント券でおかいもの！

係の仕事は子ども達が行います。

※定員40名。

10/31(日) 9:40～12:00

会場：ホワイエ

⑬三春俳句会

「文化祭参加俳句大会」

午前中、町内を吟行し、午後に句会を行います。

高点句を表彰します。どなたでもお気軽に

ご参加ください。

11/5(金) 10:00～15:00

会場：学習室C・D（２階）

⑭歴史民俗資料館

「古代のアクセサリー まが玉作り体験」

石を削って磨いて、自分だけの

ピカピカのアクセサリーを

作ってみませんか。子どもから

大人まで、お気軽にご参加ください。

※事前予約制。材料費200円。（問合せ先：0247-62-5263）

11/5(金) 9:00～16:00

11/6(土) 9:00～16:00

11/7(日) 9:00～16:00

会場：ホワイエ



https://www.town.miharu.fukushima.jp/site/mahora/

１１／５（金）・６（土）・７（日） ９：００～１６：００ 会場：ホワイエ

⑮パッチワークあじさいの会

「パッチワークあじさいの会 作品展示」

四季折々のタペストリーやバッグ、

小物等を展示します。

あじさいの会では会員募集中です。

一緒にパッチワークを楽しみませんか。

⑯NPO法人かたつむり・でんでんむし・いちご

「NPO法人かたつむり・でんでんむし・

いちご作品展」

でんでんむしでは革製品の

展示・販売、豆かりんとう・

クッキーの販売を行います。

いちごでは壁画等の展示を行います。

⑰人権擁護委員

「三春町立小中学校「人権の花運動」写真展」

人権の花運動の活動写真を展示します。

また、人権擁護委員によるぬり絵等の

啓発活動もあわせて実施します。

⑱行政相談委員

「行政相談啓発活動」

行政相談委員による、行政相談の

啓発活動を実施します。

⑲三春遊墨会

「第３回三春遊墨会書画展」

今回は、大字・細字等の小作品や

水墨画に取り組みました。

楷書だけでなく、行草・篆書や

梵字にも挑戦しました。どうぞご覧ください。

⑳編物サークル

「毛糸の国からようこそ」

一枚一枚心をこめて編んだ作品の

展示です。素敵なひとときを

すごしてみませんか。

㉑歴史民俗資料館友の会

「活動の発表」

友の会の学習会の様子や

グループ活動時の写真を展示します。

また、各グループが制作した作品なども展示します。

合同展示

過去の様子


