
 

日 時  11 月 3 日（金・祝）  9 時～20 時 
     11 月 4 日（土）    9 時～20 時  
     11 月 5 日（日）    9 時～16 時  
会 場  上富良野町社会教育総合センター アリーナ・ラウンジ・小集会室  
 

主事業 

 ○総合展示（～11/5）  
  町民作品、幼児・児童生徒作品、放課後子ども事業作品、上中美術部、上中書道部、いしずえ 

  大学書道部、ケアハウスかみふらの、デイサービスセンター(かみふらの・かみん)、デイサポー 

  トかみふらの、ふくしん、NPOなないろニカラ、NPOたんぽぽの会、文化連盟、菊花盆栽展、 

  建築士会住宅パネル展、未来の上富良野 小学生絵画（作文）コンクール 等 

 ○表彰式（11/3）          ○小さな音楽会（11/5） 
   上富良野町及び教育委員会表彰者への授与  楽器演奏やコーラスなどの音楽会 

 ○少年の主張発表（11/3）      ○郷土館特別展示（～11/5） 
   上川地区大会出場者による発表       開拓の歴史展、ふるさと紙芝居創作展 

 ○芸能発表（11/3）         ○後藤純男美術館特別展示（～11/5） 
   町文化連盟加盟の芸能団体による発表    後藤純男美術館特別協賛による展示 

 ○フリーマーケット（11/4）     ○㈱マツオ寄贈美術品展示（～11/5） 
   日用雑貨、衣類など 13店が出店      (株)マツオより寄贈された美術品展示 

 ○町民コンサート（11/4） 
   町内各音楽団体、小学校によるコンサート 
 
 

協賛事業 
 ○体験コーナー（11/3）     芸術・文化の秋。文化に触れて体験しよう 

 ○町民ダンスの集い（11/4）   町内愛好者によるダンスの集い開催 

 ○三浦文学館朗読ライブ（11/4） 三浦文学館による『泥流地帯』の朗読ライブ 

 

 

特別事業      

 ○北海道舞台塾ふらの事業『二人の天使』（富良野塾ＯＢユニット公演 2017） 
  脚本家を目指すケンジと、ケンジを応援しながらも将来を不安に感じている恋人ヨウコ。二人は愛し合いながらも、 
  心のすれ違いからお互いを信じきれない毎日を送っている。 

   ある秋の夜。二人のアパートに、元住人で今は天使になるための見習い中の夫婦が現れ、煮え切らない二人にお 

  せっかいを焼くのだが、やることなすこと食い違い、若い二人の危機は深刻になるばかり。おまけにおせっかいを 

  焼くたびに、夫婦が天使になるための持ち点はどんどん減っていく。 

   若い二人の恋の行方は？そして、夫婦は果たして無事天使になって天国に行けるのか…？"  

   日 時 11月 10 日(金)   １８時３０分開演(18時開場) 

   会 場    保健福祉総合センターかみん 多目的ホール 

   鑑賞料    大人/800円(当日 1,000 円)  高校生以下/150 円  ※全席自由 

   前売券取扱社会教育総合センター(℡ 45-5511)上富良野町公民館(℡ 45-3158) 

    主催 北海道舞台塾ふらの実行委員会 

    共催 上富良野町公民館 後援 上富良野町総合文化祭実行委員会  

            

            

チケットをお買い求めください。 

 

１１月３日（金・祝） 
 

○上富良野町表彰式               ９：００～１０：００    アリーナ 

○平成 29 年度少年の主張代表者発表      １０：００（表彰式終了後）～ アリーナ 

○芸能発表（文化連盟＋特別ゲスト）      １１：００～１６：００    アリーナ 

○手作り石鹸無料配布（女性学級）       １０：００～（先着順）    ラウンジ 

○体験コーナー（無料）            １０：００～１５：００    ラウンジ 

 ・町民茶会（裏千家松浦）           
 ・書道体験（書道愛好会、いしずえ大学書道部） 
 ・七宝焼き（こまくさ会）           
○売店                    １０：００～１６：００    玄関ホール 

 （休憩所は、２階ラウンジをご利用ください）  
○総合展示                   ９：００～２０：００    アリーナ 

○郷土館特別展示                ９：００～２０：００    小集会室 

○後藤純男美術館特別展示            ９：００～２０：００    ラウンジ 

 
１１月４日（土） 
 
○フリーマーケット              １０：００～１５：００    ラウンジ 

○町民コンサート               １３：００～１５：３０    アリーナ 
○三浦綾子記念文学館 朗読ライブ       １１：００～１１：３０   ２階 視聴覚室 

                       １４：００～１４：３０    

○町民ダンスの集い              １８：００～２０：００    ラウンジ 

○売店                    １０：００～１６：００    玄関ホール 

 （休憩所は、２階ラウンジをご利用ください）  
○総合展示                   ９：００～２０：００    アリーナ 
○郷土館特別展示                ９：００～２０：００    小集会室 
○後藤純男美術館特別展示            ９：００～２０：００    ラウンジ 

 
１１月５日（日） 
 
○小さな音楽会                １４：００～１５：３０    ラウンジ 

○総合展示                   ９：００～１６：００    アリーナ 
○郷土館特別展示                ９：００～１６：００    小集会室 
○後藤純男美術館特別展示            ９：００～１６：００    ラウンジ 

 
  ◆ 皆さんのご来場お待ちしています。 
  ◆ 会場内に総合案内・プログラムを掲示しますので、ぜひご覧ください。 
 
  主催  上富良野町総合文化祭実行委員会 
  後援  上富良野町・ＪＡふらの上富良野支所・上富良野町商工会 
             

           

 



 

フリーマーケット 

 １１月４日（土）
開場時間  １０：００～１５：００

 会  場 ラウンジ
 見るだけでも価値あり。

 あなたのお値打ち品が見つかるかも！

町民ダンスの集い 

 １１月４日（土）
開場時間  １８：００～２０：００

 会  場 ラウンジ
 ダンス愛好者の憩いのひととき。

 ダンス愛好者が一堂に集い、ダンスを楽しみます。

 文化体験コーナー 

     ～お茶会、書道、七宝焼き～

 １１月３日（金・祝）
開場時間  １０：００～１５：００

 会  場 ラウンジ
 文化・芸術に触れていただくため、町文化連盟加盟団体の協力のもと、体験コーナーを開催します。

 ぜひ、お楽しみください。会員も、募集中!！

町民コンサート 

 １１月４日（土）
開場時間  １３：００～１５：３０

 会  場 アリーナ

  町内の学校、団体、サークルなどが日頃の活動成

 果を発表します。

  皆さんのご来場をお待ちしています。

総合展示 

１１月３日（金・祝）～１１月５日（日） 

開場時間 

 11月 3日（金・祝） ９：００～２０：００ 

 11月 4日（土）   ９：００～２０：００ 
 11月 5日（日）   ９：００～１６：００                                                    

会  場   アリーナ 

 毎年力作ばかりの作品展です。町民の皆さんが、日頃の 

さまざまな分野の活動の中で、心を込めて取り組み完成さ 

せた作品です。ぜひ、ご覧ください。 

小さな音楽会 

１１月５日（日） 

開場時間 １４：００～１５：３０  

会  場 ラウンジ 

 町民の皆さんが日頃練習している楽器演奏やコー 

ラスを特設ステージで発表します。 

 皆さんのご来場をお待ちしています。 

町表彰式 

１1 月 3 日（金・祝） 

開場時間 9：００～10：0０ 

会  場 アリーナ 

町の発展や地方自治の振興など、町に貢献 

された方の、表彰式が行われます。 

少年の主張 

１1 月 3 日（金・祝） 

時間１0時～（予定） 

会場 アリーナ 

「平成 29年度少年の 

主張上川地区大会」 
出場者による発表です。 

上富良野開基 120 年記念 

芸 能 発 表 

１1 月 3 日（金・祝） 
開場時間 １1：００～１６：００ 

会  場 アリーナ 

 町の文化振興推進を目指し、文化連盟芸能部が日頃の 

活動成果をステージで披露します。 

 また、今年は 120年記念として、菅野孝山親子３代、 

澤田順子、上富良野駐屯地音楽隊など特別ゲストを招い 

て開催します。皆さんのご来場をお待ちしています。 

三浦綾子文学館朗読ライブ 

    ミニシアター2017 

「十勝岳を仰ぐ町・復興への軌跡」 

  １１月４日（土）

   開場時間 第 1 回 11 時 00 分～（約 30 分）

       第 2 回 14 時 00 分～（約 30 分）

   会  場 ２階 視聴覚室
『泥流地帯』の朗読ライブを、映像と分かりやすい解説を 

交えながらお届けします。読んだ方はもちろん、本を読ん 

 だことのない方こそ、ぜひ観てほしい公演となっています。

  

郷土館特別展示 

 開拓の歴史展、ふるさと紙芝居創作展
 １１月３日（金・祝）～５日（日）

 開場時間 総合展示と同じ
 会  場 小集会室

  上富良野町の開拓の歴史に関する資料を展示します。

  また、開基 120年記念

 事業として、“読みきかせ

 会ムーミン”が現在制作中

 の紙芝居「十勝岳だいふん

か～未来へつなげよう～」を 

 一部展示します。


