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ごあいさつ
　「地域のみんなでつくる文化の祭り～座光寺地域文化祭」を、「文化と歴史の薫る心豊かに暮らせる麻績の里座光寺」
づくりに向かって開催いたします。多くの地域の皆さんの参加によって開催できますことに感謝申し上げます。
　文化祭の内容は、地域で活動されている皆さんの一年間の成果発表「展示」「芸能発表会」、小中高生の皆さんやプロ
奏者の演奏による「ふるさとコンサート」、“活かそうふるさとの宝～地域を元気にするために今何ができるか～”をテーマ
に意見交換する「地域づくりフォーラム」、飯田古墳群と高岡古墳の「特別展」、住民の皆さんの交流会「中夜祭」、いろい
ろな体験・講座、売店・バザー・販売等 、々彩り豊かになっています。
　大勢の皆さんに足を運んでいただき、今年度の活動を振り返り認め合って、座光寺地域の文化度を高めるとともにつな
がりを深めていただければ幸いです。

座光寺地域文化祭実行委員長　塩 澤 哲 夫 
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会場：座光寺公民館・麻績の館
　　　麻績会館・竹田人形館
会会会会会会会会会会会会会会会会会会会場場場場場場場場場場場場：：：：：：座座座座座座座座座座座座座座光光光光光光光光光光光寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺公公公公公公公公公公公公公民民民民民民民民民民館館館館館館館館館館館館・・・・・麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻績績績績績績績績績績ののののののののの館館館館館館館館館館館
　　　麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻績績績績績績績績績績績会会会会会会会会会会会会会館館館館館館館館館館館・・・・・・・竹竹竹竹竹竹竹竹竹竹竹竹竹竹竹竹竹田田田田田田田田田人人人人人人人人人人人人人人人形形形形形形形形形形形形形館館館館館館館館館館
会場：座光寺公民館・麻績の館
　　　麻績会館・竹田人形館2月6日（土）２月7日（日）月月月月月月月月月月月月月月月月 日日日日日（（（（（（（（（（（（（日日日日日）））））））））））））月月月月月月月月月月月 日日日日（（（（（（（（（（（（土土土土土土土土土土土土土土土土土））））））））））））2月6日（土）２月7日（日）
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座光寺地域文化祭座光寺地域文化祭座光寺地域文化祭

※文化祭本部は公民館松の間です。※文化祭本部は公民館松の間です。

飯田下伊那で活躍する女性三味線チーム 和心三味線「弦」の皆さんによる演奏です。
座光寺小学校金管バンド、高陵中学校吹奏楽部、飯田女子高等学校吹奏楽クラブの演奏もあります。
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座光寺小学校金管バンド、高陵中学校吹奏楽部、飯田女子高等学校吹奏楽クラブの演奏もあります。

風越高校書道部の１・２年生のみなさんによる書道パフォーマンスです。音楽に合わせて、座光寺をテーマにし
た書を大きな紙に表現します！！
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●地域づくりフォーラム

●風越高校書道部パフォーマンス

た書を大きな紙に表現します！！

●風越高校書道部パフォーマンス

昨年に引き続き、飯田女子高等学校がふるさとコンサートや芸能発表会に参加します。
●飯田女子高等学校の参加

●座光寺小4年元気組・竹田人形座竹の子会特別企画
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人形劇まつりにも出演した、座光寺小4年元気組と竹田人形座竹の子会の皆さんによる糸操り人形劇公演
座光寺小4年元気組　10:00～10:30　演目：うらしま太郎の大ぼうけん
竹田人形座竹の子会　1回目　11:00～11:30　2回目　14:00～14:30
　　　　　　　　　　演目：三番叟／都獅子／フレンチカンカン／子どもの夢／体験コーナー（観劇無料）

テーマ「活かそう！ふるさとの宝 ～地域を元気にするために、今何ができるか～」
３つの分科会で話題提供と意見交換をし、その後全体会を行います。地域のこれからに向けて、今どんなこと
を考え、どんなことに取り組んでいるのかを知り、「何ができるか」「自分もこんなことができるかも！」と考え
る機会にしましょう。大勢のご参加をお待ちしています！
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テーマ「活かそう！ふるさとの宝 ～地域を元気にするために、今何ができるか～」
３つの分科会で話題提供と意見交換をし、その後全体会を行います。地域のこれからに向けて、今どんなこと
を考え、どんなことに取り組んでいるのかを知り、「何ができるか」「自分もこんなことができるかも！」と考え
る機会にしましょう。大勢のご参加をお待ちしています！
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9:00～9:30５年１組…「お米作りと生き物のつながり」　
５年２組…「にんじんのひみつ」

小学校学習発表会
公民館大会議室

9:30～10:30
映像を交えた活動紹介や、活動に参加してくれた子ども達の
作文や絵画の表彰式を行います。

水辺の広場委員会活動報告
水辺の広場大賞表彰式
公民館大会議室

9:30～11:30地元座光寺産のもち米をつかったもちつき体験。臼と杵で
昔ながらのもちつきを行うよ。＜無料・なくなり次第終了＞

もちつき体験
公民館前駐車場

10:00～14:00毎年大好評のバザー
収益金は地域福祉向上のために使われます

福祉バザー
麻績の館練習室１・２・工房

座光寺小４年元気組
10:00～10:30
竹の子会1回目
11:00～11:30
竹の子会2回目
14:00～14:30

人形劇まつりでも出演した座光寺小４年元気組の公演
演目：うらしま太郎の大ぼうけん
竹田人形座竹の子会の皆さんの糸操り人形劇公演（2回公演）
演目：三番叟／都獅子／フレンチカンカン／子どもの夢/
体験コーナー　＜観劇無料＞ 

座光寺小４年元気組、竹田
人形座竹の子会特別公演

竹田人形館

11:00～12:00風越高校書道部の１・２年生による書道パフォーマンスです！
音楽に合わせて、座光寺をテーマにした書を大きな紙に表現します！

風越高校書道部パフォーマンス
公民館大会議室

11:00～14:00交通安全協会よりドライバー適正診断ができるチャレンジ号が
やってきます！

チャレンジ号体験
公民館前駐車場

11:00～14:00公民館女性委員の会が、座光寺の味「みそか汁」を振舞います！　　
　　　＜無料・なくなり次第終了＞

「みそか汁」無料提供
公民館１階ロビー

13:00～15:00
健康運動指導士が足裏をコピーし、歩き方のアドバイスをしてく
れます。乳がんの触診体験もできます！体験した方には生活用品
プレゼント！＜無料・申込不要＞

足裏コピー・乳がん触診体験
麻績の館和室

13:00～14:30恒川官衙遺跡保存活用計画についての説明と講演会
恒川官衙遺跡保存活用計画
についての説明・講演会

公民館大会議室

15:00～17:30
テーマ「活かそう！ふるさとの宝 」
～地域を元気にするために、今何ができるか～
３つの分野に分かれての分科会で事例発表と意見交換を行い、
その後全大会を行います。

地域づくりフォーラム
公民館大会議室

18:00～18:30
地域の中で温かな心の種をまいた個人や団体、地域のことを
思って活動している個人や団体を紹介し表彰します。

麻績の里地域づくり
種まき大賞授賞式

公民館大会議室

18:30～20:30住民交流会（参加費500円）
★どなたでも参加できます★

中　夜　祭
公民館大会議室

▼

2
月
６
日（
土
）
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9:00～12:00
今年度は、座光寺小学校金管バンド、高陵中学校吹奏楽部、飯田
女子高等学校吹奏楽クラブ、女性三味線チーム和心三味線「弦」
の皆さんの演奏です。ぜひお越しください！＜入場無料＞

ふるさとコンサート
公民館大会議室

13:00～16:00地域で活動しているグループの成果発表に是非お越しください。
裏面に発表団体と順番が掲載されています。＜入場無料＞

芸能発表会
公民館大会議室

9:00～16:00ニュースポーツ（囲碁ボールなど）の展示と体験。
 みんなでニュースポーツを知り、楽しみましょう！

ニュースポーツの展示と体験
麻績の館人形劇ホール

▼

2
月
7
日（
日
）



団　体　名内　　容展示場所

健康福祉委員会いきいき広場の作品及び活動写真展示
視聴覚室

食生活改善推進協議会物資販売
池坊生花

竹の間
三村　直美トールペイント、フラワーアレンジメント、ポーセラーツ
公民館健全育成部麻績の里体験学校のまとめ

１階廊下
2000年浪漫の郷委員会恒川官衙遺跡パネル展
水辺の広場委員会水辺体験の絵と写真展、ＤＶＤ上映

赤石の間 高陵ジュニアミニバスケットボールクラブクラブ紹介
麻績の里ふるさと応援倶楽部活動状況の記録写真展示
環境衛生委員会環境衛生啓発の展示2階フロア
いきいき大学水墨画部水墨画展

麻績の間１・２
高岡歌笑会手芸等の作品展示
なごやかグループ、土ねりグループ（陶芸）陶芸作品展示
池田　幸子パッチワーク作品
久保田修子押し花展

麻績会館
練習室

切り絵同好会切り絵作品展示
フォト麻績写真展示
飯田市歴史研究所建築史ゼミ座光寺地区街並み調査と今後の提案
座光寺保育園壁かざり、陶芸作品

麻績の館
人形劇ホール

座光寺児童センター作品展示
座光寺小学校絵、習字、切り絵、校長先生写真展示
高陵中学校習字作品
歴史に学び地域をたずねる会座光寺の写真展竹田人形館

17161514131211109企　画

9:00～16:00
「国史跡指定申請をされた飯田古墳群」と「座光寺現存古墳群」に
関する写真などの展示

「国史跡指定申請された飯田古墳群」
と「座光寺現存古墳」展
麻績史料館（麻績会館２階）

1日目 ▼９:00～16:00
2日目 ▼９:00～12:00

家庭から排出されるごみや資源リサイクルで回収しているごみ

は、何に再利用されているのかな？クイズに答えて景品をゲッ

トしよう★（景品には限りがありますのでご了承ください）

ごみ再利用クイズ
公民館２階ロビー

9:00～16:00公民館・麻績の館・麻績会館・竹田人形館各種展示

9:00～16:00公民館・壮年団ＯＢによる屋台
（ラーメン・フランク・五平餅・もつ煮込み など）

屋台・出店
公民館入口前

9:00～16:00文化祭期間中 入場無料竹田人形館

古本市（無料）開催／絵本の読み聞かせ（随時）開催   　　１日目 ▼ 10:00～17:00
2日目 ▼ ９:00～16:00図　書　館

▼

両 
日

▼

展 
示



●2日目は運行時間、巡回順が変わります。注意してください。
●乗降場所の時間は目安です。交通事情により時間のずれが生じますので時間には余裕を
持ってお越しください。

●運行は行き帰りは問いません。乗降される方は途中乗降も可能ですので、手を挙げてお
知らせください。

●（停）は、路線バス、乗り合いタクシーの停留所を示します。

２月７日（日）【2日目】２月６日（土）【1日目】
〈公民館→下段回り→公民館経由→上段回り→公民館〉〈公民館→上段回り→公民館経由→下段回り→公民館〉

第５便第４便第３便第２便第１便降　車　場　所第６便第５便第４便第３便第２便第１便乗　車　場　所

16：1013：3011：009：308：00座光寺公民館（発）17：4517：0014：2012：2010：208：20座光寺公民館（発）

16：1513：3511：059：358：05旧ダイエーパチンコ前17：5017：0514：2512：2510：258：25あすみが丘前

ダイソー前宮崎（停）

ツノダ前大門原（停）

16：2013：4011：109：408：10高岡（停）座光寺原（停）

大島川交差点大堤団地入口（停）

座光寺消防署前17：5517：1014：3012：3010：308：30大堤団地（停）（公園前）

ヤマト運輸前松林（停）

16：2513：4511：159：458：15２区会所半ノ木（停）

欠野（停）水月庵（停）（万才会所）

七草団地（停）上野入口（宮澤農園下）

正泉寺（停）18：0017：1514：3512：3510：358：35旧工業高校校門前

愛建工業元善光寺駅前（停）

16：3013：5011：209：508：20座光寺公民館（経由）
元善光寺入口（停）

18：0517：2014：4012：4010：408：40座光寺公民館（経由）
元善光寺入口（停）

元善光寺駅前（停）18：1017：2514：4512：4510：458：45愛建工業

16：3513：5511：259：558：25旧工業高校校門前正泉寺（停）

上野入口（宮澤農園下）七草団地（停）

水月庵（停）（万才会所）欠野（停）

半ノ木（停）18：1517：3014：5012：5010：508：50２区会所

松林（停）ヤマト運輸前

16：4014：0011：3010：008：30大堤団地（停）（公園前）座光寺消防署前

大堤団地入口（停）大島川交差点

座光寺原（停）18：2017：3514：5512：5510：558：55高岡（停）

大門原（停）ツノダ前

宮崎（停）ダイソー前

16：4514：0511：3510：058：35あすみが丘前旧ダイエーパチンコ前

16：5014：1011：4010：108：40座光寺公民館（着）18：2517：4015：0013：0011：009：00座光寺公民館（着）

文化祭巡回バス
運行表（無料）
文化祭巡回バス
運行表（無料）
文化祭巡回バス
運行表（無料）

内　容演　　　　目団　体　名順番

筝合奏①EMOTION～ときめき～　②編曲　砧飯田女子高等学校邦楽クラブ１

合唱①歌の町　②若者たち　③気球にのってどこまでもゆりかご会２

ギターマンドリン
アンサンブル及び弾き語り①いのちの名前　②じょいふる　他1曲飯田女子高等学校

　　ギターマンドリンクラブ３

健康体操①オレオレサンバ　②血液ガタガタたぬきばやしの会４

コーラス①時の旅人　②ＹＥＬＬ（エール）コーラスおたまじゃくし５

大正琴演奏①学生時代　②オリーブの首飾り　③丘を越えてつくしんぼ６

日本舞踊①叱られて　②藤娘　③吾妻八景日本舞踊　西川流　そ乃春会７

ハーモニカ演奏①花　②かあさんの歌　③あざみの歌麻績ハーモニカクラブ８

詩吟入歌謡曲“白虎隊”①白虎隊（歌謡入）飯田下伊那岳風会
　　　　　座光寺詩吟クラブ９

フラダンス①カワイ・レフア・アアラカ・ホヌア　他3曲フラ・レフア１０

コーラス①この地球のどこかで　②糸　③走る川コール・ブリランテ１１


