
  生 涯 学 習 だ よ り問合せ　教育委員会社会教育課
　　　　☎２３―５００１

　　　　　　　余市文化協会の紹介　～文化の力で町を元気に！～
　余市文化協会は昭和５２年に設立され、現在は３２団体約５８０名の会員が所属し、町民の文化向上と普及
発展に寄与することを目的として幅広く活動しています。
【余市文化協会加盟団体一覧】 令和４年１１月現在

No 活動分野・内容 団　　 　体　　 　名 代　 表 　者 設　 　立
1 郷土歴史研究 余市郷土研究会 駒木根　恵蔵 昭和８年
2 絵画（油彩） 余市美術協会 横山　恭子 昭和 23 年
3 日本舞踊・歌謡 余市芸能文化研究会 児玉　康則 昭和 38 年
4 囲　碁 余市囲碁同好会 高瀬　　昇 昭和 45 年
5 写　真 余市写友会 市川　靖雄 昭和 47 年
6 俳　句 よいち俳句会 髙橋　恭子 昭和 48 年
7 詩　吟 小樽しりべし岳風会余市支部 大野　哲嗣 昭和 48 年
8 和太鼓 北海ソーラン太鼓保存会 小倉　　理 昭和 50 年
9 民　謡 余市民謡日の出会 宍戸　仙章 昭和 50 年
10 川　柳 余市川柳会 佐藤　多恵 昭和 50 年
11 カラオケ 余市カラオケ連合会 相内　憲治 昭和 56 年
12 鑑賞例会他 よいち子ども劇場 大塚　真理子 昭和 58 年
13 合　唱 余市混声合唱団 青山　由明 昭和 60 年
14 書　道 余市書道協会 古川　義一 昭和 61年
15 河川環境整備他 川は心のシンフォニーの会 大谷　　覚 平成 6年
16 バグパイプ演奏 余市パイピングソサエティ 新谷　邦夫 平成 2年
17 写　真 北海道写真協会余市支部 一戸　弘利 平成 9年
18 絵画（油彩） アトリエ麿乃會 穂井田日出麿 平成 10 年
19 大正琴 大正琴サークル琴友会 山口　路子 平成 3年
20 エッセイ 余市エッセイサークル 今野　英理子 平成 11年
21 麻　雀 余市麻雀連盟 坂本　利郎 平成７年
22 室内管弦楽 余市室内楽協会 牧野　時夫 平成元年
23 民　踊 余市ふるさと民踊会 渡部　　節 平成 10 年
24 菊花栽培 余市菊花同好会 葦本　紘治 昭和 36 年
25 自然観察 余市自然散策愛好会 中村　　昇 平成 17 年
26 フラダンス ハイビスカス余市フラサークル 川内　章子 平成 17 年
27 フラダンス プルメリア余市フラサークル 木村　亜希子 平成 23 年
28 絵画（水彩） 星のパレット 久保田　和枝 平成 13年
29 声　楽 グランパ 藤田　　繁 平成 26 年
30 雅　楽 余市雅楽会 大竹　直也 平成 25 年
31 日本舞踊 日舞サークル 高山　悦子 平成 27 年
32 合　唱 黒川女声コーラス 板谷　知子 令和元年

♦問い合わせ　余市文化協会事務局（中央公民館　☎２３－５００１）

　展示部門は、「文化活動紹介展」「秋輝展」が１０月１８日（火）から６日間、「菊花展」「文化作品展」が
１１月１日（火）から３日間中央公民館で開催され、訪れた人たちの目を楽しませてくれました。
 また、発表会部門では、１０月２３日（日）に「俳句大会（書面開催）」、１１月３日（木）に「短歌大会」
が開催されました。

文化祭「展示会」・「各種発表会」

▲余市美術協会 ▲よいち子ども劇場 ▲ペン字と書道サークル ▲紙粘土人形サークル

▲余市菊花同好会 ▲短歌サークル ▲楽しい毛糸手編みの会 ▲水彩画サークル「星のパレット」

【秋輝展】 【文化作品展】【文化活動紹介展】

【菊花展】 【短歌大会】

生 涯 学 習 だ よ り
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問合せ　図書館　☎２２ー６１４１
https://www.yoichi-lib-unet.ocn.ne.jp/
開館時間  午前10時～午後６時30分

図書館のすてきな窓

木曜映画会
　木曜映画会は毎週木曜日、こどもえいがかいは第1・
第３土曜日で、どちらも午後２時からの上映です。
１２日　小さいおうち（邦画）
１９日　インフェルノ（洋画）
２６日　舟を編む（邦画）

　 　 　 　
　７日　クレヨンしんちゃん　
　　　　　　　　伝説を呼ぶ　踊れ！アミーゴ
２１日　ピーターパン　

紅白本合戦
　歌合戦もいいけれど、図書館の紅白は「紅白本合
戦」！ ２０２２年に話題になった本を、紅白に分けて
展示します。紅白どちらも、甲乙つけがたいラインナッ
プ。勝敗をつけるのは、図書館に来てくれたあなたで
す！どちらの組から、年始のお供を選びますか？
　おうち時間が増える年始、あたたかい部屋でゆっく
り読書を楽しんでみてください。

図書館　開運みくじ
　新年最初のイベントは「図書館開運みくじ」です。
読めば運気が上がる…かもしれない本が書かれた、図
書館手作りのおみくじとなっています。
　本の貸出の際に引くことができますので､年明けも
ぜひたくさん借りに来てください。

つくってあそぼう～ふくわらいをつくろう～
　みんなで遊べる福笑いをつくります。
日　時　１月１３日（金）　１１時～
対　象　小学生以上　　
場　所　図書館２階視聴覚室
締　切　１月１１日(水 )まで（電話可）
持ち物　はさみ　のり　てぬぐいなど（目隠し用）

おはなしかい
　毎月変わるテーマに合わせた絵本の紹介や、楽しい
読み聞かせを行います。自由参加です。
日時　１月１４日・２８日（土）　
　　　午前１１時～
場所　図書館１階おはなしコーナー
今月のテーマ「ちゅーちゅーねずみ」

今月の休館日　
　１日（日）～５日（木）まで年始休館
　毎週月曜日、１月３１日 (火 )は図書整理日

　　　　　　　　　　　　　　～二十歳のつどいに参加される皆様へ～

　令和５年１月８日（日）に開催されます「余市町二十歳のつどい」に参加される皆様におかれましては、
帰省により普段会わない人と会うことで感染を広げてしまう可能性がありますので、式典前からより一層
注意するなどいつも以上の感染防止に心がけ、体調を整えて頂きますようよろしくお願いします。
　また、参加にあたっては、教育委員会から配布しております抗原検査キットによる抗原検査を式典の前
日または当日に実施して頂き、その結果をスマートフォン等で撮影し、来館時に提示して頂きますようお
願いいたします。

　　　　　しめ飾り・リースづくり

　女性学級第８回学習講座「しめ飾り・リースづ
くり」は、よいち水産博物館学芸員を講師に迎え
て１１月 7日（月）に開催されました。
　受講生は、紙ひもの束を３等分に分け、ねじる・
編む・巻きつけるなどの工程で土台を作り、好み
の飾りを取り付けて作品が出来上がりました。

　　　　小中高生美術書道作品展示会

　第２回余市町小中高生美術書道作品展示会が１１
月１１日（金）～１７日（木）まで開催されました。
　作品展には、美術の部に１６１点、書道の部に
１７０点が出品され、中央公民館に展示されました。
展示期間中はたくさんの方が作品鑑賞に訪れていま
した。

▲書道の部作品▲土台作り ▲飾りつけ ▲美術の部（絵画）作品
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