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2016年 11月 3日（木）～11月 6日（日） 

 

作品展示 

 

お楽しみサロン 

 

 

11月 3日（木）午前 9時～午後 5時～ 

11月 6日（日）午前 9時～午後 3時 

11月 5日（土）午前 10時～午後 3時 

11月 6日（日）午前 10時～午後 3時 

第 12回 安曇野市 

芸能発表会 

 

主催：安曇野市明科公民館 

共催：安曇野市明科芸術文化協会 
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    11月５日（土）  

 午前10時～午後４時頃まで 
  

    お楽しみサロン開催します。 

 
  ① 午前10時00分～10時30分 
     『写真コンテスト入選作品発表・表彰』 
 
  ② 午前10時35分～10時55分 
     『ピアノ発表』 
       出演：にじいろピアノ（高原さん親子） 
 
  ③ 午前10時55分～11時30分 
     『歌の朗読（独唱）』 
       出演：平林登さん 
 
  ④ 午後１時00分～２時00分 
    「落語」 
       出演：まつかわ落語会〈風まんだら〉 
 
  ⑤ 午後２時00分～２時15分 
      『エアロビック』 
       出演：Ａ．Ｃ．ＮＡＧＡＮＯ 
 

  ⑥ 午後２時15分～２時55分 
     『明科音頭・豊科調安曇節』 
       出演：明科音頭愛好会 
 

  ⑦ 午後３時00分～３時30分 
    『獅子舞奉納（囃子）』 
       出演：押野獅子舞保存会 

   １１月６日（日） 
 午前10時～午後３時頃 

    芸能発表会 
 ※プログラムは裏面を 
   ごらんください。 

 

      正面玄関には消防車が来るよ！！ 
      みんな集合だ～☆☆ 

 ・長谷川 周  特別写真展 
 ・個人出展（水彩画展、油絵展、ｱﾒﾘｶﾝﾌﾗﾜｰ展、花木展） 
 ・Ebeya（えべや）『ほっこりるーむ」（コーヒー、抹茶） 
   ※エコグッズ製作の展示、食文化の啓発活動もあります。 
 ・エコクラブ （布草履） 
 ・憲法を読む会（戦争を通して平和を考える展） 
 ・安曇野市消防団明科ブロック（消防車の展示・写真展） 
 ・明科いいまちつくろうかい!!（写真コンテスト・活動発表） 

5日と6日はスタンプラリーを行います。 
すべての展示をご覧になり、各部屋 
・ホールに備えつけのスタンプをカードに 
押して、窓口へお越しください。 
景品をさしあげます。 

・写真展示（明科写友会、個人） 
・押し花絵（公民館教室）、ちごちごの会、ＪＡ女性部 (押し花絵） 

 ※年賀状作り体験コーナーあります！ 

・イルカヒーリングクラブ安曇野＆松本（写真） 

 ※気功整体の体験コーナーあります！ 
・あやめまつり実行委員会 
  （フォトコンテスト入賞作品展、俳句吟行会入選作品展） 

公 
民 
館 
窓 
口 

      芸術文化あふれる 
     華やかな公民館で、 
 秋の１日をゆっくりとお楽しみ 
ください。 
  安曇野市明科公民館長 

  11月 3日（木・祝日）～11月5日（土） 午前９時～午後５時 
    11月 6日（日）   午前９時～午後３時 展示のご案内 



№ ジャンル 発　表　団　体 曲　目 ・ 演　目　等 時　間

 開 会 の こ と ば  芸文協会長、公民館長 10:00

 明北小学校金管バンド部 　銀河鉄道999

 明南小学校金管バンド部 　ＳＵＮ

2 舞　踊  明科音頭保存会 　明科音頭、恋の明科 10:35

3 詩　吟  岳心流 瀞心宮本教室 　独眼竜正宗　（舞付） 10:45

4 詩　吟  神洲流 明科教室 　峨眉山月歌（がびざんげつのうた） 10:50

5 ダンス  ひまわりキッズ 　ワタリドリ、勝利の日まで、トライ・エヴリシング 10:55

6 オカリナ  風音（ふうね） 　小さなぐみの木、いつも何度でも、もっこ 11:10

7 詩　吟  岳心流 瀞心宮本教室 　春日山懐古（かすがやまかいこ） 11:25

8 舞　踊  禁煙会舞踊部 　末広の舞、桜貝 11:30

9 ｼﾞｬｽﾞﾀﾞﾝｽ  ｽﾏｲﾙｼﾞｬｽﾞﾀﾞﾝｽｽﾀｼﾞｵ 　でかけよう、クラップクラップ、ライトゼアー 11:40

10 手話ダンス  あすなろ会 　小さな世界、ふる里 11:50

11 ダンス  明科社交ダンスクラブ 　パソドブレ、ワルツ 11:55

12 コーラス  コール明科 　椰子の実、野菊、市歌・水と緑と光の郷 12:00

13 詩　吟  岳心流 沖詔心教室 　静御前　（しずかごぜん） 12:15

14 よさこい  ファイティング・パキラ 　信濃の国、どっこいしょ 12:20

15 舞　踊  三　人　会 　伏木机柱越し祝唄　（ふせぎほばしらおこし－） 12:30

16 詩　吟  岳心流 瀞心宮本教室 　事に感ず　（ことにかんず） 12:35

17 舞　踊  伶 春 の 会 　絹の雨　（きぬのあめ） 12:40

18 ダンス  アヤメスポーツダンスクラブ 　ワルツ、タンゴ、スロー 12:45

19 箏  筑　紫　会 　秋の日 12:50

20 和太鼓  信州安曇野あすなろの会 　かがやきばやし、みのりばやし、勇駒 13:05

21 大正琴  あじさい教室 　恋の町札幌、百万本のバラ 13:20

22 童謡唱歌  明科童謡唱歌をうたう会 　とんがりぼうし、切手のないおくりもの、もみじ 13:35

23 詩　吟  岳心流 光教室 　（構成詩）ふるさと明科 13:40

24 舞　踊  明　月　会 　泰平踊り　（たいへいおどり） 13:50

25 オカリナ  明科オカリナくらぶ
　アメイジンググレース、日本昔話テーマ「つるの恩返し」、
  雨、いつくしみ深き

13:55

26 喇　叭  市消防団音楽喇叭隊喇叭部
  御柱ﾌｧﾝﾌｧｰﾚ、食事の号令（正露丸）、速足行進～ﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ
　ﾏｰﾁ～ﾗｯﾊﾟ隊ﾏｰﾁ～団旗の下に、ｱﾙﾍﾟﾝﾌｧﾝﾌｧｰﾚ 14:10

 閉 会 の こ と ば 　芸文協副会長 14:25

平成２８年度　明科地域文化祭芸能発表会プログラム
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10:10 合 同 演 奏 　３６５日の紙ヒコーキ

平成28年11月6日 明科芸文協
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