
 

記 者 会 見 

 

日時：令和元年８月１日（木）14時 

場所：伊達市役所東棟 401・402会議室 

 

１ 来年４月開校 小中一貫校「月舘学園」のすがた 

     資料１ （教育部 教育総務課） 

     資料１ （教育部 学校教育課） 

 

２ 商店街の振興と賑わい創出 

 資料２ （産業部 商工観光課） 

 

３ 第59回伊達ももの里マラソン大会 ～全国から5,322人が参加～ 

 資料３  (教育部 生涯学習課） 

 

４ 中学生の広島平和記念式典への派遣 

      資料４  (総務部 総務課） 

 

５ 児童・生徒の姉妹都市、友好交流都市との交流 

      資料５  (市民生活部 市民協働課） 

(教育部 学校教育課） 

 

６ ８月・９月の主な催し        資料６  

 



令和２年４月１日 
月舘小学校、小手小学校、月舘中学校が集まり、伊達市初
の小中一貫教育校  月舘学園  が誕生します。 

     （正式な校名は 月舘学園小学校、月舘学園中学校） 

【令和元年８月１日記者会見】 

資料１   

来年４月開校 
小中一貫校「月舘学園」のすがた 



◆校章◆ 

 
 
   
 

 

 

 

校名をアルファベットで明示 

国際化社会を担う人づくりを目指
していることを伝えています。 

 

百合の花 

旧月舘町の花「やまゆり」       
ふるさとを愛する人間性の豊かさ
を育み、地域とともに歩む学校を
表現しています。 

 

ペン 

学ぶ大切さの象徴として、小手小
の校章に使用されていました。各
小中学校の伝統・文化を引き継ぎ、
発展していくことを示しています。 

◆制服◆ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学生の上着は、男女
兼用なので、兄弟姉妹
間でのお譲りが可能で
す。 

◆運動着◆ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

半袖は透けない白地
を使用しています。 

月舘中学校の制服・運動着を基本としています。 

月舘学園のすがた １ 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１） 
水面は 煌めく  広瀬川 
つねにときめく 
明日への想(おも)い 
 
色んな色の心 
みんなが それぞれに 見付けて 
育て行く 
 
多くの色が  集まると 
真白き光りは 生まれ来る 
 
月舘学園  それは光り 
多様な個性 響き合い 
眩い虹が空に立つ 

３） 
想いにゆらめく みなの夢 
時に移ろい 
広がり続き 
  
生命は 森に芽吹き 
花々  それぞれに  競いて 
咲き誇る 
けれども花を  つけずとも 
眩く青く  生きてゆく 
  
月舘学園  ここを森に 
多様な緑  育て合い 
違いを繋ぎ  育ち合う 

◆月舘学園校歌◆ 作詞：宇井 孝司 作曲：山本 正治 

 
 
歌詞に込められた思い 
①みんなが違うみんなを認め、尊び合うことができたら、未来は輝くものになるだろう。 
 という願いがこめられています。 

②子ども達の豊かさの源泉と思われる「果実」「川や森」「山などの自然」に関する言葉が使われています。 
③３校の校歌の歌詞も取り入れています。  
 水面は煌めく は、月舘小の 銀のさざ波 
 虹が空に立つ は、小手小の 虹立つ沢は 
 競いて咲き誇る は、月舘中の 咲き競う  から引用しています。 

 

 

２） 
頂き聳える 女神山 
さらに越えてく 
未来を拓き 
 
豊かな伊達の果実 
季節も それぞれに 香りも 
様々に 
実りに溢れ 包まれて 
いつでも故郷  愛おしく 
 
月舘学園  そこは未来 
多彩な夢を 慈しみ 
豊かな未来  生まれ来る 

月舘学園のすがた ２ 



◆施設◆   

 地域の学びの場として、月舘総合支所の施設を相互に活用し合う、新
しい形の学校です。 

月舘総合支所は、子どもたち

はもちろん、地域の方も利用し

やすい施設に生まれ変わります。 

家庭科室（調理台完備）、

演奏会開催可能な音楽室、

交流ホール、校舎との連結

階である２階には、放課後

児童クラブを配置します。 

スクールコミュニ
ティに登録して、子
ども達と触れ合える
ことが楽しみ。 

   スクールコミュニティ 
教育活動支援のために、地域 
の方々が学校に集まる場所です。 

月舘学園のすがた ３ 



◆伊達市内の児童生徒が通学できます◆ 

【就学には特例制度を適用】 

 現在、月舘小学校、小手小学校、月舘中学校の３校に通学して

いる児童生徒はもちろんのこと、「伊達市立学校通学区域外就学

許可特例制度」を適用し、市内の他地域からの児童生徒の転入学

を積極的に受け入れ、就学の機会を確保します。 

月舘学園のすがた ４   



 
 
 
 
 
                                   
◆月舘学園での９年間の「学び」と「育ち」◆ 
 15歳の姿を目指して義務教育９年間にわたる教育目標の下に、 
 「学び」と「育ち」の系統性や連続性のある教育を実施する学校です。 
  

 
 

 

   
   

どんなことをするの？ 
 ◎小学校の先生が中学校で教えたり、中学校の先生が小学校で教えた  
  りする取組を英語科（外国語の授業）と音楽科で実施していきます。 
 ◎小・中学校の交流授業も実施します。 
 ◎授業については、小中学校の教員で情報共有します。 

 
小中一貫教育のメリットは？ 
 ◎小・中学校間のスムーズな学習の接続が可能となり、児童生徒への 
  教育効果が高くなります。 
 ◎小・中学校の教職員同士の意見や情報交換が密にできます。 
  中学校進学に対する不安や中１ギャップの緩和を図ることができます。 
 

【 教 育 目 標 】 
ふるさとを愛し、未来を拓く、人間性豊かで、 

心身ともにたくましい児童生徒の育成 

月舘学園の教育目標 



 を学校、保護者、そして地域が一体となってつくり上げていきます。 

子どもの未来をはぐくむ学校 わくわくする学びを促す学校 

月舘学園 学校と保護者と地域の目標   



  

 「９年間の連続した英語教育」 

 

「学ぶ楽しさを実感するＩＣＴ教育」 

 

「ふるさと伊達のよさを学ぶ地域教育」 

英語教育について、具体的に
説明します。 

月舘学園の特色ある教育活動 

月舘学園小中一貫教育ならではの特色ある
教育活動として、次の３つを掲げています。 



学年 
段階 

授業 
時数 

指導教科等 指導者 月舘学園ならではの 
特色 

小１・２ 
基礎期Ⅰ 
「ふれる」 
「知る」 

20時間 ・生活科の授業
（５時間） 
・生活課を中心に
各教科や特別活動
の時間時の交流
（15時間） 
 

担任 
ＡＬＴ 
国際交流員 

学習指導要領による小１・２
の外国語活動の時数は０であ
る。月舘学園では、入学時か
ら英語にふれさせる 

小３・４ 
基礎期Ⅱ 
「楽しむ」「興味
をもつ」 

35時間 外国語活動の授業 担任 
ＡＬＴ 

全授業にＡＬＴが関わること
が可能。 
 

小５・６ 
充実期 
「親しむ」 
「理解する」 

70時間 外国語科の授業に
よる 

担任 
ＡＬＴ 
英語科教員 

・中学校の英語科教員も指導
する。 
・全授業にＡＬＴが関わるこ
とが可能。 
 

中１～３ 
発展期 
「身につける」 
「理解を深める」 

140時間 英語科の授業によ
る 

英語科教員 
ＡＬＴ 

全授業にＡＬＴが関わること
が可能。 
 

◆英語教育 １◆    

月舘学園の特色ある教育活動 

小中９年間を見通した系統的なカリキュラム    

月舘学園ならではの特色    

 入学時から英語にふれる（学習指導要領では小１・２年の外国語活動はない） 

 小学校３年生から中学まで、全ての外国語授業にＡＬＴが関わることが可能 

 小学校５年・６年生の授業で、中学校の英語科教員も指導する 

 

学 年 段 階 指導教科 

小学１年・２年生 基礎期Ⅰ「ふれる」「知る」 生活科など 

小学３年・４年生 基礎期Ⅱ「楽しむ」「興味をもつ」 外国語活動 

小学５年・６年生 充実期 「親しむ」「理解する」 外国語科 

中学１年～３年生 発展期   「身につける」「理解を深める」 英語科 



【朝の時間】 

 ・朝の放送で、日本語のあとに英語でアナウンスします。 

 ・週２回は、ＮＨＫ英語アニメ「リトル・チャロ」などの視聴覚教材を視聴 

【給食の時間】 

 ・ＡＬＴや国際交流員と給食を食べながら、英語によるコミュニケーションを楽し   

  みます。 

【昼休み：英語ルーム】 

 ・ＡＬＴや国際交流員と一緒に、英会話で遊んだり、洋楽を鑑賞したりします。 

 ・ＡＬＴや国際交流員が、英語の絵本の読み聞かせをします。 

 ・英語版と日本語版の絵本を整備する予定です。 

【国際交流員による英会話教室】 

 ・週に何回か、英会話教室を実施します。 

 ・その週に見た「リトル・チャロ」の会話を中心とした英会話を、生活場面で使え     

  るよう学びます。 

◆英語教育 2◆ 

ネイティブイングリッシュに触れる 



 

 タブレットに英語検定受験ソフトを導入し、英語科
の授業時や朝自習などで、活用する予定です。 

 

 ＡＬＴや国際交流員による、英語検定試験に、向け
たサポートを実施します。 

◆英語教育 ３◆  

英検対策  



  

◆学ぶ楽しさを実感するICT教育◆ 
 ・タブレットを１人に１台配置する。 

 ・画像、動画、音声を用いたわかりやすい授業を実施する。 

 

◆ふるさと伊達の良さを学ぶ地域教育◆ 
 ・保原、梁川に続き、月舘にもスクールコミュニティを設置。 

 ・地域の方とのふれあいを増やし、地域へ目を向けるきっかけ   

  とする。      

 

英語教育以外の特色ある教育活動    



問い合わせ先 

教育部 教育総務課  電話024-573-5852 

    学校教育課  電話024-573-5632 





令和元年度の商工業振興事業 

商店街の振興と賑わい創出 

【令和元年８月１日記者会見】 

資料２   



伊達市の商業の現状 
・地域（旧町）単位で各商店街を形成。 

・以前は、各商店街には、スーパー、八百屋、魚屋、衣料品、電気屋、花 

 屋、金融機関等の様々な店があって、人が集まり賑わっていた。 

・社会経済状況の変化とともに人の流れが変わり、商店街を利用する人が 

 減少。 

・さらに各商店でも、売上げの減少、経営者の高齢化、後継者不足等によ 

 る廃業により、空き店舗が増加している。 

◆事業所数、従業員数、出荷額等 
 ※Ｈ28経済センサス活動量調査 

◆業種別事業所数 
 ※Ｈ28経済センサス活動量調査 
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伊達市の商業の関する課題 
・交通手段、消費者のニーズの変化、さらに経営者の高齢化、後継者 

 不足等により、各商店街の中で店舗が減少。構成業種の不足により 

 商店街で買い物をする利便性、魅力が低下。 

伊達市のこれまでの支援策 
・商店街の空き店舗を活用して、新たに出店する場合に補助 
  

 ◆空き店舗対策支援事業 

補助内容 対象者 補助内容 

店舗改修補助 商工会 
補助率2/3以内 
上限160万円（１回のみ） 

家賃補助 商工会 ３年 

①新規創業者－上限月20万円 

 1年目  2年目  3年目 
2/3以内 1/2以内 1/3以内 

②新規以外の事業者－上限月15万
円 

 1年目  2年目  3年目 
1/2以内 1/3以内 1/6以内 

3 



今後の商業（商店街）の振興、活性化について 
・市内の商店街のほとんどの商店が、従業員も多くなく、厳しい環境の中 

 でも、それぞれ知恵を絞って営業している。 

・各商店の独自性を大事にし、今後も継続して営業できる支援策が必要。 

 

 

●商品開発や店舗の利便性を向上、商店街の魅力を高める支援が必要 

既存店舗改修、商品開発、イベント開催を支援 

 伊達市の商店等で、意欲をもって事業を進める商店や商店街を支援

するために補助事業を創設 

 ①既存店舗の改修を支援 

 ②新たな商品を開発や既存商品のリニューアルを支援 

 ③商店街等で集客を見込んだイベントを支援 

 

4 



①既存店舗等施設整備費補助金交付事業 
対象事業 対象者 補助額 

・集客力向上等のリフォーム 
・業務効率化の店舗等の改装、 
 改修 
・店舗と一体となって機能する 
 備品の購入 

市内に住民登録がある者又は市内に主たる
事業所を有する法人で下記に該当するもの 
◎業種 
 小売業、宿泊業、飲食サービス業、 
 生活関連サービス業 

補助率：1/2 
上限：50万円 
※１店舗１回のみ 
※他補助事業との 
 併用なし 

記念撮影コーナー 

★イメージ 

商品の見やすい陳列棚 

5 



②商品開発等支援事業 
対象事業 対象者 補助額 

市内の地域資源を活用した新商品
の開発及び新商品の情報発信等に
要する費用 
①新商品開発 
②商品リニューアル 

下記のいずれかに該当する者 
①市内に住所登録がある者 
②市内に主たる事業所を有する法人 
③上記の個人又は法人を主たる構成員と 
 する団体 

補助率：1/2 
上限：30万円 
 
 
 

畳のヘリで作成したバック 

★イメージ 
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③ 商店街等賑わい創出イベント推進事業 

対象事業 対象者 補助額 

商店街の集客イベント等開
催費用補助 
①地元産品の販売促進 
②商店街等との連携事業 
③市外誘客事業 
④他業種との連携事業 
⑤地域活性化事業 

下記のいずれかに該当する者 
①市に住民登録があるもの 
②市内に主たる事業所を有する法人により構
成される組合又は団体 
 
 
 

補助率：1/2 
上限：50万円 
※年1回限り 
 
 
 
 

★イメージ 
商店街でのにぎやかなイベントの開催 
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問い合わせ先 

産業部 商工観光課  電話024-573-5632 





 記 者 会 見 資 料 ３ 

令和元年８月１日 

第59回伊達ももの里マラソン大会 

～全国30都道府県から5,322人が参加～ 

 

９月１日、保原中央交流館前をスタート・ゴール地点に開催する「第59回伊

達ももの里マラソン大会」の申込者数が全体で5,322人となりました。北は北海

道、南は宮崎県からの参加者が37部門で健脚を競います。 

 

１ 日 時   ９月１日（日）７時スタート ※雨天決行 

        開会宣言 ６時45分 

        表彰式  競技終了後に随時実施します 

 

２ 会 場   保原中央交流館前 スタート・ゴール 

３ 招待選手  佐藤 佑
ゆう

輔
すけ

選手（所属：富士通陸上競技部） 

        千葉県出身、日本大学卒 

        ［主な戦績］2017年 東日本実業団駅伝5区 区間賞（区間新） 

2018年 東日本実業団駅伝5区 区間賞（区間新） 

４ 申込者数 

（１）全体申込者数 5,322人（前年比 660人減） 

（２）主な部門の申込者数 ①10㎞の部 2,988人（前年比 460人減） 

                          ②５㎞の部   937人（前年比  63人減） 

５ 暑さ対策・救護体制 

・ シャワーとミストを９カ所に設置 

・ 大原綜合病院、県立医科大学、伊達医師会から救護の協力をいただく 

・ 救命救急士によるメディカル救護隊でＡＥＤを所持し、自転車救護・監視

を行う 

 

６ 駐車場 

 伊達市役所、保原中央クリニック、保原工業団地駐車場、JAふくしま未来、

中瀬グラウンド 

 

７ 会場付近までの無料送迎 

 ５時から正午まで、阿武隈急行保原駅、保原工業団地駐車場、中瀬グラウン

ドから会場近くまでの無料バスを運行 

 

問い合わせ先 

 大会実行委員会事務局（伊達市スポーツ振興公社）電話 024-597-8015 



 記 者 会 見 資 料 ４ 

令和元年８月１日 

中学生の広島平和記念式典への派遣 

～平和の尊さを次世代に継承～ 

 

伊達市は平成24年６月28日に、「非核平和都市」であることを宣言しました。 

 この宣言を契機として核兵器の怖さや平和の尊さを次世代に継承し、恒久平

和の実現を市民に広く啓発することとしており、今年もその一環として市内の

中学生を広島平和記念式典に派遣します。（７回目の派遣） 

 

１ 派遣者   中学生12人（市内６中学校から男女各１人が参加） 

 

２ 日 程   ８月５日（月）～８月７日（水） ２泊３日 

 

３ 活動内容  ８月５日（月） 

 「ヒロシマ青少年平和の集い」への参加 

・被ばく体験者の講話 

・地元広島市や全国から参加した中高生との集団討論 

８月６日（火） 

 「広島平和記念式典」への出席 

・各学校で作成した千羽鶴の献呈（原爆の子の像） 

 グループ研修 

・文化イベント「ヒロシマの心を世界に2019」参加 

・平和記念公園、原爆ドーム、宮島等の見学 

８月７日（水） 

 グループ研修 

 ・広島平和記念資料館の見学 

 

４ 派遣報告  参加者が各学校の文化祭などで参加報告会を開催。 

 

５ 関連事業「広島・長崎原爆パネル展」 

 ８月１日（木）～８月９日（金）伊達福祉センター、梁川総合支所 

８月15日（木）～８月23日（金）本庁舎１階シルクホール、霊山中央交流館 

８月29日（木）～９月６日（金）月舘総合支所 

 

問い合わせ先 

 総務部 総務課 電話 024-575-1111 
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令和元年８月１日 

児童・生徒の姉妹都市、友好交流都市との交流 

 

市の将来を担う小・中学生の皆さんが姉妹都市や友好交流都市を相互訪問し、

同世代の子どもたちとの交流活動を行います。 

 

１ 姉妹都市「北海道松前町」との交流 

  松前中・梁川中生徒会交流事業 

平成28年から始まった松前中学校生徒会と梁川中学校生徒会の相互交流。 

今年度は、本市に松前中学校の生徒を迎えます。 

［期 間］７月31日（水）～８月２日（金）２泊３日 

  ［場 所］松前藩墓地、興国寺、梁川天神社ほか 

  ［参加者］松前町12人、伊達市11人 

  ［内 容］１日目 松前中学校生徒による伊達市長表敬訪問 

歓迎会及び生徒会交流会 

       ２日目 松前藩墓地や松前藩ゆかりの寺社訪問、桃狩り体験等 

       ３日目 お別れ会 

        

２ 友好交流都市「滋賀県草津市」との交流 

第３回みらいKIDSにぎわい交流事業 in 伊達 

  平成29年から始まった相互交流事業。今年度は、本市に草津市の子どもた

ちを迎えます。 

［期 間］８月３日（土）～８月６日（火）３泊４日 

  ［場 所］霊山こどもの村ほか 

  ［参加者］伊達市と草津市の小学５年生・６年生（伊達市12人・草津市14人） 

  ［内 容］１日目 オリエンテーション、歓迎会 

       ２日目 桃狩り体験、ＳＤＧｓ（持続可能な社会づくり）につ

いてのワークショップ、ナイトツアー 

３日目 霊山登山、天蚕コサージュ作り、ワークショップ 

４日目 ＳＤＧｓ活動報告会、お別れ会 

 

問い合わせ先 

・松前中学校と梁川中学校の生徒会交流事業 

 教育部 学校教育課 電話 024-573-5833 

・みらいKIDSにぎわい交流事業in伊達 

市民生活部 市民協働課 電話 024-575-1177 
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令和元年８月１日 

８月・９月の主な催し 
 

【地域の催し】 

■ほばらサマーフェスティバル2019（保原地域） 

［日 時］８月10日（土）11時～20時45分 

     ※雨天決行 

［場 所］チンチン電車広場、陣屋通り 

［内 容］バーガーやパフェの早食い、市民参加 

の盆踊り、保原よいとこ踊りほか 

［問い合わせ先］保原町商工会青年部 電話 024-575-2284 

 

■伊達のふる里夏まつり（梁川地域） 

［日 時］８月11日（日）11時45分～21時 

   ※雨天時は翌日に順延 

［場 所］広瀬川親水公園、広瀬大通り 

［内 容］やながわ踊り流し、オラトリオ「水のほほえ 

み」、さかなつかみ、大花火大会ほか 

［問い合わせ先］ 

伊達のふる里夏まつり実行委員会（伊達市商工会内）電話 024-577-0057 

 

■小手姫の里夏まつり（月舘地域） 

［日 時］８月16日（金）16時～21時 

［場 所］月舘市街地、殿上集会所 

［内 容］大花火大会、灯篭流しほか 

［問い合わせ先］ 

伊達市商工会月舘支所 電話 024-572-2341 

 

■だてな太鼓まつり・第35回霊山太鼓まつり 

［日 時］８月25日（日）９時30分～21時 

［場 所］保原総合公園 

［内 容］長沢裕さん（伊達なふるさと大使）来場 

主な催し 

① だてな太鼓競演 

 （ひろせ梁川太鼓、富成上部若連、 

和太鼓蝉創） 

      ② 霊山太鼓 
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      ③ 高校生太鼓部演奏会 

（相馬高校、帝京安積高校） 

      ④ だてなグルメの祭典「Ｄ-１グランプリ」 

      ⑤ 伊達市姉妹都市ＰＲ 

      ⑥ 市内児童によるステージイベント 

       ・よさこい（認定こども園大田、上保原、梁川認定こども園） 

・ダンス（柱沢幼稚園、伏黒幼稚園） 

・鼓笛（認定こども園神愛幼稚園） 

・和太鼓（霊山三育認定こども園） 

⑦ ライブステージ 

       ・山猿(会津若松市出身・アーティスト） 

・美音まさや（演歌歌手） 

・舟山恵美子（演歌歌手） 

      ⑧ キャラクターショー 

      ⑨ 花火大会（20時35分頃から予定） 

［問い合わせ先］ 

だてな太鼓まつり実行委員会（だて青年会議所内） 電話 024-575-1554 

霊山太鼓まつり実行委員会（霊山総合支所内）    電話 024-586-3404 

 

 

【道の駅イベント】 

■道の駅伊達の郷りょうぜん夏祭り2019 

［日 時］８月10日（土）・11日（日） 17時～21時 

［場 所］道の駅伊達の郷りょうぜん（霊山町下小国桜町3-1） 

［内 容］①道の駅ビアガーデン ※両日開催 

      ・サッポロ生ビール３種飲み比べ 

・伊達鶏、だてハーブ鶏の料理等の提供 

      ・音楽ステージ 

     ②小国盆踊りの開催 ※11日のみ 

［無料送迎］伊達市役所から無料シャトルバスを運行 

10日 市役所（16:00発）～梁川総合支所（16:20）～道の駅（16:50着） 

    道の駅（21:10発）～梁川総合支所（21:40）～市役所（21:55着） 

      11日 市役所（16:30発）～道の駅（16:50着） 

         道の駅（21:10発）～市役所（21:30着） 

［問い合わせ先］ 

 道の駅伊達の郷りょうぜん 電話 024-573-4880 
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【スポーツ】 

■2019希望の森トライアスロン in やながわ 

［日 時］９月８日（日） 

８時10分開会・９時スタート 

［場 所］梁川プール 

［内 容］昨年に続き２回目の開催。やながわ希望の森公

園、梁川プールなどを舞台に、小学生から中学

生までのキッズ３部門、高校生以上のスプリン

ト部門でスイム・バイク・ランを競います。 

［参加申込］８月24日まで希望の森トライアスロンホームページから受付 

      定員：一般（高校生以上）200人、キッズ部門 100人 

［問い合わせ先］ 

 希望の森トライアスロンinやながわ大会事務局（伊達市スポーツ振興公社内） 

 電話 024-597-8015 

 

 

【梁川美術館展示案内】 

■特別展示「橋本章 生誕100年記念展」 

［会 期］開催中～８月25日（日）まで 

９時30分～17時（最終入館16時30分） 

［場 所］梁川美術館１階 太田良平記念ホール内 

［入場料］一般200円、高校・大学生100円、小・中学生50円、 

幼児無料 

 

■企画展「村上康成絵本原画展 森羅万象・東北ブリージング」 

［会 期］８月25日（日）まで開催 

９時30分～17時（最終入館16時30分） 

［場 所］梁川美術館２階 市民ギャラリー 

［内 容］「ピンクがとんだ日」など絵本作品を中心に原         

画や板絵の展示 

※村上康成さんによるギャラリートーク・サイン会 

 ８月３日（土）13時～   ギャラリートーク（先着50人） 

14時40分～ サイン会（絵本購入者から先着100人） 

［入場料］一般500円、中高生300円、小学生100円、幼児無料 

［問い合わせ先］梁川美術館 電話 024-527-2656 
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【保原歴史文化資料館展示案内】 

■国重要有形民俗文化財指定記念「明治の到来と伊達の蚕種業」 

 ［会 期］９月29日（日）まで開催 

 ［場 所］保原歴史文化資料館 

 ［内 容］今年３月に重要有形民俗文化財に指定され 

た用具を中心に展示し、伊達地方における    

蚕種業の繁栄の歴史を紹介します。 

 ［入館料］大人210円、小中高生100円 

 ［関連イベント］ 

  ・講演会「中井閑民の養蚕双六とそのゆくえ」 

８月４日（日）13時30分～15時 

保原総合運動公園内 管理事務所内ホール 

参加無料、事前申し込み不要 

  ・トークセッション 

「伊達の蚕種屋さんに聞く ～蚕種屋の現在・過去、そして未来へ～」 

９月７日（土）13時30分～15時 

保原総合運動公園内 管理事務所内ホール 

講師：冨田克衛 氏（冨田蚕種製造所） 

      安田豊一 氏（元昭栄製糸株式会社蚕糸部） 

参加無料、事前申し込み不要 

 ［問い合わせ先］ 

 保原歴史文化資料館（保原総合公園内） 電話 024-575-1615 
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