
第５１回「教育・文化週間」
関連行事

広島県 196

主催機関名 行事名 会場 都道府県 市区町村 種類 料金 実施日時 URL

けんみん文化祭ひろしま
実行委員会（広島県，広
島県教育委員会，市町，
市町教育委員会，広島
県文化団体連合会）

けんみん文化祭ひろしま’09（分
野別フェスティバル）

県内9会場 広島県
県内７市２

町
③ ○

9月27日～
12月20日

http://www.hiroshima-kenbunsai.jp/

安芸高田市歴史民俗資
料館

歴史民俗資料館公開講座
安芸高田市民文化セ
ンター

広島県
安芸高田

市
③ ○ 11月8日 http://www.akitakata.jp/

安芸高田市教育委員会
日本・中国共同制作　精巧大型
人形劇「三国志」

安芸高田市民文化セ
ンター

広島県
安芸高田

市
③ 10月31日 http://www.akitakata.jp/

安芸高田市教育委員会
けんみん文化祭（芸北地区フェ
スティバル）・安芸高田市民文化
祭

安芸高田市民文化セ
ンター

広島県
安芸高田

市
③ ○ 11月22日 http://www.akitakata.jp/

安芸高田市 平成21年度人権啓発講座
安芸高田市民文化セ
ンター

広島県
安芸高田

市
① ○ 11月5日 http://www.akitakata.jp/

安芸高田市 青少年育成フェスティバル
安芸高田市民文化セ
ンター

広島県
安芸高田

市
① ○ 11月14日 http://www.akitakata.jp/

広島文化学園短期大学 公開講座「スポーツと栄養」
広島文化学園短期大
学

広島県 安佐南区 ① ○
10月17日・
11月14日

http://www.hbg.ac.jp

広島文化学園短期大学
第1部第34回音楽学科定期演
奏会
第2部音楽と絵本の世界

広島国際会議場フェ
ニックスホール

広島県 安佐南区 ③ ○ 11月29日 http://www.hbg.ac.jp

海田町音楽祭実行委員
会

海田町音楽祭2009
ふれあいコンサート

海田中学校体育館 広島県 海田町 ③ ○ 10月25日 http://members.fch.ne.jp/hop-step-jump/webfp/ongakusai07.htm

重伝建選定１５周年記念
イベント実行委員会

町並みフォトコンテスト 御手洗地区全域 広島県 呉市 ③
7月15日～
11月27日

重伝建選定１５周年記念
イベント実行委員会

伊能忠敬測量之図展 旧柴屋住宅 広島県 呉市 ③
9月1日～12
月25日

重伝建選定１５周年記念
イベント実行委員会

郷土史研究家木村吉聰展 旧柴屋住宅 広島県 呉市 ③
9月1日～12
月25日

広島国際大学
公開講座「咲楽塾」
・ものづくりセミナー

広島国際大学
呉キャンパス

広島県 呉市 ① ○ 10月28日 http://www.hirokoku-u.ac.jp/cooperation/regional/index.html

広島国際大学
公開講座「咲楽塾」
・新型インフルエンザウィルスの
謎

広島国際大学
呉キャンパス

広島県 呉市 ① ○ 10月31日 http://www.hirokoku-u.ac.jp/cooperation/regional/index.html

広島国際大学

公開講座「咲楽塾」
・美しく年輪を重ねるためのスキ
ンケアの秘訣～皮膚・毛髪生理
から学ぶ新知識～

広島国際大学
呉キャンパス

広島県 呉市 ① ○ 11月7日 http://www.hirokoku-u.ac.jp/cooperation/regional/index.html

広島国際大学
公開講座「咲楽塾」
・数学のひろがり0→∞

広島国際大学
呉キャンパス

広島県 呉市 ① ○ 11月7日 http://www.hirokoku-u.ac.jp/cooperation/regional/index.html

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄に「○」がついたイベントは、参加無料のイベントです。
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広島県立総合技術研究
所水産海洋技術センター

一般公開
（成果発表，魚を体験（海の生き
物タッチングプールなど））

広島県立総合技術研
究所水産海洋技術セ
ンター

広島県 呉市 ④ ○ 11月15日 http://www2.ocn.ne.jp/%7Ehfes/

呉市中央図書館 くれ読書フェスタ２１ 呉市中央図書館内 広島県 呉市 ① ○
10月30日～
11月1日

http://library.kure-city.jp/index.jsp

呉市御手洗地区文化交
流施設

常設展示の無料開放
江戸みなとまち展示
館・乙女座

広島県 呉市 ③ ○
11月1日～7
日

呉市教育委員会・呉市文
化団体連合会

呉市秋の文化祭
呉市民会館，文化
ホール他

広島県 呉市 ③
10月31日～
11月22日

広島県教育委員会 「ひろしま教育の日」関連事業 県内各地 広島県
広島県

各市町内
①

「ひろしま教
育ウィーク」
11月１日～
７日

鈴峯女子短期大学 文化講演会 鈴峯学園講堂 広島県 広島市 ③ ○ 10月30日 http://www.suzugamine.ac.jp/index.html

鈴峯女子短期大学 大学祭 鈴峯女子短期大学 広島県 広島市 ② ○
10月31日～
11月1日

http://www.suzugamine.ac.jp/index.html

文化服装学院広島校 ファッションショー シャレオ中央広場 広島県 広島市 ② ○ 10月10日 http://www.bunka-fc.ac.jp/hiroshima/

青少年のための科学の
祭典実行委員会

青少年のための科学の祭典第
15回広島大会

広島市こども文化科
学館

広島県 広島市 ① ○
10月24日～
10月25日

http://www.pyonta.city.hiroshima.jp

財団法人広島市文化財
団
広島市立中央図書館

広島若葉芸術文庫展 広島市立中央図書館 広島県 広島市 ③ ○
10月8日～
11月8日

http://www.library.city.hiroshima.jp/

財団法人広島県教育事
業団

地域スポーツクラブフェスタin広
島

広島県立総合体育館 広島県 広島市 ① 11月1日 http://www.sports.pref.hiroshima.jp/

広島市青少年健全育成
事業実行委員会（広島
市、広島市教育委員会、
広島市青少年健全育成
連絡協議会）

第23回広島市青少年健全育成
市民大会

広島市青少年セン
ター

広島県 広島市 ① ○ 11月21日 http://www.city.hiroshima.jp

広島市教育委員会
小・中・高校生による文化の祭
典オープニングイベント

シャレオ中央広場 広島県 広島市 ② ○ 10月17日 http://www.city.hiroshima.jp/icity/browser

広島市教育委員会
小・中・高校生による文化の祭
典（中学校の部）

西区民文化センター
安佐南区民文化セン
ター
こども文化科学館
広島県立美術館

広島県 広島市 ② ○
10月18日～
11月8日

http://www.city.hiroshima.jp/icity/browser

広島市
発見広島人・シリーズ講演会
第３回文化分野

広島国際会議場 広島県 広島市 ③ ○ 11月3日 http://www.city.hiroshima.jp/www/contents/0000000000000/1245747063758/index.html

広島祭委員会 広島城大菊花展
広島城二の丸・三の
丸

広島県 広島市 ③ ○
10月24日～
11月8日

http://www.hiroshima-navi.or.jp/

広島国際大学
公開講座「咲楽塾」
・子供たちのコミュニケーション
について考える

広島国際大学
広島キャンパス

広島県 広島市 ① ○ 10月17日 http://www.hirokoku-u.ac.jp/cooperation/regional/index.html

広島国際大学
公開講座「咲楽塾」
・中四国地域、特に広島におけ
る経済の動向について考える

広島国際大学
広島キャンパス

広島県 広島市 ① ○ 11月14日 http://www.hirokoku-u.ac.jp/cooperation/regional/index.html

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄に「○」がついたイベントは、参加無料のイベントです。
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主催機関名 行事名 会場 都道府県 市区町村 種類 料金 実施日時 URL

広島県立美術館
ルードヴィッヒ美術館所蔵
ピカソと20世紀美術の巨匠たち

広島県立美術館 広島県 広島市 ③
11月17日～
平成22年1
月11日

http://www1.hpam-unet.ocn.ne.jp/

広島県立総合技術研究
所食品工業技術センター

一般公開
(講演会，研究紹介，食体験な
ど）

広島県立総合技術研
究所食品工業技術セ
ンター

広島県 広島市 ④ ○ 10月23日 http://www.pref.hiroshima.lg.jp/page/1227837467405/index.html

広島県立総合技術研究
所

成果発表会
（総合技術研究所各センターの
研究成果と技術開発の状況を
発表）

八丁堀シャンテ 広島県 広島市 ④ ○ 10月21日 http://www.pref.hiroshima.lg.jp/page/1177480336470/index.html

広島県立図書館

ヤングアダルト展示「県内高等
学校等案内　15歳の選択　～行
きたい学校を見つけよう！！
～」（仮）

県立図書館
ヤングアダルト展示
コーナー

広島県 広島市 ① ○
9月下旬
～12月27日

http://www.hplibra.pref.hiroshima.jp/

広島県立図書館 書庫見学ツアースペシャル 県立図書館 広島県 広島市 ① ○ 10月31日 http://www.hplibra.pref.hiroshima.jp/

広島県立図書館
資料展示
　「生きてきた女性たち」

県立図書館 広島県 広島市 ① ○
10月27日～
平成22年1
月12日

http://www.hplibra.pref.hiroshima.jp/

広島県立図書館 児童展示[ふゆのえほん」（仮）
県立図書館
児童図書展示コー
ナー

広島県 広島市 ① ○
11月～1月
（詳細未定）

http://www.hplibra.pref.hiroshima.jp/

広島県縮景園 小・中・高生の入園無料 広島県縮景園 広島県 広島市 ① ○
11月１～７
日

http://shukkeien.jp/

広島県縮景園 入園無料 広島県縮景園 広島県 広島市 ① ○ 11月３日 http://shukkeien.jp/

広島県縮景園 菊花展 広島県縮景園 広島県 広島市 ③
11月１～15
日

http://shukkeien.jp/

広島県縮景園 菊見茶会 広島県縮景園 広島県 広島市 ③ 11月3日 http://shukkeien.jp/

広島県，広島県職業能
力開発協会，広島県技
能士会

第26回ひろしま技能フェア
（県内の認定職業訓練生・高校
生の実習作品の展示や技能士
による製作実演による展示会な
ど）

県立広島産業会館 広島県 広島市 ④ ○ 11月7～8日 http://www.hirovada.or.jp/

広島経済大学
公開講座
「人間関係力とコミュニケーショ
ン」

広島市まちづくり
市民交流プラザ

広島県 広島市 ① ○

10月27日～
12月1日の
期間に5回
実施

http://www.hue.ac.jp/lecture/extension/index.html

広島・宮島・岩国地域観
光圏推進協議会

神楽実演
エソール広島多目的
ホール

広島県 広島市 ③ 11月7日 http://www.city.hiroshima.jp/www/contents/0000000000000/1181910296703/index.html

広島高速交通株式会社
広島市交通科学館

広島市交通科学館　平成２１年
度秋季企画展
「時代を駆けぬけたオートバイ」

広島市交通科学館 広島県 広島市 ④

文化の日
観覧無

料、
土曜日小
人無料

９月１７日～
１１月２３日

http://www.vehicle.city.hiroshima.jp/

県立広島大学地域連携
センター

公開講座「表計算ソフトを使って
万年カレンダーを作ろう！」

県立広島大学広島
キャンパス

広島県 広島市 ① ○
11月7日・8
日

http://www.pu-hiroshima.ac.jp/renkei/05_lecture/index.html

県立広島大学地域連携
センター

公開講座「食と健康のサイエン
ス」

広島市まちづくり市民
交流プラザ

広島県 広島市 ① ○
11月5日～
12月10日

http://www.pu-hiroshima.ac.jp/renkei/05_lecture/index.html

県立広島大学地域連携
センター

公開講座「厳島の歴史と文化」
広島市宇品公民館，
宮島

広島県 広島市 ①
11月16日・
30日

http://www.pu-hiroshima.ac.jp/renkei/05_lecture/index.html

県立広島大学地域連携
センター

公開講座「花の不思議」
県立広島大学広島
キャンパス

広島県 広島市 ① ○
11月21日～
12月5日

http://www.pu-hiroshima.ac.jp/renkei/05_lecture/index.html

県立広島大学地域連携
センター

一人芝居「はないちもんめ」＆
「ヒロシマの河」（女声三部合唱）

県立広島大学広島
キャンパス

広島県 広島市 ① ○ 11月28日 http://www.pu-hiroshima.ac.jp/renkei/05_lecture/index.html

近畿大学 公開講座 近畿大学工学部 広島県 広島市 ① ○ 11月7日 http://www.hiro.kindai.ac.jp/study/openprogram.html#da4

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄に「○」がついたイベントは、参加無料のイベントです。
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第５１回「教育・文化週間」
関連行事

主催機関名 行事名 会場 都道府県 市区町村 種類 料金 実施日時 URL

けんみん文化祭ひろしま
実行委員会（広島県，広
島県教育委員会，市町，
市町教育委員会，広島
県文化団体連合会）

けんみん文化祭ひろしま’09「子
ども文化フェスティバル」

ＡＬＳＯＫホール 広島県 広島市 ③ ○ 10月4日 http://www.hiroshima-kenbunsai.jp/

LEC東京リーガルマイン
ド大学

公開講座「人を魅きつける広島
の都心づくり」

広島キャンパス 広島県 広島市 ① ○ 11月19日 http://www.lec.ac.jp/

(財)広島市文化財団
広島市立南区図書館

雑誌リサイクルフェア
広島市南区民文化セ
ンター

広島県 広島市 ① ○ 11月7日 http://www.library.city.hiroshima.jp/

(財)広島市文化財団
広島市立中央図書館

本のリサイクルフェア 広島市立中央図書館 広島県 広島市 ① ○ 11月3日 http://www.library.city.hiroshima.jp/

(財)広島市文化財団
広島市立西区図書館

学校図書館支援講座
広島市西区民文化セ
ンター

広島県 広島市 ② ○ 11月6日 http://www.library.city.hiroshima.jp/

(財)広島市文化財団
広島市映像文化ライブラ
リー

サウンド・アンド・サイレント
広島市映像文化ライ
ブラリー

広島県 広島市 ③ 11月1日 http://www.cf.city.hiroshima.jp/eizou

(財)広島市文化財団
広島市映像文化ライブラ
リー

全館無料開放
広島市映像文化ライ
ブラリー

広島県 広島市 ③ ○ 11月3日 http://www.cf.city.hiroshima.jp/eizou

(財)広島市文化財団
事業課

ひろしま平和能楽祭 アステールプラザ 広島県 広島市 ③ ○ 11月14日 http://www.cf.city.hiroshima.jp/bunka/jigyou/jigyou21_index.html

(財)広島市文化財団
佐伯区民文化センター

さえきおはなしこんさーと
広島市佐伯区民文化
センター

広島県 広島市 ③ ○ 10月24日 http://www.cf.city.hiroshima.jp/saeki-cs/

(財)広島市文化財団
佐伯区民文化センター

さえきサロンコンサート
広島市佐伯区民文化
センター

広島県 広島市 ③ ○ 11月14日 http://www.cf.city.hiroshima.jp/saeki-cs/

(財)広島市文化財団
広島城

企画展「広島湾頭をめぐる歴史
群像」

広島城 広島県 広島市 ③
10月24日～
11月29日

http://www.rijo-castle.jp

(財)広島市文化財団
広島市現代美術館

全館無料開放 広島市現代美術館 広島県 広島市 ③ ○ 11月3日 http://www.hcmca.cf.city.hiroshima.jp/

(財)広島市文化財団
広島市映像文化ライブラ
リー

ひろしま映像ショーケース
広島市映像文化ライ
ブラリー

広島県 広島市 ③ ○
11月7日～
11月8日

http://www.cf.city.hiroshima.jp/eizou

(財)広島市文化財団
広島国際アニメーション
フェスティバル実行委員
会

国際アニメーション・デー2009 in
広島

広島市内公民館、広
島市映像文化ライブ
ラリー

広島県 広島市 ③

10月4日～
11月29日
（11施設12
回実施）

(財)広島市文化財団　広
島市郷土資料館

特別展「旅する民俗学者　宮本
常一と広島」

広島市郷土資料館 広島県 広島市 ③
10月17日～
12月20日

http://www.hiroins-net.ne.jp/kyodo/

(財)広島市文化財団　広
島市郷土資料館

企画展「『ごんぎつね』が語る昔
のくらし」

広島市郷土資料館 広島県 広島市 ③
9月5日～
2月7日

http://www.hiroins-net.ne.jp/kyodo/

(財)広島市文化財団　広
島市郷土資料館

文化の日イベント「駄菓子作り
広場」

広島市郷土資料館 広島県 広島市 ③ 11月3日 http://www.hiroins-net.ne.jp/kyodo/

(財）広島市ひと・まちネッ
トワーク　福田公民館

歴史めぐりと自然観察会 木の宗山 広島県 広島市 ① ○
11月1日
※雨天時11
月8日

http://www.hitomachi.city.hiroshima.jp/fukuda-k/

(財）広島市ひと・まちネッ
トワーク　八幡公民館

八幡３館子育て応援団
わくわくファミリーコンサート

八幡公民館 広島県 広島市 ① ○ 11月1日 http://www.hitomachi.city.hiroshima.jp/yahata-k/  

(財）広島市ひと・まちネッ
トワーク　八幡公民館

八幡３館子育て応援団
わくわくファミリーコンサート

八幡公民館 広島県 広島市 ① ○ 11月1日 http://www.hitomachi.city.hiroshima.jp/yahatahigashi-k/  

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄に「○」がついたイベントは、参加無料のイベントです。
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第５１回「教育・文化週間」
関連行事

主催機関名 行事名 会場 都道府県 市区町村 種類 料金 実施日時 URL

(財）広島市ひと・まちネッ
トワーク　八幡公民館

八幡３館子育て応援団
わくわくファミリーコンサート

八幡公民館 広島県 広島市 ① ○ 11月1日 http://www.hitomachi.city.hiroshima.jp/toshimatu-k/

(財）広島市ひと・まちネッ
トワーク　楠那公民館

第２４回楠那ふれあい広場(公民
館まつり)

楠那公民館 広島県 広島市 ① ○
11月7日～
11月8日

http://www.hitomachi.city.hiroshima.jp/minamiku-k/

(財）広島市ひと・まちネッ
トワーク　船越公民館

船越ふるさとまつり 船越公民館 広島県 広島市 ① ○
10月31日～
11月1日

(財）広島市ひと・まちネッ
トワーク　青少年野外活
動センター・ こども村

うしずファーミングクラブ
広島市青少年野外活
動センター・ 広島市こ
ども村

広島県 広島市 ① ○
10月31日～
11月１日

http://www.hitomachi.city.hiroshima.jp/jimukyoku/yagai-ac.html

(財）広島市ひと・まちネッ
トワーク　舟入公民館

みんなのおはなしかい 舟入公民館 広島県 広島市 ① ○ 11月5日 http://www.hitomachi.city.hiroshima.jp/funairi-k/

(財）広島市ひと・まちネッ
トワーク　舟入公民館

まぼろしの江波焼探偵団 舟入公民館 広島県 広島市 ③ ○ 11月1日 http://www.hitomachi.city.hiroshima.jp/funairi-k/

(財)広島市ひと・まちネッ
トワーク　三滝少年自然
の家

三滝自然ファミリーランド
広島市三滝少年自然
の家

広島県 広島市 ①
11月7日～
11月8日

http://www.hitomachi.city.hiroshima.jp/mitaki-c/

(財）広島市ひと・まちネッ
トワーク　高陽公民館

おはなし会 高陽公民館 広島県 広島市 ① ○ 11月7日 http://www.hitomachi.city.hiroshima.jp/koyo-k/

(財)広島市ひと・まちネッ
トワーク　広島市青少年
センター

上田宗箇流茶道教室
広島市青少年セン
ター

広島県 広島市 ① 11月7日 http://www.hitomachi.city.hiroshima.jp/y-center/

(財）広島市ひと・まちネッ
トワーク　己斐上公民館

2009己斐上公民館
ふれあいまつり

己斐上公民館 広島県 広島市 ① ○
11月7日～
11月8日

(財）広島市ひと・まちネッ
トワーク　吉島公民館

幼稚園がえりのおはなし会 吉島公民館 広島県 広島市 ① ○ 11月5日 http://www.hitomachi.city.hiroshima.jp/yoshijima-k/

(財）広島市ひと・まちネッ
トワーク　井口公民館

井口中学校家庭教育講演会 井口中学校 広島県 広島市 ① ○ 11月3日 http://www.hitomachi.city.hiroshima.jp/inokuchi-k/

広島女学院大学 公開セミナー
広島女学院大学　人
文館　３階　３０３ＡＶ
教室

広島県 広島市 ① ○

10月10日
10月17日
10月24日
10月31日

http://www.hju.ac.jp/~souken/

広島都市学園大学

【大学公開講座】
「健康に気遣い、文化的で美し
い環境の街とはー大学と地域の
連携を探るー」
内容：ウォーキング講習と地域
の美化活動、大学の公開及び
健康に係る講座と大学のランチ
試食会

広島都市学園大学と
その周辺（及び隣接
の大型スーパーとの
連携を計画中）

広島県
広島市南

区
① ○

11月8日又
は11月15日
のどちらか
で実施（現
在、調整中）

http://www.hcu.ac.jp/

坂町文化協会 第26回坂町文化祭 町民センター 広島県 坂町 ③ ○ 11月1日

三原市文化協会 三原市文化協会　華展・お茶席 三原市中央公民館 広島県 三原市 ③ ○

11月13日～
15日
 １０：００～１
７：００
（16日は１
６：００まで）

http://www.city.mihara.hiroshima.jp/

三原市教育委員会 三原市ゆかりの人の本展 三原市中央図書館 広島県 三原市 ① ○

10月24日～
11月9日
９：３０～１
９：００

http://www.city.mihara.hiroshima.jp/

三原市教育委員会
第２回　生涯学習文化講座「和
の文化」に学ぶ　～未来に生き
るヒントを「ふろしき」に探す～

中央公民館第２・第３
講座室

広島県 三原市 ① ○
10月29日
１３：３０～１
５：３０

http://www.city.mihara.hiroshima.jp/

三原市教育委員会 「夢を開こう」三原弁論大会
生涯学習センターに
いたかホール

広島県 三原市 ② ○
１０月３１日
９：１５～１
２：４０

http://www.city.mihara.hiroshima.jp/

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄に「○」がついたイベントは、参加無料のイベントです。
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第５１回「教育・文化週間」
関連行事

主催機関名 行事名 会場 都道府県 市区町村 種類 料金 実施日時 URL

三原市教育委員会
三原市中学校英語スピーチコン
テスト

生涯学習センターに
いたかホール

広島県 三原市 ② ○
10月31日
１３：３０～１
６：３０

http://www.city.mihara.hiroshima.jp/

三原市教育委員会
レッツゴーカープ三原展　－赤
ヘルと三原応援団の軌跡ー

ペアシティ三原西館２
階市民ギャラリー１

広島県 三原市 ① ○

10月31日～
11月9日
１０：００～１
７：００

http://www.city.mihara.hiroshima.jp/

三原市教育委員会 伝統芸能「塩瀬神楽団」上演
大和文化センタークレ
オホール

広島県 三原市 ③
11月14日
1４：００～1
６：００

http://www.city.mihara.hiroshima.jp/

三原市教育委員会 教科書展 三原市中央図書館 広島県 三原市 ② ○

10月24日～
11月9日
９：３０～１
９：００

http://www.city.mihara.hiroshima.jp/

三原市教育委員会 三原教育の日制定記念式典
リージョンプラザ文化
ホール

広島県 三原市 ② ○
10月24日
９：００～９：
３０

三原市 両洋の眼　第２０回記念展
リージョンプラザ展示
ホール

広島県 三原市 ③

11月12日～
1月6日
１０：００～１
８：００

http://www.city.mihara.hiroshima.jp/

三原市
ポール・モーリア　メモリアルコ
ンサート２００９

三原市芸術文化セン
ターポポロ

広島県 三原市 ③
11月6日
1８：３０～

http://www.city.mihara.hiroshima.jp/

県立広島大学地域連携
センター

公開講座「家族支援の実践講座
（上級編）」

県立広島大学三原
キャンパス

広島県 三原市 ①
10月31日・
11月7日

http://www.pu-hiroshima.ac.jp/renkei/05_lecture/index.html

県立広島大学地域連携
センター

公開講座「健骨・健康増進セミ
ナー」

県立広島大学三原
キャンパス

広島県 三原市 ① 11月15日 http://www.pu-hiroshima.ac.jp/renkei/05_lecture/index.html

だいわ元気まつり実行委
員会

だいわ元気まつり
白竜湖スポーツ村公
園

広島県 三原市 ③ ○
10月18日
９：００～１
６：００

http://www.city.mihara.hiroshima.jp/

２００９三原市生涯学習
フェスティバル実行委員
会

生涯学習フェスティバル
中央公民館・サンシー
プラザ・リージョンプラ
ザ他

広島県 三原市 ① ○

10月24日
９：００～10
月25日１５：
００

http://www.city.mihara.hiroshima.jp/

広島県立歴史民俗資料
館

開館30周年記念秋の特別企画
展
「古代の出雲と吉備の名宝―青
銅と鉄と玉と―」

広島県立歴史民俗資
料館
企画展示室

広島県 三次市 ③
10月３日～
11月23日

http://www.manabi.pref.hiroshima.lg.jp/rekimin/index.html

広島県立歴史民俗資料
館

開館30周年記念秋の特別企画
展
「古代の出雲と吉備の名宝―青
銅と鉄と玉と―」展示解説会

広島県立歴史民俗資
料館
企画展示室

広島県 三次市 ③

10月11日
10月25日
11月３日
11月15日

http://www.manabi.pref.hiroshima.lg.jp/rekimin/index.html

広島県立歴史民俗資料
館

開館30周年記念秋の特別企画
展
「古代の出雲と吉備の名宝―青
銅と鉄と玉と―」
開催記念講演「出雲から見た吉
備・中国山地」

広島県立歴史民俗資
料館
研修室

広島県 三次市 ③ 10月10日 http://www.manabi.pref.hiroshima.lg.jp/rekimin/index.html

広島県立歴史民俗資料
館

開館30周年記念秋の特別企画
展
「古代の出雲と吉備の名宝―青
銅と鉄と玉と―」
開催記念講演「吉備から見た出
雲・中国山地」

広島県立歴史民俗資
料館
研修室

広島県 三次市 ③ 11月14日 http://www.manabi.pref.hiroshima.lg.jp/rekimin/index.html

広島県立歴史民俗資料
館

歴史民俗展示
「ちょっと昔の道具展―はかる
－」

広島県立歴史民俗資
料館
歴史民俗展示室

広島県 三次市 ③
10月16日～
2月７日

http://www.manabi.pref.hiroshima.lg.jp/rekimin/index.html

広島県立歴史民俗資料
館

歴史民俗展示
「ちょっと昔の道具展―はかる
－」展示解説会

広島県立歴史民俗資
料館
歴史民俗展示室

広島県 三次市 ③ 11月８日 http://www.manabi.pref.hiroshima.lg.jp/rekimin/index.html

広島県高校生スペシャリ
ストの祭典実行委員会

第９回広島県高校生スペシャリ
ストの祭典

県立みよし公園 広島県 三次市 ② ○
10月24日，
25日

奥田元宋・小由女美術館
円空・木喰展「庶民の信仰」の
系譜

奥田元宋・小由女美
術館

広島県 三次市 ③
9月4日～10
月25日

http://genso-sayume.jp/index2.html

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄に「○」がついたイベントは、参加無料のイベントです。
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第５１回「教育・文化週間」
関連行事

主催機関名 行事名 会場 都道府県 市区町村 種類 料金 実施日時 URL

ヒューマンフェスタ2009み
よし実行委員会
（広島県・広島県教育委
員会・広島法務局・広島
県人権擁護委員連合会・
三次市ほか）

ヒューマンフェスタ2009みよし 三次市文化会館 広島県 三次市 ① ○
11月21日
～11月22日

http://www.pref.hiroshima.lg.jp/category/1173230288709/index.html

広島県立歴史民俗資料
館
広島県立歴史博物館

広島県立歴史民俗資料館及び
広島県立歴史博物館
「ひろしま教育ウィーク」小・中・
高校生への無料開放

広島県立歴史民俗資
料館
広島県立歴史博物館

広島県
三次市
福山市

③ ○
11月１日～
11月７日

 http://www.manabi.pref.hiroshima.lg.jp/rekimin/index.html

広島県立歴史民俗資料
館
広島県立歴史博物館

広島県立歴史民俗資料館及び
広島県立歴史博物館
「文化の日」無料開放

広島県立歴史民俗資
料館
広島県立歴史博物館

広島県
三次市
福山市

③ ○ 11月３日 http://www.manabi.pref.hiroshima.lg.jp/rekishih/

東城支所　地域振興室
東城まちなみぶらり散歩ギャラ
リー

東城市街地 広島県 庄原市 ③ ○
10月30日～
11月6日

庄原市教育委員会（庄原
市田園文化センター）

庄原英学校創設125年記念事
業

国営備北丘陵公園 広島県 庄原市 ③ ○ 11月7日

広島県立総合技術研究
所畜産技術センター

一般公開
（成果発表，展示，乳しぼり体験
など）

広島県立総合技術研
究所畜産技術セン
ター

広島県 庄原市 ④ ○ 10月25日 http://www.pref.hiroshima.lg.jp/page/1176103155594/index.html

広島テレビ、ジョイフル、
ザ・ビッグ

グランプリコンサート 庄原市民公民館 広島県 庄原市 ③ 11月20日

口和郷土資料館後援会 ライアーコンサート
口和郷土資料館ロ
ビー

広島県 庄原市 ③ 10月24日

県立広島大学地域連携
センター

市民公開講座「私と庄原～これ
からの庄原市のために～」

県立広島大学庄原
キャンパス

広島県 庄原市 ①
10月27日～
11月24日

http://www.pu-hiroshima.ac.jp/renkei/05_lecture/index.html

県立広島大学地域連携
センター

県立広島大学公開講座「県北の
環境問題とその実践的対策」

県立広島大学庄原
キャンパス

広島県 庄原市 ④ 11月10日 http://www.pu-hiroshima.ac.jp/renkei/05_lecture/index.html

県立広島大学地域連携
センター

学術講演会「地域資源としての
バイオマス利活用の展望」

県立広島大学庄原
キャンパス

広島県 庄原市 ④ ○ 11月13日 http://www.pu-hiroshima.ac.jp/renkei/05_lecture/index.html

株式会社グリーンウィン
ズ

神楽と花火と響演
国営備北丘陵公園
みのりの里

広島県 庄原市 ③ 10月18日

越原みこと会 吾妻山の「紅葉を探る」 吾妻山 広島県 庄原市 ① 10月18日

神石高原町教育委員会 神石高原町図書館まつり
シルトピアカレッジ図
書館

広島県
神石高原

町
① ○ 11月21日

神石高原町教育委員会
神石高原英語暗唱･スピーチコ
ンテスト

さんわ総合センター 広島県
神石高原

町
② ○ 11月25日

神石高原町教育委員会

トップアスリートに学ぼうＤＡＹ
「みんなで走ろう体験教室」
講師　佐藤敦之氏(中国電力)･
佐藤美保氏

三和中学校グラウンド 広島県
神石高原

町
① ○ 10月17日

世羅町教育委員会 ファミリーコンサート
せらにしタウンセン
ター

広島県 世羅町 ① 11月14日

世羅町教育委員会 ヒューマンライツコンサート せら文化センター 広島県 世羅町 ① 11月20日 http://www.town.sera.hiroshima.jp/boe/#生涯学習関係

世羅町教育委員会 せらの原風景写真展 大田庄歴史館 広島県 世羅町 ③
11月4日～1
月24日

http://www.town.sera.hiroshima.jp/boe/#生涯学習関係

大竹市文化協会 大竹市文化祭
大竹市総合市民会館
ほか

広島県 大竹市 ③ ○
10月24日～
11月22日

http://www.city.otake.hiroshima.jp/kyoiku/gyojikarenda.html

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄に「○」がついたイベントは、参加無料のイベントです。
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第５１回「教育・文化週間」
関連行事

主催機関名 行事名 会場 都道府県 市区町村 種類 料金 実施日時 URL

大竹市教育委員会 青少年育成講演会 大竹市総合市民会館 広島県 大竹市 ① ○ 11月27日 http://www.city.otake.hiroshima.jp/kyoiku/gyojikarenda.html

ジュニアコンサート実行
委員会
大竹市教育委員会

ジュニアコンサート アゼリアホール 広島県 大竹市 ① ○ 10月25日 http://www.city.otake.hiroshima.jp/kyoiku/gyojikarenda.html

コーラスフェスティバル実
行委員会
大竹市教育委員会

コーラスフェスティバル アゼリアホール 広島県 大竹市 ① ○ 11月15日 http://www.city.otake.hiroshima.jp/kyoiku/gyojikarenda.html

竹原書院図書館 秋の文庫まつり 竹原福祉会館大広間 広島県 竹原市 ① ○ 11月1日 http://www.takeharashoin.jp/

竹原書院図書館 絵本の会
竹原書院図書館　視
聴覚室

広島県 竹原市 ① ○ 11月14日 http://www.takeharashoin.jp/

竹原市子ども文化祭実
行委員会

竹原市子ども文化祭 竹原市民館 広島県 竹原市 ② ○ 11月7日

竹原市芸術文化振興協
議会

竹原市美術展
たけはら美術館１Ｆ
文化創造ホール

広島県 竹原市 ③ ○
10月27日～
11月3日

竹原市芸術文化振興協
議会

竹原市総合文化祭 竹原市民館ホール他 広島県 竹原市 ③ ○
10月24日～
11月7日

竹原市芸術文化振興協
議会

竹原市小中学生　図画・書道展
たけはら美術館１Ｆ
文化創造ホール

広島県 竹原市 ② ○
11月4日～
11月8日

竹原市教育委員会
竹原市小中学校絵画・作文コン
クール展

たけはら美術館 広島県 竹原市 ② ○
11月4日～
11月8日

たけはら美術館 所蔵品展「花鳥風月」 たけはら美術館２Ｆ 広島県 竹原市 ①
10月23日～
1月24日

http://www.city.takehara.hiroshima.jp/

東広島市教育委員会 第22回東広島市美術展 東広島市立美術館 広島県 東広島市 ③

前期展
10月17日～
11月1日
後期展
11月7日～
11月22日

広島大学理学部・大学院
理学研究科

広島大学理学部・大学院理学研
究科公開
「現代科学をあなたの目で！」

広島大学理学部 広島県 東広島市 ① ○ 11月7日 http://www.hiroshima-u.ac.jp/sci/

広島大学
広島大学校友会

学術講演「ゴードンサトウ，川本
辰男，五木寛之」，文化講演「八
杉康夫，衣笠祥雄」，雅楽公演
「東儀秀樹」【広島大学創立60
周年記念事業（第3回ホームカミ
ングデー）】

広島大学
東広島キャンパス

広島県 東広島市 ②③④ ○ 11月7日 http://www.hiroshima-u.ac.jp/koyukai/

広島大学
広島大学校友会

「広島大学の歴史」パネル展（広
島大学文書館），広島大学図書
館所蔵貴重資料展示（広島大学
図書館），「瀬戸内海と宮島ー自
然と文化」展（広島大学総合博
物館）【広島大学創立60周年記
念事業（第3回ホームカミング
デー）】

広島大学
東広島キャンパス

広島県 東広島市 ②③④ ○ 11月8日 http://www.hiroshima-u.ac.jp/koyukai/

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄に「○」がついたイベントは、参加無料のイベントです。
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第５１回「教育・文化週間」
関連行事

主催機関名 行事名 会場 都道府県 市区町村 種類 料金 実施日時 URL

広島大学
広島大学校友会

「ジャーナリズムの現在（仮題）」講
演会（総合科学部・総合科学研究
科），世界とふれあう語学カフェ・広
島大学文理科大学創立80周年追
懐記念講演会・写真展（文学部・文
学研究科，理学部・理学研究科（共
催）），学部生・院生による演奏会
（教育学部・教育学研究科），化学
教室創立80周年記念行事（理学
部・理学研究科），「50年の大学教
員生活を振り返って」近畿大学学長
講演会（法学部・経済学部・社会科
学研究科），「学生による『学生のお
もしろ企画』の紹介・工学部と地域
についての展示」（工学部・工学研
究科），「クロマグロの完全養殖と将
来展望」・「新興・再興感染症の新
検査法開発の取り組み」生物生産
学部発足30周年記念講演会（生物
生産学部・生物圏科学研究科），シ
ンポジウム「中山修一広島大学名
誉教授他」（国際協力研究科），「限
りなき挑戦・衣笠祥雄（野球解説
者）」（霞地区合同（医学部・歯学
部・薬学部・保健学研究科・医歯薬
学総合研究科））【広島大学創立60
周年記念事業（第3回ホームカミン
グデー）】

広島大学
東広島キャンパス

広島県 東広島市 ②③④ ○ 11月9日 http://www.hiroshima-u.ac.jp/koyukai/

広島大学
わが国の伝統芸能の鑑賞会
－地域住民と学生によるコラボ
レーション－

広島大学サタケメモリ
アルホール

広島県 東広島市 ③ ○ 11月3日

広島大学 広島大学大学祭
広島大学東広島キャ
ンパス

広島県 東広島市 ③ ○ 11月7～8日

広島国際大学 市民交流音楽祭
広島国際大学
東広島キャンパス講
堂

広島県 東広島市 ③ ○ 10月25日 http://www.hirokoku-u.ac.jp/cooperation/music/index.html

広島修道大学 公開講座
廿日市市商工保健会
館

広島県 廿日市市 ①④ ○ 10月31日 http://www.shudo-u.ac.jp/kouryuu/kouken/8a21710000000n6d.html

尾道大学地域総合セン
ター

「尾道学」公開講座 しまなみ交流館 広島県 尾道市 ① ○
10月14日～
11月18日で
5回開催

http://www.onomichi-u.ac.jp/center/area/kouza.html

尾道市文化協会 尾道散策「秋の茶会」
浄土寺・西國寺・しま
なみ交流館・市立美
術館

広島県 尾道市 ① 11月3日

尾道市教育委員会 写真家「松本徳彦」講演会 尾道市立美術館 広島県 尾道市 ① 10月31日

尾道市教育委員会  第８回高校生おのみち演劇祭 しまなみ交流館 広島県 尾道市 ③ ○ 11月1日

尾道市教育委員会 「おしゃべり鑑賞会」 尾道市立美術館 広島県 尾道市 ① 11月8日

尾道市教育委員会
しまなみ海道10周年記念
事業広島県実行委員会

しまなみ・ノルマンディー「二つ
の都市」写真展

尾道市立美術館 広島県 尾道市 ①
10月10日～
11月30日

http://www.go-shimanami.jp/10th/event/photo.html

尾道市教育委員会 「茶室」特別公開 おのみち文学記念室 広島県 尾道市 ③
10月1日～
11月30日

尾道市 市民芸能祭 しまなみ交流館 広島県 尾道市 ③ ○ 11月7日

尾道市 市民音楽祭 しまなみ交流館 広島県 尾道市 ③ ○ 11月8日

府中市立府中中学校 府中市立府中中学校研究大会 府中市立府中中学校 広島県 府中市 ② ○ 11月20日 http://www.edu.city.fuchu.hiroshima.jp/~fu-chu

府中市立府中小学校 府中市立府中小学校研究大会 府中市立府中小学校 広島県 府中市 ② ○ 11月20日 http://www.edu.city.fuchu.hiroshima.jp/~fu-chu

府中市立第一中学校 府中市府南学園公開研究会 府中市立第一中学校 広島県 府中市 ② ○ 11月18日 http://www.edu.city.fuchu.hiroshima.jp/~ichi-chu/

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄に「○」がついたイベントは、参加無料のイベントです。
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府中市立栗生小学校 府中市立栗生小学校研究大会 府中市栗生小学校 広島県 府中市 ② ○ 10月22日

府中市立旭小学校 府中市立旭小学校研究大会 府中市立旭小学校 広島県 府中市 ② ○ 10月22日

府中市子ども育成協議
会

府中市子ども文化祭 府中市文化センター 広島県 府中市 ① ○ 10月31日

府中市・府中市教育委員
会

平成２１年度　広島県　府中市
小中一貫教育研究大会

府中市立上下中学校 広島県 府中市 ② ○ 11月6日 http://www.edu.city.fuchu.hiroshima.jp/~jouge-chu/

府中市・府中市教育委員
会

府中市生涯学習フェスティバル 府中市文化センター 広島県 府中市 ① ○
10月31日～
11月1日

青少年育成府中市民会
議

中学生合同演奏会 府中市文化センター 広島県 府中市 ① ○ 10月31日

三郎丸町内会・龍王荘 三郎の滝紅葉まつり 三郎の滝 広島県 府中市 ③ ○ 11月15日 http://www.city.fuchu.hiroshima.jp/kanko/event/saburonotakimomiji/index.html

文化ゾーン連絡会議
文化ゾーン施設スタンプラリー
(仮称)

文化ゾーン6施設
(ふくやま美術館・
 ふくやま書道美術
館・
 ふくやま文学館・
 福山城・
 福山市人権平和資
料館・
 広島県立歴史博物
館)

広島県 福山市 ③ ○ 11月3日 http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/fukuyama-museum/

福山市しんいち歴史民俗
博物館

フィールドワーク「石州街道を歩
こう!!」

福山市新市町内 広島県 福山市 ③ ○ 10月24日

福山市しんいち歴史民俗
博物館

講演会「ハレ」の日「ケ」の日の
食と発酵食品

福山市しんいち歴史
民俗博物館

広島県 福山市 ③ ○ 11月7日

島田荘司選　ばらのまち
福山ミステリー文学新人
賞実行委員会

龍馬・鞆の浦ミステリー探検’０
９

福山市鞆町一円 広島県 福山市 ① ○
11月１日～
30日

清心女子高等学校
女子生徒による科学研究発表
交流会

福山大学社会連携研
究推進センター

広島県 福山市 ② ○ 10月31日 http://www.nd-seishin.ac.jp

財団法人福山市かんな
べ文化振興会

頼祺一先生講演会 菅茶山記念館 広島県 福山市 ① ○ 11月3日

財団法人福山市かんな
べ文化振興会

歴史講座「神辺の発掘状況調
査」

神辺歴史民俗資料館 広島県 福山市 ① ○ 11月1日

財団法人福山市かんな
べ文化振興会

親子で歌い継ごう日本の歌百選
ｺﾝｻｰﾄ

福山市神辺文化会館 広島県 福山市 ③ ○ 11月1日

財団法人ふくやま芸術文
化振興財団・財団法人福
山市かんなべ文化振興
会・福山市鞆の浦歴史民
俗資料館活動推進協議
会・福山市しんいち歴史
民俗博物館

常設展・特別展の無料開放

ふくやま美術館・ふく
やま書道美術館・ふく
やま文学館・福山市
立福山城博物館・福
山市鞆の浦歴史民俗
資料館・福山市神辺
歴史民俗資料館・菅
茶山記念館・福山市
しんいち歴史民俗博
物館

広島県 福山市 ① ○ 11月3日

財団法人ふくやま芸術文
化振興財団
ふくやま美術館

(特別展)マッキアイオーリ展関
連事業
コロ・フェスタ　街角コンサート
「ルネッサンスの響」

ふくやま美術館ロビー 広島県 福山市 ③ ○
11月７日
13:30～
14:00

http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/fukuyama-museum/

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄に「○」がついたイベントは、参加無料のイベントです。
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第５１回「教育・文化週間」
関連行事

主催機関名 行事名 会場 都道府県 市区町村 種類 料金 実施日時 URL

財団法人ふくやま芸術文
化振興財団　福山城博
物館

重要文化財「伏見櫓」公開 福山城公園 広島県 福山市 ① ○ 11月3日 http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/fukuyamajyo/

財団法人ふくやま芸術文
化振興財団　福山城博
物館

展示解説会 福山城博物館 広島県 福山市 ① ○ 11月7日 http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/fukuyamajyo/

広島県立歴史博物館
開館20周年記念企画展
｢平家一門の栄華と瀬戸内海－
海原を駆けぬけた清盛の夢－｣

広島県立歴史博物館
企画展示室

広島県 福山市 ③
10月16日～
11月23日

http://www.manabi.pref.hiroshima.lg.jp/rekishih/

広島県立歴史博物館

開館20周年記念企画展
｢平家一門の栄華と瀬戸内海－
海原を駆けぬけた清盛の夢－｣
展示解説会

広島県立歴史博物館
企画展示室

広島県 福山市 ③
10月18日
11月８日

http://www.manabi.pref.hiroshima.lg.jp/rekishih/

広島県立歴史博物館

開館20周年記念企画展
｢平家一門の栄華と瀬戸内海－
海原を駆けぬけた清盛の夢－｣
開催記念講演会「平家と瀬戸内
海」

広島県立歴史博物館
講堂

広島県 福山市 ③ ○ 10月17日 http://www.manabi.pref.hiroshima.lg.jp/rekishih/

広島県立歴史博物館

開館20周年記念企画展
｢平家一門の栄華と瀬戸内海－
海原を駆けぬけた清盛の夢－｣
開催記念「平家琵琶演奏会」

広島県立歴史博物館
講堂

広島県 福山市 ③ ○ 11月３日 http://www.manabi.pref.hiroshima.lg.jp/rekishih/

広島県立歴史博物館

開館20周年記念企画展
｢平家一門の栄華と瀬戸内海－
海原を駆けぬけた清盛の夢－｣
開催記念博物館講座「平家の時
代の考古学」

広島県立歴史博物館
講堂

広島県 福山市 ③ ○ 11月７日 http://www.manabi.pref.hiroshima.lg.jp/rekishih/

広島県立歴史博物館
開館20周年記念公開シンポジ
ウム
｢中世後期の流通を考える｣

広島県立歴史博物館
講堂

広島県 福山市 ③ ○
10月31日～
11月１日

http://www.manabi.pref.hiroshima.lg.jp/rekishih/

広島県立福山少年自然
の家

里山わくわく探険隊
広島県立福山少年自
然の家

広島県 福山市 ①
10月24，25
日

広島県教育委員会 「ひろしま教育の日」ﾌｫｰﾗﾑ開催
福山市緑町公園屋内
競技場　福山ローズ
アリーナ

広島県 福山市 ①
「ひろしま教
育の日」
11月１日

（財）ふくやま芸術文化振
興財団
ふくやま文学館

講演会 ふくやま文学館 広島県 福山市 ③ ○ 11月3日 http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/bungakukan/

（財）ふくやま芸術文化振
興財団
ふくやま芸術文化ホール

芸能大全
リーデンローズ大ホー
ル

広島県 福山市 ③ ○ 11月1日 http:www.city.fukuyama.hiroshima.jp/r-rose/

（財）ふくやま芸術文化振
興財団
ふくやま芸術文化ホール

創作音楽劇「鞆千年絵巻」
リーデンローズ大ホー
ル

広島県 福山市 ③ ○ 11月3日 http:www.city.fukuyama.hiroshima.jp/r-rose/

(財)広島市文化財団
文化財課

広島歴史探訪バスツアー「安芸
の中世再発見～霧の彼方の世
界へ」

史跡吉川元春館跡
他

広島県
北広島町

他
① 11月14日 http://www.mogurin.or.jp

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄に「○」がついたイベントは、参加無料のイベントです。
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