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県内全域
①②
③④

「しまね教育の日」の取組 「しまね教育の日」の取組
11月１日～
７日前後

島根県内各市町村 http://www.pref.shimane.lg.jp/kyoikuiinkai/iinkai/kyouikunohi/

昨年度は1287件の取組
があり、島根県教育委
員会のホームページを
代表として記入

松江市 ①
第１回全国合板一枚・作品コンペ
作品展示

全国合板１枚・作品コンペに応募された合板の魅力を全面的に生かした
作品を展示し、合板の魅力を紹介します。

10月23、24
日

島根県立美術館
ホール

社団法人日本木材加工技術
協会、社団法人日本木材加
工技術協会中国支部

無料 http://www.jwta.or.jp/

松江市 ④
センサ・マイクロマシン部門 第27
回「センサ・マイクロマシンと応用
システム」シンポジウム

学協会を超えた研究グループ間の情報交換，アイデアの討論の場として
センサ・マイクロマシン技術のさらなる発展を目標に開催される日本最大
級の新ポジウジウム。学会横断的な情報交換，ディスカッションが出来る
貴重な機会である。

10月14日～
10月15日

くにびきメッセ
社団法人 電気学会 センサ・
マイクロマシン部門

http://www.conferences.jp/27thSensorSymposium/outline_j.html

第27回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウ
ム事務局
ＴＥＬ：03-3346-8007
FAX：03-3346-8002
e-mail：
SMAS@conferences.jp

松江市 ③ 高専祭
学生会を主体とした学校行事の一つで，各学科・各部・同好会の展示や，
ロボコン対決・各クラスの出しもの（合唱，劇，自主制作映画上映）など各
種イベントを行います。

10月9日～
10月10日

松江工業高等専門
学校

松江工業高等専門学校 無料 http://www.matsue-ct.jp/

松江市 ① 公開講座「食と文化」
ふるさとの食と文化に関する講座で、島根の蒲鉾について専門研究員が
講演します。

11月6日
島根県立大学松江
キャンパス大講義
室

島根県立大学短期大学部(松
江キャンパス)

無料 松江キャンパス管理課　0852-26-5525

松江市 ①
第6回島根まるごとミュージアム体
験ツアー

世界遺産・石見銀山周辺の大田市・邑智郡美郷町などをバスでまわり、
文化遺産の価値を再発見していきます。

11月13日
大田市、邑智郡美
郷町

島根大学
生涯学習教育研究センター

無料 http://www.ercll.shimane-u.ac.jp/

松江市 ① 松江地域文化を語る
松江在住の外国人事情等を解説し，松江の地域文化・地 域事情に密着
した簡便な日本語教材開発を行います。

11月20日・
11月27日

島根大学生物資源
科学部1号館203室
（会議室）

島根大学
生涯学習教育研究センター

無料 http://www.ercll.shimane-u.ac.jp/

松江市 ①

第27回島根大学ミュージアム市民
講座「出雲の石造文化探訪～田
原神社（春日神社）の狛犬を観察
してみよう！」

田原神社にある来待石製狛犬の観察し、地域の文化財の価値を再認識
します。

10月16日
島根大学旧奥谷宿
舎集合ののち田原
神社へ移動

島根大学ミュージアム 無料 http://museum.shimane-u.ac.jp/shiminkoza2010/shimin_koza22-27.html

松江市 ①

第28回島根大学ミュージアム市民
講座「弥生時代の絵画資料からみ
た『出雲』形成前夜の山陰地方」

出雲地域から出土した弥生時代の絵画土器について学ぶ市民講座で
す。

11月20日
松江スティックビル
501・502研修室

島根大学ミュージアム 無料 http://museum.shimane-u.ac.jp/shiminkoza2010/shimin_koza28-32.html

出雲市 ③

神々の国しまね～古事記1300年
～協賛事業
第10回神在月古代文化シンポジ
ウム｢神々の姿の変遷を考える｣

古くから今に至るまでに日本人がどのように神のすがた・かたちを表現し
てきたのかを考えるシンポジウム

10月31日（日）

大社文化プレイスうらら
館だんだんホール
（出雲市大社町杵築南
1338-9）

島根県古代文化センター 無料 https://www.izm.ed.jp/cms/event.php?mode=yoyakuadd&id=610 事前申込要

出雲市 ③
企画展　古事記編纂1300年
神々のすがた　古代から水木しげ
るまで

古来日本人は、神々は目に見えない世界にあり、我々の目には見ること
のできない存在と考えてきた。このため古来からわが国の人々は、心の
中でとらえた神々のすがたを形にあわらすうえで、絶えず模索をくりかえし
てきた。その歴史を紹介する。

10月8日（金）
～11月28日

（日）

島根県立古代出雲歴史
博物館
（出雲市大社町杵築東
99-4）

島根県立古代出雲歴史博物
館

http://www.izm.ed.jp/
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出雲市 ①②
公開講座「人を育て自らも育つ
フォーラム」

県外から招いた看護・教育の専門家による講演とシンポジウムを開催しま
す。

11月3日
島根県立大学出雲
キャンパス

島根県立大学短期大学部(出
雲キャンパス)

無料 http://www.u-shimane.ac.jp/13cooperationcenter/32izumo_open_lec/index.html

出雲市 ①
公開講座「消化器がんの診断と治
療の最前線」

「消化器がんの診断と治療の最前線」というテーマで一般市民を対象に公
開講座を行います。

10月31日 ビッグハート出雲 島根大学医学部外科学講座 無料 医学部総務課企画調査係TEL0853-20-2018

出雲市 ①
公開講座「栄養に関する学習と指
導」

「高齢者の健康増進と介護予防」をテーマとした市民公開講座（全５回）の
第３回目として実施予定です。

11月19日 今市元気交流館
島根大学医学部環境保健医
学講座

無料 医学部総務課企画調査係TEL0853-20-2018

出雲市 ①
公開講座「お口の病気の見つけ
方ー口腔がん早期発見をめざし
てー」

“お口の病気の見つけ方”というテーマで一般市民を対象に公開講座を行
います。

11月13日 出雲市内（未定）
島根大学医学部歯科口腔外
科学講座

無料 医学部総務課企画調査係TEL0853-20-2018

出雲市 ①
公開講座「思春期の子どもとむき
あうー親子のきずなを深めるワー
クショップー」

思春期の子どもを持つ保護者を対象にワークショップを開催する予定で
す。

10月30日 出雲市内（未定）
島根大学医学部地域看護学
講座

無料 医学部総務課企画調査係TEL0853-20-2018

出雲市 ① 公開講座「皮膚の日の公開講座」
１１月１２日（イイヒフ）の「皮膚の日」を控え皮膚に対する正しい知識の啓
発を目的とし、市民公開講座を行います。

11月7日 ビッグハート出雲
島根大学医学部皮膚科学講
座

無料 医学部総務課企画調査係TEL0853-20-2018

大田市 ① 「さんべ祭」
　三瓶山周辺地域の活性化を図るため，三瓶山北の原地区３施設が軸と
なり，周辺のNPO団体や地域団体と連携し事業を展開します。

10月23日～
10月24日

国立三瓶青少年交
流の家

独立行政法人国立青少年教
育振興機構

http://sanbe.niye.go.jp/ 全世代　4000名

大田市 ①
学校長期自然体験活動指導者養
成事業

 　「小学校の１週間の自然体験活動」において教育効果の高い自然体
験，生活体験活動の機会を提供するための指導者を養成します。

11月19日～
11月21日

国立三瓶青少年交
流の家

独立行政法人国立青少年教
育振興機構

http://sanbe.niye.go.jp/

小学校の長期自
然体験活動全体
指導者（18歳以
上）または補助指
導者（18歳以上）
として活動・協力
する意思のある
人　20名

大田市 ①

次代のリーダー育成事業
「さんべ夢ステージ」
～君こそが，未来のリーダーだ！
～
①企画力・運営力アップセミナー
編
②想いを形にする編
③夢が現実になる本番編

リーダーとして必要な資質の向上を図り，将来地域社会に貢献できる人
材を育成します。

③10月22日
～24日

国立三瓶青少年交
流の家

独立行政法人国立青少年教
育振興機構

http://sanbe.niye.go.jp/
大学生・社会人
30名
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