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横浜市 ④ かながわ科学技術フェア 神奈川県の試験研究機関などの活動を紹介します。 11月13日
新都市プラザ（そご
う横浜店地下2階正
面入口前)

神奈川県 無料
045-210-3071
神奈川県科学技術政策課
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f4898/

横浜市 ③
第60回神奈川文化賞・スポーツ賞
贈呈式

昭和27年から神奈川県と神奈川新聞社が共催で実施しており、毎年、神
奈川の文化の向上発展に尽力し、その功績顕著な個人又は団体に対し
て「神奈川文化賞」を、また、スポーツにおいて功績顕著な個人又は団体
に対して「神奈川スポーツ賞」を贈呈するもの。

11月3日
15:00

神奈川県民ホール
大ホール

神奈川県、神奈川新聞社 無料
神奈川県県民局くらし文化部文化課文化事業グループ
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f111/

横浜市 ①
自然再生シンポジウム～見えてき
た丹沢再生～

丹沢大山の自然再生について、県民、企業、学識者、行政などが連携し
て取り組み、５年の節目を迎えました。丹沢を知り抜いた人々から、これま
での活動報告を行い、今後の取組みについて意見交換を行います。

10月30日
かながわ労働プラ
ザ多目的ホール

主催：丹沢大山自然再生委
員会、共催：神奈川県自然環
境保全センター

無料 http://www.tanzawasaisei.jp/

ホームページ又
はＦＡＸにて事前
申込制。(行事名・
住所・氏名・ＦＡＸ
番号・同行者を明
記)

横浜市 ① 第７０回青少年創意くふう展覧会 県内の小・中学生が発明、工夫して作成した優秀作品を展示します。 11月11日～13日
神奈川中小企業セ
ンタービル14階

一般社団法人神奈川県発明
協会

無料 http://k-hatsumei.jpn.org/index

横浜市
①②
③

かながわ人づくりコラボ２０１１
「かながわ教育ビジョン」に基づき、県民や様々な主体との協働・連携によ
る「人づくり」について、ワークショップや教育論議等を通じて、県民の方と
ともに論議します。

11月5日
県立国際言語文化
アカデミア

神奈川県教育委員会、かな
がわ人づくり推進ネットワーク

無料
神奈川県教育委員会企画調整課企画調整グループ
(045-210-8030)

定員246名

横浜市 ②③
平成23年度　神奈川県高等学校
総合文化祭　総合開会式

県内高等学校の生徒が合唱や演奏、発表や演技などを行います。 10月29日 神奈川県立音楽堂
神奈川県教育委員会、神奈
川県高等学校文化連盟

無料 http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/p165596.html

横浜市 ② 第14回神奈川県産業教育フェア
農業、工業、商業、水産等の専門高校で学ぶ生徒たちが、日ごろの学習
成果の発表や展示を行います。

11月19日,20日
横浜新都市ビル９
階新都市ホール

神奈川県産業教育フェア実
行委員会

無料 http://sanfair.jp/index.htm

横浜市
①、
③

文字・活字文化の日記念講演
「活字文化の今後　～春風社を事
例として～」

春風社代表取締役 三浦衛氏による活字文化に関する講演 10月22日
生涯学習情報セン
ター（かながわ県民
センター5階）

神奈川県立図書館 無料 http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/yokohama/index.html

横浜市
①、
③

図書館カレッジ
「聴く・見る・感じる　神奈川の名建
築」

横浜国立大学大学院教授吉田鋼市氏を講師に迎え、県立博物館や県庁
といった戦前の歴史的建築から、戦後モダニズム建築の祖、前川國男設
計の図書館・音楽堂など、神奈川の名建築を、現地見学もまじえた連続
講義により紹介します。

11月5日,12日,19
日,26日

神奈川県立図書館 神奈川県立図書館 http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/yokohama/index.html

横浜市 ③
特別展「愛染明王－愛と怒りのほ
とけ－」

愛染明王の仏像や仏画の名品を紹介し、文献からもその姿の秘密に迫り
つつ、密教修法の実態と歴史をたどります。

10月15日～12月4日
神奈川県立金沢文
庫

神奈川県立金沢文庫
読売新聞社

http://www.planet.pref.kanagawa.jp/city/Kanazawa.htm

横浜市 ①③
特別展「竹と民具－竹とともに暮ら
す－」

竹の特性を活かして作られた多様な民具を紹介し、日本人の暮らしと竹と
の関わりを見直そうとするものです。

9月10日～11月6日
神奈川県立歴史博
物館

神奈川県立歴史博物館 http://ch.kanagawa-museum.jp/

横浜市 ①③ 特別陳列「鎌倉彫と眞葛焼」
かながわを代表する工芸品、鎌倉彫と眞葛焼の名品を、当館が所蔵・保
管する作品の中から紹介します。

11月1日～12月27日
神奈川県立歴史博
物館

神奈川県立歴史博物館 http://ch.kanagawa-museum.jp/

横浜市 ③
馬車道を描く日曜画家展歴代金
賞作品展

馬車道商店街との共催です。馬車道界隈の風景を描いた作品展で金賞
をとった作品を展示します。

10月29日～11月6日
神奈川県立歴史博
物館

神奈川県立歴史博物館 無料 http://ch.kanagawa-museum.jp/

横浜市 ①
動物ウォッチング
～動物のしぐさを観察しよう～（野
外観察）

動物園で動物たちのしぐさを観察しながら、ビンゴケームや動物図鑑作り
に挑戦します。雨天・荒天時は中止です。

10月22日
横浜市立野毛山動
物園

神奈川県立生命の星・地球
博物館

無料 http://nh.kanagawa-museum.jp/

対象：小学生とそ
の保護者　20人
申込締切：10月4
日

横浜市 ① 考古学ゼミナール
「縄文時代の温暖化問題」をテーマに、大学教授等によるやや高度な内
容の講義を５回連続して開催します。

10月４日,7日,11
日,14日,18日

神奈川県埋蔵文化
財センター

神奈川県教育委員会文化遺
産課

無料 http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6656/ 定員80名

横浜市 ① 考古学講座
「東京湾西岸の古墳の出現」、「古代の楽器」について埋蔵文化財の専門
的内容を、専門職員等がわかりやすく解説する入門講座です。

10月29日,11月23日
かながわ県民セン
ター2Fホール

神奈川県教育委員会文化遺
産課

無料 http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6656/ 定員各260名

横浜市 ① 出土品観察会
「縄文土器の文様を探る」というテーマで、縄文土器の拓本をとりながら、
縄文土器の文様について学びます。

11月9日～11日
神奈川県埋蔵文化
財センター

神奈川県教育委員会文化遺
産課

無料 http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6656/ 定員各20名

横浜市 ③
「平成23年度文化財保護ポス
ター」入賞作品展示会

文化財や世界文化遺産登録を目指す「武家の古都・鎌倉」を題材にした、
県内中学生によるポスターの入賞作品を展示します。

11月20日
神奈川県庁本庁舎
３階大会議場

神奈川県教育委員会文化遺
産課、鎌倉市、神奈川県・横
浜市・鎌倉市・逗子市世界遺
産登録推進委員会

無料
神奈川県教育委員会文化遺産課世界遺産登録推進グ
ループ
045(210)8359

横浜市 ③
やなぎみわ演劇プロジェクト　vol.2
「1924 海戦」

ヴェネチア・ビエンナーレ日本館代表作家を務めるなど、国際的に活躍す
る美術作家やなぎみわがKAATで演劇公演をプロデュース！

11月3日～6日
神奈川芸術劇場
大スタジオ

公益財団法人　神奈川芸術
文化財団

http://www.kaat.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
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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横浜市 ③
日常/ワケあり
Everyday Life/Hidden Reasons

ニューヨークで活動する若手アーティスト江口悟、田口一枝、播磨みどり
の3名によるグループ展。ワケありの展示室に、ワケありの作家が制作す
るワケありの新作。その理由を会場で存分に感じ取ってください。

10月18日(火)～11月
19(土)

（※会期中は10：00
～18：00、入場は閉
場の30分前まで）

神奈川県民ホール
ギャラリー第1～5展
示室

公益財団法人　神奈川芸術
文化財団

http://www.kanakengallery.com/index.html

横浜市 ③
没後60年記念展　いま輝く林芙美
子

「放浪記」「浮雲」などの名作で知られる作家・林芙美子の没後60年を記
念した回顧展です。

10月1日～11月13日
県立神奈川近代文
学館

公益財団法人神奈川文学振
興会

http://www.kanabun.or.jp

横浜市 ③ 林芙美子展開催記念講演会①
作家・太田治子による講演会「林芙美子の愛のかたち　『浮雲』をとおし
て」を開催します。

10月16日
県立神奈川近代文
学館

公益財団法人神奈川文学振
興会

http://www.kanabun.or.jp
「没後60年記念
展　いま輝く林芙
美子」記念イベン

横浜市 ③ 林芙美子展開催記念朗読会
女優・五大路子の朗読による林芙美子作品「晩菊」「骨」の朗読会を開催
します。

10月22日
県立神奈川近代文
学館

公益財団法人神奈川文学振
興会

http://www.kanabun.or.jp
「没後60年記念
展　いま輝く林芙
美子」記念イベン

横浜市 ③ 林芙美子展開催記念講演会②
評論家・川本三郎による講演会「映画の中の女性たち－『放浪記』『浮雲』
『めし』」を開催します。

11月5日
県立神奈川近代文
学館

公益財団法人神奈川文学振
興会

http://www.kanabun.or.jp
「没後60年記念
展　いま輝く林芙
美子」記念イベン

横浜市 ①
連続公開シンポジウム（国立大学
フェスタ　in urbanYNU）

先般の震災を踏まえ、これからの都市や地域、大学や生活の在り方につ
いて、４つのテーマで議論します。

10月22日,
11月5日, 11日, 16日 横浜国立大学 横浜国立大学 無料

都市イノベーション学府係
045-339-3826

社団法人
国立大学協会
共催

横浜市 ①

シンポジウム
”知られざる横浜の安心・安全の

前線－海上交通・外来種侵入・
水害対策－”

首都圏を支える横浜港の航行安全、防疫、治水対策など安心・安全を確
保する機関のリスク対応を議論します。

11月14日 横浜市開港記念会
館

横浜国立大学統合的海洋教
育・研究センター

無料
URL： http://www.cosie.ynu.ac.jp
e-mail：kaiyo@ynu.ac.jp

横浜市 ① 社会と数学
社会現象の理解や実践に、数学の重要性はいよいよ増していることを、
いろいろなトピックを通して解説します。

10月21日
11月4日、11日、18

日

横浜ビジネスパーク
大会議室

横浜国立大学
公開講座委員会

無料 http://www.ynu.ac.jp

横浜市 ① 落語と中国の古典
今年は、『論語』郷党篇の「厩　焚けたり。…」の一節をもとにした、「厩火
事」を取りあげます。

10月22日
横浜国立大学
教育人間学部講義
棟7号館101教室

横浜国立大学
教育人間科学部

無料 http://www.ynu.ac.jp

横浜市 ① 学び直しの小学校理科（物理編）
実験やものづくりを通して、小学校理科で学ぶ電磁気に関する基本的な
内容を再確認していきます。

11月12日

横浜国立大学
教育教育人間科学
部第2研究棟316室
（物理学大実験室）

横浜国立大学
教育人間科学部

無料 http://www.ynu.ac.jp

横浜市 ①
気持ちよいストレッチと身近な環境
でできる体力増進運動

健康・体力増進のための目標の立て方とそれに応じたトレーニングプログ
ラム立案の方法の実技講習を行います。

11月12日
横浜国立大学 教育
文化ホール中集会

横浜国立大学
教育人間科学部

http://www.ynu.ac.jp

横浜市 ①
環境に優しく快適な被服を科学す
る

健康的で、快適な衣生活を営むためには、なにが重要であるのか、一緒
に考えます。

11月13日
横浜国立大学みな
とみらいキャンパス

横浜国立大学
教育人間科学部

http://www.ynu.ac.jp

横浜市 ① 中国の現状と歴史
中国の経済政策・環境問題・海防などのトピックにつき、その現状もしくは
歴史について講義します。

11月16日
～12月14日

横浜国立大学
教育文化ホール中
集会室

横浜国立大学
経済学部

無料 http://www.ynu.ac.jp

横浜市 ①
脳の働きと人工
知能の可能性

脳を人工的にコンピュータ上で創る試みについて現状を紹介し、人工知能
の可能性について言及します。

11月12日
横浜国立大学
環境情報1号棟3階
310号室

横浜国立大学
環境情報研究院

http://www.ynu.ac.jp

横浜市 ① 公開講座
本学に隣接する「新治市民の森」を公募した地域住民とともに散策し、里
山のもつリラクゼーション効果について、森林インストラクターからの講義
を行うほか、本学看護学科教員が健康相談を行うもの。

11月5日 本学 本学 kyomu@soei.ac.jp

横浜市 ①③
公開講演会「大豆のはたらきin横
浜」-食を通して健やかな人生を-

大豆・大豆たん白質のおいしさ、食品加工技術との関わりについて、大学
の専門家が講演します。学術研究の成果を広く一般の方々に知らせご理
解頂くことを目的としています。

10月7日
パンパシフィック横
浜ベイホテル東急

財団法人不二たん白質研究
振興財団

無料 http://www.fujioil.co.jp/daizu/

TEL072-463-
1764、FAX072-
463-1756、申込
専用E-mail　:
kouen@so.fujioil.c
o.jp

横浜市 ④
キッズ・エネルギー・シンポジウム
2011

小学生とその保護者を主な対象に、様々な伝熱現象を通して、エネル
ギーの重要性や地球環境問題を楽しく理解する行事です。

11月12日 神奈川大学 社団法人日本伝熱学会 無料 http://www.htsj.or.jp/

横浜市 ③ はまっこ読書フェスティバル
講演会、読み聞かせ講座、子ども向けのブックトーク等、子どもと読書を
結ぶ様々な行事を開催します。 11月5日,6日 横浜市中央図書館

・横浜市立図書館
・横浜市教育委員会指導企
画課

無料
横浜市中央図書館サービス課
045（262）0050

横浜市 ①
こんにちは！南ヨーロッパの国ぐ
に

①関連資料の展示
10月26日～11月20

日
横浜市中図書館 横浜市中図書館 無料 http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/library/chiiki/naka/

協力：よこはまラ
イブラリーフレン
ド、かながわこど
もひろば、ことり
の会、モックの会

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
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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横浜市 ①
こんにちは！南ヨーロッパの国ぐ
に

②おはなし会（子ども向き）「南ヨーロッパのおはなし」 11月2日 横浜市中図書館 横浜市中図書館 無料 http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/library/chiiki/naka/

協力：よこはまラ
イブラリーフレン
ド、かながわこど
もひろば、ことり
の会、モックの会

横浜市 ①
こんにちは！南ヨーロッパの国ぐ
に

③ブックトーク（大人向き）「子どもの本で知るフランス・イタリア」 11月10日 横浜市中図書館 横浜市中図書館 無料 http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/library/chiiki/naka/

協力：よこはまラ
イブラリーフレン
ド、かながわこど
もひろば、ことり
の会、モックの会

横浜市 ①
こんにちは！南ヨーロッパの国ぐ
に

④ストーリーテリング「おはなし・おはなし」 11月12日 横浜市中図書館 横浜市中図書館 無料 http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/library/chiiki/naka/

協力：よこはまラ
イブラリーフレン
ド、かながわこど
もひろば、ことり
の会、モックの会

横浜市 ③ おはなし大会 区内のボランティアと協力し、おはなし会を開催します。 11月4日
横浜市保土ケ谷図
書館

横浜市保土ケ谷図書館 無料 http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/library/chiiki/hodogaya/

横浜市 ③ 大人のための図書館体験 中学生以上を対象にした図書館体験を実施します。 11月5日
横浜市保土ケ谷図
書館

横浜市保土ケ谷図書館 無料 http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/library/chiiki/hodogaya/

横浜市 ③ はまっ子読書の日特別おはなし会 11月第一金曜日の「はまっ子読書の日」を記念した特別おはなし会 １１月6日（予定） 横浜市金沢図書館 横浜市金沢図書館 無料 http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/library/chiiki/kanazawa/

横浜市 ③
横浜市立図書館創立90周年記念
展示巡回展示会「絵本が語り継ぐ
90年の歴史」

横浜市立図書館創立90周年を記念して、中央図書館で実施した展示会
の巡回展示

１１月2日～30日 横浜市金沢図書館 横浜市金沢図書館 無料 http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/library/chiiki/kanazawa/

横浜市 ①
秋のおはなし会とミニおりがみ教
室

季節のおはなし（よみきかせ）と折り紙工作を行います。 11月5日 横浜市山内図書館 横浜市山内図書館 無料 http://yamauchi-lib.jp/

横浜市 ① 資料展示「地図でわが町再発見」
様々なテーマで編集された横浜市北部３区（港北・緑・都筑）地図を一堂
に集めて展示し、地域に関する情報提供を行います。

10月28日～11月4日 都筑図書館 都筑図書館 無料 http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/library/chiiki/tsuzuki/

横浜市 ① 講演会
地図の展示に合わせ、絵地図師として活躍されている高橋美江氏の講演
会を開催します。

10月29日 都筑図書館 都筑図書館 無料 http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/library/chiiki/tsuzuki/

横浜市 ③
第51回みなとみらいホリデー名曲
シリーズ

ジョン・アダムス：ドクター・アトミック・シンフォニー(日本初演)
團伊玖磨：交響曲第6番「広島」

10月23日 みなとみらいホール 財団法人読売日本交響楽団 http://yomikyo.or.jp/

横浜市
①②
③

女性文化大学 きものショー 10月30日 鶴見公会堂
財団法人民族衣裳文化普及
協会

無料 http://www.wagokoro.com                       0120-029-315

横浜市 ④
山手の丘
音楽コンクール

全国の未就学児から成人までを対象とする音楽コンクールの本選 11月3日, 5日 フェリスホール フェリス女学院大学 無料 http://www.ferris.ac.jp/

横浜市 ② 音楽学部学内演奏会 音楽学部演奏学科生３，４年生による公開演奏会です。 11月4日, 7日 フェリスホール フェリス女学院大学音楽学部 無料
音楽学部
045-641-8396

横浜市 ①③ Ferris Festival 2011 大学祭 11月5日, 6日
フェリス女学院大学
緑園キャンパス

フェリス女学院大学 無料

横浜市 ① 平成23年度公開講座 今回のテーマは「音楽と運動でリフレッシュ～栄養も忘れずにね～」です。 10月15日
昭和大学
横浜キャンパス

昭和大学 無料 http://www.showa-u.ac.jp/about_us/ext_lect/ext_lect_info.html

横浜市 ① 平成23年度公開講座
テーマは「冬に気をつけたい病気～脳卒中～」「冬に気をつけたい病気～
脳卒中からの回復～」です。

10月15日
昭和大学
藤が丘病院

昭和大学 無料 http://www.showa-u.ac.jp/about_us/ext_lect/ext_lect_info.html

横浜市 ① 平成23年度公開講座 今回のテーマは「タバコと癌」「食道癌で命を落とさないために」です。 10月15日
昭和大学
横浜市北部病院

昭和大学 無料 http://www.showa-u.ac.jp/about_us/ext_lect/ext_lect_info.html

横浜市 ④
神大テクノフェスタ2011
「暮らしと環境の未来」

「暮らしと環境の未来」をテーマに、工学部教員による研究成果の発表(講
演会）のほか、学生による研究ポスター発表、作品・実演展示などが行わ
れます。

10月14日
横浜キャンパス　1・
2･3号館

神奈川大学工学部・大学院
工学研究科・工学研究所

無料 http://www.rie.kanagawa-u.ac.jp/techno-festa/tf2011.html

横浜市 ③ 外国語学部文化ウィーク2011
神奈川大学外国語学部学生による学修成果の発表やスピーチコンテスト
です。右記日程のほかにも、11月25･26日にもイベントが計画されていま

10月15日, 22日,
11月12日, 19日

横浜キャンパス　1・
16・17号館

神奈川大学外国語学部文化
ウイーク実行委員会

無料 http://www.ffl.kanagawa-u.ac.jp/week/index.html サイト案内は予定

横浜市 ①③
公開講座
世界文化遺産に対する「無形文化
遺産」

芸能、工芸技術、祭り習俗などの無形文化遺産に関する、日本、ユネス
コ、中国の現状を全3回の講座で紹介します。

10月17日, 24日, 31
日

みなとみらいエクス
テンションセンター

神奈川大学大学院歴史民俗
資料学研究科

http://www.ku-portsquare.jp/index.html サイト案内は予定

横浜市 ③ 神大フェスタ
横浜キャンパス大学祭です。学生による活動成果の発表のほか数々のイ
ベントが開催されます。高校生を対象に「ミニオープンキャンパス」も行わ

10月29日, 30日
横浜キャンパス　全
域

神大フェスタ実行委員会 無料 http://jindaifesta.com/

横浜市 ①③
第15回常民文化研究講座
「オーラルヒストリーの可能性―歴
史学と民俗学との対話」

歴史学の聞き取り、聞き書き、民俗学の口述･口承のもつ意義について、
それぞれのアプローチから現代的焦点となっている沖縄論を展開します。

10月29日
横浜キャンパス　1
号館

神奈川大学日本常民文化研
究所

無料 http://jominken.kanagawa-u.ac.jp/ サイト案内は予定

横浜市 ①③
辛亥革命100周年記念シンポジウ
ム

中国で起きた辛亥革命から100年を経て、日本、中国、香港、台湾の研究
者が集い、あらためて辛亥革命をとらえるシンポジウムを行います。

11月5日, 6日
横浜キャンパス　16
号館ほか

神奈川大学・清華大学(中
国)・中国史学会

無料 http://www.kanagawa-u.ac.jp/ サイト案内は予定

横浜市 ②
第45回
日体フェスティバル

各種ｽﾎﾟｰﾂ教室、体力測定、ｱｰﾃｨｽﾄﾗｲﾌﾞ、お笑いﾗｲﾌﾞ、子供向けﾋｰﾛｰ
ｼｮｰ等、幅広い年齢層が楽しむ事が出来ます。

11月4日,
5日,6日

日本体育大学
横浜・健志台キャン
パス

日本体育大学
日本体育大学
女子短期大学部

無料 http://www.nittai.ac.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
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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横浜市 ②
第50回
体育研究発表実演会

各運動部等に所属する学生が日頃の練習成果を発表します。体操、ﾁｱ
ﾘｰﾀﾞｰ、ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝ、ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ、その他多数の発表があります。

11月18日 横浜アリーナ
日本体育大学
日本体育大学
女子短期大学部

無料 http://www.nittai.ac.jp/

入場にはチケット
（無料）が必要で
す。応募方法は
HPをご確認下さ

川崎市 ①
講演会「アインシュタインと２１世紀
の科学」

文字・活字文化の日の記念講演会 10月22日
神奈川県立川崎図
書館
２階ホール

神奈川県立川崎図書館 無料 http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/kawasaki/index.html

川崎市 ①
さくら、さくら～サムライ化学者高
峰譲吉の生涯～上映と市川徹監
督トークの会

映画の上映と監督のトークの会 11月5日
神奈川県立川崎図
書館
２階ホール

神奈川県立川崎図書館 無料 http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/kawasaki/index.html

川崎市 ①
いま、日本の森を．．．～2011　国
際森林年

国際森林年に関する図書館資料を中心としたミニ展示
10月14日～12月14

日

神奈川県立川崎図
書館
２階ミニ展示コー

神奈川県立川崎図書館 無料 http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/kawasaki/index.html

川崎市 ①
日本の森林は今～私達にできるこ
と

国際森林年に関するミニ展示の関連講演会 10月29日
神奈川県立川崎図
書館
２階ホール

神奈川県立川崎図書館 無料 http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/kawasaki/index.html

川崎市 ①
ｻｲｴﾝｽｶﾌｪ「海底温泉に生きる生
物たち～深海微生物研究の 前
線」

飲み物を片手に専門家と語り合うサイエンスカフェの開催 10月23日
神奈川県立川崎図
書館
２階ホール

神奈川県立川崎図書館 無料 http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/kawasaki/index.html

川崎市 ③
SHOWAミュージックカフェ「ピアノト
リオ」

若手演奏家を応援するコンサートシリーズです。 10月22日
昭和音楽大学
ユリホール

昭和音楽大学
株式会社　プレルーディオ
http://www.preludio.co.jp/index.html

全席自由／お茶
会付き

川崎市 ① 合唱指導法・合唱指揮法講座
合唱指導のあり方、合唱指揮を実践しながら、そのポイントをわかりやす
く指導します。

10月22日,
23日

昭和音楽大学ラ・
サーラ・スカラ

昭和音楽大学
生涯学習センター
http://www.tosei-showa-
music.ac.jp/culture/life/index.html

講義と個別指導
のワークショップ
形式の講座で
す。聴講生として
の参加もできま

川崎市 ③ 昭和音大祭
学生による80以上もの多種多様なステージ公演をお楽しみいただけま
す。

10月29日,
30日

昭和音楽大学 昭和音楽大学 無料
昭和音楽大学　学生会
http://showamusic-gakuseikai.com/showafes/

川崎市 ③
昭和音楽大学
第18回コンチェルト定期演奏会

成績優秀者より選抜された若きソリストたちが数々の協奏曲を披露しま
す。

11月6日
昭和音楽大学
テアトロ・ジーリオ・
ショウワ

昭和音楽大学
演奏室
http://www.tosei-showa-music.ac.jp/concert/index.html

川崎市 ①
フランツ・リスト生誕２００年記念
レクチャーコンサート

第1回リスト国際ピアノコンクール優勝者マルティン・ファン・デック氏を迎え
てのレクチャーコンサート。今年第9回の優勝者後藤正孝との共演も聴き
どころです。

11月11日
昭和音楽大学
ユリホール

昭和音楽大学
生涯学習センター
http://www.tosei-showa-
music.ac.jp/culture/life/index.html

川崎市 ①
日本女子大学生涯学習センターと
桜楓会連携講座

エッセイストの関容子氏を迎え、「これからの歌舞伎展望」と題し、広く歌
舞伎界の現状と未来を展望する

11月5日
日本女子大学生涯
学習センター（西生
田）

日本女子大学・（社）日本女
子大学教育文化振興桜楓会

無料 http://oufusrv.jwu.ac.jp

川崎市 ① 明治大学ﾘﾊﾞﾃｨｱｶﾃﾞﾐｰｵｰﾌﾟﾝ講座
明治大学130年の星たち（芸能・文化の人脈）
人物で語る明治大学史

10月16日
明治大学駿河台校
舎ﾘﾊﾞﾃｨﾀﾜｰ

明治大学 無料  https://academy.meiji.jp03-3296-4423 事前予約制

川崎市
①②
④

企画展「風船爆弾の風景2011」
登戸研究所が研究・開発し，実戦にも使用された風船爆弾に焦点を当
て，科学技術と平和について考える。写真展示による企画展示と和紙を
中心としたワークショップで構成。

10月26日～12月17
日

明治大学平和教育
登戸研究所資料館

明治大学平和教育登戸研究
所資料館

無料
ホームページhttp://www.meiji.ac.jp/noborito/index.html
メール　　　　　　　　noborito@mics.meji.ac.jp

川崎市 ① アフガニスタン女性の闘い
女性に対する人権侵害を改善するため、アフガニスタンの女性達はどの
ような取り組みをしているかを紹介します。

11月12日 西生田キャンパス
日本女子大学生涯学習セン
ター

無料 http://llc.jwu.ac.jp/nishiikuta.html
定員80名。川崎
市教育委員会連
携事業予定。

川崎市 ①② 西生田キャンパスの森を歩く キャンパス内の里山の森を歩き、植物を中心に生物を観察します。 11月26日 西生田キャンパス
日本女子大学生涯学習セン
ター

無料 http://llc.jwu.ac.jp/nishiikuta.html

小学生3～6年生
と保護者20組40
名。川崎市教育
委員会連携事業

川崎市 ①② 親子で遊ぶ手作りオモチャ
広告チラシ、ボール紙、ストローなどの身近にある材料を使い、安全で簡
単に作れ、遊べるオモチャづくりを学びます。

11月19日 西生田キャンパス
日本女子大学生涯学習セン
ター

無料 http://llc.jwu.ac.jp/nishiikuta.html

小学生1～3年生
と保護者15組30
名。川崎市教育
委員会連携事業

川崎市 ①③ これからの歌舞伎展望
有名歌舞伎役者から、歌舞伎を支える脇役たちの存在についてもふれな
がら、広く歌舞伎界の現状と未来の展望を語ります。

11月5日 西生田キャンパス
日本女子大学生涯学習セン
ター

無料 http://llc.jwu.ac.jp/nishiikuta.html

定員80名。（社）
日本女子大学教
育文化振興桜楓
会連携講座。

川崎市 ① 父親の育児はなぜ重要か
企業、自治体、政府などの男性の育児支援についての取り組みを紹介
し、家族社会学等の研究に基づき、イクメンブームの背景と男性、父親育
児の重要性について考えます。

10月29日 西生田キャンパス
日本女子大学生涯学習セン
ター

http://llc.jwu.ac.jp/nishiikuta.html 定員80名

川崎市 ①
座ってできるやさしいチェアエクサ
サイズ

全て椅子に座って無理なく運動します。全身のストレッチに続き、座位姿
勢用にアレンジしたピラティスを行い、 後にエアロビクスを座ったまま楽
しく行います。

11月25日 西生田キャンパス
日本女子大学生涯学習セン
ター

http://llc.jwu.ac.jp/nishiikuta.html 定員20名

川崎市 ③
Ｋｙｏｇｅｎ Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ．
Ｖｏｌ．Ⅳ

伝統を現代に受け継ぐ、狂言の世界をお楽しみください。 10月15日
洗足学園
ビッグマウス

洗足学園
音楽大学

無料 http://www.senzoku-concert.jp 未就学児不可

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
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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川崎市 ③
学内リサイタル講座
ジョイント・リサイタル⑥

企画から演奏までのすべてに学生が関わる、様々な楽器によるリサイタ
ルです。

10月19日
洗足学園
前田ホール

洗足学園
音楽大学

無料 http://www.senzoku-concert.jp 未就学児不可

川崎市 ③
学内リサイタル講座
ジョイント・リサイタル⑦

企画から演奏までのすべてに学生が関わる、様々な楽器によるリサイタ
ルです。

10月21日
洗足学園
前田ホール

洗足学園
音楽大学

無料 http://www.senzoku-concert.jp 未就学児不可

川崎市 ③

マスターズコンサート　Vol.3
200ｔｈ ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ
ＶＩＶＡ ＬＩＳＺＴ！
～色とりどりのリスト～

今年生誕200年を迎える「ピアノの魔術師リスト」の魅力に迫る、まさに生
誕のその日にお届けする演奏会です。

10月22日
洗足学園
前田ホール

洗足学園
音楽大学

http://www.senzoku-concert.jp 未就学児不可

川崎市 ③ ＳＯＮＧ ＷＲＩＴＥＲＳ
ロック＆ポップスコース生のオリジナル作品を、学生と教員との共演でお
届けします。

10月22日
洗足学園
ビッグマウス

洗足学園
音楽大学

http://www.senzoku-concert.jp

川崎市 ③
専攻科演奏会Ⅱ
コンチェルトとアリアの夕べ

電子オルガンの臨場感溢れるアンサンブルによる、コンチェルトとアリアを
お楽しみください。

10月23日
洗足学園
前田ホール

洗足学園
音楽大学

無料 http://www.senzoku-concert.jp

川崎市 ③
Ｓｅｎｚｏｋｕ Ｄｉｇｉｔａｌ Ｍｕｓｉｃ ＆ Ａｒｔ
ｓ Ｐｒｏｊｅｃｔ

会場を空間的に使用し、アート的な感覚で聴覚・視覚を刺激する、“観る
音楽”をお楽しみください。

10月23日
洗足学園
ビッグマウス

洗足学園
音楽大学

無料 http://www.senzoku-concert.jp 未就学児不可

川崎市 ③ 大学院リサイタルシリーズ⑭
大学院生によるソロ・リサイタル。全23回の公演の中で、それぞれが日頃
の研鑽の成果を披露します。

10月24日
洗足学園
講堂

洗足学園
音楽大学

無料 http://www.senzoku-concert.jp 未就学児不可

川崎市 ③ 大学院リサイタルシリーズ⑮
大学院生によるソロ・リサイタル。全23回の公演の中で、それぞれが日頃
の研鑽の成果を披露します。

10月25日
洗足学園
講堂

洗足学園
音楽大学

無料 http://www.senzoku-concert.jp 未就学児不可

川崎市 ③ ピアノ協奏曲の夕べ 華やかなピアノとオーケストラの世界をお楽しみください。 10月26日
洗足学園
前田ホール

洗足学園
音楽大学

http://www.senzoku-concert.jp 未就学児不可

川崎市 ③ 大学院リサイタルシリーズ⑯
大学院生によるソロ・リサイタル。全23回の公演の中で、それぞれが日頃
の研鑽の成果を披露します。

10月26日
洗足学園
講堂

洗足学園
音楽大学

無料 http://www.senzoku-concert.jp 未就学児不可

川崎市 ③
INTERCHANGE of THE MUSIC
～ジャズコース卒業生による2DAY
PROGRAM～

ジャズコース卒業生による2日間のスペシャルプログラムです。 10月29日, 30日
洗足学園
ビッグマウス

洗足学園
音楽大学

無料 http://www.senzoku-concert.jp

川崎市 ③ 邦楽ミュージカル オリジナルのミュージカル作品を、邦楽の音色にのせて初演します。 10月29日, 30日
洗足学園
前田ホール

洗足学園
音楽大学

http://www.senzoku-concert.jp 未就学児不可

川崎市 ③ 大学院コンチェルトの夕べ
厳しいオーディションにより選ばれた、大学院生による熱演が光る演奏会
です。

10月31日
洗足学園
前田ホール

洗足学園
音楽大学

http://www.senzoku-concert.jp 未就学児不可

川崎市 ③ 大学院リサイタルシリーズ⑰
大学院生によるソロ・リサイタル。全23回の公演の中で、それぞれが日頃
の研鑽の成果を披露します。

11月1日
洗足学園
講堂

洗足学園
音楽大学

無料 http://www.senzoku-concert.jp 未就学児不可

川崎市 ③
第17回　学内声楽コンクール受賞
者披露演奏会

予選を勝ち抜き入賞した学生達による演奏会です。 11月2日
洗足学園
前田ホール

洗足学園
音楽大学

無料 http://www.senzoku-concert.jp 未就学児不可

川崎市 ③ 大学院リサイタルシリーズ⑱
大学院生によるソロ・リサイタル。全23回の公演の中で、それぞれが日頃
の研鑽の成果を披露します。

11月2日
洗足学園
講堂

洗足学園
音楽大学

無料 http://www.senzoku-concert.jp 未就学児不可

川崎市 ③

ブリティッシュブラス第34回定期演
奏会
The Brass Band's Variation!!～ブ
ラスバンドの無限の可能性を求め

イギリスからリチャード・エヴァンス氏を招き、オリジナル作品やクラシック
作品を3部構成でお送りします。

11月3日
洗足学園
前田ホール

洗足学園
音楽大学

http://www.senzoku-concert.jp 未就学児不可

川崎市 ③ 大学院リサイタルシリーズ⑲
大学院生によるソロ・リサイタル。全23回の公演の中で、それぞれが日頃
の研鑽の成果を披露します。

11月4日
洗足学園
講堂

洗足学園
音楽大学

無料 http://www.senzoku-concert.jp 未就学児不可

川崎市 ③
大学院コンサートシリーズ　名手と
共に
～青柳晋氏を迎えて～

青柳晋氏の企画・指導のもと、大学院生によるピアノ音楽の演奏会です。 11月6日
洗足学園
アンサンブル・
シティ１

洗足学園
音楽大学

無料 http://www.senzoku-concert.jp 未就学児不可

川崎市 ③ 大学院リサイタルシリーズ⑳
大学院生によるソロ・リサイタル。全23回の公演の中で、それぞれが日頃
の研鑽の成果を披露します。

11月7日
洗足学園
講堂

洗足学園
音楽大学

無料 http://www.senzoku-concert.jp 未就学児不可

川崎市 ③ 大学院リサイタルシリーズ21
大学院生によるソロ・リサイタル。全23回の公演の中で、それぞれが日頃
の研鑽の成果を披露します。

11月8日
洗足学園
講堂

洗足学園
音楽大学

無料 http://www.senzoku-concert.jp 未就学児不可

川崎市 ③
学内リサイタル講座
ジョイント・リサイタル⑧

企画から演奏までのすべてに学生が関わる、様々な楽器によるリサイタ
ルです。

11月9日
洗足学園
前田ホール

洗足学園
音楽大学

無料 http://www.senzoku-concert.jp 未就学児不可

川崎市 ③ 大学院リサイタルシリーズ22
大学院生によるソロ・リサイタル。全23回の公演の中で、それぞれが日頃
の研鑽の成果を披露します。

11月9日
洗足学園
講堂

洗足学園
音楽大学

無料 http://www.senzoku-concert.jp 未就学児不可

川崎市 ③ 大学院リサイタルシリーズ23
大学院生によるソロ・リサイタル。全23回の公演の中で、それぞれが日頃
の研鑽の成果を披露します。

11月10日
洗足学園
講堂

洗足学園
音楽大学

無料 http://www.senzoku-concert.jp 未就学児不可

川崎市 ③
学内リサイタル講座
ジョイント・リサイタル⑨

企画から演奏までのすべてに学生が関わる、様々な楽器によるリサイタ
ルです。

11月11日
洗足学園
前田ホール

洗足学園
音楽大学

無料 http://www.senzoku-concert.jp 未就学児不可

川崎市 ③ オペラ実習Ⅰ・Ⅱ試演会 モーツァルトのオペラを抜粋でお届けします。 11月14日
洗足学園
前田ホール

洗足学園
音楽大学

無料 http://www.senzoku-concert.jp 未就学児不可

川崎市 ① かわさき読書週間 市立図書館各館で展示、講演会、お話会その他イベントを開催。
10月31日～11月14
日を中心に前後1ヶ

月程度

各市立図書館・分
館

川崎市立図書館 無料
http://www.library.city.kawasaki.jp/
（川崎市立図書館ＨＰ）

各イベントのお知
らせは、詳細が決
まり次第掲載い
たします。

川崎市 ① 読書普及講演会 日本映画大学学長　佐藤忠男氏による講演会 11月18日 川﨑市高津市民館 川崎市立図書館 無料
http://www.library.city.kawasaki.jp/
（川崎市立図書館ＨＰ）

詳細が決まり次
第掲載いたしま

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
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



第５３回「教育・文化週間」関連行事

神奈川県
市区町村 種類 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

川崎市 ① ブックランドＴＯＤＯＲＯＫＩ２０１１
秋の読書週間に合わせて、等々力競技場での川崎フロンターレホーム
ゲーム開催時に読書啓発イベントを予定しています。

11月上旬
等々力競技場（場
外広場）

川崎市教育委員会
川崎フロンターレ

無料

川崎市教育委員会
生涯学習推進課
又は
川崎市立図書館ＨＰ
http://www.library.city.kawasaki.jp/

詳細が決まり次
第掲載いたしま
す。

川崎市 ②
「読書のまち・かわさき」
かわさき読書の日のつどい

・読書活動優秀団体表彰（市内において、図書ボランティア活動や地域文
庫活動等、子どもの読書活動の推進に功績のあった団体、個人を表彰し
ます。）
・作家等の講演会及び市内小学生との交流会（今年度の講師は絵本作
家のなかえよしをさんを予定しています。）
・公共図書館の活動紹介及び表彰団体活動紹介展示

11月6日 川﨑市高津市民館
川崎市教育委員会

無料
川崎市教育委員会
指導課
044－200－3243

川崎市 ③ 男女平等かわさきフォーラム
男女共同参画に関連する映像上映を行います。また、上映後、座談会を
行います。（仮）

11月15日
ラゾーナ川崎プラザ
ソル

川崎市、かわさき男女共同参
画ネットワーク

無料
川崎市市民・こども局
人権男女共同参画室

詳細が決まりご
連絡いたします。

川崎市 ①
プレ多摩区制40周年記念 3大学
知的探訪「専修大学のあゆみ、多
摩区のあゆみ」

多摩区区制40周年を前に、区内立地の3大学（専修・明治・日本女子）が
連携した公開講座や構内見学ツアーを開催します。

11月12日
専修大学 生田キャ
ンパス

多摩区３大学連携協議会（専
修大学・明治大学・日本女子
大学・多摩区役所）

専修大学学長室企画課「３大学知的探訪」係
TEL 044-911-1252

多摩区と専修大
学の歴史に係る
公開講座を開催
し、希望者には
キャンパスツアー
（学食での昼食付
き）を行います。

相模原市 ①④ 記念講演会
相模線全線開通80周年、開業90周年を記念して相模線及び鉄道に関係
する講演会を行います。

11月13日
サン･エールさがみ
はら（橋本）

相模線複線化等促進期成同
盟会(主催)
リニア中央新幹線建設促進
神奈川県期成同盟会(共催)
神奈川県東海道新幹線新駅
設置促進期成同盟会(共催)

無料

0467-82-1111(茅ヶ崎市都市政策課)
042-769-8249(相模原市都市鉄道・交通政策課)
046-235-9676(海老名市駅周辺対策課)
046-252-8289(座間市都市計画課)
0467-74-1111(寒川町企画調整担当)

相模線複線化等
促進期成同盟会
は神奈川県、茅ヶ
崎市、相模原市、
海老名市、座間
市、寒川町及び
市町商工会（商
工会議所）で構成
しています。

相模原市 ② 2011年度相生祭 幼稚部から大学までが1つになり、盛大な学園祭を行います。 11月3日, 4日 本学学内、校庭等

学校法人 相模女子大学
相模女子大学、相模女子大
学短期大学部、相模女子大
学中学部高等部、相模女子
大学小学部、相模女子大学

無料 http://www.sagami-wu.ac.jp/campus/aioi/

相模原市 ① 麻布大学大学祭講演会 東日本大震災と海と森のつながり 10月29日 麻布大学
学校法人麻布獣医学園麻布
大学

無料 042-769-2032

相模原市 ①
帝京大学薬学部公開講座 第6回
『健康に生きる秘訣、ちょっとだけ
お耳を貸して頂けませんか？』

医薬品の適正使用、放射線への適切な対応を例に、前向きな姿勢で科
学を生活に応用することをお伝えします。

10月20日
帝京大学薬学部
相模湖ｷｬﾝﾊﾟｽ

帝京大学薬学部 無料 http://www.pharm.teikyo-u.ac.jp/

相模原市 ①
オープンレクチャー
「化学への招待」
「生物科学への招待」

主に高校生を対象に「クラゲから採集したムチンの話～細胞外物質入門
～」と「遺伝子発現と生命現象」をテーマに，簡単な実験等を行います。

11月6日, 7日
北里大学相模原
キャンパスS号館

北里大学理学部 無料 http://www.kitasato-u.ac.jp/sci/

相模原市 ③
相模原分館「さがみ風っ子文化
祭」親子映画鑑賞会

相模原市・ＪＡＸＡ・東京国立近代美術館の間で締結した「文化事業等の
協力協定」を基に、東京国立近代美術館フィルムセンター相模原分館に
て、親子を対象とした映画鑑賞会を実施します。

10月29日, 30日
東京国立近代美術
館　フィルムセン
ター　相模原分館

相模原市、ＪＡＸＡ、独立行政
法人国立美術館東京国立近
代美術館フィルムセンター

無料 http://www.momat.go.jp/fc.html

相模原市 ①④
（仮）いろいろな砂を顕微鏡で見て
みよう

月に1日、博物館の日として、１０月は地質をテーマにいろいろな砂を顕微
鏡を使って観察してもらいます。

10月23日 市立博物館 相模原市教育委員会 無料 http://www.remus.dti.ne.jp/~sagami/index.htm

相模原市 ①②
(仮)学習資料展「大地さんと未来
さんが見つけるちょっと昔のくらし
Ⅷ～暮らしと道具」

博物館の収蔵品の中から、学校の学習に活用できる資料、特に小学校
３・４年生の社会科｢昔のくらし｣の単元に対応した資料を中心に展示す
る。

11月1日～平成24年
2月26日

市立博物館 相模原市教育委員会 無料 http://www.remus.dti.ne.jp/~sagami/index.htm

相模原市 ① (仮)鈴木重光資料展
相模原市緑区若柳出身の民俗学研究家鈴木重光氏が収集した歴史・民
俗資料を展示します。

11月1日～平成24年
2月26日

市立博物館 相模原市教育委員会 無料 http://www.remus.dti.ne.jp/~sagami/index.htm

相模原市 ①④
自然観察会「陣馬山の秋を楽し
む」

陣馬山を歩き、秋の山の自然を観察します。
往復はがきによる事前申込が必要です。詳細は、当館ホームページを参
照
申込期間：9月15日～30日(必着)

10月15日 陣馬山 相模原市立教育委員会 無料 http://www.remus.dti.ne.jp/~sagami/index.htm

相模原市 ①④
天文教室「月・木星をデジタルカメ
ラで撮影してみよう」

天体望遠鏡を操作し、デジタルカメラで月や木星の撮影方法、パソコンに
よる画像処理の仕方について学びます。
開催日：10/29、11/5、11/12、11/19、12/3、12/17
往復はがきによる事前申込が必要です。詳細は、当館ホームページを参
照

10月29日～12月17
日までの土曜日の

内6日
全6回連続講座

市立博物館 相模原市立教育委員会 無料 http://www.remus.dti.ne.jp/~sagami/index.htm

相模原市 ①
市民講座「学びのらいぶ塾」受講
者企画講座

知の循環型社会の仕組みづくりを目指すための市民講座研修の実践編
として、受講生が協力をしながら文化的なものから日常生活に役立つも
のまで多種多様な内容の講座を実施する。

11月1日～11日
市立総合学習セン
ター

相模原市立総合学習セン
ター

総合学習センター
http://www.sagamihara-kng.ed.jp/

市民団体（学びサ
ポート研究会さく
らの森）と相模原
市教育委員会
（総合学習セン
ター）との協働事

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
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



第５３回「教育・文化週間」関連行事

神奈川県
市区町村 種類 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

相模原市 ① 論文書き方講座
自己の活動実践報告等に関する論文作成を中心に、広く論文作成に興
味を持っている方を対象とした論文の書き方を学ぶ機会を提供する。

11月20日
市立総合学習セン
ター

相模原市立総合学習セン
ター

総合学習センター
http://www.sagamihara-kng.ed.jp/

相模原市 ② 市民大学

座間市教育委員会や市内や近隣の大学・専門学校などとの共催により、
高等教育機関の機能を活かした学習機会を市民に提供。
平成23年度は開催期間中に16高等教育機関、２行政コースで３３講座を
実施

6月25日～平成24年
1月26日

市立総合学習セン
ター、座間市立公
民館等公共施設及
び大学・専門学校
等キャンパス

市民大学参加校（１７高等教
育機関）
座間市教育委員会
相模原市教育委員会

総合学習センター
http://www.sagamihara-kng.ed.jp/

相模原市 ①② 教職員研修　市民公開講座
教職員対象の研修の一部を市民に公開するもの
養護教諭研修新採用研修講座
「感染症の予防と対応」

10月27日
市立総合学習セン
ター

相模原市教育委員会 無料
総合学習センター
http://www.sagamihara-kng.ed.jp/

相模原市 ③
平成２３年度相模原市身体障害
者作品展

市内在住の身体障害者が、日頃の努力によって作り上げた作品を展示
し､広く市民の理解を図り､福祉の向上に資することを目的とする。

平成23年10月21日
～23日

市立あじさい会館６
階第１・２展示室

相模原市身体障害者連合
会・相模原市

無料
障害福祉課
042-769-8355

相模原市 ③ 城山地区市民文化祭
城山地区を中心に活動している方が日頃の練習や芸術文化活動の発表
の場として、その成果を一堂に集め催しや展示を行い、文化振興の充実
と向上を図るとともに市民相互の交流を深め、魅力ある地域づくりをすす

10月30日
11月2日,3日

城山公民館
城山地区市民文化祭実行委
員会

無料
城山まちづくりセンター　総務・地域振興班
直通042-783-8115

相模原市 ③ 第１８回甲州街道小原宿本陣祭
大名行列や本陣の庭での野点など、地域の活性化と歴史文化を後世に
伝えるために開催されるお祭り

11月3日
緑区
小原宿本陣周辺

甲州街道小原宿本陣祭実行
委員会

無料
相模湖経済観光課
042-684-3240

相模原市 ① 親子ふれあいの広場
親と子が共に楽しめるレクリエーションやゲーム（ステージ、消防フェア、
交通安全コーナー、創作コーナー、模擬店等）

11月13日 淵野辺公園
親子ふれあいの広場実行委
員会

無料
青少年学習センター
042-751-0091

相模原市 ①
相模原市少年鼓笛バンド連盟ドリ
ル大会

鼓笛バンドのドリル演奏会 11月20日 総合体育館 相模原市 無料
青少年学習センター
042-751-0091

相模原市 ① 図書館活用講座 お父さん向けの子育て講座 11月13日 相模大野図書館 相模原市教育委員会 無料
相模大野図書館
042-749-2244

相模原市 ① おはなし地球儀 外国の文化、風土、おはなしの紹介 11月23日 相模大野図書館 相模原市教育委員会 無料
相模大野図書館
042-749-2244

相模原市 ③ 第62回相模原市民文化祭
市民の文化活動の成果を発表する場として市民文化祭を開催し、市民文
化の振興を図る。

9月30日～11月20日 市民ギャラリーほか
第62回相模原市民文化祭実
行委員会、相模原市

無料 http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/bunka/14775/index.html

相模原市 ③ フォトシティさがみはら2011
フォトシティさがみはら2011の受賞作品展示j及びシンポジウム、子ども写
真・親子写真教室作品展示等を行う。

10月14日～31日
市民ギャラリー、杜
のホールはしもとほ
か

フォトシティさがみはら実行委
員会、相模原市

無料 http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/photocity/index.html

相模原市 ③
第34回
相原地区
ふるさとまつり

地域住民による地域t住民のためのまつり
　①パレード　　　　　　②防災フェアー
　③演芸大会　　　　　 ④抽選会
　⑤防犯コーナー　　　⑥木工コナー
　⑦バザー　　　　　　　⑧健康づくりコナー
　⑨福祉コーナー　　　⑩交通安全コーナー
　⑪文化展　　　　　　　⑫野菜市
　⑬演芸市　　　　　　　⑭模擬店　ほか

11月3日 地区内特設会場
第34回
相原地区
ふるさとまつり実行委員会

無料
042-773-7800
相原公民館(代）
相原連合自治会事務局

相模原市 ③
ヤングフェスティバル
in
あいはら

子どもたちの手による子どもたちのまつり
　①お化け屋敷コーナー
　②アトラクションコナー
　　　･ジャグリング　　　・マジック
　③子ども遊びコナー
　　　・缶積み　・魚つり　・もぐらたたき他
　④創作コーナー
　　　・くるくる人形　　　・ひっくりカエル他
　⑤模擬店コーナー
　　　・みたらし団子　　・ひも付当てクジ飴
　　　・綿菓子　　　　　　・アイスクリーム
　　　・ジュース　　　　　・クジ付お菓子他

11月6日 相原公民館
ヤングフェスティバルinあいは
ら実行委員会

無料
042-773-7800
相原公民館(代）

相模原市 ③ 小山公民館まつり
公民館利用団体による活動発表。作品展示、芸能・音楽の発表、子ども
絵画展、模擬店、バザー等を行ないます。

11月5日,6日 小山公民館 相模原市教育委員会 無料
小山公民館
042-755-7500

相模原市 ① 上鶴間子どもまつり
子ども実行委員が青少年部員（地域の大人）の支援を受けながら、主体
的に催しや模擬店等を企画、運営します。

10月23日 上鶴間公民館 上鶴間公民館 無料 042-749-6611

相模原市 ① 宇宙科学講座
宇宙開発のこれまでの成果やこれからの可能性など、 新の話題をテー
マとした講座。

11月2日,9日,30日,
12月7日

大野台公民館 相模原市教育委員会 無料
大野台公民館
042-755-6000

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
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



第５３回「教育・文化週間」関連行事

神奈川県
市区町村 種類 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

相模原市 ① 清新公民館文化祭
公民館利用サークル及び地域住民との相互に交流を図るために展示・芸
能大会・模擬店・体験コーナーを行う

11月6日,6日 清新公民館 相模原市教育委員会 無料 清新公民館　　　　042－755－8000

相模原市 ① しろやま里山探検隊
自然体験を通して、身近で貴重な地域資源や環境への理解を深める。
（全10回）

6月25日～平成24年
3月4日

城山公民館大会議
室他

しろやま里山探検隊実行委
員会、相模原市教育委員会

城山公民館
042-783-8194

相模原市 ① しろやま歴史講座 しろやまの原始から現代までの歴史を学ぶ
5月7日～平成24年2

月4日
城山公民館 相模原市教育委員会

城山公民館
042-783-8194

相模原市 ① 歴史講座 大沢地区の歴史を知る。 11月12日,19日,26日 大沢公民館 大沢公民館 無料
大沢公民館
042-762-0811

相模原市 ① おおさわはつらつ学級 「安心・安全・元気なくらし」をテーマとした高齢者学級
10月６日～12月1日

全9回
大沢公民館 大沢公民館

大沢公民館
042-762-0811

相模原市 ③ 麻溝地区文化展 公民館利用サークル及び地域住民等による文化作品の展示 11月5日,6日 麻溝公民館 相模原市教育委員会 無料 http://www.sagamihara-kng.ed.jp/kouminkan/asamizo-k/

相模原市 ①③
青少年健全育成啓発作品コン
クール・「家庭の日」啓発作品コン
テスト入賞作品展

青少年健全育成啓発作品コンクール（絵画・標語）、及び「家庭の日」の啓
発作品コンテスト（写真・家族へのメッセージ）の入賞作品をパネル展示す
るもの。

11月1日～22日
市役所、シティ・プラ
ザはしもと、市南区
合同庁舎

相模原市 無料
こども青少年課
042-769-8289

相模原市 ② さがみ風っ子文化祭
子どもたちの豊かな人間性の育成を目的に、小・中学校における日ごろ
の教育活動の成果を「展示部門」、「ステージ部門」の２部門を通じて広く
発表するもの。

9月13日～11月19日
グリーンホール相模
大野、市民会館ほ
か

相模原市、相模原市教育委
員会他

無料 http://www.sagamihara-kng.ed.jp/kyouiku/gakkou_kyouiku/kazekohp/

相模原市 ① 矢じりづくり
黒曜石で矢じりを製作します。体験を通して縄文時代の人々がどのように
矢じりを作っていたか、矢じりが使用され始めた背景等を学びます

10月16日 旧石器ハテナ館 相模原市教育委員会
旧石器ハテナ館
042－777-6370

１０月１日より電
話で申し込み

相模原市 ① 文化財探訪
俳句寺として知られる正覚寺や奇岩怪石のある石老山顕鏡寺などの文
化財を中心に相模原市文化財保護審議会委員が案内・解説します。

10月22日 JR相模湖駅周辺
主催：相模原市文化財研究
協議会共催：相模原市教育
委員会

無料
文化財保護課
042－769-8371

昼食持参、動き
やすい服装で。当
日直接相模湖駅
前９時３０分集

相模原市 ① 民俗芸能公開DAY!
市域に残る仕事唄を公開します。クルリ棒や縄ないなど農作業体験も行
います。出演：ぼうち唄保存会、大沼土窯搗き唄保存会

10月23日 古民家園 相模原市教育委員会 無料
文化財保護課
042－769-8371

１０時から１１時３
０分まで。当日直
接会場へ。

相模原市 ① 勝坂遺跡まつり 土器の野焼き実演や貴重な資料展示ほか 11月3日 史跡勝坂遺跡公園 相模原市教育委員会
文化財保護課
042－769-8371

当日直接会場
へ。１０時から１３
時まで。

相模原市 ① 講演＆探訪
講演会の後、実際に周辺を歩いて探訪します。
講演会「現植生から土地の歴史と環境を考える」講師：相模原市立博物
館　秋山学芸員

11月12日 旧石器ハテナ館 相模原市教育委員会 無料
旧石器ハテナ館
042－777-6371

当日直接会場
へ。１３時から１５
時まで。

相模原市 ① 相武台ゆとり学級
高齢者学級です。テーマは「みんなで学ぶ楽しい絆」です。全9回コースで
行われます。

9月17日～11月19日 相武台公民館　他 相武台公民館 相武台公民館046-256-3700

相模原市 ① デジカメ教室 初心者向けの講座で、デジタルカメラの使い方等を学びます。 11月6日,20日 相武台公民館 相武台公民館 無料 相武台公民館046-256-3700

相模原市 ③
さがみはら国際交流フェスティバ
ル

各国・各民族文化紹介・フリーマーケット・民芸品バザー・各国の食のバ
ザー

11月5日
さがみはら国際交
流ラウンジ・神奈川
国際学生会館ほか

さがみはら国際交流フェス
ティバル実行委員会、相模原
市

無料
渉外課
042-769-8207

相模原市 ① 市民平和のつどい 平和思想普及啓発に関するコンサート 11月6日
サンエールさがみ
はら

相模原市 無料
渉外課
042-769-8207

横須賀市 ①③ 第37回市民合唱のつどい 市内の合唱団体の成果発表と交流促進 10月29日,30日
はまゆう会館ホー
ル

横須賀市 無料 （財）横須賀市生涯学習財団046-822-4838

横須賀市 ①③ 第64回市民文化祭 市内文化団体による成果発表 7月23日～12月4日
横須賀市文化会館
ほか

横須賀市 無料 （財）横須賀市生涯学習財団046-822-4838

横須賀市 ①③
近代化遺産の日見学会「ヴェル
ニー公園から猿島へ」

ヴェルニー公園から見える横須賀製鉄所跡の解説と東京湾要塞遺跡・猿
島砲台跡を見学します。

10月20日
猿島（横須賀市猿
島）ほか

（財）横須賀市生涯学習財団 www.mmjp.or.jp/shogaigakushu/

要事前申込み
(9/1～10/5）
定員35名
料金：1,500円（保
険・拝観料含）

横須賀市 ①③
文化財見学会「三浦一族ゆかりの
寺院を訪ねて」

満昌寺・清雲寺・満願寺など三浦一族ゆかりの史跡・文化財を訪ねます。 11月2日
満昌寺（神奈川県
横須賀市大矢部1-
5-10)ほか

（財）横須賀市生涯学習財団 www.mmjp.or.jp/shogaigakushu/

要事前申込み
(9/1～10/5）
定員35名
料金：1,000円（保
険・拝観料含）

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
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



第５３回「教育・文化週間」関連行事

神奈川県
市区町村 種類 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

横須賀市 ①③
埋蔵文化財発掘調査・新指定文
化財速報展

市内発掘調査の速報と昨年指定された文化財についてパネルで紹介し
ます。

10月31日～11月4日

神奈川県横須賀市
小川町11番地
横須賀市役所１階
展示コーナー

横須賀市教育委員会
生涯学習課文化財担当

無料 http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/8120/bunkazai/bunkazai6.html 3日(木)は閉庁

横須賀市 ①③ 第30回横須賀民俗芸能大会
横須賀市内に伝わる民俗芸能、虎踊（浦賀・野比）、長井町飴屋踊などを
上演します。

11月20日
神奈川県横須賀市
深田台９５
文化会館大ホール

横須賀市教育委員会
生涯学習課文化財担当

無料 http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/8120/bunkazai/bunkazai6.html

横須賀市
　
①

横須賀美術館
無料観覧日

11月3日
横須賀
美術館

横須賀
美術館

無料 http://www.yokosuka－moa.jp

横須賀市 　　① 学芸員によるギャラリートーク 11月5日
横須賀
美術館

横須賀
美術館

http://www.yokosuka－moa.jp

横須賀市 ① 文化財収蔵庫公開
国指定重要有形民俗文化財の三浦半島の漁撈用具を収蔵している文化
財収蔵庫を一般公開する。

11月3日～6日
横須賀市自然・人
文博物館

横須賀市自然・人文博物館 無料 www.museum.yokosuka.kanagawa.jp

横須賀市 ① 　企画展示「相模湾と三浦半島」
相模湾の深海調査で得られた貴重な岩石資料や生物資料を映像や静止
画とともに展示します。

10月22日～12月25
日

横須賀市自然・人
文博物館

横須賀市自然・人文博物館 無料 www.museum.yokosuka.kanagawa.jp

平塚市 ④
神奈川県環境科学センター業績
発表会

神奈川県環境科学センターが実施した環境保全に関する調査研究成果
などを分かりやすく発表します。

11月11日 平塚プレジール 神奈川県環境科学センター 無料 http://www.k-erc.pref.kanagawa.jp/learning/event/event.html

平塚市 ④
環境活動人材養成講座（環境学
習指導コース）

環境教育に関心がある方を対象に、環境問題に対する理解を深め、環境
学習の実施手法を学び、地域で環境学習指導を行う方を育成します。

10月1日,8日,14日,22
日,29日,11月5日12

日（7日間）

神奈川県環境科学
センターほか

神奈川県環境科学センター 無料 http://www.k-erc.pref.kanagawa.jp/learning/event/event.html

平塚市 ③ 第５９回平塚市文化祭
平塚市文化連盟に加盟している24団体が、日頃の成果の発表を行いま
す。

10月12日～12月4日
平塚市中央公民館
等

平塚市教育委員会 無料 0463-35-8123

平塚市 ③ 第35回ひらつか民俗芸能まつり
平塚市内に古くから受け継がれてきた無形文化財である「人形浄瑠璃芝
居」、「囃子太鼓」の公演を行い、その魅力を伝えます。

11月13日
平塚市中央公民館
大ホール

平塚市教育委員会 無料 0463‐35‐8124

平塚市 ③ 第３０回公民館フェスティバル
平塚市内の公民館を利用し練習活動しているグループ団体が、芸能発表
や作品展示を行います。

（前期）
10月28日～10月30

日
（後期）

平塚市中央公民館
平塚市教育委員会、平塚市
公民館連絡協議会

無料 0463‐34-2111 前期・後期で開催

平塚市 ③ 開館２０周年記念展　伊東深水 展覧会
10月22日～11月27

日
平塚市美術館 平塚市美術館 http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/art-muse/index.htm

平塚市 ③ アーティスト　in 湘南Ⅱ 展覧会 9月17日～11月27日 平塚市美術館 平塚市美術館 http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/art-muse/index.htm

平塚市 ①
特別展「星々のみちびき－大雄山
参道二十八星宿灯」(仮）

二十八丁目までの道標に、古い日本の星座名を刻んだ石灯籠と、その由
来をたどる展示です

11月19日～平成24
年1月15日

平塚市博物館 平塚市博物館 無料 http://www.hirahaku.jp/

平塚市 ③ 平塚祭
湘南ひらつかキャンパス大学祭です。学生による活動成果の発表のほか
数々のイベントが開催されます。高校生を対象に「ミニオープンキャンパ
ス」「理学部オープンラボ」も行われます。

10月22日, 23日
湘南ひらつかキャン
パス　全域

平塚祭実行委員会 無料 http://www.kanagawa-u.ac.jp/ サイト案内は予定

平塚市 ④
第62回財団法人染色体学会年会
公開シンポジウム

「染色体構造－形態と分子の対話－」と題して染色体に関する形態観察
的な研究と分子生物学的研究の第一人者の方々に講演して頂きます。

11月12日

神奈川大学湘南ひ
らつかキャンパス
11号館サーカム
ホール

財団法人染色体学会 無料 http://www.sch2011.com/

平塚市 ④
第62回財団法人染色体学会年会
公開シンポジウム

「iPS細胞がもたらす未来：染色体・体細胞リプログラミング技術の新展開」
と題して、再生医療で重要な役割を果たしているiPS細胞の研究に染色体
研究がいかに貢献しているかなど講演して頂きます。

11月13日
平塚市中央公民館
小ホール

財団法人染色体学会 無料 http://www.sch2011.com/

平塚市 ④
第62回財団法人染色体学会年会
公開市民講座

「放射線を正しく怖がるために」と題し、放射線が染色体あるいは遺伝に
与える影響とその予防手段とを、専門の学会員と招待講演者に講演して
頂き、放射線に関する正しい知識の普及に努めます。

11月13日
平塚市中央公民館
小ホール

財団法人染色体学会 無料 http://www.sch2011.com/

鎌倉市 ③ 第３９回鎌倉彫創作展
職人の技を競い、技術の向上を図ることを目的として作品展を開催しま
す。

11月19日～24日 鎌倉彫工芸館 伝統鎌倉彫事業協同組合 無料 http://www.kamakurabori.or.jp/top.html

鎌倉市 ① シャルロット・ペリアンと日本
フランスのデザイナー、シャルロット・ペリアンが提起したモダニズムと日
本の伝統の関係に注目し、その今日的な意義を紹介します。

10月22日～1月9日
神奈川県立近代美
術館鎌倉

神奈川県立近代美術館 http://www.moma.pref.kanagawa.jp/index.html

鎌倉市 ① 日本画　ザ・ベストコレクション
片岡球子、荘司福、山口蓬春の作品など、当館のコレクションより日本画
の名品を紹介します。

10月22日～3月25日
神奈川県立近代美
術館鎌倉別館

神奈川県立近代美術館 http://www.moma.pref.kanagawa.jp/index.html

鎌倉市 ③
「平成23年度文化財保護ポス
ター」入賞作品展示会

文化財や世界文化遺産登録を目指す「武家の古都・鎌倉」を題材にした、
県内中学生によるポスターの入賞作品を展示します。

11月8日～14日
鎌倉駅地下道「ギャ
ラリー50」（鎌倉駅
地下道）

神奈川県教育委員会文化遺
産課、鎌倉市、神奈川県・横
浜市・鎌倉市・逗子市世界遺
産登録推進委員会

無料
神奈川県教育委員会文化遺産課世界遺産登録推進グ
ループ
045(210)8359

鎌倉市 ③ 特別展　　　　　　　「鎌倉×密教」
中世を通じて信仰の根幹にありながら、これまでクローズアップされる機
会の少なかった鎌倉における密教の歴史と美術について、その多様性に
富んだ造形世界と信仰の諸相を概観します。

10月15日～11月27
日

鎌倉国宝館 鎌倉国宝館  http://www.city.kamakura.kanagawa.jp/kokuhoukan/index.html0467(22)0753

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
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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鎌倉市 ③
特別展
芥川龍之介と久米正雄

学生時代に知り合い、生涯続く深い友情を結んだ芥川龍之介と久米正
雄。久米正雄の生誕120年を記念し、二人の交友を多彩な資料で紹介し
ます。

10月8日～12月18日 鎌倉文学館
鎌倉文学館指定管理者　鎌
倉市芸術文化振興財団・国
際ビルサービス共同事業体

 http://www.kamakurabungaku.com0467(23)3911

鎌倉市 ③
収蔵品展
清方描く、江戸情趣

江戸情趣がまだ豊かに残っていた青年時代を追懐して描いた作品を中心
に展示

10月6日～30日
鎌倉市鏑木清方記
念美術館

鎌倉市鏑木清方記念美術館
指定管理者  財団法人鎌倉
市芸術文化振興財団

 http://www.kamakura-arts.or.jp/kaburaki/0467(23)6405

鎌倉市 ③
特別展
清方、三遊亭圓朝との出会いと芝
居への愛慕

清方に絵筆を勧めた圓朝と芝居に関する作品を展示 11月3日～12月9日
鎌倉市鏑木清方記
念美術館

鎌倉市鏑木清方記念美術館
指定管理者  財団法人鎌倉
市芸術文化振興財団

 http://www.kamakura-arts.or.jp/kaburaki/0467(23)6405

鎌倉市 ③
村治佳織 Classy Selection in 鎌
倉芸術館 Vol.3

人気ギタリスト村治佳織が、様々な楽器や尊敬するアーティストとの共演
で贈る鎌倉芸術館シリーズ第３回です。

10月30日 鎌倉芸術館
鎌倉市芸術館指定管理者
サントリーパブリシティサービ
スグループ

 http://www.kamakura-arts.jp/0467(48)5500

鎌倉市 ③
特別展
鎌倉の映画人
女優　田中絹代

一昨年、生誕百年を迎えた映画女優、田中絹代の半世紀に及ぶ映画人
生を再現するとともに、彼女の華麗なる足跡を、出演・監督作品の資料の
数々で振り返ります。

9月1日～11月27日
鎌倉市川喜多映画
記念館

鎌倉市川喜多映画記念館指
定管理者
川喜多・イオンディライトグ
ループ

http://www.kamakura-kawakita.org
0467(23)2500

期間内に有料の
映画上映会や講
演会があります。

鎌倉市 ③ 鎌倉市民文化祭
9月10日のオープニングイベントを皮切りに、各施設で、美術、写真、書
道、ばら、華道、鎌倉彫、盆栽、菊花の展示と音楽演劇などの舞台行事を
開催します。

9月10日～12月25日

鎌倉生涯学習セン
ター
鎌倉芸術館
など

鎌倉市  http://city.kamakura.kanagawa.jp/bunka/bunkasai.html0467(61)3872

鎌倉市 ③
社団法人詩吟朗詠錦城会　神奈
川県本部40周年記念大会

武家の古都鎌倉と人の道をテーマに構成吟を企画して、詩吟出演者と鑑
賞者の双方が楽しめる詩吟発表会です。

11月6日
鎌倉芸術館（小
ホール）

社団法人詩吟朗詠錦城会
神奈川県本部

無料
神奈川県本部　　本部長　佐藤　勝
0463-55-7246

神奈川県・横浜
市・鎌倉市・逗子
市世界遺産登録
推進委員会で推
進している「世界
遺産への登録」
の活動に共感し
て、武家の古都
鎌倉をテーマの
ひとつにしまし
た。詩吟物語
「道」詩吟朗詠錦
城流が人の道を
究める為に必要
な道標であり、詩
吟の発表を通じ
て、書道・居合
道・剣舞道・空手
道・詩舞道につい

鎌倉市 ③ 鎌倉茶境公開講座
　鎌倉茶境専属庭師による庭園解説　　　　　　　　　　（四季折々の草花や
植木、庭石から灯篭まで分かり易く説明し、日本文化が体現された茶庭
のあり方、特徴などを詳しく解説します）

11月12日 鎌倉茶境 財団法人茶道宗徧流不審庵 0467-53-7900

藤沢市 ① かながわ海岸美化シンポジウム

海岸漂着物等の円滑な処理や発生抑制対策を推進するため、今後の相
模湾沿岸における清掃体制や海岸漂着物の発生抑制対策等について展
望するため、海岸美化活動の関係者による講演、パネルディスカッショ
ン、参加者との意見交換等で構成するシンポジウムを開催する。

10月29日
かながわ女性セン
ター

神奈川県 無料
資源循環課
電話045(210)4147

9月中旬に記者発
表を予定している
ため、文科省にお
ける広報は、本県
記者発表後に行
う必要がある

藤沢市 ③ ミュージカル「ヘルパーズ」 ミュージカル公演 10月29日
藤沢市民会館大
ホール

(財)藤沢市みらい創造財団
芸術文化事業部

0466-28-1135

藤沢市 ③ 藤沢市民将棋大会 市民将棋大会 10月30日 藤沢市民会館
(財)藤沢市みらい創造財団
芸術文化事業部

無料 0466-28-1135

藤沢市 ③ 藤沢市民囲碁大会 市民囲碁大会 11月3日 藤沢市民会館
(財)藤沢市みらい創造財団
芸術文化事業部

無料 0466-28-1135

藤沢市 ③ 芸術文化展 美術、書道、写真、華道の展覧会 11月8日～13日 藤沢市民ギャラリー
(財)藤沢市みらい創造財団
芸術文化事業部

無料 0466-28-1135

藤沢市 ③
湘南八寿花会チャリティー井上流
発表会

民舞踊の発表会 10月28日
藤沢市民会館小
ホール

しょうなん民舞のか会 無料
文化推進課　鈴木
0466-23-2415

藤沢市教育委員
会後援事業

藤沢市 ①
市民向け公開講座
「地域における配電と情報ネットの
融合」

太陽電池で発電した電気を電力会社が買い取るには、配電線の電力の
流れが逆になり、様々な問題が生じます。これを解決する方法の一つとし
てスマートグリッドについて話をします。

10月22日 湘南工科大学
学校法人
湘南工科大学

申込締切：９月３
０日

藤沢市 ③ 第４７回松稜祭
本学の大学祭「松稜祭」は、学生によって企画される模擬店、イベントな
ど、趣向を凝らした催しで賑やかなお祭りです。

11月19日, 20日 湘南工科大学
学校法人
湘南工科大学

無料 http://shoryosai.shonan-it.ac.jp/

藤沢市 ③ 多摩大学2011 SGS Festa
多摩大学グローバルスタディーズ学部の学生が主体となって開催する湘
南キャンパス学園祭です。

11月5日,6日
多摩大学
湘南キャンパス

SGS Festa実行委員会 無料 http://www.tama.ac.jp/sgs/sgs_campuslife/002.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
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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小田原市 ①
特別展「およげ！ゲンゴロウくん～
水辺に生きる虫たち～」

水の中の多様な昆虫たちを標本や生きている状態で展示するほか、その
衰退の様子や保全活動を紹介します。

11月6日まで
神奈川県立生命の
星・地球博物館

神奈川県立生命の星・地球
博物館

http://nh.kanagawa-museum.jp/

小田原市 ① 折り紙ひろば 学習指導員と一緒に様々な恐竜を折ります。
11月6日（1月を除く
毎月第1日曜日）

神奈川県立生命の
星・地球博物館

神奈川県立生命の星・地球
博物館

無料 http://nh.kanagawa-museum.jp/

小田原市 ① よろずスタジオ
さまざまな実験や観察を通して、子どもたちが自然科学を身近に感じられ
るイベントです。

11月20日（3月を除く
毎月第3日曜日）

神奈川県立生命の
星・地球博物館

神奈川県立生命の星・地球
博物館

無料 http://nh.kanagawa-museum.jp/
対象：子どもとそ
の保護者
申込：当日受付

小田原市 ① 海岸の石ころ観察会（野外観察）
小田原市の荒久海岸で石ころを観察します。どのような石があって、どこ
から流されてきたのかを考えます。

11月3日 小田原市荒久海岸
神奈川県立生命の星・地球
博物館

無料 http://nh.kanagawa-museum.jp/

対象：小学生とそ
の保護者　30人
申込締切：10月
18日

小田原市 ①
骨のかたちをくらべよう～こども編
～（講義と室内実習）

自分の骨とけものの骨、鳥の骨と恐竜の骨をくらべてみましょう。博物館
に展示されている骨格を楽しく観察するコツをお伝えします。

11月5日
神奈川県立生命の
星・地球博物館

神奈川県立生命の星・地球
博物館

無料 http://nh.kanagawa-museum.jp/

対象：小学1～3
年生とその保護
者　12人
申込締切：10月
18日

小田原市 ① 身近な自然発見講座（野外観察）
博物館周辺の野山を歩きながら、季節ごとに変わりゆく自然を観察する
目を培います。

11月9日
神奈川県立生命の
星・地球博物館周
辺

神奈川県立生命の星・地球
博物館

無料 http://nh.kanagawa-museum.jp/
申込：当日受付
（博物館正面入
口前集合）

小田原市 ①
植物分類講座～イヌホオズキ類を
見分ける～（講義と室内実習）

博物館周辺に見られるイヌホオズキ類について、学びます。 11月19日
神奈川県立生命の
星・地球博物館

神奈川県立生命の星・地球
博物館

無料 http://nh.kanagawa-museum.jp/

対象：小学生とそ
の保護者　20人
申込締切：11月1
日

小田原市 ③ 第58回小田原市民文化祭 文化活動を行っている方が日頃の活動の成果を発表、展示します。 9月19日～12月11日
小田原市民会館ほ
か

小田原市、小田原市文化連
盟

0465-33-1706

小田原市 ③ アーティストインレジデンス
国内外12名のアーティストを当地に招聘して制作場所を提供、12日間の
滞在中に完成した作品で展覧会を開催します。また期間中、参加アーティ
ストによるワークショップやアーティストトークも開催します。

11月7日～12月11日 清閑亭ほか
西湘地区アーティスト･インレ
ジデンス実行委員会

無料 0465-33-1706

小田原市 ① おだわらシルバー大学公開講座
おだわらシルバー大学の講座の一部を公開します。
①「戦時下の小田原」、②「水産業の発展」

①10月18日、
②11月22日

川東タウンセンター
マロニエ

小田原市 無料 http://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/lifelong/life_edu/silver/silver_koukaikouza23.html
今年度14回開催
の内の2講座

小田原市 ①
キャンパスおだわら
文学講座 文学ナビ「白秋と小田
原」

だれもが、いつでも、どこでも、なんでも学べる生涯学習の場を、市民主
体で進める「キャンパスおだわら」事業の行政講座として開催します。

8月20日,9月3日,10
日,17日,10月1日,15
日,22日,29日,11月12
日,12月3日,10日,17
日,24日,平成24年1
月7日,14日,21日,28
日,2月11日,18日,25

生涯学習センター
けやき,市内各地
（実習）

小田原市 http://www.campusodawara.jp/ 全20回連続講座

小田原市 ①
キャンパスおだわら
まちづくり講座「小田原ブランド食
育編」

だれもが、いつでも、どこでも、なんでも学べる生涯学習の場を、市民主
体で進める「キャンパスおだわら」事業の行政講座として開催します。

8月27日,9月4日,11
日,17日,24日,25

日,10月2日,9日,11月
12日,19日,26日,12月
4日,10日,17日,平成
24年1月8日,14日,21
日,29日,2月26日（1

日調整中）

川東タウンセンター
マロニエ,生きがい
ふれあいセンターい
そしぎ

小田原市 http://www.campusodawara.jp/ 全20回連続講座

小田原市 ①
キャンパスおだわら
二宮尊徳に学ぶ生きる知恵「報徳
塾」

だれもが、いつでも、どこでも、なんでも学べる生涯学習の場を、市民主
体で進める「キャンパスおだわら」事業の行政講座として開催します。

8月27日,9月3日,10
日,17日,24日,10月8
日,16日,29日,11月5
日,12日,26日,12月3
日,10日,17日,平成24
年1月7日,14日,21日

尊徳記念館,市内各
地・県外視察

小田原市 http://www.campusodawara.jp/ 全17回連続講座

小田原市 ①
キャンパスおだわら
歴史・文化講座「小田原の文化財
を知ろう」

だれもが、いつでも、どこでも、なんでも学べる生涯学習の場を、市民主
体で進める「キャンパスおだわら」事業の行政講座として開催します。

8月30日,9月13日,27
日,10月2日,11日,16
日,18日,30日,11月8

日,13日,15日,20
日,29日,12月6日,13
日,20日,平成24年1

月10日,15日,24日,31

生涯学習センター
けやき,市内各地
（実習）

小田原市 http://www.campusodawara.jp/ 全20回連続講座

小田原市 ③ 箱根・芦ノ湖成川美術館名作展
神奈川県西部地域ミュージアムズ連絡会のつながりを通じて、箱根・芦ノ
湖成川美術館所蔵の現代日本画の名作を、松永記念館で展示します。

10月22日～11月20
日

松永記念館 小田原市郷土文化館 http://www.city.odawara.kanagawa.jp/public-i/facilities/kyodo/

小田原市 ③ 第11回松永記念館茶会
近代数寄茶人として知られる松永耳庵ゆかりの松永記念館で、お茶に親
しむ市民グループが茶席を設けます。

11月3日 松永記念館
夢見遊山いたばし見聞楽実
行委員会

http://www.city.odawara.kanagawa.jp/public-i/facilities/kyodo/yumemiyusan/

小田原市 ③ 夢見遊山いたばし見聞楽
「電力王」松永安左ヱ門（耳庵）ゆかりの松永記念館を舞台に、地域住民
と協働して施設と地域の情報を発信し、その歴史と文化に対し理解を深
めます

11月6日 松永記念館
夢見遊山いたばし見聞楽実
行委員会

無料 http://www.city.odawara.kanagawa.jp/public-i/facilities/kyodo/yumemiyusan/

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
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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小田原市 ③ 特別展「野崎幻庵と小田原」
近代小田原三茶人の一人で今年没後70年を迎える野崎幻庵について、
関係資料や遺品などから幻庵の人となりや生涯を展観します。

11月26日～12月18
日

松永記念館 小田原市郷土文化館 無料 http://www.city.odawara.kanagawa.jp/public-i/facilities/kyodo/

小田原市 ③
小田原民俗芸能保存協会後継者
育成発表会

民俗芸能の後継者育成に取り組む小田原民俗芸能保存協会では加盟す
る７団体が集まり若手後継者や小、中学生が日ごろの練習成果を発表し
ます

10月30日
小田原市生涯学習
センターけやき

小田原民俗芸能保存協会 無料 0465-33-1714

小田原市 ③ 文化財建造物　秋の観覧会
「国登録有形文化財」や「小田原ゆかりの優れた建造物」ほか、ふだん見
られない文化財建造物を一般公開します。

11月6日 清閑亭ほか 小田原市 0465-33-1714
うち１か所のみ有
料（旧古稀庵庭
園:100円）

小田原市 ③ 新出土品展2011
平成２２年度の発掘調査で得られた弥生時代～江戸時代の出土品を写
真パネルとあわせて速報展示します。

11月11日～27日
小田原市立かもめ
図書館

小田原市 無料 0465-33-1715

小田原市 ③ 平成23年遺跡調査発表会
平成２２年度に発掘調査した遺跡の中から、主要な遺跡について調査概
要の報告を行います。

11月27日
小田原市立かもめ
図書館

小田原市 無料 0465-33-1715

小田原市 ① 音楽教養講座
講師によるクラシックのお話と視聴覚ホールでのコンパクトディスクによる
音楽鑑賞です

10月23日,30日,11月
6日

小田原市立かもめ
図書館視聴覚ホー
ル

小田原市 無料 http://www.city.odawara.kanagawa.jp

小田原市 ③ 文学館特別展 文学館で所蔵する資料を、特定のテーマのもとに展示・公開します。
10月15日～11月30

日（予定）
小田原文学館本館 小田原市 http://www.city.odawara.kanagawa.jp

小田原市 ③ セピア色の写真展 図書館で所蔵する古写真を、テーマに沿って選択して紹介します。 10月19日～31日
市役所2階
市民ロビー

小田原市 無料 http://www.city.odawara.kanagawa.jp

小田原市 ③
小田原文学館
　「西海子サロン」

尾崎一雄の作家と作品案内及び朗読会、ガイドによる小田原文学館の案
内、文学散歩が行われます。

10月23日
小田原文学館とそ
の周辺

小田原文学館「西海子サロ
ン」実行委員会

http://www.city.odawara.kanagawa.jp
朗読会のみ有料
（500円）

小田原市
ほか

①
水源環境保全・再生事業現地見
学会

事業実施現場の見学、及び水源環境保全再生施策の説明と意見交換会
を行います。

11月上旬 事業実施箇所 水源環境保全課 無料 http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f7006/
実施日、実施場
所等具体的な内
容については検

茅ヶ崎市 ①
平成23年度生涯学習支援者養成
講座「講座をつくる講座」

生涯学習の支援者として、うるおいのある地域づくりを目指すために、実
際にどのような講座を企画・開催していけばよいのか、地域に還元すると
いうことはどのようなことか、2回の連続講座によりその手法について学び
ます。

10月2日,11月14日
茅ヶ崎市役所分庁
舎5FＡ会議室

茅ヶ崎市 無料 bunkashougai@city.chigasaki.kanagawa.jp

茅ヶ崎市 ①
平成23年度第26回文教大学公開
講座

＜人間の五感をめぐる新展開＞をテーマに、コンテンツ、教育、食物、夢
体験、音楽、文学作品における五感の再発見とその役割について学びま
す。

10月15日,29日,11月
5日,12日,26日,12月3

日

文教大学湘南校舎
1号館1101教室

茅ヶ崎市、文教大学 無料 http://www.bunkyo.ac.jp/stf/shougai/

茅ヶ崎市 ③
音二郎没後１００年・貞奴生誕１４
０年記念　川上音二郎・貞奴展

川上音二郎・貞奴にかかわる新発見の資料を含む国内外の美術作品演
劇資料を集め、その功績を広く市民の皆様に紹介します。

9月10日～11月27日 茅ヶ崎市美術館
財団法人　茅ヶ崎市文化振
興財団

bunkashougai@city.chigasaki.kanagawa.jp

茅ヶ崎市 ③
講談
「マダム貞奴」

音二郎ゆかりの福岡市出身の神田紅氏はオリジナルの芝居講談でも有
名です。川上夫妻に早くから関心を持たれた紅氏のオリジナル芝居講談
「マダム貞奴」は十八番のひとつとしても有名。今回は「枕」の部分で茅ヶ
崎と川上夫妻の関わりについても触れていただきます。

11月3日
茅ヶ崎市民文化会
館
小ホール

財団法人　茅ヶ崎市文化振
興財団

bunkashougai@city.chigasaki.kanagawa.jp

茅ヶ崎市 ③
講演会
「私の音二郎・貞奴」

神田紅氏による講演会を貞奴が芝居の稽古場として使った旅館「茅ヶ崎
館」で行います。氏に自由に二人について語ってもらう講演会です。軽食
１ドリンク付きです。

11月3日 茅ヶ崎館　大広間 茅ヶ崎館 bunkashougai@city.chigasaki.kanagawa.jp

茅ヶ崎市 ③ 平成23年度茅ヶ崎市民文化祭
舞台部門・展示部門・文芸部門で構成され、毎秋１０月より茅ヶ崎市民文
化会館を中心に実施します。

10月1日～11月20日

茅ヶ崎市民文化会
館
茅ヶ崎市総合体育
館前庭

茅ヶ崎市、茅ヶ崎市文化団体
協議会

無料 bunkashougai@city.chigasaki.kanagawa.jp

茅ヶ崎市 ① ちがさき環境フェア2011
市民や事業者を対象に環境問題について関心を持ってもらうためのイベ
ントです。

11月3日
市役所分庁舎6階コ
ミュニティホールほ
か

茅ヶ崎市・環境市民会議ちが
さきエコワーク

無料
環境政策課：0467-82-1111
http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/kankyo/torikumi/kan
kyofea/index.html

茅ヶ崎市 ①②
平成23年度読書週間第50回茅ヶ
崎市児童・生徒ポスター展

茅ヶ崎市内の小・中学生から募集した読書週間のポスター作品を展示し
ます。

10月21日～11月9日 茅ヶ崎市立図書館 茅ヶ崎市立図書館 無料 ℡０４６７－８７－１００１

茅ヶ崎市 ①
おはなし（ストーリーテリング）講習
会

おはなし会などで素話に挑戦してみたい方を対象としたステップ・アップ講
習会です。

10月27日,11月13
日,12月８日,平成24
年1月26日,2月2日

茅ヶ崎市立図書館 茅ヶ崎市立図書館 無料 ℡０４６７－８７－１００１

茅ヶ崎市 ① 大磯文学散歩
「大磯ゆかりの文学」をテーマに、講座と散歩を通して大磯の歴史と文学
の足跡をたどります。

（講座）10月28日,11
月5日

（散歩）11月8日また
は9日

茅ヶ崎市立図書館 茅ヶ崎市立図書館 無料 ℡０４６７－８７－１００１

茅ヶ崎市 ①③ 川上音二郎・貞奴をよむ 文字・活字文化の日（10月27日）の記念講演会です。 10月30日 茅ヶ崎市立図書館 茅ヶ崎市立図書館 無料 ℡０４６７－８７－１００１

茅ヶ崎市 ① 平成２３年度映画会鑑賞会
郷土（茅ヶ崎）ゆかりの映画人の作品を楽しみます。上演作品は「東京物
語」（監督　小津安二郎）です。

11月3日 茅ヶ崎市立図書館 茅ヶ崎市立図書館 無料 ℡０４６７－８７－１００１

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
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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茅ヶ崎市 ①③ わらべうた講習会
こどもと接する機会のある方、わらべうたを学びたい方を対象とした講習
会です。わらべうたの概要とわらべうたの実践について学びます。

11月9日 茅ヶ崎市立図書館 茅ヶ崎市立図書館 無料 ℡０４６７－８７－１００１

茅ヶ崎市 ① 文学講座 源氏物語の世界　入門編 11月1日,8日,22日
茅ヶ崎市立南湖公
民館

茅ヶ崎市教育委員会 無料 http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/kyouiku/kominkan/nango/index.html

茅ヶ崎市 ① 南湖まなびの広場 手作りオーナメントをフェルトで作る 11月5日
茅ヶ崎市立南湖公
民館

茅ヶ崎市教育委員会 無料 http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/kyouiku/kominkan/nango/index.html

茅ヶ崎市 ① 茅ヶ崎市明るい　　選挙推進大会
選挙啓発の一環として明るい選挙推進運動を広く市民に周知し、中学生
を対象とした啓発標語の表彰をします。

11月5日
茅ヶ崎市役所分庁
舎6階コミュニティ
ホール集会室1

茅ヶ崎市明るい選挙推進協
議会

無料 0467-82-1111　内線3251・3252（選挙管理委員会事務局）

茅ヶ崎市 ① 　星の観察会 ビデオで星の物語を鑑賞し、星座の観察を通し、楽しさを学ぶ。 11月5日
茅ヶ崎市海岸青少
年会館

茅ヶ崎市海岸青少年会館 無料 0467-85-0942

茅ヶ崎市 ① はまかぜまつり
会館利用サークルや会館主催事業の学習成果の発表を通じてコミュニ
ケーションを図ると共に明るい人間関係を築く。また、利用者、来館者、職
員の交流を図る。

11月19日
茅ヶ崎市海岸青少
年会館

茅ヶ崎市海岸青少年会館 無料 0467-85-0942

茅ヶ崎市 ① 親子でふれあうピアノの時間
親子でピアノの連弾をチャレンジしながら、音楽の楽しさを学び、親子のコ
ミュニケーションを図る。

11月6日,13日,20
日,27日

茅ヶ崎市海岸青少
年会館

茅ヶ崎市海岸青少年会館 無料 0467-85-0942

茅ヶ崎市 ①② 響きあい教育シンポジウム
講師を招聘し、乳幼児期から思春期にわたる子どものこころの成長につ
いての講演及び講師と市関係者との対談

11月12日
茅ヶ崎市青少年会
館

茅ヶ崎市教育センター 無料

茅ヶ崎市教育センター研究研修担当
0467-86-9965
URL:http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/kyouiku/13286/
index.html

茅ヶ崎市 ①
公開講座
「人間の五感をめぐる新展開」

いうまでもなく、五感とは見つめる、聞く、嗅ぐ、味わう、肌で感じることで
す。6回からなる本講座では、文教大学の教員たちが専門的立場から、コ
ンテンツ、教育、食物、夢体験、音楽、文学作品における五感の再発見と
その役割について語ります。

10月15日～12月3日
文教大学
湘南校舎

茅ヶ崎市
文教大学

無料 http://www.bunkyo.ac.jp/

逗子市 ③ 第61回秋季逗子市文化祭

今年度から文化祭を春と秋、2回に分けて開催。
・展示部門（美術・写真・書道の公募及び華道・鎌倉彫・盆栽等の団体展
示）
・芸能部門（音楽・演劇等の公演）

10月23日～11月13
日

逗子文化プラザ・市
役所１階市民ホー
ル

逗子市教育委員会
逗子市文化祭実行委員会
（逗子市文化協会内）

逗子市広報ずし
文化プラザホー
ルイベントニュー
ス掲載

三浦市 ① 親子ふれあいキャンプ
収穫体験やクラフト、散策等を通して、親子や家族同士の交流を深め、２
日目は、施設内で開催される秋祭り「ふれあいフェスタ」で、地域の方々と
の交流を深めます。

11月5日,6日
ＹＭＣＡ三浦ふれあ
いの村

財団法人横浜ＹＭＣＡ http://www.yokohamaymca.org/fureai/index.html

三浦市 ① ふれあいフェスタ
地域交流の機会として、施設の秋祭りを開催し、模擬店、地産品販売、
チャリティーバザー等を通して、地域の方々との交流を深めます。

11月6日
ＹＭＣＡ三浦ふれあ
いの村

財団法人横浜ＹＭＣＡ 無料 http://www.yokohamaymca.org/fureai/index.html

三浦市 ① エンジョイわかめ
11月にワカメの種付け、２月にワカメの収穫を行い、海の不思議や豊かな
恵みにふれ、環境や食に対する感謝の心を養います。

11月12日
ＹＭＣＡ三浦ふれあ
いの村

財団法人横浜ＹＭＣＡ http://www.yokohamaymca.org/fureai/index.html

２回シリーズで行
います。２回目は
２月４日を予定し
ています。

三浦市 ① 三浦市文化祭
文化連盟加盟団体による合唱祭・演奏会・華道や絵画など展示会等の開
催

10月15日～12月11
日

三浦市民ホール外
3ヶ所

三浦市文化連盟 無料 kyoui0301@city.miura.kanagawa.jp

三浦市 ① 白秋展 三崎白秋会を中心に北原白秋の遺墨等の展示 11月1日～30日 白秋記念館 三崎白秋会外 無料 kyoui0301@city.miura.kanagawa.jp

三浦市 ③
県指定無形民俗文化財「菊名の
飴屋踊り」

県指定無形民俗文化財「菊名の飴屋踊り」の奉納 10月23日 白山神社前広場 菊名あめや踊り保存会 無料 kyoui0301@city.miura.kanagawa.jp

三浦市 ③ 旧城ケ島分校海の資料館公開
県指定有形民俗文化財「城ケ島漁撈用具コレクション」とし市指定建造物
「旧城ケ島分校」の公開

11月3日
旧城ケ島分校海の
資料館

三浦市教育委員会 無料 kyoui0301@city.miura.kanagawa.jp

三浦市 ③
市指定重要無形民俗文化財「面
神楽」

海南神社につたわる市指定重要無形民俗文化財「面神楽」の奉納 11月13日,14日 海南神社神楽殿
海南神社面神楽保存神楽師
会

無料 kyoui0301@city.miura.kanagawa.jp

秦野市 ① 秦野市文化祭
市内在住の方を対象とし、絵手紙、水墨画、民謡など1５部門の発表や展
示をします。 9月8日～11月13日

秦野市文化会館
神奈中ホテル
なでしこ会館
西公民館
保険福祉センター

秦野市教育委員会　生涯学
習課

無料 http://navi.city.hadano.kanagawa.jp/s-gakusyu/bunkasai/bunkasai.html

秦野市 ① 秦野市展

高校生以上の市民、市内在勤者等を対象とした公募展を部門別に開催し
ています。
書道・美術・写真の各部において多彩な作品が文化会館展示室及び第１
会議室にて展示します。

10月17日～11月20
日

秦野市文化会館
秦野市教育委員会　生涯学
習課

無料 http://navi.city.hadano.kanagawa.jp/s-gakusyu/siten/index.html

厚木市 ①
企画展「丹沢スケッチ展2011　-里
山から奥山まで-」

丹沢の里山から奥山まで、自然や人々を描いた作品約２０点を展示しま
す。体験コーナーもありますので、スケッチブックをもって遊びにきてくださ
い。

10月5日～12月25日
神奈川県自然環境
保全センター

神奈川県自然環境保全セン
ター

無料 http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/p4822.html

開館時間：9時～
16時30分
休館日：月曜日
（祝日除く）、祝日
の翌日（土日除

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
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



第５３回「教育・文化週間」関連行事

神奈川県
市区町村 種類 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

厚木市 ①
自然観察指導技術研修会「ネイ
チャーゲーム体験版」

日本ネイチャーゲーム協会公認インストラクター新井利佳氏による研修
会。ネイチャーゲーム入門として、ネイチャーゲームのプログラム体験、理
念や実践方法などを学びます。

11月5日
神奈川県自然環境
保全センター

神奈川県自然環境保全セン
ター

無料 http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/p4822.html

ホームページの
申込フォーム、往
復はがき、ＦＡＸに
よる事前申込を
要する

厚木市 ①
フィールドスタッフ体験教室Ａコー
ス

フィールドスタッフ(自然解説ボランティア）の内容紹介と自然観察会の基
礎。フィールドスタッフを目指す方はまずＡコースを受講してください。

11月19日
神奈川県自然環境
保全センター

神奈川県自然環境保全セン
ター

無料 http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/p4822.html

ホームページの
申込フォーム、往
復はがき、ＦＡＸに
よる事前申込を
要する

厚木市 ①
ミニ観察会「豊かな実りでにぎわう
谷戸」

自然に詳しいボランティアの案内により、自然環境保全センターの野外施
設をゆっくりと歩きながら、四季折々の生き物たちを観察し、親しむことが
できます。

毎日曜日及び祝日
神奈川県自然環境
保全センター

神奈川県自然環境保全セン
ター

無料 http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/p4822.html
13時～15時。事
前申込不要。

厚木市 ③
平成２３年度市民芸術文化祭第２
１回野外彫刻造形展

野外での作品展示、体験教室、野点等 10月15日～24日 ぼうさいの丘公園 厚木市 無料
生涯学習課
046-225-2510

厚木市 ③
平成２３年度市民芸術文化祭市
民文化祭

「芸能音楽発表」、「文化作品展」、「市民参加事業」の３部門で開催する
市民の文化祭

10月15日～24日

厚木市文化会館、
あつぎパートナーセ
ンター、厚木中央公
園ほか市内各所

厚木市 無料
生涯学習課
046-225-2510

厚木市 ③ 文化財一般公開
平成23年度に厚木市指定文化財となった飯山金剛寺の銅製品や、市内
の貴重な文化財を一般に公開します。（予定）

11月3日～6日 飯山金剛寺
厚木市教育委員会
文化財保護課

無料
厚木市文化財保護課
046-225-2509

厚木市 ③ 文化財めぐり
厚木市の飯山周辺の文化財（金剛寺等）を専門家の説明を受けながらめ
ぐるツアーを開催します。（予定）

11月3日～6日の間
の1日

厚木市飯山周辺
厚木市教育委員会
文化財保護課

無料
厚木市文化財保護課
046-225-2509

厚木市 ③ パートナーフェスタ2011
あつぎパートナーセンターを利用するサークルや外国籍市民による日ごろ
の活動・学習成果の発表・展示・軽食の販売等を行うイベントです。

11月5日
あつぎパートナーセ
ンター

厚木市 2400@city.atsugi.kanagawa.jp

厚木市 ③
にぎわい爆発あつぎ国際大道芸
2011

国内外の一流アーティストの大道芸の鑑賞や、物産等の販売をします。 11月5日,6日
小田急本厚木駅周
辺

厚木市 無料  商業にぎわい課046-225-2840

大和市 ③
「平成23年度文化財保護ポス
ター」入賞作品展示会

文化財や世界文化遺産登録を目指す「武家の古都・鎌倉」を題材にした、
県内中学生によるポスターの入賞作品を展示します。

11月21日～27日
（23日を除く）

大和市役所ロビー

神奈川県教育委員会文化遺
産課、鎌倉市、神奈川県・横
浜市・鎌倉市・逗子市世界遺
産登録推進委員会

無料
神奈川県教育委員会文化遺産課世界遺産登録推進グ
ループ
045(210)8359

大和市 ① 読書講演会「平清盛とその時代」
広く市民に文学・活字文化についての関心と理解を深めることを目指して
読書講演会を開催します。

10月25日,11月1日,8
日　全3回

大和市立図書館 大和市立図書館 無料 046-263-0211

大和市 ①
大和市つる舞の里歴史資料館企
画展

黒船がやってきた（幕末を迎えた江戸近郊農村の様相）の展示
10月22日～12月18

日
大和市つる舞の里
歴史資料館

大和市教育委員会 無料
大和市つる舞の里歴史資料館
046-278-3633

大和市 ③ 大和市文化芸術顕彰・表彰式
本市の文化芸術の分野において、顕著な活躍をしたもの及び将来の活
躍が期待されるものを表彰します。

11月3日 生涯学習センター
大和市文化スポーツ部文化
振興課

無料 http://www.city.yamato.lg.jp/web/shakai/bungeikensho.html

大和市 ③ 大和市文化祭
市民から書・絵画・写真部門の作品を募集し、展示する一般公募展と市
民で組織される実行委員会の企画運営による市民芸術祭を開催します。

10月27日～11月3日 生涯学習センター
大和市文化スポーツ部文化
振興課

無料 http://www.city.yamato.lg.jp/web/shakai/bunkasai.html

伊勢原市 ③ サポセンフェスタ2011
市民活動団体による資料や写真の展示・ＰＲ、茶話会形式による情報交
換コーナー、
市民活動に関する相談コーナーを設置します。

11月19日,20日
いせはら市民活動
サポートセンター

伊勢原市 無料 http://www3.ocn.ne.jp/~isaposen/

伊勢原市 ③ 第47回伊勢原市民文化祭
①発表部門では、踊り(舞踊・ﾌﾗﾀﾞﾝｽ)、合唱、演奏マジックなど②展示部
門では、絵画、写真、華道など一部公募の作品や③菊花展等様々な鑑賞
ができます。

10月28日～11月13
日

①伊勢原市民文化
会館②伊勢原市立
中央公民館③伊勢
原市総合運動公園

伊勢原市教育委員会、伊勢
原市文化団体連盟

無料
社会教育課(中央公民館)
0463-93-7500

伊勢原市 ③
第25回姉妹都市茅野市文化交流
展

姉妹都市茅野市市民と伊勢原市民作品展示です。絵画、水墨画、彫刻、
俳句、短歌、華道など様々な作品の鑑賞ができます。

11月9日～16日
伊勢原市立中央公
民館

伊勢原市教育委員会 無料
社会教育課(中央公民館)
0463-93-7501

伊勢原市 ①
日向･宝城坊本堂の解体修理現
場の見学会

日向・宝城坊本堂の解体修理現場を公開します。 11月3日
日向･宝城坊本堂
（伊勢原市日向１６
４４番地）

伊勢原市教育委員会 http://www.city.isehara.kanagawa.jp/bunkazai/joho/event.htm 要事前申込

伊勢原市 ① 国登録有形文化財特別公開
通常、一般公開していない国登録有形文化財「小澤家」、「山口家」を特
別公開します。

11月6日
小澤家（西富岡）、
山口家（上粕屋）

伊勢原市教育委員会 無料 http://www.city.isehara.kanagawa.jp/bunkazai/joho/event.htm

伊勢原市 ① 小学生陶芸教室 作陶から色付け等の４日間体験
10月29日,30日
11月13日,19日

日向ふれあい学習
センター他

伊勢原市  青少年課0463-94-7171

伊勢原市 ①
子ども・若者育成支援強調月間事
業

青少年健全育成の啓発物品配布等を行います。 11月19日,20日 未定 伊勢原市 無料  青少年課0463-94-7171

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
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



第５３回「教育・文化週間」関連行事

神奈川県
市区町村 種類 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

伊勢原市 ① 市民のための図書館教養講座
東海大学図書館連携事業として、東海大学教授等を講師として市民向け
教養講座を開催します。

11月12日,26日 伊勢原市立図書館 伊勢原市教育委員会 無料 www.lib-isehara.jp/

伊勢原市 ②③ 第33回瑞木祭

瑞木祭（産業能率大学学園祭）において下記のイベントを行う予定です。
・各ゼミ研究発表
・落語講演、地域文化（大山宿坊）紹介・展示）
・エコキャップ活動

11月12日, 13日
産業能率大学　湘
南キャンパス

産業能率大学瑞木祭実行委
員会

無料 http://www.mi.sanno.ac.jp/station/activities/festival.html

伊勢原市 ②③
第33回瑞木祭
「第2回 上野彦馬とその写真展」
（仮題）

・上野彦馬が撮影した本学所蔵の古写真と上野彦馬邸の一部 部材の展
示を、学園祭期間中に実施します。

11月12日, 13日
産業能率大学　湘
南キャンパス

学校法人産業能率大学、産
業能率大学 湘南キャンパス
図書館

無料 http://www.mi.sanno.ac.jp/library/

海老名市 ①
相模線沿線
ハイキング

相模線沿線でハイキングを行うことにより、相模線を利用するとともに沿
線の名所等の魅力を発見します。

10月15日 海老名市内

神奈川県
茅ヶ崎市
相模原市
海老名市
座間市
寒川町
相模原商工会議所
茅ヶ崎商工会議所
海老名商工会議所
座間市商工会
寒川町商工会

無料

0467-82-1111(茅ヶ崎市都市政策課)
042-769-8249(相模原市都市鉄道・交通政策課)
046-235-9676(海老名市駅周辺対策課)
046-252-8289(座間市都市計画課)
0467-74-1111(寒川町企画調整担当)

海老名市 ③ 第44回海老名市民文化祭
展示部門（絵画、写真、書道等）、舞台部門（フラダンス、舞踊、バレエ等）
から成る、市 大の文化イベントです。開催期間中は、文化会館周辺施
設においても、様々なイベントが催されます。

10月20日～11月20
日

海老名市文化会館
ほか

海老名市 無料 文化スポーツ課

海老名市 ①
「文字・活字文化の日」「読書週
間」関連行事

「文字・活字文化の日」からの読書週間にリサイクル本市　お話会　わら
べ歌の会　図書館見学会等の読書推進事業を実施します。また「文字」
文化に対する興味を啓発する事業を実施します。

10月22日～11月9日
海老名市立中央図
書館・有馬図書館

海老名市立中央図書館
・有馬図書館

無料 https://webebina.ebinachu-lib-unet.ocn.ne.jp/

海老名市 ③
平成23年度芸術文化鑑賞会“エビ
ナ・プロムナード・コンサート”

神奈川フィルハーモニー管弦楽団による演奏鑑賞会です。出演者・曲目
は未定、参加対象者は海老名市民です。

11月5日 海老名市文化会館 海老名市 無料 文化スポーツ課

海老名市 ③
平成23年度海老名文化スポーツ
表彰

文化・スポーツ部門における功績をたたえ、市民の意識高揚を図り、健康
で真のゆとりと豊かさを実現できる市民生活の実現のため、市民への文
化・スポーツの一層の振興を目的としています。

11月5日 海老名市文化会館 海老名市 無料 文化スポーツ課

南足柄市 ①
どろんこ芋掘りと芋鍋クッキング教
室

施設の近隣農家の畑で、土の手触り、匂いを感じ取りながら芋掘り体験を
行い、芋鍋を囲みながら、秋の恵みを満喫します。

10月30日
県立足柄ふれあい
の村

アクティオ株式会社 http://www.ashigara-fureai.jp/

南足柄市 ① 森の大地祭
地域団体等と連携して施設の秋祭りを開催し、クラフト教室、演奏、展示、
模擬店、フリーマーケット等を通して、自然や人とのふれあいを深めます。

11月13日
県立足柄ふれあい
の村

アクティオ株式会社 無料 http://www.ashigara-fureai.jp/

南足柄市 ③ 第36回南足柄市民文化祭
期間中に絵画展、写真展、書道展、各種展示、演奏会、歌謡大会、詩吟
大会、音楽会、社交ダンス大会、芸能大会を開催します。

10月2日～11月6日
南足柄市文化会館
等

南足柄市 無料 http://www.city.minamiashigara.kanagawa.jp

綾瀬市 ③ あやせ文化芸術祭
市内在住・在勤（学）者等を対象に書道展や絵画展など全12部門の展示
会・舞台発表を開催します。

9月24日～11月29日
綾瀬市役所展示
ホール
綾瀬市文化会館

綾瀬市
綾瀬市教育委員会

無料 http://www.city.ayase.kanagawa.jp/hp/menu000015600/hpg000015540.htm

綾瀬市 ①
市立図書館開館30周年記念講演
会

子どもの読書をテーマにした講演会の開催 11月3日 綾瀬市文化会館 綾瀬市教育委員会 無料 ℡0467-70-5658

葉山町 ③④
21世紀かながわ円卓会議「新しい
かながわを築く～コミュニティを支
える医療・教育・文化～」

研究者、自治体首長、実務家などが集い、豊かな地域社会の姿について
ディスカッションを行います。

11月5日,6日
湘南国際村セン
ター

財団法人かながわ国際交流
財団

http://www.k-i-a.or.jp/shonan/?cat=4

葉山町 ①
川合玉堂展
―描かれた日本の原風景―

近代日本画の大家である川合玉堂の仕事を振り返り、玉堂が今の時代に
残した懐かしい日本の風景像を探訪する回顧展です。

10月22日～11月23
日

神奈川県立近代美
術館葉山

神奈川県立近代美術館 http://www.moma.pref.kanagawa.jp/index.html

葉山町 ③ 葉山町文化祭
葉山町文化協会に所属する団体が、俳句や歌、舞踊、詩吟、水墨画等を
発表する場。

10月22日～11月6日
福祉文化会館、図
書館、役場庁舎前
広場

葉山町文化協会 無料
046-875-5081
(葉山町文化協会)

葉山町 ③
描かれた日本の原風景　川合玉
堂展

川合玉堂が忘れられた「日本の原風景」を表現する展示会。11月17日は
入館無料。

10月22日～11月23
日

近代美術館　葉山 県立近代美術館　葉山
046-875-2800
(近代美術館葉山)

葉山町 ①
やってみよう！
チャレンジ！トライ！

手芸や水墨画、書道、茶道など13講座の体験をして、心豊かな葉山ライフ
を目指す。

11月19日
一色小学校
町図書館

葉山町文化協会
046-875-5081
(葉山町文化協会)

葉山町 ① 文化財めぐり
秋の散策を楽しみながら、文化財を中心として葉山の魅力を再発見する
コースを歩く。

10月25日
長柄桜山
古墳等

生涯学習課 無料
046-876-1111
(葉山町教育委員会生涯学習課)

葉山町
①、
③、
④

第１４回　先導科学研究科　学術
講演会

日頃の研究成果を多くの方々に提供するため、以下の講演会を開催しま
す。
①「DNAの配列が語る進化」－遺伝情報をデジタルに扱う－
②「“見える”ということ」－人間と昆虫の視覚を比べる－

11月3日
総合研究大学院大
学葉山キャンパス

総合研究大学院大学先導科
学研究科

無料
総務課　葉山事務係
TEL：046-858-1577

寒川町 ① 懐かし映像上映会
今年は相模線の開業９０周年、全通８０周年、電化２０周年ということで、
相模線の昔懐かしい映像を上映。

11月3日
寒川総合図書館3
階会議室

寒川総合図書館と寒川文書
館の共催

無料 0467-75-3615

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
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



第５３回「教育・文化週間」関連行事

神奈川県
市区町村 種類 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

寒川町 ① 読書週間ポスター展
読書週間に合わせ、児童・生徒が作成した読書推進ポスターを展示しま
す。

10月27日～11月9日
寒川総合図書館１
階企画展示室

寒川総合図書館 無料 0467-75-3615

寒川町 ①③ 文化講演会 講演会「明日を素敵に生きる」講師：浜美枝氏 9月25日 寒川町民センター
寒川町教育委員会・寒川青
年会議所

無料  kominkan@town.samukawa.kanagawa.jp0467-74-2333 手話通訳あり

寒川町 ③ 第42回寒川町文化祭
町民の自主的な創作、発表や鑑賞を通して町民相互の交流を深め、町民
文化活動の振興を図り、町民文化の向上を目指す。

10月15日～11月13
日

町民センター 他 寒川町教育委員会 無料
寒川町生涯学習課
0467-74-1111(内線534)

大磯町 ③
秋季企画展「澤田美喜－人生は
どんな色にも塗り替えられるキャン
バス－」

通常は公開されていない資料の公開
10月22日～12月11

日
大磯町郷土資料館
企画展示室

大磯町教育委員会 無料 0463-61-4700

大磯町 ③ 第58回おおいそ文化祭 公共施設等を活用した文化活動の発表と交流 10月22日,23日
大磯町保健セン
ター他

大磯町教育委員会 無料 0463-61-4100（329）

大磯町 ③ 大磯町指定有形文化財特別公開 日ごろは公開されていない大磯町指定有形文化財の特別公開 10月24日 大磯町西長院 大磯町教育委員会 無料 0463-61-4700

大磯町 ① ペットボトルロケット飛ばし!! ペットボトルロケットの面白さを体験 10月29日 大磯運動公園 大磯町教育委員会 無料 0463-61-4100（329）

二宮町 ③ 二宮町文化祭 町内のグループによる、作品の展示、舞台での芸能発表など 10月14日～11月3日
二宮町生涯学習セ
ンター

二宮町教育委員会 無料 二宮町教育委員会生涯学習課(0463-72-6912)

二宮町 ③ 二宮町民俗芸能のつどい 町内の団体による、各種伝統芸能の発表 10月23日
二宮町生涯学習セ
ンター

二宮町教育委員会
二宮町民俗芸能保存会連絡
協議会

無料 二宮町教育委員会生涯学習課(0463-72-6912)

中井町 ③ 文化祭 文化団体が日頃の成果を発表・一般町民公募の作品等の展示 １１月5日,6日
町農村環境改善セ
ンター

中井町教育委員会 無料 0465-81-3907

中井町 ③ 読書の日のつどい（表彰） 小中学生の読書感想文の表彰 11月3日
町農村環境改善セ
ンター

同上 無料 0465-81-3907

中井町 ③ 短歌俳句大会     （表彰） 一般・小中学生の短歌俳句の表彰 11月3日 同上 同上 無料 0465-81-3907

大井町 ③ 大井町文化祭
町内在住・在学・在勤の方、町内で活動している個人及び団体が、日ごろ
の練習の成果や取り組んできた作品を発表する文化祭を開催します。

10月22日～23日
大井町立中央公民
館・大井町総合体
育館

大井町教育委員会及び
大井町文化団体連絡協議会

無料 http://www.town.oi.kanagawa.jp/

大井町 ① 子ども絵画展
「大井町の自然みつけよう！」をテーマに子どもが描いた絵画を展示しま
す。

10月23日～11月13
日

大井町立中央公民
館

大井町教育委員会 無料 http://www.town.oi.kanagawa.jp/
絵画作品を展示
（期間中展示場
所変更あり）

大井町 ①
おおい課外塾
酒匂川の野鳥観察会

町内の小学生及び町民を対象に酒匂川にいる野鳥を観察します。 10月30日 酒匂川土手 大井町教育委員会 無料 http://www.town.oi.kanagawa.jp/

大井町 ④ 移動科学教室
大井町・開成町の小学生を対象に学校ではできない楽しい科学実験をし
ます。

10月30日
大井町立中央公民
館

神奈川県
大井町教育委員会

無料 http://www.town.oi.kanagawa.jp/ 県との共催事業

大井町 ③ 親子料理教室
地域の料理経験豊かな方を講師に親子で昔ながらの料理とおやつを楽し
く作ります。

11月5日
大井町立中央公民
館

大井町教育委員会 http://www.town.oi.kanagawa.jp/
詳細については
検討中

大井町 ① １市４町青少年交流キャンプ
1市4町の小学生が1泊2日のキャンプで集団生活をとおして交流と連帯を
深めます。

11月5日,6日 秦野市ほか
大井町教育委員会ほか1市3
町

http://www.town.oi.kanagawa.jp/
詳細については
検討中

大井町 ① 大井町環境展
環境に対する知識や関心を高める目的で開催。環境関連企業の展示、ご
み拾いウォークの実施、小学生の意見発表等を実施します。

11月13日
大井町立中央公民
館・大井町総合体
育館

大井町 http://www.town.oi.kanagawa.jp/
詳細については
検討中

松田町 ① 水源林のつどい
水源林トレッキングや木工工作など森の楽しさを存分に味わえるイベント
を多数用意しております。

10月15日
やどりき水源林（松
田町寄）

県民との協働による森林づく
り実行委員会

TEL045(412)2255　FAX046(412)2300
〒220-0073横浜市西区岡野２-12-20　財団法人かながわ
トラストみどり財団内

山北町 ① 西丹沢もみじ祭り
鍋をつるした100組の三つ又が並び、千人鍋を渓谷を彩る紅葉をみながら
楽しむ祭り

11月12日
中川バーベキュー
センター

山北町観光協会 http://www.town.yamakita.kanagawa.jp/contents_detail.php?co=cat&frmId=533&frmCd=4-6-0-0-0

山北町 ① 共和地区自然体験教室 ヤマメのつかみどり、竹の器づくり、餅つき、間伐作業、製材木の実演 10月16日
山北町立共和小学
校

水源地域交流の里共和地区
実行委員会

山北町 ① 三保地区自然体験教室
マスのつかみどり、和紙づくり、かまど炊飯、しし鍋、昔の遊び、門入道づ
くり

10月15日
中川水源交流の里
施設

水源地域交流の里三保地区
実行委員会

山北町 ① 清水地区自然体験教室 足柄茶染め、ハイキング、間伐体験、マスのつかみどり、芋煮、竹細工 10月22日 ひだまりの里
水源地域交流の里清水地区
実行委員会

山北町 ③ 町民文化祭 盆栽・絵画等展示 11月2日～4日
山北町立中央公民
館

山北町文化団体連絡協議会 無料

山北町 ③ 町民文化祭 芸能発表会 11月6日
山北町立中央公民
館

山北町文化団体連絡協議会 無料

開成町 ③ かいせい文化祭 コーラス、ダンスなどの芸能発表 11月5日 開成町福祉会館 開成町 無料 0465-84-0315

開成町 ③ かいせい文化祭 生け花、絵画などの展示発表 11月12日,11月13日
開成町町民セン
ター

開成町 無料 0465-84-0315

箱根町 ①
ミュージアム・リレー
第170走

箱根で行なわれる地域色豊かな祭りや、家で行なわれる年中行事を紹介
する特別展を、学芸員が解説します。

11月18日
箱根町立郷土資料
館

神奈川県立生命の星・地球
博物館

無料
企画情報部企画普及課
0465-21-1515

定員：40名
申込締切：11月4
日

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
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



第５３回「教育・文化週間」関連行事

神奈川県
市区町村 種類 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

箱根町 ① 生涯学習フェスティバル

・第36回芸能発表会
・第28回箱根の秋音楽祭
・第50回町民文化祭
・第21回実践発表会「つどい」
・文化財探訪会
・ニュースポーツ講座
・第3回箱根町ユニカール大会
・第24回箱根町ソフトバレーボール大会

10月,11月

・箱根町社会教育
センター
・箱根町仙石原文
化センター
・レイクアリーナ箱
根
　等

箱根町
教育委員会

無料
箱根町教育委員会　生涯学習課
0460-85-7601
shougai@town.hakone.kanagawa.jp

箱根町 ① 生涯学習フェスティバル 町立郷土資料館企画展 9月27日～11月20日 町立郷土資料館
箱根町
教育委員会

箱根町教育委員会　生涯学習課
0460-85-7601
shougai@town.hakone.kanagawa.jp

箱根町 ① 生涯学習フェスティバル 文化財探訪会 11月上旬 湯本地内
箱根町
教育委員会

箱根町教育委員会　生涯学習課
0460-85-7601
shougai@town.hakone.kanagawa.jp

箱根町 ① 生涯学習フェスティバル 箱根の秋音楽祭 11月12日,13日
仙石原文化セン
ター

東京ハルモニア室内オーケ
ストラ

箱根町教育委員会　生涯学習課
0460-85-7601
shougai@town.hakone.kanagawa.jp

真鶴町 ③ くすのきゼミ 町内の文化財を散策する。 10月～11月 町内 真鶴町教育委員会 無料 0465-68-1131（内線437）

真鶴町 ③ 町民文化祭 展示、公演などで文化・芸術振興をはかる。 11月2日～7日 町民センター 真鶴町教育委員会 無料 0465-68-1131（内線441）

真鶴町 ③ 町民音楽祭 町民による演奏会 10月29日 まなづる小学校 真鶴町教育委員会 無料 0465-68-1131（内線438）

真鶴町 ① 成人学級 社会見学 11月15日 町外視察 真鶴町教育委員会 0465-68-1131（内線437）

湯河原町 ③ ギャラリートーク
　展示室で学芸員が作品を解説。作者や作品の背景等についての解説
を聞きながら、作品を鑑賞することができる。

10月16日 町立湯河原美術館 町立湯河原美術館 無料 bijyutuk@town.yugawara.kanagawa.jp

湯河原町 ③ ギャラリートーク
　展示室で学芸員が作品を解説。作者や作品の背景等についての解説
を聞きながら、作品を鑑賞することができる。

11月20日 町立湯河原美術館 町立湯河原美術館 無料 bijyutuk@town.yugawara.kanagawa.jp

湯河原町 ③
「平松礼二の軌跡～画家を夢見
て」

町立湯河原美術館に平松礼二館が誕生してから５年を迎えることを記念
して、画家としての足跡をたどる展覧会を開催。

９月29日～12月27日 町立湯河原美術館 町立湯河原美術館 bijyutuk@town.yugawara.kanagawa.jp

湯河原町 ① 子ども読書まつり
子ども～大人まで、自由に参加し楽しめる幾つかの内容を一日公開し、
本や図書館をより身近なものとして感じてもらう。また、読書週間（10/27
～11/9）の取組の一つとして開催しする。

11月5日 湯河原町立図書館
湯河原町子ども読書活動推
進協議会

湯河原町教育委員会社会教育課(0465-62-1125)

湯河原町 ③ 湯河原町文化祭
湯河原町で活動する団体・グループ・サークル及び個人が日頃の活動の
成果を発表することによって、相互の交流や町の文化振興を図り、町民
のふれあいと文化の向上を目指す。

10月5日～11月13日
湯河原観光会館、
湯河原町立図書
館、地域会館等

湯河原町文化祭実行委員会 湯河原町教育委員会社会教育課(0465-62-1125)

湯河原町 ③ 湯河原町音楽会
湯河原町に音楽を広め、音楽会を通して町民の文化の向上とふれあいを
図ることを目的とし、音楽活動をするサークルもしくは個人の練習の成果
を発表する。

11月3日～6日 湯河原観光会館 湯河原町音楽会実行委員会 湯河原町教育委員会社会教育課(0465-62-1125)

愛川町 ① 親子アウトドアクッキング
親子で本格的なピザ窯を利用したピザ作りを体験し、食に対する意識を
深め、親子や家族同士のコミュニケーションを図ります。

10月30日
県立愛川ふれあい
の村

東急コミュニティー・国際自然
大学校グループ

http://fureai-aikawa.com/

愛川町 ① 紅葉まつり
地域団体等と連携して施設の秋祭りを開催し、自然遊びやネイチャークラ
フト、アウトドアクッキング等を通して、地域の方々や参加者同士の交流を
図ります

11月13日
県立愛川ふれあい
の村

東急コミュニティー・国際自然
大学校グループ

無料 http://fureai-aikawa.com/

愛川町 ③
古民家山十邸
文化財セミナー
「戦争の記憶」（仮）

国登録文化財「古民家山十邸」で戦時中の町内の様子についてのセミ
ナーを開催。

11月10日,11日
古民家
山十邸

愛川町教育委員会
スポーツ・文化振興課

無料
愛川町教育委員会スポーツ・文化振興課
０４６－２８５－６９５８

愛川町 ③
第７回愛川町
合唱祭

町内で活動する合唱団体による発表会。 11月19日 愛川町文化会館
愛川町合唱祭プロジェクト
チーム

無料
愛川町教育委員会スポーツ・文化振興課
０４６－２８５－６９５８

茅ヶ崎市
相模原市
海老名市
座間市
寒川町

①
相模線沿線
スタンプらりー

相模線全線開通80周年、開業90周年を記念して沿線の駅のスタンプラ
リーを開催し、沿線の魅力を紹介します。

9月28日～11月30日

相模線沿線5駅（橋
本駅、入谷駅、海老
名駅、寒川駅、茅ヶ
崎駅）付近

神奈川県
茅ヶ崎市
相模原市
海老名市
座間市
寒川町
相模原商工会議所
茅ヶ崎商工会議所
海老名商工会議所
座間市商工会
寒川町商工会

無料

0467-82-1111(茅ヶ崎市都市政策課)
042-769-8249(相模原市都市鉄道・交通政策課)
046-235-9676(海老名市駅周辺対策課)
046-252-8289(座間市都市計画課)
0467-74-1111(寒川町企画調整担当)

申込不要（参加に
は専用のシート
が必要、シートは
主要公共施設等
に配置）

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
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料


