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宮城県
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

仙台市 ①
平成23年度みやぎ教育の日推進
大会

教育の実践発表や講演等を行います。 11月1日 ホテル白萩 みやぎ教育の日推進協議会 無料 022-221-7030

仙台市
①②
③

平成23年　教育功労者表彰式
学校教育，社会教育，芸術文化など教育の振興に顕著な功績のあった個
人，団体に対して表彰します。

11月2日 宮城県庁講堂 宮城県教育委員会 無料 022-211-3611

仙台市 ② みんなの専門高校展
農業や工業などの専門学科で学ぶ県内の高校生が日ごろの授業や実習
の成果を発表する。

11月9日～11日
宮城県庁
１Ｆロビー

県高校教育課 022-211-3625

仙台市 ③ 第４８回宮城県芸術祭
9月23日の開場式から11月24日の閉会式まで，絵画・華道・彫刻・書道・
写真・工芸・文芸・音楽など各部門の展覧会を開催します。

9月23日～11月24日
仙台メディアテーク
他

社団法人宮城県芸術協会 022-261-7055

仙台市 ③ 第２０回河北工芸展
全国から公募した工芸作品の入賞・入選作品，展覧会審査員・顧問・招
待作家の作品を展示します。

10月21日～26日
仙台メディアテーク
6Fギャラリー

河北新報社・財団法人河北
文化事業団・財団法人宮城
県文化振興財団

無料
022-211-1332
河北新報社事業部

仙台市 ① みやぎ県民大学
宮城県図書館の持つ人的・物的教育資源を広く地域に開放し，当館職員
が所蔵資料等を基にして得た知識や情報をわかりやすく紹介します。

11月5日,12日,19
日,26日

宮城県図書館
ホール養賢堂

宮城県図書館 無料 http://www.library.pref.miyagi.jp/

仙台市 ①
特別展
「フェルメールからのラブレター展」

17世紀オランダの画家たちによって描かれた，さまざまな「コミュニケー
ション」の形を，フェルメールの作品3点をはじめ，約40点の作品により紹
介します。なかでもヨハネス・フェルメールの傑作のひとつ《手紙を読む青
衣の女》は，日本初出品であると同時に，このたび修復を終え，オランダ
に先立って世界初公開となります。

10月27日～12月12
日

宮城県美術館 宮城県美術館 http://www.pref.miyagi.jp/bijyutu/museum/

仙台市 ①
小企画展
「宮城の画家　大沼かねよ・二宮
不二麿・加藤正衛」

大沼かねよ(1905-1939)，二宮不二麿(1905-1986)，加藤正衛(1901-1974)
の三人は，いずれも宮城県生まれの洋画家です。大沼は戦前期に社会
的なテーマに挑み大作を次々に制作しました。二宮は東京美術学校に学
び，戦後は県内で指導にあたり，後進を育てました。加藤は戦後いち早く
抽象絵画に取り組みました。この展示は本県作家による昭和の洋画史と

7月5日～12月18日 宮城県美術館 宮城県美術館 http://www.pref.miyagi.jp/bijyutu/museum/
11月3日は無料と
なります。

仙台市 ①
常設展【本館】
「洲之内コレクション，カンディンス
キーとクレー，日本の近現代美

洲之内コレクション，カンディンスキーとクレー，日本の近現代美術から，
洋画，日本画，版画など。

7月5日～12月18日 宮城県美術館 宮城県美術館 http://www.pref.miyagi.jp/bijyutu/museum/
11月3日は無料と
なります。

仙台市 ①
常設展【佐藤忠良記念館】
「佐藤忠良の彫刻（ブロンズ，石膏
原型），素描や版画など」

《ふざけっこ》《丸い椅子》などの彫刻と素描を展示。 7月5日～12月18日 宮城県美術館 宮城県美術館 http://www.pref.miyagi.jp/bijyutu/museum/
11月3日は無料と
なります。

仙台市 ①
第８回仙台市ＰＴＡ復興応援フェス
ティバル

PTA活動のPRなどを目的として開催します。（テーマ/今だからこそ・・・声
かけよう！手をつなごう！支えあおう！広げよう復興応援の輪！和！
わ！

11月6日
10:00～15:30

仙台市勾当台公
園、市民広場など

仙台市PTA協議会 無料 http://www.pta-sendai.gr.jp/03/03index.html
共催：仙台市教
育委員会

仙台市 ①
第５６回仙台市社会学級研究大
会

社会学級生が積み重ねてきた学びの発表の場として開催します。（内容/
基調講演・パネルディスカッション・活動展示など）

11月29日
10:00～12:30

仙台市福祉プラザ
ふれあいホール

仙台市社会学級研究会 無料 http://syakaigakkyuu.web.fc2.com/
共催：仙台市教
育委員会

仙台市 ①③

考えるテーブル　志賀理江子レク
チャー　第六回＜イメージ①－過
去・現在・未来から脱する空間へ
の儀式（ゲスト：竹内万里子）＞

写真家・志賀理江子が制作や震災後の活動などについてお話しする連続
レクチャーです。

11月7日
せんだいメディア
テーク

せんだいメディアテーク 無料 http://www.smt.jp/thinkingtable/

仙台市 ① 干し柿作り 柿のもぎ方や昔ながらの干し柿の作り方を体験 10月30日
大倉ふるさとセン
ター

大倉ふるさとセンター 022-391-2060

仙台市 ① 炭焼き体験 昔ながらの窯を使って木、竹、野菜などを窯入れから窯出しまでを体験 10月13日
大倉ふるさとセン
ター

大倉ふるさとセンター 022-391-2060

仙台市 ①
文化財公開の日「仙台城跡見学
会」（仮）

11月3日の文化の日にちなんで、国指定史跡である「仙台城跡」の見学会
を行います。

11月3日 仙台城跡 仙台市教育局文化財課 無料
022-214-8893
kyo019320@city.sendai.jp

仙台市 ①③ 仙台の伝統工芸実演
仙台箪笥の金具職人・八重樫榮吉氏により制作実演を行っていただきま
す。

10月22日,23日,29
日,30日,11月3日

仙台市歴史民俗資
料館

財団法人仙台市市民文化事
業団

http://www.city.sendai.jp/kyouiku/rekimin/
仙台の伝統工芸
実演は10月22日
からの土・日曜日

仙台市 ①④ 第58回企画展「宮城の旧石器」
旧石器時代から縄文時代の草創期の遺跡も含め、どのような環境のもと
で石器を使用し次の縄文時代に受け継がれたのかを紹介します。

10月14日～12月4日
仙台市富沢遺跡保
存館（地底の森
ミュージアム）

仙台市富沢遺跡保存館(地底
の森ミュージアム）

http://www.city.sendai.jp/kyouiku/chiteinomori/

仙台市 ①④ 企画展関連講座
第58回企画展「宮城の旧石器」関連の講座です。演題：「ここがおもしろい
旧石器時代」。講師：仙台市教育委員会文化財課職員。

11月12日
13:30～15:30

仙台市富沢遺跡保
存館（地底の森
ミュージアム）

仙台市富沢遺跡保存館(地底
の森ミュージアム）

http://www.city.sendai.jp/kyouiku/chiteinomori/ 要申込

仙台市 ①④ 富沢講座
4月から11月の第1・第3日曜日におこなわれる申込不要の講座です。11
月6日は学芸室長が企画展の解説をおこないます。

11月6日
14:00～

仙台市富沢遺跡保
存館（地底の森
ミュージアム）

仙台市富沢遺跡保存館(地底
の森ミュージアム）

http://www.city.sendai.jp/kyouiku/chiteinomori/
申込不要
30分～1時間程
度

仙台市 ③
ミニ企画展「縄文人のなりわい　～
里浜貝塚からのメッセージ」

里浜貝塚で暮らしていた縄文人のなりわいを、豊富な出土資料などをもと
に紹介します。

10月14日～12月18
日

仙台市縄文の森広
場

仙台市縄文の森広場 http://www.city.sendai.jp/kyouiku/jyoumon/

・11月3日はどな
たも無料
・10月29日(土)～
11月27日(日)の
土・日曜日、祝日
は中学生以下無
料（東北文化の
日関連）

仙台市 ③
文化の日につき
無料開放

常設展示・ミニ企画展示とも、どなたでも無料でご覧になれます。 11月3日
仙台市縄文の森広
場

仙台市縄文の森広場 無料 http://www.city.sendai.jp/kyouiku/jyoumon/

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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仙台市 ③ 縄文秋まつり
秋の実りを感じ、楽しむイベントが盛りだくさんです。秋の味覚を生かした
縄文食の試食体験や、ゲーム大会など縄文の森広場ならではのメニュー
を行います。

11月3日
仙台市縄文の森広
場

仙台市縄文の森広場 無料 http://www.city.sendai.jp/kyouiku/jyoumon/

仙台市 ③ 企画展「仏のかたち　人のすがた」
この展覧会では、仙台平野を中心とする地域の歴史や文化を、寺社に伝
わる仏像や肖像彫刻を通じて紹介します。

11月1日～12月11日 仙台市博物館 仙台市博物館 http://www.city.sendai.jp/kyouiku/museum/

仙台市 ③ 文化の日（11月3日）無料開放日 11月3日 仙台市科学館 仙台市科学館 無料 http://www.kagakukan.sendai-c.ed.jp

仙台市 ③
企画展「角野栄子『魔女の宅急
便』の世界～魔女魔女ワールド」

　絵本や児童文学の世界で楽しい作品を提供し続けている角野栄子さん
の代表作『魔女の宅急便』の原画と直筆原稿などの展示とこもに、絵本作
家の描いた魔女たちの絵、世界の魔女の写真や人形コレクションの展
示、参加型のイベントや体験コーナーを設けるなど「魔女になる一日」を体
験できる展示とする。

10月１日～12月4日 仙台文学館 仙台文学館 http://www.sendai-lit.jp/

仙台市 ②③
仙台高等専門学校　　広瀬キャン
パス祭

工業・情報系の技術者を育成する本校の特色を生かした展示を行ってい
ます。

10月22日, 23日
仙台高等専門学校
広瀬キャンパス

仙台高等専門学校 無料 http://www.sendai-nct.ac.jp/

仙台市 ①
公開講座（ラジオで学ぶ電波の世
界）

ラジオを題材に、電波の性質や電子工学、ラジオ受信の楽しみ方を学び
ます。

11月3日
仙台高等専門学校
広瀬キャンパス

仙台高等専門学校 無料 http://hirose.sendai-nct.ac.jp/
受講対象者：
中学生

仙台市 ①
公開講座（源氏物語と香りの科
学）

源氏物語の作中に現れる色彩について考察し、その場で平安の色彩を
再現します。

11月5日
仙台高等専門学校
広瀬キャンパス

仙台高等専門学校 無料 http://hirose.sendai-nct.ac.jp/
受講対象者：
中学生以上一般

仙台市 ①
公開講座（発達障害者の生活支
援のためのタイマー型タイムエイド
の製作）

LED列によるアナログ表示のタイマーを製作します。通常のタイマーは数
字表示により時間経過を表示するが、本タイマーはLED列により残り時間
をアナログ量として表示するため、直観的に時間経過を把握することがで
きます。このような表示方式は、時間認知の難しい方の時間管理や、発
表会等での残り時間把握に役立ちます。本講座では、タイマーの製作の
他に、タイマーの使い方についても講義します。

11月13日
仙台高等専門学校
広瀬キャンパス

仙台高等専門学校 http://hirose.sendai-nct.ac.jp/

受講対象者：一
般（発達障害者
支援に興味のあ
る方）

仙台市 ④
東日本大震災復興計画シンポジ
ウム「市町村の復興計画と農山漁
村（仮）」

復興計画策定に向けて動き出した被災地市町村の現状について報告し、
あるべき方向性について議論する

10月30日
エル・パーク仙台
ギャラリーホール

農村計画学会 無料 http://www.rural-planning.jp/

仙台市 ①
平成２３年度国立大学法人宮城
教育大学公開講座「能と日本文
化」

日本の古典芸能が学校教育に取り入れられ、また能楽がユネスコの世界
無形文化遺産に指定されるという流れのなかで、いま能があらためて注
目されるようになっています。しかし能については、言葉が難しい、眠くな
る、とっつきにくい、どのように教えたらよいかわからない、などのためらい
もまた広くみられます。
本講座では、能に関心があるがこれまでふれたことがない人や、授業で
能をとりあげてみようかと考えている人を対象に、能の基礎と実際につい
てわかりやすく講義をします。講義は美学や芸術論とのかかわり、文学や
宗教とのつながりなどにも触れながら、話をすすめてゆく予定です。また、
作品の鑑賞や能の舞台見学、能面の鑑賞も行います。

9月10日, 24日
10月8日, 22日

11月5日

国立大学法人宮城
教育大学

※11/5のみ「せん
だい演劇工房10-
BOX」にて実施

国立大学法人宮城教育大学 無料 renkei@adm.miyakyo-u.ac.jp

仙台市 ①
平成２３年度国立大学法人宮城
教育大学公開講座「数学もちょっ
とだけ講座」

数学って硬く冷たい感じがしていますか。数学を手で触ってみるような経
験ってできるのでしょうか？そして　その硬度や温度を確かめることってで
きるのでしょうか。この講座では、問題解決のための数学的手法をとおし
て、そのことを考えてみます。
数学を思い出してみたい人、数学をもっと好きになりたい人歓迎します。

10月8日, 15日, 22日,
29日

国立大学法人宮城
教育大学

国立大学法人宮城教育大学 renkei@adm.miyakyo-u.ac.jp

仙台市 ①
平成２３年度国立大学法人宮城
教育大学公開講座「体験講座 イ
ンドネシアの音楽・ガムラン入門」

ガムランは、インドネシアの打楽器を中心とした合奏です。たくさんの種類
の楽器を使って、リズムや旋律を分担し、それが組み合わさって全体でひ
とつの音楽を作っていきます。音楽の教科書でもよく取り上げられるので
楽器の写真を見たり、演奏を聴いたりしたことがある人もいるでしょう。20
世紀初頭には、ドビュッシーなど西欧の作曲家にも影響を与えました。こ
の講座では宮城教育大学が所蔵するガムランを使って、インドネシア・バ
リ島の音楽を演奏します。受講者がなるべく多くの楽器を体験できるよう
に工夫する予定です。またガムラン音楽を育んだインドネシアの文化につ

10月22日
国立大学法人宮城
教育大学

国立大学法人宮城教育大学 renkei@adm.miyakyo-u.ac.jp

仙台市 ③
東北大学附属図書館創立百周年
記念企画展

「煌めきのコレクション ～未来への贈り物～」と称して、貴重資料コレク
ション群を一挙公開します。

10月7日～11月5日
東北大学附属図書
館

東北大学附属図書館 無料 http://www.library.tohoku.ac.jp

仙台市 ①
東北大学史料館企画展「探してみ
よう、東北大学のアーカイブズ」

東北大学史料館に収蔵されている歴史公文書等の展示を通し、公文書
管理法と史料館（アーカイブズ）の仕事を紹介。

10月8日～11月6日 東北大学史料館 東北大学史料館 無料 http://www2.archives.tohoku.ac.jp/

仙台市 ① 東北大学サイエンスカフェ 国際宇宙ステーション「きぼう」における小さな宇宙飛行士　線虫！ 10月28日
せんだいメディア
テーク

東北大学 無料 http://cafe.tohoku.ac.jp/

仙台市 ① 第６回東北大学市民公開講座
「お口は健康ですか？－東日本大震災から見えてきた口の健康の重要
性－」をテーマに行います。

10月29日
仙台国際センター
大ホール

東北大学病院 無料
東北大学病院地域医療連携センター
022-717-7131

仙台市 ③ 紅葉の賀
植物園を無料開放し、ガイドツアー・俳句会・野点・公開講演会等を行い
ます。

11月3日
東北大学大学院文
学研究科・東北大
学植物園

東北大学大学院文学研究
科・東北大学植物園

無料 http://www.biology.tohoku.ac.jp/garden/

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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仙台市 ① 公開講座「国際文化基礎講座」
『災害を生きる―その文化的諸相―』というテーマのもと、三人の講師が
国際経済、文学、環境科学の視点から講演します。

11月12日, 19日, 26
日

東北大学講義棟B２
００講義室

東北大学大学院国際文化研
究科

http://www.intcul.tohoku.ac.jp/?num=110607185005
募集人数
先着100名

仙台市 ① 東北大学リベラルアーツサロン 仙台藩の警察―目明し・徒者締り役・手先― 11月18日
せんだいメディア
テーク

東北大学 無料 http://cafe.tohoku.ac.jp/

仙台市 ③④ 八木山フェスタ
八木山動物公園のほか、八木山ベニーランド、東北工業大学の3会場で
スタンプラリーや動物とのふれあいなど楽しいイベントが開催されます。

11月3日

八木山動物公園、
八木山ベニーラン
ド、東北工業大学八
木山キャンパス

八木山動物公園、八木山ベ
ニーランド、東北工業大学、
仙台市公園緑化協会、八木
山市民センター

http://www.tohtech.ac.jp

仙台市 ①
未来科学講座　　『エネルギー問
題に迫る』

本学教員による市民公開講座の一環で、6回にわたりエネルギー利用の
現状、地球環境への影響や課題、そして、新たなエネルギー社会につい
て、平易に解説します。

10月11日, 18日, 25
日,

11月1日, 8日, 15日

東北工業大学
一番町ロビー

東北工業大学 http://www.tohtech.ac.jp

仙台市 ②③ 朴沢学園裁縫教育資料展
仙台市有形文化財に指定された明治期から戦前までの裁縫教育資料の
展示をします。

11月1日～6日
東北電力グリーンプ
ラザ

朴沢学園 無料 somu@hozawa.ac.jp

仙台市 ③
第26回合唱とアンサンブルのつど
い

1年生全員合唱・ファッションショー（生徒作品）・ミニコンサート
11月23日（祝・水）

13：30～
電力ホール 明成高等学校 無料 022（278）6131　内線27

仙台市 ①
学都仙台サテライトキャンパス講
座「福祉事業の経営環境の変化と
経営管理者の役割」

本講座は、福祉事業のマネジメントの基本について、具体例を取り上げな
がら、実際の場に活かせるようにレクチャーと事例研究を通じ進めていき
ます。

10月29日, 11月5日,
12日, 19日, 26日

(全10回)

東北学院大学土樋
キャンパス(学都仙
台サテライトキャン

仙台白百合女子大学大学広
報室

http://sendai-shirayuri.ac.jp
大学広報室TEL 022-374-4475

仙台市 ①② 創作ゆかた親子文化教室 ゆかた創作と着付・服飾 10月23日～2月19日 当財団仙台教室
財団法人民族衣裳文化普及
協会

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

全10回

仙台市 ① 秋の子ども読書フェスティバル 小学校の秋休みを中心に各図書館ごとに複数のイベントを開催する。 10月8日～11月9日
市内全図書館（泉・
太白図書館除く）

無料 http://lib-www.smt.city.sendai.jp

仙台市
泉区

① 楽・楽介護教室
いざ必要となった時のために、さまざまな
介護技術や知識が学べます。

10月22日, 23日
聖和学園
短期大学

聖和学園
短期大学

http://www.seiwa.ac.jp/college/

仙台市
泉区

①
子育て支援カレッジ
「てとて」

「聖翔祭チャイルドアイランド」
楽しいあぞびがいっぱい。

10月22日, 23日
聖和学園
短期大学

聖和学園
短期大学

無料 http://www.seiwa.ac.jp/college/

仙台市
泉区

①
家族に伝える愛
文章とパソコンで

家族に心を伝える手紙の書き方とパワー
ポイント活用のミニ・フォトアルバムづくり。

10月22日
聖和学園
短期大学

聖和学園
短期大学

無料 http://www.seiwa.ac.jp/college/

仙台市
泉区

① 誤用から見る日本語
ちょっと気になる日本語の誤用を解説しながら、日本語の「今」を考えま
す。

10月22日
聖和学園
短期大学

聖和学園
短期大学

無料 http://www.seiwa.ac.jp/college/

仙台市
泉区

① スポーツ健康講座 膝痛改善体操 11月12日
聖和学園
短期大学

聖和学園
短期大学

http://www.seiwa.ac.jp/college/

仙台市
泉区

① 介護楽・楽講座 介護をもっと楽に・たのしむための方法についてコツを教えます。 11月12日
市民活動
ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

聖和学園
短期大学

無料 http://www.seiwa.ac.jp/college/

仙台市
泉区

①
子育て支援カレッジ
「てとて」

わらべうたと人形劇 11月19日
聖和学園
短期大学

聖和学園
短期大学

無料 http://www.seiwa.ac.jp/college/

仙台市・
青葉区

③ 第20回河北工芸展
伝統工芸、現代工芸の枠を超えて全国各地で工芸に打ち込む作家の作
品を展示

10月21日～26日
せんだいメディア
テーク６階ギャラ
リーａ

株式会社河北新報社、財団
法人河北文化事業団、財団
法人宮城県文化振興財団

022-211-1332

石巻市 ② 「社会知性フォーラム」
高校生、中学・高校教員、一般を対象に、「理科」「英語」を専門分野とす
る石巻専修大学及び専修大学教員を講師に招き、学ぶ楽しさ、学ぶこと
から知る発見などをお話いたします。

11月5日
石巻専修大学　森
口記念館

石巻専修大学・専修大学北
上高等学校・専修大学

無料
専修大学学長室企画課
TEL 044-911-1252

―

塩竈市 ③
第４８回宮城県芸術祭巡回絵画・
書道展

宮城県芸術祭県展に出品された絵画・書道作品に加え開催地作家の出
品作品を展示します。

11月16日～20日 塩竈エスプホール
社団法人宮城県芸術協会・
宮城県教育委員会・塩竈市
教育委員会

無料 022-261-7055

塩竈市 ③ 塩竈フォトフェスティバル2011
日本最大級のポートフォリオ―・レビューと写真展，ワークショップ等が開
催されます。

10月12日～23日
ふれあい
エスプ塩竈　　ほか

塩竈フォト
フェスティバル実行委員会

無料  ふれあいエスプ　　　　　塩竈022-367-2010

塩竈市 ①
しおがま”何でも”体感団＜市場へ
行こう＞

塩竈の基幹産業である水産業を市場見学と体験などを通じて学び，塩竈
のまちの魅力を再発見するものです。
（市内小学5･6年生対象）

11月上旬
塩釜市
魚市場

塩竈市教育委員会
生涯学習課

塩竈市教育委員会　生涯学習課
022-362-2556

塩竈市
①②
③

平成23年度
教育功績者表彰式

学校教育，社会教育，芸術，文化，スポーツその他教育の振興に顕著な
功績のあった個人・学校・団体等に対して表彰を行います。

11月1日
ふれあい
エスプ塩竈

塩竈市教育委員会 無料
塩竈市教育委員会　教育総務課
022-362-7744

塩竈市 ③
三遊亭円楽
落語会

三遊亭円楽
落語会

11月3日
塩竈市
遊ホール

塩竈市遊ホール協会
塩竈市民交流センター
022-365-5000

塩竈市 ③ 第64回塩竈市美術展
歴史ある塩竈市美術展です。洋画，日本画，書道約120点が展示されま
す。

11月8日～13日
ふれあい　　　エス
プ塩竈

塩竈市・
塩竈市教育委員会・
塩竈市芸術文化協会

無料
塩竈市公民館
022-365-3341

塩竈市 ②
市制施行70周年記念
塩竈市教育フェスティバル

学校教育社会教育の日頃の取組について，展示・ステージ発表等を通し
て，広く市民に理解してもらうとともに，家庭・地域社会及び学校の連携の
必要性について理解と啓発を図ります。また，同時に「給食まつり」を開催
し，各学校の給食の取組，食育活動を紹介します。

11月12日
塩釜ガス
体育館

塩竈市教育委員会 無料
塩竈市教育委員会
学校教育課
022-365-3216

塩竈市 ①
塩竈学問所講座
＜『奥鹽地名集』の世界～江戸時
代の塩竈・ひと・文化＞

塩竈市指定有形文化財『奥鹽地名集』を読み解き，江戸時代の塩竈のま
ちの様子や暮らし，歴史，文化について学びます。

11月12日
塩竈市
公民館

塩竈市教育委員会
生涯学習課

無料
塩竈市教育委員会　生涯学習課
022-362-2556

気仙沼市 ② 管内の学校紹介 各校の特色ある活動の紹介を写真等で紹介します。 11月1日～7日
気仙沼仮設合同庁
舎

南三陸教育事務所 無料 http://www.pref.miyagi.jp/mskyoz/

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

宮城県
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

白石市 ② 白石市心身障害児者フォーラム
市内特別支援学級児童生徒によるステージ発表，作品展示や車いす，手
話などの体験コーナーの実施。

10月30日
白石市文化体育振
興センター

白石市心身障害児者フォー
ラム実行委員会

無料 http://www.city.shiroishi.miyagi.jp/section/sch-edu/index.html

白石市 ② 白石市漢字文化セミナー
文字・活字文化の振興をはかるため，漢字の成り立ちや由来，素晴らしさ
を学ぶセミナーです。

11月2日

午前の部・・・白石
市立白石第二小学
校
午後の部・・・白石

白石市生涯学習フェスティバ
ル実行委員会

無料 http://www.city.shiroishi.miyagi.jp/section/con-edu/index.html

名取市 ②③ 仙台高専祭2011 各研究室・各クラス・各クラブの紹介と日頃の活動の様子を発表します。 10月22日, 23日
仙台高等専門学校
名取キャンパス

仙台高等専門学校 無料 http://www.sendai-nct.ac.jp/

多賀城市 ③ 文化の日（11月3日）無料観覧日 11月3日 東北歴史博物館 東北歴史博物館 無料 http://www.thm.pref.miyagi.jp/

多賀城市 ①② 環境美化デー 登校時に通学路・学校周辺のゴミ拾いを行う。
11月1日,4日,7日

学区全域
多賀城市内中学校区地域ぐ
るみ生徒指導委員会

無料

多賀城市 ② ほなみまつり 児童会行事 10月21日 山王小学校 山王小学校 無料 http://homepage3.nifty.com/sanno-es/

多賀城市 ② 城南フェスティバル 遊びのコーナーやバザー，出店，サークル演技などを行う。 11月12日
城南小学校校庭，
体育館

城南小学校
ＰＴＡ

無料 022-368-2111

多賀城市 ② 城南まつり
３年以上が遊びコーナーや出店を学級毎に出し，互いに楽しむ児童会行
事で保護者も参加できる。

11月16日 城南小学校 城南小学校児童会 無料 022-368-2111

多賀城市 ② 読み聞かせ会
PTAスタッフによる，朝の読書タイムの時間を活用した読み聞かせ会を年
間通して行っています。(1〜3年生対象)

10月20日,25日,27日
11月8日,10日,

15日,17日
多賀城小学校教室

多賀城市立多賀城小学校
PTA

無料  http://homepage3.nifty.com/tagajo-e/022-362-2551

多賀城市 ② 学芸会 各学年毎に劇やダンス，音楽演奏などの発表を行う。 10月29日
多賀城東小学校体
育館

多賀城東小学校 無料 022-362-2621

多賀城市 ② 学習発表会 各学年毎に劇やダンス，音楽演奏などの発表を行う。 10月22日 天真小学校
天真小学校
体育館

無料 022-363-0396

多賀城市 ② 学芸会 各学年毎に劇やダンス，音楽演奏などの発表を行う。 10月22日 城南小学校体育館 城南小学校 無料 022-368-2111

多賀城市 ② 学習発表会 日頃の学習の成果の発表 11月12日
多賀城八幡小学校
体育館

多賀城八幡小学校 無料 022-368-1007

多賀城市 ② 朝会 早寝・早起き・朝ごはん運動の奨励 11月1日 多賀城八幡小学校 多賀城八幡小学校 無料 022-368-1007

多賀城市 ② 持久走大会 全学年体力向上のための持久走 11月25日 多賀城八幡小学校 多賀城八幡小学校 無料 022-368-1007

多賀城市 ① 市Ｐ連祭り
「取り戻そう，子ども達の元気と笑顔を」のスローガンで市Ｐ連が企画し，
市内の子ども達を対象とする

11月13日 多賀城中学校 多賀城市父母教師会連合会 無料 市Ｐ連事務局（多賀城中学校）

多賀城市 ② 職場体験学習 企業等に依頼し，２学年生徒が２日間の体験学習を実施する 11月1日,2日 多賀城市及び近郊 多賀城中学校 無料 022-365-7411
多賀城市 ② 職場体験学習 ２学年による職場体験学習 11月8日,9日,10日 各事業所 多賀城市立第二中学校 無料 fjp45364@nifty.com

多賀城市 ② 合唱コンクール 校内でのクラス対抗によるコンクール形式の発表会 10月28日 東北学院中 多賀城市立第二中学校 無料 fjp45363@nifty.com

多賀城市 ① 学校公開週間 保護者に自由に授業参観をしてもらう 11月7日～17日 高崎中学校 高崎中学校 無料 022-309-3671

多賀城市 ①
文化財保護強調週間無料体験（ミ
ニまが玉づくり）

ミニまが玉づくり無料体験 11月3日,5日,6日
多賀城市埋蔵文化
財調査センター体
験館「史遊館」

多賀城市 無料 022-368-3127

岩沼市 ③
ふるさと展示室　文化財企画展
「わたしたちの岩沼－40年のあゆ
み－」

市制施行40周年を記念した企画展です。「岩沼市」になる前から，この40
年の間に移り変わっていった市内の様子を資料・パネルを用いて解説し
ます。

9月13日～11月27日
岩沼市民図書館2
階ふるさと展示室

岩沼市教育委員会生涯学習
課

無料
ふるさと展示室  0223-25-2302
岩沼市教育委員会生涯学習課  0223-22-1111

月曜休館
開館時間　10:00
～17:00

登米市 ①③ 企画展「登米市の城館跡」
市内に伝わる城館跡に関する資料や発掘調査で得られた資料を展示し
ます。

9月3日～10月30日 登米市歴史博物館 登米市歴史博物館 無料
登米市歴史博物館
0220-21-5411

栗原市 ②
管内栗原地区“特色ある教育活動
展”

市内幼稚園，小・中学校の特色ある教育活動や地域に関する学習，体験
活動の紹介

11月中旬～下旬
栗原市役所
１階市民ホール

・北部教育事務所栗原地域
事務所
・栗原市教育委員会

無料
TEL:0228-42-3512
FAX:0228-42-3518

東松島市 ① 秋の子どもの広場＆図書館まつり
工作会・科学遊び・昔のおもちゃ教室・青空リサイクルブックフェアーなど
子どものお祭りと読書推進を目的として開催

10月15日,16日
東松島市コミュニ
ティセンター・図書

東松島市教育委員会 無料 0225-82-1120

大崎市 ②

平成２３年度みやぎ教育の日普及
事業
北部管内小・中学校紹介パネル
展

みやぎ教育の日を定める条例のあらましと管内小・中学校（古川黎明中
学校含む）
７４校の学校紹介のパネルを掲示する。

11月7日～25日

・大崎合同庁舎 １
階ロビー
・イオン古川店　１
階東側入口

宮城県
北部教育事務所

無料 0229-91-0739

蔵王町 ① 蔵王町文化祭
町民と町内の文化団体が，地域に芽生え，根付いてきた「文化・芸術」を
伝承し，新しい時代に生きていくための「文化」を確かめ，創造するため開

11月5日, 6日
蔵王町ふる　さと文
化会館

蔵王町／蔵王町文化協会 無料
0224-33‐2018
蔵王町ふるさと文化会館

大河原町 ①② パネル展示
当事務所における事業や刊行物及び各市町教育委員会，管内幼稚園・
小学校・中学校の教育活動について，パネル等による展示会を開催し，
地域住民に公開する。

11月1日,7日
大河原合同庁舎１
階ホール

大河原教育事務所 http://www.pref.miyagi.jp/ok-kyouiku/ 昨年度から実施

大河原町 ②③ 大河原町小・中学校音楽祭 町内小中学校の代表が合唱や合奏を発表 10月19日
仙南芸術文化セン
ター

大河原町教育委員会 無料 0224-52-3401

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

宮城県
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
大河原町 ① 大河原小学校音楽祭 各学年による音楽発表 10月18日 大河原小体育館 大河原小 無料 0224-52-3401
大河原町 ① 公開研究会「伝統文化教育発表 伝統文化に関する研究授業やワークショップ 11月22日 大河原小体育館 大河原小 無料 0224-52-3401
大河原町 ② もがり祭り「収穫祭・音楽発表会」 育てた野菜の収穫を地域の人と喜びを分かち合う。また，各学年の音楽 10月22日 大河原南小体育館 大河原南小 無料 0224-53-4220
大河原町 ② 自由参観 学校教育の様子を保護者等に自由に参観 10月26日～28日 大河原中学校 大河原中学校 無料 0224-52-3501

大河原町 ① 「明日青」のつどい
青少年の育成に関わる学校，地域，家庭の関係者が集い，情報や意見
交換をする

11月26日
大河原町中央公民
館

大河原町教育委員会 無料 0224-53-2742

柴田町 ① 社会教育推進大会
大河原地区社会教育協議会との共催で，協働教育推進に向けたフォーラ
ムを実施する。

11月5日
槻木生涯学習セン
ター

大河原教育事務所 http://www.pref.miyagi.jp/ok-kyouiku/

柴田町 ③
槻木地区
ふるさとまつり

槻木小学校区の住民及び学習センターの利用者に対し，芸術文化活動
の発表の場（展示・ステージ発表）を住民と学習センターが協働して開催
します。

10月15日,16日
槻木生涯
学習センター

槻木生涯
学習センター

無料
槻木生涯学習センター
0224-56-1997

柴田町 ② フリー参加日 保護者や地域の方々が，自由に学校内の教育活動を視察します。 10月19日 槻木小学校 柴田町立槻木小学校 無料
柴田町立槻木小学校
0224-56-1029

柴田町 ③ 文化協会　文化祭
本協会に加盟している団体が，日頃の練習や活動をしている発表の場と
して，芸能発表大会と展示発表会を開催します。

10月22日,23日
槻木生涯
学習センター

柴田町文化協会 無料
槻木生涯学習センター
0224-56-1997

柴田町 ② 福祉教育コンサート
児童の道徳性を高めるために実施します。当日は，盲目のドラマーの実
演があります。

10月25日 槻木小学校 柴田町立槻木小学校 無料
柴田町立槻木小学校
0224-56-1029

柴田町 ③ しばた茶会
本格的な茶室（如心庵）を使った茶席（濃茶席）と，大寄せの広間，立札
（薄茶席）で，初心者でも気軽に茶に親しんでもらうために開催

10月30日 しばたの郷土館 柴田町茶会運営委員会
しばたの郷土館
0224-55-0707

柴田町 ② 歌のつどい 全校児童が一堂に会して合唱をします。 11月4日 槻木小学校 柴田町立槻木小学校 無料
柴田町立槻木小学校
0224-56-1029

柴田町 ③ 図書館まつり
読書週間にあわせ，読書を友とする多くの方々に図書館へいざない，文
化交流の機会を設け開催します。

11月5日
しばたの郷土館内
（柴田町図書館）

柴田町図書館 無料
柴田町図書館
0224－86－3820

柴田町 ② 音楽発表会
児童の音楽学習の成果発表の場として行われるものです。学年ごとの合
唱，合奏等の発表があります。

11月5日 船岡小学校体育館 柴田町立船岡小学校 無料   http://www.funaok-e.myswan.ne.jp/

柴田町 ③ 東船岡秋まつり
東船岡小学校が協議会との共催で実施。学習発表会や老人会，地域住
民による出店が並び，会場は多くの人で賑わいます。

11月5日 東船岡小学校
東船岡地区ふるさとづくり推
進協議会

無料
船岡生涯学習センター
0224-59-2520

柴田町 ③ 西住地区文化祭
地区住民や公民館等で活動している団体等が，作品の展示や演芸等を
披露し，地域住民の親睦を深めます。

11月5日,6日 西住公民館 第30行政区 無料
船岡生涯学習センター
0224-59-2520

柴田町 ② 音楽発表会 保護者向けに，日頃の音楽学習の成果を発表します。 11月12日 槻木小学校 柴田町立槻木小学校 無料
柴田町立槻木小学校
0224-56-1029

柴田町 ① 柴田町子どもフェスティバル
町内の子どもたちが一堂に会し，子ども会等が設けた遊びのブースで
様々な遊びを体験することにより，子どもたちの交流を図るものです。いっ
ぱい遊ぶと，駄菓子がもらえます。

11月13日
柴田町農村環境改
善センター

柴田町子ども会育成会連絡
協議会
柴田町
柴田町教育委員会

無料
柴田町教育委員会生涯学習課
0224-55-2135

今年度柴田町で
は初めて開催す
る事業です。

柴田町 ③
第26回船迫小地区ふるさと文化
祭

地区住民や公民館等で活動している団体等が，作品の展示や演芸等を
披露し，地域住民の親睦を深めます。

11月19日,20日
船迫生涯学習セン
ター

船迫小地区ふるさと運動推
進協議会

無料
船迫生涯学習センター
0224-57-2011

柴田町 ③
姉妹都市丹陽市・往来都市鎮江
市文化交流書画展

中国丹陽市・鎮江市の小中学生と柴田町の小中学生による書道・絵画作
品の展示を行います。

11月20日～27日 しばたの郷土館
柴田町日中友好協会
柴田町教育委員会

無料
柴田町教育委員会生涯学習課
0224-55-2135

柴田町
①、
③

2011東北こども博
東北地方の子供達に玩具、スポーツ、音楽、芸術等多彩で上質なエン
ターテイメントを提供し、笑顔と元気を呼び起こすことをコンセプトにしたイ

10月8日, 9日 仙台大学
2011東北こども博　実行委員
会

仙台大学学生支援ｾﾝﾀｰ　TEL　0224-55-1207

柴田町
①、
③

国際学術講演会
大学間の国際交流について、カリフォルニア州立大学ロングビーチ校の
交流担当部署による講演

10月29日or30日 仙台大学 仙台大学学生課 無料 http://www.sendaidaigaku.jp

柴田町
①、
③

スポーツ講演会 スポーツ関係者による講演 10月29日or30日 仙台大学 仙台大学学友会 無料 http://www.sendaidaigaku.jp

川崎町 ③ 第21回川崎町民文化祭 町文化協会加盟団体におけるステージ発表・作品展示 10月29日,30日 山村開発センター 川崎町教育委員会 無料
川崎町役場
0224-84-2111

川崎町 ③ 第18回川崎町文化講演会 講演会 10月29日 山村開発センター 川崎町教育委員会 無料
川崎町役場
0224-84-2111

川崎町 ① ウォークラン大会 健康づくり，体力づくりを推進するためのミニマラソン大会の開催 11月3日 川崎町総合運動場 川崎町教育委員会 無料
川崎町役場
0224-84-2111

川崎町 ② 学校交流会
平成24年度に学校統合予定のため，児童の親睦を目的とした交流会を
実施する予定です。（保護者参観含む）

11月2日 川崎小学校 川崎小学校　本砂金小学校 無料
川崎小学校
0224-84-2004

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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川崎町 ② 学習発表会 学習の成果を発表し，学習する喜びや充実感を味わわせる。 11月12日 川崎小学校 川崎小学校 無料
川崎小学校
0224-84-2004

川崎町 ② 学習発表会 小学生による劇，合唱等の発表 10月22日
川崎第二小学校体
育館

川崎第二小学校 無料
川崎第二小学校
0224-84-2054

川崎町 ② 自由参観日 保護者による授業の自由参観 11月1日 川崎第二小学校 川崎第二小学校 無料
川崎第二小学校
0224-84-2054

川崎町 ② クリーン作戦 児童・教職員による校舎周辺の環境美化活動 11月2日
川崎第二小学校周
辺

川崎第二小学校 無料
川崎第二小学校
0224-84-2054

川崎町 ② 学芸会 各学年部で劇，全校で太鼓の演奏を行います。 10月29日 川内小学校体育館 川内小学校 無料
川内小学校
0224-84-4646

川崎町 ② 学習発表会 各学年の合唱，全校劇等の発表 10月23日
支倉小学校
体育館

支倉小学校 無料
支倉小学校
0224-84-2006

川崎町 ② 学芸会 日常の学習や総合的な学習の時間の学習の成果の発表の機会をもつ。 10月22日
本砂金小学校体育
館

本砂金小学校 無料
本砂金小学校
0224-84-4647

川崎町 ② 学習発表会 学年単位で劇・表現・音楽を発表する。 10月29日 碁石小学校体育館 碁石小学校 無料
碁石小学校
0224-86-2003

川崎町 ② 学芸会 学芸会 11月12日 前川小学校 前川小学校 無料
前川小学校
0224-84-5001

川崎町 ② 読書週間 読み聞かせ他 11月29日～12月2日 前川小学校 前川小学校 無料
前川小学校
0224-84-5001

川崎町 ② 合唱コンクール
学校縦割り・学年・学級ごとに合唱曲を披露し合唱のすばらしさを全員で
味わう。

10月22日 川崎中学校 川崎中学校 無料
川崎中学校
0224-84-2029

川崎町 ② 川中祭 日頃の文化的な学習の成果を保護者や地域の方の前で発表する。 10月23日 川崎中学校 川崎中学校 無料
川崎中学校
0224-84-2029

丸森町 ③ 丸森町総合文化祭 絵画や写真，書などの芸術文化作品の展示 11月6日,7日
丸森まちづくりセン
ター

丸森町文化協会 無料
丸森町文化協会（教育委員会生涯学習支援室内）
0224-73-1311

亘理町 ① 図書館まつり
親しみやすく利用しやすい図書館を目指して，各種催しや除籍資料のリ
サイクル市を開く。

11月3日 亘理町立図書館 亘理町立図書館 無料
亘理町立図書館
0223-34-8700

亘理町 ①③ オープンミュージアム
無料開館日とし，収蔵庫見学会や体験コーナーを開設して亘理の歴史や
文化の周知・普及を図る。

11月3日
亘理町立郷土資料
館

亘理町立郷土資料館 無料
亘理町立郷土資料館
0223-34-8701

亘理町 ③ 亘理町文化祭 広く一般町民に芸術鑑賞の機会を提供し，芸術文化の振興を図る。 11月5日,6日 亘理町中央公民館
亘理町芸術文化協会・
亘理町教育委員会

無料
亘理町生涯学習課
0223-34-0510

利府町 ①
「十符

　ト　　フ

っ子の日」

～（仮称）感謝の集い～

利府町内の高校，支援学校，小中学校の児童生徒が一堂に会し，学校
や親，地域の方々に感謝を表し，将来の夢や志についての決意を表すと
ともに，地域との交流を深める行事を３地区の中学校区ごとに開催する。

11月5日 各中学校 利府町教育委員会・各学校 無料 なし

大和町 ③
第４８回宮城県芸術祭巡回絵画・
書道展

宮城県芸術祭県展に出品された絵画・書道作品に加え開催地作家の出
品作品を展示します。

11月7日～13日
大和町まほろば
ホール

社団法人宮城県芸術協会・
宮城県教育委員会・大和町
教育委員会

無料 022-261-7055

大和町 ①② 大和町教育講演会 川島隆太先生による脳についての講演会を行います。 11月6日
大和町まほろば
ホール

大和町教育委員会 無料 大和町教育委員会教育総務課  022-345-7507

大和町 ③ 宮城県芸術祭巡回絵画･書道展 宮城県芸術祭に出品した絵画･書道を展示いたします。 11月7日～13日
大和町まほろば
ホール

宮城県芸術協会･大和町教
育委員会

無料
大和町まほろばホール
022-344-4401

色麻町 ③ 第31回町民文化祭 町文化協会加盟団体によるステージ発表，作品展示 11月6日
農村環境　　改善セ
ンター

町文化協会 無料 色麻町公民会　　　0229-65-3110

涌谷町 ③ 第35回町民文化祭
町内の芸術文化協会加盟団体や公民館自主サークル，並びに一般町民
が日頃の文化活動の成果を発表します。

11月2日,3日
涌谷町農村勤労福
祉センター

・涌谷町芸術文化協会 ・涌谷
町　　　・涌谷町教育委員会

無料 涌谷町芸術文化協会事務局　　　（涌谷公民館）

涌谷町 ③ 第27回秋の山唄全国大会
五穀豊穣の守り神として信仰を集める箟岳山を謳った民謡「秋の山唄」の
全国大会です。全国各地から民謡愛好家が一堂に会し，自慢ののどを競
います。

11月12日,13日
涌谷町農村勤労福
祉センター

・秋の山唄全国大会実行委
員会　　　　・涌谷町

秋の山唄全国大会実行委員会事務局　　　（産業振興課）
出演参加料
2,000円（少年少
女の部は無料）

美里町 ③
宮城県高等学校総合文化祭総合
開会式

高等学校文化部生徒によるステージ発表・展示発表を行います。 10月22日,23日 美里町文化会館他 宮城県高等学校文化連盟 無料 kobunren@miyagino.myswan.ne.jp

美里町 ③ 平成23年度美里町菊まつり 菊花展 10月22日～11月6日
美里町野外活動施
設

美里町菊まつり実行委員会 無料 美里町生涯学習課　美里町農村環境改善センター　0229-58-0123

美里町
①③
④

発掘調査成果展 出土品及び遺跡パネルの展示 10月29日～11月6日 美里町近代文学館
美里町教育委員会生涯学習
課

無料  美里町  生涯学習課  文化財係0229-33-2175

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


