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宇都宮市 ① 平成２３年度　文芸講演会 島田雅彦　文芸講演会 11月18日
宇都宮市立南図書
館多目的ホール

栃木県公共図書館協会栃木
県立図書館

無料 http://www.lib.pref.tochigi.jp/

宇都宮市 ① 平成２３年度　読書グループ大会 優良読書グループ表彰及び合同読書会 11月18日
宇都宮市立南図書
館会議室

栃木県立図書館
栃木県読書推進運動協議会

無料 http://www.lib.pref.tochigi.jp/

宇都宮市 ③
文化の日無料入館日
『博物館へようこそ』

博物館を無料で公開し、展示や講座、体験学習など、多くの方々に博物
館を楽しんでいただく。

11月3日 栃木県立博物館 栃木県立博物館 無料 http://www.muse.pref.tochigi.lg.jp/ 　

宇都宮市 ③ 土偶研究発表会
阿部芳郎明治大学教授他、4人の研究者が最新の研究成果について発
表します。

11月3日 栃木県立博物館 栃木県立博物館 無料 http://www.muse.pref.tochigi.lg.jp/

宇都宮市 ③ 文化の日（11月3日）無料観覧日 …… 11月3日 県立美術館 栃木県 無料 http://www.art.pref.tochigi.lg.jp

宇都宮市 ①③ みやbe 百人一首フェスタ
本市ゆかりの百人一首の普及を図るため，競技かるたデモンストレーショ
ン，かるた体験教室等を中心市街地の会場で開催する。

10月30日 オリオン市民広場
うつのみや百人一首市民大
会実行委員会

無料 http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/bunka/event/003063.html

宇都宮市 ①③ うつのみや百人一首市民大会
本市ゆかりの百人一首の普及とともに、宇都宮と深い関わりのある「小倉
百人一首」を通して、短詩型文学の振興を図ります。

11月13日
ブレックスアリーナ
宇都宮

うつのみや百人一首市民大
会実行委員会

無料 http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/bunka/event/003063.html
参加は事前申込
制

宇都宮市 ②③ うつのみやジュニア芸術祭
宇都宮市の青少年を対象とした芸術祭を開催することにより、青少年の
芸術文化に対する意識の高揚と振興を図ります。

9月23日～11月1日 宇都宮市文化会館
うつのみやジュニア芸術祭実
行委員会

http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/bunka/boshu/002285.html

宇都宮市 ①③ ミヤ・ジャズイン
「ジャズのまち宇都宮」を市内外に発信していくため，本市中心市街地で
ストリートジャズ祭を開催します。アマ・プロミュージシャン達が競演する楽
しいジャズ祭です。

11月5日,6日
オリオン市民広場
ほか

ミヤ・ジャズ推進協議会 無料  http://www.miyajazz.jp/（ミヤ・ジャズインオフィシャルサイト）

宇都宮市 ①③ ギャラリートーク
井村君江氏（妖精ミュージアム名誉館長）による妖精に関する文化や芸術
の話。

11月5日
うつのみや妖精
ミュージアム

宇都宮市教育委員会 無料  http://www2.ucatv.ne.jp/~ufairy-m/(うつのみや妖精ミュージアム)

宇都宮市 ③ 市民プラザコンサート
音楽活動をしている市民の発表のステージ。三部制の華やかなコンサー
トです。

11月13日
うつのみや妖精
ミュージアム

宇都宮市教育委員会 無料  http://www2.ucatv.ne.jp/~ufairy-m/(うつのみや妖精ミュージアム)

宇都宮市 ①③ とびやま歴史講演会 第13回企画展とびやま歴史体験館講演会を実施します。 10月30日
とびやま歴史体験
館

宇都宮市教育委員会 無料  http://61.194.63.139/ext/（宇都宮の歴史と文化財）

宇都宮市 ①③
第１３回企画展「鬼怒川流域の中
世城館跡」

第13回企画展「鬼怒川流域の中世城館跡｣の展示をします。 9月24日～11月23日
とびやま歴史体験
館

宇都宮市教育委員会 無料  http://61.194.63.139/ext/（宇都宮の歴史と文化財）

宇都宮市 ①③
上河内民俗資料館
「獅子頭展」

市内７つの指定文化財獅子舞（関白・中里西組・逆面・宗円・関堀・上横
倉・飯山）の写真パネル，祭りに使用される獅子頭・衣装などを一堂に展
示します

9月24日～10月30日 上河内民俗資料館 宇都宮市教育委員会 無料  http://61.194.63.139/ext/（宇都宮の歴史と文化財）

宇都宮市 ①③ 宇都宮伝統文化フェスティバル
宇都宮に伝わる民俗芸能，伝統食，工芸等の伝統文化の公演，紹介，体
験を実施します。

10月22日 宇都宮城址公園 宇都宮伝統文化連絡協議会 無料  http://61.194.63.139/ext/（宇都宮の歴史と文化財）

宇都宮市 ①③
文化財めぐり
（大谷めぐり）

大谷地区の歴史や文化財・大谷石産業に関わる地を歩いてめぐります。 10月15日 大谷地区 宇都宮市教育委員会 無料  http://61.194.63.139/ext/（宇都宮の歴史と文化財）
参加は事前申込
制

宇都宮市 ①③
文化財めぐり
（古代宇都宮の史跡）

宇都宮市内の縄文時代から平安時代の史跡をバスでめぐります。 11月19日
うつのみや遺跡の
広場　ほか

宇都宮市教育委員会 無料  http://61.194.63.139/ext/（宇都宮の歴史と文化財）
参加は事前申込
制

宇都宮市 ① 宮っこフェスタ２０１１
子育ち・子育てに係る社会全体の機運を醸成するため，「すべての子ども
に笑顔ときずなを！」をテーマに開催する。

10月15日

オリオンスクエア・
宇都宮城址公園・
宇都宮市民プラザ・
バンバひろば　ほか

宮っこフェスタ実行委員会 無料
子ども未来課
028－632－2344

宇都宮市 ②
平成23年度宇都宮大学大学院
国際学研究科公開授業

一般市民のみなさんに，「21世紀の共生を考える」をテーマに，国際的・学
際的な視点から「共生」の問題についての授業を行います。

10月1日8日,15日,
22日,29日

11月 5日,12日

宇都宮大学
（峰ｷｬﾝﾊﾟｽ）

国立大学法人宇都宮大学国
際学研究科

無料 http://www.kokusai.utsunomiya-u.ac.jp/fis/

宇都宮市 ②
秋季
オープンキャンパス
国際学部

説明会、各種相談コーナー（進学・カリキュラム等） 11月19日
宇都宮大学
国際学部
（峰キャンパス内）

宇都宮大学
国際学部

無料
国際学部総務係
028-649-5164
http://www.kokusai.utsunomiya-u.ac.jp/

宇都宮市 ②
秋季
オープンキャンパス
教育学部

授業見学、説明会、学生による学内見学ツアー・トークタイム、進学相談 10月24日
宇都宮大学教育学
部
（峰キャンパス内）

宇都宮大学教育学部 無料
教育学部総務係
028－649－5242
http://ks001.kj.utsunomiya-u.ac.jp/

宇都宮市 ②
秋季
オープンキャンパス
工学部

理工系進学フェア、講演会、模擬授業、研究室案内、入試相談、他 11月13日
宇都宮大学
工学部
（陽東キャンパス

宇都宮大学
工学部

無料
工学部総務係
028-689-6005
http://www.eng.utsunomiya-u.ac.jp/

宇都宮市 ②
秋季
オープンキャンパス
農学部

模擬授業、説明会、進学相談等 11月上旬予定
宇都宮大学
農学部
（峰キャンパス内）

宇都宮大学
農学部

無料
農学部総務係
028-649-5398
http://agri.mine.utsunomiya-u.ac.jp/

宇都宮市 ③ 大学祭「峰ヶ丘祭」 学生団体企画、研究発表、講演会等 11月19日～21日
宇都宮大学峰キャ
ンパス

宇都宮大学大学祭実行委員
会

無料
宇都宮大学学祭実行委員会
028-634-5877
http://minegaokasai.web.fc2.com/gakusai/index.html

宇都宮市 ①
宇都宮大学公開講座「図書館の
達人」

宇都宮大学図書館を最大限に生かすためのノウハウを丁寧に教えます。 11月8日
宇都宮大学付属図
書館

国立大学法人宇都宮大学 無料 http://www.utsunomiya-u.ac.jp/syougai/centerhp/kouza23.html

宇都宮市 ①
宇都宮大学公開講座「アイヌ文化
を学ぶ」

アイヌ民族は日本国内各地に居住する先住民族です。アイヌ民俗の歴史
と文化を学びます。

11月19日～11月21
日

宇都宮大学生涯学
習教育研究セン
ター

国立大学法人宇都宮大学 無料 http://www.utsunomiya-u.ac.jp/syougai/centerhp/kouza23.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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宇都宮市 ①
宇都宮大学公開講座「グリム兄
弟」

グリム兄弟が採集した童話のふるさとを訪ねながら、グリム兄弟の生い立
ちと童話の持つ意味を考えていきます。

10月5日～平成24年
2月8日

宇都宮大学生涯学
習教育研究セン
ター

国立大学法人宇都宮大学 http://www.utsunomiya-u.ac.jp/syougai/centerhp/kouza23.html

宇都宮市 ①
宇都宮大学公開講座「感情コミュ
ニケーションの心理学」

自分自身の感情やコミュニケーションについて考えます。 11月11日～12月9日
宇都宮大学生涯学
習教育研究セン
ター

国立大学法人宇都宮大学 http://www.utsunomiya-u.ac.jp/syougai/centerhp/kouza23.html

宇都宮市 ①
宇都宮大学公開講座「ファシリ
テーション技法あれこれ色々」

ファシリテーターとして実際に活躍していくための様々な手法を紹介して
いきます。

10月5日～11月2日
宇都宮大学生涯学
習教育研究セン
ター

国立大学法人宇都宮大学 http://www.utsunomiya-u.ac.jp/syougai/centerhp/kouza23.html

宇都宮市 ①
宇都宮大学公開講座「谷崎潤一
郎を楽しむ」

谷崎潤一郎の作品を初期から晩年の作品まで読みます。 10月6日～11月10日
宇都宮大学生涯学
習教育研究セン
ター

国立大学法人宇都宮大学 http://www.utsunomiya-u.ac.jp/syougai/centerhp/kouza23.html

宇都宮市 ①
宇都宮大学公開講座『和装「きも
の」に親しむ』

着装を体験し着物に親しむとともに、成長の祝いにみる「きもの」の歴史と
近年のきもの文化を考えていきます。

9月20日～12月6日
宇都宮大学大学会
館和室

国立大学法人宇都宮大学 http://www.utsunomiya-u.ac.jp/syougai/centerhp/kouza23.html

宇都宮市 ①
宇都宮大学公開講座「地域教育
セミナー」

栃木県内における「地域の教育力」をテーマとして、優れた実践や人材か
ら､その実践を学び、検討し合いながら､学びます。

10月13日～12月8日
宇都宮大学生涯学
習教育研究セン
ター

国立大学法人宇都宮大学 http://www.utsunomiya-u.ac.jp/syougai/centerhp/kouza23.html

宇都宮市 ④
しもつけバイオクラスター
第7回フォーラム

「餃子」を主題においしさの秘密や、健康機能成分の研究などについて座
談会方式で会場と専門家が議論します。

11月11日
宇都宮大学
大学会館
（峰キャンパス）

宇都宮大学 無料

http://c-bio.mine.utsunomiya-u.ac.jp/cluster/index.php
宇都宮大学しもつけバイオクラスター事務局   TEL028-
689-7139
u-city@miya.jmutsunomiya-u.ac.jp

宇都宮市 ②
オペレッタ，演劇，
ブラスバンド

学校祭における高校生のオペレッタ，演劇，ブラスバンド発表。 11月3日
宇都宮短期大学附
属高等学校須賀栄
子記念講堂

宇都宮短期大学附属高等学
校

無料
http://www.utanf-jh.ed.jp/
電話028-634-4161

宇都宮市 ② シティライフ学講演会 学校祭における外部講師の講演やパネルディスカッション。 11月5日
宇都宮共和大学宇
都宮シティキャンパ
ス

宇都宮共和大学 無料
http://www.kyowa-u.ac.jp
電話028-650-6611

宇都宮市 ② 夢の音楽工房
学校祭におけるＮＨＫイタリア講座でおなじみのダリオ・ポニッシィによる会
場参加型のオリジナルパフォーマンス。

11月12日

宇都宮共和大学長
坂キャンパス・宇都
宮短期大学多目的
アリーナ

宇都宮共和大学・宇都宮短
期大学

無料
http://www.kyowa-u.ac.jp
電話028-648-2331

宇都宮市 ②
サクソフォン八重奏アンサンブル
オットヴィーチ演奏会

学校祭メインコンサート。国内外で活躍し，日本を代表する女性サクソフォ
ン奏者８名によるサクソフォンアンサンブル。

11月13日
宇都宮短期大学須
賀友正記念ホール

宇都宮短期大学 無料  http://www.ujc.ac.jp電話028-648-2331

宇都宮市 ①
帝京大学宇都宮キャンパス公開
講座

一般市民の生涯学習の一助として、教育・文化・地域等のテーマで、専任
教員による公開講座を開催します。

10月1日,8日,22日
帝京大学宇都宮
キャンパス

帝京大学 無料 http://www.riko.teikyo-u.ac.jp/

宇都宮市
①②
③

女性文化大学 きものショー 10月22日 パルティー
財団法人民族衣裳文化普及
協会

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

足利市 ③ 足利の文化財一斉公開2011

市内の社寺等が所有する文化財をそれぞれの所在場所において一斉に
公開する。
期間中、市内無料巡回バスを運行する。
文化財見学ツアーを実施する。

11月19日,20日 市内57箇所
足利の文化財一斉公開事業
実行委員会、足利市教育委
員会

足利市教育委員会文化課文化財保護担当
TEL20-2230（直通）
http://www.city.ashikaga.tochigi.jp/soshiki/a98/

足利市 ③ 足利学校さままつり
足利学校の伝統行事である「釋奠」を中心に、足利学校及びその周辺に
賑わいを創出するもの。

11月19日,20日,23日
足利学校及びその
周辺

足利学校さままつり実行委員
会

無料 http://www.city.ashikaga.tochigi.jp/

栃木市 ③ 第32回栃木市栃木文化祭
栃木市栃木文化団体連絡協議会に加盟する約150団体が、絵画、書道、
工芸品などの各種作品展示や芸能演技発表などを行い、日頃の学習成
果を発表します。

9月22日～12月18日
栃木市栃木文化会
館他

栃木市栃木文化団体連絡協
議会

栃木市教育委員会事務局文化課
0282-21-2741

栃木市 ②③
第21回山本有三記念「路傍の石」
俳句大会

県内及び友好親善都市である北海道滝川市の小中学生から俳句作品を
募集し、優秀作品の表彰や俳句に関するイベント（こども俳句教室）を行
います。

11月20日
栃木市栃木文化会
館

栃木市教育委員会・栃木市
俳句協会・特定非営利活動
法人山本有三記念会

無料
栃木市教育委員会事務局文化課
0282-21-2741

栃木市 ① 幼児読書感想画展 就学前の子どもを対象に9月20日～10月6日に作品を募集します。
10月29日～11月13

日
栃木市栃木図書館 栃木市栃木図書館 無料

栃木市栃木図書館
0282-22-3542

栃木市 ① 有三の文学講座
―短編をひもとく―をテーマに、第１回目に布川純子氏、第２回目に井上
謙氏を講師に迎え、講座を行います。

10月29日,11月5日 栃木市栃木図書館
特定非営利活動法人山本有
三記念会

無料
栃木市栃木図書館
0282-22-3542

栃木市 ① 図書館講座
―栃木の歴史再発見―をテーマに、江田郁夫先生を講師に迎え、第１回
「中世の鍋山衆」、第２回「野州麻と栃木」の講座を行います。

11月6日,13日 栃木市栃木図書館 栃木市栃木図書館 無料
栃木市栃木図書館
0282-22-3542

栃木市 ① 講演会
―栃木の狂歌を読み解く―をテーマに、11月19～20日に展示を、また、20
日に竹末広美氏を講師に迎え、講座を行います。

11月20日 栃木市栃木図書館 ザ・とちぎ 無料
栃木市栃木図書館
0282-22-3542

栃木市 ③ 歌麿と栃木展
2010年に発見された「鍾馗図」「三福神の相撲図」と「女達磨図」を特別同
時公開します。いずれの作品も栃木市が所有する喜多川歌麿の貴重な
肉筆画であり、3点が揃って展示されるのは今回が初めての機会となりま

11月12日～27日
とちぎ蔵の街美術
館

とちぎ蔵の街美術館
とちぎ蔵の街美術館
0282－20－8228

栃木市 ③
大平地域文化祭
2011

栃木市大平文化協会に加盟する団体や、その他の団体・個人等が実行
委員会を組織し、絵画や書道、工芸品などの各種作品展示や芸能演技
発表などを行い、日頃の学習成果を発表します。

11月 5日,6日,12
日,13日

栃木市大平文化会
館及び会館周辺施
設

大平地域文化祭実行委員会 無料
栃木市大平文化会館
0282-43-5231

栃木市 ①
おはなししゃぼんだまの絵本の読
み聞かせ

絵本の読み聞かせを行います。
10月28日,11月5

日,11日
栃木市大平図書館 栃木市大平図書館 無料

栃木市大平図書館
0282-43-5234
http://www.library.ohira.tochigi.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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栃木市 ③
ロビーコンサート
“夢歌２１”

大平図書館ロビーコンサートです。 11月12日 栃木市大平図書館 栃木市大平図書館 無料
栃木市大平図書館
0282-43-5234
http://www.library.ohira.tochigi.jp/

栃木市 ① 切り絵教室 資料館長による基本的な切り絵の教室です。 11月3日 アート・サロン「麓」
栃木市おおひら歴史民俗資
料館

栃木市おおひら歴史民俗資料館
0282-43-8686     http://ohirarekimin.com/

材料費の他に別
途入館料が必要
です。
詳細は後日ホー
ムページ等で告
知いたします。

栃木市 ① 第三回ふるさと発見講座 古民家においてのお茶会及びふるさとの民話のコラボレーションです。
10月下旬の土日～
11月上旬の土日祝

日

おおひら郷土資料
館「白石家　戸長屋
敷」母屋

栃木市おおひら歴史民俗資
料館

栃木市おおひら歴史民俗資料館
0282-43-8686　　　　http://ohirarekimin.com/

栃木市 ④ 環境企画展
環境に関する小中学生のポスター、標語の展示、環境に関する図書館資
料の貸出等を行います。

10月5日～30日 栃木市大平図書館
栃木市大平総合支所市民生
活課

無料
栃木市大平総合支所生活環境課
0282-43-9211

栃木市 ③ 藤岡文化祭
栃木市藤岡文化団体連絡協議会に加盟する64団体が絵画、書道、工芸
品などの作品展示や民謡、フラダンスなどのステージ発表を行い、日頃の
活動成果を発表します。一般住民作品展示や体験コーナーもあります。

10月29日～11月6日
栃木市藤岡文化会
館・藤岡公民館

栃木市藤岡文化団体連絡協
議会

無料
栃木市藤岡文化会館
0282-62-4321

栃木市 ①
都賀音楽フェスティバル
～みんなで第九を楽しもう～

一般公募参加者の混声合唱団を結成しての第九合唱・小中学生との童
謡等の合唱・オペラ鑑賞を行います。

11月3日
栃木市都賀文化会
館

都賀生涯学習市民参加型事
業実行委員会

栃木市都賀公民館
0282-27-5050

事前にチケットを
販売

栃木市
①②
③

都賀町
文化フェスティバル

栃木市都賀文化協会が中心となり実行委員会を組織して、都賀地域内の
小中学生や芸術文化愛好者による、日頃の活動成果を発表します。

10月23日～11月12
日

栃木市都賀文化会
館・都賀公民館

栃木市･都賀町文化フェス
ティバル実行委員会

栃木市都賀文化会館
0282-27-8855

佐野市 ① プログラム開発実践講座
テーマ：「これからの地域社会を育む力」
～安全で安心に暮らすためのヒントを見つけてみませんか？～

10月15日,29日,11月
5日,12日

中央公民館 佐野市教育委員会 無料 生涯学習課　0283-86-3495　gakusyu@city.sano.lg.jp
共催：立正大学デ
リバリーカレッジ

佐野市 ① 人権教育指導者養成講座
講師：ホリスティック教育実践研究所長
　「金　香百合」　氏
演題：「人権と異文化とそして共生社会を目指して」

11月10日 葛生あくとプラザ
佐野市教育委員会　生涯学
習課

無料 生涯学習課　0283-86-3495　gakusyu@city.sano.lg.jp

佐野市 ① 市民大学「天明鋳物を学ぶ」 街なかを散策しながら天明鋳物を学ぶ 11月5日 中央公民館 中央公民館 無料 中央公民館   0283-24-5771

佐野市 ① 子どもと本のセミナー
絵本作家の「どい　かや」さんをお招きし、子どもにとっての読書の必要性
と、そのあり方に関する講演会を行います。

11月6日
午後2時～3時30分

佐野市立図書館 佐野市立図書館 無料
http://www.library.sano.tochigi.jp/
佐野市立図書館０２８３－２２－１８３３

要予約（電話もし
くは来館）

佐野市 ③ 第6回佐野ルネッサンス鋳金展
天明鋳物のふるさと佐野において、全国の鋳金作家に呼びかけ、一般公
募展を開催します。

10月29日～11月13
日

佐野市文化会館
佐野ルネッサンス鋳金展実
行委員会、佐野市

無料 http://www.sunfield.ne.jp/sanorena/

佐野市 ③ 第7回秋季佐野市民文化祭
佐野市文化協会に加盟する団体や、その他の団体・個人等が、絵画や写
真、工芸などの各種作品展示や芸能演技発表などを行い、日頃の学習
成果を発表します。

9月11日～12月11日 佐野市文化会館外 佐野市文化協会、佐野市 無料
文化振興課文化振興係
0283-61-1164

佐野市 ③ 第２回児童・生徒写生大会 小学３年生から中学３年生を対象にした写生大会 10月29日 佐野市運動公園 佐野市文化協会 無料
佐野市文化協会事務局
0283-61-1164

佐野市 ③
企画展「田村耕一の技①銅彩―さ
まざまな「赤」」

佐野市出身の人間国宝 田村耕一の銅彩作品について、技法解説を加え
ながらほぼ年代順に展示します。

9月9日～11月27日
佐野市人間国宝田
村耕一陶芸館

佐野市人間国宝田村耕一陶
芸館

無料 http://www.city.sano.lg.jp/tougeikan/

佐野市 ③
小堀鞆音没後80年展－佐野ゆか
りの作品を中心に－

佐野市出身で近代歴史画の第一人者・小堀鞆音の没後80年を迎えるに
あたり、代表作・初公開作品を中心に展示する展覧会です。

10月1日～11月13日
佐野市郷土博物館
吉澤記念美術館

佐野市郷土博物館・佐野市
立吉澤記念美術館、（財）佐
野市民文化振興事業団

http://www.city.sano.lg.jp/museum/conduct/14.html、0283-86-2008

佐野市 ③ 記念講演会「歴史画について」
小堀桂一郎氏（鞆音嫡孫・東京大学名誉教授）による小堀鞆音展記念講
演会です。定員50名、電話でお申し込み下さい。

10月8日
佐野市立吉澤記念
美術館

佐野市郷土博物館・佐野市
立吉澤記念美術館、（財）佐
野市民文化振興事業団

http://www.city.sano.lg.jp/museum/conduct/14.html、0283-86-2008

佐野市 ③
企画展記念講演会｢小堀鞆音の
人と芸術｣

企画展開催を記念して、文星芸術大学学長上野憲示氏による講演会を
開催する。

10月16日 佐野市郷土博物館 佐野市郷土博物館 http://www.city.sano.lg. jp/city-museum/

佐野市 ③④ どまんなかフェスタ佐野2011
市内の各種団体、企業が一堂に集まり、１００張以上のテントが立ち並
び、盛大に開催されます。地場産品の展示や特産品の販売が行われる
他、ステージイベントや体験コーナーなど楽しさいっぱいのイベント。

11月6日
佐野市田沼グリー
ンスポーツセンター

どまんなかフェスタ佐野2011
実行委員会・佐野市

観光課　0283-27-3011　

佐野市 ②③ 文化祭（みかも祭）
短大生による文化祭（学園祭）。研究発表や模擬店の出店等を行いま
す。

10月22日,23日 佐野短期大学 佐野短期大学 無料 http://sanotan.jp/
参加は無料であ
るが、模擬店等
の商品は有料で

鹿沼市 ① 第３３回市民文化祭
鹿沼市文化協会に加盟する団体や、その他の市民団体・個人等がホー
ル部門、ギャラリー部門、生活文化部門、文芸部門に分かれ日ごろの学
習成果を発表します。

10月1日～11月27日
鹿沼市民文化セン
ター
他

市民文化祭実行委員会 無料
市民文化祭実行委員会事務局
0289－63－8360

鹿沼市 ③ 企画展記念講演会
特別企画展開催を記念して、「近代版画史における川上澄生」をテーマに
開催します。

10月22日
鹿沼市民情報セン
ター

鹿沼市立川上澄生美術館 無料 http://kawakamisumio-bijutsukan.jp/

鹿沼市 ①③ 文化の日（11月3日）無料観覧日
文化の日のため、特別企画展「川上澄生と宇都宮女子高等学校」を無料
でご観覧いただけます。

11月3日
鹿沼市立川上澄生
美術館

鹿沼市立川上澄生美術館 無料 http://kawakamisumio-bijutsukan.jp/

鹿沼市 ③ 図書館寄席 アマチュア落語家による落語会 11月3日
鹿沼市立図書館
（本館）

鹿沼市立図書館 無料
鹿沼市立図書館
0289-64-9523

鹿沼市 ① ＫＬＶまつり
市内学校図書室でボランティアとして活動しているＫＬＶの皆さんによるお
話会

11月19日
鹿沼市立図書館
（本館）

ＫＬＶ協会 無料
ＫＬＶ協会事務局
0289-63-8360

日光市 ③
日光市民文化祭
『今市文化祭』

芸能発表、郷土文化研究、陶芸、書道、文芸、盆栽等の展示 11月18日～27日
今市文化会館,中央
公民館ほか

日光市
日光市教育委員会
日光市文化協会今市市部

無料
生涯学習課
0288-21-5182

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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日光市 ③
日光市民文化祭『日光芸術の集
い』

日光地域在住の市民・文化協会会員を対象に募集し、文芸・華道・書道・
絵画他の展示を行う。またステージでは各種芸能を行う。見学は誰でも可

11月12日,13日 日光総合会館
日光市　　　日光市教育委員
会　　　日光市文化協会日光

無料 日光公民館　　　　0288-53-3700

日光市 ③ 日光市民文化祭『足尾芸術祭』 一般展示部門、ステージ部門 10月22日,23日 足尾市民センター
日光市　　　日光市教育委員
会　　　日光市文化協会足尾

無料
足尾公民館
0288-93-3322

日光市 ③
日光市民文化祭
<藤原文化のつどい>

一般、児童生徒の作品展示
文化の集い(演芸発表等)

11月2日～6日 藤原総合文化会館

日光市
日光市教育委員会
日光市文化協会藤原支部

無料
藤原公民館
0288-76-1200

日光市 ① 第42回藤原子ども会大会 式典・模擬店･ゲーム・映画会 11月6日 藤原総合文化会館

日光市教育委員会
日光市子ども会連絡協議会
藤原支部

無料
藤原公民館
0288-76-1200

日光市 ③
日光市民文化祭
『栗山ふるさと文化祭』

各小中学校児童生徒・保育園児による学習発表
一般の芸能発表
作品展示（絵画、書道、手芸、生け花、盆栽等）

11月13日 栗山小学校体育館
日光市
日光市教育委員会
日光市文化協会栗山支部

無料
栗山公民館
0288-97-1139

日光市
①③
④

展覧会「絵本の系譜Ⅲ　語る・伝
える・絵本のチカラ　　宮城県美術
館所蔵　絵本原画展」

宮城県美術館の所蔵コレクションにより、「こどものとも」をはじめとする数
多くの絵本原画をご紹介する巡回展です。

10月22日～12月4日
小杉放菴記念日光
美術館

絵本原画共同企画展実行委
員会・財団法人小杉放菴記
念日光美術館・日光市・日光
市教育委員会

http://www.khmoan.jp/

日光市
①③
④

小杉放菴記念日光美術館　特別
企画
「大人と子どもで楽しむ絵と音楽
～えほんをたのしむ・えほんでた

大人と子どもが一緒になって、絵と音楽の世界に親しむことを目的とした
講座です。美術館で開催する展覧会「絵本の系譜Ⅲ　語る・伝える・絵本
のチカラ　　宮城県美術館所蔵　絵本原画展」を楽しみながら、絵本の世
界を音と身体で表現します。

10月22日
小杉放菴記念日光
美術館

財団法人　小杉放菴記念日
光美術館

http://www.khmoan.jp/

日光市 ③
Jazz　Live　Ⅴ
岡　淳（まこと）カルテット

テナーサックス（フルート）、ベース、ギター、ドラム編成によるジャズ演奏
会です。

11月6日
小杉放菴記念日光
美術館

財団法人　小杉放菴記念日
光美術館

http://www.khmoan.jp/

日光市
①③
④

ワークショップ
「はんこでつくるオリジナル絵本」

展覧会「絵本の系譜Ⅲ　語る・伝える・絵本のチカラ　　宮城県美術館所
蔵　絵本原画展」の関連企画として、絵本作家のしまだともみ氏による、
オリジナル絵本をつくるワークショップを開催します。

11月27日
小杉放菴記念日光
美術館

財団法人　小杉放菴記念日
光美術館

http://www.khmoan.jp/

日光市 ①
栃木県立博物館移動博物館「戦
中戦後のくらし」

戦時中から戦後の生活に関する資料の展示 10月8日～11月27日
日光市歴史民俗資
料館

日光市歴史民俗資料館 無料 rekishi-ms@city.nikko.lg.jp

日光市 ①
栃木県立博物館移動講座「戦中
戦後のくらし」

戦時中から戦後の生活に関する講座と展示資料の解説 10月29日
日光市歴史民俗資
料館

日光市歴史民俗資料館 無料 rekishi-ms@city.nikko.lg.jp

日光市 ①
日光市児童虐待・ＤＶ防止啓発講
演会

虐待やＤＶの問題性の認識と支援のあり方について、広く市民に考えてい
ただくための講演会

11月10日 日光市中央公民館 日光市 無料
人権・男女共同参画課
0288-21-5148

日光市 ①
日光市男女共同参画セミナー（藤
原地域）

男女共同参画について、地域にニーズに応じたテーマで、広く市民に考え
ていただくためのセミナー

11月16日
日光市藤原総合文
化会館

日光市 無料
人権・男女共同参画課
0288-21-5148

日光市 ③ 今市屋台まつり 屋台引き回しとお囃子の競演 10月16日
国道119号小倉町
郵便局前～春日町
交差点

今市納涼祭実行委員会 無料
日光商工会議所
0288-30-1171)

日光市 ① 親力アップセミナー
前綾川町立綾上中学校　校長の竹下和男先生を講師に迎え
「お母さんのおむすび～手間への感謝が子どもの心を育む～」
と題した子育てセミナーを開催します

10月27日
大沢地区センター
会議室

日光市親力アップ子育てセミ
ナー実行委員会
日光市教育委員会

無料
生涯学習課
0288-21-5182

託児あり（申込締
切）
開催日の２週間

日光市 ① 親力アップセミナー
東京医科大学睡眠学講座 准教授　駒田陽子先生を講師に迎え
「子どもの力を育む眠りのはなし」
と題した子育てセミナーを開催します

11月15日
大沢地区センター
会議室

日光市親力アップ子育てセミ
ナー実行委員会
日光市教育委員会

無料
生涯学習課
0288-21-5182

託児あり（申込締
切）
開催日の２週間

日光市 ① 親力アップセミナー
NPO法人だいじょうぶ理事長　畠山由美先生を講師に迎え
「子どもと一緒に歩もうよ！～すぐに役立つ子育てのポイント～」
と題した子育てセミナーを開催します

12月1日
中央公民館
中ホール

日光市親力アップ子育てセミ
ナー実行委員会
日光市教育委員会

無料
生涯学習課
0288-21-5182

託児あり（申込締
切）
開催日の２週間

日光市 ① 獨協医科大学公開講座 「胃がんの診断と治療について」 10月29日
日光市今市保健福
祉センター内会議
室

獨協医科大学 無料 獨協医科大学総務課   0282－87－2100
共催：日光市
後援：日光市教
育委員会

小山市 ③
第５８回市民文化祭第２１回文化
振興大会（文化祭開幕祭）

市民一人一芸術をめざし、市内文化団体の参加を得て、地域文化の振興
を図るため充実した各種行事を実施します。

11月2日～27日
小山市立文化セン
ター・小山市立中央
公民館・道の駅思

小山市教育委員会・小山市
文化協会

無料 http://www.city.oyama.tochigi.jp/kyoikuiinkai/sosikitosigoto/sosikiitiran/bunkasinkouka/bunkasai_nittei.html

小山市 ③ 企画展「内在の風景展」
日本とオーストラリアの８人の現代美術作家が、感覚的で本能的な風景
を表現した作品で構成する展覧会です。

9月17日～11月27日
小山市立車屋美術
館

小山市立車屋美術館 http://www.city.oyama.tochigi.jp/kyoikuiinkai/kurumayabizyutukan/index.html

小山市 ③
ワークショップ「水面をキャンバス
に絵を描こう」

出品作家　片桐功敦氏を講師に迎えるワークショップです 10月23日 小山市立博物館 小山市立車屋美術館 http://www.city.oyama.tochigi.jp/kyoikuiinkai/kurumayabizyutukan/index.html

小山市 ③
ワークショップ「版で判子をつくろ
う」

出品作家　元田久治氏を講師に迎えるワークショップです 11月13日 小山市立博物館 小山市立車屋美術館 http://www.city.oyama.tochigi.jp/kyoikuiinkai/kurumayabizyutukan/index.html

小山市 ③ 無料公開日 小山市立車屋美術館企画展と小川家住宅を無料でご観覧できます。 11月3日
小山市立車屋美術
館

小山市立車屋美術館 無料 http://www.city.oyama.tochigi.jp/kyoikuiinkai/kurumayabizyutukan/index.html

小山市 ③ 武者の美意識展 変り兜の展示を通じて、近世武士の気質発現を探ります。 9月18日～11月3日 小山市立博物館 小山市立博物館 http://www5.city.oyama.tochigi.jp/hakubutu/

小山市 ③ 本場結城紬展
ユネスコ登録一周年を記念し、本場結城紬の特別展を行うことで、文化財
としてはもとより、地場産業としての結城紬を周知します。

11月16日～12月18
日

小山市立博物館 小山市立博物館 無料 http://www5.city.oyama.tochigi.jp/hakubutu/

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

栃木県
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

小山市 ① 白鷗塾 講演
10月17日,11月5

日,28日
白鷗大学東キャン
パス

白鷗大学 http://hakuoh.jp/

小山市 ③ 白鷗祭 学園祭 10月29日,30日 白鷗大学本校舎 白鷗祭実行委員会 無料 http://www1.hakuoh.ac.jp/~jikkou/

小山市 ①
日商簿記検定　　　（11月20日実
施）　　直前対策セミナー　　【2級
商業簿記コース】

日商簿記検定2級合格に向けての対策セミナーです。
10月12日,17日,19

日,24日,26日,11月 7
日,9日,14日

白鷗大学 学校法人　　　　白鷗大学 http://hakuoh.jp/
小山商工会議
所・　　　　とちぎ
県民ｶﾚｯｼﾞ

小山市 ①
日商簿記検定　　　（11月20日実
施）　　直前対策セミナー　　【2級
工業簿記コース】

日商簿記検定2級合格に向けての対策セミナーです。
10月11日,13日,18
日,20日,25日,27
日,11月8日,10日

白鷗大学 学校法人　　　　白鷗大学 http://hakuoh.jp/
小山商工会議
所・　　　　とちぎ
県民ｶﾚｯｼﾞ

小山市 ①
日商簿記検定　　　（11月20日実
施）　　　直前対策セミナー　　【3級
コース】

日商簿記検定3級合格に向けての対策セミナーです。
10月11日,12日,18
日,19日,25日,26
日,11月8日,9日

白鷗大学 学校法人　　　　白鷗大学 http://hakuoh.jp/
小山商工会議
所・　　　　とちぎ
県民ｶﾚｯｼﾞ

真岡市 ③ 第５８回真岡市文化祭
市内在住・在勤・在学の市民が日頃の文化活動の成果を発表する場とし
て、芸術作品・文芸作品・芸能演技の展示や発表等を行います。

10月9日～平成24年
2月

真岡市公民館、真
岡市青年女性会
館、久保講堂 ほか

真岡市教育委員会
文化課
0285-83-7731

真岡市 ③ 歴史教室 真岡市内の歴史について、テーマを決めて一般の方を対象にした講座 10月15日
真岡市青年女性会
館

真岡市教育委員会 無料
文化課
0285-83-7731

真岡市 ③
アートリンクとちぎ２０１１
「絵画でたどる栃木路」

栃木県立美術館のコレクションによる展覧会 11月10日～13日
真岡市二宮コミュニ
ティセンター

栃木県立美術館、真岡市教
育委員会

無料
文化課
0285-83-7731

真岡市 ③ 真岡市美術展
真岡市所蔵の宇佐美コレクション瑛九作品と市内在住陶芸家の方々の
作品を展示します。

11月19日,20日
真岡市青年女性会
館

真岡市教育委員会 無料
文化課
0285-83-7731

大田原市 ① 市民憲章推進大会
市民一人ひとりが、市民憲章を深く理解、明るく住みよいまちづくりを推進
する大会。市民憲章に関する作文発表、講演会等。

10月29日
大田原市総合文化
会館

大田原市
中央公民館

無料  大田原市中央公民館　　0287-98-7080

大田原市 ③ 大田原市産業文化祭 市内各企業・団体・サークル等の発表等 10月29日,30日
栃木県立県北体育
館

大田原市
商工会議所

無料  大田原市商工会議所　　0287-22-2273

大田原市 ③
企画展「句碑拓本で味わう芭蕉の
名句」

大田原市黒羽地区をはじめ芭蕉を敬愛して建立された多くの句碑の拓本
を通じて、芭蕉の名句を鑑賞していただきます。

11月2日～12月11日
大田原市黒羽芭蕉
の館

大田原市
黒羽芭蕉の館

 大田原市黒羽芭蕉の館    0287-54-4151

大田原市 ③
テーマ展
「東野鉄道展」

昭和43年に廃線となった東野鉄道に関する写真や各種資料から、那須地
域の開発やまちづくりを目指した先人たちの夢を懐古します。

12月15日～1月9日
大田原市那須与一
伝承館

大田原市那須与一伝承館  大田原市那須与一伝承館　　0287-20-0220

大田原市 ③ 第65回那須地区芸術祭
大田原市・那須塩原市・那須町の那須地区３市町の住民による芸術作品
の展示やステージ発表を行います。

9月4日～12月4日
大田原市湯津上農
村環境改善セン
ター他

那須地区芸術祭運営委員会 無料  大田原市文化振興課文化振興係　　0287-23-8718

大田原市 ③
第16回那須地区郷土芸能フェス
ティバル

大田原市・那須塩原市・那須町の那須地区３市町において継承されてい
る郷土芸能を一堂に会し披露します。

10月23日
道の駅那須与一の
郷

那須地区郷土芸能ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
実行委員会

無料  大田原市文化振興課文化振興係　　0287-23-8718

大田原市 ③
那須野が原国際彫刻シンポジウ
ムin大田原2011（第15回）展覧会

国内外から招へいした4名の彫刻家が約50日間の公開制作を通して出来
上がった作品を展示します。

11月1日～14日
那須野が原ハーモ
ニーホール

那須野が原国際彫刻ｼﾝﾎﾟｼﾞ
ｳﾑ実行委員会

無料 http://www.ohtawara.jp/nasu/index.html

大田原市 ③ 第16回全国竹芸展
プロ・アマチュアを問わず、全国から広く募集した竹芸作品を一堂に展示
し、優秀作品については表彰します。

11月4日～6日
大田原市那須与一
伝承館多目的ホー
ル

全国竹芸展実行委員会 無料 http://www.nasu-net.orjp/~chikugei/

大田原市 ① ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞﾀｲﾑ公開講座
市民を対象に、本学看護学科教員が「あなたの命を輝かせよう－看護か
らのメッセージ」をテーマに全8回講演をします。

9月29日,10月6日,13
日,20日,27日,11月10

日 17日 24日

国際医療福祉大学
大田原キャンパス

国際医療福祉大学 無料
事務局総務課
℡0287-24-3000

大田原市民大学
連携講座

大田原市 ③ 風花祭

各種音楽、ダンス等の公演などを行う大学祭です。（オープンキャンパス
併催）
本年度は、別途特別講演会を開催します。
河合純一氏「夢追いかけて」

10月15日,16日
国際医療福祉大学
大田原キャンパス

国際医療福祉大学 無料
事務局学生課
℡0287-24-3003

大田原キャンパ
ス大学祭

矢板市 ③ 矢板市文化祭
作品展・芸能発表会・茶会
華展・菊花展・盆栽展

11月3日～6日
矢板市生涯学習館
矢板市文化会館他

矢板市教育委員会生涯学習
課

生涯学習課
0287-43-6218

矢板市 ③ つつじの郷やいた　ともなりまつり 矢板武記念館無料公開 11月3日 矢板武記念館
矢板市教育委員会生涯学習
課

無料
生涯学習課
0287-43-6218

那須塩原
市

① 博物館フェスタ
文化の日を記念して、博物館を楽しく、より身近に感じてもらうため各種イ
ベントやギャラリー展を開催する。

11月3日 那須野が原博物館 那須野が原博物館 http://www2.city.nasushiobara.lg.jp/hakubutsukan/
展示室への観覧
料は無料

那須塩原
市

①
博物館フェスタ関連事業「リレー講
演会」

博物館フェスタの関連した事業を開催
博物館関連団体の講演会

10月29日 那須野が原博物館 那須野が原博物館 無料 http://www2.city.nasushiobara.lg.jp/hakubutsukan/

那須塩原
市

①
博物館フェスタ関連事業
「ギャラリーコンサート」

那須塩原市に関連のある音楽家によるコンサート 10月29日 那須野が原博物館 那須野が原博物館 無料 http://www2.city.nasushiobara.lg.jp/hakubutsukan/

那須塩原
市

①
博物館フェスタ関連事業
「見学会」

「那須野が原の水を求めて」をテーマに水に関連した場所（疏水・湧水地
等）をご案内します

10月30日 那須野が原博物館 那須野が原博物館 無料 http://www2.city.nasushiobara.lg.jp/hakubutsukan/
見学会には事前
申込が必要

那須塩原
市

①②
③

特別展「近代鉄道事情－那須野
が原に汽笛が響く－」

東北本線開通120年、西那須野・黒磯駅開業125年を記念して、鉄道の始
まりから日本鉄道、東北線等について紹介いたします。

10月1日～12月4日 那須野が原博物館 那須野が原博物館 http://www2.city.nasushiobara.lg.jp/hakubutsukan/
11月3日は観覧
無料

那須塩原
市

①②
③

企画展「画家の系譜－斐・靄厓・
隆古－」

靄厓の作品を中心に、当館収蔵後初公開となる斐の作品1点と、靄厓の
没後養子となった高久隆古の作品を展示します。

9月14日～11月6日 日新の館 那須野が原博物館 無料 http://www2.city.nasushiobara.lg.jp/hakubutsukan/

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

栃木県
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

さくら市 ① ゆめ！さくら博2011
生涯学習実践者が様々な体験・発表・展示のお店を出店し、市民に学び
を提供します。

10月29日,30日

さくら市氏家公民
館・喜連川公民館・
氏家体育館・喜連
川体育館・氏家図
書館・喜連川図書
館・さくら市ミュージ
アム-荒井寛方記念

ゆめ！さくら博2011実行委員
会

http://www.city.tochigi-sakura.lg.jp/

さくら市 ③ 特別講座 野澤文立氏による講座 10月20日
さくら市ミュージアム
－荒井寛方記念館
－

さくら市ミュージアム－荒井寛
方記念館－

無料 http://www.city.tochigi-sakura.lg.jp/sakuracitymuseum.html

さくら市 ③ 記念講演会 小泉晋弥氏による講座 10月23日
さくら市ミュージアム
－荒井寛方記念館
－

さくら市ミュージアム
－荒井寛方記念館－

無料 http://www.city.tochigi-sakura.lg.jp/sakuracitymuseum.html

さくら市 ③ 解説会 ミュージアム職員による作品解説 11月3日
さくら市ミュージアム
－荒井寛方記念館
－

さくら市ミュージアム
－荒井寛方記念館－

無料 http://www.city.tochigi-sakura.lg.jp/sakuracitymuseum.html

さくら市 ③ タゴール生誕祭 企画展に関するイベント 11月13日
さくら市ミュージアム
－荒井寛方記念館
－

さくら市ミュージアム－荒井寛
方記念館－

http://www.city.tochigi-sakura.lg.jp/sakuracitymuseum.html

さくら市 ③ 特別講座 松本哲男氏による特別解説会 11月20日
さくら市ミュージアム
－荒井寛方記念館
－

さくら市ミュージアム
－荒井寛方記念館－

http://www.city.tochigi-sakura.lg.jp/sakuracitymuseum.html

さくら市 ③ 講座 神山壮氏による講座 10月29日
さくら市ミュージアム
－荒井寛方記念館
－

さくら市ミュージアム
－荒井寛方記念館－

無料 http://www.city.tochigi-sakura.lg.jp/sakuracitymuseum.html

さくら市 ③ 講座 大嶽浩良氏による講座 11月19日
さくら市ミュージアム
－荒井寛方記念館
－

さくら市ミュージアム
－荒井寛方記念館－

無料 http://www.city.tochigi-sakura.lg.jp/sakuracitymuseum.html

那須烏山市 ② 那須烏山市文化祭 児童・生徒の作品展など １0月29日,30日
那須烏山市烏山体
育館

那須烏山市教育委員会 無料  那須烏山市 生涯学習課　0287-88-6223

下野市 ② しもつけ市民芸術文化祭2010 各種発表及び展示
10月22日～11月12

日

国分寺公民館、石
橋体育センター、グ
リムの館

しもつけ市民芸術文化祭実
行委員会

無料
下野市教育委員会事務局　文化課
0285－52－1120

下野市 ① 生涯学習情報センターまつり
センター登録のある個人や市民活動団体、ボランティア団体によるお祭り
であり、日頃の活動の発表やフリーマーケット、模擬店などを実施する。
参加予定は２７の個人と団体。

11月13日
下野市生涯学習情
報センター

生涯学習情報センターまつり
実行委員会

無料
下野市生涯学習情報センター
0285-40-0911

 

上三川町 ① 上三川町人権カレッジ
身近にある人権問題の存在に気づき、さらに地域や団体活動の場での差
別に対して対応できるよう、指導者としての資質の向上を狙いとする。

11月11日,14日,17
日,22日,30日

上三川いきいきプラ
ザ・
現地研修は最高裁
判所等

上三川町教育委員会    http://www.town.kaminokawa.tochigi.jp/℡0285-56-9159Fax0285-56-6691

上三川町 ③ 上三川町文化祭
音楽祭や歌謡祭などのステージ部門、町内の小・中学生による書道・絵
画作品及び一般参加者の展示発表。

10月21日～23日
上三川町中央公民
館・上三川町体育
センター

上三川町教育委員会 無料   http://www.town.kaminokawa.tochigi.jp/℡0285-56-9159Fax0285-56-6691

茂木町 ③
第62回芳賀地方芸術祭（写真・日
本画・洋画・書道）

芳賀郡内の小・中学校、高校及び一般から作品を募集し、展示する。 11月25日～29日 茂木町民　　体育館 芳賀地方芸術祭運営委員会 無料 0285-63-1137

市貝町 ① 町ＰＴＡ研修大会
各小学校５年生、中学校１年・２年・３年生の代表による意見発表。終了
後に講演会を行う。

10月23日 市貝小学校 市貝町　　　生涯学習課 無料 0285-68-0020

市貝町 ③ 町文芸大会 町文化協会会員による発表会（短歌部門・俳句部門・川柳部門） 10月22日 中央公民館 市貝町　　　生涯学習課 無料 0285-68-0020

市貝町 ③ 町民のつどい
自主的な地域活動の振興を図ることを目的として、その取組や活動を実
践発表する。終了後に講演会を行う。

11月19日 市貝小学校 市貝町　　　生涯学習課 無料 0285-68-0020

芳賀町 ③④ 第30回芳賀町民祭

【文化部会】
・学校部門(児童生徒の音楽発表及び書写絵画等策コン展示)
・生涯学習部門(一般の伝統芸能・舞踊・ダンス等発表及び写真・文芸等
展示)

11月4日～6日
芳賀町民会館・農
業者トレーニングセ
ンター

芳賀町民祭開催委員会 無料 028-677-0009

壬生町 ① 壬生町文化祭
壬生中央公民館で活動している各種団体による展示・発表会を実施いた
します。（民謡・書道等）

10月8日～11月27日 壬生中央公民館 壬生町文化協会
壬生中央公民館
0282-82-0108

壬生町 ①
壬生町青少年健全育成吹奏楽演
奏会

青少年健全育成を目的として、町内中学・高校の吹奏楽部が演奏会を行
う。

11月6日
壬生中央公民館大
ホール

壬生ライオンズクラブ 無料
壬生町教育委員会生涯学習課
0282-81-1873

壬生町 ① みぶ文化教室
壬生町自殺対策啓発事業の一環として、女優の東　ちづるの講演会を行
う。

11月12日
壬生中央公民館大
ホール

壬生町
壬生町教育委員会

無料
壬生町保健福祉センター
0282-82-3588

壬生町 ③ Seiko Lee sopranoコンサート Seiko Lee sopranoコンサート 10月26日
獨協医科大学内関
湊記念ホール

獨協医科大学病院 無料 獨協医科大学病院庶務課

野木町 ③
第３５回
野木町文化祭

町民の文化・芸術に対する関心を高め、「ひとりいち文化活動」の推進、
すなわち文化活動への参加意欲を喚起し、生涯学習を振興することを目
的として実施いたします。
展示発表会・芸能発表会・音楽会・茶会・映画会・ダンスパーティー・模擬
店・将棋大会・囲碁大会

10月22日～11月3日
町体育センター
町公民館
町文化会館

野木町
文化祭
実行委員会

無料
野木町生涯学習課
0280-57-4188

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

栃木県
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

岩舟町 ③
第５０回
岩舟町文化祭

幼児・小中学生・一般の作品展示、演芸大会、郷土芸能大会、映画会、
お茶会、チャリティーバザー等を実施します。

10月29日, 30日
中央公民館武道館
文化会館

岩舟町文化協会
岩舟町教育委員会

無料  http://www.town.iwafune.tochigi.jp/岩舟町中央公民館℡0282-55-2500

塩谷町 ① 生涯学習フェスティバル
保育所や認定こども園の園児、小・中学生、一般町民、文化協会会員の
絵画、書道などの作品展、
各種体験会、文化協会「秋の邦楽祭」

10月29日,30日
塩谷中学校
体育館

塩谷町教育委員会
塩谷町文化協会

http://www.town.shioya.tochigi.jp/

体験コーナーの
内容、料金等の
詳細については
今後検討

塩谷町 ① しおやの子どもを育てるフォーラム 講演会の開催 11月20日 塩谷町公民館

塩谷町
塩谷町教育委員会

塩谷町青少年問題協議会
無料 http://www.town.shioya.tochigi.jp/

那須町 ①
第２４回全国スポーツ・レクリエー
ション祭

全国から４２チームが参加し、エアロビックを披露します。会場内ではエコ
を推進する対策を実施、周辺にもエコに対する取り組みの展示や来場者
を温かい心でもてなす無料試食コーナーなど多くのブースが設けられま
す

11月6日,７日
那須町
スポーツ
センター

那須町
教育委員会

無料  那須町スポーツセンター0287-72-5959
エアロビック
大会11月6日
体験11月7日

那珂川町 ③ 菊花展 菊・盆栽の展示（菊の販売） 11月1日～8日(予定) 南町商店街 那珂川町文化祭実行委員会 無料 生涯学習課　　0287-96-2116 那珂川町文化祭

那珂川町 ③ 菊花盆栽展 菊の展示 11月2日～6日 あじさいホール 那珂川町文化祭実行委員会 無料 生涯学習課　　0287-96-2116 那珂川町文化祭

那珂川町 ③ 総合展 書道・華道・手芸等の展示 11月12日, 13日 総合体育館 那珂川町文化祭実行委員会 無料 生涯学習課　　0287-96-2116 那珂川町文化祭

那珂川町 ③ 茶道部茶会 茶会の開催 11月13日 総合体育館 那珂川町文化祭実行委員会 生涯学習課　　0287-96-2116 那珂川町文化祭

那珂川町 ③ 邦楽民謡舞踊祭 民謡・詩吟・民舞・尺八等の演奏披露 11月12日 あじさいホール 那珂川町文化祭実行委員会 無料 生涯学習課　　0287-96-2116 那珂川町文化祭

那珂川町 ③ 歌謡祭 歌謡曲の披露 11月20日 あじさいホール 那珂川町文化祭実行委員会 無料 生涯学習課　　0287-96-2116 那珂川町文化祭

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


