
第５３回「教育・文化週間」関連行事
208

三重県
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

朝日町 ③ 朝日町文化祭 朝日町文化団体及びサークル等の舞台発表、展示、バザー等 11月3日 朝日町体育館 朝日町教育委員会 無料
朝日町教育委員会
059－377－5657

朝日町 ③
朝日町歴史博物館秋季企画展
仮称「連歌と一揆　－柿城の時代
－」

朝日町に残っている貴重な中世文書『大吉天満宮納帳』や柿城跡出土遺
物の展示

10月29日～11月27
日

朝日町歴史博物館 朝日町教育文化施設 無料
朝日町歴史博物館
059－377－6111

明和町 ① 文化祭
①中央公民館講座生等の作品展示および発表会です。
②読書、感想を三行詩にします。

11月5日, 6日
明和町中央公民
館、総合体育館

明和町教育委員会 無料 http://www.town.meiwa.mie.jp/

明和町 ① 図書館市 廃棄になった本を、希望者に配布します。 11月6日～
明和町ふるさと会
館

明和町ふるさと会館 無料

津市 ③ 第6回津市美術展覧会
市民の芸術的創作活動の集大成の場で、広く市民の鑑賞に供する中で
本市の芸術文化振興に資することを目的とします。

10月22日～30日（24
日は休館）

津リージョンプラ
ザ、ポルタひさい

津市、津市美術展覧会実行
委員会

無料 http://www.info.city.tsu.mie.jp/modules/bunkaka/article.php?articleid=575

津市 ③
歴史健康ウォーク
河芸コース

「お江ゆかりの地」河芸から一身田寺内町まつり会場まで、歴史に触れな
がらのんびり歩く約１２キロのコースです。

11月13日
津市河芸町～一身
田町

津市、津市歴史健康ウォーク
事業実行委員会

無料 http://www.info.city.tsu.mie.jp/modules/bunkaka/article.php?articleid=621

津市 ③ 一身田寺内町まつり
歴史ある伝統的な町並みが残る一身田寺内町で、様々な催しを行う地域
主体のお祭りが開催されます。

11月13日 津市一身田町
一身田寺内町まつり実行委
員会

無料

津市 ③
津市文化功労賞・文化奨励賞表
彰式

津市の文化振興に功績があった方、今後の文化振興に期待される方を
表彰します。

11月15日 津市役所本庁舎 津市 無料 http://www.info.city.tsu.mie.jp/modules/bunkaka/article.php?articleid=34

津市 ①② 津市教育功労者表彰式
津市の教育について、その振興、研究、改善または整備のために尽力
し、その功績が顕著であった方を表彰します。

11月15日 津市役所本庁舎 津市、津市教育委員会 無料
http://www.info.city.tsu.mie.jp/
229-3292@city.tsu.lg.jp

津市 ①
国登録有形文化財　旧明村役場
庁舎建物公開

現在、非公開である国登録有形文化財である旧明村役場庁舎の建物内
部を一般に公開します。（近代化遺産　全国一斉公開事業に参加予定）

11月6日（日）13:30～
15:30（予定）

旧明村役場庁舎
津市教育委員会事務局生涯
学習課

無料
津市教育委員会事務局生涯学習課
059－229-3251

津市 ③ イケムラレイコ　うつりゆくもの展 津市出身でドイツなどを拠点に活躍中のイケムラレイコの展覧会の開催
平成23年11月8日～
平成24年1月22日

三重県立美術館 三重県立美術館 http://www.bunka.pref.mie.lg.jp/art-museum/index.shtm

津市 ③ 関西文化の日 県立美術館の常設展示観覧料無料 11月19日 三重県立美術館
関西元気文化圏推進協議会
及び関西広域機構

http://www.bunka.pref.mie.lg.jp/art-museum/index.shtm
常設展示のみ無
料

津市 ③ 家庭の日 県立美術館の企画展示・常設展示観覧料無料 11月20日 三重県立美術館 三重県立美術館 無料 http://www.bunka.pref.mie.lg.jp/art-museum/index.shtm

津市 ①
三重県消費生活センター40周年
記念事業(仮称）

三重県消費生活センター40周年を記念して、消費者問題（契約トラブル、
悪質商法等）について広く県民の皆様に情報発信することを目的に、消費
者問題に関する著名人のトークショーや各種ステージイベント、ブース展
示等を実施します。

11月5日, 6日
三重県総合文化セ
ンター

三重県 無料 http://www.pref.mie.lg.jp/SHOUHI/HP

津市
①②
③④

三重大学人文学部公開ゼミ：　英
文法の「謎」に迫る！？

英語の文法の中に潜む「謎」を取り上げ、それらに対する「言語学」からの
説明をわかりやすく解説します。

10月11日～25日
（全3回）

国立大学法人三重
大学人文学部

国立大学法人三重大学人文
学部

無料 http://www.human.mie-u.ac.jp/chiiki/kouza/index.html

津市
①②
③④

三重大学人文学部公開ゼミ：　は
じめての言語学：ことばのしくみ、
意味、働き

日本語や英語の文のしくみ、意味、働きを中心に「言語の不思議」につい
て一緒に解明していきます。

10月17日～31日
（全3回）

国立大学法人三重
大学人文学部

国立大学法人三重大学人文
学部

無料 http://www.human.mie-u.ac.jp/chiiki/kouza/index.html

津市
①②
③④

三重大学人文学部公開ゼミ：
ワーク・ライフ・バランスを学際的
に考える

ワーク・ライフ・バランスについて、労働経済学、労働法、人的資源管理論
の視点から学際的に考察します。

10月17日～31日
（全3回）

国立大学法人三重
大学人文学部

国立大学法人三重大学人文
学部

無料 http://www.human.mie-u.ac.jp/chiiki/kouza/index.html

津市
①②
③④

三重大学人文学部公開ゼミ：　ア
ダム・スミス『国富論』第５編を読む

スミスは『国富論』のなかで、市民の立場に立って財政を論じています。ス
ミスの財政論から財政のあり方を学びます。

10月17日～31日
（全3回）

国立大学法人三重
大学人文学部

国立大学法人三重大学人文
学部

無料 http://www.human.mie-u.ac.jp/chiiki/kouza/index.html

津市
①②
③④

三重大学人文学部公開ゼミ：　英
語で自伝を読む

クリントン大統領の就任式で詩を読んだ南部出身の黒人詩人、Maya
Angelouの自伝の抜粋を読みます。

10月25日～11月8日
（全3回）

国立大学法人三重
大学人文学部

国立大学法人三重大学人文
学部

無料 http://www.human.mie-u.ac.jp/chiiki/kouza/index.html

津市
①②
③④

三重大学人文学部公開ゼミ：　日
本人移民と日系社会

日本人が海外で定着していった経緯をたどるとともに、近年多数が渡日し
た南米日系人社会の課題も考えます。

11月8日～22日（全3
回）

国立大学法人三重
大学人文学部

国立大学法人三重大学人文
学部

無料 http://www.human.mie-u.ac.jp/chiiki/kouza/index.html

津市
①②
③④

三重大学人文学部公開ゼミ：　ドイ
ツのコミック事情

ドイツのコミックの歴史をテーマとして、日米コミックとの関係やドイツ独特
のコミック作品について解説します。

11月11日～12月9日
（全3回）

国立大学法人三重
大学人文学部

国立大学法人三重大学人文
学部

無料 http://www.human.mie-u.ac.jp/chiiki/kouza/index.html

津市
①②
③④

三重大学人文学部公開ゼミ：　現
代の日本経済について考える～
あるべき金融の姿を踏まえて～

本ゼミでは、新自由主義的金融改革を批判的に検討する立場から、日本
経済の現状と課題を考察します。

11月15日～29日
（全3回）

国立大学法人三重
大学人文学部

国立大学法人三重大学人文
学部

無料 http://www.human.mie-u.ac.jp/chiiki/kouza/index.html

津市 ①
三重大学大学院生物資源学研究
科公開講座

グローバリゼーションと食
～安全・安心で持続的な生産に向けて～

10月15日, 22日, 29
日

三重大学生物資源
学部

三重大学大学院生物資源学
研究科

無料 http://www.bio.mie-u.ac.jp/koukai/2011/index.html

津市 ③ 公開講座
大学における教育研究の一端を市民に広く公開し、農場における食糧生
産とその利用について理解と関心を深める。

11月5日, 19日
国立大学法人三重
大学生物資源学研
究科附帯施設農場

国立大学法人三重大学 無料 hikomasan@ab.mie-u.ac.jp

津市 ③ 第46回高短祭
施設を一般開放し、「届けよう　SunSunスマイル」をテーマに大学祭を行い
ます

10月22日, 23日 高田短期大学 高田短期大学 無料 http://www.takada-jc.ac.jp/

津市 ①
福祉・介護サービスチャレンジ教
室

認知症予防のためのそろばん教室
やさしい家庭介護教室

10月29日 高田短期大学 高田短期大学 無料 http://www.takada-jc.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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津市 ①
福祉・介護サービスチャレンジ教
室

高齢者と家庭のためのリハビリ教室
介護者のための歌うリフレッシュ教室

11月19日 高田短期大学 高田短期大学 無料 http://www.takada-jc.ac.jp/

津市 ① 仏教文化研究センター　公開講座 ともがらの仏道 11月11日 高田本山宗務院 高田短期大学 無料 http://www.takada-jc.ac.jp/

四日市市 ③
四日市市民芸術文化祭
第5回四日市音楽祭part2「もっと
気軽にオーケストラ」

四日市交響楽団によるみんなで楽しむコンサート。公募による指揮者体
験や小学生の舞台出演もあります。

10月16日 四日市市文化会館
四日市市、四日市市文化協
会

四日市市 ③
四日市市民芸術文化祭　日本舞
踊まつり

古典を中心に、古来からの決め事を守りながら、今様に創作を重ねた各
流派の競演です。

11月3日 四日市市文化会館
四日市市、四日市市文化協
会

四日市市 ③
四日市市民芸術文化祭　　生活文
化合同展

盆栽、生け花、山野草等の合同作品展です。 11月2日, 3日 四日市市文化会館
四日市市、四日市市文化協
会

無料

四日市市 ③ 四日市市民芸術文化祭　　合唱祭 18団体による競演です。全出演者と会場との大合唱もあります。 11月3日 四日市市文化会館
四日市市、四日市市文化協
会

無料

四日市市 ③
四日市市民芸術文化祭　　第10回
記念短詩型文学祭

公募した短歌、俳句、川柳、現代詩、連句を紹介します。 11月3日 四日市市文化会館
四日市市、四日市市文化協
会

無料
作品の出品は有
料

四日市市 ③
四日市市民芸術文化祭　　茶道ま
つり（市民茶会）

茶道具の説明もあります。 11月3日
四日市市茶室「泗
翠庵」

四日市市、四日市市文化協
会

四日市市 ③
四日市市民芸術文化祭　　川柳大
会

宿題「本」「点」「線」「砂」「器」による川柳大会です。 11月6日 四日市市文化会館
四日市市、四日市市文化協
会

四日市市 ③

四日市市民芸術文化祭　　第10回
短詩型文学祭記念講演会「みんな
ちがって、みんないい。～金子み
すゞさんのうれしいまなざし～」

金子みすゞ記念館館長矢崎節夫さんによる講演会です。 11月2日 四日市市文化会館
四日市市、四日市市文化協
会

事前申し込み制

四日市市 ③ 東宝製作演劇「ゲゲゲの女房」 本市出身の女優・水野美紀主演作品の公演です。 10月20日 四日市市文化会館
財団法人四日市市まちづくり
振興事業団

http://yokkaichi-shinko.com/yonbun/

四日市市 ③ 第8回「文治まつり」 本市ゆかりの落語家・桂文治を顕彰して、落語に親しむ催しです。 11月25日 四日市市文化会館
財団法人四日市市まちづくり
振興事業団

四日市市 ③ 現代萬古展
本市の地場産業であり、伝統工芸品でもある萬古焼きの現代作家による
作品を展示します。

10月下旬～1月中旬 四日市市文化会館
財団法人四日市市まちづくり
振興事業団

無料

四日市市 ③
茶道体験講座「茶菓のいただき
方」

本市の茶室「泗翠庵」において行う茶道体験の講座です。 10月23日
四日市市茶室「泗
翠庵」

財団法人四日市市まちづくり
振興事業団

四日市市 ③ 男性の茶道体験講座 本市の茶室「泗翠庵」において行う茶道体験の講座です。 11月27日
四日市市茶室「泗
翠庵」

財団法人四日市市まちづくり
振興事業団

四日市市 ③④
企画展「四日市宿と東海道・参宮
道」

東海道伝馬制度制定から410年を記念して、江戸時代の四日市宿のよう
すを紹介します。宿場の仕事や町のしくみ、旅のようすを、古文書や浮世
絵などから探ります。

10月8日(土）～12月
4日(日）

四日市市立博物館 四日市市立博物館   http://www.city.yokkaichi.mie.jp/museum/

四日市市 ③④
学習支援展示「製糸のまち　明治
の四日市を知ろう｝

郷土学習の支援を目的として、伊藤小左衛門を中心に、四日市の製糸業
について紹介します。

11月3日(木・祝）～
12月11日(日)

四日市市立博物館 四日市市立博物館 無料

四日市市 ③④
子ども博物館教室「からくりおも
ちゃに挑戦！」

子どもたちが展覧会や博物館に興味をもてるよう、ワークショップをおこな
います。

10月22日(土) 四日市市立博物館 四日市市立博物館 無料

四日市市 ③④
古文書で知る江戸時代「異体字を
知る」

古文書などの資料を使って江戸時代の暮らしや社会を知る講座。 10月30日(日） 四日市市立博物館 四日市市立博物館

四日市市 ③④
ミュージアムセミナー日本近代絵
画の楽しみ方Ⅱ「北川民次」

気鋭の研究者を招いて、日本の近代絵画の巨匠たちの作品の見方に迫
ります。講師：村田真宏氏（愛知県美術館副館長）

11月6日(日） 四日市市立博物館 四日市市立博物館

四日市市 ③④
大人の社会科
「一日学芸員体験」

博物館に興味を持つ大人を対象にしたワークショップ。学芸員体験をおこ
ないます。

11月20日(日) 四日市市立博物館 四日市市立博物館

四日市市 ③④
プラネタリウム一般向け番組「オー
ロラ」

夜空を美しく彩る光のカーテン、オーロラ。いつどこで見られるのでしょう
か。また美しい光の謎とは…？太陽と地球が生み出す、幻想的な光を
ゆったりとした音楽とともに楽しめる番組です。

10月1日(土)～1月29
日(日)

四日市市立博物館 四日市市立博物館

四日市市 ③④
プラネタリウム家族向け番組「ケロ
ロ軍曹　太陽系大追跡」

夏美と冬樹の目の前で、夜空の星が消えてしまうという異常現象が起き
た。その原因を調べていたケロロ小隊は、キララと名乗る宇宙人からのＳ
ＯＳを受信する。はたして、地球の星空を取り戻すことができるのか？ケロ
ロ小隊の太陽系の惑星をめぐる大冒険が繰り広げられます。

10月1日(土)～1月29
日(日)

四日市市立博物館 四日市市立博物館

四日市市 ① 青少年体験活動フェスティバル
青少年を中心とした体験活動フェスティバル企画委員による企画・運営に
より体験活動や創作活動等のブースを設け家族や青少年が集う体験活
動の場として行事を実施します。

11月20日
四日市市勤労者・
市民交流センター

四日市市教育委員会
四日市市教育委員会
059－354-8314

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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四日市市 ① 「家庭の日」啓発事業
家族相互の絆を深め、健康で明るい家庭を築いくため「家庭の日」の定着
を図る市民運動として「家庭の日の講演会」を実施します。

11月23日
四日市市文化会館
第3ホール

四日市市教育委員会 無料
四日市市教育委員会
059－354-8314

四日市市 ④ 子ども科学体験教室２０１１
子ども及び子どもを取り巻く大人を対象とした科学技術の理解増進のた
めの体験教室で、実験、工作、観察等を通じて科学に親しむことができま
す。

11月3日
四日市市霞ケ浦体
育館

三重県 無料 http://www.mpstpc.pref.mie.lg.jp/

四日市市 ① カブトムシの来る森をつくろう！
「美しい自然を未来に繋げる」をテーマに、カブトムシの来る森をつくると題
して、広葉樹（クヌギ・コナラ）を植樹します。

11月6日
四日市市西山町地
内

三重県 無料
（社）四日市青年会議所、三重県四日市農林水産商工事務
所森林・林業室(TEL059-352-0655)

四日市市 ③ 平成23年度「よんよん祭」 四日市大学と四日市看護医療大学の合同大学祭 10月22日, 23日 両大学キャンパス 両学の大学祭実行委員会 無料 教学課：059-365-6716

四日市市 ②
平成23年度四日市大学「経済学
特殊講義」

四日市大学経済学特殊講義を一般に開放。テーマは「地域」と「世界」の
つながり

10月26日、11月9
日、11月16日

四日市大学9101教
室

四日市大学経済学部 無料 http://www.yokkaichi-u.ac.jp/extension/special_lecture.html

他の開講日（9月
28日、10月１２
日、11月30日、12
月7日）

四日市市 ②
平成23年度四日市大学「総合政
策特殊研究」

四日市大学総合政策特殊研究（講義）を一般に開放。テーマは「まちづく
り研究」

10月18日～11月22
日の毎火曜日

四日市大学９１０２
教室

四日市大学総合政策学部 無料 http://www.yokkaichi-u.ac.jp/extension/machi.html
9月13日～1月17
日までのほぼ毎
火曜日開講

四日市市 ①
四日市大学コミュニティカレッジ11
－12月講座

語学（英・仏・韓・中・西・独）やパソコン、教養講座など40を超える講座（有
料）を開講。

11月2日～12月14日 四日市大学
四日市大学　コミュニティカ
レッジ

http://www.yokkaichi-u.ac.jp/caeb/

申込期間は10月
7日（金）～10
月14日（金）

四日市市 ① 四日市大学公開講座 東日本大震災から日本人が学んだこと 10月1日, 15日, 29日 じばさん三重 四日市大学 無料 syomu@yokkaichi-u.ac.jp

四日市市 ①
平成23年度 第15回 近畿大学 生
物理工学部 公開講座（BOST
Science Café）

本講座では近畿大学 生物理工学部で行われているユニークな研究の一
部を一般の方に分かりやすくご紹介いたします。

10月22日 四日市都ホテル 近畿大学 生物理工学部 無料 http://www.waka.kindai.ac.jp/kokai/koukai_kouza.html

伊勢市 ① ふたみ文化フェスティバル 二見地区で活動するサークル等の作品展示及び発表会です。 11月5日～7日 二見公民館
伊勢文化サークル協会二見
支部

無料
伊勢文化サークル協会
0596-27-3926

11月5日～7日
（作品展）
11月6日
（芸能発表会）

伊勢市 ① 小俣町文化祭 小俣地区で活動するサークル等の作品展示及び発表会です。 11月5日, 6日, 26日
小俣農村環境改善
センター・伊勢市立
小俣図書館

伊勢文化サークル協会小俣
支部

無料
伊勢文化サークル協会
0596-27-3926

11月5日～6日
（作品展）
11月26日
（芸能発表会）

伊勢市 ① 御薗町文化祭 御薗地区で活動するサークル等の作品展示及び発表会です。 11月5日, 6日, 13日 ハートプラザみその
伊勢文化サークル協会御薗
支部

無料
伊勢文化サークル協会
0596-27-3926

11月5日～6日
（作品展）
11月13日
（芸能発表会）

伊勢市 ①
子どもの読書活動推進セミナー
再考！おはなし会ー「子どもと本
をつなぐ」とは？－

講演会
子どもの読書に関心のある方を対象に、わらべ歌から絵本・物語、そして
調べ学習へ。どうつないでゆくか、実践も含めて学びます。

10月30日
伊勢市立
伊勢図書館

三重県教育委員会 無料
三重県教育委員会事務局　社会教育・文化財保護室
059-224-3322

伊勢市 ①
「近鉄線にのってももんちゃんが
やってくる！！～とよたかずひこさ
んの親子で楽しむおはなし会～」

絵本作家 とよたかずひこさん による大型紙芝居と絵本の読み聞かせを
します。

11月3日
伊勢市立
伊勢図書館

伊勢市立
伊勢図書館

無料
伊勢市立
伊勢図書館
0596-21-0077

伊勢市 ① 図書館まつり
「おはなしプーさん」によるおはなし会、三重大学人形劇団による人形劇、
上映会、施設利用者の作品展示をなどします。

11月12日～21日
伊勢市立
伊勢図書館

伊勢市立
伊勢図書館

無料
伊勢市立
伊勢図書館
0596-21-0077

伊勢市 ① 図書館まつり 展示・映画上映会等 11月19日～21日
伊勢市立
小俣図書館

伊勢市立
小俣図書館

無料
伊勢市立
小俣図書館
0596-29-3900

内容
検討中

伊勢市 ③ 伊勢市民芸能祭

邦楽・舞台芸能、吟詠剣詩舞、合唱  器楽、邦舞（日舞・民踊）、洋舞①
（バレエ・モダンダンス・フラダンス）、能楽、洋舞②（フォークダンス・ジャズ
ダンス・レクダンス）７分野、市内公募出演約70団体による自主運営の祭
典です。

10月9日, 23日, 30日,
11月6日, 13日, 20日,

23日

伊勢市観光文化会
館
、伊勢市生涯学習
センター

伊勢市・伊勢市教育委員会・
伊勢市文化協会

無料
伊勢市文化協会
0596221640

伊勢市 ③
第５８回
伊勢市美術展覧会

伊勢市及び周辺市町在住者等から応募のあった平面造形・立体造形・工
芸・写真・書の５部門の作品を展示します。

11月1日
～6日

伊勢市観光文化会
館

伊勢市・伊勢市教育委員会・
伊勢市美術展覧会運営委員
会

無料 http://www.city.ise.mie.jp/icity/browser?ActionCode=content&ContentID=1120708765925&SiteID=0

伊勢市 ③ 三重県立美術館美術セミナー
美術を楽しむための一つの契機とするため、伊勢市美術展覧会の開催
に合わせて美術セミナーを開催します。

11月3日
伊勢市観光文化会
館

三重県立美術館友の会、伊
勢市教育委員会、三重県立
美術館

無料

伊勢市 ③ 伊勢市表彰式（伊勢市民文化賞）
学術、芸術、芸能等の分野において特に優れた事績があり、文化の振興
に寄与したと認められる市民・団体等に伊勢市民文化賞を贈呈。

11月3日 伊勢シティホテル 伊勢市 無料

伊勢市 ① ～森を歩こう～
吉田本家の山林において、管理された人工林内を散策しながら、吉田正
木さんによる森林環境教育プログラムを実施します。

11月5日 大紀町 三重県 無料
三重県伊勢農林水産商工環境事務所森林・林業室
(TEL0596-27-5265)

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

三重県
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松阪市 　③
第21回松阪合唱フェスティバル
2011

幅広い年齢層で構成される市内の合唱団体が、日頃の成果を披露しま
す。

10月23日 松阪市民文化会館
松阪市合唱友の会、松阪市、
松阪市教育委員会

無料 松阪市教育委員会文化課　 0598-53-4397

松阪市 　③ 第52回松阪市美術展覧会
市民から出品された絵画、彫刻・工芸、写真、書道の作品で、審査の結
果、入選・入賞した作品を展示します。

第1部10月8日～16
日、

第2部10月29日～11
月6日

松阪市文化財セン
ター

松阪市、松阪市教育委員会 無料 http://www.city.matsusaka.mie.jp/bunka/news/shiten/shiten.htm

松阪市 ③ 松阪市民ギター音楽祭

第１回松阪市民ギター音楽祭・テーマ「松阪のギターのルーツを訪ねて」
日本のギター製作の第一人者・松阪出身中出阪蔵氏の写真、楽器展示
会と第一部、一般募集の参加者によるフェスティバル　第二部、コンサー
トを開催します。

11月12日
松阪コミュニティ文
化センター

松阪市ギター音楽協会、松阪
市、松阪市教育委員会

無料
松阪市民文化会館
0598-23-2111

松阪市 ③ 「武四郎と幕末の志士たち」展
ペリー来航など幕末に相次ぎ諸外国が来航する中で、尊王攘夷の志士た
ちや幕臣など、幕末に活躍した多くの人物と交流する姿や、出版活動をお
こなうなど、志士としても活動する松浦武四郎の姿を紹介します。

10月4日～11月27日 松浦武四郎記念館 松浦武四郎記念館 http://www.city.matsusaka.mie.jp/bunka/shisetsu/take_mu/index.html

松阪市 ① アイヌ文化を学ぶ
松阪市立松江小学校4年生児童81名を対象にアイヌ文化についてのお話
をアイヌ文化アドバイザーの方にしていただきます

10月28日 松浦武四郎記念館 松浦武四郎記念館 無料 http://www.city.matsusaka.mie.jp/bunka/shisetsu/take_mu/index.html

松阪市 ①③
アイヌ文化体験教室 アイヌ文様刺
しゅう体験

アイヌ文化を体験する講座で、今回はアイヌ文様の刺しゅうを体験しま
す。2日間連続で行い、アイヌ文様が刺しゅうされたタペストリー作りに挑
戦します。

10月29日, 30日 松浦武四郎記念館 松浦武四郎記念館 http://www.city.matsusaka.mie.jp/bunka/shisetsu/take_mu/index.html

松阪市 ③
企画展「藩札と羽書／松阪のエコ
マネー展」

江戸時代の紙幣に藩札があり、藩札のルーツが羽書と呼ばれる私札で
す。近世経済史において重要な地域通貨(エコマネー)発祥の地としての
新たな松阪像を紹介します。

10月1日～12月11日
松阪市立歴史民俗
資料館

松阪市立歴史民俗資料館   http://www.city.matsusaka.mie.jp/bunka/shisetsu/rekimin/rekimin.html歴史民俗資料館　0598-23-2381

松阪市 ③ 「鬼が来た‼」大江山屏風特別公開
17世紀後半の狩野派絵師による「大江山屏風」を特別公開します。この屏
風は、源頼光の四天王・渡辺綱が羅生門に住む鬼を退治する物語を題
材に描かれました。

11月3日～19日 松阪商人の館 松阪商人の館   http://www.city.matsusaka.mie.jp/bunka/shisetsu/shonin/shonin.htm歴史民俗資料館　0598-23-2381

松阪市 ① 伊勢寺フェスティバル（文化祭）
伊勢寺小学校児童による生活発表、作品展示、伊勢寺地区住民による作
品展示などを行います。

11月20日 伊勢寺小学校
伊勢寺小学校、伊勢寺公民
館

無料 伊勢寺公民館　　℡0598-58-2647

松阪市 ① 文化祭（芸能発表） 一年間取り組んできた練習の成果を発表します。 11月6日 花岡公民館 花岡公民館 無料 花岡公民館　　　　　　　　℡0598-21-5646　

松阪市 ① 文化祭（作品展示） 一年間取り組んできた作品を展示します。 11月12日, 13日 花岡公民館 花岡公民館 無料 花岡公民館　　　　　　　　℡0598-21-5646　

松阪市 ① 櫛田地区文化祭
公民館教室の皆さんの日頃の成果を発表
する公民館文化祭（作品展示会）です。

11月12日, 13日 櫛田公民館
櫛田公民館
(揥水まちづくり協議会）

無料  櫛田公民館　　　　　　　　　　　　　℡0598-28-2675

松阪市 ① 幸公民館文化祭
趣味サークル・クラブの作品展示を行います

11月6日 幸公民館 幸公民館 無料 幸公民館　　　　　　　　　　　℡0598-23-9549

松阪市 ① 文化祭 射和公民館趣味クラブやサークル活動の発表会 10月23日 射和小学校 射和公民館 無料 射和公民館　　　　　　　　　　　　　℡0598-29-2002

松阪市 ① まっさきフェスティバル(文化祭) 松ヶ崎小学校、松ヶ崎地区住民による作品展示など 11月13日 松ヶ崎小学校
松ヶ崎小学校・松ヶ崎まちづく
り協議会（松ヶ崎公民館）

無料 松ヶ崎公民館　　　　　　　　℡0598-51-5036　

松阪市 ① 神戸地区文化祭
神戸公民館において日々学習されている趣味講座の方々の作品展示と
芸能発表

10月29日, 30日 神戸公民館 神戸公民館 無料 神戸公民館 　　　　　　　　　　　℡0598-29-1024

松阪市 ① 文化祭
公民館趣味クラブの作品展示を行います。同日に西黒部小学校、西黒部
幼稚園も文化祭を行います。

11月13日 西黒部公民館 西黒部公民館 無料 西黒部公民館 　　　　　　　　　　　℡0598-52-0020

松阪市 ① 文化祭
漕代小学校・漕代地区住民による
作品展示など

11月13日
松阪市立漕代小学
校

松阪市漕代公民館 無料 漕代公民館  　　℡0598-28-2500

松阪市 ① 文化祭
大河内公民館で活動している趣味クラブが、日頃の学習成果を発表する
文化祭（作品展示会）です。

11月6日
大河内
小学校

大河内
公民館

無料 大河内公民館　　℡0598-36-0001

松阪市 ① クラブ発表会 公民館芸能クラブの活動成果発表 10月16日 第一小学校 第一公民館 無料 第一公民館　　　℡0598-23-4265　　　

松阪市 ① クラブ作品展 公民館クラブの作品発表 11月6日 第一小学校 第一公民館 無料 第一公民館　　　℡0598-23-4265　　　

松阪市 ① 文化祭 公民館クラブ作品と一般作品の展示会 11月6日 第二公民館 第二公民館 無料 第二公民館     　℡0598-23-6107

松阪市 ① 東地区ふれあい文化祭
地区住民の交流を目的に東公民館と第二隣保館が共同で開催する文化
祭

11月5日 第二隣保館 東公民館　第二隣保館共催 無料 東公民館 　　　℡0598-51-5641

松阪市 ③ 東黒部公民館文化祭 公民館趣味クラブ・一般作品の展示、　　　　　　菊花店、健康相談等 11月13日（日） 東黒部小学校 東黒部公民館 無料 東黒部公民館 　　　　℡0598-59-0001

松阪市 ① 第１２回徳和公民館文化祭 徳和公民館趣味クラブの芸能発表や作品展示 10月23日 徳和公民館 徳和公民館 無料
徳和公民館
℡0598-20-1100

松阪市 ① 飯南ふれあい祭
・地域の特産物等のＰＲ
・伝統文化、自然環境など地域資産を活用した取り組みの発表
・公民館活動などの取り組みの発表

11月19日, 20日
飯南産業文化セン
ター及び施設周辺

飯南ふれあい祭実行委員会 無料

飯南地域振興課（本祭）
0598-32-2511
飯南教育事務所
（前夜祭）
0598－32－2300

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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松阪市 ① 第２回桂文我飯南特選寄席 自主事業　落語・寄席 11月27日
飯南産業文化セン
ター

松阪市   飯南教育事務所0598-32-2300

松阪市 ① 茅広江ふれあいまつり（文化祭)
公民館講座で作成した作品や共催団体の趣味クラブの作品の展示会と
バザーを行う。

11月20日 茅広江公民館 茅広江公民館 無料 ,茅広江公民館 　　　　　　　　　　　℡0598-34-1001

松阪市 ① 第47回移動文化教室
古都京都「三十三間堂、智積院、養源院、方広寺と豊国神社」を訪ねま
す。

11月15日 京都市 松阪公民館 松阪公民館　　　　　　　　℡0598-53-4474　

松阪市 ① 文化グループ展(前期）
松阪公民館で活動をしている文化グループ
が日頃の学習成果を展示紹介します。

10月21日～24日 松阪公民館 松阪公民館 無料 松阪公民館　　　　　　　　℡0598-53-4474　

松阪市 ① 文化グループ展(後期）
松阪公民館で活動をしている文化グループ
が日頃の学習成果を展示紹介します。

10月28日～31日 松阪公民館 松阪公民館 無料 松阪公民館　　　　　　　　℡0598-53-4474　

松阪市 ①
小菊の盆栽仕立て教室
作品展

松阪公民館が主催した小菊の盆栽仕立て
教室の受講生の作品展示会です。

11月11日～15日 松阪公民館 松阪公民館 無料 松阪公民館　　　　　　　　℡0598-53-4474　

松阪市 ① 松阪菊展 松阪三珍花(撫子・花菖蒲・・菊）のひとつの松阪菊の展示会です。 11月11日～15日 松阪公民館 (松阪三珍花保存会） 無料 松阪公民館　　　　　　　　℡0598-53-4474　

松阪市 ① 市民菊花展 市内の菊の愛好家が丹精込めて育てた菊を一堂に集め展示します。 11月1日～7日
松阪農業公園
ベルファーム

(松阪菊友会） 無料 松阪公民館　　　　　　　　℡0598-53-4474　

松阪市 ① いいたか文化祭2011
地域の文化に対し認識を深め、住民の交流の場となることを願い文化祭
を開催します。文化講演会、作品展示、舞台発表、バザー等があります。

11月19日, 20日

飯高総合開発セン
ター、
飯高B＆G海洋セン
ター

飯高文化祭実行委員会 無料 松阪市教育委員会飯高教育事務所　　　　　　　　　 ℡0598-46-7110

松阪市 ① 文化祭

フォトコンテスト・絵画コンテストの発表及びサークル・講座等の作品発表
をします。
　カラオケ・フラダンス発表・秋の物産店・屋台村でのお楽しみコーナーも
あります。

11月13日 嬉野宇気郷公民館 嬉野宇気郷公民館 無料 嬉野宇気郷公民館　　　　　　　　　℡0598-35-0022　

松阪市 ① なかざと文化祭
自主クラブ・一般・幼稚園・小学生・中学生の作品展示と発表、招待イベン
トやカラオケの発表、食品開発チームの販売や育成会の親子体験教室
があります。

11月6日 中郷公民館 中郷文化祭実行委員会 無料 中郷公民館　　　　　　　　℡0598-43-2844　

松阪市 ① 豊地文化祭
一般・幼稚園・小学校・サークル生による作品発表及びステージ発表等で
す。

11月6日
豊地公民館・豊地
小学校体育館

豊地文化祭実行委員会 無料 豊地公民館　　　　　　　　℡0598-42-4253　

松阪市 ① 中川地区文化祭 作品展示・ステージ発表・お楽しみコーナー等です。 11月13日
中川コミュニティセ
ンター

中川まちづくり協議会 無料 中川公民館　　　　　　　　℡0598-42-5574　

松阪市 ① 豊田地区文化祭
地区民・小学生・幼稚園児等の書道・絵画・手芸等の作品展示及び地区
育成会活動報告の掲示です。

11月6日 豊田公民館 豊田地区文化祭実行委員会 無料 豊田公民館　　　　　　　　0598-42-6939　

松阪市 ① 中原地区文化祭 作品展示・特別出演・各種即売会・野店等です。 11月6日
中原小学校体育
館・グランド

中原まちづくり協議会 無料 中原公民館　　　　　　　　0598-42-2400　

松阪市 ①③ 第29回嬉野文化祭
29日にステージ発表、両日で作品展示等を行います。嬉野文化協会や公
民館講座生、管内の保育園・幼稚園・小学生・中学生・一般の日頃の成
果を発表する機会としています。

10月29日, 30日
嬉野生涯学習セン
ター・嬉野ふるさと
会館

嬉野文化祭実行委員会 無料  松阪市教育委員会嬉野教育事務所   ℡0598-48-3822

松阪市 ① 文化祭 阿坂小学校、阿坂地区住民による作品展示・芸能発表など 11月12日 阿坂小学校
阿坂小学校・阿坂地区公民
館

無料  阿坂地区公民館0598－58－2645

松阪市 ①③ 三雲文化祭

地域住民や公民館趣味サークル受講生、管内の小学生などの日頃の成
果を発表します。29･30日両日で作品展示や体験コーナー、催し物等を行
います。30日は囲碁将棋大会を行います。　　　　　　　　　　　　　　　　11月
19日は芸能音楽発表会を開催します。

（作品展示等）10月
29日, 30日

（芸能発表）11月19
日

（展示・芸音）ハート
フルみくもスポーツ
文化センター、
（囲碁将棋大会）
保健福祉センター

三雲文化祭実行委員会 無料
松阪市教育委員会
三雲教育事務所
℡0598－56－7916

松阪市 ①
"さわやかスマイル"
ハンドベルコンサート

鵲公民館で活動している趣味サークルが、日頃の学習成果を発表しま
す。

11月20日 鵲公民館
鵲公民館
56－6025

無料
鵲公民館
℡0598－56－6025

松阪市 ①
～森を歩く～「創造の森」へ森林
ウォーク

松阪森林公園から、観音岳ふもとの「創造の森」までの森林内を散策しま
す。

11月13日 松阪市伊勢寺町 三重県 無料
三重県松阪農林商工環境事務所森林・林業室(TEL0598-
50-0568)

桑名市 ①
図書館を使った調べる学習コン
クール入賞作品表彰式

図書館を使った調べる学習コンクール入賞作品の表彰式を行います。 11月5日
くわなメディアライヴ
多目的ホール

桑名市立中央図書館 無料
桑名市立中央図書館
0594-22-0562

桑名市 ① 読み聞かせスキルアップ講座
桑名市子ども読書推進啓発イベントとして、読み聞かせスキルアップ講座
を開催します。

11月6日
くわなメディアライヴ
多目的ホール

桑名市立中央図書館 無料
桑名市立中央図書館
0594-22-0562

桑名市 ①②
図書館子育て講座
（えほんうた、あそびうた講座）

ＮＰＯえほんうた・あそびうた代表の西村直人さんを招いて、子どもたちに
人気の絵本をメロディーにのせて歌ってもらい、歌い方の指導をしていた
だきます。

10月16日 長島輪中図書館 長島輪中図書館 無料
長島輪中図書館
0594‐41‐1040

桑名市 ①② 図書館子育て講座
（親子ふれあい遊び）

幼児教育研究家の熊丸みつ子さんを招き、集団遊びを通じて親と子を育
てるワークショップ及び講演会を開催します。

11月5日 長島輪中図書館 長島輪中図書館 無料
長島輪中図書館
0594‐41‐1040

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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桑名市 ②
長島コスモスまつり
「お外でおはなし会」

読み聞かせボランティア、図書館スタッフが屋外で絵本や紙芝居の読み
聞かせを行います。

11月6日 長島輪中図書館 長島輪中図書館 無料
長島輪中図書館
0594‐41‐1040

桑名市 ①② 図書館子育て講座
（お父さんのかんたん料理教室）

父親が子どものために作る、お父さんのかんたん料理教室を開催しま
す。

11月13日 長島輪中図書館 長島輪中図書館 無料
長島輪中図書館
0594‐41‐1040

桑名市 ③ 企画展示（観光展） 桑名市内及び周辺の名所、旧跡などの観光スポットを紹介します。 10月8日～30日 長島輪中図書館 長島輪中図書館 無料
長島輪中図書館
0594‐41‐1040

桑名市 ② おはなし会
読み聞かせボランティア、図書館スタッフが絵本や紙芝居の読み聞かせ
を行います。

毎週
火曜、土曜

長島輪中図書館 長島輪中図書館 無料
長島輪中図書館
0594‐41‐1040

桑名市 ③ 市民芸術文化祭
文化協会加盟団体が自らの力で作り上げ、芸術や文化に触れる様々な
催しを開催します。

10月15日～12月11
日

桑名市民会館
大山田コミュニティ
プラザ
メディアライヴ
六華苑

桑名市文化協会 http://bunkyo-kuwana.jp/

桑名市 ③
没後１０年記念特別企画展
小林研三

　毎年、11月3日を中心に特別展を開催している。
　今年度は、桑名を中心として活躍された小林研三画伯の回顧展を開催
する。

10月29日～12月4日 桑名市博物館 桑名市博物館
桑名市博物館
0594-21-3171

理解を深めるた
めの、展示解説
会を開催予定

鈴鹿市 ② 中学校音楽会
鈴鹿市内10中学校の代表クラスが，合唱を披露し，音楽経験をより豊か
にするとともに，相互の交流を図ります。

11月4日 鈴鹿市民会館 鈴鹿市教育委員会　指導課 無料
鈴鹿市教育委員会事務局指導課
059-382-9028

鈴鹿市 ② 小学校音楽会
鈴鹿市内の小学校における音楽学習の成果を発表し，音楽を表現する
喜びを味わい，他校との交流を図ります。

11月17日, 18日 鈴鹿市民会館 鈴鹿市教育委員会　指導課 無料
鈴鹿市教育委員会事務局指導課
059-382-9028

鈴鹿市 ② 幼稚園・小学校美術作品展 鈴鹿市内の幼稚園児・小学生による美術作品が展示されます。 12月3日～5日
ベルシティ
イオンホール

鈴鹿市教育委員会　指導課 無料
鈴鹿市教育委員会事務局指導課
059-382-9028

鈴鹿市 ② 中学校美術作品展 鈴鹿市内の中学生による美術作品が展示されます。 11月19日～21日
ベルシティ
イオンホール

鈴鹿市教育委員会　指導課 無料
鈴鹿市教育委員会事務局指導課
059-382-9028

鈴鹿市 ③ 安全安心フェスタすずか 災害・犯罪・交通事故等に対する啓発事業 11月13日 ベルシティ 鈴鹿市 無料 http://www.city.suzuka.lg.jp/

鈴鹿市 ①
鈴鹿ジュニアリーダー会新規研修
会

地域の子ども会活動を支援し，健全な子どもの育成を目的に活動してい
る，鈴鹿ジュニアリーダー会との共催事業。鈴鹿市の子どものリーダー育
成を行います。

10月29日(土),30日
(日)

三重県立鈴鹿青少
年センター

鈴鹿市
文化振興部
生涯学習課
鈴鹿ジュニアリーダー会

1000円

鈴鹿市
文化振興部
生涯学習課
電話059-382-7619

対象：鈴鹿市内
小学５・６年生及
び中学生

鈴鹿市 ①
子どもが思春期を迎えたお母さん
の応援ナビ(３回連続講座)

思春期の子どもがいる母親が迎える生活環境変化への適応支援を目途
に講座を実施します。

9月29日(木)
10月20日(木), 27日

(木)

鈴鹿市
男女共同参画セン
タージェフリーすず
か

鈴鹿市
文化振興部
生涯学習課

無料 http://www.city.suzuka.lg.jp/topics/files/1445.html

鈴鹿市 ③ 第44回鈴鹿市美術展
鈴鹿市民の創作活動の発表の場として，日本画，洋画，彫刻，美術工
芸，写真，書道の6部門で作品を募集し，入賞，入選作品を展示・表彰し
ます。

展覧会
11月2日(水)～6日

(日)
午前9時～午後5時
(※最終日は午後4

時まで)

表彰式
11月6日(日)　午後1
時～午後1時50分

鈴鹿市
文化会館

鈴鹿市
文化振興部
文化課

無料 http://www.s-bunka.net/workshop/10-bijutu.html

出品料：
作品1点につき
1,000円
（※高校生無料）

鈴鹿市 ③ 鈴鹿の街音楽祭
鈴鹿を中心に活動する，色々なジャンルのプレーヤーが大集合！
吹奏楽，ビッグバンド，合唱，クラシックなど１日でたくさんの音楽が楽しめ
ます。

11月20日（日）
12：30オープニング

13：00開演
18：00終演予定

鈴鹿市
文化会館

鈴鹿市
文化振興部
文化課

無料
（財）鈴鹿市文化振興事業団
059-384-7000

鈴鹿市 ③
佐佐木信綱記念館特別展　信綱
と「言の葉の道」　－誕生から『日
本歌学全書』刊行前後－

父弘綱による信綱幼少時の英才教育から，東大古典講習科における練
成期，『日本歌学全書』刊行前後に至るまでの弘綱・信綱親子の歩んでき
た「言の葉の道」について紹介します。

11月2日(水)～12月
18日(日)

佐佐木信綱記念館
鈴鹿市
文化振興部
文化課

無料 http://www.city.suzuka.lg.jp/life/shisetsu/9207.html

鈴鹿市 ③

大黒屋光太夫記念館　第７回特別
展　黒船がつれてきた漂流者　－
大黒屋光太夫からジョセフ彦まで
－

日本に初めて開国を求めた黒船は，漂流者大黒屋光太夫の送還を名目
として来航したラクスマン一行でした。黒船来航の背景には，漂流者の存
在があったこと，また漂流者の活躍を漂流記や関連資料で紹介します。

9月22日(木)～
11月13日(日)

大黒屋光太夫記念
館

鈴鹿市
文化振興部
文化課

無料 http://www.edu.city.suzuka.mie.jp/kodayu/

鈴鹿市 ② 高専祭 鈴鹿高専生による文化祭です。 10月22日, 23日
鈴鹿工業高等専門
学校

鈴鹿工業高等専門学校 無料 http://www.suzuka-ct.ac.jp/

鈴鹿市 ② 音楽部定期演奏会 鈴鹿高専音楽クラブによる定期演奏会です。 11月12日 鈴鹿市文化会館 鈴鹿工業高等専門学校 http://www.suzuka-ct.ac.jp/

名張市 ② 教育フォーラム　in　Nabari

「名張市子ども教育ビジョン」に基づき、市民みんなが一体となって名張市
のめざす教育の実現に向けてご支援いただくことをめざして「『名張市子
ども教育ビジョン』の説明、教育実践発表、パネルディスカッション等」の内
容で「教育フォーラム in Nabari」を開催します。

11月23日
午後1時～4時20分

ＡＤＳホール（名張
市青少年センター）

名張市教育委員会 無料
名張市教育委員会教育総務室、
学校教育室
0595-63-7849

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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名張市 ③ 工業高専名張祭
テーマ　新たな一歩
内容　科学工作体験、花火、各種イベント等

10月14日～16日
近畿大学工業高等
専門学校

近畿大学工業高等専門学校 無料 jimubu@ktc.ac.jp

名張市 ①
近畿大学工業高等専門学校
市民公開講座

①「ひと」と「社会」を再考する。　　　　　　　　－現代の「無縁社会」が意味
するもの-　　　②現代人ににとってのブッダ　　　　　　　　　　のテーマで講
演を行う。　　　　　　　　　　　　　講師①戸上宗賢龍谷大学名誉教授・宗教
法人玉瀧寺顧問・客員教授　　　　　　　　　　　　講師②中子統雄名張商工
会議所副会頭・㈱アドバンスコープ会長

10月29日
近畿大学工業高等
専門学校　1号館大
講義室

近畿大学工業高等専門学校 無料 jimubu@ktc.ac.jp

名張市 ④ 近大高専　　　　　　市民公開講座

①熱エネルギー②バイオマスエネルギー③家庭内省エネシステム④省エ
ネルギー住宅を一考する　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　講師①村田圭
治教授　　　　　　　　　　　　　講師②加藤進三重大学伊賀研究拠点客員教
授・本校客員教授　　　　　　　　　　　　　　講師③吉川隆教授
講師④奥井明男建築設計事務所代表・元三重県建築士会長・客員教授

11月12日
近畿大学工業高等
専門学校　1号館大
講義室

近畿大学工業高等専門学校 無料 jimubu@ktc.ac.jp

尾鷲市 ① 尾鷲市民文化展 市民による作品等を展示 11月初旬

尾鷲市立体育文化
会館、
尾鷲市立中央公民
館

尾鷲市民文化協会、
尾鷲市教育委員会

無料
尾鷲市教育委員会生涯学習課
0597-23-8293

尾鷲市 ①
三重の森林（もり）と木づかいフェ
ア

木工体験や森林・林業関係の展示等を通して、森林・林業とのふれあい
の機会を提供します。森林フォーラム２０１１では、三浦しをんさんをお呼
びして、森林・林業について対談してもらいます。

10月15日
尾鷲市（三重県熊
野古道センター）

三重県 無料 三重県環境森林部森林・林業経営室(TEL059-224-2991)

亀山市 ③ 市民文化祭
市民の方が制作された作品を展示をしたり、俳句会、川柳大会、文化研
究発表会、芸能祭等を開催いたします。

10月29日, 30日
亀山市文化会館、
亀山市歴史博物館

亀山市、
亀山市芸術文化協会

亀山市文化部
文化スポーツ室（0595-84-5079）

亀山市 ③ 文化フォーラム
四日市大学教授 谷岡 経津子氏による講演会と、亀山市文化振興ビジョ
ンにかかげる「かめやま文化年」についてパネルディスカッションを行いま
す。

11月3日
亀山市文化会館中
央コミュニティセン
ター

亀山市 無料
亀山市文化部
文化スポーツ室（0595-84-5079）

亀山市 ③ 故尾崎隆を偲ぶ会

本年5月12日にエベレストのチョモランマ登山中に亡くなられた亀山市出
身の世界的アルピニスト尾崎隆氏の功績を紹介する。（17日～19日　着
衣、装備品、著書、写真などの展示。20日午後１：３０～恩師、実弟による
講演など）

11月17日～20日
亀山市文化会館会
議室

尾崎隆を偲ぶ会実行委員会 無料
亀山市文化部文化スポーツ室
（0595-84-5079）

亀山市 ① 天文台の無料開放 美しい自然の中で星空観察を行います。
11月19日

19:00～21:00
鈴鹿峠自然の家天
文台「童夢」

亀山市教育委員会
生涯学習室

無料
亀山市教育委員会　生涯学習室
0595-84-5057

申込不要

亀山市
①②
③

第17回企画展
「銘文から見た亀山市の歴史」

記念品や粗品などから見た亀山市を紹介します。
10月22日～
12月11日

亀山市
歴史博物館

亀山市 無料 http://kameyamarekihaku.jp

亀山市 ③
亀山市歴史博物館常設展示観覧
料無料

「関西文化の日」による常設展示が観覧料無料となります。 11月19日, 20日
亀山市
歴史博物館

亀山市 無料 http://kameyamarekihaku.jp

亀山市 ① テーマ別古文書講座 講座内容は「武家日記を読む」です。 11月13日
亀山市
歴史博物館

亀山市 無料 http://kameyamarekihaku.jp
募集は終了して
います。

亀山市 ① テーマ別古文書講座 講座内容は「村・町の古文書を読む」です。 11月19日
亀山市
歴史博物館

亀山市 無料 http://kameyamarekihaku.jp
募集は終了して
います。

亀山市 ① 古文書解読基礎講座 講座内容は「古文書入門講座」です。 10月22日
亀山市
歴史博物館

亀山市 無料 http://kameyamarekihaku.jp
募集は終了して
います。

亀山市 ① 古文書解読基礎講座 講座内容は「古文書解読中級講座」です。 10月23日
亀山市
歴史博物館

亀山市 無料 http://kameyamarekihaku.jp
募集は終了して
います。

亀山市
①②
③

常設展示 昔の農家の暮らしを紹介した展示を行います。
9月17日～
12月11日

亀山市
歴史博物館

亀山市 http://kameyamarekihaku.jp

亀山市
①②
③

第６回亀山市文化財調査速報展
示

鈴鹿関跡発掘調査速報を展示します。
9月17日～
12月11日

亀山市
歴史博物館

亀山市 http://kameyamarekihaku.jp

亀山市 ③ 日本画展示会 亀山ゆかりの日本画家：今井景樹作品を展示します。 10月1日～30日 図書館企画展示室
亀山市立
図書館

無料
亀山市立図書館
0595-82-0542

亀山市 ① ペーパーアート教室 ペーパークラフトの作成を行います。 10月30日
関文化交流セン
ター

亀山市立
図書館

無料
亀山市立図書館
0595-82-0542

亀山市 ① 絵漉き和紙教室 紙漉きと和紙絵の作成を行います。 10月日付未定
関文化交流セン
ター

亀山市立
図書館

無料
亀山市立図書館
0595-82-0542

亀山市 ③ 旅全集展示会 旅行写真を展示します。 11月3日～30日 図書館企画展示室
亀山市立
図書館

無料
亀山市立図書館
0595-82-0542

亀山市 ① アニメ映画会 小学生を対象にアニメ映画を上映します。 11月2日
関文化交流セン
ター

亀山市立
図書館

無料
亀山市立図書館
0595-82-0542

亀山市 ① おはなし会 幼児を対象に絵本や紙芝居の読み聞かせを行います。 11月5日 図書館児童室
亀山市立
図書館

無料
亀山市立図書館
0595-82-0542

亀山市 ① おはなし会 小学生を対象に絵本や紙芝居の読み聞かせを行います。 11月9日
関文化交流セン
ター

亀山市立
図書館

無料
亀山市立図書館
0595-82-0542

亀山市 ①③ 読書教養講座 一般入館者を対象に文化講座を行います。 11月12日 図書館企画展示室
亀山市立
図書館

無料
亀山市立図書館
0595-82-0542

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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鳥羽市
①③
④

鳥羽市民文化祭 美術作品、音楽、芸能、団体作品、催物の部 11月3日, 4日 鳥羽市民文化会館
鳥羽市、
鳥羽市教育委員会、
鳥羽市文化協会

無料
鳥羽市教育委員会生涯学習課
0599-25-1268

鳥羽市 ① 鳥羽市民大運動会 レクリエーション、競争的種目等 10月8日 鳥羽市営球場
鳥羽市、
鳥羽市教育委員会

無料
鳥羽市教育委員会生涯学習課
0599-25-1268

鳥羽市 ① 鳥羽市民体育大会総合開会式 実施協議8種目の総合開会式、優秀選手・団体・功労者表彰 11月6日 鳥羽市民体育館
鳥羽市、
鳥羽市教育委員会、
鳥羽市体育協会

無料
鳥羽市教育委員会生涯学習課
0599-25-1268

鳥羽市 ② 小学校音楽祭 市内9校合同の音楽祭 11月8日 鳥羽市民文化会館 市小学校音楽祭実行委員会 無料
鳥羽市立神島小学校
0599-38-2013

鳥羽市 ② 中学校音楽祭 市内6校合同の音楽祭 11月11日 鳥羽市民文化会館 市中学校音楽祭実行委員会 無料
鳥羽市立答志中学校
0599-37-2033

鳥羽市 ①
公開講座「小学生のためのバレー
ボール教室」

　本校では、学生以外に対する教育サービスに関する目的として、「教育
研究資源を地域社会に提供し、学校の施設・設備を地域に開放し、住民
に親しまれ、地域に根ざした学校となることを目指す。」ことを掲げている。
この目的の下、地域の特性と学校の特徴を活かした小中学生及び一般
市民を対象とした公開講座を通じて、地域社会へ貢献することを促進して
いくこととする。

10月13日(木）, 20日
(木）,27日（木）

各日19：00～21：00

鳥羽商船高等専門
学校第２体育館

鳥羽商船高等専門学校 無料 http://www.toba-cmt.ac.jp/chiiki/index.html?sub_menu=koukai
傷害保険料のみ
徴収

鳥羽市 ② 第４６回海学祭
　百三十年の間、海を舞台に若人を育んできた鳥羽商船高専にふさわし
い名前の学校祭です。体験航海やロボコン展示等本校学生の成果を示
す行事です。

11月12日, 13日
鳥羽商船高等専門
学校

鳥羽商船高等専門学校学生
会

無料
学生課学生生活係
0599-25-8033

熊野市 ③ 熊野市民文化祭（展示部門） 絵画、書、写真、工芸等の作品展示 10月29日, 30日
熊野市文化交流セ
ンター、
熊野市民会館等

熊野市教育委員会、
熊野文化協会

無料
熊野市教育委員会社会教育課
0597-89-4111（内線414）

いなべ市 ①
図書館まつり～おやこブックフェス
ティバル～

講演会「サトシン　絵本＆おてて絵本よみまショー」、１日図書館員、バッ
グ作り、展示他

10月30日
員弁コミュニティプ
ラザ

いなべ市教育委員会 無料 http://www.city.inabe.mie.jp/book/

いなべ市 ④
藤原岳自然科学館自然教室　秋
の動植物をたづねて

員弁大池周辺の動物、植物など秋の自然を観察します。 10月29日
いなべ市員弁大池
周辺

いなべ市教育委員会、藤原
岳自然科学館

無料
藤原岳自然科学館
0594-46-8488

いなべ市 ④
藤原岳自然科学館自然教室　化
石を調べる会

市内で化石採取のできる場所に出かけ、化石を調べて、新生代の古環境
を学びます。

11月13日 いなべ市内
いなべ市教育委員会、藤原
岳自然科学館

無料
藤原岳自然科学館
0594-46-8488

志摩市 ③ 阿児アリーナ２０周年記念事業
三重ジュニア管弦楽団のコンサート、地元中学校との合同演奏、観客の
オーケストラ指揮体験等を予定 11月5日 阿児アリーナ 志摩市教育委員会 無料

志摩市教育委員会生涯学習人権教育課
0599-44-0339

伊賀市 ③ 芭蕉祭
毎年芭蕉の命日である10月12日に開催。
セレモニー・全国俳句大会・芭蕉翁史跡参観など。

10月12日 俳聖殿前　他
伊賀市企画総務部企画課
（財）芭蕉翁顕彰会

無料
伊賀市企画総務部企画課　0595-22-9621
(財）芭蕉翁顕彰会　0595-21-2219

伊賀市 ③ 第７回市展「いが」 絵画・彫塑工芸・写真・書道の作品を審査・展示します。 10月22日～26日
上野ふれあいプラ
ザ２F

伊賀市
伊賀市教育委員会

無料
伊賀市企画総務部企画課
0595-22-9621

伊賀市 ③
市民文化祭
展示部門

絵画・書・写真・書道の作品を展示します。 10月28日～31日
上野ふれあいプラ
ザ２F

市民文化祭実行委員会
伊賀市企画総務部企画課
0595-22-9621

伊賀市 ③
市民文化祭共催
吹奏楽の祭典

吹奏楽と合唱のコラボレーション 11月3日 伊賀市文化会館 三重県吹奏楽連盟

伊賀市 ③
市民文化祭
ライトミュージック部門

ロックバンドなどの演奏 11月13日
上野西小学校多目
的ホール

市民文化祭実行委員会
伊賀市企画総務部企画課
0595-22-9621

伊賀市 ③
市民文化祭
洋舞・バレエ部門

ジャズダンス・バレエなどの舞台発表を行います。 11月23日 伊賀市文化会館 市民文化祭実行委員会
伊賀市企画総務部企画課
0595-22-9621

伊賀市 ③
市民文化祭
総合フェスティバル

吟剣詩舞・相撲甚句・カラオケ・邦楽・新舞踊・マジック・大正琴・民謡・民
踊　等
各部門の発表

11月26日,27日 伊賀市文化会館 市民文化祭実行委員会
伊賀市企画総務部企画課
0595-22-9621

伊賀市 ①
木をみる森をしる～ブナの森をあ
るく～

奥山愛宕神社にある県指定天然記念物のブナ林を歩きながら、森の働き
についての話やネイチャーゲームなどを通して森林に触れ合うイベントを
開催します。

10月29日
伊賀市勝地（奥山
愛宕神社周辺）

三重県 無料
美し国おこしPG、三重県伊賀農林商工環境事務所森林・
林業室(TEL0595-24-8142)

木曽岬町 ① 秋の文化祭
文化協会加盟団体による和太鼓、舞踊、コーラス等の舞台発表と習字、
手芸、陶芸、菊花、盆栽等の展示会を開催します。

11月5日, 6日 町体育館
木曽岬町
文化協会

無料

木曽岬町文化協会
(町教育委員会内)
☎0567-68-1617
kyouiku@town.kisosaki.mie.jp

舞台発表者並び
に作品出品者は
文化協会加盟団
体の会員に限定
しています。(観覧
の制限はなし)

東員町 ①③ 第４４回東員町文化祭
この地域で活動する文化関係者を中心に 、東員の芸術の秋を彩るイベン
トとして例年たくさんの方に親しみ、楽しんでいただいております。

10月22日～11月6日
東員町総合文化セ
ンターほか

東員町文化協会 http://www.toin-ca.org/

菰野町 ③ 芸文祭
町内で活動する芸術文化協会会員による展示発表会。茶道・華道・書道・
絵画・写真・工芸・手芸・俳句・短歌等多岐に渡ります。

11月2日, 3日
菰野町体育セン
ター・菰野町町民セ
ンターホール

菰野町芸術文化協会 無料
NPO法人菰野町スポーツ・文化振興会内菰野町芸術文化
協会事務局℡059-394-3930

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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菰野町 ③ 芸術文化協会20周年記念事業
町内で活動する芸術文化協会会員による上記展示及び、舞踊・詩吟・吟
剣詩舞、太鼓・三味線・民謡等の発表や、異なるジャンルでコラボレーショ
ンし、芸術の普及促進を目指します。

11月6日
菰野町町民セン
ターホール

菰野町芸術文化協会 無料
NPO法人菰野町スポーツ・文化振興会内菰野町芸術文化
協会事務局℡059-394-3930

川越町 ① 第20回文化発表会 日頃から町内施設で練習している団体の文化発表会です。 11月3日 あいあいセンター
川越町教育委員会
生涯学習課

無料
川越町教育委員会
059-366-7140

川越町 ② 文化祭 合唱コンクール、作品展示を実施します。 11月1日 川越中学校 川越中学校 無料 http://www.town.kawagoe.mie.jp/~kawagoe-j/diarypro/diary.cgi

多気町 ③ 現代ダンス活性化事業（仮）
「DACE-LABO KARADAKARA」を主宰している新井英夫氏を招きダンス
体験のワークショップ、公演を行います。

10月31日～11月4日 多気町民文化会館 多気町教育委員会 http://www.town.taki.mie.jp/chousei/event.html

多気町 ③
Ｔaki-Tokyo 1983-2011 中里和人
写真展

当町出身の著名な写真家、中里和人氏の作品展。写真作品約70点のほ
か、写真家としての原点を物語る資料、当町ゆかりの資料なども展示しま
す。

10月8日～11月20日 多気町民文化会館 多気町教育委員会 無料 http://www.town.taki.mie.jp/guide/kyodo_kikaku.html

大台町 ① 生涯学習フェスティバル 芸能発表 10月9日
グリーンプラザおお
だい

大台町文化協会 無料
大台町教育委員会
0598-82-3791

大台町 ① 生涯学習フェスティバル 展示発表 10月22日, 23日
大台町Ｂ＆Ｇ海洋
センター

大台町文化協会 無料
大台町教育委員会
0598-82-3791

大台町 ① 生涯学習フェスティバル 芸能発表 11月20日
グリーンプラザおお
だい

大台町文化協会 無料
大台町教育委員会
0598-82-3791

玉城町 ① 町民創作美術展 公民館講座・サークル等での作品を展示 10月29日, 30日 玉城町中央公民館 玉城町教育委員会 無料
玉城町教育委員会
0596-58-8212

玉城町 ① 文化協会芸能発表会 文化協会員が日頃の成果を発表します。 10月30日 保健福祉会館 玉城町文化協会 無料
玉城町教育委員会
0596-58-8212

玉城町 ③ 伊勢の国から全国へ 「韓天寿、松田雪柯、小俣蠖庵」の作品展 11月3日～13日 村山龍平記念館 玉城町教育委員会 無料
玉城町教育委員会
0596-58-8212

度会町 ① 町民文化祭 作品展、芸能発表会　他 11月5日, 6日 町民体育館他 度会町民文化祭実行委員会 無料
度会町教育委員会
0596-62-2422

大紀町 ② 七保っ子祭 現在、検討中です。 11月5日 七保小学校 七保小学校 無料 0598-83-7700

大紀町 ② 大宮小学校文化祭 現在、検討中です。 11月5日 大宮小学校 大宮小学校 無料 0598-86-7711

南伊勢町 ③ 南伊勢町文化祭 各２支部に分かれて、踊り・歌などを行います。 11月3日
ふれあいセンターな
んとう、町民文化会
館

南伊勢文化協会 無料 0596-77-0002

紀北町 ③ 紀北町文化展 町民出品の文化作品展 11月1日～3日 東長島公民館 紀北町文化協会 無料

紀北町 ③ 紀北町文化展 町民出品の文化作品展 11月4日～6日 海山公民館 紀北町文化協会 無料

紀宝町 ③ 紀宝町文化展 町民作成の文化作品の展示 11月5日, 6日 紀宝町田代体育館 紀宝町教育委員会 無料
紀宝町生涯学習センターまなびの郷
0735－32－0241

熊野市・
紀宝町

① 七里御浜のマツ林を歩こう
松枯れの激しい七里御浜海岸にクロマツの植栽を行い、林内を歩いて清
掃・ゴミ拾いを行います。

11月20日 熊野市～紀宝町 三重県 無料
三重県熊野農林商工環境事務所森林・林業室(TEL0597-
89-6135)

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


