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佐賀県
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

佐賀市 ① さが食育フェスタ2011
「早ね・早起き・朝ごはん～“おはよう”と食卓かこむすこやか家族～」を
テーマに食育に関するイベントを開催します。

11月20日
メートプラザ佐賀、
ほほえみ館

佐賀県 無料 0952-25-7096

佐賀市 ① 消費者向け講演会
消費者教育の一環として、消費者問題の専門家による講演会を「さが食
育フェスタ2011」会場において開催します。

11月20日 メートプラザ佐賀 佐賀県 無料 0952-25-7059

佐賀市 ①③
バリアフリーさが映画祭
２０１１

バリアフリー映画の上映等 11月25日～27日 アバンセ等
バリアフリーさが映画祭２０１
１
実行委員会

0952-25-7064

佐賀市 ③
第１１回佐賀県障害者作品展・平
成２３年度チャレンジドアーツ展

入賞作品等の展示 11月15日～29日
イオンショッピングタ
ウン大和展

佐賀県
佐賀県障害者社会参加推進
センター

0952-25-7064

佐賀市 ②
佐賀高等学校
総合文化祭

県内の高校生による芸術・文化活動１３部門の発表会等です。 10月3日～3月25日 佐賀市文化会館他 佐賀県高等学校文化連盟 無料
0952-25-3303
佐賀県立佐賀北高校内
佐賀県高等学校文化連盟

佐賀市 ②
全国高校ラグビー大会佐賀県予
選(決勝戦）

佐賀県下高等学校ラグビー部による１２月に開催される全国大会の出場
権を競い合う大会の決勝戦。

11月5日
佐賀県総合運動場
球技場（予定）

佐賀県高等学校体育連盟 無料
佐賀県教育庁体育保健課
0952-25-7235

佐賀市 ② 佐賀県高校駅伝競走大会
佐賀県下高等学校対抗による、男子７区間（42.195ｋｍ）、女子５区間
（21.0975ｋｍ）のコースで行われ、１２月に開催される全国大会の出場権
を競い合う。

11月6日
佐賀市川副町　高
校駅伝コース

佐賀県高等学校体育連盟 無料
佐賀県教育庁体育保健課
0952-25-7235

佐賀市 ③
佐賀県立博物館テーマ展示「肥前
の染と織」

佐賀には鍋島更紗、佐賀錦（鹿島錦）、花毛氈（鍋島緞通）の染織品があ
る。昭和40年代に鈴田照次氏によって復興された鍋島更紗などの工芸品
とともに、布を織る際に使われていた機や糸車などの機織道具や佐賀錦
の織台などを紹介する。

9月13日～11月10日 佐賀県立博物館 佐賀県立博物館 無料 www.pref.saga.lg.jp/web/museum.html

佐賀市 ③
佐賀県立美術館　玉手箱「アー
ティスト再発見１　松尾松濤」

佐賀県に生まれ、明治～戦後にかけて活躍した洋画家・松尾松濤は、残
された作品も少なく、その画業と生涯は謎に包まれている。松尾の希少な
洋画作品6点を展示し、紹介する。

9月29日～11月21日 佐賀県立美術館 佐賀県立美術館 無料 www.pref.saga.lg.jp/web/museum.html

佐賀市 ③
第23回　佐賀県高等学校総合文
化祭　書道展

佐賀県高等学校総合文化祭書道部門の展覧会 11月1日～7日 佐賀県立美術館 佐賀県高等学校文化連盟 無料
佐賀県高等学校文化連盟
0952-25-3303

佐賀市 ①
佐賀城築城400年記念企画「戦の
デザイン」展

佐賀藩を雄藩へと導いた「戦」にスポットを当て、様々な武器・武具の展示
を通して、その様式や歴史について紹介します。
11月5日は当館学芸員によるギャラリートークを開催。

10月14日～11月23
日

佐賀城本丸歴史館 佐賀城本丸歴史館 無料 0952-41-7550

佐賀市 ①
佐賀城築城400年記念－本丸秋
の響き－

工作体験（「のぼり旗」を作ります） 11月3日 佐賀城本丸歴史館 佐賀城本丸歴史館 無料 0952-41-7550

佐賀市 ①
佐賀城築城400年記念－本丸秋
の響き－

お外で戦国遊び（紙鉄砲） 11月5日 佐賀城本丸歴史館 佐賀城本丸歴史館 無料 0952-41-7550

佐賀市 ①
佐賀城築城400年記念－本丸秋
の響き－

子ども着付体験 11月6日 佐賀城本丸歴史館 佐賀城本丸歴史館 無料 0952-41-7550

佐賀市 ② 学校公開 授業参観とミニ手話教室 10月15日 佐賀県立ろう学校 佐賀県立ろう学校 無料 0952-30-5368

佐賀市 ② 文化祭 ステージ発表、作品展示、バザー 11月20日 佐賀県立ろう学校 佐賀県立ろう学校 無料 0952-30-5368

佐賀市 ② 校内読書週間

・ポスター掲示
・市立図書館・分館より本の貸し出し
・おすすめの本紹介
・ボランティア団体による人形劇とお話会
・図書館だより

11月7日, 8日 校内 佐賀県立金立特別支援学校 ０９５２－９８－１１３５

佐賀市 ② 佐工祭「文化祭」 各種イベントや文化部等の発表があります。 10月8日 佐賀工業高校 佐賀工業高校 無料 http://www3.saga-ed.jp/school/edq10027/

佐賀市 ②
佐賀工業高校吹奏楽部定期演奏
会

本校吹奏楽部の定期演奏会です。 12月18日 佐賀市文化会館 佐賀工業高校吹奏楽部 http://www3.saga-ed.jp/school/edq10027/

佐賀市 ② 芸術鑑賞(古典芸能)
わらび座　ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽﾊﾞﾝﾄﾞ響Ⅵ「走れメロス」
太鼓、三味線などの和楽器を駆使したﾊﾟﾌｫﾏﾝｽ

10月26日
佐賀市文化会館大
ホール

佐賀商業高校 - http://www3.saga-ed.jp/school/edq10033/
外部者の参加不
可

佐賀市 ② 学校開放日・授業参観 学校開放日を設け、保護者及び地域住民に授業・部活動を公開する 11月1日
本校教室及び各施
設

佐賀商業高校 無料 http://www3.saga-ed.jp/school/edq10033/

佐賀市 ② 学年別地区保護者会
本校の教育活動について、保護者が感じられている貴重なご意見やご質
問に答えることによって、本校についての理解を深める。

１１月7日, 11日, 15
日

佐賀市文化会館大
会議室

佐賀商業高校後援会 無料 http://www3.saga-ed.jp/school/edq10033/

佐賀市 ③ 佐賀西高等学校 芸術鑑賞会 生徒を対象に、豊かな情操を育むため、舞台芸術を鑑賞する。 10月26日 佐賀市文化会館 佐賀西高等学校 無料 佐賀西高等学校 学校図書館部

佐賀市 ② 佐賀西高等学校 学校開放週間
保護者等との連携を深めるため、授業と施設の公開をする。職員におい
ては、指導力向上のため授業の相互見学を行う。

10月31日～11月4日 佐賀西高等学校 佐賀西高等学校 無料 佐賀西高等学校 広報研修部

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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佐賀市 ②
佐賀西高等学校後援会 教育講演
会

高校生の健全育成のため、保護者対象の講演会を行う。 11月4日 佐賀西高等学校 佐賀西高等学校 後援会 無料 佐賀西高等学校 教務部

佐賀市 ② 進路講演会 保護者対象マネープラン講演会 10月21日 佐賀東高校 佐賀東高校 無料 ０９５２－２４－０１４１

佐賀市 ② 進路説明会 新2年生コース説明会 10月21日 佐賀東高校 佐賀東高校 無料 ０９５２－２４－０１４１

佐賀市 ② 入試説明会 Ｈ２４年度入試説明会 11月11日 佐賀東高校 佐賀東高校 無料 ０９５２－２４－０１４１

佐賀市 ①
四機関合同一般公開デー
「農と食のふれあいまつり」

佐賀市川副町にある農業関係四機関の取組や成果の紹介を行ないます
体験フェスタ、農業相談及び農産物即売などを行ないます 11月12日

・佐賀県農業試験
研究センター
・農業大学校

佐賀県農業技術防除セン
ター
佐賀県佐城農業改良普及セ
ンター
佐賀県農業試験研究セン
ター

無料     http://www.pref.saga.lg.jp/web/9月以降イベント情報で連絡先作物部広田0952-45-2141

佐賀市 ②
平成２３年度佐賀県高等学校総
合文化祭
　美術・工芸展

県内の高校生の美術・工芸作品の優秀作品を展示します。 10月26日～30日
佐賀県立美術館
２、３、４号館

佐賀県高等学校文化連盟 無料
佐賀県高等学校文化連盟　美術・工芸専門部事務局

塩田工業
0954-66-2044

佐賀市 ②
平成２３年度佐賀県高等学校総
合文化祭
　写真展

県内の高校生の写真の優秀作品を展示します。 10月26日～30日
佐賀県立美術館
画廊、研修室

佐賀県高等学校文化連盟 無料
佐賀県高等学校文化連盟 写真専門部事務局
佐賀北高校
0952-26-3211

佐賀市 ②
平成２３年度佐賀県高等学校総
合文化祭
　書道展

県内の高校生の書道の優秀作品を展示します。 11月1日～6日
佐賀県立美術館
２、３、４号館

佐賀県高等学校文化連盟 無料
佐賀県高等学校文化連盟 書道専門部事務局
佐賀北高校
0952-26-3211

佐賀市 ②
平成２３年度佐賀県高等学校総
合文化祭
　新聞コンクール

県内の高校生が作った新聞の優秀作品を展示します。 11月1日～6日
佐賀県立美術館
画廊

佐賀県高等学校文化連盟 無料
佐賀県高等学校文化連盟 新聞専門部事務局
致遠館高校
0952-33-0401

佐賀市 ②
平成２３年度佐賀県高等学校総
合文化祭
　自然科学研究発表会

県内の高校生の自然科学に関する研究作品の発表・審査及び展示をし
ます。

11月1日～6日
佐賀県立美術館
画廊、研修室

佐賀県高等学校文化連盟 無料
佐賀県高等学校文化連盟 自然科学専門部事務局

佐賀西高校
0952-24-4331

佐賀市 ②

平成２３年度佐賀県高等学校総
合文化祭
　放送コンテスト　アナウンス・朗読
部門

県内の高校生の放送コンテスト(アナウンス部門・朗読部門)の発表及び
審査をします。

11月6日  佐賀大学 佐賀県高等学校文化連盟 無料
佐賀県高等学校文化連盟 放送専門部事務局
三養基高校
0942-94-2345

佐賀市 ②

平成２３年度佐賀県高等学校総
合文化祭
　連合音楽祭 ソロ、アンサンブ
ル、合唱部門

県内の高校の音楽部の生徒の発表及び審査をします。 11月6日
　佐賀市文化会館
中ホール

佐賀県高等学校文化連盟 無料
佐賀県高等学校文化連盟 音楽専門部事務局
神埼高校
0952-52-3118

佐賀市 ②
平成２３年度佐賀県高等学校総
合文化祭
連合音楽祭 吹奏楽部門

県内の高校の吹奏楽部の生徒の発表及び審査をします。 11月13日
　佐賀市文化会館
大ホール

佐賀県高等学校文化連盟 無料
佐賀県高等学校文化連盟 吹奏楽専門部事務局
早稲田佐賀高校
0955-58-9000

佐賀市 ②
平成２３年度佐賀県高等学校総
合文化祭
　文芸コンクール

県内の高校生の文芸作品の優秀作品の発表・審査及び展示をします。 11月11日  鯱の門会佐商会館 佐賀県高等学校文化連盟 無料
佐賀県高等学校文化連盟 文芸・図書専門部事務局

佐賀北高校
0952-26-3211

佐賀市 ②
平成２３年度佐賀県高等学校総
合文化祭
　将棋新人大会

県内の高校生の将棋の大会です。 11月12日 山口亮一旧宅 佐賀県高等学校文化連盟 無料
佐賀県高等学校文化連盟 将棋専門部事務局
伊万里高校
0955-23-3101

佐賀市 ②
平成23年度大和特別支援学校公
開講座

他県の高等特別支援学校の就労に向けた取組についての報告を受け、
その在り方について協議を行います。

11月25日
佐賀県立大和特別
支援学校

佐賀県立大和特別支援学校 無料
https://www6.saga-ed.jp/edq10042/

tel 0952-62-1221

佐賀市 ② 一日授業参観 ・保護者対象の授業参観を実施(中・高共) 11月8日
致遠館中学校・高
校

致遠館中学校・高校 無料 ０９５２－３３－０４０１

佐賀市 ② SSH成果発表会 ・科学技術講演会（高校） 11月10日
致遠館中学校・高
校

致遠館中学校・高校 無料 ０９５２－３３－０４０１

佐賀市 ②
県高校教育定時制通信制部会研
究協議会

佐賀県内の定時制通信制の職員が一堂に会し、当番校２校が研究発表
を行う。

10月4日 アバンセ
県高校教育定時制通信制部
会

無料
佐賀商業高校
0952-30-8571

佐賀市 ② 公開授業
授業や寄宿舎見学、点字・あん摩体験ができます。児童生徒の作品・教
材教具・視覚補助具・等を展示します。

10月30日

本校
教室
体育館
寄宿舎

佐賀県立盲学校 無料

URL
http://www3.saga-ed.jp/school/edq10045地域支援部(0952)23-

4672

視覚障害に関す
る個別の相談に
応じます。

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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佐賀市 ② 学校開放 授業・施設の自由見学
10月31日

11月1日, 2日, 4日
佐賀県立高志館高
等学校

佐賀県立高志館
高等学校

無料
http://www3.saga-ed.jp/school/edq10022/
0952-62-1331

佐賀市 ②③ 高志祭
文化部・農業クラブの展示
地域との交流

11月12日, 13日
佐賀県立高志館高
等学校

佐賀県立高志館
高等学校

無料
http://www3.saga-ed.jp/school/edq10022/
0952-62-1331

佐賀市 ① 少年の主張勧興の集い 少年の主張発表。校区ないの小中学生が将来の夢、希望などを発表。 11月12日
佐賀市立勧興公民
館

校区青少年健全育成会 無料 佐賀市立勧興公民館

佐賀市 ①② 勧興まつり 勧興小学校総合学習の発表、地域の文化祭 11月13日
佐賀市立勧興小学
校

ふれあい協議会 無料 佐賀市立勧興公民館

佐賀市 ① 収穫祭 子ども達による農作業体験を通した環境学習 10月23日
佐賀市立循誘小学
校

循誘環境まもり隊 佐賀市立循誘公民館

佐賀市 ③ 循誘公民館文化祭 文化作品展示、サークル発表会、講座受講者による成果発表　等 11月3日～6日
佐賀市立循誘公民
館

文化祭実行委員会 佐賀市立循誘公民館

佐賀市
①②
③

循誘ふるさと祭
校区各団体が協力し、バザー、子ども餅つき大会、文化発表会などを開
催する。

11月20日
佐賀市立循誘小学
校

循誘ふるさと祭実行委員会 佐賀市立循誘公民館

佐賀市 ① 少年の主張大会
校区内の小・中学生に対する大人の理解を深めるため、日頃考えている
ことや訴えたいことを発表してもらう。

11月13日
佐賀市立日新小学
校

日新青少年育成会日新公民
館

無料 http://www.bunbun.ne.jp/~nisshin/

佐賀市 ③ 観月会 和太鼓、琴など日本の伝統文化に触れながら、お月見を楽しむ。 11月11日
佐賀市立日新公民
館全館

日新公民館 http://www.bunbun.ne.jp/~nisshin/

佐賀市 ①
第２４回赤松校区少年の主張大
会

赤松校区内の小中学生を対象に、日頃考えていることや将来の夢などを
発表してもらいます。

10月22日
佐賀市立赤松公民
館

赤松校区青少年健全育成会 無料 akamatsu@po.bunbun.ne.jp

佐賀市 ③ 第6回神野芸術祭
神野小児童の演奏や合唱・成章中吹奏楽部の演奏・大型絵本の朗読・演
奏

11月5日
佐賀市立神野小体
育館

神野芸術祭実行委員会 無料 http://www.bunbun.ne.jp/~kouno/index.html

佐賀市 ① 少年の主張大会 校区内の小学生・中学生の発表 11月5日
佐賀市立神野小体
育館

青少健 無料 http://www.bunbun.ne.jp/~kouno/index.html

佐賀市 ① 北川副校区少年の主張大会 校区在住の小／中学生が、日頃考えている思い等を地域に発信する。 10月29日
佐賀市立北川副公
民館

北川副校区青少年健全育成
会

無料 http://www.bunbun.ne.jp/~kitakawa/

佐賀市 ①③ 北川副校区民文化祭
校区の子どもや大人並びに公民館で文化活動などを実施している方々の
成果発表を中心にした校区民交流の場。

11月12日, 13日
佐賀市立北川副公
民館

北川副公民館 無料 http://www.bunbun.ne.jp/~kitakawa/

佐賀市 ① 生きがい入門塾
佐賀大学の先生にご協力いただき地域一般の方々に様々なテーマにつ
いて 新の情報をわかりやすく学ぶ教養講座。

10月17日
佐賀市立本庄公民
館

本庄公民館 無料 http://www.bunbun.ne.jp/~honjyou/

佐賀市 ① チャレンジα本庄
土曜日の子どもの居場所作りを目的とする講座。茶道や絵手紙・空手な
どを地域の方々の指導の下、子どもと異年齢交流を深める。

10月22日
佐賀市立本庄公民
館

本庄校区社協・本庄公民館 無料 http://www.bunbun.ne.jp/~honjyou/

佐賀市 ② 家庭教育学級
家庭の教育力向上につながるテーマを取り上げ、講座を通して親子また
は地域とのつながりの充実を図る

10月25日
佐賀市立本庄公民
館

本庄公民館 無料 http://www.bunbun.ne.jp/~honjyou/

佐賀市 ① 少年の主張大会本庄大会
小中学生が日頃考えていることを発表し、子どもと地域社会との関わりを
考える機会とするとともに、青少年の健全育成に対する地域の理解を深
める

10月29日
佐賀市立本庄公民
館

本庄校区青少協 無料 http://www.bunbun.ne.jp/~honjyou/

佐賀市 ① かたりべの里本庄祭
町内の各種団体の融和と連携を図りながら、祭を通して町民どうしの親睦
と交流を深め、元気な町づくりの環境を推進する

11月6日
佐賀市立本庄小学
校

かたりべの里本庄祭実行委
員会

無料 http://www.bunbun.ne.jp/~honjyou/

佐賀市 ① チャレンジα本庄
土曜日の子どもの居場所作りを目的とする講座。茶道や絵手紙・空手な
どを地域の方々の指導の下、子どもと異年齢交流を深める。

11月12日
佐賀市立本庄公民
館

本庄校区社協・本庄公民館 無料 http://www.bunbun.ne.jp/~honjyou/

佐賀市 ① 鍋島ふるさとふれあいまつり
町区の実行委員会によって実施される町区の祭りです。踊りや歌などの
舞台発表、書や絵画、手芸品などの作品展示を行い、町民の親睦を図り
ます。

10月30日
佐賀市立鍋島公民
館ほか

鍋島校区栄の国まつり実行
委員会

無料
佐賀市立鍋島公民館
（３１－２９８４）

佐賀市 ③ 江里桜浮立（玄藩一流)
新庄神社の秋祭りに子どもから高齢者まで約50人が、それぞれ小太鼓、
綾竹、大鉦、天衝舞の浮立を奉納し、五穀豊穣・家内安全を祈願します。

11月3日 森田新庄神社 江里桜浮立保存会 無料
佐賀市立鍋島公民館
（３１－２９８４）

佐賀市 ① 久保泉校区少年の主張大会 小中校生がおのおのの主張を述べる 11月3日
佐賀市立久保泉公
民館

町青少年育生協議会 無料 0952-98-0001

佐賀市 ③ 久保泉町民文化祭 町内の方々が日ごろの練習の成果を発表する 11月3日
佐賀市立久保泉公
民館

久保泉公民館 無料 0952-98-0001

佐賀市 ③ 天賜園月まつり
蓮池藩政時代からの故事にならって観月会を開催する。蓮池出身である
高遊外売茶翁を偲んで煎茶の野点、蓮池の伝統食芋茶粥のふるまい、
野外コンサートなどを行う。

10月15日
佐賀市立蓮池公民
館

天賜園月まつり実行委員会 無料 佐賀市立蓮池公民館

佐賀市 ① 蓮池校区少年の主張大会
町内の小中学生１２名が日ごろ考えていること、実践していることなどを
発表する。

11月20日
佐賀市立蓮池公民
館

蓮池町青少年健全育成協議
会

無料 佐賀市立蓮池公民館

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

佐賀県
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

佐賀市 ①
校区少年の
主張大会

　校区の小･中学生約10名が、日頃考えていることや訴えたいことなどを
熱く語ります。

11月5日
佐賀市立
新栄公民館

校区青少年健全育成会 無料 ―

佐賀市 ③ 新栄浮立
　400年の伝統を誇る新栄浮立。校区内の神社や集会所などを回り、舞を
披露します。

11月6日
五龍神社
ほか

浮立保存会 無料 ―

佐賀市 ③ 公民館文化祭
　公民館自主サークルを中心に、ステージ発表・作品展示・お茶会等を行
います。

11月12日
佐賀市立
新栄公民館

佐賀市立
新栄公民館

無料 http://www.bunbun.ne.jp/~shin001/

佐賀市 ①② 開成文化祭 地域と小学校合同の文化祭 11月13日
佐賀市立開成小学
校

開成公民館
開成小学校

無料
佐賀市立開成公民館
３３－９５８１

佐賀市 ① 青少年の主張 ４～６年生の代表数名が伝えたいことを主張する 11月中旬
佐賀市立開成公民
館

青少健 無料 30-2059

佐賀市 ② 大豆収穫祭 4年生が育てた大豆を収穫する 11月下旬
佐賀市立開成小学
校

開成小 無料 33-2975

佐賀市 ② 諸富中文化発表会 生徒による文化活動の発表 10月28日
佐賀市立諸富中学
校

諸富中学校 無料
佐賀市立諸富中学校
0952－47－2331

佐賀市 ② 諸富中合唱コンクール 校内音楽コンクール 10月28日
佐賀市立諸富中学
校

諸富中学校 無料
佐賀市立諸富中学校
0952－47－2331

佐賀市 ③ 諸富町文化祭 地域の文化活動展示、発表 11月5日, 6日
佐賀市立諸富文化
体育館

佐賀市文化連盟諸富支部 無料
佐賀市立諸富町公民館
0952－47－4995

佐賀市 ① 諸富町少年の主張大会 児童生徒の意見発表会 11月6日
佐賀市立諸富文化
体育館

諸富町公民館 無料
佐賀市立諸富町公民館
0952－47－4995

佐賀市 ① 諸富町歴史発表会 歴史研究会員による研究発表 11月12日
佐賀市立諸富町公
民館

諸富町歴史研究会 無料
佐賀市立諸富町公民館
0952－47－4995

佐賀市 ① 諸富町子どもフェスタ 紙飛行機大会、グラウンドゴルフ大会 11月13日
佐賀市立諸富北小
学校

諸富町公民館 無料
佐賀市立諸富町公民館
0952－47－4995

佐賀市 ① 少年の主張大会
子どもたちが日頃感じていることや、将来の夢・社会問題等を素直に発表
する。

10月15日
佐賀市立大和生涯
学習センター

青少年育成大和町民会議 無料 大和出張所教育課

佐賀市 ① 星空観望会 親子で星空観測を通して会話の機会を増やし、絆を強めてもらう。 10月15日
佐賀市立大和生涯
学習センター

青少年育成大和町民会議 無料 大和出張所教育課

佐賀市 ① 通学合宿 異年齢の子どもが親元を離れ団体生活を体験し通学する。、 10月13日～15日
佐賀市立川上コミ
ニティセンター

大和出張所　　教育課 大和出張所教育課

佐賀市 ① 通学合宿 異年齢の子どもが親元を離れ団体生活を体験し通学する。、 10月20日～22日
佐賀市立大和生涯
学習センター

大和出張所　　教育課 大和出張所教育課

佐賀市 ① 少年の主張大会

富士町内の小学校６年生から各校２名以内及び中学校各３名（各学年１
名）以内の発表者により、学校、家庭、郷土、身の回りや友人とのかかわ
りの中で、訴えたいこと、願い、希望等を発表させ、 優秀者１名を表彰
する。

10月29日
佐賀市立富士生涯
学習センター

青少年健全育成協議会 無料 富士出張所教育課

佐賀市 ① 通学合宿
２泊３日間親元を離れ、地域の方の指導のもと、みんなで協力して生活し
て学校に通学する合宿を行い、団体生活の中で日常生活の基本を学び、
社会性・自主性・協調性を伸ばす。

11月10日～12日
佐賀市立富士生涯
学習センター

富士生涯学習センター 富士出張所教育課

佐賀市 ① 青少年の主張大会
川副地区内小・中学生の主張大会（こどもへのまなざし運動、博愛精神
育成事業体験等）

11月13日
佐賀市立川副公民
館

川副町青少年健全育成協議
会

無料 kyoiku.kw@city.saga.lg.jp
川副出張所教育
課

佐賀市 ③
見てくんしゃい大詫間趣味の会設
立10周年記念作品展

大詫間趣味の会発足10年を迎え、これまで制作したおひなさま・節句飾り
やペーパーフラワー等を展示

10月28日～30日
佐賀市立大詫間公
民館

佐賀市文化連盟川副支部 無料 kyoiku.kw@city.saga.lg.jp
川副出張所教育
課

佐賀市 ① 東与賀校区少年の主張大会
東与賀校区内の小・中学生の子どもたちが日頃感じていることや、将来
の夢・社会問題等を素直に発表する

11月13日
佐賀市東与賀農村
環境改善センター

東与賀町青少年健全育成協
議会

無料 東与賀教育課

佐賀市 ② 東中フェスタ
中学校の文化発表会であるが，小中連携・地域連携を推進するために東
与賀ふれあい館で開催しています。

10月29日
佐賀市東与賀ふれ
あい館

佐賀市立東与賀中学校 無料
edq10451@saga-ed.jp
0952-34-7102

佐賀市 ① 思斉館大学
陶芸家・人間国宝の井上萬二氏の講演。思斉館大学は高齢者に向けた
講座だが、今回は一般の方も参加可。

11月10日
佐賀市久保田農村
環境改善センター

久保田公民館 無料
佐賀市立久保田公民館
68-3611

佐賀市 ③ 久保田町文化祭
久保田支部の会員を中心に、ステージ発表、作品展示、お茶会等を行い
ます。

11月13日
佐賀市久保田農村
環境改善センター

佐賀市文化連盟久保田支部 無料
佐賀市文化連盟久保田支部
68-3611

佐賀市 ① まなざしフェスティバル
「子どもへのまなざし運動」の推進を目的に開催。意見発表(小中学生）、
伝統芸能「浮立」(中学生）、公演（コンサート）、まなざし宣言。

11月23日
佐賀市久保田農村
環境改善センター

久保田町青少年育成協議会 無料
佐賀市立久保田公民館
68-3611

佐賀市 ③ 佐賀市合同文化祭
佐賀市文化協会各支部のサークル活動を発表。ステージ発表、作品展
示、お茶会等を行います。

11月27日
佐賀市久保田農村
環境改善センター

佐賀市文化連盟 無料
佐賀市文化連盟久保田支部
68-3611

佐賀市
①、
③

兵庫北土地区画発掘調査展（仮
称）

兵庫北土地区画整理事業に伴う発掘調査で出土した出土遺物の展示及
び説明会

11月16日～28日 佐賀市立図書館 佐賀市教育委員会 無料
佐賀市教育委員会社会教育部文化振興課
　０９５２－４０－７３６８

説明会は11月
19・20・23日に実
施予定

佐賀市 ③ 嘉瀬かかしまつり
嘉瀬町全体で佐賀インターナショナルバルーンフェスタに来られるお客様
へのおもてなしの心と、世代間による町の活性化を図ります。

10月24日～11月6日
嘉瀬川防災ステー
ション

嘉瀬かかし　まつり　　　　　実
行委員会

無料 kase@diary.ocn.ne.jp
佐賀市立嘉瀬公
民館     0952-
26-5208

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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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

佐賀市 ③ 私の趣味展 私の趣味展で小、中学生のポスター掲載 10月29日, 30日
佐賀市立三瀬公民
館

佐賀市立三瀬公民館 無料 0952-56-2003

佐賀市 ② 授業参観 全学級の１～４校時の間の公開授業を行う。 11月13日 教室 日新小 無料 ２４－４２６１

佐賀市 ② 人権教室 ４年生の学年で人権について学習する。 11月13日 ４年学習センター 人権擁護委員会 無料 ２４－４２６１

佐賀市 ② 少年の主張を聞く会 少年の主張大会出場者の発表を聞く 11月13日 体育館 日新小 無料 ２４－４２６１

佐賀市 ① 少年の主張大会 小中学生による意見発表会。佐賀市少年の主張大会予選を兼ねる 10月22日 赤松公民館 赤松校区青少年健全育成会 無料 0952-24-4225 赤松小

佐賀市 ②
神野芸術祭（少年の主張大会も含
む）

午前中に5・6年生の少年の主張大会，午後からは「神野芸術祭」で日頃
の学習の成果を発表したり芸術鑑賞を行ったりします。

11月5日 体育館
青少年育成協議会及び公民
館

無料 http://www2.saga-ed.jp/school/edq10105/

佐賀市 ①②
子どもの教育を考える日　第2回フ
リー参観デー

児童・保護者・地域の方々との
ふれあい人権コンサート

10月16日
佐賀市立西与賀小
体育館

学校・PTA・公民館・子どもク
ラブ会

無料
0952-23-6300
(西与賀小)

佐賀市 ③ 西与賀町ふれあい祭 西与賀町の地域の文化祭 11月13日
佐賀市立西与賀小
体育館・運動場

町実行委員会 無料

0952-23-6300
(西与賀小)
0952-23-4683
(西与賀公民館)

佐賀市 ② 嘉瀬町少年の主張大会
嘉瀬町内の各町区代表児童が主張を発表し，全校児童および保護者，
地域住民が主張発表を聞く。

10月22日 嘉瀬小学校
嘉瀬小学校・嘉瀬町青少年
健全育成協議会

無料 嘉瀬小学校，嘉瀬公民館

佐賀市 ①② 少年の主張大会 巨勢町内小中学生による主張大会 11月12日 巨勢公民館 巨勢公民館 無料 26-9218

佐賀市 ② さわやかボランティア 巨勢小全児童による町内清掃活動 11月13日 学校周辺 巨勢小学校 無料 23-6500

佐賀市 ① 土曜開放
学校の施設を開放して，パソコン教室や生け花教室などの子どもの興味・
関心がある活動を行います。

11月5日 兵庫小学校 教育振興会 無料

佐賀市 ② 安全教室（講話）
校区内の安全マップについて説明します。特に河川・クリーク等の危険性
を画像を通して考えさせます。

11月10日 兵庫小学校体育館 本校 無料

佐賀市 ②
①高木瀬デー
②落成式
③人権・同和教育講演会

①授業参観
②体育館落成式
③人権・同和教育に関する演劇会

11月14日
①学校各教室
②③体育館

①②高木瀬小学校
③高木瀬小ＰＴＡ

無料
高木瀬小学校
0952（31）3398

佐賀市 ① 少年の主張 金立校区の児童生徒の意見発表 11月5日 金立公民館 金立町青少年健全育成会 無料 0952-98-1161

佐賀市 ① いずみ祭り・走ろう歩こう会
学年による学習発表会で歌･劇などを行う。
その後、学年に応じて校区内コースを走ったり歩いたりする。

11月13日
体育館
運動場
校区内道路コース

久保泉小学校・久保泉公民
館

無料 0952-98-1171

佐賀市 ② 文化発表会
日常の学習活動の成果を生かした総合的な発表を作品展示，合唱，合
奏，演劇，スピーチ等で行います。

11月6日 体育館他 芙蓉小･中学校 無料 http://www3.saga-ed.jp/school/edq10158/

佐賀市 ① 新栄校区少年主張大会 小中学生による意見発表会。佐賀市少年の主張大会予選を兼ねる １１月上旬 新栄公民館 新栄校区青少年健全育成会 無料
２３ー４９０７
（新栄公民館）

佐賀市 ② 大豆収穫祭 4年生が育てた大豆を収穫する 11月下旬 開成小学校 開成小 無料 33-2975

佐賀市 ② 開成文化祭 学校と地域が合同で文化祭を行う 11月14日 開成小学校
開成小
公民館

無料 33-2975

佐賀市 ② 諸富町クリーン作戦 地域清掃活動 11月2日 諸富町内 諸富北小 無料 0952-47-2834

佐賀市 ③ 芸術鑑賞 劇団「風の子」による観劇「ぼくの中のぼく」を実施いたします。
11月18日（金）　3,4
校時及び5,6校時

春日小学校体育館 春日小 無料 春日小ＴＥＬ　　　　０９５２－６２－２１２８

保護者、地域の
方にも広く参加を
呼びかけます

佐賀市 ② クリーン作戦
本校の環境委員会による校区における環境美化運動。校区自治会女性
部との合同事業。

11月1日 校区内 川上小児童会環境委員会 無料 www2.saga.-ed.jp/school/edq10602

佐賀市 ② フリー参観デー
地域住民へ向けた学習成果の発表（主に表現活動）とＰＴＡ行事（バ
ザー）の融合事業。

11月12日 学校 川上小学校 無料 www2.saga.-ed.jp/school/edq10602

佐賀市 ② 図書館祭り
本校の図書委員会による読書推進活動。図書に関連したコーナーを設置
し，日替わりで読書への興味関心を高める取り組み。

11月15日, 18日 学校 川上小学校 無料 www2.saga.-ed.jp/school/edq10602

佐賀市 ②
柿むき大会
一輪車大会

地域の伝統「柿むき」と全校児童が取り組んでいる一輪車の成果発表を
行ないます。

10月31日 体育館・周辺 松梅小学校 無料  松梅小学校0952-63-0012

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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佐賀市 ② 特認校参観デー
本校は、校区外からの入学を認める特認校に指定されており、本校への
入学を検討されている方のための授業参観日です。

11月8日 富士南小 富士南小 無料  095263-0013

佐賀市 ② 富士南フェスタ
本校の子どもたちの文化の発表と、地域の方々の文化の発表の場として
行っています。

11月13日 富士南小 富士南小 無料  095263-0014

佐賀市 ② 富士小フェスティバル 　総合的な学習の発表会 11月22日 フォレスタ富士 学校 無料 http://www2.saga-ed.jp/school/fujisho/

佐賀市 ②
音楽鑑賞会
「ピアノトリオ」

音楽の授業の一環として、ピアノ三重奏の曲を児童生徒及び保護者、地
域の方にも聴いてもらい、生の音楽を楽しんでもらいます。

10月26日（水）
佐賀市立小中一貫
校音楽室

佐賀市立小中一貫校北山校
音楽科

無料
佐賀市立小中一貫校北山校
http://www2.saga-ed.jp/school/hokuzan/

佐賀市 ② 北山校文化発表会
9学年児童生徒の文化的諸活動の発表・鑑賞の場です。保護者の皆様の
みならず、地域の皆様もご来校いただき、子どもたちを見守ってくださいま
す。

11月5日(土)
佐賀市立小中一貫
校北山校体育館

佐賀市立小中一貫校北山校 無料
佐賀市立小中一貫校北山校
http://www2.saga-ed.jp/school/hokuzan/

佐賀市 ② ふれあい講演会
盲導犬協会の方を講師に迎え、福祉コミュニティについてのお話を聞きま
す。

11月2日
北山東部小へき地
集会室

北山東部小学校 無料 http://www2.saga-ed.jp/school/edq10704

佐賀市 ② フリー参観ウィーク
本校は、山村留学実施校・特認校です。本校への入学を検討されている
方・現留学生実親里親・地元保護者のための授業参観日です。

10月31日～11月4日
北山東部
小学校

北山東部小学校 無料 http://www2.saga-ed.jp/school/edq10705

佐賀市 ② 親子ふれあいノーテレビデー
毎月1日をノーテレビ・ノーゲームデーとし、家族とのふれあいや手伝い読
書をするよう呼びかける。

11月1日 各家庭 学校・PTA 無料 http://www2.saga-ed.jp/school/edq11901/

佐賀市 ② 図書館祭り
秋の読書週間に図書委員会･地域ボランティアで本の読み語り等を行い、
読書意欲を高める。

１１月上旬
佐賀市立三瀬小学
校

三瀬小学校 無料 http://www2.saga-ed.jp/school/edq11901/

佐賀市 ② フリー参観デー
学校を開放し、地域の方･保護者の方に参観してもらい、学校の理解を深
める。

11月4日
佐賀市立三瀬小学
校

学校・PTA 無料 http://www2.saga-ed.jp/school/edq11901/

佐賀市 ② 文化発表会
教科等の学習、学年や文化部の舞台発表や展示発表など、本校文化の
発表会

11月2日 本校体育館
佐賀市立
成章中学校

無料 http://www3.saga-ed.jp/school/edq10151

佐賀市 ② 文化発表会 学習活動の発表会 10月15日 城南中学校 城南中学校 無料 http://www3.saga-ed.jp/school/edq10152

佐賀市 ③ 芸術鑑賞会 観劇等の鑑賞会 11月1日 城南中学校 城南中学校 http://www3.saga-ed.jp/school/edq10152

佐賀市 ② 3年合唱コンクール クラス単位による課題曲自由曲の発表会 10月6日 昭栄中 昭栄中 無料 0952-24-4238

佐賀市 ② 文化発表会 クラス、学年単位による文化的発表会 11月2日 昭栄中 昭栄中 無料 0952-24-4238

佐賀市 ② 文化芸術鑑賞会 平和教育に関わる演劇鑑賞 10月14日 昭栄中 昭栄中 0952-24-4239

佐賀市 ② 城西中学校文化発表会 英語暗唱・弁論・劇・合唱・合奏 11月2日 城西中学校体育館 城西中学校 http://www3.saga-ed.jp/school/edq10155/

佐賀市 ② 合唱コンクール
日頃の学習の成果を披露する場としながら、合唱を通して表現する態度
を養い、芸術に対する意識を高める。

10月26日 市文化会館 佐賀市立   城北中学校 無料 http://www3.saga-ed.jp/school/edq10156/newpage1.htm

佐賀市 ② 文化発表会
発表会に向け、主体的に準備を行うなかで、生徒一人ひとりの個性を伸
ばし、学年を超え互いに認め合う支持的・文化的な風土を大切にする機
会とする。

11月9日 城北中 佐賀市立   城北中学校 無料 http://www3.saga-ed.jp/school/edq10156/newpage1.htm

佐賀市 ② ロングラン学校公開
日頃の学習の成果を披露する場としながら、本校の教育活動に対し広く
理解を求め、生徒の育成につなげる機会とする。

11月7日～9日 城北中 佐賀市立   城北中学校 無料 http://www3.saga-ed.jp/school/edq10156/newpage1.htm

佐賀市 ② 文化発表会
日常の学習活動の成果を生かした総合的な発表を作品展示，合唱，合
奏，演劇，スピーチ等で行います。

11月6日 体育館他 芙蓉小･中学校 無料 http://www3.saga-ed.jp/school/edq10158/

佐賀市 ② 新入生学校説明会
　校区内の小学6年生の保護者を中心に，地域の方々にも学校説明を行
います。

10月18日(火) 体育館 鍋島中学校 無料 http://www3.saga-ed.jp/school/edq10159

佐賀市 ② 合唱コンクール 　３年生の学級対抗の合唱コンクールです。 10月26日(水) 体育館 鍋島中学校 無料 http://www3.saga-ed.jp/school/edq10159

佐賀市 ② 文化発表会
　学年毎のｽﾃｰｼﾞ発表，各学年･教科･部活動等での製作物の展示発表，
地域の方の指導の下に野点の茶会等を実施します。

10月29日(土) 体育館 鍋島中学校 無料 http://www3.saga-ed.jp/school/edq10159

佐賀市 ② 人権講話 　講師を招聘しての講話と生徒の作文発表等を実施します。 11月7日(月) 体育館 鍋島中学校 無料 http://www3.saga-ed.jp/school/edq10159

佐賀市 ② スクールコンサート
第１部：歌のコンサート
第２部：オペラってなあに？

11月9日 松梅中学校 教育職員互助会 無料 0952-63-0812

佐賀市 ② 文化祭 生徒の劇・歌や総合的な学習の時間の発表など。 11月13日 松梅中学校 松梅中学校 無料 0952-63-0812

佐賀市 ② 文化発表会
生徒による学習成果の発表（展示発表：各教科、総合的な学習の時間で
の取り組みなどステージ発表：意見発表、英語暗唱、合唱、劇など）

11月7日 体育館 富士中学校 無料 http://www3.saga-ed.jp.lg.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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佐賀市
①、
②

村少年の主張大会 意見発表 11月4日 体育館 村青少年健全育成会議 無料 三瀬中学校

佐賀市
①、
②

村少年県道大会 剣道競技 11月26日 体育館 三瀬中学校 無料 三瀬中学校

佐賀市 ③ 童話口演 全国童話人協会による読み語り 10月24日（月）
中川副小
体育館

中川副小 無料 中川副小

佐賀市 ② 音読発表会 素読・音読・朗読・群読等の発表会 11月11日（金）
中川副小
体育館

中川副小 無料 中川副小

佐賀市 ① 教育講演会
学校栄養職員による
食育についての講演会

11月11日（金）
中川副小
体育館

中川副小 無料 中川副小

佐賀市 ② 大小フェスタ 各学年の発表（合唱・群読・「総合的な学習の時間」の発表など） 11月11日（金） 体育館 大詫間小 無料 0952（45）0147

佐賀市 ② フリー参観デー 授業参観を、1～４校時地域の方々に公開する。 11月4日 小学校 南川副小学校 ０９５２－５２－００４９

佐賀市 ② フリー参観デー 授業参観を、1～４校時地域の方々に公開する。 11月17日 小学校 小学校 ０９５２－４５－０３２１

佐賀市 ① ｼﾁﾒﾝｿｳ祭り 有明海に自生するｼﾁﾒﾝｿｳを愛でる祭り。この行事に参加する。 11月5日 東与賀干潟公園
佐賀市役所
東与賀支所

０９５２－４５－１０２１

佐賀市
②
③

文化発表会

文化発表会
午前：文化的発表
午後：全校合唱コンクール
※保護者や地域の方にも参加を呼びかけます。

11月16日
佐賀市立川副中学
校　体育館

川副中学校 無料
川副中学校
0952-45-1251

川副中学校
0952-45-1251

佐賀市 ② 東中フェスタ
中学校の文化発表会であるが,小中連携・地域連携を推進するために,東
与賀町ふれあい館で開催しています。

10月29日
東与賀町
ふれあい館

佐賀市立
東与賀中学校

無料 ｅｄｑ10451@saga-ed.jp  0952-34-7102

佐賀市 ② 文化発表会 日頃の学習の成果として、劇や合唱等を披露する。 11月2日 思斉館 思斉館中学部 無料 http://www3.saga-ed.jp/school/edq10551

佐賀市 ① 第3回まなざしフェスティバル
1年生：総合的な学習の成果（浮立披露）
2，3年生：意見発表（各学年代表1名）

11月23日
久保田農村環境改
善センター

佐賀市教育委員会 無料 0952-68-3611

佐賀市 ② 平成23年度第2回フリー参観デー
この日をフリー参観デーと位置付け、保護者や地域の方々に日頃の授業
の様子を公開する。

11月11日 思斉館 思斉館中学部 無料 http://www3.saga-ed.jp/school/edq10551

佐賀市 ③ 第１４回大学祭
本庄キャンパスの学園祭で、サークルによる写真展や美術展等が開催さ
れます。

11月5日, 6日
佐賀大学本庄ｷｬﾝ
ﾊﾟｽ

国立大学法人佐賀大学 無料 http://www.geocities.jp/sagauni_fes/

佐賀市 ① 佐賀学のススメ
佐賀の歴史文化に基づく地域特性と普遍性における「モノと資料から読
み解く佐賀学」をテーマにした公開講座です。

11月5日 佐賀大学
佐賀大学・地域学歴史文化
研究セ
ン ター

http://www.chiikigaku.saga-u.ac.jp/index.html
開催期間
10月8日～3月3
日

佐賀市 ① 古文書講座中級編
佐賀に伝わる古文書を用いてくずし字の解読を学ぶための初級編に続く
中級編の公開講座です。

11月12日 佐賀県立図書館
佐賀大学地域学歴史文化研
究センター・佐賀県立図書館

無料 http://www.pref.saga.lg.jp/kentosyo/
開催期間
10月8日～3月10
日

佐賀市 ① 役立つ実用講座 パソコンを学ぼう                                  -エクセル初心者のために－ 11月4日 佐賀女子短期大学 佐賀女子短期大学 生涯学習センター（0952）23-5145 全4回

佐賀市 ① 役立つ実用講座 パソコンを学ぼう                                  -エクセル初心者のために－ 11月11日 佐賀女子短期大学 佐賀女子短期大学 生涯学習センター（0952）23-5145 全4回

佐賀市 ① 役立つ実用講座 パソコンを学ぼう                                  -エクセル初心者のために－ 11月18日 佐賀女子短期大学 佐賀女子短期大学 生涯学習センター（0952）23-5145 全4回

佐賀市 ① 役立つ実用講座 メイクアップで気持ちをＵＰ！！ 10月22日 佐賀女子短期大学 佐賀女子短期大学 生涯学習センター（0952）23-5145

佐賀市 ① 役立つ実用講座
初めてでも簡単！　　　　　　　　　　　　　　　　特別な日のために作るネイル
チップ

11月19日 佐賀女子短期大学 佐賀女子短期大学 生涯学習センター（0952）23-5145

佐賀市 ① 芸術・教養講座 季節のはがき絵② 10月28日 佐賀女子短期大学 佐賀女子短期大学 生涯学習センター（0952）23-5145 全９回締切終了

佐賀市 ① 芸術・教養講座 季節のはがき絵② 11月11日 佐賀女子短期大学 佐賀女子短期大学 生涯学習センター（0952）23-5145 全９回締切終了

佐賀市 ① いきいき健康づくり講座 “るんるんらんらん”こども元気教室② 10月22日 佐賀女子短期大学 佐賀女子短期大学 生涯学習センター（0952）23-5145 全3回締切終了

佐賀市 ① いきいき健康づくり講座 “るんるんらんらん”こども元気教室② 11月12日 佐賀女子短期大学 佐賀女子短期大学 生涯学習センター（0952）23-5145 全3回締切終了

佐賀市 ① いきいき健康づくり講座 中高年が気をつけたい病気とその予防について 10月26日 佐賀女子短期大学 佐賀女子短期大学 生涯学習センター（0952）23-5145

佐賀市 ① ものづくり講座 身近な木の実や植物で作る楽しいクリスマスリース 11月12日 佐賀女子短期大学 佐賀女子短期大学 生涯学習センター（0952）23-5145

佐賀市 ① ものづくり講座 ステンシルによる年賀状作り 11月19日 佐賀女子短期大学 佐賀女子短期大学 生涯学習センター（0952）23-5145 締切終了

佐賀市 ① 子どもときめき塾 手作り楽器と和太鼓 11月19日 佐賀女子短期大学 佐賀女子短期大学 生涯学習センター（0952）23-5145 全９回締切終了

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

佐賀県
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

佐賀市 ④ 電気学会計測研究会 一般会員等による「計測一般」に関する研究発表会です。 11月17日, 18日
佐賀大学 理工学部
8号館 5階国際環境
科学セミナー室

社団法人 電気学会九州支部
佐賀大学理工学部電気電子工学科
木本 晃
E-mail: kimotoa@cc.saga-u.ac.jp

佐賀市 ②
（フリー参観デー）
くすのき学級

（授業参観）
教育講演会

11月1日
各教室
パソコン室

ＰＴＡ
教養委員会

無料 ２２－４４３６

唐津市 ② 公開授業 授業を一般に公開する 11月7日～11日 本校各教室 佐賀県立唐津商業高等学校 無料 本校

唐津市 ① はどみさきキッズキャンプ たくましいキッズを育成する 11月12日, 13日
佐賀県波戸岬少年
自然の家

財団法人佐賀県教育文化振
興財団

  http://www.hadosyou-saga.jp/0955-82-5507

唐津市 ② 学校開放 公開授業 （一般の参観が可能） 10月30日(日)
唐津東高等学校・
中学校

唐津東高等学校・中学校 無料 0955-77-1984

唐津市 ② 教育講演会 英語に関する講演 １１月１日(火) 唐津東高等学校 唐津東高等学校 無料 0955-77-1984

唐津市 ② 芸術鑑賞会

本校体育館にて，わらび座による公演
「パフォーマンスバンド響Ⅵ『走れメロス』」を
行います。

10月28日
13:30～14:50

佐賀県立
唐津西
高等学校

佐賀県立
唐津西
高等学校

無料
唐津西高等学校
0955-72-7184

詳細は担当者に
お問い合わせくだ
さい。

唐津市 ② 学校開放日
平日と同じ時間帯で授業を行います。
「朝の読書」から放課後の部活動まで，終日学校を開放しますので，自由
に御参観ください。

10月30日
8:20～17:00

佐賀県立
唐津西
高等学校

佐賀県立
唐津西
高等学校

無料 http://www3.saga-ed.jp/school/edq10011

唐津市 ② 南高祭（文化祭）
専門分野の研究発表、音楽・ダンス等の発表。生徒の作品展示、生産
物・製造物の販売実習。PTAバザー等。

11月19日（土）, 20日
（日）

佐賀県立唐津南高
等学校

佐賀県立
唐津南高等学校

有料の物もあり
唐津南高等学校
0955-72-4123

唐津市 ② 特別授業参観
工業高校の授業の様子を、保護者だけでなく、同窓会、地域や中学生な
どに見てもらう。

10月30日 唐津工業高校 本校 無料 唐津工業高校

唐津市 ②④
平成２３年度新エネ関連産業マン
パワー養成講座

県内の工業系高校生を対象に、太陽電池、水素・燃料電池などの新エネ
ルギーの基礎的な知識を習得できる特別講座

11月14日 唐津工業高校
佐賀県新エネルギー・産業振
興課

無料 haraguti-hisashi@pref.saga.lg.jp

唐津市 ② 公開授業 各クラスの授業を公開し、広く参観していただく 10月30日 唐津青翔高校 唐津青翔高校 無料 ０９５５－５２－２３４７

唐津市 ② 性教育講演会 大隈レディースクリニック医院長大隈先生による講演会 10月30日 唐津青翔高校 唐津青翔高校 無料 ０９５５－５２－２３４７

鳥栖市 ② 学校公開
①授業参観
②学校紹介（ビデオ、パンフレット）
③教育講演会

11月1日, 2日, 4日
中原特別支援学校
鳥栖田代分校

中原特別支援学校鳥栖田代
分校

無料 0942-81-4884

鳥栖市 ③ 芸術鑑賞会 演劇鑑賞「銀河鉄道の夜」 11月11日 鳥栖市文化会館
鳥栖工業高校
鳥栖商業高校
三養基高校

鳥栖市 ② 鳥栖商フェスティバル
本校生徒だけでなく、地域の方や保護者等を招いて舞台発表や展示等を
行う

10月21日 鳥栖市民文化会館 鳥栖商業高校 無料 ０９４２－８３－２１５３

鳥栖市 ① 図書館探検隊 図書館内を隅々まで探検し、図書館をより理解してもらいます。 10月30日 鳥栖市立図書館 鳥栖市立図書館 無料 0942-85-3630

鳥栖市 ① 文学講座 古典を読み楽しんでもらいます。 10月29日 鳥栖市立図書館 鳥栖市立図書館 無料 0942-85-3630 予定

鳥栖市 ① おはなし会
職員がえほん・てあそび・かみしばい・パネルシアターなどを読み聞かせ
て、親子で楽しんでもらいます。

10月26日,
11月2日, 9日

鳥栖市立図書館 鳥栖市立図書館 無料 0942-85-3630

鳥栖市 ①
ブックスタートおはなしひろば
「とっとのめ」

赤ちゃん向けの行事です。赤ちゃんと一緒に手遊び・わらべうたあそび・え
ほんよみ・親子あそび・簡単工作を楽しみます。

10月28日,
11月4日, 11日

鳥栖市立図書館 鳥栖市立図書館 無料 0942-85-3630

鳥栖市 ① としょかん映画会 一般・こども向けに映画会を行います。 11月5日 鳥栖市立図書館 鳥栖市立図書館 無料 0942-85-3630

鳥栖市 ③ 第５０回 鳥栖市民文化祭
多くの市民の参加により、舞台発表や作品展示が行われます。また、第２
８回鳥栖基山地区小中学校音楽祭やグループ対抗歌合戦、合同茶会な
どの催し物も行われます。

11月3日, 5日, 6日, 9
日

鳥栖市民文化会
館、鳥栖市中央公
民館、市民体育館

鳥栖市、鳥栖市教育委員会、
鳥栖市文化連盟、鳥栖市観
光協会、鳥栖市民活動セン
ター

鳥栖市民文化祭実行委員会
（鳥栖市民文化会館内 ℡0942-85-3645）

多久市 ① 多久市論語かるた大会
多久市で作成している論語かるたを使い、百人一首形式で「幼児の部・小
学生の部・中学生の部・一般の部（高校生以上）」に分かれて、論語かる
た大会を行います。

11月20日
多久市立西渓中学
校体育館

多久市教育委員会・財団法
人孔子の里・多久市児童愛
護班・多久市中央公民館

無料 多久市教育委員会生涯学習課0952-74-3241

多久市 ① 全国ふるさと漢詩コンテスト 漢詩コンテスト及び講演会を行います。 11月5日 多久市東原庠舎 財団法人孔子の里 無料 財団法人孔子の里　0952-75-5112

多久市 ③ 多久市文化まつり 文化作品展示及び芸能披露を行います。 11月19日, 20日 多久市中央公民館 多久市文化連盟 多久市教育委員会生涯学習課0952-74-3241

多久市 ③ 多久聖廟秋季釈菜、孔子祭
春と秋の年2回、孔子を敬いお供え物をする儀式及び芸能披露を行いま
す。

10月23日 多久聖廟 財団法人孔子の里 無料 財団法人孔子の里　0952-75-5112

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

佐賀県
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多久市 ③
特別展
「肥前狛犬展」

多久の神社等にある狛犬を集め展示を行います。
10月1日～
11月30日

多久市郷土資料館 多久市郷土資料館 無料 多久市郷土資料館0952-75-3002

多久市 ① 東多久町民球技大会
40歳以上を対象として、男子がスローピッチソフトボール、女子がソフトバ
レーボールを行ないます。

11月20日 東部中学校
東多久町体育協会
東多久公民館

無料
東多久公民館
0952-76-2402

多久市 ① 家庭教育学級 講話、体験、見学などを行います。 11月11日
未定（東多久公民
館集合）

東多久公民館 無料
東多久公民館
0952-76-2402

多久市 ① 多久町文化祭 文化発表会及び文化作品の展示を行います。 10月29日, 30日 多久公民館 多久公民館 無料
多久公民館
0952-75-2519

多久市 ③ 観月会
中秋の名月を町民で観賞し、郷土料理・郷土芸能を楽しみながら、親睦を
深めます。

10月12日 宝満山公園広場 西多久町を考える会 西多久公民館　　0952-75-2205

多久市 ③ ふれあいまつり
町民の生きがい・健康づくりを目的とした文化活動発表会・綱引き大会
や、町づくりを推進する為に必要な意思疎通を目的とした親睦会、青少年
健全育成を考えた子供の演劇・郷土芸能披露などを行います。

10月30日 西多久公民館広場 ふれあいまつり実行委員会 西多久公民館　　0952-75-2205

多久市 ③ 北多久町文化祭 公民館使用サークルの発表会を行います。 11月3日 北多久公民館 北多久町文化祭実行委員会 無料 北多久公民館　　0952-75-2586

多久市 ① 読書週間行事：図書館クイズ 市内児童を対象に本や物語、図書館、郷土に関するクイズを出題します。
10月26日～

11月2日
多久市立図書館 多久市立図書館 無料 多久市立図書館0952-75-2233

多久市 ② ノーテレビ・ノーゲームデー
佐賀県教育週間における佐賀県ＰＴＡ連合会一斉取り組み活動で，この
日はテレビやゲームをやめて，読書をしたり，家族で語らう時間を設けた
りして家庭や地域で，楽しいひとときを過ごします。

11月1日 市内一円
多久市教育委員会・多久市Ｐ
ＴＡ連合会

無料 多久市教育委員会学校教育課0952-75-2227

多久市 ② 学校訪問・公開 校長等との意見交換及び授業参観，学校施設等の視察を行います。 11月2日
多久市立
中部小学校

多久市教育委員会 無料 多久市教育委員会学校教育課0952-75-2227

多久市 ② 多久市就学相談 小学校・中学校の入学に関する保護者対象の就学相談会を実施します。 11月4日
多久市社会福祉会
館

多久市教育委員会 無料 多久市教育委員会学校教育課0952-75-2227

多久市 ② 第15回産技祭での鼓笛披露
北部小学校の児童が日頃練習した鼓笛の成果を披露するとともに，祭り
を盛り上げるべくパレードを行います。（予定）

11月6日
佐賀県立産業技術
学院

多久市教育委員会 無料 多久市教育委員会学校教育課0952-75-2227

多久市 ② 演劇鑑賞会
西渓中学校において，演劇公演会を開催し，中部小・西部小・西渓中学
校の児童生徒が合同で鑑賞します。

11月11日
多久市立
西渓中校区

多久市教育委員会 無料 多久市教育委員会学校教育課0952-75-2227

多久市 ② 多久市教育の日
多久市「学力向上」研究発表会を中央中学校区で開催します。当日は，
「多久市教育の日」と設定し，市内全学校で学校公開を行います。

11月13日
多久市立
中央中校区

多久市教育委員会 無料 多久市教育委員会学校教育課0952-75-2227

多久市
①②
③

多久市教育委員会表彰
多久市の社会教育・学校教育課・文化・体育等における功労者・業績を残
した方を教育委員会で表彰する。

１１月上旬 多久市役所 多久市教育委員会 無料 多久市教育委員会教育総務課0952-75-3450

伊万里市 ②
総合的な学習の時間　　　　ふるさ
と再発見（伊万里学）発表会

ふるさとについて野外調査し、研究したことを発表する。 10月20日 伊万里高校 伊万里高校

伊万里市 ① 後援会あいさつ運動 後援会によるあいさつ運動 10月24日～28日 伊万里市内 伊万里高校　後援会

伊万里市 ② エイズ予防に関する後援会
エイズ予防，性感染症について，伊万里保健福祉事務所　副島綾希子氏
による講演会。

10月18日 伊万里高校 伊万里高校 無料

伊万里市 ② 性教育講演会 産婦人科医大隈良成氏による性教育に関する講演会 10月26日 伊万里高校 伊万里高校

伊万里市 ② 芸術鑑賞会 上演作品「冒険王」　作．岡部耕大 11月22日 伊万里市民会館 伊万里高校

伊万里市 ① ハートフルフォーラム2011
差別や偏見のない明るく住みよい地域社会を造るための高校生徒と関係
団体が連携したフォーラム

12月3日 伊万里市民会館 伊万里高校　伊万里市

伊万里市 ② 公開授業 保護者、地域の方に授業を公開します。 10月25日
伊万里商業高等学
校

伊万里商業高等学校 無料 0955-23-5191

伊万里市 ③ 芸術鑑賞 音楽公演を生徒・保護者対象に実施します。 10月25日
伊万里商業高等学
校

伊万里商業高等学校 0955-23-5191

伊万里市 ② 学校開放週間 授業や部活動を自由に参観できる。
11月1日, 2日, 4日, 7

日
伊万里農林高等学
校

伊万里農林高等学校 無料 ０９５５－２３－４１３８

伊万里市 ② 農業文化祭
11月19日は生徒参加型の行事開催と各種展示を行う。
11月20日は学校生産物の販売とバザー、各種展示を行う。

11月19日, 20日
伊万里農林高等学
校

伊万里農林高等学校 ０９５５－２３－４１３８

伊万里市 ① わくわくまるごと「伊農教室」
・一般（子供可）を対象に「腰岳散策」を行うことで自然を楽しむ。
(受講者は決定済み)

11月26日
伊万里農林高等学
校の演習林

伊万里農林高等学校 ０９５５－２３－４１３８

伊万里市 ①
やってみゅ～だｉｎ大川町２０11

グラウンドゴルフ大会・ジュニア駅伝・バーベキュー大会 11月6日 大川運動広場
やってみゅ～だ実行委員会・
大川町区長会

大川公民館

☎0955-29-2001

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

佐賀県
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

伊万里市 ①③ 第50回伊万里市文化祭
１１月6日の合同芸能発表会を中心に、美術・書道・寒蘭等の展示及び日
舞・謡曲・郷土研究等の発表を単独で開催します。

10月2日～
11月20日

伊万里市民セン
ター
伊万里市生涯学習
センターほか

伊万里市文化連盟
伊万里市
生涯学習センター
℡0955－22－1262

伊万里市 ①②
平成２３年度松浦公民館まつり
（松浦小学校教育フェスティバル）

・地域ふれあい活動事業発表・地区芸能発表等
・松浦小学校教育フェスティバルとの合同開催

11月20日 松浦公民館
松浦公民館まつり実行委員
会

無料
松浦公民館
☎0955-26-2001

伊万里市 ③ 第32回大川内公民館まつり 芸能発表・文化発表等 11月20日 大川内公民館
公民館まつり実行委員会・大
川内公民館

無料
大川内公民館
　　☎0955-23-2774

伊万里市 ③
第12回　市民所蔵品展（おもちゃ・
キャラクターグッズ）

　市民所蔵品展は、伊万里市民が所蔵している美術的あるいは、学術的
に、価値のある作品を展示公開することにより、伊万里市民の文化に対
する意識の向上に寄与することを目的とするものです。現代人が、わすれ
かけている家族のぬくもりや熱い正義のこころといったものを、昭和時代
のおもちゃやキャラクターグッズをとおして、なつかしく思い出すことができ
ます。

10月23日～11月20
日

伊万里市歴史民俗
資料館

伊万里市教育委員会/伊万
里市博物館・美術館づくりを
すすめる会

無料 歴史民俗資料館　０９５５－２２－７１０７

伊万里市 ③ 鍋島展所蔵品展 伊万里市が所蔵している古陶磁を展示公開します。 11月1日～30日
伊万里・有田焼伝
統産業会館

伊万里市
無料 企業誘致・商工振興課　商工振興係　　0955-23-2184

伊万里市 ③ 黒川町ふるさとまつり 芸能発表・文化発表等 11月20日 黒川公民館
黒川町ふるさとまつり実行委
員会

無料  黒川公民館　☎0955-27-0001

伊万里市 ① 芸術・教養講座 季節のはがき絵②　日帰りスケッチ 11月18日 伊万里市大川内山 佐賀女子　　短期大学 生涯学習センター（0952）23-5145 全９回締切終了

武雄市 ②
平成２３年度佐賀県高等学校総
合文化祭
　演劇コンクール

県内の高校の演劇部の作品の発表及び審査をします。 11月5日, 6日
武雄市文化会館
小ホール

佐賀県高等学校文化連盟 無料
佐賀県高等学校文化連盟 演劇専門部事務局
佐賀東高校
0952-24-0141

武雄市 ② 芸術鑑賞会 生徒・職員による観劇（「ベニスの商人」） 11月1日 武雄市文化会館 佐賀県立武雄高等学校 ０９５４－２２－３１０３ 一般公開なし

武雄市 ② 中高一貫授業参観・授業研究会
武雄青陵中学校、武雄高校の職員による公開授業・授業参観、教科ごと
の研修会

11月4日
佐賀県立武雄高等
学校

佐賀県立武雄高等学校 ０９５４－２２－３１０３ 一般公開なし

武雄市 ③ 武雄市美術展覧会 絵画、工芸、書、デザイン、写真、彫塑、その他 10月29日～11月3日 武雄市文化会館 武雄市文化連盟 無料 0954-23-5166

武雄市
①、
③

武雄市文化祭 舞踊、吟詠、華道、演奏会ほか
10月～
11月

武雄市文化会館 武雄市文化連盟 無料 0954-23-5166

武雄市 ② 佐賀県青少年劇場 すぐれた芸術を子どもたちに直接触れてもらう 10月26日 橘小・山内西小 文化・学習課 無料 0954-23-5166

武雄市 ③ 宝石箱コンサート オペラ 10月15日 北方公民館ホール 文化庁芸術祭実行委員会 0954-23-5166

武雄市 ② 授業参観・ふれあいバザー
全学級の授業参観後、親子や地域の人たちとのふれあいの場として育友
会主催の「ふれあいバザー」（手作りコーナー、リサイクルコーナー、お楽
しみコーナー等）が行われる。

11月6日（日）
武雄市立御船が丘
小学校（教室・体育
館）

武雄市立御船が丘小・御船
が丘小育友会

無料  edq13508@saga-ed.jp

武雄市 ② 朝日小フェスタ（町民授業参観） 各学年で体験活動を計画し、地域の方や保護者とのふれあいを深める。 11月6日
朝日小学校教室・
体育館・運動場

朝日小学校 無料 http://www2.saga-ed.jp/school/edq13502

武雄市 ①② 朝日町教育講演会
町民が朝日小に集まり、授業参観や子育て等についての講演会に参加
することで、明るく健全な青少年育成を目指す。

11月6日 朝日小多目的室
朝日町まちづくり推進会・朝
日小育友会・朝日小・朝日公
民館

無料 http://www2.saga-ed.jp/school/edq13502

武雄市 ② 学習発表会 日頃学習したことを保護者や地域の方に見ていただく 11月6日
武雄市立武内小学
校

武内小学校 無料 0954-27-2011

武雄市 ②
読み語りと音楽のしらべ
(教育・文化に関する充実振興)

音楽にあわせての読み語りを親子で聴き、家庭での読書の推進を図る。 11月4日
西川登小学校　体
育館

西川登小学校 無料 0954-28-2006

武雄市 ②
実りの秋の学習発表会（日曜フ
リー参観）

・日ごろの学習の成果を発表する会です。
・各学級の授業参観等もあります。

11月6日
山内西小学校（体
育館・教室）

山内西小学校 無料 0954-45-3575

武雄市 ③ 佐賀県青少年劇場 ・プロによるヴァイオリン、チェロ、ピアノのコンサートです。 10月26日
山内西小学校（体
育館）

武雄市教育委員会 0954-45-3575

武雄市 ② 第３回北方小ふれあいまつり
３部構成で、第１部を「感謝の会」、第２部を「ふれあい活動」として、地域
の団体や地域の方とふれあえるような活動を行います。第３部では人権・
同和的な演題または性教育に関する「教育講演会」を行います。

11月21日 北方小学校 北方小学校 無料  0954-36-2006

武雄市 ② 文化発表会、合唱コンクール 劇や展示発表、合唱コンクールをします。 １１月上旬 武雄北中学校 武雄北中学校 無料 0954-27-2004

武雄市 ② 文化祭
文化祭テーマに合わせた学年劇や展示発表をします。また、合唱コン
クール・吹奏楽演奏などもあります。

11月5日 川登中学校体育館 川登中学校 無料 0954-28-2001

武雄市 ② 山内中学校文化学習発表会 劇、合唱、吹奏楽、作品展示等 10月30日 山内中学校 山内中学校 無料 http://www.ktknet.ne.jp/~yamachu/

武雄市 ② 夢プロジェクト講演会① 先輩に学ぶ、セバストポール市在住水谷氏講演会 11月4日 山内中学校 山内中学校 無料 http://www.ktknet.ne.jp/~yamachu/

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
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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

武雄市 ② 夢プロジェクト講演会② 職業人に学ぶ。職業講話 11月14日 山内中学校 山内中学校 無料 http://www.ktknet.ne.jp/~yamachu/

武雄市 ② 文化活動発表会 ・合唱コンクールや演劇、生徒作品の展示など 10月30日 北方中学校 北方中学校 無料 hokujh@cableone.ne.jp

武雄市 ② 学校開放授業参観 授業参観、体験活動、集会、教育講演会 11月4日 橘小学校 橘小学校 無料 takeo_tachibana_el@ceres.saga-ed.jp

鹿島市 ② 古典文化鑑賞 地元在住の能楽師による能・謡の紹介 10月24日 鹿島高校 鹿島高校 無料 0954-62-4136

鹿島市 ② 文化講演会 神戸大学大学院西岡教授（本校卒）の講演 10月31日 鹿島高校 鹿島高校 無料 0954-62-4136

鹿島市 ② クラス読書会 本校１・２年生によるクラスごとの読書会 11月7日 鹿島高校 鹿島高校 無料 0954-62-4136

鹿島市 ② 鹿島・藤津地区合同読書会 鹿島・藤津地区の高校図書委員による読書会 11月14日 鹿島高校
鹿島・藤津地区高校図書部
会

無料 0954-62-4136

鹿島市 ② エイズ講演会 本校１年生を対象としたエイズ予防のための講演会 11月14日 鹿島高校 鹿島高校 無料 0954-62-4136

鹿島市 ② 牡丹餅会 今年で99回目を迎える鹿島藩主由来の３年生激励会 11月18日 鹿島高校 鹿島・鹿島実業高校 無料 0954-62-4136

鹿島市 ③ 第４３回鹿島市文化祭
鹿島市内の個人及び団体の文化芸術の発表・展示を行い、文化芸術の
振興を図る

11月3日～6日
鹿島市民会館、鹿
島市生涯学習セン
ター

鹿島市教育委員会、鹿島市
文化連盟

無料 shougai09@city.saga-kashima.lg.jp

小城市 ② 文化祭
家庭科の専門高校として、平素の学習や部活動の成果を中心に各種の
催し物や展示を実施しています

11月6日, 7日 牛津高等学校 牛津高等学校 http://www3.saga-ed.jp/school/edq10009/index.html

小城市 ② オンリ－ワン発表会
 平成８年度より実施しているオンリ－ワン活動の中心的な行事であり、
１、２年生がこれまで自らの進路に関係あることにつ いて研究してきたこ
との発表会である。

１１月８日(火)
小城高校
体育館

小城高校 無料  ℡０９５２－７３－２２９５

小城市 ② 授業公開 本校の授業を地域、保護者に公開。
11月14日(月)～18日

(金)
小城高校 小城高校

無料  ℡０９５２－７３－２２９５

小城市 ③ 講演会 講演会「江原益蔵日記」を行います。 10月22日
小城市歴史資料館
集合

小城市
小城市文化課電話
       0952-73-8809

小城市 ③ 講演会 講演会「宮崎元立について」を行います。 10月29日
小城市歴史資料館
集合

小城市
小城市文化課電話
       0952-73-8809

小城市 ③ 史跡探訪会 小城郷土史研究会の案内で医学関連の史跡を訪ねます。 11月5日
小城市歴史資料館
集合

小城市
小城市文化課電話
       0952-73-8809

先着35人要予約

小城市 ③ 古文書講座 地域に残された古文書について解説を含めた学習会を行います。 11月12日
小城市歴史資料館
集合

小城市
小城市文化課電話
       0952-73-8809

小城市 ③ 小城のお宝展 市内協力店にてお宝展（古美術、写真、アート作品展など）開催します。 11月12日～23日
市内お宝展各会
場、道の駅

小城市 無料
小城市文化課電話
       0952-73-8809

小城市 ③ 土生遺跡公園まつり 勾玉つくり、土笛つくり火おこし体験などを行います。 11月12日
国史跡土生遺跡公
園（雨天小城公民
館）

小城市
小城市文化課電話
       0952-73-8809

要予約

小城市 ③ お宝展・まちの駅スタンプラリー
お宝展会場５ヶ所以上でスタンプを集めて桜城館に提出、後日賞品を進
呈します。

11月12日～23日
市内お宝展各会
場、道の駅

小城市 無料
小城市文化課電話
       0952-73-8809

小城市 ③ 講演会 講演会「小城藩士の顔を復元する」を行います。 11月19日 小城市歴史資料館 小城市
小城市文化課電話
       0952-73-8809

小城市 ③ 史跡探訪会 「中世肥前千葉氏の足跡」市内の千葉氏の足跡を訪ねます。 11月19日 小城市内 小城市 無料
小城市文化課電話
       0952-73-8809

先着30人要予約

小城市 ③ シンポジウム
講演会2件とと郷土芸能披露、パネラーを交えてシンポジウムを行いま
す。

11月19日 小城市内 小城市 無料
小城市文化課電話
       0952-73-8809

　

小城市 ③ 独演会 講談師の独演会を行います。 11月20日 牛津赤れんが館 小城市・牛津赤れんが会
小城市文化課電話
       0952-73-8809

先着150人要チ
ケット

嬉野市 ② 芸術鑑賞
劇団ショーマンシップによる
「ノートルダム物語」

11月4日 嬉野高等学校 嬉野高校 0954-43-0107

嬉野市 ② 出前授業
中学校に出向き、専門科目を
中心に中学生に授業を行う。

11月中旬
嬉野市内の
中学校

嬉野高校 無料 0954-43-0107

神埼市
①、
②

神埼市「教育の日」制定記念式典
及び講演会

神埼市「教育の日」制定に伴い、記念式典を実施する。その後、記念講演
会を元東京地検特捜部検事堀田力氏による「日本の教育のあるべき姿
(仮称)と題しての講演会を行なう。

11月1日
神埼市千代田文化
会館

神埼市教育委員会 無料 syakai-kyouiku@city.kanzaki.lg.jp

神埼市 ③ 千代田町文化祭
10月28日～10月30日は作品展示部門を行ない、10月30日にステージ部
門を開催する。

10月28日～30日
神埼市千代田文化
会館、
保健センター

神埼市文化協会千代田支部 無料 syakai-kyouiku@city.kanzaki.lg.jp

神埼市 ③ 神埼町文化祭
11月3日～11月6日は作品展示部門を行い、11月6日にステージ部門を開
催する。

11月3日～6日 神埼市中央公民館 神埼市文化協会神埼支部 無料 ka-kyouiku@city.kanzaki.lg.jp

神埼市 ③ 脊振森林の里文化フェスティバル 作品展示部門及びステージ部門を開催する。 11月6日
神埼市教育委員会
脊振分室

神埼市文化協会脊振支部 無料 se-kyouiku@city.kanzaki.lg.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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基山町 ③ 基山町文化祭 作品展示・舞踊ダンス詩吟等の発表 11月1日～3日 基山町町民会館 基山町文化協会 無料 syogai-2@town.kiyama.lg.jp

みやき町 ② 授業参観 保護者及び地域に向け自由に授業等に参観してもらうための施設開放 11月4日 各教室
教務部（０９４２－９４－２３４
５）

三養基高等学校

みやき町 ①
北茂安校区小・中学校交流主張
会

小・中学生が学校・家庭・郷土及び友人との係わり合いの中で、日ごろ考
えていることや感じていることを発表します。

11月2日 北茂安小学校講堂
みやき町青少年育成町民会
議

無料
社会教育課
　　　0942-89-3163

みやき町 ① 三根校区小・中学校交流主張会
小・中学生が学校・家庭・郷土及び友人との係わり合いの中で、日ごろ考
えていることや感じていることを発表します。

11月10日 三根中学校体育館
みやき町青少年育成町民会
議

無料
社会教育課
　　　0942-89-3163

みやき町 ① 中原校区小・中学校交流主張会
小・中学生が学校・家庭・郷土及び友人との係わり合いの中で、日ごろ考
えていることや感じていることを発表します。

11月17日 中原体育館
みやき町青少年育成町民会
議

無料
社会教育課
　　　0942-89-3163

有田町 ③
特別展
「海を渡った古伊万里　－セラミッ
クロード」

17世紀後半から船に積み込まれ、世界各国に大量に輸出された古伊万
里を168点を展示

10月1日～12月4日
佐賀県立九州陶磁
文化館

佐賀県 無料 http://www.pref.saga.lg.jp/web/at-contents/kanko_bunka/k_shisetsu/kyuto

有田町 ③
特別展
「海を渡った古伊万里　－セラミッ
クロード」記念講演会

佐賀県立九州陶磁文化館　大橋康二特別学芸員による記念講演 10月22日
佐賀県立九州陶磁
文化館

佐賀県 無料 http://www.pref.saga.lg.jp/web/at-contents/kanko_bunka/k_shisetsu/kyuto

有田町 ③
特別展
「海を渡った古伊万里　－セラミック
ロード」展示解説

佐賀県立九州陶磁文化館学芸員による展示解説 10月8日, 11月5日
佐賀県立九州陶磁
文化館

佐賀県 無料 http://www.pref.saga.lg.jp/web/at-contents/kanko_bunka/k_shisetsu/kyuto

有田町 ② 文化祭（定時制）
１日目はガーデンパーティーと称する夕食会を行い、クラス等からの出し
物などを楽しみます。２日目はデザインやセラミックからの展示物の見学
のほか物品バザーや食品バザーなどを楽しみます。

11月19日, 20日
有田工業高校（中
庭）

有田工業高校(定時制) 無料 akiko@saga-ed.jp

有田町 ② 芸術鑑賞 日本・中国共同制作　大型人形劇「三国志」総集編 11月9日 有田工業高校 有田工業高校 無料 http://www4.saga-ed.jp/ariko/

学校行事であり
在校生徒及び希
望した保護者を
対象としている。

有田町 ① 佐賀大学有田教室
佐賀の歴史・文化・環境を学び、佐賀人の功績を振り返りながら、今後の
有田の町づくりを考える公開講座です。

11月10日
有田町生涯学習セ
ンター

佐賀大学文化教育学部・地
域学歴史文化研究センター・
有田町教育委員会

http://www.town.arita.lg.jp/index2.php?q=246&p=12242&cm=08&cy=2011

開催期間
9月15日～11月
24日

大町町 ② 芸術鑑賞会 演劇（ハムレット） 11月15日 県立杵島商業高校 県立杵島商業高校 無料 0952-82-3241

大町町 ②
平成23年度聖陵祭
文化祭

ステージ発表，クラス制作物展示，
バザー(模擬店），文化部展示

11月16日 県立杵島商業高校 県立杵島商業高校 無料 0952-82-3241

大町町 ② 人権･同和教育講演会 人権･同和教育に関する講演 11月21日 県立杵島商業高校 県立杵島商業高校 無料 0952-82-3241

大町町 ② 小学部参観日 大町町立小中一貫校小学部の参観日です。 10月16日
大町ひじり学園小
学部

大町町立小中一貫校 無料
教育委員会事務局
　０９５２－８２－３１７７

保護者対象

大町町 ② 中学部文化祭 小中一貫校中学部の文化祭です。 10月23日
大町ひじり学園中
学部

大町町立小中一貫校 無料
教育委員会事務局
　０９５２－８２－３１７７

大町町 ③ ふるさと文化まつり 町文化連盟を中心に、作品の展示と芸能の舞台発表を行います。 11月1日～3日 大町町公民館 大町町文化連盟 無料
教育委員会事務局
　０９５２－８２－３１７７

大町町 ② オープンスクール
大町町立小中一貫校中学部のオープンスクールを教育・文化週間に合わ
せて行うものです。

11月6日
大町ひじり学園中
学部

大町町立小中一貫校 無料
教育委員会事務局
　０９５２－８２－３１７７

保護者対象

江北町 ② 江北小学校日曜参観
授業参観（人権教育授業等）、　　　　　　　　　　ＰＴＡ共催による教育講演
会

10月16日 江北小学校 江北小学校 無料 edq45127@saga-ed.jp

江北町 ② 江北小学校芸術鑑賞会 ミュージカル鑑賞 11月24日 江北小学校 江北小学校 edq45127@saga-ed.jp

江北町 ② 江北中学校文化祭 劇、コーラスなどの発表 10月30日 江北中学校 江北中学校 無料  edq47458@saga-ed.jp

江北町 ③ 町文化協会２０周年記念発表会
２０周年記念公演　、文化功労者表彰式、　　　　　　　　　　　　　　　　文化
祭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（作品展示、舞台発表、体験コー
ナー）

11月3日～6日
ふれあい　　交流セ
ンター　　ネイブル

江北町文化協会 無料 naomi-kuwamata@town．Kouhoku.saga.jp

白石町 ② 佐農祭
佐賀農業高校の文化祭。生徒が授業で作成した作品の展示。また、生徒
が栽培、加工した農産物を販売します。

11月19日,20日 佐賀農業高校 佐賀農業高校 無料 http://www3.saga-ed.jp/school/edq10025/

白石町 ③ 有明文化まつり
白石町有明地域で開催される有明文化協会主催の文化祭です。舞踊等
の芸能発表会、会員による作品の展示などが催されます。

11月5日～6日
白石町有明スカイ
パークふれあい郷
自有館

白石町有明文化協会 無料 (有明公民館内)有明文化協会事務局　0954-65-3135

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


