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全域
①③
④

あいちサイエンスフェスティバル
2011

原則土曜開催の講演会「先端科学技術と社会」を中心に，ウェブサイト上
で登録する各種主体のサイエンスイベントを実施します。

10月1日～11月6日 愛知県全域 国立大学法人名古屋大学 http://aichi-science.jp/

美浜町 ③ 美浜町文化祭
日頃創作している作品、学んでいる芸能を発表します。町民公開講座も
開催します。

10月29日,30日
美浜町総合公園体
育館

美浜町・美浜町教育委員会 無料
美浜町教育委員会生涯学習課
電話（0569）
82-6464

名古屋市 ③ 生誕100年　ジャクソン･ポロック展
ジャクソン･ポロック（1912－1956年）の日本初回顧展を、画家の生誕100
年を記念して開催します。

11月11日～平成24
年1月22日

愛知県美術館 ポロック展実行委員会 http://pollock100.com/

名古屋市 ③ 企画展示「濃尾地震120年」
120年前にこの地方を襲った大地震「濃尾地震」に関する資料を集めて展
示します。

8月12日～11月9日 愛知県図書館 愛知県図書館 無料 http://www.aichi-pref-library.jp

名古屋市 ③ ミニ展示「教科書にのった名作」
高校の国語教科書に掲載された文学作品などを集めて展示、貸出しま
す。

9月9日～11月9日 愛知県図書館 愛知県図書館 無料 http://www.aichi-pref-library.jp

名古屋市 ③ ミニ展示「ビジネス小説をよむ」 ビジネスや経済をテーマとした小説を集め展示、貸出します。 9月9日～11月9日 愛知県図書館 愛知県図書館 無料 http://www.aichi-pref-library.jp

名古屋市 ③ みんなが選んだおすすめの本
読書週間を記念して、児童室利用者が選んだおすすめ本の紹介文を掲
示します。

10月14日～11月9日 愛知県図書館 愛知県図書館 無料 http://www.aichi-pref-library.jp

名古屋市 ② あいちさんフェスタ2012
小・中学生の保護者を始めとする県民を対象とした産業教育の祭典を実
施

11月5日 アスナル金山 愛知県教育委員会 無料
高等学校教育課
職業指導Ｇ
　052-954-6788

名古屋市 ②
練習船「鳥羽丸」による名古屋港
PR活動及び一般公開

　航海訓練所の練習船寄航時に合わせ本校練習船鳥羽丸が名古屋港に
着岸し船内見学と学校案内の配付をしている。

11月5日（土）, 6日
（日）

名古屋港 名古屋港管理組合 無料
学生課入試・支援係
0599-25-8404

名古屋市 ①
公開講座
「プログラミング体験～ロボットを
動かすプログラムを作ろう～」

コンピュータの入った機器を思い通りに制御するために必要なプログラミ
ングの考え方を学び，ロボットを動かすプログラムを作ります。

11月12日 名古屋工業大学 名古屋工業大学 無料 http://www.nitech.ac.jp/course/index.html

名古屋市 ①

公開講座「コンピュータサイエン
ス・アドベンチャー
-理論計算機科学はこんなに面白
い！」

アルゴリズム，計算論，情報理論，暗号，人工知能，計算幾何学など理論
計算機科学における主要な内容を，現実世界における実例を通して直感
的にわかりやすく解説します。

11月19日 名古屋工業大学 名古屋工業大学 無料 http://www.nitech.ac.jp/course/index.html

名古屋市 ④
シンポジウム
「東海３県の国立大学が社会に向
けて提言する巨大地震対策」

東海３県の国立大学が連携し、来たる東海地震・東南海地震に立ち向か
うための知恵とワザを解説します。

11月20日 名古屋国際会議場
国立大学法人名古屋工業大
学

無料  名古屋工業大学企画広報チーム（052-735-5003）

名古屋市 ①
週末ワークショップ
「プラネタリウムをつくろう」

次代を担う子供たちが「モノづくり」に興味を持ち，豊かな創造性を育む
きっかけとなる各種プログラムの１つです．

11月12日
トヨタテクノミュージ
アム
産業技術記念館

トヨタテクノミュージアム
産業技術記念館
【協力】
名古屋工業大学技術グルー
プ

http://www.tcmit.org/workshop/

平成２１年４月か
ら毎週開催されて
いる行事です．平
成２２年も４月か
ら開催され，その
中の１つを示して
います．

名古屋市
①③
④

市民向け講演会「先端科学技術と
社会」

講演タイトル「役立ちそうにない科学が実は役に立つ」
講師：益川敏英（名古屋大学素粒子宇宙起源研究機構長・特別教授）

10月22日
電気文化会館イベ
ントホール

国立大学法人名古屋大学 無料 http://aichi-science.jp/

名古屋市
①③
④

市民向け講演会「先端科学技術と
社会」サテライト中継会場

講演（益川敏英「役立ちそうにない科学が実は役に立つ」）を受信して視
聴後，サテライト講師による質疑応答を実施します。

10月22日
電気文化会館イベ
ントホール

蒲郡市生命の海科学館 / 国
立大学法人名古屋大学

http://aichi-science.jp/

名古屋市
①③
④

市民向け講演会「先端科学技術と
社会」

講演タイトル「カーボンナノチューブ発見の背景」
講師：飯島澄男（名城大学大学院理工学研究科教授） 10月29日

電気文化会館イベ
ントホール

国立大学法人名古屋大学 無料 http://aichi-science.jp/

名古屋市
①③
④

市民向け講演会「先端科学技術と
社会」

講演タイトル「想像するちから：チンパンジーが教えてくれた人間の心」
講師：松沢哲郎（京都大学霊長類研究教授・所長） 11月5日

電気文化会館イベ
ントホール

国立大学法人名古屋大学 無料 http://aichi-science.jp/

名古屋市
①③
④

日本科学技術ジャーナリスト会議
（JASTJ）シンポジウム

タイトル「原発報道を振り返る」
11月6日

名古屋大学 ES総
合館 ESホール

国立大学法人名古屋大学 無料 http://aichi-science.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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名古屋市
①，
③

名古屋大学附属図書館2011年秋
季特別展「そろばんと和算書－日
本の計算文化にふれる－」

江戸時代後期から幕末にかけて、庶民が計算に熱中したようすをそろば
んや和算書、算額をとおして紹介します。

10月14日～11月4日
名古屋大学中央図
書館展示室

国立大学法人名古屋大学附
属図書館

無料 http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/event/index.html

対象は一般。
小・中・高校生の
ための特別な
コーナーもあり。

名古屋市
①，
③

講演会「そろばんと和算書－日本
の計算文化にふれる－」

上記展示会の一環として講演会を開催します。 10月29日
名古屋大学中央図
書館多目的室

国立大学法人名古屋大学附
属図書館

無料 http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/event/index.html

名古屋市 ① 平成23年度心を磨く正眼セミナー
正眼僧堂師家・正眼短期大学学長　山川宗玄老師による講話、白隠禅師
の「遠羅天釜」と、坐禅を行います。講話後に座談会を開催致します。

11月17日
APAホテル名古屋
錦

財団法人正眼短期大学・正
眼短期大学

jimkyoku@shogen.ac.jp

名古屋市 ① 国際サロン 国際理解を深め、交友関係を築きます。 11月5日
法人本部（学習セン
ター４階）

桜花学園大学 http://www.ohkagakuen-u.ac.jp

名古屋市 ① 栄連句サロン 座の仲間と楽しみながら連句を勉強します。 11月8日
法人本部（学習セン
ター４階）

桜花学園大学 http://www.ohkagakuen-u.ac.jp

名古屋市 ③ 歩こう！文化のみち

名古屋市の歴史的建造物が多く残る東区の「文化のみち」をより多くの人
に知ってもらおうと企画したイベント。金城学院高校は文化財である榮光
館を一般公開するとともに、名古屋城で行われるコンサート、演武等に参
加する。

11月3日
名古屋城から徳川
園にいたるエリア

名古屋市東区 無料 名古屋市東区まちづくり推進室

名古屋市 ③
中京大学C・スクエア第104回企画
展

深井総一郎展〈彫刻〉 11月7日～12月3日
中京大学名古屋
キャンパス　アート
ギャラリー　C・スク

中京大学 無料 http://www.chukyo-u.ac.jp/extension/gallery/index.html

名古屋市 ① 中京大学公開講座
公開講座「経済・経営シリーズ」
滝茂夫氏〔中部経済同友会代表幹事・タキヒヨー株式会社取締役会長〕
講演「日本の小売業の明日」（予定）

10月12日
中京大学名古屋
キャンパス

中京大学 無料 http://www.chukyo-u.ac.jp/event/index.html

名古屋市 ① 中京大学公開講座
公開講座「健康・余暇･スポーツシリーズ」
室伏重信氏〔中京大学名誉教授・ハンマー投げ元日本記録保持者〕講演
「競技スポーツと人間の可能性」（予定）

10月29日
中京大学名古屋
キャンパス

中京大学 無料 http://www.chukyo-u.ac.jp/event/index.html

名古屋市 ④ 中京大学公開講座

公開講座「ソフトサイエンスシリーズ」
吉川弘之氏〔科学技術振興機構研究開発戦略センター長・産業技術総合
研究所前理事長・東京大学元総長〕講演「モノづくりの思想 － シンセシオ
ロジー －」（予定）

11月25日
名古屋市科学館サ
イエンスホール

中京大学 無料 http://www.chukyo-u.ac.jp/event/index.html

名古屋市 ①

薬学部公開講座「くすりと健康：日
本は医療にどれだけお金を使って
いるのだろうか　―医療費はへら
さなくてはいけないの？―」

医療費について解説しながら、医療費からみたわが国の医療制度につい
て解説します。

10月22日
八事キャンパス 6号
館4階情報メディア
教室

名城大学 無料 http://www.meijo-u.ac.jp/koza/kokai/index.html

名古屋市 ①

薬学部公開講座「くすりと健康：薬
用植物・生薬を知ろう！　―病は
気から、気にきく薬、気になる
薬？」

「気」の循環にかかわる生薬をとりあげて解説し、生薬の味やにおいを体
感して頂きます。

10月22日
八事キャンパス 7号
館3階生物系共同
実習室

名城大学 無料 http://www.meijo-u.ac.jp/koza/kokai/index.html

名古屋市 ①
法学部公開講座「『裁判員法』施
行2年半の動向と展望」

集積されたデータや事例を踏まえ、裁判員制度のもつ問題点、今後の展
望等を、刑事法の知識も取り上げながら検討します。

10月29日
天白キャンパス 共
通講義棟（南）202
講義室

名城大学 無料 http://www.meijo-u.ac.jp/koza/kokai/index.html

名古屋市 ①
人間学部公開講座「宇宙ヨットで
挑む宇宙探査」

太陽光を受けて航行し、薄膜太陽電池で発電できることを世界で初めて
実証した宇宙ヨット「イカロス」の成果と計画を紹介します。

11月12日
天白キャンパス 共
通講義棟（南）101
講義室

名城大学 無料 http://www.meijo-u.ac.jp/koza/kokai/index.html

名古屋市 ①
附属図書館公開講座「書字文化：
電子書籍の現在と未来」

現在の電子書籍のバリエーションと今後の展開を来場者に紹介し、電子
書籍を取り巻く課題について共有します。

11月17日
天白キャンパス 共
通講義棟北N102講
義室

名城大学 無料 http://www.meijo-u.ac.jp/koza/kokai/index.html

名古屋市 ①③ 戦争と平和展

唯一の被爆国である日本の立場を問い直すことをテーマに広島長崎にお
いて寺院や僧侶がどのような活動をしてきたか、原爆が戦後の日本にど
のような影響を与えてきたかなどについて、東別院の持つ豊富な資料を
中心とした展示を行う

11月3日～6日 同朋大学
同朋大学　　　　　　エクステン
ション

無料 http://www.doho.ac.jp
詳細は未定8/26
現在

名古屋市 ①③ 映画上映会 「戦争と平和展」に関連する映画の上映 11月3日 同朋大学
同朋大学　　　　　　エクステン
ション

無料 http://www.doho.ac.jp
詳細は未定8/26
現在

名古屋市 ①③ 戦争を語る シンポジウム 11月3日 同朋大学
同朋大学　　　　　　エクステン
ション

無料 http://www.doho.ac.jp
詳細は未定8/26
現在

名古屋市 ①③ 同朋フォーラム 「震災後の名古屋経済と福祉」について講演 11月5日 同朋大学 同朋大学文学部 無料 http://www.doho.ac.jp

名古屋市 ①③
第28回同朋大学同窓会　文化講
演会

「ウクライナの歌姫ナターシャ・グシー           東日本大震災チャリテイー
コンサート　           　水晶の歌声とパンドゥーラの可憐な響き」

11月5日 同朋大学 同朋大学同窓会 無料 http://www.doho.ac.jp

名古屋市 ③ ナゴヤまちかどアンサンブル
大学等と行政が連携し、市民が生演奏に気軽に触れる事が出来るように
市内の様々な場所でアンサンブルを披露しています。

10月21日 中日ビル1Fロビー

ナゴヤまちかどアンサンブル
実行委員会、愛知県公立大
学法人愛知県芸術大学、名
古屋音楽大学、名古屋芸術
大学、名古屋市、公益財団法
人名古屋文化振興事業団

無料

http://machikado-ensemble.com

名古屋音楽大学演奏部
052-411-1593

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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名古屋市 ③ NHKビルお昼のコンサート
クラシック、ジャズ、ポップス等お昼にゆったり音楽を聴いてもらう機会を
もっています。

10月21日
NHK名古屋放送セ
ンタービル

株式会社NHKプラネット中部
支社、名古屋音楽大学

無料
名古屋音楽大学演奏部
052-411-1593

名古屋市 ③ ナゴヤまちかどアンサンブル
大学等と行政が連携し、市民が生演奏に気軽に触れる事が出来るように
市内の様々な場所でアンサンブルを披露しています。

11月3日
ラシック7Fレストラン
街

ナゴヤまちかどアンサンブル
実行委員会、愛知県公立大
学法人愛知県芸術大学、名
古屋音楽大学、名古屋芸術
大学、名古屋市、公益財団法
人名古屋文化振興事業団

無料

http://machikado-ensemble.com

名古屋音楽大学演奏部
052-411-1593

名古屋市 ③ NHKビルお昼のコンサート
クラシック、ジャズ、ポップス等お昼にゆったり音楽を聴いてもらう機会を
もっています。

11月4日
NHK名古屋放送セ
ンタービル

株式会社NHKプラネット中部
支社、名古屋音楽大学

無料
名古屋音楽大学演奏部
052-411-1593

名古屋市 ③
第29回シンフォニックウィンズ定期
演奏会

名古屋音楽大学の管打楽専攻生による吹奏楽の定期演奏会です。 11月8日
愛知県芸術劇場コ
ンサートホール

名古屋音楽大学 無料

http://www.meion.ac.jp/concerts/2011/1108-2377.html

名古屋音楽大学演奏部
052-411-1593

名古屋市 ③ NHKビルお昼のコンサート
クラシック、ジャズ、ポップス等お昼にゆったり音楽を聴いてもらう機会を
もっています。

11月18日
NHK名古屋放送セ
ンタービル

株式会社NHKプラネット中部
支社、名古屋音楽大学

無料
名古屋音楽大学演奏部
052-411-1593

名古屋市 ③ ナゴヤまちかどアンサンブル
大学等と行政が連携し、市民が生演奏に気軽に触れる事が出来るように
市内の様々な場所でアンサンブルを披露しています。

11月19日
JRセントラルタワー
ズ12Fレストラン街

ナゴヤまちかどアンサンブル
実行委員会、愛知県公立大
学法人愛知県芸術大学、名
古屋音楽大学、名古屋芸術
大学、名古屋市、公益財団法
人名古屋文化振興事業団

無料

http://machikado-ensemble.com

名古屋音楽大学演奏部
052-411-1593

名古屋市 ③
第12回コンテンポラリー・ミュー
ジック・コンサート

オーディションにより選抜された学生によるオリジナル曲を含む電子オル
ガンソロ・アンサンブルの演奏会です。

11月21日 アートピアホール 名古屋音楽大学 無料   http://www.meion.ac.jp/concerts/2011/1121-2378.html名古屋音楽大学演奏部

名古屋市 ① サテライトカレッジ
生活、コミュニケーション、健康、実技、旅行、文学、音楽、美術、人生設
計など全45コースを行ないます。

10月3日～12月16
日、各コース3～15

回

中部大学名古屋
（鶴舞）キャンパス
など

中部大学 http://www.chubu.ac.jp/extension/openlecture/index.html

名古屋市 ②④
全日本学生室内飛行ロボットコン
テスト

日本航空宇宙学会は、飛行ロボットの研究開発促進と、学生の設計・製
作・試験技術の教育支援を目指し、大学等での航空工学教育の推進の
ために，室内で遠隔操縦可能な航空機を設計，製作し，飛行を競う学生
のための全日本学生室内飛行ロボットコンテストを開催しまします。

10月21日～22日
ポートメッセ名古屋
第3展示場

社団法人日本航空宇宙学会  http://www.indoorflight.t.u-tokyo.ac.jp/

コンテストに参加
する場合は、日本
航空宇宙学会の
学生会員である
必要があります。
しかし、コンテスト
への見学参加は
無料で自由です。

名古屋市 ③ あかりの日　           街頭ＰＲ

各電力会社及び主催団体会員会社のご協力を得て、全国8地区・10箇所
で「住まいの照明省エネBOOK」「適時適照」「電球形蛍光ランプ」、そして
一般ユーザーから情報を集めるための「アンケートはがき」をPR封筒に入
れて街頭無料配布(11,000セット)を行います。

10月21日 ＨＰ参照

照明関連 四団体
社団法人日本電球工業会
社団法人日本電気協会
社団法人日本照明器具工業
会　　　　　　　　　　　　社団法
人照明学会

無料 http://www.akarinohi.jp/

名古屋市 ④
電気学会東海支部 学術講演会
「超電導リニアによる中央新幹線
の技術開発」

超電導リニアによる中央新幹線は、国土交通大臣により本年5月に営業
主体および建設主体が指名されるとともに整備計画が決定されました。
今後、平成39年の首都圏～中京圏の開業に向け本格的に動き出す中央
新幹線について、これまでの経緯や今後の予定および技術開発などに関
してご講演いただきます。

10月19日
中部電力㈱　東桜
会館　第2会議室

社団法人 電気学会東海支部 無料

中部科学技術センター内
電気学会東海支部事務局「学術講演会」係
E-mail：ieej-tok@gc4.so-net.ne.jp

名古屋市 ④

電気学会東海支部 学術講演会
「東京スカイツリー～日本を元気に
する世界一のタワーを目指して
～」

渡邊　薫 氏(株式会社日建設計　設備設計部門　設備PM部長)による講
演が行われます。 10月21日

名古屋工業大学 23
号館2311教室

社団法人 電気学会東海支部 無料
名古屋工業大学大学院工学研究科　おもひ領域
小坂　卓
e-mail：kosaka＠nitech.ac.jp

名古屋市 ④
電気学会東海支部学術講演会
「電気工学と電機産業について～
社会的貢献と将来展望～」

電機産業は、電気工学とその関連分野をコアテクノロジーとしています。
講演では電機産業を俯瞰的に理解していただくことを目的としており、電
機産業が基幹産業の一つとして日本経済を支えてきたこと、また将来的
にもどのような貢献が求められているかを紹介していただきます。

11月2日

名古屋大学 ベン
チャービジネスラボ
ラトリー3階 ベン
チャーホール

社団法人 電気学会東海支部 無料

名古屋大学　エコトピア科学研究所
エネルギーシステム寄附研究部門
小島 寛樹
E-mail：h-kojima@esi.nagoya-u.ac.jp

名古屋市 ②③ 教育祭小中学校連合音楽会
市立小中学校連合音楽会。市内２８校による合唱・器楽合奏・吹奏楽等
の発表を行います。

11月9日
中京大学文化市民
会館

名古屋市教育祭実行委員会 無料 名古屋市教育委員会指導室052-972-3235

名古屋市 ②③ 姉妹友好都市児童生徒書画展
名古屋市立小中学校及び姉妹友好都市等の児童生徒の絵画・書写作品
の展示を行います。

11月23日～27日 名古屋市博物館
名古屋市教育委員会・名古
屋市造形研究会・名古屋市
姉妹友好都市協会

無料 名古屋市教育委員会052-972-3232

名古屋市 ②③ 教育祭高等学校音楽会
名古屋市立高校生による合唱や邦楽・軽音楽・ジャズ・吹奏楽・管弦楽の
演奏を行う音楽会を開催します。

11月5日
アートピアホール
（ナディアパーク）

名古屋市教育祭実行委員会 無料 名古屋市教育委員会052-972-3234

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

愛知県
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

名古屋市 ①③ 「家庭の日」作品展
名古屋市立小中学生から募集した「家庭の日」をテーマにしたポスター・
作文のうち、優秀作品を展示することにより「家庭の日」の普及啓発を図
るものです。

11月15日～20日 名古屋市教育館 名古屋市教育委員会 無料 教育委員会生涯学習課052-972-3253

名古屋市 ①
点訳ボランティア入門講座－Part
Ⅱ－

「点字」の基礎を学びます。受講後は、女性会館で点訳ボランティアとして
活動します。

10月17日～11月7日
名古屋市女性会会
館

名古屋市女性会館 無料  名古屋市女性会館事業係052-331-5288
申込締切9月26
日＜必着＞

名古屋市 ①
わたしの国を紹介します～日本語
でいっしょに話しましょう～

いろいろな国の生活習慣や文化などを学び交流することによって、多文
化共生社会への一歩をめざします。

10月18日～11月9日
名古屋市女性会会
館

名古屋市女性会館  名古屋市女性会館事業係052-331-5288
申込締切9月26
日＜必着＞

名古屋市 ①
フェミニズムとベーシック・インカム
～家事労働問題の観点から～

ベーシック・インカム(無条件所得保障）と家事労働問題とのかかわりにつ
いて考えます。

10月21日, 28日
名古屋市女性会会
館

名古屋市女性会館 無料  名古屋市女性会館事業係052-331-5288
申込締切9月26
日＜必着＞

名古屋市 ①
ココロとカラダを
メンテナンス

複雑に絡み合った女性の心と身体の仕組みを正しく理解し、自分に合っ
たメンテナンス法を考えます。

11月5日～12月10日
名古屋市女性会会
館

名古屋市女性会館  名古屋市女性会館事業係052-331-5288

対象は女性のみ
申込締切9月26
日＜必着＞
対象期間11/5,19

名古屋市 ①
〔なごや女性カレッジ〕ファシリテー
ションはじめの一歩

ワークを通して、集団の一人ひとりが主体性を発揮できるよう支援する
ファシリテーションの初歩を学びます。

11月15日～12月13
日

名古屋市女性会会
館

名古屋市女性会館  名古屋市女性会館事業係052-331-5288

対象は女性のみ
申込締切9月26
日＜必着＞
対象期間11/15

名古屋市 ①
【名古屋市博物館共催】狂言の物
語世界と女性像

名古屋市博物館特別展「狂言でござる」に関連し、狂言の物語世界を女
性に焦点をあてて解説します。

11月11日
名古屋市女性会会
館

名古屋市女性会館 無料  名古屋市女性会館事業係052-331-5289 当日先着順受付

名古屋市 ①
椙山女学園大学連携講座「能楽
鑑賞入門～名古屋に伝わる伝統
芸能を楽しむ～」

名古屋で流行した和泉流狂言や名古屋での上演頻度の高い曲を取り上
げ、能楽の鑑賞方法の基礎を身に付けることを目的としています。

10月21日
11月4日, 18日

名古屋市女性会館
名古屋市生涯学習推進セン
ター

http://www.suisin.city.nagoya.jp/

名古屋市 ①
名城大学連携講座「名城カレッジ
シリーズ」

「くすりと健康」「裁判員制度」「宇宙開発」をテーマに、知的好奇心をくすぐ
る講座を開催します。

10月22日, 29日
11月12日

名城大学八事キャ
ンパス・天白キャン
パス

名古屋市生涯学習推進セン
ター

無料 http://www.suisin.city.nagoya.jp/
問合せは名城大
学

名古屋市 ①
名古屋工業大学連携講座「安全
で快適な暮らしの科学（環境に優
しい健康な生活）」

住まいや食から始まって、省エネルギーやリサイクル、都市交通まで、生
活に密着した広い分野における大学の様々な取り組みを分かりやすく解
説します。

10月22日, 29日
11月19日

名古屋市女性会館
名古屋市生涯学習推進セン
ター

無料 http://www.suisin.city.nagoya.jp/

名古屋市 ①
名古屋市民大学「世界の古代史
～中国・インド・ローマ～」

今日までつながっている世界の古代史を取り上げ、現代との対比によっ
て自分たちの生き方を考え直します。

10月24日
11月21日

名古屋市教育セン
ター

名古屋市生涯学習推進セン
ター

http://www.suisin.city.nagoya.jp/

定員860名。13年
間で実施した講
座：24。総コマ数：
179。延べ受講者
数：約16,000名。

名古屋市 ①
椙山女学園大学・名古屋工業大
学連携シリーズ講座「名古屋の魅
力発信！」

2大学との連携で、名古屋の「ものつくり、まちづくり」、名古屋ゆかりのミス
テリー作家について学びます。

10月27日
11月4日

名古屋市女性会館
名古屋市生涯学習推進セン
ター

無料 http://www.suisin.city.nagoya.jp/

名古屋市 ①
名古屋学芸大学連携講座「心豊
かに生きる」

ミャンマーでの体験、中学生いじめ自殺事件の担当者としての体験を通し
て、心豊かに生きるにはどうあるべきかを探ります。

10月28日
11月11日

名古屋市女性会館
名古屋市生涯学習推進セン
ター

無料 http://www.suisin.city.nagoya.jp/

名古屋市 ①
市民大学公開講演会「来たる東
海・東南海・南海地震津波に備え
て」

最新の水理模型実験、数値計算、理論を駆使しながら、沿岸災害をとりま
く海象現象を把握・解明するとともに、新たな沿岸防災対策技術の提案お
よびその実用化を目指す取り組みについて紹介します。

11月2日 名古屋市女性会館
名古屋市生涯学習推進セン
ター

無料 http://www.suisin.city.nagoya.jp/

名古屋市 ①
愛知産業大学短期大学連携講座
「中根式簡易速記法の修得」

略字の法則性を確立した中根式簡易速記法を学び、今の3倍のスピード
で文字を書くことを目指します。

11月19日
11月20日

愛知産業大学名古
屋スクーリング会場

名古屋市生涯学習推進セン
ター

無料 http://www.suisin.city.nagoya.jp/
問合せ・申込は
愛知産業大学短
期大学

名古屋市 ①
名古屋市立大学連携講座「少年
犯罪と教育」

少年犯罪をなくすために、がっこうでどのように少年に関わっていくといい
のかを議論します。

11月19日 名古屋市女性会館
名古屋市生涯学習推進セン
ター

無料 http://www.suisin.city.nagoya.jp/

名古屋市 ① 特別展「弥生の拠点集落」
名古屋市内にある、弥生時代に地域の中心であったと考えられる遺跡か
ら出土した考古資料を展示します。

10月2６日～１月2２
日

名古屋市見晴台考
古資料館

名古屋市見晴台考古資料館 無料 http://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/19-15-2-8-0-0-0-0-0-0.html

名古屋市 ③
狂言共同社結成120周年記念特
別展「狂言でござる－狂言共同社
と尾張の狂言－」

結成１２０周年を迎えた狂言共同社の所蔵品を中心に、江戸時代から続く
名古屋の狂言をわかりやすく紹介します。

10月22日（土）～12
月４日（日）

名古屋市博物館 名古屋市教育委員会ほか http://www.museum.city.nagoya.jp/

名古屋市 ③
秋季特別展「宮廷の雅―有栖川
家から高松宮家へ―」

皇族・有栖川宮家は、江戸時代初期の好仁親王を初代とし、和歌と書道
を家業として伝えました。有栖川宮家とその系譜を継いだ高松宮家伝来
の美術品や歴代の愛用品などから、雅やかな宮廷の文化を紹介します。

9月23日～11月 6日
徳川美術館・名古
屋市蓬左文庫

名古屋市教育委員会ほか http://housa.city.nagoya.jp

名古屋市 ③
加藤清正没後400年記念　特別陳
列「三成と清正」

　石田三成と加藤清正は、ともに有名な秀吉家臣ですが、正反対のタイプ
で対立を繰り返しました。２人の対立が歴史に大きな影響を及ぼす様子を
紹介します。

10月8日～11月13日
名古屋市秀吉清正
記念館

名古屋市教育委員会 無料 http://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/19-15-2-5-0-0-0-0-0-0.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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名古屋市 ③
特別展「日本画壇の風雲児　中村
正義　新たなる全貌」

　豊橋市出身で、その独自の画風により戦後の日本画壇に大きな影響を
及ぼした中村正義の回顧展を開催します。

11月1日～12月25日
名古屋市
美術館

中村正義実行委員会

名古屋市美術館
総務課
電話：(052)212-0001

http://www.art-museum.city.nagoya.jp/

名古屋市 ①③
絵手紙勉強会
絵手紙展

市民グループによる絵手紙の展示を行います。
10月22日～11月15

日
鶴舞中央図書館 名古屋市教育委員会 無料 http://www.library.city.nagoya.jp/　

名古屋市 ①
鶴舞中央図書館
図書館フェスティバル

おはなし会・工作教室・紙芝居マラソン・本の修理体験・点字体験などを
行います。

11月12日, 13日 鶴舞中央図書館 名古屋市教育委員会 無料 http://www.library.city.nagoya.jp/　

名古屋市 ① おはなしどうぶつえん
千種図書館と東山動物園のコラボレーション企画で、ニホンザル舎の前
で、おはなし会を開催します。

10月27日 東山動物園 名古屋市教育委員会 無料 http://www.library.city.nagoya.jp/　

名古屋市 ① 移転開館１０年記念講演会
　図書館移転１０年を記念し、地元東区に多く住んでいた武士を話題の中
心に講演会を開催します。

10月29日 東図書館 名古屋市教育委員会 無料 http://www.library.city.nagoya.jp/　

名古屋市 ① 子どもと本の講座 講座「あかちゃんと楽しむわらべうた」を開催します。 11月2日 北図書館 名古屋市教育委員会 無料 http://www.library.city.nagoya.jp/　

申込受付　10/18
10時より　電話可
0・1歳児の親子
先着15組

名古屋市 ① 子どもと本の講座 講座「あかちゃんと楽しむえほん」を開催します。 11月9日 北図書館 名古屋市教育委員会 無料 http://www.library.city.nagoya.jp/　

申込受付　10/18
10時より　電話可
0・1歳児の親子
先着15組

名古屋市 ①
読書週間シールラリー「ほんをよも
うよ！としょかんで」

中学生以下、楠図書館で本を借りたり、おはなし会に参加してくれた方対
象のシールラリーです。

１0月22日～
11月27日

楠図書館 名古屋市教育委員会 無料 http://www.library.city.nagoya.jp/　

名古屋市 ① 読書週間「わたしの好きな本」
用紙におすすめ本の一言レビューをかいてもらい、「子どもと本の広場」
掲示板に貼り出しします。

１0月22日～
11月17日

楠図書館 名古屋市教育委員会 無料 http://www.library.city.nagoya.jp/　

名古屋市 ① 子ども狂言講座
教科書に出てくる日本の伝統芸能・狂言を身近に感じてもらうための、鑑
賞と体験の講座です。

11月5日 楠地区会館 名古屋市教育委員会 無料 http://www.library.city.nagoya.jp/　

楠地区名古屋市
立小学校５・６年
生を対象に募集
鑑賞：父兄含め１
５０名（予定）
体験講座：２０名
（予定）

名古屋市 ①
文字活字文化の日記念テーマ展
示

読書週間と文字活字文化の日を記念し、読書文化に関する図書を展示し
ます。

１0月22日～
11月17日

楠図書館 名古屋市教育委員会 無料 http://www.library.city.nagoya.jp/　

名古屋市 ① わらべうたであそぼう ６～１１ヶ月のお子さんと保護者でわらべうたを楽しみます。 10月27日 西図書館 名古屋市教育委員会 無料 http://www.library.city.nagoya.jp/　

申込受付　10/13
11時より（電話
可）　6～11ヶ月の
お子さんと保護者
先着15組

名古屋市 ① 秋のおはなしかいスペシャル ストリーテリング（語り）をたっぷり楽しみます。 10月29日 西図書館 名古屋市教育委員会 無料 http://www.library.city.nagoya.jp/　
申込不要　幼児
から大人まで

名古屋市 ①
本の木「教えてください。あなたの
一冊！」

おすすめの本の一冊を短冊に書いてもらい、それで壁面作品の木をつく
ります。

10月22日
～

11月17日
西図書館 名古屋市教育委員会 無料 http://www.library.city.nagoya.jp/　

名古屋市 ①
赤ちゃんと楽しむわらべうた
第１回　はじめてであう絵本たち

本の紹介、解説と読み聞かせの実演をします。 11月4日 中村図書館 名古屋市教育委員会 無料 http://www.library.city.nagoya.jp/　

申込受付　10/20
来館の場合　10
時15分より　電話
の場合　10時30
分より　0～1歳の
お子さんと保護者
先着15組　2回連
続講座です。

名古屋市 ①
赤ちゃんと楽しむわらべうた
第２回　親子で楽しむわらべうた

わらべうたの実演をします。 11月11日 中村図書館 名古屋市教育委員会 無料 http://www.library.city.nagoya.jp/　

申込受付　10/20
来館の場合　10
時15分より　電話
の場合　10時30
分より　0～1歳の
お子さんと保護者
先着15組　2回連
続講座です。

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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名古屋市 ① おはなし会（幼児・小学生向き） 絵本や紙芝居の読み聞かせを中心としたおはなし会を開催します。 10月22日 熱田図書館 名古屋市教育委員会 無料 http://www.library.ctiy.nagoya.jp/

名古屋市 ① おはなし会（乳幼児向き）
絵本・紙芝居の読み聞かせ、わらべうたなど、赤ちゃんでも楽しめるおは
なし会を開催します。

10月27日 熱田図書館 名古屋市教育委員会 無料 http://www.library.ctiy.nagoya.jp/

名古屋市 ① ストーリー・テリングの会
絵本や紙芝居を使わず、静かに語られるおはなしに耳をかたむける会を
開催します。

11月5日 熱田図書館 名古屋市教育委員会 無料 http://www.library.ctiy.nagoya.jp/

名古屋市 ① おはなし会（乳幼児向き）
絵本・紙芝居の読み聞かせ、わらべうたなど、赤ちゃんでも楽しめるおは
なし会を開催します。

11月10日 熱田図書館 名古屋市教育委員会 無料 http://www.library.ctiy.nagoya.jp/

名古屋市 ① おはなし会（幼児・小学生向き） 絵本や紙芝居の読み聞かせを中心としたおはなし会を開催します。 11月12日 熱田図書館 名古屋市教育委員会 無料 http://www.library.ctiy.nagoya.jp/

名古屋市 ①
子どもと本の入門講座「読み聞か
せ入門」

読み聞かせにおすすめの本や読み聞かせの方法などをお教えします。 10月14日 中川図書館 名古屋市教育委員会 無料 http://www.library.city.nagoya.jp

申込受付　9/29
来館の場合10時
30分より　電話の
場合11時より　先
着30名

名古屋市 ①
子どもと本の入門講座「親子で楽
しむ　わらべうた♪」

１．２歳児の子どもと親が一緒に楽しめるわらべうたを紹介します。 11月4日 中川図書館 名古屋市教育委員会 無料 http://www.library.city.nagoya.jp

申込受付　9/29
来館の場合10時
30分より　電話の
場合11時より　先
着15組  開催時
間は10：15～10：

名古屋市 ①
子どもと本の入門講座「大人が学
ぶ　わらべうた♪」

子どもにわらべうたをうたってあげたい大人のための講座です。 11月4日 中川図書館 名古屋市教育委員会 無料 http://www.library.city.nagoya.jp

申込受付　9/29
来館の場合10時
30分より　電話の
場合11時より　先
着20名　開催時
間は11：15～12：

名古屋市 ①
講演会
「南部市場ってどんなところ？～お
いしいお肉が食卓に届くまで～」

名古屋圏に安全・安心な食肉を提供している中央卸売市場南部市場のし
くみなどについて、南部市場長にお話いただきます。

10月16日 港図書館
名古屋市
教育委員会

無料 http://www.library.city.nagoya.jp/　

名古屋市 ① 読書週間記念展示
借りられない・利用されない、でも本当はおもしろいよ！という本を紹介文
とともに展示。

10月15日～
11月17日

南陽図書館 名古屋市教育委員会 無料 http://www.library.city.nagoya.jp/　

名古屋市 ①
秋のお楽しみ会
おはなし会スペシャル

おはなし会を始め、パネルシアター、折り紙教室などを開催します。 10月22日 南図書館 名古屋市教育委員会 無料 http://www.library.city.nagoya.jp/

名古屋市 ①
守山図書館
　　　　税の講座

高野 正和税理士による「相続税･贈与税対策セミナー」を開催します。 11月16日
守山図書館
2階集会室

名古屋市教育委員会 無料 http://www.library.city.nagoya.jp/　

名古屋市 ①
しだみとしょかん・しりとり・しょう
ぶ！

本・図書館をキーワードにして、しりとりをつくります。しりとり作品をつくっ
てくださった方に、抽選て粗品をさしあげます。

10月27日
～

11月9日
志段味図書館 名古屋市教育委員会 無料 http://www.library.city.nagoya.jp/　

作品の応募は11
月17日まで

名古屋市 ①
ウィリアム・Ｓ・ペリー氏がカラーで
撮った戦後名古屋〈１９４９－１９５
０〉展

昭和24年～25年の名古屋の様子がわかるカラー写真を展示します。 10月5日～30日 徳重図書館 名古屋市教育委員会 無料 http://www.library.city.nagoya.jp/　

名古屋市 ①
講演会　ウィリアム・Ｓ・ペリー氏が
カラーで撮った戦後名古屋〈１９４
９－１９５０〉

戦後名古屋をカラー写真に撮ったアメリカの方と親交ある講師・岡崎茂氏
が、エピソードとともに写真を解説します。

10月29日 徳重図書館 名古屋市教育委員会 無料 http://www.library.city.nagoya.jp/　
申込受付　10/14
10時より　電話可
定員30名

名古屋市 ① おとなのためのおはなし会
おはなしピピンの会による大人（一般）の方を対象としたストーリーテリン
グを行ないます。

10月13日 天白図書館 名古屋市教育委員会 無料 http://www.library.city.nagoya.jp/　

名古屋市 ① 天白図書館講演会 一般の方へヨーロッパの生活情報などをお伝えします。 11月19日 天白図書館 名古屋市教育委員会 無料 http://www.library.city.nagoya.jp/　

名古屋市 ③
第32回将棋日本シリーズ　名古屋
大会

準決勝第2局の対局を公開対局で行います。こども将棋大会も同時開催
します。（子供大会のみ事前申込制）

10月29日 ポートメッセなごや
公益社団法人日本将棋連
盟・中日新聞社

無料 http://www.shogi.or.jp/

名古屋市
①②
③

女性文化大学 きものショー 10月18日 名古屋能楽堂
財団法人民族衣裳文化普及
協会

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

名古屋市
千種区

①
第13回 まちとすまいの集い
「3.11後のまちとすまい　〜備えあ
れば未来あり」

来るべき災害にどう備えるのか、建築の専門家がエネルギーや経済問題
を支える枠組みについてお話しします。

11月5日
名古屋大学ES総合
館

名古屋大学大学院環境学研
究科 建築学教室

無料 http://www.nuac.nagoya-u.ac.jp/machi/

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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名古屋市
千種区

①
名古屋大学大学院環境学研究科
創設10周年記念講演会

創設10周年記して、一般公開の記念講演会を開催します。講演者は浅岡
美恵氏（環境NGO/NPO法人気候ネットワーク）、尾池和夫氏（財団法人
国際高等研究所長／前京都大学総長）です。

11月19日
名古屋大学豊田講
堂

名古屋大学大学院環境学研
究科

無料
http://www.env.nagoya-u.ac.jp/　　　庶務掛濵島・台信
（052-789-3454）

ホームページに
は9月中旬以降に
告知掲載予定で
す

名古屋市
千種区

①
　第６８回愛知学院大学モーニン
グセミナー

「知っておくと得をする災害時の法律！」－各種ローン、預金の引き出し、
保険など？－(仮題)―と題しての講演です。3月に未曾有の東日本大震
災が起こりました．日本に住む以上、このような自然災害とは切り離せま
せん．とはいえ、いざ自分が被災したときに襲ってくるさまざまな問題、不
安をどう解決するのか、見当もつかないことでしょう！そのような時、もし
法律知識があったなら・・・
今回は「もしものときに備えて、具体的にどのような備えをしておくべき
か？ 」について学ぶセミナーです。

11月8日
　愛知学院大学１１
０周年記念講堂

愛知学院大学 無料 http://www.agu-web.jp/~seminar/愛知学院大学052-751-2561

名古屋市
西区

①
講演　年代別　食の自己管理－イ
キイキ健康のために－
対談　－食のコーディネート－

西生涯学習センターとの連携講演会で本学副学長が講演をします。講演
の終了後に対談を実施します。

11月12日 西区役所
西生涯学習センター、名古屋
文理大学短期大学部

無料
名古屋文理大学短期大学部
エクステンションセンター
052-521-2254

名古屋市
昭和区

②
第17回高校生　英語オーラル・イ
ンタープリテーション　コンテスト

高校生対象の英語オーラル・インタープリテーション　コンテスト 11月12日
南山大学
名古屋キャンパス
フラッテンホール

南山大学短期大学部 無料 http://www.ic.nanzan-u.ac.jp/tandai/index.html

名古屋市
昭和区

② 人類学フェスティバル
19日は前夜祭としてコンサートと「生
命や本当の幸福」に関するトーク・討論を予定。20日は学生企画の人類
学カフェ、その他震災や環境の問題を考えワークショップを企画中。

11月19日, 20日 南山大学 南山大学人類学研究所  南山大学人類学研究所052-832-3111（内線：3452）

名古屋市
西尾市
岡崎市

①、
③

フィールドワーク「東海の遺跡を歩
く」

　人類学博物館では、2007年度より、東海地方の考古学遺跡をめぐる
フィールドワークを実施している。
　実際に考古学遺跡の現場を歩き、考古学的な思考方法や、地図の見
方、遺跡の観察方法など、考古学に必要な技術の基礎について学習す
る。

10月29日
11月6日, 23日
12月4日, 10日

10/29、12/10…南
山大学人類学博物
館
11/6…大垣市
11/23…西尾市
12/4…岡崎市

南山大学人類学博物館
URL：http://www.ic.nanzan-u.ac.jp/MUSEUM/index.html
MAIL：a-museum@nanzan-u.ac.jp

豊橋市 ①③ 学習教室「鉱物さがし入門」
ガーネット（ざくろ石）の産出地で三河地方の地質や鉱物の観察の仕方な
どを学びます。

11月12日 西尾市博物館 豊橋市自然史博物館 http://www.toyohaku.gr.jp/sizensi/

集合・解散場所
は豊橋市自然史
博物館でバスを
使用します。

豊橋市 ①③
自然史講座「ヨーロッパ博物館事
情」

イグアノドンやダーウィンセンターなど、ベルギー、フランス、イギリスの博
物館事情を紹介します。

10月30日
豊橋市自然史博物
館

豊橋市自然史博物館 無料 http://www.toyohaku.gr.jp/sizensi/

豊橋市 ①③ ビデオ上映会「ヤドカリ」
潮だまりに住むヤドカリのユニークな生態を100インチのスクリーンで上映
します。

10月22日
豊橋市自然史博物
館

豊橋市自然史博物館 http://www.toyohaku.gr.jp/sizensi/

行事の参加料金
は無料ですが、
豊橋総合動植物
公園への入園料
が別途必要となり
ます。
大人600円、

豊橋市 ①③
学芸員とおしゃべりタイム「擬態す
る昆虫たち」

学芸員が常設展示や収蔵標本を紹介します。 11月12日
豊橋市自然史博物
館

豊橋市自然史博物館 http://www.toyohaku.gr.jp/sizensi/

行事の参加料金
は無料ですが、
豊橋総合動植物
公園への入園料
が別途必要となり
ます。
大人600円、

豊橋市 ①③
電子顕微鏡公開日「魚のうろこを
みる」

走査型電子顕微鏡の仕組みやミクロの世界を見学できます。 11月5日
豊橋市自然史博物
館

豊橋市自然史博物館 http://www.toyohaku.gr.jp/sizensi/

行事の参加料金
は無料ですが、
豊橋総合動植物
公園への入園料
が別途必要となり
ます。
大人600円、

豊橋市 ①③
収蔵資料紹介展「デリアス－カザ
リシロチョウの世界」

昨年博物館に寄贈された故・加藤昭児さんのコレクションより、美麗で多
様性に富んだカザリシロチョウの仲間を紹介します。

11月12日～12月11
日

豊橋市自然史博物
館

豊橋市自然史博物館 http://www.toyohaku.gr.jp/sizensi/

行事の参加料金
は無料ですが、
豊橋総合動植物
公園への入園料
が別途必要となり
ます。
大人600円、

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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豊橋市 ①③ 第７回自然史博物館自由研究展 市内の小中学生が行った自由研究の優秀作品を展示します。 10月8日～11月6日
豊橋市自然史博物
館

豊橋市自然史博物館 http://www.toyohaku.gr.jp/sizensi/

行事の参加料金
は無料ですが、
豊橋総合動植物
公園への入園料
が別途必要となり
ます。
大人600円、

豊橋市 ①③ 大型映像「シーレックス」
高さ約10ｍ、幅18ｍの大型スクリーンに臨場感溢れる恐竜の大型映像が
上映されます。

9月下旬～3月31日
豊橋市自然史博物
館

豊橋市自然史博物館 http://www.toyohaku.gr.jp/sizensi/

行事の参加料金
は無料ですが、
豊橋総合動植物
公園への入園料
が別途必要となり
ます。
大人600円、

豊橋市 ①③
第２８回　資源をくらしに生かす創
意工夫展

身の回りにある資源（不要になったもの）をリユース・リフォームした、暮ら
しに役立つ作品を募集・展示します。

10月8日～11月13日 豊橋市地下資源館 豊橋市自然史博物館 無料 http://www.toyohaku.gr.jp/chika/

豊橋市 ①③ 巡回パネル展「地球から宇宙へ」
最新鋭の望遠鏡がとらえた天体写真等を展示します。全国科学館連携協
議会による巡回展示物です。

11月5日～27日
豊橋市視聴覚教育
センター

豊橋市自然史博物館 無料 http://www.toyohaku.gr.jp/chika/

豊橋市 ①③
ワークショップ「リユースで楽しい
おもちゃをつくろう」

空のペットボトルやお菓子の容器等、捨ててしまうような材料から、楽しい
おもちゃ等を作ります。

9月24日～11月13日
豊橋市視聴覚教育
センター

豊橋市自然史博物館 無料 http://www.toyohaku.gr.jp/chika/

豊橋市 ③ 第61回　豊橋市民展 東三河在住・在職の方を対象とした一般公募展です。 10月25日～11月6日 豊橋市美術博物館 豊橋市美術博物館 無料 http://www.toyohaku.gr.jp/bihaku/

豊橋市 ③
郷土画人展Ⅱ「渡辺小華とその時
代」

渡辺崋山の次男・小華の作品を中心に、同時代に活躍した画家たちの作
品を紹介します。

10月29日～12月4日 豊橋市美術博物館 豊橋市美術博物館 http://www.toyohaku.gr.jp/bihaku/

豊橋市 ③
第5回トリエンナーレ豊橋　星野眞
吾賞展

豊橋出身の日本画家・星野眞吾からの寄付を発端に開設した、3年に一
度開催する日本画の全国公募展です。

11月11日～12月11
日

豊橋市美術博物館 豊橋市美術博物館 無料 http://www.toyohaku.gr.jp/bihaku/

豊橋市 ③
開館⒛周年記念　歴史の道
～姫街道展～

江戸時代には今切の渡しを避ける大名行列などが通行した「姫街道」を、
今回は、絵図や古文書などにより紹介します。

10月8日～11月13日 二川宿本陣資料館 二川宿本陣資料館 http://www.toyohaku.gr.jp/honjin

豊橋市 ③ 大名行列
お姫様（雅姫・琴姫）を一般公募し、吉田城主松平伊豆守の大名行列をモ
デルに時代風俗絵巻を再現します。

11月13日
旧東海道二川宿周
辺

二川宿本陣まつり開催実行
委員会（豊橋市教育委員会
共催）

無料 0532-41-8580

豊橋市 ① 図書館のお宝大公開展 豊橋市中央図書館で所蔵する貴重資料を展示公開する。
  10月22日～11月23

日
豊橋市中央図書館 豊橋市図書館 無料 http://www.library.toyohashi.aichi.jp/

豊橋市 ① 豊橋文学めぐり
東三河にある文学ゆかりの地で講師の話を聞き、郷土の文学への関心を
高めることで、読書活動の推進に役立てる。

11月2日 豊橋市中央図書館 豊橋市図書館 無料 http://www.library.toyohashi.aichi.jp/

豊橋市 ③
第54回豊橋邦楽大会
（日本舞踊の部）

日本舞踊11団体による定期公演 10月23日 豊橋市民文化会館 財団法人豊橋文化振興財団 http://www.bunzai.or.jp/

豊橋市 ③ 第40回切手展 豊橋趣味の切手同好会のよる各種記念切手の展覧会 10月25日～30日 豊橋市民文化会館 財団法人豊橋文化振興財団 無料 http://www.bunzai.or.jp/

豊橋市 ③ 第40回俳画展 一般公募による俳画作品約100点を展示 10月25日～30日 豊橋市民文化会館 財団法人豊橋文化振興財団 無料 http://www.bunzai.or.jp/

豊橋市 ③ 第61回豊橋市民展 東三河地方を対象とした一般公募による美術展 10月25日～11月6日 豊橋美術博物館 財団法人豊橋文化振興財団 無料 http://www.bunzai.or.jp/

豊橋市 ③ 野村万作・萬斎狂言鑑賞会
豊橋では3年ぶりの野村万作・萬斎のよる公演
演目：「萩大名」「小傘」

10月27日 豊橋市民文化会館 財団法人豊橋文化振興財団 http://www.bunzai.or.jp/

豊橋市 ③
第54回豊橋邦楽大会
（民謡・三味線・尺八・太鼓・大正
琴の部）

豊橋市内の邦楽12団体による定期公演 10月30日 豊橋市民文化会館 財団法人豊橋文化振興財団 http://www.bunzai.or.jp/

豊橋市 ③ 第21回吉田文楽保存会定期公演 吉田文楽保存会による市無形民俗文化財指定「飽海人形浄瑠璃」公演 10月29日 豊橋市公会堂 吉田文楽保存会 無料 豊橋市文化市民部　文化課　森本　0532-51-2873

豊橋市 ③
第54回豊橋邦楽大会
（民踊・新舞踊の部）

豊橋市内の邦楽21団体による定期公演 10月29日 豊橋市民文化会館 財団法人豊橋文化振興財団 http://www.bunzai.or.jp/

豊橋市 ③ 第37回豊橋音楽連盟コンサート 豊橋音楽連盟会員によるクラシックコンサート 11月3日 豊橋市民文化会館 財団法人豊橋文化振興財団 http://www.bunzai.or.jp/

豊橋市 ③
平成23年度公共ホール演劇ネット
ワーク事業「劇団衛星のコックピッ

コックピット型劇場に乗り込む”体験”演劇 11月5日,6日
ライフポートとよは
し

財団法人豊橋文化振興財団 http://www.bunzai.or.jp/

豊橋市 ③
第54回豊橋邦楽大会
（筝曲・長唄・琵琶・尺八・能楽の

日本舞踊13団体による定期公演 11月6日 豊橋市民文化会館 財団法人豊橋文化振興財団 http://www.bunzai.or.jp/

豊橋市 ③ 東三河合同盆栽展 三河豊樹會・豊橋小品盆栽たちばな会による盆栽約80点を展示 11月12日,13日 豊橋市民文化会館 財団法人豊橋文化振興財団 無料

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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豊橋市 ③
第54回豊橋邦楽大会
（吟剣詩舞の部）

豊橋市内の邦楽団体による定期公演 11月13日 豊橋市民文化会館 財団法人豊橋文化振興財団 http://www.bunzai.or.jp/

豊橋市 ③ 第43回コーラスのつどい 豊橋市内のコーラスグループ15団体による発表会 11月16日 豊橋市民文化会館 財団法人豊橋文化振興財団 無料 http://www.bunzai.or.jp/

豊橋市 ③
【財団10周年特別公演】第九演奏
会

”渾身の響き”本場ドイツのソリスト＆市民合唱団による演奏会 11月23日 アイプラザ豊橋 財団法人豊橋文化振興財団 http://www.bunzai.or.jp/

豊橋市 ③ 地区市民総合展 校区文化協会などから選抜された書道・絵画などを展示 11月23日～27日 豊橋市民文化会館 財団法人豊橋文化振興財団 無料 http://www.bunzai.or.jp/

豊橋市 ③
豊橋技術科学大学吹奏楽団
第27回定期演奏会

「地域に根ざす団」を目標として活動する、豊橋技術科学大学吹奏楽団の
演奏会です。

10月16日
ライフポートとよは
し

国立大学法人豊橋技術科学
大学

無料 http://tutwo.fc2web.com/

豊橋市 ① Jr.サイエンス講座
科学技術への興味・関心を高めてもらうために小中学生を対象に実施。
簡単な実験が体験できます。

10月15日, 16日
豊橋市視聴覚教育
センター、豊橋市地
下資源館

国立大学法人豊橋技術科学
大学

無料   総務課地域連携係TEL：0532-44-6569Mail:chiren@office.tut.ac.jp

豊橋市 ③ 第56回東海地区国立大学文化祭
東海地区国立８大学における文化系正課外活動団体による活動発表会
です。

10月22日, 23日
ライフポートとよは
し

国立大学法人豊橋技術科学
大学

無料   学生課学生係TEL:0532-44-6553Mail:gakusei@office.tut.ac.jp

豊橋市 ④
ICCEED設立10周年記念シンポジ
ウム（工学教育国際協力の将来
像）

工学分野で国内唯一の国際協力研究センターであるICCEEDが、工学教
育国際協力の将来像をテーマとし開催します。

11月15日
豊橋技術科学大学
A-101

国立大学法人豊橋技術科学
大学

無料 http://icceed.tut.ac.jp/

豊橋市
①、
④

豊橋技術科学大学開学35周年・
工学教育国際協力研究センター
設立10周年記念講演会

東京理科大学学長　藤嶋昭先生による講演会です。テーマ「感動しつつ、
良い雰囲気のもとで研究しよう　光触媒を例にして」

11月16日
豊橋技術科学大学
A-101

国立大学法人豊橋技術科学
大学

無料  http://www.tut.ac.jp/（掲載予定）

豊橋市 ④
アジア太平洋異分野融合研究国
際会議 (AP-IRC 2011)

科学技術分野の研究者を中心に広範囲なテーマから地球規模の問題を
議論する国際会議です。

11月17日, 18日
豊橋技術科学大学
A-101

国立大学法人豊橋技術科学
大学

無料 http://www.eiiris.tut.ac.jp/

岡崎市 ① 第64回岡崎美術展 16歳以上の公募展  岡崎市美術館
岡崎市・市教育委員会・岡崎
美術協会

無料 岡崎市　文化芸術部文化総務課（0564-23-6432）

岡崎市 ③ 第26回文協文化祭 岡崎文化協会文化部会による合同発表会 11月12日,13日 岡崎竜美丘会館 岡崎文化協会 無料 岡崎文化協会（0564-23-6432）

岡崎市 ① 武門のあかし　甲冑 甲冑関係資料30点余を展示 10月14日～12月4日
三河武士のやかた
家康館

岡崎市 岡崎市　文化芸術部文化総務課（0564-23-6432）

岡崎市 ③ 第64回岡崎市芸術祭 市民の文化活動諸団体の発表の機会を後援し、広報をする 10月1日～11月30日 岡崎市内 岡崎市・市教育委員会 岡崎市　文化芸術部文化総務課（0564-23-6615）

岡崎市 ③
企画展「浄土へのいざない―三河
浄土宗寺院の歴史と美術―」

三河の浄土宗寺院の名宝を展示紹介します。 10月8日～11月20日 岡崎市美術博物館 岡崎市美術博物館 http://www.city.okazaki.aichi.jp/museum/bihaku/top.html

岡崎市 ④ 生理学研究所一般公開2011
自然科学研究機構生理学研究所の活動を広く社会一般に紹介するた
め、市民の皆様に施設を公開し、講演会などを行います。

11月5日

生理学研究所山手
キャンパス及び岡
崎コンファレンスセ
ンター

自然科学研究機構生理学研
究所

無料 http://www.nips.ac.jp/open/

一宮市 ③
市制90周年記念
第69回一宮市美術展

日本画、洋画、彫刻・立体、工芸、デザイン、書、写真の公募作品及び依
頼出品の展示

11月17日～20日
一宮スポーツ文化
センター

一宮市・一宮市教育委員会 無料
生涯学習課
0586-84-0013

一宮市 ③ 文化講演会
作家落合恵子氏が「心豊かに自分を生きる」という演題で講演を行いま
す。

10月15日
一宮市尾西市民会
館

一宮市芸術文化協会・一宮
市教育委員会

無料
生涯学習課
0586-84-0013

入場整理券が必
要

一宮市 ③ 第66回一宮市芸術祭 芸術文化協会に加入している団体による芸術、文化活動の発表 9月3日～12月23日

一宮市民会館・一
宮市尾西市民会
館・一宮市スポーツ
文化センターほか

一宮市芸術文化協会・一宮
市教育委員会

生涯学習課
0586-84-0013

一宮市 ① 市民大学公開講座
「豊かなライフスタイルを求めて」をテーマに取り上げ、生活文化を学ぶ公
開講座です。

後期11月2日～11月
30日全4回

修文大学・修文大
学短期大学部

修文大学・修文大学短期大
学部・一宮市教育委員会

無料
生涯学習課
0586-84-0012

10月21日までに
申込みが必要

一宮市 ①
特別展 市制施行90周年記念 絹
谷幸二展

　絹谷幸二氏の、初期から現在に至るさまざまな作品を展示します。
10月8日～11月27日 一宮市博物館 一宮市博物館・中日新聞社 http://www.icm-jp.com/

一宮市 ① 一宮市文化財めぐり
　市内にある文化財のうちいくつかを、文化財保護審議会委員の解説で
見学。

11月 一宮市博物館 一宮市博物館 有料 http://www.icm-jp.com/

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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一宮市 ①
一宮市三岸節子記念美術館特別
展「佐分眞展」

洋画家・佐分眞(1898-1936)の、若き情熱を傾けたパリ時代の成果を中心
に約70点をご紹介する回顧展です。

10月8日～11月23日
一宮市三岸節子記
念美術館

一宮市三岸節子記念美術館 http://s-migishi.com

一宮市 ① 特別展「江戸時代の旅」 　旅日記などから江戸時代の旅を紹介します。 10月1日～12月4日
一宮市歴史民俗資
料館

一宮市歴史民俗資料館 無料 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/rekimin/

一宮市 ①
美濃路起宿ボランティアガイド案
内

江戸時代の東海道宮宿と中山道垂井宿を結ぶ街道「美濃路」起宿の史
跡を案内します。

11月18日
一宮市歴史民俗資
料館

一宮市歴史民俗資料館 無料 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/rekimin/

一宮市 ①
特別展「江戸時代の旅」展示説明
会

特別展の展示の見所を分かりやすく説明します。 11月3日
一宮市歴史民俗資
料館

一宮市歴史民俗資料館 無料 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/rekimin/

一宮市 ① 講座「往来手形を読む」①入門編
旅人の身元証明書である「往来手形」を読みます。やさしい古文書ですか
ら、訓練すればすぐに読めます。

11月6日
一宮市歴史民俗資
料館

一宮市歴史民俗資料館 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/rekimin/

瀬戸市 ③
企画展　開窯300年
マイセン西洋磁器の誕生

本展では、マイセン窯の今日までの歴史の中でも、黄金期とされる1710年
以降の18世紀の作品の中から柿右衛門写しやシノワズリーの器、フィ
ギュア（磁器人形）、ディナーセットなど144点を紹介します。

10月8日～12月11日 愛知県陶磁資料館 愛知県陶磁資料館 http://www.pref.aichi.jp/touji/

瀬戸市 ③

テーマ展示　愛知県陶磁資料館コ
レクション
モダン・ヨーロッパの名作食器セッ
ト―マイセン、ロイヤル・コペン
ハーゲンを中心に

ヨーロッパの食器─それは同じ文様のうつわでテーブルを統一する「セッ
ト（一式）」 の世界です。本展示では、クラシカルであり ながら時を超えて
今なお新鮮な美しさを湛えるモダン・ヨーロッパの名作食器セットを館蔵品
からセレクトしてご紹介します。

10月8日～12月18日 愛知県陶磁資料館 愛知県陶磁資料館 http://www.pref.aichi.jp/touji/

瀬戸市 ① 図書館まつり
読書週間にあわせ、絵本講座、文学カフェ、子ども1日司書等のイベントを
開催。

10月27日～11月14
日

瀬戸市立図書館 瀬戸市立図書館 http://www.lib.seto.aichi.jp/

瀬戸市 ①
整体ボディワーカー山上亮さんの
講座

山上亮さんの「整体的子育て」の講演会とワークショップ。 11月3日 パルティせと 交流学び課 無料 http://www.city.seto.aichi.jp/zokusei/kouza/

瀬戸市 ①③ 土曜セミナー特別講演会

土曜セミナー特別講演会
講　師　：　安斎　育郎（あんざい　いくろう）氏
＜立命館大学　名誉教授＞
タイトル　：　「だましの心理学
　　　～人はなぜだまされるのか？～」

10月29日
聖霊高等学校
聖霊中学校

聖霊高等学校
聖霊中学校

無料 http://www.seto-seirei-js.ed.jp/

半田市 ③ 第64回半田市美術展
絵画、工芸などの6部門の応募作品400点あまりを展示します。最終日に
は、呈茶コーナーが設けられます。

10月28日～30日
半田市福祉文化会
館

半田市 無料
半田市生涯学習課
（0569）23-7341

半田市 ③
半田市文化講演会「家族の絆－
世界100ヶ国以上の家族とすごし
た時間」講師：渡部　陽一

市民向けの文化講演。
戦場や被災地の取材のなかで感じた、戦場の悲惨さや、残酷さと同時
に、家族の血の繋がり、家族愛の深さや強さについて、写真を紹介しなが
ら話します。

11月19日
半田市福祉文化会
館

半田市 http://www.city.handa.lg.jp/contents/50040070.html

半田市 ① ２０１１はんだふれあい産業まつり 半田市の産業をイベントとともに紹介します。 11月12日,13日
12日ＪＦＥスチール、
13日半田運動公園

半田市 無料
半田市商工観光課
（0569）84-0634

半田市 ②
自然観察会
「～自然観察と自然物を使った工
作～」

半田市クリーンセンター周辺の自然観察をすると同時に、落ち葉など自然
のものを使って写真たてなどをつくる。

11月12日
半田市クリーンセン
ター

半田市 無料
半田市環境課
（0569）21-4001

半田市 ①
読書週間特別企画
秋の絵本クイズ

絵本の内容についてのクイズを行い、参加者には参加賞を贈呈します。
10月27日～11月9日
のうちの１週間程度

半田市立図書館 半田市 無料
半田市立図書館
（0569）23-7171

半田市 ③ 第２回小栗風葉展 半田出身の作家小栗風葉の作品と人生を展示と講演会にて紹介します。 10月8日～10月23日 半田市立図書館 半田市 無料
半田市立図書館
（0569）23-7171

半田市
①③
④

第24回歴史・民俗部研究集会
知多半島総合研究所が行ってきた古文書調査や生活道具調査の成果な
ど、様々な歴史史料を踏まえた視点からシンポジウムや研究報告を行い
ます。

11月5日
日本福祉大学半田
キャンパス

日本福祉大学知多半島総合
研究所

無料

http://handy.n-fukushi.ac.jp/chitaken/top.html
TEL：0569-20-0112
FAX：0569-20-0128
MEIL：chitaken-info@ml.nn-fukushi.ac.jp

春日井市 ③
小野道風公奉賛第63回全国書道
展覧会

春日井市で生まれたと伝えられ、三跡の筆頭として日本書道史上に大き
な足跡を残した小野道風の偉業をたたえる、全国公募の書の展覧会で
す。

10月29日～11月6日
春日井市役所・文
化フォーラム春日井
ほか

春日井市・財団法人かすが
い市民文化財団・春日井市
教育委員会・小野道風公遺
跡保存会・中日新聞社

無料 http://www.city.kasugai.lg.jp/bunka/event/tofuten/index.html

春日井市 ① 一日子ども司書 子どもに図書館で窓口業務や本の補強作業を体験してもらいます。 11月3日
文化フォーラム春日
井

春日井 無料
春日井市図書館
℡0568－85－6800

春日井市 ① 本のリサイクル会 図書館で除籍した本を市民に対し無償で提供します。 11月6日
文化フォーラム春日
井

春日井 無料
春日井市図書館
℡0568－85－6800

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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春日井市 ③ 第21回ハニワまつり 市民が制作したハニワを野焼きし、勾玉作り等体験工房を実施します。
10月22日雨天の場
合は23日に順延

二子山公園
春日井市
春日井市教育委員会
ハニワまつり実行委員会

無料 http://www.city.kasugai.lg.jp/bunka/event/bunkazai_event/haniwa_maturi.html

春日井市 ③ 第122回郷土館茶会
江戸時代末期に酒造家の離れ座敷として建てられた郷土館で、茶会を開
催します。

11月6日 春日井市立郷土館 春日井市教育委員会 http://www.city.kasugai.lg.jp/bunka/event/bunkazai_event/chakai.html

春日井市 ①
里山体験　5回目
（田んぼと森の学校）

種をまいてから、稲刈りをし収穫をするまでを体験します。 10月22日,23日
野外教育センター
（少年自然の家）

野外教育
センター

少年自然の家
0568-92-8211

年間参加

春日井市 ① 自然観察と芋煮会 秋ならではの自然に触れ、芋煮会を楽しみます。 10月29日
野外教育センター
（少年自然の家）

野外教育
センター

少年自然の家
0568-92-8211

春日井市 ①
わくわく自然ランド紅葉・木の実・
植物の不思議

紅葉を楽しみながら、木の実や種子の広がりについて観察し、木の実や
落ち葉で工作を行います。

11月6日
野外教育センター
（少年自然の家）

野外教育
センター

少年自然の家
0568-92-8211

春日井市 ①
あそびむしくらぶ
6回目

季節ごとにテーマを決め、自然体験を行います。　　6回目のテーマは「ど
んぐりであそぼう」

11月8日
野外教育センター
（少年自然の家）

野外教育
センター

少年自然の家
0568-92-8211

年間参加

春日井市 ① あそびむしくらぶ
季節ごとにテーマを決め、自然体験を行います。　　テーマ：「どんぐりであ
そぼう」

11月11日
野外教育センター
（少年自然の家）

野外教育
センター

少年自然の家
0568-92-8211

春日井市 ①
里山体験　6回目
（田んぼと森の学校）

種をまいてから、稲刈りをし収穫をするまでを体験します。 11月12日,13日
野外教育センター
（少年自然の家）

野外教育
センター

少年自然の家
0568-92-8211

年間参加

春日井市 ①
農学部附属農場公開講座「野菜
のサイエンス」

野菜に関連した興味深いトピックを紹介し、野菜を取り巻くサイエンスの世
界にご案内します。

11月26日
農学部附属農場 本
館2階第3教室

名城大学 無料 http://www.meijo-u.ac.jp/koza/kokai/index.html

春日井市 ① ジュニアセミナー
科学工作コース　：
不思議を考える楽しい科学工作実験を毎回完成形式で行ないます。

10月8日～11月12日
全3回

中部大学春日井
キャンパス

中部大学 http://www.chubu.ac.jp/extension/openlecture/index.html

春日井市 ① ジュニアセミナー
目指せ！ロボットマスター　：
レゴ・マインドストームというロボット製作キットを使って、自分オリジナルの
ロボットを作ります。

10月8日～11月26日
全4回

中部大学春日井
キャンパス

中部大学 http://www.chubu.ac.jp/extension/openlecture/index.html

春日井市 ① ジュニアセミナー
実験で知るスポーツがうまくなる仕組み　：
ボール投げ実験のデータをもとに、運動と脳について世界最先端の研究
について紹介します。

10月22日, 29日
全2回

中部大学春日井
キャンパス

中部大学 無料 http://www.chubu.ac.jp/extension/openlecture/index.html

春日井市 ① ジュニアセミナー
科学実験コース　：
普段の生活では体験できない大学の研究施設を使っていろいろな実験や
体験をします。

10月29日～11月26
日

全3回

中部大学春日井
キャンパス

中部大学 http://www.chubu.ac.jp/extension/openlecture/index.html

春日井市 ① ジュニアセミナー
辞書引き学習をマスターしよう！　：
辞書を引く習慣を身につける事で、子供の学習意欲が高まる効果がある
ため、「辞書引き学習法」を親子で体験します。

11月5日
全1回

中部大学春日井
キャンパス

中部大学 無料 http://www.chubu.ac.jp/extension/openlecture/index.html

春日井市 ① サイエンスカフェ
放射線の人体への影響　：
放射線物質に関する「情報」と正しく向きあるために必要な話題を紹介し
ます。

11月12日
全1回

中部大学春日井
キャンパス

中部大学 http://www.chubu.ac.jp/extension/openlecture/index.html

春日井市 ① ジュニアセミナー
スペシャルナースになろう！　：
中部大学の実習施設を使用して看護の仕事や専門分野を学びます。

11月26日～12月10
日

全3回

中部大学春日井
キャンパス

中部大学 http://www.chubu.ac.jp/extension/openlecture/index.html

豊川市 ①
「文字・活字文化の日」に寄せて朗
読会

文字・活字文化について理解を深めるため、大人のための朗読です。 10月30日 豊川市中央図書館 豊川市中央図書館 無料 http://libweb.lib.city.toyokawa.aichi.jp/

豊川市 ① 「文字・活字文化の日」のつどい
文字・活字文化について理解を深めるための子ども向けの本や紙芝居の
読み聞かせ・図書館クイズ、『うち読』冊子の配布です。

10月22日 豊川市中央図書館 豊川市中央図書館 無料 http://libweb.lib.city.toyokawa.aichi.jp/

豊川市 ① 「童謡・唱歌」の図書展 懐かしの「童謡・唱歌」に関する本の展示です。
10月20日～11月13

日
豊川市中央図書館 豊川市中央図書館 無料 http://libweb.lib.city.toyokawa.aichi.jp/

豊川市 ① 「天平の里を歩こう」 三河国分尼寺跡史跡公園周辺の史跡をガイドと一緒に巡ります。 11月5日
三河国分尼寺跡史
跡公園周辺

・三河天平の里資料館　・生
涯学習課

無料
http://www.city.toyokawa.lg.jp         豊川市教育委員会
生涯学習課　0533-88-8035　細井

豊川市 ①
「旧豊川海軍工廠近代遺跡調査
報告会」

平成21年～22年度に実施した旧豊川海軍工廠近代遺跡調査の概要を紹
介します。

11月6日
豊川市勤労福祉会
館

豊川市教育委員会 無料 豊川市教育委員会　生涯学習課　0533-88-8035　平松

豊川市 ①② 学校教育臨床－事例研究A-
最近の学校教育を巡る指導が困難な状況において，事例研究をもとにこ
れらの気になる生徒たちとの関わり方を討議する。(9回講座）

11月5日 豊川高等学校 国立大学法人愛知教育大学 http://www.aichi-edu.ac.jp/renkei/area/lecture.html
募集期間：
　　5/6～5/26
　　(先着順）

津島市 ③ 津島市芸能交流会
文化協会に加盟している団体が、琴や三味線の演奏、舞踊や民謡を披露
するもの。

10月23日 津島市文化会館
津島市文化協会・津島市教
育委員会・津島市

無料 http://www.city.tsushima.lg.jp/

津島市 ③ 津島市文化祭美術展
津島市における美術活動の成果発表の場を設け、芸術文化の普及・振
興を図る。

11月3日～6日 津島市文化会館 津島市教育委員会 無料 http://www.city.tsushima.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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碧南市 ① 第63回碧南市文化祭
総合美術展、芸能発表会などを実施し、市民の文化意識の向上と地域文
化の発展に寄与することを目的とする。

11月3日～6日 碧南市文化会館 碧南市・碧南市教育委員会 無料 http://www.city.hekinan.aichi.jp/SHOGAIKA/index.htm

碧南市 ③
秋のＤＶＤ上映会「①武士の家計
簿」「②手のひらの幸せ」

映画という文化を通して作品に込められたメッセージを広く一般の方々に
伝えることを目的とする。

10月15日,28日
碧南市芸術文化
ホール

碧南市・碧南市教育委員会 http://www.city.hekinan.aichi.jp/GEIBUN/index.htm

碧南市 ③
おもしろクラシック・シリーズ第19
回　～サクソフォンの魔術師　須
川展也　～

19回を迎える「おもしろクラシック・シリーズ」は国際的な活躍を続けるサク
ソフォン奏者、須川展也さんをお迎えします。須川さんの音色はまるで豊
かな泉から湧き出る水の流れのようです。北爪道夫の作品も演奏されま
す。

11月6日
碧南市芸術文化
ホール

碧南市・碧南市教育委員会 http://www.city.hekinan.aichi.jp/GEIBUN/index.htm

碧南市 ① シアターサウス市民劇場2011
講座受講生（朗読、演劇、ヴァイオリン、ごすぺる）による発表会。日頃の
鍛錬を披露する発表会です。

11月19日,20日
碧南市芸術文化
ホール

シアターサウス市民劇場２０
１１実行委員会

http://www.city.hekinan.aichi.jp/GEIBUN/index.htm 共催事業

碧南市 ③
ワンダードラムパフォーマンス　～
参加・体験・感動　～

子どもから大人まで夢中になる極上のパーカッション・エンターテイメントを
お贈りします。日本テレビ系列『世界１のＳＨＯＷタイム』で絶賛された迫
力ある演奏や、客席を巻き込んだ参加型企画をお楽しみください。

11月23日
碧南市芸術文化
ホール

碧南市・碧南市教育委員会 http://www.city.hekinan.aichi.jp/GEIBUN/index.htm

碧南市 ①③ あったよねこんな遊び 懐かしい遊びや郷土玩具に関する本をギャラリーで展示 11月2日～29日
碧南市民図書館本
館

碧南市民図書館 無料 http://www.city.hekinan.aichi.jp/TOSHOKAN/index.htm tel:0566-41-0894

碧南市
①②
③

エコ文房具づくり
中高生を対象に図書館の資料を参考にして、お菓子の空き箱等をリサイ
クルしたエコ文房具を作る

11月5日
碧南市民図書館本
館

碧南市民図書館 無料 http://www.city.hekinan.aichi.jp/TOSHOKAN/index.htm tel:0566-41-0894

碧南市 ①③ 紙トンボづくり 子どもから大人を対象にして、図書館の資料を参考にして紙トンボを作る 11月19日
碧南市民図書館本
館

碧南市民図書館 無料 http://www.city.hekinan.aichi.jp/TOSHOKAN/index.htm tel:0566-41-0894

碧南市 ②③ チリメンモンスターをさがせ
水族館と図書館のコラボ企画として、図書館の資料を参考にしたチリメン
モンスターさがしと、海の生き物についての本を小学生向けに紹介する。

11月26日
碧南市民図書館本
館

碧南市民図書館本館 無料 http://www.city.hekinan.aichi.jp/TOSHOKAN/index.htm tel:0566-42-8211

碧南市 ① 図書館おりがみカーニバル 図書館資料を参考にして作ったおりがみ作品を展示 11月１日～23日
碧南市民図書館中
部分館

碧南市民図書館中部分館 無料 http://www.city.hekinan.aichi.jp/TOSHOKAN/index.htm tel:0566-41-1980

碧南市 ① 雑誌の無料配布 保存期間切れの雑誌を市民に配布 11月19日,20日
碧南市民図書館南
部分館

碧南市民図書館南部分館 無料 http://www.city.hekinan.aichi.jp/TOSHOKAN/index.htm tel:0566-42-8211

碧南市 ② 読書クイズ「君も今日から名探偵」
小学生までの子どもを対象に、絵本についての様々な事件の謎を解いて
もらう

11月6日～27日
碧南市民図書館南
部分館

碧南市民図書館南部分館 無料 http://www.city.hekinan.aichi.jp/TOSHOKAN/index.htm tel:0566-42-8211

碧南市 ③
碧南市哲学たいけん村無我苑名
誉村長特別講演会

無我苑名誉村長梅原猛氏による講演会です。今年の演題は「震災と文
明」です。

10月30日
碧南市芸術文化
ホール

碧南市、碧南市教育委員会 無料 http://www.city.hekinan.aichi.jp/MUGAEN/index.htm

碧南市 ③ 後期哲学講座
哲学者久野昭氏による哲学の講座です。今年のテーマは「旅の思想」で
す。

11月12日,19日,26日
碧南市哲学たいけ
ん村無我苑

碧南市、碧南市教育委員会 http://www.city.hekinan.aichi.jp/MUGAEN/index.htm

碧南市 ③ 文化財展 西端にある寺院と蓮如上人にまつわる文化財を展示する。 11月12日～25日 碧南市文化会館 碧南市教育委員会 無料 http://www.city.hekinan.aichi.jp/bunkazaika/index.htm

碧南市 ③
抱きしめたい！近代日本の木彫
展

明治初期から大正、昭和、平成にかけての近現代木彫作品約70点を展
示します。

10月4日～11月13日
碧南市藤井達吉現
代美術館

碧南市藤井達吉現代美術
館、碧南市、碧南市教育委員
会、「近代日本の木彫展」実
行委員会

http://www.city.hekinan.aichi.jp/tatsukichimuseum/index.html

刈谷市 ② あいちさんフェスタ2011
小・中学生の保護者を始めとする県民を対象とした産業教育の祭典を実
施

10月29日
刈谷市総合文化ｾﾝ
ﾀｰ他

愛知県教育委員会 無料
高等学校教育課
職業指導Ｇ
　052-954-6787

刈谷市 ①
史跡めぐり　城下町（刈谷城址周
辺）コース

旧城下町中心地区の歴史の小径を、ふるさとガイドボランティアの案内で
歩き、刈谷の歴史を学びます。

10月22日 刈谷市城町他 刈谷市・刈谷市教育委員会 無料 http://www.city.kariya.lg.jp/

刈谷市 ③
京都市交響楽団コンサート　NHK
大河ドラマテーマ曲×新世界

NHK大河ドラマのテーマ曲と新世界によって、構成されるコンサートです。 10月16日
刈谷市総合文化セ
ンター大ホール

刈谷市・刈谷市教育委員会・
刈谷市総合文化センター

http://www.kariya.hall-info.jp/pc/

刈谷市 ①
刈谷ふれあいカレッジ市民大学講
座第２期第１回（尾木直樹氏）

この講座は皆さんの「生涯学習のきっかけづくりの場」として、様々な知識
と出会いの場を提供します。

10月9日
刈谷市総合文化セ
ンター大ホール

刈谷市・刈谷市教育委員会・
刈谷市総合文化センター

http://www.kariya.hall-info.jp/pc/

刈谷市 ①
刈谷ふれあいカレッジ市民大学講
座第2期第2回（横峯吉史氏）

この講座は皆さんの「生涯学習のきっかけづくりの場」として、様々な知識
と出会いの場を提供します。

11月26日
刈谷市総合文化セ
ンター大ホール

刈谷市・刈谷市教育委員会・
刈谷市総合文化センター

http://www.kariya.hall-info.jp/pc/

刈谷市 ③
松竹花形歌舞伎　秋季公演 演目は、長谷川伸の作品「瞼の母」。

華やかな舞踊「お祭り」を合わせて上演します。
11月12日

刈谷市総合文化セ
ンター大ホール

刈谷市・刈谷市教育委員会・
刈谷市総合文化センター

http://www.kariya.hall-info.jp/pc/

刈谷市 ③
PARCO  PRESENTS　　　　SHOW
STAGE NO．1　　　　Ｔｒｉａｎｇｌｅ　Ｖ
ｏｌ．２　～探し屋ジョニーヤマダ～

PARCO劇場を皮切りに全国３箇所で上演するSONG&DANCE、そして芝
居の3拍子揃った素敵な舞台をお届けします。

11月23日
刈谷市総合文化セ
ンター大ホール

刈谷市・刈谷市教育委員会・
刈谷市総合文化センター

http://www.kariya.hall-info.jp/pc/

刈谷市 ①③ キミ子方式初級入門講座
３原色と白で描くキミ子方式の初級テーマを学びます。絵の描き方，モノ
の見方がよく分かるようになります。(8回講座）

10月22日
11月19日

愛知教育
大学

国立大学法人愛知教育大学 http://www.aichi-edu.ac.jp/renkei/area/lecture.html
募集期間：
　　　5/6～5/26
　　　(先着順）

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

愛知県
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

刈谷市 ①②
英語教育のための第二言語修得
論入門

第二言語習得論に関する基礎知識を身につけ，英語の授業作りに活か
すことを目指します。

11月12日
愛知教育
大学

国立大学法人愛知教育大学 http://www.aichi-edu.ac.jp/renkei/area/lecture.html
募集期間：
　　9/15～10/12
　　(先着順）

刈谷市 ① 祖父母のための孫育て講座
おじいちゃん，おばあちゃんの孫育てのヒントになるような話題提供をしま
す。

10月15日
刈谷市中央生涯学
習ｾﾝﾀｰ

刈谷市・
国立大学法人愛知教育大学

刈谷市生涯学習課:0566-62-1036
http://www.aichi-edu.ac.jp/renkei/area/lecture.html

募集期間：
　　9/1～9/15
　　(先着順）
対象:刈谷市内在
住･在勤の方

刈谷市 ①③ ｢明治」を知ろう
司馬遼太郎の「坂の上の雲」で話題となった秋山兄弟と正岡子規。彼らが
生きた明治の時代を考えます。

11月12日, 13日, 19
日

刈谷市中央生涯学
習ｾﾝﾀｰ

刈谷市・
国立大学法人愛知教育大学

刈谷市生涯学習課:0566-62-1036
http://www.aichi-edu.ac.jp/renkei/area/lecture.html

募集期間：
　　9/1～9/15
　　(先着順）
対象:刈谷市内在
住･在勤の方

刈谷市 ④ 科学ものづくりﾌｪｽﾀ
日頃の活動内容を広く社会に紹介するとともに『科学』と『ものづくり』の楽
しさやおもしろさを知っていただくために､大学で実施するイベントです

11月5日
愛知教育
大学

国立大学法人愛知教育大学 無料 http://www.aichi-edu.ac.jp/renkei/area/lecture.html
募集期間：
　　5/6～5/26
　　(先着順）

刈谷市 ①③ 地域連携フォーラム2011 テーマ：大学と地域で創造する｢地域文化づくり」(仮） 11月12日
刈谷市総合
文化センター

国立大学法人愛知教育大学 無料 http://www.aichi-edu.ac.jp/renkei/area/lecture.html

豊田市 ①
とよた絵本コンクール
優秀作品表彰式及び
全応募作品の展示

アマチュアから応募のあった「創作絵本」と「手作り絵本」各部門の作品に
ついて優秀作品の表彰と全応募作品の展示を行う。

表彰式：10月23日
展示：10月23日～11

月6日

豊田市中央図書館
多目的ホール

豊田市中央図書館 無料 http://www.library.toyota.aichi.jp/

豊田市 ② 文化祭 合唱コンクール・作品展･文化部発表等 11月3日 猿投台中学校 無料

豊田市 ②③ ジュニアブラスコンサート 市立小中学校から希望校の金管バンドが発表 11月3日 ｷﾞｬｻﾞ前広場 文化振興財団 無料 0565-31-8804

豊田市 ② 文化祭 合唱コンクール・作品展･文化部発表等 11月5日
石野･松平･下山中
学校

無料

豊田市 ②③ とよたこども創造劇場
ＮＨＫ「中学生日記」の脚本家によるオリジナル脚本により、市内小中学生
が演技

11月5日 豊田市民文化会館 文化振興財団 無料 0565-31-8804

豊田市 ②④
第28回豊田市小中学生科学研究
発表会

市立小中学生の優れた理科研究作品の展示と表彰 11月5日,6日
豊田市産業文化セ
ンター

豊田市教育委員会 無料 0565-48-2051

豊田市 ③
市制６０周年記念　郷土ゆかりの
作家たち展

豊田市で活躍する郷土ゆかりの作家による展覧会を開催する。 11月1日～6日
豊田市民文化会館
展示室A

豊田市・豊田市教育委員会・
（公財）豊田市文化振興財団

無料
教育委員会文化振興課
直通：34-6631

豊田市 ③
市制60周年記念　とよたこども創
造劇場

表現力を培う演劇により青少年を育成する児童劇団を立ち上げ、子ども
による演劇公演を開催する。

11月5日
豊田市民文化会館
小ホール

豊田市・豊田市教育委員会・
（公財）豊田市文化振興財団

無料
教育委員会文化振興課
直通：34-6631

豊田市 ③
市制60周年記念　構成舞台「とよ
た竜宮物語」

豊田市の歴史軸に沿い、市民参加の和洋の音楽、舞踊・演劇・伝統芸能
を織り込んだ総合的な構成舞台を制作し開催する。

11月6日
豊田市民文化会館
大ホール

豊田市・豊田市教育委員会・
（公財）豊田市文化振興財団

無料
教育委員会文化振興課
直通：34-6631

豊田市 ③
市制60周年記念　子どものアート
体験プログラム11・6

子どもたちの豊かな個性や創造力を育むため子どものアート体験プログ
ラムを開催する。

11月6日
豊田市民文化会館
市民ロビー

豊田市・豊田市教育委員会・
（公財）豊田市文化振興財団

無料
教育委員会文化振興課
直通：34-6631

豊田市 ③
市制60周年記念事業
宗次郎オカリナコンサート

オカリナ奏者宗次郎と市民とのジョイント演奏を交えたコンサートを開催す
る。

11月19日
豊田市民文化会館
大ホール

豊田市・豊田市教育委員会・
（公財）豊田市文化振興財団

教育委員会文化振興課
直通：34-6631

豊田市 ③ 第49回豊田市民美術展 市民から応募作品を募り、入選者の作品を展示する美術展を開催する。

応募期間：10月3日
～17日

展覧会：11月19日～
27日

豊田市民文化会館
展示室A・B
豊田市美術館ギャ
ラリー（展示室９）

豊田市・豊田市教育委員会 無料 http://intrasrv1.toyota01/division/ka00/ka02/1224365_15873.html

豊田市 ①③ 特別展「日本民藝館コレクション」
本民藝館開館７５周年を記念して、日本民藝館が所蔵するコレクション約
２００点を展示紹介。

9月13日～12月4日
午前9時～午後5時
（入館は午後4時30

分）　月曜休館、ただ
し祝日は開館

豊田市民芸館 豊田市教育委員会 http://www.mingeikan.toyota.aichi.jp/

豊田市 ①
公開講座
「絵本からはじめる英語多読入
門」

各自の好みや英語力に合わせたやさしい英文を、絵本から順々に読み
進める講座です。

10月22日, 29日
豊田工業高等専門
学校

独立行政法人国立高等専門
学校機構豊田工業高等専門
学校

http://www.toyota-ct.ac.jp/~jimu/syomu/gakusyuu/tyugakusei.html

10月8日までに事
前の申込みが必
要（詳細ＨＰ）

豊田市 ①
ｺﾐｭﾆｶﾝﾄ(ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝする人）とし
てのｹｱ論

ケアということばが日常的に使われる今日、あらためていのちの働きとし
てのケアについて、コミュニケーションを軸に考察していきます。(2回講座）

11月19日, 26日
豊田市産業文化ｾﾝ
ﾀｰ

豊田市・
国立大学法人愛知教育大学

http://www.aichi-edu.ac.jp/renkei/area/lecture.html
募集期間：
　9/22より先着順

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

愛知県
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

豊田市 ① オープンカレッジ

・English to Sing
・万葉の人びと
・平塚らいてうと市川房枝
・中国の世界遺産
の４講座を開催します。

10月18日．25日,
10月20日

11月1日．15日
11月15日

豊田キャンパス 桜花学園大学 無料 http://www.ohkagakuen-u.ac.jp

豊田市 ① とよた連句サロン 座の仲間と楽しみながら連句を勉強します。 10月25日 豊田キャンパス 桜花学園大学 http://www.ohkagakuen-u.ac.jp

豊田市 ③
第1期女流王座戦五番勝負第2局
大盤解説会

本年創設された女流プロ公式戦の五番勝負第2局の模様をプロ棋士の解
説でお楽しみいただけます。

11月3日 ホテルフォレスタ 公益社団法人日本将棋連盟 http://www.shogi.or.jp/

安城市 ③ 第６８回安美展 日本画・洋画・書・写真・工芸彫塑部門の、公募による美術展です。
10月29日～11月6

日,11月12日～20日
安城市民ギャラリー 安城市・安城市教育委員会 無料 http://www.city.anjo.aichi.jp/

安城市 ③ 愛知県民茶会三河部
文化協会相互の連携のもとに、茶道文化の普及と、県民文化の向上のた
めにお茶会を開催します。

10月16日
安城市民会館、安
城市文化センター

安城市・安城文化協会・安城
市教育委員会

http://www.city.anjo.aichi.jp/

入場は無料。茶
席に入るには茶
券（有料）が必要
です。

安城市 ③ 第23回市民芸能まつり
主に安城市内で活動する、民謡･舞踊･詩吟･筝曲･バレエ･フラメンコなど
芸能団体の発表大会です。

10月23日, 30日
安城市文化セン
ター（マツバホール）

安城市・安城市教育委員会 無料 http://www.city.anjo.aichi.jp/

安城市 ③
第20回安城市吹奏楽フェスティバ
ル

安城市内の中学・高校・一般団体による吹奏楽の祭典です。 10月30日
安城市民会館（サ
ルビアホール）

安城市・安城市教育委員会 無料 http://www.city.anjo.aichi.jp/
入場整理券が必
要です。

西尾市 ③ 第6回にしお本まつり 本をテーマとした多彩なイベントを開催 　10月29日,30日
西尾市岩瀬文庫・
西尾市立図書館

にしお本まつり実行委員会・
西尾市教育委員会

無料 http://www.city.nishio.aichi.jp/nishio/kaforuda/40iwase/index.html

西尾市 ③ 企画展「日本人とくじら」
岩瀬文庫所蔵の資料からくじらに関する資料を展示し、日本人とくじらと
の関わりを紹介

9月3日～11月13日 西尾市岩瀬文庫 西尾市岩瀬文庫 無料 http://www.city.nishio.aichi.jp/nishio/kaforuda/40iwase/index.html

西尾市 ③ 企画展「合併記念文化財展」
平成23年4月1日に合併した西尾市と旧幡豆郡三町（一色町・吉良町・幡
豆町）の主要な文化財を展示

11月19日～平成24
年1月15日

西尾市岩瀬文庫 西尾市岩瀬文庫 無料 http://www.city.nishio.aichi.jp/nishio/kaforuda/40iwase/index.html

蒲郡市 ③ 蒲郡市民文化祭 蒲郡文化協会会員、蒲郡市民による文化活動の発表 11月3日～27日
蒲郡市民会館及び
蒲郡市博物館

蒲郡市文化協会・蒲郡市教
育委員会

無料 http://www.city.gamagori.lg.jp/

犬山市 ③ 市民展 市民の優れた芸術文化発表の場と鑑賞する機会の提供 11月1日～6日 犬山市南部公民館 犬山市 無料 http://www.city.inuyama.aichi.jp/culture/gyousaiji/index.html

犬山市 ③ 名作シネマ鑑賞会
文化庁･東京国立近代美術館フィルムセンター優秀映画鑑賞推進事業と
して映画鑑賞会を実施

11月12日,13日 犬山市民文化会館 犬山市 http://www.city.inuyama.aichi.jp/culture/gyousaiji/index.html

犬山市 ③ 第12回犬山市民音楽祭 市民参加型の音楽祭を開催 11月13日 犬山市南部公民館 犬山市 無料 http://www.city.inuyama.aichi.jp/culture/gyousaiji/index.html

犬山市 ① 第21回市民公開日
犬山市及び近隣市町村、研究所周辺にお住まいの方を対象に所内を公
開し、所内教員による講演の後、施設見学を行います。

10月30日
京都大学霊長類研
究所

京都大学霊長類研究所 無料
霊長類研究所事務部総務掛
0568-63-0512     http://www.pri.kyoto-u.ac.jp/index-j.html

事前申込制

常滑市 ③ 企画展｢古常滑の美　Ⅱ｣
平安末期から桃山期の常滑焼をあじわう
展覧会を開催します。

10月22日～11月27
日

常滑市
民俗資料館

常滑市
民俗資料館

無料   http://www.city.tokoname.aichi.jp/kbn/75360020/75360020.html

江南市 ③ 第40回江南市美術展
一般の部では絵画、書道、彫刻･工芸、写真、デザインの作品を展示しま
す。小中学校の部では市内の小中学生の作品を展示します。

一般の部11月3日～
6日

小中学校の部11月9
日～13日

江南市民文化会館 江南市教育委員会 無料
生涯学習課
0587-54-1111
内線318

江南市 ③ 第17回江南市公民館フェスタ
市内公民館で活動しているサークルが一堂に会し、日頃の文化活動の成
果の発表を行い、サークル間の交流を深める。

10月21日～23日
江南市立古知野北
公民館

江南市公民館フェスタ実行委
員会

無料
生涯学習課
0587-54-1111
内線396

江南市 ②
平成23年度江南市横田教育文化
事業作文発表会

　江南市横田教育文化事業基金をもとに実施する横田教育文化事業の
一環として、中学生及び高校生の向学心の高揚と豊かな人格形成を図る
ことを目的として作文を募集し、スピーチ形式により「将来の夢」と題して
現代の生徒の思いを発表するもの。

11月5日 江南市民文化会館 江南市教育委員会教育課 無料
教育課
0587-54-1111

江南市 ② 学習発表会
保護者や地域の皆さんも楽しみにしている行事のひとつで、これまでに学
んできた学習の成果を、劇や器楽演奏などで表現します。

11月12日,13日
各小学校
（10小学校）

江南市教育委員会教育課 無料
教育課
0587-54-1111

江南市 ② 観劇会
豊かな表現力や構成力でプロによって演出された文学作品等の演劇を鑑
賞します。

10月18日～11月9日
各小中学校
（4小学校・1中学
校）

江南市教育委員会教育課 無料
教育課
0587-54-1111

江南市 ② 合唱コンクール
学級ごとに決めた合唱曲を、音楽の時間だけでなく、放課等の時間も使っ
て練習を積み上げ、互いの成果を発表し合います。

10月30日,11月6日 江南市民文化会館 江南市教育委員会教育課 無料
教育課
0587-54-1111

小牧市 ① 青年の家フェスティバル 青年の家を利用するサークルの活動発表を行います。 11月3日 小牧市青年の家 小牧市青年の家 無料
小牧市青年の家
0568-76-3718

小牧市 ①
「子どもと一緒に本を楽しむために
は」

一般市民を対象に、子どもたちの想像力や思考力を養うことができるよう
な物語を届けられるように、本の楽しみ方や選び方、読み聞かせの方法
について学ぶための講座です。

10月26日
中部公民館　大会
議室

小牧市立図書館 無料 小牧市立図書館　　　0568-73-9951　

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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小牧市 ①③
「今、ライトノベルが　　　　　　人気
なワケ」

一般市民を対象に、近年多く出版されているライトノベルが何故、子ども
たちに人気なのかを知り、ライトノベルと児童文学との違いを学ぶための
講座です。

11月13日
東部市民ｾﾝﾀｰ 視
聴覚室

小牧市立図書館 無料 小牧市立図書館　　　0568-73-9951　

小牧市 ③ 第52回小牧市民美術展
日本画・洋画・彫塑工芸・書道・写真の5部門を公募し、展示します。例年
展示数は400点余りで、来場者は4000人余りです。

10月23日～11月3日
小牧市まなび創造
館アリーナ・市民
ギャラリー

小牧市・小牧市教育委員会 無料 文化振興課       0568-76-1188

小牧市 ③ ふれあい音楽広場
ポルタメント小牧の会員によるロビーコンサートです。11月は「和みの愛唱
歌」と題し歌とピアノをお届けいたします。

11月6日 味岡市民センター 小牧市教育委員会 無料 文化振興課       0568-76-1188

小牧市 ③ わくわくワークショップコンサート
前日にワークショップを開催し、箏や打楽器（つぼ・カホン）の体験をするこ
とによって、演奏をより身近に味わいます。

11月4日,5日 味岡市民センター 小牧市・小牧市教育委員会 文化振興課       0568-76-1188

小牧市 ③
アートマネジメント『文化のまちづく
りにチャレンジ！』

訪れる人が楽しくて住んでる人が自慢したくなるようなまちにするために、
小牧の歴史など地域資源を活用して仕掛けづくりを考えます。

10月19日,11月2
日,11月16日

小牧市公民館 小牧市・小牧市教育委員会 無料 文化振興課       0568-76-1188

小牧市 ③ サンデーコンサート
ポルタメント小牧の会員によるコンサートです。10月はピアノ、ソプラノの
歌声、弦楽器の饗宴でモーツァルトの名曲の数々をお届けいたします。

10月29日 味岡市民センター 小牧市・小牧市教育委員会 無料 文化振興課       0568-76-1188

小牧市 ③ 第34回小牧市文芸祭
美しい日本語で表現された作品を募集・発表することで、市民の創作意
欲を高め、ゆとりある豊かな心を育成します。

10月23日～11月3日
小牧市まなび創造
館センターモール

小牧市・小牧市教育委員会 無料 文化振興課       0568-76-1188

小牧市 ①
名古屋造形大学公開講座
SUPER LECTURE 2011

装丁デザイナー： 高橋千裕 氏
講題「装丁の現在・過去・未来」

10月26日
名古屋造形大学
C601教室

名古屋造形大学 無料
名古屋造形大学社会交流センター
0568-79-1243

小牧市 ①
名古屋造形大学公開講座
SUPER LECTURE 2011

画家： O JUN 氏
講題「わたしに絵を描かせるモノとコト」

11月7日
名古屋造形大学
C601教室

名古屋造形大学 無料
名古屋造形大学社会交流センター
0568-79-1243

小牧市 ③
大学版画交流展
「交差する版画」

名古屋造形大学・愛知県立芸術大学・名古屋芸術大学の愛知県内三
芸大合同企画版画展

10月17日～21日
名古屋造形大学
Ｄ1・Ｄ2・Ｄ3ギャラ
リー

名古屋造形大学 無料
名古屋造形大学学務課（学生生活）
0568-79-1219

小牧市 ③ 日本画の源流展 名古屋造形大学の所蔵する日本画の展示 10月24日～11月4日
名古屋造形大学
Ｄ1ギャラリー

名古屋造形大学 無料
名古屋造形大学学務課（学生生活）
0568-79-1219

小牧市 ①
名古屋造形大学公開講座2011
「リアルとバーチャル」

本学 江本菜穂子教授
講題「西洋絵画のだまし方-リアル？バーチャル？」

11月26日 メナード美術館 名古屋造形大学 無料
名古屋造形大学社会交流センター
0568-79-1243

稲沢市 ①
生誕110年記念荻須高徳展～憧れ
のパリ、煌めきのヴェニス～

荻須高徳の生涯のテーマともいえる２つの古都、パリとヴェニスを描いた
代表作など貴重な作品を紹介します。

10月29日
～12月18日

稲沢市荻須記念美
術館

稲沢市教育委員会
荻須記念美術館
0587-23-3300

11/30のみ生誕
記念デーにより無
料

稲沢市 ③ 特別展講演会 稲沢市出身の洋画家　荻須高徳の魅力を分かりやすく解説します。 11月6日
稲沢市荻須記念美
術館

稲沢市教育委員会
荻須記念美術館
0587-23-3300

特別展観覧券必
要
（40人迄）

稲沢市 ③ 第48回稲沢市民展

２部構成
第１部は日本画、洋画、写真
第２部は書、工芸美術
一般市民からの入賞･入選作品を展示します。

第1部：10月4日～10
日

第2部：10月12日～
16日

稲沢市荻須記念美
術館

稲沢市教育委員会 無料
荻須記念美術館
0587-23-3300

稲沢市 ②
ＩＮＡＺＡＷＡ
ＧＲＥＥＮＣＯＮＣＥＲＴ
2011

市内の小学校児童による音楽会。
オーボエの演奏会も行ないます。

10月22日
稲沢市市民会館大
ホール

稲沢市教育委員会 無料
稲沢市教育委員会
学校教育課
0587-32-1111

稲沢市 ① ゆとり創造講演会 地域のゆとり創造社会の実現のための講演会を実施します。 11月上旬
稲沢市市民会館中
ホール

ゆとり創造事業実行委員会 無料
稲沢市役所
商工観光課
0587-32-1111

稲沢市 ③ 稲沢音楽祭
音楽協会加盟団体を中心とした発表会を行います。

11月6日
稲沢市市民会館中
ホール

稲沢市教育委員会
稲沢市文化団体連合会

無料
生涯学習課
0587-32-1111(内316)

稲沢市 ①
男女共同参画社会づくりフォーラ
ム

男女共同参画社会の実現に向けたフォーラムを著名人を招いて実施いま
す。

11月20日
稲沢市市民会館中
ホール

いなざわウィルネット 無料
生涯学習課
0587-32-1111(内316)

稲沢市 ③
セントラル愛知交響楽団公開講座
「齋藤一郎のここが聴きどころ!!

セントラル愛知交響楽団常任指揮者・齊藤一郎氏による音楽講座。定期
演奏会にて演奏する曲目を、様々な角度から解説します。

11月1日
稲沢市民会館大
ホール

稲沢市民会館 無料
市民会館　0587-24-5111
http://www.city.inazawa.aichi.jp/ica/index.html

稲沢市 ③
劇団東京ヴォードショー＆セントラ
ル愛知交響楽団「Show劇的コン
サート2011」

「音を楽しむ」ｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄｼｮｰ。客席・ステージという概念を取り払った斬
新な空間行なう、お笑いとオーケストラの楽しい公演です。

11月20日
稲沢市民会館小
ホール

稲沢市民会館
市民会館　0587-24-5111
http://www.city.inazawa.aichi.jp/ica/index.html

稲沢市 ③
セントラル愛知交響楽団公開リ
ハーサル

オーケストラのリハーサル風景を公開します。ひとつの作品ができあがる
過程を、解説付きでご覧いただけます。

11月18日
稲沢市民会館大
ホール

稲沢市民会館 無料
市民会館　0587-24-5111
http://www.city.inazawa.aichi.jp/ica/index.html

新城市 ③ 市民芸能祭 文化協会会員による民謡、フラダンス、大正琴など芸能の披露 11月3日 新城市文化会館 新城市文化協会 無料  新城市文化協会0536‐23‐7656

新城市 ③ 市民文化祭 文化協会会員による生け花、絵画、工芸品、帯結びなどの作品展 11月3日～5日 新城市文化会館 新城市文化協会 無料  新城市文化協会0536‐23‐7656

新城市 ① 親子工作教室 子どもたちが親や友だちと交流しながら作る楽しさを体験する 11月5日 新城市青年の家 新城市教育委員会 shougaigakushu@city.shinshiro.lg.jp

新城市 ③ 第37回新城音楽祭 小・中・高校生や一般団体による合奏、合唱を行う 11月6日 新城市文化会館 奥三河音楽連盟  奥三河音楽連盟0536‐23‐7603

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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新城市 ① 親子自然観察会 豊かな自然が残っている本市において、親子で自然を観察する 11月12日 愛知県民の森 新城市教育委員会 shougaigakushu@city.shinshiro.lg.jp

新城市 ① 新城市生涯学習市民大学
愛知大学、豊橋技術科学大学、愛知新城大谷大学から講師を迎える、市
民のための学習講座

11月12日,19日 新城市文化会館 新城市教育委員会 shougaigakushu@city.shinshiro.lg.jp

新城市 ③ 新城歌舞伎
古くから伝承されている市民による新城歌舞伎。子ども歌舞伎も出演す
る。

11月20日 新城市文化会館 新城市教育委員会 bunka@city.shinshiro.lg.jp

東海市 ③ 東海市文化祭
「東海秋まつり２０１１」の中で、文化活動を行う市民の発表・交流の場とし
て、絵画展・書道展などを行います。

11月12日,13日 東海市民体育館 東海市文化祭実行委員会 無料 http://www.city.tokai.aichi.jp/~kyoiku/syakyou/osirase/bunkasai_kaisai-top.html

東海市 ① 星城大学公開講座 テレビＣＭから世界が見える　　　　　　　　　　～情報伝達と文化の違い～ 11月5日 星城大学 星城大学 無料 http://www.seijoh-u.ac.jp
10:30～12:00
定員100名

東海市 ① 星城大学公開講座 膝の痛みに対するリハビリテーション　　　　　　（実技有り） 11月5日 星城大学 星城大学 無料 http://www.seijoh-u.ac.jp
13:00～15:00
定員100名

東海市 ① 星城大学ｵｰﾌﾟﾝｶﾚｯｼﾞ 市民講座　　教養・趣味・資格講座 9月24日～2月15日 星城大学 星城大学 http://www.seijoh-u.ac.jp
10:00～16:30
各講座20名

大府市 ③ 遠野デー
遠野の語り部の昔話や、歴史のある神楽など、友好都市「遠野」の伝統を
身近に感じる公演

10月28日
大府市勤労文化会
館

大府市 無料 大府市文化国際課　0562－45－6266

大府市 ② 大府市役所ロビーコンサート 声楽家（テノール）三河のドミンゴ：大野憲一さんのコンサート 11月2日 大府市役所 大府市 無料 大府市文化国際課　0562－45－6266

大府市 ③
大府市楽友協会管弦楽団　第33
回定期演奏会

大府市で活動している管弦楽団の定期演奏会 11月13日
大府市勤労文化会
館

大府市文化協会 http://homepage3.nifty.com/obu_orche/

大府市 ③
ダンスレインボー
ダンスパーティー

社交ダンスパーティー 11月13日
大府市勤労文化会
館

大府市文化協会 大府市文化協会事務局　0562－45－6265

大府市 ① 第４回子ども芸能祭
芸能（文化）を通じて子どもの健全育成を促進することを目的として、各種
芸能（文化）活動に携わる子どもたちの発表会および地域住民の交流を
します。

11月27日 大府市役所 子ども文化交流会 無料 子ども文化交流会事務局　obu_kodomobunnka@yahoo.co.jp

大府市 ③ 産業文化まつり 文化展・小中学校作品展・行政展・商工業展・農協展等 10月29日,30日
大府市民体育館・
駐車場

大府市 無料
大府市商工労政課
0562－45－6227

知多市 ③
特別企画展
「大野谷の文化財展」

大野谷に伝わる仏像や絵画、虫供養の資料などの文化財を紹介します。 10月22日～12月4日
知多市歴史民俗博
物館

知多市
教育委員会

http://www.city.chita.aichi.jp/

知多市 ① 読書感想画展 市内小学校の入賞作品を約90点展示します。
10月29日～11月13

日
知多市中央図書館

知多市
教育委員会

無料 http://www.lib.city.chita.aichi.jp/index.jsp

知多市 ①
星城大学提携講座
「暮らしに役立つインターネット」

安心・安全な地域生活のためにインターネットの世界をのぞいてみます。 11月3日
知多市
中部公民館

知多市
教育委員会

http://www.city.chita.aichi.jp/

知多市 ③ 公民館文化祭 公民館の定期利用団体が中心となって行う作品展等の行事です。 11月5日,6日
市内
４公民館

知多市
教育委員会・
各公民館文化祭実行委員会

無料

八幡公民館
0562-32-3825
東部公民館
0562-34-2933
岡田公民館
0562-55-3095
旭公民館
0569-42-1114

知立市 ① 図書館まつり 図書のリサイクル市と子供向け行事を開催します
10月22日～

11月7日
知立市図書館l 知立市教育委員会 無料 http://www.city.chiryu.aichi.jp/library/

知立市 ③ 内藤魯一没後100年記念企画展
郷土の偉人・自由民権運動の志士・内藤魯一がお亡くなりになり、没後
100年が経過しました。記念の企画展を開催します。

10月1日～
11月15日

知立市歴史民俗資
料館

知立市教育委員会 無料 http://www.city.chiryu.aichi.jp/0000001799.html

知立市 ③
邦楽・伝統芸能・日本舞踊のつど
い

市文化協会の各流派の発表会 10月15日 知立市文化会館 知立市教育委員会 無料 http://www.katch.ne.jp/~chiryubunkyou/toiawase-top.htm

連絡先83-0151
文化協会事務局
火～金　午前１０
時～午後４時まで

知立市 ③ 民謡・歌謡のつどい 市文化協会の各流派の発表会 10月30日 知立市文化会館 知立市教育委員会 無料 http://www.katch.ne.jp/~chiryubunkyou/toiawase-top.htm

連絡先83-0151
文化協会事務局
火～金　午前１０
時～午後４時まで

知立市 ③ 創作部門展示 知立市文化協会創作部門の展示 10月22日,23日 知立市文化会館 知立市教育委員会 無料 http://www.katch.ne.jp/~chiryubunkyou/toiawase-top.htm

連絡先83-0151
文化協会事務局
火～金　午前１０
時～午後４時まで

知立市 ③ 美術部門展 知立市文化協会美術部門の展示 11月11日～23日 知立市文化会館 知立市教育委員会 無料 http://www.katch.ne.jp/~chiryubunkyou/toiawase-top.htm

連絡先83-0151
文化協会事務局
火～金　午前１０
時～午後４時まで

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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知立市 ③ 文化講演会 知立市文化協会の講演会 11月13日 知立市文化会館 知立市教育委員会 無料 http://www.katch.ne.jp/~chiryubunkyou/toiawase-top.htm

連絡先83-0151
文化協会事務局
火～金　午前１０
時～午後４時まで

知立市 ③ 市民茶会 知立市文化協会茶道部の茶会 11月13日 知立市文化会館 知立市教育委員会 http://www.katch.ne.jp/~chiryubunkyou/toiawase-top.htm

連絡先83-0151
文化協会事務局
火～金　午前１０
時～午後４時まで

知立市 ③
しみん劇
「決定版　十一びきのネコ」

しみん劇は、市民参加型の演劇公演です。
知立市の芸術文化を継承・発展させていくとともに、文化会館がコミュニ
ケーションシアターとして、新たな市民文化創造の拠点となることを目指し
て、開催します。

10月9日
知立市文化会館
（パティオ池鯉鮒）

ちりゅう芸術創造協会 http://www.patio-chiryu.com

パティオ池鯉鮒
（知立市文化会
館）
〒472-0026 愛知
県知立市上重原
町間瀬口116番
地
ちりゅう芸術創造
協会
ＴＥＬ0566-83-

知立市 ③
入会地事業～おやこDEサロン～
支援センター職員によるおやこあ
そび

おやこでたのしむ運動あそび対象／2才～未就園児のお子さんと保護者
（50組）要予約／10/5（火）AM9:00～電話のみの受付です。中央支援セン
ター（0566-81-5500）親子のふれあいや仲間づくりなどに、ぜひご来場く
ださい。

10月20日
知立市文化会館
（パティオ池鯉鮒）

ちりゅう芸術創造協会 無料 http://www.patio-chiryu.com

パティオ池鯉鮒
（知立市文化会
館）
〒472-0026 愛知
県知立市上重原
町間瀬口116番
地
ちりゅう芸術創造
協会
ＴＥＬ0566-83-

知立市 ③

ふれコン”特別公演
ふれあいコンサート100回記念ス
ペシャル
おかげ様で100回記念を
迎えることができました

「ふれあいコンサート（ふれコン）」は、パティオ池鯉鮒が開館した2000年
から、エントランスロビーにて毎月1回（8月・2月を除く）開催している入場
無料のコンサートです。今回かきつばたホールにて、スペシャルコンサー
トを開催します！

10月22日
知立市文化会館
（パティオ池鯉鮒）

ちりゅう芸術創造協会 無料 http://www.patio-chiryu.com

パティオ池鯉鮒
（知立市文化会
館）
〒472-0026 愛知
県知立市上重原
町間瀬口116番
地
ちりゅう芸術創造
協会
ＴＥＬ0566-83-

知立市 ③ 入会地事業・呈茶DEパティオ
茶室でお茶のおもてなし
　お茶室をのぞいてみませんか？
どなた様もお気軽にお越しください

10月26日
知立市文化会館
（パティオ池鯉鮒）

ちりゅう芸術創造協会 http://www.patio-chiryu.com

パティオ池鯉鮒
（知立市文化会
館）
〒472-0026 愛知
県知立市上重原
町間瀬口116番
地
ちりゅう芸術創造
協会
ＴＥＬ0566-83-

知立市 ①③

入会地事業・
第17回パティオ入会地ギャラリー
展・
彩路（アロ）展、デッサン会展、連
画会展

ギャラリーで3つの展覧が同時に楽しめる展示シリーズ　【文化の入会地
（いりあいち）】を目指して企画されている「パティオ入会地事業」のひとつ
『入会地ギャラリー展』。ギャラリーを三分割することで3つの様々な展示を
一度に鑑賞していただけます。

10月26日〜30日
知立市文化会館
（パティオ池鯉鮒）

ちりゅう芸術創造協会 無料 http://www.patio-chiryu.com

パティオ池鯉鮒
（知立市文化会
館）
〒472-0026 愛知
県知立市上重原
町間瀬口116番
地
ちりゅう芸術創造
協会
ＴＥＬ0566-83-

知立市 ③

文化講演会・講師 渡部陽一氏
（戦場カメラマン/ジャーナリスト）
世界からのメッセージ ～平和と命
の大切さ～

戦場カメラマンとして感じ、そして今伝えたいこと！戦場カメラマンとして、
世界中の戦場や被災地を飛び回り、そこで生活する人々の絆や、人間の
持つ愛の深さ、命の大切さ、生きることの素晴らしさなど「ありのままの表
情や生の声」を伝えます。

10月28日
知立市文化会館
（パティオ池鯉鮒）

ちりゅう芸術創造協会 http://www.patio-chiryu.com

パティオ池鯉鮒
（知立市文化会
館）
〒472-0026 愛知
県知立市上重原
町間瀬口116番
地
ちりゅう芸術創造
協会
ＴＥＬ0566-83-

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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知立市 ③

平成23年度 文化庁 優れた劇場・
音楽堂からの創造発信事業
まちおこし新作音楽人形劇『愛・か
きつばた姫②』
プレ公演
世界音楽物語

子ども向けの世界の名作を、生演奏の音楽に乗せ、迫力ある朗読で楽し
むシリーズ「世界音楽物語」。今回は、知立に伝わる伝説をもとにした恋
物語『愛・かきつばた姫』と、童話『ずーっとずっとだいすきだよ』の2つの
音楽物語を上演します。視覚でたのしめる舞台美術もあります。楽しい手
あそびや、うたあそび。知立出身 小島好弘さんのピアノと、元NHK教育テ
レビのおねえさん 小野壽子さんのおはなしで、遊びながら音楽をたのし
む企画です。

11月3日
知立市文化会館
（パティオ池鯉鮒）

ちりゅう芸術創造協会 http://www.patio-chiryu.com

パティオ池鯉鮒
（知立市文化会
館）
〒472-0026 愛知
県知立市上重原
町間瀬口116番
地
ちりゅう芸術創造
協会
ＴＥＬ0566-83-

知立市 ③

平成23年度 文化庁 優れた劇場・
音楽堂からの創造発信事業 まち
おこし新作音楽人形劇 『愛・かき
つばた姫』プレ展示

井上ひさしでおなじみの「ひょっこりひょうたん島」の人形作家で、『愛・か
きつばた姫』本公演(2012.2.4～5)の人形美術をデザインする片岡昌の人
形展示 テレビでもおなじみ「ひょっこりひょうたん島」の人形や、文楽人
形、「ふしぎの国のアリス」の人形など有名な人形を一堂に展示します。関
連イベントでは人形づくりのワークショップや、ひとみ座座員の伊東史朗さ
んによる人形のひとり芝居も開催します。

11月16日〜11月20
日

知立市文化会館
（パティオ池鯉鮒）

ちりゅう芸術創造協会 無料 http://www.patio-chiryu.com

パティオ池鯉鮒
（知立市文化会
館）
〒472-0026 愛知
県知立市上重原
町間瀬口116番
地
ちりゅう芸術創造
協会
ＴＥＬ0566-83-

知立市 ③

平成23年度 文化庁 優れた劇場・
音楽堂からの創造発信事業
中学生優れた芸術鑑賞事業
まちおこしオペレッタ『愛・かきつば
た姫』

結ばれるはずの二人の恋、どこかでかけちがいました。
毎年知立市内三中学の３年生全員を招待し、地元の文化財「山車文楽」
の周知や、
日本の伝統芸能、すぐれた芸術に触れてもらう機会を提供することを目的
とした公演である。なお、一般のお客様はバルコニー席にて鑑賞していた
だけます。
今回は、昨年度に初演されたパティオ池鯉鮒のオリジナル作品：まちおこ
しオペレッタ『愛・かきつばた姫』を再演します。

11月30日
知立市文化会館
（パティオ池鯉鮒）

ちりゅう芸術創造協会 http://www.patio-chiryu.com

パティオ池鯉鮒
（知立市文化会
館）
〒472-0026 愛知
県知立市上重原
町間瀬口116番
地
ちりゅう芸術創造
協会
ＴＥＬ0566-83-

知立市 ③

KIRIN Presents レ・フレール3rd ア
ルバム発売記念ライブ
Les Frères PIANO SPATIAL in
CHIRYU
ピアノ・スパシアル in 知立

華麗かつ迫力ある演奏で根強い人気の兄弟ピアノデュオ、レ・フレールの
コンサート
2008 年の知立初演で即日完売した人気公演！
気鋭の兄弟ピアノデュオ、レ・フレールの2回目となる知立公演を開催しま
す。

12月11日
知立市文化会館
（パティオ池鯉鮒）

ちりゅう芸術創造協会 http://www.patio-chiryu.com

パティオ池鯉鮒
（知立市文化会
館）
〒472-0026 愛知
県知立市上重原
町間瀬口116番
地
ちりゅう芸術創造
協会
ＴＥＬ0566-83-

尾張旭市 ③ 市民文化祭 市民展、市民芸能発表大会、市民音楽祭を開催 10月30日～11月6日
文化会館、
スカイワードあさひ

文化協会、
市教育委員会

無料 http://www.city.owariasahi.lg.jp/

尾張旭市 ⑤ 読書週間事業 本のリサイクル市、おはなしの広場
10月30日,
11月5日

尾張旭市立図書館 尾張旭市立図書館 無料 http://www.city.owariasahi.lg.jp/

高浜市 ①
2011イタリア・ボローニャ国際絵本
原画展

毎年イタリアのボローニャ市で行われている、絵本原画のコンクールに入
選した作品を紹介する展覧会です。

10月１日～11月6日
高浜市やきものの
里かわら美術館

高浜市やきものの里かわら
美術館

http://www.takahama-kawara-museum.com/

高浜市 ①
あなたの思い出の本を教えてくだ
さい～子どもたちに伝えたい名作
～

親世代の人たちが子どもの頃に読んだ懐かしい絵本・物語を、エピソード
とともに募集。本と寄せられたエピソードを並べて展示。

10月1日～11月30日 高浜市立図書館 高浜市立図書館 無料 0566-52-0240

高浜市 ①
図書館ボランティアレベルアップ講
座

簡単な図書の修理を学ぶ。 11月9日 高浜市立図書館 高浜市立図書館 無料 0566-52-0240

高浜市 ① 図書館フェスティバル

ボランティアグループが中心となって、図書館で絵本の読み聞かせや紙
芝居、手作りしおり体験、バルーンアート、劇団の公演、図書のリサイクル
バザーを行うなど、市民の皆さんに広く新しい図書館の試みを知ってもら
うイベント。

11月12日 高浜市立図書館 高浜市立図書館 無料 0566-52-0240

岩倉市 ③ 岩倉市民文化祭 市民展・美術展・生花展・盆栽展・児童生徒作品展・茶席・音楽祭を開催 11月3日～6日
岩倉市総合体育文
化センター

岩倉市・岩倉市教育委員会 無料
生涯学習課
0587-38-5819

豊明市 ① 桜花学園大学市民講座 太極気功十八式を繰り返すとともに中国の健康法について学びます。 11月4日,18日
豊明市立南部公民
館

豊明市教育委員会 http://www.city.toyoake.lg.jp/shogaku/index.html

豊明市 ③ 豊明まつり文化展 美術・手工芸・菊花などの作品展示・芸能発表・茶席 11月2日～6日 豊明市文化会館 豊明まつり開催委員会 豊明市文化会館

豊明市 ① 公開講座 「〈大震災〉の時代を生きる」を学びます。 10/18．25 名古屋キャンパス
桜花学園大学
名古屋短期大学

無料 http://www.ohkagakuen-u.ac.jp

日進市 ③ 第32回にっしん文化祭
日進市文化協会会員による作品展示・舞台発表・体験コーナー・呈茶コー
ナー等を開催します。

11月12日～11月13
日

日進市民会館
日進市・
日進市教育委員会・
日進市文化協会

無料 0561-73-4158

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

愛知県
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

日進市 ③ 第25回日進市菊花大会
秋の代表的な花として親しまれている菊を一堂に展示し、市民の花と緑に
対する意識の高揚と文化の向上を図る。

10月31日～11月14
日

岩崎城址公園
日進市・日進市教育委員会・
日進市菊花大会実行委員会

無料 http://www.mf.ccnw.ne.jp/iwasakijo/

日進市 ③ 第26回日進市民俗芸能発表会
民俗芸能連合会加盟団体による棒の手・神楽・木遣・囃子・巫女の舞の
発表会です。

10月23日
日進市民会館小
ホール

日進市・日進市教育委員会・
日進市民俗芸能連合会

無料 日進市教育委員会生涯学習課　電話0561－73－7111（代表）

日進市 ③ 紙で作る甲冑展示着用体験会 紙で作った本格的な甲冑を、お子様から大人まで着用できます。
10月23日,30日,11月

6日,13日
岩崎城址公園 日進市・日進市教育委員会 無料 http://www.mf.ccnw.ne.jp/iwasakijo/

日進市 ③ 和のミニコンサート 尺八・横笛と琴の合奏による秋を感じるミニコンサート。 10月30日 岩崎城歴史記念館
日進市・日進市教育委員会・
日進市菊花大会実行委員会

無料 http://www.mf.ccnw.ne.jp/iwasakijo/

日進市 ① 図書館まつり
読書週間にあわせ、図書館まつりを開催。図書館まつりでは図書館主催
のブッカーサービスや簡単な工作等をおこなう。また、ボランティア団体に
よるおはなし会・朗読会の開催や作品展示をおこなう

11月5日～11月13日 日進市立図書館 日進市立図書館 無料 0561-73-4123

日進市 ②
第３回　中部大学第一高等学校
文化部合同企画展　～緑の旗～

文化部の活動を一般市民に紹介する企画展 10月22日～10月29日 岩崎城歴史記念館 中部大学第一高等学校 無料 info@chubu-ichi.ed.jp

田原市 ① 渥美図書館まつり 幼児～小学生を対象としたおはなし会 11月6日 渥美図書館 図書館 無料 0531-33-1114

田原市 ① 渥美図書館まつり 図書館の除籍資料等を本のリサイクル市として無料で提供 11月6日 渥美図書館 図書館 無料 0531-33-1114

田原市 ① 読書かんそう画コンクール
秋の読書週間のＰＲと読書推進のために、幼児から小学生を対象に読書
感想画を募集し、入賞者を決定し展示

10月20日～11月24
日

渥美図書館 図書館 無料 0531-33-1114

田原市 ③ 田原市文化祭 文化協会会員の作品展覧会、芸能大会、茶会などが２会場で開催 11月4日～11月6日
田原文化会館、渥
美文化会館

生涯学習課 無料 0531-22-6063

田原市 ① 食育講演会 食育に関する講演会、詳細未定 10月23日 田原文化会館 農政課 無料 0531-23-3517

田原市 ③ 秋の企画展
洋風画家谷文晁、渡辺崋山が描く風景表現展
【同時開催】愛知県美術館サテライト展示：風景―木村定三コレクションを
中心に

9月10日～11月6日 田原市博物館 田原市博物館 0531-22-1720

田原市 ③ あつみロビーコンサート
気軽に行ける、でも演奏は本物がコンセプトに第48回目はピアノと歌で名
曲を。

10月30日 渥美文化会館 生涯学習課 0531-23-3531

愛西市 ① 愛西市家庭教育講演会
未来の日本を創る心豊かでたくましい子どもを育むため、親が子育ての
悩みや不安を払拭し、自信を持って子育てができるよう、家庭教育に関す
る講演会を開催します。

10月22日 愛西市佐織公民館
愛西市家庭教育推進連絡協
議会　愛西市教育委員会

無料 http://www.city.aisai.lg.jp

愛西市 ③ 愛西市文化祭
市民参加によるイベントとして、芸能発表・作品展・呈茶コーナー等を開催
します。

11月5日,6日
愛西市佐屋公民
館・

愛西市文化協会 無料 http://www.city.aisai.lg.jp

清須市 ③ 清須市文化展 文化協会及び一般市民の作品を展示します。 11月5日,6日 アルコ清州 清須市文化協会 無料
生涯学習課
052-409-6471

清須市 ③
清須市はるひ美術館収蔵作品展
アートでわくわくⅠ

清須市はるひ美術館の収蔵作品をクイズやワークシートを使って展示し
ます。

11月1日～11月26日
清須市はるひ美術
館展示室１

清須市はるひ美術館 http://www.city.kiyosu.aichi.jp

清須市 ③
はるひ絵画トリエンナーレアーティ
ストシリーズ　星野健二展

第6回はるひ絵画トリエンナーレ受賞者「星野健二」氏の作品を展示しま
す。

11月1日～11月26日
清須市はるひ美術
館展示室２

清須市はるひ美術館 http://www.city.kiyosu.aichi.jp

北名古屋
市

③ 北名古屋市文化協会芸能発表会 芸能発表 10月23日
北名古屋市文化勤
労会館

北名古屋市文化協会 無料
生涯学習課
0568-22-1111

北名古屋
市

③
北名古屋市文化協会作品展・菊
花展

会員等の作品展示（絵画等） 10月29日,30日
北名古屋市総合体
育館

北名古屋市文化協会 無料
生涯学習課
0568-22-1111

弥富市 ③ 第11回洋邦楽舞発表会 文化協会の洋楽・邦楽・舞踊の三部門の合同発表会 10月29日
弥富市総合社会教
育センター

弥富市文化協会 無料 0567-65-0002

弥富市 ③ 第11回市民文化展 文化協会会員及び一般市民の作品を展示 10月28日～30日
弥富市総合社会教
育センター

弥富市教育委員会
弥富市文化協会

無料 0567-65-0002

弥富市 ③ 芸能大会
各地区に残っている郷土芸能の保存を図りつつ、市民に郷土芸能を周知
するための発表会

10月30日
弥富市総合社会教
育センター

弥富市教育委員会
弥富市文化財保存会

無料 0567-65-4355

みよし市 ③ みよし市文化祭 みよし市文化協会会員の作品展示及び芸能発表 11月2日～5日
みよし市文化セン
ターサンアート

みよし市 無料  みよし市教育委員会教育行政課　電話：0561-32-8028

あま市 ① ブックリサイクル 不要本を持ち寄り、参加者が好みの本を自由に持っていく 11月3日 あま市美和図書館 あま市美和図書館 無料 052-449-1114

あま市 ③ あま市文化祭 芸能発表会・作品展示・呈茶 11月5日,6日 市内３施設 あま市文化協会 無料 052-442-2261

あま市 ① 人権教育講演会 人権問題の啓発 11月13日
あま市甚目寺公民
館

あま市・あま市教育委員会 無料 052-444-1621

あま市 ③ 福島正則展 生誕450年となる郷土の戦国武将の展示会 10月29日～12月4日
あま市美和歴史民
俗資料館

あま市教育委員会 無料 052-442-8522

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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東郷町 ① 落語会 生の落語を楽しんで頂く 11月6日
いこまい館多目的
室

東郷町教育委員会
チケット予約電話番号
0561-38-4111

自由席
東郷町民会館窓
口にてチケットを

東郷町 ③ 東郷町文化産業まつり 文化協会加入団体の作品展示 11月12日,13日
東郷町民会館、体
育館

東郷町 無料 http://www.town.togo.aichi-togo.lg.jp/

東郷町 ① お話し会 ボランティアが子どもに読み聞かせをする。 11月5日
東郷町民会館視聴
覚室

東郷町教育委員会 無料 http://www.town.togo.aichi.-togo.lg.jp/

長久手町 ③ 学内演奏会

声楽、管打楽器、ピアノの各コースの学生が演奏します。

10月18日・11月8日…声楽
10月25日・11月1日…管打楽器
11月15日・・・ピアノ

10月18日,10月25
日,11月1日,11月8

日,11月15日

愛知県立芸術大学
奏楽堂

愛知県立
芸術大学

無料 http://www.aichi-fam-u.ac.jp

長久手町 ③
図書館企画展示「古典籍の魅力
～整理と研究～」

「愛知県立大学貴重書コレクション」のWebサイトを紹介するとともに、デジ
タル化の対象となった貴重書原本を展示します。

10月18日～12月16
日

愛知県立大学長久
手キャンパス図書
館

愛知県立大学 無料 0561-64-1111

長久手町 ③
法隆寺金堂壁画模写秋季展
第2期・第3期

三年の歳月を経て完成した東寺所蔵《両界曼荼羅図（西院曼荼羅）のうち
胎蔵界》の模写を展示します。

【第1期】10月20日～
11月6日

【第2期】11月16日～
11月30日

愛知県立芸術大学
法隆寺金堂壁画模
写展示館

愛知県立
芸術大学

無料 http://www.aichi-fam-u.ac.jp

長久手町 ③ 第37回美術学部教員展
毎年恒例の美術学部教員による作品展です。大学教育の現場で後進の
育成に尽力するとともに、作家としても活躍する各専攻の教員の作品を公
開し、その業績の一端を紹介します。

10月22日～11月6日
愛知県立芸術大学
芸術資料館

愛知県立
芸術大学

無料 http://www.aichi-fam-u.ac.jp

長久手町 ③ 愛知県立芸術大学サテライト講座

愛知芸術文化センターで開講される各種サテライト講座です。

【講義】　自然・社会・人間・美術
～アートによる地域づくりを考える～
始め6講座

10月22日,30日,11月
5日,6日,12日,20日

愛知芸術文化セン
ター

愛知県立
芸術大学

http://www.aichi-fam-u.ac.jp

長久手町 ③ 愛知県立芸術大学サテライト講座

愛知県立芸術大学サテライトギャラリーで開講される各種サテライト講座
です。

【講義】長久手町のグラフィックデザイン
～地域と大学が作るデザイン～
始め4講座

10月29日
11月3日, 15日, 19日

愛知県立芸術大学
サテライトギャラ
リー

愛知県立
芸術大学

http://www.aichi-fam-u.ac.jp

長久手町 ①②
学術講演会「世界史教育の日米
比較-歴史的思考をどう育てるか-
」

東京女子大学教授の油井大三郎氏を招き、公開講座「世界史へのまなざ
し」の基調講演を行います。

10月31日 愛知県立大学講堂 愛知県立大学 無料 0561-64-1111（内線6132）
申込必要（申込
期間9/5～
10/17）

長久手町 ③
フォーラム「森と草原の自然と文
化=大交流」

アフリカ、アジア等の各研究者と各招聘者が議論します。また、東ティモー
ル、アイヌの音楽を演奏します。

11月1日 愛知県立大学
愛知県立大学、総合地球環
境学研究所、WIN-AINU、朝
日新聞社

無料

http://www.for.aichi-pu.ac.jp/tabunka/
0561-64-1111
（内線：5315（多文化共生研究所）、
5172（学務課））

長久手町 ② 第14回県大祭
大盛り上がりのステージ、無料芸能人ライブ、県大ならではのいろいろな
国の食べ物が食べられる模擬店、感動の後夜祭などなど、楽しいイベント
が盛りだくさんです。

11月4日～11月6日
愛知県立大学長久
手キャンパス

県大祭実行委員会 無料 http://apuf-kendaisai.com/event.html

長久手町 ② 「多言語競演レシテーション大会」
外国語を学習した学生が、文学作品の一節を暗誦し、学習の成果を競い
ます。多くの言語で競演するのが特徴です。

11月5日 愛知県立大学 愛知県立大学 無料
http://www.for.aichi-pu.ac.jp/
0561-64-1111
（内線：5173（学務課））

長久手町 ①② 公開講座「世界史へのまなざし」
愛知県立大学教員による公開講座「世界史へのまなざし」を、全６回シ
リーズで行います。

11月5日～12月17日
愛知県立大学長久
手キャンパス

愛知県立大学 0561-64-1111（内線6132）
申込必要（申込
期間9/5～

長久手町 ③ 久保田裕教授退任記念展 油画専攻久保田裕教授の退任記念展です。 11月11日～20日
愛知県立芸術大学
芸術資料館

愛知県立
芸術大学

無料 http://www.aichi-fam-u.ac.jp

長久手町 ③
愛知県立芸術大学管弦楽団
秋季特別演奏会

愛知県立芸術大学音楽学部の学生で構成される管弦楽団による演奏会
です。

指揮：外山雄三
管弦楽：愛知県立芸術大学管弦楽団

11月20日 飛島村中央公民館
愛知県立
芸術大学

http://www.aichi-fam-u.ac.jp

長久手町 ③ ながくてアートフェスティバル
長久手町内のアトリエ・ギャラリー開放、ワークショップおよび長久手町各
所におけるアート展示などを行います。

10月29日～11月13
日

長久手町各所
ながくてアートフェスティバル
実行委員会・長久手町・長久
手町教育委員会

ながくてアートフェスティバル実行委員会事務局（長久手町
文化の家）0561-61-3411（代表）内線117

長久手町 ③ 親子も子も一日アーティスト 親子で描こう！実物大の親と子 11月3日 長久手町文化の家
ながくてアートフェスティバル
実行委員会・長久手町・長久
手町教育委員会

無料
ながくてアートフェスティバル実行委員会事務局（長久手町
文化の家）0561-61-3411（代表）内線117

長久手町 ③ 第13回文化の家フェスティバル 文化の家利用者による発表会です。 11月16日～20日 長久手町文化の家
文化の家フェスティバル実行
委員会・長久手町・長久手町
教育委員会

無料

文化の家フェスティバル実行委員会事務局（長久手町文化
の家）0561-61-3411（代表）内線114
http://www.town.nagakute.aichi.jp/bunka/bunka/bunka/ind
ex-j.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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長久手町 ③
平成23年度
色金山茶会

色金山で軍議を開いた徳川家康と長久手合戦の往時をしのびながら、茶
を楽しむ機会を提供する。

10月30日 色金山歴史公園
長久手町教育委員会生涯学
習課

長久手町教育委員会生涯学習課
0561-56-0627

豊山町 ① 豊山町文化展
手芸、工芸、俳句、短歌、絵画、写真、華道などの作品1,000点以上を展
示。抹茶ｺｰﾅｰの開設や13日には芸能発表会も同時開催される。

11月12日, 13日
豊山町社会教育セ
ンター

豊山町文化協会 無料 0568-28-2102

大口町 ③ 作品展 各々の作品を展示・発表する 11月5日,6日
中央公民館
集会室

大口町教育委員会生涯学習
課

無料 0587-95-3155

大口町 ③ 芸能発表会 文化協会所属、芸能部のクラブによる発表会 11月13日 大口町民会館
大口町教育委員会生涯学習
課

無料 0587-95-3155

扶桑町 ③ 文化祭作品展示会 各団体の活動成果を発表する 11月4日～6日 扶桑町中央公民館

扶桑町教育委員会扶桑町文
化協会
扶桑町女性の会連絡協議会
扶桑町老人クラブ連合会

無料 http://www.town.fuso.aichi.jp

扶桑町 ③ 文化祭活動発表会 各団体の活動成果を発表する 11月6日,13日 扶桑町文化会館

扶桑町教育委員会扶桑町文
化協会
扶桑町女性の会連絡協議会
扶桑町老人クラブ連合会

無料 http://www.town.fuso.aichi.jp

大治町 ③
第34回大治町文化展・
第20回大治町菊花展

町民の方から出展された作品の展示を行っています 11月5日,6日 大治町立公民館
大治町・大治町教育委員会・
大治町文化協会

無料 教育委員会　社会教育課・052-443-2671

蟹江町 ③ 第４４回　蟹江町文化祭 書道・絵画・盆栽などの展示　　　　　　　　　舞踊演奏などの発表 11月5日,6日
蟹江町体育館
蟹江中央公民館

蟹江町教育委員会 無料 0567-95-1111

飛島村 ① ２０１１飛島ふるさとフェスタ
「小さくてもキラリと光る村飛島」を目指し、村民が一丸となり参加できる総
合的なイベントとして、生涯学習フェスティバル・農業祭・健康福祉祭を統
合して、秋の祭典として開催しています。

11月5日,6日
飛島村中央公民
館・体育館・ホール

飛島村・飛島村教育委員会 無料

http://www.vill.tobishima.aichi.jp/
飛島村中央公民館
0567-52-3351
tb-syakyo@vill.tobishima.lg.jp

月曜日休館

阿久比町 ② あぐい教育週間 保育公開、授業公開などを行い、子育てに関する講演等を行います。 10月24日～11月2日
町内保育園、幼稚
園、小学校、中学校

阿久比町幼保小中一貫プロ
ジェクト

無料 学校教育課学校教育係0569-48-1111（内線205・238）

阿久比町 ① 第６０回阿久比町　文化祭 総合展示会、芸能大会、チャリティー呈茶会などの各種大会を行います。 11月5日,6日
阿久比町立中央公
民館

阿久比町教育委員会 無料 社会教育課公民館係0569-48-1111(内線260・261)

東浦町 ③ 芸能際 踊り等の発表 10月2日 文化センター 文化協会 無料 東浦町文化協会（文化センター内）0562-83-9567

東浦町 ③ 秋の盆栽展 盆栽の展示 11月19日,20日
於大公園（このはな
館）

文化協会 無料 東浦町文化協会（文化センター内）0562-83-9567

東浦町 ③ 美術展 洋画・水墨画等の展示 11月24日～27日 文化センター 文化協会 無料 東浦町文化協会（文化センター内）0562-83-9567

南知多町 ③ 南知多町文化展 南知多町民による作品展示及び呈茶、各種文化教室 10月22日,23日
南知多町総合体育
館

南知多町文化協会
南知多町文化協会事務局
℡0569-65-2474

南知多町 ③ 太鼓打ち着物展
豊浜鯛まつりで使用した太鼓打ち着物（明治末期～現在）約150枚及び大
漁旗約50枚の展示

11月12日,13日
南知多町総合体育
館

豊浜まちづくり会 無料 ―

武豊町 ③ ゆめプラ ﾊﾛｳｨﾝﾊﾟｰﾃｨ 小さな子どもから楽しめるハロウィンイベントです。 10月15日 武豊町民会館 武豊町教育委員会 武豊町民会館　　0569-74-1211

武豊町 ③ 収蔵品展「武豊の古代中世」 歴史民俗資料館で収蔵している埋蔵文化財を展示します。 10月15日～12月4日
武豊町立歴史民俗
資料館

武豊町教育委員会 無料 武豊町立歴史民俗資料館  0569-73-4100

武豊町 ③
文化のまちづくりｾﾐﾅｰ
北川フラム氏講演会

「瀬戸内国際芸術際」の総合ディレクターなど全国で活躍する』北川フラム
氏の講演会です。

10月21日 武豊町民会館 武豊町教育委員会 無料 武豊町民会館　　0569-74-1211

武豊町 ③ 町民文化祭
町民の皆さんが出品された書、いけ花、絵画、手工芸品などを展示し、あ
わせて呈茶会も行います。

10月29日,30日 武豊町民会館 武豊町民文化祭実行委員会 無料 武豊町民会館　　0569-74-1211

武豊町 ① 図書館フェスタ2011
読書感想文・感想画コンクールの表彰式やおはなし会、本のフィルムが
けサービスを行います。

11月3日 武豊町立図書館 武豊町教育委員会 無料  武豊町立図書館0569-73-6800

武豊町 ③ 文化講演会
産官合同事業として、地元住民のために文化人の講演を行います。今年
度は中村メイコさんをお迎えします。

11月5日 武豊町民会館 武豊町教育委員会 無料 武豊町民会館　　0569-74-1211

武豊町 ③ モーニングコンサート 地元の音楽家などによる１ドリンク付のコンサートです。 11月6日 武豊町民会館 武豊町教育委員会 武豊町民会館　　0569-74-1211

武豊町 ③ ゆめプラ サロン・コンサート
アットホームな雰囲気でのクラッシックの生演奏で、ハイクオリティな演奏
と時間をお届けします。

11月6日 武豊町町民会館 武豊町教育委員会 武豊町民会館　　0569-74-1211

武豊町 ① 福寿大学 高齢者が社会的な能力を養うための講演会を行います。 11月11日
武豊町立中央公民
館

武豊町教育委員会 無料 武豊町立中央公民館  0569-73-02424

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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武豊町 ③
ﾀｯﾌﾟﾀﾞﾝｽ・ﾃﾞｭｵ「ﾚﾎﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟ」
－ﾛﾝﾛﾝ＆ｽｼﾞﾀｯﾌﾟ－

北野武の映画「座頭市」のメインダンサーを務めた２人のタップダンス・
デュオ「レボ・トラップ」によるタップダンスの公演です。

11月20日 武豊町民会館 武豊町教育委員会 武豊町民会館　　0569-74-1211

幸田町 ③ 幸田福祉・ボランティアまつり
町内の福祉関係者及びボランティアが集い、活動の紹介を行います。手
話や点字の体験コーナーをはじめ、模擬店やバザーなど楽しい催しが目
白押しです。

10月2日 幸田町中央公民館
幸田福祉・ボランティアまつり
実行委員会

無料 0564-62-7171

幸田町 ③ 第36回幸田文化協会　文化祭 本町文化協会会員による展示並びに芸能発表です。 11月5日,6日
幸田町民会館・幸
田町立図書館

幸田文化協会事務局 無料 0564-63-5688

幸田町 ③ 産業まつり
地元で採れた農林産物の品評会・即売会・商工展など楽しい催しがいっ
ぱいです。

11月13日
ハッピネス・ヒル・幸
田

こうた産業まつり実行委員会 無料 0564-62-1111  内線261

設楽町 ③ 設楽町民文化祭 文化協会作品展示会・町民音楽会・文化協会芸能大会・児童生徒造形展 10月21日～23日
奥三河総合セン
ター

設楽町教育委員会・設楽町
文化協会

無料 設楽町教育委員会0536-62-1105

東栄町 ①
東栄町文化祭
作品展示会

幼児から高齢者まで、幅広い町民による
絵画、造形などの力作を展示するもの

10月29日～11月3日
東栄町Ｂ＆Ｇ海洋
センター

東栄町・
東栄町教育委員会

無料 http://www.town.toei.aichi.jp 9:00～17:00

東栄町 ①
東栄町文化祭
文化講演会

大学教授「福岡政行氏」を招き、「まちづくりはみんなの手で」と題した講演
会を開催

10月29日
東栄町
花祭会館

東栄町・
東栄町教育委員会

無料 http://www.town.toei.aichi.jp 14:30～16:00

東栄町 ①
東栄町文化祭
町民芸能まつり

楽器演奏、歌、踊りなど日ごろ鍛えた芸能を町民が披露します 10月30日
東栄町
花祭会館

東栄町・
東栄町教育委員会

無料 http://www.town.toei.aichi.jp 10:00～15:00

東栄町 ③
東栄フェスティバル
（花祭り）

3保存会による9つの舞のダイジェスト披露、和太鼓「志多ら」の特別ス
テージと併せて、地元特産品コーナーでの東栄町の味覚、お土産品など
の販売を行います

11月3日 東栄ドーム 東栄町 無料 http://www.town.toei.aichi.jp 10:00～18:00

瀬戸市
長久手町

③ リニモ沿線ミュージアム・ウィーク
リニモ沿線の博物館等が連携し、10/29～11/6をミュージアム・ウィークと
して共同イベントを開催する。

10月29日～11月6日
リニモ沿線の博物
館等

リニモ沿線ミュージアム・
ウィーク開催実行委員会

0561-84-7474

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


