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岩手県
都道府県 市区町村 類型 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

岩手県 一関市 ② 学習発表会
５・６年生が復興教育で学習したことを劇にまとめて発表を行
います。他に１～４年の発表します。

10月20日
室根西小学校　　　　体
育館

一関市立室根西小学校 無料
muronishisho@city.ic
hinoseki.iwate.jp
0191-64-2106

岩手県 一関市 ② 文化祭
生徒の日頃の学習成果、部活動の活動成果を展示発表しま
す。

10月20日 花泉高校 岩手県立花泉高等学校 無料

http://www2.iwate-
ed.jp/han-h/
花泉高等学校
0191-82-3363

岩手県 一関市 ② 公開講座
概要説明、原理説明をした上で、簡単な画像処理プログラム
の作成を体験する。

10月20日
（予定）

一関工業高等専門学校 一関工業高等専門学校 無料
一関工業高等専門学
校（企画担当）0191-
24-4872

岩手県 一関市 ②
一関清明支援学校『清
明祭』

幼児児童生徒によるステージ発表、作品展示等を行います。 10月20, 21日

一関清明支援学校
山目校舎（20日）
本校舎（21日）

岩手県立一関清明支援学
校

無料

http://www2.iwate-
ed.jp/ich-
r/index.html
一関清明支援学校
0191-33-1600

岩手県 一関市 ② 学習発表会 全校合唱・各学年の劇等の発表を行います。 10月27日 室根東小学校　体育館 一関市立室根東小学校 無料
murohigashisho@city.i
chinoseki.iwate.jp
0191-64-2103

岩手県 一関市 ② 学院祭 各クラス展示・ステージ発表・模擬店などを行います。 10月28日 一関学院高等学校 一関市 無料

一関学院高等学校
0191-23-4240
http://www.ichinosek
i-gakuin.jp

岩手県 一関市 ② 学校へ行こう週間
地域の方々に花泉高校をより深く理解してもらうために学校を
公開します。

10月29日～
11月2日

花泉高校 岩手県立花泉高等学校 無料

http://www2.iwate-
ed.jp/han-h/
花泉高等学校
0191-82-3363

岩手県 一関市 ② 第２回　体験入学 学校紹介、体験授業・クラブ体験、個別相談会 11月3日 一関学院高等学校 一関市 無料

一関学院高等学校
0191-23-4240
http://www.ichinosek
i-gakuin.jp

岩手県 一関市 ② 高専祭 学生による様々な自主企画を催します。 11月3, 4日 一関工業高等専門学校 一関工業高等専門学校 無料

一関工業高等専門学
校
0191-24-4704
http://www.ichinosek
i.ac.jp/

岩手県 一関市 ② フリー参観 朝から帰りまでいつでもどの学年でも自由に参観ができます。 11月7日
室根西小学校　　　各教
室

一関市立室根西小学校 無料
muronishisho@city.ic
hinoseki.iwate.jp
0191-64-2106

岩手県 一関市 ② 駅清掃 摺沢駅の清掃活動を行います。 11月20日 摺沢駅 岩手県立大東高等学校 無料
大東高等学校
0191-75-3116

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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岩手県 一戸町 ② 桜陵祭（文化祭）
系列や部活動、委員会、ＰＴＡ、同窓会等の展示の他、クラス
毎の模擬店、華一や吹奏楽部、演劇部、音楽部等のステージ
発表を行います。

10月13日 一戸高等学校 岩手県立一戸高等学校 無料

http://www2.iwate-
ed.jp/inh-h/
岩手県立一戸高等学
校
ＴＥＬ　0195－33－
3042

岩手県 一戸町 ②
奥中山中学校・みたけ
支援学校奥中山校交
流文化祭

本校中学部と奥中山中学校生徒が合同の劇等に取り組み、そ
の学習の成果を発表します。

10月28日 奥中山中学校
岩手県立盛岡みたけ支援
学校奥中山校

無料
盛岡みたけ支援学校
奥中山校
0195-35-3036

岩手県 一戸町 ② 学校へ行こう週間
保護者や地域住民の方々に,生徒の諸活動や校舎を自由に見
学していただきます。

11月1～6日 一戸高等学校 岩手県立一戸高等学校 無料

http://www2.iwate-
ed.jp/inh-h/
岩手県立一戸高等学
校
ＴＥＬ　0195－33－
3042

岩手県 岩泉町 ③
岩手県芸術祭巡回美
術展

県内のすぐれた芸術文化作品について、広く鑑賞の機会を設
けて、町民の豊かな文化の振興を図る

11月17, 18日 岩泉町民会館 岩泉町教育委員会 無料
岩泉町民会館
ＮＰＯ法人ぱぁとなぁ
0194-22-2111

岩手県 岩泉町 ③ 岩泉町民文化展
町民創作のすぐれた芸術文化作品について、広く発表、鑑賞
の機会を設けて、豊かな町民文化の振興を図る

11月17～19日 岩泉町民会館 岩泉町教育委員会 無料
岩泉町民会館
ＮＰＯ法人ぱぁとなぁ
0194-22-2111

岩手県 岩手町 ② 沼高祭
学年や部活動等の展示・発表、模擬店やバザー、吹奏楽部や
音楽部のステージ発表を行います。

10月21日 沼宮内高等学校 岩手県立沼宮内高等学校 無料

http://www2.iwate-
ed.jp./nkn-h
沼宮内高等学校
0195-62-2388

岩手県 岩手町 ② 学校へ行こう週間 授業や施設等の公開を行います。
10月29日～11月2

日
沼宮内高等学校 岩手県立沼宮内高等学校 無料

http://www2.iwate-
ed.jp./nkn-h
沼宮内高等学校
0195-62-2388

岩手県 岩手町 ③ 小中学校連合音楽会
「いわて教育の日」の趣旨を踏まえ、教育週間において、児童
生徒が一堂に会し演奏会を開催

11月6日
岩手町スポーツ文化セ
ンター

岩手町 無料

岩手町教育委員会事
務局学校教育係
0195-62-2111(内
355）

岩手県 岩手町 ③ 岩手町芸術祭
「いわて教育の日」の趣旨を踏まえ、舞台・展示部門に区別し
芸術祭を開催

舞台　　　　　　11
月4日　　　　　展

示　　　　　　11月9
日～
18日

岩手町スポーツ文化セ
ンターほか

岩手町
岩手町教育委員会事
務局社会教育係
0195-62-2111(345）
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岩手県 奥州市 ①
老人ホーム羽衣荘利
用者との触れ合い

ディサービス利用者の老人の方々と一緒に手遊び等して触れ
合ったりプレゼント交換をしたりする。

10月1日 衣里幼稚園 奥州市立衣里幼稚園 無料
奥州市立衣里幼稚園
0197-52-3816

岩手県 奥州市 ③ 「寄贈新資料展」 近年、当館に寄贈された資料を初公開します。
10月2日～
11月25日

奥州市武家住宅資料館
展示室

奥州市武家住宅資料館 無料
奥州市武家住宅資料
館
0197-22-5642

岩手県 奥州市 ③
高野長英国指定重要
文化財展示

国重要文化財に指定されている高野長英肖像や書状などの
資料を展示します。

10月2日～
11月4日

奥州市立高野長英記念
館

奥州市立高野長英記念館

http://www.city.oshu.
iwate.jp/syuzou01/
奥州市立高野長英記
念館
0197-23-6034

岩手県 奥州市 ② 学校へ行こう週間
本校における教育活動を地域の人々に公開することにより、学
校教育に対する理解を深めてもらう。

10月13～19日 前沢高校 岩手県立前沢高等学校 無料
前沢高等学校
0197-56-2443

岩手県 奥州市 ② 祖父母参観日
祖父母に園の様子を見ていただいたり、一緒に簡単な遊びを
したりする。

10月18日 奥州市立衣里幼稚園 衣里幼稚園 無料
奥州市立衣里幼稚園
0197-52-3816

岩手県 奥州市 ② 自由参観日
お家の方や地域の方に幼稚園での遊びや活動をみていただ
く。

10月19日 佐倉河幼稚園 奥州市立佐倉河幼稚園 無料
奥州市立佐倉河幼稚
園　　　　　　0197－24
－6147

岩手県 奥州市 ② クリーン活動 学校周辺のごみ拾いをし環境に関心をもたせます。 10月19日 黒石小学校 奥州市立黒石小学校 無料
黒石小学校
0197-26-2224

岩手県 奥州市 ②
前沢小学校学習発表
会

学習の発表、劇、音楽、等のステージ発表を行います。合唱、
金管ｸﾗﾌﾞの発表もあります。

10月20日 前沢小学校 奥州市立前沢小学校 無料
奥州市立前沢小学校
0197-56-2343

岩手県 奥州市 ② 学習発表会
劇や歌などにより、日頃の学習の成果を各学年ごとに発表し
あいます。

10月20日 広瀬小学校 奥州市立広瀬小学校 無料
奥州市立広瀬小学校
0197-36-2117

岩手県 奥州市 ② 学習発表会 各学年が日頃の学習の成果を発表します。 10月20日 姉体小学校 奥州市立姉体小学校 無料
奥州市立姉体小学校
0197-26-2033

岩手県 奥州市 ② 学習発表会
総合的な学習の研究発表・劇・合唱など日ごろの学習成果を
発表します。

10月20日 人首小体育館 奥州市立人首小学校 無料
奥州市立人首小学校
0197-38-2061

岩手県 奥州市 ② 学習発表会
劇、音楽、朗読等により、日頃の学習成果を各学年毎に発表
し合います。

10月20日 白山小学校 奥州市立白山小学校 無料
奥州市立白山小学校
0197-56-3020

岩手県 奥州市 ② やなぎっ子の発表会 劇や歌などにより、日頃の学習成果を各学年毎に発表します。 10月20日 古城小学校 奥州市立古城小学校 無料
奥州市立古城小学校
0197-56-2722
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岩手県 奥州市 ②
感謝の会・南小フェス
ティバル

第1部感謝の会では防犯安全標語の表彰や全校合唱、第2部
南小フェスティバルでは神楽クラブや学年発表を披露します。

10月20日 水沢南小学校 奥州市立水沢南小学校 無料
奥州市立水沢南小学
校　　　　　　　　　0197
－24－2470

岩手県 奥州市 ② 学習発表会
各学年ごとに音楽、劇、総合発表等のステージ発表を行いま
す。

10月20日 胆沢第一小学校 奥州市立胆沢第一小学校 無料
胆沢第一小学校
0197-47-0323

岩手県 奥州市 ② 学習祭
作品発表、学習（学年）発表等、学びの成果を発表します。ま
た、親と子による食堂を開設し、地域に向けた活動の場にもな
ります。

10月20, 21日 岩谷堂小学校 奥州市立岩谷堂小学校 無料
奥州市立岩谷堂小学
校
0197-35-1924

岩手県 奥州市 ② お刈り上げ祭り
日頃の学習成果を各学年ごとに、劇や音楽などによりステー
ジ発表します。

10月21日 上野原小学校体育館 奥州市立上野原小学校 無料
奥州市立上野原小学
校
0197-56-2223

岩手県 奥州市 ② 水工祭
各科実習棟の公開と作品展示・販売、文化部展示とステージ
発表、クラス企画・模擬店、食堂・喫茶など多彩な催しがありま
す。

10月21日 水沢工業高等学校
岩手県立水沢工業高等学
校

無料

http://www2.iwate-
ed.jp/mst-h/
水沢工業高等学校
0197-24-5155

岩手県 奥州市 ② 学校へ行こう週間 授業公開・施設設備見学等 10月22～26日 水沢高校 岩手県立水沢高等学校 無料
岩手県立水沢高校学
校
0197-24-3152

岩手県 奥州市 ②
理数科2年課題研究中
間発表会

理数科2年が取り組んでいる、10テーマの課題研究の中間発
表会を行います。

10月23日 水沢高校 岩手県立水沢高等学校 無料
岩手県立水沢高校学
校
0197-24-3152

岩手県 奥州市 ② 堀切囃子練習会 地域の方に指導を受け太鼓の練習をします。 10月23日～ 小山東幼稚園 奥州市立小山東幼稚園 無料
奥州市立小山東幼稚
園
0197-47-0328

岩手県 奥州市 ③
前沢区小中合同音楽
会

合唱、合奏など、日頃の学校における音楽教育の成果を各学
校毎に発表し合います。

10月24日
前沢区ふれあいセン
ター

奥州市立白山小学校 無料
前沢区ふれあいセン
ター　　　　　　0197-
56-7100

岩手県 奥州市 ② 校内音楽会
生徒・職員有志が出演する音楽会で、ピアノ、管弦、合唱や独
唱など盛りだくさんの内容です。

10月24日 水沢高校 岩手県立水沢高等学校 無料
岩手県立水沢高校学
校
0197-24-3152

岩手県 奥州市 ② 祖父母参観日
各クラスで祖父母との活動をし、その後全員で｢お話しキャラバ
ン」の観劇をする。

10月26日 稲瀬わかば園 奥州市立下三照幼稚園 無料
奥州市立下三照幼稚
園
0197-35-0286

岩手県 奥州市 ② 学習発表会
劇や歌、合奏などにより、日頃の学習の成果を各学年ごとに
発表し合います。

10月27日 江刺愛宕小学校 奥州市立江刺愛宕小学校 無料
奥州市立江刺愛宕小
学校
0197-35-2061

岩手県 奥州市 ② 学習発表会
劇や歌・合奏、群読などにより、日頃の学習の成果を各学年毎
に発表し合います。

10月27日 藤里小学校体育館 奥州市立藤里小学校 無料
奥州市藤里小学校
0197-39-3123

岩手県 奥州市 ②
江刺第一中学校文化
祭

ステージ発表（弁論、合唱、一中太鼓、吹奏楽等）、校内合唱
コンクール、作品展示を行います。

10月27日 江刺第一中学校 奥州市立江刺第一中学校 無料
奥州市立江刺第一中
学校
0197-35-1917

岩手県 奥州市 ② 学習発表会 劇や合唱、総合的な学習の成果を発表し合います。 10月27日 南都田小学校体育館 奥州市立南都田小学校 無料
奥州市立南都田小学
校
0197-46-3130

岩手県 奥州市 ② 学習発表会
劇や歌唱、合奏など、児童が毎日の学習の成果を発表しま
す。

10月27日
奥州市立梁川小学校体
育館

奥州市立梁川小学校 無料
奥州市立梁川小学校
0197-37-2220
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岩手県 奥州市 ②
白鳥小学校ふれあい
収穫祭

全校児童によるステージ発表と、学習田で収穫した米で作った
おにぎりを地域の方々といただきます。

10月27日 白鳥小学校 奥州市立白鳥小学校 無料
奥州市立白鳥小学校
0197-56-2409

岩手県 奥州市 ②
恵翠祭（小山中学校文
化祭）

ステージ発表（吹奏楽、弁論、英語暗唱）、合唱コンクール、作
品展示を行います。

10月27日
小山中学校、胆沢文化
創造センター

奥州市立小山中学校 無料
奥州市立小山中学校
0197-47-0324

岩手県 奥州市 ② 若柳中学校文化祭
ステージ発表（英語暗唱、合唱、太鼓、吹奏楽）、校内合唱コン
クールを行います。

10月27日 若柳中学校 奥州市立若柳中学校 無料
若柳中学校
0197-46-2429

岩手県 奥州市 ② ＳＳＨ特別講義①
大学等の先生方からスーパーサイエンスハイスクールにふさ
わしい講義をしていただきます。

10月27日 水沢高校 岩手県立水沢高等学校 無料
水沢高校学校
0197-24-3152

岩手県 奥州市 ② 小中合同文化祭
児童の作品展示・各学級のステージ発表を行います。（小学校
の発表は、午前中で終了します。）

10月28日 田原中学校体育館 奥州市立大田代小学校 無料
奥州市立大田代小学
校
0197-32-2333

岩手県 奥州市 ② 小中合同文化祭
生徒作品の展示や演劇、合唱・合奏・英語暗唱・わたしの主張
等のステージ発表を行います。

10月28日 田原中学校体育館
奥州市立田原中学校
奥州市立大田代小学校

無料
奥州市立田原中学校
0197-32-2361

岩手県 奥州市 ② 江刺東中学校文化祭 生徒の作品展示やステージ発表を行います。 10月28日 江刺東中学校 奥州市立江刺東中学校 無料
奥州市立江刺東中学
校
0197-36-2123

岩手県 奥州市 ② 水商祭
「水商での学習活動の成果を広く公開し、地域に根ざした商業
高校としての存在意義を内外に示す」行事とする

10月28日 水沢商業高校
岩手県立水沢商業高等学
校

無料

http://www2.iwate-
ed.jp/msc-
h/index.html水商祭
担当0197(24)2104

岩手県 奥州市 ①
「奥州市子どもの権利
講演会」

「子育てハッピーアドバイス」の著者として知られる明橋大二先
生をお招きし、子どもの権利条約の意義を考えます。

10月31日
奥州市文化会館Ｚホー
ル

奥州市 無料

奥州市総務企画部ま
ちづくり推進課少子・
人口対策室
0197-24-2111（内線
463）

岩手県 奥州市 ①
高齢者福祉施設ぬくも
りの家訪問

年長児が区の高齢者福祉施設を訪問し、剣舞を披露したり、
一緒に遊んだりして、ふれあいをもちます。

10月31日
高齢者福祉施設
ぬくもりの家

奥州市立小山西幼稚園 無料
奥州市立小山西幼稚
園
0197-47-0280

岩手県 奥州市 ②
学校を市民に公開する
日

祖父母交流、歯科指導を中心に学校を公開し、地域の皆さん
との連携を図ります。

11月1日 黒石小学校 奥州市立黒石小学校 無料
黒石小学校
0197-26-2224

岩手県 奥州市 ②
学校を市民に公開する
日

１日学校を公開します。道徳授業や教育講演会を行います。 11月1日 姉体小学校 奥州市立姉体小学校 無料
奥州市立姉体小学校
0197-26-2033

岩手県 奥州市 ② 南中学区一斉参観日
1校時から5校時まで授業公開し、15時からは文化講演会を行
います。

11月1日 水沢南小学校 奥州市立水沢南小学校 無料
奥州市立水沢南小学
校
0197-24-2470

岩手県 奥州市 ② 学校公開研究会
平成22年度から３ヶ年市の指定を受け、算数科の授業を公開
する。

11月2日 伊手小学校 奥州市立伊手小学校 無料
伊手小学校
0197-39-2123

岩手県 奥州市 ②
小山中学区一斉参観
日

日頃の学校の教育活動を公開します。 11月2日 小山中学校 奥州市立小山中学校 無料
奥州市立小山中学校
0197-47-0324

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
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岩手県 奥州市 ①

第58回奥州市胆沢区
内一周駅伝競走大会
第30回奥州市胆沢区
女子駅伝競走大会

胆沢区内の駅伝大会を開催します。 11月3日
胆沢陸上競技場ほ
か

奥州市 無料

奥州市教育委員会事
務局胆沢支
所0197-46-2111（内
線233）

岩手県 奥州市 ② 水農祭
生徒の学習活動の展示や吹奏楽、民族舞踊等のステージ発
表、農産物即売等を行います。

11月3日 水沢農業高校
岩手県立水沢農業高等学
校

無料

http://www2.iwate-
ed.jp/msa-h/
水沢農業高校総務課
0197-47-0312

岩手県 奥州市 ①
第12回前沢福祉の里
まつり

３施設（前沢明峰支援学校、たばしね学園、白梅の園）の児童
生徒、保護者、利用者と地域住民が交流を楽しむイベントで
す。

11月3日 前沢明峰支援学校　他
岩手県立前沢明峰支援学
校　他

無料
岩手県立前沢明峰支
援学校
℡0197-56-6707

岩手県 奥州市 ①
いさわ生涯学習フェイ
スバル

生涯学習活動作品展、各種企画展、各種ステージ発表、物産
販売、いさわ福祉まつり、いさわ商工会秋まつり等を開催しま
す。

11月3, 4日
胆沢文化創造センター
ほか

奥州市 無料

奥州市教育委員会事
務局胆沢支
所0197-46-2111（内
線234）

岩手県 奥州市 ②
学校を市民に公開する
日

終日学校を開き、市民の方に開放します。道徳の授業も行い
ます。

11月6日 衣川中学校 奥州市立衣川中学校 無料
奥州市立衣川中学校
0197-52-3201

岩手県 奥州市 ②
学校を市民に公開する
日

授業の公開、講演会を行います。 11月7日 人首小学校 奥州市立人首小学校 無料
奥州市立人首小学校
0197-38-2061

岩手県 奥州市 ②
一斉参観日・校内マラ
ソン大会

児童の一日の学校生活の様子を参観していただくとともに、校
内マラソン大会を公開します。

11月7日 奥州市立梁川小学校 奥州市立梁川小学校 無料
奥州市立梁川小学校
0197-37-2220

岩手県 奥州市 ②
一斉参観日（若柳地
区）

8:30～16:00まで学校を公開します。 11月7日 若柳中学校 奥州市立若柳中学校 無料
若柳中学校
0197-46-2429

岩手県 奥州市 ②
江刺東中学区一斉参
観日

日頃の学校の教育活動を公開します。5校時（13:45～）は各学
級で道徳の授業を行います。

11月7日 広瀬小学校 奥州市立広瀬小学校 無料
奥州市立広瀬小学校
0197-36-2117

岩手県 奥州市 ②
学校を市民に公開する
日

日常の授業の様子を公開します。（1～5校時） 11月7日 南都田小学校 奥州市立南都田小学校 無料
奥州市立南都田小学
校
0197-46-3130

岩手県 奥州市 ②
学校を市民に公開する
日

授業の公開と講演会を行います。 11月7日 南都田中学校 奥州市立南都田中学校 無料
奥州市立南都田中学
校
0197-46-2423

岩手県 奥州市 ②
南都田学園自由見学
会

南都田地区の中学校、小学校、幼稚園が保護者や地域の
方々に教育活動を公開します。

11月7日 南都田幼稚園 奥州市立南都田幼稚園 無料
奥州市立南都田幼稚
園
0197-46-2322

岩手県 奥州市 ②
一斉参観日（兼祖父母
参観日）

日常の授業の様子（各教科・道徳等）を公開します。 11月8日 江刺愛宕小学校 奥州市立江刺愛宕小学校 無料
奥州市立江刺愛宕小
学校
0197-35-2061

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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岩手県 奥州市 ②
江刺第一中学校区一
斉参観日

江刺第一中学校と学区内４小学校が一斉に保護者及び市民
の皆様に授業等の生徒の活動を公開します。

11月8日 江刺第一中学校 奥州市立江刺第一中学校 無料
奥州市立江刺第一中
学校
0197-35-1917

岩手県 奥州市 ② 防火パレード 防火を呼びかけながら地域をパレードします。 11月8日 小山荒屋敷地域 奥州市立小山西幼稚園 無料
奥州市立小山西幼稚
園
0197-47-0280

岩手県 奥州市 ② 防火パレード 防火を呼びかけながら地域をパレードする。 11月8日 若柳供養塚地域 奥州市立若柳幼稚園 無料
奥州市立若柳幼稚園
0197-46-2240

岩手県 奥州市 ② 学習発表会
劇や歌などにより、日頃の学習の成果を学年ごとに発表しま
す。

11月10日 真城小学校体育館 奥州市立真城小学校 無料
真城小学校
0197-23-2959

岩手県 奥州市 ② 庭払いまつり
地区センターで行われる庭払い祭りに参加し地区の方々に踊
りを披露します。

11月11日 若柳地区センター 奥州市立若柳幼稚園 無料
若柳地区センター
0197-46-3148

岩手県 奥州市 ② 水質検査⑥
大曲の水辺に夢を語ろう会の方と一緒に、北上川、松の木沢
川の水質を5月～11月まで月に一度パックテストを使って定期
的に検査しています。(4年生)

11月12日 大曲水辺広場 奥州市立白山小学校 無料
奥州市立白山小学校
0197-56-3020

岩手県 奥州市 ② 学校を公開する日
授業参観、開校記念集会（講演会）、校内マラソン大会を行い
ます。

11月14日
藤里小学校及び周辺の
道路

奥州市立藤里小学校 無料
奥州市藤里小学校
0197-39-3123

岩手県 奥州市 ②
学校を市民に公開する
日

前沢区の全小学校と中学校が、日常の学習活動の様子を地
区民、並びに市民に公開します。

11月14日 白山小学校 奥州市立白山小学校 無料
奥州市立白山小学校
0197-56-3020

岩手県 奥州市 ② 朗読集会
日常の音読活動の発表の場として設定。学年毎に音読の発表
します。

11月14日 白山小学校 奥州市立白山小学校 無料
奥州市立白山小学校
0197-56-3020

岩手県 奥州市 ②
学校を市民に公開する
日

区内の小中学校が一斉に参観日を行います。 11月15日 前沢小学校 奥州市立前沢小学校 無料
奥州市立前沢小学校
0197-56-2343

岩手県 奥州市 ② 市民に公開する日 日常の生徒のようすを地域の方に見ていただきます。 11月15日 前沢中学校 奥州市立前沢中学校 無料
奥州市立前沢中学校
0197-56-3005

岩手県 奥州市 ② 市民に公開する日 日常の生徒のようすを地域の方に見ていただきます。 11月15日 前沢中学校 奥州市立前沢中学校 無料
奥州市立前沢中学校
0197-56-3005

岩手県 奥州市 ② 前沢区一斉参観日 日常の児童の様子を地域の方に見ていただきます。 11月15日 白鳥小学校 奥州市立白鳥小学校 無料
奥州市立白鳥小学校
0197-56-2409

岩手県 奥州市 ②
PTA講演会及び演奏
会

知的障害の子を持つ親と子がバンドグループを結成、活動を
通して得た多くのことを語ってもらい、また演奏も披露してもら
う。

11月15日 前沢中学校体育館 奥州市立前沢中学校 無料
奥州市立前沢中学校
0197-56-3005

岩手県 奥州市 ② 生活発表会 歌や合奏、踊りや劇などのステージ発表をします。 11月17日 若柳幼稚園 奥州市立若柳幼稚園 無料
奥州市立若柳幼稚園
0197-46-2240

岩手県 奥州市 ② 生活発表会 歌、合奏、遊戯、劇などのステージ発表をします。 11月17日 南都田幼稚園 奥州市立南都田幼稚園 無料
奥州市立南都田幼稚
園
0197-46-2322

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
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岩手県 奥州市 ② 生活発表会 歌やリズム、劇等のステージ発表をする。 11月17日 佐倉河幼稚園 奥州市立佐倉河幼稚園 無料
奥州市立佐倉河幼稚
園　　　　　　0197－24
－6147

岩手県 奥州市 ②
子ども祭り（生活発表
会）

日常の保育の中で経験し、体得した成果を劇や歌、遊戯等で
ステージで発表します。

11月17日
江刺総合支所
多目的ホール

奥州市立岩谷堂幼稚園 無料
奥州市立岩谷堂幼稚
園
0197-35-4620

岩手県 奥州市 ② ＳＳＨ特別講義②
大学等の先生方からスーパーサイエンスハイスクールにふさ
わしい講義をしていただきます。

11月17日 水沢高校 岩手県立水沢高等学校 無料
岩手県立水沢高校学
校
0197-24-3152

岩手県 奥州市 ② 堀切囃子発表会 地域の方に指導を受けた太鼓の成果を発表します。 11月18日 小山地区センター 奥州市立小山東幼稚園 無料
奥州市立小山東幼稚
園
0197-47-0329

岩手県 奥州市 ③
第46回胆沢郷土芸能
まつり

市指定無形民俗文化財保存団体の発表を行います。 11月18日 胆沢文化創造センター 奥州市 無料

奥州市教育委員会事
務局胆沢支
所0197-46-2111（内
線233）

岩手県 大槌町 ① 「命のヒマワリ」を描こう
（絵画ワークショップ）　　　　　　　　　　　　　　　東北現地での絵
画を通じ、子供達の心のケアの為、絵筆に託し「命のヒマワリ」
を描いてもらいます。

10月15～23日 町立大槌小学校 公益社団法人日本南画院 無料
本部事務局　　　多田
075-252-6675

岩手県 大船渡市 ① 「命のヒマワリ」を描こう
（絵画ワークショップ）　　　　　　　　　　　　　　　東北現地での絵
画を通じ、子供達の心のケアの為、絵筆に託し「命のヒマワリ」
を描いてもらいます。

10月15～23日 市立大船渡小学校 公益社団法人日本南画院 無料
本部事務局　　　多田
075-252-6675

岩手県 大船渡市 ③
市民芸術祭（部門別発
表会）

市民による絵画、書写、工芸等の作品展示及び民謡、踊り、郷
土芸能等の発表会を行います。

10月6日～
11月25日

大船渡市民文化会館（リ
アスホール）

大船渡市教育委員会・大船
渡市芸術文化協会

大船渡市教育委員会
事務局
生涯学習課
0192-27-3111（内線
273）

岩手県 大船渡市 ②
チャレンジショップ
ＥＡＳＴＯＲＥ（イースト
ア）

大船渡市内の空き店舗を利用して、地元や県内外の商品を生
徒自らが仕入れから販売までを行います。

10月18～20日 大船渡市盛商店街 大船渡東高等学校 無料
大船渡東高等学校教
務課
0192-26-2380

岩手県 大船渡市 ②
小学校学習発表会（校
内作品展）１２校

劇や歌のステージ発表会及び作品展示により、日頃の学習の
成果を各学年ごとに発表します。

10月20～27日 市内各小学校 市内各小学校 無料 市内各小学校

岩手県 大船渡市 ② 学校へ行こう週間
授業、部活動及び施設設備を公開します。
（時間）上段：全日制　下段：定時制

10月22～26日 大船渡高等学校 大船渡高等学校 無料
大船渡高等学校　教
務課
0192-26-4441

岩手県 大船渡市 ② 学校へ行こう週間 授業参観及び部活動、施設設備公開 10月22～26日 高田高等学校 岩手県立高田高等学校 無料
高田高等学校 教務
0192-26-5561

岩手県 大船渡市 ②
学校へ行こう週間（学
校公開）

保護者や一般の方に本校の授業・部活動・施設をご覧頂き、
本校をより身近なものとしてご理解、ご助言等をいただく。

10月22～26日 大船渡高校 岩手県立大船渡高等学校 無料 当日、入口にて受付
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岩手県 大船渡市 ② 東高祭
専門学科の学習成果の展示や収穫物・作品の販売、文化部・
委員会等の活動発表などを行います。

10月27, 28日 大船渡東高等学校
岩手県立大船渡東高等学
校

無料
大船渡東高等学校教
務課
0192-26-2380

岩手県 大船渡市 ② 中学校文化祭　8校
劇や歌のステージ発表会及び作品展示により、日頃の学習の
成果を各学年ごとに発表します。

10月28日 市内各中学校 市内各中学校 無料 市内各中学校

岩手県 大船渡市 ③
市民芸術祭　小中学校
音楽発表会

市内の小中学生が、合唱、吹奏楽等の発表を行います。 11月1日
大船渡市民文化会館（リ
アスホール）

大船渡市教育委員会・大船
渡市芸術文化協会

無料
事務局（蛸ノ浦小学
校）
0192-26-3629

岩手県 大船渡市 ② 光陵祭
児童生徒による歌、合奏、踊り、劇等のステージ発表や作品展
示、販売を行います。

11月10日 気仙光陵支援学校
岩手県立気仙光陵支援学
校

無料
気仙光陵支援学校
0192-27-9856

岩手県 大船渡市 ② 光陵祭
　日頃の学習の成果をステージ発表や作品展示を通して、保
護者や地域の方々に総合的に発表します。

11月10日 気仙光陵支援学校
岩手県立気仙光陵支援学
校

無料
気仙光陵支援学校
0192-27-9856

岩手県 大船渡市 ② 学校行こう週間 　本校の日常の教育活動を広く地域の方々に公開します。
11月10日
～15日

気仙光陵支援学校
岩手県立気仙光陵支援学
校

無料
気仙光陵支援学校
0192-27-9856

岩手県 大船渡市 ② 生活発表会 劇や歌のステージ発表を行います。 11月17日 吉浜こども園 大船渡市立吉浜こども園 無料
吉浜こども園
0192-45-2320

岩手県 大船渡市 ② 生活発表会 劇や歌のステージ発表を行います。 11月17日 綾里こども園 大船渡市立綾里こども園 無料
綾里こども園
0192-42-2224

岩手県 大船渡市 ② 学校へ行こう週間 光陵祭、作品展示、授業公開を行います 未定 気仙光陵支援学校
岩手県立気仙光陵支援学
校

無料
気仙光陵支援学校
0192-27-9856

岩手県 釜石市 ① 「命のヒマワリ」を描こう
（絵画ワークショップ）　　　　　　　　　　　　　　　東北現地での絵
画を通じ、子供達の心のケアの為、絵筆に託し「命のヒマワリ」
を描いてもらいます。

10月15～23日
市立栗林小学校
市立釜石東中学校

公益社団法人日本南画院 無料
本部事務局　　　多田
075-252-6675

岩手県 釜石市 ①
わくわく広場「おばあ
ちゃんの味伝承」①糠
漬け

日本の食文化として歴史があり長寿食としても知られている糠
漬けを作ります。

10月
釜石市保健福祉セン
ター

釜石市立釜石公民館
釜石公民館
0193-22-0180

岩手県 釜石市 ②
釜石市立中学校　文化
祭　5校

劇や歌のステージ発表及び作品展示により、日頃の学習の成
果を各学年ごとに発表します。

10月6～28日 市内各中学校 釜石市 無料 市内各中学校

岩手県 釜石市 ③
声に出して楽しむ万葉
集

小佐野公民館教養講座の一環として万葉集をテーマとした文
学講座を開催します。

①10月10日
②10月24日

①小佐野コミュニティ会
館　　　　　　　②小川集
会所

釜石市立小佐野公民館 無料
小佐野公民館
0193-23-5037

岩手県 釜石市 ① 親と子の映画会 優れたアニメ映画、ビデオを上映します。
10月13日,
11月10日

釜石市立図書館 釜石市 無料

http://www.city.kama
ishi.iwate.jp/
釜石市立図書館
0193-25-2233
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岩手県 釜石市 ① 国際理解教室
年長児対象に英語指導の先生と簡単な英会話や外国の歌や
ゲーム等で学習体験の実施します。

10月18日 平田幼稚園 釜石市 無料
釜石市立平田幼稚園
0193-26-5353

岩手県 釜石市 ② 学習発表会
各学年のステージ発表、鹿踊りクラブによる鹿踊り披露、全校
合唱を行います。

10月20日 小佐野小学校体育館 釜石市立小佐野小学校 無料
小佐野小学校
0193-23-5539

岩手県 釜石市 ② 学習発表会
教科学習や総合的な学習の時間等の学習のまとめとして地域
に発表する会を開催します。

10月20日 双葉小・体育館 釜石市立双葉小学校 無料
双葉小学校
0193-23-5119

岩手県 釜石市 ② 学習発表会
日常の学習活動の成果を発表する喜びを味わわせ，豊かな表
現力を育てます。

10月20日 平田小体育館 釜石市立平田小学校 無料
平田小学校
0193-26-5230

岩手県 釜石市 ①
「颯2000の会」によるお
話広場

読書サポーターによる絵本の読み聞かせを行います。
10月20日, 11月17

日
釜石市立図書館 釜石市 無料

http://www.city.kama
ishi.iwate.jp/
釜石市立図書館
0193-25-2233

岩手県 釜石市 ②
釜石市立小学校　学習
発表会　9校

劇や歌のステージ発表及び作品展示により、日頃の学習の成
果を各学年ごとに発表します。

10月20～27日 市内各小学校 釜石市 無料 市内各小学校

岩手県 釜石市 ② 学校へ行こう週間 授業および部活動、施設・設備の公開。 10月22～26日 釜石商工高等学校
岩手県立釜石商工高等学
校

無料

http://www2.iwate-
ed.jp/kat-h/
釜石商工高等学校
0193-22-3029

岩手県 釜石市 ①
ブックスタート整備充実
事業（3ヶ月児）

3ヶ月児を対象に絵本の贈呈を行います。（3ヶ月児健康診査と
同時開催）

10月24日,
11月28日

釜石市保健福祉セン
ター

釜石市 無料

http://www.city.kama
ishi.iwate.jp/
釜石市立図書館
0193-25-2233

岩手県 釜石市 ② 学習発表会 各学年による劇や音楽発表及び全校合唱等を行います。 10月27日 白山小学校体育館 釜石市立白山小学校 無料
白山小学校
0193-22-3834

岩手県 釜石市 ② 文化祭
全校生徒による合唱，総合学習等のステージ発表を行いま
す。

10月27日 唐丹中学校体育館 釜石市立唐丹中学校 無料
唐丹中学校
0193-55-2106

岩手県 釜石市 ②
甲子小学校学習発表
会

劇や歌などにより、日頃の学習の成果を各学年ごとに発表し
あいます。

10月27日 甲子小学校 釜石市立甲子小学校 無料
甲子小学校
0193-23-5525

岩手県 釜石市 ② 作品展示会 園児の作品を展示します。また作品作りコーナーも設けます。 10月27日 第一幼稚園
釜石市立第一・鵜住居幼稚
園

無料
釜石市立第一幼稚園
0193-22-4109

岩手県 釜石市 ② 商工祭
保護者・地域住民の方々に学校施設・設備を公開し、各学科
や部活動等の教育活動を発表します。

10月27, 28日 釜石商工高等学校
岩手県立釜石商工高等学
校

無料

http://www2.iwate-
ed.jp/kat-h/
釜石商工高等学校
0193-22-3029
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岩手県 釜石市 ② 文化祭
日常の学習の発表に場として行う。保護者及び地域の方々に
広く呼びかけ、発表します。

10月28日 大平中学校 釜石市立大平中学校 無料

ohdaira-jh@edu-
kamaishi.jp　釜石市
立大平中学校
0193-22-4157

岩手県 釜石市 ①
ブックスタート整備充実
事業（5ヶ月児）

5ヶ月児を対象に絵本の読み聞かせの実演を行います。（「もぐ
もぐごっくん教室」と同時開催）

10月31日,
11月21日

岩手県釜石地区合同庁
舎

釜石市 無料

http://www.city.kama
ishi.iwate.jp/
釜石市立図書館
0193-25-2233

岩手県 釜石市 ①
わくわく広場「おばあ
ちゃんの味伝承」②味
噌作り

シリーズの第２回目として、市内栗橋地区で伝承されている味
噌作りに挑戦します。

11月
釜石市保健福祉セン
ター

釜石市立釜石公民館
釜石公民館
0193-22-0180

岩手県 釜石市 ①
いきいき広場「新そば
打ち体験」

釜石市和山で収穫された新そば粉を用いてそば打ち体験を行
います。

11月 栗橋ふるさと伝承館 釜石市立釜石公民館
釜石公民館
0193-22-0180

岩手県 釜石市 ①
みなとかまいし歴史講
座「第３回栗橋編」

市指定文化財などの史跡見学にウォーキングを盛り込むこと
で、体力の向上を図りながら自然や歴史を学びます。

11月 釜石市栗林町、橋野町 釜石市立釜石公民館
釜石公民館
0193-22-0180

岩手県 釜石市 ② 学校訪問
教育委員及び教育委員会職員による幼稚園保育参観、全体
会による意見交換会の実施

11月2日 平田幼稚園 釜石市教育委員会 無料

釜石市教育委員会総
務学事課指導係・学
務係　　　　0193-22-
8833

岩手県 釜石市 ①
第42回釜石市民芸術
文化祭

釜石市芸術文化協会加入団体（絵画、生花、切り絵、書等）の
作品展示や邦楽･舞踊等のステージ発表を行います。

11月2～4日 釜石市中妻体育館
釜石市
釜石市教育委員会
釜石市芸術文化協会

無料
釜石市教育委員会生
涯学習スポーツ課
0193-22-8835

岩手県 釜石市 ① 白菜と大根の収穫
橋野町の遊休農地を活用し、季節に応じた農作業体験を実施
します。

11月3日 橋野町内農場
Ａ&Fグリーン・ツーリズム実
行委員会

Ａ&Fグリーン・ツーリ
ズム実行委員会
（事務局）釜石市観光
交流課
0193-22-2111（内
333）

岩手県 釜石市 ③ 連合音楽会
日常の音楽活動の成果を発表したり，他校の合唱を聴いたり
することで，情操面を高めます。

11月7日 釜石中体育館 釜石市 無料 釜石市

岩手県 釜石市 ① ワールド・カフェ
PTA主催の行事で、外国の方を講師に招き、軽食を取りながら
異文化交流を図る活動をします。

11月10日 双葉小・ホール 釜石市立双葉小PTA 無料
双葉小学校
0193-23-5119

岩手県 釜石市 ② 小佐野ふれあいデー
学校とPTAが協力により地域の方を招いての感謝の会、ふれ
あいの行事を実施します。

11月10日 小佐野小学校体育館
釜石市立小佐野小学校・
PTA

無料
小佐野小学校
0193-23-5539

岩手県 釜石市 ②
ものづくり人材育成事
業

経済のしくみや企業活動を学ぶことで，将来の進路選択や職
業観を醸成します。

11月12日 平田小学校 釜石市 無料
釜石市商工労政課商
業労政係
0193-22-2111

岩手県 釜石市 ② へいたっこ祭り
子ども達の作品展示及びステージでの表現発表の実施しま
す。

11月17日 平田幼稚園 釜石市 無料
釜石市立平田幼稚園
0193-26-5353
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岩手県 釜石市 ② 学習参観・教育講演会
日常の教育活動を公開します。５校時を参観、その後保護者
対象の教育講演会を予定しています。

11月21日 双葉小・各教室等 釜石市立双葉小学校 無料
双葉小学校
0193-23-5119

岩手県 釜石市 ②
釜石祥雲支援学校との
交流会

小佐野小学校児童と釜石祥雲支援学校児童との交流会を行
います。

11月21日 小佐野小学校体育館 釜石市立小佐野小学校 無料
小佐野小学校
0193-23-5539

岩手県 軽米町 ② 文化祭
合奏・合唱・劇・作品展示など児童の学習成果の発表を行いま
す。

10月27日 晴山中学校 軽米町立晴山中学校 無料
晴山中学校
0195-47-2114

岩手県 軽米町 ② 学習発表会 合奏・合唱・劇など児童の学習成果の発表を行います。 10月27日 軽米小学校 軽米町立軽米小学校 無料
軽米小学校
0195-46-2614

岩手県 軽米町 ② 文化祭
合奏・合唱・劇・作品展示など児童の学習成果の発表を行いま
す。

10月27日 小軽米中学校 軽米町立小軽米中学校 無料
小軽米中学校
0195-45-2313

岩手県 軽米町 ② 文化祭
合奏・合唱・劇・作品展示など児童の学習成果の発表を行いま
す。

10月28日 軽米中学校 軽米町立軽米中学校 無料
軽米中学校
0195-46-2414

岩手県 軽米町 ③
第３３回軽米町文化祭
ステージ部門

文化祭ステージ部門の発表会を行います。 10月28日 軽米中央公民館 軽米町教育委員会 無料
軽米町教育委員会生
涯学習グループ
0195-46-4744

岩手県 軽米町 ③
第３３回軽米町文化祭
展示部門

文化祭展示部門の発表会を行います。 11月2日 軽米中央公民館 軽米町教育委員会 無料
軽米町教育委員会生
涯学習グループ
0195-46-4744

岩手県 軽米町 ② 小中学校音楽会 町内小中学校の音楽発表会を行います。 11月7日 軽米中学校 軽米町小中学校文化連盟 無料
軽米小学校
0195-46-2614

岩手県 軽米町 ② 学習発表会 合奏・合唱・劇など児童の学習成果の発表を行います。 11月17日 晴山小学校 軽米町立晴山小学校 無料
晴山小学校
0195-47-2214

岩手県 軽米町 ② 文化祭
合奏・合唱・劇・作品展示など児童の学習成果の発表を行いま
す。

11月17日 笹渡小中学校 軽米町立笹渡小中学校 無料
笹渡小中学校
0195-45-2221

岩手県 北上市 ③
利根山光人記念美術
館企画展　伊東才紀展

点ではなく面を一筆で描く大胆な筆さばきが持ち味であった伊
東才紀氏（市内、故人）。色彩のタッチできらめく生命感を表現
した作品による企画展を行います。

開催中～
11月30日

利根山光人記念美術館 北上市教育委員会

http://www.city.kitak
ami.iwate.jp/
北上市教育委員会生
涯学習文化課
0197－64-0500

岩手県 北上市 ③
第22回北上市民芸術
祭

市民の芸術文化活動の成果発表の場として、各部門の展示や
演劇、音楽、舞踊等のステージ発表を行います。

北上市教育委員会

http://www.city.kitak
ami.iwate.jp/
北上市教育委員会生
涯学習文化課
0197－64-0500

岩手県 北上市 ③
第22回北上市民芸術
祭(展示等)

華道協会華道展、文芸展(詩・俳句・短歌・川柳）、野鳥展、陶
芸展、押花展、ｱﾝﾃﾞﾊﾟﾝﾀﾞﾝ美術展、書道展、和賀町文化祭、
江釣子地区文化祭等

10月6日～
11月26日

市民交流プラザほか 北上市教育委員会 無料

http://www.city.kitak
ami.iwate.jp/
北上市教育委員会生
涯学習文化課
0197－64-0500
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岩手県 北上市 ③
第22回北上市民芸術
祭(舞台発表等)

高等学校音楽連盟秋の演奏会、民謡保存会発表会、奇術の
祭典、ダンスの夕べ、バレエ教室発表会、演劇公演等

10月6日～
11月25日

さくらホールほか 北上市教育委員会

http://www.city.kitak
ami.iwate.jp/
北上市教育委員会生
涯学習文化課
0197－64-0500

岩手県 北上市 ② 学校へ行こう週間 通常の授業や教育活動を実施する。 10月9～12日 黒沢尻工業高校
岩手県立黒沢尻工業高等
学校

無料
http://www.plib.pref.a
omori.lg.jp/top/index.
html

岩手県 北上市 ① こども映画会 幼児・児童向け映画の上映 10月27日 北上市立中央図書館 北上市立中央図書館 無料
北上市立中央図書館
0197-63-3359

岩手県 北上市 ③ 鬼の館芸能公演
北上市内の保存会による鬼剣舞公演を詳しい解説付きで行い
ます。

10月28日 鬼の館野外ステージ 北上市立鬼の館 無料
北上市立鬼の館
0197-73-8488

岩手県 北上市 ①
第52回奥羽横断駅伝
競走大会

東北６県・一般・高校の各チームが、北上市から由利本荘市ま
での116ｋｍ・12区間をタスキでつなぐ駅伝競走大会。

11月3, 4日 北上市役所前ゴール
北上市教育委員会（スポー
ツ振興課）

sports@city.kitakami.i
wate.jp
北上市教育委員会ス
ポーツ振興課
0197-64-2111（内
3700）

岩手県 北上市 ③ 秋の古本市
市民より提供された古本の販売。収益の一部は図書館へ寄贈
される。

11月4日 北上市立中央図書館
北上読書連絡会　北上市立
中央図書館

無料 ＴＥＬ　0197-63-3359

岩手県 北上市 ① おはなし会スペシャル 幼児・児童向けおはなし会 11月4日 北上市立和賀図書館 北上市立中央図書館 無料
ＴＥＬ　0197-63-3359
0197-72-2322

岩手県 北上市 ② 小学校音楽発表会 北上市内小学校の合奏、合唱発表会を行います。 11月6日 さくらホール 北上市教育委員会 無料

gakyo@city.kitakami.i
wate.jp
北上市教育委員会学
校教育課
0197-64-2111（内
3465）

岩手県 北上市 ② 中文連ステージ発表会 和賀地区中学校各校の企画による発表会を行います。 11月7日 さくらホール 和賀地区中学校文化連盟 無料

 
jhtoryo@edu.city.kitak
ami.iwate.jp
和賀地区中学校文化
連盟事務局　東陵中
学校（0197-64-3969）

岩手県 北上市 ③ 現代俳人の集い
詩歌文学の発展と愛好者の交流を目的に、作品募集と表彰及
び記念講演を行います。

11月10日 日本現代詩歌文学館 日本現代詩歌文学館

http：
//www.shikabun.jp
日本現代詩歌文学館
0197-65-1728

岩手県 北上市 ①
第22回生涯学習市民
のつどい「遊・ＹＯＵ学
園祭」

生涯学習センター入居団体との協働による各種実践発表、作
品展示、生涯学習関連事業の紹介を行います。

11月11日
北上市生涯学習セン
ター

北上市教育委員会 無料

http://www.kitakami-
manabi.jp/
北上市教育委員会生
涯学習文化課
0197－61－3231
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岩手県 北上市 ③

サトウハチロー記念
第16回「おかあさんの
詩」全国コンクール表
彰式・入賞発表会

詩人ｻﾄｳﾊﾁﾛｰを顕彰するため「母」に対する思いをテーマに公
募した詩の中から、優秀作品の表彰・発表と市内児童生徒等
によるｻﾄｳﾊﾁﾛｰ作品の合唱を行います。

11月17日 さくらホール中ホール 北上市教育委員会 無料

http://www.okaasan-
no-uta.jp/
北上市教育委員会生
涯学習文化課
0197－64-0500

岩手県 久慈市 ② オープンスクール
保護者及び地域の方々に授業や子どもたちの学校生活の様
子を自由に参観いただきます。

10月18, 19日 長内小学校 久慈市立長内小学校 無料
長内小学校
0194-52-3801

岩手県 久慈市 ② 学習発表会
日常の学習活動の成果を合唱や演劇等を通して学年ごとにス
テージで発表します。

10月20日 久慈小学校 久慈市立久慈小学校 無料
久慈小学校
0194-53-4361

岩手県 久慈市 ② 学習発表会
児童の日常の学習の成果の発表（各学年の発表･全校合唱及
びリード合奏団の演奏）

10月20日 久慈湊小学校 久慈市立久慈湊小学校 無料
久慈湊小学校
0194-53-2374

岩手県 久慈市 ②
侍浜小学校学習発表
会

劇や歌等、書写、図工作品等の日頃の学習の成果を総合的
に発表します。

10月20日 久慈市立侍浜小学校 久慈市立侍浜小学校 無料
侍浜小学校
0194-58-2233

岩手県 久慈市 ②
大川目小学校　学習発
表会

各学年のステージ発表・全校合唱・全学年の作品展示等を保
護者や地域の方に公開します。

10月20日
大川目小学校体育館・１
Ｆ多目的ホール

久慈市立大川目小学校 無料
大川目小学校
0194-55-3254

岩手県 久慈市 ② 学習発表会
児童による音楽発表、総合的な学習の時間の発表、演劇発表
等を行います。

10月20日 おらほーる 久慈市立山形小学校 無料
山形小学校
0194-72-2001

岩手県 久慈市 ② 東高祭
学年・系列・教科・部活動等での日頃の教育活動を生かした内
容で作品展示、ステージ発表等を行います。

10月20, 21日 本校 岩手県立久慈東高等学校 無料 0194-53-4371

岩手県 久慈市 ② 学習発表会 演劇・合唱・合奏等のステージ発表をします。 10月21日 夏井小学校 久慈市立夏井小学校 無料
夏井小学校
0194-53-3715

岩手県 久慈市 ② 山根小中合同文化祭
学習の成果の展示するとともに音楽、弁論、郷土芸能、劇など
のステージ発表を行います。

10月21日
山根小学校
山根中学校

久慈市立山根小学校・山根
中学校

無料
山根小学校・山根中
学校
0194-57-2341

岩手県 久慈市 ② 学習発表会 ・児童生徒によるステージ発表、及び作品展示を行います。 10月21日 霜畑小学校 久慈市立霜畑小学校 無料

霜畑小学校
 0194-75-2001
simohatasyo@city.kuji
.iwate.jp

岩手県 久慈市 ② 学習発表会
各学級、全校による劇や音楽発表、花壇・フォトコンクールの
表彰等を行います。

10月21日 来内小学校 久慈市立来内小学校 無料
来内小学校
0194-72-2964

岩手県 久慈市 ② 「学校へ行こう週間」
授業をはじめ、清掃時間、部活動時間まで普段の学校の活動
全般について公開します。

10月22～26日 久慈高等学校 岩手県立久慈高等学校 無料
久慈高等学校
0194-55-2211
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岩手県 久慈市 ①

丸い地球の暮らし方
2012　10月講演会・中
央公民館利用サークル
活動成果発表会

認知症患者を地域で支え、豊かな暮らしと健康につなげる支
援方法について学ぶ。

10月24日 中央公民館 久慈市 無料
久慈市立中央公民館
0194-53-4606

岩手県 久慈市 ② 公開文化祭
学習成果の展示（各授業、総合的な学習の時間
等）、部活動紹介、クラス展示、食堂

10月24, 25日 久慈高校長内校
岩手県立久慈高等学校長
内校

無料
久慈高等学校長内校
0194-53-3787

岩手県 久慈市 ① 家庭教育セミナー
「生まれてきたことが嬉しくなると、未来が楽しくなる」をコンセ
プトに、いのちの誕生と生まれる力の素晴らしさを学ぶ。

10月25日 久慈幼稚園 久慈市 無料
久慈市立中央公民館
0194-53-4606

岩手県 久慈市 ② 学習発表会 合唱・演劇等の発表を行います。 10月27日
小久慈小学校
体育館

久慈市立小久慈小学校 無料
小久慈小学校
0194-59-3555

岩手県 久慈市 ② 学習発表会
劇や歌などにより、日頃の学習の成果を各学年ごとに発表し
あいます。

10月27日 宇部小学校体育館 久慈市立宇部小学校 無料
宇部小学校
0194-56-2033

岩手県 久慈市 ② 学習発表会 児童の作品の展示と、劇、合唱のステージ発表を行います。 10月27日 平山小学校体育館 久慈市立平山小学校 無料
平山小学校
0194-53-4379

岩手県 久慈市 ② 文化祭 本校生徒によるステージ発表や作品展示を行います。 10月27日
久慈中学校体育館、各
教室及び特別教室

久慈市立久慈中学校 無料
久慈中学校
0194-53-4331

岩手県 久慈市 ② 文化祭
弁論、暗唱、合唱、演劇のステージ発表、美術、書道等鵜の作
品発表を行います。

10月27日 おらほーる 久慈市立山根中学校 無料
山形小学校
0194-72-2050

岩手県 久慈市 ② 学習発表会 各学級による劇の発表 10月27日 小袖小学校体育館 久慈市立小袖小学校 無料
小袖小学校
0194-54-2211

岩手県 久慈市 ② 文化祭
英語暗唱や吹奏楽部のステージ発表、合唱コンクールを行い
ます。

10月28日 長内中学校 久慈市立長内中学校 無料
長内中学校
0194-53-3143

岩手県 久慈市 ② 文化祭 合唱、演劇、新聞コンクールなど 10月28日 侍浜中学校 久慈市立侍浜中学校 無料
侍浜中学校
0194-58-2120

岩手県 久慈市 ② 夏井中学校文化祭
演劇、合唱、弁論、展示
PTA展示、バザーを行います。

10月28日 夏井中学校 久慈市立夏井中学校 無料

夏井中学校
0194-53-3755
natuityu@city.kuji.iwa
te.jp

岩手県 久慈市 ②
日曜参観・家庭教育学
級

授業参観及び家庭教育に関する講演会を行います。 10月28日 山形小学校 久慈市立山形小学校 無料
山形小学校
0194-72-2001

岩手県 久慈市 ③
小山裕幾フルートリサ
イタル

新進気鋭の若手フルート奏者「小山裕幾」によるリサイタルを
公演します。

10月28日
久慈市文化会館
小ホール

久慈市

久慈市文化会館（ア
ンバーホール）
0194－52－2700
http://www2.city.kuji.
iwate.jp/ahall/
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岩手県 久慈市 ② 学校へ行こう週間 授業公開、施設設備等の案内
10月29日～

11月2日
久慈高校長内校

岩手県立久慈高等学校長
内校

無料
久慈高等学校長内校
0194-53-3787

岩手県 久慈市 ①
学童期子育て支援講
演会

テーマ：「子どもたちの健やかな成長を願って」
講師：繁田めぐみ氏(久慈市教育委員会就学支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

10月30日 久慈湊小学校 久慈市立久慈湊小学校 無料
久慈湊小学校
0194-53-2374

岩手県 久慈市 ② 久慈小フォーラム
研究テーマに沿った授業と研究会を自主的に公開する授業研
究会を行います。

11月1日 久慈小学校 久慈市立久慈小学校 無料
久慈小学校
 0194-53-4361

岩手県 久慈市 ② 祖父母参観
授業参観（公開）と児童の祖父母や地域の方と昔の遊びや伝
統食の調理等を通して交流します。

11月2日 久慈市立侍浜小学校 久慈市立侍浜小学校 無料
侍浜小学校
0194-58-2233

岩手県 久慈市 ② 祖父母参観日
授業参観（公開）と児童の祖父母や地域の方と昔の遊びや伝
統食の調理等を通して交流します。（本校と合同です）

11月2日 久慈市立侍浜小学校
久慈市立侍浜小学校角柄
分校

無料
久慈市立侍浜小学校
0194-58-2233

岩手県 久慈市 ② 世代間交流 地域のお年寄りと“昔遊び”を通して、交流を図ります。 11月2日 宇部小学校体育館 久慈市立宇部小学校 無料
宇部小学校
0194-56-2033

岩手県 久慈市 ③ 市民芸術文化祭
久慈市で活動している芸術文化団体による作品展示や舞台発
表を行います。

11月2～4日
久慈市文化会館
（アンバーホール）

久慈市 無料

久慈市文化会館（ア
ンバーホール）
0194－52－2700
http://www2.city.kuji.
iwate.jp/ahall/

岩手県 久慈市 ② 第19回久慈工祭 展示、模擬店、ＰＴＡ展示・販売などを行います。 11月3, 4日 久慈工業高等学校
岩手県立久慈工業高等学
校

無料

http://www2.iwate-
d.jp/kut-h/　久慈工
業高等学校　0194-
78-2123

岩手県 久慈市 ② 家庭教育講演会 保護者対象の子育て講演会を行います 11月6日
小久慈小学校
視聴覚室

久慈市立小久慈小学校 無料
小久慈小学校
0194-59-3555

岩手県 久慈市 ③
久慈市立小・中学校音
楽発表会
－小学校の部―

久慈市立小学校の児童が一堂に会し、日頃の音楽活動の成
果を発表します。

11月7日
久慈市文化会館
（アンバーホール）

久慈市 無料
久慈市教育委員会学
校指導課
0194-52-2155

岩手県 久慈市 ② 学校自由参観日 本校生徒の１日の学校生活の様子をすべて公開します。 11月8日
久慈中学校各教室、体
育館及び特別教室

久慈市立久慈中学校 無料
久慈市立久慈中学校
0194-53-4331

岩手県 久慈市 ③
久慈市立小・中学校音
楽発表会
－中学校の部―

久慈市立中学校の生徒が一堂に会し、日頃の音楽活動の成
果を発表します。

11月8日
久慈市文化会館
（アンバーホール）

久慈市 無料
久慈市教育委員会学
校指導課
0194-52-2155
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岩手県 久慈市 ② 思春期講演会 中学２年生を対象に、思春期の心の変化を学習します。 １１月中旬 久慈中学校体育館 久慈市立久慈中学校 無料
久慈中学校
0194-53-4331

岩手県 久慈市 ② 食育講演会 中学１年生を対象に、食育について学習します。 11月12日 久慈中学校体育館 久慈市立久慈中学校 無料
久慈市立久慈中学校
0194-53-4331

岩手県 久慈市 ② 授業参観日 授業参観日 11月15日 小袖小学校
久慈市立
小袖小学校

無料
小袖小学校
0194-54-2211

岩手県 久慈市 ②
授業参観及び家庭教
育学級

・全学級の授業参観、及び食に関する家庭教育学級を開催し
ます。

11月16日 霜畑小学校 久慈市立霜畑小学校 無料

霜畑小学校
 0194-75-2001
simohatasyo@city.kuji
.iwate.jp

岩手県 久慈市 ② 参観日、家庭教育学級
授業参観の後、子育て・親育ちをテーマとした学習会を行いま
す。

11月16日 来内小学校 久慈市立来内小学校 無料
来内小学校
0194-72-2964

岩手県 久慈市 ② 授業参観 公開授業 11月17日 久慈湊小学校 久慈市立久慈湊小学校 無料
久慈湊小学校
0194-53-2374

岩手県 久慈市 ① 家庭教育セミナー
子どもを犯罪や事故、災害から守るためにはどうしたらい
いのか学ぶ。

11月17日 久慈湊小学校 久慈市 無料
久慈市立中央公民館
0194-53-4606

岩手県 久慈市 ③ 家庭教育セミナー 岩手県警音楽隊演奏会 11月17日 久慈湊小学校 久慈市立久慈湊小学校 無料
久慈湊小学校
0194-53-2374

岩手県 葛巻町 ② 授業公開週間
普段行っている授業の様子を教員同士で見学し、更に町内連
携中学の先生方や保護者・地域住民にも公開して教育実践の
理解をしていただきます。

10月22日～11月2
日

葛巻高等学校 岩手県立葛巻高等学校 無料

http://www2.iwate-
ed.jp/kuz-h/
岩手県立葛巻高等学
校
0195-66-2253

岩手県 九戸村 ③
九戸村産業・芸術文化
まつり

村民の創作品展示、郷土芸能等ステージ発表、特産品即売を
会場毎に行います。

展示部門
10月26～28日

産業部門
10月27, 28日

発表部門
11月3日

展示部門
　ＨＯＺホール
産業部門
　体育センター
発表部門
　ＨＯＺホール

九戸村産業・芸術文化まつ
り実行委員会

無料

http://www.vill.kunoh
e.iwate.jp/
九戸村総務企画課地
域振興班
0195-42-2111内線
172

岩手県 九戸村 ②
村民に学校を公開する
期間

村立小中学校の授業や校内の様子を学校毎に指定する日に
村民に公開します。

11月5～16日
小学校5校
中学校1校

九戸村教育委員会 無料

http://www.vill.kunoh
e.iwate.jp/
九戸村教育委員会教
育総務班
0195-42-2111内線
302

岩手県 雫石町 ②
雫石中学校文化祭「雫
中祭」

合唱コンクール、吹奏楽部発表、応援団・チア発表、学習活
動・生徒会活動・部活動等の展示発表

9月29日 雫石中学校 雫石町立雫石中学校 無料
雫石中学校
019-692-0321
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岩手県 雫石町 ②
学校へ行こう週間
（オープンスクール）

本校における通常の授業を行います。 10月15～19日 雫石高等学校 岩手県立雫石高等学校 無料

http：//www2．Iwate-
ed.jp/shz-
h/index.html
雫石高等学校
019-692-3254

岩手県 雫石町 ②
七ツ森小学校学習発
表会

作品展示、ステージ発表 10月20日 七ツ森小学校 雫石町立七ツ森小学校 無料
七ツ森小学校
019-692-0571

岩手県 雫石町 ②
西根小学校学習発表
会

ステージ発表、作品展示（PTA、学区民、児童）、子ども会活動
紹介

10月20日 西根小学校 雫石町立西根小学校 無料
西根小学校
019-693-2324

岩手県 雫石町 ②
安庭小学校学習発表
会

学年ごとの劇や合奏、全校での合唱・群読等のステージ発表
を行います。あわせて、全校児童の図工・書写等の作品も展
示します。

10月20日 安庭小学校 雫石町立安庭小学校 無料
安庭小学校
019-692-2206

岩手県 雫石町 ②
橋場小学校学習発表
会

橋場へき地保育所も一緒に劇などのステージ発表と、併せて
作品展示を行います。

10月20日 橋場小学校 雫石町立橋場小学校 無料
橋場小学校
019-692-3482

岩手県 雫石町 ②
上長山小学校学習発
表会

各学団ごとに劇や合奏、合唱の発表と図画、学習等の作品発
表を行います。

10月27日 上長山小学校 雫石町立上長山小学校 無料
上長山小学校
019-693-4324

岩手県 雫石町 ②
下長山小学校学習発
表会

ステージ発表（劇、合唱等）、伝承活動（豊年太鼓、西山小唄）
の発表を行います。

10月27日 下長山小学校 雫石町立下長山小学校 無料
下長山小学校
019-692-2224

岩手県 雫石町 ②
御明神小学校学習発
表会

作品展示、ステージ発表 10月27日 御明神小学校 雫石町立御明神小学校 無料
御明神小学校
019-692-3204

岩手県 雫石町 ②
雫石小学校学習発表
会

各学年のステージ発表や青空太鼓の演奏を行います。 10月27日
雫石町中央公民館
野菊ホール

雫石町立雫石小学校 無料
雫石小学校
019－692-2203

岩手県 雫石町 ②
南畑小学校学習発表
会

ステージ発表、南畑堰賛太鼓演奏 10月27日 南畑小学校 雫石町立南畑小学校 無料
南畑小学校
019-695-2204

岩手県 雫石町 ②
大村小学校学習発表
会

劇や「総合的な学習の時間」での調べ学習の発表、図画工作
科の作品展示など、学習の成果を発表、あわせて地域に神楽
を披露します。

10月27日 大村小学校 雫石町立大村小学校 無料
大村小学校
019-695-2730

岩手県 雫石町 ② 思郷祭
本校の文化祭です。テーマに沿ったクラス展示や、郷土芸能
の発表などを行います。

10月30日 雫石高等学校 岩手県立雫石高等学校 無料

http://www2.Iwate-
ed.jp/shz-
h/index.html
雫石高等学校
019-692-3254

岩手県 雫石町 ③
第48回雫石町総合芸
術祭

展示部門・茶席・舞台部門（町民等の日常の研鑽に
よる優れた文化活動の成果を発表・展示）

11月2～4日
雫石町中央公民館
野菊ホール他

雫石町総合芸術祭実行委
員会、雫石町教育委員会

雫石町教育委員会社
会教育課
019-692-2111（内
282）
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岩手県 雫石町 ③
第59回雫石町小中学
校音楽会

町内小中学校音楽（合唱・合奏・金管演奏等）発表 11月9日 野菊ホール 雫石町教育委員会 無料

雫石町教育委員会学
校教育課
019-692-2111（内
293）

岩手県 雫石町 ② 大村小学校日曜参観
日常の授業の公開にあわせ、教育振興運動の一環として地域
に向けての講話会を開催します。

11月18日 大村小学校 雫石町立大村小学校 無料
大村小学校
019-695-2730

岩手県 紫波町 ② 学習発表会
学習したことを基に　各学年で演劇、合奏・合唱を発表を行い
ます。また、全校合唱や金管クラブの演奏も行います。

10月20日 赤石小学校体育館 紫波町立赤石小学校 無料
赤石小学校
019-672-3460

岩手県 紫波町 ② 学習発表会 児童による合唱・劇等のステージ発表 10月20日 片寄小学校体育館 紫波町立片寄小学校 無料
片寄小学校
019-673-7207

岩手県 紫波町 ② 学習発表会
学習の成果を各学年ごとに演劇や合唱等を通して発表しま
す。児童100名の全校合唱も行います。

10月20日 水分小体育館 紫波町立水分小学校 無料
水分小学校
019-673-7210

岩手県 紫波町 ② 学習発表会
日常学習の発展、総合的な発表の場として、劇や表現活動を
披露します。

10月20日 古館小学校体育館 紫波町立古館小学校 無料
古館小学校
019-672-3560

岩手県 紫波町 ② 学習発表会
１年～６年までの各学年による歌や劇などの発表と、書道・絵
画等の作品展示を行います。

10月20日 彦部小学校体育館 紫波町立彦部小学校 無料
彦部小学校
019-676-3315

岩手県 紫波町 ② 学習発表会
全校の表現活動と各学年による劇などの発表・作品の展示を
行う。

10月21日 星山小学校体育館 紫波町立星山小学校 無料
星山小学校
019-672-3470

岩手県 紫波町 ② 紫鷲祭(文化祭） 系列展示、文化部発表、バザー、模擬店等の実施 10月21日 紫波総合高等学校
岩手県立紫波総合高等学
校

無料
http://www2.iwate-
ed.jp/shw-h/
019-672-3690

岩手県 紫波町 ② 文化祭
吹奏楽及び合唱部の発表のほか、学年ごとの合唱コンクール
を開催するものであること。

10月27日
紫波第一中学校
体育館

紫波町立紫波第一中学校 無料
紫波第一中学校
019-672-3580

岩手県 紫波町 ② 文化祭（天凌祭） 合唱コンクール、学級展示 10月27日 紫波第二中学校 紫波町立紫波第二中学校 無料
紫波第二中学校
019-672-3480

岩手県 紫波町 ②
学校へ行こう週間
公開授業週間

授業や部活動の参観を通じて、本校の日常の教育活動を知る
ことができます。

11月1～7日 紫波総合高等学校
岩手県立紫波総合高等学
校

無料
http://www2.iwate-
ed.jp/shw-h/
019-672-3690

岩手県 紫波町 ③ 芸術祭　展示部門 町内芸術文化団体・一般募集作品の発表 11月2～4日 紫波町中央公民館
紫波町芸術祭展示部門実
行委員会

無料
紫波町中央公民館
019-672-3372

岩手県 紫波町 ②
町内小中高等学校一
斉参観日

紫波町内各小・中・高等学校で日常行われている教育活動を
広く町民に公開します。

11月4日 町内各小・中・高等学校 紫波町教育委員会 無料
gakumu@town.shiwa.i
wate.jp
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岩手県 紫波町 ② 保健講演会
高学年児童を対象に保健に関するお話を外部講師からいただ
きます。

11月4日 古館小学校１階ホール 紫波町立古館小学校 無料
古館小学校
019-672-3560

岩手県 紫波町 ② ＰＴＡ主催コンサート
講話とコンサートを隔年で開催しています。今年は、清心さん
のコンサートを親子で聞きます。

11月4日 水分小体育館 紫波町立水分小学校 無料
水分小学校
019-673-7210

岩手県 紫波町 ② 親子講演会
保護者と児童、そして地域の人たちが一堂に会して講話を聴
く。

11月4日 星山小学校体育館 紫波町立星山小学校 無料
星山小学校
019-672-3470

岩手県 紫波町 ③ 芸術祭　舞台部門 町内芸術文化団体の発表 11月11日 紫波町中央公民館
紫波町芸術祭舞台部門実
行委員会

無料
紫波町中央公民館
019-672-3372

岩手県 住田町 ③ 民俗資料館特別展
10月19日～11月

23日
住田町民俗資料館 住田町民俗資料館 無料

住田町教育委員会
生涯学習係　　0192-
46-3863

岩手県 住田町 ③ 住田町文化産業まつり
町民の個性に応じた学習や芸術、文化活動の発表や、産業活
動の成果を確認する場として開催します。

10月26～28日 住田町農林会館ほか 住田町・住田町教育委員会 無料
住田町教育委員会
生涯学習係　　0192-
46-3863

岩手県 住田町 ② 学校へ行こう週間 授業・部活動公開、施設見学 11月5～9日 住田高校 岩手県立住田高等学校 無料

http://www2.iwate-
ed.jp/smi-h/
住田高等学校
0192-46-3141

岩手県 住田町 ③
すみた歴史文化講座
⑤

住田の歴史や文化を学習し、郷土の理解をふかめるとともに、
文化財保護意識の高揚を図るものです。

11月13日
住田町生活改善センタ
－

住田町教育委員会 無料
住田町教育委員会
生涯学習係　　0192-
46-3863

岩手県 住田町 ① 住田町まつづくり大会
各種関係団体功労者等の表彰、活動の事例発表、特別講演
等を行います。

11月18日 住田町農林会館 住田町ほか 無料
住田町役場　総務課
0192-46-2111

岩手県 滝沢村 ①

教育振興運動
家庭学習の充実～家
庭学習カードへの取組
ノーメディア週間の実
施

計画的な家庭学習の習慣化を児童に身につけさせるために，
家庭と学校が連携して取組む。また，メディアの時間を減らす
ことによって，児童生徒の家庭学習や読書時間，各家庭の一
家の団欒の時間を確保する。

10月
11月

各家庭
滝沢村立滝沢二中学区教
育
振興運動実践区

無料

滝沢村立滝沢東小学
校
PTA事務局　019-
688-6602

岩手県 滝沢村 ② うかいっこ劇場 各学年の劇や歌等の発表、吹奏楽団の演奏を行います。 10月20日 鵜飼小学校体育館 滝沢村立鵜飼小学校 無料
滝沢村立鵜飼小学校
019-687-2004

岩手県 滝沢村 ③ ミュージックフェスタ 各学年による、劇と音楽のステージ発表を行います。 10月20日 滝沢第二小学校 滝沢村立滝沢第二小学校 無料
滝沢村立滝沢第二小
学校
019-688-4002

岩手県 滝沢村 ② 学習発表会 児童の演劇、音楽、学習の発表 10月20日 一本木小学校体育館 滝沢村立一本木小学校 無料
滝沢村立一本木小学
校
019-688-4253

岩手県 滝沢村 ② 学習発表会 児童の総合的な教育活動の場として学習発表会を実施 10月27日 滝沢小学校体育館 滝沢村立滝沢小学校 無料
滝沢村立滝沢小学校
019-687-2314
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岩手県 滝沢村 ②
姥屋敷小中学校文化
祭

姥屋敷小中学校の文化祭 10月27日 姥屋敷小中学校 滝沢村立姥屋敷小中学校 無料
滝沢村立姥屋敷小中
学校
019-680-2401

岩手県 滝沢村 ①
教育振興運動
読書推進活動～ファミ
リー読書週間～

親子で一緒に本を読むことによって，家庭での読書環境と本に
親しむ機会の充実を図る。

11月 各家庭
滝沢村立滝沢東小学校ＰＴ
Ａ

無料

滝沢村立滝沢東小学
校
PTA事務局　019-
688-6602

岩手県 滝沢村 ② 観武祭(小中学部） 学習の成果をステージ発表・作品展・製品販売等を行います。 11月3日
盛岡みたけ支援学校本
校舎

岩手県立盛岡みたけ支援
学校

無料
盛岡みたけ支援学校
℡019(641)0789

岩手県 滝沢村 ② ｢学校へ行こう週間」
開かれた学校づくりの一環として、児童生徒の日常の様子や
施設等を保護者や地域の方々に見学する機会とします。

11月3～10日
盛岡みたけ支援学校本
校舎・高等部校舎

岩手県立盛岡みたけ支援
学校

無料
盛岡みたけ支援学校
℡019(641)0789・
019(645)2188

岩手県 滝沢村 ③ 芸術祭たきざわ“12 舞台部門(演劇) 11月4日 滝沢ふるさと交流館
滝沢村教育委員会・
滝沢村芸術文化協会

無料

syakyo@vill.takizawa.i
wate.jp 　　　　滝沢村
教育委員会文化ス
ポーツ課019-684-
2111

岩手県 滝沢村 ③ 芸術祭たきざわ“12 舞台部門(邦楽) 11月11日 滝沢ふるさと交流館
滝沢村教育委員会・
滝沢村芸術文化協会

syakyo@vill.takizawa.i
wate.jp 　　　　滝沢村
教育委員会文化ス
ポーツ課019-684-
2111

岩手県 滝沢村 ③ 芸術祭たきざわ“12 舞台部門(洋楽) 11月25日 滝沢ふるさと交流館
滝沢村教育委員会・
滝沢村芸術文化協会

無料

syakyo@vill.takizawa.i
wate.jp 　　　　滝沢村
教育委員会文化ス
ポーツ課019-684-
2111

岩手県 滝沢村 ③ 芸術祭たきざわ“12 展示部門(絵画・書道・華道・文芸・工芸・写真など) 11月17～19日 滝沢ふるさと交流館
滝沢村教育委員会・
滝沢村芸術文化協会

syakyo@vill.takizawa.i
wate.jp 　　　　滝沢村
教育委員会文化ス
ポーツ課019-684-
2111

岩手県 滝沢村 ② 道徳授業参観日
道徳教育の取り組みの様子を、保護者、地域の方々に見てい
ただく機会です。

11月7日 滝沢第二小学校 滝沢村立滝沢第二小学校 無料
滝沢村立滝沢第二小
学校
019-688-4002

岩手県 滝沢村 ② 観武祭(高等部） 学習の成果をステージ発表・作品展・製品販売等を行います。 11月10日
盛岡みたけ支援学校高
等部校舎

岩手県立盛岡みたけ支援
学校

無料
盛岡みたけ支援学校
℡019(645)2188

岩手県 滝沢村 ②
一日参観日（道徳公
開）

日常の学校生活や道徳等の授業を保護者や地域の方々に公
開します。

11月14日 一本木中学校 滝沢村立一本木中学校 無料
滝沢村立一本木中学
校
019-688-4634

岩手県 滝沢村 ② 道徳参観日 道徳授業の公開、道徳公開講座（校長講話），保護者懇談会 11月21日 滝沢東小学校 滝沢村立滝沢東小学校 無料
滝沢村立滝沢東小学
校
019-688-6602

岩手県 田野畑村 ②
田野畑小学校学習発
表会

郷土芸能、演劇等の発表 10月21日 田野畑小学校 田野畑村 無料
田野畑小学校
0194-34-2050
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岩手県 田野畑村 ② 田野畑中学校文化祭 作品展示、創作太鼓の発表、合唱コンクール等 10月28日 田野畑中学校 田野畑村 無料
田野畑中学校
0194-34-2301

岩手県 田野畑村 ①
「田野畑村教育の日」
のつどい

講演会、復興子ども会議、教育振興運動功労表彰、教育振興
運動実践発表等を行います

11月3日 アズビィホール 田野畑村 無料
田野畑村教育委員会
社会教育班
0194-34-2226

岩手県 田野畑村 ③
第39回田野畑村民文
化展

小中学生の作品展、村民の作品展、つながるアート・コミュニ
ケーション展(巡回展)

11月3日 アズビィ楽習センター 田野畑村 無料
田野畑村教育委員会
社会教育班
0194-34-2226

岩手県 田野畑村 ③
田野畑村芸能フェス
ティバル

郷土芸能、日本舞踊等の発表 11月11日 アズビィホール 田野畑村
田野畑村教育委員会
社会教育班
0194-34-2226

岩手県 遠野市 ③
第7回遠野市民芸術祭
合同茶会

茶道表千家流遠野吉祥会・三菜流蘭煎会遠野との合同お茶
会を行います。

10月21日
遠野市民センター「講義
室」「和室」

遠野市

遠野市民センター生
涯学習スポーツ課
0198-62-4413　内線
277

岩手県 遠野市 ② 「緑峰祭」 日頃の学習活動、研究の発表を行います。 10月27, 28日 遠野緑峰高等学校 遠野緑峰高等学校 無料
遠野緑峰高等学校
0198-62-2827

岩手県 遠野市 ③
第7回市民芸術祭　総
合展示会

遠野市芸術文化協会会員及び一般市民の作品展（書道、絵
画、手芸、文芸、生け花等）及び菊花展の展示会を行います。

11月3, 4日
遠野市民体育館、遠野
市民センター中ホール

遠野市 無料

遠野市民センター生
涯学習スポーツ課
0198-62-4413　内線
277

岩手県 遠野市 ③
第7回市民芸術祭　舞
台合同発表会

遠野市芸術文化協会会員及び児童生徒による日本舞踊、吟
詠、吟舞、邦楽、合唱、吹奏楽などの舞台発表会を行います。

11月3, 4日
遠野市民センター大
ホール

遠野市

遠野市民センター生
涯学習スポーツ課
0198-62-4413　内線
277

岩手県 二戸市 ② 福工祭（文化祭） 生徒作品の展示、課題研究等の発表 10月20, 21日 福岡工業高等学校
岩手県立福岡工業高等学
校

無料
福岡工業0195-23-
3315

岩手県 二戸市 ①
平成24年度家庭教育
セミナー　　二戸地区セ
ミナー

親としての役割や家族の在り方等について研修（講演・パネル
ディスカッション）を行います。実践活動の輪を広めます。

11月10日 二戸市民文化会館 社団法人岩手県PTA連合会 無料
http://www.iwate-
pta.or.jp/index.html

岩手県 野田村 ②
野田小学校学習発表
会

作品展示などにより、日頃の学習の成果を発表し合います。 10月20日 野田小学校 野田村立野田小学校 無料
野田小学校
0194-78-2166

岩手県 野田村 ② 野田中学校文化祭
野田中学校の生徒による合唱、吹奏楽部演奏、作品展示等が
行われます。

10月27日 野田中学校 野田村立野田中学校 無料
野田中学校
0194-78-2170

岩手県 野田村 ③
野田村総合文化祭公
演部門

村内保育所、小・中学校、芸術文化協会加盟団体等による公
演が行われます。

10月28日 野田村体育館 野田村 無料
野田村総合文化祭実
行委員会
0194-78-2936
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岩手県 野田村 ③
野田村総合文化祭展
示部門

村内保育所、小・中学校、芸術文化協会加盟団体等による作
品展が行われます。

11月3, 4日 野田村体育館 野田村 無料
野田村総合文化祭実
行委員会
0194-78-2936

岩手県 八幡平市 ② 学校へ行こう週間
主に、普段の授業や校内行事の様子を公開します。時間割等
は当日配布いたします。

10月16～21日(19
日全日と20日の

午後を除く)
平舘高等学校 岩手県立平舘高等学校 無料

平舘高等学校
0195-74-2609

岩手県 八幡平市 ②
東大更小学校学習発
表会

発表を通じて学習活動の成果を認め合い、学校生活への意欲
を高めます。

10月20日 東大更小学校 八幡平市立東大更小学校 無料
東大更小学校
0195-75-0832

岩手県 八幡平市 ② 寄木小学校文化祭
ステージでの演劇発表と地域の皆さんの作品展示を行いま
す。

10月20日 寄木小学校 八幡平市立寄木小学校 無料
寄木小学校
0195-76-3498

岩手県 八幡平市 ②
大更小学校学習発表
会

劇・群読・音楽などにより、日常の学習の成果を総合的に発表
します。

10月20日 大更小学校 八幡平市立大更小学校 無料
大更小学校
0195-76-2239

岩手県 八幡平市 ②
寺田小学校学習発表
会

ステージ発表を通して、全校児童が日々の学習の成果を発表
します。

10月20日 寺田小学校 八幡平市立寺田小学校 無料
寺田小学校
0195－77－2323

岩手県 八幡平市 ② 学習発表会 各学級による劇、全校による合唱や田植え踊りを発表します。 10月20日 平笠小学校体育館 八幡平市立平笠小学校 無料
平笠小学校
0195-76-3534

岩手県 八幡平市 ② 学習発表会 児童発表 10月20日 安代小学校 八幡平市立安代小学校 無料
安代小学校
0195-72-3310

岩手県 八幡平市 ② 学習発表会
各学級のステージ発表、4.5.6年の太鼓演奏、各学級の教室展
示等、日頃の学習成果を発表します。

10月21日 柏台小学校 八幡平市立柏台小学校 無料
柏台小学校
0195-78-2003

岩手県 八幡平市 ②
学習発表会（ＰＴＡ一部
出演)

発表を通して学習活動の成果を認め合い、学校生活への意欲
の高揚を図ります。

10月27日 平舘小学校 八幡平市立平舘小学校 無料
平舘小学校
0195-74-2216

岩手県 八幡平市 ② 紫薫祭（文化祭）
主に文化部の活動を中心に、生徒会活動、クラス活動の成果
を展示や演奏の形で発表します。

10月21日 平舘高等学校 岩手県立平舘高等学校 無料
平舘高等学校
0195-74-2609

岩手県 八幡平市 ② 学習発表会
学習の成果を保護者・地域の方々に発表します。
（劇や音楽等のステージ発表）

10月27日 松野小学校 八幡平市立松野小学校 無料
松野小学校
0195-74-3310

岩手県 八幡平市 ②
田山小学校学習発表
会

ステージ発表を行い、学習の成果を保護者、地域の方々に参
観していただきます。

10月27日 田山小学校 八幡平市立田山小学校 無料
田山小学校
0195-73-2047
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岩手県 八幡平市 ③ 八幡平市芸術祭 作品展示、舞台発表、お茶会など 10月27, 28日
松尾地区公民館
松尾中学校

八幡平市芸術祭実行委員
会

八幡平市教育委員会
事務局
生涯学習課
0195-74-2111

岩手県 八幡平市 ② 吹奏楽部コンサート 市芸術祭としてジャズバンドコンサート参加 10月28日 松尾中学校 八幡平市立松尾中学校 無料
松尾中学校
0195-76-4650

岩手県 八幡平市 ② 小学生・中学校見学会
学区内の６年生が中学校生活を体験。授業や部活動を見学し
中学校の様子を体感します。

10月30日 松尾中学校 八幡平市立松尾中学校 無料
松尾中学校
0195-76-4650

岩手県 八幡平市 ② 一斉参観日
全日を通して学校を開放し、保護者や地域の方々に授業や部
活動等を自由に見学していただきます。

11月1日 西根第一中学校
八幡平市立西根第一中学
校

無料
西根第一中学校
0195-74-2514

岩手県 八幡平市 ②
寺田小学校地域ふれ
合い会収穫祭

地域の方々と一緒に育ててきた米で餅をつき、会食して収穫を
祝います。

11月2日 寺田小学校 八幡平市立寺田小学校 無料
寺田小学校
0195－77－2323

岩手県 八幡平市 ③ 江間章子賞授与式

市ゆかりの詩人江間章子先生の功績を顕彰すると共に、少年
少女が江間先生の詩の心を引き継ぎ、豊かな心を養うことを
目的とした「江間章子賞」の授与式を市民憲章推進大会で行
います。

11月3日
八幡平市西根地区体育
館

八幡平市 無料

八幡平市教育委員会
事務局　　　　　　学校
教育課
0195-74-2111

岩手県 八幡平市 ③
八幡平市市民憲章推
進大会

活力ある地域社会実現のため、市民憲章の精神を定着させる
ために大会を行い、地域活動の事例発表や功労表彰を行いま
す。

11月3日 西根地区体育館
八幡平市市民憲章推進協
議会

無料

西根地区市民セン
ター
0195-76-2111（内
1531）

岩手県 八幡平市 ② 大更小にいこう週間
児童の学習や生活について、中学校の教職員や保護者や地
域の方に公開します。

11月5～9日 大更小学校 八幡平市立大更小学校 無料
大更小学校
0195-76-2239

岩手県 八幡平市 ② 授業参観 各学年で参観授業を行います。 11月6日 寄木小学校 八幡平市立寄木小学校 無料
寄木小学校
0195-76-3498

岩手県 八幡平市 ③
東大更小学校三世代
交流

地域の祖父母を招待して、学習を見てもらうとともに、一緒に
昼食をとったり活動を通じて交流を図ります。

11月9日 東大更小学校 八幡平市立東大更小学校 無料
東大更小学校
0195-75-0832

岩手県 八幡平市 ② 学習発表会
劇、音楽などにより、日常の学習の成果を総合的に発表しま
す。

11月10日 田頭小学校 八幡平市立田頭小学校 無料
田頭小学校
0195-76-2732

岩手県 八幡平市 ② もちつき祖父母交流会
各学級毎に祖父母と交流します。6年生は祖父母と一緒に餅を
つき、全校に振る舞います。

11月13日
平笠小学校各教室
家庭科室

八幡平市立平笠小学校 無料
平笠小学校
0195-76-3534

岩手県 八幡平市 ②
寺田小学校授業参観
日

保護者や地域の方々に子どもたちの学習の様子を参観してい
ただきます。

11月13日 寺田小学校 八幡平市立寺田小学校 無料
寺田小学校
0195－77－2323
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岩手県 八幡平市 ②
安代中学校授業参観
日

1，2年の授業参観と進路説明会（3年） 11月15日 安代中学校 八幡平市立安代中学校 無料
安代中学校
0195-72-2430

岩手県 八幡平市 ② 創立10周年記念行事 記念式典・児童発表 11月18日 安代小学校 八幡平市立安代小学校 無料
安代小学校
0195-72-3310

岩手県 花巻市 ③
吉村作治の「古代七つ
の文明展」

国内に所蔵されている資料から、エジプト文明、オリエント文
明、ギリシャ・ローマ文明、シルクロードとインド文明、中国文
明、中南米文明に日本の縄文文明を加えた世界各地の古代
文明を展示・紹介し、これらの文明を比較することによって、文
明の多様性を考える展覧会です。

9月8日～
11月4日

花巻市博物館 花巻市教育委員会

http://museum.city.h
anamaki.iwate.jp/
花巻市博物館
0198-32-1030

岩手県 花巻市 ③ 共同企画展
市内の文化施設が連携して同期間に統一したテーマにより市
民や観光客に先人の偉業等を紹介します。（２回実施）

①9月8日～11月4
日

②12月1日～2月3
日

宮沢賢治記念館ほか 花巻市

花巻市まちづくり部生
涯学習課
0198-24-2111(内
418)

岩手県 花巻市 ③ 花巻市民芸術祭
開幕祭及び文芸大会は合同で、展示部門・舞台部門・市民茶
会等は各地区会場にて開催します。

9月29日～
11月25日

花巻市文化会館ほか
花巻市民芸術祭実行委員
会

無料

花巻市まちづくり部生
涯学習課
0198-24-2111(内
418)

岩手県 花巻市 ②
花巻市学校保健・安
全・給食大会

学校保健・安全・給食に関する研究等の発表、記念講演会を
行います。

10月17日
花巻市文化会館中ホー
ル

花巻市教育委員会 無料
花巻市教育委員会小
中学校課
0198-45-1311

岩手県 花巻市 ②
東和小学校学習発表
会

劇や歌などにより、日頃の学習の成果を各学年ごとに発表し
あいます。

10月20日 東和小学校体育館 花巻市立東和小学校 無料
東和小学校
0198-29-4334

岩手県 花巻市 ② 学習発表会
地域の方々に、子ども達の日頃の学習の成果を見ていただく
機会です。学年ごとに発表します。

10月20日
若葉小学校
体育館

花巻市立若葉小学校 無料
若葉小学校
0198ｰ23ｰ3305

岩手県 花巻市 ② 学習発表会
日頃の学習の成果を劇や合奏などで発表し保護者や地域の
方々に見ていただきます。

10月20日 石鳥谷小学校体育館 花巻市立石鳥谷小学校 無料
石鳥谷小学校
0198-45-2012

岩手県 花巻市 ② 学習発表会
日常の学習の成果を各学年ごとに発表し、保護者
と地域の方に見てもらいます。

10月20日 湯本小学校 花巻市立湯本小学校 無料
湯本小学校
0198-27-2525

岩手県 花巻市 ② 学習発表会 学習の成果を歌や劇で発表します。 10月20日 内川目小学校 花巻市立内川目小学校 無料
内川目小学校
0198-48-5100

岩手県 花巻市 ② 学習発表会
これまでに学習した成果を各学年毎に発表し、保護者や学区
の方に見ていただきます。

10月20日 八重畑小学校 花巻市立八重畑小学校 無料

http://www.city.hana
maki.iwate.jp/yaesho
/
八重畑小学校
0198-47-2114
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岩手県 花巻市 ② 学習発表会
学習の成果を各学年毎に発表し、保護者や地域の方々に見て
いただきます。

10月20日 湯口小学校 花巻市立湯口小学校 無料
湯口小学校
0198-28-2220

岩手県 花巻市 ② 学習発表会
劇や音楽、朗読など日頃の学習の成果を、各学年ごとに発表
し合います。

10月20日 太田小学校 花巻市立太田小学校 無料
太田小学校
0198-28-2212

岩手県 花巻市 ② 桜台小学習発表会 日常の学習の成果をステージで発表します。 10月20日 桜台小学校 花巻市立桜台小学校 無料
桜台小学校
0198-24-6066

岩手県 花巻市 ② 学習発表会 日頃の学習の成果を各学年ごと発表します。 10月20日 亀ヶ森小学校 花巻市立亀ヶ森小学校 無料
亀ヶ森小学校
0198-48-2229

岩手県 花巻市 ② 学習発表会 これまでの学習の成果を各学年ごとに、ステージ発表します。 10月20日 大迫小学校体育館 花巻市立大迫小学校 無料
大迫小学校
0198-48-2226

岩手県 花巻市 ② 学習発表会
日頃の学習の成果を劇や合唱群読等の形で総合的に発表し
ます。

10月20日 八幡小体育館 花巻市立八幡小学校 無料
八幡小学校
0198-45-3309

岩手県 花巻市 ② 学習発表会
児童による劇、音楽、ダンス等のステージ発表や図工や家庭
科等の作品展示を行います。

10月21日 笹間第二小学校 花巻市立笹間第二小学校 無料
笹間第二小学校
0198-29-2327

岩手県 花巻市 ② 青雲祭
学科や教科等の研究発表及び展示発表、ステージ発表等を
行います。クラス模擬店、PTAによる食堂もあります。

10月21日 花北青雲高等学校
岩手県立花北青雲高等学
校

無料
花北青雲高等学校
0198-45-3732

岩手県 花巻市 ③
花巻市内小学校音楽
発表会

各小学校の児童による音楽発表会を行います。 10月26日
花巻市文化会館大ホー
ル

花巻市教育委員会 無料
花巻市教育委員会小
中学校課
0198-45-1311

岩手県 花巻市 ② 学習発表会
保護者・地域の皆さに対して、これまでの学習の成果を各学
年・特設クラブ毎に発表する場です。

10月26日 新堀小学校 花巻市立新堀小学校 無料

http://www.city.hana
maki.iwate.jp/niisho/
新堀小学校
0198-45-3021

岩手県 花巻市 ② 秋桜祭（文化祭）
作品展示や合唱コンクール、吹奏楽部発表、弁論等のステー
ジ発表を行います。

10月27日 湯本中学校 花巻市立湯本中学校 無料
湯本中学校
0198-27-2719

岩手県 花巻市 ② ポラン学習発表会 宮澤賢治先生の精神を学び、劇や歌で表現します。 10月27日 南城小学校 花巻市立南城小学校 無料
南城小学校
0198-23-2144

岩手県 花巻市 ② 学習発表会 児童による学習成果の発表及び作品展示を行います。 10月27日 矢沢小学校 花巻市立矢沢小学校 無料
矢沢小学校
0198-23-2179

岩手県 花巻市 ② 文化祭
作品展示や合唱コンクール・吹奏楽部演奏・意見発表等ス
テージ発表を行います。

10月27日 西南中学校 花巻市立西南中学校 無料
西南中学校
0198-29-2321

岩手県 花巻市 ② 北中祭
合唱コンクール、壁新聞コンクール、演劇、教室展示等、ＰＴＡ
によるパン販売（募金活動）を行います。

10月27, 28日 花巻北中学校 花巻市立花巻北中学校 無料
花巻北中学校
0198-24-8766
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岩手県 花巻市 ② 石中祭（文化祭）
生徒作品展示や吹奏楽演奏、壁新聞コンクールや合唱コン
クール等を行います。

10月28日 石鳥谷中学校 石鳥谷中学校 無料
石鳥谷中学校
0198-45-3117

岩手県 花巻市 ② 東雲祭（文化祭）
作品展示・合唱コンクール・学年ステージ発表・郷土芸能鑑賞・
吹奏楽発表を行います。

10月28日 矢沢中学校 花巻市立矢沢中学校 無料
矢沢中学校
0198-31-2022

岩手県 花巻市 ② 文化祭
作品展示、合唱コンクール、総合学習の発表、弁論、英語暗
唱等を行います。

10月28日 東和中学校体育館 花巻市立東和中学校 無料
東和中学校
0198-42-4221

岩手県 花巻市 ② 南中祭
意見発表、合唱コンクールなどこれまでの学習成果を発表しま
す。また、PTAの協力により地域作品展やバザーを行い、地域
の文化祭としての一面を継承しています。

10月28日 南城中学校 花巻市立南城中学校 無料
南城中学校
0198-23-4146

岩手県 花巻市 ② 迫中祭（文化祭）
作品展示、合唱発表会、学年ステージ発表、全校ステージ発
表を行います。

10月28日 大迫中学校 花巻市立大迫中学校 無料
大迫中学校
0198-48-2221

岩手県 花巻市 ② ポプラ祭（文化祭）
作品展示、吹奏楽部演奏、弁論、英語弁論、合唱コンクール
等を行います。

10月28日 花巻中学校 花巻市立花巻中学校 無料
花巻中学校
0198-23-2151

岩手県 花巻市 ② 文化祭
各教科展示や合唱、演劇、吹奏楽部のステージ発表を行いま
す。

10月28日 湯口中学校 花巻市立湯口中学校 無料
湯口中学校
0198-28-2233

岩手県 花巻市 ① トールペイント教室 親子で楽しくいろんな素材に絵付けを行います。 10月28日 東和図書館 花巻市
東和図書館
0198-42-3202

岩手県 花巻市 ②
「いわて教育の日」に係
る「学校へ行こう週間」

保護者、地域の方をはじめ一般の方々に授業公開、学校説明
を行います。

10月29日～
11月2日 花巻南高校 岩手県立花巻南高等学校 無料

http://www2.iwate-
ed.jp/hks-h/
岩手県立花巻南高等
学校
0198-23-4236

岩手県 花巻市 ②
１日学校公開（マラソン
大会を含む）

マラソン大会を中心として，１日学校を公開します。給食や休
み時間の様子も参観していただけます。

11月1日 宮野目小学校 花巻市立宮野目小学校 無料
宮野目小学校
0198-26-3119

岩手県 花巻市 ② 収穫祭
収穫した喜びと、お世話いただいた方々を招待し、感謝の気持
ちを表す収穫祭を行います。

11月2日 新堀小学校 花巻市立新堀小学校 無料

http://www.city.hana
maki.iwate.jp/niisho/
新堀小学校
0198-45-3021

岩手県 花巻市 ③
岩手芸術祭巡回美術
展

岩手芸術祭美術展の入賞作品を展示します。 11月2～4日 花巻市民体育館 花巻市 無料

花巻市まちづくり部生
涯学習課
0198-24-2111(内
418)

岩手県 花巻市 ②
総合教育センター一般
公開

総合教育センターの施設と設備を公開します。
所員による科学実験や木工等の製作体験教室を行います。

11月3日 総合教育センター 岩手県立総合教育センター 無料

岩手県立総合教育セ
ンター
情報教育担当
0198-27-2254
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岩手県 花巻市 ①
「いわて教育の日」県
民開放事業

親子１００人が集い、レクリエーションや体験活動を行います。 11月3日
岩手県立生涯学習推進
センター

岩手県立生涯学習推進セン
ター

無料

http://www.pref.iwat
e.jp/~hp1595/
岩手県立生涯学習推
進センター
0198-27-4555

岩手県 花巻市 ② 花農祭
日頃の学習内容や研究発表、文化部の発表などを行います。
また、本校農産物・加工品即売会も実施します。

11月3日 花巻農業高等学校
岩手県立花巻農業高等学
校

無料

http://www2.iwate-
ed.jp/hka-h/
花巻農業高等学校総
務部
0198-26-3131

岩手県 花巻市 ①
花巻市PTA連合会研
究大会

PTA功労者、健全育成功労者表彰、講演会を行います。 11月4日 石鳥谷生涯学習会館 花巻市PTA連合会 無料
大迫中学校
0198-48-2221

岩手県 花巻市 ①
湯口地区家庭教育地
域交流会

湯口保育園、湯口小学校、湯口中学校児童生徒の合唱による
交流会を開催します。

11月5日 湯口地区振興センター 湯口地区教育振興協議会 無料
湯口中学校
0198-28-2234

岩手県 花巻市 ② 授業実践公開研究会 算数の授業を公開し、指導のあり方を話し合います。 11月6日 亀ヶ森小学校 花巻市立亀ヶ森小学校 無料
亀ヶ森小学校
0198-48-2229

岩手県 花巻市 ② 授業参観
子どもたちの学習の様子を公開するとともにＰＴＡ主催の講演
会を行います。

11月6日 湯本小学校 花巻市立湯本小学校 無料
湯本小学校
0198-27-2525

岩手県 花巻市 ② 半日授業参観 ４～６校時、日常の学習の様子を自由に参観して頂きます。 11月9日 桜台小学校 花巻市立桜台小学校 無料
桜台小学校
0198-24-6066

岩手県 花巻市 ②
花巻市中学校総合文
化祭ステージ発表

市内の中学２年生による合唱の発表会を開催します。 11月9日
花巻市文化会館大ホー
ル

花巻市立花巻中学校 無料
花巻中学校
0198-23-2151

岩手県 花巻市 ② 教育講演会
花巻市生涯学習講師 沼倉　守 氏の講演を聞き、いのちの不
思議や大切さについて考えます。

11月9日
花巻市矢沢振興セン
ター

花巻市立矢沢小学校PTA 無料
矢沢小学校
0198-23-2179

岩手県 花巻市 ③
花巻市中学校総合文
化祭展示部門

作品展示を行います。 11月9～11日
花巻市文化会館展示
ホール

花巻市教育委員会 無料
花巻市立東和中学校
0198-42-4221

岩手県 花巻市 ② こたままつり
児童生徒の作品展示・舞台発表、作業製品の販売、創立４０
周年の歩みコーナー、ＰＴＡ・協力団体によるバザ－等を行い
ます。

11月10日 花巻清風支援学校
岩手県立花巻清風支援学
校

無料
花巻清風支援学校
0198-28-2421（代）

岩手県 花巻市 ①
子どもの読書応援隊育
成講座　心にひびく言
葉のおくりもの

子どもの読書に関心をお持ちの方を対象に「読み聞かせの基
本　選書・読み方・プログラムの組み方」について講演を行いま
す。講師はうれし野こども図書室の高橋美智子氏です。

11月10日 東和図書館
輝く子どもの読書運動協議
会/図書ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｻｰｸﾙちえ
の輪

無料
東和図書館
0198-42-3202
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岩手県 花巻市 ③ 倉沢人形歌舞伎公演
花巻市東和町倉沢地区に伝承されている岩手県指定無形民
俗文化財の人形歌舞伎を上演します。

11月11日
花巻市文化会館大ホー
ル

花巻市

http://www.city.hana
maki.iwate.jp/bkkaika
n/
花巻市文化会館
0198-24-6511

岩手県 花巻市 ② 学校見学週間
小・中・高全学部の授業を公開します。また、校舎、寄宿舎の
見学が自由にできます。

11月13～16日 花巻清風支援学校
岩手県立花巻清風支援学
校

無料
花巻清風支援学校
0198-28-2421（代）

岩手県 花巻市 ② 祖父母参観 普段の授業の様子を祖父母の方々に参観していただきます。 11月14日 八重畑小学校 花巻市立八重畑小学校 無料

http://www.city.hana
maki.iwate.jp/yaesho
/
八重畑小学校
0198-47-2114

岩手県 花巻市 ②
フリー参観・PTA講演
会

授業参観及び花巻東高野球部　佐々木洋監督をお招きしての
講演会を開催します。

11月15日 石鳥谷中学校 石鳥谷中学校 無料
石鳥谷中学校
0198-45-3117

岩手県 花巻市 ② 一日参観日
授業（道徳）の公開や図書委員会主催による図書祭り、家庭教
育学級（親子スポーツ教室）を行います。

11月17日 笹間第二小学校 笹間第二小学校 無料
笹間第二小学校
0198-29-2327

岩手県 花巻市 ② 授業参観
保護者や地域の皆様に学校の教育活動を広く公開し、児童指
導や望ましい育成について共通理解を図る機会とします。

11月17日 新堀小学校 花巻市立新堀小学校 無料

http://www.city.hana
maki.iwate.jp/niisho/
新堀小学校
0198-45-3021

岩手県 花巻市 ① 家庭教育講演会
家庭の教育力の向上、子育てにおける家庭の役割等ＰＴＡ学
習会です。地域の皆様も参加いただけます。

11月17日 新堀小学校 花巻市立新堀小学校 無料

http://www.city.hana
maki.iwate.jp/niisho/
新堀小学校
0198-45-3021

岩手県 花巻市 ② 祖父母参観・収穫祭
学校実習田や学校農園で育てたお米やそばを祖父母の方々
や地域の方におにぎりやそばにして食べていただきます。

11月20日 亀ヶ森小学校 花巻市立亀ヶ森小学校 無料
亀ヶ森小学校
0198-48-2229

岩手県 花巻市 ② わくわくコンサート
金管バンドクラブの演奏や子ども達の独唱等、音楽に親しむひ
とときです。

11月20日
若葉小学校
体育館

花巻市立若葉小学校 無料
若葉小学校
0198ｰ23ｰ3305

岩手県 花巻市 ② 授業参観 児童の学習の様子を公開します。 11月20日 大迫小学校各教室 花巻市立大迫小学校 無料
大迫小学校
0198-48-2226

岩手県 花巻市 ② 授業参観 全校「道徳」の授業公開をします。 11月20日 南城小学校 花巻市立南城小学校 無料
南城小学校
0198-23-2144

岩手県 花巻市 ② さわやか音楽会
PTA主催の外部団体による音楽会を児童と保護者で鑑賞しま
す。

11月20日 南城小学校 花巻市立南城小学校PTA 無料
南城小学校
0198-23-2144

岩手県 平泉町 ②
平泉小学校学習発表
会

学年毎のステージ発表を行います。 10月20日 平泉小学校 平泉町立平泉小学校 無料
平泉小学校
0191-46-2202

岩手県 平泉町 ②
長島小学校学習発表
会

学年毎のステージ発表、　感謝の会を行います。 10月21日 長島小学校 平泉町立長島小学校 無料
長島小学校
0191-46-2203
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岩手県 平泉町 ② 平泉中学校文化祭 合唱コンクール、吹奏楽部発表、作品展示を行います。 10月28日 平泉中学校 平泉町立平泉中学校 無料
平泉中学校
0191-46-2205

岩手県 平泉町 ③ 平泉町文化芸術祭
児童生徒の作品展示、各種講座での成果品展示等を行いま
す。

11月3, 4日 平泉小学校 平泉町 無料
平泉町教育委員会
0191-46-5576

岩手県 平泉町 ② ふれあいコンサート
長島小合奏団の発表、児童、PTA、プロの方の発表、ジョイン
トでの発表等を行います。

11月4日 長島小学校 平泉町立長島小学校 無料
長島小学校
0191-46-2203

岩手県 普代村 ③ 普代村総合文化祭
各部門の入賞作品の展示や音楽、郷土芸能等のステージ発
表を行います。

11月3, 4日
普代村自然休養村管理
センター

普代村教育委員会 無料
普代村教育委員会
0194-35-2711

岩手県 宮古市 ②
「いわて教育の日」学
習発表会

演劇・音楽等のステージ発表を行います 10月20日 赤前小学校 宮古市立赤前小学校 無料
宮古市立赤前小学校
0193-67-2013

岩手県 宮古市 ② 学習発表会
児童による学習作品の展示やステージ発表、和井内青雲太鼓
の演奏を行います

10月20日 宮古市立和井内小学校
宮古市立
和井内小学校

無料
和井内小学校
0193-73-2215

岩手県 宮古市 ② 工業祭
本校の施設・設備や実施内容の公開や生徒会各部・各委員会
の活動成果の公開を実施し、地域とともにある工業高校の活
動の活性化を図る

10月20, 21日 宮古工業高校
岩手県立宮古工業高等学
校

無料

岩手県立宮古工業高
等学校
0193-67-2201
http://www2.iwate-
ed.jp/myt-h/

岩手県 宮古市 ② 学習発表会
児童による劇や音楽（全校合唱含む）等のステージ発表を行
います。

10月21日 花輪小学校体育館 宮古市立花輪小学校 無料
花輪小学校
0193-69-2022

岩手県 宮古市 ②

「いわて教育の日」関
連行事
門馬小学校　学習発表
会

児童による学習成果等のステージ発表や作品展示、全校児童
によるしらかば太鼓の演奏を行います。

10月21日 門馬小学校体育館 宮古市立門馬小学校 無料
門馬小学校
0193-77-2211

岩手県 宮古市 ② 西っ子フェスティバル
各学級の学習成果の発表、全校によるステージ発表を行いま
す。

10月21日 川井西小学校 宮古市立川井西小学校 無料
宮古市立川井西小学
校
0193-75-2529

岩手県 宮古市 ② 学校へ行こう週間 授業や部活動、校舎施設の見学ができます。 10月22～24日 宮古水産高校 岩手県立宮古水産高校 無料
宮古水産高校
0193-62-1430

岩手県 宮古市 ② 薬物乱用防止教室
薬物や薬物乱用が健康に及ぼす影響について科学的な知識
を得ることで、薬物乱用を未然に防止する。

10月25日 宮古工業高校
岩手県立宮古工業高等学
校

無料

岩手県立宮古工業高
等学校
0193-67-2201
http://www2.iwate-
ed.jp/myt-h/

岩手県 宮古市 ② 学習発表会 全校児童による音楽、劇等のステージ発表を行います。 10月27日 高浜小学校 宮古市立高浜小学校 無料
高浜小学校
0193-62-5567

岩手県 宮古市 ②
磯鶏小学校「音楽発表
会」

全校合唱と各学年ごとの音楽発表を行います。 10月27日 磯鶏小学校 宮古市立磯鶏小学校 無料
磯鶏小学校
0193-62-2454

岩手県 宮古市 ② 文化祭（一中祭）
ステージ部門（学年発表・全校合唱・学年合唱・吹奏楽部発
表）展示部門（教科展示）

10月27日 田老第一中学校体育館 宮古市立田老第一中学校 無料
田老第一中学校
0193-87-2531
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岩手県 宮古市 ② 文化祭
学級展示及び、ステージでは学年、合唱、郷土芸能等の発表
が行われます。

10月27日 宮古市立川井中学校 宮古市立川井中学校 無料
宮古市立川井中学校
0193-74-2105

岩手県 宮古市 ① 宮商デパート
総合的な学習で取り組む企業経営学習の一環として、２８店舗
を開設し販売の実践活動を行います。

10月27, 28日 宮古商業高等学校
岩手県立宮古商業高等学
校

無料

http://www2.iwate-
ed.jp/myc-h/
宮古商業高等学校
0193-62-6856

岩手県 宮古市 ② 平成24年度河南祭
学習成果と部活動の発表展示、ステージ発表
各学級合唱の発表とコンクール

10月28日 河南中学校体育館 宮古市立河南中学校 無料
河南中学校
0193-62-2602

岩手県 宮古市 ② 文化祭
各部門の入賞作品の展示や合唱、弁論、英語暗唱、吹奏楽部
演奏等のステージ発表を行います。

10月28日 第二中学校体育館 宮古市立第二中学校 無料
第二中学校
0193-62-3008

岩手県 宮古市 ② 重茂中学校文化祭
日頃の学習成果を教科展示やステージ発表という形式でお見
せします。

10月28日 宮古市立重茂中学校 宮古市立重茂中学校 無料
宮古市立重茂小学校
0193-68-2015

岩手県 宮古市 ② 水高祭
日頃の学習活動の展示発表のほか、実習製品の販売、大食
堂、ファッションショーなどがあります。

10月28日 宮古水産高校 岩手県立宮古水産高校 無料
宮古水産高校
0193-62-1430

岩手県 宮古市 ③
第13回崎山貝塚縄文
まつり

講演会や火おこし、弓矢などの体験、縄文料理の試食、古代
の鉄づくり実演などを行います。

11月3日
国指定史跡
崎山貝塚

宮古市教育委員会 無料
宮古市教育委員会文
化課
0193-68-9122

岩手県 宮古市 ②
「いわて教育の日」関
連行事　小国ふるさと
祭り

児童による演劇や歌などのステージ発表・地域に伝わる郷土
芸能発表の他、お昼には餅振舞が行われます。

11月3日 小国小学校体育館 宮古市立小国小学校 無料
小国小学校
0193-78-2015

岩手県 宮古市 ① 和井内収穫祭
児童・老人クラブの世代間交流事業で育てたサツマイモの販
売体験、青雲太鼓の演奏発表を行います

11月4日 和井内ふるさと会館 宮古市和井内区 無料
和井内小学校
0193-73-2215

岩手県 宮古市 ② ブックフェスティバル
児童図書委員による読み聞かせ、校内多読者表彰などを行い
ます。

11月6日 川井西小学校 宮古市立川井西小学校 無料
川井西小学校
0193-75-2529

岩手県 宮古市 ② 学習発表会
小学部･中学部･高等部の児童生徒による劇・太鼓演奏等のス
テージ発表、作品展示、作業製品販売会を行います。

11月10日 宮古恵風支援学校
岩手県立宮古恵風支援学
校

無料

http：//www2.iwate-
ed.jp/myk-
y/index.html
宮古恵風支援学校
0193-63-0400

岩手県 宮古市 ② 学校へ行こう週間 学校概要説明、授業参観、質疑応答を行います。
11月10～16日

*11月11, 12日を
除く。

宮古恵風支援学校
岩手県立宮古恵風支援学
校

無料

http：//www2.iwate-
ed.jp/myk-
y/index.html
宮古恵風支援学校
0193-63-0400
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岩手県 宮古市 ② 防災避難訓練
火災発生時の対処と対応について、避難行動等の訓練を実施
することにより緊急時の対応に備える

11月13日 宮古工業高校
岩手県立宮古工業高等学
校

無料

岩手県立宮古工業高
等学校
0193-67-2201
http://www2.iwate-
ed.jp/myt-h/

岩手県 宮古市 ②
宮古市小中学校連合
音楽会

宮古市内小中学校が参加し、１日目は中学校、２日目は小学
校が合唱・合奏・吹奏楽等の発表を行います。

11月14, 15日
宮古市民総合体育館メ
インアリーナ

宮古市小中学校芸術文化
教育連盟

無料

宮古市小中学校芸術
文化教育連盟事務局
磯鶏小学校
0193-62-2454

岩手県 宮古市 ②

宮古市内小中学校児
童生徒作品展及び小
中学校郷土芸能パネ
ル展示会

宮古市内小中学校の児童生徒の絵画・デザイン・書写書道及
び郷土芸能に関するパネルを展示します。

11月14, 15日
宮古市民総合体育館多
目的体育館

宮古市小中学校芸術文化
教育連盟

無料

宮古市小中学校芸術
文化教育連盟事務局
磯鶏小学校
0193-62-2454

岩手県 宮古市 ②
磯鶏小学校「授業参観
日（道徳）」

全学級の道徳の授業と、学級懇談会を行います。 11月17日 磯鶏小学校 宮古市立磯鶏小学校 無料
磯鶏小学校
0193-62-2454

岩手県 宮古市 ②
田老第一小学校「1日
授業参観」

各学年、2校時～6校時の授業を公開します。 11月20日 田老第一小学校 宮古市立田老第一小学校 無料
田老第一小学校
0193-87-2521

岩手県 宮古市 ② 授業参観日 児童の授業の様子を公開します。 11月20日 和井内小学校 宮古市立和井内小学校 無料
和井内小学校
0193-73-2215

岩手県 盛岡市 ③

日本の速記130周年
『速記の日』展示・講演
会　―田鎖綱紀と速記
130年の歩み―

田鎖綱紀氏が速記講習会を開催した日から130年目を記念
し、氏の生地盛岡において、氏の偉大な功績紹介及び速記に
ついての展示、体験、講演イベントを実施します。

10月28日
盛岡市先人記念館
地下ホール

社団法人日本速記協会
http://www.sokki.or.j
p/

午後開催の2講
演会は、先着50
名（予定）。

岩手県 盛岡市 ②
岩手大学オープンキャ
ンパス

学部・学科説明会、ミニ講義、研究室公開などを実施します。
また、当日は大学祭も開催しております。

10月20日 岩手大学 岩手大学 無料
http://www.iwate-
u.ac.jp/nyusi/index.ht
ml

岩手県 盛岡市 ③
企画展「第30回啄木資
料展」

過去2年間に県立図書館で新しく収集した石川啄木関連資料
を一堂に集め展示・紹介します。

10月5日～11月25
日

(10月27, 31日は
休館日)

県立図書館
4階展示コーナー

岩手県立図書館 無料
http://www.ｌ
ibrary.pref.iwate.jp/

岩手県 盛岡市 ③

ギャラリートーク＋図書
館さんぽ
～コンシェルジュガイド
ツアー～

通常の図書館さんぽのほかに、企画展「第30回啄木資料展」
を担当者が解説します。

10月6, 29日
県立図書館3階入口
県立図書館4階ミニシア
ター前

岩手県立図書館 無料

http://www.ｌ
ibrary.pref.iwate.jp/

岩手県立図書館
019-606-1730
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岩手県 盛岡市 ③ おはなし会
ボランティアや図書館スタッフによる絵本や紙芝居の読み聞か
せを行います。

10月7, 13, 21, 28
日

11月4, 10, 18, 25
日

県立図書館
3階児童コーナー

岩手県立図書館 無料

http://www.ｌ
ibrary.pref.iwate.jp/

岩手県立図書館
019-606-1730

岩手県 盛岡市 ③
図書館さんぽ
～コンシェルジュガイド
ツアー～

コンシェルジュと一緒に館内をさんぽをしながら、書庫の見学
などを通し、図書館に親しんでもらいます。

10月7, 29日
県立図書館
3階入口

岩手県立図書館 無料

http://www.ｌ
ibrary.pref.iwate.jp/

岩手県立図書館
019-606-1730

岩手県 盛岡市 ③ としょかん映画会 一般向けの映画会です。4作品(予定)を計8回上映予定です。

10月14, 15, 28, 29
日

11月11, 12, 25, 26
日

県立図書館
4階ミニシアター

岩手県立図書館 無料

http://www.ｌ
ibrary.pref.iwate.jp/

岩手県立図書館
019-606-1730

岩手県 盛岡市 ③
としょかん子ども映画
会

子ども向けの映画会です。計4回上映予定です。
10月14, 28日
11月11, 25日

県立図書館
4階ミニシアター

岩手県立図書館 無料

http://www.ｌ
ibrary.pref.iwate.jp/

岩手県立図書館
019-606-1730

岩手県 盛岡市 ② 学校へ行こう週間
地域住民の方々に、校舎、設備ともに、授業の様子や部活動
の様子を見学していただきます。

10月16～19日 盛岡第三高等学校
岩手県立盛岡第三高等学
校

無料

http://www2.iwate-
ed.jp/mo3-h/
盛岡第三高等学校
019-661-1735

岩手県 盛岡市 ①
「読書推進標語」の募
集

岩手の読書推進運動の呼びかけに相応しい標語を広く募集
し、「岩手の読書週間」推進標語として活用

〆切
10月19日

岩手県読書推進運動協議
会

無料

http://www.ｌ
ibrary.pref.iwate.jp/

岩手県立図書館
019-606-1730

岩手県 盛岡市 ① 山粧う区界高原探訪
秋風を感じて，紅葉・黄葉，小動物，眺めなどの自然を楽しみ
ながら，かぶと山をめざして歩きます。かぶと広場では芋の子
会もします。

10月20日
盛岡市立区界高原少年
自然の家～かぶと山

盛岡市立区界高原少年自
然の家

盛岡市立区界高原少
年自然の家
0193-77-2048

岩手県 盛岡市 ③
盛岡市・都南村合併20
周年記念事業記念企
画展

記念企画(パネル等）展示 10月20日 盛岡市都南図書館 盛岡市都南図書館 無料

Email：
library.tonan@city.mo
rioka.iwate.jp
都南図書館
019-637-3636

岩手県 盛岡市 ③
館長講座「金田一京助
の生涯」

盛岡市名誉市民第一号であり、文化勲章受賞者でもある金田
一京助の生涯について、当館館長菊池直が紹介します。

10月20日 盛岡市先人記念館 盛岡市先人記念館 無料
http://www.mfca.jp
盛岡市先人記念館
019-659-3338

岩手県 盛岡市 ② 学習発表会 児童のステージ発表や作品展示 10月20日 生出小学校講堂 盛岡市立生出小学校 無料
生出小学校
019-683-2350
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岩手県 盛岡市 ② 学習発表会
学年毎に劇や総合学習、音楽などの発表、校舎通路では児童
の書写や図画の作品を展示します。

10月20日 好摩小学校 盛岡市立好摩小学校 無料
好摩小学校
019-682-0130

岩手県 盛岡市 ② 繋友祭 小・中学校児童生徒作品展示、演劇等のステージ発表 10月20日 繋小中学校体育館 盛岡市立繋小中学校 無料
繋小学校・中学校
019-689-2226・2227

岩手県 盛岡市 ② 学習発表会
これまでの子どもたちの学習の成果を保護者や地域の皆様に
発表します。

10月20日 城南小学校 盛岡市立城南小学校 無料
城南小学校
019-623-2358

岩手県 盛岡市 ② 学習発表会 これまでの教育活動の成果を発表する。 10月20日 羽場小体育館 盛岡市立羽場小学校 無料
羽場小学校
019-638-1049

岩手県 盛岡市 ② 作品展示会 図画・図工・書写等の作品を展示します。 10月20日
盛岡市立
太田小学校

盛岡市立太田小学校 無料
太田小学校
019-659-0218

岩手県 盛岡市 ② 学習発表会
各学年の絵画、書写等の作品展示、全校合唱、各学年のス
テージ発表を行います。

10月20日 玉山小学校体育館 盛岡市立玉山小学校 無料
玉山小学校
019-685-2250

岩手県 盛岡市 ② 学習発表会 　各学年のステージ発表（劇、朗読、音楽、身体表現等） 10月22日 都南東小学校体育館 盛岡市立都南東小学校 無料
都南東小学校
019-696-5600

岩手県 盛岡市 ② 学校へ行こう週間
学校を公開し、授業・部活動などを自由に見学していただきま
す。

10月22～26日 盛岡北高等学校 岩手県立盛岡北高等学校 無料
盛岡北高等学校
019-687-2311

岩手県 盛岡市 ② 学校へ行こう週間
本校行事の「体育科実技発表会」を中心として、その週の授業
を公開いたします。

10月22～26日 本校教室、体育館 岩手県立盛岡南高等学校 無料
岩手県立盛岡南高等
学校教務課
019-638-9373（代）

岩手県 盛岡市 ③
平成２４年度文化講演
会「ふるさとに寄せて」
（仮題）

川本三郎氏、平岡敏夫氏の講演会 10月23日 岩手県民会館中ホール 岩手県文化振興事業団 無料
岩手県文化振興事業
団総務部
019-654-2235

岩手県 盛岡市 ② オープンスクール
授業の参観（24～26），校内ロードレース(24)，生徒会役員選
挙立会演説会(26)

10月24～
26日

河南中学校 盛岡市立河南中学校 無料
河南中学校
019-623-2475

岩手県 盛岡市 ③
「手づくり絵本・紙芝居」
の募集

読書普及活動の一環として、手づくりによる創作絵本及び紙芝
居を募集

〆切
10月26日

岩手県読書推進運動協議
会

無料

http://www.ｌ
ibrary.pref.iwate.jp/

岩手県立図書館
019-606-1730

岩手県 盛岡市 ②
平成２４年度　作品展
示会

各学年の書写，図画，家庭科，生活科，総合的な学習の時間
における取組の成果を作品展示により発表します。

10月26, 27日 緑が丘小学校 盛岡市立緑が丘小学校 無料
緑が丘小学校
019-663-1515

岩手県 盛岡市 ③
ワークショップ
「ホームスパンを作ろ
う」

当館の先人横田チエにちなみ、ホームスパンを体験します。 10月27日 盛岡市先人記念館 盛岡市先人記念館
http://www. mfca.jp
盛岡市先人記念館
019-659-3338

岩手県 盛岡市 ①
教育振興運動第Ⅱ地
区集会

青山地区、北陵地区の実践発表を通しながら、子どもたちの
健全育成を考えます。

10月27日 西部公民館 盛岡市立青山小学校 無料

http://www.9014@cit
y.morioka.iwate.jp
青山小学校
019－647－0120
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岩手県 盛岡市 ② 大縄大会
各学級の部・兄弟学級の部の二部門で決められた時間に長縄
を跳んだ人数を競うスポーツ大会です。

10月27日 東松園小学校体育館 盛岡市立東松園小学校 無料
東松園小学校
019-661-2655

岩手県 盛岡市 ②
学習発表会（ステージ
発表）

各学年ごとに劇、合唱、合奏、群読、総合などのステージ発表
を行います。

10月27日 城北小学校体育館 盛岡市立城北小学校 無料
城北小学校
019-641-0187

岩手県 盛岡市 ①
盛岡市教育振興運動
第Ⅱ地区集会

各地区の教育振興運動の実践を交流します。 10月27日 西部公民館
盛岡市教育振興推進委員
会

無料
盛岡市教育委員会学
校教育課
019-639-9045

岩手県 盛岡市 ①
盛岡市教育振興運動
第Ⅲ地区集会

各地区の教育振興運動の実践を交流します。 10月27日 桜城小学校
盛岡市教育振興推進委員
会

無料
盛岡市教育委員会学
校教育課
019-639-9045

岩手県 盛岡市 ② ５０周年記念けやき祭
 ステージ発表、５０年のあゆみや児童生徒の作品等の展示、
製品販売等を予定しています。被災した沿岸部の福祉施設等
への支援も行います。

10月27日 盛岡となん支援学校
岩手県立盛岡となん支援学
校

無料

盛岡となん支援学校
電話019-623-3907
http://www2.iwate-
ed.jp/mor-y/

岩手県 盛岡市 ② 学校へ行こう週間 本校の日常的な学習活動を一般公開します。
10月29日～11月3

日
杜陵高等学校 岩手県立杜陵高等学校 無料

杜陵高等学校定時制
019-652-1814

岩手県 盛岡市 ② 学校へ行こう週間 各学部の授業参観と展示作品の鑑賞が自由にできます。
10月29日～11月3

日
盛岡聴覚支援学校

岩手県立盛岡聴覚支援学
校

無料
盛岡聴覚支援学校
ｔｅｌ　019-696-2582
ｆａｘ　019-696-5952

岩手県 盛岡市 ② 学校へ行こう週間
地域に開かれた学校づくりの一環として本校の教育活動、施
設設備を一般に公開して理解を図る。

10月29日～11月3
日

岩手県立盛岡青松支援
学校

岩手県立盛岡
青松支援学校

無料
盛岡青松支援学校
019-661-5125

岩手県 盛岡市 ③ かけはし交流
宮古市立重茂中学校の全校生徒（48名）を上田中学校に招
き、太鼓演奏や合唱などの文化交流を行う。なお、当日は黒石
野中学校の生徒も20名ほど参加の予定。

10月31日 上田中学校体育館 盛岡市立上田中学校 無料
上田中学校
019－623－4237

岩手県 盛岡市 ②
こころのかけはしプロ
ジェクト

宮古市磯鶏小と盛岡地区の小学校のうたごえ交流を行いま
す。

10月31日 飯岡小学校 盛岡市立飯岡小学校 無料
飯岡小学校
019-638-1048

岩手県 盛岡市 ②
青山小学校作品展示
発表会

書写や図工の作品を展示発表し、互いの工夫やがんばりを認
め合うと共に保護者や地域の方々に公開し、子どもたちの様
子を伝えます。

11月2日～
3日

盛岡市立青山小学校 盛岡市立青山小学校 無料

http://www.9014@cit
y.morioka.iwate.jp
青山小学校
019－647－0120

岩手県 盛岡市 ② 杜高祭 生徒会活動の成果等をステージや展示で発表します。 11月2, 3日 杜陵高等学校 岩手県立杜陵高等学校 無料
杜陵高等学校定時制
(019－652－1814)

岩手県 盛岡市 ① 第4回親子土遊塾
キムチ作りを通して親子のふれあいと参加者相互のふれあい
を深めます。

11月3日
盛岡市立区界高原少年
自然の家

盛岡市立区界高原少年自
然の家

盛岡市立区界高原少
年自然の家
0193-77-2048

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54回「教育・文化週間」関連行事

都道府県 市区町村 類型 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

岩手県 盛岡市 ③
都南図書館コンサート
Ｔｏｎａｎ’ｓ　Ｂａｒ

図書館閉館後閲覧室でコンサートを開催 11月3日 盛岡市都南図書館 盛岡市都南図書館 無料

Email：
library.tonan@city.mo
rioka.iwate.jp
都南図書館
019-637-3636

岩手県 盛岡市 ③
文化の日 無料開放と
記念イベント

金田一京助記念室内「錦木荘」で記念茶会、光原社の及川隆
二氏による記念講演会、ボランティアによる樹木めぐりなど、
様々なイベントを開催します。

11月3日 盛岡市先人記念館 盛岡市先人記念館
www.mfca.jp
盛岡市先人記念館
019-659-3338

岩手県 盛岡市 ③ 文化の日無料開放 文化の日に因み、無料開放致します。 11月3日 原敬記念館 原敬記念館 無料
www.mfca.jp
原敬記念館
019-636-1192

岩手県 盛岡市 ①
盛岡市教育振興運動
第Ⅰ地区集会

各地区の教育振興運動の実践を交流します。 11月3日 仙北中学校
盛岡市教育振興推進委員
会

無料
盛岡市教育委員会学
校教育課
019-639-9045

岩手県 盛岡市 ①
県営スケート場オープ
ニング事業

利用促進のためのスケート場無料開放。
オープニングセレモニー、滑走指導。

11月3日 県営スケート場 岩手県スポーツ振興事業団 無料

http://sposhin.echna.
ne.jp/
県営スケート場
019-641-1530

岩手県 盛岡市 ② 文化祭
定時制、通信制の生徒による生徒の作品展示、文化部発表会
を行います。

11月3日 杜陵高等学校 本校 岩手県立杜陵高等学校 無料
杜陵高等学校本校
019-652-1123

岩手県 盛岡市 ② 文化祭「盛輝祭」
各学部の作品展示、舞台発表のほか、軽食・喫茶、ｐｔａふれあ
いコーナー、農作物の即売もあります。

11月3日 盛岡聴覚支援学校
岩手県立盛岡聴覚支援学
校

無料
盛岡聴覚支援学校
ｔｅｌ　019-696-2582
ｆａｘ　019-696-5952

岩手県 盛岡市 ② 学校祭 児童生徒によるステージ発表、作品展示、バザー 11月3日 盛岡青松支援学校
岩手県立盛岡
青松支援学校

無料
盛岡青松支援学校
019-661-5125

岩手県 盛岡市 ①
盛岡市教育振興運動
第Ⅴ地区集会

各地区の教育振興運動の実践を交流します。 11月4日 岩手県公会堂
盛岡市教育振興推進委員
会

無料
盛岡市教育委員会学
校教育課
019-639-9045

岩手県 盛岡市 ①
いわて親子・家庭
フォーラム

「家庭の日のポスター入賞作品」の展示や青少年健全育成貢
献団体及び個人の表彰、家族の絆や地域の教育力の向上に
関する講演等を行います。

11月4日 アイーナホール
岩手県
(公社)岩手県青少年育成県
民会議

無料

http://www.aiina.jp/s
eishounen/
青少年活動交流セン
ター
019-606-1763

岩手県 盛岡市 ①
「いわて教育の日」の
つどい

「いわて教育の日」を機会に、県民一人ひとりが教育の重要性
を認識し、本県における教育のあり方を考える場とるするた
め、教育功労者表彰、児童生徒発表、講演の構成によるつど
いを開催します。

11月5日 岩手県民会館 岩手県 無料
岩手県教育委員会事
務局教育企画室
019-629-6106
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岩手県 盛岡市 ② 学校公開
平常の授業日に校舎及び授業風景を公開するとともに、学校
説明を行う。

11月7日～
13日

盛岡商業高校
岩手県立盛岡商業高等学
校

無料

http://www2.iwate-
ed.jp/moc-h/
盛岡商業高校
019-636-1026

岩手県 盛岡市 ②
道徳公開講座・家庭教
育講演会

保護者・地域の方々へ道徳の授業公開と有識者による講演会
を実施します。

11月9日 城内小学校 盛岡市立城内小学校 無料
城内小学校
019-685-2301

岩手県 盛岡市 ② 芸術鑑賞教室
文化庁次代を担う子どもの文化芸術体験事業で、アマデウス
アンサンブル（本校卒業生所属）の演奏会を行います。

11月9日 松園中学校 盛岡市立松園中学校 無料
松園中学校
019-661-2111

岩手県 盛岡市 ②
第８回校外コスチュー
ムショー

弥生祭で好評の家政科ﾌｧｯｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝｺｰｽ３年生の作品によ
るコスチュームショーを学校外で行います。和服と洋服の２部
構成です。

11月9日 盛岡劇場 盛岡女子高等学校 無料
盛岡女子高等学校
家庭科
019-661-3633

岩手県 盛岡市 ① 城北まつり
PTAで各専門部ごと、各学年ごとのブースで輪投げ、お化け屋
敷、くじ引き、お話会、プラ板などを企画し、児童・保護者・地域
の方々・学校職員が交流し合います。

11月10日 城北小学校 盛岡市立城北小学校PTA
城北小学校
019-641-0187

岩手県 盛岡市 ② 作品展示会 頃の学習の成果を保護者・地域の皆様に公開します。 11月10日 飯岡小学校 盛岡市立飯岡小学校 無料
飯岡小学校
019-638-1048

岩手県 盛岡市 ②
ありがとうコンサート
（ステージ発表）

保護者や地域の方々に感謝の気持ちを込めて、からまつ吹奏
楽団と合唱団がいろいろな曲を発表します。

11月10日
盛岡市立城北小学校
体育館

盛岡市立城北小学校 無料
城北小学校
019-641-0187

岩手県 盛岡市 ①
盛岡市教育振興運動
第Ⅵ地区集会

各地区の教育振興運動の実践を交流します。 11月11日 都南東小学校
盛岡市教育振興推進委員
会

無料
盛岡市教育委員会学
校教育課
019-639-9045

岩手県 盛岡市 ② 峰南祭
直営店舗「ほうなんドットコム」での製品販売、文化部の発表、
福祉施設の出店などがあります。

11月11日
岩手県立盛岡峰南高等
支援学校

岩手県立盛岡　　峰南高等
支援　　学校

無料
盛岡峰南高等支援学
校
019-639-8515

岩手県 盛岡市 ② 学習発表会 各学年で劇や音楽等のステージ発表を行います。 11月13日 東松園小学校体育館 盛岡市立東松園小学校 無料
東松園小学校
019-661-2655

岩手県 盛岡市 ②
国政研実践発表会（国
語・学校図書館）

国立教育政策研究所の研究指定校として実践してきたことを
授業公開を中心に発表します。

11月16日 月が丘小学校 盛岡市立月が丘小学校
月が丘小学校
019-684-3744

岩手県 盛岡市 ③
シリーズ講座「岩手の
ホームスパン」（仮称）

ホームスパン工房「蟻川工房」の蟻川喜久子氏に岩手のホー
ムスパンについてお話いただきます。

11月17日 盛岡市先人記念館 盛岡市先人記念館 無料
www.mfca.jp
盛岡市先人記念館
019-659-3338
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岩手県 盛岡市 ②
父母・祖父母・地域授
業参観日

保護者・地域の方々を広くお招きして，子どもたちの学習の様
子や学校の様子を参観していただきます。

11月17日 城南小学校 盛岡市立城南小学校 無料
城南小学校
019-623-2358

岩手県 盛岡市 ②
1日参観日、教育講演
会

8：15から昼まで自由に授業参観ができます。10：30～PTA主
催で家庭教育について講演会を行います。

11月17日 好摩小学校 盛岡市立好摩小学校 無料
好摩小学校
019-682-0130

岩手県 盛岡市 ③
講演会『「山あるき-十
二月2005年」と遠野暮
らし』

アイーナ３階当館入口の絵画「山あるき-十二月2005年」の作
者で遠野在住の本田健さんが、本作と自然あふれる遠野での
暮らしを中心にお話します。

11月17日
募集10月13日～

県立図書館
4階ミニシアター

岩手県立図書館 無料

http://www．ｌ
ibrary.pref.iwate.jp/
岩手県立図書館
019-606-1730

岩手県 盛岡市 ①
平成24年度全国生涯
学習ネットワークフォー
ラム岩手大会

基調講演、活動報告、取組報告、情報交換会 11月17, 18日
岩手大学復興記念銀河
ホール他

全国生涯学習ネットワーク
フォーラム2012実行委員会

無料
岩手大学地域連携推
進センター
019-621-6852

岩手県 盛岡市 ①
岩手県食育推進県民
大会

食育標語コンクール表彰、食育推進貢献者表彰、基調講演、
食育活動事例発表等を行います。

11月19日
県民情報交流センター
（アイーナ）

岩手県 無料
環境生活部県民くら
しの安全課
℡ 019-629-5322

岩手県 盛岡市 ②
わかたけ文化祭（ス
テージ発表会）

1年生～6年生までが，２０分～３０分ずつ演劇を中心にした表
現を行います。

11月17日
岩手大学教育学部附属
小学校　体育館

岩手大学教育学部附属小
学校

無料
http://www.edu.iwate
-u.ac.jp/fusho/

岩手県 盛岡市 ② 授業公開
岩手大学で開講する全ての全学教育科目の授業を公開しま
す。

11月12～16日 岩手大学
岩手大学大学教育総合セン
ター

無料
http://uec.iwate-
u.ac.jp/

岩手県 矢巾町 ②
徳田小学校学習発表
会

学習の成果を保護者・地域の方々に発表します。（劇、音楽等
のステージ発表）

10月20日 徳田小学校 矢巾町立徳田小学校 無料
徳田小学校
019-697-3138

岩手県 矢巾町 ② 学習発表会
劇や合唱など日頃の学習の成果を、保護者や地域の方々に
発表します。

10月20日 矢巾東小学校 矢巾町立矢巾東小学校 無料
矢巾東小学校
019-698-1588

岩手県 矢巾町 ② 学習発表会 学習の成果を保護者、地域の方々に発表します。 10月20日 煙山小学校 矢巾町立煙山小学校 無料
煙山小学校
019-697-3163

岩手県 矢巾町 ② 学習発表会 児童の学習成果を発表します。 10月20日 不動小学校 矢巾町立不動小学校 無料
不動小学校
016-697-3160

岩手県 矢巾町 ③
矢巾町芸術祭（邦楽・
ダンス）

邦楽・ダンスの日頃の練習成果を発表します。 10月21日 田園ホール 矢巾町教育委員会 無料
矢巾町教育委員会社
会教育課　　019-
697-2161

岩手県 矢巾町 ② 矢巾町小学校音楽会
町内小学校４年生が一堂に集まり、合唱等の発表を行いま
す。

10月25日 田園ホール 矢巾町教育委員会 無料
事務局は徳田小学校
019-697-3138

岩手県 矢巾町 ③
矢巾町芸術祭（展示部
門）

作品の展示を行います。 10月27, 28日 矢巾町公民館 矢巾町教育委員会 無料
矢巾町教育委員会社
会教育課　　019-
697-2161
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岩手県 矢巾町 ② 矢巾北中学校　銀河祭
学習の成果を保護者、地域の方々に発表します。（群読劇、合
唱、吹奏楽、壁新聞、展示等）

10月27, 28日 矢巾北中学校 矢巾町立矢巾北中学校 無料
矢巾北中学校
019-697-1921

岩手県 矢巾町 ② 矢巾中学校文化祭
学習の成果を保護者・地域の方々に発表します。（合唱・吹奏
楽・壁新聞・教科作品、他）

10月28日
矢巾中学校校舎
　同体育館

矢巾町立矢巾中学校 無料
矢巾中学校
019-697-3164

岩手県 矢巾町 ③
矢巾町芸術祭（器楽・
合唱）

器楽・合唱の日頃の練習成果を発表します。 11月3日 田園ホール 矢巾町教育委員会 無料
矢巾町教育委員会社
会教育課　　019-
697-2161

岩手県 矢巾町 ② 徳田小学校学習参観
保護者に学校での児童の様子や授業を参観していただきま
す。

11月10日 徳田小学校 矢巾町立徳田小学校 無料
徳田小学校
019-697-3138

岩手県 矢巾町 ②
徳田小学校PTA講演
会

保護者と5・6年児童が講演を聞きます。 11月10日 徳田小学校 矢巾町立徳田小学校 無料
徳田小学校
019-697-3139

岩手県 矢巾町 ③ 矢巾町芸術祭（舞踊） 舞踊の日頃の練習成果を発表します。 11月11日 田園ホール 矢巾町教育委員会 無料
矢巾町教育委員会社
会教育課　　019-
697-2161

岩手県 矢巾町 ② 参観日
地域の方々や祖父母、保護者に学校での児童の様子や授業
を参観していただきます。

11月17日 不動小学校 矢巾町立不動小学校 無料
不動小学校
016-697-3160

岩手県 矢巾町 ② 授業参観日 保護者や地域の方々に授業を参観していただきます。 11月19日 煙山小学校 矢巾町立煙山小学校 無料
煙山小学校
019-697-3163

岩手県 洋野町 ② 学習発表会
児童によるステージ発表（演劇・合唱・合奏・郷土芸能）を行い
ます。

10月20日 帯島小学校 洋野町立帯島小学校 無料
帯島小学校
0194-77-5004

岩手県 洋野町 ② 文化祭 展示、模擬店、食堂、バザー、ステージ発表等 10月20, 21日 大野高校 岩手県立大野高等学校 無料
大野高校　0194-77-
2125

岩手県 洋野町 ② 学習発表会
劇や歌などがあり、日頃の学習の成果を各学年ごとに発表し
あいます。

10月27日 中野小学校 洋野町立中野小学校 無料
中野小学校
0194-67-2107

岩手県 洋野町 ② わくわく祭（文化祭）
園児、父母の作品展示、バザー、食堂とファーストフード・ドリ
ンクコーナー、ゲームコーナーの開設

10月27日 種市幼稚園 洋野町立種市幼稚園 無料
種市幼稚園
0194-65-3820

岩手県 洋野町 ② 文化祭
体育館ステージ発表(合唱・総合的な学習の時間の発表）  教
室展示

10月28日
宿戸中学校体育館・教
室

洋野町立宿戸中学校 無料
宿戸中学校
0194-65-4002

岩手県 洋野町 ② 文化祭
学年合唱・全校合唱､演劇のステージ発表、教科作品展示を
行います。

10月28日 中野中学校 洋野町立中野中学校 無料
中野中学校
0194-67-2105

岩手県 洋野町 ② 文化祭 ステージ発表、学級展示、合唱コンクール、演劇等 10月28日
種市中学校体育館、教
室

洋野町立種市中学校 無料
種市中学校
0194-65-2138
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岩手県 洋野町 ③ 洋野町文化祭 各種作品の展示と舞台発表を行います 11月3, 4日（予定）
洋野町民文化会館、大
野体育館ほか

洋野町教育委員会 無料

洋野町教育委員会生
涯学習課
0194-65-5411
洋野町教育委員会大
野事務所
0194-77-2115

岩手県 洋野町 ② わくわく発表会 ３年～６年生が総合的な学習の取り組みを発表します。 11月13日 帯島小学校 洋野町立帯島小学校 無料
帯島小学校
0194-77-5004

岩手県
陸前高田

市
③

第２６回気仙芸術祭美
術展

公募で集まった各部門（絵画、彫刻、工芸、写真、書）の作品を
展示、表彰します。

11月10～12日
陸前高田市役所４号棟
３階会議室

気仙地区芸術文化協会連
絡協議会

無料

陸前高田市芸術文化
協会
0192-54-2111（内線
263）
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