
第54回「教育・文化週間」関連行事
264

静岡県
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

静岡県 熱海市 ②
市内小中学校音楽発
表会

市内小学校と中学校が一堂に会して音楽発表会を開催し、保
護者にも公開します。

10月25日 南熱海マリンホール 熱海市教育研究会 無料 0557-86-6561

静岡県 熱海市 ②
市内小中学校美術書
写展

市内児童生徒の美術・書写の作品展を開催し、保護者にも公
開します。

11月10, 11日 市立第二小学校 熱海市教育研究会 無料 0557-86-6561

静岡県 熱海市 ③
池田満寿夫記念館開
館5周年記念コンサート

池田満寿夫氏の陶作品を中心に展示している「池田満寿夫記
念館」が開館5周年を迎えます。パートナーであるバイオリニス
トの佐藤陽子氏による記念コンサート。

11月3日 池田満寿夫記念館 熱海市
ＴＥＬ0557-86-6231

詳細未定

静岡県 熱海市 ③
池田満寿夫記念館開
館5周年記念「満陽工
房」開放

池田満寿夫氏が作陶の場とした工房を開館5周年として一般
開放します。

11月3～5日 池田満寿夫記念館 熱海市 ＴＥＬ0557-86-6231

静岡県 三島市 ①

ふるさと再発見！錦田
めぐり～探検！古代の
錦田パワースポットミス
テリー・ウォーキング～

錦田地区のパワースポットを親子参加型でウォーキングしなが
ら巡ります

10月20日 三島市立錦田公民館 錦田公民館 無料
錦田公民館
055－973-0308

静岡県 三島市 ① 錦田公民館文化祭
錦田公民館を拠点に活動している各種団体の作品展示や活
動発表などを行います。

10月27, 28日 三島市立錦田公民館
錦田地域づくり実行委員会

無料
錦田公民館
055－973-0308

静岡県 三島市 ①

北上公民館及び北上
地区地域包括支援セン
ター共催講座「そば打
ちで男の仲間をつくろ
う」（全6回中第1回目）

北上公民館の利用率が低い中高年の男性を対象に、趣味を
通して仲間づくりができるよう支援し、いきいきと活動していけ
るよう、下記のとおり北上地区地域包括支援センターとの共催
で開催している講座の第1回目です。

10月27日 三島市北上文化プラザ 北上公民館
北上文化プラザ
055-987-5950

静岡県 三島市 ①
一から始める菊づくり
講座（全5回中第5回
目）

難しいイメージの菊を苗から育て、身近に感じてもらい、菊の
鑑賞を楽しめる基礎知識を学ぶことを目的に行っている講座
の5回目です。

11月3日 楽寿園 北上公民館 無料
北上文化プラザ
055-987-5950

静岡県 三島市 ③
伝統文化（日本舞踊）
を見てみましょう

北上公民館主催講座の少年教室で伝統文化を習っている子
どもたちと、先生の発表会です。当日、希望者には日本舞踊の
手ほどきもします。

11月3日 三島市北上文化プラザ 北上公民館 無料
北上文化プラザ
055-987-5950

静岡県 三島市 ③ 箱根の里まつり
　箱根の里で青少年団体等が各種イベントを通じて活動を紹
介しながら、手作りの楽しさや大自然を満喫していただきま
す。

11月4日
三島市立
箱根の里

箱根の里まつり
実行委員会 無料

三島市立箱根の里
055-985-2131
http://www.city.mishima.s
hizuoka.jp/hakonenosato/

HPへの当事業の情
報は随時アップロード

予定。

静岡県 三島市 ① 中郷文化プラザまつり
中郷文化プラザを拠点に活動している各種団体の作品展示や
活動発表などを行います。

11月10日 三島市中郷文化プラザ
中郷地域づくり実行委員会

無料
中郷文化プラザ
055－982-5100

静岡県 三島市 ③ ロシア民謡を歌う会
ピアノの伴奏に合わせ、懐かしき青春のロシア民謡を歌う会で
す。

11月10日
三島市民生涯学習セン
ター

マナビスト 無料
三島市生涯学習課
生涯学習係　055-
983-0881

静岡県 三島市 ①
ふるさと再発見！錦田
めぐり～箱根西坂地区
の名所めぐり～

箱根西坂地区の名所をバスを使用して巡ります 11月17日 三島市立錦田公民館 錦田公民館 無料
錦田公民館
055－973-0308

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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静岡県 富士宮市 ③
第３２回市民芸術祭美
術展

市民を対象に５部門（写真・書道・洋画・日本画・工芸）で芸術
創作作品を募り、美術展を開催する。

前期/10月19～21
日

後期/10月26～28
日

富士宮市民文化会館
富士宮市・富士宮市教育委
員会

無料

http://www.city.fujin
omiya.shizuoka.jp/e-
bunka/geisaibijutu.ht
m

静岡県 富士宮市 ③
第３２回市民芸術祭舞
台部門

大正琴、民謡、詩吟、舞踊、太鼓、邦楽、器楽など幅広い分野
において舞台芸術の発表会を開催し、広く市民に鑑賞の場を
提供する。

11月10, 11, 18,
24, 25日

富士宮市民文化会館
富士宮市・富士宮市教育委
員会

無料

http://www.city.fujin
omiya.shizuoka.jp/e-
bunka/geisaibutai(H2
4).htm

静岡県 伊東市 ③
伊東市芸術祭上演部
門（民謡・民舞）

伊東市芸術祭は、伊東市民の芸術文化の発表の場として開催
されている。
民謡・民舞の部は、伊東市文化協会所属の団体が出演する。

11月3日 伊東市観光会館
伊東市教育委員会
伊東市文化協会

無料
伊東市教育委員会生
涯学習課
0557-32-1963

静岡県 伊東市 ③
伊東市芸術祭郷土芸
能祭

市内に伝わる郷土芸能のうち、２団体が出演する。（団体未定） 11月3日 伊東市観光会館
伊東市教育
委員会伊東
市文化協会

伊東市教育委員会生
涯学習課
0557-32-1963

静岡県 伊東市 ③
伊東市芸術祭上演部
門（邦舞）

伊東市文化協会所属の邦舞団体が出演。 11月4日 伊東市観光会館
伊東市教育
委員会伊東
市文化協会

無料
伊東市教育委員会生
涯学習課
0557-32-1963

静岡県 富士市 ①
第32回　富士市民大学
後期講演会

全国的にも著名な有識者や、富士市にゆかりのある方を招
き、多彩なジャンルの講演を通して、市民に新たな自分の発見
や再発見の機会を提供する。

9月20, 27日, 10月
11, 17, 25日, 11月

7, 15日

富士市文化会館（ロゼシ
アター）中ホール

富士市教育委員会社会教
育課

社会教育課
0545-55-2873

事前申込必要
対象は、富士市・富
士宮市に在住、在
勤、在学の15歳以上
の者（中学生は除く）

静岡県 富士市 ①
秋の丸火でオリエン
テーリングを楽しもう

丸火自然公園内のオリエンテーリングコースで大会を開催 10月28日

富士市立少年自然の家
及び
丸火自然公園内オリエ
ンテーリングコース

富士市教育委員会
少年自然の家

少年自然の家
0545-35-1697

静岡県 富士市 ①

秋の親子自然のつどい
in愛鷹山
～家族で登山に挑戦し
よう～

家族で愛鷹山系のひとつ越前岳への登山を行う（初心者向け） 11月18日

十里木高原駐車場
～
越前岳（愛鷹山）
～
十里木高原駐車場

富士市教育委員会
少年自然の家

少年自然の家
0545-35-1697

静岡県 富士市 ③
第46回富士市総合文
化祭

市民の多様な芸術文化の舞台発表や展示、文芸・歴史の講演
会などを開催します。

前期10月2～8日
後期10月23～28

日

富士市文化会館（ロゼシ
アター）
ｽﾃｰｼｮﾝﾌﾟﾗｻﾞFUJI

富士市教育委員会 無料
文化振興課
0545-55-2874

主管：富士市文化連
盟
後期は展示のみ

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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静岡県 富士市 ③
富士市教育文化ス
ポーツ奨励賞表彰式

教育、文化及びスポーツの振興に優れた業績を挙げ、将来一
層の発展が望まれる個人又は団体を表彰します。

11月1日
富士市文化会館（ロゼシ
アター）

富士市教育委員会 無料
文化振興課
0545-55-2874

市長表彰、地域社会
貢献者褒賞の表彰式
と合同開催

静岡県 富士市 ③
第5回紙のアートフェス
ティバル

富士市は紙のまちとして全国的に知られています。その紙を活
用した表現豊かな「紙のアート」作品展です。

10月26日～12月9
日

富士芸術村 富士市教育委員会 無料
文化振興課
0545-55-2874

主管：紙のアートフェ
スティバル実行委員
会
開催は期間中の金・
土・日曜日

静岡県 富士市 ③
市民文化財めぐり
「（仮）富士山の文化を
めぐろう」

富士市及び富士宮市の富士山世界文化遺産構成資産を中心
とした文化財を講師の解説を受けながらめぐり、富士山の文化
に関する知識を深める。

11月10日
富士市立博物館、富士
山本宮浅間大社ほか

富士市教育委員会
文化振興課
0545-55-2875

事前申し込み必要
※富士市在住在勤の
小学4年生以上（小中
学生は保護者同伴）

静岡県 富士市 ③
第51回企画展「富士市
にまつわる物語絵」

「竹取物語」、「伊勢物語」、「平家物語」などを中心に、物語の
なかで郷土がどのように描かれたのか、浮世絵を通してこれら
の作品の舞台となった地域を紹介。

10月6日～12月24
日

9:00～17:00
富士市立博物館 富士市立博物館

富士市立博物館
0545-21-3380
http://museum.city.f
uji.shizuoka.jp/cms/

静岡県 富士市 ①
富士市スポーツ医学講
演会

選手や指導者に対して身近で実践的な「食」を通じて、食農教
育、スポーツ食育を広め、楽しみながら「食」への意識や知識、
実践力が向上できる講演会。
「スポーツ選手の勝ち飯」

10月16日 ﾛｾﾞｼｱﾀｰ小ﾎｰﾙ
富士市教育委員会・富士市
医師会

無料
スポーツ振興課
0545-55-2722

静岡県 富士市 ③ 吉永北地区文化祭
吉永北地区の住民及び吉永北まちづくりセンター講座の成果
の発表

10月28日
富士市立吉永第二小学
校体育館

吉永北地区生涯学習推進
会

無料
吉永北まちづくりセン
ター
0545-21-3559

静岡県 富士市 ③ 丘地区文化祭
地域住民と丘まちづくりセンター講座受講生の活動の成果発
表をします。

11月4日 丘小学校　　　体育館 丘地区生涯学習推進会 無料
丘まちづくりセンター
0545-71-3961

静岡県 富士市 ③ 田子浦地区文化祭
一年間の学習内容を発表し、文化を広くＰＲするとともに、地域
の文化交流を図ります。

11月3, 4日
田子浦まちづくりセン
ター

田子浦地区生涯学習推進
会

無料
田子浦まちづくりセン
ター
0545-63-5209

静岡県 富士市 ③ 浮島地区文化祭
一年間の学習内容を発表し、文化を広くＰＲするとともに、地域
の文化交流を図ります。

11月
4日

東小学校及び浮島まち
づくりセンター

浮島地区   生涯学習推進
会

無料
浮島まちづくりセン
ター
0545-38-0930

静岡県 富士市 ③
富士南地区「ききょうの
郷」文化祭

一年間の学習内容を発表し、富士南地区の文化の発展と交流
を図ります。

10月27, 28日
富士南小学校体育館
富士南まちづくりセン
ター

富士南地区生涯学習推進
会

無料

富士南地区生涯学習
推進会URL：
http://fuji-
minami.com/pc/index
.html
富士南まちづくりセン
ター：0545-64-3632

静岡県 富士市 ③ 神戸地区文化祭
一年間の学習内容を発表し、文化を広くＰＲするとともに、地域
の文化交流を図る。

11月11日 神戸小学校体育館 神戸地区生涯学習推進会 無料
神戸まちづくりセン
ター
0545-21-2203
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静岡県 御殿場市 ① 図書館まつり
図書館利用のきっかけとなるよう、「お話会や大型絵本の展示
等各種イベントを行います。

11月3日 御殿場市立図書館 御殿場市立図書館 無料
御殿場市立図書館
0550-82-0391

静岡県 御殿場市 ①
第１８回全国報徳サミッ
ト御殿場市大会

全国報徳研究市町村協議会に加盟する市町村が一堂に会
し、報徳についての講演・パネルディスカッション・演劇・学習発
表等を開催します。

11月17日 御殿場市民会館 御殿場市教育委員会 無料
御殿場市教育委員会
社会教育課0550-82-
0339

静岡県 下田市 ①③ 下田市芸術祭 市民の芸術活動の展示・発表の場として開催します。
前期11月2k～4日
後期11月9～11日

下田市民文化会館　他 芸術祭執行会 無料
下田市教育委員会生
涯学習課
 0558-23-5055

要事前申込

静岡県 裾野市 ③
第40回裾野市民芸術
祭

市民主体による絵画、書道、写真、華道、彫刻、手芸、短歌、
俳句、連句など作品展や、舞踊、ダンス、歌、詩吟などの発表
会。

第1部10月31日～
11月4日第2部11

月14～18日
裾野市民文化センター 裾野市文化協会 無料 ０５５－９９２－３８００

第1部と第2部に分け
て実施

静岡県 裾野市 ③
子どもたちの富士山絵
画展

市内の小学校９校の５年生による富士山絵画作品約１８０点を
展示。

11月3日～12月11
日

裾野市立富士山資料館 裾野市立富士山資料館 ０５５－９９８－１３２５

静岡県 裾野市 ② 秋のつどい 文化祭　研究発表 11月3日 不二聖心女子学院 不二聖心女子学院 無料
http://www.fujiseishi
n-jh.ed.jp/

静岡県 伊豆市 ③ 伊豆市民文化祭 市民作品の展示、音楽・芸能発表 音楽芸能：10月27・音楽芸能：伊豆市民文化伊豆市教育委員会 無料
http：//ｗｗｗ/
city．ｉｚｕ．Ｓhizuo
ka.jp 　　　　  社会

静岡県 伊豆市 ③ 資料館無料開放 通常有料である資料館を期間中に限り無料開放いたします。 11月3～9日 修善寺郷土資料館 伊豆市教育委員会 無料

http：//ｗｗｗ/
city．ｉｚｕ．Ｓhiz
uoka.jp
社会教育課0558-83-
5478
修善寺郷土資料館
0558-72-1934

木曜休館

静岡県
伊豆の国

市
②

伊豆の国市子ども作品
展

市内幼稚園・保育園児並びに小中学生による、図画工作、書
道、裁縫等の作品展

11月10, 11日 伊豆の国市あやめ会館 伊豆の国市教育委員会 無料
０５５
９４８－１４５３

静岡県
伊豆の国

市
① 公開公民館口座

大学教授による講演会
講　師　静岡大学准教授今村直樹先生
テーマ　幕末期の伊豆地方と地域社会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（予定）

11月22日 伊豆の国市あやめ会館 伊豆の国市教育委員会 無料
０５５
９４８－１４６１

静岡県
伊豆の国

市
③

伊豆の国市市民文化
祭

市民による、図画工作、書道、写真、裁縫等の作品展 10月6,7日 伊豆の国市総合会館 伊豆の国市文化協会 無料
０５５
９４９－８６００

静岡県 東伊豆町 ③
第３６回　東伊豆町町
民文化祭

町民が日々、研鑽し作り上げた芸術作品の展示と舞台披露を
行なう

11月3, 5日 稲取小学校体育館 町民文化祭実行委員会 0557-95-6206

静岡県 河津町 ③ 町民文化祭 町民文化祭展示部門。各団体から作品を持ち寄り展示 11月3, 4日 河津町立南小学校 河津町文化協会 無料
河津町教育委員会
0558－34－1117
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静岡県 河津町 ③ 町民文化祭 町民文化祭舞台部門。各団体の発表 11月10, 11日 河津町立南小学校 河津町文化協会 無料
河津町教育委員会
0558－34－1117

静岡県 南伊豆町 ③ 南伊豆町中央公民館
南伊豆町の文化の祭典として、町民による文化の普及発展を
はかるもの。

11月1～4日 南伊豆町文化協会 無料 0558－62－0604

静岡県 松崎町 ③ 第32回松崎町芸術祭

松崎町文化協会に所属する芸術団体による作品発表の機会
を提供することで、各団体及び各会員の活動意欲を後押しす
る。
文化協会会員以外の一般者の出品も可。（有料）

11月10～12日
松崎町環境改善セン
ター

松崎町文化協会
0558-42-3971
（松崎町教育委員会
事務局内）

入場は無料
一般出品は、18才以
上の町民・町内在勤

者。

静岡県 松崎町 ① 松崎町生涯学習公演

『ピエロのスーパーサーカス』
松崎小学校ＰＴＡと松崎町教育委員会の共催による事業。児
童と保護者が同じ時間を共有することで親睦を深める。
一般入場も可。

11月17日
松崎町環境改善セン
ター

松崎小学校ＰＴＡ・松崎町教
育委員会

無料 0558-42-3971

静岡県 松崎町 ①
松崎町青少年健全育
成公演

劇団たんぽぽ『ズッコケ妖怪大図鑑』
町内の幼・保・小学生に、生の演劇を見る機会を提供する。ま
た、劇についての感想を友達や家族に伝え、思いを共有する
姿を期待する。
午前、午後の２公演。一般入場も可。

11月28日
松崎町環境改善セン
ター

松崎町教育委員会 無料 0558-42-3971

静岡県 清水町 ③ 芸術祭　展示
町内在住、在勤、在学の個人・団体の絵画等の作品展示を行
います。

前期
11月1～4日

後期
11月8～11日

清水町地域交流セン
ター

清水町
清水町教育委員会

無料
生涯学習課
055-972-6678

静岡県 清水町 ③ 芸術祭　発表
町内在住、在勤、在学の個人・団体の器楽演奏・舞踊等の発
表を行います。

11月11日
清水町地域交流セン
ター

清水町
清水町教育委員会

無料
生涯学習課
055-972-6678

静岡県 清水町 ① 私の主張発表大会 町の小・中・高校生による主張や合唱等の発表を行います。 11月3日
清水町地域交流セン
ター

清水町
清水町教育委員会

無料
生涯学習課
055-972-6678

静岡県 長泉町 3 町民文化祭第１部 第43回町民文化祭の展示の部　第１部
10月19～

21日
コミュニティながいずみ 長泉町教育委員会 無料

長泉町文化センター
055-986-2289

静岡県 長泉町 3 町民文化祭第２部
第43回町民文化祭の展示の部　第２部
第43回町民文化祭の芸能の部発表会

10月26～
28日

コミュニティながいずみ
文化センター

長泉町教育委員会 無料

コミュニティながいずみ
055-986-2289
長泉町文化センター
055-989-0001

静岡県 長泉町 3 文化講演会 作家「五木寛之」氏の講演会 11月3日 文化センター 長泉町教育委員会 無料
長泉町文化センター
055-989-0001

静岡県 長泉町 ①
生涯学習フェスティバ
ル

町の生涯学習団体等の発表を隔年で開催している。展示・ス
テージ・体験・模擬店等

11月16～18日
コミュニティながいずみ
文化センター

長泉町教育委員会 無料

コミュニティながいずみ
055-986-2289
長泉町文化センター
055-989-0001
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静岡県 島田市 ① 木版画多色刷り体験 来館者を対象に、版画の多色刷りを体験 11月3日 島田市博物館・本館 島田市博物館 無料
島田市博物館
℡0547-37-1000

静岡県 島田市 ① ﾐｭｰｼﾞｱﾑｺﾝｻｰﾄ ｸﾗﾘﾈｯﾄｱﾝｻﾝﾌﾞﾙの演奏 11月3日 島田市博物館・分館 島田市博物館 無料
島田市博物館分館
℡0547‐34‐3216

静岡県 島田市 ① おはなしマラソン
地域で活動しているおはなしグループと図書館職員によるお
はなし会を開催します。

10月27日 島田市立島田図書館 島田市立島田図書館 無料

島田市立島田図書館
℡0547-36-7226
http://www.library-
shimada.jp/index.html

静岡県 島田市 ① おはなしマラソン
地域で活動しているおはなしグループと図書館職員によるお
はなし会を開催します。

11月3日 島田市立川根図書館 島田市立川根図書館 無料

島田市立島田図書館
℡0547-36-7226
http://www.library-
shimada.jp/index.html

静岡県 島田市 ① おはなしマラソン
地域で活動しているおはなしグループと図書館職員によるお
はなし会を開催します。

11月4日 島田市立金谷図書館 島田市立金谷図書館 無料

島田市立島田図書館
℡0547-36-7226
http://www.library-
shimada.jp/index.html

静岡県 島田市 ① 金谷公民館まつり
金谷公民館を利用する団体が一堂に会して、学習活動の成果
としての展示や発表等を行うほか、模擬店の出店や餅つき、
抽籤会などのイベントを行う。

11月24, 25日 島田市立金谷公民館 島田市立金谷公民館 無料

島田市立金谷公民館
℡0547（46）5629
HP：島田市
ブログ：「eコミュニティ
しまだ」を検索

静岡県 島田市 ③ やまびこセンターまつり
幼稚園児の歌と遊戯、児童によるオペレッタ発表、作品展示、
古今亭菊生師匠の高座を開催します。

11月18日
島田市立伊久身農村環
境改善センター

伊久身コミュニティ 無料
伊久身農村環境改善
センター　　　　　℡
0547-39-0002

展示品は１週間、館
内展示します

静岡県 焼津市 ①, ② おはなし会
毎週土曜、午後２時から図書館職員がこどもたちに絵本を朗
読します。申込不要。

11月3, 10, 17, 24
日

焼津図書館 焼津市立焼津図書館 無料

http://www.city.yaizu
.lg.jp/toshokan/
焼津図書館
℡054-628-2334

静岡県 焼津市 ①
朗読と解説による文学
鑑賞講座

森鴎外の作品「山椒太夫」について、NPO講師の解説を交え
鑑賞します。奥深い文学の世界に踏み込んでみませんか。要
申込。

11月15日 焼津市大村公民館 焼津市立焼津図書館 無料

http://www.city.yaizu
.lg.jp/toshokan/
焼津図書館
℡054-628-2336

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

静岡県 焼津市 ①, ② こども映画会
こどもたちに是非鑑賞してもらいたい名作１６mm映画を上映し
ます。上映タイトルは「欲ばりな犬」「木龍うるし」「ヘレンと共
に」の３本です。申込不要。

11月24日
焼津小泉八雲記念館多
目的室

焼津市立焼津図書館 無料

http://www.city.yaizu
.lg.jp/toshokan/
焼津図書館
℡054-628-2339

静岡県 焼津市 ①, ② むかしばなしのへや
ボランティア団体と図書館職員がこどもたちに昔話を朗読しま
す。申込不要。

11月4日 焼津図書館 焼津市立焼津図書館 無料

http://www.city.yaizu
.lg.jp/toshokan/
焼津図書館
℡054-628-2334

静岡県 焼津市 ③ ミュージコ名画劇場 日本映画を代表する時代物の名作を上映します。 11月4日 大井川文化会館
・焼津市
・財団法人焼津市振興公社 054-622-8811

静岡県 焼津市 ③

ハロウィン体験講座
ジャック・オ・ランタンづ
くり　～ケルト文化でし
たしむ小泉八雲

八雲が育ったアイルランドに古くから伝わるハロウィンの体験
学習を開催する。

10月21日
焼津小泉八雲記念館多
目的室

焼津小泉八雲記念館
http://www.city.yaizu
.lg.jp/yaizu-
yakumo/index.html

静岡県 焼津市 ③
ジャズの夕べ
～時代のハーンを偲ぶ
～

八雲とゆかりの深いジャズのコンサートを記念館展示室内で
開催する。

11月17日
焼津小泉八雲記念館展
示室内

焼津小泉八雲記念館 無料
http://www.city.yaizu
.lg.jp/yaizu-
yakumo/index.html

静岡県 焼津市 ③ 第32回市民音楽祭
焼津市内の音楽団体が一堂に会し、日頃の練習の成果を発
表します。出演団体による手作りの音楽祭です。

11月18日 焼津文化会館 焼津市社会教育課 無料
http://www.city.yaizu
.lg.jp/k003/c01-
002.html

静岡県 掛川市 ③ 掛川考古展 縄文時代をテーマに、市内より出土した遺物を展示します。 11月21～28日 掛川市立大須賀図書館
掛川市教育委員会
社会教育課

無料
社会教育課
文化財係
0537-21-1158

静岡県 藤枝市 ②．④
発掘された日本列島２
０１２

全国の重要遺跡20ヶ所・約530点の最新発掘速報展示会
9月28日～11月6

日
藤枝市郷土博物館・文
学館

藤枝市ほか
http://www.city.fujied
a.shizuoka.jp/kyodom
use_index.html

静岡県 御前崎市 ③
第8回　御前崎市文化
祭

市民の創作作品の展示や、舞踊・ダンス・カラオケ等の芸能発
表

展示部門
（前期）10月23～
28日
（後期）10月30日
～11月4日
芸能部門
11月3, 4日

展示：市立図書館
芸能：市民会館

御前崎市文化祭実行委員
会・御前崎市教育委員会

無料
http://www.city.omae
zaki.shizuoka.jp/shak
yo/

静岡県 菊川市 ③ 第8回菊川市文化祭

展示アート部門（美術、書、生け花、写真などの平面、立体作
品）と芸能ス
テージ部門（音楽、ダンス、舞踊などのステージ表現）と体験
コーナー（楽
器体験、あそび体験）を開催します。

11月3, 4日
菊川文化会館アエル、
菊川市中央公民館

菊川市、菊川市教育委員
会、
菊川市文化協会

無料
社会教育課社会教育
係0537-73-1114

菊川市教育委員会委
託事業
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静岡県 菊川市 ①
スポーツレクリエーショ
ンフェスティバル
kikugawa2012

様々なスポーツレクリエーション（スカイクロス･ペタンク・靴飛
ばし・ストラックアウト・サッカードリブル・洗面器お手玉投げ・ビ
ンゴ輪投げ・グラウンドゴルフ･バンブーダンス・すごろくウォー
キング）を行います。

11月4日 セントラルパーク
菊川市教育委員会社会教
育課

無料
社会教育課スポーツ
振興係
0537-73-1114

主催：菊川市教育委
員会
主管：菊川市スポー
ツ推進委員

静岡県 吉田町 ③ 小山城無料開放 常設展示室を無料でご覧いただけます。 11月3日 小山城展望台 吉田町役場（産業課） 無料
sangyou@town.yoshid
a.shizuoka.jp

静岡県 吉田町 ③
吉田町文化祭（芸能
祭）

吉田町文化祭として吉田町で活動する舞台芸能団体を中心と
した芸能祭を開催します。

10月20日 吉田町学習ホール
吉田町教育委員会・吉田町
文化協会

無料
yoshida.kyouiku@za.t
nc.ne.jp

静岡県 吉田町 ③
吉田町文化祭（文化
展）

吉田町文化祭として吉田町で活動する文化団体を中心とした
展示会を開催します。

10月27, 28日 吉田町総合体育館
吉田町教育委員会・吉田町
文化協会

yoshida.kyouiku@za.t
nc.ne.jp

静岡県 吉田町 ③
吉田町文化祭（囲碁大
会）

吉田町文化祭として囲碁大会を開催します。 10月27日 吉田町中央公民館
吉田町教育委員会・吉田町
文化協会

無料
yoshida.kyouiku@za.t
nc.ne.jp

静岡県 吉田町 ③
吉田町文化祭（将棋大
会）

吉田町文化祭として将棋大会を開催します。 10月28日 吉田町中央公民館
吉田町教育委員会・吉田町
文化協会

yoshida.kyouiku@za.t
nc.ne.jp

静岡県 吉田町 ③
吉田町文化祭（お茶
会）

小山城まつりに併せて展望台小山城茶室にてお茶会を開催し
ます。

11月3日 展望台小山城
吉田町教育委員会・吉田町
文化協会

無料
yoshida.kyouiku@za.t
nc.ne.jp

静岡県 牧之原市 ③ 第7回牧之原市文化祭
文化協会関係各部の美術・文芸・芸能など日ごろ研鑽を積ん
だ作品を発表し、広く一般市民の鑑賞を通し創作意欲を育て、
市民の文化活動への参加向上を図る。

11月3, 4日
牧之原市相良総合セン
ター「い～ら」

牧之原市文化協会・牧之原
市教育委員会

無料

牧之原市榛原文化セ
ンター内　文化協会
事務局
0548-23-0002

静岡県 牧之原市 ③
牧之原市史料館無料
開放

田沼意次に関係する史料等を展示している史料館を無料開放
する。

11月3日 牧之原市史料館 牧之原市教育委員会 無料
牧之原市史料館
0548-53-2625

静岡県 磐田市 ③
文化財めぐりウォークin
長野

磐田市長野地区の歴史や文化財をめぐるウォークです 10月21日
磐田市立長野公民館集
合

磐田市教育委員会 無料
磐田市教育委員会文
化財課
0538-32-9699

静岡県 磐田市 ① 福田町史展
福田町史編さん事業の成果を広くお知らせするために、福田
町史編さん事業により収集した資料のうち、未公開資料を中心
に展示公開します。

10月12日～
12月2日

福田公民館 磐田市歴史文書館 無料
磐田市歴史文書館
0538-66-9112

静岡県 袋井市 ③

石松電車走る展

－新袋井～州森町間12.1㎞
の軌跡－

袋井駅から遠州森町まで走っていた路面
電車・秋葉線の写真展を開催します。
　50年前に廃線になった静岡鉄道秋葉線
を知る大人と、知らない子どもたちの交流のきっかけ作りを目
指すとともに、袋井市北部の歴史と文化の原点を見つめます。

10月6日～
11月25日

袋井市澤野医院記念館
展示室

袋井市教育委員会 無料
syougai@city.fukuroi.s
hizuoka.jp

静岡県 袋井市 ③

なつかしの
　　　　軽便鉄道展
　
－新袋井～新三俣間廃止
から45年－

昨年、浅羽図書館前の公園に整備された
軽便鉄道の小型蒸気機関車のモニュメン
トをテーマに企画展を開催します。
　45年前に廃線となった静岡鉄道駿遠線が袋井市南部・浅羽
地区の発展にもたらした大きな功績を紹介します。

11月2～25日
袋井市立浅羽図書館展
示コーナー

袋井市教育委員会 無料
syougai@city.fukuroi.s
hizuoka.jp

静岡県 袋井市 ③

袋井市歴史文化館秋
季特別展
-戦国武将古文書の世界展

－

歴史文化館が年に二度、夏期と秋季に特別展を実施するもの
で、秋季特別展では袋井市ゆかりの武将の古文書を展示し、
これに関連した歴史を紹介します。

11月3～18日
袋井市歴史文化館２階
展示室

袋井市教育委員会 無料
syougai@city.fukuroi.s
hizuoka.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
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静岡県 袋井市 ③
袋井市歴史文化館講
演会２「戦国武将古文
書の世界」

袋井市文化財保護審議会委員の前田利久氏を講師に迎え、
袋井市に関連する徳川、今川、久野氏関連の古文書を中心
に、古文書の見方をやさしく講演していただきます。

11月11日
浅羽図書館２階視聴覚
室

袋井市教育委員会 無料
syougai@city.fukuroi.s
hizuoka.jp

静岡県 袋井市 ① 心をはぐくむ講座
中学生及び中学校卒業生の保護者を対象とした人権学習
テーマ：「思春期の子どもと向き合う」　　　　講師：静岡英和学
院大学　教授　佐々木光郎氏

11月18日 袋井市立袋井南公民館
袋井市教育委員会
生涯学習課

無料
生涯学習課　　　生涯
学習係
0538-44-3197

静岡県 袋井市 ③ 袋井市民文化祭 作品展示、芸能発表会、音楽発表会、茶会　ほか
10月21日～
12月16日

袋井市メロープラザ、
月見の里学遊館　ほか

袋井市文化協会 無料
袋井市文化協会
0538-49-3443

静岡県 袋井市 ③ 袋井西公民館まつり 公民館まつり（作品展示、芸能発表会、音楽発表会　ほか） 10月27, 28日 袋井市立袋井西公民館
袋井西公民館まつり実行委
員会

無料
袋井市立袋井西公民
館
0538-43-3304

静岡県 袋井市 ③ 袋井南公民館まつり 公民館まつり（作品展示、芸能発表会、音楽発表会　ほか） 10月27, 28日 袋井市立袋井南公民館 袋井南公民館運営委員会 無料
袋井市立袋井南公民
館
0538-43-3386

静岡県 袋井市 ③
笠原ふれあい公民館ま
つり

公民館まつり（作品展示、芸能発表会、音楽発表会　ほか） 10月27, 28日 袋井市立笠原公民館 笠原公民館運営委員会 無料
袋井市立笠原公民館
0538-23-2283

静岡県 袋井市 ③ 高南公民館まつり 公民館まつり（作品展示、芸能発表会、音楽発表会　ほか） 11月3, 4日 袋井市立高南公民館 高南公民館運営委員会 無料
袋井市立高南公民館
0538-42-4224

静岡県 袋井市 ③ 山名公民館まつり 公民館まつり（作品展示、芸能発表会、音楽発表会　ほか） 11月3, 4日 袋井市立山名公民館 山名公民館運営委員会 無料
袋井市立山名公民館
0538-49-3401

静岡県 袋井市 ③
浅羽東ふれあい公民
館まつり

公民館まつり（作品展示、芸能発表会、音楽発表会　ほか） 11月3, 4日 袋井市立浅羽東公民館 浅羽東公民館運営委員会 無料
袋井市立浅羽東公民
館
0538-23-7470

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

静岡県 袋井市 ③
三川公民館　そばだよ
おんないまつり

公民館まつり（そば打ち体験、作品展示、芸能発表会、音楽発
表会　ほか）

11月4日 袋井市立三川公民館
三川公民館そばまつり実行
委員会

無料
袋井市立三川公民館
0538-49-0393

静岡県 袋井市 ③ 袋井東公民館まつり 公民館まつり（作品展示、芸能発表会、音楽発表会　ほか） 11月17, 18日 袋井市立袋井東公民館 袋井東公民館運営委員会 無料
袋井市立袋井東公民
館
0538-43-3389

静岡県 袋井市 ③
袋井北公民館まつり
芸能発表会

公民館まつり（作品展示、芸能発表会、音楽発表会　ほか） 11月18日 袋井市立袋井北公民館 袋井北公民館運営委員会 無料
袋井市立袋井北公民
館
0538-43-3387

静岡県 袋井市 ③
ＦＵＫＵＲＯＩダンスフェ
スティバル２０１２「ダン
スコンテスト」

ＨＩＰＨＯＰ、ＪＡＺＺダンスやコンテンポラリーダンスなどのコンテ
ストとゲスト審査員のダンスを行います。

11月10日 袋井市月見の里学遊館 袋井市月見の里学遊館
http://www.tsukimino
sato.com/

静岡県 袋井市 ③
ＦＵＫＵＲＯＩダンスフェ
スティバル２０１２「ダン
ス発表会」

フィットネスダンス、フラダンスや健康体操など、日頃の練習成
果の発表会です。

11月11日 袋井市月見の里学遊館 袋井市月見の里学遊館
http://www.tsukimino
sato.com/

静岡県 袋井市 ③
宮川彬良＆アンサンブ
ル・ベガコンサート

ＮＨＫ教育テレビ「クインテット」の演奏で人気を博した宮川彬
良と東西のオーケストラの首席奏者による、厚みと繊細さを兼
ね備えた表情豊かなアンサンブル・コンサートです。

11月17日 袋井市月見の里学遊館 袋井市月見の里学遊館
http://www.tsukimino
sato.com/

静岡県 袋井市 ③
ジャズ＆ゴスペルコン
サート

ジャズシンガー倉地恵子と市民クワイアの魂の歌声、プロ
ミュージシャンのコンサートです。

11月23日 袋井市月見の里学遊館 袋井市月見の里学遊館
http://www.tsukimino
sato.com/

静岡県 袋井市 ④
静岡理工科大学　後期
公開講座

テーマ：「微生物利用のロマン　－今も昔もこれからも－」
講演１「“善玉”微生物と私たちの生活」
講師：齋藤　明広
　　　　　（静岡理工科大学　理工学部　物質生命科学科　准教
授）
講演２「微生物たちによる環境浄化やエネルギー生産」
講師：二又　裕之
　（静岡大学　工学部　物質工学科　准教授）

10月20日 静岡理工科大学 静岡理工科大学 無料
http://www.tsukimino
sato.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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静岡県 湖西市 ③ 文化の祭典 文芸作品の展示を行います（俳句や川柳、書道や絵画など）。 11月3～7日 アメニティプラザ 湖西市文化協会 無料
湖西市文化協会
053-576-4796

静岡県 湖西市 ③ 秋季芸能の祭典 芸能の発表会を行います（詩舞や詩吟、三味線や箏曲など）。 11月25日 湖西市民会館 湖西市文化協会 無料
湖西市文化協会
053-576-4796

静岡県 静岡県 ③ 文化財クローズアップ
日本の伝統を伝える民家建築について、その魅力について掘
り下げるとともにその魅力を生かした活用方法をテーマにシン
ポジウムを開催します。

11月10日 森町文化会館小ホール
静岡県教育委員会・森町教
育委員会

無料
静岡県教育委員会
文化財保護課
054-221-3158

静岡県 浜松市 ③
｢文化財を守る」シンポ
ジウム

奥浜名湖の庭園をテーマにしたシンポジウム 10月20日 みをつくし文化センター
財団法人伊豆屋伝八文化
振興財団

無料 http://www.iden.or.jp

静岡県 ①
平成24年度第20回静
岡県図書館大会

図書館に関心を持っている人々が集まり、その役割や可能性
を探ります。
・ライブトーク「電子書籍の未来」
・分科会

10月29日 グランシップ
静岡県教育委員会・静岡県
図書館協会・静岡県読書推
進運動協議会

無料

http://www.tosyokan.
pref.shizuoka.jp/cont
ents/toshokantaikai/
2012/event_top.html

静岡県 ①.③
ふじのくに文化の丘
フェスタ

文字・活字文化の日、読書週間に合わせて関係機関、団体と
の連携による各種展示、講座等を開催します。

･館長の庭談義
・薮内正幸　動物画に生きた60年
・生活に役立つ健康･医療情報の探し方
・書庫開放
・貴重書講座「江戸時代の駿府を訪ねて」
・スタンプラリー

10月27日
～11月11日

県立中央図書館等
県立中央図書館、ムセイオ
ン静岡、読み聞かせネット
ワーク等

無料
県立中央図書館
054-262-1246

静岡県 ③ 新刊サロン
新刊児童図書（全点）の内容や学校や地域の読書活動での活
用について意見を交換します。

10月17日 県立中央図書館 県立中央図書館 無料
県立中央図書館
054-262-1246

静岡県 ① 薬草講座
季節に合った、薬草の種類や効能を学び、県立大学薬草園を
散策します。

10月20日
県立中央図書館等

県薬事課、県立中央図書
館、県立大学等

無料

県薬事課
054-221-2412
県立中央図書館
054-262-1246

静岡県 静岡市 ③
「古代からのおくりも
の」発掘調査からみる
静岡県の歴史

出土文化財を中心とした旧石器時代から中世までの常設展で
す。埋蔵文化財センター職員が展示解説を行います。

11月4日 静岡県立中央図書館 静岡県埋蔵文化財センター 無料
http://www.smaibun.j
p

静岡県 静岡市 ③
遺跡調査報告会「ふじ
のくにの原像をさぐる」

近年行われた財団法人静岡県埋蔵文化財調査研究所と静岡
県埋蔵文化財センタによる発掘調査の成果を報告します。

11月4日 静岡県立中央図書館 静岡県埋蔵文化財センター 無料
http://www.smaibun.j
p
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静岡県 森町 ③
文化財クローズアップ・
シンポジウム

静岡県教育委員会・森町教育委員会主催、静岡県文化財保
存協会共催。毎年１回静岡県内で行っている文化財クローズ
アップ行事を本年は森町で行う。本年は「古民家の保存と活
用」をテーマに事例報告やパネルディスカッションを行う。

11月10日 森町文化会館小ホール
静岡県教育委員会・森町教
育委員会

無料
森町教育委員会　０５
３８（８５）１１１２

定員２５０人

静岡県 小山町 ③
小山町民文化祭１次
（第５６回）

文化展・華道展・文芸・・写真展・絵画展・陶芸・書道展・手芸
展・

10月20, 21日 小山町総合文化会館
小山町生涯学習課内町民
文化祭実行委員会

無料

静岡県 小山町 ③ 小山町民文化祭２次 文芸・盆栽山草・絵画・手芸・婦人会・小・中学校芸術作品展示 10月27, 28日 小山町総合文化会館
小山町生涯学習課内町民
文化祭実行委員会

無料

静岡県 小山町 ③ 第１７回囲碁祭
＊芸術の祭典として、広く町民一般に優れた芸術作品を鑑賞
する機会を提供し、また、作品製作者の発表の機会を提供す
る。

10月28日 小山町総合文化会館
小山町生涯学習課内町民
文化祭実行委員会

無料
囲碁祭から下記の催
しは、１次・２次と同時
開催

静岡県 小山町 ③
第３７回音楽祭（洋楽
の部）

今年度は、体験部門も設ける。 10月27日 小山町総合文化会館
小山町生涯学習課内町民
文化祭実行委員会

無料

静岡県 小山町 ③ 第７回ダンスフェスタ 10月21日 小山町総合文化会館
小山町生涯学習課内町民
文化祭実行委員会

無料

静岡県 小山町 ③ 第１４回歌謡祭 10月21日 小山町総合文化会館
小山町生涯学習課内町民
文化祭実行委員会

無料

静岡県 小山町 ③
第２７回音楽祭(洋楽の
部）

10月20日 小山町総合文化会館
小山町生涯学習課内町民
文化祭実行委員会

無料

静岡県 小山町 ③ 第１４回民踊祭 10月28日 小山町総合文化会館
小山町生涯学習課内町民
文化祭実行委員会

無料

静岡県 小山町 ③ 第３０回舞踊祭 10月28日 小山町総合文化会館
小山町生涯学習課内町民
文化祭実行委員会

無料
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静岡 ①
生涯学習推進フォーラ
ム

本県の生涯学習推進体制の充実を図るため、「学校支援は地
域のために～地域は学校のために、学校は、地域のために
～」のテーマで小・中・高の各１校より事例発表と「学校支援は
地域支援～学校と地域がともに育つ意義～」と題した講演を行
います。

11月16日（金）
清水町地域交流セン
ター

静岡県総合教育センター総
務企画課生涯学習推進室

無料
http://www.shizuoka
-c.ed.jp/manabi/

静岡県 静岡市 ③

平成24年度公共ホー
ル演劇ネットワーク事
業
演劇公演「あなた自身

今、最も注目を集める若手演出家、多田淳之介による、日本
の現代演劇を牽引してきた劇作家、清水邦夫の作品。戯曲の
力、言葉の魅力をお見せします。

10月27, 28日
静岡市民文化会館中
ホール特設ステージ

静岡市文化振興財団共同
事業体　代表企業（公財）静
岡市文化振興財団

http://www.scch.shiz
uoka-city.or.jp/

静岡県 静岡市 ③ 第8回静岡市　芸術祭 各団体による公演や展示が実施されます。
10月3日～11月11

日
清水文化会館マリナート 静岡市文化協会

静岡市文化協会事務
局
054-204-8811

静岡県 静岡市 ③
清水レクリエーション協
会60周年記念区民民
踊大会

清水レクリエーション協会60周年を記念して区民民踊大会が
開催されます。

11月3日 清水文化会館マリナート 清水レクリエーション協会 無料
静岡市清水文化会館
マリナート
054-353-8885

静岡県 静岡市 ③ 清水うたい隊発表会 コンサート 11月3日 清水文化会館マリナート 清水うたい隊 無料
静岡市清水文化会館
マリナート
054-353-8885

静岡県 静岡市 ③
桂米朝　米寿記念　桂
米團治独演会

米團治が米朝十八番「はてなの茶碗」「地獄八景亡者戯」に挑
みます。

11月4日 清水文化会館マリナート エンボス
静岡市清水文化会館
マリナート
054-353-8885

静岡県 静岡市 ③
第16回清水女声コーラ
スの世界

コンサート 11月7日 清水文化会館マリナート 清水女声コーラス
静岡市清水文化会館
マリナート
054-353-8885

静岡県 静岡市 ③ 日本画個展 日本画展示 11月4～11日 清水文化会館マリナート 個人 無料
静岡市清水文化会館
マリナート
054-353-8885

静岡県 静岡市 ③
クロード･ドラングル　サ
クソフォン・ライヴⅡ
“Next”

サクソフォン界のカリスマ、クロード・ドラングルを迎え、現代音
楽の潮流を紹介する静岡音楽館AOIならではのコンサート。

10月13日 静岡音楽館AOI
静岡音楽館AOI 指定管理
者（公財）静岡市文化振興
財団

http://www.aoi.shizu
oka-city.or.jp

静岡音楽館AOI
TEL054-251-2200

静岡県 静岡市 ③
眞田美恵奈 ピアノ･リ
サイタル

ロシアを中心にヨーロッパ各地で活躍する静岡出身の若手ピ
アニスト、眞田美恵奈が、ベートーヴェンのピアノ･ソナタをたっ
ぷりと聴かせます。第13回「静岡音楽館AOIコンサート企画募
集」事業。

10月26日 静岡音楽館AOI
静岡音楽館AOI 指定管理
者（公財）静岡市文化振興
財団

http://www.aoi.shizu
oka-city.or.jp

静岡音楽館AOI
TEL054-251-2200

静岡県 静岡市 ③
ウィーン･フィルのメン
バーとの三重奏

ウィーン・フィルのメンバー2名が、ピアニストの野平一郎との共
演を熱望し実現した演奏会。

10月30日 静岡音楽館AOI
静岡音楽館AOI 指定管理
者（公財）静岡市文化振興
財団

http://www.aoi.shizu
oka-city.or.jp

静岡音楽館AOI
TEL054-251-2200

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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静岡県 静岡市 ③
庄司紗矢香 ジャンル
カ･カシオーリ デュオ･
リサイタル

当代屈指の若手ヴァイオリニストとピアニストによる夢のデュ
オ･コンサート。

11月1日 静岡音楽館AOI
静岡音楽館AOI 指定管理
者（公財）静岡市文化振興
財団

http://www.aoi.shizu
oka-city.or.jp

静岡音楽館AOI
TEL054-251-2200

静岡県 静岡市 ③
第7期ピアノ伴奏法講
座

静岡音楽館AOI芸術監督・野平一郎らが、全国から選ばれた
受講生6名を指導します。講座の聴講可能。

11月3, 4日 静岡音楽館AOI
静岡音楽館AOI 指定管理
者（公財）静岡市文化振興
財団

http://www.aoi.shizu
oka-city.or.jp

静岡音楽館AOI
TEL054-251-2200

静岡県 静岡市 ③
「静岡の名手たち」によ
るコンサート

静岡音楽館AOI「静岡の名手たち」オーディション合格者が地
域の生涯学習センターでコンサートを行う。

11月7日
静岡市北部生涯学習セ
ンター美和文館

静岡市北部生涯学習セン
ター美和文館 指定管理者
（公財）静岡市文化振興財
団

無料
http://sgc.shizuokaci
ty.jp/

静岡市北部生涯学習
センター美和文館
TEL054-296-7122

静岡県 静岡市 ③ 身体が奏でる音
作曲家・原田敬子氏が、小中学生を主な対象に、リコーダーや
ピアノなど馴染易い楽器を使って音楽の魅力を伝えるコンサー
ト。

11月10日 静岡音楽館AOI
静岡音楽館AOI 指定管理
者（公財）静岡市文化振興
財団

http://www.aoi.shizu
oka-city.or.jp

静岡音楽館AOI
TEL054-251-2200

静岡県 静岡市 ③
第2回 アマチュア･アン
サンブルの日♪

アンサンブルが愉しくてたまらない！というアマチュア演奏家
24組によるお楽しみコンサート。

11月11日 静岡音楽館AOI
静岡音楽館AOI 指定管理
者（公財）静岡市文化振興
財団

無料
http://www.aoi.shizu
oka-city.or.jp

静岡音楽館AOI
TEL054-251-2200

静岡県 静岡市 ③
AOI･レジデンス･クヮル
テット

静岡音楽館AOI専属弦楽四重奏団によるコンサート。 11月17日 静岡音楽館AOI
静岡音楽館AOI 指定管理
者（公財）静岡市文化振興
財団

http://www.aoi.shizu
oka-city.or.jp

静岡音楽館AOI
TEL054-251-2200

静岡県 静岡市 ③
静響･弦楽アンサンブ
ルによるコンサート

静岡交響楽団の選りすぐりの弦楽器奏者による珠玉の室内楽
コンサート。静岡市葵生涯学習センター（旧中央公民館）開館
50周年･アイセル21開館20周年記念公演。

11月18日
静岡市葵生涯学習セン
ター

静岡市葵生涯学習センター
指定管理者（公財）静岡市
文化振興財団

無料
http://sgc.shizuokaci
ty.jp/

静岡市葵生涯学習セ
ンターTEL054-246-
6191

静岡県 静岡市 ③
ジャパン･ギター･カル
テット

日本のトップ･ギタリスト4人による最強のギター四重奏。 11月22日 静岡音楽館AOI
静岡音楽館AOI 指定管理
者（公財）静岡市文化振興
財団

http://www.aoi.shizu
oka-city.or.jp

静岡音楽館AOI
TEL054-251-2200

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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静岡県 静岡市 ④
ＥＴロボコンフェスタin静
岡2012

レゴロボットを動かしロボットに興味・関心を持つ 10月20日 静岡科学館
【共催】静岡ETロボコンフェ
スタ実行委員会

無料
静岡科学館
054-284-6960

静岡県 静岡市 ④ サイエンスシュー ふりこの原理について学ぶサイエンスショー 10月28日 静岡科学館 静岡科学館 無料
静岡科学館
054-284-6960

静岡県 静岡市 ④ わくわく科学工作 アニメーションの原理が学べるゾートロープを作る工作 10月21日 静岡科学館 静岡科学館 無料
静岡科学館
054-284-6960

静岡県 静岡市 ④ サイエンス玉手箱 葉脈標本のしおり作り 10月27日 静岡科学館 静岡科学館 無料
静岡科学館
054-284-6960

静岡県 静岡市 ④ サイエンス玉手箱 皿回しに挑戦する工作体験 11月3日 静岡科学館 静岡科学館 無料
静岡科学館
054-284-6960

静岡県 静岡市 ④ サイエンス玉手箱 アルミホイルやコーラを使ったリトグラフ版画 11月17日 静岡科学館 静岡科学館 無料
静岡科学館
054-284-6960

静岡県 静岡市 ④ 消防フェア
防火ポスターの掲示や防災紙芝居、燃焼に関わるサイエンス
ショー

11月10日 静岡科学館 【共催】静岡市消防局 無料
静岡科学館
054-284-6960

静岡県 静岡市 ②
第59回静岡県学生児
童発明くふう展

静岡県内の小・中学生の発明工夫の作品展 11月1～11日 静岡科学館
【共催】一般社団法人静岡
県発明協会

無料
静岡科学館
054-284-6960

静岡県 静岡市 ②
第34回静岡県未来の
夢絵画展

静岡県内の小・中学生の科学の未来の夢を描いた絵画展 11月1～11日 静岡科学館
【共催】一般社団法人静岡
県発明協会

無料
静岡科学館
054-284-6960

静岡県 静岡市 ②
第36回静岡県児童生
徒木工工作コンクール

静岡県内の小・中学生の木工工作の作品展 10月28～11日 静岡科学館
【共催】静岡県木材青壮年
団体連合会

無料
静岡科学館
054-284-6960

静岡県 静岡市 ②
高校生理科研究発表
会

静岡県内の高校生の科学研究のポスター展示と発表会 11月17, 18日 静岡科学館 静岡県高等学校文化連盟 無料
静岡科学館
054-284-6960

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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静岡県 静岡市 ①.③ 浮世絵の摺り実演
本事業は館蔵品展「広重の出世作！保永堂版東海道」の関連
事業として、財団法人アダチ伝統木版画技術保存財団の学芸
員・摺師をお招きし、摺りの実演を行います。

10月21日
静岡市東海道広重美術
館
１階　エントランス

公益財団法人
静岡市文化振興財団
(静岡市東海道広重美術館)

無料 TEL：054-375-4454
同日「由比街道まつ
り」が開催されます。

静岡県 静岡市 ①③
ストラスブール美術館
展　モダンアートへの
招待

ストラスブール美術館のコレクションを中心に約60作家80点の
作品によりモダンアートの流れを紹介します。

10月27日～12月
16日

静岡市美術館
静岡市美術館　指定管理者
（公財）静岡市文化振興財
団、テレビ静岡

http://www.shizubi.jp

静岡県 静岡市 ③
コンサート「美術と音楽
の幸せな出会い」

ストラスブール美術館展の出品作を投影しながら、ピアニスト
のパトリシア・パニーが演奏します。

11月18日 静岡市美術館
静岡市美術館　指定管理者
（公財）静岡市文化振興財
団

http://www.shizubi.jp
定員：100名（チケット
制・売切次第終了）
10月2日発売

静岡県 静岡市 ①③
講演会「モダンアートの
魅力」

19世紀～20世紀のモダンアートの流れを概観しながら、その
魅力についてご紹介します。

11月23日 静岡市美術館
静岡市美術館　指定管理者
（公財）静岡市文化振興財
団

無料 http://www.shizubi.jp

定員：70名（要申込・
多数抽選）
申込締切：11月9日必
着
講師：立入正之氏（静
岡文化芸術大学教

静岡県 静岡市 ③
Shizubiシネマアワー
vol.6「フランス映画特
集」

ストラスブール美術館展に関連して、ストラスブールやクリスマ
スをテーマにした近年のフランス映画を上映します。

12月2, 8, 9日 静岡市美術館
静岡市美術館　指定管理者
（公財）静岡市文化振興財
団

http://www.shizubi.jp

内容：『シルビアのい
る街で』（12月2日）、
『8人の女たち』（12月
8日）、『クリスマス・ス
トーリー』（12月9日）
定員：70名（チケット
制・売切次第終了）
10月2日発売

静岡県 静岡市 ①
みのり大学公開講座
「静岡茶の祖　聖一国
師と東福寺」

高齢者学級みのり大学の公開講座。東福寺寺務長五十部泰
至師を招き、静岡茶の祖とされる聖一国師の一生と、彼が初
代住職を務めた東福寺についての講演会を行う。

11月14日 静岡市民文化会館 生涯学習推進課 無料
生涯学習推進課
電話：054-221-1207

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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静岡県 静岡市 ①

静岡市葵生涯学習セン
ター（旧中央公民館）開
館５０周年・アイセル２
１開館２０周年「静響・
弦楽アンサンブルによ
るコンサート」

静岡交響楽団による弦楽アンサンブルコンサート。
11月18日 静岡市葵生涯学習セン

ター　１階ホール
葵生涯学習センター 無料

葵生涯学習センター
電話：054－246－
6191

静岡県 静岡市 ①
旧マッケンジー住宅ラ
イブ　哀愁ギター

旧マッケンジー住宅で、市民団体によるギターとビブラフォンの
コンサートを行う。

10月21日 旧マッケンジー住宅 南部生涯学習センター 無料
南部生涯学習セン
ター

静岡県 静岡市 ①
藁科生涯学習センター
文化祭

作品展示、体験イベント、社交ダンスパーティー、ステージ発
表などを行う。

11月17, 18日
藁科生涯学習センター
及び藁科図書館

藁科生涯学習センター 無料

藁科生涯学習セン
ター
電話：054－278－
4141
藁科図書館

静岡県 静岡市 ① フィエスタ大里

大里複合施設の年1回の祭り。複合施設利用者や中学校生徒
に、日頃の学習活動の成果発表の機会を提供すると共に、生
涯学習センター利用者、中学生、地域住民との相互交流の場
として、複合施設をPRする。

10月21日 大里生涯学習センター 大里生涯学習センター 無料
大里生涯学習セン
ター
電話：054-283-1698

静岡県 静岡市 ① にしな文化祭 生涯学習団体による日頃の活動成果の発表会を行う。 11月17日、18日 西奈生涯学習センター 西奈生涯学習センター 無料
西奈生涯学習セン
ター

静岡県 静岡市 ① モダンアートへの招待
静岡市美術館主催展覧会「ストラスブール美術館展」に関連
し、19世紀以降のフランスを中心としたヨーロッパ美術と、モダ
ンアートについて講義で学ぶ。

10月19日
駿河生涯学習センター 駿河生涯学習センター 無料

駿河生涯学習セン
ター
電話：054-202-4300

静岡県 静岡市 ①
静岡大学アウトリーチ
研究会コンサート

静岡大学アウトリーチ研究会との共催コンサート。合唱やハン
ドベル、リコーダー演奏などを行う。

11月10日 駿河生涯学習センター 駿河生涯学習センター 無料
駿河生涯学習セン
ター

静岡県 静岡市 ①
バスで巡る　秋の美術
館ツアー

バスで美術館を巡り、学芸員の解説付きで作品鑑賞を行う。 11月14日
静岡市東海道広重美術
館、静岡市美術館

駿河生涯学習センター
駿河生涯学習セン
ター
電話：054-202-4300

静岡県 静岡市 ①
「静岡の名手たち」によ
るコンサート

静岡音楽館AOIと連携し、みのり大学公開講座として浜松金管
五重奏団による演奏会を行う。

11月7日
北部生涯学習センター
美和分館　２階大集会
室

北部生涯学習センター美和
分館

無料
北部生涯学習セン
ター美和分館
電話：054-296-7122

静岡県 静岡市 ①
しずおか城物語
～静岡市域の城をめぐ
る史話と伝説～

山城の安倍城や丸子城、平城の駿府城など、静岡市域の城を
めぐる史話と伝説について分かりやすく解説する。

10月18日, 11月15
日, 12月20日

北部生涯学習センター
美和分館　第３・４集会
室

北部生涯学習センター美和
分館

無料
北部生涯学習セン
ター美和分館
電話：054-296-7122

静岡県 静岡市 ①
郷土史「徳川家康が開
いたユニーク外交」

静岡にも関わる家康の外交の背景を学ぶ。 11月10日
静岡市役所清水庁舎ふ
れあいホール

岡生涯学習交流館 無料
岡生涯学習交流館
電話：054-354-1350

静岡県 静岡市 ① 駒越交流館まつり
自主学習グループによる学習成果の発表と展示及び各種団
体の模擬店の開催。

11月10, 11日 駒越生涯学習交流館 駒越生涯学習交流館 無料
駒越生涯学習交流館
電話：054-335-6171

静岡県 静岡市 ①
浜田生涯学習交流館
まつり

利用団体の学習成果発表、各種団体による模擬店などのイベ
ント。

11月11日 浜田生涯学習交流館 浜田生涯学習交流館 無料
浜田生涯学習交流館
電話：054-351-3030

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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静岡県 静岡市 ①
三保音楽村音楽祭「響
け！海からの風」

三保半島の各地で２日間にわたりコンサートを開催する。
音楽がいつでもどこかで聞こえるようなコンサートを実施。

10月27, 28日
三保半島の各地学校、
商店、駐車場等

三保生涯学習交流館 無料
三保生涯学習交流館
電話：054-334-2230

静岡県 静岡市 ① アウトリーチコンサート 静岡大学アウトリーチ研究会によるコンサートを行う。 11月1日 興津生涯学習交流館 興津生涯学習交流館 無料
興津生涯学習交流館
電話：054-369-1111

静岡県 静岡市 ①
文化講演会「歌舞伎の
楽しみ」

歌舞伎のおもしろさを知り、伝統芸能である歌舞伎をより身近
なものにするための講演会。

10月5日 江尻生涯学習交流館 江尻生涯学習交流館 無料
江尻生涯学習交流館
電話：054-367-3321

静岡県 静岡市 ①
秋の魅惑の競演～フラ
メンコ＆かっぽれ

東西の踊りかっぽれとフラメンコを行う。 10月27日 江尻生涯学習交流館 江尻生涯学習交流館 無料
江尻生涯学習交流館
電話：054-367-3321

静岡県 静岡市 ①
オールディーズ・ジャズ
演奏会

交流館まつりのイベントでジャズ演奏を行う。 10月27日 不二見生涯学習交流館 不二見生涯学習交流館 無料
不二見生涯学習交流
館
電話：054-335-6211

静岡県 静岡市 ③
考古学なんでも体験ま
つり

土器の拓本づくり、勾玉作りや火起こし体験を通じ、考古学の
楽しさに触れてもらいます。

11月4日
静岡市埋蔵文化財セン
ター

静岡市生活文化局文化ス
ポーツ部文化財課

無料
静岡市文化財課
埋蔵文化財担当
054-221-1085

静岡県 静岡市 ③

静岡市文化財資料館
企画展
「朝鮮通信使 ～駿府に
おける家康の平和外交
～」

江戸時代に幕府と朝鮮王朝の間で行われていた朝鮮通信使
の目的や規模、道程、駿河路での行列の様子、家康との係わ
り等に関する資料を展示し、文化交流を通した家康の平和外
交について紹介します。

10月13日
～

11月25日
月曜日休館

静岡市文化財資料館
静岡市生活文化局文化ス
ポーツ部文化財課

静岡市文化財資料館
054-245-3500

静岡県 静岡市 ①、③ 清流ウォーク
家康公が、駿府城の堀の水を引いた「駿府御用水」や「駿府用
水」を巡り、「清流の都・静岡」のルーツを探る。

11月10日
静岡市葵区下～駿府城
公園

静岡市 無料
http://www.city.shizu
oka.jp/deps/seiryuu/i
ndex.html

静岡県 静岡市 ③
大道芸ワールドカップin
静岡２０１２

市民参画のもと大道芸を中心としたパフォーミングアーツのイ
ベント等により、本市の文化的魅力を増進させる。

11月1～4日 駿府城公園他
大道芸ワールドカップ実行
委員会

http://www.daidogei.
com

静岡県 静岡市 ③
特別展「舟の力～古代
人があこがれたノリモノ
～」

古代の人々にとって画期的なノリモノだった船が、古代社会に
及ぼした影響や役割について探る特別展を開催。

10月6日～12月9
日

登呂博物館
特別・企画展示室

静岡市立
登呂博物館

登呂博物館
054-285-0476

静岡県 静岡市 ③

北海道・東北・静岡

　　　　　　　　　巡回展

「芹沢銈介　布に寄りそ
えば、色と模様がうた
いだす」

芹沢銈介美術館と柏市教育委員会が所蔵する「染色家・芹沢
銈介」の選りすぐりの代表作111点を展示します。

11月1日～12月16
日

静岡市立芹沢銈介美術
館

静岡市教育委員会事務局 http://www.seribi.jp/

静岡県 浜松市 ③
音楽アラカルト「ジャ
ズ・ピアニストの指なら
しはショパン？」

音楽をより楽しむための白崎彩子氏による講座です。 10月20日 アクトシティ浜松 浜松市・浜松市教育委員会 無料
http://www.actcity.jp
/hacam/

静岡県 浜松市 ③ プロムナードコンサート
JR浜松駅前の屋外で行われる浜松市内の吹奏楽団のコン
サートです。

10月20日
ＪＲ浜松駅前広場「キタ
ラ」

浜松市・公益財団法人浜松
市文化振興財団

無料 http://www.hcf.or.jp/

静岡県 浜松市 ①③
浜松市民文化フェス
ティバル

浜松市民文化フェスティバルの中の１事業
浜松市中学校文化連盟と共同開催
吹奏楽や合唱、演劇、邦楽など様々なジャンルの音楽や舞台
を披露します。

10月21日～11月
11日

アクトシティ浜松ほか
公益財団法人浜松市文化
振興財団

http://www.hcf.or.jp/

静岡県 浜松市 ③ プロムナードコンサート
JR浜松駅前の屋外で行われる浜松市内の吹奏楽団のコン
サートです。

10月27日
ＪＲ浜松駅前広場「キタ
ラ」

浜松市・公益財団法人浜松
市文化振興財団

無料 http://www.hcf.or.jp/

静岡県 浜松市 ③
子ども音楽セミナー洋
楽教室

生涯学習音楽指導員を講師に迎えた子ども向けの音楽セミ
ナーです。

10月28日 アクトシティ浜松 浜松市・浜松市教育委員会
http://www.actcity.jp
/hacam/

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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静岡県 浜松市 ③
第8回浜松国際ピアノコ
ンクール「オープニング
コンサート」

第7回浜松国際ピアノコンクール優勝者によるコンサートです。 11月9日 アクトシティ浜松
浜松市・公益財団法人浜松
市文化振興財団

http://www.hipic.jp/

静岡県 浜松市 ③ 東海道松竹落語会 林家正蔵、柳家花緑、桂米圑治による落語会です。 11月10日 アクトシティ浜松
公益財団法人浜松市文化
振興財団

http://www.hcf.or.jp/

静岡県 浜松市 ③ プロムナードコンサート
JR浜松駅前の屋外で行われる浜松市内の吹奏楽団のコン
サートです。

11月10日 なゆた浜北駅前広場
浜松市・公益財団法人浜松
市文化振興財団

無料 http://www.hcf.or.jp/

静岡県 浜松市 ③
第8回浜松国際ピアノコ
ンクール

1991年に浜松市制80周年を記念して、楽器と音楽のまちとして
の歴史と伝統を誇るにふさわしい国際的文化事業としてスター
トし、以後3年毎にしているピアノコンクールです。

11月10～24日 アクトシティ浜松
浜松市・公益財団法人浜松
市文化振興財団

http://www.hipic.jp/

静岡県 浜松市 ③
子ども音楽セミナー邦
楽教室

生涯学習音楽指導員を講師に迎えた子ども向けの音楽セミ
ナーです。

11月4日 浜松市立高等学校 浜松市・浜松市教育委員会
http://www.actcity.jp
/hacam/

静岡県 浜松市 ③
子ども音楽セミナー洋
楽教室

生涯学習音楽指導員を講師に迎えた子ども向けの音楽セミ
ナーです。

11月11日 浜松市教育文化会館 浜松市・浜松市教育委員会
http://www.actcity.jp
/hacam/

静岡県 浜松市 ③
子ども音楽セミナー吹
奏楽教室

生涯学習音楽指導員を講師に迎えた子ども向けの音楽セミ
ナーです。

11月17日 海の星高等学校 浜松市・浜松市教育委員会
http://www.actcity.jp
/hacam/

静岡県 浜松市 ③
子ども音楽セミナー邦
楽教室

生涯学習音楽指導員を講師に迎えた子ども向けの音楽セミ
ナーです。

11月18日 浜松市立高等学校 浜松市・浜松市教育委員会
http://www.actcity.jp
/hacam/

静岡県 浜松市 ③
子ども音楽セミナー吹
奏楽教室

生涯学習音楽指導員を講師に迎えた子ども向けの音楽セミ
ナーです。

11月23日 海の星高等学校 浜松市・浜松市教育委員会
http://www.actcity.jp
/hacam/

静岡県 浜松市 ③
収蔵展「浜松の幅広い
文芸人たち」

浜松ゆかりの文芸人たちの収蔵品を紹介します。 9月8日～11月4日 浜松文芸館
公益財団法人浜松市
文化振興財団

無料 http://www.hcf.or.jp/

静岡県 浜松市 ① 声で表す文学作品
短詩を読みながら、声に出すことと表現することの楽しさを味
わいます。

6月7日, 7月5日, 8
月2日,
9月6日, 10月4日,
11月1日

浜松文芸館
公益財団法人浜松市
文化振興財団

http://www.hcf.or.jp/

静岡県 浜松市 ①
大人のための絵本づく
り教室

物語から製本まで、自分だけの絵本を作ります。
9月6, 13日, 10月4
日, 11月1, 8, 22日

浜松文芸館
公益財団法人浜松市
文化振興財団

http://www.hcf.or.jp/

静岡県 浜松市 ① 俳句入門講座 俳句を初めて学ぼうとする人のための講座です。
10月20, 27日, 11
月3, 10, 17日

浜松文芸館
公益財団法人浜松市
文化振興財団

http://www.hcf.or.jp/

静岡県 浜松市 ① 文学と歴史講座 文豪漱石の素顔に迫ります。 11月2, 9, 16日 浜松文芸館
公益財団法人浜松市
文化振興財団

http://www.hcf.or.jp/

静岡県 浜松市 ③
木下惠介生誕100年記
念特別展示

浜松出身の映画監督木下惠介生誕100年を記念し、未公開資
料などの展示から惠介の作品と人物を再発見していきます。

11月23日～3月24
日

木下惠介記念館
公益財団法人浜松市文化
振興財団

www.hcf.or.jp

静岡県 浜松市 ④
小・中学生
発明くふう展表彰式

浜松市内の小・中学生に募集した発明くふう作品の優秀作品
について、入賞者を表彰します。

11月3日 浜松科学館
浜松市・公益財団法人浜松
市文化振興財団・浜松経済
クラブ

無料
http://www.hamamat
su-kagakukan.jp

静岡県 浜松市 ④
櫻場賞表彰式
理科研究発表会

櫻場賞（浜松科学館の故・櫻場名誉館長が創設した名誉館長
賞）審査員により選ばれた優れた理科研究作品を表彰し、受
賞者数名がその研究成果を発表します。

11月3日 浜松科学館
浜松市・公益財団法人浜松
市文化振興財団

無料
http://www.hamamat
su-kagakukan.jp

静岡県 浜松市 ④
ロボカップジュニア
オープン大会

ロボット製作講座経験者が、自ら製作したマシンを用いてサッ
カー大会を行います。この講座を通し、マシン製作のノウハウ
やプログラミングについて学びます。

11月10日 浜松科学館
浜松市・公益財団法人浜松
市文化振興財団

http://www.hamamat
su-kagakukan.jp
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静岡県 浜松市 ④
ロボカップジュニア
ビギナー大会

ロボット製作講座をはじめて受講した受講者が自ら製作したマ
シンを用いてサッカー大会を行います。この講座を通し、マシ
ン製作の基礎知識やプログラミングの基本について学びます。

11月11日 浜松科学館
浜松市・公益財団法人浜松
市文化振興財団

http://www.hamamat
su-kagakukan.jp

静岡県 浜松市 ①③
浜松市立内山真龍資
料館特別展「内山真龍
とその時代」

内山真龍の生涯の全貌とその生涯に大きなかかわりをもった
時代について、県指定文化財　遠江国風土記伝、内山真龍の
日記を含む資料を展示。

10月6日～12月16
日

浜松市立内山真龍資料
館

浜松市
浜松市立内山真龍資
料館
053-925-4832

静岡県 浜松市 ③ 「静岡の美」展覧会
静岡県が所蔵する「静岡の美」をお借りして静岡県内の美しい
風景や暮らしの描かれた絵画を展示します。

11月1日～11日
浜松市春野文化セン
ター

浜松市 無料
春野文化センター
053-989-0200

静岡県 浜松市 ① 春野文化講演会 講師にあき竹城氏をお招きし、文化講演会を開催します。 11月11日
浜松市春野文化セン
ター

浜松市 無料
春野文化センター
053-989-0200

静岡県 浜松市 ①③ 春野芸能発表会
春野地域内の文化芸術活動団体による歌謡・民踊・コーラスな
ど日頃の練習の成果を発揮する芸能発表会を開催します。

11月3日
浜松市春野文化セン
ター

浜松市・
浜松市春野文化協会

無料
春野文化センター
053-989-0200

静岡県 浜松市 ①③
特別展「浜松城主堀尾
吉晴」

浜松城の石垣を築き天守を建てた堀尾吉晴の生涯を貴重な
資料から紹介します。

10月20日～11月
25日

浜松市博物館 浜松市博物館
http://www.city.hama
matsu.shizuoka.jp/ha
mahaku/

静岡県 浜松市 ①③ 浜松戦国山城まつり
「二俣城・鳥羽山城を極める！」をテーマに、講演会や山城現
地見学会等を開催します。

11月10, 11日

11/10
浜松市天竜壬生ホール
（浜松市天竜区二俣町
二俣20-2）
11/11
二俣城ほか
（浜松市天竜区二俣町）

浜松市・浜松戦国山城まつ
り実行委員会

無料
www.city.hamamatsu.
shizuoka.jp/square/in
tro/bunkazai/

静岡県 浜松市 ③
国立トレチャコフ美術
館所蔵　レーピン展

近代ロシア絵画の巨匠イリヤ･レーピンの日本初の本格的回
顧展です。歴史画・風俗画・肖像画など約80点により、その画
業をたどります。

10月16日～12月
24日

浜松市美術館 浜松市
http://www.city.hama
matsu.shizuoka.jp/art
muse

静岡県 浜松市 ③
「西山英雄展」～山うご
めき　色はなつ～

日本画塾・青甲社に学び、山をダイナミックに描いた作品で
人々を魅了した西山英雄の作品展です。同じく青甲社出身の
秋野不矩の作品も展示されます。

10月13日～11月
18日

浜松市秋野不矩美術館 浜松市

http://www.city.hama
matsu.shizuoka.jp/life
index/enjoy/culture_
art/akinofuku

静岡県 磐田市 ③ 大学祭「蒼樹祭」 11月10, 11日 静岡産業大学経営学部 静岡産業大学 http://www.ssu.ac.jp

静岡県 藤枝市 ③ 大学祭「鳳翔祭」 11月17, 18日 静岡産業大学情報学部 静岡産業大学 http://www.ssu.ac.jp

静岡県 富士市 ①
富士常葉大学公開講
座

モバイル・マーケティングの現状と今後 10月27日 富士常葉大学 富士常葉大学 無料 http://www.fuji-tokoha-u.ac.jp/contents/NOD235/

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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静岡県 富士市 ①
富士常葉大学公開講
座

地域防災計画と災害対応 10月27日 富士常葉大学 富士常葉大学 無料 http://www.fuji-tokoha-u.ac.jp/contents/NOD235/

静岡県 富士市 ①
富士常葉大学公開講
座

サムスンの経営戦略
　―日本の家電メーカーへの示唆―

10月27日 富士常葉大学 富士常葉大学 無料 http://www.fuji-tokoha-u.ac.jp/contents/NOD235/

静岡県 富士市 ①
富士常葉大学公開講
座

富士山の不思議と魅力
　―世界遺産をめざして―

10月27日 富士常葉大学 富士常葉大学 無料 http://www.fuji-tokoha-u.ac.jp/contents/NOD235/

静岡県 富士市 ①
富士常葉大学公開講
座

復興に見る日本の「共生力」 10月28日 富士常葉大学 富士常葉大学 無料 http://www.fuji-tokoha-u.ac.jp/contents/NOD235/

静岡県 富士市 ①
富士常葉大学公開講
座

「共生」の身体知 10月28日 富士常葉大学 富士常葉大学 無料 http://www.fuji-tokoha-u.ac.jp/contents/NOD235/

静岡県 富士市 ③
富士常葉大学

エバーグリーン祭
大学祭 10月27, 28日 富士常葉大学 富士常葉大学 無料 http://www.fuji-tokoha-u.ac.jp/

時期到来時にＨＰに
情報公開

静岡県 富士市 ②
第６回子どもと遊ぼう「わ
んぱくらんど」

地域の子どもたちの為に、運動遊び、ゲーム、迷路、子ども劇
場を企画

10月27, 28日 富士常葉大学 富士常葉大学 無料 http://www.fuji-tokoha-u.ac.jp/
時期到来時にＨＰに

情報公開

静岡県 富士市 ①
富士常葉大学スポーツ
フォーラム

パラリンピック陸上代表の山本　篤氏を迎えた講演会 10月27, 28日 富士常葉大学 富士常葉大学 無料 http://www.fuji-tokoha-u.ac.jp/
時期到来時にＨＰに

情報公開

静岡県 富士市 ②
「ふじとこ未来塾　活動
報告会」

活動報告 10月28日 富士常葉大学 富士常葉大学 無料 http://www.fuji-tokoha-u.ac.jp/
時期到来時にＨＰに

情報公開

静岡県 富士市 ① 文化講演会 フリーアナウンサー・生島ヒロシ氏を迎えた講演会 11月17日 富士ロゼシアター 富士常葉大学 無料 http://www.fuji-tokoha-u.ac.jp/
時期到来時にＨＰに

情報公開

静岡県 浜松市 ① 聖灯祭
健康祭、禁煙キャンペーン、救命講習会など保健医療福祉の
総合大学ならではの企画満載の大学祭です。

11月3日 聖隷クリストファー大学 聖隷クリストファー大学 無料
http://www.seirei.ac.j
p/

模擬店は有料

静岡県 浜松市 ①
市民公開講座「備え
る！災害時のセルフケ
ア＆みんなのケア」

看護、リハビリテーション、社会福祉の視点から、災害時のセ
ルフケア、みんなのケアについて学びます（全3回）。

11月10, 19, 24日
聖隷クリストファー大学

聖隷クリストファー大学　保
健福祉実践開発研究セン

ター
無料

http://blg.seirei.ac.jp
/healthscience/

-

静岡県 袋井市 ③
平成24年度後期
第2回公開講座

「環境」を切り口として、「微生物利用の
ロマン ―今も昔もこれからもー」をテーマに2つの講演を行い

ます。
10月20日

静岡理工科
大学

静岡理工科
大学

無料
http://www.sist.ac.jp
/index.html

静岡県 菊川市 ③
常葉美術館秋季特別
企画展　大正イマジュ
リィの世界

大正時代に、竹久夢二、藤島武二、杉浦非水などによって、描
かれたイマジュリィと呼ばれる、押絵、模様画、絵はがき、広
告、漫画、装偵画など大衆的な印刷図像の展示をいたします

10月27日～11月
25日

常葉美術館
常葉美術館・静岡新聞社・
静岡放送

常葉美術館　0537-
35-0775

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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静岡県
静岡市駿

河区
① 橘花祭(学園祭)

短大の最大行事であり、今年のテーマである『 Revolution 』の
もと、学生の実行委員が自主的に運営を行い、保健･医療･福
祉短大ならではの多様な企画(健康度測定､展示etc)を､学科
やクラスで行います。

10月27, 28日
静岡県立大学短期大学
部

静岡県立大学短期大学部 無料
http://oshika.u-
shizuoka-ken.ac.jp/

模擬店は有料

静岡県
静岡市駿

河区
① 公開講座

講演テーマ「いきいき生きる」
講師：静岡県立大学短期大学部看護学科教員

10月6, 13, 20, 27
日

静岡県立大学短期大学
部

静岡県立大学短期大学部 無料
http://oshika.u-
shizuoka-ken.ac.jp/

9月21日申込み締切
り

静岡県 静岡市 ④
第17回静岡健康・長寿
学術フォーラム

食品成分によるアルツハイマー病の予防効果に係る基調講演
とセッション・パネルディスカッション、医療に関する実務セッ
ション、健やかな長寿のためのセルフケアに関する県民フォー

11月16日～17日
静岡県コンベンション
アーツセンター「グラン
シップ」

静岡健康・長寿学術フォー
ラム実行委員会

無料
http://www.shizuoka
-forum.jp

静岡県 静岡市 ④
第１回薬食国際カン
ファレンス

アメリカ、オランダ、イタリア、ニュージーランド、韓国、台湾、タ
イからスピーカーを招き、静岡県立大学薬学部、食品栄養科
学部等の教員とともに、薬食に関する講演、セッション等を行
います。

11月15, 16日 日本平ホテル 静岡県立大学 無料
http://w3pharm.u-
shizuoka-
ken.ac.jp/ICPF2012/

静岡県 静岡市 ①
静岡県立大学公開講
座「食生活と運動から
健康長寿を考え実践す

生活習慣病と認知症を予防する食生活、運動と健康、食べ物
の物性と咀嚼・嚥下、あなたの食生活は大丈夫？の演題で静
岡県立大学教員による講演を行います。

11月3, 10日
静岡県立大学食品栄養
科学部棟5211教室ほか

静岡県立大学
http://www.u-
shizuoka-ken.ac.jp

15歳以上の方
10月12日締切(必着)

静岡県 静岡市 ①
静岡県立大学公開講
座「いきいき　いきる」

健康で長生きの秘訣、元気に暮らす日常生活について考えよ
う、お達者健診、いつまでも若々しい手もとで生活しましょうの
演題で静岡県立大学短期大学部教員による講演を行います。

10月6, 13, 20, 27
日

静岡県立大学短期大学
部講堂ほか

静岡県立大学短期大学部 無料
sizstu3@u-shizuoka-
ken.ac.jp

15歳以上の方
9月21日締切(消印有
効)

静岡県 静岡市 ④
静岡県立大学産学民
官の連携を考えるつど
い2012

本学教員の研究成果や産学官連携の成果を社会に発信する
とともに、地域と本学教職員との交流の場づくりとして、「“産・
学・民・官”の連携を考えるつどい2012」を開催します。

11月22日 静岡県立大学 静岡県立大学 無料

http://www.u-
shizuoka-
ken.ac.jp/event/colla
bo121122/index.html

静岡県 静岡市 ③
ムセイオン楕円堂講座
（第3回）「フランス演劇
を楽しむ」

イギリスにシェイクスピアがいたように、フランスにはモリエー
ルがいた。フランス古典主義を代表する劇作家モリエールの
喜劇『病は気から』の上演にあわせ、SPAC文芸部でフランス
演劇を専門にする横山義志が、その楽しみ方を紹介します。

10月28日 静岡芸術劇場 ムセイオン静岡
http://spac.or.jp/new
s/?p=6203

静岡県 静岡市 ④
週末パテントセミナー
2012　in 静岡

中小・ベンチャー企業関係者及び一般の方々を対象に、特許、
意匠、商標及び不正競争を中心とする知的財産全般につい
て、専門家である弁理士がテーマごとにわかりやすく解説する
市民講座を、静岡大学、静岡県立大学の協力のもと開催しま

10月12, 26日, 11
月9日, 12月7日

静岡県立大学 日本弁理士会東海支部 無料
http://www.jpaa-
tokai.jp/topics/detail
_243_0_2012.html

静岡県 静岡市 ① 第26回剣祭模擬授業
静岡県立大学薬学部、食品栄養科学部、経営情報学部、国際
関係学部、看護学部、環境科学研究所の教員による模擬授業
を行います。

10月27, 28日
静岡県立大学経営情報
学部棟講義室等

静岡県立大学剣祭実行委
員会

無料
http://www.u-
shizuoka-ken.ac.jp

静岡県 静岡市 ④
国際シンポジウム－ア
ジア４カ国における健
康教育－

亜洲大学（台湾）、大邱保健大学（韓国）、国立モンゴル健康科
学大学、高雄医学大学（台湾）、静岡県歯科医師会からのシン
ポジストによる講演や、静岡県立大学短大部の教員を座長に
総合討論を行います。

10月13日
静岡県立大学短大部講
堂

静岡県立大学短期大学部
国際交流委員会

無料
静岡県立大学短期大
学部総務室

先着100名に健康グッ
ズ進呈

静岡県 富士宮市 ①，③
第29回　　　　　　　　南
部公民館まつり

公民館で活動する他団体と共に、地域の人たちと連携し、地域
文化の振興に寄与。

10月20日・21日 富士宮市立南部公民館
南部公民館財団法人　野村
生涯教育センター　　静岡支
部

無料
www.nomuracenter.or
.jp

静岡県 下田市 ④ 一般公開
下田臨海実験センター研究施設、研究講演会を無料でご覧い
ただけます。

11月10日
筑波大学下田臨海実験
センター

筑波大学下田臨海実験セン
ター

無料
http://www.shimoda.t
sukuba.ac.jp/

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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静岡県 賀茂郡 ①
樹芸研究所　第3回温
室特別公開日

職員が特用樹木や現在行われている研究などを紹介します。
また体験コーナーを計画しています。

10月17日

東京大学
大学院農学生命科学研
究科　附属演習林　樹
芸研究所

東京大学
大学院農学生命科学研究
科　附属演習林　樹芸研究
所

http://www.uf.a.u-
tokyo.ac.jp/jyugei/

静岡県 賀茂郡 ①
樹芸研究所　第4回温
室特別公開日

職員が特用樹木や現在行われている研究などを紹介します。
また体験コーナーを計画しています。（※第3回と同様の内容
です。）

10月20日

東京大学
大学院農学生命科学研
究科　附属演習林　樹
芸研究所

東京大学
大学院農学生命科学研究
科　附属演習林　樹芸研究
所

http://www.uf.a.u-
tokyo.ac.jp/jyugei/

静岡県 静岡市 ④
静大フェスタ「第２回
キャンパスフェスタ　in
静岡」

シンポジウムやおもしろ実験などを通して、大学の様々な活動
紹介を行います。

11月17, 18日
静岡大学静岡キャンパ
ス

静岡大学人文社会科学部、
教育学部、理学部、農学部
など

無料

静岡大学企画部広報
室
054-238-5179
http://www.shizuoka.
ac.jp/festa/

静岡県 浜松市 ①
公開講座「情報学アラ

カルト講座２０１２」
情報学部の研究と教育の特性を活かし、「情報学」に関する旬

のテーマ3つ開講
11月10日 情報学部２号館 情報学部地域連携推進室 無料

地域連携推進室
053-478-1579

静岡県 藤枝市 ②

2012年度静岡大学公
開講座「お米を食べよ
う！～イネの収穫・調
製教室～

イネを収穫し、その後脱穀、籾摺り、米選を行い、玄米にし、精
米後、炊飯を体験する。 10月20日

静岡大学農学部附属地
域フィールド科学教育研
究センター

静岡大学農学部附属地域
フィールド科学教育研究セ
ンター

http://www.lc.shizuo
ka.ac.jp/kouza00085.
html

静岡県 藤枝市 ②

2012年度静岡大学公
開講座「バイオテクノロ
ジー体験～茎頂培養を
してみよう～

園芸の分野で行われている組織培養法の紹介後、顕微鏡下
で植物の芽（生長点）を観察、切り出し、試験管内で培養する
生長点培養技術を実習します。

11月3日
静岡大学農学部附属地
域フィールド科学教育研
究センター

静岡大学農学部附属地域
フィールド科学教育研究セ
ンター

http://www.lc.shizuo
ka.ac.jp/kouza00085.
html

静岡県 静岡市 ①
静大キャンパス探訪～
静岡キャンパスの自然
～

静岡大学構内の自然・動植物・地質環境を、現地観察しながら
ご紹介します。

10月6, 13, 20, 27
日

静岡大学静岡キャンパ
ス

静岡大学キャンパスミュー
ジアム

無料

http://www.shizuoka.
ac.jp/c_museum/
研究協力課 研究支
援係  054-238-4264
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静岡県 静岡市 ①
写真でたどる旧制静岡
高等学校のあゆみ

旧制静岡高等学校からの静岡大学の歴史を、写真パネルを
中心にご紹介します。

11月12～22日
静岡大学キャンパス
ミュージアム実習室

静岡大学キャンパスミュー
ジアム

無料

http://www.shizuoka.
ac.jp/c_museum/
研究協力課 研究支
援係  054-238-4264

静岡県 沼津市 ①
2012年度静岡大学公
開講座

『食と健康を科学する』をテーマとする連続講座の第3回です。
「食物繊維の効能～免疫とアレルギー～」と題して本学研究者
の研究成果をお伝えします。

10月27日 沼津市民文化センター 国立大学法人静岡大学 無料

静岡大学イノベーショ
ン社会連携推進機構
（地域連携生涯学習
部門）054-238-4817

静岡県 浜松市 ①、④

シンポジウム
（地域連携を通じて静
岡地域の防災を考え
る）

昨年度に引き続き、「防災」をテーマにしたシンポジウムを開催
します。

11月3日 プレスタワー（浜松） 国立大学法人静岡大学 無料

静岡大学イノベーショ
ン社会連携推進機構
（地域連携生涯学習
部門）054-238-4817

静岡県 浜松市 ①
2012年度静岡大学・中
日新聞連携講座

昨年度に引き続き、中日新聞東海本社との共催で開催する連
続講座の第2回です。本学教員がテーマに関する専門分野の
研究成果をご紹介します。

11月10日
静岡大学浜松キャンパ
ス

国立大学法人静岡大学/中
日新聞東海本社

無料

静岡大学イノベーショ
ン社会連携推進機構
（地域連携生涯学習
部門）054-238-4817

静岡県
浜松市
静岡市

①
週末パテントセミナー
2012in静岡

特許、意匠、商標及び不正競争を中心とする知的財産全般に
ついて、専門家である弁理士がテーマごとにわかりやすく解説
する市民講座です。

浜松市：
10月5, 19日, 11月
2, 16日
静岡市：
10月12, 26日, 11
月9日, 12月7日

浜松市：
静岡大学浜松キャンパ
ス

静岡市：
静岡県立大学

日本弁理士会東海支部、東
海iNET（協力：静岡大学、静
岡県立大学）

無料
http://www.jpaa-
tokai.jp/topics/detail
_243_.html

静岡県 静岡市 ①
アントレプレナー講演
会

学生、中小・ベンチャー企業経営者・技術者、一般の方を対象
とした起業家精神（アントレプレナーシップ）の醸成を図る講演
会です。

11月1日
静岡大学静岡キャンパ
ス内大学会館ホール

国立大学法人静岡大学イノ
ベーション社会連携推進機
構（研究活用支援部門・地
域連携生涯学習部門）

無料

静岡大学イノベーショ
ン社会連携推進機構
（研究活用支援部門）
TEL053-478-1713
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静岡県 浜松市 ④
第1７回「静岡大学テク
ノフェスタイン浜松」

　先端研究の紹介とともに、研究施設を公開します。また、工
学分野の原理・現象を体験できる実験を行います。

11月10, 11日
静岡大学浜松キャンパ

ス

静岡大学工学部、情報学
部、電子工学研究所、創造
科学技術大学院

無料
http://www.eng.shizu
oka.ac.jp/festa/
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