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青森県
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

青森県 青森市 ② 公開授業期間
期間中の２～３校時の授業を公開とし、保護者及び学校関係
者への情報提供の場とします。

11月5～7日 浪岡高等学校 浪岡高等学校 無料 0172-62-4051

青森県 青森市 ② 芸能教室
青森商業高校生徒・保護者等関係者を対象に文化に触れ、情
操を高める。

11月1日 青森文化会館 青森県立青森商業高校 無料
http:/www.tosei-
e.asn.ed.jp/~ch/

青森県 青森市 ①
一般閲覧室における
テーマ展示

テーマに基づいた本の紹介と展示を行います。
10月26日～12月

26日
青森県立図書館一般閲
覧室

青森県立図書館 無料
http://www.plib.pref.a
omori.lg.jp/top/index.
html

休館日：11月22日．
28日～12月4日

青森県 青森市 ①
児童閲覧室における
テーマ展示

テーマに基づいた本の紹介と展示を行います。
10月26日～11月

27日
青森県立図書館児童閲
覧室

青森県立図書館 無料
http://www.plib.pref.a
omori.lg.jp/top/kodo
mo/index.html

休館日：11月22日

青森県 青森市 ① 科学おなはし会
小学生等を対象に、科学に関するおはなしや実験・工作、本の
紹介を行います。

10月27日
青森県立図書館児童閲
覧室

青森県立図書館 無料
http://www.plib.pref.a
omori.lg.jp/top/kodo
mo/index.html

青森県 青森市 ① おはなし会
児童等を対象に、絵本の読み聞かせやブックトークを行いま
す。

11月10日
青森県立図書館児童閲
覧室

青森県立図書館 無料
http://www.plib.pref.a
omori.lg.jp/top/kodo
mo/index.html

青森県 青森市 ①
企画展「加藤謙一と佐
藤紅緑」

　昭和のはじめ、弘前出身の大衆小説家・佐藤紅緑を、少年
小説の道に導いたのは、同郷で「少年倶楽部」編集長の加藤
謙一でした。子供たちに夢と希望を与えようと力を尽くした二人
の思いと業績を紹介します。

10月13日
～11月25日

青森県近代文学館
企画展示室

青森県近代文学館 無料
http://www.plib.pref.a
omori.lg.jp/top/muse
um/index.html

青森県 青森市 ① 日曜講座 一般を対象とする「少年倶楽部の時代」と題した講座です。 10月28日
青森県立図書館
研修室

青森県近代文学館 無料
http://www.plib.pref.a
omori.lg.jp/top/muse
um/index.html

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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青森県 青森市 ① 今月の作家コーナー 月替わりで青森県の文人の資料を紹介する展示です。
10月1日～11月27

日
青森県近代文学館常設
展示室

青森県近代文学館 無料
http://www.plib.pref.a
omori.lg.jp/top/muse
um/index.html

青森県 青森市 ① ギャラリートーク
青森県を代表する13人の作家について、解説員が作品の朗読
をまじえて紹介します。

10月21日, 11月4,
18日

青森県近代文学館常設
展示室

青森県近代文学館 無料
http://www.plib.pref.a
omori.lg.jp/top/muse
um/index.html

青森県 青森市 ③
東北文化の日推進事
業

常設展、企画展の観覧料を無料にします。 10月27, 28日 県立郷土館 県立郷土館 無料
http://www.pref.aom
ori.lg.jp/bunka/cultur
e/kyodokan.html

青森県 青森市 ③
企画展「成田彦栄コレ
クション」展

東京人類学会雑誌に掲載された、考古学史上貴重な出土品を
含む成田彦栄コレクションを展示します。

10月10日～11月7
日

県立郷土館 県立郷土館
http://www.pref.aom
ori.lg.jp/bunka/cultur
e/kyodokan.html

10月27日・28日のみ
観覧無料

青森県 青森市 ③
企画展「植物学者　郡
場寛」展

青森県出身の世界的な植物学者郡場寛の業績を寄贈資料に
基づき展示します。

11月16日～12月
16日

県立郷土館 県立郷土館
http://www.pref.aom
ori.lg.jp/bunka/cultur
e/kyodokan.html

青森県 青森市 ③
奈良美智：君や 僕に
ちょっと似ている

青森県出身の美術家・奈良美智の個展を開催します。
10月6日～1月14

日
青森県立美術館

奈良美智展青森実行委員
会

http://www.nara2012
-13.org/

青森県 青森市 ③
アレコホール定期演奏
会2012-2013 「主題と
変奏」

シャガールによるバレエ「アレコ」の舞台背景画3幕が展示され
ているアレコホールで開催される演奏会です。

11月10日 青森県立美術館
青森県立美術館パフォーミ
ングアーツ推進実行委員会

http://www.aomori-
museum.jp/ja/event/
35/

青森県 青森市 ① 青少年育成研究大会

地域における青少年育成活動の活性化を目的として研究大会
を開催
○ 講演　　講師 ： 横峯 吉文 氏
○ ワークショップ報告等
○ 対象　　育成関係者、一般県民

11月1日 県民福祉プラザ 青少年育成青森県民会議 無料
青少年・男女共同参
画課
017-734-9224

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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青森県 青森市 ③

青森・温故知新塾2012
（第３回　青森の民俗を
知る「『裂織』～仕事着
の観点から～」）

青森県有形民俗文化財に指定されいる『裂織（さきおり）』を仕
事着の観点から紹介し、青森の民俗を学ぶ講座を行います。

11月7日
青森市男女共同参画プ
ラザ「カダール」研修室

青森市 無料

http://www.city.city.a
omori.aomori.jp

青森市総務部総務課
市史編さん室℡017-
732-5271

青森市のホームペー
ジに行事の開催を掲
載予定

青森県 青森市 ① エコライフセミナー

地球温暖化の原因である家庭からの温室効果ガスを削減する
ための、環境にやさしいエコライフの提案をテーマとした講演
会で、今回は、エアコンや冷蔵庫などに使われているヒートポ
ンプについての講演となっております。

11月15日
青森市荒川市民セン
ター会議室

青森市 無料
http://www.eco-
aomori.jp/shicenter.h
tml

青森市地球温暖化防
止活動推進センター
TEL　721-2480

青森県 青森市 ③
第25回巨木を語ろう全
国フォーラムin青森

巨樹・巨木林を通じた、人間と自然との関わりの諸相に関する
調査研究、巨樹・巨木林に関する全国研究者、団体等の相互
の情報交換、及び研究会の主催自然環境保全のための普及
啓発を目的とし、フォーラムが開催されます。
基調講演
テーマ：「縄文の森」
講　師：国立民族学博物館名誉教授　小山修三氏など

10月12日
午後1～5時

青森市民ホール
第25回巨木を語ろう全国
フォーラムin青森実行委員
会

無料
事務局電話：017-
737-5860

青森県 青森市 ①
うとう家庭教育学級
（ファミリー講座うとう
塾）

発達に心配のあるお子さん（発達のかたよりや遅れ、知的障
害に心配のある、おおむね４才～中学生）の保護者や関心の
あるかたのための学習会を開催します。

テーマ：「発達障害児と家庭教育～家族ができることって？～」
講　師：弘前大学　准教授　増田貴人

11月6日
青森市中央市民セン
ター

青森市家庭教育サポーター
連絡会

無料

電話：017-774-6534
Eメール：aomorisi-
saposen@
silver.ocn.ne.jp

青森県 青森市 ①
子育て講座
（ファミリー講座きらきら
塾）

小中学生の保護者や、子育てに関心のあるかたのための家
庭教育に関する学習会を開催します。

テーマ：「家庭教育を考える」
講　師：弘前大学　准教授　増田貴人

11月9日 青森市浪岡中央公民館
青森市家庭教育サポーター
連絡会

無料

電話：017－774－
6534
Eメール：aomorisi-
saposen@
silver.ocn.ne.jp

青森県 青森市 ③
第４８回青森市民文化
祭

市民による創造的な芸術文化活動の成果の発表及び、鑑賞
の機会を提供することにより、芸術文化の創造と発展を図りま
す。

9月8日～11月25
日

リンクステーションホー
ル青森（青森市文化会
館）青森市民ホール、青
森市民美術展示館

青森市民文化祭実行委員
会

無料

青森市文化団体協議
会
電話：017-735-8385
（10：00～15：00）

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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青森県 青森市 ③

ストリート・ミニ・ミュー
ジアム　　　　　　昔の
青森―絵はがきと地図
の写真パネル展示－

青森市所蔵の貴重な昔の青森を撮影した絵はがきを写真パネ
ルにしたものと地図を展示します。

11月2～8日
青森市民ホール1階ギャ
ラリー

青森市教育委員会事務局 無料
Eメール：
bunkazai@city.aomori.
aomori.jp

青森県 青森市 ①
古川市民センターまつ
り

生涯学習を行うセンター利用者等が学習成果を発表すること
により、自己実現の達成と生涯学習活動に対する意欲・関心を
高める。
当日は軽食コーナーを設け、作品展示や芸能発表など、さま
ざまな部門での催しがあります。

10月6, 7日
青森市古川市民セン
ター

青森市古川市民センター 無料 電話：017-776-8082

青森県 青森市 ①
西部市民センターまつ
り

生涯学習を行うセンター利用者等が学習成果を発表すること
により、自己実現の達成と生涯学習活動に対する意欲・関心を
高める。
当日は軽食コーナーを設け、作品展示や芸能発表など、さま
ざまな部門での催しがあります。

10月13, 14日
青森市西部市民セン
ター

青森市西部市民センター 無料 電話：017-788-2491

青森県 青森市 ①
油川市民センターまつ
り

生涯学習を行うセンター利用者等が学習成果を発表すること
により、自己実現の達成と生涯学習活動に対する意欲・関心を
高める。
当日は軽食コーナーを設け、作品展示や芸能発表など、さま
ざまな部門での催しがあります。

10月13, 14日
青森市油川市民セン
ター

青森市油川市民センター 無料 電話：017-788-1201

青森県 青森市 ①
東部市民センターまつ
り

生涯学習を行うセンター利用者等が学習成果を発表すること
により、自己実現の達成と生涯学習活動に対する意欲・関心を
高める。
当日は軽食コーナーを設け、作品展示や芸能発表など、さま
ざまな部門での催しがあります。

10月27, 28日
青森市東部市民セン
ター

青森市東部市民センター 無料 電話：017-736-6255

青森県 青森市 ①
大野市民センターまつ
り

生涯学習を行うセンター利用者等が学習成果を発表すること
により、自己実現の達成と生涯学習活動に対する意欲・関心を
高める。
当日は軽食コーナーを設け、作品展示や芸能発表など、さま
ざまな部門での催しがあります。

10月27, 28日
青森市大野市民セン
ター

青森市大野市民センター 無料 電話：017-739-6228

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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青森県 青森市 ①
横内市民センターまつ
り

生涯学習を行うセンター利用者等が学習成果を発表すること
により、自己実現の達成と生涯学習活動に対する意欲・関心を
高める。
当日は軽食コーナーを設け、作品展示や芸能発表など、さま
ざまな部門での催しがあります。

10月27, 28日
青森市横内市民セン
ター

青森市横内市民センター 無料 電話：017-738-8723

青森県 青森市 ①
沖館市民センターまつ
り

生涯学習を行うセンター利用者等が学習成果を発表すること
により、自己実現の達成と生涯学習活動に対する意欲・関心を
高める。
当日は軽食コーナーを設け、作品展示や芸能発表など、さま
ざまな部門での催しがあります。

11月3, 4日
青森市沖館市民セン
ター

青森市沖館市民センター 無料 電話：017-761-4161

青森県 青森市 ①
荒川市民センターまつ
り

生涯学習を行うセンター利用者等が学習成果を発表すること
により、自己実現の達成と生涯学習活動に対する意欲・関心を
高める。
当日は軽食コーナーを設け、作品展示や芸能発表など、さま
ざまな部門での催しがあります。

11月3, 4日
青森市荒川市民セン
ター

青森市荒川市民センター 無料 電話：017-739-2343

青森県 青森市 ①
戸山市民センターまつ
り

生涯学習を行うセンター利用者等が学習成果を発表すること
により、自己実現の達成と生涯学習活動に対する意欲・関心を
高める。
当日は軽食コーナーを設け、作品展示や芸能発表など、さま
ざまな部門での催しがあります。

11月3, 4日
青森市戸山市民セン
ター

青森市戸山市民センター 無料 電話：017-743-0720

青森県 青森市 ①
北部市民センターまつ
り

生涯学習を行うセンター利用者等が学習成果を発表すること
により、自己実現の達成と生涯学習活動に対する意欲・関心を
高める。
当日は軽食コーナーを設け、作品展示や芸能発表など、さま
ざまな部門での催しがあります。

11月4日
青森市北部市民セン
ター

青森市北部市民センター 無料 電話：017-754-2244

青森県 青森市 ①
中央市民センターまつ
り

生涯学習を行うセンター利用者等が学習成果を発表すること
により、自己実現の達成と生涯学習活動に対する意欲・関心を
高める。
当日は軽食コーナーを設け、作品展示や芸能発表など、さま
ざまな部門での催しがあります。

11月23日
青森市中央市民セン
ター

青森市中央市民センター 無料 電話：017-734-0163

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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青森県 青森市 ①
秋の読書週間特別展
示

テーマに基づいた本の紹介と展示・貸出を行います。
10月11日～11月

30日
青森市民図書館 青森市民図書館 無料

http://www.library.cit
y.aomori.aomori.jp/

青森県 青森市 ① おはなし会
0～3歳及び3歳以上を対象に本の読み聞かせやブックトークを
行います。

毎週金・土 青森市民図書館 青森市民図書館 無料
http://www.library.cit
y.aomori.aomori.jp/

青森県 青森市 ③
中世の館アフタヌーン・
コンサート

出演者と観客が同じ目線で一体となり、気軽に音楽を楽しむコ
ンサートです。出演者と観客の距離が近づき、出演者による
トークや出演者を囲んでのコーヒーブレイクタイム等を行いま
す。
講演：青森吹奏楽団による演奏会
時間：午後2時～

10月27日 青森市中世の館ホール 青森市中世の館
電話：0172－62－
1020
FAX:0172-62-1021

青森県 青森市 ③ 浪岡公民館まつり

浪岡地区の文化団体及び各種団体が文化振興と地域活性化
を目的とし、地域住民の優れた作品や公演を紹介・発表するこ
とで、芸術の創造と進展に寄与し、あわせて芸術鑑賞の機運
を醸成し、文化の向上を図ることを目的とします。

11月17～25日
青森市浪岡中央公民
館、
青森市中世の館

浪岡公民館まつり実行委員
会

電話：0172－62－
9041
FAX:0172-62-9044

青森県 青森市 ①
青森公立大学公開講
座

「新時代の起業力を養う-社会の起業家・企業の企業家育成を
めざして-」のテーマにより公開講座を開催します。

10月30日, 11月6,
13, 20日

アウガ5階（男女共同参
画プラザ研修室）

青森公立大学 無料
http://www.nebuta.a
c.jp/chiken/index.htm
l

青森県 青森市 ①
青森公立大学公開講
座

「青森の未来をデザインする-本州 北端の地「青森」からの
発信-」のテーマにより公開講座を開催します。

10月16, 23日
アウガ5階（男女共同参
画プラザ研修室）

青森公立大学 無料
http://www.nebuta.a
c.jp/chiken/index.htm
l

青森県 青森市 ①
青森公立大学公開講
座

「人間の探求Ⅱ-心理学と仏教から-」のテーマにより公開講座
を開催します。

10月25日
アウガ5階（男女共同参
画プラザ研修室）

青森公立大学 無料
http://www.nebuta.a
c.jp/chiken/index.htm
l
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青森県 青森市 ①
青森公立大学公開講
座

「2012年度大学院公開セミナ―　-組織は、今。そして、組織論
は…。-」のテーマにより公開講座を開催します。

10月18日, 11月1,
12日

アウガ5階（男女共同参
画プラザ研修室）

青森公立大学 無料
http://www.nebuta.a
c.jp/chiken/index.htm
l

青森県 青森市 ①
青森公立大学公開講
座

「青森公立大学外国語会話講座」を開催し、観光英語、ビジネ
スビジネスイングリッシュコースを開講します。

11月10, 17日 青森公立大学 青森公立大学 無料
http://www.nebuta.a
c.jp/chiken/index.htm
l

青森県
青森市、
八戸市、
弘前市

①，③ あおもり食育検定
本県の農林水産物や食文化等の理解を深めるため、これらの
知識を問う食育検定と講演会を実施する。

11月18日
青森中央短期大学、八
戸市福祉公民館、東北
女子大学

県 無料

http://www.pref.aom
ori.lg.jp/life/shoku/H
24syokuikukentei.htm
l

青森県 青森市 ③ 大学祭
学生が主体となり、出店、音楽演奏会、各学科展示他様々な
イベントを開催します。

10月6, ７日 青森県立保健大学 大学祭実行委員会 無料
青森県立保健大学教

務学生課
017-765-2007

青森県 おいらせ町 ③ 2012彩才祭 文化系サークルの活動内容を展示 11月3, 4日 イオンモール下田 八戸工業大学 無料 http://www.hi-tech.ac.jp/

青森県
おいらせ

町
①②③

生涯学習フェスティバ
ル

生涯学習に取り組む町民の日頃の活動成果の発表と交流 10月27, 28日 町民交流センター
生涯学習フェスティバル実
行委員会

無料
町教育委員会生涯学
習課

青森県
おいらせ

町
③ 北公民館文化祭 公民館利用団体による活動成果発表の場 11月3, 4日 北公民館

北公民館文化祭実行委員
会

無料
町教育委員会生涯学
習課

青森県 大鰐町 ③
大鰐町文化祭
美術展

中央公民館にて、保育園、小・中学校、文化サークル団体の
作品展示、鑑賞の場として開催しています。

11月1
～4日

大鰐町中央公民館
教育委員会
学務生涯学習課

無料 0172-48-3201

青森県 大鰐町 ② 学習発表会

学習発表会は、子ども達に表現する楽しさや交流の楽しさを味
わわせ、夢や希望を育む学校行事として毎年開催されていま
す。保護者や地域の住民をお招きし、子ども達の歌や合奏、劇
などを発表する機会としています。

11月3日
大鰐町立蔵館小学校体
育館

大鰐町立蔵館小学校 無料 0172-48-2955
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青森県 大鰐町 ②、③
大鰐町小・中学校作品
展

大鰐町内小・中学校全児童生徒の作品を一同に展示して鑑賞
することで、他の作品を味わったり、自分の制作意欲を掻き立
てたりする機会としています。

11月1～4日 大鰐町中央公民館
大鰐町教育研究会
大鰐町教育委員会

無料
0172-48-2413(教育
研究会）

青森県 大間町 ①
絆でつながる家庭教育
支援セミナー（下北地
区）

絆でつながる家庭教育支援セミナーにおいて、講座の企画・運
営を学んだ受講生による一般の方を対象としたプログラム実
践。

10月～11月
大間町北通り総合文化
センター「ウイング」
(予定)

青森県総合社会教育セン
ター

無料

青森県総合社会教育
センター教育活動支
援課　　　　017-739-
1270

青森県 大間町 ①
講演会「健康と運動に
ついて理解を深めよう」

この地域で多い、脳梗塞やクモ膜下出血といった脳血管疾患
について、病理とリハビリテーションについて理解を深めます。

9月5日, 10月19日
北通り総合文化センター
「ウイング」

弘前大学生涯学習教育研
究センター，大間町教育委
員会

無料
http://culture.cc.hiro
saki-
u.ac.jp/sgcenter/

青森県 黒石市 ① 講演会
保護者対象に過保護・過干渉等、子育てに関する講演を行い
ます。

11月11日 黒石市立黒石小学校
黒石市教育委員会社会教
育課

無料
kurosho1@infoaomori.
ne.jp

青森県 黒石市 ③
第39回黒石市民文化
祭

文化関係団体が相互に連携して市民文化祭を開催し、日頃の
研鑽の成果を発表・展示することで、市民に広く鑑賞の機会を
提供し、市の文化振興を図ります。

10月20, 21, 27, 28
日, 11月3, 4日

黒石市中央スポーツ
館、スポカルイン黒石
他

黒石市文化協会 無料
黒石文化協会
事務局長　棟方
電話：0172-53-3240

催事内容
・生け花展
・書道、絵画等展示
発表
・市民茶会
・舞台発表　等

青森県
五所川原

市
③ ふるさとまつり 市浦地区の芸術文化団体による芸能発表・作品発表会 10月28日

市浦コミュニティーセン
ター

ふるさとまつり実行委員会 無料
0173-35-2111
内線4029

青森県
五所川原

市
③

五所川原市民総合文
化祭

五所川原地区の芸術文化団体による芸能発表・作品発表会 11月2～4日 五所川原市中央公民館 五所川原市文化振興会議 無料 0173-35-6057

青森県
五所川原

市
③ 金木文化まつり 金木地区の芸術文化団体による芸能発表・作品発表会 11月3, 4日 金木中央公民館 金木文化団体協議会 無料 0173-53-3581

青森県
五所川原

市
③ 公民館まつり

五所川原市中央公民館で行われている「みんなの教室」の参
加者と各種サークルの発表会

11月16, 17日 五所川原市中央公民館 五所川原市中央公民館 無料 0173-35-6056
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青森県 五所川原市 ③ 農場祭
金木農場及び藤崎農場において生産した牛肉・リンゴ・野菜等
を一般市民の方々に販売しております。

11月10日頃
弘前大学農学生命科学
部附属生物共生教育研
究センター金木農場

弘前大学 無料

http://nature.cc.hiros
aki-
u.ac.jp/kyousei/index
.html

金木農場
0173-53-2029

青森県 五戸町 ③
五戸町産業と文化まつ
り

○産業部門（五戸ドーム）
・消防展
・農産物品評会
・地元農産物の即売会
・町内商店による出店
・福祉施設による福祉用具の展示等
○文化部門（五戸町立公民館）
・町内小中学校音楽会
・芸能発表会
・絵画、習字等作品展
・菊花展（※五戸ドームで開催）

11月2～４日
・五戸ドーム
・五戸町立公民館

五戸町産業と文化まつり実
行委員会

無料
0178-62-2111(内線

233)

青森県 佐井村 ③
第２０回佐井村郷土芸
能発表大会

村内各地の郷土芸能を披露する 11月4日 佐井村津軽海峡文化館 佐井村 無料 0175-38-4506
第２０回を記念して東
通村目名神楽会を招
聘する

青森県 三戸町 ② 進路講演会
”志ガイダンス”事業として、八戸市内のIT企業の方から、進路
講演をしていただく

10月25日 三戸高校 三戸高校 無料 0179-22-2148

青森県 三戸町 ② 企業見学会 三戸高校１学年生徒が、八戸市内の企業見学を実施 11月5日 未定 三戸高校 無料 0179-22-2148

青森県 田子町 ② 小中高合同音楽祭
町内の小学校・中学校・高等学校の合唱・金管バンド等の発表
をする。

11月1日 ﾀﾌﾟｺﾋﾟｱﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎｰﾙ 田子町教育振興会 無料
 学校教育部会  事業
部  文化部  0179-
32-3249

青森県 田子町 ③
神楽養成講座成果発
表会

青森県無形民俗文化財に指定されている当町の田子神楽を
通じて、文化財の保護及び伝統芸能の保存・伝承と後生に伝
えることを学ぶ機会として５月から開催している神楽講座の成
果を田子町文化祭の前夜祭で披露するものである。

11月2日 田子町中央公民館
田子町教育委員会 ･田子神
楽保存会

無料
教育委員会 教育課
社会教育グループ
0179-20-7070

青森県 田子町 ③ 田子町文化祭

・町民ﾉ生涯教育と地域活動の高揚ｦ図ることを目的都市､各団
体が自主参加ｦ基調とした文化祭を目指す｡
・町民の優れた作品の展示のほかに、体験部門、自主開催行
事等の総合的な文化祭とする。

11月3～       5日
田子町中央公民館･農
業者ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ・民
俗資料館

田子町 無料
教育委員会 教育課
社会教育グループ
0179-20-7070
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青森県 つがる市 ③
平成２４年度青森県中
学校総合文化祭西つ
がる・北五大会

中学生の創造活動の向上と充実を図り、文化芸術活動の健全
な振興・発展を援助することを目的とし、県内中学校の文化活
動のばとして開催する。
①作品展示…美術、書写、技術・家庭、科学、生徒会、他
②舞台発表…合唱、吹奏楽、演劇、英語弁論、防犯弁論、郷
土芸能、他

11月9, 10日 つがる市立木造中学校
青森県中学校文化連盟
青森県教育委員会

無料

青森県 つがる市 ①
公開講座「地域の歴
史・民俗を学び、未来
の地域づくりを考える」

つがる市・津軽地域には、亀ヶ岡遺跡をはじめ豊かな歴史的
文化遺産があります。また、伝統的な固有の民俗が少しずつ
変容・消失しながらも、継承され残っています。これを学ぶとと
もに、現在の経済状況を把握した上で、住民主体の地域づくり
の方向性を考えていきましょう。

10月6, 13, 20, 27
日

つがる市生涯学習交流
センター「松の館」

弘前大学生涯学習教育研
究センター，つがる市教育
委員会

http://culture.cc.hiro
saki-
u.ac.jp/sgcenter/

青森県 つがる市 ② 学習発表会
各教科や総合的な学習の時間で学習したことを、学年ごとに
発表します。

10月20日 育成小学校体育館 育成小学校 無料 0173-42-2529

青森県 十和田市 ③ 第43回市民文化祭 市民の文化・芸術を舞台・展示部門に分けて発表します。 11月1～4日
十和田市民文化セン
ター

十和田市 無料
十和田市教育委員会
生涯学習課
0176-72-2313

青森県 十和田市 ③ 十和田市民大学講座 「映画と我が人生」講師：映画監督・俳優　奥田瑛二 11月9日
十和田市民文化セン
ター

十和田市 無料
十和田市中央公民館
0176-23-5277

青森県 十和田市 ① 寺子屋稲生塾
学びや体験を通して、子ども達に道徳心・規範意識や郷土愛
を育み、次代を担う人づくりを目指します。

11月10日 十和田市中央公民館 十和田市 無料
十和田市教育委員会
生涯学習課
0176-72-2313

青森県 十和田市 ③
十和田市こども劇団公
演

演目「スーホの白い馬」 11月11日
十和田市民文化セン
ター

十和田市
十和田市教育委員会
生涯学習課
0176-72-2313

青森県 十和田市 ③ 十和田市民合唱祭
市民に合唱の鑑賞機会を提供するとともに、合唱団員相互の
交流を図ります。

11月25日
十和田市民文化セン
ター

十和田市 無料
十和田市教育委員会
生涯学習課
0176-72-2313

青森県 中泊町 ③ 町民文化祭
公民館教室・保育所・学校等の学習成果を発表・展示し、文化
や伝統芸能と触れ合う機会を提供する。

11月1～3日 中泊町体育センター 中泊町中央公民館 無料
中泊町中央公民館☎
0173-57-2341
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青森県 中泊町 ④ 中泊偉人伝人物語展
奥津軽の風土が生み出した、歴史上の人物や著名人をとりあ
げ、その時代背景や事績、文物について紹介する。

10月13日～12月
16日

中泊町博物館 中泊町博物館
中泊町博物館☎
0173-69-1111（内線
35番）

秋の企画展として開
催

青森県 七戸町 ② 第３３回営大祭
学生プロジェクト研究展示紹介、文化部等活動展示、農作業
体験ツアー、農産物販売等

10月27, 28日 青森県営農大学校 営大祭実行委員会
http://www.applenet.j
p/~einou/

青森県 野辺地町 ③ 野辺地町文化祭
野辺地中央公民館にて実施している「みんなの教室」受講生
による、作品展示・発表を実施する。

11月2～4日 野辺地町中央公民館
野辺地町文化祭実行委員
会

無料 0175-64-3054

青森県 野辺地町 ③ 無料観覧日 歴史民俗資料館を無料にて観覧できるよう実施する。 11月3日
野辺地町歴史民俗資料
館

歴史民俗資料館 無料 0175-64-9494

青森県 八戸市 ③
八戸南部氏庭園秋の
開園

藩政時代の庭園文化を今に伝える八戸南部氏庭園を開放しま
す。

10月26～29日 八戸南部氏庭園 八戸市 無料

八戸市まちづくり文化
観光部まちづくり文化
推進室
TEL/0178-43-9156
（直通）
FAX/0178-41-2302

青森県 八戸市 ③
八戸南部氏庭園秋の
俳句大会

八戸南部氏庭園秋の開園にあわせ、俳句大会を実施します。
募集句題：南部氏庭園や庭園周辺を詠んだ当季雑詠（※新作
で未発表のもの）

10月26日～11月5
日

八戸南部氏庭園 八戸市 無料

八戸市まちづくり文化
観光部まちづくり文化
推進室
TEL/0178-43-9156
（直通）
FAX／0178-41-2302

投句方法：開園期間
中は園内の俳句ポス
トへ。閉園後は、まち
づくり文化推進室へ

青森県 八戸市 ③

南郷アートプロジェクト
2012　　　　　　　　　　箪
笥の洋服×ダンス
「洋服ダンスコレクショ
ン」

南郷のおうちの箪笥に眠っている思い出の洋服を、若いダン
サーがまとってオドル、洋服箪笥から生まれるダンスのファッ
ションショーです。来場者や審査員で投票し、グランプリを決定
します。

10月21日 八戸市南郷文化ホール

八戸市、
株式会社アート＆コミュニ
ティ（八戸市南郷文化ホー
ル・八戸市公会堂・八戸市
公民館指定管理者）

無料

八戸市まちづくり文化
観光部まちづくり文化
推進室
TEL/0178-43-9156
（直通）
FAX/0178-41-2302

要整理券
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青森県 八戸市 ③
ディズニー・オン・クラ
シック　まほうの夜の音
楽会　2012

夢や希望、愛に満ちたディズニーの名曲の数々を、オーケスト
ラの演奏とNYブロードウェイで活躍するヴォーカリストの歌声
で飾るコンサート。

10月27日 八戸市公会堂
八戸市公会堂指定管理者
（株）アート＆コミュニティ

八戸市公会堂
TEL/0178-44-7171
FAX/0178-44-7176

青森県 八戸市 ③
2012ジュニアジャズコ
ンサート

中沢中学校ジャズバンド部をはじめ、各地で活躍しているジュ
ニアジャズバンドの演奏会。

11月3日 八戸市南郷文化ホール 八戸市 無料

八戸市南郷文化ホー
ル
TEL/0178-60-8080
FAX/0178-60-8081

青森県 八戸市 ③
小林研一郎指揮　東京
都交響楽団演奏会

国内外での多彩な活動が評価を受けている東京都交響楽団
の演奏会。指揮者に小林研一郎氏、ピアニストに小山実稚恵
氏を迎えて開催するもの。

11月13日 八戸市公会堂 八戸市
八戸市公会堂
TEL/0178-44-7171
FAX/0178-44-7176

青森県 八戸市 ③ 第33回新人演奏会
クラシック音楽を学ぶ若手演奏家が、楽器演奏・歌唱などを披
露する音楽会。舞台での演奏経験を積む機会を提供するも
の。

11月16日 八戸市公会堂 八戸市
八戸市公会堂
TEL/0178-44-7171
FAX/0178-44-7176

青森県 八戸市 ③

南郷アートプロジェクト
2012
ダンス公演「DANCE×
JAZZ」Vol.2

「ジャズ」に「コンテンポラリーダンス」を組み合わせ、「ジャズの
里、南郷」を新たな切り口で創造、発信を試みる公演の第2弾。

11月17, 18日 八戸市南郷文化ホール

八戸市、
株式会社アート＆コミュニ
ティ（八戸市南郷文化ホー
ル・八戸市公会堂・八戸市
公民館指定管理者）

八戸市まちづくり文化
観光部まちづくり文化
推進室
TEL/0178-43-9156
（直通）
FAX/0178-41-2302

青森県 八戸市 ① 八戸市民大学講座
市民の生涯学習の一環として、様々な分野で活躍する講師を
迎えて講座を開設します。

11月14日 八戸市公会堂
八戸市教育委員会　社会教
育課

無料

http://www.city.hachi
nohe.aomori.jp/index.
cfm/12,52060,42,218,
html

青森県 八戸市 ③
企画展「縄文のストー
ンサークル」

縄文時代の東北・北海道を中心に造られたストーンサークル
から出土する遺物等を展示します。

10月13日～11月
25日

八戸市埋蔵文化財セン
ター是川縄文館

八戸市埋蔵文化財センター
是川縄文館

http://www.korekawa
-jomon.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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青森県 八戸市 ③ 「文化の日」無料開放
多くの皆さんに郷土八戸の歴史・文化に親しんでいただくた
め、文化の日に無料開放します。

11月3日
八戸市埋蔵文化財セン
ター是川縄文館

八戸市埋蔵文化財センター
是川縄文館

無料
http://www.korekawa
-jomon.jp

青森県 八戸市 ③
冬季日曜日縄文体験
コーナー

火起こしや勾玉作りなど、縄文人の"ものづくり"が体験でき
る、いろいろなメニューを用意しています。

11月4日
八戸市埋蔵文化財セン
ター是川縄文館

八戸市埋蔵文化財センター
是川縄文館

http://www.korekawa
-jomon.jp

青森県 八戸市 ③ 秋の朗読会
郷土の作家である三浦哲郎氏の著作を朗読奉仕グループが
朗読します。

11月3日 八戸市立図書館 八戸市立図書館 無料
http://www.lib.hachin
ohe.aomori.jp/

青森県 八戸市 ③ ロングセラー絵本 長年愛され・読み継がれてきた絵本の展示を行います。
10月27日～11月

29日
八戸市図書情報セン
ター

八戸市図書情報センター 無料
http://www.lib.hachin
ohe.aomori.jp/

青森県 八戸市 ③ 秋の特別おはなし会
文化の日にちなんだ絵本やためになる絵本の読み聞かせと、
身近な材料を使ったおもちゃ作りを行います。

11月3日
八戸市立
南郷図書館

南郷図書館 無料
http://www.lib.hachin
ohe.aomori.jp/

青森県 八戸市 ③ 特別展「災害と八戸」
これまでにどのような災害が八戸で起こってきたのか、そして
いかにして立ち直ってきたのかを、様々な資料で振り返る。

10月13日～11月
25日

八戸市博物館 八戸市博物館
http://www.hachinoh
e.ed.jp/haku/

青森県 八戸市 ③
八戸市博物館　無料開
放

文化の日のため、博物館入館料を1日間（開館時間内）無料と
する。

11月3日 八戸市博物館 八戸市博物館 無料
http://www.hachinoh
e.ed.jp/haku/

青森県 八戸市 ③
史跡根城の広場　無料
開放

文化の日のため、史跡根城の広場入場料を2日間（開場時間
内）無料とする。

11月3日 史跡根城の広場 八戸市博物館 無料

http://www.hachinoh
e.ed.jp/haku/

(指定管理者)
http://www.hachinoh
e-
cb.jp/nejo/index.html

青森県 八戸市 ③ 災害体験を語る会
八戸で災害に遭われた方々より、当時の体験談を拝聴する。
（特別展「災害と八戸」の併催行事）

11月4日 八戸市博物館 八戸市博物館 無料
http://www.hachinoh
e.ed.jp/haku/

要申し込み
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青森県 八戸市 ①，③
館外講座「南郷文化財
巡り」

南郷区内に所在する文化財を紹介します 11月2日 南郷区内 南郷歴史民俗資料館 無料
nangorekishi@city.hac
honohe.aomori.jp

青森県 八戸市 ①④

公開講座
減災と震災復興
「八戸の復興とその未
来」

三部構成の講演会「災害復興における地域振興とジオパー
ク」、「三陸復興国立公園について(仮)」、「くらしと災害」

10月20日
八戸ポータルミュージア
ム はっち

八戸工業大学 無料 http://www.hi-tech.ac.jp/
募集人員80名
一般（高校生以上）

青森県 八戸市 ①④
公開講座
電気自動車・ハイブリッ
トカーについて学ぼう

電気自動車・ハイブリットカーについて体験的に学ぶ講座、エ
コカー減税についても講義

10月21日 八戸工業大学 八戸工業大学 http://www.hi-tech.ac.jp/

募集人員25組（1組2
名まで）
対象者一般(小学生
以上・小学生は保護
者同伴)

青森県 八戸市 ③ 工大一祭 文化祭 10月27, 28日 八戸工業大学第一高等学校
八戸工業大学第一高等学
校

無料 http://www.kodai1.ed.jp/

青森県 八戸市 ①④

公開講座
第５回青森土木フォー
ラム「災害とくらし」－雪
とくらしとまちづくり-
(仮)

講演会とパネルデスカッション
「今後の雪対策に求められるもの」と題する講演会と「災害とく
らし(雪とくらしとまちづくり)」をテーマにしたパネルデスカッショ
ン

11月10日
青森県総合社会教育セ
ンター

八戸工業大学 無料 http://www.hi-tech.ac.jp/
募集人員300名
対象者一般

青森県 八戸市 ①④

公開講座
第５回青森土木フォー
ラム「災害とくらし」－雪
とくらしとまちづくり-
(仮)

ポスター展
雪とくらしとまちづくりについてのポスター展示

11月10, 11日
青森市文化観光交流施
設
ねぶたの家ワ・ラッセ

八戸工業大学 無料 http://www.hi-tech.ac.jp/ 事前申込不要

青森県 平川市 ②③
平川市児童生徒作品
展

市内小・中学生の図画、習字、ポスター、
美術品、工作品などを展示

11月8〜11, 13日 平川市文化センター
平川市学校教育振興会「平
川市児童生徒作品展実行
委員会」

無料 0172-57-3010

青森県 平川市 ③
平川市民文化祭
2012　総合展示

市内の団体、個人の方の作品を展示

【第１部】
11月16〜18日

【第２部】
11月23〜25日

平川市文化センター
平川市民文化祭実行実行
委員会

無料 0172-44-1221

青森県 平川市 ③
平川市民文化祭
2012　文化講演会

特攻隊員の心に学ぶ
講師：鹿児島県南九州市・特攻平和会館職員

11月17日 平川市文化センター
平賀公民館、平川市文化協
会

無料 0172-44-1221

青森県 平川市 ③ 八戸自衛隊演奏会 八戸自衛隊による演奏会 11月23日 平川市文化センター 平賀地区自衛隊父兄会 無料 0172-55-2420
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青森県 平川市 ③
平川市民文化祭
2012　舞台発表

和太鼓演奏や歌や踊りの舞台発表 11月25日 平川市文化センター
平川市民文化祭実行委員
会

無料 0172-44-1221

青森県
弘前市
ほか

④
津軽の女性起業入門
講座

起業を目指す女性を対象とした講座を開催します。
10月20日,
11月10日

青森県武道館ほか 青森県中南地域県民局 無料 0172-32-2407

青森県 弘前市 ② 学校公開デー
平常授業内容を広く一般市民を対象に公開し、本校への理解
を深めていただくことが目的です。

11月7～8日 弘前東高等学校 弘前東高等学校 無料
www.hirosakihigashi-
th.ed.jp

公開時間 AM9:00～
12:50,PM13:25～
15:25

青森県 弘前市 ③ 無料観覧
重要文化財　弘前学院外人宣教師館を無料でご覧いただけま
す。

通年
弘前学院
外人宣教師館

学校法人
弘前学院

無料 0172-36-5224
日曜、祝日、月曜休

館日

青森県 弘前市 ③

特別展「発掘 知の遺
産　－成田彦栄氏旧蔵
資料からみた青森考古
学の黎明－」

2008年、本学に寄贈された成田彦栄氏考古資料をもとに日本
考古学の歴史を紐解きます。初公開資料も沢山あります。

10月26日～11月
25日

弘前大学人文学部附属
亀ヶ岡文化研究センター

弘前大学 無料

http://human.cc.hiros
aki-
u.ac.jp/kamijo/Kameg
aokasennta-top.html

青森県 弘前市 ③
就業力育成支援事業
中間報告会

地域企業の抱える経営課題を題材に問題解決型学習を実施
しています。これによって学生の企画提案力や社会人基礎力
を育成するとともに、地域における雇用機会の拡大を目指し、
実施しています。ここではその中間報告を発表します。

9月～10月に実施
予定

未定 弘前大学 無料
http://www.hirosaki-
u.ac.jp/gp/

青森県 弘前市 ①
弘前大学農学生命科
学部公開講座「生き物
たちの生き残るくふう」

「生き物たちの生き残るくふう」と題して，「ちょっと変わった子
孫繁栄のための作戦　」及び「小さなりんごが渋いわけ」につい
て公開講座を行います。

10月28日
弘前大学農学生命科学
部

弘前大学 無料
弘前大学農学生命科
学部地域連携推進室
0172-39-3758

青森県 弘前市 ①
プチ・ゼミナール「子ど

もの育ちを考える」

このゼミは、「地域」と「子どもの育ち」をキーワードに、関心の
ある人たちのテーマや課題にもとづいて、自由に意見を交わし
ながら学びあうゼミナールです。今日的な事象を的確に捉え、
大人や地域社会の役割について学びあい、話し合いながら一
緒に考えていきませんか。

7月11日, 8月8日,
9月12日, 10月10
日, 11月14日, 12

月12日

弘前大学生涯学習教育
研究センター多目的室

弘前大学生涯学習教育研
究センター

無料
http://culture.cc.hiro
saki-
u.ac.jp/sgcenter/

青森県 弘前市 ①

連続ゼミナール「子ども
が遊び育つ地域社会
について考える」－一
冊の本を手がかりにし
て－

児童館や放課後児童クラブ、放課後子ども教室、地域子ども
会など、地域にて子どもたちの健全育成に携わる方々を対象
に、「子ども」や「放課後」に関わることについて、 新の知見を
得ながら相互学習を行うことを目的としたゼミナールを開催し
ます。

10月17日, 11月21
日, 12月19日, 1月

16日,
2月20日

弘前大学生涯学習教育
研究センター多目的室

弘前大学生涯学習教育研
究センター

http://culture.cc.hiro
saki-
u.ac.jp/sgcenter/
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青森県 弘前市 ①

弘前大学総合文化祭
事業「集い，ともに歌お
う！―「団塊世代」の
「歌声」の足跡をたどる
―」

かつて、民衆の文化創造運動として繰り広げられた「歌声」運
動や職場での合唱サークルの活動、「歌声喫茶」の活動など
の足跡をたどるとともに、当時の歌を一緒に歌うことをとおし
て、「歌声」運動が社会的・歴史的に持っていた意義を考えるイ
ベントです。

10月28日
弘前大学生涯学習教育
研究センター多目的室

弘前大学生涯学習教育研
究センター

無料
http://culture.cc.hiro
saki-
u.ac.jp/sgcenter/

青森県 弘前市 ①
託児付育児支援連続
講座「子どもの育ちと
親の育ち」

未就学児の子どもを育児中の方々を対象に、育児や自分自身
の身の回りのことについて、 新の知見を得ながら相互学習
を行うことを目的に、託児付の育児支援講座を4回開催しま
す。

11月2, 9, 16, 30日
弘前大学創立６０周年
記念会館「コラボ弘大」８
階八甲田ホール

弘前大学生涯学習教育研
究センター

無料
http://culture.cc.hiro
saki-
u.ac.jp/sgcenter/

青森県 三沢市 ③ 第36回三沢市文化祭 市民の日頃の文化活動の成果を、広く一般に披露する。 11月2～4日 中央公民館
三沢市・三沢市文化協会・
教育委員会

無料
shougai@city.misawa.l
g.jp

青森県 三沢市 ① 三沢市音楽交歓会 市内の小・中学校が集まり、音楽の発表をする 11月7日 三沢市公会堂 三沢市教育振興会 無料 0176-53-5111（226）

青森県 三沢市 ② 三中祭（文化祭） 生徒の日常の学習成果発表 10月21日 第三中学校 第三中学校 無料 0176-59-3333

青森県 三沢市 ② 二中祭（文化祭） 生徒の日常の学習成果発表 10月14日 第二中学校 第二中学校 無料 0176-54-2702

青森県
三沢市ほ

か
③

第22回青森県民文化
祭

県民参加の総合的な芸術文化の祭典
9月1日～11月11

日
三沢市公会堂ほか

青森県民文化祭実行委員
会

http://www.pref.aom
ori.lg.jp/bunka/cultur
e/22bunkasai.html

青森県 三沢市 ①
公開講座「青森の現代
と生涯学習」

東北新幹線の新青森への延伸や東日本大震災など、北東北
は大きな出来事が続いています。そのような中、青森県とりわ
け上北地域における地域の重要課題について地域住民がど
のように向き合っていくのか、みんなで考えていく機会としま
す。

11月2, 9, 16, 30日 三沢市公会堂ほか
弘前大学生涯学習教育研
究センター，三沢市教育委
員会

http://culture.cc.hiro
saki-
u.ac.jp/sgcenter/

青森県 むつ市 ③
平成２４年度むつ市文
化賞・文化奨励賞受賞
者紹介展

平成２１年度から平成２３年度までの受賞者の作品及び活動
成果等を広く市民に公開します。

10月26～28日 むつ市中央公民館 むつ市教育委員会 無料

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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青森県 むつ市 ③
平成２４年度むつ市文
化賞・文化奨励賞受賞
者紹介展

平成２１年度から平成２３年度までの受賞者の作品及び活動
成果等を広く市民に公開します。

10月26日～28日 むつ市中央公民館 むつ市教育委員会 無料
http://www.city.muts
u.lg.jp/

青森県 むつ市 ③
第４３回　むつ市民文
化祭

文化団体協議会所属の団体の成果発表を通して、広く市民に
芸術鑑賞の機会を提供し、芸術文化の普及向上に努めます。

10月31日～11月4
日, 11月21～25日

下北文化会館 むつ市文化団体協議会 無料
0175-23-5640
（事務局：廣瀬）

青森県 むつ市 ③
第３４回川内公民館ま
つり

下北美術展の作品や、趣味教室や各種サークル等の作品発
表を通して、市民が芸術・文化へふれる機会を提供します。

10月27, 28日 川内公民館 川内公民館 無料
川内公民館
0175-42-3113

青森県 むつ市 ③ 脇野沢公民館まつり
芸術文化振興のため、児童・生徒・一般の作品を一同に展示
します。

11月3, 4日
脇野沢地域交流セン
ター

脇野沢公民館 無料
脇野沢公民館
0175-44-2110

青森県 むつ市 ① 野山の散策「紅葉」
大人を対象に下北自然の家周辺を散策しながら、紅葉時の樹
木や野鳥などを観察し自然に親しむ機会とします。

10月25日 下北自然の家 下北自然の家
下北自然の家
0175-34-6151

青森県 むつ市 ① 黒森山ハイキング②
大人を対象に紅葉時の黒森山ハイキングをとおして、下北自
然の家の活動プログラムを体験してもらいます。

10月27日 下北自然の家 下北自然の家
下北自然の家
0175-34-6151

青森県 むつ市 ① 親子でハイキング
親子を対象に紅葉時の下北自然の家周辺を散策し、自然に親
しむと共に親子の絆を深める機会とします。

11月4日 下北自然の家 下北自然の家
下北自然の家
0175-34-6151

青森県 むつ市 ① 冒険ハイキング
大人を対象に紅葉時の冒険ハイキングをとおして、下北自然
の家の活動プログラムを体験してもらいます。

11月10日 下北自然の家 下北自然の家
下北自然の家
0175-34-6151

青森県 むつ市 ① 手話講習会
 聴覚障害者への理解と手話の普及及び手話通訳者の養成を
目的に手話講習会を実施しています。

 「10月18, 25日」
「11月8, 15日」

 下北文化会館技術訓
練室

 むつろうあ協会 無料
むつろうあ協会
事務局
0175-22-9620
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青森県 むつ市 ④
第8回むつ海洋・環境
科学　シンポジウム

むつ市に所在する４研究機関の事業の研究発表報告及び特
別講演を開催します。

11月22日 むつグランドホテル

独立行政法人日本原子力
研究開発機構、財団法人日
本海洋科学振興財団、独立
行政法人海洋研究開発機
構、財団法人日本分析セン
ター、下北地域県民局、む
つ市

無料

独立行政法人日本原
子力開発機構青森研
究開発センターむつ
事務所
0175-45-1121

青森県 むつ市 ② 奥内小学校学芸会
全校児童による合唱等の舞台発表及び、図工・家庭科等の作
品の展示をします。

10月28日 奥内小学校体育館 奥内小学校 無料
奥内小学校
0175-26-2214

青森県 むつ市 ② 大平小学校学芸会 劇や音楽、遊戯などの学習成果を発表します。 10月27日
大平小学校
体育館

大平小学校 無料
大平小学校
0175-24-1291

青森県 むつ市 ②
大畑小学校
学習発表会

学習で習得した知識・技能を活かし、
劇や合唱・合奏等を舞台で発表します。

10月21日
大畑小学校
体育館

大畑小学校 無料
大畑小学校
0175-34-2237

青森県 むつ市 ②
二枚橋小学校
学芸まつり

合唱、体育等の表現活動及び地域
郷土芸能の発表を行います。

11月4日
二枚橋小学校
体育館

二枚橋小学校
二枚橋釣屋浜町内会

無料
二枚橋小学校
0175-34-2338

青森県 むつ市 ②
第二田名部小学校学
芸発表会

学習のまとめとしての表現活動を実施します。 10月28日
第二田名部小学校体育
館

第二田名部小学校 無料
第二田名部小学校
0175-22-1450

青森県 むつ市 ②
第三田名部小学校学
芸会

地域や保護者の方に歌や表現、劇を参観していただき、子供
たちの表現力の向上を目指します。

10月27日
第三田名部小学校体育
館

第三田名部小学校 無料
第三田名部小学校
0175-22-1067

青森県 むつ市 ② 大湊小学校学芸会 児童による音楽・劇等の発表会を開催します。 10月21日 大湊小学校体育館 大湊小学校 無料
大湊小学校
0175-24-1810

青森県 むつ市 ②
川内小学校学芸発表
会

日常の学習の成果をステージ発表や作品発表を通して表現し
ます。

11月18日 川内小学校 川内小学校 無料
川内小学校
0175-42-2241

青森県 むつ市 ② 大中祭
吹奏楽演奏、演劇、合唱コンクール等の
舞台発表及び各教科作品の展示をします。

10月20日 大湊中学校 大湊中学校 無料
大湊中学校
0175-24-2138
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青森県 むつ市 ②
脇野沢中学校
文化祭

合唱発表や劇、吹奏楽の演奏、教科展示、英語スピーチ発表
などを開催します。

10月21日 脇野沢中学校体育館
脇野沢中学
校

無料
脇野沢中学校
0175-44-2023

青森県 むつ市 ② 大平中文化祭
日頃の教科指導等の教育活動の成果の
発表をします。

10月21日 大平中学校 大平中学校 無料
大平中学校
0175-24-1714

青森県 むつ市 ②
大平中吹奏楽部
定期演奏会

本校体育館を会場として、第31回目となる定期演奏会を実施
します。

10月28日 大平中学校
大平中
吹奏楽部

無料
大平中学校
0175-24-1714

青森県 むつ市 ①
絆でつながる家庭教育
支援セミナー（下北地
区）

絆でつながる家庭教育支援セミナーにおいて、講座の企画・運
営を学んだ受講生による一般の方を対象としたプログラム実
践。

10月～11月
むつ市大畑公民館
(予定）

青森県総合社会教育セン
ター

無料

青森県総合社会教育
センター教育活動支
援課　　　　017-739-
1270

青森県 青森市 ①
JPIC読みきかせサ
ポーター講習会

読書ボランティアを対象とした読みきかせ講習会です。初心者
から経験者を対象とします。

10月20日 アスパム
一般財団法人出版文化産
業振興財団

http://www.jpic.or.jp/
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