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長野県 長野市 ③ 企画展「里山の暮らし」
「西山地区」と呼ばれる長野市の西部の自然豊かな地域にス
ポットをあて、里山地域における生活を通して育まれてきた歴
史や文化を紹介します。

10月6日～11月25
日

長野市立博物館
特別展示室

長野市立博物館

長野市立博物館
026－284-9011
http://www.city.naga
no.nagano.jp/museum
/index.html

長野県 長野市 ③ 企画展「学校資料展」
前期は今年度で閉校になる創立137年の長野市後町小学校の
資料を展示します。

前期：
10月6日～11月25

日

長野市立博物館
特別展示室

長野市立博物館

長野市立博物館
026－284-9011
http://www.city.naga
no.nagano.jp/museum
/index.html

長野県 長野市 ③ 企画展記念講演会 演題「里山の暮らし」講師：信州大学講師　中堀謙二氏 11月11日14時～ 長野市立博物館会議室 長野市立博物館

長野市立博物館
026－284-9011
http://www.city.naga
no.nagano.jp/museum
/index.html

長野県 長野市 ① 杏の里文化講演会
経済学博士　小松憲治氏の講演会
演題「世界経済と日本経済のゆくえ」

10月27日 長野市立安茂里公民館 長野市立安茂里公民館 無料 026-226-4059

長野県 長野市 ①
第39回鬼無里文化芸
術祭

公民館講座などで作成した作品の展示、舞踊、楽器演奏、合
唱などの舞台発表を行います。

11月2, 3日
鬼無里公民館
鬼無里老人福祉セン
ター

長野市立鬼無里公民館 無料 026-256-2055

長野県 長野市 ③
第２９回ふるさと文化芸
能祭

・古牧小学校体育館では、公民館利用サークル、地区内小・中
学校、お神楽、各地域公民館代表のステージ発表が行われま
す。
・古牧公民館学習室では、成人学校受講生の作品発表、集会
室では、地区内皆さんの書、手芸、絵画、写真、生花など、１０
０作品を展示します。

11月3日
・古牧小学校体育館
・古牧公民館

・古牧地区住民自治協議会
教養文化部会
・長野市立古牧公民館

無料
 E-mail：komaki-
ph@city.nagano.lg.jp
026-243-3524

長野県 長野市 ①
つるし雛をつくろう　第
２弾

和布を使って季節のつるし雛を作ります。 10月中 篠ノ井公民館 長野市立篠ノ井公民館 026-292-2121

長野県 長野市 ① ロビーコンサート 地元のアーチストによる演奏会を行います。 11月25日 篠ノ井公民館 長野市立篠ノ井公民館 無料 026-292-2121

長野県 長野市 ① 手作り室内ばき 不用布を使って室内ばきを作ります。 11月末 篠ノ井公民館 長野市立篠ノ井公民館 026-292-2121

長野県 長野市 ① 善光寺地震　第１弾 歴史的大災害から地域力について学びます。 10月16日 篠ノ井公民館 長野市立篠ノ井公民館 無料 026-292-2121

長野県 長野市 ① 篠ノ井厚生連病院講話 現代病・医学の進歩について学びます。 11月中 篠ノ井公民館 長野市立篠ノ井公民館 無料 026-292-2121

長野県 長野市 ①
ノルディックウォーキン
グ

ポールを使って館外でウォーキングをします。 10月10, 17日 茶臼山恐竜公園 長野市立篠ノ井公民館 026-292-2121

長野県 長野市 ① 地粉で打つうどん 地元の粉を使って手打ちうどんを作ります。 11月中 篠ノ井公民館 長野市立篠ノ井公民館 026-292-2121

長野県 長野市 ①
ルナ・フローラ花クラフ
ト

樹脂粘土を使って小物を作ります。 11月15, 22日 篠ノ井公民館 長野市立篠ノ井公民館 026-292-2121

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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長野県 長野市 ① 手編み 毛糸を使って小物を編みます。 11月末 篠ノ井公民館 長野市立篠ノ井公民館 無料 026-292-2121

長野県 長野市 ①
のびのび子育て講座
(第３回)

乳幼児と親を対象とし、地域の中で仲間づくりをし、より良い育
児ができるような学習の場として開講します。

10月16日 若穂公民館 長野市立若穂公民館 無料 026-282-2082

長野県 長野市 ① 人生教室(第５・６回)
高齢者が潤いのある生活を創造し明日への活力とするための
学習の場として開講します。

10月20日, 11月14
日

若穂公民館 長野市立若穂公民館 026-282-2082

長野県 長野市 ① 初級パソコン教室
初心者を対象に、ＩＴ技能の向上・普及を図る場として開講しま
す。

10月22～25日, 11
月 5～8日

若穂公民館 長野市立若穂公民館 026-282-2082

長野県 長野市 ③ 若穂文化祭
芸術の祭典であり、サークル活動の発表の場として、広く一般
住民を対象に、日頃の活動の中で作製された芸術作品等を発
表する機会を提供します。

11月1～3日 若穂公民館 長野市立若穂公民館 無料 026-282-2082

長野県 長野市 ①
ノルディックウォーキン
グ講座

手軽に快適にフィットネス効果を得られる運動を体験しなが
ら、地元を巡り、心を癒しリフレッシュする講座として開講しま
す。

11月3日 若穂公民館 長野市立若穂公民館 026-282-2082

長野県 長野市 ①
癒しのテーブルガーデ
ニング講座(秋冬編第１
回)

植物や土に触れることにより、心を癒しながら環境問題を考え
る講座として開講します。

11月13日 若穂公民館 長野市立若穂公民館 026-282-2082

長野県 長野市 ①
消しゴムはんこ。で年
賀状講座

消しゴムを使ってのはんこ作りを通じ、物作りへの関心を持
ち、年賀状を作ることで、手作りの良さや楽しさを感じてもらう
講座として開講します。

11月20, 27日 若穂公民館 長野市立若穂公民館 026-282-2082

長野県 長野市 ① トイーゴセミナー
市民を対象に、選定したテーマに関連した専門講師を招いた
講座を開催するもの。計８回程度の講座を行います。

10月下旬から11
月中。週１回。

長野市生涯学習セン
ター

長野市生涯学習センター 026-233-8080

長野県 長野市 ③ ゆうわ祭

浅川地区住民自治協議会主催の市民文化祭を行います。
公民館で活動するグループ・サークル等の発表や作品展示、
各地区の催しもの等があり、多くの住民が集う住民相互の親
睦と世代を越えた交流を深めるためのものです。

11月4日 長野市立浅川公民館
浅川地区住民自治協議会
（浅川地区公民館連合会）、
共催：長野市立浅川公民館

無料 026-263-1001

長野県 長野市 ③ 国際交流講演
元ホンジュラス・ウルグアイ大使の竹元正美さん（長野市浅川
清水出身）を講師に迎え、国際交流についての講演会を開催
します。

11月16日 長野市立浅川公民館
長野市立浅川公民館、
浅川地区住民自治協議会
（人権啓発委員会）

無料 026-263-1001

長野県 長野市 ③ 巴の錦　菊花展 大豆島原産の菊「巴の錦」の展覧会を行います。
10月27日～11月4

日
大豆島公民館 「巴の錦」保存会 無料 026-222-2888

長野県 長野市 ①
除籍雑誌等の
リサイクル市

図書館の保存期間を経過した雑誌などの無料配布を行いま
す。

10月27日
長野市立
長野図書館

長野市立
長野図書館

無料 026-232-3558

長野県 長野市 ①
おはなし
カーニバル

大型絵本・大型紙芝居の読み聞かせ、人形劇、パネルシア
ター、折り紙などを行います。

11月3日
長野市立
長野図書館

長野市立
長野図書館

無料 026-232-3558

長野県 長野市 ① 読書感想画展 読書感想画の募集と館内展示を行います。 11月1～11日
長野市立
長野図書館

長野市立
長野図書館

無料 026-232-3558

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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長野県 長野市 ③
第６回
豊野町文化祭

公民館利用サークル等及び地区内活動サークル等が１年間
行ってきた活動成果の展示及びステージ発表を行います。

11月3日
長野市立豊野公民館
長野市立豊野体育館

豊野町文化祭
実行委員会

無料 026-257-5875

長野県 長野市 ③ 柳原地区文化祭 芸能ステージ発表、文芸作品展示発表をします。 11月4日
長野市東部文化ホー
ル、長野市立柳原公民

柳原地区住民自治協議会、
長野市立柳原公民館

無料 026-296-8540

長野県 長野市 ③
OPEN MIC
at NS-Free st.

中心市街地の活性化を目的として、“音”を媒体とする市民参
加による街角コンサートを開催します。

10月27, 28日
JR長野駅
自由通路

長野市教育委員会生涯学
習課

無料

http://www.city.naga
no.nagano.jp/

email:gakusyu@city.n
agano.lg.jp

長野県 長野市 ③
OPEN MIC
 @ The Heart of
Nagano

中心市街地の活性化を目的として、“音”を媒体とする市民参
加による街角コンサートを開催します。

11月11, 17, 18日 TOiGO広場
長野市教育委員会生涯学
習課

無料

http://www.city.naga
no.nagano.jp/

email:gakusyu@city.n
agano.lg.jp

長野県 長野市 ③
平成24年度 第5回 野
外彫刻めぐり

「動く彫刻を楽しむ」というテーマで、「長野市野外彫刻賞受賞
作品」を、講師の解説を聞きながら鑑賞します。

10月12日 長野市内
長野市教育委員会生涯学
習課

無料

http://www.city.naga
no.nagano.jp/

email:gakusyu@city.n
agano.lg.jp

長野県 長野市 ③
平成24年度 第6回 野
外彫刻めぐり

城山公園一帯の「長野市野外彫刻賞受賞作品」鑑賞とあわ
せ、長野県信濃美術館おもしろ美術講座を受講します。

11月29日
城山公園および長野県
信濃美術館

長野市教育委員会生涯学
習課

http://www.city.naga
no.nagano.jp/

email:gakusyu@city.n
agano.lg.jp

長野県 松本市 ①

第53回松本市芸術文
化祭　展示部門
松本市内小中学生造
形展

小・中学生による造形作品の展示 10月19～23日 カタクラモール
松本市芸術文化祭実行委

員会
無料 電話0263-32-1132

長野県 松本市 ①
第53回松本市芸術文
化祭　展示部門
地区書道展

市内各地区公募による書道作品の展示 10月13, 14日 松本市美術館
松本市芸術文化祭実行委

員会
無料 電話0263-32-1132

長野県 松本市 ①
第53回松本市芸術文
化祭　展示部門
学美展

高校生の美術作品展示 10月27, 28日 松本市美術館
松本市芸術文化祭実行委

員会
無料 電話0263-32-1132

長野県 松本市 ①
第53回松本市芸術文
化祭　展示部門
水石展

市民公募による水石展示 10月18,  21日
松本市あがたの森文化
会館

松本市芸術文化祭実行委
員会

無料 電話0263-32-1132

長野県 松本市 ①

第53回松本市芸術文
化祭　上演部門
ミュージックフェスティ
バル

ニューミュージックの演奏団体による公演 10月6日 松本市音楽文化ホール
松本市芸術文化祭実行委

員会
無料 電話0263-32-1132

長野県 松本市 ①
第53回松本市芸術文
化祭　上演部門
三曲

中信三曲協会による公演 10月14日 松本市中央公民館
松本市芸術文化祭実行委

員会
無料 電話0263-32-1132

長野県 松本市 ①
第53回松本市芸術文
化祭　上演部門
長唄

長芳会による長唄公演 10月21日 まつもと市民芸術館
松本市芸術文化祭実行委

員会
無料 電話0263-32-1132

長野県 松本市 ①
第53回松本市芸術文
化祭　上演部門
楽しいマジックショー

松本マジッククラブによるマジック公演 10月27日 松本市中央公民館
松本市芸術文化祭実行委

員会
無料 電話0263-32-1132

長野県 松本市 ①
第53回松本市芸術文
化祭　上演部門
吟詠

松本吟詠剣詩舞道連盟による公演 10月28日 まつもと市民芸術館
松本市芸術文化祭実行委

員会
無料 電話0263-32-1132

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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長野県 松本市 ①
第53回松本市芸術文
化祭　上演部門
合唱

上演部門 合唱による公演 11月4日
松本市波田文化セン
ター

松本市芸術文化祭実行委
員会

無料 電話0263-32-1132

長野県 松本市 ①
第53回松本市芸術文
化祭　上演部門
コーラス

田川コーラスによる公演 11月4日
松本市波田文化セン
ター

松本市芸術文化祭実行委
員会

無料 電話0263-32-1132

長野県 松本市 ①

第53回松本市芸術文
化祭　展示部門
書道・写真・絵画・文
芸・拓本

市民公募による作品展示 11月8～11日 松本市美術館
松本市芸術文化祭実行委

員会
無料 電話0263-32-1132

長野県 松本市 ①
第53回松本市芸術文
化祭　上演部門
第17回まつもと演劇祭

まつもと演劇祭実行委員会による演劇公演 11月9～11日 ピカデリーホールほか
松本市芸術文化祭実行委

員会
無料 電話0263-32-1132

長野県 松本市 ①
第53回松本市芸術文
化祭　民踊・舞踊

中信地区民踊舞踊連盟によるみんなで楽しく踊る会 11月11日 まつもと市民芸術館
松本市芸術文化祭実行委

員会
無料 電話0263-32-1132

長野県 松本市 ①
第53回松本市芸術文
化祭　上演部門
シティコール

シティコールによる合唱の公演 11月18日 松本市音楽文化ホール
松本市芸術文化祭実行委

員会
無料 電話0263-32-1132

長野県 松本市 ①
第53回松本市芸術文
化祭　上演部門
ダンスキッズ

ダンスキッズ レザン松本による公演 11月18日 南部体育館
松本市芸術文化祭実行委

員会
無料 電話0263-32-1132

長野県 松本市 ①
第53回松本市芸術文
化祭　上演部門
田村尚子モダンダンス

田村尚子舞踊研究所によるモダンダンス公演 11月25日 まつもと市民芸術館
松本市芸術文化祭実行委

員会
無料 電話0263-32-1132

長野県 松本市 ①
第53回松本市芸術文
化祭　展示部門
諸流　いけばな展

中信華道会によるいけばな展示 11月24, 25日 松本市中央公民館
松本市芸術文化祭実行委

員会
無料 電話0263-32-1132

長野県 松本市 ① 梓川地区運動会 町会対抗運動会 10月8日 梓川小学校 梓川地区まちづくり協議会 無料 0263-78-3001

長野県 松本市 ① 健康ウォーキング講座 公民館講座 10月10日 上高地 梓川公民館 無料 0263-78-3001

長野県 松本市 ① 岳都を学都する講座 公民館講座 10月12日 上高地 梓川公民館 無料 0263-78-3001 5回講座の5回目

長野県 松本市 ① きのこ狩り 参加者がきのこを採ってきのこうどん等を作って食べます。 10月13日 入山辺地区 入山辺公民館・里山辺公民 0263-32-1077

長野県 松本市 ① 市内水めぐり講座 公民館講座 10月14日 市内 梓川公民館 無料 0263-78-3001
春実施好評につき秋
実施

長野県 松本市 ①
第11回まほろばウォー
ク

子供から高齢者までがそれぞれの体力に応じ、健康維持、管
理を考え、実践するきっかけづくりの場として、波田地区内を
ウォーキングし、参加者相互の親睦を深めることを目的に開催
します。

10月14日 波田地区内
波田公民館体育委員会・波

田体育協会
無料 0263-92-2268

長野県 松本市 ①③ 田川ふれあい文化祭
地区内団体・組織・機関等及び公民館講座の作品展示、舞台
発表。子ども向けのあそびの城（あそび場）、野菜即売、抽選
会等

10月14日 田川公民館 田川公民館 0263-27-3840
野菜即売、喫茶コー
ナーは各商品有料

長野県 松本市 ③ 寿地区住民運動会 町会対抗の運動会 10月14日 寿小学校校庭 寿体育協会・寿公民館 無料 0263-58-2038

長野県 松本市 ① 神林ふれあい文化祭
地域の芸術、文化及び交流の1年間の集大成の場として開
催。

10月21日
神林体育館・神林福祉
ひろば

神林公民館・社会福祉協議
会神林支会

無料 0263-58-2039

長野県 松本市 ① 文学散歩道講座 公民館講座 10月26日 野麦峠 梓川公民館 無料 0263-78-3001 2回講座の2回目

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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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

長野県 松本市 ①
町会対抗グラウンドゴ
ルフ大会

本郷地区町会対抗のグラウンドゴルフ大会 10月27日 本郷小学校校庭 本郷公民館 無料 0263-46-1500

長野県 松本市 ③
平成24年度波田文化
祭

波田地区内で活動する団体による展示発表と舞台発表を行い
ます。

10月27, 28日
波田公民館、波田文化
センター

波田文化祭実行委員会 0263-92-2268

長野県 松本市 ① 秋のウォーキング ウォーキング大会 10月28日 里山辺地区内 里山辺公民館 無料 0263-32-1077

長野県 松本市 ③ 奈川地区文化祭
地区住民が一堂に会し、日頃の活動の成果を発表し鑑賞し合
うとともに、住民の交流と文化振興の機会とします。

11月2, 3日
松本市奈川文化セン
ター夢の森

奈川公民館 無料 0263-79-2121

長野県 松本市 ① 秋のゆったり音楽会
市民（大人・子供）のグループの音楽演奏会を開催し、来客者
に秋のひとときを楽しんでもらいます。

11月3日
松本市伊勢町通り(歩行
者天国)

第一地区公民館 無料 0263-32-1550

長野県 松本市 ① 文化祭 展示とステージ発表 11月4日 里山辺公民館 里山辺公民館 無料 0263-32-1077
長野県 松本市 ③ 親子史跡巡り 地区内を史跡を解説者の話を聞きながら親子で学ぶ 11月4日 寿地区内 寿公民館・寿子ども会育成 無料 0263-58-2038

長野県 松本市 ①
松原地区文化祭・福祉
ひろばまつり

地区住民の文化活動の展示発表 11月4日 松原地区公民館
松原地区文化祭実行委員

会
無料 0263-57-2322

長野県 松本市 ①，③ 本郷地区文化祭 本郷公民館利用者等の作品展示等 11月9～11日 本郷公民館等 本郷公民館 無料 0263-46-1500

長野県 松本市 ③ 寿地区文化祭 展示、ステージ発表、各種団体催し 11月10日 寿公民館 寿公民館 無料 0263-58-2038

長野県 松本市 ① 梓川地区文化祭 秋の文化祭 11月11日
梓川小学校・アカデミア
館

梓川芸術文化協会 無料 0263-78-3001

長野県 松本市 ①
卓球・ゲートボール大
会

町会対抗のスポーツ大会 11月11日
里山辺体育館・里山辺
ゲートボール場

里山辺公民館 無料 0263-32-1077

長野県 松本市 ③
波田公民館文化委員
会主催　落語会

古典落語をとおして地区の文化振興を図ります。 11月17日 波田公民館 波田公民館文化委員会 無料 0263-92-2268

長野県 松本市 ① 健康づくり講座 腰痛予防体操 11月18日
里山辺体育館・里山辺
ゲートボール場

里山辺公民館 無料 0263-32-1077

長野県 松本市 ③
波田公民館文化委員
会主催　文化財めぐり

気軽に歴史文化に触れながら、文化財や歴史に関する知識を
深めます。

11月18日 県内（場所は未定） 波田公民館文化委員会 0263-92-2268

長野県 松本市 ③ 歴史講座 寿地区の歴史を古代から時代を追って解説 11月20日 寿公民館 寿公民館 無料 0263-58-2038

長野県 松本市 ③
特別展「ラジオの不思
議」

松本市を主会場として実施する長野技能五輪・アビリンピック２
０１２の記念事業として開催するものです。

10月6日～11月4
日

松本市立博物館2階特
別展示室

松本市立博物館 0263-32-0133

長野県 松本市 ③ ラジオ作り講座
技能五輪にあわせ、ラジオ作りを通してモノづくりの楽しさを学
ぶ講座を開催します。

10月14～21日
松本市立博物館 2階講
堂

松本市立博物館 0263-32-0133

長野県 松本市 ③ 企画展「縄文の美と力」

本展ではこの縄文土器をテーマに、八ヶ岳山麓周辺を中心とし
た南信地区と中信地区から出土した縄文時代中期の土器を展
示し、展示縄文土器の時代を超えた美しさを再認識していただ
く機会を創出するものです。

11月17日～1月6
日

松本市立博物館2階特
別展示室

松本市立博物館 0263-32-0133

長野県 松本市 ① 図書館まつり

　読書週間（10月27日から11月9日まで）に合わせて開催す
る、読書を推進するための行事。
　コンサート、図書館の本のリサイクル、おはなし会、上映会等
を実施

10月27日 松本市中央図書館 松本市中央図書館 無料
tosyokan@city.matsu

moto.nagano.jp

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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長野県 松本市 ①，③
松本市美術館開館10
周年特別展「草間彌生
永遠の永遠の永遠」

松本市に生まれ、世界的に活躍する芸術家草間彌生の、最新
の創作活動を紹介する特別展。松本では、『わが永遠の魂』シ
リーズのさらなる最新作、松本時代の初期作品等、独自の展
示構成で展示。

7月14日～11月4
日

松本市美術館
松本市美術館
朝日新聞社

abn長野朝日放送

http://www.city.mats
umoto.nagano.jp/art

muse/

長野県 松本市 ③
みんなのムービー　ア
ニメーションのしくみ

　読書週間（10月27日から11月9日まで）に合わせて開催す
る、読書を推進するための行事。
　コンサート、図書館の本のリサイクル、おはなし会、上映会等
を実施

10月28日 松本市美術館 松本市美術館
http://www.city.mats
umoto.nagano.jp/art

muse/

指導：ＮＰＯ法人コミュ
ニティシネマ松本
CINEMAセレクト

長野県 松本市 ① 人権学習視察研修
松本市安曇地区、奈川地区が合同で行う、人権学習の市外研

修
11月14日

安曇公民館
奈川公民館

無料 0263-94-2305

長野県 松本市 ① 安曇地区文化祭 地区内住民の芸能・展示の発表を中心とした文化祭 10月28日 安曇公民館 安曇公民館 無料 0263-94-2305

長野県 上田市 ①
４大学リレー講座「未来
学科」

大学の最先端の学びを、生活に役立ててもらうため、市内の
大学が学校の枠を超えて地域に開いた「学科」を創設。各大学
を会場に、テーマに沿った内容で、リレー方式に講座を行う。
講座終了後、キャンパスツアー有り。

11月10, 17, 24日,
12月1日

信州大学繊維学部、長
野大学、上田女子短期
大学、長野県工科短期
大学校

生涯学習課 無料

0268-23-6370

http://www.city.ueda.
nagano.jp/hp/sys/20
091103000001298.ht

全講座修了者には、
修了証を発行する。

長野県 上田市 ① 貴重資料紹介展 上田図書館所蔵の貴重資料の紹介と展示 11月8～20日 上田図書館 上田図書館 無料 0268-22-0880

長野県 上田市 ① 大人が楽しむお話の会
表現を楽しむ会のメンバーによる、大人を対象としたお話の会
です。

11月10日 上田情報ライブラリー 上田情報ライブラリー 無料
http://www.city.ueda.
nagano.jp/hp/jlib/ind
ex.html

長野県 上田市 ①
図書館員と図書館員の
たまごたちによるおは
なし会

図書館員と上田女子短期大学の学生による幼児向けのお話し
会です。

10月20日, 11月17
日

上田情報ライブラリー 上田情報ライブラリー 無料
http://www.city.ueda.
nagano.jp/hp/jlib/ind
ex.html

長野県 上田市 ① ソプラノコンサート
尾台瑶子さん、木内貴大さんによるソプラノコンサートを開催し
ます。

10月20日 上田情報ライブラリー
NPO法人　上田図書館倶楽
部

http://ueda.zuku.jp/i
ndex.html

長野県 上田市 ① 青木裕子　朗読の世界
元NHKアナウンサーの青木裕子さんによる童話を中心とした
朗読会を開催します。

11月17日 上田情報ライブラリー
NPO法人　上田図書館倶楽
部

http://ueda.zuku.jp/i
ndex.html

長野県 上田市 ① 手作り絵本制作会
あなたの想いをオリジナルの絵本で表現し、世界に一冊の絵
本を作ります。信州大学の学生がお手伝いします。

10月27, 28日, 11
月10, 11日

上田情報ライブラリー
ほか

信州大学繊維学部・共創デ
ザインラボ

上田情報ライブラリー
電話0268-29-0210

長野県 上田市 ①
地域の文化を支えた
人々　Part5

上田地域の文化を支えてきた人々にスポットをあて、その著作
や写真などを展示するとともに講座を開催します。

10月20日 上田情報ライブラリー 上田情報ライブラリー
http://www.city.ueda.
nagano.jp/hp/jlib/ind
ex.html

長野県 上田市 ①
地域史料から学ぶ上
田地方の近世・近代史

図書館や博物館等が所蔵している貴重な地域史料を読み解き
ます。
テーマ：「蚕都信州上田の歴史」

10月27日, 11月24
日

上田情報ライブラリー
NPO法人　上田図書館倶楽
部

http://ueda.zuku.jp/i
ndex.html

長野県 上田市 ①
丸子四季の里総合文
化祭
・総合美術展

丸子文化協会会員及び一般市民の作品展示 10月25～28日 丸子文化会館
丸子文化協会
丸子公民館

無料
0268－42－3147
丸子公民館

長野県 上田市 ①
丸子四季の里総合文
化祭
・華道展

丸子文化協会加盟団体の諸流華道会会員による華道の展示 11月3, 4日 丸子文化会館
丸子諸流華道会
丸子公民館

無料
0268－42－3147
丸子公民館

長野県 上田市 ①
丸子四季の里総合文
化祭
・丸子洋ラン展

丸子文化協会加盟団体の丸子洋ラン友の会会員によるランの
展示

11月 丸子文化会館
丸子洋ラン友の会
丸子公民館

無料
0268－42－3147
丸子公民館

長野県 上田市 ①
丸子四季の里総合文
化祭
・芸能祭

丸子文化協会加盟団体の芸能部会加盟団体の発表 11月3日 丸子文化会館
丸子文化協会
丸子公民館

無料
0268－42－3147
丸子公民館

長野県 上田市 ①
三瓶光夫・朴再英作品
展

全国版画公募展「山本鼎版画大賞展」受賞者の受賞後の制作
活動を紹介し、版画文化の普及を図るものです。

9月22日～10月21
日

上田市山本鼎記念館 上田市山本鼎記念館 0268-22-2693

長野県 上田市 ①
城南地区青少年育成
市民会議地区集会

城南地区内の小学校から高校までの代表児童による意見発
表と話し合い

11月17日 城南公民館
城南地区青少年育成市民
会議事務局

無料
0268-27-7618
城南公民館

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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長野県 上田市 ①
第38回城南地区文化
祭・ステ－ジ発表

城南公民館利用者団体等によるステ－ジ発表 11月11日 上田創造館 城南公民館 無料
0268-27-7618
城南公民館

長野県 上田市 ① 楽しい家庭菜園講座 野菜の収穫、保存等について 10月11日 上田市立真田図書館
図書館ｻﾎﾟｰﾀｰの会
真田図書館

無料

http://www.city.ueda.
nagano.jp/hp/sys/20
091103000001400.ht
ml　又は℡0268-72-

長野県 上田市 ①
図書館ボランティア講
座

自己の生涯学習の一環として、図書館での本の装備、修理等
の講習

10月25日 上田市立真田図書館
図書館ｻﾎﾟｰﾀｰの会
真田図書館

無料

http://www.city.ueda.
nagano.jp/hp/sys/20
091103000001400.ht
ml　又は℡0268-72-

長野県 上田市 ③ 絵本の原画展 高橋由為子絵本原画展 10月9～21日 上田市立真田図書館
図書館ｻﾎﾟｰﾀｰの会
真田図書館

無料

http://www.city.ueda.
nagano.jp/hp/sys/20
091103000001400.ht
ml　又は℡0268-72-

長野県 上田市 ① おはなし広場（10月） 図書館サポーターの会サークルによる本の読み聞かせ等 10月20日 上田市立真田図書館
図書館ｻﾎﾟｰﾀｰの会
真田図書館

無料

http://www.city.ueda.
nagano.jp/hp/sys/20
091103000001400.ht
ml　又は℡0268-72-

長野県 上田市 ① おはなし広場（11月） 図書館サポーターの会サークルによる本の読み聞かせ等 11月17日 上田市立真田図書館
図書館ｻﾎﾟｰﾀｰの会
真田図書館

無料

http://www.city.ueda.
nagano.jp/hp/sys/20
091103000001400.ht
ml　又は℡0268-72-

長野県 上田市 ①
青少年育成指導者研
修会

講演会：「心が折れるより、骨が折れるほうがましだ！」 講師：
渡部達也氏（ＮＰＯ法人ゆめ・まち・ねっと）。子供達に元気で夢
を持ってもらうための講演会

10月3日 西部公民館
青少年育成西部・塩尻地区
市民会議

無料
0268-27-7544
http://www.city.ueda.
nagano.jp

長野県 上田市 ① 健康福祉講座
「ピンピン キラリの健康管理－脳トレ 筋トレ 脂肪トレ－」と題し
て、楽しいお話にお腹をよじらせて笑いながら、健康に役立つ
知識を得ることができる講座です。

11月12日 西部公民館 西部公民館 無料
0268-27-7544
http://www.city.ueda.
nagano.jp

長野県 上田市 ①
料理講座「中国水餃子
づくり」

本場中国の水餃子を皮をはじめ、すべて手づくりで調理する料
理講座。併せて、中国出身の夏木潤講師による中国の最新お
国事情も必聞です。

11月7日 西部公民館 西部公民館 有料
0268-27-7544
http://www.city.ueda.
nagano.jp

長野県 上田市 ①
料理講座「お父さんの
ための料理教室」

地域デビューをした団塊世代のお父さんを対象にした、基礎か
ら学ぶ簡単料理教室です。

10月9, 16. 23日 西部公民館 西部公民館 有料
0268-27-7545
http://www.city.ueda.
nagano.jp

長野県 上田市 ①、③ 上田市短詩型文学祭
7月から8月に募集した、短詩型文学作品（短歌、俳句、川柳、
現代詩）の表彰式と、選者を囲んでの部門別研究会を開催し
ます。

11月18日 中央公民館
中央公民館、短詩型文学祭
実行委員会

無料

中央公民館　電話
0268-22-0760
http://www.city.ueda.
nagano.jp/hp/sys/20
091103000001314.ht

長野県 上田市 ③
企画展「松平氏時代の
名品」

上田藩主松平氏時代の指定文化財を中心に名品の数々を展
示します。

10月19日～11月
18日

市立博物館２階展示室 上田市立博物館
大人
250
円

0268-22-1274

長野県 上田市 ②
児童生徒美術展上小
地区展

上田市・東御市・小県郡下の小中学生の制作した図画工作・
美術の優秀作品を紹介する展覧会です。

11月3～13日 上田市山本鼎記念館 上田市山本鼎記念館 無料 0268-22-2693
児童生徒美術展の観
覧のみ無料

長野県 上田市 ③
長野県信濃美術館移
動展

長野県信濃美術館所蔵作品を展示します。 11月10～18日 丸子郷土博物館２階
長野県信濃美術館・丸子郷
土博物館

大人
300
円

0268-42-2158

長野県 上田市 ③
企画展「浮世絵と創作
版画」

・あかりをテーマとした浮世絵と山本鼎の創作版画のコラボ展
示を行います。

11月3～23日 武石ともしび博物館
武石ともしび博物館・山本鼎
記念館

大人
400
円

0268-85-2474

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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長野県 上田市 ③ ともしび茶会 ・自然豊かな武石ともしび博物館の庭で野点を行います。 11月3日 武石ともしび博物館 武石ともしび博物館
大人
400
円

0268-85-2474 １０時～１５時に開催

長野県 上田市 ③
企画展「権力者と富裕
者の幽世」

上田市域の古墳から出土した史料を通して特色と課題をわか
りやすく展示します。

9月15日
～11月11日

信濃国分寺資料館 信濃国分寺資料館
大人
250
円

0268-27-8706

長野県 上田市 ③ ともしびの里文化祭
武石地域の文化団体・老人施設・保小中学生・個人の作品の
展示します。

11月3, 4日 武石公民館 武石地域教育事務所 無料
武石公民館
0268-85-2030

長野県 上田市 ①
塩田公民館総合文化
祭

公民館利用団体による作品展示、舞台発表、交流会 10月27, 28日 塩田公民館 塩田公民館
塩田公民館

電話0268-38-6883

長野県 岡谷市 ①
山梨学院ともまなび講
座

山梨学院講師による講座
第4回「食品情報と分類制度から見る安心と安全」

10月20日
岡谷市イルフプラザカル
チャーセンター

岡谷市教育委員会 無料
岡谷市イルフプラザ
カルチャーセンター
0266-24-8404

長野県 岡谷市 ③
岡谷市文化祭
岡谷展

絵画、彫刻、書等の展示 10月11～14日
岡谷市イルフプラザカル
チャーセンター

岡谷市文化祭実行委員会 無料
岡谷市イルフプラザ
カルチャーセンター
0266-24-8404

長野県 岡谷市 ③
岡谷市文化祭
市民舞踊祭

舞踊の発表、披露 10月28日 岡谷市カノラホール 岡谷市文化祭実行委員会 無料
岡谷市イルフプラザ
カルチャーセンター
0266-24-8404

長野県 岡谷市 ③
岡谷市文化祭
市民音楽祭

オーケストラ演奏、合唱の発表、披露 11月3日 岡谷市カノラホール 岡谷市文化祭実行委員会 無料
岡谷市イルフプラザ
カルチャーセンター
0266-24-8404

長野県 岡谷市 ③
岡谷市文化祭
市民朗吟の夕べ

朗吟の発表、披露 11月3日 岡谷市カノラホール 岡谷市文化祭実行委員会 無料
岡谷市イルフプラザ
カルチャーセンター
0266-24-8404

長野県 岡谷市 ③
岡谷市文化祭
市民伝統音楽芸能祭

伝統音楽芸能の発表、披露 11月4日 岡谷市カノラホール 岡谷市文化祭実行委員会 無料
岡谷市イルフプラザ
カルチャーセンター
0266-24-8404

長野県 岡谷市 ③
岡谷市文化祭
作品展

学習グループ等による成果の発表と展示 11月2～4日
岡谷市イルフプラザカル
チャーセンター

岡谷市文化祭実行委員会 無料
岡谷市イルフプラザ
カルチャーセンター
0266-24-8404

長野県 岡谷市 ①
山梨学院ともまなび講
座

山梨学院講師による講座
第５回「情報社会と原発問題～プロメテウスの火の終焉と人類
の未来～」

11月17日
岡谷市イルフプラザカル
チャーセンター

岡谷市教育委員会 無料
岡谷市イルフプラザ
カルチャーセンター
0266-24-8404

長野県 岡谷市 ①
お茶のおいしい入れ方
講座

お茶の入れ方やあれこれを聞いて日本の食卓の美味しさを知
ります。

11月10日
岡谷市イルフプラザカル
チャーセンター

岡谷市教育委員会
岡谷市イルフプラザ
カルチャーセンター
0266-24-8404

長野県 岡谷市 ①
秋の講座
（お弁当作り）

栄養について学び、バランスのとれたお弁当のメニューを考え
たり、作ったりします。

10月27日, 11月
10, 17, 24日

岡谷市イルフプラザカル
チャーセンター

岡谷市教育委員会
岡谷市イルフプラザ
カルチャーセンター
0266-24-8404

長野県 岡谷市 ①
秋の講座
（健康マージャン）

人と人とのコミュニケーションを図ることを第一の目的とした、
健康的なゲームの”健康マージャン”を学びます。

11月5, 12, 19, 26
日

岡谷市イルフプラザカル
チャーセンター

岡谷市教育委員会
岡谷市イルフプラザ
カルチャーセンター
0266-24-8404

長野県 岡谷市 ③
全国産業観光フォーラ
ム
ｉｎおかや

「シルク岡谷」で世界に名を馳せた“ものづくりの精神”は、東
洋のスイスと呼ばれ精密機械工業へ引き継がれ日本の近代
化を支え続け、さらに医療・環境・航空・宇宙など最先端技術を
通じて若き世代に受け継がれています。伝統産業に地域の歴
史と文化を織り交ぜながら、豊かな信州・諏訪の自然とともに
産業観光の魅力と可能性を全国に情報発信します。
1日目：記念講演、分科会
2日目：エクスカーション（7つのコース）

10月11, 12日

1日目：
カノラホール

2日目：
岡谷市
下諏訪町
諏訪市
塩尻市
辰野町

全国産業観光フォーラム
ｉnおかや
実行委員会

http://www.kanko-
okaya.jp
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長野県 岡谷市 ① おはなしの森 おはなし会（絵本の読み聞かせ、紙芝居など）
10月13, 20日, 11
月3, 10,１7, 24日

岡谷図書館 岡谷図書館 無料
http://www.city.okay
a.lg.jp/okayasypher/
www/normal_top.jsp

長野県 岡谷市 ① ちいさなおはなしの森 乳幼児向けのおはなし会
10月18日,11月15

日
岡谷図書館 岡谷図書館 無料

http://www.city.okay
a.lg.jp/okayasypher/
www/normal_top.jsp

長野県 岡谷市 ①
としょかん子ども読書
まつり

図書館関係団体による人形劇、パネルシアター、読み聞か
せ、工作など

10月27, 28日 岡谷図書館 岡谷図書館 無料
http://www.city.okay
a.lg.jp/okayasypher/
www/normal_top.jsp

長野県 岡谷市 ① 図書館健康の森
認知症について知ろう　（介護福祉課保健師による認知症サ
ポーター講座）

11月14日 岡谷図書館
岡谷市介護福祉課、岡谷図
書館

無料
http://www.city.okay
a.lg.jp/okayasypher/
www/normal_top.jsp

長野県 岡谷市 ① おとなのための朗読会 朗読会 11月11日 岡谷図書館 朗読の会まどか 無料
http://www.city.okay
a.lg.jp/okayasypher/
www/normal_top.jsp

長野県 岡谷市 ③
長地公民館文化祭
（作品展）

学習グループ等による成果の発表と展示 10月27, 28日
岡谷市
長地公民館

岡谷市長地公民館文化祭
実行委員会

無料 岡谷市長地公民館

長野県 岡谷市 ③
長地公民館文化祭
（芸能祭）

学習グループ等による成果の発表 11月4日
岡谷市
長地公民館

岡谷市長地公民館文化祭
実行委員会

無料 岡谷市長地公民館

長野県 岡谷市 ③
川岸地区文化祭
（作品展）

学習グループ等による成果の発表と展示 10月20, 21日
岡谷市
川岸公民館

岡谷市川岸公民館文化祭
実行委員会

無料 岡谷市川岸公民館

長野県 岡谷市 ③
川岸地区文化祭
（芸能祭）

学習グループ等による成果の発表 11月11日
岡谷市
川岸公民館

岡谷市川岸公民館文化祭
実行委員会

無料 岡谷市川岸公民館

長野県 岡谷市 ③ 湊地区文化祭 学習グループ及び湊地区住民の作品発表 11月3, 4日 湊公民館 湊公民館 無料 0266-22-2300

長野県 岡谷市 ① 旧林家住宅無料公開 旧林家住宅の無料公開を行います。 11月3日 旧林家住宅 岡谷市教育委員会 無料
岡谷市生涯学習課
0266-23-4811
内線1234

長野県 岡谷市 ①
旧渡辺家住宅無料公
開

旧渡辺家住宅の無料公開を行います。 11月3日 旧林家住宅 岡谷市教育委員会 無料
岡谷市生涯学習課
0266-23-4811
内線1234

長野県 岡谷市 ③
やまびこ夜景コンサー
トｖｏｌ．２

夜景を見ながら音楽を楽しむ弦楽四重奏のコンサートです。 10月13日 やまびこ公園レストラン 財団法人岡谷市振興公社
http://yamabiko．
Okaya-park．com/

長野県 岡谷市 ③
情熱のフラメンコ！アリ
シア＆ネストルフラメン
コ舞踊団

歌手、ギター、ダンサーで構成される本場のフラメンコ公演で
す。

11月14日
岡谷市文化会館（カノラ
ホール）

財団法人岡谷市振興公社
http://www.lcv.ne.jp/
~canora/

長野県 岡谷市 ③
カノラ少年少女合唱団
定期演奏会

カノラホールを拠点に活動する少年少女合唱団の定期演奏会
です。

11月25日
岡谷市文化会館（カノラ
ホール）

カノラ少年少女合唱団
財団法人岡谷市振興公社

http://www.lcv.ne.jp/
~canora/

長野県 岡谷市 ③
企画展の開催
梶山俊夫展

『島ひきおに』『ごろはちだいみょうじん』などの絵本原画等、梶
山俊夫の作品を展示

9月14日～11月13
日

イルフ童画館 イルフ童画間 http://ｗｗｗ.ilf..jp/
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長野県 岡谷市 ③
企画展の開催
武井武雄の描く
西洋の寓話と昔話

武井武雄が描いた西洋の寓話と昔話を展示豊かな想像力と、
古き伝承の世界が融合した、独自の武井ワールドが広がりま
す。

9月14日～11月13
日

イルフ童画館 イルフ童画間 http://ｗｗｗ.ilf..jp/

長野県 飯田市 ① 定例研究会

報告者　原　英章
　　　　（歴史研究所 市民研究員）
テーマ　旧南信濃村飯島発電所・隧道工
　　　　　事労働者と地元民の交流

10月20日14時～
16時

飯田市歴史研究所 飯田市歴史研究所 無料

iihr@city.iida.nagano.j
p

℡0265-53-4670

長野県 飯田市 ①
飯田アカデミア
第65講座

歴史・文化等に関する公開講座
講師　山中敏史先生
　　　　（奈良文化財研究所　名誉研究員）
27日　日本古代律令国家による稲の徴税
　　　　と収納
28日　郡衙正倉院の構造と機能

10月27日13時～，
28日10時～14時

30分
飯田市座光寺公民館 飯田市歴史研究所

iihr@city.iida.nagano.j
p

℡0265-53-4670

長野県 飯田市 ① 飯田市民大学講座

「伊那谷の自然と文化《郷土の先人に学ぶ》」を共通テーマとし
た郷土を学ぶ連続講座。（9月から開講）
○伊那谷の植物
○伊那谷学を追い求めて
○東日本大震災から学びを拓く

10月10, 17, 22日 飯田市公民館 飯田市公民館 有料 0265-22-1132

長野県 飯田市 ②
飯田市立浜井場小学
校
地域公開参観日

地域公開参観日にて、当地域の取組であるお囃子復活事業
の発表会を計画。
児童も参加する地域と学校の共催事業

10月27日 飯田市立浜井場小学校
飯田市立浜井場小学校，橋
北地区伝統文化保存継承
プロジェクト

無料

浜井場小学校
0265-22-5123
飯田市橋北公民館
0265-24-0310

長野県 飯田市 ①
橋北ふれあいウォーク
ラリー

橋北地区内を中心に、地域を見つめ直す機会として、地区内
の歴史的建造物等名所を巡り学習を深めます。

11月3日 橋北地区内 飯田市橋北公民館
飯田市橋北公民館
0265-24-0310

長野県 飯田市 ③ 橋南文化祭
橋南地区で活動している社会教育団体の作品展示、いきいき
教室の作品展示、まちづくり委員会の活動報告、野菜の販売、
ニュースポーツ体験、各町内の展示など

11月10, 11日 りんご庁舎 飯田市橋南公民館 無料
橋南公民館
0265-24-0327

長野県 飯田市 ③ 探鳥会 探鳥会（詳細未定） 11月23日 未定
飯田西中学校，飯田市羽場
公民館，飯田市丸山公民館

0265-23-9749

長野県 飯田市 ①，③ 東野区民文化祭
東野地区を拠点に活動する社会教育団体の芸能発表や芸術
作品、活動発表等をご覧いただけます。

10月21日, 11月3,
4日

東野公民館 飯田市東野公民館 無料 0265-24-9144

長野県 飯田市 ①
キッズチャレンジ手作り
体験

身近で当たり前にありながらも作ったことがないものを子ども
が自らの手で作ってみる体験事業です。

10月28日 東野公民館 飯田市東野公民館 0265-24-9144

長野県 飯田市 ①,③
上久堅地区文化展・写
真展

地区内の各種団体の文化芸術作品を一堂に集め、文化展・写
真展を開催する。

11月23～25日 飯田市上久堅公民館 飯田市上久堅公民館 無料

長野県 飯田市 ③ 千代地区文化祭
地域にある各種団体・サークルによる芸能発表会や作品展示
を行い、文化活動の年間の成果発表の場として開催します。

11月18日 千代小学校 飯田市千代公民館 無料
0265-59-2003
千代公民館

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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長野県 飯田市 ③
平成24年度龍江地区
文化芸能祭

各種団体の活動成果の発表の機会と芸術を身近に感じてもら
う機会とします。

11月3, 4日 龍江公民館 飯田市龍江公民館 無料

http://www.tatue.jp
（龍江地域づくり委員
会）
龍江公民館
0265-27-3004

長野県 飯田市 ③ 竜丘地区文化祭

(1) 地区内団体、グループ、個人が日頃の活動の現状や成果
を発表、交流します。
(2) 地域における文化活動を活発化させ、地区民の親睦を図り
ます。

11月10, 11日 竜丘公民館 飯田市竜丘公民館 無料
iccc13@city.iida.naga
no.jp

長野県 飯田市 ① 竜丘市民大学講座
「地域と公民館」をテーマに木下陸奥前公民館を講師に開催し
ます。
竜丘を見つめ直す機会とします。

第1講10月17日
第2講10月25日

竜丘公民館 飯田市竜丘公民館 無料
iccc13@city.iida.naga
no.jp

長野県 飯田市 ① 山本地区大運動会 地域住民による運動会 10月21日 杵原グランド 飯田市山本公民館 無料 25-2001
長野県 飯田市 ①，③ はなのきウォーキング 山本地区の紅葉巡りを兼ねたウォーキング 10月27日 山本地区内 飯田市山本公民館 無料 25-2001

長野県 飯田市 ①
企業等交流スポーツ大
会

地区内企業を対象のスポーツ大会 11月4日
杵原グランド、山本小学
校グランド

飯田市山本公民館 無料 25-2001 地区内企業のみ対象

長野県 飯田市 ① 豆腐作り 地域住民を対象とした食育講座 11月10日 山本公民館 飯田市山本公民館 25-2001 参加費若干
長野県 飯田市 ③ 山本地区文化祭 地域住民による文化祭 11月18日 山本公民館 飯田市山本公民館 無料 25-2001

長野県 飯田市 ①，③
ふるさと鼎・ふれあい広
場文化祭

各種団体の皆様による、一年の活動成果の発表の場として行
います。

11月10日, 11日 鼎公民館・鼎体育館など 飯田市鼎公民館 無料
飯田市鼎公民館
0265-22-1284

長野県 飯田市 ① 華甲大学 童謡・唱歌・懐メロをみんなで歌います。 11月16日 飯田市鼎公民館 飯田市鼎公民館
飯田市鼎公民館
0265-22-1285

長野県 諏訪市 ③
第Ⅱ期収蔵作品展「日
本画の魅力」

当館収蔵作品の中から日本画を選び出し、日本画ならではの
技法や表現、その魅力を紹介します。

10月5～21日 諏訪市美術館 諏訪市美術館
http://www.city.suwa
.lg.jp/scmart/

長野県 諏訪市 ③ 第34回諏訪市美術展
諏訪市内在住・在勤者の出品作品と、講習会参加者の作品を
展示します。

10月28日～11月4
日

諏訪市美術館 諏訪市美術館 無料
http://www.city.suwa
.lg.jp/scmart/

長野県 諏訪市 ③
企画展「高木こずえ展
―SUZU―」

木村伊兵衛写真賞受賞の若手気鋭写真家、高木こずえが諏
訪に滞在し取材した作品”SUZU”シリーズを展示します。

11月10日～1月14
日

諏訪市美術館 諏訪市美術館
http://www.city.suwa
.lg.jp/scmart/

長野県 諏訪市 ③
企画展「世界を描く　原
田泰治の歩んだ道」

原田泰治が描いた世界各地のふるさとの風景約50点を展示し
ます。

6月30日～11月14
日

諏訪市原田泰治美術館 諏訪市原田泰治美術館
http://www.taizi-
artmuseum.jp

長野県 諏訪市 ③
企画展「原田泰治と行
く　ぶらりローカル線の
旅」

原田泰治作品の中から、ローカル線と電車をテーマに展示し
ます。

9月8日～2月27日 諏訪市原田泰治美術館 諏訪市原田泰治美術館
http://www.taizi-
artmuseum.jp

長野県 諏訪市 ③
企画展　原田泰治の世
界をキルトで遊ぶ「絵
画キルトグランプリ展」

原田泰治作品を原画とした絵画キルト大賞の歴代大賞・優秀
賞作品を一堂に展示します。

11月17日
～

2月27日
諏訪市原田泰治美術館 諏訪市原田泰治美術館

http://www.taizi-
artmuseum.jp

長野県 諏訪市 ③
企画展「諏訪の古地
図・絵図展」（仮）

江戸時代以降の諏訪を描いた古地図や絵図を展示します。
11月27日～25年1

月14日
諏訪市博物館 諏訪市博物館

http://www.city.suwa
.lg.jp/scm/

長野県 諏訪市 ①
新田次郎生誕１００周
年記念講演会

新田次郎の長女 藤原咲子さんによる講演会 10月14日 諏訪市図書館 諏訪市図書館 無料
http://www.city.suwa
.lg.jp

長野県 諏訪市 ①
第14回信州風樹文庫
文化講演会

講演会 未定 信州風樹文庫 信州風樹文庫 無料
http://www.libnet‐
suwa.gr.jp
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長野県 諏訪市 ①，③ 諏訪市文化祭
芸能祭、コーラス祭、文化財パネル展、華道展、
文芸作品展、学習グループ活動発表　他

11月22～25日
諏訪市文化センター、公
民館、働く婦人の家他

諏訪市 無料
生涯学習課
0266-52-4141
(内線595）

長野県 諏訪市 ③ 秋香会菊花展 菊の花の展示
10月28日～11月4

日
高島城 秋香会 無料

生涯学習課
0266-52-4141
(内線595）

長野県 須坂市 ① 図書館まつり
読書週間に併せて、ブックリサイクル市や朗読会・テーマコー
ナーの設置等を実施

10月27日～11月9
日

市立須坂図書館ほか 市立須坂図書館 無料 026-245-0784

長野県 須坂市 ①，③ 第３回八丁鎧塚まつり

東日本最古最大級の積石塚古墳「八丁鎧塚古墳」を、地域の
皆さんが元気なまちづくりの核として活用するイベントです。子
どもから大人まで楽しめる学習やイベントのほか、地域物産の
販売も多数開催します。

10月13日 八丁鎧塚古墳公園
第３回八丁鎧塚まつり実行
委員会

無料
http://www.city.suza
ka.nagano.jp/

物品販売あり

長野県 須坂市 ①

歴史講座　講演会
「高井地方の近世史③
近世日本おもしろ講
座」（仮）

　東京江戸東京博物館・館長の竹内誠さんを講師に迎え、全
国的視野にたった近世分野の講演をしていただきます。

11月17日
中央公民館ホール（３
階）

須坂市立博物館 無料
http://www.city.suza
ka.nagano.jp/

長野県 須坂市 ① 須坂市生涯学習期間

各地域や団体等で実施している文化祭や市や市民（サークル
等）が主催のイベント等をまとめた「まなびーず情報・生涯学習
期間特別号」の発行やポスターを作成し、市民に周知します。
（10月6日に「第19回須坂市生涯学習市民のつどい」を開催）

9月1日～11月30
日

市内全域 生涯学習推進センター
生涯学習推進セン
ター
（026-214-6086）

長野県 須坂市 ①
第19回須坂市生涯学
習市民のつどい

「大人と子どもが手をつなぎ、「祭り」の中で、伝統文化を継承
する『和の輪』をつくろう!!」をテーマに各地域で保存・継承され
ている「木遣り」「神楽」「太鼓」などの活動発表や写真展示など
を行います。

10月6日
須坂市中央公民館・す
ざか女性未来館

生涯学習推進員会
生涯学習推進セン
ター
（026-214-6086）

物品販売あり

長野県 須坂市 ①
すざか市民総合大学
（文化講座）

すざか市民総合大学の文化講座の一環として、村山神楽保存
会（須坂市村山町）により伝承されている獅子狂言「梅川」を公
開講座として一般に公開

10月下旬 須坂市中央公民館 生涯学習推進センター 無料
生涯学習推進セン
ター
（026-214-6086）

長野県 須坂市 ①
すざか市民総合大学
（特別講座）

すざか市民総合大学の特別講座の一環として、「宇宙へのロ
マン（仮）」と題した講演を公開講座として一般に公開

11月下旬 須坂市中央公民館 生涯学習推進センター 無料
生涯学習推進セン
ター

長野県 須坂市 ①
生涯学習市内見学秋
のまなびー号
「秋の大笹街道巡り」

市内の仁礼、大笹街道の歴史的史跡等をバスで巡る、ボラン
ティアガイド付ツアー

10月21日
須坂市仁礼地区、大笹
街道沿い

生涯学習推進センター
生涯学習推進セン
ター
（026-214-6086）

長野県 須坂市 ①

生涯学習市内見学秋
のまなびー号
「扇状地の里・千曲の
里巡り」

渇水や洪水と闘った水とかかわりの深い豊洲地区をその歴史
とともに巡る、ボランティアガイド付ツアー

11月11日 須坂市豊洲地区 生涯学習推進センター
生涯学習推進セン
ター
（026-214-6086）

長野県 須坂市 ①
信州岩波講座高校生
編

第１４回信州岩波講座高校生編 10月31日 須坂市文化会館 信州岩波講座実行委員会
信州岩波講座実行委
員会
026‐245‐1800
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長野県 須坂市 ③ きもの日和
須坂クラシック美術館所蔵の明治～昭和初期の着物の虫干し
にあわせ、着物に親しむとともに、「蔵の町須坂」をあわせて楽
しむ

11月3日
須坂クラシック美術館・
笠鉾会館ドリームホール

須坂市文化振興事業団

須坂市文化振興事業
団
http://culture-
suzaka.or.jp

長野県 須坂市 ③
笠鉾だいすきプロジェ
クト
「獅子頭展」

市内の伝統行事としての祭りに用いられる各町の「獅子頭」を
展示し、祭りの在り様を見つめます。

11月14日～1月24
日

笠鉾会館ドリームホール 須坂市文化振興事業団 無料

須坂市文化振興事業
団
http://culture-
suzaka.or.jp

長野県 須坂市 ③
企画展「恋する版画
展」

「恋人の聖地」にちなんだ版画展。
版画を身近に感じ、作品の物語性などを観ます。

8月23日～10月30
日

須坂版画美術館 須坂市文化振興事業団

須坂市文化振興事業
団
http://culture-
suzaka.or.jp

長野県 小諸市 ③
第26回小山敬三
記念小諸公募展

千曲川もしくは小諸、佐久等を題材とした風景画を募集。
10月27日～11月

25日
小諸高原美術館・白鳥
映雪館

公募展
実行委員会

0267-22-3428
問合せ先
市立小山敬三美術館

長野県 伊那市 ③
第26回伊澤修二記念
音楽祭

郷土の偉人伊澤修二を顕彰し、東京藝術大学とのつながりを
生かした音楽祭です。

10月27日

第1部：高遠町文化体育
館
第2部：長野県伊那文化
会館

伊澤修二記念音楽祭実行
委員会

http://www.inacity.jp
/

長野県 伊那市 ③ 第21回伊那能
無形文化遺産で、わが国700年来の伝統芸能「能と狂言」。中
央の第一線で活躍する能楽師を迎え、幽玄の世界をお楽しみ
いただけます。

11月18日 長野県伊那文化会館 伊那能実行委員会
http://www.inacity.jp
/

長野県 伊那市 ① 人権同和講演会
シンガーソングライターの李政美さんを講師に迎え、人権尊重
の心を学びます。

11月22日
伊那市生涯学習セン
ター

伊那市教育委員会 無料
http://www.inacity.jp
/

長野県 伊那市 ① 伊那公民館文化祭 サークル発表会、各種作品展示 11月1日～3日 伊那公民館 伊那公民館 無料
http://www.inacity.jp
/

長野県 伊那市 ① 美篶公民館文化祭
サークル発表会、各種作品展示
ステージ発表（４日のみ） 11月3, 4日 美篶きらめき館 美篶公民館 無料

http://www.inacity.jp
/

長野県 伊那市 ① 手良地区文化祭 サークル発表会、各種作品展示 11月3, 4日 手良公民館 手良公民館 無料
http://www.inacity.jp
/

長野県 伊那市 ① 東春近文化祭
各種作品展示、体験イベント（茶道・生け花・大型紙芝居 ほ
か）

11月3, 4日 東春近公民館 東春近公民館 無料
http://www.inacity.jp
/

長野県 伊那市 ① 東春近人権講演会
人権講演会
講師：平澤光子さん（人権擁護委員）
演題：未定

11月18日 東春近公民館 東春近公民館 無料
http://www.inacity.jp
/

長野県 伊那市 ① 西春近地区文化祭 各種作品展示 11月17, 18日 西春近公民館 西春近公民館 無料
http://www.inacity.jp
/

長野県 伊那市 ① わくわくおんがくあそび
0,1歳児を対象にわらべうたを中心にした音楽をつかったふれ
あい遊びを行います。

11月7日 伊那市立伊那図書館 伊那市立伊那図書館 無料
http://www.inacity.jp
/

長野県 伊那市 ① おはなしのひろば
絵本の読み聞かせ、紙芝居、手あそびなど未就園児(2,3歳児）
を対象に行います。

10月24日, 11月
14, 28日

伊那市立伊那図書館 伊那市立伊那図書館 無料
http://www.inacity.jp
/

長野県 伊那市 ① おはなしのひろば
0,1歳児を対象にわらべうたを中心としたふれあい遊びを行い
ます。

10月17, 31日, 11
月21日

伊那市立伊那図書館 伊那市立伊那図書館 無料
http://www.inacity.jp
/

長野県 伊那市 ① おはなしのひろば
図書館ボランティアによる全年齢対象のおはなし会です。絵本
の読み聞かせ、紙芝居、パネルシアター、ペープサート、簡単
な工作なども行います。

10月27日, 11月17
日

伊那市立伊那図書館 伊那市立伊那図書館 無料
http://www.inacity.jp
/

長野県 伊那市 ①
おとなのためのおはな
しかい

読み聞かせ、語りなど大人対象のおはなし会 11月24日 伊那市立伊那図書館 伊那市立伊那図書館 無料
http://www.inacity.jp
/

長野県 伊那市 ① おはなし会 全年齢対象に絵本の読み聞かせを行います。 11月10日 伊那市立高遠町図書館 伊那市立高遠町図書館 無料
http://www.inacity.jp
/

長野県 伊那市 ① こどもひろば 絵本の読み聞かせ、工作などを行います。 11月24日 伊那市立高遠町図書館 伊那市立高遠町図書館 無料
http://www.inacity.jp
/

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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長野県 伊那市 ① 桜大学講座 高遠町公民館講座 11月18日
高遠町総合福祉セン
ター「やますそ」

高遠町公民館 無料
http://www.inacity.jp
/

長野県 伊那市 ① 長谷地区文化祭 ステージ発表会・各種作品の展示 11月9～11日 長谷公民館 長谷公民館 無料 http://www.inacity.jp

長野県 伊那市 ③
ふたり DE ピアノコン
サート

地元ゆかりのピアニスト、山岸めぐみと石川みどりによるピアノ
コンサートです。

11月18日
伊那市生涯学習セン
ター　６階ホール

ＮＰＯ法人 クラシックワール
ド

http://www.inacity.jp
/

長野県 伊那市 ① 西箕輪地区文化祭 各種作品展示、体験イベント（茶道） 11月17, 18日
西箕輪公民館・JA西箕
輪支所

西箕輪公民館 無料
http://www.inacity.jp
/

長野県 伊那市 ① 富県地区文化祭 サークル発表会、各種作品展示 11月3, 4日 富県公民館 富県公民館 無料
http://www.inacity.jp
/

長野県 伊那市 ② 校内音楽会
各学級・学年による音楽学習、総合学習・総合活動の学習の
成果について、演奏を発表し合い、聴き合い、高め合う機会と
します。

10月26日 伊那小学校体育館 伊那小学校 無料
0265-72-5205　　伊
那小学校

長野県 伊那市 ② 音楽会 地域の方、保護者の方を招いての校内音楽会 10月26日 伊那北小学校 伊那北小学校 無料 0265-72-2264

長野県 伊那市 ② 祖父母参観日 祖父母、保護者を招いての授業参観日 11月8日 伊那北小学校 伊那北小学校 無料 0265-72-2264

長野県 伊那市 ② 読書旬間 全校で読書に集中的に親しむ旬間 11月19～30日 伊那北小学校 伊那北小学校 無料 0265-72-2264

長野県 中野市 ③ 国際交流のつどい
市内在住、在勤の外国出身の方と国際交流に関心のある市
民との交流と親睦のつどいです。

10月14日
中野市
中央公民館

国際交流の
つどい
実行委員会

無料
http:/www.city.nakan
o.nagano.jp/kominkan
/

長野県 中野市 〃
第40回中野市
中野市総合文化祭
記念事業

中野市文化芸術協会40周年を記念し、記念行事を開催しま
す。

10月27日
中野市
中央公民館

中野市
中野市文化芸術協会

無料
http:/www.city.nakan
o.nagano.jp/kominkan
/

長野県 中野市 〃
第40回中野市
中野市総合文化祭芸
能祭

中野市文化芸術協会に加盟している団体が、日頃の成果を発
表します。芸能部門の団体が芸能祭を開催します。

10月28日
中野市
市民会館

中野市
中野市文化芸術協会

無料
http:/www.city.nakan
o.nagano.jp/kominkan
/

長野県 中野市 〃
第40回中野市
中野市総合文化祭
文化展

中野市文化芸術協会に加盟している団体が、日頃の成果を発
表します。芸術部門の団体が文化展を開催します。

11月10, 11日
中野市
中央公民館

中野市
中野市文化芸術協会

無料
http:/www.city.nakan
o.nagano.jp/kominkan
/

長野県 中野市 〃 北部公民館文化祭
北部公民館の利用団体や地域の方の日ごろの学習・活動の
成果を、各種展示や実演により発表し、相互の交流や地域の
文化活動の掘り起こすことを目的として開催しています。

10月27, 28日 中野市北部公民館 中野市北部公民館 無料
h-
kominkan@city.nakan
o.nagano.jp

長野県 中野市 〃 西部公民館文化祭
西部公民館の利用団体や地域の方の日ごろの学習・活動の
成果を、各種展示や実演により発表し、相互の交流や地域の
文化活動の掘り起こすことを目的として開催しています。

11月10, 11日 中野市西部公民館 中野市西部公民館 無料
s-
kominkan@city.nakan
o.nagano.jp

長野県 中野市 〃
第８回豊田公民館文化
祭

豊田公民館の利用団体や地域の方の日ごろの学習・活動の
成果を、各種展示や実演により発表し、相互の交流や地域の
文化活動の掘り起こすことを目的として開催しています。

10月26～28日 豊田文化センター 豊田公民館 無料
t-
kominkan@city.nakan
o.nagano.jp

長野県 中野市 ①、②、③
「ふみ子の海」「一枚の
はがき」映画上映会

市民を対象に、映画界や文化、福祉、教育の現場に目を向
け、尽力した山路ふみ子氏が設立した文化財団の協力のも
と、２本の映画上映を実施する。

11月3日 中野市民会館
信州中野特別映画上映実
行委員会

無料
shogai@city.nakano.n
agano.jp

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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長野県 中野市 ①
キッズ・アカデミー　ぼく
も！わたしも！発掘
ちょうさ隊

普通は現場に入ることのできない遺跡の発掘作業を体験しま
す。

10月13日
中野市立博物館、笠倉
遺跡

中野市立博物館 無料
http://www.city.naka
no.nagano.jp/city/hak
ubutukan/index.htm

長野県 中野市 ①
みんなで研究　野鳥観
察会

市内で調査形式のフィールドワークを行い、日常的に見られる
鳥、色彩豊かな鳥、渡り鳥など限られた季節しか見ることので
きない鳥など、初心者でも分かりやすくその特徴を解説しま

10月20日 中野市立博物館（集合） 中野市立博物館 無料
http://www.city.naka
no.nagano.jp/city/hak
ubutukan/index.htm

長野県 中野市 ①

キッズアカデミー　山で
ひろった木や木の実で
つくるお星さまのリース
＆オブジェ

博物館周辺の山で拾った木や木の実で、お星さまの形などの
リースやオブジェを作ります。

11月3日 中野市立博物館 中野市立博物館 無料
http://www.city.naka
no.nagano.jp/city/hak
ubutukan/index.htm

長野県 中野市 ①、③
みんなで研究　豊田の
石仏を調べよう

豊田地区に点在する石造物を調査しながら解説するとともに、
地域の歴史の掘り起こしを行います。

11月3日 中野市立博物館（集合） 中野市立博物館 無料
http://www.city.naka
no.nagano.jp/city/hak
ubutukan/index.htm

長野県 中野市 ①
みんなで研究　植物観
察会

様々な植物の勉強を行いながら、変化する文化公園の植物群
落をモニタリングし、希少種の存在を明らかにするとともに、そ
の保護について学び、対策を講じます。

11月3日 中野市立博物館（集合） 中野市立博物館 無料
http://www.city.naka
no.nagano.jp/city/hak
ubutukan/index.htm

長野県 中野市 ①
みんなで研究　野鳥観
察会

市内で調査形式のフィールドワークを行い、日常的に見られる
鳥、色彩豊かな鳥、渡り鳥など限られた季節しか見ることので
きない鳥など、初心者でも分かりやすくその特徴を解説しま
す。

11月17日 中野市立博物館（集合） 中野市立博物館 無料
http://www.city.naka
no.nagano.jp/city/hak
ubutukan/index.htm

長野県 中野市 ①
キッズアカデミー　ふ
わっふわのわたつむぎ

博物館で収穫された綿を簡単なコマや糸車を使って、自分の
手で糸を紡ぎます。

11月24日 中野市立博物館 中野市立博物館
http://www.city.naka
no.nagano.jp/city/hak
ubutukan/index.htm

長野県 中野市 ③ 第31回礰珉展
岺樹会会員作品及び一般（中高・飯水地区在住または中野市
出身者）公募入選作品の展示。◎一般公募作品搬入日時　平
成24年10月21日（日）正午

10月25日～11月
18日

一本木公園展示館 中野市・岺樹会 無料
bunshin@city.nakano.
nagano.jp

長野県 中野市 ①
第８回中野市む図書館
まつり

２日間にわたって、文化講演会・古本市・閉架書庫一般開放・
ボランティアによる読み聞かせや人形劇などを開催むします。

10月27, 28日 中野市立図書館 中野市立図書館 無料
http://www.nakano-

lib.jp/index.html

長野県 飯山市 ③
飯山市総合学習セン
ターフェスティバル

社会教育・生涯学習拠点施設である総合学習センター（公民
館、図書館、美術館、女性センター未来、ふるさと館）として、
各施設の特徴を生かしながら合同イベントを開催します。利用
者の発表・展示、各種イベント。

10月13, 14日
飯山市総合学習セン
ター　　　　　　（飯山市公
民館）

飯山市総合学習センター
フェスティバル実行委員会
（飯山市公民館）

無料
飯山市公民館
0269-62-3342

長野県 飯山市 ③
飯山市青少年芸術祭
（展示部門）

青少年芸術の祭典として青少年の優れた芸術作品を鑑賞する
機会を提供するとともに、芸術の創造とその発展を図ります。

10月27, 28日 飯山市民会館 飯山市公民館 無料
飯山市公民館
0269-62-3342

長野県 飯山市 ③
飯山市青少年芸術祭
（舞台部門）

青少年芸術の祭典として青少年の優れた芸術作品を鑑賞する
機会を提供するとともに、芸術の創造とその発展を図ります。

11月3日 飯山市民会館 飯山市公民館 無料
飯山市公民館
0269-62-3342

長野県 飯山市 ③
秋季企画展
「内山紙の魅力」

地域の伝統工芸品でもある「内山紙」を使って作成した人形や
小物等のグッズを展示。またタイアップ企画として実際に「内山
紙」を使って人形等を来館者に作成してもらう講座も開講しま
す。

9月4日～11月25
日

ﾀｲｱｯﾌﾟ講座
9月29日

飯山市ふるさと館 飯山市ふるさと館

一般
200
円

小中
学生
100
円

団体
割引
有

飯山市
ふるさと館
0269-67-2030

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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長野県 飯山市 ③

秋季企画展
「北信濃逍遥の画家た
ち～生きること　描くこ
と～」

北信濃飯山に暮らす洋画・日本画家７人による展覧会。厳しく
も美しい自然と人々の暮らしが織り成す風物を描く画家たちの
北信濃への限りない愛惜の念が感じられる作品の数々を展示
紹介。

9月8日～
11月4日

飯山市美術館 飯山市美術館

一
般・
高校
生
300
円

小中
学生
200
円

団体
割引
有

飯山市
美術館
0269-62-1501

長野県 飯山市 ① 長野県図書館大会

大会テーマ：自らの学びから創造と連携につながる図書館の
可能性を探ろう! ～人々の暮らしや願いを支える情報の拠点と
して～と題し、県内の図書の関わる者等（学校・公立図書館・
各種団体、一般県民）が集い大会を開催
（本年度の開催地：飯山市）

10月20日
飯山市民会館
飯山市立城北中学校

長野県図書館大会企画運
営委員会

2,000
円

（ボラ
ン

ティ
ア参
加

1,000

市立飯山図書館
0269-62-1118

長野県 塩尻市 ③
塩尻市民洋楽舞踏フェ
スティバル

塩尻市芸術文化振興協会に属している洋楽舞踊の団体が日
頃の練習の成果を発表します。

10月14日
塩尻市文化会館（レザン
ホール）

塩尻市芸術文化振興協会 無料

塩尻市社会教育課芸
術文化係
0263-52-0280（内線
3133）

長野県 塩尻市 ③ 塩尻市民文化祭
書道、絵画、陶芸等の展示発表及び実演・体験と、邦楽、日本
舞踊、歌謡等の舞台発表を開催します。

11月1～3日
塩尻総合文化センター、
塩尻市文化会館等

塩尻市芸術文化振興協会 無料

塩尻市社会教育課芸
術文化係
0263-52-0280（内線
3133）

　

長野県 佐久市 ①, ④
巡回展「きみたちの魔
法－化学『新』発見」

化学の不思議さ、美しさ、おもしろさを、五感で体験していただ
けます。

9月28日～11月4
日

佐久市子ども未来館 佐久市子ども未来館
http://kodomomiraik
an.jp/

長野県 佐久市 ③ 竹細工作品展
公民館趣味の館竹細工愛好会のみなさんの作品を展示しま
す。

10月2～25日 望月図書館 佐久市立図書館 無料
佐久市立望月図書館
0267-53-0230

長野県 佐久市 ①, ③ 中村直人　彫刻の時代
上田市出身の美術家・中村直人（1905－1981）の特別展です。
彫刻作品やガッシュ作品を紹介します。

10月6日～11月18
日

佐久市立近代美術館
佐久市・佐久市教育委員会
（佐久市立近代美術館）

佐久市立近代美術館
0267-67-1055

長野県 佐久市 ①, ④
シリーズ企画展「長野
県内の研究所―⑨県
工業技術総合セン

長野県内にはどんな研究所があって、どんな研究がされてい
るのか、パネルで紹介します。

10月6日～12月2
日

佐久市子ども未来館 佐久市子ども未来館
http://kodomomiraik
an.jp/

長野県 佐久市 ①, ③ 柳沢正人展
佐久市出身の日本画家・柳沢正人の作品展です。日本画・素
描を15点程度展示します。

10月13日～11月
11日

佐久市立近代美術館
佐久市・佐久市教育委員会
（佐久市立近代美術館）

佐久市立近代美術館
0267-67-1055

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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長野県 佐久市 ①, ④

プラネタリウム特別投
影番組
「はじめてのプラネタリ
ウム」

乳幼児が初めてプラネタリウムを体験するのにふさわしいよ
う、絵本や歌などを交えて投映します。

10月27日 佐久市子ども未来館 佐久市子ども未来館
http://kodomomiraik
an.jp/

事前申し込み制

長野県 佐久市 ③ 雑誌リサイクル市 保存年数が過ぎた雑誌を自由に持ち帰れます。 10月27, 28日
中央図書館
臼田図書館

佐久市立図書館 無料
佐久市立中央図書館
0267-67-2111

長野県 佐久市 ③ 秋の読書まつり おすすめ本及びベスト本を展示します。
10月27日～11月9

日

中央図書館
臼田図書館
浅科図書館
望月図書館

佐久市立図書館 無料
佐久市立中央図書館
0267-67-2111

長野県 佐久市 ③
JAZZ☆CANDY from
蓼科高校ジャズクラブ
ワンコインコンサート

映画「スウィングガールズ」のモデルとなった蓼科高校ジャズク
ラブとジャズクラブOGによるコンサートです。

10月28日 佐久市コスモホール
財団法人 佐久市文化事業
団

http://www.saku-
cosmohall.jp/

長野県 佐久市 ①, ③ 絵を見て語る会
中村直人作品を講師・滝澤正幸さん（上田市政策企画局　交
流・文化施設建設室　室長補佐）と共に鑑賞します。

10月28日 佐久市立近代美術館
佐久市立近代美術館友の
会

佐久市立近代美術館
0267-67-1055

長野県 佐久市 ①, ③
第8回佐久市民総合文
化祭

公民館活動や自主学習により、市民が製作した書道、絵画、
写真などの、1年間の作品成果を展示発表します。

11月2～4日
佐久市生涯学習セン
ター（野沢会館）

佐久市・佐久市教育委員会 無料
佐久市公民館
0267-64-0551

長野県 佐久市 ①, ③
第8回佐久市障害者福
祉展

障害をお持ちの方の作品の展示、施設団体の関係資料の展
示、作品の販売等を行います。

11月2～4日
佐久市生涯学習セン
ター（野沢会館）

福祉展運営委員会 無料
佐久市福祉課
0267-62-3147

長野県 佐久市 ①, ③ アーティストトーク
柳沢正人展において、講師に柳沢正人を招いた作品鑑賞会で
す。

11月3日 佐久市立近代美術館
佐久市・佐久市教育委員会
（佐久市立近代美術館）

佐久市立近代美術館
0267-67-1055

長野県 佐久市 ③
ハイスクール
フェスティバル

音楽活動をしている、現役高校生バンドにライブステージを提
供し、活動内容を紹介するリレー方式の発表会です。

11月4日 佐久市コスモホール
財団法人 佐久市文化事業
団

無料
http://www.saku-
cosmohall.jp/

長野県 佐久市 ①
男女共同参画をめざす
「市民フォーラム」

男女共同参画をめざし、広く市民に啓発することを目的した、
市民を対象とする講演会です。

11月7日 佐久市研修センター
佐久市男女共生ネットワー
ク

無料
佐久市人権同和課
0267-62-3135

長野県 佐久市 ③

こころのミュージカル
2012
ミュージカル
「MONONOKE]

市民自らが企画し、市民が創り上げる手作りミュージカルで
す。ミュージカル、そして文化団体のパフォーマンスの2部構成
です。

11月11日 佐久市コスモホール
財団法人 佐久市文化事業
団

http://www.saku-
cosmohall.jp/

長野県 佐久市 ① 佐久市子どもまつり
幅広い年齢層の指導者との交流、そして親子のふれあいの場
となることを目的として、おもちゃの手づくりなどのイベントを開
催します。

11月11日
佐久市生涯学習セン
ター（野沢会館）

佐久市青少年育成推進協
議会

無料
佐久市生涯学習課
0267-62-0664

長野県 佐久市 ① 人権を守る市民集会
・講演会を開催します。
・市内小学生から募集した「人権標語」を展示します。

11月17日 あいとぴあ臼田 佐久市・佐久市教育委員会 無料
http://www.city.saku.
nagano.jp/

長野県 佐久市 ①, ④ 子ども作品展 平成24年度佐久科学作品展の入賞作品を展示します。 11月17～25日 佐久市子ども未来館 佐久市子ども未来館 無料
http://kodomomiraik
an.jp/

科学展示室に入館す
る場合、入館料がか
かります。

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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長野県 東御市 ①
東御市総合文化フェス
ティバル

日頃、生涯学習を実践している市民グループや個人の作品発
表等を行い、お互いの研修を深め、地域文化の向上及び市民
の交流を図ります。

11月3, 4日 東御市文化会館
東御市総合文化フェスティ
バル実行委員会

無料
0268－64－5885
生涯学習課

長野県 東御市 ① 図書館まつり 内容未定 11月25日（予定） 市立図書館 市立図書館 無料 0268－64－5886

長野県

安曇野
市、池田
町、松川

村

③ 安曇野スタイル2012

11/1～4　安曇野に点在する美術館や工房、飲食店等が期間
限定の特別なおもてなしを行います。マップを手に好きな会場
を巡り、作家や文化活動に携わっている人たちと、交流を楽し
めます。期間中、安曇野市穂高交流学習センター「みらい」に
総合インフォメーションが設置され、ポスター展や写真展、コン
サート、ワークショップ等が開催されます。

11月1～4日

安曇野市、池田町、松
川村、安曇野市穂高交
流学習センターみらい
（総合インフォメーショ
ン）

安曇野スタイルネットワーク
運営委員会

http://azumino-
style.com/

共催：安曇野市教育
委員会

長野県 安曇野市 ①
平成24年度安曇野市
市民大学講座

信州大学の協力を頂き5回の一般講座を開催します。また、テ
レビやマスコミ等で活躍されている講師を招いた特別講座を開
催し、全体で７講座を開催します。そのうち、期間内に３回開催

10月12日, ]11月
13, 30日

安曇野市穂高会館第２
会議室

安曇野市教育委員会 無料
安曇野市教育委員会
社会教育課
(0263)62-4565

長野県 安曇野市 ③ 安曇野市地域文化祭
地域で活動するグループ等の生涯学習活動成果の発表の場
として、芸能発表、コンサート、作品の展示などを行います。

10月20日～11月
11日

安曇野市内各公民館 安曇野市教育委員会 無料
安曇野市教育委員会
社会教育課
(0263)62-4565

長野県 安曇野市 ③ そば猪口アート公募展
本年、全国公募した「そば猪口」１０４点の中から、審査を通過
した優秀作品５０点を展示します。

10月2～28日
安曇野髙橋節郎記念美
術館　主屋

そば猪口アート展実行委員
会

無料
http://www.city.azum
ino.nagano.jp/setsuro
_muse/

長野県 安曇野市 ③
安曇野ミュージアム
ギャラリートークリレー
2012

市内12の美術館、博物館が連携し、各施設独自にギャラリー
トークを行うのではなく、実施時間を調整することにより、利用
者が連続してギャラリートークを受けられるようにする試みで
す。

10月1～31日

市内の12施設(貞享義
民記念館、臼井吉見文
学館、安曇野市豊科郷
土博物館、安曇野市豊
科近代美術館、田淵行
男記念館、井口喜源治
記念館、安曇野市穂高
陶芸会館、碌山美術
館、安曇野ジャンセン美
術館、安曇野髙橋節郎
記念美術館、絵本美術
館＆コテージ森のおう
ち、安曇野市穂高郷土

安曇野市美術館博物館連
携事業実行委員会

http://www.city.azum
ino.nagano.jp/event/
bunka/gallerytalk201
2.html

長野県 安曇野市 ③ 北穂高芸術展
安曇野髙橋節郎記念美術館が立地する、安曇野市穂高北穂
高地区に在住の市民の作品を持ち寄った展覧会を行います。

11月10日～11月
25日

安曇野髙橋節郎記念美
術館　主屋・南の蔵

北穂高芸術展実行委員会 無料
http://www.city.azum
ino.nagano.jp/setsuro
_muse/

長野県 安曇野市 ③
田淵行男細密画展「安
曇野の蝶」

田淵行男が安曇野に移住してから描いた蝶の細密画約20点
を展示公開します。

9月11日～11月11
日

田淵行男記念館 田淵行男記念館
田淵行雄記念館
0263-72-9964

長野県 安曇野市 ③
田淵行男写真展～写
真集「北ア展望」より

白黒作品だけの山岳写真集『北ア展望』(1966年)所載作品89
枚のなかから代表作を中心に展示公開します。

10月24日～3月10
日

田淵行男記念館 田淵行男記念館
田淵行雄記念館
0263-72-9964

長野県 安曇野市 ③
岩橋崇至ギャラリー
トーク

岩橋崇至写真展「山の組曲～北アルプス～」出展作家本人に
よる展示解説です。

11月13日 田淵行男記念館 田淵行男記念館 無料
田淵行雄記念館
0263-72-9964

当日のみ入館料も無
料

長野県 安曇野市 ③
安曇野のお祭り展Ⅰ～
オフネがつなぐ地域の
輪～

安曇野市内に伝わるオフネ祭りの展覧会です。展覧会場で
は、市内の各地のオフネの実物や、オフネを飾る人形などを展
示します。

10月20日～12月2
日

豊科郷土博物館、豊科
交流学習センター、穂高
交流学習センター

「安曇野のお祭り展」実行委
員会

「安曇野のお祭り展」
実行委員会事務局
（豊科郷土博物館内）
電話　0263-72-5672

豊科郷土博物館で開
催する展覧会の観覧
料は未確定（100円の
予定）。他の施設での
観覧は無料。

長野県 安曇野市 ③ 安曇野美術会展 地元美術団体による展覧会を行います。 10月14～21日
安曇野市豊科近代美術
館

安曇野市
豊科近代美術館

無料
安曇野市豊科近代美
術館(0263)73-5638
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長野県 小海町 ③ 新海誠展
小海町出身のアニメーション映画監督の展覧会。原画、ポス
ター、挿絵、プロモーションビデオ、映画本編等を展示。

9月15日～11月13
日

小海町高原美術館 小海町教育委員会
ttp://www.koumi-
town.jp/museum/

長野県 小海町 ③ 文化祭 各種展示　ステージ発表
10月30日～11月3

日
小海町総合センター 小海町教育委員会 無料 小海町生涯学習課

長野県 小海町 ③ トリオコンサート バイオリン、ピアノ演奏 11月11日 小海町音楽堂 小海町教育委員会 小海町生涯学習課

長野県 小海町 ①
人権を考える町民の集
い

人権学習　講演 11月25日 小海町総合センター 小海町教育委員会 無料 小海町生涯学習課

長野県 佐久穂町 ③ 佐久穂町文化祭 文化同好会・団体の作品展示及びステージ発表 11月2～4日 生涯学習館「茂来館」 公民館 無料
佐久穂町公民館　℡
0267-86-2041

長野県 佐久穂町 ③ 秋の図書館まつり おはなし会・パネルシアター・工作などの開催 11月2～4日 佐久穂町　　図書館 〃 無料
佐久穂町図書館　℡
0267-86-7020

長野県 佐久穂町 ③ とちの実おはなし会 絵本の読み聞かせや室内ゲームなどの開催 11月10日 佐久穂町　　図書館 〃 無料
佐久穂町図書館　℡
0267-86-7020

長野県 佐久穂町 ③ 文化講演会
精神科医の『名越康文』氏による、今の時代を明るく生きる為
のコツなどを講演

11月11日
生涯学習館「茂来館」
メリアホール

〃 無料
佐久穂町公民館　℡
0267-86-2041

長野県 南相木村 ③
南相木村
総合文化祭前夜祭

映画上映 11月2日
南相木村
公民館

南相木村
公民館

無料
0267-78-2433
0094@vill.minamiaiki.n
agano.jp

上映開始は
午後５時から

長野県 南相木村 ③
南相木村
総合文化祭

村内の文化クラブ及び、保育園児・小学生の発表の場として、
作品展示及び上演を行います。

11月3日 〃 〃 無料 〃

長野県 南相木村 ③ 文化講演
総合文化祭に文化人をお招きし、講演をしていただきます。今
年度は、加藤みどりさんです。

〃 〃 〃 無料 〃

長野県 長和町 ③ 長和町文化祭 個人・サークル・文化団体作品展示 11月2, 3日 長和町長門町民体育館
長和町・長和町教育委員
会・公民館

無料
syakai@town.nagawa.
nagano.jp

長野県 長和町 ③ 長和町文化祭 芸能団体発表 11月3日 長和町長門町民体育館 無料
syakai@town.nagawa.
nagano.jp

長野県 青木村 ③ ウォークの集い（予定） 村内史跡めぐり 10月28日 村内 青木村公民館 無料 0268-49-2224

長野県 青木村 ③ 青木村文化祭
伝統民俗芸能の発表
生涯学習グループによる成果の発表と展示

11月2～4日 文化会館 青木村公民館 無料 0268-49-2224
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長野県 下諏訪町 ③
町民総合文化祭
（音楽会）

下諏訪町自主グループによる音楽発表を行います。 10月28日
下諏訪総合
文化ｾﾝﾀｰ

民公協働 無料 0266-28-0002

長野県 下諏訪町 ①
町内一斉
家庭読書の日

毎月第２日曜日を家庭読書の日と定め、
家族のつながりを深めていきます。

11月11日 各家庭 教育委員会 無料 0266-28-0002

長野県 下諏訪町 ① 親子ふれあい講演会
「青少年は地域からはぐくむ」という観点に立ち、地域の多くの
人々が日頃から青少年を温かく見守り、励まし、時には注意、
指導できる地域づくりを進めるための講演会を開催します。

11月2日
下諏訪総合文化ｾﾝﾀｰ
小ﾎｰﾙ

下諏訪町
青少年健全
育成協議会

無料
0266-27-1111
（内線714）

長野県 下諏訪町 ① 生け花講座 生け花の基礎を学びます。
10月17, 31日, 11
月14, 28日, 12月

12日
下諏訪総合文化ｾﾝﾀｰ

下諏訪町
公民館

0266-28-0002

長野県 下諏訪町 ① 茶道講座 基本的なお点前の基礎を学びます。

10月18日,
11月8, 22, 12月13

日,
1月17, 24, 31日, 2

月7, 14, 21日

下諏訪総合文化ｾﾝﾀｰ
下諏訪町
公民館

0266-28-0002

長野県 下諏訪町 ① 着物の着付け講座 着物の着付け方を学びます。
10月25日, 11月1,
15, 29日, 12月6日

下諏訪総合文化ｾﾝﾀｰ
下諏訪町
公民館

0266-28-0002

長野県 下諏訪町 ① ペン字講座
筆ペン、ボールペンを使って字形の整え方や書き方を学びま
す。

10月12, 19日, 11
月2, 16日, 12月7,
21日, 1月18, 25日

下諏訪総合文化ｾﾝﾀｰ
下諏訪町
公民館

0266-28-0002

長野県 下諏訪町 ① フラダンス講座 気分転換、心身のリフレッシュを図ります。

10月9日,23日,11
月13日,27日,12月
11日,1月16日,29

日,2月12日

下諏訪総合文化ｾﾝﾀｰ
下諏訪町
公民館

0266-28-0002

長野県 下諏訪町 ①
ボクシング
エクササイズ講座

パンチやキックを取り入れたエクササイズ。
年代を問わずストレス発散を図ります。

10月9, 23日, 11月
6, 20日, 12月4, 18
日, 1月15, ,29日

下諏訪総合文化ｾﾝﾀｰ
下諏訪町
公民館

0266-28-0002

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

長野県 下諏訪町 ① お鍋講座
いつもご家庭でつくっているお鍋にもうひと工夫。おいしいお鍋
作りを学びます。

11月5日 下諏訪総合文化ｾﾝﾀｰ
下諏訪町
公民館

0266-28-0002

長野県 下諏訪町 ① パン作り講座 プロからパン作りを学びます。 11月6, 20, 27日 下諏訪総合文化ｾﾝﾀｰ
下諏訪町
公民館

0266-28-0002

長野県 下諏訪町 ① モチーフ編み講座 ポーチやクッションカバー、ベスト等の作り方を学びます。
10月10, 24日, 11
月7, 21日, 12月5,

19日
下諏訪総合文化ｾﾝﾀｰ

下諏訪町
公民館

0266-28-0002

長野県 下諏訪町 ① ハワイアンキルト講座 ハワイアンキルトのバッグ作りを学びます。

10月18, 25日, 11
月8, 22日, 12月
13, 20日, 1月10,

24日

下諏訪総合文化ｾﾝﾀｰ
下諏訪町
公民館

0266-28-0002

長野県 下諏訪町 ① 手作りキムチ講座
お家で漬けられるように、本格的なキムチの漬け方を学びま
す。

11月19日 下諏訪総合文化ｾﾝﾀｰ
下諏訪町
公民館

0266-28-0002

長野県 下諏訪町 ① 韓国語講座 会話を中心に韓国の文化にふれながら、韓国語を学びます。

11月9, 30日, 12月
7, 14日, 1月18, 25
日, 2月1, 15日, 3

月1, 8日

下諏訪総合文化ｾﾝﾀｰ
下諏訪町
公民館

0266-28-0002

長野県 下諏訪町 ① アートでリラックス講座
臨床美術の手法によって絵を描くことで脳や体の疲れを癒しま
す。

10月12, 19日, 11
月2日

下諏訪総合文化ｾﾝﾀｰ
下諏訪町
公民館

0266-28-0002

長野県 下諏訪町 ① 切り絵講座 季節の草花を題材にして切り絵を学びます。
11月12, 26日, 12

月10日
下諏訪総合文化ｾﾝﾀｰ

下諏訪町
公民館

0266-28-0002

長野県 下諏訪町 ① パソコン講座 word、excel の操作やデジカメの取り込み方を学びます。
10月23, 30日, 11
月6, 13, 20, 27日,

12月4日
下諏訪総合文化ｾﾝﾀｰ

下諏訪町
公民館

0266-28-0002
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長野県 下諏訪町 ① マイガレージクラブ 水墨画について学びます。 11月18, 25日
諏訪湖
博物館

諏訪湖
博物館

0266-27-1627

長野県 下諏訪町 ① お来楽ゼミナール 日本刀の基礎知識を学びます 11月10日
諏訪湖
博物館

諏訪湖
博物館

0266-27-1627

長野県 下諏訪町 ② おはなしのへや 絵本の読み聞かせや紙芝居を行います。 毎週土曜日 下諏訪町立図書館 下諏訪町立図書館 0266-27-5555

長野県 下諏訪町 ② おはなしのへやプチ 手遊び、絵本の読み聞かせや紙芝居を行います。 毎週木曜日 下諏訪町立図書館 下諏訪町立図書館 0266-27-5555

長野県 下諏訪町 ① 図書館まつり
図書館への親しみを深め、気軽に多くの人に利用していただく
きっかけとしていきます。

10月20, 21日 下諏訪町立図書館 下諏訪町立図書館 0266-27-5555

長野県 富士見町 ③ 富士見町総合文化祭
芸術展示祭（11/3～5）と芸能音楽祭　　　　（11/3）を開催。町
民の一年間の練習成果を披露発表し、芸術文化の継承と町民
の生涯学習機会の発展を図ります。

11月3～5日
富士見町コミュニティ・プ
ラザ及び富士見グリーン
カルチャーセンター

富士見町公民館 無料 http://hohho.org/

長野県 原村 ① 村民文化祭 文化・芸術に関する展示発表会 11月3, 4日 原村社会体育館 原村 無料 0266-79-7940

長野県 辰野町 ①，③ たつの芸術文化祭

展示発表と舞台発表の部門で、町民のみなさんの生涯学習の
成果を披露する場を提供します。
【展示】10月26日〜11月18日（予定）
・陶芸、ちぎり絵、書道、写真、盆栽、手芸など
【舞台】
・「華麗なる吟と舞」10月27日
・「芸能ステージ」10月28日
・「町内小学校音楽会」11月1日
・「音楽祭」11月3日
・「ひびけ太鼓ドンドコドン」11月4日
・「能の舞と謡を楽しむ会」11月4日
・「箏コンサート〜四季の彩り〜」11月11日
・「辰野・箕輪合唱のつどい」11月17日

左記のとおり 辰野町民会館
辰野町

（辰野町民会館）
無料 0266-41-1681

長野県 辰野町 ①，③ 図書館まつり

・「古田人形芝居」
・「おはなしのへや」図書館まつりスペシャル
・「図書館探検隊＋作ろうバルーンアート」
・朗読グループ木魂発表会
・除籍済み図書リサイクル
・ 「ほっと一服」抹茶接待

11月3, 4日 辰野町立辰野図書館 辰野町立辰野図書館 無料 0266-41-2574
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長野県 辰野町 ③
企画展「創造の王国展
Ⅲ」

県内養護学校、支援施設の子どもや利用者の作品約100点を
ご覧いただきます。

10月27日～11月
25日

辰野美術館 辰野美術館 無料
art-
museum@town.tatsun
o.nagano.jp

長野県 箕輪町 ③ みのわ町民文化祭 生涯学習として学んだ成果の発表・展示
10月28日～11月3

日

箕輪町文化センター
箕輪町地域交流セン
ター

箕輪町公民館
文化祭実行委員会

無料 0265-79-2178

長野県 箕輪町 ③ 仕掛け絵本づくり 幼児～小学生向けの仕掛け絵本を作る教室 10月28日 箕輪町図書館 箕輪町図書館 無料 0265-79-6950

長野県 箕輪町 ③ 美篶堂製本講座 大人向けに行う製本講座 10月28日 箕輪町図書館 箕輪町図書館 無料 0265-79-6950

長野県 箕輪町 ③
朗読技術研修会
第１回

朗読技術の研修 11月6日 箕輪町文化センター 箕輪町図書館 無料 0265-79-6950

長野県 箕輪町 ③ 万華鏡作り 幼児～小学生向けの教室 11月23日
箕輪町地域交流セン
ター

箕輪町図書館 無料 0265-79-6950

長野県 箕輪町 ③
特別展「中箕輪尋常高
等小学校の駒ケ岳遭
難」

大正２年に起った駒ケ岳遭難事件について
10月27日～11月

18日
箕輪町郷土博物館 箕輪町郷土博物館 無料 0265-79-4860

長野県 箕輪町 ③ 秋のふれあい博物館 文化の日にあわせ、ふれあいイベントを実施 11月3日 箕輪町郷土博物館 箕輪町郷土博物館 無料 0265-79-4860

長野県 飯島町 ③ いいちゃん文化祭 芸能祭、文化展、図書館まつり、映画会 10月27, 28日 飯島町　　　文化館 飯島町生涯学習センター
飯島町教育委員会
生涯学習係0265-86-
3111

映画会は有料。

長野県 飯島町 ③
第21回町内文化財めぐ
り

町内の文化財視察 11月3日 飯島町内 飯島町教育委員会
飯島町教育委員会
生涯学習係0265-86-
3111

長野県 飯島町 ③
飯島町陣嶺館　　　特
別開館

飯島町陣嶺館の無料特別開館
10月29日～11月4
日(11月3日除く)

飯島町　　　陣嶺館 飯島町教育委員会
飯島町教育委員会
生涯学習係0265-86-
3111

長野県 南箕輪村 ① 南箕輪村民文化祭
村の住民などによる芸能ステージ発表、芸術作品展示をし、芸
術の創造と発展を図ります。

11月3, 4日 南箕輪村民センター 教育委員会 無料
http://www.vill.minam
iminowa.nagano.jp/

長野県 南箕輪村 ① 文化講演会
講演を通じて、村の皆さんが生涯学習に意欲を持って取り組
んでいただくようにします。

11月3日 南箕輪村民センター 教育委員会 無料
http://www.vill.minam
iminowa.nagano.jp/

長野県 南箕輪村 ③
南箕輪村郷土館特別
展

村内にある文化財を広く公開します。 11月10, 11日 南箕輪村郷土館 教育委員会 無料
http://www.vill.minam
iminowa.nagano.jp/

長野県 中川村 ③
村の文化祭
展示の部

村内のクラブ、サークル、個人による、生け花、写真、書道、絵
画、クラフト等の作品展示。
約800点の出展。

11月2～4日 中川村社会体育館
中川村公民館
中川村文化団体連絡協議
会

無料
中川村公民館
TEL:0265-88-1005
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長野県 中川村 ③
村の文化祭
ステージの部

村内のクラブ、サークル、個人による、踊り、コーラス、太鼓、
バンド等のステージ発表。
約200人、20ステージ。

11月4日 中川文化センター
中川村公民館
中川村文化団体連絡協議
会

無料
中川村公民館
TEL:0265-88-1005

長野県 中川村 ①
中川村歴史民俗資料
館特別展「太平洋戦争
と中川村」(仮題)

忘れてはならない太平洋戦争を村に残る兵事資料と村内各地
の写真や証言で振り返ります。

10月中旬～11月
13日

火・木・土・日・祝
日開館

中川村歴史民俗資料館 中川村歴史民俗資料館
中川村歴史民俗資料
館(火・木開館)
TEL:0265-88-3452

村の文化祭期間中は
入館無料

長野県 中川村 ① お話の部屋
おはなし、絵本の世界を知り楽しんでもらうことで、子どもたち
の本への興味意欲を引き出す。本を仲介として豊かな感性を

11月24日 中川村図書館 中川村図書館 無料
中川村図書館
TEL:0265-88-1005

長野県 中川村 ①
小さい子おはなしのへ
や

おはなし、絵本の世界を知り楽しんでもらうことで、子どもたち
の本への興味意欲を引き出す。わらべうた、手遊びなどを通し
て親子のコミュニケーションを深める。

11月28日 中川村図書館 中川村図書館 無料
中川村図書館
TEL:0265-88-1005

長野県 中川村 ① 静かな夜のお話会・秋 大人対象のお話会。朗読・音楽他、自作作品の発表。 11月30日 中川村図書館 中川村図書館 無料
中川村図書館
TEL:0265-88-1005

長野県 中川村 ①
第13回中川アルプス展
望さわやかウオーク

12ｋｍりんご街道コース(美しい日本の歩きたくなるみち500選)
20ｋｍ天竜・里山コース
15ｋｍ里山コース
6ｋｍファミリーお散歩コース
12ｋｍ・20ｋｍ・15ｋｍコースはりんごのもぎ取り体験有

11月24, 25日 村内各コース
中川アルプス展望さわやか
ウオーク実行委員会

中川村教育委員会
TEL:0265-88-1005

長野県 中川村 ①
宮崎学写真展「柿の
木」

地元出身の写真家「宮崎学」の写真展。

10月11日～11月
18日

火・木・土・日・祝
日開館

アンフォルメル中川村美
術館

アンフォルメル中川村美術
館

アンフォルメル中川村
美術館
TEL:0265-88-2680

長野県 宮田村 ①③ 第３９回宮田村文化祭
村内で活動する生涯学習団体が日頃の学習の成果を発表す
る場。体育センターでは作品展、村民会館大ホールでは芸能
発表会が行われます。その他の企画展もあります。

１１月3,4日
宮田村民会館
宮田村体育センター

宮田村教育委員会・公民館 無料
宮田村民会館
℡０２６５−８５−２３１
４

長野県 高森町 ① 文化祭
町民の方による日頃の公民館活動の発表の場です。展示やス
テージ発表をおこないます。

11月16～18日
中央公民館役場前駐車
場

高森町中央公民館 無料

長野県 高森町 ① 柿の里ひろば第2講座 平和・人権学習のための講演会を予定しています。 11月初旬 福祉センター
高森町中央公民館・役場健
康福祉課

無料

長野県 高森町 ① シニア大学第5講座
町内65歳以上の方による、班活動と講演会をおこなっていま
す。班活動は毎回9種類の活動をおこなっており、第5講座の
講演会の内容は未定です。

10月30日 福祉センター 高森町中央公民館
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長野県 高森町 ③ 時の駅第3講座
歴史資料館で、郷土の歴史に関する講演会を開催していま
す。第3講座の内容は「産業組合と大正館」です。

10月20日 時の駅
高森町歴史民俗資料館「時
の駅」

長野県 高森町 ③
時の駅特別展「高森町
の養蚕」

高森町の養蚕業に関わる歴史資料の展示をします。 11月1～30日 時の駅
高森町歴史民俗資料館「時
の駅」

長野県 天龍村 ① 昇龍まつり 各文化クラブの発表や展示会 11月25日
天龍村文化センターな

んでも館
公民館 無料 0260-32-3206

長野県 豊丘村 ① とよおか四季大学
ふるさと大使提案事業「とよおか四季大学」の秋季講座です。
毎回国の中心から著名な講師をお招きし、講義が開催されま
す。

10月20日
豊丘村総合福祉セン
ター

豊丘村
公民館

無料 0265-35-9066

長野県 豊丘村 ① 親子セミナー
今年度第4回目のセミナーです。保育園児の親子を中心に親
子のふれあいをテーマにした運動遊びです。

10月21日 〃 〃 無料 〃

長野県 豊丘村 ① 公民館学習会
年10回開催している学習会の第6回目です。高齢の方に人気
の、お寺のご住職様による講話です。

10月22日 〃 〃 無料 〃

長野県 豊丘村 ① 文化祭
11月10～11日に開催される「とよおおか祭り」に併せて、公民
館グループの日頃の活動の成果を発表する作品展が開催さ
れます。

11月4～11日 〃 〃 無料 〃

長野県 豊丘村 ③ 北島新平展
豊丘村の中学校に長年奉職し、そこから画家に転職し多くの
絵本に挿絵を描いている北島新平画伯の、絵本と絵画を展示
する特別展です。

11月9～11日 豊丘村保健センター
豊丘村
教育委員会

無料 0265-35-9053

長野県 上松町 ①，③ 上松町芸能祭 芸能系サークルの発表の場として毎年開催しています。 10月14日
長野県木曽勤労者福祉
センター

芸能祭実行委員会・上松町
公民館

無料
０２６４－５２－２１１１
（上松町公民館）

長野県 上松町 ①，③ 上松町総合文化展
芸術系サークル、公民館講座で制作した作品を数多く展示し
ます。

10月31日～11月4
日

上松町公民館・社会体
育館

上松町公民館 無料
０２６４－５２－２１１１
（上松町公民館）

長野県 南木曽町 ①，③
第26回南木曽町美術・
工芸展

・町民による自らのライフワーク（写真、書、絵画、版画、工芸
品、手芸他）制作展示
・特別展
・木工造形コンクール（小学生）

10月27日～11月4
日

南木曽会館 南木曽町公民館 無料
南木曽会館（教育委
員会）
0264－57－3335

長野県 王滝村 ①，③ 第20回公民館まつり
学習成果の発表の場
展示、体験コーナー、物産販売

10月27, 28日 村公民館 王滝村公民館 無料 0264-48-2134

長野県 王滝村 ① 三者講演会 人権をテーマにした講演会 11月13日 小中学校
村公民館
小中学校
小中学校PTA

無料 0264-48-2134

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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長野県 王滝村 ① 生涯学習講演会 落語をテーマにした講演会 11月23日 村公民館 王滝村公民館 無料 0264-48-2134

長野県 麻績村 ③
平成24年度麻績村文
化祭

地域に根ざした文化の創造と、クラブ・サークル・各種団体・個
人の学習成果の発表の場として。また村民の交流の場として
開催します。

11月3, 4日
麻績村地域交流セン
ター

麻績村 無料
http://www.vill.omi.na
gano.jp/

長野県 麻績村 ③
長野県信濃美術館巡
回展

村民に広く、芸術文化を鑑賞していただくために、長野県信濃
美術館による巡回展を開催します。

11月23日～12月2
日

麻績村地域交流セン
ター

麻績村・県信濃美術館 無料
http://www.vill.omi.na
gano.jp/

長野県 麻績村 ①
手をつなぎ ひろげよう
人権の輪　県松本地域
人権フェスティバル

松本人権擁護委員協議会管内の東筑摩郡内の5つの村が連
携を図り、広域で開催します。それぞれの地域に密着した人権
啓発を、５村で協力し合い実施します。
人権にかかわる講演会のほか、作文や「人権の花運動」の活
動発表、人権啓発のパネル展示や啓発グッズの配布などを行
います。

11月17日
麻績村地域交流セン
ター

東筑５村（山形、朝日、生
坂、筑北、麻績）及び松本地
域人権擁護委員協議会

無料
http://www.vill.omi.na
gano.jp/

長野県 山形村 ① 山形村総合文化祭
村民の学びの成果を発表する機会とし、作品展示や芸能発表
などが行われます。

11月3, 4日
山形村農業者トレーニン
グセンター

山形村公民館 無料
山形村教育委員会事
務局
電話　0263-98-3155

長野県 山形村 ① 図書館子ども教室
総合文化祭にあわせ、子どもを対象とした体験教室を図書館
で開催します。
教室名：ブックカバーで手提げ袋をつくろう

11月3日 山形村図書館 山形村図書館 無料
山形村教育委員会事
務局
電話　0263-98-3155

長野県 山形村 ③
ふるさと伝承館無料開
放日

常設展示室を無料でご覧いただけます。 11月4日 ふるさと伝承館 山形村教育委員会 無料
山形村教育委員会事
務局
電話　0263-98-3155

長野県 池田町 ①,④
池田町みんなの文化
祭

文化祭と芸能祭の融合による新たな文化祭
文化祭＝文化芸術作品の出品展示
芸能祭＝文化芸能活動の上演

10月26～28日 池田町総合体育館 池田町公民館 無料 0261-62-2058

長野県 池田町 ③
企画展「竹久夢二と抒
情画の系譜」

竹久夢二など抒情画家の心象風景に触れることで、対象から
今日に至る時代性と文化の流行について展観します。

10月12～12月2日 北アルプス展望美術館 北アルプス展望美術館
http://www.ikedamac
hi.net/bijutsukan/ind
ex.htm

長野県 松川村 ①，③ 松川村文化祭
　村内で活動している生涯学習（文化）団体からの展示出展・
ステージ芸能発表があります。
多くの方のご来場をお待ちしています。

10月26～28日
松川村多目的交流セン
ター　すずの音ホール

松川村公民館・松川村生涯
学習推進会議

無料
info@vill.matsukawa.n
agano.jp

長野県 松川村 ① 高瀬川渓谷観察会
　高瀬川渓谷の散策と天然記念物である湯俣噴湯丘の観察を
実施します。

10月10日 高瀬川渓谷
松川村公民館・松川村生涯

学習推進会議

nashida-
daisuke@vill.matsuka
wa.nagano.jp
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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

長野県 松川村 ① 松川村村民運動会 　全村民を対象とした分館対抗の運動会。 10月21日 川西運動公園野球場 村公民館 無料
takesako-
ryouhei@vill.matsuka
wa.nagano.jp

長野県 松川村 ①
あづみ野松川小中学

生駅伝大会

　県内小中学生の駅伝大会で、小学生・中学女子・中学男子
の3部門で約８０チーム５００人が出場予定です。例年、長野県
中学校駅伝競走大会の前哨戦として、多くの強豪校が出場し
ています。

10月13日 松川村小学校校庭　他
あづみ野松川小中学生駅

伝大会実行委員会
無料

takesako-
ryouhei@vill.matsuka
wa.nagano.jp

長野県 松川村 ①，③ 図書館まつり
　村の文化祭に併せた図書館のイベントです。おはなし会・工
作教室などのほか、毎回好評の本のリサイクル市を開催しま
す。

10月26～28日
すずの音ホール内図書

館
松川村公民館・松川村図書

館
無料

http://www.matsuka
wavill-lib.annexis.jp/

長野県 松川村 ①，③ 秋の読書月間
利用者による本の紹介コーナー、絵本に出てくるお菓子作り教
室、工作教室、スタンプラリーなど1ヶ月間に渡り、図書館利用
促進を図ります。

11月
すずの音ホール内図書

館
松川村公民館・松川村図書

館
無料

http://www.matsuka
wavill-lib.annexis.jp/

長野県 松川村 ①，③ 読書会
参加者が自分の好きな本について語り合う会です。参加は自
由です。毎月１回開催します。

11月30日
すずの音ホール内図書

館
松川村図書館 無料

http://www.matsuka
wavill-lib.annexis.jp/

長野県 松川村 ①，③
おとなのためのおはな
し会

おとなを対象にした読み聞かせ、素話の会です。隔月に１回開
催します。

11月24日
すずの音ホール内図書

館
松川村図書館 無料

http://www.matsuka
wavill-lib.annexis.jp/

長野県 松川村 ①，③
川端誠絵本ライブ・講
演会

絵本作家本人による読み聞かせライブと保護者向けの講演会
です。

10月14日
すずの音ホール内ホー

ル、研修室
松川村公民館・松川村図書

館
http://www.matsuka
wavill-lib.annexis.jp/

長野県 松川村 ① ニュースポーツ教室
ニュースポーツである「スポレック」を体験する教室。申込は不
要で自由に参加できます。

11月～12月
松川村生涯学習セン
ター

松川村公民館・松川村ス
ポーツ推進委員

無料
takesako-
ryouhei@vill.matsuka
wa.nagano.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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長野県 松川村 ① 新体力テスト
村民を対象とし、新体力テストの実施要領に基づきテストを実
施します。

11月中旬 未定
松川村公民館・松川村ス
ポーツ推進委員

無料
takesako-
ryouhei@vill.matsuka
wa.nagano.jp

長野県 白馬村 ① 白馬里山道中 里山を歩きながら文化と歴史を学びます。 10月22日 小川村の虫倉山 白馬村公民館 0261-85-0738

長野県 白馬村 ③ 第42会白馬村文化祭
村民及び村内団体の作品出展や芸能発表、出店、映画の上
映、大糸線に関わる講演とパネルディスカッションを行います。

11月2～4日 ウイング21 白馬村公民館 0261-85-0738 出店は有料

長野県 白馬村 ① 歴史巡り 近隣市町村の歴史・文化を学びます。 11月20日 富山県黒部市 白馬村公民館 0261-85-0738

長野県 小布施町 ①，③
第52回総合文化祭・作
品展

町民から出展される書道、絵画、写真、生け花等の作品を一
堂に展示します。

10月20, 21日 小布施総合町体育館 小布施町 無料
http://www.town.obu
se.nagano.jp/

長野県 小布施町
①，②，

③
高井鴻山席書大会

多くの書を残した小布施町ゆかりの豪商・文化人　高井鴻山に
ちなみ、小学生から大人までが課題を清書し競う書道の大会
です。

10月20日
小布施中学校体育館
(鳳凰アリーナ）

小布施町・高井鴻山記念館 無料
http://www.town.obu

se.nagano.jp/

長野県 小布施町 ①，③
第52回芸能祭（生涯学
習町民のつどい）

町民が日頃から取り組んでいる芸能（舞踊、楽器演奏、バレエ
等）を発表します。

11月4日 北斎ホール 小布施町 無料
http://www.town.obu

se.nagano.jp/

長野県 小布施町 ③ 菊花展 町民から出展される菊の鉢を展示、審査します。 11月1～10日 皇大神社 小布施町 無料
http://www.town.obu

se.nagano.jp/

長野県 山ノ内町 ③ 総合文化祭
展覧会・芸能祭・菊花展・青空市場・古本市を開催して多くの
人に公民館に足を運んでもらい、興味を持ち参加してもらうこ
と、文化、芸術に触れててもらうことを目的に開催します。

11月3, 4日
山ノ内町　　文化セン
ター

山ノ内町　　中央公民館 無料
http://www.town.yam
anouchi.nagano.jp

長野県 飯綱町 ①
いいづな歴史ふれあい
館特別展

「一茶生誕250年プレ企画～小林一茶と飯綱町展（仮題）」を開
催します。

10月6日～12月16
日

いいづな歴史ふれあい
館

飯綱町教育委員会
いいづな歴史ふれあ
い館
℡026-253-6646

原則、月曜日休館

長野県 飯綱町 ① 定例星空観望会
いいづな歴史ふれあい館の天体観測室を公開して天体観測
会を開催します。

10月27日, 11月
10, 24日

いいづな歴史ふれあい
館

飯綱町教育委員会 無料
いいづな歴史ふれあ
い館
℡026-253-6646

長野県 飯綱町 ①
人権を守るまちづくり講
座

講演会
「女（ひと）と男（ひと）の認めあい、支えあい～多様性を活かす
社会へ～」
を開催します。

11月1日 飯綱町民会館 飯綱町，飯綱町教育委員会 無料
飯綱町民会館
℡026-253-6560

長野県 飯綱町 ①
若づくり大学
公開教養講座

講座
「生きる力を養成しよう」～ネットワーク～
を開催します。

11月7日 飯綱町民会館元気の館
飯綱町，飯綱町教育委員
会・公民館

無料
飯綱町民会館
℡026-253-6560

長野県 天龍村 ① 昇龍まつり 各文化クラブの発表や展示会 11月25日
天龍村文化センターな

んでも館
公民館 無料 0260-32-3206
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長野県 上田市 ①② リカレント教育講座
広く現場で働く保育者・教育者の皆様を対象に、保育や教育の
実践に活かせる知識･技術の提供を目的として開催されます。

10月28日 上田女子短期大学
学校法人北野学園　上田女
子短期大学

無料 www.uedawjc.ac.jp

長野県 長野市 ① 公開講座 アメリカン・フォークソングの世界 10月20日
長野市生涯学習セン
ター

清泉女学院大学・短期大学
http//www.seisen-
jc.jp

長野県 長野市 ① 公開講座 メディアを読み解く 10月20, 27日
長野市生涯学習セン
ター

清泉女学院大学・短期大学
http//www.seisen-
jc.jp

長野県 長野市 ① 公開講座 物語の深層 10月20日
長野県カルチャーセン
ター

清泉女学院大学・短期大学
長野県カルチャーセンター

長野県カルチャーセ
ンター026-224-2233

後期５回のうちの１回

長野県 長野市 ① 公開講座 コミュニケーションの心理学 11月17日
長野県カルチャーセン
ター

清泉女学院大学・短期大学
長野県カルチャーセンター

長野県カルチャーセ
ンター026-224-2233

後期５回のうちの１回

長野県 長野市 ①，②
信州大学公開講座第３
回「しんしんゼミナー
ル」

【「楽しく生きる」ための心理学！】をテーマに3日間×3人の講
師がそれぞれの専門領域から大学での講義を濃縮した講義を
行います。心理学に興味のある方はどなたでも受講できます。

10月13, 20, 27日 信州大学教育学部 国立大学法人信州大学

http://www.shinshu-
u.ac.jp/faculty/educa
tion/event/2012/07/
548273.html

学校心理士資格更新
のためのポイント
（1P、B）が取得できま
す。

長野県 長野市 ③
大学祭（光芒（こうぼう）
祭）

学部の施設設備を開放し，学生の教育研究やサークル活動を
紹介しながら一般の方との交流の機会を設けます。
なお，光芒祭と同時に，小・中学生，高校生を対象に，工学部
を知っていただくための教職員主催による各種イベントも今後
企画予定しています。おって，本学部のＨＰを参照ください。

10月20, 21日 信州大学工学部 国立大学法人信州大学
http://www.shinshu-
u.ac.jp/faculty/engin
eering.html

長野県 上田市 ③
大学祭（東雲（しのの
め）祭）

歴史ある建物と最先端の教育研究施設が並ぶ繊維学部へ，
一般の方々にもご来場いただき，学生との交流の中で広く繊
維学部を知っていただきたいと存じます。

10月20, 21日 信州大学繊維学部 国立大学法人信州大学
http://www.shinshu-
u.ac.jp/faculty/textile
s/

長野県 上田市 ② オープンキャンパス
大学祭に合わせて，オープンキャンパスを行います。
大学生活の雰囲気も味わってください。

10月21日 信州大学繊維学部 国立大学法人信州大学 無料
http://www.shinshu-
u.ac.jp/faculty/textile
s/

長野県 松本市 ③ 大学祭（銀嶺祭）

『Borderless(ボーダーレス)』という言葉をスローガンに掲げ、ス
テージ企画・スポーツ大会などの様々な企画を展開することに
よって地域社会と大学間や学部・学科間などの枠(境界)を越え
た交流と活動を目指します。

11月3, 4日
信州大学松本キャンパ
ス

国立大学法人信州大学
http://ginrei2012.web
.fc2.com/

長野県 茅野市 ① 蓼科ファミリーキャンプ 乗馬を初めとした自然体験と、他の家族との交流を親子で。
11月20日～
11月21日

蓼科ポニー牧場
財団法人ハーモニィセン
ター

http://www.pony-
harmony.com/

乗馬料は現地精算

長野県 茅野市 ① 誰でも乗馬会 乗馬練習を中心とした牧場生活
11月9日

～
11月11日

蓼科ポニー牧場
財団法人ハーモニィセン
ター

http://www.tpb.jp/i.h
tml

長野県 南箕輪村 ③ 大学祭（落葉松祭）
広大で緑豊かなキャンパスにおいて、模擬店の出店・農学部
で生産された農産物の販売、研究室発表等を行うことで学生
相互・近隣住民との交流を図ります。

11月10, 11日 信州大学農学部 国立大学法人信州大学
http://www.shinshu-
u.ac.jp/faculty/agricu
lture/

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


