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京都府 ②

古典の日推進事業・中
丹元気な子ども育成・
国文祭リターンズ事業
由良川元気サミット＆
中丹府立学校文化祭

中丹地域の公立･小･中学校・高等学校等の児童や生徒が、音
読、朗読、作文発表や地域についての研究成果を発表しま
す。
また、府立高等学校･特別支援学校の文化部等が集結して
様々な舞台発表や作品展示も行います。

10月21日
京都府中丹文化会館・
綾部市中央公民館

中丹地方小学校･中学校･
高等学校等連携会議
京都府中丹広域振興局
京都府中丹教育局
京都府高等学校芸術文化
連盟
中丹府立学校校長会

無料
http://www.kyoto-
be.ne.jp/tyuutan-
k/cms/

京都府 ②③
第29回京都府高等学
校総合文化祭

京都府の高等学校生徒による芸術文化活動の総合的な発表
会を催し、生徒相互の交流と研さんを深め、芸術文化活動の
一層の充実を図り、心豊かな人間性の育成を目指します。

11月3, 4日 府内各会場
京都府高等学校芸術文化
連盟

無料
http://www.kogeibunr
en-kyo.com/

京都府 宇治市 ④ 化学研究所講演会
研究所の現状や研究成果を広く一般に公開し、社会との交流
や産学との連携を図ることをめざして開催しています。

10月21日
宇治おうばくプラザ１階
きはだホール

京都大学化学研究所 無料
http://www.kuicr.kyo
to-u.ac.jp/index
J.html

京都府 宇治市 ④ 生存圏研究所講演会
研究所教員が蓄積した学問的知識を一般の方を対象にわかり
やすく解説する。

10月21日
宇治おうばくプラザ１階
きはだホール

京都大学生存圏研究所 無料

http://www.rish.kyot
o-
u.ac.jp/articles/rish_k
ouen_2012.html

生存圏研究所担当事
務室   0774-38-3346

京都府 宇治市 ①④

宇治キャンパス公開２
０１２
「知るよろこび　考える
楽しさ ― のぞいてみ
よう科学の世界 ―」

宇治キャンパス公開では、通常は見学できない実験施設の公
開、最新の研究成果を紹介する総合展示、公開講演会を行い
ます。
　今年は、「知るよろこび　考える楽しさ ― のぞいてみよう科
学の世界 ―」を統一テーマに、最先端の研究メッセージを宇
治から発信します。

10月20, 21日

京都大学宇治キャンパ
スおよび
宇治川オープンラボラト
リー

京都大学
（宇治キャンパス）

無料
http://www.uji.kyoto-
u.ac.jp/02event/even
t.html

京都府
乙訓地区
２市１町

①
乙訓親まなびフォーラ
ム

地域総がかりの子育てを目指し、子育ての輪を広げるととも
に、親が親としての在り方を考える親育の機会として、講演や
親まなび講座を開催します。

11月4日 京都府立乙訓高等学校
「親育ネットおとくに」協議会
（京都府乙訓教育局）

無料
京都府乙訓教育局
075-933-5130

京都府 木津川市 ③ シンポジウム
特別展「古事記・日本書紀とやましろ」の関連事業として、シン
ポジウムを開催します。

11月17日
アスピアやましろ（木津
川市山城総合文化セン
ター）

京都府立山城郷土資料館 無料
http://www.kyoto-
be.ne.jp/yamasiro-m/

京都府 木津川市 ③

資料館開館30周年記
念・古事記編纂1300年
記念　　特別展「古事
記・日本書紀とやまし
ろ」

古事記・日本書紀にまつわる考古資料・文献史料・民俗資料を
紹介します。

10月27日～12月9
日

京都府立山城郷土資料
館

京都府立山城郷土資料館
http://www.kyoto-
be.ne.jp/yamasiro-m/

京都府 木津川市 ③
「関西文化の日」による
展示無料

当館の入館料を無料とします。 11月17, 18日
京都府立山城郷土資料
館

京都府立山城郷土資料館 無料
http://www.kyoto-
be.ne.jp/yamasiro-m/

京都府 京田辺市 ②③

音楽文化学公開講座
コントラバスの巨人、
バール・フィリップス～
レクチャー＆デモンスト
レーション「完全即興音
楽」

バール・フィリップス氏による公開講座です。
（実演付き）

10月17日
15時半

同志社女子大学
京田辺キャンパス
頌啓館ホール

同志社女子大学
学芸学部
音楽学科

無料 0774-65-8501

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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京都府 京田辺市 ③
同志社京田辺祭（同志
社クローバーフェスティ
バル）

同志社大学京田辺校地で実施される学園祭です。学生と地域
の方の交流を深めるという趣旨のもと、地域の方にも楽しんで
いただけるお祭りを目指しています。

11月3, 4日
同志社大学京田辺キャ
ンパス

同志社大学
http://doshishaclove
r.web.fc2.com/index.h
tml

京都府 京都市 ① 博物館連続公開講座
展示物の解説等の講義，館内の見学を実施する一般市民を
対象とした連続講座です。

11月8日
泉屋博古館（住友コレク
ション）

京都市内博物館施設連絡
協議会，京都市教育委員会

無料
http://www.kyohakur
en.jp/

京都府 京都市 ①，③
東山区民ふれあい文
化財鑑賞会

東山区内の複数の寺院を歩いてめぐり，史跡や文化財を鑑賞
することにより，文化に対する関心を高め，歴史と文化財の宝
庫である東山区のすばらしさを再発見することを通して，区民
相互の交流とふれあいを深める。

10月13日 東山区内の寺院等
東山区民ふれあい事業実
行委員会，東山区役所

東山区役所地域力推
進室

京都府 京都市 ①
京都市会　親子ふれあ
い議場見学会

市会本会議場などを見学しながら，市会の仕組みについて学
ぶとともに，市会及び市政に関心を持っていただきます。

11月3日 京都市役所 市会事務局 無料

http://www.city.kyoto.jp
/shikai/
連絡先:
075-222-3700

―

京都府 京都市 ③
国際交流会館
オープンデイ2012

会館の役割と，公益財団法人京都市国際交流協会の様々な
取組を紹介する，市民参加型の催しです。世界の食や文化の
紹介等を行います。

11月3日 京都市国際交流会館
公益財団法人京都市国際
交流協会

無料 http://www.kcif.or.jp/

京都府 京都市 ①
平成24年度政治・文化
セミナー

講演
『祇園御霊会と山鉾風流』
祇園祭山鉾連合会理事長　吉田　孝次郎

10月11日 ウイングス京都
京都市・区明るい選挙推進
協議会
京都市・区選挙管理委員会

無料
http://www.city.kyot
o.lg.jp/senkyo/index.
html

京都府 京都市
①，③，

④
世界遺産条約採択４０
周年記念シンポジウム

世界遺産の保全や活用策，今後のあり方について議論する。 10月13日
京都工芸繊維大学松ヶ
崎キャンパス　大学セン
ターホール

京都新聞社
ＮＨＫ京都放送局
京都市

無料
http://www.whc40-
kyoto.jp

京都府 京都市 ①
平成2４年度政治・文化
セミナー

講演
『選挙とメディア～世論調査と出口調査を中心に～
京都新聞社論説委員長　桑原　毅

10月18日 ウイングス京都
京都市・区明るい選挙推進
協議会
京都市・区選挙管理委員会

無料
http://www.city.kyot
o.lg.jp/senkyo/index.
html

京都府 京都市 ③ 歴史文化講座
花街の世界-北野上七軒の伝統-
「もてなしの精神と伝統の芸妓」
本学歴史学部主催の講座です。

10月18日
佛教大学
紫野キャンパス 常照
ホール

佛教大学 無料
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/ TEL075-
491-2141

2回シリーズの第2講

京都府 京都市 ③ わくわく狂言
今年で6回目を迎える地域への施設開放事業です。茂山狂言
会の皆様をお招きし、狂言の解説をはじめ、多彩な演目を披
露していただきます。

10月18日
佛教大学　紫野キャン
パス

佛教大学 無料
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/

京都府 京都市 ③
時代祭について（講演
会）

「葵祭」「祇園祭」とともに京都三大祭のひとつに数えられる「時
代祭」を前に，現在102歳で本学グループ校である京都コン
ピュータ学院顧問の米田貞一郎先生に，祭りの由来，歴史，見
どころなどを紹介していただきます。

10月19日
京都コンピュータ学院京
都駅前校

京都情報大学院大学 無料

URL
http://www.kcg.edu/

電話番号
075-711-0161

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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京都府 京都市 ①
平成24年度
華頂公開講座
（2回目）

今年度の華頂公開講座では「東日本大震災とボランティア」を
テーマとして、京都の地で、今、何ができるかを共に考えたいと
思います。その2回目として、NPO法人の方が講師となり、地元
人々による復興活動の後方支援について講義いただきます。

10月20日
京都華頂大学・華頂短
期大学　6号館
「華頂ホール」

京都華頂大学・華頂短期大
学

無料

http://www.kyotokac
ho-
u.ac.jp/open_lecture/i
ndex.html

京都府 京都市 ①
京都産業大学　神山天
文台
一般公開

【一般公開】
①14：00～17：00「施設見学」
②18：00～20:00「天体観望会」(受付は19:30まで）
※②について
・曇天、雨天の場合は３Ｄ映像上映会「宇宙への旅」を実施し
ます。

10月20日
京都産業大学
神山天文台

学校法人
京都産業大学

無料
http://www.kyoto-
su.ac.jp/kao/

中学生以下の夜間の
ご来場については保
護者者同伴でお願い
します。（入場無料、
予約不要）当日、直
接、神山天文台へお
越しください。

京都府 京都市 ①

京都産業大学　神山天
文台
天文学入門講座　第6
回

天文学の基礎を学びたいみなさんのために、「天文学入門講
座」を開講しています。
星間物質と星形成についての講座になります。（15:00～16:30）

10月20日
京都産業大学
神山天文台

学校法人
京都産業大学

無料
http://www.kyoto-
su.ac.jp/kao/news/2
0120519_kouza.html

本講座は全15回（5月
～3月）で構成され、
一話完結となります。
対象：高校生以上。
（入場無料、予約不
要）当日、直接、神山
天文台へお越しくださ
い

京都府 京都市 ① 第75回市民講座

聴講無料の「市民講座」
総合大学の利点を生かした幅広い分野について、気軽に学ん
でいただける講座を準備しています。
第１講座：「はじめての圏」　講師　三好博之（京都産業大学理
学部教授）
第２講座：「気づいてますか。身近な著作権問題」　講師　三山
峻司（京都産業大学　法務研究科教授）

10月21日
京都産業大学　むすび
わざ館

学校法人
京都産業大学

無料
http://www.kyoto-
su.ac.jp/project/area
/

京都府 京都市 ③
「天台聲明を聴く」第一
回

天台声明の歴史は、第3世天台座主 慈覚大師円仁が9年余り
に及ぶ、唐への留学のおりに山東省の魚山（ぎょざん）で声明
を習得され日本へ請来された時に遡ります。
仏の教えとはすべての人々が成仏することであり、そのために
は慈悲の実践が必要であるということです。その教えを声明の
厳かで静かなメロディーにのせ、声明のなかにこめられた深淵
たる願いを皆様にお酌み取り頂ければと思います。

10月25日
京都産業大学　むすび
わざ館

学校法人
京都産業大学

無料 TEL:075-277-1600

京都府 京都市 ③
京都創生座第8回公演
「四神記－神降る都の
物語－」

　歌舞伎，能，狂言，邦楽，日本舞踊などの伝統芸能を一つの
舞台上で構成する京都創生座を代表する作品です。

10月26日 京都芸術劇場春秋座 京都市，京都芸術センター
http://www.soseiza.c
om

京都府 京都市 ①
右京区民ふれあいフェ
スティバル２０１２

右京区の区民，各種団体，学校，企業など地域社会を構成し
ている様々な人たちの参加・協力のもと，区民相互のふれあい
と地域コミュニティの活性化を図ることを目的に開催します。

10月27日
太秦安井公園及び右京
ふれあい文化会館

右京区民ふれあい事業実
行委員会

無料
右京区役所地域力推
進室まちづくり推進担
当075-861-1264

京都府 京都市 ①
自然に親しむ②
「大文字ナイトハイク」

　自然に親しみ，アウトドアでの活動を体験します。大文字山
に夜に登り（ナイトハイク），火床からの夜景を楽しむとともに，
大文字山に暮らす動物たちの夜の姿を観察します。

10月27日 大文字山
京都市，公益財団法人京都市
ユースサービス協会（北青少年活
動センター）

http://ys-
kyoto.org/kita/

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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京都府 京都市 ①
京都産業大学　神山天
文台
一般公開

【一般公開】
①14：00～17：00「施設見学」
②18：00～20:00「天体観望会」(受付は19:30まで）
※②について
・曇天、雨天の場合は３Ｄ映像上映会「宇宙への旅」を実施し
ます。

10月27日
京都産業大学
神山天文台

学校法人
京都産業大学

無料
http://www.kyoto-
su.ac.jp/kao/

中学生以下の夜間の
ご来場については保
護者者同伴でお願い
します。（入場無料、
予約不要）当日、直
接、神山天文台へお
越しください。

京都府 京都市 ①

修学院フォーラム
高齢を生きる
―認知症・胃ろう・尊厳
死を見据えて―第2回
「高齢者福祉を繕う～
NPOちいろばの働きを
考える～」

専門家によるデイ・サービスとボランティアによる「広場」とを一
つにしたＮＰＯ施設を訪ね、これからの高齢者福祉を考えま
す。

10月27日
あなたの居場所「ス カ
サ」

㈶日本クリスチャン・アカデ
ミー
 関西セミナーハウス活動セ
ンター
/NPO法人ちいろば

関西セミナーハウス
活動センター
075-711-2117
http://www.academy
-kansai.org

定員20名
昼食・コーヒー込

京都府 京都市 ① 花山天文台一般公開
（１）望遠鏡観測体験、（２）最新天文学学習、（３）４Dシアター
宇宙体感を行ってもらいます。

10月27日
京都大学大学院理学研
究科花山天文台

京都大学大学院理学研究
科付属天文台

http://www.kwasan.k
yoto-u.ac.jp/

京都府 京都市 ①
中京区民ふれあいまつ
り２０１２

子どもから高齢者まで，皆でふれあいを深める場を提供すると
ともに，地域間の交流を図り，いきいきとした中京区が，ますま
す発展することを目的に開催します。

10月28日 中京中学校
中京区民ふれあい事業実
行委員会

中京区役所
地域力推進室
075-812-2426

京都府 京都市
①，③，

④
世界遺産条約採択４０
周年記念フォーラム

　人類共通の財産である世界遺産をはじめとする京都の文化
や文化財について，その大切さを見つめ直し，新しいものを付
け加えつつ，次代に引き継ぐことの必要性とその方策について
参加者とともに考える。

10月29日
立命館大学朱雀キャン
パスホール

明日の京都文化遺産プラッ
トフォーム
世界遺産条約採択４０周年
記念事業京都実行委員会

無料
http://www.whc40-
kyoto.jp

京都府 京都市 ①，③
でんおんセミナー（後
期）

日本伝統音楽研究センターが所蔵する貴重なSPレコード等を
中心に様々なジャンルを傾聴できる市民向け無料講座です。
テーマは「岡本文弥の新内節を聴く」です。

11月1日
京都市立芸術大学 新
研究棟7階

京都市立芸術大学 無料

京都市立芸術大学
教務学生支援室　事
業推進担　075‐334‐
2204

京都府 京都市 ①，②

京都市立芸術大学音
楽学部60周年記念　京
都市立芸術大学×東
京藝術大学　交流演奏
会

京都市立芸術大学音楽学部60周年を記念して実施する、京都
市立芸術大学と東京藝術大学による交流演奏会です。増井信
貴（本学教授）指揮のもと，ムソルグスキー／ラヴェル編曲「展
覧会の絵」，両校合同オーケストラによる，エルガー作曲「威風
堂々」を披露します。

11月1日 東京藝術大学 奏楽堂
京都市立芸術大学，東京藝
術大学

無料

東京藝術大学演奏藝
術センター　050‐
5525‐2300、京都市
立芸術大学　教務学
生支援室　事業推進
担当　075‐334‐2204

京都府 京都市 ①
平成2４年度政治・文化
セミナー

講演
『持続可能な社会に向けて』
京エコロジーセンター館長　高月　紘

11月1日 ウイングス京都
京都市・区明るい選挙推進
協議会
京都市・区選挙管理委員会

無料
http://www.city.kyot
o.lg.jp/senkyo/index.
html

京都府 京都市 ①
世界文化・秘境探訪～
シルクロード世界の今
昔物語～

海のシルクロードの主要都市 11月1日 佛教大学四条センター 佛教大学
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/facilities/shijo
/

定員150名 全6回うち
1回

京都府 京都市 ③
平成24年度京都府文
化財建造物保存修理
現場公開

修理現場を公開することにより、建物の歴史、文化財建造物
の修理方法等を学ぶ機会を提供する。

11月2日

平等院鳳凰堂、賀茂別
雷神社、摂社若宮神社
本殿、賀茂御祖神社橋
殿保存修理現場

京都府教育委員会 無料
http://www.kyoto-
be.ne.jp/bunkazai/cm
s/

事前申込制

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

京都府 京都市 ①，②

京都市立芸術大学音
楽学部60周年記念　ア
ンサンブルのための
ワークショップ

京都市立芸術大学音楽学部60周年記念事業として、プロ合唱
団の有志メンバーが、実際のオペラ演目を題材に、京芸生を
直接指導するワークショップを一般公開します。

11月2日 京都コンサートホール 京都市立芸術大学 無料

京都市立芸術大学
教務学生支援室　事
業推進担　075‐334‐
2204

京都府 京都市 ① 非命の維新者列伝 姉小路公知-暗殺された攘夷論公家- 11月2日 佛教大学四条センター 佛教大学
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/facilities/shijo
/

定員150名 全6回うち
1回

京都府 京都市 ①
「かな文字を読む」入門
講座-かな書きの古文
書を読む-

実践「伊勢物語」を読む（1） 11月2日 佛教大学四条センター 佛教大学
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/facilities/shijo
/

定員150名 全12回う
ち1回

京都府 京都市 ①
佛教大学100周年企画
同窓会ホームカミング
デー特別講座

大切な記憶を抱いて-お話と二胡演奏- 11月2日 佛教大学四条センター 佛教大学 無料
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/facilities/shijo
/

定員150名

京都府 京都市 ①
地域活性ボランティア
「清掃活動」

　毎月土曜日の午前中に紫明通りを中心に，近隣環境団体と
一緒に清掃活動を行っています。

11月3日
北青少年活動センター
及び紫明通り周辺

京都市，公益財団法人京都市
ユースサービス協会（北青少年活
動センター）

http://ys-
kyoto.org/kita/

京都府 京都市 ③④
秋期特別展関連国際
シンポジュウム

「東アジアと高麗版大蔵経」
大蔵経版木の摺師・堀師の実演も交えて、中国・韓国・国内の
研究者による、最新の研究発表とシンポジウムを開催します。

11月3日
佛教大学宗教文化
ミュージアム及び附属シ
アター会場

佛教大学宗教文化ミュージ
アム

無料
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/facilities/mus
eum/

京都府 京都市 ③，④
公開講演会「絵本・絵
巻に見る京都」　慶應
義塾大学教授　石川透

上記展覧会にちなんだ公開講演会を行います。 11月3日
京都府古書籍商業協同
組合　3階展示室

慶應義塾大学絵入り本プロ
ジェクト「15~17世紀における
絵入り本の世界的比較研究
の基盤形成（戦略的研究基
盤形成支援事業）」/京都府
古書籍商業協同組合共催

無料
http://www.eiri.keio.a
c.jp/entry/138.html

講演時間14時～15時

京都府 京都市 ①，②
第45回計量図画・作文
展

適正計量の大切さを訴える図画・作文を市内小・中学生から募
集し，優秀作品を表彰するとともに，一般市民に展覧します。

11月4日 元春日小学校
京都市産業観光局計量検
査所

無料
計量検査所
075-861-1731

京都府 京都市
①，③，

④
世界遺産条約採択４０
周年記念講演会

　文化遺産と地域社会の持続可能な発展のための地域社会
の参加について学ぶ。

11月4日
京都大学百周年時計台
記念館

日本イコモス国内委員会
世界遺産条約採択４０周年
記念事業京都実行委員会

無料
http://www.whc40-
kyoto.jp

京都府 京都市
①，③，

④

歴史的都市景観（HＵ
Ｌ）研究会公開シンポジ
ウム

　ユネスコにおいて勧告された歴史的都市景観に関する問題
について論議する。

11月5日 国立京都国際会館 東京大学　　京都市 無料
http://www.whc40-
kyoto.jp

京都府 京都市 ① 写経 心経・法然上人法語 11月5日 佛教大学四条センター 佛教大学
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/facilities/shijo

定員60名 全12回うち
1回

京都府 京都市 ③
お茶のこころと宗教の
こころ第2回「お茶とキ
リスト教」

長くキリスト教信仰と茶道の共生を実践して来られた講師を招
いて、話を聞きます。また、茶室での呈茶を楽しみます。
講師：髙橋敏夫

11月5日 関西セミナーハウス

(財）日本クリスチャン・アカ
デミー
 関西セミナーハウス活動セ
ンター

関西セミナーハウス
活動センター
075-711-2117

定員20名
抹茶付

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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京都府 京都市 ①
デジタル画像の取扱い
-保存からプリントまで-

デジタル画像編集について 11月6日 佛教大学四条センター 佛教大学
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/facilities/shijo
/

定員50名　全5回うち
1回

京都府 京都市 ①

京都市社会福祉協議
会提携講座　人に優し
く、災害に強い、福祉
のコミュニティづくりに
向けて～備えよう災害
対策・ボランティアのい
ろは～

災害対策の基礎（ワーク） 11月6日 佛教大学四条センター 佛教大学 無料
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/facilities/shijo
/

定員100名　全6回う
ち1回

京都府 京都市 ①

看護異文化交流・社会
連携推進センターリカ
レント学習講座「看護
再発見！－かかわり-」
『地域で過ごす難病患
者へのかかわり』

日々臨床で実践している看護にとても重要な人との「かかわ
り」から自身の看護を再発見することを目的とします。

11月6日 キャンパスプラザ京都
京都橘大学看護異文化交
流・社会連携推進センター

http://www.tachiban
a-
u.ac.jp/research_area
/recurrent/2012/05/
post-10.html

京都府 京都市 ① ひとくち法話 ちょっとお耳拝借 11月7日 佛教大学四条センター 佛教大学 無料
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/facilities/shijo
/

定員150名　全20回う
ち1回

京都府 京都市 ③
情報化社会と伝統文化
（仮称）

ITが進歩を続け，ますますグローバル化が進む現代社会，日
本が誇る「伝統文化」が忘れ去られてしまってはいないでしょう
か。国の文化財に指定された京の町家「冨田屋」を守り，伝統
行事を営み続ける田中峰子さんに，「日本人の心」について
語っていただきます。

11月9日
京都コンピュータ学院京
都駅前校

京都情報大学院大学 無料

URL
http://www.kcg.edu/

電話番号
075-711-0161

京都府 京都市 ①，③ 京の農林秋まつり
市内の農林業を身近に感じられるイベントとして，農林業の紹
介や体験・即売等を行います。

11月10日 伏見港公園
京の農林秋まつり実行委員
会

無料
農林振興室農業振興
整備課
075‐222‐3352

京都府 京都市 ①
京都薬科大学　公開講
座

健康と薬をテーマに講演と健康測定等を実施 11月10日
京都薬科大学躬行館3
階Ｔ31講義室

京都薬科大学 無料

http://www.kyoto-
phu.ac.jp/education_r
esearch/extension_c
ourse/index.html

京都府 京都市 ①
平成24年度
華頂公開講座
（3回目）

今年度華頂公開講座の3回目として、被災地避難所における
心のケアの必要性とその難しさについて、実際に携れた専門
家の方より講義いただきます。

11月10日
京都華頂大学・華頂短
期大学　6号館
「華頂ホール」

京都華頂大学・華頂短期大
学

無料

http://www.kyotokac
ho-
u.ac.jp/open_lecture/i
ndex.html

京都府 京都市 ①
現代ビジネスフォーラ
ム「企業の社会的責任
の理論と実践」

企業が果たすべき役割、広い意味での企業の社会的責任
（Corporate Social Responsibility；CSR）について、多面的に考
察します。

11月10日 キャンパスプラザ京都
京都橘大学現代ビジネス学
部

無料

http://www.tachiban
a-
u.ac.jp/research_area
/extention/2012/05/
post-15.html

京都府 京都市 ①
京都産業大学　神山天
文台
一般公開

【一般公開】
①14：00～17：00「施設見学」
②18：00～20:00「天体観望会」(受付は19:30まで）
・曇天、雨天の場合は３Ｄ映像上映会「宇宙への旅」を実施し
ます。

11月10日
京都産業大学
神山天文台

学校法人
京都産業大学

無料
http://www.kyoto-
su.ac.jp/kao/

中学生以下の夜間の
ご来場については保
護者者同伴でお願い
します。（入場無料、
予約不要）当日、直
接、神山天文台へお
越しください。

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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京都府 京都市 ①

京都産業大学　神山天
文台
天文学入門講座　第7
回

天文学の基礎を学びたいみなさんのために、「天文学入門講
座」を開講しています。
恒星についての講座になります。（15:00～16:30）

11月10日
京都産業大学
神山天文台

学校法人
京都産業大学

無料
http://www.kyoto-
su.ac.jp/kao/news/2
0120520_kouza.html

本講座は全15回（5月
～3月）で構成され、
一話完結となります。
対象：高校生以上。
（入場無料、予約不
要）当日、直接、神山
天文台へお越しくださ
い。

京都府 京都市 ③ 上京茶会（秋） 裏千家による茶会を開催します。 11月11日 未定
上京区文化振興会・上京区
役所

上京区役所
地域力推進室まちづ
くり推進担当
075-441-5040

京都府 京都市 ①，③ 下京区ふれ愛ひろば

子供からお年寄りまで，幅広い年齢層の区民が共にふれあ
い，楽しんでもらう場としてイベントを開催し，地域の絆を深め
る。また，行政関連をはじめとした各種ブースを出展し，行政
の仕組みや各種取組等について，区民に広く周知を図る。

11月11日 梅小路公園
下京区ふれあい事業実行
委員会

下京区役所地域力推
進室（まちづくり推進
担当）
075-371-7170

京都府 京都市 ①

特別展「未完の作品/
永遠のはじまり－「無
言館」収蔵作品から芸
術の原点を考える」公
開記念講演会

講師に野見山暁治氏（洋画家）、窪島誠一郎氏（「無言館」館
主）をお迎えし、安斎育郎名誉館長とともに「無言館のこと」を
テーマに鼎談を行います。

11月11日
立命館大学国際平和
ミュージアム1階ロビー
（衣笠キャンパス）

立命館大学国際平和ミュー
ジアム

無料
http://www.ritsumei.
ac.jp/mng/er/wp-
museum/index.html

事前申込不要
時間：14：00～16：00

京都府 京都市 ③，④
ヴィンテージコンピュー
タ展

温故知新。一般社団法人情報処理学会より分散コンピュータ
博物館の認定を受けている
「KCG資料館」。そこに保存されている教育・実習・研究で使用
してきた貴重なコンピュータを解説を交えて紹介します。

11月11日
京都コンピュータ学院京
都駅前校

京都情報大学院大学 無料

URL
http://www.kcg.edu/

電話番号
075-711-0161

京都府 京都市 ③
素謡の会「平家を謡
ふ」－通盛

　能のさまざまな曲を，観世流シテ方が紹介する「素謡の会」。
今年度は，「平家を謡ふ」をテーマにお届けします。

11月15日 京都芸術センター 京都芸術センター http://www.kac.or.jp

京都府 京都市 ①

21世紀の人間発達学Ｐ
ａｒｔ3「コミュ力と言葉－
ケータイと子どもの世
界－」

ニューメディアの発展が子ども世界に与える影響、大人世代は
どの様に向き合うべきか様々な角度から検討します。

11月17日 キャンパスプラザ京都 京都橘大学人間発達学部 無料

http://www.tachiban
a-
u.ac.jp/research_area
/extention/2012/05/
21part.html

京都府 京都市 ①
京都産業大学　神山天
文台
一般公開

【一般公開】
①14：00～17：00「施設見学」
②18：00～20:00「天体観望会」(受付は19:30まで）
※②について
・曇天、雨天の場合は３Ｄ映像上映会「宇宙への旅」を実施し
ます。

11月17日
京都産業大学
神山天文台

学校法人
京都産業大学

無料
http://www.kyoto-
su.ac.jp/kao/

中学生以下の夜間の
ご来場については保
護者者同伴でお願い
します。（入場無料、
予約不要）当日、直
接、神山天文台へお
越しください。

京都府 京都市 ①
第25回（2012）健康科
学市民公開講座

個々のからだとこころの健康を作るための理論と実践を追及・
開発し展開している人間健康科学系専攻の研究成果をわかり
やすい健康情報として発信する。

11月17日
京都大学大学院医学研
究科人間健康科学系専
攻第9講義室

京都大学大学院医学研究
科人間健康科学系専攻

無料

京都大学医学研究科
人間健康科学系専攻
総務掛　075-751-
3905　hs-
soumu@office.med.ky
oto-u.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
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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京都府 京都市 ① 秋の自然観察会
試験地内の森林の樹木を学習しながら、木の葉や実を採集
し、それらを用いた工作等をして楽しみます。

11月17日
京都大学フィールド科学
教育研究センター上賀
茂試験地

京都大学フィールド科学教
育研究センター上賀茂試験
地

http://fserc.kyoto-
u.ac.jp/kami/

京都府 京都市 ③ 秋の合同バレエ祭 　洋舞分野の会員が中心に企画・出演する舞台を開催します。 11月18日
京都こども文化会館　大
ホール

公益財団法人京都市芸術
文化協会

－  

京都府 京都市 ③ もみじまつり
紅葉の美しい季節に、関西セミナーハウスの施設を開放し、お
茶、お琴、音楽、美術などを楽しみます。 11月23日 関西セミナーハウス

(財）日本クリスチャン・アカ
デミー
 関西セミナーハウス/関西
セミナーハウス活動センター

関西セミナーハウス
活動センター
075-711-2117
http://www.academy
-kansai.org

京都府 京都市 ①,④
開設20周年記念国際
平和シンポジウム

国内外の平和研究所の現状や課題について報告と討議を行い、今 11月30日
立命館大学衣笠キャン
パス創思館カンファレン
スルーム

立命館大学国際平和ミュー
ジアム

無料
http://www.ritsumei.
ac.jp/mng/er/wp-
museum/index.html

事前申込要（電話ま
たはFAXにて受付）

京都府 京都市 ③

表千家北山会館
茶の湯文化にふれる市
民講座
「茶の湯における掛物」

歴代家元の掛物の特色、数寄者が掛物に寄せる美意識、茶
の湯の歴史における茶掛の成立や変遷などについての公開
講座です。

 11月 3, 17日, 12
月 １日

表千家北山会館
表千家北山会館
/京都新聞社

http：
//wwwkitayamakaika
n.jp/    TEL：075-
724-8000

京都府 京都市 ①、③
宗祖親鸞聖人七百五
十回御遠忌記念「親鸞
－真宗開顕－」

宗祖親鸞聖人七五十回御遠忌を記念して開催する大谷大学
博物館の特別展です。2010年度より親鸞に関する特別展を3ヵ
年連続で開催しており、本年はその最終年となります。
期間中、展示作品である国宝　坂東本『教行信証』（真宗大谷
派・東本願寺所蔵）に関するフォーラム、記念講演会、学生に
よる展示解説などを実施します。

10月10日～11月
28日

大谷大学
博物館

大谷大学博物館
http://www.otani.ac.j
p/kyo_kikan/museum
/index.html

京都府 京都市 ③ 茶道資料館コンサート
開館時間を延長して、夕方18時半よりコンサートを開催しま
す。鈴江先子氏のオカリナ演奏です。チェロ奏者の日野俊介
し、ギター奏者の福井秀彦氏との共演です。

10月12日(金) 茶道資料館一階ホール
財団法人今日庵茶道資料
館

http://www.urasenke.
or.jp/textc/gallery/te
nji/index.html

事前申し込み制、コン
サートは無料、入館
料のみ

京都府 京都市 ①
紫明講座『古事記』を
読む－大国主神の物
語－

今年は『古事記』序文にある年号から数えて1300年にあたりま
す。この講座では、『古事記』の中から、因幡の白兎や国譲り
の神話で有名な大国主神に焦点をあて『古事記』の本文に触
れます。

10月16, 30日,
11月13, 27日

大谷大学
響流館

大谷大学・大谷大学短期大
学部

http://www.otani.ac.j
p/syougai_g/nab3mq
000000j8jz.html

京都府 京都市 ①
開放セミナー　シリーズ
世界の仏教（２）チベッ
ト

「自分のことを考えなければ考えないほど幸せになる」と説くチ
ベット仏教の思想を、いろいろな面から学んでいきたいと思い
ます。

10月17, 31日, 11
月14,日 12月5, 19

日,  1月9日

大谷大学
響流館

大谷大学・大谷大学短期大
学部

http://www.otani.ac.j
p/syougai_g/nab3mq
000000j8wc.html

京都府 京都市 ③
京都産業大学中央図
書館所蔵　　　中世文
学関係資料優品展

京都産業大学中央図書館に収集保管されている賀茂の歴史
に関する資料の中から選りすぐりの巻物やカルタなどを公開し
ます。

10月１日～11月4
日

京都産業大学　むすび
わざ館

学校法人
京都産業大学

無料 TEL:075-277-1600

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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京都府 京都市 ①

伏見連続講座：第１４
回秋の公開講座「醍醐
の美－命がつむぐ祈り
の伝承－」

醍醐寺は平安時代，貞観16年（874年）に建立されました。平
安時代から現代に至るまで，それを伝えてきた人々の信仰や
祈りを背景に，いまここに存在します。１１００年の祈りの中に，
受け継がれてきたものは。

10月20日 13時30
分～15時20分

京都聖母女学院短期大
学

京都聖母女学院短期大学 無料
http://www.seibo.ac.j
p
075-643-6781

京都府 京都市 ③ 講演会
「茶会記に見る茶道具」（仮称）　　　　　　　　　　展覧会：秋季特
別展「―茶会記に見る茶道具―姫路藩主酒井宗雅の茶と交
遊」にちなんだ講演会です。

10月20日(土) 茶道資料館一階ホール
財団法人今日庵茶道資料
館

http://www.urasenke.
or.jp/textc/gallery/te
nji/index.html

講師：橘倫子(茶道資
料館学芸員)、事前申
し込み制、講演会無
料、入館料のみ

京都府 京都市 ③

表千家北山会館
秋の特別展
「家元に伝わる茶の湯
の道具　表千家歴代ゆ
かりの掛物」

表千家に伝来する歴代家元ゆかりの掛物を通して、茶の湯文
化の変遷や、各時代の日本文化の諸相を照射する展観です。

10月20日～12月
16日

表千家北山会館
表千家北山会館
/京都新聞社

http：
//wwwkitayamakaika
n.jp/     TEL：075-
724-8000

京都府 京都市 ①,③

特別展「未完の作品/
永遠のはじまり－「無
言館」収蔵作品から芸
術の原点を考える」

「無言館」の収蔵作品の中から、戦没画学生の遺作や遺品、画学
生達の芸術に対する想い（言葉）の数々を紹介します。戦争が
奪った「未完の作品」を通して、若者の作品にこめられた青春や孤
独に触れ、「芸術の原点」を考えます。

10月23日～12月1
日

立命館大学国際平和
ミュージアム中野記念
ホール（衣笠キャンパ
ス）

立命館大学国際平和ミュー
ジアム

http://www.ritsumei.
ac.jp/mng/er/wp-
museum/index.html

京都府 京都市 ①，③ アスニー山科文化祭
投かん利用団体の皆様による発表・体験，作品の展示や当館
主催講座の無料一日体験などを行います。

10月27, 28日
京都市生涯学習総合セ
ンター山科
（アスニー山科）

京都市生涯学習総合セン
ター山科
公益財団法人京都市生涯
学習振興財団

無料
http://web.kyoto-
inet.or.jp/org/asny1/

京都府 京都市 ①
伏見連続講座：第１４
回秋の公開講座「桃山
文化と香」

1400年以上の前に，淡路島に香木が漂着した頃とされる我国
の「お香の歴史」。桃山文化では？安土桃山時代の文化＝桃
山文化と香を切り口とした講演。

10月27日 13時30
分～15時20分

京都聖母女学院短期大
学

京都聖母女学院短期大学 無料
http://www.seibo.ac.j
p
075-643-6781

京都府 京都市 　①，④
アフリカ・タンザニア
視察報告会

　京都大学野生動物研究センターのサポートにより，動物園飼
育員がゴンベ国立公園及びセレンゲティ国立公園において
行った視察の研究報告を行います。

10月27日, 11月10
日

京都市動物園視聴室 京都市動物園 無料
http://www5.city.kyo
to.jp/zoo/

京都府 京都市 ①
第２８回京都市中学校
総合文化祭

市内の中学生が弁論大会や理科研究発表などで日ごろの成
果を発表する文化祭です。

10月27日～11月
11日

右京ふれあい文化会
館，京都市総合教育セ
ンター　他

京都市立中学校教育研究
会，京都市立中学校長会，
京都市教育委員会

無料
京都市教育委員会指
導部学校指導課
℡075-222-3808

開催日程はイベント
により異なる。

京都府 京都市 ①，③

古典の日記念
京都市平安京創生館
特別展
「京（みやこ）の地図学者
森 幸安（もり　ゆきやす）」
第10回　都市図

国際日本文化研究センターとの共同企画により，江戸時代 京
都生まれの地図製作者　森　幸安の描いた地図の世界をシ
リーズで公開する特別展を開催します。

10月27日～12月
17日

京都市生涯学習総合セ
ンター
（京都アスニー）

京都市生涯学習総合セン
ター
公益財団法人京都市生涯
学習振興財団

無料
http://web.kyoto-
inet.or.jp/org/asny1/

京都府 京都市 ①
「平和ってなに色？」一
字で表す平和へのメッ
セージ

10月27日の「文字・活字文化の日」にちなんで、文字・活字文
化についての関心と理解を深めていただくため、文字・活字
と、平和を楽しく学べる企画を行います。

10月27日～11月3
日

立命館大学国際平和
ミュージアム（衣笠キャ
ンパス）

立命館大学国際平和ミュー
ジアム

http://www.ritsumei.
ac.jp/mng/er/wp-
museum/index.html

事前申込不要、参加
費無料、但し入館料
要。
参加者全員に記念漢
字カードプレゼント

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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京都府 京都市 ③④ 秋期特別展
「高麗版大蔵経の諸相」
年代の異なる、高麗版大蔵経諸本を無料でご覧いただけま
す。

10月28日～11月
18日

佛教大学宗教文化
ミュージアム第一・二展
示室

佛教大学宗教文化ミュージ
アム

無料
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/facilities/mus
eum/

京都府 京都市 ③
特別企画展「41人の作
家による　京のうつろい
－秋から冬へ－」

京都ゆかりの作家による「京の百景」、「京の四季」より秋から
冬の景色を描いた作品を紹介

10月2日～12月9
日

府立堂本印象美術館
京都府、財団法人京都文化
財団

http://www2.ocn.ne.j
p/~domoto/

京都府 京都市 ③
有栖川宮旧邸　秋の特
別公開

国の登録有形文化財である有栖川宮旧邸を特別公開します。
10月31日～11月4

日
平安女学院大学有栖館 学校法人平安女学院

http://www.heian.ac.j
p/

京都府 京都市 ③
第14回守り育てようみ
んなの文化財展

京都府指定・登録文化財等の写真展を通じて、文化財保護に
対する意識の高揚を図る。

10月31日～11月5
日

京都府庁2号館ロビー 京都府教育委員会 無料
http://www.kyoto-
be.ne.jp/bunkazai/cm
s/

京都府 京都市 ③
特別展「シャガール展
2012－愛の物語－」

色彩の詩人と呼ばれる20世紀美術の巨匠マルク・シャガール
の愛の物語をテーマにした作品を紹介

10月3日～11月25
日

京都文化博物館
京都府、京都文化博物館、
毎日新聞社、MBS

http://www.bunpaku.
or.jp/

京都府 京都市 ①，④

修学院フォーラム
エネルギーを考える
「原子力発電の根本的
問題と我々の選択」

福島原発の事故は、私たちに原発依存を続けてよいのかとい
う問いを突きつけています。この問いを真剣に受け止め、何を
選択すべきかを根源的に考え合いたいと思います。講師：北澤
宏一、栗林輝夫

10月7, 8日 関西セミナーハウス
㈶日本クリスチャン・アカデ
ミー 関西セミナーハウス活
動センター

関西セミナーハウス
活動センター
075-711-2117
http://www.academy
-kansai.org

要申込
部分参加も可能

京都府 京都市 ③
二条城お城まつり
～AUTUMN FESTA
2012～

　より多くの観光客や市民の皆様に世界遺産・二条城の魅力
を知っていただくため，「華やぎと雅　秋の二条城」をテーマに
様々な事業を実施します。

10月20日
～

11月25日
元離宮二条城 京都市

http://www.city.kyot
o.jp/bunshi/nijojo/

京都府 京都市 ①
企画展「学校で出会う
京都の日本画」

　京都市立の学校が所蔵する日本画約100点を展示いたしま
す。作品は，江戸期のものから昭和に制作されたものまで幅
広くご覧いただきます。

10月5日～
平成25年
1月22日

京都市学校歴史
博物館

京都市学校歴史博物館
http://kyo-
gakurehaku.jp

京都府 京都市 ③
大エルミタージュ美術
館展　世紀の顔　西欧
絵画の400年

　女帝エカテリーナ2世が収集を開始したエルミタージュ美術館
の膨大な所蔵品から，16世紀から20世紀の各世紀の「顔」とい
うべき絵画を紹介します。ティツィアーノ，ルーベンス，レンブラ
ントからモネ，セザンヌ，ピカソ，マティスにいたる89点を展示し
ます。マティスの傑作のひとつ，《赤い部屋（赤のハーモニー）》
は京都で30年ぶりに公開されます。

10月10日
～

12月6日
京都市美術館 京都市美術館

http://www.city.kyot
o.jp/bunshi/kmma

京都府 京都市 ①
RECコミュニティカレッ
ジ

「鴨長明とその時代」をテーマに開催します。
10月22日～11月

19日
龍谷大学深草キャンパ
ス

龍谷大学
https://rec-
ryukoku.jp/

京都府 京都市 ①
RECコミュニティカレッ
ジ

「龍谷ミュージアム提供講座　”絵解き”ってなぁに？」をテーマ
に開催します。

10月26日～11月
16日

龍谷大学大宮キャンパ
スおよび龍谷ミュージア
ム

龍谷大学
https://rec-
ryukoku.jp/

京都府 京都市 ①
RECコミュニティカレッ
ジ

「龍谷ミュージアム提供講座　”絵解き”ってなぁに？」をテーマ
に開催します。

10月26日～11月
16日

龍谷大学大宮キャンパ
スおよび龍谷ミュージア
ム

龍谷大学
https://rec-
ryukoku.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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京都府 京都市 ③
「府庁界隈まちかど
ミュージアム」

府庁旧本館を中心に近隣の施設十数箇所の公開および文化
体験

10月27日（土）～
11月11日（日）

府庁旧本館を中心に、
近隣の文化施設

京都府、府庁周辺の美術
館・博物館・大学・企業・商
店など

文化芸術振興課
文化の祭典担当
075-414-4221

京都府 京都市 ③，④
展覧会「絵本・絵巻に
見る京都-宮廷と京の
町衆-」

方丈記が作られて800年となる本年，方丈記・鴨長明の絵入り
資料とともに，主に江戸時代前期の絵本や絵巻をご覧になれ
ます。

10月27日～11月4
日

京都府古書籍商業協同
組合　3階展示室

慶應義塾大学絵入り本プロ
ジェクト「15~17世紀における
絵入り本の世界的比較研究
の基盤形成（戦略的研究基
盤形成支援事業）」/京都府
古書籍商業協同組合共催

無料
http://www.eiri.keio.a
c.jp/entry/138.html

開催時間10時～17時

京都府 京都市 ①
RECコミュニティカレッ
ジ

「はじめてのインド仏教哲学の衝撃」をテーマに開催します。
10月2日～11月6

日
龍谷大学大宮キャンパ
ス

龍谷大学
https://rec-
ryukoku.jp/

京都府 京都市 ①
RECコミュニティカレッ
ジ

「日本語をさかのぼる（２）」をテーマに開催します。
10月2日～11月6

日
龍谷大学深草キャンパス龍谷大学

https://rec-
ryukoku.jp/

京都府 京都市 ①
RECコミュニティカレッ
ジ

「奈良と唐招提寺・薬師寺の魅力を語る」をテーマに開催しま
す。

10月30日～11月
13日

龍谷大学深草キャンパス龍谷大学
https://rec-
ryukoku.jp/

京都府 京都市 ①
RECコミュニティカレッ
ジ

「京都と古典文学の旅」をテーマに開催します。
10月3日～11月7

日
龍谷大学深草キャンパ
ス

龍谷大学
https://rec-
ryukoku.jp/

京都府 京都市 ①
RECコミュニティカレッ
ジ

「親鸞の教えを学ぶ 上級『教行信証』」をテーマに開催します。
10月3日～12月12

日
龍谷大学大宮キャンパ
ス

龍谷大学
https://rec-
ryukoku.jp/

京都府 京都市 ①
RECコミュニティカレッ
ジ

「『徒然草』の図像学」をテーマに開催します。 10月3日～12月5日龍谷大学深草キャンパス龍谷大学
https://rec-
ryukoku.jp/

京都府 京都市 ①
RECコミュニティカレッ
ジ

「古代日本と東アジアＡ」をテーマに開催します。 10月3日～3月6日
龍谷大学深草キャンパ
ス

龍谷大学
https://rec-
ryukoku.jp/

京都府 京都市 ①
RECコミュニティカレッ
ジ

「古代日本と東アジアＢ」をテーマに開催します。 10月3日～3月6日
龍谷大学深草キャンパ
ス

龍谷大学
https://rec-
ryukoku.jp/

京都府 京都市 ③ 鷹陵祭 今年で46回目を迎える恒例の学園祭です。 11月1～3日
佛教大学　紫野キャン
パス

佛教大学 無料
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/

京都府 京都市 ①，③ 古典の祭典2012
「古典の日」にあわせて，古典文学・芸能等に親しむためのシ
ンポジウム・伝統芸能の公演を実施します。

11月1～3日
京都市生涯学習総合セ
ンター
（京都アスニー）

京都市生涯学習総合セン
ター
公益財団法人京都市生涯
学習振興財団

無料
http://web.kyoto-
inet.or.jp/org/asny1/

京都府 京都市 ①，④ 京都ものづくりフェア
京都のものづくり産業とその優れた技術・技能を紹介し，実演
や体験・展示等を通じて「ものづくり」への関心を高め，「ものづ
くり」の大切さをアピールします。

11月10, 11日
京都府総合見本市会館
（京都パルスプラザ）

京都ものづくりフェア実行委
員会

無料
商工部産業政策課
075‐222‐3325

京都府 京都市 ①，②

開発教育セミナー第5
回
　「『多みんぞくニホン』
を生きる
～在日コリアンとベトナ
ム難民～ 」

難民として日本に来られた方などを招いて、日本社会の問題
点を探り、共生社会のあり方をともに考えます。 11月10, 11日 関西セミナーハウス

(財）日本クリスチャン・アカ
デミー
 関西セミナーハウス活動セ
ンター

関西セミナーハウス
活動センター
075-711-2117
http://www.academy
-kansai.org

1泊2食込

京都府 京都市 ①
伏見連続講座：「醍醐
もちもちぃんウォーク」

方丈記・平家物語に関する史跡の散策と講座
11月10日

8時30分～正午頃
醍醐和光（集合場所）

醍醐もちもちぃんウォーク企
画委員会

無料

事務局：醍醐支所地
域力推進室まちづくり
推進担当075-571-
6135

要事前申込み
※〆切：10月15日
（月）

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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京都府 京都市 ①
企画展「京都･伏見の
戦争と師範学校」

京都・伏見や本学の前身である師範学校にとって戦争とはど
のようなものであったかについて展示し、今に残る戦争の遺産
が平和学習に果たすことのできる役割を模索する。

11月10日～12月7
日の月･水･金の
13：30～17：00

但し、11月10日
(土), 11日(日), 18
日(日), 25日(日),
12月2日(日)は開

館

京都教育大学教育資料
館まなびの森ミュージア
ム

京都教育大学教育資料館 無料

http://manabinomori.
kyokyo-
u.ac.jp/manabinomori.
html

京都府 京都市 ③ 桃山茶陶（仮）
　三条通界隈出土茶陶や桃山時代の「茶の湯」について講演
します。

11月10日
13:00～ 京都アスニー4Fホール

財団法人京都市埋蔵文化
財研究所・京都市

無料
http://www.kyoto-
arc.or.jp/

京都府 京都市 ①

伏見連続講座：「平成
24年度京都教育大学
公開講演会　シリーズ
『まなびの森への招待』
第3回」

内容未定
11月11日 13時～

14時30分
京都教育大学 京都教育大学 無料

http://www.kyokyo-
u.ac.jp
075-644-8125

京都府 京都市 ① 第５回茶道文化検定
茶道を通じて日本文化を幅広く学び、世代を超えて多くの方に
茶道の奥深さやすばらしさを知ってもらうための検定です。流
儀は問いません。

11月11日(日)
同志社女子大学　今出
川キャンパス

財団法人今日庵茶道資料
館

http://www.urasenke.
or.jp/textc/gallery/te
nji/index.html

全国18開場で実施
(札幌市、秋田市、仙
台市、新潟市、東京
都豊島区、横浜市、
金沢市、名古屋市、
大阪市、神戸市、米
子市 岡山市 広島

京都府 京都市 ① 関西文化の日
立命館大学国際平和ミュージアムでは毎年「関西文化の日」と
して2日間、常設展および特別展を無料公開します。

11月17, 18日
立命館大学国際平和
ミュージアム（衣笠キャ
ンパス）

立命館大学国際平和ミュー
ジアム

無料
http://www.ritsumei.
ac.jp/mng/er/wp-
museum/index.html

京都府 京都市 ① 伏見連続講座「未定」 内容未定
11月17日 時間未

定
伏見区総合庁舎 伏見城研究会

事務局：御香宮神社
075-611-0559

京都府 京都市 ①
伏見連続講座「淀古今
真砂子」を歩く，淀城下
町歩き（１）」

『淀古今真砂子』とともに、淀のフィールドワークを行う。
11月18日 13時～

16時
淀城周辺

京都文教大学フィールドリ
サーチオフィス

無料 0774-25-2630
要事前申込み
※〆切：11月15日
（木）

京都府 京都市 ③
西京区民菊花展・俳句
作品展・フラワーアレン
ジメント作品展

西京区民による菊花，俳句作品及びフラワーアレンジメント作
品を展示し，文化的な楽しみを通して，区民相互のふれあいを
深める。

11月1日～2日 西京区役所2階会議室
西京区民ふれあい事業実
行委員会

無料

西京区役所地域力推
進室（まちづくり推進
担当）
075-381-7197

京都府 京都市 ①
消費者啓発事業「落語
で学ぶ消費者問題（仮
称）」

　消費者被害に巻き込まれやすい高齢者等に，消費者問題へ
の関心を高めてもらうことを目的として，落語を採り入れた消
費者啓発事業を開催します。

11月2, 5, 7日

2日：京都市北文化会
館，
5日：京都市呉竹文化セ
ンター，
7日：京都市東部文化会
館

京都市文化市民局市民生
活部消費生活総合センター

無料
http://www.city.kyot
o.lg.jp/bunshi/soshiki
/6-2-4-0-0_1.html

京都府 京都市 ①
京都産業大学　神山天
文台
特別開館

神山祭に伴う特別企画（詳細は未定）を開催します。 11月2～4日
京都産業大学
神山天文台

学校法人
京都産業大学

無料
http://www.kyoto-
su.ac.jp/kao/

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

京都府 京都市 ②③
第６１回シェイクスピ
ア・プロダクション

同志社女子大学英語英文学科４年次生による英語（原語）に
よるシェイクスピア劇です。
As You Liki It (「お気に召すまま」）（日本語字幕付き）

11月2日
17時半
11月3日

14時

同志社女子大学
今出川キャンパス
栄光館ファウラーチャペ
ル

同志社女子大学
表象文化学部
英語英文学科

075-251-4103

京都府 京都市 ③

～ふるさと文化財の森
公開セミナー～文化財
講演会と選定保存技術
の実演展示・体験

　文化財建造物の保存のために必要な森や技術について，理
解と認識を深めていただくため開催します。文化財を支える熟
練の職人技を，身近に体感していただける数少ない機会で
す。

11月3, 4, 10, 11日
京都市文化財建造物保
存技術研修センター

公益社団法人全国社寺等屋根工
事技術保存会・京都市

無料
http://shajiyane-
japan.org/

京都府 京都市 ③
平成24年度京都府文
化財建造物保存修理
現場公開

修理現場を公開することにより、建物の歴史、文化財建造物
の修理方法等を学ぶ機会を提供する。

11月3, 4日 清水寺朝倉堂 京都府教育委員会 無料
http://www.kyoto-
be.ne.jp/bunkazai/cm
s/

事前申込不要

京都府 京都市 　①，④
ヤマネコに関する
研究発表会

　「ヤマネコ」に関する研究発表を行います。 11月3, 4日 京都市動物園視聴室 京都市動物園 無料
http://www5.city.kyo
to.jp/zoo/

京都府 京都市 ①

思春期の子どもと向き
合うセミナー
｢子どもから大人へ～
思春期の性と生～｣

　思春期年代特有の課題を可視化し，思春期年代の子どもた
ちへの多面的な支援につなげていくことを目的とするセミ
ナー。保護者を対象に，普段は聴けない子どもの性について
深めていきます。

11月8日
14：00

～
16：00

中京青少年活動セン
ター

中京区　思春期の子ども達
を支える実務者ネットワーク
（公益財団法人京都市ユー
スサービス協会（中京青少
年活動センター）・京都ＹＭＣ
Ａ・中京区社会福祉協議会・
中京福祉事務所・中京保健
センター・京都市教育委員
会生涯学習部）

http://ys-
kyoto.org/nakagyo/

京都府 京都市 ③
 ｢京都新世代いけばな
展 2012｣

京都における若手華道家の育成及び華道の振興を図ることを
目的とし、いけばなを見る・する、いけばなに触れるという造語
「イ・ケ・バ・ナ・ル」をテーマに、同世代の方々にも幅広く身近
にいけばなの素晴らしさ、美しさ、楽しさを感じる企画展を開
催。

11月１(木)～6日
(火)

大丸ミュージアム <京都
>（大丸京都店 ６階）

京都府・ ｢京都新世代いけ
ばな展｣運営・実行委員会

文化芸術振興課
文化の祭典担当
075-414-4221

京都府 京都市 ①，③
かげうつし –写映・遷
移・伝染—

映像メディアと現代美術の接点において卓越した表現を試み
る５人のアーティストによるグループ展です。映像と現実、映像
と身体が取り持つ多元的な関係を披露します。

11月3～25日
京都市立芸術大学ギャ
ラリーアクア

京都市立芸術大学，「かげう
つし」展実行委員会

無料

京都市立芸術大学
教務学生支援室　事
業推進担　075‐334‐
2204

京都府 京都市 ③
植物園　お茶といけば
なの祭典2012

お茶の種類や流派を問わないお茶席、いけばなの作品展、華
道家によるデモンストレーション、お茶やいけばなの体験教室
など

11月3日(祝・土) 京都府立植物園 京都府
文化芸術振興課
文化の祭典担当
075-414-4221

京都府 京都市 ①
RECコミュニティカレッ
ジ

「京の七福神めぐり」をテーマに開催します。
11月5日～12月10

日
龍谷大学深草キャンパ
ス

龍谷大学
https://rec-
ryukoku.jp/

京都府 京都市 ①
RECコミュニティカレッ
ジ

「浄土教の流れを学ぶ」をテーマに開催します。
11月5日～12月3

日
龍谷大学深草キャンパ
ス

龍谷大学
https://rec-
ryukoku.jp/

京都府 京都市 ①，③

京都市立芸術大学×
京都芸術センター
アーティスト・イン・レジ
デンス プログラム2012
「Oliver Herring 展」
（仮）

京都市立芸術大学と京都芸術センターが共同で開催するアー
ティスト・イン・レジデンス事業の招聘アーティスト オリバー・ヘ
リング氏による展覧会です。

11月6～27日 京都芸術センター
京都市立芸術大学，京都芸
術センター

無料

京都芸術センター
075‐213‐1000、京都
芸大国際交流室
075‐334‐2721

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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京都府 京都市 ③
特別展　叢書京都の史
料刊行記念 「禁裏御
倉職立入家の人びと」

『叢書京都の史料12禁裏御倉職立入家文書』の刊行を記念し
て行います。禁裏の財貨管理を担当した立入家について，安
土桃山時代から明治時代にかけての同家の消長を，古文書を
中心に見ていきます。

7月28日～10月24
日

京都市歴史資料館 京都市 無料
http://www.city.kyot
o.lg.jp/gyozai/soshiki
/3-11-0-0-0.html

京都府 京都市 ③
京都市美術館コレク
ション展第2期　京の画
塾細見

　家塾や私塾として近代の京都美術界を支えた画塾は，京都
の日本画の一つの特色であります。
　竹内栖鳳の「竹杖会」，山元春挙の「早苗会」，西村五雲の
「晨鳥社」，西山翆嶂の「青甲社」そして堂本印象の「東丘社」
や菊池契月塾・中村大三郎画塾などの多くの画塾が京都の美
術や産業を支えていました。こうした戦前までの画塾の歴史を
回顧します。

8月25日
～

11月25日
京都市美術館 京都市美術館

http://www.city.kyot
o.jp/bunshi/kmma

京都府 京都市 ③

展覧会:秋季特別展「―
茶会記に見る茶道具―
姫路藩主酒井宗雅の
茶と交遊」

江戸時代中期の大名茶人・酒井宗雅の茶会記を紐解き、茶
会、茶道具、茶の湯を通した交遊等を紹介します。

9月29日(土)～11
月25日(日)

茶道資料館
財団法人今日庵茶道資料
館

http://www.urasenke.
or.jp/textc/gallery/te
nji/index.html

小学生以下、障がい
者手帳等をお持ちの
方とその付添者(1名)
は無料、入館者には
呈茶

京都府 京都市 ③
KYOTO
EXPERIMENT2012京都
国際舞台芸術祭

　京都発の新たな舞台芸術フェスティバルです。国内のみなら
ず世界各国から最先端の作品を紹介します。知覚を揺さぶる
ような体験と出会い，＜現在＞が更新される瞬間を目撃してく
ださい。

9月22日
～

10月28日
京都芸術センターほか

京都国際舞台芸術祭実行
委員会

http://kyoto-ex.jp/

京都府 京都市 ①
RECコミュニティカレッ
ジ

「医師と学ぶ歎異抄（３）」をテーマに開催します。
9月26日～12月5

日
龍谷大学大宮キャンパ
ス

龍谷大学
https://rec-
ryukoku.jp/

京都府 京都市 ①
RECコミュニティカレッ
ジ

「名場面で読む三国志」をテーマに開催します。
9月26日～12月5

日
龍谷大学深草キャンパス龍谷大学

https://rec-
ryukoku.jp/

京都府 京都市 ①，③

東山区民作品展
第1部：東山区民ふれ
あい作品展
第2部：東山区民こころ
のふれあい作品展・東
山区福祉施設展合同
展

区役所，保健センター，福祉事務所が行う作品展をリレー方式
で開催し，心身に障害のある方，子どもから高齢者まで幅広い
区民の作品を展示することを通して，区民相互の交流とふれ
あいを深める。

第1部：11月2～9
日

第2部：11月12～
16日

東山区総合庁舎１階展
示ホール

東山区民ふれあい事業実
行委員会，東山区役所

無料
東山区役所地域力推
進室

京都府 京都市 ④
平成２４年度「地域貢
献を目指す農林水産
技術講演会」

府内の農林水産業や食に関わっての商品開発等取組事例紹
介（今回は宮津湾で産する海藻アカモクを中心に）

期日：11月2日
時間：13:30～

17:00

京都府立大学大学会館
多目的ホール
（京都市左京区下鴨半
木町１－５）

京都府立大学大学院生命
環境科学研究科、
京都府農林水産部（共催）

無料

京都府立大学生命環
境学部附属農場
http://cocktail.kpu.ac
.jp/agricul/ufarm/

団体の場合のみ事前
申し込みをお願いし
ます

京都府
京都市
左京区

①、③
古典の日・読書週間記
念講演会

「百人一首の基本の『き』」と題して、講演会と古典籍資料の展
示を実施します。

11月4日 京都府立図書館 京都府立図書館 無料
http://www.library.pr
ef.kyoto.jp/

情報掲載可

京都府
京都市
左京区

②、③
第１回子ども読書本の
しおりコンテスト入賞作
品展示

第１回子ども読書本のしおりコンテストの入賞作品をエントラン
スにて展示します。

10月30日～11月8
日

京都府立図書館 京都府立図書館 無料
http://www.library.pr
ef.kyoto.jp/

情報掲載可

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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京都府
京都市
下京区

②

龍谷大学
仏教学特別講座
「倶舎～絶ゆることなき
法の流れ～」

「輪廻といのちーアビダルマの業・輪廻説に関係して～」と題
し、本多 至成相愛大学名誉教授による公開講座を開催しま
す。（事前申込不要）

11月1日

龍谷大学
大宮キャンパス
清和館３階
ホール

龍谷大学
文学部
仏教学科

無料
abhidharma@let.ryuko
ku.ac.jp

京都府
京都市
下京区

①

龍谷大学大学院
実践真宗学研究科
公開シンポジウム
「人生の終わり方
～死に至る生ということ
～（仮題）」

中村　仁一社会福祉法人老人ホーム「同和園」附属診療所所
長、小谷　みどり第一生命経済研究所主任研究員、早島　理
龍谷大学（大学院実践真宗学研究科）教授をパネリストに招
き、死をどう準備していけばよいか、死を迎えるとはどういうこ
となのか、医療、社会、仏教の各現場から、今求められている
こととは何かを提言いただきます。（事前申込不要）

11月1日
龍谷大学
アバンティ
響都ホール

龍谷大学
大学院
実践真宗学
研究科

無料
http://www.ryukoku.a
c.jp/faculty/graduate
/practical_shin/

京都府
京都市
下京区

②

龍谷大学
仏教学特別講座
「倶舎～絶ゆることなき
法の流れ～」

「輪廻といのちーアビダルマの業・輪廻説に関係して～」と題
し、本多 至成相愛大学名誉教授による公開講座を開催しま
す。（事前申込不要）

11月1日

龍谷大学
大宮キャンパス
清和館３階
ホール

龍谷大学
文学部
仏教学科

無料
abhidharma@let.ryuko
ku.ac.jp

京都府
京都市
下京区

①

龍谷大学大学院
実践真宗学研究科
公開シンポジウム
「人生の終わり方
～死に至る生ということ
～（仮題）」

中村　仁一社会福祉法人老人ホーム「同和園」附属診療所所
長、小谷　みどり第一生命経済研究所主任研究員、早島　理
龍谷大学（大学院実践真宗学研究科）教授をパネリストに招
き、死をどう準備していけばよいか、死を迎えるとはどういうこ
となのか、医療、社会、仏教の各現場から、今求められている
こととは何かを提言いただきます。（事前申込不要）

11月1日
龍谷大学
アバンティ
響都ホール

龍谷大学
大学院
実践真宗学
研究科

無料
http://www.ryukoku.a
c.jp/faculty/graduate
/practical_shin/

京都府
京都市
下京区

①

龍谷大学文学部
日本語日本文学科・英
語英米文学科合同講
演会

龍谷大学文学部改組20周年記念特別講演会「越境する人文
学－知を紡ぐ、学びを開く－」の一環として、「ことばと文化－
日本語はジコチュウな言語？」と題し、糸井　通浩龍谷大学名
誉教授・京都教育大学名誉教授による講演会を開催します。
（事前申込不要・定員300名）

11月10日
龍谷大学
大宮キャンパス
東１０３教室

龍谷大学文学部 無料
webmaster@let.ryuko
ku.ac.jp

京都府
京都市
下京区

①

龍谷大学文学部
日本語日本文学科・英
語英米文学科合同講
演会

龍谷大学文学部改組20周年記念特別講演会「越境する人文
学－知を紡ぐ、学びを開く－」の一環として、「ことばと文化－
日本語はジコチュウな言語？」と題し、糸井　通浩龍谷大学名
誉教授・京都教育大学名誉教授による講演会を開催します。
（事前申込不要・定員300名）

11月10日
龍谷大学
大宮キャンパス
東１０３教室

龍谷大学文学部 無料
webmaster@let.ryuko
ku.ac.jp

京都府
京都市
下京区

③
秋季特別展「“絵解
き”ってなぁに？」

“絵解き”について、約150点に及ぶ様々な史料や作品の展示

を通じて“絵解き”の歴史的展開を示すとともに、現代の”絵解

き”師達による実演を通じて今に生きる”絵解き”の姿を提示す

ることで、日本における“絵解き”のあり方を紹介するもので
す。

10月13日
～11月25日

龍谷ﾐｭｰｼﾞｱﾑ
龍谷大学龍谷ミュージア
ム、朝日新聞社

http://museum.ryuko
ku.ac.jp/

開催日程中、毎週月
曜日は休館です。

京都府
京都市
下京区

③
秋季特別展「“絵解
き”ってなぁに？」

“絵解き”について、約150点に及ぶ様々な史料や作品の展示

を通じて“絵解き”の歴史的展開を示すとともに、現代の”絵解

き”師達による実演を通じて今に生きる”絵解き”の姿を提示す

ることで、日本における“絵解き”のあり方を紹介するもので
す。

10月13日
～11月25日

龍谷ﾐｭｰｼﾞｱﾑ
龍谷大学龍谷ミュージア
ム、朝日新聞社

http://museum.ryuko
ku.ac.jp/

開催日程中、毎週月
曜日は休館です。
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京都府
京都市上

京区
④

第50回部落問題研究
者全国集会

部落問題・人権問題などについて、原理的な、また歴史・現状・
教育・思想文化の各分野に即した研究者からの報告にもとづ
き検討します。

10月27, 28日 同志社女子大学 社団法人部落問題研究所
http://www.burakken.
jp

京都府
京都市左

京区
③、④

そうだ、旅に出よう-旅
情を誘うデザイン-

「旅」をテーマに、ポスターを中心として「旅情を誘うデザイン」
の数々を展示します。

10月22日～12月
21日

京都工芸繊維大学
美術工芸資料館

国立大学法人京都工芸繊
維大学

http://www.cis.kit.ac.
jp/~siryokan/

京都府
京都市左

京区
③、④

「京都・大学ミュージア
ム連携」企画「大学は
宝箱！－京の大学
ミュージアム収蔵品展
－」

京都市内にある15の大学ミュージアムが収蔵する様々な文化
遺産のなかから、選りすぐりの「お宝」を合同で公開する京都
ではじめての試みです。

10月3日～11月25
日

京都大学
総合博物館

京都・大学ミュージアム連携
実行委員会および京都・大
学ミュージアム連携に参加
する15の各ミュージアム

京都・大学ミュージア
ム連携実行委員会事
務局

http://www.cis.kit.ac.
jp/~siryokan/

京都府 左京区 ④
心理学部・心理学研究
科公開講座

古賀一男特任教授を講師として「宇宙飛行士の行動を分析す
る―地球と重力のよりよい理解を目指して」と題し公開講座を
おこないます。

10月20日
13：30～15：00

京都ノートルダム女子大
学　　ソフィア館5階視聴
覚教室

心理学部
大学院心理研究科

無料
京都ノートルダム女
子大学教務学事課
075-706-3745

京都府 左京区 ①
「土曜公開講座」

「今を生きるために　キリスト教の思想・文化にふれる」

カトリック教育センター長宮永泉教授を講師として　「死の哲
学」Ｘ　－超越の図式－」と題し研究の一端をお話します。

10月20日, 11月17
日, 12月1日

15：30～16：50

京都ノートルダム女子大
学　ユニソン会館社会学
習センター

カトリック教育センター 無料

京都ノートルダム女
子大学カトリック教育
センター
075-706-3764

京都府 左京区 ③ 大学祭

ND祭
「絆」

ＮＤ祭を通して学生・教職員とより深く交流し、学校全体でひと
つになるＮＤ祭を開催したいと思います。また、地域の方々や
他大学の人と交流し、お互いに手を取り合って多くの方々と
の”絆”を結んでいきたいと思います。

10月27, 28日
京都ノートルダム女子大
学

京都ノートルダム女子大学
ND祭実行委員会

無料

京都ノートルダム女
子大学学生課　075-
706-3740

京都府 左京区 ①
生活福祉文化専攻公
開講演会

村田久行特任教授を講師として「グリーフケア～喪失と悲嘆へ
のスピリチュアルケア」と題し公開講演会を行ないます。

11月17日
13：20～14：20

京都ノートルダム女子大
学キャロライン館アッセ
ンブリホール

大学院生活福祉文化専攻 無料
京都ノートルダム女
子大学教務学事課
075-706-3745

京都府 左京区 ①
「土曜公開講座」

「今を生きるために　キリスト教の思想・文化にふれる」

カトリック教育センター久野将健准教授を講師として　「セザー
ル・フランクのオルガン音楽」と題し研究の一端をお話します。

11月7日
14：00～15：20

京都ノートルダム女子大
学　ユニソン会館社会学
習センター

カトリック教育センター 無料

京都ノートルダム女
子大学カトリック教育
センター
075-706-3764
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京都府 南丹市 ②③
古典の日推進事業
「ひびかせよう！ことば
とこころ　in　南丹」

管内（亀岡市、南丹市、京丹波町）の児童生徒が文学や古典
をはじめ様々な学習で感じたことやそれをとおして得た成果な
どを発表します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　音読・
合唱・踊り・劇やプレゼンテーション等のいろいろな方法で、日
本語の美しさや優れた表現を味わう発表会です。

10月20日 南丹市園部公民館 京都府南丹教育局 無料
京都府南丹教育局
社会教育担当
0771-62-0352

京都府 南丹市 ①②③
第６回京都丹波美術工
芸教育展

管内（亀岡市、南丹市、京丹波町）の公立保育所・幼稚園・小
学校・中学校・高等学校・特別支援学校及び京都伝統工芸大
学校から出品された絵画や工芸等の作品約1,200点を一堂に
展示するものです。

10月20, 21日 南丹市国際交流会館
京都丹波美術工芸教育展
実行委員会

無料
京都府南丹教育局
学校教育担当
0771-62-0354

京都府 宮津市 ①③
蕪村まつり協賛特設展
示

与謝蕪村筆「晩秋飛鴉図屏風」、ほか特設展示
10月30日～11月

11日
京都府立丹後郷土資料
館

京都府立丹後郷土資料館
京都府立
丹後郷土資料館
0772-27-0230

京都府 宮津市 ①②③ 秋季特別展 「丹後の背板」展
10月6日～11月18

日
京都府立丹後郷土資料
館

京都府立丹後郷土資料館
京都府立
丹後郷土資料館
0772-27-0230

京都府 京都市 ③
古典の日推進フォーラ
ム２０１２

　11月1日「古典の日」の定着・普及・法制化を目指すとともに，
古典文化の振興を図るために古典の日のメインイベントとして
開催します。
　筑前琵琶演奏，朗読コンテスト表彰式，講演「生きている古
典」，半能「石橋　和合連獅子」　他

11月1日 国立京都国際会館 古典の日推進委員会 無料
http://www.kotennoh
i.jp/

京都府 京都市 ① 教養講座
講演会
演題：「屋根屋　三百年」
講師：宮川友一（桧皮屋弥兵衛十代目）

11月13日 鴨沂会館 社団法人　京都鴨沂会 無料 075-231-1001 講座は年3～4回実施

京都府 京都市 ③
テーマ展　「新・京のか
たちⅣ －東山－ 」

「新・京のかたち」と題して，話題性のあるテーマを設けて展示
します。本年度（第４回目）は，東山地域の歴史をさまざまな視
点や諸史料で見ていきます。

10月27日～ 25年
1月30日

京都市歴史資料館 京都市 無料
http://www.city.kyot
o.lg.jp/gyozai/soshiki
/3-11-0-0-0.html

京都府 京都市 ③

第４回　京都・やましな
観光ウィーク　恋と絆
のまち「京都・やまし
な」

紅葉の時期にライトアップや講演会，演奏会等を行うほか，両
寺院に清水焼の陶灯路を並べます。

11月16, 17日 勧修寺，隨心院
「京都・やましな観光ウィー
ク」実行委員会

無料
http://www.city.kyot
o.lg.jp/yamasina/

施設等への入場料は
別途必要

京都府 向日市 ③ おはなしひろば 絵本の読み聞かせ・紙芝居・手あそびなどを行います。 10月27日
向日市立図書館・2階研
修室

向日市立図書館ボランティ
ア「きっず・らいぶらりー」

無料
http://www.library.m

uko.kyoto.jp/
親子での入場可

申込み不要

京都府 長岡京市 ③
文化・スポーツ賞表彰
式

文化交流賞・文化奨励賞等の受賞者を表彰します。 10月27日 中央公民館市民ホール
長岡京市教育委員会文化・

スポーツ振興室
無料

文化振興係
電話：955-9734
FAX：955-3150
E-mail：bunka-

sports@city.nagaokak
yo.kyoto.jp
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京都府 長岡京市 ③ 駅前広場コンサート
国民文化祭を契機とし、長岡京市で音楽活動を行っている団
体などが発表、鑑賞し、団体を越えて交流を深めるとともに、
市民の文化意識の高揚を図るため開催します。

10月27日 バンビオ広場公園
長岡京市教育委員会文化・

スポーツ振興室
無料

文化振興係
電話：955-9734
FAX：955-3150
E-mail：bunka-

sports@city.nagaokak
yo.kyoto.jp

京都府 長岡京市 ③
長岡京ガラシャ祭り
2012ガラシャウィークコ
ンサート

長岡京ガラシャ祭りの事前イベントとして、ガラシャウィークに
長岡京市文化協会によるクラシックコンサートを実施します。

11月4日
中央生涯学習センター
（バンビオメインホール）

長岡京市文化協会 無料

文化振興係
電話：955-9734
FAX：955-3150
E-mail：bunka-

sports@city.nagaokak
yo.kyoto.jp

京都府 長岡京市 ①
「古今伝授の間ゆかり
の地」石碑建立記念展
示

「古今伝授の間ゆかりの地」石碑建立を記念して、長岡天満宮
の調査成果を展示します。

11月3日～
11月11日

長岡京市立　　図書館３
階　　文化財講座室

長岡京市　　教育委員会
生涯学習課

無料
長岡京市教育委員会

生涯学習課
075-954-3557

京都府 長岡京市 ① 歴史講演
長岡天満宮の資料を調査・研究した講師を招き、講演を行い
ます。

11月3日
長岡京市立　　図書館３
階　　　　大会議室

長岡京市　　教育委員会
生涯学習課

無料
長岡京市教育委員会

生涯学習課
075-954-3557

京都府 長岡京市 ③
「古今伝授の間ゆかり
の地」石碑除幕式

細川護煕氏を招き、市制４０周年を記念して建立する石碑の除
幕式を行います。

11月5日
長岡天満宮
境内

長岡京市　　教育委員会
生涯学習課

無料
長岡京市教育委員会

生涯学習課
075-954-3557

京都府 長岡京市 ①
平成24年度特別企画
展

これまでに市内で出土した遺物のなかから、古墳時代の装飾
品を中心とした展示を行います。

11月3日～
11月30日

長岡京市立埋蔵文化財
調査センター

公益財団法人長岡京市埋
蔵文化財センター

無料

公益財財団法人
長岡京市埋蔵文化財

センター
075-955-3622

京都府 大山崎町 ③ 文化のつどい
町民のみなさんによる、日頃の学習した成果の発表や行政と
しての生涯学習事業の紹介と啓発を行います。

11月4日 中央公民館 大山崎町 無料
大山崎町役場
075-956-2101

(内551)

京都府 宇治市 ①
「キラキラ☆家族フェス
タ」

家族皆が楽しい時間を共有し、輝く１日を過ごすことができるイ
ベントです。（うじ市民活動サポート事業）

10月20日
宇治市生涯学習セン
ター

ラウンド８、宇治市生涯学習
センター

http://kirafes2012.jim
do.com/

京都府 宇治市 ①
NHK公開セミナー
「エル・グレコ」

国立国際美術館で開催される展覧会「エル・グレコ展」をより深
くご鑑賞できるよう、展覧会の出展作品を通じて解説します。

10月30日
宇治市生涯学習セン
ター

ＮＨＫ京都放送局、ＮＨＫプ
ラネット近畿、宇治市生涯学
習センター

無料
宇治市

生涯学習センター
0774-39-9500（直）

京都府 宇治市 ①③ 宇治市民大学

市民の手による、市民と地域のための大学です。
文化教養講座「昔の酒にからむ話」（10/27)、歴史文学塾　源
氏物語「貴族衰亡の予告　大和魂の教育論」(11/9)、「長岡京
遷都について」(11/10)

10月27日，
11月9日，
11月10日

宇治市生涯学習セン
ター

宇治市民大学運営スタッフ
会、宇治市生涯学習セン
ター

宇治市民大学事務局
0774-23-5072

京都府 宇治市 ①③

文化庁優秀映画鑑賞
推進事業
宇治の映画の集い
「発掘！日本映画」

低料金で良質な映画を鑑賞する機会を市民に提供するため、
文化庁・東京国立近代美術館フィルムセンター等と共催して、
上映会を開催します。今年度は「張込み」「黒い画集　あるサラ
リーマンの証言」「白い巨塔」「飢餓海峡」の４本。

11月16日，17日
宇治市生涯学習セン
ター

宇治市優秀映画鑑賞推進
事業実行委員会、宇治市生
涯学習センター、京都府、文
化庁、東京国立近代美術館
フィルムセンター

宇治市
生涯学習センター
0774-39-9500（直）

京都府 宇治市 ①②③

平成24年度宇治市子
どもの読書活動推進事
業「図書館ボランティア
研修・実践発表会」

地域の教育力活動により図書館の一層の充実を図るため、図
書館ボランティア活動についての研修会開催します。また、学
校・家庭・地域が連携・協力し、総合的に子どもの読書活動を
推進するため、図書館ボランティアの実践発表を通じ、ボラン
ティア同士の交流を図ります。

11月2日
宇治市生涯学習セン
ター

宇治市子どもの読書活動推
進委員会（事務局：生涯学
習課）

無料
宇治市教育委員会

生涯学習課
0774-20-8758（直）

京都府 宇治市 ①② 宇治市教育の日
市の学校教育を市民に知らせる目的で開催します。本年度は
食育に関する講演や展示体験コーナーを設けます。

11月3日
宇治市生涯学習セン
ター

宇治市教育委員会 無料
宇治市教育委員会

教育指導課
0774-21-1879

京都府 宇治市 ①、③ 源氏物語セミナー

源氏ろまん２０１２の一環として、源氏物語セミナーを開催しま
す。企画展「物語のなかの宇治－源氏物語から平家物語へ
－」にあわせて、”平家と『源氏物語』”を講師髙橋昌明氏（神戸
大学名誉教授）を招いて開催いたします。

10月18日
源氏物語ミュージアム
講座室

源氏物語ミュージアム
源氏物語ミュージア

ム
0774-39-9300
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京都府 宇治市 ①③
仮『学校を舞台にした
物語』

家庭と並んで、子どもたちが毎日過ごす、子どもの社会とも言
える学校。その学校を舞台にした物語を約100冊展示、貸出し

ます。

仮10/24（水）～
11/18（日）

宇治市中央図書館内 宇治市中央図書館 無料
中央図書館

0774-39-9256

（宇治市子ども読書
の日・秋の読書週間
行事/児童書企画）

京都府 宇治市 ①③
『大人のための‘ウィー
クリー朗読会”』

３週間にわたって、週末に様々なジャンルの朗読会を開催しま
す。　第１週：「日本文学不朽の名作」　第２週：「宇治の民話」
第３週「グリム童話より」

10/28　　11/4
11/11

いずれも日曜日
宇治市中央図書館内 宇治市中央図書館 無料

中央図書館
0774-39-9256

（秋の読書週間行事/
成人書企画）

京都府 宇治市 ①
宇治市子ども読書の日
記念行事

人形劇　など 11月10日
西宇治図書館　２階ボラ
ンティアルーム

宇治市西宇治図書館 無料
西宇治図書館

電話0774-39-9226
FAX0774-39-9227

京都府 宇治市 ③ 宇治田楽まつり

宇治田楽まつりは市民が主体の実行委員会が、平安期に栄え
た宇治の芸能である田楽の復興をテーマに、歴史的背景を元
にして古典的要素も盛り込み、踊り、音楽、衣装を現代風にア
レンジし、創りあげたふるさと宇治にふさわしい市民のまつりで

10月20日

京都府立宇治公園中の
島および周辺
（雨天時：宇治市文化セ
ンター　大ホール）

宇治田楽まつり実行委員会 無料
文化自治振興課
0774-20-8721

京都府 宇治市 ③
第２２回宇治十帖スタ
ンプラリー

　源氏物語「宇治十帖」の古跡を中心に、世界遺産の宇治上
神社、平等院ほか市内の史跡や宇治の自然を歩きます。
　また、今年は特別ポイントの史跡 宇治川太閤堤跡にて、スタ
ンプラリー開催日にあわせて発掘調査公開が行われます。

10月21日.27日.28
日.11月3日.4日

宇治橋を中心にした市
内一円（宇治十帖の古
跡・社寺ほか）

宇治市、宇治市教育委員
会、紫式部文学賞イベント
実行委員会、 (社)宇治市観
光協会、国土交通省近畿地
方整備局淀川ダム統合管
理事務所

無料
文化自治振興課
0774-20-8721

京都府 宇治市 ③
第２２回紫式部文学
賞・市民文化賞贈呈式
及び記念イベント

第１部：贈呈式（午後２時００分～午後３時１０分）
　
第２部：記念イベント（午後３時３０分～午後４時３０分頃）
　　「言の葉流るる源氏読物語」
　　　　【出演】中野 良子 氏（朗読・講演）
　　　　　　　　　真依子 氏（琴の弾き語り）

11月11日
宇治市文化センター　大
ホール

宇治市、宇治市教育委員
会、紫式部文学賞イベント
実行委員会

無料
文化自治振興課
0774-20-8721

・入場募集：9月15日
～10月9日まで（当日
消印有効）
・申込先：文化自治振
興課

京都府 宇治市 ③ 市民文化芸術祭

＜展示の部＞
と き　11月3日(祝・土)・11月4日(日)
　　　　午前10時～午後4時
ところ　中央公民館
内 容　書道、てまり、川柳、各種工芸

＜舞台の部＞
とき・ところ・内容
11月3日(祝・土)
◎大ホール＝合奏・三曲・大正琴・バレエ
◎小ホール＝日舞
11月4日(日)
◎大ホール＝洋舞
◎小ホール＝詩吟・民謡・謡曲・朗読

11月3日、
4日

宇治市文化センター（大
ホール・小ホール・中央
公民館等）

宇治市民文化芸術祭実行
委員会・宇治市・（公財）宇
治市文化センター

文化自治振興課
0774-20-8721

・舞台発表・展示参加
は募集を終了してい
ます。

京都府 宇治市 ①，③
史跡宇治川太閤堤跡
発掘調査公開

史跡宇治川太閤堤跡の発掘調査を実施するとともに、現地で
の発掘作業を公開します。

10月上旬～11月
上旬

京阪電鉄宇治駅より北
西に徒歩5分。宇治川右
岸堤防沿い。

宇治市 無料
歴史まちづくり推進課

0774-21-1602

期間中の平日10時～
16時（雨天等により中
止の場合があります
ので開催については
お問い合わせくださ

京都府 宇治市 ①，③
史跡宇治川太閤堤跡
調査現場公開

史跡宇治川太閤堤跡の、調査現場を公開します。また、同日
開催の宇治十帖スタンプラリーの特別ポイントにもなっていま
す。

10月21日，27日，
28日，11月3日，4

日

京阪電鉄宇治駅より北
西に徒歩5分。宇治川右
岸堤防沿い。

宇治市 無料
歴史まちづくり推進課

0774-21-1602
午前9時30分～16時

30分（雨天中止）

京都府 八幡市 ③

八幡市立松花堂美術
館開館10周年記念特
別展「松花堂の書の楽
しみ―寛永の三筆とそ
の時代―」

「寛永の三筆」のひとりに数えられる松花堂昭乗（1582～1639）
の作品を通して、書の楽しさを紹介します。

10月20日～12月9
日

八幡市立松花堂美術館
展示室

八幡市、八幡市教育委員
会、公益財団法人やわた市
民文化事業団

http://www.yawata-
bunka.jp/syokado
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京都府 八幡市 ③

八幡市立松花堂美術
館開館10周年記念特
別展「松花堂の書の楽
しみ―寛永の三筆とそ
の時代―」関連特別講
演会「松花堂昭乗って
どんな人―手紙に見る
人と書」

講師に愛知文教大学教授・増田孝氏を迎え、松花堂昭乗の手
紙を通して、その人柄に迫ります。

11月11日
八幡市立松花堂美術館
講習室

八幡市、八幡市教育委員
会、公益財団法人やわた市
民文化事業団

無料
http://www.yawata-

bunka.jp/syokado
展覧会観覧には別途
観覧料が必要です。

京都府 八幡市 ①
市制施行３５周年記念
第２１回生涯学習フェ
スティバル

①記念講演会　講師　桜美林大学教授　諸星裕氏　テーマ「２
１世紀におけるわが国の課題」　②市民公募によるフリーマー
ケット③市民参加型ふれあいステージ（舞台発表）④市民サー
クルによる作品展示等

１１月17日～１８
日

八幡市立生涯学習セン
ター

八幡市教育委員会
八幡市立

生涯学習センター
075-983-6002

京都府 八幡市 ③
第40回
八幡市民文化祭

市民が自主的、主体的にさまざまな文化芸術活動に参加し、
日頃の活動の成果を発表します。

11月3日
　　～4日

八幡市民
文化センター

八幡市、八幡市教育委員
会、八幡市文化協会

無料
http://www.city.yawa

ta.kyoto.jp/

京都府 八幡市 ③
八幡市文化賞・
スポーツ賞表彰

文化とスポーツの振興及び発展に功績があった個人又は団体
に対し、その栄誉を称え表彰します。

11月3日
八幡市民
文化センター

八幡市、八幡市教育委員会 無料
http://www.city.yawa

ta.kyoto.jp/

京都府 八幡市 ③
八幡市青少年の主張
大会

八幡市の青少年が、学校や家庭・地域社会での日常生活の中
で思っていることや感じていることを自分の言葉としてまとめ、
発表することにより、同世代の意識の啓発と多くの方々の青少
年に対する理解と関心を深め、青少年の健全育成を推進す
る。

11月3日
八幡市民
文化センター

八幡市教育委員会、八幡市
小・中学校、京都八幡高等
学校、八幡支援学校、八幡
市ＰＴＡ連絡協議会、八幡市
青少年育成補導委員会

無料
http://www.city.yawa

ta.kyoto.jp/

京都府 京田辺市 ③
第47回京田辺市民文
化祭

市民の文化活動への積極的な参加と文化の相互交流を促進
し、京田辺市の特色を生かした文化の振興、さらには新たな文
化の創造を図り、市民の豊かな生活を実現に資するために開
催します。

11月3日，4日
京田辺市立中央公民
館・田辺中央体育館・そ
の周辺　他

第47回京田辺市民文化祭
実行委員会

無料

第47回京田辺市民文
化祭

実行委員会事務局
0774-62-2552

第38回文化講演会同
時開催

京都府 京田辺市 ①
京たなべ・同志社
ヒューマンカレッジ

京田辺市と同志社大学が協力しながら公開講座等をとおして
市民の生涯学習を支援し、心豊かな自己と生き生きした文化
的な地域づくりをめざして実施します。

11月17日 同志社大学京田辺校地
京田辺市・京田辺市教育委
員会・同志社大学

無料
社会教育・スポーツ

推進課
0774-64-1394

京都府 京田辺市 ③ せせらぎまつり
中部住民センターを拠点に活動する団体を中心として、その活
動の発表の場とするとともに、地域住民の交流を深め、コミュ
ニティ活動の推進を図ります。

11月10日～11日
京田辺市立中部住民セ
ンター

中部住民センターまつり実
行委員会

無料
京田辺市立中部住民

センター
0774-64－8810

舞台発表・展示・
体験・模擬店・絵画展
等

京都府 京田辺市 ②
田辺中学校文化祭・合
唱コンクール「展示週
間」

平成24年度文化祭・合唱コンクールにおいて、生徒の教科等
や部活動における作品を展示し、学校公開週間に合わせて保
護者・地域にも発表します。

11月1日～2日
10月29日～（展
示）

京田辺市立田辺中学校 京田辺市立田辺中学校 無料

http://www.kyotanab
e.ed.jp/nc21/tanabe-

jh/htdocs/

京都府 井手町 ③ 第33回井手町文化祭
文化・芸術の成果の発表の場として、舞台発表、作品展示など
を行います。会場では、商工祭、農林業祭、健康のつどいも開
催され、毎年多くの人でにぎわいます。

11月3日～4日
井手町自然休養村管理
センター他

井手町文化祭実行委員会 無料

井手町文化祭実行委
員会（井手町教育委
員会社会教育課）
tel:0774-82-5700

京都府
宇治田原

町
①

茶史編さん調査を踏ま
えた歴史講座

宇治田原町独自の茶の歴史本を作成するための調査と編纂
を踏まえた歴史講座を開きます。

11月中旬 町文化センター 町教育委員会 無料
教育委員会
社会教育係

0774-88-5850

京都府
宇治田原

町
③ 三ノ宮コンサート

宇治田原町の三宮神社でプロ・アマ問わず音楽を披露・茂山
狂言会の狂言などを行います。

10月6日 三宮神社 町教育委員会 無料
教育委員会
社会教育係

0774-88-5851

京都府
宇治田原

町
③

生涯学習フェスティバ
ル文化祭２０１１

文化センター全館を使用し、舞台発表・コンサート・各サークル
の作品展示をします。

10月21日～10月
23日

町総合文化センター 町教育委員会・町文化協会 無料
教育委員会
社会教育係

0774-88-5851

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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京都府
宇治田原

町
③ 永谷宗圓「茶」俳句賞

ふるさとまつりにおいて永谷宗圓茶俳句賞の表彰式を行いま
す。

10月21日 町総合文化センター 町・町教育委員会 無料
教育委員会
社会教育係

0774-88-5851

京都府
宇治田原

町
① 小・中学生主張大会 町内小・中学生８人の主張大会を行います。 11月19日 町総合文化センター

町青少年対策協議会・町教
育委員会

無料
教育委員会
社会教育係

0774-88-5851

京都府
宇治田原

町
② 学習発表会

各学年の児童が、合唱、合奏、演劇、学習成果等の発表を行
います。

10月27日 田原小学校 田原小学校 無料
田原小学校

0774-88-2149

京都府
宇治田原

町
② 学習発表会

各学年の児童が、合唱、合奏、演劇、学習成果等の発表を行
います。

10月13日 宇治田原小学校 宇治田原小学校 無料
宇治田原小学校
0774-88-2214

京都府
宇治田原

町
② 文化発表会

各教科等の成果物の展示・発表、合唱コンクール、文科系部
活動の発表等を行います。

10月26日
町総合文化センター及
び維孝館中学校

維孝館中学校  無料
維孝館中学校
0774-88-2106

京都府 亀岡市 ③
ポスト国民文化祭
【亀岡祭宵宮】
（あかりの祭典）

亀岡祭宵宮時に、ヤマホコランタンや竹灯ろう、手作りあかり
の作品等、市民が制作した手作りあかりを並べ、賑わいを創
出します。

10月24日
亀岡駅前～南郷公園周
辺

・ポスト国民文化祭亀岡市
実行委員会
・みずのき美術館

無料 社会教育課
0771-25-5002

京都府 亀岡市 ③
ポスト国民文化祭
【亀岡祭宵宮】
（亀岡・練り物行列）

江戸時代に亀岡祭で実施されていた「練り物行列（仮装行
列）」の再現をテーマとし、亀岡祭宵宮に合わせて山鉾の提灯
や町家の軒先提灯が灯る城下町を練り歩きます。

10月24日
南郷公園～旧亀山城下

・ポスト国民文化祭亀岡市
実行委員会
・地域資源を掘り起こす会
・地域資源活用実行委員会

無料 社会教育課
0771-25-5002

京都府 亀岡市 ③

ポスト国民文化祭
【京都丹波EXPO　２０１
２】
（民俗芸能の披露）

国民文化祭の開催を契機に芽生えた地域文化活動などをしっ
かりと地域に根付かせ、次世代へ継承するため、関係団体が
連携・協力し、京都丹波の様々な「文化」や「食」などの魅力を
体感していただくイベントを開催します。

10月28日
ガレリア
かめおか

京都丹波EXPO２０１２連絡
会議
・誇りあるまちづくり実行委
員会
・京都府南丹広域振興局
・京都府中部文化芸術祭実
行委員会
・ポスト国民文化祭亀岡市
実行委員会

社会教育課
0771-25-5002

（民俗芸能の披露）

京都府 亀岡市 ①

第28回特別展「道具を
使う、道具を作る―職
人の民俗誌3　鍛冶屋
さん―」

展示では、第一部では、鍛冶屋に限らず、様々な仕事に使わ
れる道具を見てもらうことで、用途に応じた形の意味や、作り
手・使い手の工夫を紹介します。第二部では、鍛冶屋さんの仕
事について、その歴史や作業内容・生活について紹介します。

11月4日～12月9
日

亀岡市文化資料館 亀岡市文化資料館

http://www.city.kame
oka.kyoto.jp/kurashi/
kyoiku/bunka/shiryok
an/tenjikai/index.htm

l

展示会開催中に、講
演会や体験講座など

を開催します。

京都府 亀岡市 ④
地域ふれあいサイエン
スフェスタ2012

地域のつながりを活かした体験型イベント。　市内幼稚園、小
中学校、地域近隣の高校、大学、団体、企業からのブース出
展

10月27日 ガレリアかめおか 亀岡市・亀岡市教育委員会 無料

http://www.jh.city.ka
meoka.kyoto.jp/edula

bo/index.html
連絡先：０７７１－２６

－３９１６

京都府 南丹市 ②
南丹市「きらり本のこと
ばコンクール」

子ども達が読書で得た感動を伝えるための作品（「言葉の宝石
カード」（読んだ本の中で気に入った表現等を書き出し、コメン
トを付けた手作りカード））の展示や、その鑑賞を通して読書活
動への意欲を高める取組と実施。

2012/11/18～25
日

市日吉生涯学習セン
ター

南丹市教育委員会 無料
南丹市教育委員会

学校教育課
(0771-68-0056 )

京都府 京丹波町 ③
和知民芸保存会５０周
年記念「和知民芸の集
い」

和知民芸保存会加盟団体等による芸能発表や活動パネル展
示、ワークショップ等を行います。

10月28日 和知ふれあいセンター 和知民芸保存会 無料
和知民芸保存会事務
局片山俊明
0771-84-0852

京都府 京丹波町 ③ 京丹波町文化祭
町内の活動団体、サークル等による作品展示（3日間）並びに
ステージ発表（11/11のみ）を行います。

11月10日～12日

和知ふれあいセンター
（ステージ発表）
山村開発センターみず
ほ（作品展示）

京丹波町文化協会 無料
京丹波町教育委員会

社会教育課
0771-84-0028

京都府 京丹波町 ③
関西文化の日
「人形の家みやび」無
料開館

「関西文化の日」参加施設として、京丹波町ふるさと体験資料
館「人形の家みやび」の無料開館を実施します。

11月17日
京丹波町ふるさと体験
資料館「人形の家みや
び」

京丹波町教育委員会
（京丹波町ふるさと体験資
料館運営委員会）

無料
京丹波町教育委員会

社会教育課
0771-84-0028
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京都府 綾部市 ③
第６０回
綾部市総合文化祭

　文化協会の各会派・団体が日ごろの練習・研鑽の成果を発
表するとともに、ジャンルを超えた相互交流を図ります。

11月２日（金）～４
日（日）

・市民センター
・京都府中丹文化会館

綾部市文化協会

0773-42-3280
E-mail：
bunkasports@city.aya
be.lg.jp

京都府 綾部市 ③
第３７回
綾部市民俳句大会

１．綾部市をはじめ近隣地区の俳句愛好者が一堂に集い、年
に一度の発表と研鑽の場として俳句大会を開催。
２．併せて、辻田克巳先生俳句協会副会長「幡」主宰を招き講
演会を開催します。

11月11日（日）
午前10時～

宮代コミュニティセンター 綾部市俳句連盟

0773-42-3280
E-mail：
bunkasports@city.aya
be.lg.jp

前日投句：３句につき
１０００円（一口３句で
何句でも可）
当日投句：２句で８０
０円（一人２句まで）

京都府 綾部市 ②
綾部市立小学校音楽
交流会

　日常の音楽教育の成果の発表を通して児童の音楽を愛好す
る心情と音楽に対する感性を育てることにより、綾部市におけ
る小学校音楽教育の振興を図るとともに、お互いの交流を通
じ、幅広い人間性の育成に資することを目的とする。

11月9日(金) 京都府中丹文化会館
市教育委員会　　　市小学
校長会　　　市学校教育研
究会

無料

0773-42-3280
E-mail：
gakokyoiku@city.ayab
e.lg.jp

京都府 綾部市 ① 人権を考えるセミナー
同和問題を始めとするさまざまな人権問題の解決につながる
人権学習を行います。

10月25日（木）
11月21日（水）

中央公民館 綾部市教育委員会 無料

0773-42-3280
E-mail：
shakaikyoiku@city.ay
abe.lg.jp

京都府 綾部市 ①
全綾部市人権教育研
究集会

同和問題の事例解決とあらゆる差別の撤廃を目指した研究集
会を実施します。

11月10日（土） 京都府中丹文化会館
綾部市人権教育推進連絡
協議会

無料

0773-42-3280
E-mail：
shakaikyoiku@city.ay
abe.lg.jp

京都府 福知山市 ③
第7回
大江山鬼検定

福知山市を代表する伝説である大江山の鬼を中心に世界の
鬼をも含めた検定試験を実施し、親しみと楽しみの鬼ワールド
の展開を進める。

11月3日 日本の鬼の交流博物館 世界鬼学会

http://www.city.fuku
chiyama.kyoto.jp/onih

aku/index.html
（:0773-24-7064）

京都府 福知山市 ③ 第48回福知山市展
福知山市をはじめ、丹波・丹後・但馬の三たん地方から出展さ
れる、北近畿最大の市展。工芸・写真・書・絵画・彫刻　5部門
の入選作品を展示します。

11月1日～11月4
日

福知山市厚生会館
福知山市・福知山市教育委
員会・福知山市文化協会

無料
福知山市企画政策部

まちづくり推進課
0773-24-7033

表彰式
11月4日

京都府 福知山市 ③
福知山市佐藤太清記
念美術館特別展「広瀬
きよみ展」

11月3日は関西文化の日で無料開館
佐藤太清画伯の門下生で日展評議員の広瀬きよみ画伯の特
別展。日展作品を中心に約30点を展示します。

11月3日
福知山市佐藤太清記念
美術館

福知山市 無料
福知山市佐藤太清記

念美術館
0773-23-2316

火曜日休館日

特別展会期
9/15～11/11

京都府 福知山市 ③
福知山市郷土資料館
常設展

11月3日は関西文化の日で無料開館
戦国武将「明智光秀」ゆかりの地　福知山。福知山城天守閣か
らは旧城下町が見渡せます。

11月3日
福知山市郷土資料館
（福知山城）

福知山市 無料
福知山市郷土資料館

0773-23-9564
火曜日休館日

京都府 舞鶴市 ①
舞鶴市郷土資料館　企
画展「舞鶴に平家ゆか
りの地を訪ねる」

平家ゆかりの地に残る資料を中心に展示
10月2日～11月11
日

舞鶴市郷土資料館
舞鶴市教育委員会社会教
育課

無料
舞鶴市立郷土資料館

0773-75-8836

京都府 舞鶴市 ①
全国近代化遺産一斉
公開

舞鶴市役所周辺の赤れんが建造物を見学できます。
10月1日～11月30
日

舞鶴市役所周辺
全国近代化遺産活用連絡
協議会

無料
舞鶴市教育委員会

社会教育課
0773-66-1073

京都府 舞鶴市 ①
赤れんが博物館　企画
展

れんがの源流－日干しれんが展
10月26日～１月
31日

舞鶴市立赤れんが博物
館

舞鶴市立赤れんが博物館

http://www.maizuru-
bunkajigyoudan.or.jp/

akarenga/
10月27日、28日は入
館料無料

京都府 宮津市 ③
第39回宮津市民文化
祭

市内の団体、サークルによる音楽祭、芸能祭のほか、個人に
よる書、絵画等の美術展を開催し、日常行われている市民の
文化芸術活動に対し、その成果を発表する場を持つとともに、
市民の文化芸術活動を一層推進する。（観覧無料）

11月2日
～4日

＜美術展＞
宮津市民体育館
＜芸能・音楽祭＞
宮津会館

宮津市教育委員会、公益財
団法人宮津市民実践活動
センター、宮津市文化団体
協議会

無料

宮津市教育委員会
0772-45-1642

公益財団法人宮津市
民実践活動センター

0772-20-3390
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京都府 宮津市 ① 人権市民のつどい
人権学習発表、人権講演会のほか人権啓発書道、ポスター入
選者の表彰式等を実施し人権啓発、人権学習を推進します。
（入場無料）

11月9日 宮津会館 宮津市 無料
宮津市

0772-45-1615

京都府 宮津市 ③ 市民地方（じかた）講座
宮津の代表的な伝統芸能である「宮津おどり」の伝承と振興を
図るため、三味線、おはやし等を担う地方（じかた）を養成する
講座を開催します。（ポスト国民文化祭事業）

10月20日
11月17日

宮津市民体育館ほか 宮津おどり振興会 無料
宮津市教育委員会

0772-45-1642
事前予約必要

京都府 宮津市 ①
第14回中学生の主張
大会

中学生の社会の一員としての自覚を高め、中学生に対する市
民の理解を深めるため、市内中学生10名が作文の発表を行い
ます。（入場無料）

11月17日 みやづ歴史の館 宮津市教育委員会 無料
宮津市教育委員会

0772-45-1642

京都府 宮津市 ②
宮津市吹奏楽フェス
ティバル

宮津市の小・中・高校生が日ごろの練習の成果を発表します。 10月8日 宮津会館
宮津市吹奏楽フェスティバ
ル実行委員会、宮津市教育
委員会

無料
宮津市教育委員会

0772-45-1641

京都府 宮津市 ②
宮津市学校音楽フェス
ティバル

　宮津市立小中学校の児童生徒が、音楽活動を通じて、学校
間の交流を深めます。

11月14日 宮津会館
宮津市学校音楽フェスティ
バル実行委員会事務局

無料
宮津市教育委員会

0772-45-1641

京都府 京丹後市 ③

丹後建国1300年記念・
リニューアル記念展示
「丹後型円筒埴輪の世
界」展

丹後古代の差と資料館のリニューアルと、丹後建国1300年を
来年に控え、丹後の古墳時代を特徴づける「丹後型円筒埴
輪」を集めた特別展示を行う。

9月1日～11月18
日

京丹後市立丹後古代の
里資料館展示室

京丹後市立丹後古代の里
資料館

京丹後市立丹後古代
の里資料館

0772-75-2431
京丹後市教育委員会

文化財保護課
0772-69-0640

京都府 伊根町 ②、③ 音楽フェスティバル
町内小中学校の児童生徒による合唱や発表、音楽鑑賞を行
います。

10月17日 町立本庄小学校体育館
伊根町教育委員会、伊根町
教育研究会

無料
伊根町教育委員会

0772-32-0718

京都府 与謝野町 ③
江山文庫秋季特別展
「さまざまな　龍」

干支にちなみ、龍を題材にした絵画を特集します。さまざまな
画家によって描かれた地域に残る龍図の名品を紹介します。

9月16日～11月11
日

与謝野町立江山文庫
与謝野町教育委員会

与謝野町教育委員会
教育推進課

0772-43-2193

京都府 与謝野町 ③
ちりめん街道まるごと
ミュージアム

重要伝統的建造物群保存地区「ちりめん街道」を会場に、様々
なイベントを開催します。着物姿で来場された方には特典があ
ります。

10月13日
与謝野町字加悦　ちりめ
ん街道

ちりめん街道まるごとミュー
ジアム実行委員会

無料
与謝野町商工会

加悦支所
0772-43-1446

京都府 与謝野町 ③
ちりめん街道まるごと
ミュージアム前夜祭

ちりめん街道の中にある、京都府指定有形文化財「旧尾藤家
住宅」において、ちりめん街道まるごとミュージアムの前夜祭と
して音楽会等を開催します。

10月12日 旧尾藤家住宅
ちりめん街道を守り育てる
会

旧尾藤家住宅
0772-43-1166

京都府 与謝野町 ③
与謝蕪村顕彰与謝野
町俳句大会

事前投句の表彰式や与謝蕪村に関連したアトラクションに、当
日投句を加えた一大俳句大会を開催します。

10月28日 野田川わーくぱる 他
与謝蕪村顕彰与謝野町俳

句大会実行委員会

与謝蕪村顕彰与謝野
町俳句大会実行委員

会
0772-43-2193

京都府 与謝野町 ③ 与謝野町文化祭
文化協会加盟団体や町民参加のもとで展示発表（2日間：野田
川体育館）ステージ発表（1日間：野田川わーくぱる）を実施しま
す。

11月3日・4日
・野田川わーくぱる
・与謝野町立野田川体
育館

与謝野町文化協会
無料

与謝野町教育委員会
教育推進課

0772-43-2193

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


