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大阪府 ③ 大阪清芳会月釜茶会 毎年恒例の月釜茶会、今年から煎茶道が参加します。 11月3日 大阪ＫＫＲホテル６階 清芳会
岡田秀官
072-757-0859

大阪府 泉大津市 ③ 大正琴の集い
　泉大津市で活躍する人の大正琴の演奏会で、発表する場の
提供と、演奏会を鑑賞してもらうことで文化の発展を図ります。

10月21日
市民会館
　　小ホール

泉大津市
泉大津市教育委員会
泉大津市文化協会

無料
泉大津市教育委員会
生涯学習課

大阪府 泉大津市 ③ 日本舞踊の会
　泉大津市で活躍する人の日本舞踊の会で、発表する場の提
供と、会を鑑賞してもらうことで文化の発展を図ります。

10月28日
市民会館
　　大ホール

泉大津市
泉大津市教育委員会
泉大津市文化協会

無料
泉大津市教育委員会
生涯学習課

大阪府 泉大津市 ③ 菊花展
　泉大津市で活躍する人の菊花の展示会で、展示の場の提供
と、公園をおとづれる人に菊花を鑑賞してもらうことで文化の発
展を図ります。

10月28日～11月9
日

東雲公園
泉大津市
泉大津市教育委員会
泉大津市文化協会

無料
泉大津市教育委員会
生涯学習課

大阪府 泉大津市 ② 幼稚園造形展
幼稚園児が作成した絵画等を展示、鑑賞し、製作物で園児と
保護者とが楽しむ行事です。

11月7日 各幼稚園 各幼稚園 無料 各幼稚園

大阪府 泉大津市 ② 各中学校校内音楽会 各中学校が学校別に３日連続で校内音楽会を開催します。 11月7～9日 市民会館大ホール 各中学校 無料 各中学校

大阪府 泉大津市 ③ 市展(前期)
　書・写真・陶芸の公募作品の中から賞を与え発表をする。ま
た作品の鑑賞してもらうことで、文化の発展を図ります。

11月9～11日
織編館
ギャラリー

泉大津市
泉大津市教育委員会
泉大津市文化協会

無料
泉大津市教育委員会
生涯学習課

大阪府 泉大津市 ③ 童謡唱歌の会
　泉大津市で活躍する人の童謡唱歌の合唱会で、発表する場
の提供と、鑑賞してもらうことで文化の発展を図ります。

11月10日
市民会館
　　小ホール

泉大津市
泉大津市教育委員会
泉大津市文化協会

無料
泉大津市教育委員会
生涯学習課

大阪府 泉大津市 ③ 謡曲の会
　泉大津市で活躍する人の謡曲の会で、発表する場の提供
と、鑑賞してもらうことで文化の発展を図ります。

11月11日
市民会館
　　小ホール

泉大津市
泉大津市教育委員会
泉大津市文化協会

無料
泉大津市教育委員会
生涯学習課

大阪府 泉大津市 ② 小学校連合音楽会 市内小学校８校の代表が一堂に会し、歌声を披露します。 11月14日 市民会館大ホール 小学校音楽部会 無料 各小学校

大阪府 泉大津市 ③ 市展(後期)
　洋画・日本画の公募作品の中から賞を与え発表をする。また
作品の鑑賞してもらうことで、文化の発展を図ります。

11月16～18日
織編館
ギャラリー

泉大津市
泉大津市教育委員会
泉大津市文化協会

無料
泉大津市教育委員会
生涯学習課

大阪府 泉大津市 ③ 市民短歌の会
　泉大津市で活躍する人の短歌の会で、発表する場の提供
と、一般の方にも気軽に短歌の魅力に触れてもらうことで文化
の発展を図ります。

11月16日
市役所
大会議室

泉大津市
泉大津市教育委員会
泉大津市文化協会

無料
泉大津市教育委員会
生涯学習課

大阪府 泉大津市 ③
秋に唄う人生の
　ドラマ・シャンソン

　泉大津市で活躍する人のシャンソンの会で、発表する場の提
供と、鑑賞してもらうことで文化の発展を図ります。

11月17日
市民会館
　　小ホール

泉大津市
泉大津市教育委員会
泉大津市文化協会

無料
泉大津市教育委員会
生涯学習課

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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大阪府 泉大津市 ③
吹奏楽団
第41回定期演奏会

　市吹奏楽団による演奏会で、鑑賞してもらうことで文化の発
展を図ります。

11月18日
市民会館
　　大ホール

泉大津市
泉大津市教育委員会
泉大津市文化協会

無料
泉大津市教育委員会
生涯学習課

大阪府 泉大津市 ③ 筝曲の会
　泉大津市で活躍する人の筝曲の演奏会で、発表する場の提
供と、鑑賞してもらうことで文化の発展を図ります。

11月18日
市民会館
　　小ホール

泉大津市
泉大津市教育委員会
泉大津市文化協会

無料
泉大津市教育委員会
生涯学習課

大阪府 泉大津市 ③ 市民俳句の会
　泉大津市で活躍する人の俳句の会で、発表する場の提供
と、一般の方にも気軽に俳句の魅力に触れてもらうことで文化
の発展を図ります。

11月21日
市役所
大会議室

泉大津市
泉大津市教育委員会
泉大津市文化協会

無料
泉大津市教育委員会
生涯学習課

大阪府 泉大津市 ② 学童展
　幼・小・中学校児童・生徒の絵画・書写の展示会で、より多く
の人に鑑賞してもらい、文化の発展を図ります。

11月22～24日
市民会館
　　第1～4
　　　会議室

泉大津市
泉大津市教育委員会
泉大津市文化協会

無料
泉大津市教育委員会
生涯学習課

大阪府 泉大津市 ③ 市民茶会
　泉大津市で活躍する人の茶道の会で、発表する場の提供
と、多くの市民に文化の発展を図ります。

11月23, 24日
市民会館
　やわらぎホール

泉大津市
泉大津市教育委員会
泉大津市文化協会

無料
泉大津市教育委員会
生涯学習課

大阪府 泉大津市 ③ 華道展
　泉大津市で活躍する人の華道の会で、発表する場の提供
と、多くの市民に文化の発展を図ります。

11月23, 24日
市民会館
　やわらぎホール

泉大津市
泉大津市教育委員会
泉大津市文化協会

無料
泉大津市教育委員会
生涯学習課

大阪府 泉大津市 ③ 婦人会手芸展
市婦人協議会による手芸展で、鑑賞してもらうことで文化の発
展を図ります。

11月23, 24日
市民会館
市民研究室

泉大津市
泉大津市教育委員会
泉大津市文化協会

無料
泉大津市教育委員会
生涯学習課

大阪府 泉大津市 ③ 詩吟の会
　泉大津市で活躍する人の詩吟の会で、発表する場の提供
と、鑑賞してもらうことで文化の発展を図ります。

11月25日
市民会館
　　小ホール

泉大津市
泉大津市教育委員会
泉大津市文化協会

無料
泉大津市教育委員会
生涯学習課

大阪府 泉佐野市 ① 文化祭（市民展）
市内在住又は在学、在勤もしくは市内で活動している人が創
作した洋画・日本画・俳画・絵手紙・書道・写真・陶芸・立体造
形・工芸の作品を展示しています。

10月19（金）～21
日（日）

泉の森ホール（ギャラ
リー・マルチスペース・レ
セプションホール）

泉佐野市・泉佐野市教育委
員会・一般財団法人泉佐野
市文化振興財団

無料

http://www.city.izumi
sano.lg.jp/kakuka/sha
kaikyoiku/shakaikyoik
u/menu/bunkasai.ht

大阪府 泉佐野市 ③
文化祭（泉佐野市文化
協会邦舞連盟あやめ
会舞踊発表会）

舞踊発表会 10月21日（日 ）
泉の森ホール（大ホー
ル）

泉佐野市文化協会 無料

http://www.city.izumi
sano.lg.jp/kakuka/sha
kaikyoiku/shakaikyoik
u/menu/bunkasai.ht
ml

大阪府 泉佐野市 ③
文化祭（民謡民踊発表
会）

民謡民踊発表会 10月21日（日 ）
泉の森ホール（小ホー
ル）

泉佐野民謡連合会 無料

http://www.city.izumi
sano.lg.jp/kakuka/sha
kaikyoiku/shakaikyoik
u/menu/bunkasai.ht
ml

大阪府 泉佐野市 ③
文化祭（第４５回泉佐
野詩吟発表会）

詩吟発表会 11月3日（祝 ）
泉の森ホール（小ホー
ル）

泉佐野詩吟発表会実行委
員会

無料

http://www.city.izumi
sano.lg.jp/kakuka/sha
kaikyoiku/shakaikyoik
u/menu/bunkasai.ht
ml

大阪府 泉佐野市 ③
文化祭（‘1２泉佐野市
茶華道連合会茶華道
展）

いけばな展示と茶会
11月3（祝）, 4日

（日）
泉の森ホール（ギャラ
リー・茶室）

泉佐野茶華道連合会 無料

http://www.city.izumi
sano.lg.jp/kakuka/sha
kaikyoiku/shakaikyoik
u/menu/bunkasai.ht
ml

茶代（材料費のみ）必
要
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大阪府 泉佐野市 ③
文化祭（寿紅会第４１
回民謡発表会）

民謡発表会 11月4日（日 ）
泉の森ホール（小ホー
ル）

日本民謡寿紅会 無料

http://www.city.izumi
sano.lg.jp/kakuka/sha
kaikyoiku/shakaikyoik
u/menu/bunkasai.ht

大阪府 泉佐野市 ③
文化祭（泉佐野アマ
チュア社交ダンス連盟
演技発表会）

社交ダンス演技発表会 11月18日（日）
泉佐野市民総合体育館
多目的室

泉佐野アマチュア社交ダン
ス連盟

無料

http://www.city.izumi
sano.lg.jp/kakuka/sha
kaikyoiku/shakaikyoik
u/menu/bunkasai.ht
ml

大阪府 泉佐野市 ③
文化祭（第５９回泉佐
野市民謡曲大会）

謡曲演奏会 11月23日（祝） 泉の森ホール（和室） 泉佐野市謡曲同好会 無料

http://www.city.izumi
sano.lg.jp/kakuka/sha
kaikyoiku/shakaikyoik
u/menu/bunkasai.ht
ml

大阪府 泉佐野市 ③
文化祭（フラワーデザ
イン作品展）

フラワーデザインの作品展示
11月24（土）, 25日

（日）
泉の森ホール（ギャラ
リー）

泉佐野市文化協会フラワー
ﾃﾞｻﾞｲﾝ連盟

無料

http://www.city.izumi
sano.lg.jp/kakuka/sha
kaikyoiku/shakaikyoik
u/menu/bunkasai.ht
ml

大阪府 泉佐野市 ③
平成24年度特別展「豪
商食野家と岸和田藩の
財政改革」

江戸時代後期、廻船業で富を築いた食野家は、岸和田藩の財
政に深く関与していました。しかし文政期以降、食野家の財力
は低落し、岸和田藩は食野家にのみ頼った財政運営を続けら
れなくなります。特別展では、このとき岸和田藩がとった財政
再建策について、様々な資料を通じて紹介します。

10月20日（土）～
12月2日（日）

泉佐野市立歴史館いず
みさの

泉佐野市教育委員会・泉佐
野市立歴史館いずみさの

http://www.city.izumi
sano.lg.jp/kakuka/sha
kaikyoiku/tosho/men
u/rekishikan/

特別展開催期間中
に、関連の講演会を
実施予定

大阪府 泉佐野市 ② 小中連合音楽会
市立小中学校の代表が音楽に関する日ごろの成果を披露す
る機会として開催します。

11月7日 泉の森ホール（大） 泉佐野市学校教育研究会 無料 072-469-7101

大阪府 和泉市 ③ 施設の無料公開
関西文化の日の趣旨にのっとり施設を無料公開します。
秋季特別展「縄文の世界像‐八ヶ岳山麓の恵み‐」（１０月２５日
（木）～１２月２４日（月・祝））を開催しています。

11月10, 11日
大阪府立弥生文化博物
館

大阪府立弥生文化博物館 無料
http://www.kanku-
city.or.jp/yayoi/

大阪府 和泉市 ③ 高校軽音フェスタ
高等学校軽音楽連盟大阪の加盟校を池上曽根史跡公園に集
め、コンサートを実施します。

10月13（土）, 14日
（日）

池上曽根史跡公園
和泉市文化財活性化推進
実行委員会

無料

和泉市役所
文化財振興課
0725-99-8163
（直通）

大阪府 和泉市 ③
音★楽市（おと★らくい
ち）

池上曽根遺跡史跡公園においてインディーズアーティストを中
心としたライブを実施します。ライブ中に池上曽根遺跡史跡公
園の解説・勾玉作り体験などを行います。

11月3日（土・祝）
池上曽根遺跡史跡公
園・いずみの国歴史館

和泉市文化財活性化推進
実行委員会

無料

和泉市役所
文化財振興課
0725-99-8163
（直通）

大阪府 和泉市 ③ 歴史ウォーク
和泉市内の文化遺産核にしてコース設定してコースを決めて
います。今回は修理が重要完了した文化財高橋家住宅の特
別公開も組み込む予定をしています。

11月23日（金・祝） 和泉市内
和泉市文化財活性化推進
実行委員会

無料

和泉市役所
文化財振興課
0725-99-8163
（直通）

大阪府 和泉市 ③
いずみの国歴史館特
別展示

和泉市葛の葉町
大、大園展（だい、おおぞのてん）「知られざる大園の世界」

10月6日（土）～12
月9日（日）

いずみの国歴史館
いずみの国歴史館

無料
いずみの国歴史館
0725-53-0802
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大阪府 和泉市 ③ 葛の葉の世界展
信太の森の鏡池史跡公園ふるさと館開館１０周年を向かえ、
記念講演をも実施。史跡公園や周辺の歴史、自然、文化につ
いて展示を行います。

9月8日（土）～11
月11日（日）

信太の森のふるさと館 信太の森のふるさと館 無料
信太の森のふるさと
館0725-45-0605

大阪府 和泉市 ① 「ぐるんぱ」をつくろう！
絵本「ぐるんぱのようちえん」の主人公“ぐるんぱ”を布でつくり
ます。

10月30日 和泉シティプラザ
和泉市立シティプラザ図書
館

和泉市立シティプラ
ザ図書館
℡0725-57-6670
http://www.library.izu
mi.osaka.jp/

大阪府 和泉市 ③
松居 友氏講演会
「私がつくったミンダナ
オ子ども図書館」

フィリピンのミンダナオ島で医療や絵本の読み聞かせ活動を行
う「ミンダナオ子ども図書館」を主宰する松居さんに経緯や思い
を語っていただきます。

10月27日 人権文化センター にじのとしょかん 無料

にじのとしょかん
℡0725-47-1040
http://www.library.izu
mi.osaka.jp/

大阪府 和泉市 ③ 美術館庭園無料開放
美術館を身近に感じてもらうために、日本庭園を入場無料で見
ていただく。

10月20, 21日
和泉市久保惣記念美術
館の日本庭園

美術館、財団法人和泉市文
化振興財団

無料 ℡0725－54－0001

大阪府 和泉市 ③
特別展「美の宴」
　・講演会
　・コンサート

開館30周年を記念する特別展の会期中に、講演会や特別展
「美の宴」コンサートを開催する。入場無料。（要入館料）
　・10月27日：講演会「宮本武蔵-中国画
　　　との関わり-」、「日本人の＜やきも
　　　の＞賞玩-唐物と桃山茶陶-」
　・11月17日：講演会「晩年の印象派-モ
　　　ネとルノアール-」、「久保惣古地図コ
　　　レクションの精華-プトレマイオスか
　　　らブラウへ-」
　・11月18日：特別展「美の宴」コンサート

左記のとおり
和泉市久保惣記念美術
館の久保惣市民ホール

美術館、財団法人和泉市文
化振興財団

無料 ℡0725－54－0001

大阪府 和泉市 ③ 関西文化の日
関西の美術館、博物館等の文化施設を入館無料で開放し、よ
り文化・芸術に親しんでもらい、市民の美術館として、親しみを
持っていただく。

11月17, 18日 久保惣記念美術館
美術館、財団法人和泉市文
化振興財団

無料 ℡0725－54－0001

大阪府 和泉市 ② 中学校連合音楽会 和泉市内全中学校が参加し、ブラスバンドや合唱を発表する。 11月6日
和泉市立人権文化セン
ター大ホール

和泉市教育委員会学校教
育部指導室

無料
和泉市教育委員会指
導室　0725-99-8159
（直通）

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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大阪府 和泉市 ①

2012年度/秋学期
MOMOYAMAエクステ
ンション・カレッジ
 「和泉の歴史・文化・
和泉スイーツを味わう」

数々の歴史に彩られた「和泉｣について、体験型見学会を交え
ながら楽しく学んでみませんか？

10月18, 25日,
11月1, 8, 22, 29

日,
12月6, 13, 20日,

1月10日

桃山学院大学ほか 桃山学院大学

http://www.andrew.a
c.jp/extension-
center/kouza/10.htm
l

申込締切：各講座の1
週間前

大阪府 和泉市 ③
第109回チャペルコン
サート

演　奏： 森　祐理（ゴスペルシンガー） 10月31日 桃山学院大学チャペル 桃山学院大学 無料

http://www.andrew.a
c.jp/ch-
center/event/01.html
#concert

大阪府 和泉市 ③ キリスト教講演会
西原　廉太氏（立教大学文学部教授）
「桃山学院の建学のルーツ：聖公会が大切にしてきたもの」

11月2日 桃山学院大学チャペル 桃山学院大学 無料

http://www.andrew.a
c.jp/ch-
center/event/01.html
#koenkai

大阪府 茨木市 ③ 茨木市民吟詠大会 合吟、独吟、競吟、少年少女吟詠、テーマ吟詠 10月21日 市民会館
茨木市・茨木市教育委員
会・茨木市詩吟連盟

無料
茨木市教育委員会地
域教育振興課文化振
興係（072）620-1686

大阪府 茨木市 ① クラシックギター演奏会 ギタリスト北口功氏によるクラシックギターコンサート 10月28日
茨木市立生涯学習セン
ター

茨木市教育委員会
茨木市教育委員会市
民学習課生涯学習係
（072）624-8182

大阪府 茨木市 ①
市民ウォークラリー大
会

市役所周辺のポイントをめぐりながら、時間得点と課題得点、
ゲーム得点を競う

10月28日 中央公園北グラウンド

市民ウォークラリー大会実
行委員会（茨木市・茨木市
教育委員会・茨木市ウォ－
クラリー協会）

茨木市教育委員会ス
ポーツ振興課振興係
（072）620-1608

大阪府 茨木市 ③ 邦楽名演会 邦楽の演奏 10月28日 福祉文化会館
茨木市・茨木市教育委員
会・茨木三曲協会

無料
茨木市教育委員会地
域教育振興課文化振
興係（072）620-1686

大阪府 茨木市 ③
茨木市吹奏楽団オータ
ムコンサート2012

曲目：「三日月に架かるヤコブのはしご」「エルサレム賛歌」ほ
か、ゲスト出演：北摂つばさ高校吹奏楽部

10月28日 市民会館 茨木市・茨木市教育委員会 無料
茨木市教育委員会地
域教育振興課文化振
興係（072）620-1686

大阪府 茨木市 ①
ライブラリーフェスティ
バル

児童文学への理解と認識を深めるために、絵本原画の展示を
行います。

10月30日～11月
11日

茨木市立中央図書館 茨木市・茨木市教育委員会 無料

茨木市立
中央図書館奉仕係
（072）627-4129

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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大阪府 茨木市 ①
中央図書館開館20周
年記念スタンプラリー

スタンプラリー
11月１日～12月

24日
茨木市立中央図書館 茨木市・茨木市教育委員会 無料

茨木市立
中央図書館奉仕係
（072）627-4129

大阪府 茨木市 ③ 茶華道展 各流派による生花の展示と茶席の開設 11月9～11日
茨木市立生涯学習セン
ター

茨木市・茨木市教育委員
会・茨木市茶華道連盟

無料
茨木市教育委員会地
域教育振興課文化振
興係（072）620-1686

大阪府 茨木市 ① 市民ゲートボール大会 リーグ戦方式のゲートボール大会 11月10日 西河原公園南グラウンド

市民ゲートボール大会実行
委員会（茨木市・茨木市教
育委員会・茨木市ゲート
ボール連盟・茨木市老人ク
ラブ連合会）

茨木市教育委員会ス
ポーツ振興課振興係
（072）620-1608

大阪府 茨木市 ③
史跡郡山宿本陣秋の
特別公開

史跡郡山宿本陣の特別公開及び企画展示 11月10～18日 史跡郡山宿本陣 茨木市・茨木市教育委員会 無料
茨木市教育委員会地
域教育振興課文化振
興係（072）620-1686

大阪府 茨木市 ③
市民音楽会<合唱のつ
どい>

混声合唱・男声合唱・女声合唱・児童合唱・合同合唱 11月11日 市民会館
茨木市・茨木市教育委員
会・茨木市合唱連盟

無料
茨木市教育委員会地
域教育振興課文化振
興係（072）620-1686

大阪府 茨木市 ① ＰＴＡ大会 式典・講演会・パネルディスカッション 11月17日 市民会館 茨木市ＰＴＡ協議会 無料
茨木市ＰＴＡ協議会事
務局　090-8120-
8046

大阪府 茨木市 ①
公民館区対抗３点バ
レーボール大会

小学校区の公民館から出場するチームによる３点バレーボー
ル大会

11月18, 25日 市民体育館
茨木市・茨木市教育委員
会・茨木市スポーツ推進委
員協議会

無料
茨木市教育委員会ス
ポーツ振興課振興係
（072）620-1608

大阪府 茨木市 ①③

追手門学院大学　秋の
公開講座「スポーツと
人間の成長」

日本スポーツ界で活躍してきたアスリートや指導者、オリンピッ
クメダリスト等を招き、講演会を開催します。

10月4, 18日, 11月
1, 15, 29日

茨木市立男女共生センタ
追手門学院大学、追手門学
院地域文化創造機構

無料 地域文化創造課、
072‐641‐9723

大阪府 茨木市 ③④
オーストラリア学会第
15回地域研究会（関西
例会）

テーマ：「オーストラリアの＜家族＞をめぐる法と人権」。①ベイ
デン・オフォード（サザンクロス大学）②南貴子（愛媛県立医療
技術大学）③小川富之（近畿大学）の発表の後で、家族や子ど
もの問題について総合討論をおこないます。

10月27日 追手門学院大学5301教室
オーストラリア学会・追手門
学院大学オーストラリア研
究所共催

無料
http://www.otemon.a
c.jp/cas/

通訳あり

大阪府 茨木市 ①

2012年度追手門学院
大学地域支援心理研
究センター公開シンポ
ジウム（第8回）

「発達障害の理解と支援―学校・園における発達障害の気づ
きと対応―」と題して、基調講演およびシンポジウムを開催しま
す。

11月10日 追手門学院大学5号館
追手門学院大学地域支援
心理研究センター

無料
http://www.prccs.ote
mon.ac.jp/

072-643-9439（直通）

大阪府
大阪狭山

市
③

大阪狭山市
功労者・善行者表彰

市政や公益・教育文化の発展に功績のあった個人や団体を表
彰します。

11月3日
大阪狭山市
文化会館

大阪狭山市 無料
秘書グループ
072-366-0011

大阪府
大阪狭山

市
③

大阪狭山市教育委員
会
文化教育功労者表彰

市政や公益・教育文化の発展に功績のあった個人や団体を表
彰します。

11月3日
大阪狭山市
文化会館

大阪狭山市
教育委員会

無料
教育総務グループ
072-366-0011
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大阪府
大阪狭山

市
　　①

おおさかさやま
こどもフェスティバル

市内の子どもたちがダンスや読書感想文の発表など、日頃の
成果を発表します。

11月23日
大阪狭山市
文化会館

大阪狭山市
教育委員会

無料
教育総務グループ
072-366-0011

大阪府
大阪狭山

市
　　① ぽっぽえんまつり

就学前のお子さんがいる家庭を対象としたお祭りで、楽しいイ
ベントやゲームがあります。

10月27日
市立子育て
支援センター

市立子育て
支援センター

無料
子育て支援センター
072-360-0022

大阪府
大阪狭山

市
③ 金剛祭

医学を通して地域住民との触れ合いと、学生の課外活動成果
発表を目的とする。

11月3, 4日 近畿大学医学部校舎他 近畿大学医学部 無料 近畿大学医学部学務課

大阪府 大阪市 ①
第６７回特別展「創立９
０周年記念－全国水平
社の時代－」

被差別部落の人びとが立ち上がった水平社が創立されて90周
年を記念して開催する特別展です。水平社運動だけでなく多
様な立場から差別撤廃が主張された時代を振り返り、今日的
課題を考えます。

9月11日～11月25
日

リバティおおさか特別展
示室

大阪人権博物館
http://www.liberty.or.
jp/

大阪府 大阪市 ①
共催展「アートの可能
性－視ることと知るこ
と、そして癒し－」

「障がい者の作品」というフィルターをはずして、絵画、彫刻な
どの作品と向き合ってみると、そこにはあらたな発見が…。表
現活動を楽しむということをともに、体験してみましょう。

11月13日～12月
24日

リバティおおさか 大阪人権博物館
http://www.liberty.or.
jp/

大阪府 大阪市 ①
写真展「Beyond
Fukushima－福島の彼
方に」

フォトジャーナリスト小原一真さんが撮影した原発内の写真、
収束作業に携わる作業員27人のポートレートと彼らへのインタ
ビュー記事、日常を撮影したドキュメンタリー写真等、約６０
点。

10月2～28日 リバティおおさか 大阪人権博物館
http://www.liberty.or.
jp/

大阪府 大阪市 ①
学芸員セミナー２０１２
「平野小剣の人物像」

平野小剣は、全国水平社創立メンバーの一人であり、水平社
宣言の起草者の一人でもあります。朝鮮の被差別民との運動
との連携も模索した人物の実像に迫ります。

11月10日 リバティおおさか 大阪人権博物館
http://www.liberty.or.
jp/

大阪府 大阪市 ①
関西文化の日（ピース
おおさか入館無料）

　関西元気文化圏推進協議会及び関西広域機構が主催。趣
旨に賛同し、参加登録した関西２府８県内の美術館、博物館等
文化施設の入館料を無料とする。
　18日には、親子映画会を開催。「申込不要」

11月17（土）, 18日
（日）

ピースおおさか（大阪国
際平和センター）

財団法人大阪国際平和セン
ター

無料
http://www.peace-
osaka.or.jp/

大阪府 大阪市 ①
ピースおおさか収蔵品
展Ⅱ

昭和初期の激動の時代から大戦末期の空襲までの市民から
寄贈された収蔵品を展示して、戦争の時代と愚かしさを考えま
す。
「申込不要」

開催中
～１2月25日（火）

ピースおおさか（大阪国
際平和センター）

財団法人大阪国際平和セン
ター

http://www.peace-
osaka.or.jp/

大阪府 大阪市 ①
ピースおおさか「ウィー
クエンドシネマ」

土曜日に映画を上映。「申込不要」
土曜日（10月13

日, 11月17日を除
く）

ピースおおさか（大阪国
際平和センター）

財団法人大阪国際平和セン
ター

http://www.peace-
osaka.or.jp/

大阪府 大阪市 ①
東日本大震災復興支
援事業「平和の歌声
カラオケ道場」

歌を通して東日本大震災の被災者を支援します。プロの作詞
家・作曲家による無料の歌唱指導やミニコンサートも開催。毎
月開催。「申込要」

10月13日, 11月17
日（土）

ピースおおさか（大阪国
際平和センター）

財団法人大阪国際平和セン
ター

http://www.peace-
osaka.or.jp/
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大阪府 大阪市 ① 平和紙芝居

子どもさんなどにもわかりやすい「紙芝居」。①「童話や昔ばな
し」（毎月第１土曜日）②「平和と心の紙芝居(空襲や原爆な
ど)」（毎月第２木曜日）③学童疎開ものがたり「おかあちゃん迎
えに来て」（毎月第３金曜日）
「申込不要」

①11月3日（土）、
②11月8日（木）、
③11月16日（金）

ピースおおさか（大阪国
際平和センター）

財団法人大阪国際平和セン
ター

http://www.peace-
osaka.or.jp/

大阪府 大阪市 ① 戦跡ウォーク
大阪城公園周辺の戦跡ウォークとピースおおさかの見学で、
戦争と平和について考えます。公園を散策するような平和学習
です。毎月第２日曜日開催。「申込要」

11月11日（日）
ピースおおさか（大阪国
際平和センター）

財団法人大阪国際平和セン
ター

http://www.peace-
osaka.or.jp/

大阪府 大阪市 ③
日本センチュリー交響
楽団第176回定期演奏
会

指揮：アラン・ブリバエフ、ピアノ：パスカル・ロジェ
《プログラム》　カジュガリエフ：バレエ音楽「大草原の伝説」より
序奏と交響的スケルツォ、サン=サーンス：ピアノ協奏曲 第5番
ヘ長調 作品103「エジプト風」、プロコフィエフ：バレエ組曲「ロメ
オとジュリエット」作品64より

11月1日 ザ・シンフォニーホール
公益財団法人日本センチュ
リー交響楽団

http://www.century-
orchestra.jp/

大阪府 大阪市 ③
関西文化の日（ワッハ
上方展示室入館無料）

関西元気文化圏推進協議会及び関西広域機構が主催。趣旨
に賛同し、参加登録した関西２府８県内の美術館、博物館等文
化施設の入館料を無料とする。

11月17, 18, 23日
大阪府立上方演芸資料
館（ワッハ上方）展示室

大阪府立上方演芸資料館
（ワッハ上方）

無料
http://www.wahha.or.
jp/

大阪府 大阪市 ①
公開講座フェスタ２０１
２

大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県の３３の大学・研究機関で
構成している「阪神奈大学・研究機関生涯学習ネット」が毎年１
１月に実施する公開講座。特別講演２講座を含む全２５講座を
開催。

11月5～
22日

さいかくホール（大阪府
新別館北館１階）

阪神奈大学・研究機関生涯
学習ネット

http://www.pref.osak
a.jp/bunka/news/fes
ta.html

定員：各講座150名
（先着順）

大阪府 大阪市 ①

おおさかふみんネット
大阪府・大阪市ブロック
講座「いっぺん！たい
けん！大発見！～「浪
曲」「狂言」｢落語」の世
界へようこそ～

上方演芸をとりあげ、かりやすいレクチャーと楽しいワーク
ショップを交え講座を実施する。①浪曲（春野恵子）、②狂言
（安東伸元）、③落語（笑福亭学光）

①11月1日,
②11月8日,③11

月15日

①②さいかくホール（大
阪府新別館北館１階）、
③大阪市立弁天町生涯
学習センター

大阪府 無料
http://www.pref.osak
a.jp/bunka/news/osa
kafumin.html

定員：各講座50名（多
数抽選）

大阪府 大阪市 ①
2012府民スポーツ・レ
クリエーションフェス
ティバル発表交流会

広く府民にスポーツ・レクリエーション活動を紹介し、実践する
場を提供することにより、スポーツへの参加意識を高めるとと
もに、誰もが生涯を通じて健康でゆとりや潤いを実感すること
ができることを目的とし、様々なレクリエーション活動を紹介す
るとともに、日頃の成果を発表する。

11月3日 大阪府立体育会館
府民スポーツ・レクリエー
ションフェスティバル組織委
員会

無料

大阪府府民文化部都
市魅力創造局生涯ス
ポーツ振興課
06-6941-0351（内線
4897）

大阪府 大阪市 ①
2012大阪市生涯学習
情報発信ウィーク

■ランチタイム企画～大阪市音楽団コンサートなどの日替わり
企画をお楽しみください。
■生涯学習、博物館などのパネル展示

11月8～16日
（土日祝除く）

大阪市役所玄関ホール 大阪市教育委員会 無料

http://www.city.osak
a.lg.jp/shimin_top/cat
egory/1434-0-0-0-
0.html

大阪府 大阪市 ①
クラフトパークフェスタ２
０１２

「みんなでみよう！　たのしもう！」をテーマに　講師指導員作
品展・バーナーワークデモンストレーション・各種体験教室を開
催。受講生作品の販売、お茶席、吹奏楽のミニコンサートやミ
ニマジックショーも行う。

10月28日 大阪市立クラフトパーク 大阪市立クラフトパーク http://craftpark.net

大阪府 大阪市 ①
満喫ＧＯＧＯプラン「平
野郷満喫プラン」

クラフト1日体験教室と昼食（がんこ平野郷屋敷）及び平野郷地
域の散策をセットにした特別企画体験を実施。

11月3日
大阪市立クラフトパー
ク・がんこ平野郷屋敷ほ
か

大阪市立クラフトパーク http://craftpark.net

大阪府 大阪市 ①
第15回図書館フェス
ティバル

文字・活字文化の日と読書週間の期間に合わせ、大阪市内の
24の市立図書館で講演会や人形劇、工作教室など、子ども対
象のものを中心に、さまざまな催しを行います。

10月20日～12月
15日

大阪市内の市立図書館
全24館

大阪市教育委員会 無料
http://www.oml.city.o
saka.jp/

9月中旬プレス発表
予定の為、公開はプ
レス発表以降にお願
いします

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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大阪府 大阪市 ③
大阪市音楽団秋のラン
チタイム・コンサート２０
１２

10月19日と26日の金曜日12時15分から13時まで、お昼休みのひ

10月19（金）, 26日
(金)の２回

◆時間：12：15～
13：00

ＯＣＡＴポンテ広場（大阪
市浪速区湊町１丁目４
番１号）

大阪市教育委員会 無料 http://www.shion.jp/

大阪府 大阪市 ③
Hustle Copy presents
大阪市音楽団 第104
回定期演奏会

すべてのプログラムを日本人作曲家による人気曲や新作で構
成し、あらゆる角度から吹奏楽の素晴らしさを満喫していただ
けるコンサートです。指揮には第98回定期演奏会に続き飯森
範親が再登場します。

11月7日(水)19時
00分開演(18時00

分開場)

ザ・シンフォニーホール
（大阪市北区大淀南2丁
目3-3）

大阪市教育委員会 http://www.shion.jp/

大阪府 大阪市 ③ 咲くやこの花芸術祭

将来の大阪文化を担うべき若手芸術家に贈呈している「咲くや
この花賞」の歴代受賞者を中心に、舞踊、音楽、落語、バレエ
などの公演、様々なジャンルのワークショップ等を開催する見
所たっぷりの３日間です。

10月19～21日 大阪市中央公会堂ほか
新進芸術家プロモート事業
実行委員会（大阪市ほか）

http://www.sakuya-
konohana.com/

大阪府 大阪市 ③
ザ・大阪ベストアート展
－府&市モダンアートコ
レクションから－

大阪市立近代美術館コレクションと大阪府２０世紀美術コレク
ションを代表する作品１００点の中から、みなさんのリクエスト
で選ばれた作品５０点を展示します。

9月15日～11月25
日（休館日毎週水
曜日ただし10月21
日(日)は臨時休

館）

大阪市立近代美術館
（仮称）心斎橋展示室

大阪市・大阪府・読売新聞
社

http://www.city.osak
a.lg.jp/yutoritomidori
/page/0000166029.ht
ml

大阪府 大阪市 ①、③

大阪自然史フェスティ
バル2012（副題）生物
多様性交流フェア（仮
称）

市民団体や企業などの多様な主体が生物多様性に関する情
報を持ち寄り、生物多様性の現状等の情報発信を行います。
※内容は変更する可能性があります。

11月10, 11日 大阪市立自然史博物館

NPO法人大阪自然史セン
ター、関西自然保護機構、
大阪市立自然史博物館、大
阪生物多様性保全ネット
ワーク等

無料
http://www.omnh.net
/npo/fes/2012/

大阪府 大阪市 ①、③
生物多様性協働フォー
ラム

都市における生物多様性・生態系サービスの持続可能な活用
と、市民生活・企業活動における生物多様性の配慮のあり方
をテーマにしたフォーラムです。
※内容は変更する可能性があります。

11月11日
大阪市立自然史博物館
講堂

大阪生物多様性保全ネット
ワーク等

無料
http://www.murc.jp/r
eport/press/120726.
html

左記URLは8月26日
に徳島県で開催する
同フォーラムの内容
です。

大阪府 大阪市 ①
奈良文化女子短期大
学公開講座
大和路狛犬探訪②

幕末期名人石工丹波佐吉の大坂時代を体感するコースです。
舎利尊勝寺から大阪市内中央部に移動するために、バス、地
下鉄、水上バスを駆使します。当時水上通運が盛んであったこ
とを感じるために、短いですが水上バスに乗る予定です。

11月18日

JR関西線東部市場前駅
集合―舎利尊勝寺―大
阪城公園―水上バス―
淀屋橋―適塾―中の島
前解散

奈良文化女子短期大学
http://www.narabunk
a.ac.jp

（問合先）
奈良文化女子短期大
学　公開講座係
　電話　0742-93-
5406
　FAX　0742-47-
2985
E-mail nwc-ext1-
05@narabunka.ac.jp

大阪府 大阪市 ①
第25回国際シンポジウ
ム

本学教員による基調講演と、専門家が加わるパネルディスカッ
ションで、「グローバルな人材の育成と活用」をテーマにシンポ
ジウムを開催します。

10月12日
大阪ビジネスパーク円
形ホール

大阪国際大学・大阪国際大
学短期大学部

無料
http://www.oiu.ac.jp/
shisetsu/kokusai/ind
ex.html

大阪府 大阪市 ①

2012年度桃山学院大
学秋季公開講座「地域
と経済～大阪を読み解
く～」

毎回設定するメインテーマのもとに週１回の講座を数回行いま
す。講師陣は本学教授を中心として、学外の学者、文化人が
担当します。

10月3, 10, 17, 24,
31日

さいかくホール 桃山学院大学 無料

http://www.andrew.a
c.jp/extension-
center/kouza/07_kou
kai.html

申込締切：９月19日
（水）

大阪府 大阪市 ①
RECコミュニティカレッ
ジ

「インド文化と仏教」をテーマに開催します。
10月23日～11月

27日
龍谷大学大阪梅田キャン龍谷大学

https://rec-
ryukoku.jp/

大阪府 大阪市 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15日～11月

19日
龍谷大学大阪梅田キャン龍谷大学

https://rec-
ryukoku.jp/

大阪府 大阪市 ①
RECコミュニティカレッ
ジ

「藤原定家の世界」をテーマに開催します。
10月2日～11月6

日
龍谷大学大阪梅田キャン龍谷大学

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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大阪府 大阪市 ①
RECコミュニティカレッ
ジ

「まるごと鳥取県！～とっとりの魅力再発見～　自然：「山陰海
岸ジオパークの魅力」」をテーマに開催します。

11月5日 龍谷大学大阪梅田キャン龍谷大学
https://rec-
ryukoku.jp/

大阪府 大阪市 ①③

公開講座フェスタ2012
「知力の結集」

提供講座「年中行事の民俗学」（橋本裕之本学社会学部教
授、学院地域文化創造機構特別教授）を開催します。

11月20日 大阪府新別館北館1階「さ
阪神奈大学・研究機関生涯
学習ネット

府民お問合せセン
ター、06‐6910‐8001

大阪府 大阪市 ③ 一心寺門前浪曲寄席 浪曲（関西節）の発展向上を目指します。 11月10～12日 一心寺南会所
公益社団法人浪曲親友協
会

06-6771-6682

大阪府 大阪市 ③，④

速記130年記念シンポ
ジウム
「講談落語速記本の興
隆と大阪」

日本に速記が誕生して130年になるのを記念して、講談落語速
記分野の実演並びに記念講演、ディスカッションを行います。 10月13日

堂島リバーフォーラム
（大阪芸術大学ほたるま
ちキャンパス2階）

速記130年記念シンポジウ
ム大阪実行委員会

（社団法人日本速記協会、
日本速記協会大阪支部ほ

無料 http://www.sokki.or.j
p/

先着70名

大阪府 大阪市 ①

大阪大学大学院歯学
研究科・歯学部附属病
院第10回市民フォーラ
ム

一般市民の口腔健康の増進に寄与する生涯教育を目的とし、
毎年実施しています。今年は、「長寿と健康医療」に焦点をあ
て、講演を行います。

10月13日
毎日新聞ビル1F
オーバルホール

大阪大学大学院歯学研究
科、歯学部附属病院

無料

TEL&FAX：
06-6875-8300
10sanka@dent.osaka-
u.ac.jp

大阪府 大阪市 ①
2012大阪市生涯学習
ルームふぇすてぃばる

大阪市では、市内の小学校の特別教室等を活用して、地域の
人々の文化・学習活動や交流の場を提供するとともに、講座
等の開設を通じて学習機会の提供を図り、地域における生涯
学習活動の拠点として「生涯学習ルーム事業」を実施していま
す。
　日ごろの各生涯学習ルームの活動成果発表を中心に、各区
の生涯学習についての取り組みを発信することで相互交流の
場とするほか、地域の諸団体と連携し、学んだ成果を地域に
広げていく「地域連携支援事業」をテーマとしたフォーラム等を
実施することで、生涯学習ルーム事業について一層の充実に
資することを目的に開催します。

11月17(土), 18日
（日） 大阪市役所玄関ホール 大阪市教育委員会 無料

大阪市教育委員会事
務局生涯学習担当
後閑・吉岡（06-6208-
9027）

大阪府 大阪市 ①
家庭教育充実促進事
業　講座

大阪市では家庭教育充実促進事業として、家庭教育に関する
テーマの講座を開催し、学習機会の提供を行っています。

11月5, 12日
大阪市立弁天町市民学
習センター

大阪市教育委員会 無料
大阪市教育委員会事
務局生涯学習担当
（０６－６２０８－９０２

テーマ「子どもの早期
教育について」

大阪府 大阪市 ①
公開講座フェスタ2012
№03

津田直則（桃山学院大学教授）
「地域貢献活動と大学の役割」

11月6日 さいかくホール
阪神奈大学・研究機関生涯
学習ネット

大阪府
大阪市北

区
①、③

京大アジア・アフリカセ
ミナー　　「東南アジア
の社会と文化」

東南アジアの国々には、多くの日本人がビジネス、観光、援助
活動など、さまざまな目的のために訪問したり、滞在していま
す。本講座では、東南アジアの国々で営まれている社会生活
と、その背景にある文化について幅広く情報を提供し、東南ア
ジア諸国の人々とコミュニケーションをはかる際に、何らかの
かたちで役立てていただくことを目的としています。

11月2, 9, 16, 30日
関西社会人大学院連合
キャンパスポート大阪

関西社会人大学院連合
http://kansai-
seminar.com/courses
/view/111

大阪府
大阪市
中央区

③ 特別展「秀吉の城」
豊臣秀吉が、どのような目的で多くの城を築いたのか、またど
のような政治的な意味を持たせようとしたのか、秀吉の城それ
ぞれの役割を見なおします。

10月6日～11月25
日

大阪城天守閣 大阪城天守閣
http://www.osakacas
tle.net/

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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大阪府
大阪市
中央区

①
大阪府公文書館企画
展「大阪府鳥瞰図とお
おさかの橋」

企画展示「大阪府鳥瞰図とおおさかの橋」
9月末～12月末

（予定）
大阪府公文書総合セン
ター

大阪府 無料
http://www.pref.osak
a.jp/johokokai/archiv
es/

大阪府
大阪市
中央区

①
大阪府公文書館×府
政学習会

日替わりで古文書や大阪の歴史についてのテーマ学習を実
施。「正庁の間」など府庁舎の見学も。
（テーマ学習）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
古文書講座「古文書に親しもう」
・歴史説明会「大阪府鳥瞰図とおおさかの橋」

11月14, 21日
大阪府公文書総合セン
ター

大阪府 無料
http://www.pref.osak
a.jp/johokokai/archiv
es/

大阪府
大阪市
北区

①,③
「織田作之助の世界
展」

中之島図書館には、大阪で生まれた作家・織田作之助の旧蔵
資料、書簡、草稿など約1，500点の資料をまとめた「織田文
庫」があります。
生誕百年を翌年に控える織田作之助。代表作「夫婦善哉」の
草稿や若き日の日記、創作ノートなどを展示し、作之助の作品
世界や人物像、作之助をとりまく人々、作之助の生きた大阪の
町を紹介いたします。

10月24日～11月
24日

大阪府立中之島図書館
文芸ホール

大阪府立中之島図書館 無料

大阪府立中之島図書
館
大阪資料・古典籍課
TEL 06-6203-0474

大阪府
大阪市
北区

③

開館30周年記念企画
展「国宝 飛青磁花生と
国宝 油滴天目茶碗‐
伝世の名品」

当館所蔵の国宝2点を中心に、「唐物(からもの)」として長く伝
世した作品をその付属品とともに展示します。

10月27日～12月
25日

大阪市立東洋陶磁美術
館　企画展示室

大阪市立東洋陶磁美術館
http://www.moco.or.j
p

大阪府
大阪市
北区

③
関西文化の日（すべて
の展示無料開放）

関西が誇る長い歴史に培われた豊かな文化資源に気軽に接
する機会を提供することにより、美術・学術愛好者の増大を図
るとともに、関西圏域外に向けても、文化が息づく関西を広く、
かつ強くアピールし、関西への集客を図ります。

11月17・18日
大阪市立東洋陶磁美術
館

関西広域連合、関西元気文
化圏推進協議会

無料
http://www.moco.or.j
p/

大阪府
大阪市
北区

③、④
第１３回こどものための
ジオ・カーニバル

私たちが暮らしている地球・宇宙のことをもっともっと知りたい
人はジオ・カーニバルに集合！様々な工作や実験を通じて、自
然のふしぎにふれてみませんか。

11月3, 4日各日
10：00～16:00

大阪市立科学館　研修室、多
目的室、アトリウム、工作室

こどものためのジオ･カーニバ
ル企画委員会

無料
http://www.sci-
museum.jp/

共催：公益財団法人大
阪科学振興協会

大阪府
大阪市
北区

③、④
自然科学の基礎を訪
ねる

中・高・大学生が中心の科学館大好きクラブのメンバーが、科
学館の展示物をわかりやすくガイドします。

11月17, 18日　各
日11：00～16:30

大阪市立科学館　展示
場

科学館大好きクラブ、大阪市立
科学館

無料
http://www.sci-
museum.jp/

大阪府
大阪市
北区

③、④
関西文化の日（常設展
示無料開放）

関西が誇る長い歴史に培われた豊かな文化資源に気軽に接
する機会を提供することにより、美術・学術愛好者の増大を図
るとともに、関西圏域外に向けても、文化が息づく関西を広く、
かつ強くアピールし、関西への集客を図ります。

11月17, 18日 大阪市立科学館
関西広域連合、関西元気文
化圏推進協議会

無料
http://www.kansaibu
nka.com/

大阪府
大阪市
中央区

③
特別展「ウクライナの
至宝－スキタイ黄金美
術の煌めき－」

ウクライナ国立歴史博物館、ウクライナ歴史宝物館が所蔵す
る国宝級の資料約220点を公開する。

9月15日～11月25
日

大阪歴史博物館
大阪歴史博物館、毎日新聞
社

06－6946－5728
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大阪府
大阪市
中央区

③

特集展示「大阪の茶の
湯と近代工芸－武者小
路千家の茶人・木津宗
詮と大阪の職方－」

近代大阪で活躍した茶人・木津宗詮を中心に進められた茶道
具製作の取り組みを紹介。

10月24日～12月3
日

大阪歴史博物館 大阪歴史博物館 06－6946－5728

大阪府
大阪市
中央区

③
関西文化の日（すべて
の展示無料開放）

関西が誇る長い歴史に培われた豊かな文化資源に気軽に接
する機会を提供することにより、美術・学術愛好者の増大を図
るとともに、関西圏域外に向けても、文化が息づく関西を広く、
かつ強くアピールし、関西への集客を図ります。

11月17日 大阪城天守閣
関西広域連合、関西元気文
化圏推進協議会

無料
http://www.osakacas
tle.net/

大阪府
大阪市
中央区

③
関西文化の日（常設展
示無料開放）

関西が誇る長い歴史に培われた豊かな文化資源に気軽に接
する機会を提供することにより、美術・学術愛好者の増大を図
るとともに、関西圏域外に向けても、文化が息づく関西を広く、
かつ強くアピールし、関西への集客を図ります。

11月17, 18日 大阪歴史博物館
関西広域連合、関西元気文
化圏推進協議会

無料 http://www.ocmo.jp/

大阪府
大阪市

天王寺区
③

読売新聞大阪発刊60
周年　特別展「北斎
－風景・美人・奇想－」

本展では、富士を描いた風景画はもちろん、重要文化財に指
定される「潮干狩図」「二美人図」など、肉筆画・版画・版本およ
そ370件を展示予定です。

10月30日～12月9
日

大阪市立美術館
北斎展実行委員会（大阪市
立美術館、読売新聞社、読
売テレビ）

http://www.osaka-
art-museum.jp

大阪府
大阪市

天王寺区
③ 平常展「仏教美術」

現世の私たちの眼前に絵画や彫刻としてあらわされた仏のす
がたや経典を通じ、その信仰の深さをご堪能ください。

11月6日～12月9
日

大阪市立美術館 大阪市立美術館
http://www.osaka-
art-museum.jp

大阪府
大阪市

東住吉区
③

関西文化の日（常設展
示無料開放）

関西が誇る長い歴史に培われた豊かな文化資源に気軽に接
する機会を提供することにより、美術・学術愛好者の増大を図
るとともに、関西圏域外に向けても、文化が息づく関西を広く、
かつ強くアピールし、関西への集客を図ります。

11月10, 11日 大阪市立自然史博物館
関西広域連合、関西元気文
化圏推進協議会

無料
http://www.mus-
nh.city.osaka.jp/

大阪府
大阪市旭

区
①④ 工学実感フェア

工学部が保有している既存知を活用した体験型プログラムを
企画・実施し、工学の楽しさ、豊かさに触れていただくことを目
的とします。

10月27, 28日
大阪工業大学
大宮キャンパス

大阪工業大学 無料
大阪工業大学
工学部事務室
06-6954-4419

大阪府
大阪市旭

区
③

城北祭
（大学祭）

毎年恒例の学園祭であり、ライブや講演会、フリーマーケット
やクラブの催し、展示、模擬店などを予定しております。

10月26～28日
大阪工業大学
大宮キャンパス

大阪工業大学 無料
大阪工業大学
学生課
06-6954-4651

大阪府
大阪市旭

区
①

淀川クリーンキャン
ペーン

毎年の恒例行事であり、クラブ生や教職員、地域の方々など
の有志で淀川の清掃活動を行っております。

10月下旬（未定）
大阪工業大学
大宮キャンパス側淀川
沿い

大阪工業大学 無料
大阪工業大学
学生課
06-6954-4651

大阪府
大阪市北

区
①④ 土曜セミナー 新時代の経営をベンチャー精神に基づき学際的に考えます。

10月20日, 11月10
日

追手門学院大阪梅田サテ
追手門学院大学ベンチャー
ビジネス研究所

無料
http://www.otemon.a
c.jp/investigation/lab
o/venture/

大阪府
大阪市北

区
①④ 経営セミナー

松下幸之助の成功哲学を創業から支え続けた夫人とのエピ
ソードを交えながら数々の秘蔵の映像とともに講演致します。

10月27日 追手門学院大阪梅田サテ
追手門学院大学ベンチャー
ビジネス研究所

無料
http://www.otemon.a
c.jp/investigation/lab
o/venture/
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大阪府
大阪市北

区
①,③

文化交流センター講座
「韓流と大阪」

経済、社会、政治など、多様かつ長期的な視点から大阪と韓
国・朝鮮半島とのこれまでの関係やこれからの関係を考えま
す。

10月4日,12日,19
日,25日,11月13

日,22日,29日,12月
6日,13日,20日

大阪市立大学文化交流
センター

大阪市立大学
http://www.osaka-
cu.ac.jp/

定員:各講座120名(先
着順)

大阪府
大阪市北

区
①,③,④

博学連携講座「古墳時
代の大阪」

大阪市域の遺跡を主な題材とし大阪の古墳時代を考えます。
とくに王権本拠が河内にあった5世紀、王権本拠の一画である
長原遺跡や、渡来人の指導による各種の生産活動から、倭国
の「文明化」が大阪に始まることを紹介します。

11月2, 9, 16, 30日
大阪市立大学文化交流
センター

大阪市立大学
大阪市博物館協会

http://www.osaka-
cu.ac.jp/

定員:各講座120名(先
着順)

大阪府
大阪市北

区
①

くらしに役立つマネー
講座

私たちを取り巻く経済情勢と投資環境はこの1年でどのように
変化してきたのでしょうか？具体的、実践的な学びの場とし
て、参加・体験型のセミナーを行ないます。

11月7, 14, 21, 28
日

大阪市立大学文化交流
センター

大阪市立大学
野村證券

無料
http://www.osaka-
cu.ac.jp/

定員:各講座120名(先
着順)

大阪府
大阪市住

吉区
②,④

第９回高校化学グラン
ドコンテスト

高校生および工業高等専門学校生を対象にした、化学の学習
研究活動を支援するコンテストの 終選考会です。

11月4日

大阪市立大学杉本キャ
ンパス
学術情報総合センター１
０階

大阪市立大学、大阪府立大
学、読売新聞大阪本社

無料 http://www.gracon.jp

大阪府 柏原市 ③ 柏原市民文化祭
市民から出展や出演等の参加者を募集し、書道、美術、手工
芸等の展示部門や、芸能、音楽、謡曲等の舞台部門の催しな
どを実施します。

10月6～14日（た
だし、11, 12日は

除く）

市民文化センター、リビ
エールホール、堅下合
同会館、国分合同会館
など

柏原市立公民館 無料
http://www.city.kashi
wara.osaka.jp/

大阪府 貝塚市 ③ 文化の日のつどい

　11月3日の｢文化の日のつどい」において、市有功労者及び
教育・文化功労者の表彰と記念講演を実施します。また11月1
～3日には｢文化祭市民総合展示」を開催し、実行委員会の自
主的な運営で市民の作品を展示すると同時に、菊花展を実施
します。

11月3日
コスモスシアター大ホー
ル

貝塚市・貝塚市教育委員
会・文化祭実行委員会

無料

http://www.city.kaizu
ka.lg.jp/kakuka/kyoik
u/shakaikyoiku/menu
/bunkasai/index.html

大阪府 貝塚市 ①③ ふれあいまつり
公民館で活動している文化団体などが、日頃の活動の成果を
発表し、交流する場として開催します。

10月27, 28日
貝塚市立浜手地区公民
館

貝塚市立浜手地区公民館・
浜手地区公民館利用者連
絡会

http://www.city.kaizu
ka.lg.jp/kakuka/kyoik
u/hamatekominkan/
menu/kouza_jigyou/c
hiikifureaijigyou/hama
tehureaifes.html

大阪府 貝塚市 ①③
貝塚まちなかアート
ミュージアム

公民館の講座受講者でつくりあげたアート野外イベントであ
り、貝塚市の山手地域を発表の場として活用し、貝塚市の新た
な地域の魅力を創造・発信することや、公共空間とアートのコ
ラボレーションによって地域の新たな魅力を発見・発信するこ
と、作成者がアイデアと思いを実現できる機会を創出すること
を目的として実施します。

11月4日～11日
貝塚市立山手地区公民
館周辺

貝塚市立山手地区公民館・
貝塚まちなかアートミュージ
アム実行委員会

無料 072-446-0090

大阪府 貝塚市 ①
手づくり紙しばい大会
展示

夏休み期間中に開催した講座で制作した手づくり紙しばいを展
示します。

11月1～11日
貝塚市民図書館2階郷
土資料展示室

貝塚市民図書館 無料
http://www.city.kaizu
ka.osaka.jp/tosho/
072-433-7200

大阪府 貝塚市 ①
手づくり紙しばい大会
実演会

夏休み期間中に開催した講座で制作した手づくり紙しばいの
実演会を開催します。

11月4日
貝塚市民図書館2階視
聴覚室

貝塚市民図書館 無料
http://www.city.kaizu
ka.osaka.jp/tosho/
072-433-7200

大阪府 貝塚市 ① 乗馬体験と臨床動作法
発達障がいを有する人に臨床動作法を通してからだの動きに
働きかけ、自己成長・発達を促す援助法です。また、乗馬・曳
き馬体験も行います。

10月28日 大阪府立少年自然の家 大阪府立少年自然の家
http://www.shizen.os
aka-yha.com/

大阪府 貝塚市 ①
第９回　アドプトフォレ
スト

大阪府アドプトフォレスト制度は、大阪府が事業者と森林所有
者の仲人となり、地球の温暖化防止や生物多様性確保のた
め、森林整備を行う事業です。今回はロープを使った木登り体
験（ツリーイング）と季節のリース作りをします。

11月3日 大阪府立少年自然の家 大阪府立少年自然の家 無料
http://www.shizen.os
aka-yha.com/

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



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

大阪府 貝塚市 ①③
少年自然の家ｵｰﾌﾟﾝ
ﾃﾞｰ・音の葉音楽祭

奥貝塚の地域連携事業「ゆったりウォーク」とも連携し、家族等
で秋の自然を満喫してもらう事業です。自然の家では森の音
楽会を開催し、和太鼓やブラスバンドなどの演奏と、自然物を
使ったクラフト、さらに食べ物販売の屋台（有料）等も出してお
祭りを盛り上げています。

11月11日
大阪府立少年自然の家
（ウォークは自然の家を
含む６km）

大阪府立少年自然の家
（ウォークは自然の家を含
む実行委員会が主催）

無料
http://www.shizen.os
aka-yha.com/

大阪府 貝塚市 ①
野外活動指導者養成
講座「プロジェクトワイ
ルド指導者養成講習」

野生生物を題材とした環境について学ぶ講座
11月10, 11日（1泊

2日）
大阪府立少年自然の家 大阪府立少年自然の家

http://www.shizen.os
aka-yha.com/

現在、講師と調整中
につき、料金など変
更の可能性有り

大阪府 柏原市 ②
第33回教育月間全体
会

学校・家庭・地域が「教育について何をなすべきか」を各種
フォーラム・講演会を通じて共に考えていきます。

11月14日 柏原市民文化会館 柏原市教育委員会 無料
http://www.city.kashi
wara.osaka.jp/shidou
/index.html

大阪府 柏原市 ①③ わくわくフェスタ
社会教育団体等の協力による活気あふれるフェスティバルで
す。

11月18日 リビエールホール
柏原市民文化会館市民劇
場委員会

無料
生涯学習部社会教育
課072-972-1688

大阪府 柏原市 ①
　ライフチャレンジ・ザ・
ウォーク　(郷土を探ろ
うかい)

ウォーキングとニュースポーツ等 10月21日(日)
大和川親水公園及び周
辺コース

柏原市スポーツ推進委員会
柏原市青少年指導員協議
会

無料
sports@city.kashiwar
a.osaka.jp

大阪府 柏原市 ①
史跡高井田横穴特別
公開

平素は施錠している国史跡の高井田横穴を公開し、職員等が
案内します。

10月20日 史跡高井田横穴公園
柏原市教育委員会文化財
課

無料
http://www.sity.kashi
wara.osaka.jp

大阪府 柏原市 ③ 関西文化の日
市立歴史資料館が関西文化の日に参加し、当日の来館者に
記念品を進呈します。

11月17, 18日 柏原市立歴史資料館 柏原市立歴史資料館 無料
http://www.sity.kashi
wara.osaka.jp

大阪府 柏原市 ③
近代化遺産全国一斉
公開2012

全国の近代化遺産を一斉に公開することにより、その価値や
魅力を伝えます。

10月1日～11月30
日

玉手橋
全国近代化遺産活用連絡
協議会

無料 http://www.zenkin.jp

大阪府 柏原市 ① 図書展示貸出 読書週間にちなんだ図書の展示貸出です。
10月27日～11月

28日
市立柏原図書館 柏原市立柏原図書館 無料

柏原市立柏原図書館
０７２－９７１－０３３５

大阪府 柏原市 ① 図書展示貸出 読書週間にちなんだ図書の展示貸出です。
10月27日～11月

26日
市立国分図書館 柏原市立国分図書館 無料

柏原市立国分図書館
０７２－９７５－１２１２

大阪府 柏原市 ①
図書館バックヤードツ
アー

普段は職員しか入れない書庫や自動車文庫の見学ツアー 10月27日 市立柏原図書館 柏原市立柏原図書館 無料
柏原市立柏原図書館
０７２－９７１－０３３５

大阪府 柏原市 ① 本のミニリサイクル市 保存切れになった雑誌や寄贈本のリサイクル市 11月3日 市立柏原図書館 柏原市立柏原図書館 無料
柏原市立柏原図書館
０７２－９７１－０３３５

大阪府 柏原市 ① Fukkaで行う運動教室

柏原市の高齢者を対象とした運動教室を2012年1月から開催
しています。
運動教室では、身体機能が低下した高齢者でも安全に実施で
き、かつ介護予防への効果も明らかにされている「太極拳ゆっ
たり体操」を主に行っています。
運動教室は1回60分で、まず健康情報や運動の効果等に関す
るミニレクチャーを10分程度行います。次いでウォーミングアッ
プを行った上で、休憩をはさみながら体操を実施します。

10月2, 16, 30日,
11月13, 27日

以降隔週火曜日

関西福祉科学大学
大学4号館

関西福祉科学大学保健医
療学部
スポーツリハビリテーション
研究室

無料

大阪府 柏原市 ① 合唱講座
地域の市民を対象に懐かしい唱歌・童謡から女声合唱曲を取
り上げ楽しく歌います。どなたの参加でも可能です。

10月27日, 11月10
日を含む年間21

回

関西女子短期大学　音
楽室

関西女子短期大学　地域支
援ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

http://www.kwc.ac.jp
/region/center/
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大阪府 柏原市 ①

多胎児子育て支援
「ジュモ」
10/27：自由遊び
11/10：大学祭へ行こう

ジュモとはフランス語で双子のこと。地域の双子を持つ保護者
の情報交換や子育ての相談を実施すると同時に学生たちの触
れ合いの場となっています。

10月27日, 11月10
日を含む通年

関西女子短期大学　保
育実習室

関西女子短期大学　地域支
援ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

http://www.kwc.ac.jp
/region/center/

大阪府 柏原市 ②
保育フェスタ～造形作
品展～

保育の現場をイメージさせる学生の作品が展示され、子どもた
ちをはじめ地域住民の方々にも開放し喜んでいただいていま
す。

11月23日
関西女子短期大学　保
育実習室

関西女子短期大学　保育科
http://www.kwc.ac.jp
/faculty/childcare/

大阪府 柏原市 ② 「西村四郎文庫」展示
明治初期の教科書を中心とする，美術教育に関する貴重資料
を展示します。

10月29日～11月9
日

大阪教育大学
附属図書館

大阪教育大学
附属図書館

無料
http://www.lib.osaka
-kyoiku.ac.jp/

大阪府 柏原市 ②，③ 「大学祭（神霜祭）」
模擬店，展示，クラブイベント，ライブ，スポーツ祭，音楽祭，子
どもまつり等を開催します。

10月31日～11月4
日

大阪教育大学
柏原キャンパス

大阪教育大学

http://osaka-
kyoiku.ac.jp/campus/
gakusei/kagaidantai.h
tml

大阪府 交野市 ①,②,③ 交野市文化祭
会場が展示の部と発表の部に分かれて、出品・出演し日ごろ
の成果を発揮する。市内全小学校から児童画や、文化団体だ
けでなく一般の方々の生涯学習の成果が結集されている。

11月2～4日
交野市立青年の家及び
いわふね自然の森ス
ポーツ文化センター

交野市文化連盟
syakyou@city.katano.
osaka.jp

食文化の飲食コー
ナーや作品の販売
コーナーや金魚すく
いコーナーなど一部
有料

大阪府 交野市 ③ 常設展示・企画展示
常設展示と企画展示「交野市の指定文化財展」を無料でご覧
いただけます。

10月3日～11月25
日

交野市立教育文化会館 交野市文化財事業団 無料
http://www.city.kata
no.osaka.jp/

大阪府 交野市 ① おはなし会
乳幼児から小学生くらいまでの子どもとその保護者を対象に、
手遊びなどを交えながら絵本の読み聞かせをします。

10月24日, 11月14
日

交野市立倉治図書館 交野市立図書館 無料
http://www.katanoto
shokan.jp/

大阪府 交野市 ① おはなし会
乳幼児から小学生くらいまでの子どもとその保護者を対象に、
手遊びなどを交えながら絵本の読み聞かせをします。

10月26日, 11月9
日

交野市立青年の家図書
室

交野市立図書館 無料
http://www.katanoto
shokan.jp/

大阪府 交野市 ②
職場体験学習の受け
入れ

市内の中学校の生徒が職場体験学習を行うための職場を提
供し、図書館業務の指導をします。

10月24, 25日, 11
月8, 9, 15, 16日

交野市立倉治図書館及
び交野市立青年の家図
書室

交野市立図書館 無料

交野市立倉治図書館
TEL072-891-1825ま
たは交野市立青年の
家図書室TEL072-
893-4881

大阪府 交野市 ①
恐竜教室ａｔ倉治図書
館

平成２４年度子どもの読書活動優秀実践図書館受賞を記念し
て、恐竜や古生物についてのワークショップを開催します。

11月18日 交野市立倉治図書館 交野市立図書館 無料
http://www.katanoto
shokan.jp/

大阪府 交野市 ① 絵本のひろば
大人から子どもまで幅広い世代が絵本に触れ、読み合えるよ
う、面展台を使って400～500冊の絵本を展示します。

10月19～21日 交野市立倉治図書館 おはなしグループＫＩＲＡＲＡ 無料
http://www.katanoto
shokan.jp/

大阪府 門真市 ③ 市文化祭
文化祭は、市民の生涯学習の推進及び文化芸術の振興を図
るために、創作展・芸能祭・音楽祭・ダンスフェスティバルを開
催します。

10月27, 28日, 11
月3, 4日

門真市民文化会館 門真市教育委員会 無料
門真市民文化会館
06-6908-5300

大阪府 門真市 ③ 地域伝統文化まつり
市内のだんじりなどが一同に会し、本市の自律発展と東日本
大震災被災地の復興を祈願するとともに、門真市民の絆を深
め、本市から日本を元気づけることを目的に開催します。

11月3日 門真市民プラザ
門真市地域伝統文化まつり
実行委員会

無料
門真市教育委員会地
域教育文化課06-
6902-7197

大阪府 河南町 ③ 施設の無料公開
関西文化の日の趣旨にのっとり施設を無料公開します。
秋季特別展｢南九州とヤマト王権‐日向・大隅の古墳‐｣(９月２９
日（土）～１２月２日（日）)を開催しています。

11月24, 25日
大阪府立近つ飛鳥博物
館

大阪府立近つ飛鳥博物館 無料
http://www.chikatsu-
asuka.jp

大阪府 河南町 ③ 第１６回秋の文化祭典
文化協会加盟クラブによる舞台発表
文化協会加盟クラブ及び住民の作品展示

11月3, 4日 河南町立総合体育館 河南町文化協会 無料
河南町教育委員会教
育課
0721－93－2500

大阪府 河南町 ② 子ども科学賞展 町内の児童・生徒の理科自由研究の作品展示 11月3, 4日 河南町立総合体育館 河南町教育委員会 無料
河南町教育委員会教
育課
0721－93－2500

文化祭典の展示コー
ナー内で展示

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

大阪府 河南町 ②
子ども読書感想文コン
クール

町内の児童・生徒の読書感想文展示 11月3日，4日 河南町立総合体育館 河南町教育委員会 無料
河南町教育委員会教
育課
0721－93－2500

文化祭典の展示コー
ナー内で展示

大阪府
河内長野

市
② 言葉きらめき祭

言葉の美しさや表現の多様性に触れたり、自分の考えや気持
ちを適切に表現する力を養う国語力向上プロジェクトの発表の
場とする。

10月20日 市民交流センター 河内長野市教育委員会 無料

河内長野市教育委員
会事務局
学校教育課
0721-53-1111

大阪府
河内長野

市
②

イングリッシュ・フェス
ティバル

公・私立の小中学校、高等学校の児童生徒が、日ごろの英語
の授業や学校での取り組みの成果を、英語による暗唱やス
ピーチで発表する。

11月2日 市民交流センター
河内長野市教育委員会及
び市内４高等学校

無料

河内長野市教育委員
会事務局
学校教育課
0721-53-1111

大阪府
河内長野

市
①

ぐるっとまちじゅう博物
館2012

西高野街道沿いと寺ヶ池周辺の文化財の特別公開事業を行
う。

10月25～28日

松林寺
盛松寺
寺ヶ池公園
住吉神社

河内長野市教育委員会 無料

河内長野市教育委員
会事務局
ふるさと文化課
0721-53-1111

大阪府
河内長野

市
①

文化財保護講座
「三日市宿と高野参詣
道」

近世の高野参詣や三日市宿に関して、市民に広く周知するた
め講演会を実施する。

10月31日 三日市市民ホール 河内長野市教育委員会 無料

河内長野市教育委員
会事務局
ふるさと文化課
0721-53-1111

大阪府
河内長野

市
①

奥河内にたたずむ重要
文化財　天野山金剛寺
金堂特別公開

平成21年度より修復工事中の重要文化財金剛寺金堂修理現
場の公開を主とし、文化財建造物の保存修理、修理用資材の
重要性を広く一般の方々へ周知する。

11月22～24日 天野山金剛寺

実施主体：河内長野市教育
委員会
、NPO法人文化遺産ネット
ワーク河内長野
（文化庁ふるさと文化財の
森システム推進事業）

河内長野市教育委員
会事務局ふるさと文
化課
0721-53-1111

大阪府
河内長野

市
③ 河内長野市文化祭

市民による作品展示・舞台発表などを通じて、文化振興を図
る。

10月20日～11月6
日

河内長野市立市民交流
センター・河内長野市立
文化会館ほか

河内長野市文化連盟

河内長野市文化連盟
事務局（河内長野市
教育委員会事務局
ふるさと文化課内）
0721-53-1111

大阪府
河内長野

市
①

河内長野市指定文化
財旧三日市交番秋期
特別開館展示

河内長野市指定文化財旧三日市交番で地域の文化財の展示
を行う。

10月6日～11月21
日（予定）

河内長野市指定文化財
旧三日市交番

河内長野市教育委員会 無料

河内長野市教育委員
会事務局
ふるさと文化課
0721-53-1111

大阪府
河内長野

市
①

読書週間おはなし
ウォッチング

親子連れなどの方々に大型えほんの読み聞かせや手遊びな
どを楽しんでもらい、広く子どもの読書活動についての関心と
理解を深めるとともに、子どもが積極的に読書活動を行う契機
とする。

10月21日
河内長野市立図書館お
はなしのへや

河内長野市立図書館 無料
http://www1.city.kaw
achinagano.lg.jp/tosh
ow/index.asp

河内長野市立図書館
代表
0721-52-6933

大阪府 岸和田市 ①
市立公民館、地区公民
館、青少年会館まつり

市民による陶芸や書道などの作品の展示や、歌や舞踊の発
表など、一年間の活動発表。

10月13, 14, 20,
21, 27, 28日, 11月

4, 10, 11日

岸和田市内の市立公民
館、地区公民館、青少
年会館等

岸和田市教育委員会
市立公民館・中央地
区公民館（072-423-
9615）

大阪府 岸和田市 ③ 菊花大会 市民から募集した菊の花を展示、表彰
10月22日～11月

11日
岸城神社(岸和田市岸
城町)

岸和田市 無料
岸和田市産業部観光
課（072-423-9486）

大阪府 岸和田市 ① 秋の里山体験キャンプ 農作業や共同生活を体験 10月27, 28日
葛城上地区公民館（岸
和田市塔原町）

岸和田市教育委員会
市立公民館・中央地
区公民館（072-423-
9615）

大阪府 岸和田市 ①
平成24年度秋の自然
観察会

和泉葛城山のブナ林の自然観察会、山頂周辺の清掃活動 10月28日 和泉葛城山
和泉葛城山保全活用対策
協議会

無料
和泉葛城山保全活用
対策協議会事務局
（073-441-2780）
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大阪府 岸和田市 ①
親子であそぼう!!　わら
べうたと絵本

わらべうたや絵本の紹介 10月31日 岸和田市立春木図書館 岸和田市教育委員会
岸和田市立図書館
（072-422-2142）

大阪府 岸和田市 ③
第63回市展受賞作品
展

岸和田市市展（5月13日～7月1日開催）の出展作品のうち、洋
画、染織、陶芸、書、日本画、写真、俳画の各部門で受賞した
作品を展示

11月1～4日 岸和田市立文化会館 岸和田市 無料
岸和田市企画調整部
文化国際課（072-
443-3800）

大阪府 岸和田市 ③

文化の日祝典記念
「ヴォーカルユニット
HAMORI-BE
～美しい日本の童謡・
唱歌～」

２人組みの男性ユニットが、唱歌や童謡、合唱曲、ポップなど、
日本語の美しさを大切に歌い上げるコンサート

11月3日 岸和田市立文化会館 岸和田市 無料
岸和田市企画調整部
文化国際課（072-
443-3800）

大阪府 岸和田市 ③
人形劇「森と夜と世界
の果てへの旅」

人形劇 11月10日 岸和田市立文化会館 岸和田市
岸和田市企画調整部
文化国際課（072-
443-3800）

大阪府 岸和田市 ① 桐の箱・花台づくり
国指定の伝統工芸品である大阪泉州桐箪笥の伝統工芸士の
指導で、桐の箱や花台を製作

11月11日 岸和田市立浪切ホール 岸和田市
岸和田市産業部産業
政策課（072-423－
9485）

大阪府 熊取町 ③ 町民文化祭
個人・グループによる絵画や手芸などの展示、グループによる
音楽や舞踊などの発表、クラブやサークルの活動紹介、模擬
店・バザーを開催します。

11月3, 4日 熊取町公民館ほか 町民文化祭実行委員会
http://www.town.kum
atori.lg.jp/shisetsu/k
ouminkan/

大阪府 熊取町 ③ 重要文化財一般公開
町内に所在する3件の重要文化財、中家住宅(通年公開)、降
井家書院、来迎寺本堂の一般公開を行います。

11月3, 4日
中家住宅
降井家書院
来迎寺本堂

熊取町教育委員会 無料
http://www.town.kum
atori.lg.jp/

大阪府 熊取町 ③ くまとりドキドキ博物館
歴史ガイドウォーク、ビーズ教室、藍染め体験会・作品販売、
山野草教室・苗の販売、手打ちそばの実演・販売、縁日を行い
ます。

11月3, 4日 中家住宅ほか 熊取町教育委員会

http://www.town.kum
atori.lg.jp/shisetsu/n
akakezyuutaku/index.
html

大阪府 熊取町 ① 歴史講演会
梅屋庄吉の曾孫である小坂文乃氏による講演会を開催しま
す。タイトル「梅屋庄吉と孫文」辛亥革命100年を語る

11月23日 熊取図書館 熊取町教育委員会 無料
http://www.town.kum
atori.lg.jp/

大阪府 熊取町 ①
第13回くまとり太極拳
フェスティバル

熊取町内の太極拳やカンフーの団体や幼稚園児の様々な発
表がご覧いただけるとともに、にぎわい観光大使の陳静氏、渡
邉俊哉氏の模範演武もお楽しみいただけます。

11月3日
ひまわりドーム（熊取町
立総合体育館）

熊取町　　　　　　　　　熊取
町教育委員会

無料

熊取町教育委員会事
務局
スポーツ振興課
072-453-5428

陳静老師：1997世界
武術選手権大会　棍
術優勝
渡邉俊哉老師：2003
世界武術選手権大会
総合太極剣優勝

大阪府 熊取町 ① こぐまタイム
２～5歳児対象の絵本の読み聞かせや手あそび等を楽しむ行
事です。

10月20, 27日, 11
月3, 10, 17日

熊取図書館
おはなし室

熊取図書館 無料
http://www.town.kum
atori.lg.jp/shisetsu/to
syokan/

大阪府 熊取町 ① おはなし会
5歳ぐらいからの子ども対象のストーリーテリングや絵本の読
み聞かせ等を楽しむ行事です。

10月27日,
11月10日

熊取図書館
おはなし室

熊取図書館 無料
http://www.town.kum
atori.lg.jp/shisetsu/to
syokan/

大阪府 熊取町 ① あかちゃんの時間
0歳児対象でわらべうた、あそび、絵本の読み聞かせ等を親子
で楽しむ行事です。

11月2日
熊取図書館
2階ホール

熊取図書館 無料
http://www.town.kum
atori.lg.jp/shisetsu/to
syokan/

大阪府 熊取町 ① 親子であそぼう わらべうたによる集団遊びや親子での遊び等を楽しみます。 11月9日
熊取図書館
2階ホール

熊取図書館 無料
http://www.town.kum
atori.lg.jp/shisetsu/to
syokan/

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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大阪府 熊取町 ① ビブリオバトル
お気に入りの本を持って集まり、1人5分でその本を紹介。観戦
者と発表者が「どの本を読みたくなったか」投票してチャンプ本
を決める、新しいスタイルの読書会です。

10月20日,
 11月17日

熊取図書館
2階ホール

熊取図書館 無料
http://www.town.kum
atori.lg.jp/shisetsu/to
syokan/

大阪府 熊取町 ① 書庫見学ツアー
地下書庫を職員が案内し、約24万冊の書庫の蔵書を手に取っ
てもらい貸出を行います。

10月20日,
 11月17日

熊取図書館
地下書庫

熊取図書館 無料
http://www.town.kum
atori.lg.jp/shisetsu/to
syokan/

大阪府 熊取町 ①
講演会「修験道と伝
説ー海と山と法螺貝の
話」

犬鳴山や葛城山に縁の深い修験道にまつわる伝説について
の講演です。
講師：齊藤純氏（天理大学教授）

11月11日
熊取図書館
2階ホール

熊取図書館 無料
http://www.town.kum
atori.lg.jp/shisetsu/to
syokan/

大阪府 熊取町 ①
講演会「子どもの読書
力を育てる～子どもが
本好きになる方法～」

「子どもたちがもっと楽しんで本を読めるようになるために大人
にできることは何か」についての講演です。
講師：竹内悊氏（図書館情報大学名誉教授）

11月15日
熊取図書館
2階ホール

熊取図書館 無料
http://www.town.kum
atori.lg.jp/shisetsu/to
syokan/

大阪府 熊取町 ① 虫の写真展
町内で野鳥等の撮影をしている「カワセミ写真クラブ」の方の
虫の写真展。撮影者による虫の写真の説明会も開催。（10月
13･14日）

9月28日
～10月24日

熊取図書館
1階展示コーナー

熊取図書館 無料
http://www.town.kum
atori.lg.jp/shisetsu/to
syokan/

大阪府 熊取町 ① 親子でリトミック
0歳児と保護者を対象にピアノに合わせて親子で体を動かして
遊ぶ催し。

10月18日, 11月8
日

熊取図書館
2階ホール

熊取図書館 無料
http://www.town.kum
atori.lg.jp/shisetsu/to
syokan/

大阪府 熊取町 ①
布のおもちゃをハンドメ
イド

現在第1子を妊娠中の方及び第1子（0歳児）を子育て中の方を
対象に赤ちゃんが楽しめる布のおもちゃ作りを開催。講師：い
ちごの会（布の絵本製作ボランティア）

10月24日
熊取図書館
2階ホール

熊取図書館 無料
http://www.town.kum
atori.lg.jp/shisetsu/to
syokan/

大阪府 熊取町 ① 熊取だんじり写真展
2012年の熊取だんじり祭りの写真を募集し、図書館で展示しま
す。

10月26日～11月
28日

熊取図書館
1階展示コーナー

熊取図書館 無料
http://www.town.kum
atori.lg.jp/shisetsu/to
syokan/

大阪府 堺市 ① 出張自転車デー
「美原区民まつり」にて市民の会が自転車デーを開催します。
自転車の無料点検、ルールマナーの啓発を行います。

11月4日 美原文化会館ホール等
堺自転車のまちづくり・市民
の会

無料
http://bicycle-
sakai.com/machi/eve
nt/

大阪府 堺市 ③
平成24年度（第18回）
水道絵画展

堺市の小学4年生を対象に、水に関するものを描いた作品を
募集し、受賞作品を各区役所等に移動展示します。

11月1日～1月23
日

堺市各区役所

堺市上下水道局
堺市上下水道局 無料

堺市上下水道局総務
課
072‐250‐9108

作品は各区役所に移
動で展示しているた
め、展示場所及び掲
示期間等お問い合わ
せください。

大阪府 堺市 ① 堺っ子読書フォーラム
堺市子ども読書活動推進事業、子どもの読書活動に関する取
り組みの事例報告及び講演会を開催します。

10月28日
ソフィア堺
（堺市教育文化セン
ター）

堺市立中央図書館 無料
http://www.lib-
sakai.jp

大阪府 堺市 ①
きてみて！えほんのひ
ろば

子どもから大人まで楽しめる絵本を展示し、読み聞かせも行い
ます。

11月2, 3日 堺区役所 堺市立中央図書館 無料
http://www.lib-
sakai.jp

大阪府 堺市 ①
おじいちゃん・おばあ
ちゃんのための絵本講
座

孫と一緒に絵本を楽しむための、
読み聞かせの大切さ、絵本の選び方についての講座です。

11月1日
堺市立中央図書館
堺市駅前分館

堺市立中央図書館 無料
http://www.lib-
sakai.jp
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大阪府 堺市 ①
堺歴史文化市民講座
（第2回）

堺の歴史文化に関する連続講座です。第2回は堺の伝統産業
である注染和晒がテーマです。

11月23日 鳳保健文化センター 堺市立西図書館 無料
http://www.lib-
sakai.jp

大阪府 堺市 ① 北図書館フェスタ
おはなしや読み聞かせをはじめとした、子どもから楽しめる催
しのほか、図書館を生涯学習の場として学んでおられる市民
の成果発表会も行います。

11月17, 18日 堺市立北図書館 堺市立北図書館 無料
http://www.lib-
sakai.jp

大阪府 堺市 ① 大人のための朗読会
視覚障害者を対象とした音訳資料を作成するボランティアグ
ループによる朗読の発表会です。

10月21日 美原図書館 堺市立美原図書館 無料
http://www.lib-
sakai.jp

大阪府 堺市 ① 美原図書館まつり
図書館を拠点に活動するボランティアを中心に、大人から子ど
もまで楽しめる催しを実施します。

11月23日 美原図書館 堺市立美原図書館 無料
http://www.lib-
sakai.jp

大阪府 堺市 ① 税に関する作品展
堺市内（美原区除く）の小中高校生を対象に『税に関する作
品』（ポスターおよび習字）を募集し、応募された中から、選考
の結果優秀作品に選ばれた作品の展示を行います

11月9日～11月16
日

堺市役所
高層館1階
ロビー（北側）

堺租税教育推進協議会 無料

堺市財政局
税務部税政課
　企画調整係
072-228-6994

大阪府 堺市 ①
平和と人権資料館企画
展

　「豊かな自然環境を守ろう」をテーマにパネル展示を行い、自
然環境を守ることの大切さについて理解を深めていただくとと
もに、身近な自然環境を少しでもよくするライフスタイルについ
て考えます。

10月2日～12月28
日

堺市立平和と人権資料
館

堺市 無料
http://www.city.sakai
.lg.jp/city/info/_jinke
n

大阪府 堺市 ① 女と男のフォーラム

”男女共同参画社会の実現をめざして”をメインテーマに、「～
住まいから考える私のワーク･ライフ･バランス～自分の時間を
楽しく過ごすためのひと工夫」と題して、矢代 恵さん（MEG建築
設計事務所代表）による講演会を行います。

10月13日
サンスクエア堺A棟2階
研修室2

堺市 無料
http://www.city.sakai
.lg.jp/city/info/_danjy
o/forum.html

大阪府 堺市 ① 女と男のフォーラム

”男女共同参画社会の実現をめざして”をメインテーマに、「多
様な性を認め合う社会へ～セクシュアル・マイノリティについて
話し合おう～」と題して、尾辻 かなこ　さん（文筆業・LGBTの家
族と友人をつなぐ会 会員）による講演会を行います。

11月18日
堺市立栂文化会館
第1会議室

堺市 無料
http://www.city.sakai
.lg.jp/city/info/_danjy
o/forum.html

大阪府 堺市 ①
ライフクリエイター養成
講座

男女共同参画の課題について自ら考え、地域における男女共
同参画を進め人材を育成することを目的として、人材養成講座
を行います（連続13回、隔年実施）。

9月5日～11月28
日

堺市役所
本館3階
会議室

堺市 無料
男女共同参画推進課
072-228-7408

大阪府 堺市 ①

舳松人権歴史館
企画展　「舳松の伝統
料理～食肉文化を支え
た人びと～」

明治の文明開化とともに肉食の習慣が広まりました。舳松のと
畜業は、古くから地域産業として発展し、２０００（平成１２）年３
月に閉鎖されるまで、長い間、市民へ安全でおいしいお肉を供
給してきました。
今日、食肉は食卓に欠かせないものになっています。日本の
食肉文化を支えてきたのはムラの人たちだと言っても過言で
はありません。本展ではムラの食肉文化からその背景にある
さまざまな部落問題について考える機会とします。

10月1日～2013年
9月28日

堺市立人権ふれあいセ
ンター7階
舳松人権歴史館

堺市 無料
http://www.city.sakai
.lg.jp/fureai/henomat
su/index.html
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大阪府 堺市 ①
舳松人権歴史館
常設展

堺の被差別部落の歴史をとおして部落問題を考える拠点施設
です。くらし、しごと、歴史、啓発のコーナーで構成しています。
この地出身の将棋名人阪田三・記念室も併設しています。

通年
堺市立人権ふれあいセ
ンター7階
舳松人権歴史館

堺市 無料
http://www.city.sakai
.lg.jp/fureai/henomat
su/index.html

大阪府 堺市 ③
さかいクラシック2012
まちなかコンサート＆１
日音楽イベント

子どもから大人まで…市民の皆様、堺市ご来訪中の皆様に、
堺市に活動拠点を置くプロオーケストラ大阪交響楽団や堺シ
ティオペラによるクラシック音楽をはじめ、様々な音楽プログラ
ムを終日楽しんでいただける音楽イベントを開催。またそれに
先だって、まちなかで身近に親しんで頂けるミニコンサートも開
催。

まちなかコンサー
ト：11月開催で調
整中

１日音楽イベント：
12月9日

まちなかコンサート：文
化財や商業施設で調整
中

1日音楽イベント：堺市民
会館

堺市

公益財団法人堺市文化振
興財団

http://www.city.sakai
.lg.jp/city/info/_bunk
a/index.html

左記HPに掲載予定

大阪府 堺市 ③
町家ギャラリー　現代
アート展

神社や町家で、堺の伝統工芸を引き継ぐ若手作家や堺在住の
作家による作品を展示。

10月末から11月
中

市内の神社や町家 堺市
http://www.city.sakai
.lg.jp/city/info/_bunk
a/index.html

左記HPに掲載予定

大阪府 堺市 ③ 現代アート茶会 現代アート作家による茶道具を使った茶会を町家等で開催。
11月中（詳細につ

いてはＨＰ）
市内の町家 堺市

http://www.city.sakai
.lg.jp/city/info/_bunk
a/index.html

左記HPに掲載予定

大阪府 堺市 ③ 堺市展
日本画、洋画・版画、彫刻、工芸、写真、書道・てん刻の６部門
で作品を募集し、入賞・入選作品を展示します。

11月7日～11日、
11月14日～18日
、11月21日～25日

堺市立文化館

堺市

公益財団法人堺市文化振
興財団

http://www.sakai-
bunshin.com/

作品を応募する場合
のみ応募費用が必要

大阪府 堺市 ③
堺市文化団体連絡協
議会２５周年記念
堺市民芸術祭

今年は堺市文化団体連絡協議会２５周年を記念して、全部会
一堂に会して開催します。
邦楽、洋楽、邦舞、洋舞、文芸、謡曲、劇、詩吟、川柳、俳句、
茶席、華道、美術、地域文化、フラワーアレンジメントの各部門
の日ごろの成果発表。

11月24日～11月
25日

市民会館
ホテル第一堺

堺市文化団体連絡協議会 無料
http://www.sakai-
bundanren.jp/index.p
hp

大阪府 堺市 ③
第14回堺市所蔵美術
作品展 「泉茂―挑戦す
る画家―」

堺市では、市民をはじめ多くの方々に美術作品に親しみ、美術
に対する理解や関心を深めていただくため、本年は、現代美
術界において中心的存在であった泉茂（1922～95）を回顧する
展覧会を開催する。

9月29日～10月21
日

堺市立文化館 堺市
http://www.city.sakai
.lg.jp/city/info/_bunk
a/index.html

左記HPに掲載予定

大阪府 堺市 ①

特別展（企画展示）「古墳
から寺院へ－黒山廃寺と
周辺遺跡から探る－」（仮
称）と常設展「黒姫山古墳
と河内鋳物師」

5世紀中頃に築造された黒姫山古墳以降の古墳や遺跡をたど
りながら、古代寺院を建立した背景や古代氏族について、遺跡
とその出土品から探ります。また、丹比氏についても触れなが
ら、河内鋳物師へのつながりを考えます。
※11月17日、18日のみ、「関西文化の日」の参加伴い、博物館
観覧料を無料化

10月27日（土）～
平成25年1月27日
（日）(予定）

みはら歴史博物館 みはら歴史博物館
http://www.city.sakai
.lg.jp/hakubutu/mcmi
hara/
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大阪府 堺市 ③
企画展「郷土画家岸谷
勢蔵－失われた堺の
風景－」

郷土画家岸谷勢蔵の作品を通じて戦前の堺の風景などを紹
介します。

8月4日～11月4日 堺市博物館 堺市博物館
http://www.city.sakai
.lg.jp/hakubutu/

大阪府 堺市 ③
スポット展示「東南アジ
アの人形芝居－舞台
の小さな主役たち－」

世界無形文化遺産に登録されているワヤン・クリット（インドネ
シア）等の東南アジアの人形芝居について取り上げます。

10月2日～11月4
日

堺市博物館 堺市博物館
http://www.city.sakai
.lg.jp/hakubutu/

大阪府 堺市 ③

特別展「発掘された日
本列島2012」&地域展
「激動の時代『慶長』を
掘る－よみがえる400
年前の京都・大坂・堺
－」

日本各地の発掘調査の成果から、特に注目された出土品を紹
介します。また、併設の地域展は、政治・文化ともに大きく時代
が動いた慶長期を、出土遺物からとらえます。

11月17日～12月
24日

堺市博物館
文化庁

堺市博物館

http://www.city.sakai
.lg.jp/hakubutu/

大阪府 堺市 ③
東南アジアの人形芝居
を楽しもう

インドネシアの影絵芝居「ワヤン」の上演や、ワークショップを
行います。

10月21日 堺市博物館 堺市博物館 無料
http://www.city.sakai
.lg.jp/hakubutu/

大阪府 堺市 ③ 特別展講演会 特別展「発掘された日本列島2012」に関する講演会 11月17日 堺市博物館
文化庁

堺市博物館

http://www.city.sakai
.lg.jp/hakubutu/

大阪府 堺市 ①
堺エコロジー大学主催
講座　自然体験学習
「堺の海・再発見」

漁業操業の体験や大阪湾の生き物の観察などを通して、身近
な自然の大切さに対する理解を深めます。

10月27日
堺第2区前面海域、堺出
島漁港

堺市 無料
http://www.sakai-
ecodai.jp/

大阪府 堺市 ①

堺エコロジー大学主催
講座　共生の森・
SAKAI「野鳥観察会＆
草刈活動」

共生の森に生息・飛来する野鳥を観察し、自然生態系につい
て学習します。また、市植樹エリアの苗木の下草刈を行いま
す。

11月9日
堺第7-3区共生の森エリ
ア

堺市 無料
http://www.sakai-
ecodai.jp/

大阪府 堺市 ③
路面電車サミット2012
大阪・堺大会

講演、パネルディスカッション
11月16日～11月
18日

16日（住吉大社　吉祥
殿）
17日（堺市総合福祉会
館）
18日各イベント会場

全国路面電車サミット2012
大阪・堺実行委員会

無料
http://www.tramsum
mit2012.info/

大阪府 堺市 ① 出張自転車デー
「堺まつり」において市民の会が自転車デーを開催します。自
転車の無料点検、ルールマナーの啓発を行います。

10月21日 堺市役所及び大小路
堺自転車のまちづくり・市民
の会

無料
http://bicycle-
sakai.com/machi/eve
nt/

大阪府 堺市 ① 出張自転車デー
「中区サイクルフェスティバル」において市民の会が自転車
デーを開催します。自転車の無料点検、ルールマナーの啓発
を行います。

10月27～28日 産業振興センター
堺自転車のまちづくり・市民
の会

無料
http://bicycle-
sakai.com/machi/eve
nt/

大阪府 堺市 ① 出張自転車デー
「美原区民まつり」にて市民の会が自転車デーを開催します。
自転車の無料点検、ルールマナーの啓発を行います。

11月4日 美原文化会館ホール等
堺自転車のまちづくり・市民
の会

無料
http://bicycle-
sakai.com/machi/eve
nt/
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大阪府 堺市 ③
平成24年度（第18回）
水道絵画展

堺市の小学4年生を対象に、水に関するものを描いた作品を
募集し、受賞作品を各区役所等に移動展示します。

11月1日～1月23
日

堺市各区役所

堺市上下水道局
堺市上下水道局 無料

堺市上下水道局総務
課
072‐250‐9108

作品は各区役所に移
動で展示しているた
め、展示場所及び掲
示期間等お問い合わ
せください。

大阪府 堺市 ① 堺っ子読書フォーラム
堺市子ども読書活動推進事業、子どもの読書活動に関する取
り組みの事例報告及び講演会を開催します。

10月28日
ソフィア堺

（堺市教育文化セン
ター）

堺市立中央図書館 無料
http://www.lib-
sakai.jp

大阪府 堺市 ①
きてみて！えほんのひ

ろば
子どもから大人まで楽しめる絵本を展示し、読み聞かせも行い
ます。

11月2日～3日 堺区役所 堺市立中央図書館 無料
http://www.lib-
sakai.jp

大阪府 堺市 ①
おじいちゃん・おばあ

ちゃんのための絵本講
座

孫と一緒に絵本を楽しむための、
読み聞かせの大切さ、絵本の選び方についての講座です。

11月1日
堺市立中央図書館

堺市駅前分館
堺市立中央図書館 無料

http://www.lib-
sakai.jp

大阪府 堺市 ①
堺歴史文化市民講座

（第2回）
堺の歴史文化に関する連続講座です。第2回は堺の伝統産業
である注染和晒がテーマです。

11月23日 鳳保健文化センター 堺市立西図書館 無料
http://www.lib-
sakai.jp

大阪府 堺市 ① 北図書館フェスタ
おはなしや読み聞かせをはじめとした、子どもから楽しめる催
しのほか、図書館を生涯学習の場として学んでおられる市民
の成果発表会も行います。

11月17日～18日 堺市立北図書館 堺市立北図書館 無料
http://www.lib-
sakai.jp

大阪府 堺市 ① 大人のための朗読会
視覚障害者を対象とした音訳資料を作成するボランティアグ
ループによる朗読の発表会です。

10月21日 美原図書館 堺市立美原図書館 無料
http://www.lib-
sakai.jp

大阪府 堺市 ① 美原図書館まつり
図書館を拠点に活動するボランティアを中心に、大人から子ど
もまで楽しめる催しを実施します。

11月23日 美原図書館 堺市立美原図書館 無料
http://www.lib-
sakai.jp

大阪府 四條畷市 ③ 市民文化祭２０１２
市民による市民のための文化祭です。舞台発表・作品展示・模
擬店・バザーを主に実施します。

11月3, 4日
四條畷市市民総合セン
ター

四條畷市教育委員会 無料

四條畷市教育委員会
社会教育課
072-877-2121
(内線862)

大阪府 四條畷市 ③
第１５回コーラスフェス
ティバル

毎年恒例の合唱サークルの発表会です。子どもから高齢者ま
で幅広い世代が出演します。

11月18日
四條畷市市民総合セン
ター
市民ホール

四條畷市教育委員会
四條畷市合唱連盟

無料

四條畷市教育委員会
社会教育課
072-877-2121
(内線862)

大阪府 四條畷市 ①
小・中学生の主張
コンクール

市内小中学生を対象に、自分の思いや願いを相手に伝えるこ
と、故郷四條畷市の未来を語ることで、コミュニケー ション能力
を培い、子どもたちの「生きる力」を育てるためコンクールを開
催する。

応募作の中から数名を選び、市役所内にある議場にて主張を
行う。

11月10日(土曜日)
四條畷市役所　本館3階議
場

四條畷市教育委員会学校
教育課

無料
四條畷市教育委員会学
校教育課　　072-877-
2121

大阪府 四條畷市 ① 人形劇 人形劇の上演 10月27日
市民活動センター1Ｆ北
出リサイクル図書室

四條畷市教育委員会 無料 072-878-3743

大阪府 四條畷市 ① おはなし会 おはなし（素語り）や絵本の読み聞かせ 11月3日 四條畷図書館 四條畷市教育委員会 無料 072-878-3743

大阪府 四條畷市 ① リサイクルフェアｉｎ北出 図書館で不要になった本を一般市民に無料でお譲りします。 11月4日
市民活動センター1Ｆ北
出リサイクル図書室

四條畷市教育委員会 無料 072-878-3743
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大阪府 四條畷市 ① おはなしとんとん おはなし（素語り）や絵本の読み聞かせ 11月10日 四條畷図書館 四條畷市教育委員会 無料 072-878-3743

大阪府 四條畷市 ①
秋の読書週間展示
「サムライ日本」

一般書の展示
10月23日～11月

29日
田原図書館 四條畷市教育委員会 無料 0743-78-8844

大阪府 四條畷市 ①
秋の読書週間展示
「ねむ～いねむ～いほ
ん」

絵本や読み物の展示 11月1～29日 田原図書館 四條畷市教育委員会 無料 0743-78-8844

大阪府 四條畷市 ① おはなしたまてばこ おはなし（素語り）や絵本の読み聞かせ
10月27日,
11月10日

田原図書館 四條畷市教育委員会 無料 0743-78-8844

大阪府 四條畷市 ① 絵本の時間 絵本の読み聞かせ 11月3日 田原図書館 四條畷市教育委員会 無料 0743-78-8844

大阪府 四條畷市 ① 秋の読書週間展示
展示コーナーを設けてテーマに沿った図書を展示します。（貸
出可能です）

10月27日～12月
27日

四條畷図書館 四條畷市教育委員会 無料 072-878-3743

大阪府 四條畷市 ① 秋の読書週間展示 服や靴、帽子を扱った児童書の展示 11月1～29日 四條畷図書館 四條畷市教育委員会 無料 072-878-3743

大阪府 島本町 ③ 島本町文化祭
市内を中心として活動している様々な分野の団体が、日頃の
活動成果を発表します。ダンス、詩吟等の発表の部と、絵画、
書等の展示の部に分かれます。

1１月3, 4日

島本町ふれあいセン
ター、島本町立体育館、
島本町役場及びその周
辺

島本町文化祭事業実行委
員会

島本町文化祭事業実
行委員会事務局
（島本町教育委員会
事務局生涯学習課
内）
075-961-1011

大阪府 島本町 ① 青少年健全育成大会
青少年の健全育成を目的に、人形劇や、青少年による舞台発
表等を行います。

11月11日
島本町ふれあいセン
ター

島本町教育委員会 無料
島本町教育委員会事
務局生涯学習課
TEL:075-962-0792

大阪府 島本町 ③ ライブラリーコンサート
図書館事業の活性化及び振興を図るため、図書館内でコン
サートを行います

11月17日 島本町立図書館 島本町教育委員会 無料
島本町立図書館
TEL:075-962-4364

大阪府 島本町 ③
町指定文化財「薬師如
来立像」一般公開

鎌倉時代の秀作とされる「薬師如来立像」を島本町指定文化
財第４号に指定したことを記念し、現地で一般公開します。

10月27, 28日 勝幡寺 島本町教育委員会 無料
島本町教育委員会事
務局生涯学習課
TEL:075-962-6316

先着１５０名に絵はが
き進呈

大阪府 島本町 ③ 中将棋教室
　町指定文化財「水無瀬駒」を軸とした地域活性化事業で、中
将棋という古将棋を体験していただくため、指導講師を招いて
教室を実施します。

11月17日
島本町立歴史文化資料
館

島本町教育委員会 無料
島本町教育委員会事
務局生涯学習課
TEL:075-962-6316

大阪府 島本町 ③ 実物展示「象戯圖」
　町指定文化財「水無瀬駒」を軸とした地域活性化事業で、「水
無瀬駒　関連資料」のうちの「象戯圖（しょうぎず）」を実物展示
します。

11月17, 18日
島本町立歴史文化資料
館

島本町教育委員会 無料
島本町教育委員会事
務局生涯学習課
TEL:075-962-6316

大阪府 島本町 ③
中将棋公開対局・
将棋駒つくり体験（仮）

　町指定文化財「水無瀬駒」を軸とした地域活性化事業で、中
将棋の公開対局及び将棋の駒の銘を書く、将棋駒つくり体験
を実施する。

11月23日
島本町ふれあいセン
ター

島本町教育委員会
島本町教育委員会事
務局生涯学習課
TEL:075-962-6316
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大阪府 島本町 ② 公開保育
　地域における学校教育への理解を深めるとともに、児童並び
に教師の意欲向上を目指し、　授業風景を公開します。

11月1, 2日 島本町立第一幼稚園 島本町教育委員会 無料 同右

大阪府 島本町 ② 公開保育
　地域における学校教育への理解を深めるとともに、児童並び
に教師の意欲向上を目指し、　授業風景を公開します。

11月1, 2日 島本町立第二幼稚園 島本町教育委員会 無料 同右

大阪府 島本町 ② 公開授業
　地域における学校教育への理解を深めるとともに、児童並び
に教師の意欲向上を目指し、　授業風景を公開します。

11月1, 2日 島本町立第一小学校 島本町教育委員会 無料 同右

大阪府 島本町 ② 公開授業
　地域における学校教育への理解を深めるとともに、児童並び
に教師の意欲向上を目指し、　授業風景を公開します。

11月1～3日 島本町立第二小学校 島本町教育委員会 無料 同右

大阪府 島本町 ② 公開授業
　地域における学校教育への理解を深めるとともに、児童並び
に教師の意欲向上を目指し、　授業風景を公開します。

11月2, 3日 島本町立第三小学校 島本町教育委員会 無料 同右

大阪府 島本町 ② 公開授業
　地域における学校教育への理解を深めるとともに、児童並び
に教師の意欲向上を目指し、　授業風景を公開します。

11月1～3日 島本町立第四小学校 島本町教育委員会 無料 同右

大阪府 島本町 ② 部活動公開
　地域における学校教育への理解を深めるとともに、小学生児
童の中学校生活への不安解消や意欲向上を目指し、部活動
を公開します。

11月1, 2日 島本町立第一中学校 島本町教育委員会 無料 同右

大阪府 島本町 ② 部活動公開
　地域における学校教育への理解を深めるとともに、小学生児
童の中学校生活への不安解消や意欲向上を目指し、部活動
を公開します。

11月1, 2日 島本町立第二中学校 島本町教育委員会 無料 同右

大阪府 島本町 ② 職場体験
　将来の職業選択を含む社会勉強のために、地域商店等の協
力を得て、職場体験を実施します。

11月7～9日 島本町立第一中学校 島本町教育委員会 無料 同右

大阪府 島本町 ② 職場体験
　将来の職業選択を含む社会勉強のために、地域商店等の協
力を得て、職場体験を実施します。

11月7～9日 島本町立第二中学校 島本町教育委員会 無料 同右

大阪府 吹田市 ③
関西文化の日（万博記
念公園入場無料）

関西元気文化圏推進協議会及び関西広域機構が主催。趣旨
に賛同し、参加登録した関西２府８県内の美術館、博物館等文
化施設の入館料を無料とする。

11月17, 18日 万博記念公園
独立行政法人 日本万国博
覧会記念機構

無料
http://www.expo70.o
r.jp/

大阪府 吹田市 ①③
子どもと本のまつり秋
の講演会

絵本作家・小西英子氏の講演「絵本作りのアトリエより」を開催
します。

10月28日
吹田市立中央図書館第
2集会室

吹田市立中央図書館 無料
http://www.lib.suita.o
saka.jp/
吹田市立中央図書館

大阪府 吹田市 ③ 秋のお楽しみ会 児童を対象に大型絵本の読み聞かせなど 11月3日
吹田市立千里図書館北
千里分室

吹田市立千里図書館北千
里分室

無料
http://www.lib.suita.o
saka.jp/
吹田市立中央図書館

大阪府 吹田市 ①
平成24年度
第2期子どもと本の講
座

講師に児童文学作家・評論家田中正彦氏をお迎えし、「子ども
の物語はどこへ」というタイトルで子どもと本に関する連続講座
（5回）を行います。

11月8日
吹田市立千里山・佐井
寺図書館多目的室

吹田市立図書館 無料
http://www.lib.suita.o
saka.jp/
吹田市立中央図書館

大阪府 吹田市 ① 秋のおたのしみ会
ポンポン劇場内藤磯美さんによる大型立体紙芝居の実演をす
ることで、子どもたちに物語の楽しさを提供します。

11月10日
吹田市立千里山・佐井
寺図書館多目的室

吹田市立千里山・佐井寺図
書館

無料
http://www.lib.suita.o
saka.jp/
吹田市立中央図書館

大阪府 吹田市 ③ 江坂ロビーフェスタ
「昼下がりにボサノバⅧ」　　　　　　　　　　　　　ボサノバ音楽の
演奏を楽しんでいただきます。

11月17日
花とみどりの情報セン
ターロビー

吹田市立江坂図書館 無料
http://www.lib.suita.o
saka.jp/
吹田市立中央図書館
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大阪府 吹田市 ①
平成24年度
図書館講座じゅずつな
ぎ

「朗読と講座で知っとく！防災の知恵」
朗読「豪商濱口梧綾秘話」/「希望の木」(新井　満　作）＆ミニ
講座「知っトク防災の知恵」　朗読と講座で地震と防災の知恵
を深めます。

11月21日
吹一地区公民館さんくす
分館

吹田市立図書館 無料
http://www.lib.suita.o
saka.jp/
吹田市立中央図書館

大阪府 吹田市 ①，③

秋季特別展「ニュータ
ウン半世紀展－千里
発･DREAM－」

まちびらきから50年を迎える千里ニュータウンを中心に団地な
どの郊外住宅地が形成された歴史的背景や市民生活への影
響などを展示で紹介するとともに、講演会などの関連行事も実
施します。

10月13日(土)～11
月25日(日)

吹田市立博物館
吹田市教育委員会（吹田市
立博物館）

http://www.suita.ed.j
p/hak/

11月17日、18日は関
西文化の日にともな
い観覧料は無料

大阪府 吹田市 ①，③
北大阪ミュージアム
ネットワークシンポジウ
ム

北大阪に所在する49のミュージアムが組織するネットワークの
今後の連携のあり方について討議します。

11月15日(木) 吹田市立博物館
北大阪ミュージアムネット
ワーク

無料
http://www.suita.ed.j
p/hak/

大阪府 吹田市 ③ 秋の大茶会

国重要文化財である旧西尾家住宅（吹田文化創造交流館）
で、誰でも気軽に日本の伝統文化「茶の湯」を楽しんでいただ
くため、基本的なお茶の作法が分かるよう工夫を凝らした大茶
会を開催します。

10月28日(日)
旧西尾家住宅（吹田文
化創造交流館）

吹田市教育委員会
http://www.suita.ed.j
p/hak/Kyunishioke/k
yunishioke.html

大阪府 吹田市 ③
貴志康一ﾒﾓﾘｱﾙｺﾝｻｰﾄ
2012

国重要文化財である旧西尾家住宅（吹田文化創造交流館）で
生まれた夭折の音楽家、貴志康一を偲びマンドリン、バイオリ
ン、キーボードなどの演奏会を実施します。

11月18日(日)
旧西尾家住宅（吹田文
化創造交流館）

吹田市教育委員会 無料
http://www.suita.ed.j
p/hak/Kyunishioke/k
yunishioke.html

大阪府 吹田市 ③ 秋の特別公開
国登録有形文化財、市指定有形文化財である旧中西家住宅
（吹田吉志部文人墨客迎賓館）の建物及び庭園などを８日間
に亘って特別公開します。

11月20(火)～28日
(水)

旧中西家住宅（吹田吉
志部文人墨客迎賓館）

吹田市教育委員会 無料

http://www.suita.ed.j
p/hak/Kyunakanishik
e/kyunakanishike.htm
l

観覧は、午前10時、
午後1時、午後3時
で、各先着30人の事
前予約制

大阪府 吹田市 ③ 秋季吹田市民文化祭 吹田市文化団体協議会に加盟する団体による発表の場です。
9月16日～11月25

日
吹田市文化会館、他

吹田市、吹田市文化団体協
議会、協議会加盟各団体

無料
http://www.city.suita.
osaka.jp/home/soshi
ki/div-

大阪府 吹田市 ③
ティーンズクラシック
フェスティバル予選

吹田市在住･在勤･在学･縁のあるティーンズを対象とした、普
及育成型のクラシック音楽コンクールです。器楽･声楽のソロ･
アンサンブルが対象です。

11月4日 吹田市文化会館
吹田市、吹田市文化振興事
業団

無料
http://www.city.suita.
osaka.jp/home/soshi
ki/div-

大阪府 吹田市 ③ 「地方の時代」映像祭

地域の人々の営みを記録し続けてきたドキュメンタリー映像を
中心とした映像祭。
関西大学千里山キャンパスにおいて、放送局や市民、自治
体、高校生らが作成したドキュメンタリー番組や地域文化、国
際交流の作品を上映する。

11月17～22日
関西大学千里山キャン
パス

吹田市、関西大学、日本放
送協会、日本民間放送連
盟、日本ケーブルテレビ連
盟

無料 http://regionalism.jp/

大阪府 吹田市 ③
公募吹田市美術展覧
会

吹田市における美術の発展と豊かな情操を養うことを目的に、
美術作品の公募および、入選作品の展示をします。

搬入
10月6日

公開　10月13～21
日

吹田市文化会館 吹田市、吹田市美術協会

http://www.city.suita.
osaka.jp/home/soshi
ki/div-
jinken/bunka.html

大阪府 吹田市 ③

第155回吹田市民劇場
0歳から！親子でたの
しむオーケストラ～大
阪交響楽団

吹田市文化会館を会場とし、音楽、演劇その他の幅広いジャ
ンルの中から、優れた作品を市民に安価に提供する吹田市民
劇場の１つとして、0歳から入場できるクラシック音楽のコン
サートです。

10月31日 吹田市文化会館
吹田市、吹田市文化振興事
業団

http://www.city.suita.
osaka.jp/home/soshi
ki/div-
jinken/bunka/siminge
kijyo.html

2回公演

大阪府 吹田市 ③
第156回吹田市民劇場
マランド楽団コンサート

吹田市文化会館を会場とし、音楽、演劇その他の幅広いジャ
ンルの中から、優れた作品を市民に安価に提供する吹田市民
劇場の１つとして、時を超えたダンス音楽の演奏とダンスで
す。

11月15日 吹田市文化会館
吹田市、吹田市文化振興事
業団

http://www.city.suita.
osaka.jp/home/soshi
ki/div-
jinken/bunka/siminge
kijyo.html
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大阪府 吹田市 ③
第52回泊園記念講座
「泊園書院とその周辺
２」

今回は「『坂東の大学』足利学校の歴史」「泊園書院の『論語』
学」について、講師をお招きします。

10月26日
関西大学　以文館4階
セミナスペース

泊園記念会・関西大学東西
学術研究所

無料

http://www.db1.csac.
kansai-
u.ac.jp/hakuen/kinen
kai/kouza.html

大阪府 吹田市 ① 第71回公開講座 介護労働者のストレスと離職について 10月26日
千里山キャンパス　尚文
館

関西大学　人権問題研究室 無料
http://www.kansai-
u.ac.jp/hrs/

大阪府 吹田市 ③ 国際シンポジウム 世界の壁画の修復の 前線について 11月11日
関西大学尚文館　1階マ
ルチメディアAV大教室

関西大学　文化財保存修復
研究拠点

無料
http://www.kansai-
u.ac.jp/icp/

大阪府 吹田市 ④

2012年度国際シンポジ
ウム「免疫ダイナミズム
の統合的理解に向け
て」（International
Symposium "Towards
Comprehensive
Understanding of
Immune Dynamism
(TCUID 2012)"

先端研究開発支援プログラム「免疫ダイナミズムの統合的
理解と免疫制御法の確立」（審良プロジェクト）が主催する免疫
学分野の国際シンポジウムです。審良プロジェクトの研究開始
後２年間の研究成果を広く国内外に公開し、成果を社会に還
元することにより、免疫学、イメージング、システムバイオロ
ジー、構造生物学の融合研究を推進し、免疫機構を統合的に
理解することを目指しています。審良プロジェクトの研究発表
のほか、外国人研究者の招待講演、パネルディスカッション、
ポスター発表、若手研究者対象のワークショップを行います。

10月29～31日
大阪大学銀杏会館及び
谷口記念講堂

大阪大学
http://akira-
pj.lserp.osaka-
u.ac.jp/TCUID2012/

・Webによる事前参加登
録必要

大阪府 吹田市 ④
放射線を正しく理解し
有効に利用しよう

医療現場で使われている画像診断装置や放射線治療機器に
接しながら、放射線を正しく理解し科学のおもしろさを学びます

11月3日
大阪大学歯学部附属病
院

大阪大学、科学技術振興機
構　共催

無料
阪大歯放医局：
06-6879-2967

大阪府 吹田市 ①,④
平成24年度大阪大学
大学院薬学研究科公
開講座「くすりと医療」

「放射線」と「臓器再建」をテーマにそれぞれの分野の 前線
で活躍されている研究者による講義を行います。

11月10日, 12月1
日

大阪大学大学院薬学研
究科薬学2号館4階特別
講義室

大阪大学大学院薬学研究
科

http://www.phs.osak
a-u.ac.jp

大阪府 摂津市 ①、③
第27回摂津音楽祭
リトルカメリアコンクー
ル

若手音楽家の登竜門として全国より応募のある大きなコンクー
ルです。3日間の予選を経て右記日程の本選が行われます。
ピアノ、ヴァイオリン、クラリネット、声楽など10部門の総合審査
を行います。

予選10月19～21
日

本選11月23日
摂津市民文化ホール

摂津市
摂津市教育委員会

摂津市施設管理公社
072-635-1404

文化スポーツ課

大阪府 摂津市 ①、③
第43回摂津市民芸能
文化祭（発表の部）

市内を中心として活動している様々な分野の団体が、日頃の
活動成果を発表します。ダンス、詩吟等の発表の部と、絵画、
書等の展示の部に分かれます。

10月28日
11月3,  4日

摂津市民文化ホール
コミュニティプラザ

摂津市教育委員会 無料
http://www.city.setts
u.osaka.jp/

文化スポーツ課

大阪府 摂津市 ①、③
第44回摂津市民芸能
文化祭（展示の部）

市内を中心として活動している様々な分野の団体が、日頃の
活動成果を発表します。ダンス、詩吟等の発表の部と、絵画、
書等の展示の部に分かれます。

11月2～4日 コミュニティプラザ 摂津市教育委員会 無料
http://www.city.setts
u.osaka.jp/

文化スポーツ課

大阪府 泉南市 ① 新家公民館まつり 新家公民館を普段利用しているクラブや市民の祭典です。 10月13, 14日 新家公民館 文化振興課公民館係 無料 072-483-4361

大阪府 泉南市 ① 樽井公民館まつり 樽井公民館を普段利用しているクラブや市民の祭典です。 10月20, 21日 樽井公民館 文化振興課公民館係 無料 072-483-4361

大阪府 泉南市 ① 秋の読書週間事業

市民ボランティアとの共催おはなし会。寄贈本、除籍本のリサ
イクル市。出張移動図書館。図書館応援団（ボランティア）活動
展。開館からのベストリーダー展。図書館からのオススメ本！
先着100袋限定、福袋企画！。

10月6日～11月10
日の毎土曜日ほ

か
泉南市立図書館ほか 泉南市立図書館 無料 072-482-7766

大阪府 泉南市 ① りんくうマラソン大会 マラソン大会 11月3日
南部広域防災拠点及び
周辺道路

泉南市体育協会・泉南市教
育委員会・泉南地域生涯ス
ポーツ推進協議会

無料
泉南市立市民体育館
072-482-1000
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大阪府 泉南市 ①
ちびっこずもう泉南場
所

小学１年生から小学６年生までの学年・男女別個人戦トーナメ
ント方式にて相撲を行います。

11月4日 泉南市立市民体育館
泉南市青少年指導員協議
会・泉南市教育委員会

無料 072-483-2582

大阪府 泉南市 ②
リサイクル＆ふれあい
デー

中学校区を対象にした地域フェスタ 11月10日 一丘中学校 無料

大阪府 太子町 ①
ふれあいＴＡＩＳＨＩ２０１
２

各種団体による模擬店やフリーマーケット、またステージにお
いて各種イベントを開催します。

11月11日 太子・和みの広場
太子町ふれあいTAISHI実
行委員会

無料
教育委員会
生涯学習グループ
電話0721-98-5534

大阪府 太子町 ③ 太子町文化祭
公民館クラブ会員や幼・小・中学生、また一般の作品の展示や
演芸の発表会を行います。

10月27, 28日
町立公民館・町立万葉
ホール他

太子町教育委員会・太子町
文化連盟

無料
教育委員会
生涯学習グループ
電話0721-98-5534

大阪府 大東市 ①
第57回大東市民文化
祭

市民に、展示・舞台発表希望者を公募　　　　　55団体の舞台
発表、24団体の展示など

11月1～4日
大東市立総合文化セン
ター

大東市・大東市教育委員会

大阪府 高石市 ③ 市民文化祭菊花展 菊花の展示
10月28日～11月

10日）
高石駅西側ポケットパー
ク

高石市 無料
高石市役所教育委員
会生涯学習課
（ＴＥＬ072-265-1001）

大阪府 高石市 ③ 市民文化祭市展 絵画、写真等の展示
前期11月2～4日
後期11月9～11日

高石市民文化ホール 高石市 無料
高石市役所教育委員
会生涯学習課
（ＴＥＬ072-265-1001）

大阪府 高石市 ③ 市民文化祭民謡・民踊大会 民謡・民踊の披露 11月3日 高石市民文化ホール 高石市 無料
高石市役所教育委員
会生涯学習課
（ＴＥＬ072-265-1001）

大阪府 高石市 ③ 市民文化祭詩吟大会 詩吟の披露 11月3日 高石市民文化ホール 高石市 無料
高石市役所教育委員
会生涯学習課
（ＴＥＬ072-265-1001）

大阪府 高石市 ③ 市民文化祭茶席 来館者に呈茶 11月3, 11日 高石市民文化ホール 高石市 無料
高石市役所教育委員
会生涯学習課（ＴＥＬ
072-265-1001）

大阪府 高石市 ③ 市民文化祭日本舞踊 日本舞踊の披露 11月4日 高石市民文化ホール 高石市 無料
高石市役所教育委員
会生涯学習課
（ＴＥＬ072-265-1001）

大阪府 高石市 ③ 市民文化祭三曲演奏 箏・尺八･三絃の演奏 11月4日 高石市民文化ホール 高石市 無料
高石市役所教育委員
会生涯学習課
（ＴＥＬ072-265-1001）

大阪府 高石市 ① 市民文化祭文化講演会
モンゴル民族音楽
演奏者：サウガゲレル
           山本敦子

11月7日 高石市民文化ホール 高石市 無料
高石市役所教育委員
会生涯学習課
（ＴＥＬ072-265-1001）

大阪府 高石市 ③ 市民文化祭音楽会 管弦楽器等の演奏 11月11日 高石市民文化ホール 高石市 無料
高石市役所教育委員
会生涯学習課
（ＴＥＬ072-265-1001）

大阪府 高槻市 ③
平成24年度高槻市文
化祭

市内にある文化団体が日頃の文化・芸術活動成果を発表する
機会と、広く市民に文化・芸術鑑賞の機会を提供するとともに、
地域文化の創造・振興を図ります。

10月16日～
11月11日

高槻現代劇場、高槻市
立生涯学習センター等

高槻市・高槻市教育委員
会・高槻市文化祭実行委員
会

無料

http://www.city.takat
suki.osaka.jp/kakuka/
shimin/bunkasp/gyo
muannai/bunkagyomu
annai/bunkasai/index

大阪府 高槻市 ③
第12回高槻アート博覧
会

中心市街地の各所で、子どもたちの巨大絵画アーケード展、

■作品展示
11月1～30日

■コアイベント
11月17日

ＪＲ高槻駅、阪急高槻市
駅周辺の中心市街地

高槻アート博覧会実行委員
会

無料

高槻アート博覧会実
行委員会事務局（高
槻市産業振興課内）
電話：072‐674-
7411

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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大阪府 高槻市 ②
高槻ええとこクイズラ
リー～第4弾芥川宿編
～

マップを手に、西国街道の趣が残る芥川宿周辺を舞台にクイ
ズに答え、市内の「ええとこ」を再発見するクイズラリーです。

10月1日～11月30
日

芥川宿周辺地区 高槻市 無料

http://www.city.takat
suki.osaka.jp/kurashi
/kiban/toshikeikaku/
keikankihonkeikaku/k
eikanevent/index.htm

クイズに解答した方
の中から抽選で景品
も当たります。

大阪府 高槻市 ①②

全国国公立幼稚園長
会特別事業近畿ブロッ
ク研修会
「遊びや生活を通して、
子どもの豊かな言葉を
育む調査研究」

「ひびきあうことば　つながりあう心」をテーマとし、幼児の豊か
な言葉を育むため、日々の生活の中で言葉環境を豊かにする
と共に、豊かな言葉を育てる活動内容や方法について教師と
保護者が実践的に学ぶ機会として開催します。

11月3日
高槻市立芥川小学校体
育館

全国国公立幼稚園長会・大
阪府国公立幼稚園長会

無料

高槻市　子ども未来
部　保育幼稚園総務
課
072－674-7695

大阪府 高槻市 ①
ロープ・ジャンプ・ＥＸた
かつき大会

小学生を対象にスポーツ活動の普及・促進を通じ、青少年の
健全育成を図るため、ロープジャンプ競技を実施します。

11月3日
高槻市古曽部防災公園
体育館

高槻市青少年指導員協議
会

高槻市教育委員会
地域教育青少年課
072-674-7654

大阪府 高槻市 ③ はばたくこども会展
こども会に対する理解と認識を高めるとともに、文化活動の推
進のため、こども会の日常の文化活動の成果発表します。

11月９～１１日
高槻市立生涯学習セン
ター（展示ホール）

高槻市こども会連合会 無料
高槻市教育委員会
地域教育青少年課
072-674-7654

大阪府 高槻市 ③ こども大会
市内各こども会会員相互の親睦と交歓、また、児童文化の創
造と発展に資することを目的に「こども大会」を実施します。

11月11日
高槻市立生涯学習セン
ター（多目的ホール）

高槻市こども会連合会 無料
高槻市教育委員会
地域教育青少年課
072-674-7654

大阪府 高槻市 ①
秋の森でファミリーキャ
ンプを楽しもう～ダッチ
オーブンでパン作り～

ダッチオーブンを使ってのパン作りに家族でチャレンジします。 11月11日
高槻市立摂津峡青少年
キャンプ場

高槻市教育委員会地域教
育青少年課

高槻市教育委員会
地域教育青少年課
072-674-7654

大阪府 高槻市 ①
高槻市民集会と
講演会

「子ども・若者育成支援協調月間」の一環として、市民へ青少
年健全育成に向けた啓発を行います。

11月中に実施

高槻市立総合市民交流
センター（クロスパル高
槻）８F
イベントホール

高槻市教育委員会
高槻市青少年指導員協議
会

無料
高槻市教育委員会
地域教育青少年課
072-674-7654

大阪府 高槻市 ③

秋季特別展　よみがえ
る古代の煌き
－副葬品にみる今城塚
古墳の時代－

展示では、今城塚古墳の副葬品の調査・分析の成果、古代の
交流の歴史や金工文化を紹介します。また、関連講座、ワーク
ショップ、体験教室などのイベントもあわせて開催します。

10月6日
～12月2日

高槻市立
今城塚古代歴史館

高槻市教育委員会文化財
課

http://www.city.takat
suki.osaka.jp/rekishi_
kanko/rekishi/rekishi
kan/daio/kodairekishi
kan/

大阪府 高槻市 ③

しろあと歴史館秋季特
別展「南蛮との出会い
～高山右近と大友宗麟
の時代～」

高山右近関係の古文書や大友宗麟の書簡に加え、南蛮屏風
や武具甲冑、漆器や陶磁器などを展示し、時代の変革の中で
日本にもたらされた南蛮文化を紹介します。

10月6日
～12月2日

高槻市立
しろあと歴史館

高槻市教育委員会文化財
課

http://www.city.takat
suki.osaka.jp/rekishi_
kanko/rekishi/rekishi
kan/shiroato/

大阪府 高槻市 ① 多世代交流講座 うどんギョーザと相性の良いメニュー 10月下旬 芥川公民館 芥川公民館

http://www.city.takat
suki.osaka.jp/kakuka/
kyoikukanribu/komink
an/index.html

大阪府 高槻市 ① ふれあいアップ講座 家庭、学校、子どもの居場所 11月上旬 芥川公民館 芥川公民館 無料

http://www.city.takat
suki.osaka.jp/kakuka/
kyoikukanribu/komink
an/index.html

大阪府 高槻市 ①
読み語りボランティア
事業

絵本の読み語り 11月4日 真上公民館 真上公民館 無料

http://www.city.takat
suki.osaka.jp/kakuka/
kyoikukanribu/komink
an/index.html

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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大阪府 高槻市 ① 多世代交流講座 竹細工の玩具作り、ディスコンを楽しもう 11月4日 真上公民館 真上公民館 無料

http://www.city.takat
suki.osaka.jp/kakuka/
kyoikukanribu/komink
an/index.html

大阪府 高槻市 ① 多世代交流講座 おはなしとわらべ歌遊びの広場 11月10日 真上公民館 真上公民館 無料

http://www.city.takat
suki.osaka.jp/kakuka/
kyoikukanribu/komink
an/index.html

大阪府 高槻市 ① 乳幼児セミナー 体験型親子講座　わらべうた　ベビーマッサージ 10月23, 30日 富田公民館 富田公民館 無料

http://www.city.takat
suki.osaka.jp/kakuka/
kyoikukanribu/komink
an/index.html

大阪府 高槻市 ① 女性講座 タカラヅカ式ストレッチで軽やかに！ 10月23日 南大冠公民館 南大冠公民館 無料

http://www.city.takat
suki.osaka.jp/kakuka/
kyoikukanribu/komink
an/index.html

大阪府 高槻市 ① 人権啓発講座 映画「かあちゃん」の鑑賞とお話 10月31日 南大冠公民館 南大冠公民館 無料

http://www.city.takat
suki.osaka.jp/kakuka/
kyoikukanribu/komink
an/index.html

大阪府 高槻市 ① 文化祭 南大冠東地区文化祭 11月10, 11日 南大冠公民館 南大冠公民館 無料

http://www.city.takat
suki.osaka.jp/kakuka/
kyoikukanribu/komink
an/index.html

大阪府 高槻市 ① 文化祭 第24回三箇牧地区文化祭 10月27, 28日 三箇牧公民館 三箇牧公民館 無料

http://www.city.takat
suki.osaka.jp/kakuka/
kyoikukanribu/komink
an/index.html

大阪府 高槻市 ① 青少年講座 子ども科学遊び　磁石の不思議 10月27日 五領公民館 五領公民館

http://www.city.takat
suki.osaka.jp/kakuka/
kyoikukanribu/komink
an/index.html

大阪府 高槻市 ① 成人講座 美術講座 11月9, 14日 五領公民館 五領公民館 無料

http://www.city.takat
suki.osaka.jp/kakuka/
kyoikukanribu/komink
an/index.html

大阪府 高槻市 ① ボランティア講座 国際理解に向けて　～アフリカ・ウガンダ 10月27日 磐手公民館 磐手公民館 無料

http://www.city.takat
suki.osaka.jp/kakuka/
kyoikukanribu/komink
an/index.html

大阪府 高槻市 ① 多世代交流講座 竹の楽器作り 11月11日 日吉台公民館 日吉台公民館

http://www.city.takat
suki.osaka.jp/kakuka/
kyoikukanribu/komink
an/index.html

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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大阪府 高槻市 ① 多世代交流講座 竹楽器でスペイン音楽 11月10日 如是公民館 如是公民館

http://www.city.takat
suki.osaka.jp/kakuka/
kyoikukanribu/komink
an/index.html

大阪府 高槻市 ① 成人講座 ｢方丈記｣の世界を楽しむ 10月26日 阿武山公民館 阿武山公民館 無料

http://www.city.takat
suki.osaka.jp/kakuka/
kyoikukanribu/komink
an/index.html

大阪府 高槻市 ① 文化祭 公民館利用サークルによる発表会 11月4日 阿武山公民館 阿武山公民館 無料

http://www.city.takat
suki.osaka.jp/kakuka/
kyoikukanribu/komink
an/index.html

大阪府 田尻町 ③
「近代化遺産　全国一
斉公開2012」　田尻歴
史館公開事業

全国近代化遺産活用連絡協議会が主催し、10月20日（近代化
遺産の日）前後に全国で公開される「近代化遺産　全国一斉
公開2012」として田尻歴史館も公開します。

10月18日～11月6
日

田尻歴史館
全国近代化遺産活用連絡
協議会、田尻町教育委員会

無料
田尻歴史館
072-465-0045

水曜休館
入館受付は17時30分
まで

大阪府 田尻町 ③ さわやかハイキング
町のスポーツ推進委員が主となり、子どもからお年寄りまでだ
れもが自然とふれあいながら健康的にハイキングを楽しみま
す。

11月3日
奈良県若草山ハイキン
グコース

田尻町スポーツ推進委員協
議会

田尻町教育委員会社
会教育課
072-466-0030

大阪府 田尻町 ② 公開授業ウィーク
全クラスが全日の授業を公開します。
期間中は、保護者だけではなく、学校園関係者及び地域の
方々も自由に参観できます。

11月5～9日
田尻町立
中学校各教室

田尻町立
中学校

無料
田尻町教育委員会指
導課
072-466-5022

大阪府 田尻町 ② 合唱コンクール
全クラス対抗によるコンクールです。
また当日は、田尻町立小学校6年生も招待され、参加します。

11月9日
田尻町立
中学校体育館

田尻町立
中学校

無料
田尻町教育委員会指
導課
072-466-5022

大阪府 田尻町 ① 公民館まつり 公民館各種クラブによる展示・舞台発表・模擬店の出店等 11月17, 18日 田尻町立公民館
田尻町立公民館利用者連
絡協議会

無料
田尻町教育委員会社
会教育課
072-466-0030

大阪府
千早赤阪

村
③

こごせの里　棚田夢灯
り＆収穫祭

日本百選の棚田のライトアップと農業祭 11月10日（土） 下赤阪の棚田
棚田夢灯り事務局　（村づく
りグループ）

無料 0721-72-0081

大阪府
千早赤阪

村
①③ 史跡ウォーキング

ボランティアガイドと共に身近な村の史跡を訪ねて、秋を感じ
る。木工体験。

11月10日（土） 村内史跡各所
千早赤阪村楠公史跡保存
会

0721—72—1588

大阪府
千早赤阪

村
①③

平成24年度ふれあい
展・コンサート

村内外の一般住民・倶楽部の方の手作り工芸品等を展示。28
日には一般の方が参加してのコンサート。

10月27（土）, 28日
（日）

くすのきホール
ふれあい展・コンサート実行
委員会

無料 0721—72—1300

大阪府 中央区 ① おうてもん塾　第２期
在学生保護者及び一般社会人を対象とした公開セミナー。１
期あたり６回の講義を行い、第２期のテーマは本学心理学部
の専任教員による「心のカラクリを探求する」

10月9. 16, 23, 30
日, 11月13, 20日

追手門学院　大阪城ス
クエア

追手門学院大学 無料

大阪府 豊中市 ④
大阪府指定文化財旧
新田小学校校舎の公
開

府指定文化財で現存する府内 古の木造校舎（明治33年建
築）を公開。明治から昭和までの教科書や文具などの展示、蓄
音機や石盤・ガリ版印刷の体験コーナー。

11月8～11日
旧新田小学校校舎（豊
中市上新田）

豊中市教育委員会 無料
地域教育振興室文化
財保護チーム　06-
6858-2581

大阪府 豊中市 ①
とよなかダンスフェスタ
＆バンド祭りinエアポー
ト

参加者に幅広い経験と活躍の場を提供し、協力して創りあげ
る達成感、イベントを企画・実施する力を涵養することを目的と
します。

①10月21日
②11月17日（雨天
の場合は18日）

大阪国際空港4階展望
デッキ「ラ・ソーラ」

教育委員会生涯学習推進
部青少年育成課

無料

http://www.city.toyo
naka.osaka.jp/top/ko
sodate/seishounen/d
ancefesta_obog.html
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大阪府 豊中市 ①
すくすくあかちゃんタイ
ム

12か月までの乳児とその保護者（事前申し込みが必要）が対
象。図書館職員による絵本の読み聞かせ、わたべうた、手遊
びの紹介と、保健師によるレクチャーと育児相談

11月2日 豊中市立野畑図書館 豊中市立図書館 無料
野畑図書館こども室
06‐6845‐2400

大阪府 豊中市 ①
すくすくあかちゃんタイ
ム

12か月までの乳児とその保護者（事前申し込みが必要）が対
象。図書館職員による絵本の読み聞かせ、わたべうた、手遊
びの紹介と、保健師によるレクチャーと育児相談

11月9日 豊中市立東豊中図書館 豊中市立図書館 無料
東豊中図書館こども
室　　　　　　　　　06‐
6856‐4660

大阪府 豊中市 ①
すくすくあかちゃんタイ
ム

12か月までの乳児とその保護者（事前申し込みが必要）が対
象。図書館職員による絵本の読み聞かせ、わたべうた、手遊
びの紹介と、保健師によるレクチャーと育児相談

11月9日 豊中市立庄内図書館 豊中市立図書館 無料
庄内図書館こども室
06‐6334‐1261

大阪府 豊中市 ①
すくすくあかちゃんタイ
ム

12か月までの乳児とその保護者（事前申し込みが必要）が対
象。図書館職員による絵本の読み聞かせ、わたべうた、手遊
びの紹介と、保健師によるレクチャーと育児相談

11月15日 豊中市立岡町図書館 豊中市立図書館 無料
岡町図書館こども室
06‐6843‐4553

大阪府 豊中市 ①③
馬頭琴を楽しもう！
モンゴルの音楽とおは
なし

内モンゴルの方のおはなしと馬頭琴の演奏、絵本の読み聞か
せなどを通じて子どもも大人も一緒に内モンゴルについての理
解を深めてもらう。

11月3日 千里公民館

豊中市立千里図書館
豊中市千里コラボ
国際交流の会とよなか
（TIFA）

無料
千里図書館　　　06-
6831-0225

大阪府 豊中市 ③
第34回 ミレニアム・ス
チューデント・コンサー
ト

本学の選抜学生による、声楽・ピアノ・管弦打楽器等のソロ及
びアンサンブル曲による演奏会です。

10月18, 19, 22日
大阪音楽大学 ミレニア
ムホール

大阪音楽大学 無料
http://daion.ac.jp
06-6334-2131

要整理券

大阪府 豊中市 ②③
第49回オペラ公演
20世紀オペラ・シリーズ
「イル・カンピエッロ」

大阪音楽大学創立100周年記念事業の一環であり、またザ・カ
レッジ・オペラハウス管弦楽団第49回定期演奏会です。

10月26, 28日
大阪音楽大学 ザ・カレッ
ジ・オペラハウス

大阪音楽大学 ザ・カレッジ・
オペラハウス

http://daion.ac.jp
06-6334-2131

全席指定

大阪府 豊中市 ③

～2011年度 優秀賞
受賞者演奏会～
第9回 ザ・ローレル・コ
ンサート

2011年度大阪音楽大学音楽学部 優秀賞受賞者による演奏
会です。

10月30日
大阪音楽大学 ザ・カレッ
ジ・オペラハウス

大阪音楽大学
http://daion.ac.jp
06-6334-2131

大阪府 豊中市 ③
第35回 ミレニアム・ス
チューデント・コンサー
ト

本学の選抜学生による、声楽・ピアノ・管弦打楽器等のソロ及
びアンサンブル曲による演奏会です。

11月5, 6, 9日
大阪音楽大学 ミレニア
ムホール

大阪音楽大学 無料
http://daion.ac.jp
06-6334-2131

要整理券

大阪府 豊中市 ③
第24回 ザ・コンチェル
ト・コンサート

本学の選抜学生による協奏曲演奏会です。 11月15日
大阪音楽大学 ザ・カレッ
ジ・オペラハウス

大阪音楽大学
http://daion.ac.jp
06-6334-2131

大阪府 豊中市 ③
第23回 ザ・カレッジ・コ
ンサート

本学の選抜学生によるジョイント・リサイタルです。 11月19日
大阪音楽大学 ミレニア
ムホール

大阪音楽大学
http://daion.ac.jp
06-6334-2131

大阪府 豊中市 ①
大阪大学創立100周年
記念事業
平田オリザ講演会

大阪音楽大学創立100周年記念事業の一環として大阪大学の
平田オリザ教授を招聘し、「新しい広場を作る－社会における
芸術の役割－」を演題に講演会を行う。

10月31日
大阪音楽大学ミレニア
ムホール

大阪音楽大学 無料 06-6334-2131

大阪府 豊中市 ①

大阪大学創立100周年
記念事業
クロード・ドゥラングル
サクソフォーンリサイタ

大阪音楽大学創立100周年記念事業の一環としてクロード・
ドゥラングル客員教授によるリサイタルを行う。

10月17日
大阪音楽大学ミレニア
ムホール

大阪音楽大学 06-6334-2131

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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大阪府 豊中市 ①

大阪大学創立100周年
記念事業
フィリップ・ベロー　クラ
リネットミニ・リサイタル
＆マスタークラス

大阪音楽大学創立100周年記念事業の一環としてパリ管弦楽
団主席奏者であり、パリ国立高等音楽院教授のフィリップ・ベ
ロー氏によるミニ・リサイタル＆マスタークラスを行う。

11月1日
大阪音楽大学ミレニア
ムホール

大阪音楽大学 06-6334-2131

大阪府 豊中市 ①

大阪大学創立100周年
記念事業
ファブリス・モレッティ
サクソフォーンリサイタ

大阪音楽大学創立100周年記念事業の一環としてパリ市立ベ
ルリオーズ音楽院教授であるファブリス・モレッティ氏によるリ
サイタルを行う。

11月12日
大阪音楽大学ミレニア
ムホール

大阪音楽大学 06-6334-2131

大阪府 豊中市 ①.③

大阪音楽大学音楽博
物館第72回ミュージア
ム・コンサート　　大阪
のてっぺんより「能勢人
形浄瑠璃 鹿角座」

大阪府北部・能勢町では200余年わたり浄瑠璃が受け継がれ
てきました。この芸能を、次世代に伝えるため活動を展開する
「鹿角座」を招聘し、伝統芸能の魅力を探訪します。 11月17日

大阪音楽大学音楽博物
館展示室

大阪音楽大学音楽博物館 museum1@daion.ac.jp 事前申込要

大阪府 豊中市 ③、④
大学祭及び学内研究
室等施設開放

学生団体による課外活動の成果発表、各種アトラクション、園
遊会及び豊中地区部局の共催による施設開放等が行われま
す。

11月2～4日 豊中キャンパス 大阪大学
http://www.machikanes
ai.com/

大阪府 豊中市 ①
小豆島の農村歌舞伎
公演

博物館に移築展示されている「小豆島の農村歌舞伎舞台」で、
この建物の故郷「小豆島の中山農村歌舞伎保存会」による伝
統的な農村歌舞伎を公演します。

11月3, 4日 日本民家集落博物館
公益財団法人大阪府文化
財センター・日本民家集落
博物館

http://www.occh.or.jp
/minka/

大阪府 豊中市 ② 豊中市教育美術展
市立中学校の生徒が、美術授業で制作した、作品を多数展示
しております。

未定
豊中市役所第2庁舎ロ
ビー

豊中市教育委員会 無料 06-6858-2846

大阪府 豊中市 ①
第２８回青少年健全育
成市民のつどい

児童生徒の音楽演奏
地域活動の取組み発表
健全育成に係る講演等

11月16日 アクア文化ホール 豊中市青少年健全育成会 無料

事務局
教育委員会
児童生徒支援チーム
06-6866-0101

大阪府 富田林市 　　① 中央図書館おはなし会 子どもたちに、本の楽しさ、おはなしの楽しさを伝えます。
10月24日,
11月14日

富田林市立中央図書館 富田林市立中央図書館 無料
中央図書館　0721-
25-4921

大阪府 富田林市 　　① 金剛図書館おはなし会 子どもたちに、本の楽しさ、おはなしの楽しさを伝えます。
10月17日,

11月1, 15日
富田林市立金剛図書館 富田林市立金剛図書館 無料

金剛図書館　0721-
28-1171

大阪府 富田林市 　　① 東分室おはなし会
子どもと家族に、本の楽しさ、紙芝居、おはなしの楽しさを伝え
ます。

11月11日
富田林市立中央図書館
東分室

富田林市立中央図書館 無料
中央図書館　0721-
25-4921

大阪府 富田林市 　　① 喜志分室おはなし会
子どもと家族に、本の楽しさ、紙芝居、おはなしの楽しさを伝え
ます。

10月28日
富田林市立中央図書館
喜志分室

富田林市立中央図書館 無料
中央図書館　0721-
25-4921

大阪府 富田林市 　　①
あかちゃんのおはなし
会

絵本・わらべうたをとおして、あかちゃんと両親がふれあい楽し
いひとときを過ごしてもらいます。

11月8日 富田林市立金剛図書館 富田林市立金剛図書館 無料
金剛図書館　0721-
28-1171

大阪府 富田林市 　　①
中央図書館じゅうたん
コーナーでのよみきか
せ

子どもと家族に、本の楽しさ、紙芝居の楽しさを伝えます。
10月17, 31日, 11

月7, 21日
富田林市立中央図書館 富田林市立中央図書館 無料

中央図書館　0721-
25-4921

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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大阪府 富田林市 　　①
金剛図書館じゅうたん
コーナーでのよみきか
せ

子どもと家族に、本の楽しさ、紙芝居の楽しさを伝えます。
10月24, 31日, 11

月14日
富田林市立金剛図書館 富田林市立金剛図書館 無料

金剛図書館　0721-
28-1171

大阪府 富田林市 　　①

音声訳ボランティア養
成講習会(初級編)「届
けましょう!あなたの声
を、心を」(全7回)第2回
と第3回

音声訳技術を習得し、障がい者の方への録音図書(デイジー
図書)を作製するためのボランティアを養成します。

10月30日
(第2回)

11月20日
(第3回)

富田林市立金剛図書館 富田林市立金剛図書館 無料
金剛図書館　0721-
28-1171

大阪府 富田林市 　　①

絵本と子育て入門講座
「絵本で子育て、みん
なで子育て」(全5回)第
4回と第5回

入門講座をとおして絵本を知り、その楽しさと喜びを子どもたち
と分かち合ってもらいます。

10月24日
(第4回)
11月1日
(第5回)

富田林市立金剛図書館 富田林市立金剛図書館 無料
金剛図書館　0721-
28-1171

大阪府 富田林市 ③ 無料入館日
国の重要文化財旧杉山家住宅へ無料で入館していただきま
す。

11月17(土), 18日
(日)

富田林市立旧杉山家住
宅

富田林市教育委員会 無料
http://www.city.tond
abayashi.osaka.jp

大阪府 寝屋川市 ③
第62回寝屋川市民文
化祭

市民作品展・音楽祭・芸能祭・演芸祭等、文化芸術活動の発
表の場を提供するとともに、市民に鑑賞の機会を提供し、本市
文化芸術の向上並びに市民の自主的文化活動の促進を図り
ます。

11月2～4日
寝屋川市立総合セン
ター

寝屋川市・寝屋川市教育委
員会

無料

ﾒｰﾙ
bunka@city.neyagawa
.osaka.jp

大阪府 寝屋川市 ③ 文化のたね見本市
市内で文化芸術活動を行っている団体の活動紹介やメンバー
募集などのPR活動と市民に文化活動への参加を呼びかけま
す。

10月7日 アルカスホール 寝屋川市教育委員会 無料

ﾒｰﾙ
bunka@city.neyagawa
.osaka.jp

大阪府 寝屋川市 ① フェットエスポアール

日頃の文化・芸術活動の発表を行う場とするとともに、年齢を
こえて、人達がひとつに集い、楽しくふれあうことにより、世代
間交流を進めることを目的として開催する施設のまつりです。
【主な内容】
ステージ(カラオケ・舞踊・演舞・吹奏楽・マジック・フラダンス等)
展示(絵手紙・華道・書道・茶道・陶芸等)
キッズ(人形劇・おはなし・紙芝居・手作りおもちゃ等)
屋台村(うどん・カレー・チョコバナナ・焼きそば・千本びき等)

10月27～28日
寝屋川市立エスポアー
ル

寝屋川市立エスポアール
（指定管理者　特定非営利
活動法人　和）

無料 072-828-4141

大阪府 寝屋川市 ① 教育センターフェスタ
当施設利用者による日頃の学習の成果の発表や、プロによる
音楽、芸能などの披露を行います。

10月27日
寝屋川市立教育セン
ター

寝屋川市立教育センター
（指定管理者　特定非営利
活動法人　和）

無料
http://npo-
nagoyaka.com/shitei/
edu/index.html

大阪府 寝屋川市 ①
第31回
寝屋川市民大学

「文化を創造し生きる力を育むまちづくり」をメインテーマに全8
講座の講演会を開催します。

9月29日, 10月6,
13, 20, 27日, 11月

10, 17, 24日

寝屋川市立中央公民館
講堂

寝屋川市立中央公民館（指
定管理者ＮＰＯ法人かわち
モアＣＯＭ．）

http:/www.kawachi‐
more.com/kominkan/

大阪府 寝屋川市 ①,④ テクノフェアinねやがわ
実験や体験を通じ、多くの方にテクノロジーの素晴らしさを知っ
ていただき今後の科学発展に貢献したいと考えています。

11月4日 大阪電気通信大学 大阪電気通信大学 無料
http://www.osakac.a
c.jp

大阪府 羽曳野市 ③
平成２４年
第５５回市民文化祭

三曲、謡曲、日舞、民舞、音楽、吟詠、民謡、邦楽、囲碁、将棋
等の大会や児童画、書道、茶席、華道、手芸、絵画、俳画、工
芸、写真、俳句等の展示を行います。

10月20日～11月4
日

ＬＩＣはびきの、市民会
館、陵南の森公民館

羽曳野市、羽曳野市教育委
員会、市民文化祭実行委員
会

無料

羽曳野市教育委員会
生涯学習室社会教育
課
TEL072-958-1111
（内線4450，4451）
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大阪府 羽曳野市 　　①
青少年健全育成推進
大会及びＰＴＡ連絡協
議会全体研修会

青少年の健全育成のため、教育に関する講演会を行います。
（今年度は陰山英男氏講演。）

11月10日 ＬＩＣはびきの
羽曳野市青少年健全育成
推進協議会及び羽曳野市Ｐ
ＴＡ連絡協議会

無料

羽曳野市教育委員会
生涯学習室社会教育
課
TEL072-958-1111
（内線4450，4452）

大阪府 羽曳野市 ③
重要文化財「吉村家住
宅」特別公開

民家で初めて国宝（重要文化財）に指定された住宅で、1615年
大坂夏の陣の直後に建築された、桃山時代の書院造りの建築
様式を一部残した代表的な庄屋の公開を行います。

11月上旬 吉村家住宅 吉村家住宅

大人
500
円
中学
生以
下無
料

羽曳野市教育委員会
生涯学習室社会教育
課　　　歴史文化推進
室
TEL072-958-1111
（内線4482）

大阪府 羽曳野市 ③
羽曳野市教育委員会
表彰

教育・文化活動に功績のあった者・団体、クラブ活動等で優秀
な成績を収めた児童・生徒等を表彰します。

11月3日 ＬＩＣはびきの
羽曳野市、羽曳野市教育委
員会

無料

羽曳野市教育委員会
学校教育室教育総務
課
TEL072-958-1111
（内線4111）

羽曳野市市民表彰と
合同で開催

大阪府 羽曳野市 　　① おはなし会 絵本・紙芝居の読み聞かせ、手遊び
10月21, 28日, 11

月4, 11, 18日
中央図書館 中央図書館 無料

羽曳野市立中央図書
館
TEL072-950-5501

大阪府 羽曳野市 　　① おはなし会 絵本・紙芝居の読み聞かせ、手遊び
10月20, 21, 28日
11月4, 11, 17, 18

日
陵南の森図書館 陵南の森図書館 無料

羽曳野市立陵南の森
図書館
TEL072-952-2750

大阪府 羽曳野市 　　① おはなし会 絵本・紙芝居の読み聞かせ、手遊び

10月27日
11月10日

羽曳が丘図書館 羽曳が丘図書館 無料
羽曳野市立羽曳が丘
図書館
TEL072-957-5553

大阪府 羽曳野市 　　① おはなし会 絵本・紙芝居の読み聞かせ、手遊び 10月27日 丹比図書館 丹比図書館 無料
羽曳野市立丹比図書
館
TEL072-937-2355

大阪府 羽曳野市 　　① おはなし会 絵本・紙芝居の読み聞かせ、手遊び 11月14日 東部図書館 東部図書館 無料
羽曳野市立東部図書
館
TEL072-950-2002

大阪府 阪南市 ①
みんなの
スポーツ祭

　子どもからおとなまで多世代が参加し、気軽に楽しめる
ニュースポーツを通じてスポーツを親しむきっかけづくりの機会
を提供する。
　ウォーキング講習会、ニュースポーツ大会、ニュースポーツ
の体験スタンプラリー・７種目、出店コーナー、アトラクションが
開催事業です。

11月3日(土)

雨天の場合
11月4日(日)

総合体育館
中央運動広場
西鳥取公民館周辺

生涯学習推進室

小学
生
200
円

中学
生以
上
500
円

072-471-5678
s-
gakusyuu@city.hanna
n.lg.jp

大阪府 東大阪市 ①③ 図書館へ行こう！

講演
　「正倉院と正倉院宝物
　　～今年の正倉院展のみどころ～」
　講師：帝塚山大学教授　関根俊一さん

10月20日
大阪府立中央図書館ラ
イティホール

大阪府立中央図書館・株式
会社図書館流通センター

大阪府立中央図書館
総務企画課「生涯学
習」担当06-6745-
0170

大阪府 東大阪市 ①③ 図書館へ行こう！
講演
　「司馬遼太郎とことば」
　講師：司馬遼太郎記念館館長　上村洋行さん

10月28日
大阪府立中央図書館ラ
イティホール

大阪府立中央図書館・株式
会社図書館流通センター・
司馬遼太郎記念館

大阪府立中央図書館
総務企画課「生涯学
習」担当06-6745-
0170

大阪府 東大阪市 ①③ 図書館へ行こう！
親子で楽しめる金管五重奏コンサート

11月3日
大阪府立中央図書館ラ
イティホール

大阪府立中央図書館・株式
会社図書館流通センター

大阪府立中央図書館
総務企画課「生涯学
習」担当06-6745-
0170

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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大阪府 東大阪市 ① 図書館へ行こう！

講演
　「奪い合うから分かち合うへ
　　～価値を共有する～」
　講師：大阪芸術大学教授　岩崎富士男さん

11月4日
大阪府立中央図書館ラ
イティホール

大阪府立中央図書館・株式
会社図書館流通センター

大阪府立中央図書館
総務企画課「生涯学
習」担当06-6745-
0170

大阪府 東大阪市 ①③ 第５回府民講座
講演
　「光源氏になれなかったオトコたち」
　講師：京都学園大学教授　山本淳子さん

11月10日
大阪府立中央図書館ラ
イティホール

大阪府立中央図書館

大阪府立中央図書館
総務企画課「生涯学
習」担当06-6745-
0170

大阪府 東大阪市 ①③ 図書館へ行こう！ 司馬遼太郎記念館見学ツアー 11月11日 司馬遼太郎記念館
大阪府立中央図書館・株式
会社図書館流通センター・
司馬遼太郎記念館

大阪府立中央図書館
総務企画課「生涯学
習」担当06-6745-
0170

大阪府 東大阪市 ③
第46回（平成24年度）
東大阪市民文化祭

大正琴演奏会

「東大阪市民文化祭」は、市民の皆様が文化・芸術に触れた
り、参加する機会を提供し、市民文化の向上・発展を目的とし、
東大阪市文化連盟加盟各団体の皆様の手により、8月5日
（日）から12月15日（土）まで、市民会館他の施設にて開催して
います。
ここでは教育・文化週間の前後に開催される催しを抜粋して掲
載しています。

10月14日 市民会館市民ホール
東大阪市文化連盟加盟各
団体

無料
http://h-
bunren.sansak.jp/109.
php

大阪府 東大阪市 ③
第46回（平成24年度）
東大阪市民文化祭

書道展 10月18～21日 市民美術センター
東大阪市文化連盟加盟各
団体

無料
http://h-
bunren.sansak.jp/109.
php

大阪府 東大阪市 ③
第46回（平成24年度）
東大阪市民文化祭

第123回浄瑠璃大会 10月20日 青少年女性センター
東大阪市文化連盟加盟各
団体

無料
http://h-
bunren.sansak.jp/109.
php

大阪府 東大阪市 ③
第46回（平成24年度）
東大阪市民文化祭

自然の美第54回自然美
水石展

10月20～21日
婦美会館
（大阪市東成区　山内ビ
ル）

東大阪市文化連盟加盟各
団体

無料
http://h-
bunren.sansak.jp/109.
php

大阪府 東大阪市 ③
第46回（平成24年度）
東大阪市民文化祭

市民俳句大会 10月28日 社会教育センター
東大阪市文化連盟加盟各
団体

無料
http://h-
bunren.sansak.jp/109.
php

大阪府 東大阪市 ③
第46回（平成24年度）
東大阪市民文化祭

新舞踊大会 10月28日 市民会館市民ホール
東大阪市文化連盟加盟各
団体

無料
http://h-
bunren.sansak.jp/109.
php

大阪府 東大阪市 ③
第46回（平成24年度）
東大阪市民文化祭

吟詠歌謡を楽しむ 11月11日
布施駅前リージョン
「夢広場」

東大阪市文化連盟加盟各
団体

無料
http://h-
bunren.sansak.jp/109.
php

大阪府 東大阪市 ③
第46回（平成24年度）
東大阪市民文化祭

三曲演奏会 11月18日 市民会館市民ホール
東大阪市文化連盟加盟各
団体

無料
http://h-
bunren.sansak.jp/109.
php

大阪府 東大阪市 ③
第46回（平成24年度）
東大阪市民文化祭

合唱祭 11月25日 市民会館市民ホール
東大阪市文化連盟加盟各
団体

無料
http://h-
bunren.sansak.jp/109.
php

大阪府 東大阪市 ①②③
平成２４年文化・スポー
ツ表彰式典

東大阪市の教育、文化及びスポーツの振興に関し、功績顕著
な者を表彰するもの

11月3日 市役所18階大会議室 東大阪市教育委員会 無料
教育総務部総務課
06-4309-3265

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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大阪府 東大阪市 ②③ 御厨祭（大学祭） 課外活動学生の活動報告や地域との連携、模擬店の出店 10月26～28日 大阪商業大学 大阪商業大学 無料
http://ouc.daishodai.
ac.jp/index.html

大阪府 東大阪市 ③ 文学を聴く（Ⅴ）
朗読劇
宮部みゆき「器量のぞみ」・織田作之助「夫婦善哉」・近松門左
衛門「平家女護の島」・宮澤賢治の詩の朗読、手遊び他

11月18日
大阪商業大学　ユニ
バーシティホール蒼天

大阪商業大学図書館・大阪
商業大学商業史博物館

無料
大阪商業大学　図書
館事務室　06-6781-
5280

大阪府 東大阪市 ①③
展覧会「商都大阪の文
化力－近世浪華の町
人と文人趣味－」

展示
近世大阪商人が描いた文人画など、ときに大阪城の城詰大名
と趣味を通じた歓談が身分を越えて成立した、彼らの文雅の
嗜みとその世界を紹介します。

10月15日～12月1
日

大阪商業大学　商業史
博物館

大阪商業大学　商業史博物
館

無料
大阪商業大学　学術
研究事務室　06-
6785-6139

大阪府 東大阪市 ①
近畿大学
公開講座2012

一般の方を対象に、大学で取り組んでいる教育・研究成果を
公開し、生涯教育の場を提供することを目的として、全国12会
場で各講師の分野について講演を行います。

10月27日 近畿大学B館101教室 近畿大学 無料 http://www.kindai.ac.jp

大阪府 東大阪市 ③ 近畿大学 生駒祭 各クラブの展示・発表および各種イベント・模擬店等 11月2～4日
近畿大学
東大阪キャンパス

近畿大学
大学祭実行委員会

無料
近畿大学
06-6721-2332

模擬店のみ有料

大阪府 東大阪市
①②③

④
第１5回近畿大学「なる
ほど原子力展」

原子炉施設・原子炉運転の見学や工作教室、パネル展示等 11月3, 4日 近畿大学原子力研究所 近畿大学原子力研究所 無料
http://kuaeri.ned.kindai.
ac.jp/

大阪府 東大阪市 ①
第19回　近畿大学中央
図書館蔵書展

本学所蔵貴重書等の展示公開、ミニ講義 11月7～13日
近畿大学
中央図書館

近畿大学
中央図書館

無料
http://www.clib.kindai.a
c.jp/

大阪府 枚方市 ①
第8回ことばにであう！
ひらかた暗唱大会

小学生から中学生を対象に実施。課題図書を暗唱し、正確さ
や表現力等を競います。審査委員長：端田宏三氏（関西朗読
家クラブ代表）

10月28日
枚方市地域活性化支援
センター

枚方市立中央図書館 無料

http://www.city.hirak
ata.osaka.jp/site/sub
-
news/ansyotaikai08.h

大阪府 枚方市 ②
枚方市小学生陸上競
技大会

市内の児童が陸上競技を通して交流を図り、スポーツをする
喜びを味わう。

10月14日
枚方市立
陸上競技場

枚方市教育委員会 無料 050-7105-8052

大阪府 枚方市 ②
枚方市小学校合同音
楽会

市内の児童が音楽発表を通して、音楽に触れる喜びを味わ
い、異年齢集団の交流を深める。

11月3, 4日 枚方市民会館 枚方市教育委員会 無料 050-7105-8052

大阪府 枚方市 ②
枚方市立学校園にお
ける教育活動公開期
間

枚方市立学校園における教育活動を、保護者、地域住民のみ
ならず広く市民に公開する。

11月5～16日 枚方市内各学校園 枚方市教育委員会 無料 050-7105-8052

大阪府 枚方市 ②
枚方市小学生駅伝競
走大会

市内の児童が競技を通して交流を図り、スポーツをする喜びを
味わう。あわせて生涯にわたって積極的に運動に親しもうとす
る資質や能力を育成し、体力の向上を図る。

11月17日 淀川河川公園枚方地区 枚方市教育委員会 無料 050-7105-8052

大阪府 枚方市 ③
枚方市立市民ギャラ
リー企画展「中山玲佳
展」

枚方に在住の美術家中山玲佳の個展。鮮やかな野生動物と
大胆な構図で、秘められた物語を感じさせるとして評価が高
い。

11月2～14日
枚方市立市民ギャラ
リー

枚方市 無料
http://www.city.hirak
ata.osaka.jp/soshiki/
s-san/

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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大阪府 枚方市 ③
第11回枚方宿街道菊
花祭

市内の小中学校で育てられた大菊と枚方宿地区の地域住民
が育てた小菊の鉢を、期間中枚方宿の家々の軒先や枚方市
駅周辺に飾ります。

10月24日
～11月12日

枚方市駅から枚方公園
駅周辺

枚方宿地区まちづくり協議
会

無料
枚方市（都市整備部
都市整備推進室）
 072-841-1221

大阪府 枚方市 ③
枚方宿ジャズストリート
2012

枚方宿地区の街道沿い、公園や近辺の店舗内で様々なジャ
ズグループがジャズの演奏をします。

11月11日
枚方市駅から枚方公園
駅周辺

ひらかた菊音楽祭実行委員
会

無料
枚方市（都市整備部
都市整備推進室）
072-841-122

大阪府 枚方市 ③
枚方宿くらわんか五六
市

枚方宿地区の街道沿いで雑貨や小物、陶芸品などの手作りや
こだわりの品を販売するお店が約180店が出店します。

11月11日
枚方市駅から
枚方公園駅周辺

枚方宿地区まちづくり協議
会
枚方宿くらわんか五六市実

毎月第2日曜日に開
催しています。

大阪府 枚方市 ③
親子で落語を楽しもう
（仮称）

落語の絵本よみかたりのワークショップ 11月25日
枚方公園青少年セン
ターホール

枚方公園青少年センター 無料
http://www.city.hirak
ata.osaka.jp/soshiki/
cenhs/

大阪府 枚方市 ③
第13回ひらかた多文化
フェスティバル

在住外国人・留学生・国際交流ボランティアグループなどによ
る模擬店やステージを通じ、多文化に触れ、楽しむお祭りで
す。

11月23日 岡東中央公園
ひらかた多文化フェスティバ
ル実行委員会

無料

ひらかた多文化フェ
スティバル実行委員
会（枚方市文化国際
財団内）
072-843-1123

大阪府 枚方市 ③ 菊まつり大茶会
歴史ある鍵屋資料館大広間で、伝統文化の茶道に触れていた
だくイベント。どなたでも気軽にお抹茶を召し上がっていただけ
ます。

10月28日 市立枚方宿鍵屋資料館 枚方文化観光協会 072-804-0033
広報ひらかた10月号
で案内

大阪府 枚方市 ③
東海道シンポジウム枚
方宿大会

1988年の第1回土山宿大会を皮切りに、毎年会場の宿場町を
選び、回を重ねること25回。パネルディスカッション、貝細工展
などを予定しています。

11月10日

メセナひらかた(パネル
ディスカッション）
ふれあいホール（貝細工
展）

枚方市、枚方文化観光協会 無料

枚方市(文化観光課）
072-841-1221
枚方文化観光協会
072-804-0033

広報ひらかた10月号
で案内

大阪府 枚方市 ③ 観菊の調べ
市民団体、市内大学・高等学校のクラブ等による菊にふさわし
い邦楽を主とした演奏会や野点を催す。

10月28日 枚方市岡東中央公園
枚方市、学園都市ひらかた
推進協議会

無料
枚方市(文化観光課）
072-841-1221

広報ひらかた10月号
で案内

大阪府 枚方市 ③
ひらかた自然エネル
ギー学校

穂谷自然農園の見学や自然エネルギーについて学びます。 11月4日 穂谷自然農園
枚方市、ひらかた環境ネット
ワーク会議事務局

http://hirakata-
kankyou.net/2012/05
/29/gakkou/

大阪府 枚方市 ③ ごみ減量フェア
リサイクル品の無料抽選会など、ごみ減量施策を通し、循環型
社会の構築を目的とした啓発型イベントとして開催していま
す。

11月4日 穂谷川清掃工場
枚方市（環境事業部　減量
業務室）

無料
枚方市（環境事業部
減量業務室）
072-849-7969

大阪府 枚方市 ②、③ 灯華祭（大学祭） 展示・発表および各種イベント・模擬店等 11月3, 4日
大阪国際大学枚方キャ
ンパス

大阪国際大学 http://www.oiu.ac.jp

大阪府 枚方市 ③
北山祭
（大学祭）

ゼミによる研究内容発表・展示、コンサー
ト・ステージ企画、一般市民によるフリー
マーケット等

11月3日
大阪工業大学
情報科学部

大阪工業大学
北山祭
実行委員会

無料

大阪工業大学
情報科学部事務室
072-866-5302
http://www.is.oit.ac.jp/~
club/~kitayamasai/

大阪府 平野区 ②
平野五校園共同研究
発表会

大阪教育大学附属平野五校園の共同研究の成果を発表しま
す（公開授業・研究協議・講演）。

11月3日
大阪教育大学附属平野
五校園

大阪教育大学
大阪教育大学附属平野五
校園

http://www.hirano-
j.oku.ed.jp

大阪府 藤井寺市 ①
親子でたのしむ絵本の
講座

赤ちゃんから2歳くらいの幼児と、その保護者を対象に、幼児
むけの絵本を紹介し、本の世界の楽しさを伝えます。

10月26日, 11月2,
9, 16日

藤井寺市立図書館 藤井寺市立図書館 無料 TEL072-938-2197

大阪府 藤井寺市 ① 古代史料展示
遺跡・古墳を多く出土する藤井寺市の特色を活かし収集した、
古代史に関する本を展示・貸出し、利用を広めます。

9月29日～10月30
日

藤井寺市立図書館 藤井寺市立図書館 無料 TEL072-938-2197

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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大阪府 藤井寺市 ①
第二回・カワイイ手作り
絵本展

地元短大生による手作り絵本の作品展。　子どもに絵本の楽
しさ面白さを視覚・触覚の面から味わってもらいます。出品　大
阪女子短期大学。

11月1～29日 藤井寺市立図書館 藤井寺市立図書館 無料 TEL072-938-2197

大阪府 藤井寺市 ①②③
藤井寺市民表彰・感謝
状贈呈式

市の政治、経済、文化、社会その他各般にわたり市政振興に
寄与した個人又は団体を表彰 （表彰区分には教育文化功労
以外も含まれています。）

11月3日
市立市民総合会館別館
中ホール

藤井寺市 無料
http://www.city.fujiid
era.osaka.jp/

大阪府 松原市 ①

聞きにおいで・見にお
いで・こんなんやってま
す－市民グループによ
るイベント

自分の声をテープにふきこむ体験、本を見ながらテープで聞く
おはなし、ペープサート･パネルシアターなどの上演、民話の
語り、おはなし会などを各ボランティアグループが行います。

10月20日 松原市民松原図書館 松原市民図書館 無料 072-334-8060

大阪府 松原市 ①
親子で楽しむわらべた
－みんなでうたってあ・
そ・ぼ

1歳半以上の幼児と保護者を対象に、手遊びをしたり、わらべ
うたを歌いながらからだを使って遊んだりします。

10月23日 松原市民松原図書館 松原市民図書館 無料 072-334-8060

大阪府 松原市 ①
うたものがたり－はら
ぺこあおむしからオペ
ラまで

絵本を歌で聴いたり、子どもたちがジブリやディズニーの曲を
一緒に歌ったりできるオペラのコンサートです。

10月28日 松原市民松原図書館 松原市民図書館 無料 072-334-8060

大阪府 松原市 ①,③ 松原市民文化祭
市民が制作した作品の展示や、俳句・詩吟・囲碁・将棋・社交
ダンスの大会が行われます。

10月27, 28日, 11
月3日

各市立公民館、松原図
書館、市民道夢館

松原市民文化祭実行委員
会

無料
地域教育振興課(電
話072-337-3133)

大阪府 松原市 ①②③
平成２４年度松原市表
彰式並びに松原市教
育委員会表彰式

松原市の市政や教育の振興に関し、功績顕著である者及び児
童、生徒として表彰に値する者に感謝の意を表し表彰状等を
贈呈する。

11月3日 松原市文化会館 松原市・松原市教育委員会 無料
http://www.city.mats
ubara.osaka.jp

大阪府 松原市 ③ 第26回松原市音楽祭
洋楽（コーラス、ブラスバンド、ギターなど）、邦楽（琴、尺八な
ど）の演奏が行われます。

11月4日 松原市文化会館 松原市音楽祭実行委員会 無料
松原市文化会館　(電
話 336-5755)

大阪府 松原市 ① 絵本のひろば
ボランティアグループが、おすすめの絵本を展示し、その場で
読み聞かせをしたり手作り紙芝居をしたりします。

11月11日 松原市民松原図書館 松原市民図書館 無料 072-334-8060

大阪府 松原市 ① リサイクルブックフェア 図書館での利用を終えた本のリサイクルフェアです。 11月18日 松原市民松原図書館 松原市民図書館 無料 072-334-8060

大阪府 岬町 ③ 岬町文化祭
文化の日を中心とした町民参加型の文化祭です。作品の展示
や、舞踊．民謡の芸能やコーラス．マンドリンの演奏などを催し
ます。

11月3～11日
岬町立淡輪公民館・海
風館

岬町文化祭実行委員会 無料
岬町教育委員会　生
涯学習課　072-492-
2715

大阪府 箕面市 ③
箕面市教育委員会千
里金蘭大学連携講座

「源氏物語」入門 11月2日 箕面市西南公民館
箕面市教育委員会・千里金
蘭大学

072-723-5222

大阪府 箕面市 ③
坂の上の音楽会
VOL.5

大阪青山短期大学・大阪青山大学の学生による、ピアノ演奏・
合唱・ビッグバンドなどの楽しい音楽会。

10月27日
大阪青山大学・　　　大
阪青山短期大学　　箕
面キャンパス

大阪青山短期大学　　大阪
青山大学

無料
http://www.osaka-
aoyama.ac.jp

要事前予約

大阪府 箕面市 ①③ 大学祭 学習発表や模擬店など 11月13日
大阪青山大学・　　　大
阪青山短期大学　　箕
面キャンパス

大阪青山大学　　　　大阪青
山短期大学

http://www.osaka-
aoyama.ac.jp

大阪府 守口市 ① 文化財展 市内の文化財を展示します。 10月25～30日 中央公民館 教育委員会、文化財研究会 無料
守口市教育委員会生
涯学習課　06-6995-
3158

大阪府 守口市 ①
海洋堂ﾌｨｷﾞｭｱの世界
展―はじまりの地、守
口への帰還―

守口市で設立された海洋堂のﾌｨｷﾞｭｱを約4000点展示します。 11月1日～1月6日 守口市現代南画美術館 教育委員会
守口市教育委員会生
涯学習課　06-6995-
3158

大阪府 守口市 ①　②
守口市教育委員会表
彰式

教育の発展や文化・体育活動に関して、すぐれた業績を挙げ
た個人・団体を表彰するものです。

11月1日 守口市立教育文化会館 教育委員会 無料
守口市教育委員会総
務課　06-6995-3152

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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大阪府 守口市 ③
奥田メモリアルフェス
ティバル

古典芸能（能・狂言）の公演を地域住民ほか広く一般市民を対
象に行います。

11月15日
大阪国際学園 奥田メモ
リアルホール

学校法人 大阪国際学園 無料 http://www.oiei.jp/festa/

大阪府 守口市 ②
地域別文化祭（第４ブ
ロック音楽祭）

音楽の授業及び特別活動での成果の発表を行います。 11月11日
大阪国際学園 奥田メモ
リアルホール

大阪府高等学校音楽教育
研究会・第４ブロック音楽教
育研究会

無料

大阪府立牧野高等学
校 芸術科音楽　池口
愛子　　TEL 072-
851-1050

大阪府 守口市 ②、③ 優花祭（大学祭） 展示・発表および各種イベント・模擬店等 10月20, 21日
大阪国際大学・大阪国
際大学短期大学部　守
口キャンパス

大阪国際大学・大阪国際大
学短期大学部

http://www.oiu.ac.jp/

大阪府 八尾市 ① 文学講座

「名歌鑑賞～万葉集から現代まで～」　と題し、短歌の読み比
べ講座を行います。
9/8①万葉集、10/13②古今和歌集
11/10③新古今和歌集、12/8④現代短歌

9月8日～12月8日
全４回

八尾市立八尾図書館 八尾市立図書館 無料
http://web-
lib.city.yao.osaka.jp/

大阪府 八尾市 ① 読書週間講演会
「捨てて生きる-90分de読む『方丈記』-」と題し、京都産業大学
文学部教授 小林一彦氏を講師に招き講演会を実施します。

10月6日 八尾市立八尾図書館 八尾市立図書館 無料
http://web-
lib.city.yao.osaka.jp/

対象期間外であるが、読書週
間の行事であるため掲載

大阪府 八尾市 ① 本のリサイクルまつり
市民の方から持込・寄贈をいただいた本によるリサイクルフェ
アです。

10月20日 八尾市立山本図書館 八尾市立図書館 無料
http://web-
lib.city.yao.osaka.jp/

大阪府 八尾市 ③
清塚信也ピアノリサイ
タル

ピアノリサイタル 10月21日
八尾市文化会館小ホー
ル

八尾市文化振興事業団 http://prismhall.jp/

大阪府 八尾市 ① 講演会
「『古事記』における天照大御神と八百万の神」と題し、古事記
学会代表理事 毛利正守氏を講師に講演会を実施します。

10月27日 志紀コミュニティセンター 八尾市立図書館 無料
http://web-
lib.city.yao.osaka.jp/

大阪府 八尾市 ① 講演会
21世紀に読みたい『古事記』～編纂1300年記念～と題し、梅花
女子大学教授 市瀬雅之氏を講師に講演会を実施します。

11月17日 八尾市立山本図書館 八尾市立図書館 無料
http://web-
lib.city.yao.osaka.jp/

大阪府 八尾市 ①③
八尾市文化芸術芸能
祭

市民の文化芸術活動の発表 11月4, 6～11日 八尾市文化会館
八尾市文化芸術芸能祭実
行委員会

無料
八尾市生涯学習セン
ター
072-924-3876

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


