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宮城県 石巻市 ①,③ 第45回渡波地区市民文化展 公民館利用団体や地域の方々が制作した作品を展示します。 11月3日～4日 石巻市渡波公民館
石巻市渡波公民館 渡波公民館利用団体
連絡協議会

無料
石巻市渡波公民館
0225-24-0941

宮城県 石巻市 ① 除籍図書の譲渡会 市民を対象に、図書館での役目を終えた本の無償譲渡を行います。 10月27日 石巻市図書館多目的室 石巻市図書館 無料
石巻市図書館
活動G
0225-93-8635

宮城県 石巻市 ①,③
平成３０年度第２回石巻市図書館郷土
史バスツアー「歴史探訪～女川騒動・
飯田口説の足跡をたどる～」

女川騒動・飯田口説のゆかりの地を訪れ、市民の方々に郷土に対する知
識・関心を深めていただくことを目的とするバスツアーを開催します。

11月1日
岩手県大船渡市真稱寺及び長安寺
他

石巻市図書館 無料
石巻市図書館
企画支援G
0225-93-8635

宮城県 石巻市 ①
手作り絵本展＆”子どもの本を読む
会”ってなあに？

市民が製作した手作り絵本と、石巻市図書館で毎月開催している”子どもの
本を読む会”のテキストを展示し、市民の読書活動の推進を図ります。

10/16～11/18 石巻市図書館２階展示室 石巻市図書館 無料
石巻市図書館
企画支援G
0225-93-8635

宮城県 石巻市 ①,③
河南民俗芸能発表会（第27回かなんま
つり）

石巻市指定文化財である無形民俗文化財の保存及び伝承活動を行ってい
る青少年と、指導者による発表会を開催し、郷土民族芸能の交流と伝承の
振興を図ります。

11月4日 石巻市遊楽館 石巻市河南民俗芸能文化財保存協会 無料
石巻市河南公民館
0225-86-3663

宮城県 石巻市 ①,② 第15回かなん少年の主張大会
河南地区の小中学生が日常考えていることを自分の意見として心豊かに発
表し合う機会にするとともに、河南地区青少年健全育成の一助となることを
願い実施します。

11月17日 石巻市遊楽館 河南地区青少年健全育成市民会議 無料
石巻市河南公民館
0225-86-3663

宮城県 大河原町 ② 金小祭
保護者・地域の方々に日頃の学習の成果を発表します。全校合唱や劇，合
唱・合奏等。中でも金ヶ瀬地区の伝統芸能である「堤神楽」を６年生が披露し
ます。

10月20日 大河原町立金ヶ瀬小学校体育館 大河原町立金ヶ瀬小学校 無料
大河原町教育委員会HP
http://www.ogawara-
k.miyagi.jp/kanasyo/

大河原町立金ヶ瀬小学校
0224-53-1366

宮城県 大河原町 ② 志集会
中学校の卒業生や地域の方を講師として招聘し，中学生に講話をしていた
だく。生徒が夢や志についての意識を高めることを目的としている。

10月26日 大河原中学校 大河原中学校 無料
http://www.ogawara-
k.miyagi.jp/daichu/

大河原町立大河原中学校
0224-52-3501

宮城県 大河原町 ①,② みやぎ教育の日 大河原教育事務所管内の学校教育及び社会教育に関するパネル展示 11月1日～11月7日 大河原合同庁舎１階ホール 大河原教育事務所 無料
http://www.pref.miyagi.jp/ok-
kyouiku/

大河原教育事務所教育班
0224-53-3111(内565)

宮城県 大河原町 ②,③ 教育委員会関連事業写真展 学校教育及び生涯学習関連事業活動の写真展 11/1～11/30 大河原町役場庁舎1階ロビー 大河原町教育委員会 無料
大河原町教育委員会HP
http://www.town.ogawara.miyagi.jp
/

大河原町教育委員会
教育総務課
0224-53-2742

宮城県 大河原町 ② 音楽発表会
学年ごとに合唱や合奏を発表する活動により、学年に応じた表現力を高め
るとともに、豊かな情操を養います。

10月23日児童公開
10月27日一般公開

大河原小学校 大河原小学校 無料
大河原小学校HP
http://www.town.ogawara.miyagi.jp
/daisyo/

大河原町立大河原小学校
0224-52-3401

宮城県 大河原町 ② 暗唱発表会（全校集会）
学年ごとに、町発行の暗唱読本を題材とした暗唱を発表する活動により、学
年に応じた表現力を高めるとともに、豊かな情操を養います。

11月14日 大河原小学校 大河原小学校 無料
大河原小学校HP
http://www.town.ogawara.miyagi.jp
/daisyo/

大河原町立大河原小学校
0224-52-3401

宮城県 大河原町 ② 暗唱発表会（全校集会）
学年ごとに、町発行の暗唱読本を題材とした暗唱を発表する活動により、学
年に応じた表現力を高めるとともに、豊かな情操を養います。

11月14日 大河原小学校 大河原小学校 無料
大河原小学校HP
http://www.town.ogawara.miyagi.jp
/daisyo/

大河原町立大河原小学校
0224-52-3401

宮城県 大河原町 ③ 民俗資料収蔵室一般公開 民俗資料収蔵室の一般展示。 10/19～10/21 民俗資料収蔵室 生涯学習課 無料 http://www.town.ogawara.miyagi.jp
大河原町教育委員会
生涯学習課
0224-53-2758

宮城県 大河原町 ③ 佐藤屋プロジェクト企画展 登録有形文化財　佐藤屋邸を活用とした企画展。展示物の展示等。 10/19～10/21 佐藤屋邸 佐藤屋プロジェクト 無料
大河原町教育委員会
生涯学習課
0224-53-2758

宮城県 大河原町 ①,③
駅前図書館絵本と学びのへや
星空さんぽ

絵本と学びのへやの中で星に関する学習会を開催。 10/27
駅前図書館
絵本と学びのへや

生涯学習課／駅前図書館 無料 http://www.town.ogawara.miyagi.jp
大河原町駅前図書館
02254-51-3330

宮城県 大河原町 ①,③ 町民文化祭（第47回） 文化協会に所属する各種団体・サークルの活動成果の発表や作品展示。 10/13～11/11
大河原町中央公民館
大河原町金ケ瀬公民館

大河原町文化協会
大河原町中央公民館

無料 http://www.town.ogawara.miyagi.jp
大河原町中央公民館
0224-53-4050

宮城県 大郷町 ①
第４回おおさと秋まつり
生涯学習フェスティバルの部

町民の生涯学習活動を推進し、心身の健康増進を図るため、日ごろの活動
を発表する機会を提供する。芸能発表、創作物展示、ワークショップ等を実
施する。

芸能10月27日
展示10月27.28日

大郷町文化会館
大郷町B&G海洋センター

大郷町教育委員会 無料

社会教育課
（B&G海洋センター）
TEL：022-359-2982
FAX:022-359-4537

第60回「教育・文化週間」関連行事

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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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第60回「教育・文化週間」関連行事

宮城県 大郷町 ①
第４回おおさと秋まつり
ファミリーマラソンの部

町内外の者を対象に、スポーツ活動を推進し、心身の健康増進を図り、大郷
町の魅力を発信するため、ファミリーマラソン大会を開催する。

11/4 大郷町総合運動場 大郷町教育委員会

社会教育課
（B&G海洋センター）
TEL：022-359-2982
FAX:022-359-4537

参加募集期間
9/1～9/28

宮城県 加美町 ③ 加美町秋まつり
郷土芸能や文化活動の展示、地場産品の展示即売などを実施します。町内
外の方々との世代を超えた交流や地域の魅力発信の場とします。

10月28日
加美町陶芸の里
スポーツ公園総合体育館

加美町秋まつり実行委員会 無料
加美町役場商工観光課
0229-63-6000

宮城県 加美町 ③ 加美町食の文化祭
加美町に伝わる郷土料理や家庭料理の伝承の場として、調理体験や試食、
展示、啓発活動を実施します。

10月28日
加美町陶芸の里
スポーツ公園総合体育館

加美町食の文化祭実行委員会 無料
加美町役場商工観光課
0229-63-6000

宮城県 川崎町 ①,③ 川崎町民文化祭
町民の教養を高め、優れた文化の町を目指すため、絵画・書道・手芸等を幅
広く募集し、また、音楽・舞踊等の発表を行い、お互い鑑賞しあいながら、よ
り豊かな心と情操を図ることを目的に実施している。

11月3日 川崎町山村開発センター 川崎町文化協会、川崎町（共催） 無料
川崎町文化協会事務局
（川崎町公民館内）
☎(0224)84-2111

宮城県 気仙沼市 ①,③ 気仙沼市文化財保護強調月間

気仙沼市では，文化財保護強調週間（11月1日～7日）の意義を普及啓発す
るため，11月を「気仙沼市文化財保護強調月間」と位置付け，文化財所有者
や関係団体と連携し，市民が身近な歴史や文化に触れ，親しむ機会を提供
するため，文化財の一般公開や講演会等，文化財に関連した行事を展開し
ます。

11月1日～30日 気仙沼市内 気仙沼市教育委員会 無料 http://www.kesennuma.miyagi.jp/
気仙沼市教育委員会
生涯学習課文化振興係
0226-22-3442

詳細は，10月中旬頃か
ら行事毎に随時紹介予
定

宮城県 蔵王町 ③ 第42回蔵王町文化祭
蔵王町文化協会加盟団体を中心に、絵画・生け花・書道等の展示、民謡民
舞の発表、創作芸能等も披露します。

11月3日～4日
蔵王町ふるさと文化会館
（ございんﾎｰﾙ）

蔵王町・蔵王町教育委員会
蔵王町文化協会

無料
蔵王町教育委員会
生涯学習課
0224-33-2019

宮城県 塩竈市 ①,②,③ 平成29年度塩竈市教育功績者表彰式
学校教育、社会教育、芸術、文化、スポーツその他教育の振興に顕著な功
績のあった個人・学校・団体等に対して表彰を行う。

11月1日 ふれあいエスプ塩竈 塩竈市教育委員会 無料
教育総務課総務係
022-362-7744

宮城県 塩竈市 ①, ② 第12回塩竈市教育フェスティバル
学校教育や社会教育の日頃の取組について、展示・ステージ発表等を通し
て、広く市民に理解してもらうとともに、様々な視点から家庭・地域社会及び
学校の連携の必要性について理解と啓発を図る。

11月10日 塩釜ガス体育館 塩竈市教育委員会 無料
学校教育課学校教育係
022-365-3216

宮城県 柴田町 ③
槻木地区
ふるさとまつり

槻木小学校区の住民及び学習センターの利用者に対し，芸術文化活動の
発表の場（展示・ステージ発表）を住民と学習センターが協働して開催しま
す。

10月20日～21日
槻木生涯
学習センター

槻木地域づくり推進協議会 無料
槻木生涯学習センター
0224-56-1997

宮城県 柴田町 ③
文化協会
文化祭

本協会に加盟している団体が，日頃の練習や活動をしている発表の場とし
て，芸能発表大会と展示発表会を開催します。

10月27日～28日
槻木生涯
学習センター

柴田町文化協会 無料
槻木生涯学習センター
0224-56-1997

宮城県 柴田町 ① 柴田町子どもフェスティバル
町内の子供たちが一堂に会し，子ども会等が設けた遊びのブースで様々な
遊びを体験することにより，子どもたちの交流を図るものです。いっぱい遊
ぶと，駄菓子がもらえます。

10月28日 柴田町農村環境改善センター
柴田町子ども会育成会連絡協議会、
柴田町、柴田町教育委員会

無料
柴田町教育委員会
生涯学習課
0224-55-2135

宮城県 柴田町 ③ 秋のしばた茶会
本格的な茶室（如心庵）を使った茶席（濃茶席）と大寄せの広間（薄茶席）、
立札（薄茶席）で、初心者でも気軽に茶に親しんでもらうために開催します。

11月3日 しばたの郷土館 柴田町茶会運営委員会 http://www.town.shibata.miyagi.jp
しばたの郷土館
0224-55-0707

3席1500円
2席800円

宮城県 柴田町 ③
国際姉妹都市中国丹陽市・往来都市
鎮江市・柴田町文化交流書画展

生活風俗の相互理解を図り、友好交流を促進することを目的に、市民・町民
レベルの文化交流作品展を開催します。

11月9日～14日 しばたの郷土館 日中友好協会、柴田町教育委員会 無料
柴田町教育委員会
生涯学習課
0224-55-2135

宮城県 柴田町 ①,③ 西住地区文化祭
地区住民や公民館で活動している団体等が作品の展示や演芸等を発表す
る場を提供し、地域活動の促進と地域住民の親睦交流を深めます。

11月10日～11日 西住公民館 第30区行政区 無料
船岡生涯学習センター
0224-59-2520

宮城県 柴田町 ③ 船迫小地区ふるさと文化祭
船迫小学校区の住民及び学習センターの利用者の芸術文化活動の発表の
場（展示・ステージ発表）として、住民と学習センターが協働して開催します。

11月11日
船迫生涯
学習センター

船迫小地区ふるさと運動推進協議会 無料
船迫生涯学習センター
0224-57-2011

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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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宮城県 柴田町 ② 音楽発表会
日常の音楽学習の成果を発表し、音楽の楽しさと発表の喜びを味わわせる
ため、学年ごとに合唱や合奏に取り組み、発表します。

10月27日 船岡小学校体育館 柴田町立船岡小学校 無料
http://funaoka-es.shibata-
town.ed.jp

柴田町立船岡小学校
0224-55-1064

宮城県 柴田町 ② 音楽発表会
音楽学習の成果を、学年ごとに発表します。合唱や合奏の発表を通じて、音
楽の楽しさや表現の喜びを味わわせ、豊かな情操を養います。

10月20日 船迫小学校体育館 柴田町立船迫小学校 無料
http://funabasama-es.shibata-
town.ed.jp

柴田町立船迫小学校
0224-55-5394

宮城県 柴田町 ①,③ 第15回東船岡秋祭り

東船岡小学校を核とした地域交流イベント。児童が出展の企画・運営やお神
輿作りを創意工夫、協力して行うことにより、一つのことを成し遂げる力を身
に付けさせるために開催する。学区内の各種団体もバザーなどを運営す
る。

11月4日 東船岡小学校
柴田町立東船岡小学校
（共催：東船岡地区ふるさとづくり推進協議
会・柴田町船岡生涯学習センター）

無料
info@higashifunaoka-es.shibata-
town.ed.jp

柴田町立東船岡小学校
0224-55-1811

宮城県 柴田町 ①③ スポーツフェスティバルin柴田 柴田町町民および仙台大学学生参加による各種スポーツイベント 10月6 日・7日・8日 仙台大学 柴田町・仙台大学 無料 gakusei@sendai-u.ac.jp
仙台大学学生生活室
℡0224-55-3019

宮城県 柴田町 ①③ 2018東北こども博

東日本大震災で傷ついた子供の心を癒し、心身のリフレッシュを図り、これ
から子供たちが直面する困難に立ち向かっていく際の糧を彼らに手にしても
らい、それを介して子供たちの生きる力と学ぶ力、困難に立ち向かう力を養
う基礎づくりをコンセプトにしたイベント

10月6日・7日 仙台大学 2018東北こども博実行委員会 無料
仙台大学
TEL:0224-55-1121

宮城県 仙台市 ①,②,③ みやぎ教育の日推進大会 教育の実践発表や小中学校の合唱，講演会を行います。 11月1日 ホテル白萩
・みやぎ教育の日推進協議会
・宮城県教育委員会

無料

【みやぎ教育の日ＨＰ】
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki
/kyou-soumu/kyouikunohi-
top.html

宮城県教育庁
総務課広報調整班
022-211-3614
kyoikgp@pref.miyagi.lg.jp

宮城県 仙台市 ③ 第55回宮城県芸術祭
宮城県芸術祭は，宮城県の芸術文化の振興と発展を目的として開催される
県内最大級の文化催事です。意欲的な美術作品の展示やステージ発表の
ほか，芸術各部門のコラボレーション特別企画などを実施します。

9月～3月
せんだいメディアテーク，日立システ
ムズホールほか

公益社団法人宮城県芸術協会
http://miyagiart.com/art-
festival/index.html

宮城県芸術祭事務局
（公益社団法人宮城県芸術協会内）
022-261-7055

宮城県 仙台市 ②
みやぎ産業教育フェア
「さんフェア宮城２０１８」

農業，工業，商業，水産，家庭，福祉，看護及び特別支援学校の専門高校
等で学ぶ生徒が一堂に集い，「さんフェア宮城２０１８」を開催します。
キッズビジネスタウンやファッションショーなどのイベントや，高校生が育てた
農産物や作品の展示・販売などを通じて，日頃の学習成果を紹介し，専門
高校の魅力を発信します。
内容は，各校による体験・実演コーナー，交流イベント及び研究発表等で，
開催時間は午前１０時～午後２時です。

11月11日 県庁・勾当台公園 みやぎ産業教育フェア実行委員会 無料
【みやぎ産業教育フェアHP】
http://www.pref.miyagi.jp/site/sub
-jigyou/car-sanfair.html

宮城県教育庁
高校教育課キャリア教育班
022-211-3625

宮城県 仙台市 ①,③ ビブリオバトル

ビブリオバトルとは，他の人にすすめたい本を紹介し合い， どの本が一番読
みたくなったかを 参加者全員で投票して「チャンプ本」を決めるイベントで
す。 本や知識との新たな出会いを楽しむ場づくり を目指して，ビブリオバト
ルを開催いたします。

11月10日 宮城県図書館 宮城県図書館 無料
http://www.library.pref.miyagi.jp/la
test/events/schedule/

宮城県図書館企画協力班
022-377-8445

ＨＰは後日公開予定

宮城県 仙台市 ①,③
宮城県図書館移転２０周年記念講演
会

宮城県図書館が平成１０年３月に，仙台市榴ヶ岡から現在地の仙台市泉区
紫山に移転してから２０周年を迎えるにあたり，県図書館へのより一層の関
心を高めることによりさらなる利用促進を図るため，宮城県にゆかりのある
方を講師として招き，記念講演会を開催いたします。

11月24日 宮城県図書館 宮城県図書館 無料
http://www.library.pref.miyagi.jp/la
test/events/schedule/

宮城県図書館企画協力班
022-377-8445

ＨＰは後日公開予定

宮城県 仙台市 ① 泉ケ岳を写そう・秋
秋の泉ケ岳山麓の撮影を通して，季節の移ろいを感じるとともに撮影技術の
向上を図ります。

10月28日 泉ケ岳 オーエンス泉岳自然ふれあい館
【仙台市泉岳自然ふれあい館HP】
http://www.shizenfureaikan.jp/

オーエンス泉岳
自然ふれあい館
022-379-2151

要事前申込み（10月上
旬募集開始予定）
定員30名程度

宮城県 仙台市 ①
トワイライトサロン「天文台長　土佐誠
の宇宙が身近になる話」

天文台長・土佐誠が土曜の夜だけに開くサロン。飲食自由の気軽な雰囲気
の中で宇宙をテーマにお話します。

10月27日，
11月3日，10日

仙台市天文台 仙台市天文台 無料 http://www.sendai-astro.jp/
仙台市天文台
022-391-1300

宮城県 仙台市 ① 東北文化の日施設無料開放 展示室，プラネタリウム（一般投映），天体観望会を無料で観覧できます。 11月3日 仙台市天文台 仙台市天文台 無料 http://www.sendai-astro.jp/
仙台市天文台
022-391-1300

宮城県 仙台市 ① 東北文化の日「昼間の天体観望会」
口径1.3メートルの「ひとみ望遠鏡」で，昼間でも見える明るい天体を観察しま
す。

11月3日 仙台市天文台 仙台市天文台 無料 http://www.sendai-astro.jp/
仙台市天文台
022-391-1300

宮城県 仙台市 ①
プラネタリウム震災特別番組「星空とと
もに」

被災者から寄せられた星と震災にまつわるエピソードをもとに仙台市天文台
が制作したプラネタリウム特別番組を投映します。

11月10日 仙台市天文台 仙台市天文台 無料 http://www.sendai-astro.jp/
仙台市天文台
022-391-1300

要整理券（当日9時から
インフォメーションにて配
布）

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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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第60回「教育・文化週間」関連行事

宮城県 仙台市 ①,③ 文化財公開の日 地域の文化財を公開することにより、文化財の保護と普及啓発を図ります。 11月3日 文化財所在地 仙台市教育員会 無料
仙台市教育委員会
文化財課
022-214-8892

宮城県 仙台市 ①,②,③ 企画展「仙台古地図の旅２」
明治、大正、昭和初め、戦時中における近代仙台の地図を中心に、城下絵
図や戦後、現代の地図、写真資料などを紹介し、近代都市仙台の成立や変
遷を振り返ります。

7月14日～11月4日 仙台市歴史民俗資料館 仙台市歴史民俗資料館
http://www.sendai-
c.ed.jp/~bunkazai/~rekimin/

仙台市歴史民俗資料館
022-295-3956

宮城県 仙台市 ①,③
第11回ホームムービーの日
「なつかし仙台８ミリフィルム上映会」

家庭に眠るホームムービーにスポットをあてようと、全世界で一斉に開催さ
れるホームムービーの日にちなんで、市民の皆様からご提供いただいた８ミ
リフィルムの映像を紹介します。

10月20日 仙台市歴史民俗資料館
仙台市歴史民俗資料館
(連携：NPO20世紀ｱｰｶｲﾌﾞ仙台)

http://www.sendai-
c.ed.jp/~bunkazai/~rekimin/

仙台市歴史民俗資料館
022-295-3956

宮城県 仙台市 ①,②,③
れきみん秋まつり2018
～みごとなり！巧みな東北ここにあり
～

東北には、長い時間をかけて作り上げられた文化が息づいています。新しい
技術が目を引く時代にも、伝統の技が色あせることはありません。培われて
きた伝統の技に触れ、鑑賞する機会を提供します。

10月27日,
11月3日

仙台市歴史民俗資料館 仙台市歴史民俗資料館 無料
http://www.sendai-
c.ed.jp/~bunkazai/~rekimin/

仙台市歴史民俗資料館
022-295-3956

宮城県 仙台市 ①,②,③
特別展「コメどころ仙台～コメの生産と
消費の歴史～」

江戸時代以来、コメの生産地として知られた仙台平野と、消費地である城下
町・仙台の変遷から、コメを中心にしたかつてのくらしを振り返ります。機械
化される以前のコメ作りや、食生活の変化などについて紹介します。

11月17日～4月14日 仙台市歴史民俗資料館 仙台市歴史民俗資料館
http://www.sendai-
c.ed.jp/~bunkazai/~rekimin/

仙台市歴史民俗資料館
022-295-3956

宮城県 仙台市 ①,②,③
特別展「コメどころ仙台～コメの生産と
消費の歴史～」展示解説

特別展「コメどころ仙台～コメの生産と消費の歴史～」について、当館学芸員
が展示解説をおこないます。

11月17日 仙台市歴史民俗資料館 仙台市歴史民俗資料館
http://www.sendai-
c.ed.jp/~bunkazai/~rekimin/

仙台市歴史民俗資料館
022-295-3956

宮城県 仙台市 ①,②,③ 企画展「カオの考古学」
宮城県内の資料を中心に、縄文時代～近世まで、どのように「カオ」が表現
されてきたのかを紹介します。表現されたものにはどのような意味が込めら
れていたのかを探る企画展です。

10月26日～12月16日 仙台市富沢遺跡保存館 仙台市富沢遺跡保存館
http://www.sendai-
c.ed.jp/~bunkazai/~chiteinomori/

仙台市富沢遺跡保存館
022-246-9153

宮城県 仙台市 ①,②,③ 企画展ギャラリートーク 上記企画展の展示内容について、担当学芸員が解説を行います。 10月27日 仙台市富沢遺跡保存館 仙台市富沢遺跡保存館 無料
http://www.sendai-
c.ed.jp/~bunkazai/~chiteinomori/

仙台市富沢遺跡保存館
022-246-9153

入館料は必要です

宮城県 仙台市 ①,③ 無料入館
当日の入館者全員、館内展示（常設展示・企画展示）を無料でご覧いただけ
ます。

11月3日 仙台市富沢遺跡保存館 仙台市富沢遺跡保存館 無料
http://www.sendai-
c.ed.jp/~bunkazai/~chiteinomori/

仙台市富沢遺跡保存館
022-246-9153

宮城県 仙台市 ①,②,③ 縄文人の記憶の宴 縄文時代のまつりを復元、創造します。参加型のイベントを行います。 10月20日 仙台市縄文の森広場 仙台市縄文の森広場 無料
http//www.sendai‐
c.ed.jp/~bunkazai/~jyoumon/

仙台市縄文の森広場
022-307-5665

イベント
【時間】16:00～18:00

宮城県 仙台市 ①,②,③
縄文の知恵と技を学ぶ
「石器づくり名人とガラスの槍づくり」

縄文時代の技術を本格的に体験できる講座。今年度は瀬下直人氏（遠軽町
教育委員会）を講師として、黒曜石の代用品としてガラスを使用した槍先づく
りを行います。

11月11日 仙台市縄文の森広場 仙台市縄文の森広場
http//www.sendai‐
c.ed.jp/~bunkazai/~jyoumon/

仙台市縄文の森広場
022-307-5665

【時間】10:00～12:00
【対象】小学生以上15
名。
【申込】10月28日必着。

宮城県 仙台市 ①,②,③
週末体験講座
「干支の土製品づくり」

季節感を活かしたさまざまな縄文体験や縄文時代の人々の生活の一部を
体験していただくことで縄文時代への興味関心をひきだし、縄文人の技と心
を伝える講座。今回は、来年の干支である「亥」づくりに挑戦します。

11月18日 仙台市縄文の森広場 仙台市縄文の森広場
http//www.sendai‐
c.ed.jp/~bunkazai/~jyoumon/

仙台市縄文の森広場
022-307-5665

【時間】10:00～14:00
【対象】小学生以上20
名。
【申込】11月4日必着。

宮城県 仙台市 ①,②,③ 無料開放 常設展示を、どなたでも無料でご覧いただけます。 11月3日 仙台市縄文の森広場 仙台市縄文の森広場 無料
http//www.sendai‐
c.ed.jp/~bunkazai/~jyoumon/

仙台市縄文の森広場
022-307-5665

【開館時間】
9：00～16：45
（入館は16：15まで）

宮城県 仙台市 ③ 常設展観覧料無料 「東北文化の日」事業として常設展の観覧料を無料とします。 11月3日 仙台文学館
公益財団法人
仙台市市民文化事業団

無料 http://www.sendai-lit.jp/
仙台文学館
022-271-3020

特別展の観覧には別途
観覧料がかかります。

宮城県 仙台市 ③
特別展
「連載40周年記念　ガラスの仮面展」

連載40周年を迎えた演劇漫画の金字塔「ガラスの仮面」の原画、カラーイラ
スト、モノクロ原稿で各シーンを振り返り、作品の魅力をご紹介します。

10月6日～11月25日 仙台文学館
公益財団法人
仙台市市民文化事業団

一般800円
高校生460円
小・中学生230円

http://www.sendai-lit.jp/
仙台文学館
022-271-3020

開館時間9:00～17:00
（入館は16:30まで）

宮城県 仙台市 ②,③

仙台国際音楽コンクール関連事業
第6回入賞者
市民オーケストラとの共演
仙台ニューフィルハーモニー
第66回定期演奏会

在仙の市民オーケストラ等の主催演奏会に、仙台国際音楽コンクールの入
賞者をソリストとして提供することにより、市民の音楽活動の振興と国際的に
活躍する音楽家との交流を図ること、およびコンクール期間外の啓蒙活動と
して行っています。

10月21日
東北大学
川内萩ホール

仙台ニューフィルハーモニー管弦楽団・
公益財団法人仙台市市民文化事業団

一般1,000円
高校生以下500円

http://sendainewphil.client.jp/
仙台ニューフィル事務局
022-375-9654
熊谷方

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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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第60回「教育・文化週間」関連行事

宮城県 仙台市 ②,③
仙台ジュニアオーケストラ
第28回定期演奏会

仙台ジュニアオーケストラは仙台市が設立し、公募で選ばれた小学5年生か
ら高校2年生までの児童生徒で構成され、毎月3～4回の練習を行っていま
す。秋の定期演奏会と春のスプリングコンサートが主な催物となります。

10月28日 日立システムズホール仙台
仙台市・
公益財団法人
仙台市市民文化事業団

一般1,000円
高校生以下500円

http://www.city.sendai.jp/bunkashi
nko/gakuto/junior_28teien.html

仙台市市民文化事業団
音楽振興課
022-727-1876
（平日9：00～17：00）

宮城県 仙台市 ②,③
東京藝術大学
早期教育プロジェクト
木管+Hr部門

東京藝術大学との共催による逸材発掘プロジェクト。審査により選ばれた子
供たちへのレッスンを一般公開するほか、藝大講師陣によるコンサートも行
います。

11月4日 日立システムズホール仙台
東京藝術大学・仙台市・
公益財団法人仙台市市民文化事業団

無料
https://www.geidai.ac.jp/informatio
n/measure/eep/eep2018/eep2018
sendai1

仙台市市民文化事業団
音楽振興課
022-727-1872
（平日9：00～17：00）

受講生募集は
9月30日まで
一般聴講は
当日直接会場へ

宮城県 仙台市 ①,③ 企画展「竹であそぶ」

せんだい3.11メモリアル交流館の企画展。東日本大震災から7年がたち、交
流館が位置する仙台市東部沿岸地域の光景にもさまざまな変化が表れてき
ました。かつて竹で存分に遊んでいた世代に当時の使い方を学ぶ関連イベ
ントを交えながら、仙台市東部沿岸部のさまざまな自然資源について目を向
け、これからの暮らしへの活かし方を考える場となる企画展です。

9月4日～1月14日 せんだい3.11メモリアル交流館
せんだい3.11
メモリアル交流館（仙台市）

無料 http://sendai311-memorial.jp/
せんだい3.11
メモリアル交流館
022-390-9022

宮城県 仙台市 ①,③ 竹の音採集－生きた竹の音作り－

せんだい3.11メモリアル交流館の企画展「竹であそぶ」の関連イベント。切り
出したままの竹を鳴らしてみたり、加工して楽器を創ることで、様々な音を創
作していきます。さらに、サンプリングとモニタリングを重ねて、参加者全員で
一つの曲をつくります。

11月10日 せんだい3.11メモリアル交流館
せんだい3.11
メモリアル交流館（仙台市）

参加費1,000円 http://sendai311-memorial.jp/
せんだい3.11メモリアル交流館
022-390-9022

宮城県 仙台市 ① 避難訓練コンサート
広瀬文化センターホールにおいて、コンサート中に災害が発生したと想定し
防災訓練を行います。消防音楽隊の演奏は最後まで楽しんでいただけま
す。

11月1日 広瀬文化センター 広瀬文化センター・広瀬市民センター 無料

【広瀬市民センターHP】
http://www.sendai-
shimincenter.jp/aoba/hirose/index.
html

広瀬市民センター
022-392-8405

宮城県 仙台市 ①
みんなで学ぼう！ひろせ塾
蕃山トレッキング

蕃山トレッキングを開催し、地域の自然を学びます。山歩きをしながら秋の
紅葉を楽しみます。

11月2日
蕃山
広瀬市民センター集合

広瀬市民センター

【広瀬市民センターHP】
http://www.sendai-
shimincenter.jp/aoba/hirose/index.
html

広瀬市民センター
022-392-8405

宮城県 仙台市 ①　③ 第13回　秋の八木山フェスタ
「東北文化の日」協賛企画としてセルコホーム　ズーパラダイス八木山、八木
山ベニーランド、八木山市民センターの3つの会場で、さまざまな楽しいイベ
ントが開催されます。

11月3日
セルコホーム　ズーパラダイス八木
山、八木山ベニーランド、八木山市民
センター

秋の八木山フェスタ実行委員会
（仙台市八木山動物公園、八木山ベニーラ
ンド、東北工業大学、ＴＢＣ東北放送、仙台
市公園緑地協会、八木山市民センター、八
木山３歩）

無料
秋の八木山フェスタ
実行委員会事務局
022-229-1603

宮城県 仙台市 ①
大人の自分みがき講座「図書のたのし
み」

成人を対象に泉図書館との連携で大人のためのブックトークとストーリーテ
リングを実施します。

11月1日，8日 泉区中央市民センター 泉区中央市民センター 無料

【泉区中央市民センターHP】
http://www.sendai-
shimincenter.jp/izumi/izumichuou/i
ndex.html

泉区中央市民センター
022-372-8101

宮城県 仙台市 ③
ワイワイ若がえり塾（老壮大学）公開講
座
コンサート

高齢者が地域の人たちと関わりながら健康で心豊かに過ごせるよう、通年
で学習しながら地域の仲間作りや生きがいづくりにつなげます。今回は、地
域交流の一コマとして、「いずみオッチェンコール」の男声ハーモニーを楽し
む公開コンサートを実施します。

11月15日 加茂市民センター 加茂市民センター 無料

【加茂市民センターHP】
http://www.sendai-
shimincenter.jp/izumi/kamo/index.
html

加茂市民センター
022-378-2970

宮城県 仙台市 ①
災害から身を守るために
「昨今の異常気象について」

地域住民の防災意識・災害時の共助意識を高めて地域の結束力を向上さ
せ、災害時に迅速・的確に行動できるようにします。今回は、近年懸念が広
がる異常気象から新たな災害への関心を醸成します。

11月18日 加茂市民センター 加茂市民センター 無料

【加茂市民センターHP】
http://www.sendai-
shimincenter.jp/izumi/kamo/index.
html

加茂市民センター
022-378-2970

宮城県 仙台市 ①，③ うたごえ喫茶で　らららコンサート
ミニ「うたごえ喫茶」形式で、「トロイカ」や「一週間」など、どなたでも楽しめる
懐かしい曲の数々を演奏者のリードに合わせて、会場のみなさんと一緒に
楽しみながら歌います。

10月26日 高森市民センター 高森市民センター 無料

【高森市民センターHP】
http://www.sendai-
shimincenter.jp/izumi/takamori/ind
ex.html

高森市民センター
022－378－9950

宮城県 仙台市 ① 老壮大学「多聞塾」

地域の高齢者を対象に年間10回、様々なジャンルの学習機会を提供し、心
身共に健康で豊かな生活を送れるよう支援しています。今回は「健康寿命を
のばすには　～予防法と体操～」というテーマで講話と軽体操を実施しま
す。

11月1日 寺岡市民センター 寺岡市民センター 無料

【寺岡市民センターHP】
http://www.sendai-
shimincenter.jp/izumi/teraoka/inde
x.html

寺岡市民センター
022－378－4490

次回は12月6日、1月10
日に実施します。

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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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宮城県 仙台市 ① 秋の子ども読書フェスティバル
読書週間にちなんで，子どもの本の展示会や特別おはなし会など，各種行
事を実施します。

10月5日～11月21日

仙台市民図書館／仙台市広瀬図書
館／仙台市宮城野図書館／仙台市
榴岡図書館／仙台市若林図書館／
仙台市太白図書館／仙台市泉図書
館・子供図書室

仙台市図書館 無料

仙台市図書館HP「こどものページ」
http://lib-
www.smt.city.sendai.jp/kids/event
s.html

仙台市民図書館
022-261-1585

宮城県 仙台市 ① 星博士のおもしろ宇宙のおはなし 星博士（小石川正弘）による宇宙の話と絵本の読み聞かせなどを行います。 10月27日 せんだいメディアテーク２階会議室 仙台市民図書館 無料
仙台市民図書館
022-261-1585

宮城県 仙台市 ①
赤ちゃんと楽しむ絵本とわらべうたの
会

０歳児の赤ちゃんと保護者を対象とした，絵本とわらべうたの会を開催しま
す。

11月8日 せんだいメディアテーク２階会議室 仙台市民図書館 無料

仙台市図書館HP「こどものページ」
http://lib-
www.smt.city.sendai.jp/kids/event
s.html

仙台市民図書館
022-261-1585

宮城県 仙台市 ①
法テラス宮城×仙台市民図書館連携
事業

身近な法律について、弁護士によるわかりやすい解説と図書館の資料の紹
介を行います。

10月26日 仙台市民図書館 仙台市民図書館 無料
仙台市民図書館
022-261-1585

事前申込必要
（10/10　10：00～受付）

宮城県 仙台市 ① やさしい漢方講座 漢方薬局店主が、気になる症状と漢方について解説します。 10月28日 仙台市民図書館 仙台市民図書館 無料
仙台市民図書館
022-261-1585

宮城県 仙台市 ① 体験！図書館員になろう！ 小学生を対象として，図書館員の仕事を体験できる行事を開催します。 10月10日 広瀬図書館 仙台市広瀬図書館 無料
仙台市広瀬図書館
022-392-8421

宮城県 仙台市 ①
赤ちゃんと楽しむ絵本とわらべうたの
会

０歳児の赤ちゃんと保護者を対象とした，絵本とわらべうたの会を開催しま
す。

10月16日 広瀬市民センター 仙台市広瀬図書館 無料

仙台市図書館HP「こどものページ」
http://lib-
www.smt.city.sendai.jp/kids/event
s.html

仙台市広瀬図書館
022-392-8422

宮城県 仙台市 ① えいごｄｅおはなし会
英会話教室との連携により，英語による絵本の読み聞かせ等を実施しま
す。

10月17日 広瀬市民センター 仙台市広瀬図書館 無料
仙台市広瀬図書館
022-392-8423

宮城県 仙台市 ①，③ 宮城地区まつり参加「おはなしのへや」
地域イベントとして30回目を数える「宮城地区まつり」に，読み聞かせボラン
ティア団体等と協働で「おはなしのへや」を出店します。絵本や読み聞かせ
や紙芝居の実演などを行います。

10月28日 宮城総合支所 宮城地区まつり実行委員会 無料
仙台市広瀬図書館
022-392-8424

宮城県 仙台市 ① ベビーサイン体験会
日本ベビーサイン協会の認定講師によるベビーサイン体験行事を開催しま
す。

11月
（日付未定）

広瀬市民センター 仙台市広瀬図書館 無料
仙台市広瀬図書館
022-392-8425

宮城県 仙台市 ③ 映画上映会
秋の子ども向け映画上映会を開催します。
『おじゃる丸スペシャル～銀河がマロを呼んでいる』

10月8日
仙台市
宮城野図書館

仙台市
宮城野図書館

無料
仙台市宮城野図書館
022-256-7361

宮城県 仙台市 ③ 映画上映会
秋の大人向け映画上映会を開催します。
『僕たちと駐在さんの７００日戦争』

10月23日
仙台市
宮城野図書館

仙台市
宮城野図書館

無料
仙台市宮城野図書館
022-256-7361

宮城県 仙台市 ① 秋のスペシャルおはなし会
おはなし会の秋のスペシャル版。絵本の読み聞かせや手あそびを行いま
す。

10月28日
仙台市
宮城野図書館

仙台市
宮城野図書館

無料
仙台市宮城野図書館
022-256-7361

宮城県 仙台市 ①
赤ちゃんと楽しむ絵本とわらべうたの
会

0歳児の赤ちゃんと保護者を対象とした、絵本とわらべうたの会を開催しま
す。

11月1日
仙台市
宮城野図書館

仙台市
宮城野図書館

無料
仙台市宮城野図書館
022-256-7361

宮城県 仙台市 ③ 映画上映会
宮城野区中央市民センターまつりに参加し、大人向け映画上映会を開催し
ます。（上映作品未定）

11月10日
仙台市
宮城野図書館

仙台市
宮城野図書館

無料
仙台市宮城野図書館
022-256-7361

宮城県 仙台市 ①③ 製本ワークショップ
文庫本のソフトカバーをハードタイプに製本し直し、自分だけの１冊を作製し
ます。

11月下旬
（日付未定）

仙台市
宮城野図書館

仙台市
宮城野図書館

無料
仙台市宮城野図書館
022-256-7361

宮城県 仙台市 ①・③ みやぎの・まつり
地域イベント「みやぎの・まつり」に参加し、図書館の紹介・ワークショップな
どを実施します。

10月21日 榴岡公園
みやぎの区民協議会・
宮城野区まちづくり推進課

無料
仙台市榴岡図書館
022-295-0880

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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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宮城県 仙台市 ① としょかんたんていだん
探偵になって、図書館で出されたクイズに挑戦して、全問解けたら、プレゼン
トを渡します。

10月10日 仙台市榴岡図書館 仙台市榴岡図書館 無料
仙台市榴岡図書館
022-295-0881

宮城県 仙台市 ① 特別おはなし会 絵本の読み聞かせ、紙芝居、手遊びなどを実施します。 10月10日 仙台市榴岡図書館 仙台市榴岡図書館 無料
仙台市榴岡図書館
022-295-0882

宮城県 仙台市 ①
赤ちゃんと楽しむ絵本とわらべうたの
会

０歳児の赤ちゃんと保護者を対象とした，絵本とわらべうたの会を開催しま
す。

10月30日 仙台市榴岡図書館 仙台市榴岡図書館 無料

仙台市図書館HP「こどものページ」
http://lib-
www.smt.city.sendai.jp/kids/event
s.html

仙台市榴岡図書館
022-295-0883

宮城県 仙台市 ① 歴史講座「伊達家八百年の歴史絵巻」
「伊達家八百年、お殿様たちの知られざるエピソード」をご講話いただきま
す。

11月16日 仙台市生涯学習センター 仙台市榴岡図書館 無料
仙台市榴岡図書館
022-295-0884

宮城県 仙台市 ①
大人のための朗読会・声に出して楽し
む読書

図書館の所蔵の中から、選択し、参加者と一緒に音読を実施します。 11月17日 仙台市生涯学習センター 仙台市榴岡図書館 無料
仙台市榴岡図書館
022-295-0885

宮城県 仙台市 ① まちあるき歴史散歩 仙台駅東口界隈の史跡を、市民とともに歩きます。 11月20日 仙台市榴岡図書館とその周辺 仙台市榴岡図書館 無料
仙台市榴岡図書館
022-295-0886

宮城県 仙台市 ① 秋休み子ども映画上映会 秋休みの子どもたちを対象に、映画上映会を行います。 10月7日 仙台市若林図書館 仙台市若林図書館 無料
仙台市若林図書館
022-282-1175

宮城県 仙台市 ① ストーリーテリングのおはなし会
語り手と顔を見合わせ、生の声で語られる物語を楽しむおはなし会を開催し
ます。

10月21日 仙台市若林図書館 仙台市若林図書館 無料
仙台市若林図書館
022-282-1175

事前申込必要
（10月6日～受付開始）

宮城県 仙台市 ① 秋のかくだいおはなし会 拡大版のおはなし会を開催します。 10月24日 仙台市若林図書館 仙台市若林図書館 無料
仙台市若林図書館
022-282-1175

宮城県 仙台市 ① ヤギさんおはなしかい
毎月28日に開催される地域のイベント「新寺こみち市」に参加し、おはなし会
を行います。

10月28日 新寺こみち市会場内 仙台市若林図書館 無料
仙台市若林図書館
022-282-1175

宮城県 仙台市 ① ミステリークエスト 図書館に関連するクイズを解きながら、図書館や本を身近なものにします。 11月4日 仙台市若林図書館 仙台市若林図書館 無料
仙台市若林図書館
022-282-1175

宮城県 仙台市 ①
赤ちゃんと楽しむ絵本とわらべうたの
会

0歳児の赤ちゃんと保護者を対象とした、絵本とわらべうたの会を開催しま
す。

11月6日 仙台市若林図書館 仙台市若林図書館 無料

仙台市図書館HP「こどものページ」
http://lib-
www.smt.city.sendai.jp/kids/event
s.html

仙台市若林図書館
022-282-1175

事前申込必要
（10月10日～受付開始）

宮城県 仙台市 ①
赤ちゃんと楽しむ絵本とわらべうたの
会

０歳児の赤ちゃんと保護者を対象とした、絵本とわらべうたの会を開催しま
す。

11月20日 仙台市太白区中央市民センター 仙台市太白図書館 無料

仙台市図書館HP「こどものページ」
http://lib-
www.smt.city.sendai.jp/kids/event
s.html

仙台市太白図書館
022-304-2742

事前申込必要
(10/23～受付開始)

宮城県 仙台市 ①
赤ちゃんと楽しむ絵本とわらべうたの
会

０歳児の赤ちゃんと保護者を対象とした、絵本とわらべうたの会を開催しま
す。

10月26日 仙台市泉図書館 仙台市泉図書館 無料

仙台市図書館HP「こどものページ」
http://lib-
www.smt.city.sendai.jp/kids/event
s.html

仙台市泉図書館
022-375-6161

事前申込必要
9/19～先着順

宮城県 仙台市 ① 特別展　戊辰戦争150年
江戸幕府崩壊の契機となった開国から、鳥羽・伏見の戦いを経て、会津藩
救済のため奥羽越の諸藩が結成した列藩同盟とその戦い、更に降伏後の
歴史までを、仙台藩および東北の視点から紹介する展覧会です。

10月26日～12月9日 仙台市博物館
仙台市博物館、新潟県立歴史博物館、
福島県立博物館

https://www.city.sendai.jp/museu
m/

仙台市博物館
022-225-3074

新潟県立歴史博物館・
福島県立博物館と共同
で企画

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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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宮城県 仙台市 ①
特別展　戊辰戦争150年
プレイミュージアムイベント
袖章・小旗をつくろう

特別展に展示される、肩や袖に付けるしるしや旗をもとに、家紋やシンボル
マーク、有名な新選組のデザインなどを小さな布にスタンプインクやペンで
描いて袖章や小旗をつくるイベントです。

10月26日～12月9日 仙台市博物館　プレイミュージアム 仙台市博物館
https://www.city.sendai.jp/museu
m/

仙台市博物館
022-225-3074

参加自由、無料。
観覧券が必要。

宮城県 仙台市 ①
特別展　戊辰戦争150年
着用体験イベント　新選組隊士になろう

新選組の羽織の着用体験イベントです。羽織を身につけるだけでなく、仙台
藩の洋式軍隊である額兵隊の衣装と一緒に写真を撮ることができます。

10月26日～12月9日
の土日・祝日

仙台市博物館 仙台市博物館
https://www.city.sendai.jp/museu
m/

仙台市博物館
022-225-3074

【時間】10：00～11：30、
14：00～15：30
参加自由、無料
特別展観覧券が必要。

宮城県 仙台市 ①,②
体験講座　インドネシアの音楽・ガムラ
ン入門

　ガムランは、インドネシアの打楽器を中心とした合奏です。たくさんの種類
の楽器を使って、リズムや旋律を分担し、全体でひとつの音楽を作っていき
ます。この講座では、宮教大が所蔵するガムランを使って、インドネシアのバ
リ島の音楽を演奏します。受講者がなるべく多くの楽器を体験できるように
工夫する予定です。独特の音の響きをぜひ体験してください。ガムラン音楽
を育んだインドネシアの文化についてもお話しします。

10月20日 宮城教育大学 宮城教育大学
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/openlecture/koukai.html

宮城教育大学
研究・連携推進課
連携推進係
022-214-3521

宮城県 仙台市 ①,② 『探究の対話（p4c）』の実際

　今、宮城県内の小中学校に広く広まりつつある「探究の対話(p4c)」。円座
になり、自ら問いを立て、「他人の意見を否定しない」などのルールを基に対
話をします。この深く考える活動を通して、自分の生き方に向き合うことがで
きます。「間違いなくこれからの教育を変えるだろう」と言われている、この有
効な手法をあなたも体験してみませんか。

10月27日 宮城教育大学 宮城教育大学
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/openlecture/koukai.html

宮城教育大学
研究・連携推進課
連携推進係
022-214-3521

宮城県 仙台市 ① 第13回ビジネスマッチ東北2018 東北地域におけるビジネスマッチングの創出を目的として開催されます。 11月8日 夢メッセみやぎ （一社）東北ニュービジネス協議会ほか 無料 0235-28-2910

宮城県 仙台市 ①② オープンスクール
明成高校を一般公開し高校の取組、活動等を紹介するとともに教育、部活
動等を一部体験する。

10月13日 明成高等学校 明成高等学校 無料 meisei-high@hgm.ed.jp
明成高等学校
TEL:022-278-6131

宮城県 仙台市 ③ 第３３回合唱とアンサンブルの集い
１年生全員による合唱コンサートとデザインアートコースによるファッション
ショー

11月10日13:30 電力ホール 明成高等学校 無料 meisei-high@hgm.ed.jp
明成高等学校
TEL:022-278-613１

宮城県 仙台市 ①,③,④ 市民社会と法 東北学院大学法学政治学研究所主催の市民向け学術講演会 11月5日～9日
東北学院大学土樋キャンパス
総合研究棟3階講義室2

東北学院大学法学政治学研究所 無料
東北学院大学
研究機関事務課
022-264-6406

宮城県 仙台市 ① ,②, ③
稀覯本展示
「東北学院大学図書館アダム・スミスコ
レクションより」

東北学院大学土樋キャンパスの図書館利用者及びキャンパス周辺住民の
方を対象とし、本学が所蔵するアダム・スミス著作の一部を展示する。
展示資料は、『道徳感情論』、『国富論』、『哲学論文集』の初版本をはじめ、
翻訳出版された外国語版等。

10月31日～11月2日
東北学院大学土樋キャンパス
中央図書館（シュネーダー記念東北
学院大学図書館）

東北学院大学図書館 無料

東北学院大学図書館HP：

http://www.lib.tohoku-
gakuin.ac.jp/

東北学院大学
中央図書館　閲覧係
022-264-6493

宮城県 仙台市 ①
CSW公開研究会コミュニティソーシャル
ワーカー（CSW）スキルアッププログラ
ム公開授業

コミュニティソーシャルワーカー（CSW）スキルアッププログラム公開研究会
として、特定非営利活動法人レスキューストックヤード・常務理事　浦野　愛
氏が「災害から一人ひとりの命と暮らしを守るために～防災福祉の視点から
地域コーディネーターの役割を考える～」と題した講演を行う。

11月7日13時～15時
東北学院大学土樋キャンパス
ホーイ記念館ホール

東北学院大学地域共生推進課 無料
東北学院大学
地域共生推進課
022-264-6562

宮城県 仙台市 ①
東北学院大学教養学部公開講座「大
人の教養倶楽部～脱あたりまえの教
養学」

東北学院大学教養学部における知的営みの面白さと幅広さを広く知ってい
ただくことを目的として開講する連続公開講座。
今年度は「脱『あたりまえ』」をキーワードとして、13名の講師がそれぞれの
研究分野のトピックスを分かりやすく解説していく。科学の最前線で行われ
ている「あたりまえ」を覆す研究、「あたりまえ」と関連しながら社会で生じる
様々な問題、日常生活を豊かにしてくれる「あたりまえ」でない知識など、教
養学部ならではの幅広い学問領域からの多様な講義により、21世紀に生き
る我々の教養に不可欠な、「ものごとを多様な視点から捉える」ことの楽しさ
をお伝えする。

9月13日～12月6日
毎週木曜日

東北学院大学土樋キャンパス
ホーイ記念館

東北学院大学
教養学部

無料
東北学院大学
人間情報学研究所
022-375-1170

宮城県 仙台市 ③
「東北文化の日」協賛企画
八木山フェスタ

「こどもにやさしい八木山」「地域との交流」「公・民・学のコラボレーション」を
テーマとしたイベントが3会場で開催されます。

11月3日
八木山動物公園
八木山ベニーランド
八木山市民センター

秋の八木山フェスタ実行委員会
(八木山動物公園・八木山ベニーランド・東
北工業大学・TBC東北放送・仙台市公園緑
地協会、八木山市民センター)

無料 http://www.tohtech.ac.jp
東北工業大学
入試広報課
022－305－3144

宮城県 仙台市 ②,③
仙台白百合女子大学　第53回白百合
祭

白百合祭実行委員会を中心に準備されたイベント企画や、サークル、ゼミに
よる展示や発表、模擬店、トークショウなどを開催予定。

10月27日～28日 仙台白百合女子大学 仙台白百合女子大学 無料 shomu@sendai-shirayuri.ac.jp 仙台白百合女子大学庶務課

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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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宮城県 大和町 ①,② 夢と希望と志を語る会
町内の小学4年生と，中学２年生が一堂に会し，自分たちの夢や希望や志を
語ると共に，アスリートとの夢や希望や志についての講演を聞く。

11月13日 まほろばホール 町教育委員会 無料 http://www.town.taiwa.miyagi.jp/
大和町教育委員会
教育総務課
022-345-7507

宮城県 大和町 ① まほろば音楽祭 町内で活動している音楽愛好家の方々の発表 10月14日 まほろばホール 町教育委員会 無料 http://www.town.taiwa.miyagi.jp/
大和町教育委員会
生涯学習課
022-345-7508

宮城県 登米市 ③ 第22回みやぎ県民文化祭
県内各市町の文化協会会員による伝統芸能，音楽等のステージ発表，書
道・絵画・写真等の作品の展示を行います。

10月27日～28日 登米祝祭劇場 宮城県文化協会連絡協議会 無料

第22回みやぎ県民文化祭
実行委員会事務局
（登米市企画部市民協働課内）
0220-22-2173

宮城県 登米市 ① 第３３回カッパハーフマラソン
雄大な北上川沿いを走る眺めの良い日本陸上競技連盟公認コースは、平
坦で記録が出やすいと好評です。「とよま産業まつり」も同時開催していま
す。

11月4日 登米市登米地区
登米市
登米市教育委員会
登米市陸上競技協会

www.e-marathon.jp/tome-kappa/
カッパマラソン実行委員会
（登米市登米総合体育館内）
0220-53-1155

宮城県 名取市 ②
平成３０年度土曜講座
（特別支援教育公開講座②）

講演「脳のはたらきから見た発達障害～行動には理由がある～」
（脳機能の面から見た発達障害の認知特性や心理的特徴についての講演
を行うもの。）

11月10日 宮城県総合教育センター 宮城県教育委員会 無料
http://www.edu-
c.pref.miyagi.jp/guidance/saturday
corse/

宮城県総合教育センター
特別支援教育班
022-784-3561

宮城県 名取市 ① 平成30年度　わんぱく交歓研修会

名取市と姉妹都市である山形県上山市の小・中学生との研修を兼ねた交歓
会。
野外活動などの体験学習をとおして児童・生徒の交流を深めることを目的に
開催。

11/17～11/18
閖上地区・
愛島地区

名取市
名取市教育委員会
生涯学習課
022-724-7173

宮城県 名取市 ①
学校法人尚絅学院
里山再生プロジェクト

整備エリアＣの不要木の除去や下草刈り活動を行います。 11月3日
尚絅学院大学キャンパス内里山エリ
ア

学校法人尚絅学院 無料
学校法人尚絅学院
経営管理部総務課
TEL:022-381-3332

宮城県 松島町 ①,③ こころ・はぐくみ隊パート17
町内小学校低学年を対象とした創作体験活動。　文化的遊びや創作を通じ
て、社会性を育み、情操を高める。

10月～12月（4回開
催）

松島町手樽地域交流センター 松島町教育委員会
松島町教育委員会
教育課生涯学習班
022-354-5714

宮城県 松島町 ③ 文化観光交流祭
町内で活動しているサークル等の日ごろの活動成果を一堂に会し、展示や
舞台発表を行い、町民の芸術文化の発展向上を図る。

10月27日～28日 松島町文化観光交流館 松島町中央公民館
松島町中央公民館
022-353-3030

宮城県 松島町 ③ 松島れきし再発見講座
松島町の歴史や文化について多様なジャンルで研究している専門家を講師
に、最新の調査・研究成果を町内外のひとびとに広く周知する講座。

10月21日 松島町文化観光交流館 松島町教育委員会 無料
松島町教育委員会
教育課生涯学習班
022-354-5714

宮城県 松島町 ③ 松島湾三町文化財展
松島町・利府町・七ヶ浜町の三町に収蔵されている文化財を、それぞれの町
で巡回展示する。

7月～2月
①利府町郷土資料館、②七ヶ浜町歴
史資料館、③松島町文化観光交流館

松島町教育委員会・利府町教育委員会・
七ヶ浜町教育委員会

無料
松島町教育委員会
教育課生涯学習班
022-354-5714

宮城県 丸森町 ③ 丸森町綜合文化祭 町民の文化創造活動、技術活動の成果を広く一般に公開する 11月3～4日 丸森まちづくりセンターほか 丸森町文化協会 無料
丸森町文化協会
0224-72-3036

宮城県 美里町 ①,③
美里町文化協会町民文化祭
（展示部門）

文化協会の活動成果として、書や絵画、写真等を展示します。 11月10日～11日 美里町中央コミュニティセンター 美里町文化協会 無料
美里町まちづくり推進課
0229-33-2180

宮城県 美里町 ①,③
美里町文化協会町民文化祭
（芸能部門）

文化協会の活動成果として、舞踊、詩吟、フラダンス等の発表を行います。 11月11日 美里町文化会館 美里町文化協会 無料
美里町まちづくり推進課
0229-33-2180

宮城県 美里町 ① 小牛田図書館「図書館まつり」
読書週間にあわせて、本と図書館に親しんでもらう。リサイクルブックフェア、
おはなし会、科学チャレンジ等子どもから大人まで参加型の行事

10月 美里町近代文学館小牛田図書館 美里町教育総務課 無料
http://town.misato.miyagi/jp/10shi
setu/tosyo/

美里町近代文学館
0229-33-3030

宮城県 美里町 ① 南郷図書館「図書館まつり」
読書週間にあわせて、本と図書館に親しんでもらう。リサイクルブックフェア、
おはなし会等子どもから大人まで参加型の行事

11月 美里町南郷図書館 美里町教育総務課 無料
http://town.misato.miyagi/jp/10shi
setu/tosyo/

美里町南郷図書館
022-58-1212

宮城県 美里町 ①,② 美里の歴史・文化展 美里町に関する歴史と文化に関する資料の展示。郷土資料館の一般開放。
10月
11月

美里町郷土資料館 美里町教育総務課 無料
http://town.misato.miyagi/jp/10shi
setu/tosyo/

美里町近代文学館
0229-33-3030

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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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第60回「教育・文化週間」関連行事

宮城県 南三陸町 ①
海の味覚
～親子でチャレンジクッキング～

志津川湾でカキ，ホタテの養殖棚を見学するとともに，カキむき，ホタテむき
を体験する。さらに，それらを用いて親子でクッキングに挑戦する。

11/10～11日 宮城県志津川自然の家 宮城県志津川自然の家
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/
sz-seinen/

研修支援班
0226-46-9044

宮城県 村田町 ①,③ 町民文化祭 文化団体及び一般町民の文化活動の発表，作品展示等 11月2日～3日
村田町中央公民館
村田町民体育館

村田町教育委員会
村田町教育委員会
生涯学習課
TEL 0224-83-2023

宮城県 涌谷町 ①,③ 第42回涌谷町町民文化祭
町内の芸術文化協会加盟団体や公民館自主サークル並びに一般町民が日
頃の分か活動の成果を発表しあうことによって、町内の文化活動を振興し、
町民の文化の向上を図る。

11/2～3 涌谷公民館
涌谷町芸術文化協会、涌谷町、涌谷町教
育委員会

無料
涌谷町教育委員会生涯学習課
（涌谷公民館内）
0229-43-3001

宮城県 涌谷町 ② 自主公開研究会

研究主題「主体的に課題解決に取り組む児童の育成」とし，算数科において
自分の考えを表現し，交流する学習活動を通して，学びのよさを実感できる
授業づくりに取り組む。保護者，県内の学校関係者に日々の授業実践を公
開。

11月21日 涌谷町立涌谷第一小学校 涌谷町教育委員会 無料
涌谷町立涌谷
第一小学校
0229-42-3005

宮城県 県内全域 ③
みやぎ県民文化創造の祭典
（芸術銀河）

みやぎ県民文化創造の祭典（芸術銀河）とは，多くの県民に優れた文化芸
術の鑑賞と発表の機会を充実させるため，宮城県が実施している文化事業
です。美術展やコンサートなどの様々な文化芸術事業を実施します。

9月～11月を中心に
通年

宮城県内の文化施設等 各文化施設等
【芸術銀河ＨＰ】
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki
/syoubun/geijutsuginga-event.html

みやぎ県民文化創造の祭典
実行委員会事務局
（宮城県消費生活・文化課内）
022-211-2527

各事業の情報について
は，ホームページ等に掲
載するほか，県内の文
化施設等に配置している
芸術銀河2018イベントガ
イドに掲載しています。

宮城県 県内全域 ③ 東北文化の日
東北の文化に関する情報を発信し，文化施設の利用促進や，県域を越えた
交流人口増加を図ることを目的としています。「東北文化の日」前後１ヶ月を
中心に，文化イベントの実施や，施設の入館料を無料や割引とします。

10月27日～28日 東北各県の文化施設等 各県，各文化施設
【「東北文化の日」ＨＰ】
http://www.tohokubunka.com

「東北文化の日」
推進委員会事務局
（宮城県消費生活・文化課内）
022-211-2527

宮城県 県内全域 ①
平成30年度生涯スポーツ活動
指導者研修会

地域におけるスポーツ活動の指導者を対象に，広く生涯スポーツの推進に
必要な知識・技能及び具体的な施策の展開方法について研修を行う。

11月13日 セキスイハイムスーパーアリーナ 宮城県教育委員会 無料
宮城県教育庁スポーツ健康課
スポーツ振興班
022-211-3668

宮城県 県内全域 ① 子育て・家庭教育支援フォーラム
子育て・家庭教育支援関係者が，事例発表交流会及び基調講演，パネル
ディスカッションを通して研修し，子育てサポーター等の地域人材同士の連
携や各市町村での実践方策の構築を目的に開催します。

11月1日
宮城県庁
２階講堂

宮城県教育委員会 無料
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki
/syougaku/

宮城県教育庁
生涯学習課
社会教育推進班
022-211-3654

宮城県 多賀城市 ①,②,③ 常設展無料観覧日 常設展の無料観覧日 11月3日 東北歴史博物館 東北歴史博物館 無料
http://www.thm.pref.miyagi.jp/inde
x.php?from=enter

東北歴史博物館
情報サービス班
022-368-0106

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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


