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茨城県 阿見町 ① 音楽で元気にするまちづくり 地域で活動している音楽愛好家によるフロアーコンサート等
11月10日,18日,
12月8日,9日

中央公民館・君原公民館・
本郷ふれあいセンター・
舟島ふれあいセンター

阿見町教育委員会 029-888-2526

茨城県 阿見町 ③ 文化財展 町文化財研究班による展示 10月28日～11月4日 中央公民館 阿見町教育委員会 029-888-2526

茨城県 阿見町 ① 古本市 除籍図書の希望者への配付 10月下旬～11月中旬 町立図書館 町立図書館 029-887-6331

茨城県 阿見町 ③ 伝統芸能まつり 郷土芸能発表 10月21日 本郷ふれあいセンター 阿見町教育委員会 029-888-2526

茨城県 阿見町 ③ 菊花展 菊花の作品展示 10月28日～11月3日 中央公民館駐車場 阿見町教育委員会 029-888-2526

茨城県 阿見町 ③ 同好会等作品展 社会教育認定団体による作品展示 10月28日～11月4日
中央公民館・君原公民館・
かすみ公民館・本郷ふれあいセンター・
舟島ふれあいセンター

中央公民館・君原公民館・
かすみ公民館・本郷ふれあいセン
ター・舟島ふれあいセンター

029-888-2526

茨城県 阿見町 ③ 阿見第二ふれあい地区館まつり 演芸発表・お祭り広場・輪投げ大会など 10月21日 阿見第二小学校 阿見第二ふれあい地区館 029-888-8111

茨城県 阿見町 ③ 阿見第一ふれあい地区館まつり 演芸発表・お祭り広場・輪投げ大会など 10月21日 かすみ公民館 阿見第一ふれあい地区館 029-888-8111

茨城県 阿見町 ③ 人材バンク展 人材バンク登録者による作品展示 10月28日～11月4日 中央公民館 阿見町教育委員会 029-888-2526

茨城県 阿見町 ① 大人のためのおりがみ教室 おりがみ教室 11月17日 町立図書館 町立図書館 029-887-6331

茨城県 阿見町 ① 絵本の読み聞かせ 絵本の読み聞かせ 10月23日,30日 町立図書館
町立図書館
おはなしポシェットの会

029-887-6331

茨城県 阿見町 ① かみしばい会 紙芝居会
10月14日,
11月4日,
12月2日

町立図書館
町立図書館
紙芝居の会レインボー

029-887-6331

茨城県 阿見町 ③ 芸術展 芸術・生活文化・古典芸能・文学等の作品展示 10月28日～11月4日 中央公民館 阿見町教育委員会 029-888-2526

茨城県 阿見町 ③ 地区在住者芸術作品展 絵画・木彫・竹細工・書・写真・ステンドグラス・押し花などの作品展示 11月10日～18日 君原公民館 君原ふれあい地区館 029-889-1363

茨城県 阿見町 ③ 実穀ふれあい地区館まつり 演芸発表・お祭り広場・輪投げ大会など 11月11日 実穀小学校 実穀ふれあい地区館 029-830-5100

茨城県 阿見町 ③ 芸能発表会 音楽・舞踊・芸能発表 11月11日 かすみ公民館 阿見町教育委員会 029-888-2526

茨城県 阿見町 ③ 阿見ふれあい地区館まつり 演芸発表・お祭り広場・輪投げ大会など 11月18日 町民体育館 阿見ふれあい地区館 029-888-2526

茨城県 阿見町 ③ 本郷・あさひふれあい地区館まつり 演芸発表・お祭り広場・輪投げ大会など 11月18日 本郷ふれあいセンター 本郷・あさひふれあい地区館 029-830-5100

茨城県 阿見町 ③ 君原ふれあい地区館まつり 演芸発表・お祭り広場・輪投げ大会など 11月18日 君原公民館 君原ふれあい地区館 029-889-1363

茨城県 阿見町 ③ 舟島ふれあい地区館まつり 演芸発表・お祭り広場・輪投げ大会など 11月18日 舟島ふれあいセンター 舟島ふれあい地区館 029-840-2761

茨城県 阿見町 ① ふれあいお茶会 茶道を通した交流 11月18日 君原公民館 君原公民館 029-889-1363

茨城県 阿見町 ② 共に育む「教育の日」
講演会　講師：藤原和博
「つなげよう！学校と地域社会」

11月3日 町民体育館 阿見町教育委員会 029-888-2526

茨城県 石岡市 ③ 第34回東地区公民館まつり 実技発表・作品展示・体験実施 11月24日～25日 東地区公民館 東地区公民館 0299-26-6503

茨城県 石岡市 ③ 第34回府中地区公民館まつり 実技発表・作品展示 10月20日～21日 府中地区公民館 府中地区公民館 0299-24-1530

茨城県 石岡市 ③ 子どもフェスティバル 模擬店、各種イベント、チャレンジコーナー 10月21日 八郷総合支所 子どもフェスティバル実行委員会 0299-43-1111

茨城県 石岡市 ③ 第31回城南地区公民館まつり 実技発表・作品展示 11月3日～4日 城南地区公民館 城南地区公民館 0299-26-3341

茨城県 石岡市 ① あいさつ声かけ運動 あいさつ声かけ運動 11月1日～16日
石岡駅前
各学校等

石岡市青少年を育てる石岡市民の
会、保護者

0299-43-1111

茨城県 石岡市 ③ 第59回石岡市美術展 市内の美術愛好家による作品展示 11月5日～11日
八郷総合支所
郷の風
１０１～１０３室

文化振興課 0299-43-1111

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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茨城県 石岡市 ① 石岡市いじめ防止フォーラム
いじめ防止における実践発表
講演会（講師：　氏）

11月10日
石岡市
中央公民館

石岡市教育委員会 0299-43-1111

茨城県 石岡市 ③ 園部中学校文化祭
少年の主張
平和大使報告会

10月20日 園部中体育館
生涯学習課
指導室

0299-46-0506

茨城県 石岡市 ③ 八郷中学校文化祭
少年の主張
平和大使報告会

10月20日 八郷中体育館
生涯学習課
指導室

0299-43-0062

茨城県 潮来市 ① 青少年のつどい
青少年の健全育成に対する理解を深める場とする
第1部　青少年の主張
第2部　「家庭教育」に関する講演

11月17日 アイモアＪＯＹホール 青少年育成潮来市民会議 0299-66-0660

茨城県 潮来市 ① 青少年のための社会環境整備活動
青少年の健全育成に協力する店の店舗訪問。
有害ビラ、看板等の撤去

11月3日 市内全域
青少年育成潮来市民会議
青少年相談員連絡協議会

0299-66-0660

茨城県 潮来市 ①
高校生さわやかマナーアップ
キャンペーン

高校生等がチラシを配布し、登校中の生徒や地域
の人にマナーアップを呼びかける

11月7日 県立潮来高校周辺
青少年育成潮来市民会議
青少年相談員連絡協議会

0299-66-0660

茨城県 潮来市 ③ 市民文化祭 芸能発表・作品展示 11月10日～12日 市立中央公民館 潮来市文化協会 0299-66-0660

茨城県 潮来市 ① 潮来市秋季スポーツ大会 各種スポーツ（１４種）大会を行い、一人１スポーツの推進を行う。 10月21日 市内全域 潮来市体育協会 0299-66-0660

茨城県 稲敷市 ③ 稲敷市文化祭 文化団体の発表及び作品展示とイベント実施による市民交流 11月3日～5日 市内社会教育施設 稲敷市文化祭実行委員会
029-892-2000
(内線2418)

茨城県 稲敷市 ① リサイクルブックフェア 除籍図書・雑誌の希望者への無料配布 11月3日,4日 稲敷市立図書館 稲敷市立図書館 0299-79-3111

茨城県 稲敷市 ① 公民館講座 料理・お菓子作り　・手工芸・語学等 10月～3月 各公民館 各公民館ごとに複数講座予定 029-892-4110

茨城県 稲敷市 ① 初歩からの古文書講座
資料館に所蔵している古文書資料を使って、古文書の解字・解読を学習して
いく。

9月～3月 図書館会議室 稲敷市立歴史民俗資料館 0299-79-3211

茨城県 稲敷市 ① いなしき大学 移動学習「北茨城方面」 10月23日,25日,26日 北茨城市 生涯学習課
029-892-2000
(内線2419)

茨城県 稲敷市 ① 青少年の主張大会 市内小･中・高校生の主張大会を実施 11月18日 江戸崎公民館
青少年育成稲敷市民会議
青少年相談員連絡協議会

029-892-2000
(内線2419)

茨城県 稲敷市 ① 稲敷市家庭教育学級 給食センターを見学し、給食を試食する。栄養教諭による食育講話。 10月17日,18日
東学校給食センター
江戸崎学校給食センター

生涯学習課
029-892-2000
(内線2416)

茨城県 茨城町 ① 長生大学 やさしい人権講座 11月9日 茨城町駒場庁舎 茨城町教育委員会
生涯学習課
029-240-7122

茨城県 茨城町 ① 茨城町総合体育大会少年サッカー大会 町内少年団対抗サッカー大会 11月中 茨城町運動公園 茨城町教育委員会
生涯学習課
029-240-7122

茨城県 茨城町 ③ 茨城町民祭 幼児・児童・生徒，クラブ，一般町民などの作品展 11月中 中央公民館大ホール他 茨城町教育委員会
生涯学習課
029-240-7122

茨城県 牛久市 ③ 牛久市民文化祭 作品展示・ステージ発表 10月17日～11月11日 中央生涯学習センター 牛久市民文化祭実行委員会 029-871-2301

茨城県 牛久市 ③ 牛久市民文化祭小中学校音楽祭 市内小中学校の児童生徒による合唱・演奏の発表 10月18日 中央生涯学習センター 牛久市民文化祭実行委員会・学校 029-871-2301

茨城県 牛久市 ③ 牛久市民文化祭小中学校作品展 市内小中学校の児童生徒による習字・絵画の展示 10月17日～21日 中央生涯学習センター 牛久市民文化祭実行委員会・学校 029-871-2301

茨城県 牛久市 ③ 第24回うしく現代美術展
作品展示
地元作家による現代の美術作品（平面・立体・クラフト・映像）展示

11月18日～12月2日 中央生涯学習センター うしく現代美術展実行委員会 029-871-2300

茨城県 牛久市 ③
郷土牛久の先人たち―牛久沼の畔で華
開いた芸術文化―

牛久にゆかりのある文化人（小川芋銭・住井すゑ他）の作品・資料を展示。
10月～12月
（期日詳細未定）

オエノンミュージアム（牛久シャトー内）・
かっぱの里ギャラリー

牛久市文化遺産活用実行委員会 029-871-2300

茨城県 牛久市 ① 市民大学講座（中期）
明治維新150年記念講演会「水戸めぐり」
水戸城（大手門復元整備工事について）

10月20日,11月3日 牛久市立中央図書館 牛久市立中央図書館 029-871-1400

茨城県 牛久市 ③ 第26回としょかんまつり
明治維新150年記念特別講演会
講師：茨城県立歴史館
雑誌のリサイクル市、アートワークショップ他、イベント等の実施

11月3日 牛久市立中央図書館 牛久市立中央図書館 029-871-1400

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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茨城県 牛久市 ① 第15回秋のバスハイク 自然の中で、秋を探して、感じて健康のために歩く 10月28日,29日 福島県
総合型地域スポーツクラブ・岡田地区
スポーツ交流会

029-873-2486

茨城県 牛久市 ① 秋のグラウンドゴルフ大会 芝生の広場でグラウンドゴルフを楽しむ 11月21日 女化運動広場
総合型地域スポーツクラブ・
岡田地区スポーツ交流会

029-873-2486

茨城県 牛久市 ① 第34回歩け歩け大会 紅葉の素晴らしい景色の中を、健康のために歩く 11月10日 場所未定
総合型地域スポーツクラブ・
奥野地区スポーツ交流会

029-873-2486

茨城県 牛久市 ① 第28回ゴルフ大会 奥野地区市民の親睦と健康増進 11月13日 場所未定
総合型地域スポーツクラブ・
奥野地区スポーツ交流会

029-873-2486

茨城県 牛久市 ① 第11回秋のバスハイク 秋の紅葉の季節に健康増進のために歩く 11月17日 場所未定
総合型地域スポーツクラブ・
牛久地区生涯スポーツ推進委員会

029-873-2486

茨城県 牛久市 ③ 第27回エンジョイフェスティバル
牛久市体育協会会員相互の交流を図るとともに、市民への生きがいづくりの
場の提供

10月21日 牛久運動公園他 牛久市体育協会 029-873-2486

茨城県 牛久市 ① あいさつ声かけ運動街頭ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ あいさつ声かけ運動に関する啓発品の配布 11月下旬 牛久駅、ひたち野うしく駅
青少年育成牛久市民会議
牛久市青少年相談員

029-871-2301

茨城県 牛久市 ① HAPPY  HALLOWEEN　イベント 未定 10月下旬 牛久市立中央図書館 牛久市立中央図書館 029-871-1400

茨城県 大洗町 ① スポーツ体験広場
大洗町商工感謝祭会場でストラックアウトやニュースポーツが体験できる
コーナーとして実施する。

11月3日
大洗マリンタワー前広場（商工感謝祭の
会場内）

大洗町・大洗町スポーツ推進委員会 029-267-0230

茨城県 大洗町 ③ 演劇鑑賞の集い
町内小学1～4年生を対象に、舞台芸術に触れる機会として演劇「シンドバッ
トの冒険」を鑑賞し，物語を追いながら感動する機会とし豊かな心を育む。

11月8日 大洗文化センター　大ホール 大洗町教育委員会 029-267-0230

茨城県 大洗町 ② スポーツ広場
身近にスポーツを楽しむために学校施設を開放。指導はスポーツ推進委
員。ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ，卓球，ﾕﾆｶｰﾙ，ﾊﾞｳﾝﾄﾞﾃﾆｽ，ﾌｧﾐﾘｰﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝなど。午後7時～
午後9時

10月～12月
第2･4金曜日

小・中学校体育館 大洗町・夢TOWN大洗スポーツクラブ 029-267-1515

茨城県 大洗町 ① 通学合宿
宿泊生活の中で自主学習・生活体験・社会体験を通し，自主性・協調性・忍
耐力を培い，感謝と思いやりの心を育むとともに，生きる力を備えた「大洗っ
子」の育成を図る

10月21日～27日 茨城県立児童センターこどもの城 大洗町教育委員会 029-267-0230

茨城県 大洗町 ① 親子deチャレンジ アンパンマンパン作りに挑戦。 10月21日 公民館 大洗町教育委員会 029-267-0230

茨城県 小美玉市 ① 小中学生剣道大会 剣道をとおして技術の向上と小中学生同士の交流を図る
11月実施
予定

小美玉市立小川南中学校 教育委員会
スポ-ツ推進課
0299-48-1111

茨城県 小美玉市 ① 教育長杯野球大会 野球をとおして技術の向上と中学生同士の交流を図る
11月上旬
予定

希望ヶ丘公園　他 教育委員会
玉里海洋センタ-
0299-26-5761

茨城県 小美玉市 ① 教育長杯ソフトテニス大会 テニスをとおして技術の向上と中学生同士の交流を図る
11月中旬
予定

玉里運動公園 教育委員会
玉里海洋センタ-
0299-26-5761

茨城県 小美玉市 ① 教育長杯バレーボール大会 バレーボールをとおして技術の向上と中学生同士の交流を図る 調整中 市内中学校体育館 教育委員会
スポ-ツ推進課
0299-48-1111

茨城県 小美玉市 ③ 図書館まつり おはなし会、DVD上映、除籍本の配布など 10月27日 小川図書館 教育委員会
小川図書館
0299-58-5828

茨城県 小美玉市 ③ 市民文化祭 市民の作品展示、発表など 11月2日～4日
小川文化センター（アピオス）・
四季文化館（みの～れ）・
生涯学習センターコスモス

教育委員会
四季文化館みの～れ
0299-48-4466

茨城県 小美玉市 ① 七つの祝い式典 式典・ランドセル贈呈・劇 11月8日 小川文化センター（アピオス） 教育委員会
生涯学習センタ-コスモス
0299-26-9111

茨城県 小美玉市 ① リコーダーワークショップ 身近な楽器（リコーダー）に親しみと興味を持っていただける機会を提供する
10月13日,27日,
11月3日,17日

生涯学習センターコスモス 教育委員会
生涯学習センタ-コスモス
0299-26-9111

茨城県 小美玉市 ③ やすらぎ里まつり 利用団体の発表や世代の交流・地域間交流イベント 11月18日 やすらぎの里小川
やすらぎ里小川サポーターズ
教育委員会

やすらぎの里小川
0299-58-4580

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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茨城県 小美玉市 ① 玉里史料館　企画展 水戸藩の窯業史 11月2日～12月9日 玉里史料館 玉里史料館
生涯学習センタ-コスモス
0299-26-9111

茨城県 小美玉市 ① 移動図書館 地域巡回による図書の貸し出し

Aコース
第1・第3木曜日
Bコース
第2・第4木曜日

市内各所 教育委員会
小川図書館
0299-58-5828

茨城県 小美玉市 ① おはなし会 読み聞かせボランティアによる読み聞かせ
第2・第3・
第4土曜日

小川図書館
玉里図書館
美野里図書館

教育委員会
小川図書館
0299-58-5828

茨城県 笠間市 ① 笠間市民美術展覧会 日本画・洋画・彫刻立体造形等6部門の市民美術展覧会の開催。 10月9日～21日 地域交流センターいわま
笠間市民美術展覧会
実行委員会

笠間公民館
0296-72-2100

茨城県 笠間市 ① サタデーまなBｅ～ わたしたちのまちの歴史　佐白山を探検しよう 11月10日 佐白山他 笠間公民館
笠間公民館
0296-72-2100

茨城県 笠間市 ③ 第10回　笠間市公民館まつり
各公民館で開催期間統一し、各種発表会、公民館サークル展示、
幼児作品展等の催し等

11月予定 友部公民館 笠間市立公民館まつり実行委員会
友部公民館
0296-77-7533

茨城県 笠間市 ① まなBe～わんぱく 親子で学ぼう！知ってる！？友部地区の歴史 11月17日 友部公民館 友部公民館
友部公民館
0296-77-7533

茨城県 笠間市 ① まなBe～土曜塾 岩間地区を歩いて郷土を知ろう（保護者も参加） 11月3日 岩間公民館 岩間公民館
岩間公民館
0299-45-2080

茨城県 鹿嶋市 ① 古本市 市民の方から家庭で眠っている本を寄贈いただき，古本市として販売する 10月28日 鹿嶋市立中央図書館・会議室 鹿嶋市読書団体連合会 0299-83-2510

茨城県 鹿嶋市 ③ 図書館まつり 図書に関する展示 10月27日～11月9日 鹿嶋市立中央図書館・大野分館 鹿嶋市立中央図書館 0299-83-2510

茨城県 鹿嶋市 ① おはなしフェスタ 「読み聞かせ」ブック・トークなど 11月3日 鹿嶋市立中央図書館・大野分館
鹿嶋市立中央図書館                    ・
大野分館

0299-83-2510

茨城県 鹿嶋市 ③ てーら祭　（まちづくり市民センター祭り） 市民センター利用団体・関係団体の活動発表等 11月3日,4日 鹿嶋市まちづくり市民ｾンﾀー･体育館 てーら祭実行委員会 0299-83-1551

茨城県 鹿嶋市 ③ 鹿嶋市芸術祭
絵画・書・写真・工芸・手芸・華道・ちぎり絵・自主制作８部門の作品展示作品
展示

10月23日～28日 鹿嶋市まちづくり市民ｾンﾀー･体育館 芸術祭実行委員会 0299-83-1551

茨城県 鹿嶋市 ③ 鹿島公民館まつり 作品展示・模擬店・芸能発表 11月11日 鹿島まちづくりセンター 鹿島地区まちづくり委員会 0299-83-5650

茨城県 鹿嶋市 ① 親子フラーワーアレンジメント 親子でフラワーアレンジメントを体験する 10月27日 鹿島まちづくりセンター 鹿島地区まちづくり委員会 0299-83-5650

茨城県 鹿嶋市 ③ 高松まつり 模擬店・作品展示・演芸会・早朝ハイク 11月18日 高松まちづくりセンター
高松地区まちづくり委員会
高松まつり実行委員会

0299-83-0841

茨城県 鹿嶋市 ① 防災訓練 防災訓練 10月21日 高松まちづくりセンター
高松地区まちづくり委員会
高松まつり実行委員会

0299-83-0841

茨城県 鹿嶋市 ② 防災訓練 小・中学校, 地区住民との防災訓練 11月25日
地区避難場所
平井中学校

平井地区まちづくり委員会
平井小・中学校

0299-83-4228

茨城県 鹿嶋市 ① ウォーキング教室(第４回） 健康増進ウォーキング 10月21日 未定
平井地区まちづくり委員会
スポーツ推進委員

0299-83-4228

茨城県 鹿嶋市 ① ウォーキング教室(第５回） 健康増進ウォーキング 11月22日 神之池公園コース（神栖市）
平井地区まちづくり委員会
スポーツ推進委員

0299-83-4228

茨城県 鹿嶋市 ③ 第23回とよつまつり 作品展示・模擬店・芸能発表 11月18日 豊津まちづくりセンター 豊津地区まちづくり委員会 0299-83-5680

茨城県 鹿嶋市 ③ 豊郷まつり 豊郷小学校と共催（伝統文化祭りの継承） 11月18日
豊郷まちづくりセンター・
鹿嶋市立豊郷小体育館

豊郷地区まちづくり委員会
（豊郷小学校と共催）

0299-82-7246

茨城県 鹿嶋市 ③ 波野まつり 波野小学校（波野っフェスタ）との合同開催 11月18日
波野まちづくりセンター･
鹿嶋市立波野小学校

波野地区まちづくり委員会 0299-83-3573

茨城県 鹿嶋市 ① 芋掘り 芋掘り, ゲーム, 調理, 食事会 11月未定 波野まちづくりセンター 波野地区まちづくり委員会 0299-83-3573

茨城県 鹿嶋市 ① フラワーアレンジ 波野まつりの会場装飾の花つくり 11月未定 波野まちづくりセンター 波野地区まちづくり委員会 0299-83-3573

茨城県 鹿嶋市 ③ はちがたまつり 作品展示・模擬店・芸能は発表会・防災訓練・抽選会等 11月18日 鉢形まちづくりセンター 鉢形地区まちづくり委員会 0299-90-3430

茨城県 鹿嶋市 ① ソフトバレーボール大会 三笠地区住民ソフトバレーボール 11月18日 カシマスポーツセンター 三笠地区まちづくり委員会 0299-82-6211

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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茨城県 鹿嶋市 ③ みかさまつり 住民相互の交流まつり 11月11日 三笠まちづくりセンター
三笠地区まちづくり委員会
三笠１０地区

0299-82-6211

茨城県 鹿嶋市 ③ 大野ふれあいまつり 住民相互の交流･芸能発表･作品展示 11月3日 大野まちづくりセンター 大野地区まちづくり委員会 0299-69-1116

茨城県 鹿嶋市 ③ はまなす公民館まつり
住民相互の交流及び文化の継承と創出を図る。
（抽選会・芸能発表会・作品展示・模擬店・バザー・子ども模擬店・子ども広
場）

11月18日
はまなすまちづくりセンター・はまなす公
園球場・はまなす公園多目的広場

はまなす地区まちづくり委員会
はまなす公民館まつり実行委員会

0299-69-6211

茨城県 かすみがうら市 ① 子ども大学
大学教授や専門家から最新技術や情報を学ぶ、新しいカタチの子どものた
めの大学

11月～12月 あじさい館 生涯学習課
029-897-0511
生涯学習課

茨城県 かすみがうら市 ③ かすみがうら祭
青少年健全育成の啓発活動
（ティッシュ及びチラシ配布、会場内巡視）

11月3日 第１常陸野公園
かすみがうら市
青少年相談員連絡協議会

029-897-0511
生涯学習課

茨城県 かすみがうら市 ① ブックスタート 赤ちゃんとその保護者への絵本を介しての子育て支援 11月～12月 霞ヶ浦保健センター 市立図書館
029-897-0647
市立図書館

茨城県 かすみがうら市 ③ 読書週間作品展示 秋の読書週間作品募集と展示（感想文・標語・習字） 10月6日～11月9日 あじさい館 市立図書館
029-897-0647
市立図書館

茨城県 かすみがうら市 ① 文庫のつどい
読書会連合会による合同読書会、、また、講師を招いての講演会を共催す
る。

10月～11月 あじさい館 市立図書館
029-897-0647
市立図書館

茨城県 かすみがうら市 ① お話し会 絵本・紙芝居の読み聞かせと手づくり工作
10月7日,11月10日,
12月8日

図書館 市立図書館
029-897-0647
市立図書館

茨城県 かすみがうら市 ④ 特別展『日本の漁業史の中の帆引き船』 特別展示展及び記念講演会を開催 9月15日～10月21日 歴史博物館研修施設 歴史博物館
029-897-0017
歴史博物館

茨城県 神栖市 ① 歴史見学（市内） 市内の神社仏閣等を見学 11月 市内の神社仏閣等 歴史民俗資料館 0299-90-1234

茨城県 神栖市 ③ 文化芸能公演 未定 10月19日
矢田部公民館
（文化ホール）

矢田部公民館 0479-48-3311

茨城県 神栖市 ③ 芸術祭
市民の芸術活動の成果を発表し，広く市民に芸術鑑賞の機会を提供し，豊
な情操の高揚を図ることを目的として「文化の日」を中心に実施する。

10月21日～11月5日 文化センター外 文化センター 0299-90-5511

茨城県 神栖市 ① フラワーロード花植え ボランティアにより，市内7ヶ所のフラワーロード花壇に花の植栽を行う。 10月27日 市内7ヶ所の花壇 市民協働課 0299-90-1178

茨城県 神栖市 ① 子ども会ウォークラリー大会
子ども達の冒険心を育み、また問題をみんなで解決することによって協力す
る楽しさや連帯感を培う。

11月18日 海浜運動公園 文化スポーツ課 0479-44-6496

茨城県 神栖市 ① 伝承遊び ボランティアによりるけん玉・折り紙教室
毎月1回
(8月除く)

歴史民俗資料館 歴史民俗資料館 0299-90-1234

茨城県 神栖市 ① 収蔵品展 「むかしの道具展」の開催 11月1日～ 歴史民俗資料館 歴史民俗資料館 0299-90-1234

茨城県 神栖市 ① おもしろ理科先生 未定 11月 はさき生涯学習センター はさき生涯学習センター 0479-44-0001

茨城県 河内町 ① 幼児学級 演劇鑑賞 11月15日 農村環境改善センター 河内町 0297-84-2843

茨城県 河内町 ③ かわちフェスタ 文化・芸能発表・作品展示 11月1日～3日
総合グラウンド・トレーニングセンター・農
村環境改善センター・中央公民館

かわちフェスタ実行委員会・教育委員
会事務局生涯学習グループ

0297-84-2843

茨城県 北茨城市 ① ハッピー英会話（全8回） 初級者向けの英会話教室 10月～11月 市民ふれあいセンター 教育委員会 0293-46-1234

茨城県 北茨城市 ② 中学校野球選抜対抗戦
茨城県内と福島県いわき地区の中学校が野球を通じて、親睦を深めると共
に野球技術の向上及び青少年の育成を図る

11月10日,11日 市民野球場 教育委員会
0293-43-1111
(内線422)

茨城県 北茨城市 ① みんなで教育を考える集い 教育振興大会-児童生徒・地域の方々の発表- 11月16日 精華小学校 教育委員会、教育研究会
0293-43-1111
(内線440)

茨城県 北茨城市 ① ふるさと自然塾（花園山ウォーク） 自然保護の啓発と推進を目的とするハイキング 11月11日 北茨城市 教育委員会 0293-46-1234

茨城県 北茨城市 ② 北茨城市小中学校音楽会 市内の小中学校による音楽祭 11月8日 市民体育館 北茨城市教育研究会
0293-43-1111
(内線451)

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
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茨城県 北茨城市 ③ 文化協会芸能発表会 芸能発表 11月3日 市民ふれあいセンター 北茨城市文化協会
0293-43-1111
（内線432）

茨城県 北茨城市 ③ 元気っ子プラザ 生涯学習推進事業の写真展示・ビデオ上映など 11月11日 市民ふれあいセンター 教育委員会
0293-43-1111
（内線432）

茨城県 北茨城市 ③ 芸術鑑賞号 芸術の鑑賞
10月～3月
（詳細日程未定）

未定 北茨城市文化協会
0293-43-1111
（内線432）

茨城県 北茨城市 ① 囲碁講座 囲碁講座 8月～3月 北茨城市生涯学習センター 教育委員会 0293-46-1234

茨城県 北茨城市 ① 将棋講座 将棋講座 8月～3月 北茨城市生涯学習センター 教育委員会 0293-46-1234

茨城県 北茨城市 ① 書道講座 書道講座 8月～3月 北茨城市生涯学習センター 教育委員会 0293-46-1234

茨城県 北茨城市 ① 油彩画講座 油彩画講座 7月～3月 北茨城市生涯学習センター 教育委員会 0293-46-1234

茨城県 北茨城市 ① ゴルフ講座 ゴルフ講座 7月～10月 北茨城市生涯学習センター 教育委員会 0293-46-1234

茨城県 北茨城市 ① 俳句講座 俳句講座 9月～3月 北茨城市生涯学習センター 教育委員会 0293-46-1234

茨城県 北茨城市 ③ 観月会２０１８

岡倉天心（覚三）は、１９０６（明治３９）年に日本美術院を五浦に移し、各界
の名士を招待して「仲秋観月会」を開催しました。「観月会２０１８」は、この催
しを偲んで開催するものです。
・六角堂展　西成田洋子展　10月13日（土）～11月4日（日）　※Ａ
・五浦日本画塾　10月6日（土）　※Ｂ
・講演会「髙橋健三と岡倉天心」11月3日（土）　※Ｂ
・天心邸茶会　10月21日（日）　※Ａ

10月6日～11月4日
*月曜日休館 (祝祭日の場
合 翌日休)

※Ａ：茨城大学五浦美術文化研究所
※Ｂ：茨城県天心記念五浦美術館

茨城大学五浦美術文化研究所
茨城県天心記念五浦美術館
日本美術院五浦岡倉天心偉績顕彰
会

http://rokkakudo.izura.ibaraki.
ac.jp/

茨城大学社会連携センター
事業推進課
029-228-8425

茨城県 古河市 ③ 古河市民文化祭三和地区総合展 展示・発表 11月3日～5日 三和公民館 古河市民文化祭実行委員会
生涯学習課
0280-22-5111

茨城県 古河市 ① 第45回古河市総和地区市民運動会 運動会 11月3日 中央運動公園陸上競技場 古河市
スポ-ツ振興課
0280-22-5111

茨城県 古河市 ④
第21回青少年のための科学の祭典
古河大会

1演示ブース（説明や実験の体験をするもの）
2工作ブース（説明とものづくりをするもの）
3手作りロケット打ち上げ

11月10日 中央運動公園体育館

青少年のための科学の祭典古河大会
実行委員会
公益財団法人日本科学技術振興財
団

生涯学習課
0280-22-5111

茨城県 古河市 ① 平成30年度人権リーダー育成講座
1ワークショップ
2ビデオフォーラム

11月8日 中央公民館 古河市教育委員会
生涯学習課
0280-22-5111

茨城県 古河市 ① 平成30年度人権について考える会
1ワークショップ
2人権に関する作文発表

11月14日 中央公民館 古河市教育委員会
生涯学習課
0280-22-5111

茨城県 古河市 ① エンジョイサタデー

視察研修　肝試し体験　博物館見学　おせんべい焼き体験
お祭り　チャレンジランキング大会　餅つき・飯盒体験　さつまいも収穫
そば・うどん打ち体験　ビーチボールバレー大会
ウォーキングフェスタ　静電気実験　工作教室

10月6日,13日,27日,
11月10日,17日,
12月1日,8日,15日,
16日,22日

諸川，大和田，八俣，仁連，駒込，
釈迦，下大野，上辺見，水海，
下辺見，中央，西牛谷，古河二，
古河三，古河四，古河五，古河六，
古河七小，ピーターパンクラブ

エンジョイサタデー実行委員会
生涯学習課
0280-22-5111

茨城県 古河市 ③ さんさんまつり 民俗芸能の発表・普及 10月28日
三和健康ふれあいスポーツセンター
芝生広場

さんさんまつり実行委員会
生涯学習課
0280-22-5111

茨城県 五霞町 ③ 文化祭 作品展示、ステージ発表、体験発表等 11月3日～4日 五霞町中央公民館 五霞町文化協会 0280-84-1460

茨城県 境町 ③ 町民祭
町民運動会，銘柄指定等の野菜の展示即売，絵画や書道・俳句等の美術
展

11月4日
境町総合運動場
ふれあいの里

境町
境町教育委員会

0280-81-1300

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



774

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 問合せ先 備考

第60回「教育・文化週間」関連行事

茨城県 境町 ④ 科学で遊ぼうｉｎさかい 科学的な遊びの展示・実演・工作ブースによる体験学習 11月18日 境町町民体育館 科学で遊ぼうｉｎさかい実行委員会 0280-81-1325

茨城県 境町 ③
境町教育振興の集い

芸術・文化分野で優秀者表彰，教育論文表彰，善行青少年表彰 11月21日 境町中央公民館 境町教育委員会 0280-81-1325

茨城県 桜川市 ③ 第13回　市民文化祭　（ふるさと鳥瞰） 野鳥観察や加波山の自然を散策する。 11月3日 未定 桜川市市民文化祭実行委員会
0296-20-6300
桜川市生涯学習課

茨城県 桜川市 ③ 第13回　市民文化祭　（作品展）
書道・写真・絵画・俳句・短歌・陶芸、及び公民館自主講座・定期講座生の作
品展、

11月2日～4日 大和体育館 桜川市市民文化祭実行委員会
0296-20-6300
桜川市生涯学習課

茨城県 桜川市 ③ 第13回　市民文化祭　（いけばな展） いけばな展 11月3日～4日 真壁伝承館 桜川市市民文化祭実行委員会
0296-20-6300
桜川市生涯学習課

茨城県 桜川市 ③ 第13回　市民文化祭　（囲碁大会） 市内の囲碁愛好団体による囲碁大会 10月28日 岩瀬中央公民館
桜川市市民文化祭実行委員会 0296-20-6300

桜川市生涯学習課

茨城県 桜川市 ③ 第13回　市民文化祭　（将棋大会） 市内の将棋愛好団体による将棋大会。こども将棋大会も同時開催 11月4日 岩瀬中央公民館
桜川市市民文化祭実行委員会 0296-20-6300

桜川市生涯学習課

茨城県 桜川市 ③ 第13回　市民文化祭　（茶会） 文化協会茶道部による茶会 11月4日 真壁伝承館 桜川市市民文化祭実行委員会
0296-20-6300
桜川市生涯学習課

茨城県 桜川市 ③ 伝統文化 こども茶会・いけばな展 伝統文化こども教室の発表会 11月3日～4日 真壁伝承館 文化協会茶華道部
0296-20-6300
桜川市生涯学習課

茨城県 桜川市 ③ 第13回　市民文化祭　（芸能祭） 民謡・詩吟・剣舞・日舞・洋舞などの芸能発表会 10月28日
大和ふれあいセンター
「シトラス」

桜川市市民文化祭実行委員会
0296-20-6300
桜川市生涯学習課

茨城県 桜川市 ③ 第13回　市民文化祭　（俳句大会） 市内外の俳句愛好団体による大会 11月9日
大和ふれあいセンター
「シトラス」

桜川市市民文化祭実行委員会
0296-20-6300
桜川市生涯学習課

茨城県 桜川市 ③
第13回　市民文化祭　（児童・生徒美術
展）ナイスハート作品展

市内の小学生・中学生の絵画・書道作品展 11月2日～4日 大和体育館 桜川市市民文化祭実行委員会
0296-20-6300
桜川市生涯学習課

茨城県 桜川市 ③ 第13回　市民文化祭（音楽祭） 市内及び近隣の音楽愛好団体による発表会 10月21日 真壁伝承館「まかべホール」 桜川市市民文化祭実行委員会
0296-20-6300
桜川市生涯学習課

茨城県 桜川市 ③ 第13回　市民文化祭（ダンスパーティー） 市内の社交ダンス団体によるダンス大会 11月17日 真壁体育館 桜川市市民文化祭実行委員会
0296-20-6300
桜川市生涯学習課

茨城県 桜川市 ③ 第9回伝統民俗芸能のつどい 民俗芸能の発表会 10月28日 真壁伝承館「まかべホール」 桜川市伝統民俗芸能連絡協議会
0296-20-6300
桜川市生涯学習課

茨城県 桜川市 ① 桜川市子ども会　桜っ子探検隊 親子サイクリング 11月下旬 市内 桜川市子ども会育成連合会
0296-20-6300
桜川市生涯学習課

茨城県 桜川市 ②
真壁コミュニティスクール
（桃山学園）

未定 10月下旬 市内 ｺﾐｭﾆﾃｨｽｸｰﾙ実行委員会
0296-20-6300
桜川市生涯学習課

茨城県 桜川市 ②
真壁コミュニティスクール
（桃山学園）

未定 11月上旬 市内 ｺﾐｭﾆﾃｨｽｸｰﾙ実行委員会
0296-20-6300
桜川市生涯学習課

茨城県 桜川市 ②
真壁コミュニティスクール
（桃山学園）

未定 11月上旬 市内 ｺﾐｭﾆﾃｨｽｸｰﾙ実行委員会
0296-20-6300
桜川市生涯学習課

茨城県 桜川市 ②
真壁コミュニティスクール
（谷貝小学校）

未定 11月上旬 谷貝分館 ｺﾐｭﾆﾃｨｽｸｰﾙ実行委員会
0296-20-6300
桜川市生涯学習課

茨城県 桜川市 ②
真壁コミュニティスクール
（樺穂小学校）

未定 10月上旬 樺穂小学校 ｺﾐｭﾆﾃｨｽｸｰﾙ実行委員会
0296-20-6300
桜川市生涯学習課

茨城県 桜川市 ②
真壁コミュニティスクール
（樺穂小学校）

未定 11月上旬 樺穂小学校 ｺﾐｭﾆﾃｨｽｸｰﾙ実行委員会
0296-20-6300
桜川市生涯学習課

茨城県 桜川市 ② あいさつ・声かけ運動
通勤時及び登校時のあいさつ運動
市内小・中・高等学校

11月2日
市内小・中学校校門前、ＪＲ水戸線岩瀬
駅・羽黒駅

青少年育成桜川市民会議
0296-20-6300
桜川市生涯学習課

茨城県 桜川市 ③ わくわくチャレンジ
おもしろ理科・お料理教室・作って楽しもう・自然文化財探検・たのしいスポー
ツ

10月13日,20日,27日,
11月3日,10日,17日,24日,
12月1日,8日,15日

大和中央公民館，
岩瀬中央公民館，シトラス，伝承館

桜川市教育委員会
0296-20-6300
桜川市生涯学習課

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
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茨城県 桜川市 ① 公民館定期講座
サクラクッキング・ズンバ・はじめての太極拳・ニットスキルアップ・レッツニッ
テング・桜川ふるさと発見探検・パソコン講座(中級)・リラックスヨガ・謡曲「さく
らがわ」を学ぼう・健美メソッド・桜子合唱団・そば打ち講座

10月～12月 岩瀬中央公民館他 岩瀬中央公民館
0296-75-0344
岩瀬中央公民館

茨城県 桜川市 ① 公民館定期講座
男めし入門・中国結び・パッチワークキルト・大和なでしこ講座・脳いきいき体
操

10月～12月 大和中央公民館 大和中央公民館
0296-58-7117
大和中央公民館

茨城県 桜川市 ① 公民館定期講座
フラワーアレンジメント・太巻き祭り寿司・健美メソッド・藍染しぼり・スマイル
手相クラブ

10月～12月 真壁伝承館 真壁伝承館
0296-23-8521
真壁伝承館

茨城県 桜川市 ① おはなしの小箱 読み聞かせ
10月27日,11月24日,
12月15日

岩瀬中央公民館他 岩瀬中央公民館
0296-75-0344
岩瀬中央公民館

茨城県 桜川市 ① お話しの広場 読み聞かせ
10月27日,11月24日,
12月15日

大和中央公民館 大和中央公民館
0296-58-7117
大和中央公民館

茨城県 桜川市 ① おはなしぶんこ 読み聞かせ
10月27日,11月24日,
12月15日

真壁伝承館内　　　　　　真壁図書館 真壁伝承館
0296-23-8521
真壁伝承館

茨城県 桜川市 ① 桜川市真壁武術道大会 柔道・空手道の各大会 11月4日 真壁体育館 桜川市スポーツ少年団
0296-75-6600
桜川市スポ-ツ振興課

茨城県 桜川市 ① 青少年の主張大会 青少年の主張発表 11月下旬 桜川中学校 青少年育成桜川市民会議
0296-20-6300
桜川市生涯学習課

茨城県 下妻市 ③ 平成30年度下妻市文化祭 一般・園児・児童生徒作品展示・音楽発表会 10月21日～11月25日

下妻市総合体育館
下妻公民館
文化会館
千代川公民館
大宝八幡宮

下妻市
下妻市教育委員会

0296-43-2111

茨城県 下妻市 ② 第35回小中学校音楽会 小中学校の音楽発表会 11月9日 文化会館
下妻市
下妻市教育委員会

0296-43-2111

茨城県 下妻市 ① 砂沼マラソン大会 2ｋｍ、2．3ｋｍ、4ｋｍ、7ｋｍの部門で実施。一部親子（1～4年生）で出場 11月18日
砂沼サンビーチ
砂沼遊歩道

下妻市
下妻市教育委員会

0296-43-2111

茨城県 下妻市 ① 青少年健全育成市民大会 少年の主張及び講演会 11月29日 下妻中学校 青少年を育てる下妻市民の会 0296-43-2111

茨城県 常総市 ① 親子の絆づくりプログラム
幼児と親子でシャボン玉づくり
幼児と親子で凧作り

10月中旬～12月下旬 地域交流センター 常総市教育委員会
常総市生涯学習課
0297-30-8880

茨城県 常総市 ③ 平成30年度常総市民文化祭

1舞台部門(音楽会，芸能際，カラオケ大会，民謡舞踊大会等)
2文芸部門（俳句大会，短歌大会）
3展示部門(美術展，書道展，生花展，盆栽展等)
4学校部門(児童生徒作品展，音楽会，鼓笛隊ﾊﾟﾚｰﾄﾞ)
5まつり部門(JAまつり，ふくしまつり等)
6その他の部門(囲碁，映画会等)

10月13日～11月4日

生涯学習センター
地域交流センター
水海道小学校体育館
JA常総ひかり水海道中央支店・石下中央
支店
水海道大通り商店街・駅前通り商店街

常総市
常総市教育委員会
常総市文化協会

常総市生涯学習課
0297-30-8880

茨城県 常総市 ① 近隣中学校バドミントン大会 予選リーグ・決勝トーナメント 10月27日 石下総合体育館
常総市教育委員会
常総市体育協会

常総市スポ-ツ振興課
0297-27-1211

茨城県 常総市 ① 近隣中学校野球大会 トーナメント 10月27日,28日,11月3日

水海道球場
石下球場
豊田球場
原山球場

常総市教育委員会
常総市体育協会

常総市スポ-ツ振興課
0297-27-1211

茨城県 常総市 ① 近隣中学校卓球大会 予選リーグ・決勝トーナメント 11月3日 石下総合体育館
常総市教育委員会
常総市体育協会

常総市スポ-ツ振興課
0297-27-1211

茨城県 常総市 ① 近隣中学校バレーボール大会 予選リーグ・決勝トーナメント 11月3日 水海道総合体育館市内各中学校体育館
常総市教育委員会
常総市体育協会

常総市スポ-ツ振興課
0297-27-1211
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茨城県 常総市 ① 近隣中学校サッカー大会 予選リーグ・決勝トーナメント 11月3日,4日

石下総合運動公園
きぬサブグラウンド
吉野サンビレッジ
市内中学校グラウンド

常総市教育委員会
常総市体育協会

常総市スポ-ツ振興課
0297-27-1211

茨城県 常総市 ① 近隣中学校バスケットボール大会 トーナメント 11月10日,11日
水海道総合体育館
石下総合体育館
市内中学校体育館

常総市教育委員会
常総市体育協会

常総市スポ-ツ振興課
0297-27-1211

茨城県 常総市 ③ 三妻・五箇地区公民館まつり
児童生徒作品展、趣味の作品展
料理教室コーナー、模擬店
ちびっこマラソン、輪投げ、郷土芸能祭等

11月10日,11日 三妻公民館
三妻・五箇地区公民館まつり実行委
員会

常総市生涯学習課
0297-30-8880

茨城県 常総市 ③ 菅原・大花羽地区公民館まつり
児童作品展、趣味の作品展
グラウンドゴルフ大会
模擬店（焼きそば、わたあめ）など

11月10日,11日 菅原公民館
菅原・大花羽地区公民館まつり実行
委員会

常総市生涯学習課
0297-30-8880

茨城県 常総市 ③ 豊岡地区公民館まつり
児童作品展・趣味の作品展
模擬店（焼きそば、わたあめ、豚汁、ポップコーン）等

11月10日,11日 豊岡公民館 豊岡地区公民館まつり実行委員会
常総市生涯学習課
0297-30-8880

茨城県 常総市 ③ 平成30年度常総市ふるさとまつり

1表彰式・認定式(かかしコンテスト、なんでも一番)
2芸能際（幼稚園児踊り、よさこい踊り等）
3展示部門(美術展，書道展，生花展，盆栽展等)
4まつり部門(キャラクターショウ、農業，商工まつり、バザー、フリマ、等)
5その他の部門(白バイ，はしご車等)

11月中旬
常総市役所石下庁舎
石下総合福祉センター

常総市ふるさとまつり実行委員会 常総市生涯学習課

茨城県 常総市 ③ 大生地区公民館まつり
児童作品展・趣味の作品展
模擬店（焼きそば、わたあめ、豚汁、ポップコーン）
子どもふれあいフェスティバル等

11月17日,18日 大生公民館 大生地区公民館まつり実行委員会
常総市生涯学習課
0297-30-8880

茨城県 常総市 ③ 絹西地区公民館まつり
児童作品展・趣味の作品展
模擬店（焼きそば、わたあめ、豚汁、ポップコーン）
子どもふれあいフェスティバル等

11月17日,18日 菅生公民館 絹西地区公民館まつり実行委員会
常総市生涯学習課
0297-30-8880

茨城県 城里町 ①
地域資源を活かした課外講座事業「天文
観察会」

野外活動施設「ふれあいの里」の天文台で秋の星空観察 10月20日 ふれあいの里天文台 教育委員会 029-288-3135

茨城県 城里町 ① 家庭教育学級 講演　テーマ・講師未定 10月27日 コミセン城里研修室 教育委員会 029-288-3135

茨城県 城里町 ③
「家庭の日」図画・作文コンクール表彰式
典

最優秀作品の表彰・作文の部最優秀作品の発表 11月
コミセン城里
ホール

青少年育成城里町民会議 029-288-3135

茨城県 城里町 ② 桂公民館美術展
幼稚園・保育園・小中学校生徒の作品展示及び公民館教室・講座・クラブや
各種団体の展示・発表など

11月10日,11日 桂公民館 桂公民館 029-289-2220

茨城県 城里町 ① 羊毛フェルト教室 毛糸でぬいぐるみ等作成 11月 桂公民館 桂公民館 029-289-2220

茨城県 城里町 ① オリジナルキャンドル作り教室 キャンドル作り 10月 岩船地区公民館 岩船地区公民館 029-289-4535

茨城県 城里町 ① 蕎麦打ち教室 新ソバ粉で蕎麦打ち 11月 岩船地区公民館 岩船地区公民館 029-289-4535

茨城県 城里町 ① 読み聞かせ会
毎月2回，主に絵本・紙芝居等の読み聞かせを桂図書館(読み聞かせの部
屋）で行っている

11月10日,24日 桂図書館
あすなろ
(読み聞かせボランティアグループ）

029-289-4946

茨城県 城里町 ③ 城里町民まつり 祭りを通して，地域住民の連携強化とコミュニティの活性化を図る 11月17日,18日 常北運動公園 城里町町民まつり実行委員会 029-288-3111

茨城県 城里町 ③ 常北公民館美術展 作品の展示 11月17日,18日 常北公民館 常北公民館 029-288-5575

茨城県 城里町 ② 七会町民センター美術展
幼稚園・保育園・小中学校生徒の作品展示及び公民館教室・講座・クラブや
各種団体の展示・発表など

11月3日～4日 七会町民センター 常北公民館 0296-88-3210

茨城県 大子町 ③ 大子町芸術祭 町民の芸術活動の発表の場、芸術文化の振興 10月27日～11月3日
大子町文化福祉会館「まいん」
リフレッシュセンター
中央公民館

大子町教育委員会
大子町芸術祭実行委員会

0295-72-1148

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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茨城県 大子町 ① 読書講演会 作家による講演会の開催 11月15日 大子町文化福祉会館「まいん」
大子町教育委員会
大子町児童生徒読書活動推進委員
会

0295-79-0170

茨城県 大子町 ① 大子町民グラウンドゴルフ大会 グラウンドゴルフ 11月18日 大子広域公園
大子町地域スポーツ活動活性化
企画運営委員会

0295-72-1148

茨城県 高萩市 ③ 文化祭 文化協会の活動成果報告 10月31日～11月4日 高萩市立中央公民館，文化会館 文化協会 0293-23-1132

茨城県 高萩市 ③ 高萩市産業祭 市内の特産品等を広く一般に紹介する。 10月末予定 高萩市民体育館・公民館・各駐車場 産業祭実行委員会 0293-23-7316

茨城県 筑西市 ③ 筑西市文化祭「下館地区」 芸術文化活動の成果を広く市民に発表する機会を提供 9月下旬～12月上旬
スピカビル多目的スペース、スピカビルコ
ミュニティプラザ、地域交流センター、明野
公民館等

筑西市，筑西市教育委員会，筑西市
文化協議会，筑西市教育研究会

文化課
0296-22-0183

茨城県 筑西市 ③ 筑西市文化祭総合作品展「関城地区」 芸術文化活動の成果を広く市民に発表する機会を提供
10月26日
,27日,28日

関城体育館 関城地区文化祭実行委員会
生涯学習ｾﾝﾀ-
0296-37-7803

茨城県 筑西市 ③ 筑西市文化祭「協和地区」 芸術文化活動の成果を広く市民に発表する機会を提供 10月中旬～11月中旬 協和公民館
筑西市教育委員会
文化協議会協和支部

0296-57-2515

茨城県 筑西市 ③ 筑西市文化祭「明野地区」 芸術文化活動の成果を広く市民に発表する機会を提供 11月2日～4日 明野公民館、明野トレーニングセンター 明野地区文化祭実行委員会
明野公民館
0296-52-5333

茨城県 筑西市 ② あいさつ・声かけ運動
市内高等学校、その他青少年育成団体との協働により、あいさつ・声かけ運
動を展開する。

11月上旬 JR下館駅前 青少年育成筑西市民の会
生涯学習課
0296-22-0182

茨城県 筑西市 ③ 「家庭の日」絵画・ポスターコンテスト 家庭の日の推進 10月上旬～11月下旬 しもだて美術館ロビー 市民の会、しもだて美術館
生涯学習課
0296-22-0182

茨城県 筑西市 ① 下館地区歩く会 歩く会 10月 五行川周辺 下館地区健康推進員会
健康づくり課
0296-22-0506

茨城県 筑西市 ① 伊讃地区歩く会 歩く会 11月3日 大谷川周辺 伊讃地区健康推進員会
健康づくり課
0296-22-0506

茨城県 筑西市 ① 川島地区歩く会 歩く会 11月10日 鬼怒川周辺 川島地区健康推進員会
健康づくり課
0296-22-0506

茨城県 筑西市 ① 竹島地区歩く会 歩く会 10月21日 勤行川サイクリングロード 竹島地区健康推進員会
健康づくり課
0296-22-0506

茨城県 筑西市 ① 養蚕地区歩く会 歩く会 11月 養蚕地区健康推進員会
健康づくり課
0296-22-0506

茨城県 筑西市 ① 中地区歩く会 歩く会 10月 中地区内 中地区健康推進員会
健康づくり課
0296-22-0506

茨城県 筑西市 ① 大田地区歩く会 歩く会 11月 大田地区内 大田地区健康推進員会
健康づくり課
0296-22-0506

茨城県 筑西市 ① 嘉田生崎地区歩く会 歩く会 10月 旭ヶ丘遊水地周辺 嘉田生崎地区健康推進員会
健康づくり課
0296-22-0506

茨城県 筑西市 ① 明野地区歩く会 歩く会 11月 あけの元気館周辺 明野地区健康推進員会
健康づくり課
0296-22-0506

茨城県 筑西市 ① 協和地区歩く会 歩く会 11月4日 協和地区健康推進員会
健康づくり課
0296-22-0506

茨城県 筑西市 ① 第14回筑西市少年剣道錬成大会 小学生による団体戦（トーナメント） 11月10日 下館総合体育館
筑西市少年剣道錬成大会実行委員
会

0296-25-0212

茨城県 筑西市 ③ 伊讃地区文化祭 作品展・模擬店・バザー 11月10日～11日 公民館 伊讃公民館 0296-25-1794

茨城県 筑西市 ③ 川島地区文化祭 作品展 11月10日～11日 公民館 川島地区自治会 0296-28-5604

茨城県 筑西市 ③ 竹島地区文化祭 作品展 10月27日～28日 公民館 竹島公民館 0296-25-1790

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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茨城県 筑西市 ③ 五所地区文化祭 作品展 11月3日～5日 公民館 五所公民館 0296-22-6130

茨城県 筑西市 ③ 中地区文化祭 作品展・芸能発表会 11月3日,4日 中公民館及び中小学校体育館 中公民館 0296-25-1887

茨城県 筑西市 ③ 河間地区文化祭 作品展・芸能発表会 11月9日～11日
河間公民館
河間小学校

河間公民館 0296-25-1434

茨城県 筑西市 ③ 養蚕地区文化祭 作品展 11月10日～11日 養蚕公民館 自治会・養蚕公民館 0296-25-1452

茨城県 筑西市 ③ 嘉田生崎地区文化祭 作品展 11月10日～11日 嘉田生崎小学校体育館 嘉田生崎公民館 0296-22-6131

茨城県 筑西市 ③ あしま祭 運動会・芸能発表会 10月21日 養蚕小学校 自治会 0296-25-1452

茨城県 筑西市 ① 筑西市教育のつどい 小学生、中学生による活動発表、講演会を開催 11月18日 筑西市立明野公民館イル・ブリランテ
青少年育成筑西市民の会、筑西市校
長会、筑西市教育委員会

生涯学習課
0296-22-0182

茨城県 筑西市 ①
第40回少年の主張全国大会「わたしの主
張2018」視聴見学

12名の中学生による「わたしの主張発表」を視聴。 11月11日 国立オリンピック記念青少年センター 青少年育成筑西市民の会協和支部
生涯学習課
0296-22-0182

茨城県 筑西市 ② 五所地区おはよう歩け歩け大会 地区住民参加の歩く会（五所用学校協力） 11月17日 五所地区
五所地区青少年育成筑西市民の会・
五所地区健康推進連絡協議会

0296-22-6130

茨城県 つくば市 ①、② コミュニティカレッジ後期
地域貢献の一環として、大学の知的資源の還元と地域住民の生涯学習機
会の提供として、コミュニティカレッジを開催しています。

10月～3月 筑波学院大学 筑波学院大学
https://www.tsukuba-
g.ac.jp/action/coc/

コミュニティカレッジ係
029-858-6341

茨城県 つくば市 ② 第6回KVACUP英語スピーチコンテスト

将来の国際社会を担う青少年の語学力向上を促進し、国際的に通用するコ
ミュニケーション能力と広い視野にたった問題意識、論理的、説得力のある
プレゼンテーション能力を啓発します。大会は5部構成で、小学生から社会
人まで参加できる画期的な形式になっています。

10月27日 筑波学院大学 筑波学院大学 無料
https://www.tsukuba-
g.ac.jp/whats_new/kvacup201
8/

筑波学院大学
KVACUP実行委員会
kvacup@tsukuba-g.ac.jp

茨城県 つくば市 ③ 第28回KVA祭（学園祭）
イベントショー、第13回KVA杯ドッジボール大会、ホームカミングデー等を開
催します。

10月27日,28日 筑波学院大学 筑波学院大学 無料
筑波学院大学
KVA祭実行委員会

茨城県 つくば市 ④ つくば科学フェスティバル
科学に親しみながら楽しく学ぶ体験型のイベントで，市内の小・中・高・大学・
研究機関等から約60団体が出展する。

11月10日,11日 つくばカピオ つくば市教育委員会
029-883-1111
教育指導課

茨城県 つくば市 ④ サイエンスキッズリーグ
つくば市内の児童生徒による科学に関する筆記競技や実技競技等を行う。
8/４　予選　　10/20　決勝

8月4日,10月20日 つくば市役所，学園の森義務教育学校 つくば市教育委員会
029-883-1111
教育指導課

茨城県 つくば市 ③ (仮称）小田氏治と戦国時代の城館
・戦国時代の武将で小田城最後の城主であった小田氏治の生涯と、氏治が
生きた戦国時代の城館を紹介する展示を行う。
・会期中に講演会、体験学習を実施

10月～2月頃
小田城跡歴史ひろば、谷田部郷土資料館
ほか

つくば市教育委員会
029-883-1111
文化財課

茨城県 つくば市 ①
第16回プレゼンテーションコンテスト決勝
大会

・プレゼンテーションコンテスト,表彰式の実施 11月21日 つくばカピオ つくば市教育委員会
029-867-1080
総合教育研究所

茨城県 つくば市 ① 一斉キャンペーン あいさつ・声かけ運動
11月5日
予定

つくば駅周辺 青少年を育てるつくば市民の会
029-883-1111
生涯学習推進課

茨城県 つくば市 ①
第3土曜はクラフトＤＡＹ「植物を使っての
工作」

その時期にあった植物を使って工作し、植物への親しみ理解を深めます。 10月20日 国立科学博物館　筑波実験植物園 国立科学博物館　筑波実験植物園 http://www.tbg.kahaku.go.jp/ 029-851-5159
入園料（一般）310円が必
要。（65歳以上の方及び18
歳未満の方は無料）

茨城県 つくば市 ①
野生絶滅種コシガヤホシクサを守る体験
講座「保全活動」

野生から絶滅したコシガヤホシクサ。自生地への野生復帰や植物園での保
全活動を体験し学ぶ講座です。

10月28日 国立科学博物館　筑波実験植物園 国立科学博物館　筑波実験植物園 http://www.tbg.kahaku.go.jp/ 029-851-5159

入園料（一般）310円が必
要。（65歳以上の方及び18
歳未満の方は無料）事前予
約制。対象；小学生以上。

茨城県 つくば市 ① 里山の四季「園内で見る筑波山の植物」
筑波山近隣で見られる身近な自然を解説し園内を観察し植物に親しんでも
らいます。

10月28日 国立科学博物館　筑波実験植物園 国立科学博物館　筑波実験植物園 http://www.tbg.kahaku.go.jp/ 029-851-5159

入園料（一般）310円が必
要。（65歳以上の方及び18
歳未満の方は無料）事前予
約制。対象；小学生以上。

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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茨城県 つくば市 ① 無料入園日 施設を無料公開します。 11月3日 国立科学博物館　筑波実験植物園 国立科学博物館　筑波実験植物園 http://www.tbg.kahaku.go.jp/ 029-851-5159

茨城県 つくば市 ① フェノロジー基礎講座「果物の自然史」
果物や樹木の生長と自然の移り変わりを1年間通して観察し植物に親しんで
もらいます。

11月3日 国立科学博物館　筑波実験植物園 国立科学博物館　筑波実験植物園 http://www.tbg.kahaku.go.jp/ 029-851-5159
入園料(無料）事前予約制。
対象；高校生以上。

茨城県 つくば市 ① つくば蘭展
世界有数の野生ラン保全施設・筑波実験植物園の「つくばコレクション」から
美しい花、珍しい花など、見ごろの200種類を公開します。

11月18日～11月25日 国立科学博物館　筑波実験植物園 国立科学博物館　筑波実験植物園 http://www.tbg.kahaku.go.jp/ 029-851-5159
入園料（一般）310円が必
要。（65歳以上の方及び18
歳未満の方は無料）

茨城県 つくば市 ① 夜の天体観望
その季節に見られる天体を望遠鏡で観察します。晴れの場合のみの開催で
す。

10月13日, 11月10日 国立科学博物館　筑波実験植物園 国立科学博物館　筑波実験植物園 http://www.tbg.kahaku.go.jp/ 029-851-5159

実施日の１ヶ月前から電話
で受付。入園料（一般）310
円が必要。（65歳以上の方
及び18歳未満の方は無料）

茨城県 つくば市 ① 植物園研究最前線 最近の研究、知見、保全の取り組みを紹介します。 11月23日 国立科学博物館　筑波実験植物園 国立科学博物館　筑波実験植物園 http://www.tbg.kahaku.go.jp/ 029-851-5159

入園料（一般）310円が必
要。（65歳以上の方及び18
歳未満の方は無料）事前予
約制。対象；高校生以上。

茨城県 つくば市 ①
公開講座「高齢者のための東洋医学カ
フェ」

現代医学の知識と東洋医学の知識をわかりやすく解説し、日常のセルフケ
ア法を紹介します（実技は自分自身の健康管理を目的とし、他者に行うため
のものではない）。

10月14日 筑波技術大学春日キャンパス 国立大学法人筑波技術大学

https://www.tsukuba-
tech.ac.jp/assets/files/annou
ncement/2018_1st/koukaikou
za05.pdf

国立大学法人
筑波技術大学
企画課広報・情報化推進係
029-858-9422

茨城県 つくば市 ① 公開講座「痛みゼロを目指すリハビリ」
中高齢市民を対象に、腰痛や膝痛など整形疾患、うつ病など精神疾患での
痛み、狭心症などの循環器疾患での痛みをテーマとした講義を行います。ま
た、予防・改善を目的とした簡単な運動指導を行います。

10月14日 筑波技術大学春日キャンパス 国立大学法人筑波技術大学

https://www.tsukuba-
tech.ac.jp/assets/files/annou
ncement/2018_1st/koukaikou
za06.pdf

国立大学法人
筑波技術大学
企画課広報・情報化推進係
029-858-9422

茨城県 つくば市 ② 授業見学会
産業技術学部の実際の授業の様子を見学することができます。障害者高等
教育研究支援センターやその他の教育・研究施設などを見学・体験できるほ
か、希望者は体験授業や個別相談にも参加することができます。

10月29日 筑波技術大学天久保キャンパス 国立大学法人筑波技術大学 無料
http://www.tsukuba-
tech.ac.jp/admission/it/open
campus/class_inspection.html

国立大学法人
筑波技術大学
聴覚障害系支援課教務係
029-858-9329

事前申込要

茨城県 つくば市 ③ 学園祭（春日祭）
教育研究等の活動及びサークルなどの学生団体について点字・発表、学生
による模擬店の出店等を行い、学内者及び学外者との交流を深める。

11月3日 筑波技術大学春日キャンパス 国立大学法人筑波技術大学 無料
http://www.tsukuba-
tech.ac.jp/

国立大学法人
筑波技術大学
視覚障害系支援課学生係
029-858-9513

※Ｗｅｂサイトは現在作成中
のため、本学HPのURLを記
載します

茨城県 つくば市 ①
公開講座「ろう者学セミナー～ろう者の芸
術・分化活動、遺伝子と聴覚障害の関係
を手話言語で学ぶ～」

広く手話に関わる一般市民を対象に、ろう者の生活史研究を紹介し、時代背
景と社会観の変遷を把握した上で、聴覚障害者の生き方を考える内容の講
義を２本提供します。

11月11日 筑波技術大学天久保キャンパス 国立大学法人筑波技術大学
https://www.tsukuba-
tech.ac.jp/social_contribution
/open_lectures/

国立大学法人
筑波技術大学
企画課広報・情報化推進係
029-858-9422

9月中旬～下旬
に更新予定

茨城県 つくば市 ② つくばアクションプロジェクト活動報告
筑波大学独自の学生支援「T-ACT」を利用して、自分たちの「やってみた
い！」を実現させる学生の活動を紹介します。

11月3日～4日 筑波大学スチューデント・コモンズ 筑波大学T-ACT推進室 無料
http://www.t-
act.tsukuba.ac.jp/

筑波大学
T-ACT推進室
029-853-2222

11月3～4日の学園祭の一
部として開催する予定

茨城県 つくば市
①，③，
④

平成30年度筑波大学附属図書館特別展
「グローバルに挑む群像 -幕末から明治
へ-」（「明治150年」関連展示）

本特別展では、幕末・維新期から明治前半期を中心に、グローバルな世界
に挑戦した人びとの姿を筑波大学附属図書館所蔵の貴重図書・和装古書か
らとりあげ日本近代のあり方を考えていきます。

10月29日～11月30日 筑波大学中央図書館一階貴重書展示室
筑波大学附属図書館／筑波大学人
文社会系共催

無料
http://www.tulips.tsukuba.ac.j
p/exhibition/2018global/index
.html

筑波大学附属図書館
古典資料担当
029-853-2376

茨城県 つくば市
①，②，
③，④

筑波大学高大連携シンポジウム2018

筑波大学では、開かれた大学という建学の理念を受け、筑波研究学園都市
という立地を活かし、高大連携活動を行っております。本シンポジウムは、筑
波大学生や教員の指導の下、全国各地の高校生が地域課題を発掘し、科
学的手法を駆使しながら意見を収束させ、解決案をプレゼンテーションする
ものです。

11月3日 筑波大学 筑波大学 無料
http://koudai.tsukuba.ac.jp/u
pdate/

大澤義明
osawa@sk.tsukuba.ac.jp
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茨城県 つくば市 ③
筑波大学の国際交流活動の紹介
（学園祭にて開催）

本学学生の人間力育成の支援組織であるつくばアクションプロジェクト（T-
ACT）推進室と、グローバル人材育成の支援組織であるグローバル・コモン
ズ機構（ＧＣ）が連携・協力して開催します。それぞれの諸活動に関するポス
ター掲示や学内スタンプラリー等を実施します。

11月3日～11月4日 筑波大学スチューデント・コモンズ
筑波大学
T-ACT推進室／グローバル・コモンズ
機構

無料

グローバル・コモンズ機構
キャンパス・グローバル化
部門
029-853-7428

11月3日～4日の学園祭の
一部として開催する予定

茨城県 つくば市 ①，③ City Chat Café
筑波大学留学中の外国人学生との英語でのチャットの機会を提供するととも
に、異文化交流及び国際理解を促進します。

11月18日 LALAガーデンつくば
筑波大学グローバル・コモンズ機構／
つくば市国際交流協会

無料
http://g-
commons.global.tsukuba.ac.jp
/news/news/detail/591

グローバル・コモンズ機構
キャンパス・グローバル化
部門
029-853-7428

月1回程度開催

茨城県 つくばみらい市 ③ 第13回つくばみらい市文化祭 芸能発表・作品展示 11月3日,4日
きらくやまふれあいの丘
谷和原公民館

つくばみらい市文化協会
つくばみらい市教育委員会

0297-58-2111㈹

茨城県 つくばみらい市 ①
親が変われば子どもも変わる推進講演
会

講演会 11月17日
きらくやまふれあいの丘世代ふれあいの
館

青少年育成つくばみらい市民会議 0297-58-2111㈹

茨城県 土浦市 ③ 第46回　文化祭 作品展示，各種大会，発表，公演等 9月30日～12月16日 亀城プラザ，市民会館，生涯学習館　外 文化生涯学習課（文化振興室）
文化振興室
029-826-1111（内5119）

茨城県 土浦市 ③
第21回企画展
「縄文海進のころの霞ヶ浦（仮）」

縄文海進期における，東京湾と霞ヶ浦の環境と貝塚についての展示 10月13日～12月2日 上高津貝塚ふるさと歴史の広場 上高津貝塚ふるさと歴史の広場
上高津貝塚
ふるさと歴史の広場
029-826-7111

茨城県 土浦市 ① 土浦市長杯少年野球大会
少年軟式野球大会を開催し，青少年の健全育成及び各チームの親睦を図
る。

10月14日,
20日,21日,
28日

J:COMスタジアム土浦　外 スポーツ振興課
スポ-ツ振興課
029-826-1111（内5125）

茨城県 土浦市 ③ 一中地区公民館まつり 作品展示・発表、芸能大会、模擬店等 11月11日 一中地区公民館 一中地区公民館
一中地区公民館
029-821-0104

茨城県 土浦市 ③
三中地区文化祭
（公民館まつり）

作品展示・発表、芸能大会、模擬店等 11月19日 三中地区公民館 三中地区公民館
三中地区公民館
029-843-1233

茨城県 土浦市 ③ 四中地区公民館まつり 作品展示・発表、芸能大会、模擬店等 11月2日～4日 四中地区公民館 四中地区公民館
四中地区公民館
029-824-9330

茨城県 土浦市 ③ 上大津公民館まつり 作品展示・発表、芸能大会、模擬店等 11月11日 上大津公民館 上大津公民館
上大津公民館
029-828-1008

茨城県 土浦市 ③ 六中地区公民館文化祭 作品展示・発表、芸能会、模擬店等 10月28日～29日 六中地区公民館 六中地区公民館
六中地区公民館
029-842-3585

茨城県 土浦市 ③
新治地区コミュニティまつり
（公民館まつり）

作品展示・発表、芸能大会、模擬店等 10月27日～29日 新治地区公民館 新治地区公民館
新治地区公民館
029-862-2673

茨城県 土浦市 ② 土浦市火災予防ポスター展
市内小中学校の生徒へ協力を依頼し，低学年・高学年・中学生別に表彰・作
品の展示を行う。

11月9日～15日 土浦市役所
土浦市防火・危険物安全協会　土浦
市幼少年婦人防火委員会　土浦市消
防本部

消防本部予防課
029-821-5967

茨城県 土浦市 ① 高齢者スポ―ツ大会
高齢者が，スポーツを楽しみながら相互の親睦を深めるとともに，心身を鍛
え，体力の増進を図る。

11月14日 霞ヶ浦文化体育会館 土浦市社会福祉協議会
社会福祉協議会
029-821-5995

茨城県 土浦市 ① 土浦市ゲートボール大会
高齢者が，ゲートボールをとおしてスポーツ活動の推進と相互交流の促進を
図る。

10月 市民運動広場 土浦市社会福祉協議会
社会福祉協議会
029-821-5995

茨城県 土浦市 ①
「いばらき教育の日」推進事業
講演会

生徒に夢や希望を与えるような内容で，講演会等を開催する。 7月～3月 各中学校 市内各中学校，義務教育学校
指導課
029-826-1111
（内5130）

茨城県 土浦市 ④ テーマ展「井戸のある暮らし」
「鑿井図（さくせいず）」を中心に、発掘調査で見つかった井戸に関わる資料
などを展示し、かつてはごく普通にみられた井戸のある暮らしについて紹介
する。

10月20日～12月9日 土浦市立博物館 土浦市立博物館
土浦市立博物館
029-824-2928

茨城県 東海村 ③ 小中学校音楽祭 小・中学校の音楽祭 10月26日 東海文化センター 東海村教育委員会
029-282-1711（代表）
（内線1422）

茨城県 東海村 ③ やったん祭 次世代の東海村を支える青少年のためのお祭り。 11月5日 東海村立東海南中学校グランド・体育館
やったん祭実行委員会
東海村教育委員会

青少年センタ-
029-282-7049

茨城県 東海村 ①
いばらき教育の日強化月間
家庭教育講演会

家庭教育に関する講演会
村家庭教育学級の発表

11月11日 東海文化センター
茨城県教育委員会
東海村教育委員会

青少年センタ-
029-282-7049

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
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茨城県 東海村 ③ 東海村文化祭
文化・芸術活動に携わっている個人及び団体の作品展覧及び発表等の催し
を行う。

10月28日,
11月2日～4日

東海村総合体育館・東海文化センター
ほか

東海村文化祭実行委員会
東海村教育委員会

東海文化センタ-
029-282-8511

茨城県 東海村 ② 平成30年度東海近郊中学校野球大会 東海村及び近郊の中学校が参加する軟式野球大会。 11月 阿漕ヶ浦公園 東海村野球連盟
029-282-1711 (代表)
(内線2019)

茨城県 利根町 ③ 利根町文化祭 地域住民の文化・芸術発表・展示 11月3日,4日 利根町公民館 利根町 0297-68-7881

茨城県 利根町 ③ 公民館コンサート 地域住民の文化芸術への意識を高め，潤いのある町づくりを目指す 11月18日 利根町公民館 利根町 0297-68-7881

茨城県 利根町 ①
あいさつ・声かけ運動・非行防止
キャラバン

一般の方を対象に，地域でのコミュニケーションを広げることを目的にあさつ
声かけ運動を実施。
あいさつ声かけ運動は，町内児童生徒も実施。

11月上旬
町内スパー２ヶ所
小中学校

利根町青少年相談員協議会
町内小中学校

0297-68-3263

茨城県 那珂市 ①、④
量子科学技術研究開発機構
那珂核融合研究所
核融合施設見学会

那珂核融合研究所の一般公開で、施設の見学ツアー、核融合講座、実験教
室等を実施します。

10月21日
量子科学技術研究開発機構
核融合エネルギー研究開発部門
那珂核融合研究所

量子科学技術研究開発機構
核融合エネルギー研究開発部門
那珂核融合研究所

無料

http://www.fusion.qst.go.jp/n
aka/for_ordinary3/event_naka
/yokoku/2018/1021koukai/2
018open.html

量子科学技術
研究開発機構
那珂核融合研究所
管理部　庶務課
029-270-7213

茨城県 那珂市 ③
明治１５０年記念展示
「那珂市域の文化人」

パネル・資料展 10月27日～12月1日 那珂市歴史民俗資料館 那珂市歴史民俗資料館 029-297-0080

茨城県 那珂市 ①
「親が変われば、子どもも変わる運動」那
珂市推進大会

子育て体験発表（5名）・講話 11月17日 那珂市総合センターらぽーる
青少年育成那珂市民会議・那珂市教
育委員会

029-298-1111
(内線8283)

茨城県 那珂市 ① 那珂市民歩く会 歩く会 10月25日 未定 那珂市体育協会 029-297-0077

茨城県 那珂市 ① 那珂市近郊小学生ソフトボール親善大会 ソフトボール親善大会 11月4日 那珂総合公園 那珂市体育協会 029-297-0077

茨城県 那珂市 ③ 図書館まつり お話し会・講演会等 10月27日～28日 那珂市立図書館 那珂市立図書館 029-352-1177

茨城県 那珂市 ③ 映画会～ライブラリーシアター～
上映作品 10/13「ロボッツ」
11/10「植村直己物語」 12/8「アイス・エイジ」

10月13日,11月10日,
12月8日

那珂市立図書館 那珂市立図書館 029-352-1177

茨城県 那珂市 ① おはなし会 絵本の読み聞かせ・パネルシアターなど

毎月
第1・第3日曜日
第3木曜日
第4金曜日

那珂市立図書館 那珂市立図書館 029-352-1177

茨城県 那珂市 ① エントランスで朗読会 朗読会 第3日曜日 那珂市立図書館 那珂市立図書館 029-352-1177

茨城県 行方市 ③ 行方ふれあいまつり 市役所各課及び関係団体による出店や催し展示・発表ほか 11月10日,11日 高須崎公園 行方ふれあいまつり実行委員会
0291-35-2111
（行方市商工観光課）

茨城県 行方市 ③ 行方市文化祭 文化活動の展示・発表ほか 11月1日～4日 北浦公民館・麻生公民館・玉造公民館 行方市文化祭実行委員会
0291-35-3777
（行方市北浦公民館）

茨城県 行方市 ①
第５回行方市スポーツ少年団ふれあいの
郷リレーマラソン大会

リレーマラソンをとおして各スポーツ少年団員相互の親睦と融和を図ると共
に，個々の体力づくりに寄与する。

11月17日
北浦第1グラウンドを中心とする周回コー
ス

あおぞらブロック交流会
行方市スポーツ少年団

0291-35-2111
（行方市生涯学習課スポ-
ツ推進室）

茨城県 行方市 ①
あいさつ声かけ運動及び環境健全化啓
発事業

青少年健全育成大会来場者へあいさつ・声かけ運動を実施し，県青少年健
全育成条例のしおりや啓発品を配布。

11月10日,11日 行方市文化会館 青少年相談員連絡協議会
0291-35-2111
（行方市生涯学習課）

茨城県 行方市 ④
青少年のための科学の祭典・鹿行地区
大会　行方会場

「青少年に科学の魅力を体験できる機会を提供すること」を目的に理科分野
を網羅した多彩な実験や工作の体験ブースを設置し，青少年が科学に対し
て関心を高める契機となるように実施。

11月18日 行方市立北浦中学校
青少年のための科学の
祭典・鹿行地区大会実行委員会
（事務局：生涯学習課）

0291-35-2111
（行方市生涯学習課）

茨城県 坂東市 ③ 猿島地域体育祭 行政区対抗リレーや綱引きなど 11月3日 猿島中学校グラウンド 猿島地域体育祭 実行委員会 0297-35-1711

茨城県 坂東市 ① 教育振興大会 教育功労者の表彰、中学生作文・吹奏楽発表等 11月17日 市民音楽ホール 坂東市教育振興会
0297-35-2121
0280-88-0111

茨城県 坂東市 ① 坂東市いわい将門ハーフマラソン大会
日本陸連公認ハーフコースにて開催
ハーフの部、10km、5km、3kmの部、親子ペアの部

11月11日
坂東市八坂総合公園陸上競技場～岩井
地区

坂東市･茨城陸上競技協会 0297-35-1711

茨城県 坂東市 ③ 坂東市作品展 幼児・児童・生徒、クラブ、一般市民などの作品展 11月16日～18日
岩井総合体育館
岩井公民館

坂東市教育委員会 0297-21-2204

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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茨城県 坂東市 ① クリーン坂東 各地区の道路沿線、公共の場所、ごみ集積所等の一斉清掃 10月28日 市内全域 坂東市 0297-35-2121

茨城県 坂東市 ①
おひざの上のおはなし会(10月・11月・12
月）

赤ちゃん向けの絵本や紙芝居の読み聞かせを行う。
岩井：毎週水曜日
猿島：毎週木曜日

岩井図書館
猿島図書館

坂東市立図書館

岩井：0297-36-1300
猿島：
0280-88-8700
0297-44-5500

茨城県 坂東市 ① おはなし会（10月・11月・12月） 絵本や紙芝居の読み聞かせを行う。 毎週土曜日
岩井図書館
猿島図書館

坂東市立図書館

岩井：0297-36-1300
猿島：
0280-88-8700
0297-44-5500

茨城県 坂東市 ① 太陽観望 天体望遠鏡を使って太陽の観察をする。
毎週
土・日・祝日

資料館 坂東市立資料館
0280-88-8700
0297-44-0055

茨城県 坂東市 ① 天体講座 天体望遠鏡を使った天体講座を開催する。
10月13日,11月10日,
12月15日

資料館 坂東市立資料館
0280-88-8700
0297-44-0055

茨城県 坂東市 ① おひろめBOOKS 新着図書の中から、おすすめの本を紹介。 11月4日 岩井図書館 坂東市立岩井図書館 0297-36-1300

茨城県 坂東市 ① ブックコート講習会
大切な本を永く使えるようにするため、本の取り扱い方やビニールフィルムを
貼る講習

10月 岩井図書館 坂東市立岩井図書館 0297-36-1300

茨城県 坂東市 ① 朗読会「おはなしの森」 図書館ボランティアグループ「ひばりの会」による朗読会。 10月 岩井図書館 坂東市立岩井図書館 0297-36-1300

茨城県 坂東市 ①
企画展「明治維新150年　二世五姓田芳
柳が描いた激動の幕末・明治」

二世五姓田芳柳の画業を通して激動の幕末・明治を紹介する。 10月～1月 資料館 坂東市立資料館
0280-88-8700
0297-44-0055

茨城県 坂東市 ①
「ハロウィンのおはなし会」
「クリスマスのおはなし会」

テーマを決めて、絵本や紙芝居の読み聞かせを行う。
10月
12月

猿島図書館 坂東市立猿島図書館
0280-88-8700
0297-44-0055

茨城県 坂東市 ① 訪問おはなし隊
講談社訪問おはなし隊が来館し、読み聞かせやキャラバンカーの見学を行
う。

10月
岩井図書館
猿島図書館

坂東市立岩井図書館
坂東市立猿島図書館

0280-88-8700
0297-44-0055

茨城県 坂東市 ① 坂東市読書団体連合会文学散歩 文学をテーマにした視察研修を行う。 10月30日 未定 坂東市立図書館 0297-36-1300

茨城県 常陸太田市 ③ 常陸太田市里美文化祭
幼稚園児・保育園児・小学生・中学生の作品展示
体験講座　生涯学習関係教室・講座
サークル生による美術展・芸能発表会

10月28日～11月4日
予定

里美文化センター、里美ふれあい館、折
橋コミュニティーセンター

常陸太田市里美文化祭実行委員会 0294-82-2204

茨城県 常陸太田市 ① 常陸太田市美術展覧会 一般の部5部門（絵画・書道・写真・彫刻・陶芸） 10月31日～4日 市民交流センター 常陸太田市・常陸太田市教育委員会 0294-72-3201

茨城県 常陸太田市 ③ 水府地区きらめきフェスティバル
幼稚園児・保育園児・小学生・中学生の作品展示
生涯学習関係教室・講座
美術展・芸能発表会

11月17日～18日 水府総合センター
水府地区きらめきフェスティバル
実行委員会

0294-85-0142

茨城県 常陸太田市 ① 西金砂登山マラソン大会 14km・5kmの登山マラソン 11月18日 金砂郷地区

常陸太田市、
常陸太田市教育委員会、
常陸太田市体育協会、
マラソン大会実行委員会

0294-73-0090

茨城県 常陸太田市 ④ 子ども科学クラブ
「水ロケットを飛ばそう」
ペットボトルロケットづくり

11月17日 機初小学校グランド
常陸太田市子ども科学クラブ
実行委員会

0294-72-8888

茨城県 常陸太田市 ③ 指定文化財集中曝涼
普段公開していない指定文化財を虫干しを兼ねて一般に公開
（市内19カ所）

10月20日,21日 市内各所 常陸太田市教育委員会 0294-72-3201

茨城県 常陸太田市 ① 親子自然探索サークル 男体山ハイキング 11月11日 持方広場運動場
常陸太田親子自然探索サークル
実行委員会

0294-72-8888

茨城県 常陸太田市 ③ ふるさと愛育推進事業（夢塾） 親子でふるさと常陸太田の文化や知恵を学ぶための体験学習
10月6日～12月23日
計9回

市内各所 常陸太田市教育委員会 0294-72-8888

茨城県 常陸太田市 ① 家庭教育推進講演会 就学にあたっての家庭教育講演会
11月6日～29日
計8回

生涯学習センター
ほか

常陸太田市教育委員会 0294-72-8888

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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茨城県 常陸大宮市 ③ 常陸大宮市文化祭　ダンス発表会 ダンス発表会 10月28日
大宮公民館
大ホール

常陸大宮市教育委員会・文化協会 0295-52-0673

茨城県 常陸大宮市 ③ 常陸大宮市文化祭　囲碁大会 囲碁大会 10月21日 おおみやコミュニティセンター 常陸大宮市教育委員会・文化協会 0295-52-0673

茨城県 常陸大宮市 ③ 常陸大宮市文化祭　山方地域作品展 作品展 10月26日～28日 山方公民館 常陸大宮市教育委員会・文化協会 0295-57-2903

茨城県 常陸大宮市 ③ 常陸大宮市文化祭　美和地域作品展 作品展 11月3日～4日 美和工芸ふれあいセンター 常陸大宮市教育委員会・文化協会 0295-58-2142

茨城県 常陸大宮市 ③ 常陸大宮市文化祭　緒川地域作品展 作品展 11月3日～4日 緒川総合センター 常陸大宮市教育委員会・文化協会 0295-56-5111

茨城県 常陸大宮市 ③ 常陸大宮市文化祭　御前山地域作品展 作品展 11月10日～11日 御前山トレーニングセンター 常陸大宮市教育委員会・文化協会 0295-55-2116

茨城県 常陸大宮市 ③ 常陸大宮市文化祭　将棋大会 将棋大会 11月4日 おおみやコミュニティセンター 常陸大宮市教育委員会・文化協会 0295-52-0673

茨城県 日立市 ① 大みか市民レク大会 大みか学区住民のレクリエーション大会。地域住民の交流を図る。 10月21日 大みか小学校体育館 大みか学区コミュニティ推進会 0294-53-5211

茨城県 日立市 ①
家庭教育講座
「風の子親子ふれあい体操教室」

幼児と親を対象としたリズム体操や親子ゲームで交流する。
10月～11月
計5回

東金沢体育館 大沼学区コミュニティ推進会 0294-35-8329

茨城県 日立市 ① ふれあい生き生きサロン（通年事業） ひとり暮らし高齢者・在宅福祉支援等 10月～11月 金沢交流センター 金沢学区コミュニティ推進会 0294-36-3985

茨城県 日立市 ① ボランティア合同研修会 ボランティア同士の情報交換，研修を行う。 10月15日,19日 金沢交流センター 金沢学区コミュニティ推進会 0294-36-3985

茨城県 日立市 ③ 坂下地区文化芸能発表会 作品展示や発表等を行う。 10月20日,21日 久慈川日立南交流センター 坂下地区コミュニティ推進会 0294-52-6343

茨城県 日立市 ③ 豊浦学区市民体育祭 運動会を通じた地域住民の交流を行う。 10月21日 豊浦小学校 豊浦学区まちづくり推進会 0294-43-5755

茨城県 日立市 ① 秋の歩く会 滑川学区のまちの魅力を歩きながら再発見する。 10月21日 滑川学区 滑川学区コミュニティ推進会 0294-22-1654

茨城県 日立市 ① 運動会 運動会を通じた地域住民の交流を行う。 10月21日 油縄子小グラウンド 油縄子学区コミュニティ推進会 0294-38-7531

茨城県 日立市 ③ 第30回　日高学区三世代スポレク祭 スポーツ・レクリエーションを通して地域の世代間の交流をする。 10月21日 日高小グラウンド，体育館 日高学区市民自治会 0294-42-4050

茨城県 日立市 ① 防災訓練 地域住民の防災意識を高める。 10月21日 油縄子交流センター 油縄子学区コミュニティ推進会 0294-38-7531

茨城県 日立市 ③ 宮田ふれあいまつり 式典、ゲーム、抽選会など。 11月18日 宮田小学校 宮田学区コミュニティ推進会 0294-27-6835

茨城県 日立市 ③ 田尻学区文化祭 作品展示会，フリーマーケット 10月20日～21日 田尻交流センター
田尻学区コミュニティ推進会，
田尻学区文化協会

0294-42-1552

茨城県 日立市 ③ 水木秋まつり３０ お祭りを通じて地域住民の交流を図る。 10月28日 泉が森体育館 水木学区コミュニティ推進会 0294-52-3225

茨城県 日立市 ① 日立の魅力再発見ウォーク まちの魅力を歩きながら再発見する。 10月28日 油縄子学区 油縄子学区コミュニティ推進会 0294-38-7531

茨城県 日立市 ③ 文化講演会 文化に関する講演会。 11月3日 成沢交流センター 成沢学区コミュニティ推進会 0294-34-5598

茨城県 日立市 ③ 住民文化祭 絵画・写真・手芸などの作品展示，子どものゲーム・体験コーナー等を行う。 10月27日,28日 金沢交流センター 金沢学区コミュニティ推進会 0294-36-3985

茨城県 日立市 ③ 豊浦地区三世代文化祭 作品展示や発表等を行う。 11月3日,4日 豊浦交流センター 豊浦学区まちづくり推進会 0294-43-5755

茨城県 日立市 ① 野外ウォーキング ウォーキングを通じて地域住民の健康増進と交流を図る。 10月26日 水木学区 水木学区コミュニティ推進会 0294-52-3225

茨城県 日立市 ③ 2018久慈地区スポーツフェスティバル スポーツを通して地域住民の健康増進と交流を図る。 10月28日 久慈交流センター北側広場 久慈学区コミュニティ推進会 0294-53-5211

茨城県 日立市 ① 人形劇パッペ公演 人形劇パッペによる公演の実施。 11月 仲町交流センター 仲町学区コミュニティ推進会 0294-21-5564

茨城県 日立市 ① 自主防災避難訓練 地域住民の防災意識を高める。 11月 櫛形小学校 十王地区コミュニティ推進会 0294-39-2411

茨城県 日立市 ① 日立の魅力再発見ウォーク まちの魅力を歩きながら再発見する。 10月20日 十王学区 十王地区コミュニティ推進会 0294-39-2411

茨城県 日立市 ① 自主防災訓練 地域住民の防災意識を高める。 11月 成沢小学校 成沢学区コミュニティ推進会 0294-34-5598

茨城県 日立市 ③ ふくしまつり 地域住民同士の交流と福祉への理解を深める。 11月17日 久慈交流センター 久慈学区コミュニティ推進会 0294-53-5211

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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茨城県 日立市 ① 日立の魅力再発見ウォーク まちの魅力を歩きながら再発見する。 11月4日 大みか学区 大みか学区コミュニティ推進会 0294-53-5211

茨城県 日立市 ③ 中里学区文化祭・中里ふれあい祭り 模擬店・茶会，写真・絵画等の展示，芸能発表会などを行う。 11月3日,4日 中里中学校校庭 中里学区コミュニティ推進会 0294-70-8005

茨城県 日立市 ① 日立の魅力再発見ウォーク まちの魅力を歩きながら再発見する。 11月15日 助川学区 助川学区コミュニティ推進会 0294-23-0955

茨城県 日立市 ① 自主防災訓練 地域住民の防災意識を高める。 11月 久慈川日立南交流センター 坂下地区コミュニティ推進会 0294-52-6343

茨城県 日立市 ③ 三世代スポーツレクリエーション祭 学区内3世代の交流を目的として，団体競技等を行う。 11月18日 大沼交流センター・東金沢体育館・中庭 大沼学区コミュニティ推進会 0294-35-8329

茨城県 日立市 ③ ふくしのつどい
福祉の体験コーナー，介護用品展示，ふれあい交流サロン，健康コーナー，
ちびっ子囲碁・将棋・オセロコーナーなど設ける。「放射能と健康の影響」の
講演会を実施する。

11月10日 大沼交流センター・東金沢体育館 大沼学区コミュニティ推進会 0294-35-8329

茨城県 日立市 ③ 助川学区文化祭（助川演芸大会） 歌・踊り・演劇の発表，地域の代表が芸能を披露する。 11月24日,25日 助川交流センター 助川学区コミュニティ推進会 0294-23-0955

茨城県 日立市 ① 自主防災訓練 地域住民の防災意識を高める。 11月17日 諏訪小学校 諏訪学区コミュニティ推進会 0294-33-3841

茨城県 日立市 ① 生活安全のつどい 生活安全についての意識を高める。 11月11日 金沢交流センター 金沢学区コミュニティ推進会 0294-36-3985

茨城県 日立市 ① 滑川地区親善ソフトボール大会 地区住民でチームを作り，親睦と交流を図る。 11月11日 滑川市民広場 滑川地区体育振興会 0294-22-1654

茨城県 日立市 ① グラウンドゴルフ大会 グラウンドゴルフを通じた地域住民の交流を行う。 11月19日 久慈交流センター北側広場 久慈学区コミュニティ推進会 0294-53-5211

茨城県 日立市 ① ふれあい健康ウォーキング大会 ウォーキングを通じて世代を超えた交流を図る。 11月23日 - 中小路学区コミュニティ推進会 0294-22-6483

茨城県 日立市 ① 自主防災訓練 地域住民の防災意識を高める。 10月 仲町交流センター 仲町学区コミュニティ推進会 0294-21-5564

茨城県 日立市 ③ 諏訪学区郷土かるた大会 郷土かるたを通じて地域住民の交流を図る。 11月 諏訪交流センター 諏訪学区コミュニティ推進会 0294-33-3841

茨城県 日立市 ③ ふれあい秋祭り 模擬店や餅つき等を行う。 11月3日 諏訪交流センター 諏訪学区コミュニティ推進会 0294-33-3841

茨城県 日立市 ③ 仲町学区文化祭 模擬店，出し物，抽選会等を通じ地域住民の交流を図る。 11月4日 仲町交流センター 仲町学区コミュニティ推進会 0294-21-5564

茨城県 日立市 ③ 成沢ふれあい文化祭 作品展示，演劇発表，模擬店などを通して地域住民の交流を図る。 11月4日 成沢交流センター 成沢学区コミュニティ推進会 0294-34-5598

茨城県 日立市 ③ 第29回大久保ふれあいまつり 模擬店，出し物，抽選会等を通じ地域住民の交流を図る。 11月4日 大久保小学校グラウンド 大久保学区コミュニティ推進会 0294-34-0535

茨城県 日立市 ① ふれあい給食会 大みか小と高齢者の交流給食。 11月 大みか小学校 大みか学区コミュニティ推進会 0294-53-5211

茨城県 日立市 ① グラウンドゴルフ大会 グラウンドゴルフを通じた地域住民の交流を行う。 11月17日 金沢小学校 金沢学区コミュニティ推進会 0294-36-3985

茨城県 日立市 ③ ゆなご秋祭（三世代交流ふくしまつり） 出店や中学生の吹奏楽，小学生の踊り等を通じて交流を図る。 11月11日 油縄子交流センター 油縄子学区コミュニティ推進会 0294-38-7531

茨城県 日立市 ① ふるさと再発見ウォーク まちの魅力を歩きながら再発見する。 11月11日 田尻学区
田尻学区コミュニティ推進会，
田尻学区文化協会

0294-42-1552

茨城県 日立市 ① 自主防災訓練 地域住民の防災意識を高める。 10月27日 中小路小学校 中小路学区コミュニティ推進会 0294-22-6483

茨城県 日立市 ① 第24回総合防災訓練 避難，救護，炊き出し等の訓練を行う。 11月3日 大沼小学校校庭 大沼学区コミュニティ推進会 0294-35-8329

茨城県 日立市 ③ 滑川地区文化祭・ふれあい福祉まつり 展示、発表などを通して地域住民の交流を図る。
11月3日
,4日

滑川交流センター/体育館
滑川学区コミュニティ推進会/
滑川地区文化協会

0294-22-1654

茨城県 日立市 ① 三世代グラウンドゴルフ大会 グラウンドゴルフを通じた地域住民の交流を行う。 11月11日 折笠スポーツ広場 豊浦学区まちづくり推進会 0294-43-5755

茨城県 日立市 ① レクリエーション大会 レクリエーションを通じた地域住民の交流を図る。 11月10日 十王体育館 十王地区コミュニティ推進会 0294-39-2411

茨城県 日立市 ③ 日立市子どもまつり 展示，出店，ゲームなどを行う。 10月28日 日立シビックセンター・マーブルホール 日立市子ども会育成連合会 0294-22-3111（内線633）

茨城県 日立市 ① 日立の魅力再発見ウォーク まちの魅力を歩きながら再発見する。 11月17日 中小路学区 中小路学区コミュニティ推進会 0294-22-6483

茨城県 日立市 ① 仲町フェスタ・イン・かみねレジャーランド かみねレジャーランドで親子の交流，子ども同士・親同士の交流を図る。 11月 かみねレジャーランド 仲町学区コミュニティ推進会 0294-21-5564

茨城県 日立市 ③ ひたち郷土かるた大会 ひたち郷土かるたを使ったかるた大会により郷土愛を育む。 11月 久慈川日立南交流センター 坂下地区コミュニティ推進会 0294-52-3155

茨城県 日立市 ③ かるた大会 ひたち郷土かるたを使ったかるた大会により郷土愛を育む。 11月 油縄子交流センター 油縄子学区コミュニティ推進会 0294-38-7531

茨城県 日立市 ① ふれあい健康クラブ 健康体操等の実施。 月2回 久慈川日立南交流センター 坂下地区コミュニティ推進会 0294-52-6343

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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茨城県 日立市 ① 子育てママ楽集会 子育て中の母親の情報交換。 毎月2回 塙山交流センター 塙山学区住みよいまちを作る会 0294-34-5405

茨城県 日立市 ① 宮田土曜学校（通年事業） 子どもたちを中心に食育や地域芸能体験
10月13日,11月10日,
12月8日

宮田交流センター 宮田学区コミュニティ推進会 0294-27-6835

茨城県 日立市 ① 常陸国風土記講座（通年事業） 常陸国風土記に関する講座
10月4日,18日,
11月1日,15日,
12月6日,20日

宮田交流センター 宮田学区コミュニティ推進会 0294-27-6835

茨城県 日立市 ① 宮田学区総合防災訓練 地域住民の防災意識を高める。 10月20日 宮田小学校
宮田学区コミュニティ推進会/宮田小
学校

0294-27-6835

茨城県 日立市 ① 自主防災避難訓練 地域住民の防災意識を高める。 10月28日 滑川市民広場 滑川学区コミュニティ推進会 0294-22-1654

茨城県 日立市 ① すこやか元気クラブ（秋の交流会） 地域高齢者同士の交流事業 毎月2回 大久保交流センター 大久保学区コミュニティ推進会 0294-34-0535

茨城県 日立市 ① 三世代レクレーション レクリエーションを通じた地域住民の多世代交流を図る。 11月17日 河原子小学校 河原子学区コミュニティ推進会 0294-33-3746

茨城県 日立市 ① 魅力再発見ウォーク まちの魅力を歩きながら再発見する。 11月 久慈地区 久慈学区コミュニティ推進会 0294-53-5211

茨城県 日立市 ① ふくしのつどい 地域高齢者同士の交流と、健康チェック、軽体操 11月 大みか交流センター 大みか学区コミュニティ推進会 0294-53-5211

茨城県 日立市 ① 学区防災訓練 地域住民の防災意識を高める。 10月20日 塙山小学校
塙山学区住みよいまちを作る会/
塙山小学校

0294-34-540

茨城県 日立市 ③ たがとしょかんこどもまつり
・本のリサイクル市　　・昔の子どもの遊びコーナー
・人形劇、おはなし会　　・手づくりコーナー

11月17日
多賀図書館
１階ロビー
４階大ホール

日立市立多賀図書館 0294-33-2655

茨城県 日立市 ③ 図書館まつり
・本のリサイクル市　　・おはなし会
・手づくり教室　　・スピードくじ

11月10日 十王図書館 日立市立十王図書館 0294-20-2345

茨城県 日立市 ③ 男女共同参画をすすめるつどい2018 男女共同参画に関する小学生の絵画と中学生の作文優秀作品の表彰 11月17日 日立シビックセンター音楽ホール
男女共同参画をすすめるつどい
実行委員会

0294-26-0315

茨城県 日立市 ①
「あいさつ・声かけ運動」街頭キャンペー
ン

「あいさつ」によるコミュニケーションの大切さ，進んで「あいさつ」することに
ついて呼びかける。また，大人から積極的に青少年に「声かけ」することの大
切さ，実践することについて呼びかける。

11月1日,2日
日立駅，常陸多賀駅，大甕駅，
小木津駅，十王駅

日立市青少年育成推進会議
十王地区青少年育成協議会

0294-26-0315

茨城県 日立市 ③ 本の企画展示
11月の「いばらき教育月間」に併せ、『小中学生の子育て』をテーマに子育て
に役立つ本約200冊の展示を行う。

11月1日～29日 記念図書館 日立市立記念図書館 0294-24-7714

茨城県 日立市 ③，④ ２０１８こうがく祭
茨城大学工学部のある日立キャンパスにおいて、茨城大学生と近隣地域の
皆様方と一緒に盛り上げ、活気ある学園祭を実施します。

11月3日 茨城大学日立キャンパス こうがく祭実行委員会
茨城大学工学部
学務第二係
0294-38-5011

茨城県 ひたちなか市 ① 虎塚古墳石室壁画秋季一般公開 国指定史跡　虎塚古墳石室壁画の一般公開
11月1日～4日
,8日～11日

虎塚古墳 ひたちなか市教育委員会
029-273-0111
(内線7308)

茨城県 ひたちなか市 ① 芸術鑑賞会（小学校高学年の部） 「わんぱく寄席」の鑑賞 11月14日～16日 ひたちなか市文化会館 ひたちなか市
029-272-6301
(芸術文化振興室)

茨城県 ひたちなか市 ③ 児童生徒作品展（ひたちなか市芸術祭） 小中学生の書道・絵画・立体作品・発明工夫等の作品展示 11月21日～25日 ひたちなか市松戸体育館 ひたちなか市
029-272-6301
(芸術文化振興室)

茨城県 ひたちなか市 ③
美術展覧会第Ⅱ期
（ひたちなか市芸術祭）

写真・陶芸の展示 10月30日～4日 ひたちなか市文化会館
ひたちなか市
ひたちなか市写真連盟
ひたちなか市陶芸協会

029-272-6301
(ひたちなか市文化協会)

茨城県 ひたちなか市 ③
第48回民謡民舞秋まつり
（ひたちなか市芸術祭）

民謡民舞の発表 11月3日 ひたちなか市文化会館
ひたちなか市
ひたちなか市民謡民舞連合会

029-274-2179
（民謡民舞連合会：柏倉）

茨城県 ひたちなか市 ③
第38回邦楽連盟三曲演奏会
（ひたちなか市芸術祭）

邦楽の発表 11月18日 ひたちなか市文化会館
ひたちなか市
ひたちなか市邦楽連盟

029-273-9144
(邦楽連盟：初見)

茨城県 ひたちなか市 ③ 俳句大会（ひたちなか市芸術祭） 俳句大会 11月18日 ひたちなか市文化会館
ひたちなか市
ひたちなか市俳句連盟

029-263-6477
(俳句連盟：大野)

茨城県 ひたちなか市 ③ 佐野地区文化祭
地域住民,地区内小・中学校,県立特別支援学校,センター利用団体による作
品展示と模擬店出店を通して相互の連携と交流を深める。

11月10日～11日 佐野コミュニティセンター 佐野の和を推進する会 029-285-6685

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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茨城県 ひたちなか市 ③ 一中地区コミュニティまつり
地域コミュニティの活動団体及び利用団体等による作品展示・発表会や模
擬店出店などを通して，住民相互の連携と交流を深める

11月10日～11日 1中地区コミュニティセンター 一中地区地域のふれあいを広める会 029-275-2671

茨城県 ひたちなか市 ③ 那珂湊コミュニティまつり
地域コミュニティの活動団体及び利用者団体等による作品展示・発表会や
模擬店出展などを通して，住民相互の連携と交流を深める

11月10日～11日
那珂湊コミュニティセンター
那珂湊体育館
しあわせプラザ

湊中学区地域を住みよくする会 029-263-7266

茨城県 ひたちなか市 ③ 二中学区コミュニティまつり
地域コミュニティの活動団体及び利用団体等による作品展示・発表会や模
擬店出店などを通して，住民相互の連携と交流を深める

11月10日～11日 市毛コミュニティセンター 二中学区地域の輪をつくる会 029-272-3766

茨城県 ひたちなか市 ③ 平中学区しおさいまつり
地域住民，センター利用団体による学習成果の発表と，地域住民との交流
を深める

11月10日～11日 平磯コミュニティセンター
平中学区明るい地域づくりの会

029-263-7630

茨城県 ひたちなか市 ③ 田彦中学区コミュニティまつり
地域づくりの会及び利用団体及び地域住民の作品展示・発表会や模擬店出
店などを通して，住民相互の連携と交流を深める

11月10日～11日 田彦コミュニティセンター 田彦中学区地域づくりの会 029-274-5222

茨城県 ひたちなか市 ③ 大島ふれあいフェスタ
地域コミュニティの活動団体及び利用団体等による作品展示・発表会や模
擬店出店などを通して，住民相互の連携と交流を深める

11月10日～11日 大島コミュニティセンター 大島コミセン地区地域づくりの会 029-274-1226

茨城県 ひたちなか市 ③ 前渡ふるさとまつり
地域コミュニティの活動団体及び利用団体等による作品展示・発表会や模
擬店出店などを通して，住民相互の連携と交流を深める

11月11日
前渡コミュニティセンター
勝田第三中学校

前渡を明るく住みよくする会 029-274-7727

茨城県 ひたちなか市 ③
美術展覧会第Ⅰ期（ひたちなか市芸術
祭）

書道・絵画・彫刻の展示 10月16日～21日 ひたちなか市文化会館
ひたちなか市
ひたちなか市書道連盟
ひたちなか市美術協会

029-272-6301
(ひたちなか市文化協会)

茨城県 ひたちなか市 ③
日本舞踊公演＆舞踊まつり
（ひたちなか市芸術祭）

日本舞踊の発表 10月28日 ひたちなか市文化会館
ひたちなか市
ひたちなか市舞踊連盟

090-4029-4379
(舞踊連盟：岩井)

茨城県 ひたちなか市 ③ 小中学校音楽会（ひたちなか市芸術祭） 小中学生の音楽発表 10月25日～26日 ひたちなか市文化会館 ひたちなか市
029-265-7172（教育研究会
音楽研究部／磯崎小）

茨城県 ひたちなか市 ③ 茶道連合会茶会（ひたちなか市芸術祭） 茶道の発表 11月11日 ひたちなか市文化会館
ひたちなか市
ひたちなか市茶道連合会

029-272-0659
(茶道連合会：高野)

茨城県 ひたちなか市 ③
吟詠剣詩舞大会第67回那珂湊支部大会
（ひたちなか市芸術祭）

吟詠剣詩舞の発表 11月3日
ひたちなか市しあわせプラザ
ふれあい交流館

ひたちなか市
ひたちなか市吟詠剣詩舞連盟

029-265-8253
（吟詠剣詩舞連盟：清水）

茨城県 ひたちなか市 ① ミステリーバッグの貸出
図書館職員のおすすめの本・紙芝居を中がわからないように入れて貸出し
をする

10月26日～ 各ひたちなか市立図書館 各ひたちなか市立図書館 029-273-2247

茨城県 ひたちなか市 ②
公共施設・介護施設への
除籍図書の配布

図書館の除籍図書を学校，学童，幼稚園，保育園，介護施設へ配布し図書
の再利用を図る

11月1日 ひたちなか市立中央図書館 ひたちなか市立中央図書館 029-273-2247

茨城県 ひたちなか市 ①
産業交流フェア
「除籍図書リユースコーナー」

市の産業交流フェアの会場において図書館の除籍図書を市民に無料配布
する

11月3日,4日 ひたちなか市総合体育館
ひたちなか読書グループ連絡協議
会，各ひたちなか市立図書館

029-273-2247

茨城県 ひたちなか市 ③ 秋の図書館まつり
図書館除籍図書の配布，絵本の朗読ショー，お話の会等のイベントを通して
図書館の利用拡大を図る

11月10日 ひたちなか市立中央図書館 ひたちなか市立中央図書館 029-273-2247

茨城県 ひたちなか市 ① 除籍図書のリユース 図書の再利用を図るため，図書館の除籍図書を市民に無料配布する 11月10日～11日 ひたちなか市立那珂湊図書館 ひたちなか市立那珂湊図書館 029-263-5499

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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茨城県 ひたちなか市 ③ ふぁみりこらぼまつり（仮）

生涯学習センター利用者の展示・発表を中心に実施していた生涯学習セン
ターまつりと青少年育成団体が実施していたハロウィンパーティと合わせ
て，さらに子育て支援センターの協力を得て施設全体のまつりを実施したい
と考えています。

10月28日
子育て支援・
多世代交流施設ふぁみりこらぼ

ひたちなか市生涯学習課 029-272-6301

茨城県 鉾田市 ③ 第10回鉾田市文化祭 文化協会会員・一般参加者の作品展示、発表 10月28日～11月4日 各公民館 鉾田市文化協会
鉾田市立鉾田中央公民館
0291-33-2030

茨城県 鉾田市 ① 学童期子育て講座
家庭の教育力の向上を図るため、ライフステージに応じた学習機会の提供と
して、新入学児童の保護者を対象に家庭教育の支援を図る。

9月27日～10月29日
全9講座

市役所ほか 鉾田市教育委員会
鉾田市教育委員会
生涯学習課
0291-37-4342

茨城県 鉾田市 ④
子どもふれあい事業（青少年のための科
学の祭典に参加）

子どもたちが理科の多彩な実験や工作に触れる機会を創出するために実施
する「青少年のための科学の祭典」を体験させ、科学に対す興味を持たせ
る。

11月18日 北浦中学校 鉾田市教育委員会
鉾田市教育委員会
生涯学習課
0291-37-4342

茨城県 鉾田市 ① バトミントン教室 初心者を対象としたバトミントン教室
10月23日～11月15日
計8回

総合公園 鉾田市バトミントン連盟
鉾田市教育委員会
生涯学習課
0291-37-4342

茨城県 鉾田市 ① 卓球教室 初心者を対象とした卓球教室
10月5日～12月14日
計10回

総合公園 鉾田市卓球連盟
鉾田市教育委員会
生涯学習課
0291-37-4342

茨城県 鉾田市 ① 青少年相談員巡回活動 青少年相談員による巡回活動 11月～12月 市内全域 鉾田市青少年相談員連絡協議会
鉾田市教育委員会
生涯学習課
0291-37-4342

茨城県 鉾田市 ① 高齢者大学移動学習 鉾田市内の高齢者大学による移動学習 10月17日,31日 未定 鉾田市立公民館
鉾田市立鉾田中央公民館
0291-33-2030

茨城県 鉾田市 ① あいさつ声かけ運動 あいさつ声かけ運動(駅周辺等における街頭キャンペーン) 11月1日 新鉾田駅 青少年育成鉾田市民会議
青少年育成鉾田市民会議
0291-37-1340

茨城県 鉾田市 ③ 青少年の主張大会
各校1人ずつの代表計24人による小・中学生の主張作文の発表、家庭の日
ポスターの展示

11月18日 大洋公民館 青少年育成鉾田市民会議
青少年育成鉾田市民会議
0291-37-1340

茨城県 鉾田市 ① プロムナードコンサート 高校生の吹奏楽を中心とした音楽鑑賞会 未定 鉾田中央公民館 鉾田市立公民館
鉾田市立鉾田中央公民館
0291-33-2030

茨城県 鉾田市 ① 市民ミュージカル公演「ごんぎつね」 市民主体の劇団によるミュージカル公演 11月11日 大洋公民館 鉾田市立公民館
鉾田市立鉾田中央公民館
0291-33-2030

茨城県 水戸市 ①
子育て応援塾
「親業訓練講座入門講座」

親と子の上手なコミュニケーションのとり方を学ぶ 11月11日 ミオス みと好文カレッジ 029-303-6602

茨城県 水戸市 ① ほっとひといき夢らんど 親子体操，親子劇あそび，親子料理教室，遊んで学ぼう
10月4日,18日,
11月1日,15日,
12月6日,13日

ミオス みと好文カレッジ 029-303-6602

茨城県 水戸市 ① 子育て応援塾　「家庭教育出前講座」 講師が幼稚園等を訪問し，家庭教育に関する講座を開催する 各園の希望日 開催を希望する幼稚園等 みと好文カレッジ 029-303-6602

茨城県 水戸市 ① 三世代交流事業・ふれあい学級 サツマイモを使った料理を作りながら，三世代の交流を図る 10月19日 五軒小学校
五軒市民センター
五軒幼稚園
高齢者クラブ

029-226-4156

茨城県 水戸市 ④
明治維新150年記念　特別展「みと歴史
探訪」－明治・大正期の水戸を行く－

展覧会では，明治から大正時代の水戸のさまざまな事象を取り上げ，博物
館が所蔵する歴史・民俗・自然・美術から関係資料を展示し水戸の明治・大
正期の様子をたと゜る。

10月20日～11月25日 水戸市立博物館 水戸市立博物館 029-226-6521

茨城県 水戸市 ① 渡里女性学級 移動学習，料理教室 10月2日,11月22日 渡里市民センター，大洗・那珂湊方面
渡里女性会
渡里市民センター

029-221-3873

茨城県 水戸市 ① 渡里ことぶき大学 映画鑑賞，「しあわせな幸☆齢☆者をめざすために」講話 10月11日,11月8日 渡里市民センター，ひたちなか方面
渡里高齢者ｸﾗﾌﾞ
渡里市民センター

029-221-3873

茨城県 水戸市 ① 吉田ふれあい学級 クッキー作りと読み聞かせの会 10月30日 吉田市民センター
吉田市民センター
吉田が丘幼稚園

029-247-2316

茨城県 水戸市 ③ ふれあいまつり まつりを通して地域の連携の強化とコミュニティの活性化を図る 11月3日,10日,11日 赤塚市民センター
ふるさと赤塚をつくる会
赤塚市民センター

029-252-4090

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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茨城県 水戸市 ③ さつき秋季展示会 席飾りによる見事な枝ぶりのさつき盆栽約40席展示。 11月2日～4日 水戸市植物公園 水戸市植物公園 029-243-9311

茨城県 水戸市 ③ 2018内原ふれあいまつり
まつりを通して，商工・農業団体等との地域交流を深めることにより，内原地
域のコミュニティの活性化を図る

11月3日 内原ヘルスパーク 内原ふれあいまつり実行委員会 029-259-5032

茨城県 水戸市 ③ ふれあい吉田秋まつり
会員相互の融和と親睦を深めるため，各種団体と連携をとりながら，心のふ
れあいと活気ある地域社会をつくる

11月11日 元吉田市民運動場 吉田地区自治実践会 029-247-2316

茨城県 水戸市 ① 第38回青空市
地元農産物の直売，食品販売などを通して，多世代のふれあいや交流を図
る。また，山根地区の活性化も図る

11月3日 森林公園森の交流センター
山根地区緑の村推進協議会
ふるさと農業センター

029-252-7500

茨城県 水戸市 ③ ボタニカルアート作品展 ボタニカルアート（植物細密画）約130点を展示。 11月13日～25日 水戸市植物公園 水戸市植物公園 029-243-9311

茨城県 水戸市 ③ 梅が丘ふれあい祭り 作品展示，模擬店などを通して地域住民の交流を図る。 11月3日 見和市民センター
梅が丘地区連合会
見和市民センター

029-253-1273

茨城県 水戸市 ① 子ども将棋教室 将棋教室
10月13日
11月24日

石川市民センター 石川市民センター 029-252-2989

茨城県 水戸市 ③ はまだふれあい作品展 利用団体による作品展示・模擬店等 11月17日～11月18日 竹隈市民センター
住みよい浜田をつくる会
竹隈市民センター

029-231-2045

茨城県 水戸市 ① ペットボトルロケットプロジェクト
ロケットが飛ぶ原理についての講義やウォーターロケットの製作・打上げ体
験

10月28日,11月17日 少年自然の家 少年自然の家 029-254-2200

茨城県 水戸市 ③ 四季の体験学習（収穫祭） 食育活動，籾摺り体験，餅つき体験 11月11日 少年自然の家 少年自然の家 029-254-2200

茨城県 水戸市 ① 親子で森林浴・リンゴ狩り 自然観察やリンゴ狩り 11月18日 少年自然の家 少年自然の家 029-254-2200

茨城県 水戸市 ③ いきいき文化展 教室・クラブの成果発表，模擬店等 11月10日～11日 笠原市民センター 笠原市民センター 029-243-3769

茨城県 水戸市 ③ 秋の洋らん展 秋咲きの洋らんを約80株展示。 11月11日 水戸市植物公園 水戸市植物公園 029-243-9311

茨城県 水戸市 ③ 第28回風土記の丘ふるさとまつり まつりを通して文化財保護意識を育み，郷土愛と地域の活性化を図る 11月11日 大串貝塚ふれあい公園

大串貝塚ふれあい公園
（埋蔵文化財センター）
風土記の丘ふるさとまつり
実行委員会

029-269-5090

茨城県 水戸市 ③ みがわ生涯学習フェスティバル 定期講座受講者の成果発表と施設利用者の交流促進 11月19日～24日 見川市民センター 見川市民センター 029-243-6733

茨城県 水戸市 ① 見川地区寿大学 医療センター出前講座「転ばぬ先の杖」，閉講式・落語 10月15日,11月5日 見川市民センター 見川市民センター 029-243-6733

茨城県 水戸市 ① 子育て広場 地域における子育て支援事業（子どもの自由遊びと見守り） 毎週金曜日 見川市民センター 見川市民センター 029-243-6734

茨城県 水戸市 ① 梅が丘ふれあい学級 園児と保護者のふれあい体験講座 11月21日 梅が丘幼稚園
梅が丘幼稚園
見和市民センター

029-253-0097

茨城県 水戸市 ① ふれあいフェアｉｎ双葉台 まつりを通して地区の連携の強化とコミュニティの活性化を図る 11月17日 双葉台市民センター隣接広場 双葉台地区住民の会 029-251-3991

茨城県 水戸市 ① 渡里地区市民歩く会 地区住民の健康と親睦を図りながら地区内を歩く。 11月18日 地区内 渡里住民の会 029-221-3873

茨城県 水戸市 ① 堀原大学 交通安全教室 11月14日 堀原市民センター
堀原市民センター
堀原高齢者連合会

029-252-2750

茨城県 水戸市 ① 酒門女性学級 移動学習 11月1日 未定 酒門市民センター 029-247-1356

茨城県 水戸市 ③ 見川ふれあいまつり 地域住民の交流を深め，コミュニティ活動の推進を図る 11月10日 見川小学校

住みよい見川をつくる会
見川小学校
見川幼稚園
見川市民センター

029-243-6733

茨城県 水戸市 ① 防災訓練 地区住民による防災訓練 11月17日 堀原市民センター
堀原市民センター
堀原地区住民の会

029-252-2750

茨城県 水戸市 ③
「家庭の日」絵画・
ポスターと作文コンクール

「家庭の日」の普及・啓発及び青少年の健全育成を図るため，コンクールを
実施する

作品展示
11月予定

未定
水戸市教育委員会
水戸市青少年育成推進会議

029-306-8692

茨城県 水戸市 ① 吉田地区市民歩く会 地区内住民参加による歩く会 10月 吉田地区内
吉田地区自治実践会
（スポーツレクリェーション部会）

029-247-2316

茨城県 水戸市 ① 家庭教育強化事業 シャードー劇 10月18日 吉田市民センター 吉田市民センター 029-247-2316

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
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茨城県 水戸市 ① 家庭教育学級
学童期の発達と保護者の関わり
～自尊心と自己効力感を育てよう～

11月 渡里小学校 渡里市民センター 029-221-3873

茨城県 水戸市 ① 飯富女性教養講座 教養講座 11月予定 飯富市民センター 飯富市民センター 029-229-7002

茨城県 水戸市 ③ レディースセミナー
美味しい紅茶の入れ方＆英国王妃文化講話
冬の寄せ植え教室

10月30日,12月14日 双葉台市民センター
レディースセミナー
双葉台市民センター

029-251-3991

茨城県 水戸市 ① 子育て広場 地域における子育て支援事業 10月4日～12月20日 双葉台市民センター 双葉台女性会 029-251-3991

茨城県 水戸市 ① 図書館ガチャポン おすすめ本のガチャポンを設置 10月27日～11月8日 常澄図書館 水戸市立常澄図書館 029-269-1751

茨城県 水戸市 ① ハロウィンおはなし会 絵本の読み聞かせ・クイズ・ゲーム 10月予定 常澄図書館 水戸市立常澄図書館 029-269-1751

茨城県 水戸市 ① おはなしフェステイバル 絵本や紙芝居の読み聞かせ等 読書期間中 内原図書館 水戸市立内原図書館 029-291-6451

茨城県 水戸市 ① 城東ふれあい学級 親子で体を動かそう～ヨガで心も体もハッピーに～ 11月19日
城東幼稚園
遊戯室

城東市民センター
城東幼稚園

029-221-9974

茨城県 水戸市 ① 城東地区歩く会 地区内住民参加による歩く会 11月18日 未定
水戸市城東地区自治団体連合会
スポーツレクリェーション部
城東市民センター

029-221-9974

茨城県 水戸市 ① 飯富ふれあい学級 園児と保護者のふれあい 10月予定 飯富市民センター
飯富市民センター
飯富幼稚園

029-269-1031

茨城県 水戸市 ① わくわく学級 コンサートなど
11月19日
12月開催予定

五軒幼稚園
五軒市民センター
五軒幼稚園

029-226-4156

茨城県 水戸市 ① 五軒地区女性教養講座 骨盤ストレッチ教室 10月18日 みと文化交流プラザ 五軒市民センター 029-226-4156

茨城県 水戸市 ③ わいわい五軒文化祭 利用団体による展示・発表や模擬店 11月11日～12日 みと文化交流プラザ
わいわい五軒文化祭実行委員会
五軒市民センター

029-226-4156

茨城県 水戸市 ① 五軒いきいき大学閉講式 人権啓発講座講演会「笑いが一番」 11月14日 みと文化交流プラザ 五軒市民センター 029-226-4156

茨城県 水戸市 ① グラウンドゴルフ交流会 地域高齢者クラブとの交流会 10月24日 稲荷第一幼稚園
東前梅の会
稲荷第一幼稚園
常澄保育所

029-269-2108

茨城県 水戸市 ① 家庭教育学級 スクラップブッキング 10月26日 稲荷第一幼稚園
稲荷第一幼稚園
常澄保育所
稲荷第一市民センター

029-269-2108

茨城県 水戸市 ②
学校へようこそ
地域とのふれあい事業

・学校公開
・豚汁づくりと地域交流会
・講演会

11月11日 第三中体育館
第三中学校PTA
第三中学校
三中学区青少年育成会

029-224-5508

茨城県 水戸市 ③ 内原地区文化祭
各種パネル展，舞踊まつり，芸能音楽祭，囲碁大会，将棋大会，盆栽展，美
術展，菊花展等

10月20日～11月4日
水戸市内原中央公民館
水戸市内原ヘルスパーク

水戸市内原中央公民館 029-259-4044

茨城県 水戸市 ① 酒門学級 移動学習 10月25日 未定 酒門市民センター 029-247-1356

茨城県 水戸市 ① つどいの広場 地域における子育て支援事業 10月4日～12月20日 水戸市ふれあいの館 水戸市ふれあいの館 029‐243‐8940

茨城県 水戸市 ① 親子教室
地域における子育て支援事業
（ふれあいの館親子教室）

10月2日～12月21日
毎週火曜日･金曜日

水戸市ふれあいの館 水戸市ふれあいの館 029‐243‐8940

茨城県 水戸市 ② 学校へようこそ，防災教室
・学校の様子，体育の授業を公開
・親子防災教室の実施

11月10日 大場小学校 大場小学校 029-269-2103

茨城県 水戸市 ③ 城東ふれあい祭り 祭を通して地域住民との連携強化とコミュニティーの活性化を図る 10月20日 水戸市立城東小学校 水戸市立城東小学校ＰＴＡ 029-231-4297

茨城県 水戸市 ① 学校へようこそ 児童集会/講演会 11月10日 水戸市立城東小学校 水戸市立城東小学校 029-231-4297

茨城県 水戸市 ① 寿大学 移動学習，よさこい・マジックショー 10月26日,12月3日 石川市民センター 石川市民センター 029-252-2989

茨城県 水戸市 ① 女性教養講座 移動学習，エコクッキング，お正月リース作り
10月12日,11月2日,
12月26日

石川市民センター 石川市民センター 029-252-2989

茨城県 水戸市 ① 家庭教育強化事業 季節の飾り製作 10月17日 石川市民センター 石川市民センター 029-252-2989

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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茨城県 水戸市 ① 子育て広場 地域における子育て支援活動　親子レク，クリスマス会
10月3日,17日,
11月7日,21日,
12月5日,19日

石川市民センター 石川地区コミュニテイ連絡協議会 029-252-2989

茨城県 水戸市 ① ひまわり大学 脳トレ講座 11月8日 稲荷第一市民センター 稲荷第一市民センター 029-269-2213

茨城県 水戸市 ③ ばんだい祭り 学習発表会を保護者，地域の方々に公開する 11月3日 飯富中学校 飯富幼・小・中学校（園） 029-229-7132

茨城県 水戸市 ③ 古典園芸植物　秋のいわひば展示大会 秋の素晴らしい紅葉を迎えたイワヒバを展示と販売。 11月8日～11日 水戸市植物公園 水戸市植物公園 029-243-9311

茨城県 水戸市 ① くらしの中に茶道を おいしいお抹茶とお菓子のサービス。 11月4日 水戸市植物公園 水戸市植物公園 029-243-9311

茨城県 水戸市 ① 秋の弦楽コンサート 弦楽で奏でる秋の景色を楽しむ。 11月18日 水戸市植物公園 水戸市植物公園 029-243-9311

茨城県 水戸市 ① 浜田地区市民歩く会 地区住民参加による歩く会 11月3日 千波湖方面
住みよい浜田をつくる会
竹隈市民センター

029-231-2045

茨城県 水戸市 ① 浜田ふれあい学級 笠間焼陶芸体験（手ひねり） 11月15日 浜田幼稚園
竹隈市民センター
浜田幼稚園

029-231-2045

茨城県 水戸市 ③ 双葉っ子まつり・ようこそ学校へ
ステージ発表（スクールバンド・バトンクラブ等），創作活動（例；スライムづく
り），ゲーム（射的，中学生部活コーナー）

11月10日 双葉台小学校 双葉台小学校 029-253-1862

茨城県 水戸市 ① 千波ふれあい学級 親子リトミック教室 10月25日 千波幼稚園
千波幼稚園
千波市民センター

029-243-3174

茨城県 水戸市 ③ 第15回みんなみんなの寿まつり まつりを通して，地域住民の連携の強化とコミュニティの活性化を図る 11月11日 寿小学校校庭 寿地区自治連合団体 029-241-4011

茨城県 水戸市 ② 学校へようこそ 学習発表会，防災体験活動，学校外団体によるミニコンサート 10月20日
下大野小学校
及び体育館

下大野小学校 029-269-2003

茨城県 水戸市 ① 高齢者大学 歴史教室 10月30日 下大野市民センター 下大野市民センター 029‐269‐1288

茨城県 水戸市 ③ ふれあいまつり 稲荷第一ふれあいまつり 11月18日 稲荷第一市民センター
稲荷第一まちづくり会
稲荷第一市民センター

029-269-2213

茨城県 水戸市 ① 女性セミナー 人権研修 10月24日 堀原市民センター 堀原市民センター 029-252-2750

茨城県 水戸市 ① 水戸黄門漫遊マラソン
①マラソンの部（42.195km）
②５kmの部
③３kmの部

10月28日
市内全域
メイン会場：茨城県三の丸庁舎広場

水戸黄門漫遊マラソン実行委員会 029-303-7808

茨城県 水戸市 ① ほほえみ学級 「おさかな体験」 11月上旬～12月上旬 稲荷第二幼稚園
稲荷第二幼稚園
稲荷第二市民センター

029-269-1031

茨城県 水戸市 ① ヘルマンハープコンサート ヘルマンハープによるコンサート 10月予定 東部図書館 水戸市立東部図書館 029-248-4051

茨城県 水戸市 ① 一日館長（親子参加） 図書館業務体験 11月予定 東部図書館 水戸市立東部図書館 029-248-4051

茨城県 水戸市 ① 秋の公園自然観察教室 植生を中心に身近な自然を理解する 11月予定
東部文化公園
東部図書館

水戸市立東部図書館 029-248-4051

茨城県 水戸市 ① 堀原子育て広場
絵本等のよみきかせ
自由あそび

10月9日,22日 堀原市民センター
堀原地区住民の会
堀原市民センター

029-252-2750

茨城県 水戸市 ① 堀原子育て広場
絵本等のよみきかせ
自由あそび

11月13日,27日 堀原市民センター
堀原地区住民の会
堀原市民センター

029-252-2750

茨城県 水戸市 ① 内原子育て広場
地域における子育て支援事業
（子どもの自由遊びと見守り）

10月15日,11月19日,
12月10日

内原中央公民館
内原子育て支援の会
内原地域自治連合会

029-259-5032

茨城県 水戸市 ① ボランティア・ぷち（名称未定） 図書館員の仕事体験 11月予定 見和図書館 水戸市立見和図書館 029-350-2051

茨城県 水戸市 ①
横山大観生誕150年―近代画壇を牽引し
た画匠―」

明治元年に水戸で誕生し，近代日本を代表する画家である横山大観を中心
にとりあげることにより，郷土の偉人と歴史を再発見する。

11月10日 水戸市城東小学校　体育館
水戸市教育委員会事務局教育部歴
史文化財課

029-306-8132

茨城県 水戸市 ③ かぼちゃまつり ステージイベント・地域住民による発表･模擬店など 11月18日 石川小学校校庭 石川地区青少年育成会 029-254-1700

茨城県 水戸市 ③ 学校へようこそ
芸術鑑賞，金管バンドの演奏会，PTA主催による創作活動やゲームへの参
加

10月27日 吉沢小学校 水戸市立吉沢小学校 029-247-8113

茨城県 水戸市 ① がっこうへようこそ 教室・授業公開・PTAバザー 11月18日 上大野小学校 上大野小学校 029-221-6242

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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茨城県 水戸市 ③ 鯉淵っ子まつり ステージ発表（金管バンド他），学級発表，縦割り班活動，会食 11月10日 水戸市立鯉淵小学校 水戸市立鯉淵小学校 029-259-2239

茨城県 水戸市 ② 学校へようこそ
・学校の様子を公開
・薬物乱用防止教室の実施

10月27日 水戸市立酒門小学校 水戸市立酒門小学校 029-247-5952

茨城県 水戸市 ① なかよし広場 なかよし広場を通して，地域住民との交流の活性化を図る。 10月27日 水戸市立酒門小学校 水戸市立酒門小学校ＰＴＡ 029-247-5952

茨城県 水戸市 ① 幼稚園へようこそ 幼稚園の様子を公開 11月2日 酒門幼稚園 水戸市立酒門幼稚園 029-247-7980

茨城県 水戸市 ③ もちの木まつり 集会活動や音楽鑑賞，ＰＴＡによるバザーや模擬店，地域の方との交流 11月10日 内原小学校
内原小学校
内原小学校ＰＴＡ

029-259-4151

茨城県 水戸市 ③ 学校へようこそ「収穫祭」
米作りの収穫祭を実施する。もちつきをしてみんなで食べることを通して，保
護者や地域の方々と交流する。

10月27日 妻里小学校 水戸市立妻里小学校 029-259-2034

茨城県 水戸市 ① 親子でヨガ 親子ヨガ 11月21日 石川市民センター 石川市民センター 029-252-2991

茨城県 水戸市 ① 子育て広場 地域における子育て支援事業
10月9日,11月12日,
12月10日

笠原市民センター 笠原市民センター 029-243-3769

茨城県 水戸市 ① いきいきカレッジ 警察音楽隊による音楽鑑賞 10月30日 笠原市民センター 笠原市民センター 029-243-3769

茨城県 水戸市 ① 市民歩く会 地区住民参加による歩く会 11月17日 笠原市民センター 笠原市民センター 029-243-3769

茨城県 水戸市 ① 街頭啓発
茨城県の教育の日一斉キャンペーンに合わせ，水戸駅改札前やペデストリ
アンデッキにおいて選挙啓発物品を配布。

11月1日 水戸駅 選挙管理委員会 029-259-2336

茨城県 水戸市 ① 日曜名画座 映画上映会
10月14日,11月11日,
12月9日

中央図書館 水戸市立中央図書館 029-291-6451

茨城県 水戸市 ① 天体観測 移動天文車による夜の天体観測 10月6日,11月15日 西部図書館 水戸市立西部図書館 029-255-5651

茨城県 水戸市 ① クラリネット・コンサート 館内でのクラリネットの演奏会 11月11日 常澄図書館 水戸市立常澄図書館 029-269-1751

茨城県 水戸市 ② 暮らしに活きる「はな・花・華」展
昭和42年度水戸市立第三中学校卒業の同窓生たちによる展覧会。〈咲〉を
テーマに絵画・書・ボタニカルアート・写真などを約300点展示。

10月16日～21日 水戸市植物公園 水戸市植物公園 029-243-9311

茨城県 水戸市 ② 暮らしに活きる「はな・花・華」展
昭和42年度水戸市立第三中学校卒業の同窓生たちによる展覧会。〈咲〉を
テーマに絵画・書・ボタニカルアート・写真などを約300点展示。

10月16日～21日 水戸市植物公園 水戸市植物公園 029-243-9311

茨城県 水戸市 ① 子育て広場 地域における子育て事業
10月2日,11月6日,
12月4日

稲荷第二市民センター
稲荷第二市民センター
保健推進員

029-269-1031

茨城県 水戸市 ①
大場高齢者大学
（シナプソロジー）

脳の活性化講座 10月18日 大場市民センター
高齢者クラブ，水戸市
（大場地区高齢者クラブ連合会，大場
市民センター）

029-269-1006

茨城県 水戸市 ① 女性セミナー 移動学習 11月20日 未定 堀原市民センター 029-252-2750

茨城県 水戸市 ① 家庭教育学級
子育てに関する講演
音楽を使ったリズム体操

10月23日 新原保育所
堀原市民センター
新原保育所

029-252-2750

茨城県 水戸市 ① 女性教養講座 教養講座 10月19日 見和市民センター
梅が丘女性会
見和市民センター

029-253-1273

茨城県 水戸市 ① 子育て広場 地域における子育て支援事業 10月18日 見和市民センター 梅が丘女性会 029-253-1273

茨城県 水戸市 ① 子育て広場 地域における子育て支援事業 11月1日 見和市民センター 梅が丘女性会 029-253-1273

茨城県 水戸市 ① 女性教養講座 教養講座 11月9日 見和市民センター 梅が丘女性の会見和市民センター 029-253-1273

茨城県 水戸市 ① 家庭教育強化事業 未就園児と保護者のふれあい体験講座 11月15日 見和市民センター 梅が丘女性会 029-253-1273

茨城県 水戸市 ③ 学校へようこそ　河小フェスティバル
公開授業・河小フレンドリーステージ・縦割り班による野菜販売・模擬店・バ
ザー

11月3日 河和田小学校 水戸市立河和田小学校 029-251-9540

茨城県 水戸市 ③ 赤小まつり
児童，ＰＴＡによるアトラクション，縦割り班活動，模擬店，作品展示，地域の
方との交流

11月17日 赤塚小学校
赤塚小学校
赤塚小学校ＰＴＡ

029-253-4301

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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茨城県 水戸市 ③ 学校へようこそ
11月7日（水）：授業公開
11月12日（月）：展示作品公開

11月7日,12日 水戸市立千波中学校 水戸市立千波中学校 029-248-4080

茨城県 水戸市 ③ 秋華祭
期間中の展示作品公開
※授業公開は11月7日（水）のみ

11月7日～12日 水戸市立千波中学校 水戸市立千波中学校 029－248-4080

茨城県 水戸市 ① 学校へようこそ五軒ハートフル
親子レクレーション
地域住民に向けて授業公開

11月10日 五軒小学校 五軒小学校 029-224-2900

茨城 水戸市 ①，③ 江戸時代初期の香文化
各分野の最新の話題が聞ける放送大学ライブラリー講演会。今回は、日本
の香文化、特に香道が確立された江戸時代初期の様相について説明しま
す。

10月20日
茨城県立図書館　　　　　　　　２階視聴覚
ホール

放送大学 無料
https://www.sc.ouj.ac.jp/cent
er/ibaraki/about/open.html

放送大学
茨城学習センター
TEL:029-228-0683
茨城県立図書館
TEL:029-221-5569

茨城 水戸市 ① 行動分析学から見た「言葉の力」
各分野の最新の話題が聞ける放送大学ライブラリー講演会。今回は、古代
日本では言霊（ことだま）と捉えていた言葉の不思議な力を、科学的な行動
分析学の視点から解説します。

11月17日
茨城県立図書館　　　　　　　　２階視聴覚
ホール

放送大学 無料
https://www.sc.ouj.ac.jp/cent
er/ibaraki/about/open.html

放送大学
茨城学習センター
TEL:029-228-0683
茨城県立図書館
TEL:029-221-5569

茨城県 水戸市 ③
茨城大学図書館土曜アカデミー「岡倉天
心セミナー　vol.5」

事前申込不要、全ての事業が無料、どなたでも参加できる茨城大学図書館
土曜アカデミーのイベントの一つとして、岡倉天心に関するセミナーを実施し
ます。

11月4日 茨城大学図書館本館ライブラリーホール 茨城大学図書館 無料 http://www.lib.ibaraki.ac.jp/
茨城大学図書館本館
029-228-8076

茨城県 水戸市 ③ 茨城大学図書館2018年度後期企画展
茨城大学五浦美術文化研究所との共催で、「五浦から世界へ　旅する岡倉
の眼差し」をテーマに展覧会を開催します。

11月4日～18日 茨城大学図書館本館展示室 茨城大学図書館 無料 http://www.lib.ibaraki.ac.jp/
茨城大学図書館本館
029-228-8076

茨城県 水戸市 ③
全国の小中高校大学生の入館料無料措
置

学習機会充実の一環として、郷土の歴史を学んだり、自由研究の一助とな
るよう、全国の小学校・中学校・高校・高専・大学・専門学校に通う児童・生
徒・学生の入館料を無料にします

11月1日～7日
ただし11月5日は休館日

徳川ミュージアム 公益財団法人　徳川ミュージアム http://www.tokugawa.gr.jp/ 029-241-2721

茨城県 美浦村 ③ 第41回みほ産業文化フェスティバル 作品展示、俳句会、着付会、お祭り広場、芸能発表会、野外ステージ 11月1日～3日 美浦村中央公民館
美浦村
美浦村文化祭実行委員会

029-885-4451

茨城県 美浦村 ③ 映画まつり 映画会 11月10日 美浦村中央公民館
美浦村
美浦村文化祭実行委員会

029-885-4451

茨城県 美浦村 ③ 俚謡大会 日和吟社による俚謡会 11月11日 美浦村中央公民館
美浦村
美浦村文化祭実行委員会

029-885-4451

茨城県 美浦村 ③ 第32回音楽フェスティバル第1部 演奏、バレエ、太鼓などの芸能発表会 11月17日 美浦村中央公民館
美浦村
美浦村文化祭実行委員会

029-885-4451

茨城県 美浦村 ③ 第32回音楽フェスティバル第2部 美浦村吹奏楽・合唱の祭典 11月18日 美浦村中央公民館
美浦村
美浦村文化祭実行委員会

029-885-4451

茨城県 守谷市 ③ スポーツフェスティバル
小中学校合同演習，スポーツ体験，スポーツ教室，スポーツ少年団交流会，
室内プール無料開放

10月28日 常総運動公園
守谷市
守谷市教育委員会

0297-45-1111
(内線277)

茨城県 守谷市 ③ 芸術祭 菊花展，美術展Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ，生花展，お茶会 10月28日～11月23日 中央公民館ほか 守谷市文化協会
0297-45-1111
(内線272)

茨城県 守谷市 ① 若い芽のコンサート ｉｎ　ＭＯＲＩＹＡ 2018 小学生から30歳までの演奏会 11月11日 中央公民館ホール 守谷市文化協会
0297-45-1111
(内線272)

茨城県 守谷市 ① 家庭教育講演会
子どもの個性とは何か，成長・発達における課題にはどのようなことがある
のかを学び合う講演会

11月17日
守谷市役所
大会議室

守谷市教育委員会
0297-45-1111
(内線273)

茨城県 守谷市 ① 市民ソフトテニス大会 ソフトテニス愛好者による競技会 10月28日 常総運動公園 守谷市教育委員会
0297-45-1111
（内線277）

茨城県 守谷市 ③ 図書館まつり
読書週間にあわせ，講演会やリサイクルブックフェア等のイベントを開催す
る。

10月27日～11月9日 守谷中央図書館 守谷市教育委員会
0297-45-1111
（内線276）

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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茨城県 八千代町 ③ 八千代の秋まつり 作品展、子どもフェティバル、ステージ発表、模擬店等 11月16日～18日 八千代町中央公民館ほか 秋まつり企画運営委員会 0296-48-3819

茨城県 結城市 ③ 第53回ゆうき市文化祭 作品発表、展示 10月～12月8日 市公民館・市民情報ｾﾝﾀｰ・アクロス 結城市文化協会 0296-32-1899

茨城県 結城市 ① 教育振興大会 感謝状の贈呈、研究指定校による発表 11月11日
結城市民文化センター「アクロス」

結城市教育振興会 0296-32-9997

茨城県 結城市 ① 人権講演会
児童・生徒の人権作文の発表
【人権講演会】講師　智内威雄

11月11日 結城市民文化センター「アクロス」
茨城県教育委員会
結城市・結城市教育委員会

0296-32-1899

茨城県 龍ケ崎市 ① 龍・流連携「市民大学講座」
語学講座
「英語で学ぶ国際マナー」

11月
流通経済大学
龍ケ崎キャンパス

龍ケ崎市・流通経済大学 0297-64-1111

茨城県 龍ケ崎市 ③ 龍ケ崎市民文化芸術フェスティバル ステージ発表、作品の展示等 10月23日～11月23日
龍ケ崎市文化会館，歴史民俗資料館，中
央図書館

龍ケ崎市まちづくり・文化財団
文化会館
0297-64-1411

茨城県 龍ケ崎市 ② 教育の日推進事業　自由参観 小・中学校，幼稚園，保育所の自由参観 11月前後 龍ケ崎市内 教育の日推進事業実行委員会 0297-64-1111

茨城県 龍ケ崎市 ① おはなし会 ストーリテーリングや絵本の読み聞かせ 11月10日,24日 中央図書館
シダックス大新東ヒューマンサービス
（株）（龍ケ崎市立中央図書館指定管
理者）

中央図書館
0297-64-2202

茨城県 龍ケ崎市 ① こぐまちゃんのおはなし会 絵本の読み聞かせや手遊び 11月13日 中央図書館
シダックス大新東ヒューマンサービス
（株）（龍ケ崎市立中央図書館指定管
理者）

中央図書館
0297-64-2202

茨城県 龍ケ崎市 ① たつの子お話タイム ストーリテーリングや絵本の読み聞かせ 11月10日 中央図書館
シダックス大新東ヒューマンサービス
（株）（龍ケ崎市立中央図書館指定管
理者）

中央図書館
0297-64-2202

茨城県 龍ケ崎市 ① ぬいぐるみのおとまり会
子どものお気に入りのぬいぐるみを預かり，図書館で冒険する様子を絵本に
してプレゼントする。

11月18日～23日 中央図書館
シダックス大新東ヒューマンサービス
（株）（龍ケ崎市立中央図書館指定管
理者）

中央図書館
0297-64-2202

茨城県 龍ケ崎市 ① 中国語でお話を聞こう（仮）
中国語で絵本の読み聞かせをする。ネイティブの中国語に親しむ場をつく
る。

11月3日予定 中央図書館
シダックス大新東ヒューマンサービス
（株）（龍ケ崎市立中央図書館指定管
理者）

中央図書館
0297-64-2203

茨城県 龍ケ崎市 ① 読書の樹を育てよう（仮）
読んだ本のタイトル，著者，感想を葉っぱの形の紙に記入してもらい，大きな
樹のポスターに貼っていき，読書の樹を大きく育てていく。

11月1日～30日
予定

中央図書館
シダックス大新東ヒューマンサービス
（株）（龍ケ崎市立中央図書館指定管
理者）

中央図書館
0297-64-2204

茨城県 龍ケ崎市 ① 毛糸でぽんぽんを作ろう（仮） 毛糸のぽんぽんでストラップを作る。
11月4日
予定

中央図書館
シダックス大新東ヒューマンサービス
（株）（龍ケ崎市立中央図書館指定管
理者）

中央図書館
0297-64-2205

茨城県 龍ケ崎市 ③ 家読をしよう
家族みんなで読書をしてコミュニケーションを深める目的。家族の感想を記
入用紙に記入し貼ってもらい，図書館でラミネート加工し，了承いただければ
展示する。

通年 中央図書館
シダックス大新東ヒューマンサービス
（株）（龍ケ崎市立中央図書館指定管
理者）

中央図書館
0297-64-2206

茨城県 龍ケ崎市 ③ 市民レクリエーションまつり 龍神太鼓　　おどり　　園児の器楽合奏等 11月3日
龍ケ崎市文化会館
大ホール

龍ケ崎市レクリエーション協会
スポ-ツ都市推進課
0297-60-1564

茨城県 龍ケ崎市 ① 人形劇団「にんぎょう畑」の観劇 手作りの人形を使った温かみのある人形劇を観劇する。 10月17日 八原保育所 八原保育所 八原保育所0297-62-1663

茨城県 龍ケ崎市 ① 消防署による避難訓練
消防署員に避難訓練の様子を見てもらい指導を受ける。煙の体験なども行
う。

11月2日 八原保育所 八原保育所 八原保育所0297-62-1663

茨城県 龍ケ崎市 ① カスミストアツアー（食育） カスミストアを訪問して食育の話を聞いたり，買い物ごっこをする。 11月7日 カスミストア 八原保育所 八原保育所0297-62-1663

茨城県 ①
安全・安心・くらしのセミナー
（消費者教育講師派遣事業）

消費生活知識の普及や消費者被害の未然防止のため、地域の団体・事業
者・一般消費者グループの開催する講座や講演会に講師を派遣する。

通年 県内各地 消費生活センター 029-224-4722

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
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茨城県 ③
文化芸術体験出前講座
（子ども文化芸術大学）

・講師を派遣し，児童生徒が本格的な文化芸術に触れる機会を提供し，将
来の担い手や鑑賞者を育成するとともに，若手演奏家等に活躍の場を提供
する。
・本県出身等の芸術家を講師に迎え，対話型のワークショップを実施する。

通年 県内各地
県（公益財団法人いばらき文化振興
財団に委託）

生活文化課文化振興Ｇ
029-301-2824

茨城県 ③ リボーン・アートボール２０２０展
廃棄される運命のスポーツ競技用のボールをアートの力で再生させ、工芸
作品と併せて展示する作品展。

10月17日～21日
県（公益財団法人いばらき文化振興
財団に委託）

生活文化課文化振興G
029-301-2824

茨城県 ①
環境学習体験講座
（自然観察会3回，霞ケ浦学講座3回）

環境学習の一環として，植物や水生生物（魚）の生態から霞ケ浦を理解し，
環境保全や霞ケ浦の浄化意識の向上を図る。また，霞ヶ浦の基礎について
幅広く学ぶ講座を開催する。

10月～12月
霞ケ浦周辺の
湖岸・里山　及び
センター

霞ケ浦環境
科学センター

029-828-0961

茨城県 ① 社会を明るくする運動
法務省が主唱する運動で、青少年の非行防止と犯罪者の社会復帰を支援
する運動。

11月 県内全域 法務省 029-301-3135

茨城県 ① Jリーグチームと連携した人権啓発活動

・ハーフタイム時の行進（人権啓発横断幕や着ぐるみ）や「子どもの110番」等
のＣＭ　(スタジアム電光掲示板)
・啓発物品配布
・人権クイズ及びアンケートの実施

9～11月
・ケーズデンキスタジアム水戸
・カシマサッカースタジアム

福祉指導課
人権施策推進室

029-301-3135

茨城県 ② いのちの教育

本校卒業の新人助産師から「いのちの始まりから誕生のプロセス」を学んだ
り，赤ちゃん人形との触れ合い・育児体験等の体験学習を中心に，命のすば
らしさや尊さ，自分や他者を大切にする態度等を養うことを目的として学校
教諭と協働した生（性）教育を実施する

9月28日,10月26日 中央看護専門学校 中央看護専門学校 0296-70-5521

茨城県 ①
「いばらき結婚・子育てわくわくキャンペー
ン」

結婚や子育ての喜びや楽しさなどについて啓発するため，企業（子育て家庭
優待制度協賛店舗等）と連携し，特別優待や街頭キャンペーン等を実施す
る。

11月18日 イオンモールつくば 茨城県 029-301-3261

茨城県 ③ こどもの城秋祭り
大洗町にある県立児童センターこどもの城で，工作や伝承遊び，ゲームなど
を親子で楽しんでもらう秋祭りを開催する。

11月10日,11日 県立児童センターこどもの城 県立児童センターこどもの城 029-301-3261

茨城県 ① 茨城いのちの絆キャンペーン
街頭キャンペーン等を実施し、県民の「つながる」「支え合う」意識を高め、孤
立を防止し、県民総ぐるみによる自殺対策を推進する。

通年
自殺予防週間
（9／10～16）
いのちの日（12／1）
自殺防止月間（3月）
重点的に普及啓発を実
施。

県内各地 保健福祉部障害福祉課
029-301-3368
(内線3368)

茨城県 ① 麻薬・覚醒剤乱用防止街頭キャンペーン
駅や大型店舗前、市町村民まつり等で、薬物乱用防止のよびかけ、啓発資
料の配付、横断幕掲示、薬物乱用防止に関するアンケート等を実施。

10月～11月 県内各地 茨城県薬物乱用防止指導員協議会 029-301-3388

茨城県 ① 薬と健康の週間
医薬品の正しい知識の普及啓発のために，「いばらきのくすり展」や，各地
域において「街頭くすりの相談所」を開催 。

10月～11月 県内各地
茨城県，
公益社団法人茨城県薬剤師会

029-301-3393

茨城県 ④
こども理科教室
（いばらきのくすり展）

小学生を対象とした，科学に興味・関心を持たせるイベントを開催。 10月20日,21日 県内会場 茨城県医薬関連研究機関協議会 029-301-3393

茨城県 ①
調剤体験コーナー
（いばらきのくすり展）

小学生を対象に，薬剤師の調剤体験を実施。薬剤師の仕事内容及び薬に
ついての知識を深める。

10月20日,21日 県内会場 一般社団法人茨城県病院薬剤師会 029-301-3393

茨城県 ①
高校献血キャンペーン
（次世代献血キャンペーン）

キャンペーン標語の募集，ポスターやチラシ，記念品の配布等により献血思
想の普及を図り，献血行動のきっかけとしてもらうことで献血の習慣化につ
なげていく。

9月～3月 県内各地
茨城県，
茨城県赤十字血液センター

029-301-3384

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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茨城県 ①
食品衛生フェア・食の安全安心リスクコ
ミュニケーション

食の安全に関する情報提供や普及啓発を図るとともに、相談受付や意見交
換を行う。

10～11月 県内12カ所
水戸・ひたちなか・常陸大宮・日立・鉾
田・潮来・竜ヶ崎・土浦・つくば・筑西・
常総・古河保健所

029-301-3961

茨城県 ② 動物ふれあい教室
　学校飼育動物の保健衛生や適正な飼育を確保し、学校飼育動物を通じた
児童への生命尊重や友愛等の情操のかん養を図り、学校における情操教
育の推進に資するため事業を実施する。

通年 県内小学校 動物指導センター 029-301-3418

茨城県 ① いのちの教室
　動物を飼うことの自覚と責任の重さや、飼い主に捨てられた犬・猫など不
幸な動物の現状とその解決方策について学習することを目的とする。

通年 県内中学校 動物指導センター 029-301-3418

茨城県 ① あいさつ・声かけ運動
「さわやかマナーアップキャンペーン」と併せて，街頭キャンペーンを実施す
る。また，青少年育成団体，市町村や関係機関などと連携を図り，「あいさ
つ・声かけ運動」を県内全域で実施する。

通年
（11月は強調月間）

県内各地
県，県教育委員会，県警察本部，
茨城県青少年育成協会，
大好きいばらき県民会議

029-301-2183

茨城県 ① 「親が変われば，子どもも変わる」運動
青少年育成団体，市町村や関係機関などと連携を図り，「親が変われば，子
どもも変わる」運動の普及啓発を県内全域で実施する。

通年 県内各地 県，茨城県青少年育成協会 029-301-2183

茨城県 ② フィルタリング普及啓発活動
メディア教育指導員を学校等に派遣し，インターネットの危険な面やトラブル
への対処方法，保護者の役割などを伝える講習会を開催するなどにより，
フィルタリングの普及啓発活動を実施する。

通年 県内各地 県，茨城県メディア教育指導員連絡会 029-301-2183

茨城県 ①
青少年の健全育成に協力する店の
登録活動

青少年相談員等が，青少年と関わりの深い関係店舗に対し，「青少年の健
全育成等に関する条例」等についての周知・啓発を行うとともに，制度趣旨
等の説明をし，登録を依頼。店舗と青少年の健全育成に向けた協力体制を
確立し，社会環境の健全化を図る。

7月～12月 県内各地

県，市町村，
茨城県青少年相談員連絡協議会，
茨城県青少年育成協会，
青少年育成市町村民会議，
青少年育成関係団体

029-301-2183

茨城県 ① 産業技術専門学院等見学会
生徒・保護者に「ものづくり」への興味を持ってもらうため、学院生の訓練風
景を見せるなどの産業技術専門学院等の一般見学会の実施

11月1日～30日 水戸産業技術専門学院
産業技術短期大学校
併設水戸産業技術専門学院

029-269-2160

茨城県 ④
ものづくり体験学習
(ひたちなか地区科学の祭典)

若年者に「ものづくり」への興味を持ってもらうため，モータを使った工作を実
施

11月3日,4日 ひたちなか市総合運動公園 産業技術短期大学校 029-269-5500

茨城県 ④
ものづくり体験学習
(鹿行地区科学の祭典)

若年者に「ものづくり」への興味を持ってもらうため，モータを使った工作を実
施

11月18日 行方市立北浦中学校 産業技術短期大学校 029-269-5500

茨城県 ① オープンキャンパス
「ものづくり」の認知と興味を持ってもらうため，施設・訓練風景見学と合わせ
て，各科での作業体験を実施

10月28日,11月25日
,12月23日

鹿島産業技術　　専門学院 鹿島産業技術専門学院 0299-69-1170

茨城県 ③ 鹿嶋まつり
鹿嶋市最大のまつりイベントに参加することにより学院のイメージアップ及び
ＰＲを図ると共に，若年者に対して「ものづくり」への関心を高めてもらうため
の、体験イベントを実施

10月27日,28日 カシマサッカースタジアム周辺 鹿島産業技術専門学院 0299-82-2911

茨城県 ①
オープンキャンパス
（体験型）（見学会）

「ものづくり」の認知と興味を持ってもらうため，各科での作業体験の実施と
学院生の訓練風景を見せるなどの産業技術専門学院等の一般見学会の実
施

（体験型）
10月17日,11月14日
（見学会）
10月13日,27日,
11月10日,12月1日

土浦産業技術専門学院 土浦産業技術専門学院 029-841-3551

茨城県 ①
オープンキャンパス
（体験型）（見学会）

「ものづくり」の認知と興味を持ってもらうため，各科での作業体験の実施と
学院生の訓練風景を見せるなどの産業技術専門学院等の一般見学会の実
施

（体験型）
10月23日,11月20日
（見学会）
10月12日,
11月11日,18日,
12月8日

筑西産業技術専門学院 筑西産業技術専門学院 0296-24-1714

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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茨城県 ③ 行方ふれあいまつり
行方市最大のまつりイベントに参加することにより学院のイメージアップ及び
ＰＲを図ると共に，若年者に対して「ものづくり」への関心を高めてもらうため
の、体験イベントを実施

11月10日,11日 霞ヶ浦行方ふれあいランド 鹿島産業技術専門学院 0291-35-2111

茨城県 ③ 日立市産業祭
日立市主催の産業祭いに出展することにより，産業学院のものづくりの内容
等ＰＲするとともに学院生募集・体験入学の広報活動を実施

11月10日,11日 日立市池の川さくらアリーナ 日立産業技術専門学院 0294-22-3111

茨城県 ③ ボックスカートフェスティバル ・若年者に「ものづくり」への興味を持ってもらうため，カート製作を実施 10月21日 筑西産業技術専門学院 筑西産業技術専門学院 0296-24-1714

茨城県 ③ しもだて商工まつり
筑西市内で開催するイベントに参加することにより，学院のイメージアップ及
びPRを図ると共に，若年者等に対して「ものづくり」への関心を高めてもらう
ため体験イベントを実施

11月24日,25日 筑西産業技術専門学院 筑西産業技術専門学院 0296-24-1714

茨城県 ④ つくばサイエンスツアー推進事業
つくばに集積する研究機関等を貴重な地域資源として捉え，施設見学のモ
デルコースの設定を行うなどにより，県内外からの見学・学習の場として活
用するとともに，科学技術の普及啓発及びつくば地域への誘客促進を図る。

通年 約50ヶ所の研究機関等 つくばサイエンスツアー実行委員会
つくば
サイエンスツアーオフィス
029-863-6868

茨城県 ④
茨城県次世代エネルギーパーク
推進事業

次世代のエネルギーのあり方について理解増進を図るため，県内を大きく３
地区に分け，新エネルギーを中心とした地球に優しいエネルギーについて
実感できる企業・研究機関の紹介等を行う。

通年 県内各地
茨城県次世代エネルギーパーク推進
協議会

つくば
サイエンスツアーオフィス
029-863-6868

茨城県 ③ 農大祭（農業部・研究科）
農業大学生の学習成果の展示発表、農産物の販売、模擬店等を行い、農
業大学校の教育ＰＲと地域住民とのふれあいを行う。

11月11日,12日 農業大学校（長岡校） 農業大学校 029-301-3844

茨城県 ①
いきいき茨城ゆめ大会
正式競技の出前授業

障害者スポーツの一層の普及・振興を図るため，障害者スポーツを体験とし
て大会正式競技の出前授業を実施する。

7月～2月 正式競技会場地内の小中学校
いきいき茨城ゆめ国体・大会実行委
員会専門委員会

029-301-5409

茨城県 ② 薬物乱用防止教室
学校等において、薬物乱用防止広報車を活用した体験型の薬物乱用防止
教室等を実施する。

通年 各小・中・高校等 警察本部少年課 029-301-0110（内753-323）

茨城県 ② 非行防止教室
学校等において、少年の非行、SNSの利用に起因した犯罪被害防止講話等
を実施する。

通年 各小・中・高校等 警察本部少年課 029-301-0110（内753-323）

茨城県 ① 就学前教育・家庭教育講演会
保護者を対象とした家庭教育や子育てに役立つポイントなどに関する講演
会を実施する。

11月23日 笠松運動公園 就学前教育・家庭教育推進室 029-301-5132

茨城県 ①
ライフデザイン形成支援事業
（高校生のライフデザインセミナー）

家庭生活の意義やその生活の在り方を具体的にイメージできるよう，モデル
校において，子育て支援団体による赤ちゃんふれあい体験や誕生学講話，
講演・ワークショップなどを実施する。

未定
（9月～2月）

各学校
県立高等学校10校
（少子化対策課）

029-301-5132

茨城県 ①
「茨城県家庭教育を支援するための条
例」広報キャラバン

県内各地の行事やイベントを回り，パネル展示や資料配布などの広報活動
を通して「茨城県家庭教育を支援するための条例」の県民への周知を図ると
ともに，家庭教育の啓発を行う。

通年
（10回程度）

各イベント会場
各種イベント
（随時調整）

029-301-5132

茨城県 ② 人権教育講師派遣事業
　市町村教育委員会や県立学校が実施する人権に関する学習会に，人権
教育に精通した学識経験者等を講師として派遣することより，市町村等にお
ける人権教育を促進し，県民の人権意識の高揚に資する。

10月～12月 未定 教育庁総務課 029-301-5130

茨城県 ② さわやかマナーアップキャンペーン
県内の幼稚園等，小・中・義務教育学校，高等学校，中等教育学校，特別支
援学校で，幼児，児童，生徒が保護者や地域関係機関と連携して，規範意
識の高揚や公共マナーの向上に向けたキャンペーンを実施します。

11月1日～30日 県内各地
幼稚園等，小・中・義務教育学校，
高等学校，中等教育学校，
特別支援学校

029-301-5265

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
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茨城県 ③
笠松スポーツフェスティバル
（ファイナルデーイベント）

スポーツ・レクリエーションに親しむ場を提供するとともに，スポーツの交流
やレクリエーション活動を通して，県民一人1スポーツを推進し，競技人口の
拡大と普及を図る。

10月21日 笠松運動公園 茨城県体育協会 029-202-0808

茨城県 ② ニューいばらきいきいきスポーツｄａｙ！

「どこでも，だれでも，子どもから大人まで親しむことができるスポーツ活
動」，かつ，「スポーツ振興を図りながら，学校や家庭，地域社会の連携の推
進を図ることができるスポーツ活動」を通じて，マイスポーツの獲得を支援
し，継続的にスポーツに親しむ意識を醸成する。

11月10日 笠松運動公園 茨城県体育協会 029-202-0808

茨城県 ① ニューいばらきいきいきスポーツｄａｙ！
生きがいのある生活と活力ある生涯スポーツ社会を形成するため，スポー
ツ活動の機会を提供することにより，マイスポーツの確保を支援し，継続的
にスポーツを実践していく県民を育成する。

11月3日 堀原運動公園 茨城県体育協会 029-251-8444

茨城県 ①
オリンピック・パラリンピック教育推進事
業

本県のオリンピック・パラリンピック・ムーブメントの普及，推進を図るととも
に，スポーツ機運の醸成を図り，児童生徒が生涯にわたって豊かなスポーツ
ライフを継続する資質や能力を育てるため，オリンピック・パラリンピック教育
を実施する。

9月～1月 各推進校
保健体育課
市町村教育委員会

029-301-5361

茨城県 ① あいさつ・声かけ運動 水戸駅構内でのあいさつ・声掛け運動 11月1日 水戸駅 水戸教育事務所 029‐227-4453

茨城県 ① 教育講演会等 未定 11月中 未定
県南教育事務所
龍ケ崎市教育委員会
県南生涯学習センター

龍ケ崎市教育委員会
生涯学習課
0297-60-1563

茨城県 ①
茨城教育の日
一斉キャンペーン

・下館駅でのあいさつ声かけ運動 11月 下館駅
筑西市教育委員会
県西教育事務所

0296-24-9294

茨城県 ①
「茨城教育の日・教育月間」地域推進大
会

未定
未定
11月～12月

未定 八千代町教育委員会 0296-24-9294

茨城県 ① 生涯学習講演会
現代的課題・地域課題に関する講演会を開催し，広く県民に学習機会を提
供。講師　鈴木明子　演題「夢を掴むまで　～ひとつひとつ　少しずつ～」

10月27日 笠間市立笠間公民館 茨城県水戸生涯学習センター
企画振興課
029-228-1313

茨城県 ①
ヤングボランティア育成研修
ヤングボランティア育成講座報告会

６～９月にかけて行った「ヤングボランティア育成講座（ボランティアに関心の
ある高校生や大学生等対象の自主ボランティア企画講座）」の実践活動報
告会。

10月20日
予定

水戸生涯学習センター 茨城県水戸生涯学習センター
企画振興課
029-228-1313

茨城県 ② いばらきスクールサポート事業
専門的知識・技術を持つ講師を学校等に派遣し，児童生徒等の知識を深
め，豊かな情操や社会性を養う。

4月～3月
（通年）

水戸生涯学習センター管内 茨城県水戸生涯学習センター
企画振興課
029-228-1313

茨城県 ② おもしろ理科先生派遣事業
専門的な知識をもった研究所等のＯＢ等学校や子ども会等へ派遣すること
により，子どもたちの理科に対する興味・関心を高めるとともに，指導者の生
きがいづくりを支援する。

4月～3月
（通年）

水戸生涯学習センター管内 茨城県水戸生涯学習センター
企画振興課
029-228-1313

茨城県 ①
県民大学　「まだ元気！」なうちに始まる
終活のススメ

核家族化，長寿化，地域社会の希薄化が進み，家族のあり方，問題点も
日々変化している。親世代・子世代それぞれ抱える不安を解消し，後悔のな
い最期を迎えるために，医療，葬儀，お金，生前整理など様々な分野を学
ぶ。

10月13日,
11月3日,10日,
12月1日,15日

茨城県水戸生涯学習センター 茨城県水戸生涯学習センター
企画振興課
029-228-1313

茨城県 ①
県民大学　はじめてのフィルム・スタ
ディーズ～「映画」と「茨城」の魅力再発
見～

映画館で映画を観るだけでなく，テレビやインターネット，街頭の巨大モニタ
など，私たちは今や色々な場所で映像に触れる。映像が巷に溢れる現代だ
からこそ，その意義や関係性，影響を問い，考察する。

11月3日,
10日,25日,
12月15日,22日

茨城県水戸生涯学習センター 茨城県水戸生涯学習センター
企画振興課
029-228-1313

茨城県 ①
県民大学
茨城の明治維新

2018年は明治維新から150年となる。混迷の時代であった幕末から明治に
かけて，時代に翻弄されながら生きた茨城県にゆかりのある人物にスポット
を当てて，人物をとおして，明治維新についての理解を深める。

10月5日,
11月2日,30日,
12月7日,21日

茨城県水戸生涯学習センター他 茨城県水戸生涯学習センター
企画振興課
029-228-1313

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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茨城県 ①
県民大学
持続可能な開発目標SDGsを学ぼう

SDGsは，世界を変えるための持続可能な世界を実現するための17のゴー
ル・169のターゲットから構成され，地球上の誰一人として取り残さないことを
誓っている。SDGsは，発展途上国のみならず，先進国自身が取り組むユニ
バーサル（普遍的）なものであることを理解する。

10月16日,23日,30日,
11月6日,13日

茨城県水戸生涯学習センター 茨城県水戸生涯学習センター
企画振興課
029-228-1313

茨城県 ② 地域と学校が連携した防災教育
防災についての研修会及び体験学習等を実施し，学校及び地域の防災力
の強化の推進を図るとともに，学校及び地域の防災力を高める人材を養成
する。

7月～12月 小美玉市立羽鳥小学校他 茨城県水戸生涯学習センター
企画振興課
029-228-1313

茨城県 ②
地域学校協働コーディネーター等に関す
る等研修会

地域・学校における地域学校協働活動コーディネーターとして必要な基礎的
知識や技術の習得並びに学校と地域が相互に連携・協働していくための組
織について研修を実施する。

10月12日,11月16日 水戸生涯学習センター 茨城県水戸生涯学習センター
企画振興課
029-228-1313

茨城県 ①
県民大学　日本遺産認定弘道館と偕楽
園―歴史と魅力の再発見

　平成２７年に日本遺産に認定された弘道館と偕楽園。この講座では、創設
者徳川斉昭の思いを紐解きながら、弘道館と偕楽園の歴史と魅力を再発見
していきます。また、やさしい和算や論語をとおして江戸時代の学びの心を
体験します。

10月11日,25日,
11月8日,15日,26日

茨城県県北生涯学習センター、
弘道館

茨城県県北生涯学習センター
県北生涯学習センター
0294-39-0012

茨城県 ④
県民大学　ワクワクお天気講座
～気象を学ぼう～

天気図の見方、低気圧、高気圧、前線などの用語の意味など気象に関する
基本的な知識を学習する。

10月21日,
11月4日,11日,
18日,25日

茨城県県北生涯学習センター 茨城県県北生涯学習センター
県北生涯学習センター
0294-39-0012

茨城県 ①
県民大学
グローバル化時代のアジアを生きる

アジア各地を専門のフィールドとする研究者がオムニバス形式でわかりやす
く「アジアのいま」を概説し、受講者のアジアに関する興味と知識を深めま
す。

10月11日,16日,25日,
11月8日,22日

茨城キリスト教大学 茨城県県北生涯学習センター
県北生涯学習センター
0294-39-0012

茨城県 ①
県民大学
英会話講座

日常でよく使う英会話を中心に学びます。テキストを中心にしたレッスンをし
て、身近な話題や日常生活の経験についてのフリートーキングもします。
講座を通して英会話を楽しめるようになりましょう。

10月3日,10日,17日,31日
11月7日,14日,21日
12月5日,12日,19日

茨城キリスト教大学 茨城県県北生涯学習センター
県北生涯学習センター
0294-39-0012

茨城県 ③
「茨城県北ジオパークインタープリター研
修養成」講座

大地の地質や歴史、文化、自然を学ぶ機会を提供し、周囲に地域の魅力を
発信することができるようになる人を増やします。

11月24日,
12月2日,8日,9日,15日

茨城県県北生涯学習センター、
日立ジオサイト、千波湖ジオサイト

県北ジオパーク推進協議会、
筑波銀行、県北生涯学習センター

県北生涯学習センター
0294-39-0012

茨城県 ②
草刈隊養成講座　みんなの学校・地域を
美しく！・植栽手入れ編

　安全で成果のあがる植栽の手入れ方法を学び、学校や地域の緑を守る草
刈レンジャーを目指します。

10月21日 　常陸太田市旧賀美小学校 茨城県県北生涯学習センター
県北生涯学習センター
0294-39-0012

茨城県 ①
元気いばらきっ子育成事業
親子里山冒険隊

自然豊かな里山で、色々な遊びや体験を新しい友だちと行う。 10月20日
常陸大宮市
御前山

茨城県県北生涯学習センター
県北生涯学習センター
0294-39-0018

茨城県 ①
元気いばらきっ子育成事業
親子deネイチャー冒険隊

　「高萩スカウトフィールド」でネイチャーゲームを楽しもう。自然の中でたくさ
ん遊んで身につく力！ご飯炊きにも挑戦！

11月 高萩市　高萩スカウトフィールド 茨城県県北生涯学習センター
県北生涯学習センター
0294-39-0018

茨城県 ①
子育て応援講座
～家族や地域の子育てに向き合おう～

祖父母が、家族の団らんや共同体験の中で、愛情を持って子供と触れ合うと
ともに、時には［生きる力］を育んで行けるような環境づくりや家庭や地域の
子育ちの支援を学びます。

10月2日,16日,30日,
11月6日

県北生涯学習センター、
ゆうゆう十王調理室

茨城県県北生涯学習センター
県北生涯学習センター
0294-39-0012

茨城県 ①
脳と発声器官の活性化！
フースラー発声学

正しい発声法を学び7色の声を出しながら喉の筋肉を鍛え、健康で楽しく過
ごしましょう。ボイストレーニングのバイブルとも呼ばれるフースラーメソード
をやさしく楽しく伝授します。

10月16日,11月20日 県北生涯学習センター 茨城県県北生涯学習センター
県北生涯学習センター
0294-39-0012

茨城県 ③
ミュージカル鑑賞 宝塚歌劇団
～華麗なる女性歌劇の世界へ～

事前講座では宝塚歌劇団について知識を深め、鑑賞する演目および見所に
ついて学びます。日本が誇る女性だけで結成された初の歌劇団「宝塚歌劇
団」の舞台観劇をします。

10月7日,11月4日 東京宝塚歌劇団 茨城県県北生涯学習センター
県北生涯学習センター
0294-39-0012

茨城県 ① はじめてのスマートフォン初級編
　スマートフォン初心者とこれから購入を考えている人対象の講座です。ス
マートフォンでできることをわかりやすく説明し、安全安心に使うための設定
や心得について学びます。

10月10日,24日,31日 県北生涯学習センター 茨城県県北生涯学習センター
県北生涯学習センター
0294-39-0012

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
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茨城県 ① はじめてのスマートフォン応用編
スマートフォンの便利な使い方やテクニックを学びたい方向けの講座です。イ
ンターネットや「LINE」、メール・カメラ・テレビ電話その他便利なアプリケー
ションの機能と使いこなすための操作方法を学びます。

11月14日,21日,28日 県北生涯学習センター 茨城県県北生涯学習センター
県北生涯学習センター
0294-39-0012

茨城県 ① 県民大学後期講座
「アンガーマネジメントで新たな人生を切り拓く」
東京大学大学院特任研究員　戸部　浩美

11月3日～24日
（3回）

鹿行生涯学習センター・女性プラザ 鹿行生涯学習センター 0299-73-3877

茨城県 ① 県民大学後期講座
「樹木医に学ぶ剪定術（その２）」
筑波実験植物園樹木医　　二階堂太郎

10月21日～12月9日
（5回）

鹿行生涯学習センター・女性プラザ 鹿行生涯学習センター 0299-73-3877

茨城県 ① 県民大学後期講座
「デジタルカメラ講座」
写真家　柳本史歩

10月19日～12月21日
（5回）

鹿行生涯学習センター・女性プラザ 鹿行生涯学習センター 0299-73-3877

茨城県 ① 県民大学後期講座
「秋・冬野菜で食卓を彩る」
野菜ソムリエ　田野島万由子

10月18日～1月17日
（5回）

鹿行生涯学習センター・女性プラザ 鹿行生涯学習センター 0299-73-3877

茨城県 ① 県民大学後期講座
「印象派の絵画を紐解く」
茨城大学教育学部教授　小泉　晋也

10月9日～12月4日
（5回）

鹿行生涯学習センター・女性プラザ 鹿行生涯学習センター 0299-73-3877

茨城県 ③ 県民大学後期講座
「じっくり読む『源氏物語』（その3）」
佛教大学通信教育課程講師　永田　初枝

10月9日～2月5日
（10回）

鹿行生涯学習センター・女性プラザ 鹿行生涯学習センター 0299-73-3877

茨城県 ③ 生涯学習講演会
　「日本文学が語るこれからの日本人のストーリー」（仮題）
日本文学研究者・東京大学大学院教授　ロバート キャンベル

11月11日 鹿行生涯学習センター・女性プラザ 鹿行生涯学習センター 0299-73-3877

茨城県 ① おもしろ理科先生派遣事業
公的な教育機関や青少年育成団体等を対象にした「おもしろ理科先生」の派
遣。

4月～3月
（通年）

鹿行地区管内 鹿行生涯学習センター 0299-73-3877

茨城県 ① レイクエコーセミナー後期講座
県民から講師を募集し，生涯学習の自主講座を開設。期間中，10講座程度
の実施。

10月～2月 鹿行生涯学習センター・女性プラザ 鹿行生涯学習センター 0299-73-3877

茨城県 ③ レイクエコーフェスティバル
鹿行地域で活躍している各事業セクターが体験ブース等を出展する生涯学
習の広域イベント。

10月27日 鹿行生涯学習センター・女性プラザ 鹿行生涯学習センター 0299-73-3877

茨城県 ① 男女共同参画連携事業
「違うから面白い、違わないから素晴らしい 」
演出家　宮本　亜門

10月27日 鹿行生涯学習センター・女性プラザ 女性プラザ 0299-73-3877

茨城県 ① 男女の仕事と生活の調和推進事業
「ほっとする場所どこですか？ほっとする人誰ですか？」
いのちの講演家／（公財）和歌山県人権啓発センター登録講師　岩崎　順子

11月16日 鹿行生涯学習センター・女性プラザ 女性プラザ 0299-73-3877

茨城県 ③
男女共同参画連携事業
（女性プラザ☆フェスタ）

女性団体，グループによる体験ブース等の出展，展示，地域で活動している
女性同士の交流等

10月27日 鹿行生涯学習センター・女性プラザ 女性プラザ 0299-73-3877

茨城県 ①
女性プラザスキルアップ事業
（自分らしく輝くためのプロジェクト）

宿泊研修
講義，ワークショップ，体験学習，情報交換会等

10月20日～21日 鹿行生涯学習センター・女性プラザ 女性プラザ 0299-73-3877

茨城県 ①
女性のライフプランニング支援事業
（女性のための暮らし方講座）

「実家の片づけポイント講座」
（一社）実家片づけ整理協会　代表理事　渡部　亜矢

11月7日 鹿行生涯学習センター・女性プラザ 女性プラザ 0299-73-3877

茨城県 ①
県民大学　日本一技術士が語るPart２
次世代エネルギー

日本における新エネルギーは太陽熱利用，風力発電，バイオマス，オイル・
シェール，地熱発電などであり，再生可能エネルギーについて学ぶ講座。

10月30日～2月19日 県南生涯学習センター 県南生涯学習センター
県南生涯学習センター
029-826-1101

茨城県 ①
県民大学　明治150年‐幕末・明治期の茨
城の歴史に名を遺した人びと

幕末・明治期の茨城県の歴史上に名を遺した人々の生涯とその業績や歴史
上に果たした役割について学ぶ講座。

10月4日～2月7日 県南生涯学習センター 県南生涯学習センター
県南生涯学習センター
029-826-1101
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茨城県 ①
県民大学
法律を知って賢く生きる

間違いやすい遺産分割や相続トラブル，交通事故や対人関係のいざこざ解
決のために，必ず役に立つ法律の豆知識を，現役の弁護士がわかりやすく
解説します。

10月3日～11月21日 県南生涯学習センター 県南生涯学習センター
県南生涯学習センター
029-826-1101

茨城県 ①
県民大学
行動心理学で上手な人付き合い

人のしぐさや行動を統計的に整理し，行動から背景となっている「心理」を読
み取る学問です。人の心の動きを知ることで広く人間関係のスキルを向上す
る効果や人付き合いを円滑にする方法などについて学ぶ講座。

10月4日～12月13日 県南生涯学習センター 県南生涯学習センター
県南生涯学習センター
029-826-1101

茨城県 ④
県民大学
世界史・日本史から読み解く気候変動

地球の温暖化や寒冷化の原因について世界史・日本史の観点から環境問
題について学ぶ講座。

10月5日～11月16日 県南生涯学習センター 県南生涯学習センター
県南生涯学習センター
029-826-1101

茨城県 ③
天章堂　基礎から分かる江戸学Part２
江戸文化を知ろう

江戸時代に展開した様々な文化がどのように展開し人々を魅了したかにつ
いて，またその文化を牽引した文人について学ぶ講座。

10月4日～3月14日 取手市ウェルネスプラザ 県南生涯学習センター
県南生涯学習センター
029-826-1101

茨城県 ③
天章堂
子規と漱石

子規と漱石の生涯を辿りながら，彼らが生きた明治という時代の世相と，そ
れがどのように作品に描かれたかについて学ぶ講座。

10月10日～2月13日 県南生涯学習センター 県南生涯学習センター
県南生涯学習センター
029-826-1101

茨城県 ①
天章堂
ガーデニング入門講座

秋から冬にかけての草花の植え付けと管理の仕方について学ぶ講座。 10月11日～2月14日 県南生涯学習センター 県南生涯学習センター
県南生涯学習センター
029-826-1101

茨城県 ①
天章堂　映画をとことん楽しむPart２
監督と俳優で映画を観る

映画の創り手である監督と俳優に着目した映画の魅力と最新映画事情に通
じて視野を広げる講座。

10月13日～12月8日 県南生涯学習センター 県南生涯学習センター
県南生涯学習センター
029-826-1101

茨城県 ①
天章堂
Ｊａｚｚを歌おう

体でリズムを感じ，声を出して歌う喜びを実感することで音楽の素晴らしさを
伝える講座。

10月20日～1月26日 県南生涯学習センター 県南生涯学習センター
県南生涯学習センター
029-826-1101

茨城県 ③ まなびフェスタ 様々な活動を行っている学習団体による学習成果発表会 10月27日,28日 県南生涯学習センター 県南生涯学習センター
県南生涯学習センター
029-826-1101

茨城県 ① ウララ講演会
演題：「働く幸せを実現した町工場の奇跡　～社員の７割が知的障がい者の
チョーク会社の真実」　講師：小松成美　氏

11月11日 県南生涯学習センター 県南生涯学習センター
県南生涯学習センター
029-826-1101

茨城県 ① エンジョイホリデー
ボランティアの企画により，子どもの心豊かな人間性や自主性・主体性を育
むための体験活動を実施し，異世代間の交流の場を提供する。

10月27日,12月8日,
2月9日

県南生涯学習センター 県南生涯学習センター
県南生涯学習センター
029-826-1101

茨城県 ① エンジョイホリデー
ボランティアの企画により，子どもの心豊かな人間性や自主性・主体性を育
むための体験活動を実施し，異世代間の交流の場を提供する。

10月27日,12月8日,
2月9日

県南生涯学習センター 県南生涯学習センター
県南生涯学習センター
029-826-1101

茨城県 ① エンジョイホリデー
ボランティアの企画により，子どもの心豊かな人間性や自主性・主体性を育
むための体験活動を実施し，異世代間の交流の場を提供する。

10月27日,12月8日,
2月9日

県南生涯学習センター 県南生涯学習センター
県南生涯学習センター
029-826-1101

茨城県 ① いばらき教育の日推進事業　講演会
講演内容：未定
講師：富澤　優江氏　教育カウンセラー(NPO日本教育カウンセラー協会)

11月10日 県南生涯学習センター 県南生涯学習センター
県南生涯学習センター
029-826-1101

茨城県 ① いばらき教育の日推進事業　講演会
講演内容：未定
講師：富澤　優江氏　教育カウンセラー(NPO日本教育カウンセラー協会)

11月10日 県南生涯学習センター 県南生涯学習センター
県南生涯学習センター
029-826-1101

茨城県 ① いばらき教育の日推進事業　講演会
講演内容：未定
講師：富澤　優江氏　教育カウンセラー(NPO日本教育カウンセラー協会)

11月10日 県南生涯学習センター 県南生涯学習センター
県南生涯学習センター
029-826-1101

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



774

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 問合せ先 備考

第60回「教育・文化週間」関連行事

茨城県 ①
県民大学
地域発日本行きの歴史学(Ⅲ）

「日本の歴史」は学んでも，「地域の歴史」を知らない人は多いのではないで
しょうか。私たちの身近な「地域の歴史」を改めて学び，その先に見える「日
本の歴史」に触れてみませんか。今回は筑波山およびその周辺の宗教（社
寺）に視点を置いて考えてみましょう。

10月2日～2月5日 県西生涯学習センター 県西生涯学習センター 0296-24-1389

茨城県 ①
県民大学
「いくじい・いくばあ孫育て応援講座」

茨城県発行の「孫育て応援ナビ」を活用し，今と昔の子育て事情の変化や，
こころに寄り添う孫育てのコツを学びます。毎回，子どもが喜ぶ折り紙や，孫
育て疲れを癒すセルフストレッチも行います。無理なく楽しく続けられる孫育
てのポイントを５回シリーズで紹介します。

10月10日～12月12日 県西生涯学習センター 県西生涯学習センター 0296-24-1389

茨城県 ①
県民大学
筑波メディカルセンター健康講座

これから日本は，世界的にも経験のない高齢社会に突入し，肺炎・心疾患・
脳卒中・骨折の入院患者が急増すると見込まれています。これらの疾病の
正しい知識や治療法・予防方法も含めて，診療を行う医師と積極的に健康
のあり方を考える時間を共有します。

10月6日～2月2日
坂東市立岩井図書館（総合文化ホール
ベルフォーレ）

県西生涯学習センター 0296-24-1389

茨城県 ①
県民大学　知っておきたい身近な法律
～詐欺被害を回避する為に～

多様化するニセ電話詐欺の実例を学び，様々な情報や対策，問題解決法を
学びます。また，詐欺被害の実例や実態について警察署や常陽銀行，弁護
士等と連携した授業を行ったり，家庭内で役立つ身近な法律等を，時にはク
イズ形式で脳トレ感覚で楽しく学びます。

10月23日～3月12日 県西生涯学習センター 県西生涯学習センター 0296-24-1389

茨城県 ④
県民大学　人生100年時代
ロボットとの共生社会

附属病院と連携し，上肢下肢など運動器や摂食・嚥下活動を支援する研
究，また特別支援学校や発達心理学と連携した発達支援研究などの例を挙
げながら，事業化に向けた展開についても紹介します。

11月～12月 県西生涯学習センター 県西生涯学習センター 0296-24-1389

茨城県 ① 県民大学　日本の建築様式の歴史
本講座では，古代から近代にわたる日本の建築様式の基礎的な特徴を学
び，それらの成り立ちと変遷について理解を深めていきます。

11月9日～1月11日 県西生涯学習センター 県西生涯学習センター 0296-24-1389

茨城県 ③
県民大学　中国の経済発展
～アジア、世界への影響～

中国とその影響、関係の深い東アジアについて歴史感、文化の違いを講座
形式で学び，中国だけでなく東アジアの地域性、相互関係史を理解し、今後
の東アジア、世界経済について考える。

11月～1月 県西生涯学習センター 県西生涯学習センター 0296-24-1389

茨城県 ①
県民大学　もっと知りたい国際情勢の話
２０１８

アジア・欧州・中東などに数年滞在し，各地域の動きを熟知した，共同通信
社の特派員経験者である講師陣が分かり易く丁寧に解説します。

10月19日～12月7日 県西生涯学習センター 県西生涯学習センター 0296-24-1389

茨城県 ①
県民大学　17世紀から19世紀にかけて
の日本図

水戸藩が幕府に献上した江戸幕府撰国絵図や，横山大観の祖父や父が作
成した地図などを中心に，これらの地図が作成された理由を当時の国内事
情や国際情勢と関連させて考えるとともに，古地図をどのように町おこしに
利用できるかを平易に解説します。

11月3日～12月1日 県西生涯学習センター 県西生涯学習センター 0296-24-1389

茨城県 ①
県西カルチャー講座
３ヶ月で完成！おうちスッキリ講座

何気なく暮らしている我が家もちょっと考え方を変えるだけで，もっとスッキリ
住み心地のよい家に変わります。３回講座を通じて「シンプルだけど快適」な
整理収納法を学びます。

10月18日～12月6日 県西生涯学習センター 県西生涯学習センター 0296-24-1389

茨城県 ② いばらき子ども大学
現役の大学の先生や専門家から，最新技術や情報を聞くことができる，学校
の枠を超えた，新しいカタチの学びを子どもたちに伝える。

6月23日～12月8日
県西生涯学習センター
及び市町村関連施設

県西生涯学習センター
いばらき子ども大学実行委員会

0296-24-1389

茨城県 ①
元気いばらきっ子育成事業
「真岡鉄道　ＳＬ歴史探索」

SL通年運行が日本一の真岡鐵道は、日本で最初のローカル線として明治
45年に誕生した鉄道です。大迫力のSLは乗って風景を楽しんだり、走ってい
る姿を撮影したり楽しみかたは自由自在。現代からさかのぼって，鉄道の歴
史と地域の経済の発展や歴史を一緒に学びます。

10月頃 真岡鉄道 県西生涯学習センター 0296-24-1389

茨城県 ③
元気いばらきっ子育成事業
「イングリッシュフェスティバル」

英語を通して「楽しい」「つながる」「交流」「自分磨き」を目指して，いろいろな
様々な英語を使ったプログラムにより 英語を楽しむこと、英語を好きになる
こと、英語を通して人と出会うこと、そして自分自身が輝くこと。
想像を上回る英語の持つ魅力をこのイベントを通して多くの人と共有しま
す。

10月28日 県西生涯学習センター 県西生涯学習センター 0296-24-1389

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

茨城県 ②
地域と学校が連携した防災教育事業
防災講演会

平成30年度地域と学校が連携した防災教育事業として結城市上山川小学
校区で実施される，避難所体験学習並びに地域と学校が連携した防災訓練
等の事業報告を行い，実施事例の普及啓発を図る。

11月頃 結城市アクロス 県西生涯学習センター 0296-24-1389

茨城県 ①
初心者のためのスマートフォン講座
「スマホで防災」

スマートフォンの基本操作や，インターネット，カメラ機能など学び，情報格差
や災害時の情報孤立などを防ぎ，いざというときに備えます。

11月頃 県西生涯学習センター 県西生涯学習センター 0296-24-1389

茨城県 ①
ハイスクール体験事業
～岩瀬高等学校編～

地域の工業高校との交流を通して，高校の特性を生かした体験活動を実施
することにより豊かな人間性や社会性を養う。

10月頃 茨城県立岩瀬高等学校 県西生涯学習センター 0296-24-1389

茨城県 ① 障がい者生涯学習活動支援事業
障がいを持つ就労されている方々への，余暇活動を支援するプログラムを
ボランティアとともに提供する。

9月～3月 県西生涯学習センター 県西生涯学習センター 0296-24-1389

茨城県 ①
ファミリーウォーク
～家族でビンゴ～

・青年の家周辺のウォーキング
・ポイントクイズ

10月27日 茨城県立中央青年の家 茨城県立中央青年の家
中央青年の家
029-862-3500

茨城県 ④
みんなあつまれ！ネイチャークラフト
～集まれ未来の発明家～

・自然素材工作
・科学工作

11月3日 茨城県立中央青年の家 茨城県立中央青年の家
中央青年の家
029-862-3500

茨城県 ③
I　ＬＯＶＥ　いばらき！③
～茨城の食文化～

・食文化について
・食品工場の見学

11月10日～11日 茨城県立中央青年の家 茨城県立中央青年の家
中央青年の家
029-862-3500

茨城県 ①
私の秋みーつけた！
～森の贈り物でアート体験～

・親子で自然観察
・ドングリや枝を使っての創作活動
・野外でのお菓子作り

11月17日 茨城県立中央青年の家 茨城県立中央青年の家
中央青年の家
029-862-3500

茨城県 ①
元気いばらきっ子育成事業
「手作りおもちゃを作って遊ぼう！」

・親子での手作りおもちゃ作り 10月28日 茨城県立白浜少年自然の家 茨城県立白浜少年自然の家
茨城県立
白浜少年自然の家
0299-73-2345

茨城県 ①
提案事業
「白浜ゲートボール大会(2)」

・近隣地域の愛好者によるゲートボール交流会 11月中旬 茨城県立白浜少年自然の家 茨城県立白浜少年自然の家
茨城県立
白浜少年自然の家
0299-73-2345

茨城県 ①
元気いばらきっ子育成事業　「こどものか
らだづくり教室～ヒーローアカデミー～」

・屋内でのからだづくり運動
・からだをつくる食事作り（野外炊飯）

11月18日 茨城県立白浜少年自然の家 茨城県立白浜少年自然の家
茨城県立
白浜少年自然の家
0299-73-2345

茨城県 ④ 星を見る会
・秋の星座と月を見よう
・月と秋の星座を見よう～スマホでチャレンジ！～
・スバルとアンドロメダ銀河を見よう

10月20日,11月17日,
12月8日

茨城県立さしま少年自然の家 茨城県立さしま少年自然の家 0280-86-6311

茨城県 ④ 親子でドキ･土器はっくつ体験
・専門家による遺跡に関する説明
・親子で県内の遺跡や古墳の各区都調査
・自然博物館見学　等

11月11日 県内の遺跡や古墳茨城県自然博物館等 茨城県立さしま少年自然の家 0280-86-6311

茨城県 ③ さしまの森　紅葉祭2018
・施設開放日　プラネタリウム鑑賞　施設の特性を生かした体験活動 　地域
団体との催し物　さしま茶協会との共催

11月18日 茨城県立さしま少年自然の家 茨城県立さしま少年自然の家 0280-86-6311

茨城県 ③ 放送大学ライブラリー講演会
大学教授等を講師として各分野の専門的な内容について毎月１回講演会を
実施している。今回は「江戸時代初期の香文化」というテーマの講演会。

10月20日 茨城県立図書館 茨城県立図書館
茨城県立図書館
029-221-5569

茨城県 ① 手作りプラネタリウム
茨城大学星見同好会が手作りのプラネタリウムで季節の星座を紹介（秋の
星座）

10月21日 茨城県立図書館 茨城県立図書館
茨城県立図書館
029-221-5569

茨城県 ①
読み聞かせ研修講座
出前講座（読み聞かせ技法講座）

読み聞かせの様々な技法を身に付けたい方向けの講座。（市町村への出前
講座）

10月25日 常総市立図書館 茨城県立図書館
茨城県立図書館
029-221-5569

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

茨城県 ④
親子でエンジョイ！県立図書館
「パネルシアター」

常磐短期大学幼児教育保育学科学生サークル「パオパオ」が絵本の読み聞
かせ等を行います。

10月27日 茨城県立図書館 茨城県立図書館
茨城県立図書館
029-221-5569

茨城県 ① 図書館で学ぼう！健康・元気アップ講座
（独）国立病院機構水戸医療センター医師による病気や健康の様々な問題
を考える講座で，今回のテーマは「インフルエンザ」。

11月
期日未定

茨城県立図書館 茨城県立図書館
茨城県立図書館
029-221-5569

茨城県 ③ いばらき読書フェスティバル２０１８
本県における読書を推進する活動の更なる充実を目指す。
読書団体等表彰，読書感想文コンクール入賞者表彰，読み聞かせフォーラ
ム，記念講演会等

11月4日 茨城県立図書館 茨城県立図書館
茨城県立図書館
029-221-5569

茨城県 ③ ライブラリーシアター
親子で楽しめる作品を上映する。
今回は「アルプスの少女ハイジ　アルムの山」を上映する。

11月11日 茨城県立図書館 茨城県立図書館
茨城県立図書館
029-221-5569

茨城県 ① セレクトシアター
名作映画や有名俳優が出演しているものを取り上げて，県民が懐かしみ，
心が和む内容映画を上映する。
今回は「ブタがいた教室」を上映する。

11月14日 茨城県立図書館 茨城県立図書館
茨城県立図書館
029-221-5569

茨城県 ①
読み聞かせ研修講座
（スキルアップ講座）

読み聞かせのスキルアップを目指して，講義，実践，参加者の交流を通じ具
体的に学んでいく２日間の講座。

11月17日～18日 茨城県立図書館 茨城県立図書館
茨城県立図書館
029-221-5569

茨城県 ① 放送大学ライブラリー講演会
大学教授等を講師として各分野の専門的な内容について毎月１回講演会を
実施している。今回は「行動分析学から見た『言葉の力』」というテーマの講
演会。

11月17日 茨城県立図書館 茨城県立図書館
茨城県立図書館
029-221-5569

茨城県 ① ニューいばらきいきいきスポーツday！
生きがいのある生活と活力ある生涯スポーツ社会を形成するため，スポー
ツ活動の機会を提供することにより，マイスポーツの確保を支援し，継続的
にスポーツを実践していく県民を育成する。

11月3日 堀原運動公園 茨城県体育協会 029-251-8444

茨城県 ③ 武道フェスティバル（剣道）
剣道をとおして青少年の健全育成と友好親善を深めるとともに，本県武道の
振興発展に努めることを目的として実施する。

11月4日 茨城県武道館 茨城県体育協会 029-251-8444

茨城県 ③ 武道フェスティバル（少林寺拳法）
少林寺拳法をとおして青少年の健全育成と友好親善を深めるとともに，本県
武道の振興発展に努めることを目的として実施する。

11月11日 茨城県武道館 茨城県体育協会 029-251-8444

茨城県 ③ 武道フェスティバル（弓道）
弓道をとおして青少年の健全育成と友好親善を深めるとともに，本県武道の
振興発展に努めることを目的として実施する。

11月17日 茨城県武道館 茨城県体育協会 029-251-8444

茨城県 ③ 武道フェスティバル（柔道）
柔道をとおして青少年の健全育成と友好親善を深めるとともに，本県武道の
振興発展に努めることを目的として実施する。

11月18日 茨城県武道館 茨城県体育協会 029-251-8444

茨城県 ③
笠松スポーツフェスティバル　　（ファイナ
ルデーイベント）

スポーツ・レクリエーションに親しむ場を提供するとともに，スポーツの交流
やレクリエーション活動を通して，県民一人1スポーツを推進し，競技人口の
拡大と普及を図る。

10月21日 笠松運動公園 茨城県体育協会 029-202-0808

茨城県 ② ニューいばらきいきいきスポーツday!

「どこでも，だれでも，子どもから大人まで親しむことができるスポーツ活
動」，かつ，「スポーツ振興を図りながら，学校や家庭，地域社会の連携の推
進を図ることができるスポーツ活動」を通じて，マイスポーツの獲得を支援
し，継続的にスポーツに親しむ意識を醸成する。

11月10日 笠松運動公園 茨城県体育協会 029-202-0808

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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茨城県 ③
「日本の近代美術と茨城の作家たち　秋」
他

日本画の横山大観、小川芋銭、洋画の中村彝、彫刻の木内克など郷土の作
家を中心とした日本の近代美術作品を季節感を感じられるような展示をし、
紹介します。

9月4日～11月18日 近代美術館 近代美術館 029-243-5111

茨城県 ③
「ポーラ美術館コレクション－モネ、ルノ
ワールからピカソまで」

「箱根の自然と美術の共生」をコンセプトとするポーラ美術館の西洋絵画コレ
クションによる、開館30周年記念特別展。モネやルノワールなど印象派絵画
から、マティス、ピカソらによる20世紀絵画まで選りすぐりの72点の作品を展
示し、フランス近代絵画の魅力を紹介します。

9月4日～11月18日 近代美術館 近代美術館 029-243-5111

茨城県 ③ 「染色～ろうけつ染め体験～（仮称）」
　日本の伝統、染色の歴史や種類などについての簡単な講義の後、実技と
して「ろうけつ染め」を行います。

10月または11月 近代美術館 近代美術館 029-243-5111

茨城県 ③
ようこそ！美術の森へ
学芸員と巡るコレクション

所蔵作品展を鑑賞しながら語り合う、対話型のギャラリートークです。4,000
点を超える近代美術館のコレクションの新しい魅力を発見できるかもしれま
せん。

10月20日,11月17日,
12月15日

近代美術館 近代美術館 029-243-5111

茨城県 ③ コレクションミニガイド 展示解説員が毎日、所蔵作品展をわかりやすく案内します。 毎日 近代美術館 近代美術館 029-243-5111

茨城県 ③ 近代美術館でマルシェ・ド・ノエル
近代美術館周辺の賑わい創出のため，個性的な商品を扱う店舗によるクリ
スマス向けの市場を開催します。

11月9日～11日 近代美術館テラス
近代美術館
（マルシェ・ド・ノエル実行委員会）

029-243-5111

茨城県 ③ 生誕120年　児玉希望展
日展を中心に活躍した日本画家，児玉希望（1898－1971）。風景画や花鳥
画，人物画などで優れた作品を残しました。生誕120年を記念し，その画業
の全貌を紹介します。

10月13日～11月25日 茨城県天心記念五浦美術館 天心記念五浦美術館 0293-46-5311

茨城県 ③ 来て・見て・発見！アートツアー　for Kids
美術館職員による小・中学生向けのガイドツアーです。対話を通し、和やか
な雰囲気の中で作品鑑賞の楽しさを味わいます。

10月20日 茨城県天心記念五浦美術館 天心記念五浦美術館 0293-46-5311

茨城県 ③ 映画会
10/7「東京物語」/1953年/日本
11/4「ベイビーブラザー」 /2010年/イギリス
12/2「ジンジャーとフレッド」/1985年/イタリア･フランス･西ドイツ

10月7日,11月4日,
12月2日

茨城県天心記念五浦美術館 天心記念五浦美術館 0293-46-5311

茨城県 ③
企画展「ほしいがみつかる・うつわ展 －
笠間と益子－」

笠間と益子の作家を中心に，現代の感覚が取り入れられた新しいスタイル
のうつわを紹介します。

9月22日～12月9日 陶芸美術館 陶芸美術館 0296-70-0011

茨城県 ③ コレクション展「近現代日本陶芸の展開」
明治から現代までの日本陶芸の歩みと併せ，文化勲章受章者及び重要無
形文化財保持者（人間国宝）等の作品を紹介します。

通年 陶芸美術館 陶芸美術館 0296-70-0011

茨城県 ③ 呈茶会
茨城県陶芸美術館友の会主催の呈茶会。館内に呈茶会場を特設し，重厚
な作品でお茶を楽しんでいただきます。

11月13日 陶芸美術館 陶芸美術館 0296-70-0011

茨城県 ④ 化石のクリーニング
30万年前の地層から産出した岩石を層に沿って割ることにより、木の葉の化
石を見つけ、それをさらにクリーニングしていく体験活動。

10月～12月
毎月第1,第3土曜日

自然博物館 自然博物館 0297-38-2000

茨城県 ④ 菅生沼エコアップ大作戦
菅生沼の自然環境について、地元の関係機関等から自然の実態や活動状
況等のレクチャーを受けるとともに、環境保全のためのゴミ拾いを行う

11月17日 自然博物館 自然博物館 0297-38-2000

茨城県 ④
サンデーサイエンス
「砂の中から宝石さがし！」

実験・観察・工作などを行う体験教室
10月
毎週日曜日

自然博物館 自然博物館 0297-38-2000

茨城県 ④
サンデーサイエンス
 「秋の実りで壁掛けをつくろう」

実験・観察・工作などを行う体験教室
11月
毎週日曜日

自然博物館 自然博物館 0297-38-2000

茨城県 ④ サイエンスデー 当日は「県民の日」のため入館無料。 11月13日 自然博物館 自然博物館 0297-38-2000

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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茨城県 ④
ミュージアムボランティアによる「ふれあ
い野外ガイド」

自然博物館のボランティアが、オリジナルのアイテムを使って、野外施設や
菅生沼などにみられる自然を素材にして来館者に分かりやすくレクチャー
（実験・体験含む）する。

10月～12月第3土曜日 自然博物館 自然博物館 0297-38-2000

茨城県 ④
わくわくディスカバリー　「恐竜時代のミニ
ジオラマをつくろう！」

ミュージアムコンパニオンが企画する参加体験型のイベント。主に幼児・小
学生向け。工作を行う。

10月27日 自然博物館 自然博物館 0297-38-2000

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


