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神奈川県 愛川町 ⑤ アウトドアヨガ あいかわ公園の絶景ポイント「風の丘」でヨガを行います。 10月7日(日) 県立あいかわ公園 公益財団法人 宮ヶ瀬ダム周辺振興財団 無料 http://www.aikawa-park.jp/
公益財団法人
宮ヶ瀬ダム周辺振興財団施設課
046-288-2020

詳細は確定次第ホームページに掲載
します。

神奈川県 愛川町 ①④ わくわく発見散歩 あいかわ公園の「かやねずみ先生」と公園内の自然の不思議を探します。 10月7日(日) 県立あいかわ公園 公益財団法人 宮ヶ瀬ダム周辺振興財団 無料 http://www.aikawa-park.jp/
公益財団法人
宮ヶ瀬ダム周辺振興財団施設課
046-288-2020

詳細は確定次第ホームページに掲載
します。

神奈川県 愛川町 ③ バッグを染めよう 日本に古くから伝わる藍染め体験 10月7日(日) 県立あいかわ公園工芸工房村 公益財団法人 宮ヶ瀬ダム周辺振興財団 有料 http://www.aikawa-park.jp/
県立あいかわ公園工芸工房村
046-281-2438

１０月上旬開催予定。
詳細は確定次第ホームページに掲載
します。

神奈川県 愛川町 ⑤ ツリークライミング体験会 専用の器具を使った木登り「ツリークライミング」の体験会です。 10月14日(日) 県立あいかわ公園 公益財団法人 宮ヶ瀬ダム周辺振興財団 有料 http://www.aikawa-park.jp/
公益財団法人
宮ヶ瀬ダム周辺振興財団施設課
046-288-2020

詳細は確定次第ホームページに掲載
します。

神奈川県 愛川町 ①④ ネイチャーゲーム 遊びをとおして自然の不思議を学びます。 10月14日(日) 県立あいかわ公園 公益財団法人 宮ヶ瀬ダム周辺振興財団 無料 http://www.aikawa-park.jp/

公益財団法人
宮ヶ瀬ダム周辺振興財団
施設課
046-288-2020

詳細は確定次第ホームページに掲載
します。

神奈川県 愛川町 ①④ わくわく発見散歩 あいかわ公園の「かやねずみ先生」と公園内の自然の不思議を探します。 10月21日(日) 県立あいかわ公園 公益財団法人 宮ヶ瀬ダム周辺振興財団 無料 http://www.aikawa-park.jp/

公益財団法人
宮ヶ瀬ダム周辺振興財団
施設課
046-288-2020

詳細は確定次第ホームページに掲載
します。

神奈川県 愛川町 ①④ 自然観察教室 ガイドとあいかわ公園内の植物や鳥、虫などの自然を観察します。 10月28日(日) 県立あいかわ公園 公益財団法人 宮ヶ瀬ダム周辺振興財団 無料 http://www.aikawa-park.jp/

公益財団法人
宮ヶ瀬ダム周辺振興財団
施設課
046-288-2020

詳細は確定次第ホームページに掲載
します。

神奈川県 愛川町 ③ ハロウィン帽子を作ろう 手作りのとんがり帽子作り体験 10月28日(日) 県立あいかわ公園工芸工房村 公益財団法人 宮ヶ瀬ダム周辺振興財団 有料 http://www.aikawa-park.jp/
県立あいかわ公園工芸工房村
046-281-2438

１０月下旬開催予定。
詳細は確定次第ホームページに掲載
します。

神奈川県 愛川町 ①④ わくわく発見散歩 あいかわ公園の「かやねずみ先生」と公園内の自然の不思議を探します。 11月4日(日) 県立あいかわ公園 公益財団法人 宮ヶ瀬ダム周辺振興財団 無料 http://www.aikawa-park.jp/

公益財団法人
宮ヶ瀬ダム周辺振興財団
施設課
046-288-2020

詳細は確定次第ホームページに掲載
します。

神奈川県 愛川町 ①④ ネイチャーゲーム 遊びをとおして自然の不思議を学びます。 11月11日(日) 県立あいかわ公園 公益財団法人 宮ヶ瀬ダム周辺振興財団 無料 http://www.aikawa-park.jp/

公益財団法人
宮ヶ瀬ダム周辺振興財団
施設課
046-288-2020

詳細は確定次第ホームページに掲載
します。

神奈川県 愛川町 ⑤ 南山ハイキング体験ツアー 初心者向けの低山ハイキング体験会です。 11月17日(土) 県立あいかわ公園 公益財団法人 宮ヶ瀬ダム周辺振興財団 無料 http://www.aikawa-park.jp/

公益財団法人
宮ヶ瀬ダム周辺振興財団
施設課
046-288-2020

詳細は確定次第ホームページに掲載
します。

神奈川県 愛川町 ①④ わくわく発見散歩 あいかわ公園の「かやねずみ先生」と公園内の自然の不思議を探します。 11月18日(日) 県立あいかわ公園 公益財団法人 宮ヶ瀬ダム周辺振興財団 無料 http://www.aikawa-park.jp/

公益財団法人
宮ヶ瀬ダム周辺振興財団
施設課
046-288-2020

詳細は確定次第ホームページに掲載
します。

神奈川県 愛川町 ① 初めての水彩画教室
初めて絵筆を持つ方を対象とし、身近な花や果物を題材として、スケッチや彩
色の基礎を学ぶ。

11月7日 半原公民館 半原公民館
半原公民館
046－281-0177

神奈川県 愛川町 ① 中津公民館まつり
地域の住民たちが身近な公民館で、生涯学習の成果と発表の場として開催す
る。（展示・発表・ものづくり体験教室を実施）

11月9日～11日 愛川町中津公民館 中津公民館まつり実行委員会
中津公民館
046-285-1600

一部有料（体験教室材料代）

神奈川県 愛川町 ①③④
愛川町郷土資料館企画展「懐かし
の学び舎から」

各時代における「小学校」教育の変遷を紹介する。 10月10日～11月30日 愛川町郷土資料館 愛川町教育委員会 無料
愛川町郷土資料館
046－280－1050

神奈川県 愛川町 ① 古民家山十邸「文化財ｾﾐﾅｰ」
①三増合戦について（仮称）
②古写真でたどる現代の愛川（仮称）

①10月27日
②11月10日

古民家山十邸 愛川町教育委員会 無料
スポーツ・文化振興課
046-285-6958

神奈川県 愛川町 ③ 古民家山十邸菊花展 町内団体による古民家での菊花の展示会を開催する。 11月3日～11月11日 古民家山十邸 愛川町教育委員会 無料
スポーツ・文化振興課
046-285-6958

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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神奈川県 愛川町 ③ 若者たちの音楽祭４ ロックやポップス、ジャズなどによる軽音楽の発表会を開催する。 12月16日 愛川町文化会館 愛川町・愛川町教育委員会 無料
スポーツ・文化振興課
046-285-6958

神奈川県 愛川町 ③ 第14回愛川町合唱祭
町内で活動する合唱団体が一堂に会し合唱祭を開催します。歌うことを通じて
世代間の交流を図る。

11月24日 愛川町文化会館ホール 愛川町合唱祭プロジェクトチーム 無料
スポーツ・文化振興課
046-285-6958

神奈川県 愛川町 ① ちいさなちいさなおはなしかい 親子を対象にした、読書ボランティアによるお話会を開催する。 11月3日 愛川町図書館 愛川町図書館 無料
愛川町図書館
http://www.library-aikawa-
unet.ocn.ne.jp/index.html

愛川町図書館
046-285-6963

神奈川県
愛甲郡愛
川町

① 愛川自然観察会
愛川の豊かな自然を感じていただくことにより、環境教育につながることをお
手伝いする。今年度のテーマは【紅葉を楽しむ】

11月4日 神奈川県立愛川ふれあいの村
東急コミュニティー・国際自然大学校グ
ループ

無料
【愛川ふれあいの村ＨＰ】
http://fureai-aikawa.com/

神奈川県立
愛川ふれあいの村
046-281-1612

神奈川県
愛甲郡愛
川町

③ 紅葉まつり
村内にある２００本を超えるイチョウやモミジ・カエデの紅葉を楽しむとともに、
地元の方々による演奏やパフォーマンス、工芸や手作り品の販売、クラフト体
験等を通して、地域の方々とのふれあいを楽しみます。

11月11日 神奈川県立愛川ふれあいの村
東急コミュニティー・国際自然大学校グ
ループ

無料
【愛川ふれあいの村ＨＰ】
http://fureai-aikawa.com/

神奈川県立
愛川ふれあいの村
046-281-1612

神奈川県 厚木市 ①
スマートエネルギーセミナー
～かながわで知る　ソーラーシェアリ
ングの魅力～

専門家による講演等を通じ、ソーラーシェアリングの概要、手続き、導入事例
などを紹介するセミナーを開催します。

10月25日 あつぎ市民交流プラザ 神奈川県 無料
http://www.pref.kanagawa.jp/
docs/e3g/cnt/f535675/

神奈川県エネルギー課
太陽光発電グループ
045-210-4115

神奈川県 厚木市 ③
平成30年度あつぎ市民芸術文化祭
「第56回市民文化祭」

　市民協働による文化芸術の祭典を開催し、広く市民に多彩な文化芸術の鑑
賞と発表の機会を提供することにより、文化芸術の創造と育成を図ります。市
民参加事業(茶会・川柳会・歌会・俳句会など)、芸能音楽発表会(民謡・剣詩
舞・詩吟・音楽発表会など)、文化作品展(華道展・山野草展・盆栽展・美術展な
ど)の３部門を開催します。

10月14日～11月24日 厚木市文化会館大ホールほか 厚木市 一部有料
文化生涯学習課
046-225-2508

神奈川県 厚木市 ③
平成30年度あつぎ市民芸術文化祭
「第28回野外彫刻造形展」

　野外におけるプロの彫刻家や造形作家・保育園児たちが作成した石彫・造形
作品を展示します。参加型の体験教室として、木の実のアート教室や缶バッジ
作りなどを開催します。

10月7日～10月14日 ぼうさいの丘公園 厚木市 一部有料
文化生涯学習課
046-225-2508

神奈川県 厚木市 ③
平成30年度あつぎ市民芸術文化祭
「第5回あつぎミュージックフェスティ
バル」

　厚木市にゆかりのある青少年に限定した音楽発表の場を設けることにより、
若手アーティストを育成します。7月の1次審査（音源による審査)通過者による
オーディション(2次審査:公開審査)を8月に開催し、大賞受賞者は11月のコン
サートにおいて、メジャーアーティストと共演するとともに、配信デビューしま
す。

11月4日 厚木市文化会館大ホールほか 厚木市
チケット
販売

文化生涯学習課
046-225-2508

神奈川県 厚木市 ③
平成30年度あつぎ市民芸術文化祭
「市民芸術祭」

　市民参加型の舞台公演を開催し、市民が身近に文化芸術を体験、鑑賞でき
る機会を創出することで、文化芸術の振興を図ります。
　公募で集まった幅広い年齢の市民合唱団が練習に励み、厚木交響楽団の
演奏でベートーヴェン作曲「第九」を公演します。

12月16日 厚木市文化会館大ホール 厚木市
チケット
販売

文化生涯学習課
046-225-2508

神奈川県 厚木市 ③
厚木市文化会館開館40周年記念事
業（文化講演会）

厚木市文化会館は、昭和53年の開館以来、平成30年11月2日に開館40周年を
迎える。ついては、記念事業として池上　彰氏をゲストに招き、(文化芸術等の
テーマを絡めた)講演会を実施することで、市民の更なる文化芸術への創造と
育成を図る。

10月14日 厚木市文化会館大ホール 厚木市 無料
文化生涯学習課
046-225-2509

神奈川県 厚木市 ③
厚木市文化会館開館40周年記念
「市民が祝う文化の殿堂40周年フェ
スティバル」

厚木市文化会館は、昭和53年の開館以来、平成30年11月2日に開館40周年を
迎える。ついては、厚木市の文化芸術活動の拠点である文化会館を利用する
市民の皆様、文化芸術関係者等を一堂に会し、ここまで歩んできた開館40周
年をともにお祝いする記念事業を開催することで、更なる厚木市の文化芸術
の推進と活力に満ちたまちの実現を目指す。

11月3日 厚木市文化会館大ホール 厚木市 無料
文化生涯学習課
046-225-2510

神奈川県 厚木市 ③
第16回厚木市郷土芸能まつり郷土
芸能発表会

県指定無形民俗文化財の相模ささら踊りなど、市内の郷土芸能保存団体が一
堂に演目を披露します。

10月20日 厚木市文化会館小ホール 厚木市教育委員会 無料
http://www.city.atsugi.kanaga
wa.jp/

文化財保護課
046（225）2509

神奈川県 厚木市 ③
第16回厚木市郷土芸能まつり相模
人形芝居特別公演

国指定重要無形民俗文化財であります相模人形芝居長谷座及び林座とあつ
ぎひがし座が一堂に演目を披露します。

11月10日 厚木市文化会館小ホール 厚木市教育委員会 無料
http://www.city.atsugi.kanaga
wa.jp/

文化財保護課
046（225）2509

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

神奈川県 厚木市 ③ 文化財一般公開
文化財保護強調週間に合わせ、厚木市でも普段見ることが出来ない文化財を
公開します。

10月26日～10月28日
（予定会場）
建徳寺、妙純寺、金田神社

厚木市教育委員会 無料
http://www.city.atsugi.kanaga
wa.jp/

文化財保護課
046（225）2509

神奈川県 綾瀬市 ① 書庫開放日 図書館施設・書庫の見学を司書がご案内します。
10月18日、27日
11月9日、15日

綾瀬市立図書館 綾瀬市立図書館 無料 https://www.ayaselib.jp/
綾瀬市立図書館
0467－77－8191

https://www.ayaselib.jp/

神奈川県 綾瀬市 ① 図書館おはなし会 絵本・紙芝居の読み聞かせなどを行います。 11月1日 綾瀬市立中央公民館 綾瀬市立図書館 無料 https://www.ayaselib.jp/
綾瀬市立図書館
0467－77－8191

https://www.ayaselib.jp/

神奈川県 綾瀬市 ① おはなしの森 絵本・紙芝居の読み聞かせなどを行います。 11月10日 綾瀬市立図書館 綾瀬市立図書館 無料 https://www.ayaselib.jp/
綾瀬市立図書館
0467－77－8191

https://www.ayaselib.jp/

神奈川県 綾瀬市 ① 図書館子どもおはなし会 絵本・紙芝居の読み聞かせなどを行います。
10月20日
11月17日

10/20綾瀬市立中央公民館
11/17綾瀬市立図書館

綾瀬市立図書館 無料 https://www.ayaselib.jp/
綾瀬市立図書館
0467－77－8191

https://www.ayaselib.jp/

神奈川県 綾瀬市 ① おはなしたまてばこ 絵本・紙芝居の読み聞かせなどを行います。 11月5日
綾瀬市立
中央公民館北の台地区センター

綾瀬市立図書館 無料 https://www.ayaselib.jp/
綾瀬市立図書館
0467－77－8191

https://www.ayaselib.jp/

神奈川県 綾瀬市 ① 北の台おはなし会 絵本・紙芝居の読み聞かせなどを行います。 10月27日
綾瀬市立
中央公民館北の台地区センター

綾瀬市立図書館 無料 https://www.ayaselib.jp/
綾瀬市立図書館
0467－77－8191

https://www.ayaselib.jp/

神奈川県 綾瀬市 ① おはなしコロボックル 絵本・紙芝居の読み聞かせなどを行います。 11月3日 綾瀬市立寺尾いずみ会館 綾瀬市立図書館 無料 https://www.ayaselib.jp/
綾瀬市立図書館
0467－77－8191

https://www.ayaselib.jp/

神奈川県 綾瀬市 ① いずみおはなし会 絵本・紙芝居の読み聞かせなどを行います。
10月18日
11月15日

綾瀬市立寺尾いずみ会館 綾瀬市立図書館 無料 https://www.ayaselib.jp/
綾瀬市立図書館
0467－77－8191

https://www.ayaselib.jp/

神奈川県 綾瀬市 ① 南部ふれあいどんぐりおはなし会 絵本・紙芝居の読み聞かせなどを行います。 11月2日 綾瀬市立南部ふれあい会館 綾瀬市立図書館 無料 https://www.ayaselib.jp/
綾瀬市立図書館
0467－77－8191

https://www.ayaselib.jp/

神奈川県 綾瀬市 ① おはなしくれよん 絵本・紙芝居の読み聞かせなどを行います。 11月19日 綾瀬市立南部ふれあい会館 綾瀬市立図書館 無料 https://www.ayaselib.jp/
綾瀬市立図書館
0467－77－8191

https://www.ayaselib.jp/

神奈川県 綾瀬市 ① たんぽぽおはなし会 絵本・紙芝居の読み聞かせなどを行います。 10月25日 綾瀬市立南部ふれあい会館 綾瀬市立図書館 無料 https://www.ayaselib.jp/
綾瀬市立図書館
0467－77－8191

https://www.ayaselib.jp/

神奈川県 綾瀬市 ① 子育てサロンあひるくらぶ 季節の遊びや工作、手遊び歌や紙芝居などを親子で楽しみます。 10月15日 綾瀬市立中央公民館
綾瀬市文化会館等指定管理者
株式会社オーエンス

無料 http://ayase-manavi.net
綾瀬市立中央公民館
0467-77-8181

http://ayase-manavi.net
綾瀬市立中央公民館
0467-77-8181

神奈川県 綾瀬市 ① 子育てサロンひよこサロン 季節の遊びや工作、手遊び歌や紙芝居などを親子で楽しみます。 10月25日 綾瀬市立中央公民館早園地区センター
綾瀬市文化会館等指定管理者
株式会社オーエンス

無料 http://ayase-manavi.net
綾瀬市立中央公民館
0467-77-8181

http://ayase-manavi.net
綾瀬市立中央公民館
0467-77-8181

神奈川県 綾瀬市 ① 子育てサロンあすなろひろば 季節の遊びや工作、手遊び歌や紙芝居などを親子で楽しみます。 10月11日 綾瀬市立南部ふれあい会館
綾瀬市文化会館等指定管理者
株式会社オーエンス

無料 http://ayase-manavi.net
綾瀬市立中央公民館
0467-77-8181

http://ayase-manavi.net
綾瀬市立中央公民館
0467-77-8181

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



581

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

神奈川県 綾瀬市 ① だがしや楽校 特技や趣味などを見せたり、体験してもらう自分見せ（店）で交流します。 10月21日 綾瀬市オーエンス文化会館
綾瀬市文化会館等指定管理者
株式会社オーエンス

無料 http://ayase-manavi.net
綾瀬市立中央公民館
0467-77-8181

http://ayase-manavi.net
綾瀬市立中央公民館
0467-77-8181

神奈川県 綾瀬市 ③ 第２５９回市民ホールコンサート
綾瀬市庁舎市民ホールコンサートは、昼休みのひとときを生の音楽演奏会で
楽しんでもらい、音楽鑑賞の機会の充実と市民に親しみやすい市役所にする
ため、ピアノ・ヴァイオリンによる演奏会を開催します。

10月31日
綾瀬市役所１階
市民ホール

綾瀬市教育委員会 無料
http://www.city.ayase.kanaga
wa.jp

綾瀬市教育委員会
綾瀬市教育委員会
http://www.city.ayase.kanagawa.jp/in
dex.html

神奈川県 綾瀬市 ③ 第２６０回市民ホールコンサート
綾瀬市庁舎市民ホールコンサートは、昼休みのひとときを生の音楽演奏会で
楽しんでもらい、音楽鑑賞の機会の充実と市民に親しみやすい市役所にする
ため、ピアノによる演奏会を開催します。

11月12日
綾瀬市役所１階
市民ホール

綾瀬市教育委員会 無料
http://www.city.ayase.kanaga
wa.jp

綾瀬市教育委員会
綾瀬市教育委員会
http://www.city.ayase.kanagawa.jp/in
dex.html

神奈川県 綾瀬市 ③
あやせ文化芸術祭
市展絵画の部（子ども）

文化芸術活動者の発表の場の提供と市民の文化芸術鑑賞の機会の充実を図
り、「ふれあいと文化の薫り高い魅力的なまちづくり」を推進するため、『あやせ
文化芸術祭』市展絵画の部（子ども）を開催します。

10月25日～10月29日
綾瀬市役所７階
市民展示ホール

綾瀬市
綾瀬市教育委員会

無料
http://www.city.ayase.kanaga
wa.jp

あやせ文化芸術祭
実行委員会
生涯学習課文化芸術担当
0467-70-5670

あやせ文化芸術祭
実行委員会
生涯学習課文化芸術担当
0467-70-5670

神奈川県 綾瀬市 ③
あやせ文化芸術祭
市民文化祭（舞台部門）

文化芸術活動者の発表の場の提供と市民の文化芸術鑑賞の機会の充実を図
り、「ふれあいと文化の薫り高い魅力的なまちづくり」を推進するため、毎年秋
に『あやせ文化芸術祭』市民文化祭（舞台部門）を開催します。

10月27日
10月28日

綾瀬市オーエンス文化会館
（大ホール）

綾瀬市
綾瀬市教育委員会

無料
http://www.city.ayase.kanaga
wa.jp

あやせ文化芸術祭
実行委員会
生涯学習課文化芸術担当
0467-70-5670

あやせ文化芸術祭
実行委員会
生涯学習課文化芸術担当
0467-70-5670

神奈川県 綾瀬市 ③
あやせ文化芸術祭
市民文化祭（展示部門）

文化芸術活動者の発表の場の提供と市民の文化芸術鑑賞の機会の充実を図
り、「ふれあいと文化の薫り高い魅力的なまちづくり」を推進するため、毎年秋
に『あやせ文化芸術祭』　市民文化祭（展示部門）を開催します。

10月27日
10月28日

綾瀬市オーエンス文化会館
（小ホール他）

綾瀬市
綾瀬市教育委員会

無料
http://www.city.ayase.kanaga
wa.jp

あやせ文化芸術祭
実行委員会
生涯学習課文化芸術担当
0467-70-5670

あやせ文化芸術祭
実行委員会
生涯学習課文化芸術担当
0467-70-5670

神奈川県 綾瀬市 ③ 席上揮毫
市制施行４０周年を記念し、綾瀬市庁舎市民ホールのリニューアルの式典の
後に、市民が公募し選定したスローガンなどの文字を書道家等による席上揮
毫を行います。

10月27日
綾瀬市役所１階
市民ホール

綾瀬市
綾瀬市教育委員会

無料
http://www.city.ayase.kanaga
wa.jp

あやせ文化芸術祭
実行委員会
生涯学習課文化芸術担当
0467-70-5670

あやせ文化芸術祭
実行委員会
生涯学習課文化芸術担当
0467-70-5670

神奈川県 綾瀬市 ③ あやせ文化芸術祭　菊花展
文化芸術活動者の発表の場の提供と市民の文化芸術鑑賞の機会の充実を図
り、「ふれあいと文化の薫り高い魅力的なまちづくり」を推進するため、『あやせ
文化芸術祭』　市民文化祭（菊花部門）を開催します。

11月4日～11月8日
綾瀬市役所１階
市民ホール

綾瀬市
綾瀬市教育委員会

無料
http://www.city.ayase.kanaga
wa.jp

あやせ文化芸術祭
実行委員会
生涯学習課文化芸術担当
0467-70-5670

あやせ文化芸術祭
実行委員会
生涯学習課文化芸術担当
0467-70-5670

神奈川県 綾瀬市 ③
あやせ文化芸術祭
市民文化祭（音楽部門）

文化芸術活動者の発表の場の提供と市民の文化芸術鑑賞の機会の充実を図
り、「ふれあいと文化の薫り高い魅力的なまちづくり」を推進するため、『あやせ
文化芸術祭』市民文化祭（音楽部門）を開催します。

11月10日
11月11日

綾瀬市オーエンス文化会館（大ホール）
綾瀬市
綾瀬市教育委員会

無料
http://www.city.ayase.kanaga
wa.jp

あやせ文化芸術祭
実行委員会
生涯学習課文化芸術担当
0467-70-5670

あやせ文化芸術祭
実行委員会
生涯学習課文化芸術担当
0467-70-5670

神奈川県 綾瀬市 ③
あやせ文化芸術祭
市民文化祭（華道部門）

文化芸術活動者の発表の場の提供と市民の文化芸術鑑賞の機会の充実を図
り、「ふれあいと文化の薫り高い魅力的なまちづくり」を推進するため、『あやせ
文化芸術祭』市民文化祭（華道部門）を開催します。

11月10日
11月11日

綾瀬市オーエンス文化会館（小ホール）
綾瀬市
綾瀬市教育委員会

無料
http://www.city.ayase.kanaga
wa.jp

あやせ文化芸術祭
実行委員会
生涯学習課文化芸術担当
0467-70-5670

あやせ文化芸術祭
実行委員会
生涯学習課文化芸術担当
0467-70-5670

神奈川県 綾瀬市
①
③

あやせ歴史めぐり～市内文化財ゆう
ゆう探訪～

目久尻川流域の市内文化財９箇所を、綾瀬市史跡ボランティアの会による解
説を聞きながらマイクロバスで巡ります。

10月13日 綾瀬市役所集合 綾瀬市教育委員会 無料
綾瀬市ＨＰ
http://www.city.ayase.kanaga
wa.jp

生涯学習課市史文化財担当
0467-70-5637

神奈川県 綾瀬市 ③ 神崎遺跡でお月見
国指定史跡・神崎遺跡で、十三夜に民話の朗読や月にちなんだ歌の歌唱、湘
南工科大学によるプロジェクションマッピングを行います。

10月21日 神崎遺跡公園 綾瀬市教育委員会 無料
綾瀬市ＨＰ
http://www.city.ayase.kanaga
wa.jp

生涯学習課市史文化財担当
0467-70-5637

神奈川県 綾瀬市
①②
③④

環濠公開 国指定史跡・神崎遺跡の環濠の実物を一般公開します。
11月3日
11月4日

神崎遺跡公園 綾瀬市教育委員会 無料
綾瀬市ＨＰ
http://www.city.ayase.kanaga
wa.jp

生涯学習課市史文化財担当
0467-70-5637
神崎遺跡資料館
0467-77-0841

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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神奈川県 伊勢原市 ③ 第54回伊勢原市民文化祭
伊勢原市文化団体連盟に加盟する団体が、日ごろの芸術・文化活動の成果に
ついて、発表や展示を行います。

発表：
10月21日～11月11日の土・日
展示：
11月2日～4日、
11月9日～11日
菊花展：
11月2日～9日

発表：伊勢原市民文化会館
展示：伊勢原市立中央公民館
菊花展：伊勢原市総合運動公園

伊勢原市教育委員会、
伊勢原市文化団体連盟

【伊勢原市教育委員会教育部
社会教育課】
http://www.city.isehara.kanaga
wa.jp/

伊勢原市教育委員会
教育部社会教育課（中央公民館内）
0463-93-7500

神奈川県 伊勢原市 ①③
平成３０年度
図書館開館３０周年記念文化財資
料展「浮世絵－相模大山」

相模大山に係わる浮世絵の展示を行い、市民・利用者に浮世絵から見える大
山や当時の様子を紹介する。

10月19日～11月14日 伊勢原市立図書館 伊勢原市立図書館 無料 http://www.lib-isehara.jp/ 0463-92-3500

神奈川県 伊勢原市 ② 第40回瑞木祭

産業能率大学が開催する瑞木祭（学園祭）において下記イベントを行う予定で
す。
・各ゼミ研究発表　　　・ステージイベント
・地域交流企画　　　　・貢献活動
・卒業生向けホームカミングイベント

11月17日～18日
土、日終日

産業能率大学湘南キャンパス 産業能率大学　瑞木祭実行委員会 無料
http://www.sanno.ac.jp/univ/c
ampus_life/event/2018/gakue
nsai_s.html

産業能率大学
湘南事務部
湘南学生サービスセンター
電話(0463-92-2214)

神奈川県 横浜市 ② 学校説明会
「学校へ行こう週間」にあわせて本校の学校説明会・中学生対象の体験授業を
実施し本校の教育内容を紹介する。

10月20日 氷取沢高等学校 氷取沢高等学校 無料
www.hitorizawa-h.pen-
kanagawa.ed.jp

yasu-sato@pen-kanagawa.ed.jp

神奈川県 海老名市 ①、④ 家畜に親しむつどい
県央家畜保健衛生所、畜産技術センターの施設公開のほか、畜産団体主催
の複数のイベントを同時開催し、県民に畜産への理解や地産地消を促し、畜
産振興を図るとともに、県民の福利増進を図ります。

10月28日
畜産技術センター、県央家畜保健衛生
所

一般社団法人神奈川県畜産振興会、
神奈川県牛乳普及協会、
畜産技術センター、
県央家畜保健衛生所

【畜産技術センターイベント情
報】
http://www.pref.kanagawa.jp/
cnt/f440009/　　　掲載予定

県畜産課調整ｸﾞﾙｰﾌﾟ
045-210-4508
畜産物販売あり

神奈川県 海老名市 ③ 秋の公園せせらぎ祭り
地元で活躍する方の音楽演奏やダンスのステージ、特産物の販売、ワーク
ショップなどで盛り上がるお祭りです。

10月20日(土) 相模三川公園 相模三川公園 無料
http://www.sagamisansen-
kanagawa.jp

相模三川公園
046-236-5008

神奈川県 海老名市 ③ 野鳥観察会
野鳥観察スポットでもある相模三川公園でバードウォッチングを体験。初心者
にも鳥の見つけ方のコツを教えます。

11月10日(土) 相模三川公園 相模三川公園 有料
http://www.sagamisansen-
kanagawa.jp

相模三川公園
046-236-5008

神奈川県 海老名市 ③ 海老名文化スポーツ賞贈呈式

文化及びスポーツの振興を目的に、顕著な功績を残した個人・団体へ賞を贈
呈します。大賞受賞者へのインタビューや実演披露のほか、ゴスペル祝賀コン
サートも開催します。祝賀コンサートのチケットは、10月1日から海老名市役所
文化スポーツ課窓口及び海老名市文化会館事務室にて配布。全席自由。
海老名から世界へ羽ばたこうとしている皆様の活躍と、その実績に対する賞讃
を、ぜひ一緒に体感しましょう。

11月3日 海老名市文化会館 海老名市役所　文化スポーツ課 無料
海老名市役所
文化スポーツ課
（046-235-4797）

神奈川県 海老名市 ③ 第51回海老名市民文化祭
展示部門では華道や書道、絵画の作品展示を行い、舞台部門ではフラダンス
やクラシックバレエ、舞踊などをホールで披露します。（茶道のみ有料）
市民の力作、日ごろの練習の成果をぜひご覧ください。

11月3日～4日 海老名市文化会館ほか 海老名市役所　文化スポーツ課 無料
海老名市役所
文化スポーツ課
（046-235-4797）

神奈川県 大磯町 ③ 第６５回おおいそ文化祭
町民の日頃の芸術・文化活動の成果発表・展示を各施設で行うとともに、来場
された方にも興味をもっていただけるような文化祭を展開しています。

10月8日～11月4日
生涯学習館、図書館、保健センター、
国府支所 他

文化祭運営委員会、大磯町教育委員会 無料
http://www.town.oiso.kanagaw
a.jp

大磯町教育委員会
教育部生涯学習課
0463-61-4100 内線329

民営の工房による特別展や普段は
公開していない仏像などの一般公開
も行っています。

神奈川県 大磯町 ① 大磯町郷土資料館企画展
明治150年企画展
「明治の功労者～湘南社の活動と近代地方行政～　」

10月13日～12月9日 大磯町郷土資料館 大磯町教育委員会 無料
http://www.town.oiso.kanagaw
a.jp

大磯町教育委員会
教育部生涯学習課
郷土資料館
0463-61-4700

神奈川県 大磯町 ② 大磯町小・中学校音楽会
町立の小学校の吹奏楽部・合唱部・弦楽クラブ・金管クラブ、中学校の吹奏楽
部による演奏です。

11月3日（土） 大磯町立国府中学校体育館 大磯町教育研究所 無料
http://www.town.oiso.kanagaw
a.jp

大磯町教育委員会
教育部学校教育課
0463-61-4100 内線325
または大磯町教育研究所
0463-61-3670

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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神奈川県 大磯町 ② 大磯町子ども作品展
町内の幼稚園・小学校・中学校の園児・児童・生徒が夏休み中に取り組んだ課
題や自由研究、絵や工作、また授業で取り組んだ作品等を展示します。

11月17日（土）
11月18日（日）

大磯町立国府小学校体育館 大磯町教育研究所 無料
http://www.town.oiso.kanagaw
a.jp

大磯町教育委員会
教育部学校教育課
0463-61-4100 内線325
または大磯町教育研究所
0463-61-3670

神奈川県 大井町 ③ 大井町文化祭
町内在住・在学・在勤の方、町内で活動している個人及び団体が、日ごろの練
習の成果や取り組んできた作品を発表する文化祭を開催します。

10月20日～21 日
大井町生涯学習センター
大井町総合体育館

大井町教育委員会
大井町文化団体連絡協議会

無料
大井町教育委員会生涯学習課
0465-83-5409

神奈川県 大井町 ① 子ども絵画展 「大井町の好きなところ」をテーマに子どもが描いた絵画を展示します。 10月20日～11月9日 大井町生涯学習センター 大井町教育委員会 無料
大井町教育委員会生涯学習課
0465-83-5410

神奈川県 大井町 ① 町民ソフトボール大会 町内在住・在学・在勤の方を対象に、ソフトボールの大会を開催します。 10月21日 ブルックスグラウンド 大井町教育委員会 無料
大井町教育委員会生涯学習課
0465-83-5411

神奈川県 大井町 ① おおい自然園展示会
大井町全体を自然園ととらえ、町の自然や生き物、石などについて展示・紹介
をします。

10月10日～11月18日 大井町生涯学習センター 大井町教育委員会 無料
大井町教育委員会生涯学習課
0465-83-5412

神奈川県 大井町 ① あいさつ+ＯＮＥ運動
町内各所（幼稚園や小学校、中学校および通学路など）で、街頭運動を行いま
す。

10月31日 町内各所 大井町教育委員会 無料
大井町教育委員会生涯学習課
0465-83-5413

神奈川県 大井町 ① こども卓球教室 町内在住の小学校3～6年生を対象に、全3日間の卓球教室を開催します。 11月4・11・18日 大井町総合体育館
大井町教育委員会
大井町体育協会

無料
大井町教育委員会生涯学習課
0465-83-5414

神奈川県 大井町 ① 町民歩け歩け大会
町内在住・在学・在勤の方を対象に、ハイキングします。
（ハイキングコースは、毎回変更）

11月17日 町外
大井町教育委員会
大井町体育協会

大井町教育委員会生涯学習課
0465-83-5416

神奈川県 小田原市 ③
「A O SHOW～The　Ｍｉｓｔ」世界発信
プロジェクト

ベトナムの美しい農村や都市で暮らす人々の生活文化をコミカルに表現した
新しいサーカス「A O SHOW」を上演します。

11月8日 小田原市民会館
小田原芸術文化実行委員会、
神奈川県、神奈川芸術文化財団

http://www.pref.kanagawa.jp/
docs/yi4/cnt/f530483/p1225
248.html

文化課
マグカル推進グループ　市川
電話　045‐210‐3806

神奈川県 小田原市 ①,④
（観察会）
アニマルトラッキング入門

午前中、博物館の周りの山を歩いて、生きものの「痕跡」探しに挑戦します。午
後から、博物館で「痕跡」の持ち主を調べます。必ず、保護者同伴でお申し込
みください。※雨天中止

10月20日 神奈川県立生命の星・地球博物館 神奈川県立生命の星・地球博物館
http://nh.kanagawa-
museum.jp/

神奈川県立
生命の星・地球博物館
0465-21-1515

傷害保険料1日1人50円がかかります

神奈川県 小田原市 ①,④
（観察会）
秋の地形地質観察会
～西丹沢の岩石～

西丹沢の玄倉周辺に分布する、変成岩や枕状溶岩、火山岩類などの岩石や、
岩石に含まれる鉱物の観察を行います。沢を渡る可能性があるので、長靴が
あると便利です。※雨天中止

11月3日 山北町（西丹沢方面） 神奈川県立生命の星・地球博物館
http://nh.kanagawa-
museum.jp/

神奈川県立
生命の星・地球博物館
0465-21-1515

傷害保険料1日1人50円がかかります

神奈川県 小田原市 ①,④
（観察会）
先生のための地層と化石入門2018
～飯室層の化石観察～

地形、地質、貝化石に注目して宿河原堰周辺など地層・化石を観察します。初
日は、博物館での事前学習です。
◆ 2日間の参加が条件です。

11月10日～11月11日 狛江市および川崎市（生田緑地） 神奈川県立生命の星・地球博物館
http://nh.kanagawa-
museum.jp/

神奈川県立
生命の星・地球博物館
0465-21-1515

傷害保険料1日1人50円がかかります

神奈川県 小田原市 ①,④
（講座）
あなたのパソコンで地形を見る

自分のパソコンを使って、地形を調べる方法を実習します。地形の知識は、旅
や山歩きだけでなく、日々の生活でも活用できます。CDドライブ付きWindows
パソコンが必要です。

11月18日 神奈川県立生命の星・地球博物館 神奈川県立生命の星・地球博物館 無料
http://nh.kanagawa-
museum.jp/

神奈川県立
生命の星・地球博物館
0465-21-1515

CDドライブ付きWindows パソコンが
必要です
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神奈川県 小田原市 ①,④

（特別展）
「植物誌をつくろう！～『神奈川県植
物誌2018』のできるまでとこれから
～」

神奈川県内に自生する植物3,200種類を全て調査した結果がまとまりました。
完成までの10年の道のりや、最新の調査で分かったことなど、身近な植物の
姿をご紹介します。

７月14日～11月４日
神奈川県立生命の星・地球博物館
特別展示室

神奈川県立生命の星・地球博物館
http://nh.kanagawa-
museum.jp/

神奈川県立
生命の星・地球博物館
0465-21-1515

高校生以上：有料
中学生以下：無料

神奈川県 小田原市 ③ 秋の公園まつり竹細工教室 園内の竹林で採集した竹を使って、おもちゃなどを製作します。 10月7日(日)～10月8日(月) おだわら諏訪の原公園 おだわら諏訪の原公園パートナーズ 無料
http://www.seibu-
la.co.jp/suwanohara/

おだわら諏訪の原公園
パークセンター
0465-34-0404

詳細は9月上旬にホームページにて
お知らせします。

神奈川県 小田原市 ③ 小田原市民文化祭 活動成果発表の場及び鑑賞機会の提供 9月24日～12月16日
市民会館、生涯学習センターけやきほ
か

小田原市

小田原市ＨＰ：
http://www.city.odawara.kanag
awa.jp/field/lifelong/culture/6
5-bunkasai-boshu.html

文化政策課
0465-33-1709

神奈川県 小田原市 ①
おだわら市民学校「おだわら学講
座」

おだわら市民学校の基礎編。座学や体験を織り交ぜながら、小田原の魅力を
感じる地域資源を活かしたカリキュラムにより、各分野の魅力や課題を学ぶ全
12回の講座です。

8月25日,9月8日,22日,10月13
日,20日,11月17日,12月1日,15
日,1月26日,2月9日,23日,3月9
日

生涯学習センターけやきほか 小田原市

小田原市ＨＰ：
http://www.city.odawara.kanag
awa.jp/field/lifelong/life_edu/t
opics/odawaragaku.html

小田原市
生涯学習センターけやき
0465-33－1882

神奈川県 小田原市 ①
おだわら市民学校専門課程
報徳塾「尊徳翁の一生と各地の報
徳仕法」

全国報徳サミットが小田原で開催されるのに合わせ、尊徳翁の一生と翁や実
践者たちが関わった各地の仕法について学ぶ全16回の講座です。

9月3日,10日,25日,30日,10月9
日,13日,16日,23日,30日,11月6
日,11月10日,11月20日,27
日,12月4日,11日,18日

尊徳記念館ほか 小田原市

小田原市ＨＰ：
http://www.city.odawara.kanag
awa.jp/field/lifelong/life_edu/t
opics/houtokujuku-h30.html

小田原市
生涯学習センターけやき
0465-33－1882

神奈川県 小田原市 ①

おだわら市民学校専門課程
報徳塾公開講座「映画『二宮金次
郎』～監督が描きたかった金次郎像
～」

来年5月に全国劇場公開予定の映画『二宮金次郎』の五十嵐匠監督を講師に
お迎えし、「なぜ今金次郎を映画にしたのか」「監督が描きたかった金次郎像と
は」など、お話をうかがいます。映画のダイジェスト版も披露します。

10月23日 小田原地下街HaRuNe小田原 小田原市 無料

小田原市ＨＰ：
http://www.city.odawara.kanag
awa.jp/field/lifelong/life_edu/t
opics/igarashikantoku.html

小田原市
生涯学習センターけやき
0465-33－1882

神奈川県 小田原市 ① 生涯学習フェスティバル 生涯学習団体の自発的活動支援及び団体間の相互交流を図ります。 10月27日～28日 生涯学習センターけやき 生涯学習フェスティバル実行委員会 無料
小田原市ＨＰ：
http://www.city.odawara.kanag
awa.jp/

小田原市
生涯学習センターけやき
0465-33－1882

神奈川県 小田原市 ③ 夢見遊山いたばし見聞楽 文化事業等による地域の活性化を促進する催しです。 11月3日 松永記念館 板橋秋の交流会実行委員会

小田原市ＨＰ：
http://www.city.odawara.kanag
awa.jp/public-
i/facilities/matsunaga/

小田原市郷土文化館
0465-23-1377

神奈川県 小田原市 ③ 第18回松永記念館茶会
松永耳庵が実践した数寄茶の精神に倣い、茶道活動を行う市民グループや茶
道愛好家が主体となり開催する茶会です。

11月3日 松永記念館 小田原市

小田原市ＨＰ：
http://www.city.odawara.kanag
awa.jp/public-
i/facilities/matsunaga/

小田原市郷土文化館
0465-23-1377

神奈川県 小田原市 ③
特別展「生誕450年記念　風外慧薫
―洞窟暮らしの禅画僧―」

小田原市内の田島・曽我で禅画を描いた風外慧薫に関する資料や足跡を紹
介する展覧会です。

10月20日～11月25日 松永記念館 小田原市

小田原市ＨＰ：
http://www.city.odawara.kanag
awa.jp/public-
i/facilities/matsunaga/

小田原市郷土文化館
0465-23-1377

神奈川県 小田原市 ①
第２４回全国報徳サミット
小田原市大会

例年の尊徳祭に代え、二宮尊徳翁ゆかりの１７の市町村が生誕地小田原に一
堂に会する、第２４回全国報徳サミット小田原市大会を１０月１２日、１３日に開
催します。（１２日は全国報徳研究市町村協議会総会等、１３日は報徳サミッ
ト）

10月12日～10月13日 尊徳記念館・小田原市民会館
第２４回報徳サミット
小田原市大会実行員会

無料

小田原市ＨＰ：
http://www.city.odawara.kanag
awa.jp/public-
i/facilities/sontoku/topics/.ht
ml

小田原市尊徳記念館
0465-36-2381

申込期間はすでに終了しています。

神奈川県 開成町 ③
第48回かいせい文化祭
（芸能発表の部）

主に町内を中心に活動する文化団体、学校、保育園等による合唱・楽器演奏・
詩吟・ダンスなどの芸能発表です。

11月3日 開成町福祉会館 開成町 無料
【開成町HP】
http://www.town.kaisei.kanaga
wa.jp/forms/top/top.aspx

自治活動応援課
0465-84-0315
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神奈川県 開成町 ③
第48回かいせい文化祭
（展示発表の部）

主に町内を中心に活動する文化団体、学校、幼稚園、等による生け花・絵画・
写真・手芸作品などの展示発表です。

11月10日～11日 開成町民センター・保健センター 開成町 無料
【開成町HP】
http://www.town.kaisei.kanaga
wa.jp/forms/top/top.aspx

自治活動応援課
0465-84-0315

神奈川県 横浜市 ① 考古学ゼミナール
近年の生涯学習に対する意欲の高まりと内容の多様化に応えるため、最新の
考古学テーマを設定し、やや専門的な内容の連続講座を開講します。

10月14日、21日、11月4日 かながわ県民センター 神奈川県埋蔵文化財センター 無料
http://www.pref.kanagawa.jp/
docs/ar3/cnt/f6656/

県埋蔵文化財センター
電話：045-252-8661
FAX：045-252-8663
〒232-0033
横浜市南区中村町3-191-1

神奈川県 横浜市 ① 第５回考古学講座
埋蔵文化財発掘調査の成果や考古学の研究成果を広く県民に提供し、郷土
の歴史や埋蔵文化財への知識・関心を深めてもらうため、基礎的講座を開講
します。

11月25日 かながわ県民センター 神奈川県埋蔵文化財センター 無料
http://www.pref.kanagawa.jp/
docs/ar3/cnt/f6656/

県埋蔵文化財センター
電話：045-252-8661
FAX：045-252-8663
〒232-0033
横浜市南区中村町3-191-1

神奈川県 鎌倉市 ③
かまくら名人劇場　第35回
「大看板三昧」

鎌倉芸術館人気の落語公演を開催。名人の至芸をじっくりたっぷりご堪能いた
だく。

10月28日 鎌倉芸術館小ホール
サントリーパブリシティサービスグループ
（鎌倉市芸術館指定管理者）

http://www.kamakura-
arts.jp/calendar/2018/10/029
938.html

鎌倉芸術館
0467-48-5500

3,500円

神奈川県 鎌倉市 ③
アラン・ギルバート指揮
NDRエルプフィルハーモニー管弦楽
団

北ドイツ・ハンブルクに本拠を置く名門オーケストラ、初の鎌倉公演。2019年
シーズンより首席指揮者に就任するアラン・ギルバートとの来日が実現！

11月3日 鎌倉芸術館大ホール
サントリーパブリシティサービスグループ
（鎌倉市芸術館指定管理者）

http://www.kamakura-
arts.jp/calendar/2018/11/029
943.html

鎌倉芸術館
0467-48-5500

S席15,000円 A席12,000円 B席9,000
円 C席6,000円

神奈川県 鎌倉市 ③

鎌倉芸術館ゾリステン・シリーズ
2018
徳永二男が案内する「室内楽の魅
力」

人気、実力ともに日本を代表するヴァイオリニスト徳永二男による新シリーズ。
上質な演奏とお話で、偉大な作曲家たちが残した室内楽作品の魅力に迫る。

11月18日 鎌倉芸術館小ホール
サントリーパブリシティサービスグループ
（鎌倉市芸術館指定管理者）

http://www.kamakura-
arts.jp/calendar/2018/11/031
201.html

鎌倉芸術館
0467-48-5500

全席指定　4,000円　学生席500円

神奈川県 鎌倉市 ③ 特別展「鎌倉時代を読む」
鎌倉幕府の記録文書「吾妻鏡」や、紀行文「東関紀行」、鎌倉幕府の滅亡を書
いた軍記物語「太平記」などに書かれた鎌倉時代と、太宰治の小説「右大臣実
朝」など近現代の作家が書いた鎌倉時代をあわせて紹介します。

10月1日～12月9日 鎌倉文学館
鎌倉市芸術文化振興財団・国際ビル
サービス共同事業体(鎌倉文学館指定管
理者)

http://www.kamakurabungaku.
com/

鎌倉文学館
0467-23-3911

一般400円
小中学生200円

神奈川県 鎌倉市 ③
特別展「泉鏡花生誕145年　清方描
く、鏡花の世界」

鏑木清方は、泉鏡花と公私ともに親交を深め、鏡花作品の装丁や口絵を手が
けました。本展覧会では、泉鏡花生誕145年を記念し、清方が鏡花の著書に描
いた口絵や鏡花文学に取材した日本画作品を紹介いたします。

10月20日～11月25日 鎌倉市鏑木清方記念美術館 公益財団法人鎌倉市芸術文化振興財団
http://www.kamakura-
arts.or.jp/kaburaki/

鎌倉市鏑木清方記念美術館
0467-23-6405

一般300円
小中学生150円

神奈川県 鎌倉市 ③ 泉鏡花作品朗読イベント 泉鏡花の世界を朗読劇と作品解説でお楽しみいただけるイベントです。 10月27日、11月10日 鎌倉市鏑木清方記念美術館 公益財団法人鎌倉市芸術文化振興財団
http://www.kamakura-
arts.or.jp/kaburaki/

鎌倉市鏑木清方記念美術館
0467-23-6405

一般300円
小中学生150円

神奈川県 鎌倉市 ①,③ 美術講演会
特別展「泉鏡花生誕145年　清方描く、鏡花の世界」をより深くお楽しみいただく
ための美術講演会です。

11月上旬 鏑木清方記念美術館 公益財団法人鎌倉市芸術文化振興財団
http://www.kamakura-
arts.or.jp/kaburaki/

鎌倉市鏑木清方記念美術館
0467-23-6405

500円（観覧料含む）

神奈川県 鎌倉市 ③
特別展「ミステリー映画大全集～横
溝正史vs.松本清張」

日本を代表するミステリー作家である横溝正史と松本清張の映画化作品を中
心に、ミステリー映画の名作をポスターや写真と共に辿ります。

9月22日～12月16日 鎌倉市川喜多映画記念館
川喜多・ＫＢＳグループ
（鎌倉市川喜多映画記念館指定管理者）

http://www.kamakura-
kawakita.org/

鎌倉市川喜多映画記念館
0467-23-2500

一般：300円
小・中学生：150円
9月上旬に情報更新予定

神奈川県 鎌倉市 ③
特別展「ミステリー映画大全集～横
溝正史vs.松本清張」関連上映

横溝正史や松本清張の映画化作品を含め、ミステリー映画の名作を上映しま
す。

10月2日～12月16日までの間
で原則隔週

鎌倉市川喜多映画記念館
川喜多・ＫＢＳグループ
（鎌倉市川喜多映画記念館指定管理者）

http://www.kamakura-
kawakita.org/

鎌倉市川喜多映画記念館
0467-23-2500

一般：1000円
小・中学生：500円
9月上旬に情報更新予定

神奈川県 鎌倉市 ③
かまくら世界映画週間
《ロシア・ソビエト篇》

毎年、川喜多夫妻による“映画が世界を結ぶ”をテーマに、映画を通して国際
文化交流の場となることを目指し開催しています。今年はロシア・ソビエト篇と
して、4作品の映画上映とトークイベントを実施します。

10月23日～28日 鎌倉市川喜多映画記念館
川喜多・ＫＢＳグループ
（鎌倉市川喜多映画記念館指定管理者）

http://www.kamakura-
kawakita.org/

鎌倉市川喜多映画記念館
0467-23-2500

一般：1000円
小・中学生：500円
9月上旬に情報更新予定

神奈川県 鎌倉市 ③
シネマセレクション
「映画と本と図書館と　in 鎌倉」

市民団体「図書館とともだち・鎌倉」の20周年を記念し当館との共催事業として
開催します。「鎌倉と映画と本と図書館」をテーマに、3作品の上映とトークイベ
ントを行い、後世に伝えたい鎌倉の文化を発信します。

11月20日～25日 鎌倉市川喜多映画記念館
川喜多・ＫＢＳグループ
（鎌倉市川喜多映画記念館指定管理者）

http://www.kamakura-
kawakita.org/

鎌倉市川喜多映画記念館
0467-23-2500

一般：1000円
小・中学生：500円
9月上旬に情報更新予定

神奈川県 鎌倉市 ③
旧川喜多邸別邸（旧和辻邸）季節の
庭園公開

紅葉の季節にあわせ、鎌倉在住のイラストレーター・伊東雅江氏が描く鎌倉市
の景観重要建築物を中心としたイラストの原画を展示します。

11月20日～25日の期間内 鎌倉市川喜多映画記念館
川喜多・ＫＢＳグループ
（鎌倉市川喜多映画記念館指定管理者）

http://www.kamakura-
kawakita.org/

鎌倉市川喜多映画記念館
0467-23-2500

一般：300円
小・中学生：150円

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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神奈川県 鎌倉市
①、②、
④

講座と散策「田邊松坡を巡る会」
逗子開成中学校及び鎌倉女学院の創立者である田邊松坡の、鎌倉市内に遺
る事跡の数々を巡る。

10月22日 鎌倉市中央図書館　他 鎌倉市 無料
https://lib.city.kamakura.kanag
awa.jp

鎌倉市中央図書館
0467-25-2611

図書館まつり
ファンタスティック☆ライブラリー107

神奈川県 鎌倉市 ① 英語のおはなし会 お子さんと一緒に英語のわらべうたや絵本などを楽しむおはなし会。 10月27日 深沢学習センター第２集会室 鎌倉市 無料
https://lib.city.kamakura.kanag
awa.jp

鎌倉市中央図書館
0467-25-2611

図書館まつり
ファンタスティック☆ライブラリー107

神奈川県 鎌倉市 ① 英語のおはなし会 お子さんと一緒に英語のわらべうたや絵本などを楽しむおはなし会。 10月28日 玉縄図書館 鎌倉市 無料
https://lib.city.kamakura.kanag
awa.jp

鎌倉市中央図書館
0467-25-2611

図書館まつり
ファンタスティック☆ライブラリー107

神奈川県 鎌倉市 ① フランス語のおはなし会 フランス出身の講師によるフランスの紹介や童謡や絵本の読み聞かせ。 10月28日 腰越行政センター地下ホール 鎌倉市 無料
https://lib.city.kamakura.kanag
awa.jp

鎌倉市中央図書館
0467-25-2611

図書館まつり
ファンタスティック☆ライブラリー107

神奈川県 鎌倉市 ① 【展示】「召しませ！図書館」 「本と図書館」をテーマとしたパネルや絵本などの展示及びクイズラリー。 11月2日 中央図書館多目的室 鎌倉市 無料
https://lib.city.kamakura.kanag
awa.jp

鎌倉市中央図書館
0467-25-2611

図書館まつり
ファンタスティック☆ライブラリー107

神奈川県 鎌倉市 ①、③
16ミリフィルム上映会「伝統の祭シ
リーズ２」

鎌倉視聴覚協会による「長野・新野の雪祭り」「青森・ねぶた祭り」「鎌倉・御霊
神社の面掛行列」

11月4日 大船学習センター第１集会室 鎌倉市 無料
https://lib.city.kamakura.kanag
awa.jp

鎌倉市中央図書館
0467-25-2611

図書館まつり
ファンタスティック☆ライブラリー107

神奈川県 鎌倉市 ①、③ 「朗読とクラシックの午後」 図書館所蔵のクラシックレコード鑑賞とかまくら女性史の会による朗読。 11月4日 中央図書館多目的室 鎌倉市 無料
https://lib.city.kamakura.kanag
awa.jp

鎌倉市中央図書館
0467-25-2611

図書館まつり
ファンタスティック☆ライブラリー107

神奈川県 鎌倉市
①、③、
④

成果発表会「鎌倉の原風景」
別荘地時代研究会による、福島浪蔵別荘、山本条太郎別荘及び幻のユーイー
ビーチに関する発表。

11月10日 中央図書館多目的室 鎌倉市 無料
https://lib.city.kamakura.kanag
awa.jp

鎌倉市中央図書館
0467-25-2611

図書館まつり
ファンタスティック☆ライブラリー107

神奈川県 鎌倉市 ③、④ 「パブロバ資料の報告」 かまくら女性史の会による、鎌倉に遺されたパブロバ家資料からの報告会。 11月10日 中央図書館多目的室 鎌倉市 無料
https://lib.city.kamakura.kanag
awa.jp

鎌倉市中央図書館
0467-25-2611

図書館まつり
ファンタスティック☆ライブラリー107

神奈川県 鎌倉市 ①，③
『開館90周年記念　鎌倉国宝館
1937-1945　―戦時下の博物館と守
り抜かれた名宝―』

平成30年（2018）に鎌倉国宝館が開館90周年を迎えたことを記念し、戦争期に
焦点を当てた特別展を開催します。当時開催された展覧会の出品作品をはじ
め、館員たちが書き残した業務日誌や事務書類など、当館の歴史を生々しく伝
える資料も展示します。

10月20日～12月2日 鎌倉国宝館 鎌倉市教育委員会
https://www.city.kamakura.kan
agawa.jp/kokuhoukan/

鎌倉国宝館
0467-22-0753

一般600円
小・中学生200円

神奈川県 鎌倉市 ①，③ 企画展「出土漆器の美」
日常的供膳具として中世の広い階層で使用された漆絵の椀や皿と中心に、鎌
倉で出土した漆器関係遺品や、伝世の鎌倉彫・彫漆などを一堂に展覧します。

9月15日～12月15日 鎌倉歴史文化交流館 鎌倉市教育委員会
http://www.city.kamakura.kan
agawa.jp/rekibun/koryukan.ht
ml

鎌倉歴史文化交流館
0467-73-8501

一般300円
小・中学生100円

神奈川県 鎌倉市 ①，③
明治150周年記念古写真展「激動の
鎌倉」

幕末・維新期から明治初期にかけての激動に揺らぐ鎌倉の姿を、当時撮影さ
れた貴重な古写真を通して跡付け、鎌倉の移り変わりについて紹介していきま
す。

9月15日～12月15日 鎌倉歴史文化交流館 鎌倉市教育委員会
http://www.city.kamakura.kan
agawa.jp/rekibun/koryukan.ht
ml

鎌倉歴史文化交流館
0467-73-8501

一般300円
小・中学生100円

神奈川県 鎌倉市 ① 地域･家庭の教育力活性化セミナー

家庭における教育機能を高めていくことが重要な課題となっている中で、子育
てに関する多様な学習機会を提供することにより、家庭・地域の教育力を活性
化させるため、「家庭・地域の教育力活性化セミナー」として講演会を実施す
る。

10月19日
鎌倉生涯学習センター
（ホール）

鎌倉市 無料

鎌倉市
教育部
教育総務課
0467-25-2030

神奈川県 鎌倉市 ① 廃藩置県と明治国家の成立 明治維新150年記念講演会 11月10日
鎌倉生涯学習センター
（ホール）

鎌倉市教育委員会 無料

【鎌倉市生涯学習推進委員会
HP】
http://sky.geocities.jp/jyouhou
2030/

鎌倉市生涯学習センター
0467-25-2030

はがきによる応募制

神奈川県 鎌倉市 ①
クロマチックハーモニカ&ギターコン
サート

クロマチックハーモニカとギターのデュオコンサート 11月18日 腰越学習センター 鎌倉市教育委員会 無料

【鎌倉市生涯学習推進委員会
HP】
http://sky.geocities.jp/jyouhou
2030/

鎌倉市生涯学習センター
0467-25-2030

はがきによる応募制

神奈川県 鎌倉市 ① 玉縄寄席～笑っていただきます～ 落語講演会 10月28日 玉縄学習センター 鎌倉市教育委員会 無料

【鎌倉市生涯学習推進委員会
HP】
http://sky.geocities.jp/jyouhou
2031/

鎌倉市生涯学習センター
0467-25-2031

はがきによる応募制

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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神奈川県 川崎市 ① ファミリーコミュニケーションウォーク
家族と一緒に会話を楽しみながら歩く「ファミリー・コミュニケーション・ウォーク」
が開催されます。ＮＰＯ法人神奈川県歩け歩け協会が主催し、県教育委員会
が共催しています。

11月4日
溝口駅～岡本かの子碑～北原白秋の
碑～松尾芭蕉の碑～国木田独歩の碑
～濱田庄司の碑～溝口駅

ＮＰＯ法人神奈川県歩け歩け協会
http://www.pref.kanagawa.jp/
docs/vn7/cnt/f7179/

ＮＰＯ法人
神奈川県歩け歩け協会
045（661）8388
学校支援課
045（210）8295

神奈川県 川崎市 ① 自然観察会 秋の草花と種子の散布と造形美を楽しみます。 10月20日(土) 東高根森林公園 東高根森林公園 無料
東高根森林公園
パークセンター
044-865-0801

園内掲示板にてお知ら中。

神奈川県 川崎市
①，②，
③

かわさき読書の日のつどい

児童生徒の読書活動への関心と理解を深めるとともに、積極的に読書活動に
取り組む意欲を高めることを目的に毎年開催しています。読み聞かせ等のボ
ランティア団体及び市内公立学校の児童生徒の読書活動表彰と作家による講
演会を実施します。

11月4日 川崎市中原市民館 川崎市教育委員会 無料

川崎市立図書館からのお知ら
せ
http://www.library.city.kawasa
ki.jp/menu_info.html

川崎市教育委員会
事務局学校教育部指導課
044-200-3243

神奈川県 川崎市 ① 地名散歩
地名を通して六郷領から大田区への変貌を探る。座学と現地散策で構成。10
月10日までに要予約。

10月28日、11月4日、11月10
日、11月18日

大田区立郷土博物館ほか大田区内 川崎市教育委員会
http://www.city.kawasaki.jp/8
80/category/10-6-1-0-0-0-
0-0-0-0.html

地名資料室
044-812-1102

神奈川県 川崎市 ③ 世界遺産五箇山がやってくる！
こきりこ公演、物産販売、写真展など、南砺市の魅力が詰まった催し。※詳細
は決まり次第ウェブサイトでお知らせします。

10月20日～21日 川崎市立日本民家園 川崎市立日本民家園

【日本民家園　催し物・展示・
講座のご案内】
http://www.nihonminkaen.jp/e
vent/

川崎市立日本民家園
044－922－2181

神奈川県 川崎市 ③ 古民家めぐり(建築・信越) 園内を村ごとに巡り、建築物の特徴について専門職員が解説します。 10月21日 川崎市立日本民家園 川崎市立日本民家園

【日本民家園　催し物・展示・
講座のご案内】
http://www.nihonminkaen.jp/e
vent/

川崎市立日本民家園
044－922－2181

神奈川県 川崎市 ③ 企画展示解説
企画展示「民家の暮らしと生きもの」について、展示の見所などを当園職員が
わかりやすく解説します。

10月27日 川崎市立日本民家園 川崎市立日本民家園

【日本民家園　催し物・展示・
講座のご案内】
http://www.nihonminkaen.jp/e
vent/

川崎市立日本民家園
044－922－2181

神奈川県 川崎市 ③ むかし話「お国言葉で語りっこ」 囲炉裏を囲みながら、むかし話が楽しめます。 10月28日 川崎市立日本民家園 川崎市立日本民家園

【日本民家園　催し物・展示・
講座のご案内】
http://www.nihonminkaen.jp/e
vent/

川崎市立日本民家園
044－922－2181

神奈川県 川崎市 ③ 民家園まつり
どなたでも無料で入園できる特別な日。歌舞伎公演(有料)、むかし遊び、伝統
技術実演など、園内でさまざまな催しを楽しめます。

11月3日 川崎市立日本民家園 川崎市立日本民家園

【日本民家園　催し物・展示・
講座のご案内】
http://www.nihonminkaen.jp/e
vent/

川崎市立日本民家園
044－922－2181

歌舞伎公演のみ観覧券の購入が必
要

神奈川県 川崎市 ③ 伝統技術実演 堂宮彫刻・陶芸などの実演や一部体験（実費）もできます。
11月3日
11月4日

川崎市立日本民家園 川崎市立日本民家園

【日本民家園　催し物・展示・
講座のご案内】
http://www.nihonminkaen.jp/e
vent/

川崎市立日本民家園
044－922－2181

神奈川県 川崎市 ③ 古民家めぐり(建築・関東) 園内を村ごとに巡り、建築物の特徴について専門職員が解説します。 11月4日 川崎市立日本民家園 川崎市立日本民家園

【日本民家園　催し物・展示・
講座のご案内】
http://www.nihonminkaen.jp/e
vent/

川崎市立日本民家園
044－922－2181

神奈川県 川崎市 ③ 甲州市のころ柿展示

民家園に移築されている旧広瀬家住宅のふるさと、山梨県甲州市の名産品で
あるころ柿作りを再現します。民家の軒先に柿を吊るして干す風景をご覧にな
れます。
※詳細は10月以降、ウェブサイトにてお知らせします。

11月中旬～12月中旬 川崎市立日本民家園 川崎市立日本民家園

【日本民家園　催し物・展示・
講座のご案内】
http://www.nihonminkaen.jp/e
vent/

川崎市立日本民家園
044－922－2181

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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神奈川県 川崎市 ③ むかし話「万華鏡のむかし話」 囲炉裏を囲みながら、むかし話が楽しめます。 11月10日 川崎市立日本民家園 川崎市立日本民家園

【日本民家園　催し物・展示・
講座のご案内】
http://www.nihonminkaen.jp/e
vent/

川崎市立日本民家園
044－922－2181

神奈川県 川崎市 ③ 企画展示解説
企画展示「民家の暮らしと生きもの」について、展示の見所などを当園職員が
わかりやすく解説します。

11月17日 川崎市立日本民家園 川崎市立日本民家園

【日本民家園　催し物・展示・
講座のご案内】
http://www.nihonminkaen.jp/e
vent/

川崎市立日本民家園
044－922－2181

神奈川県 川崎市 ③ 古民家めぐり(暮らし・神奈川)
園内を村ごとに巡り、それぞれの家の暮らしの特徴について専門職員が解説
します。

11月23日 川崎市立日本民家園 川崎市立日本民家園

【日本民家園　催し物・展示・
講座のご案内】
http://www.nihonminkaen.jp/e
vent/

川崎市立日本民家園
044－922－2181

神奈川県 川崎市 ③
夜の民家園～古民家と紅葉のライト
アップ

開園時間を20時まで延長し、古民家と紅葉をライトアップします。手提げ提灯
の貸出も行います。「みちのく・むかし話」を24日に、「夜なべ仕事実演」を24～
25日に行います。雨天時縮小。

11月24日～25日 川崎市立日本民家園 川崎市立日本民家園

【日本民家園　催し物・展示・
講座のご案内】
http://www.nihonminkaen.jp/e
vent/

川崎市立日本民家園
044－922－2181

神奈川県 川崎市 ①、③ 趣味の教室
市民の健康促進と相互交流の機会を提供することを目的として実施します。
茶道や絵画をはじめ、現在23教室29講座を開講します。

通年 市民プラザ諸室
川崎市民プラザ
(市民プラザNTJ共同事業体)

https://www.kawasaki-
shiminplaza.jp/

川崎市民プラザ
044-888-3131

4,110円
(陶芸のみ4,620円)

神奈川県 川崎市 ①、③ 茶道のすゝめ(表千家)秋期
市民プラザにある国宝「如庵」を模した「小高庵」で実施します。茶室での基本
的な振る舞いから濃茶のお点前など、個々のレベルに合わせた稽古で茶道を
学びます。

9月～12月 市民プラザ 茶室
川崎市民プラザ
(市民プラザNTJ共同事業体)

http://www.kawasaki-
shiminplaza.jp/

川崎市民プラザ
044-888-3131

20,600円
(別途水屋料6,200円)

神奈川県 川崎市 ①、③ はじめての茶道(表千家)
市民プラザにある国宝「如庵」を模した「小高庵」で実施します。茶室での基本
的な振る舞いや基礎を習得します。お辞儀の仕方などの日常生活でも役に立
つ作法から薄茶の運び点前などを学びます。

11月、12月 市民プラザ 茶室
川崎市民プラザ
(市民プラザNTJ共同事業体)

http://www.kawasaki-
shiminplaza.jp/

川崎市民プラザ
044-888-3131

10,300円
(別途水屋料3,100円)

神奈川県 川崎市 ①、③ 着物モダンリメイク
不要となった着物を解き、着物の直線を活かしてデザインをし、新たな服を作り
出す方法を学びます。

10月、11月 市民プラザセミナールーム
川崎市民プラザ
(市民プラザNTJ共同事業体)

6,200円
http://www.kawasaki-
shiminplaza.jp/

川崎市民プラザ
044-888-3131

神奈川県 川崎市 ① デッサン教室
絵画の基礎として必要な描写力向上を目指します。2時間程度で仕上げるもの
から時間をかけて完成度の高いデッサンまでを描きます。モデルを使って短時
間で描く、クロッキー講習など様々な題材に挑戦します。

9月～12月 市民プラザ ギャラリー
川崎市民プラザ
(市民プラザNTJ共同事業体)

18,000円
http://www.kawasaki-
shiminplaza.jp/

川崎市民プラザ
044-888-3131

神奈川県 川崎市 ① 写真教室
一眼レフカメラで写真の基本的な撮り方から本格的な技術を学びます。屋外で
の実技と講評を交互に実施します。

10月～3月
市民プラザ
ギャラリー／屋外

川崎市民プラザ
(市民プラザNTJ共同事業体)

15,500円
(予定)

http://www.kawasaki-
shiminplaza.jp/

川崎市民プラザ
044-888-3131

神奈川県 川崎市 ① フラダンス教室
市民プラザで当初開講していた「はじめてのフラダンス教室」の継続者や経験
者を対象にした、ステップアップのための講座です。

10月～12月 市民プラザ 練習室
川崎市民プラザ
(市民プラザNTJ共同事業体)

13,000円
(予定)

http://www.kawasaki-
shiminplaza.jp/

川崎市民プラザ
044-888-3131

神奈川県 川崎市 ① I・B・A BIG BAND道場
市民プラザで行われている音楽イベントの主催者・伊波秀進氏が講師を務め
るBIG BANDの講座。講座の最後にコンサート出演を目指します。

11月～3月 市民プラザ 練習室他
川崎市民プラザ
(市民プラザNTJ共同事業体)

25,000円
http://www.kawasaki-
shiminplaza.jp/

川崎市民プラザ
044-888-3131

神奈川県 川崎市 ③
第24回
KAWASAKIしんゆり映画祭2018

新百合ヶ丘駅を中心とした「しんゆり・芸術のまち」において「第24回ＫＡＷＡＳ
ＡＫＩしんゆり映画祭2018」を開催し、川崎からの文化芸術の発信と、市民参加
による芸術のまちづくりを進めます。

10月28日～11月4日 川崎市アートセンター ＮＰＯ法人ＫＡＷＡＳＡＫＩアーツ
ＫＡＷＡＳＡＫＩしんゆり映画祭
http://www.main.siff.jp/

川崎市市民文化局
市民文化振興室

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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神奈川県 川崎市 ③ 川崎市文化賞等贈呈式
川崎市文化賞・川崎市社会功労賞・川崎市スポーツ賞・川崎市アゼリア輝賞
受賞者に賞を贈呈します。

11月初旬 川崎市国際交流センター 川崎市 無料
川崎市市民文化局
市民文化振興室

神奈川県 川崎市 ③ かわさきジャズ２０１８
“ジャズは橋を架ける”をテーマに川崎ならではの音楽文化を発信するジャズ
フェスティバル。国内外のトッププレイヤーによる公演、まちかどのフリーライブ
等市内各所で多彩な音楽イベントを開催します。

11月8日～11月18日
ミューザ川崎シンフォニーホール、カ
ルッツかわさき　など市内各所

かわさきジャズ2018実行委員会、川崎市 http://www.kawasakijazz.jp/
かわさきジャズ2018
実行委員会事務局
044‐223-8623

神奈川県 川崎市 ③
美術作品展「colorsかわさき展　～
未来へ向け色とりどりのアートが花
咲く！～」

障がいの有無に関わらず作品の魅力を感じてもらう展覧会です。市民アーティ
スト４０人の作品、田島支援学校、中央支援学校、聾学校の生徒作品、幸区内
保育園児の立体作品を展示します。11月17日（土）に太鼓ワークショップ、11月
23日（金）にアート体験ワークショップを開催します。

11月16日（金）～11月25日
（日）

ミューザ川崎シンフォニーホール
４Ｆ企画展示室

公益財団法人　川崎市文化財団、川崎
市

無料
公益財団法人
川崎市文化財団
044-272-7366

神奈川県 川崎市 ③
シンポジウム
「アートでつながる多様なつながり」

　「アートを通してつながること」をキーワードにゲストスピーカーが多様性・共
生社会に関する様々な取組を紹介し、参加者の気づきや学びの場となるよう
なシンポジウムを開催します。基調講演　垣内恵美子 政策研究大学院大学教
授。オープニングで市立総合科学高校生徒による手話歌ライブ演奏などがあ
ります。

11月18日（日）
ミューザ川崎シンフォニーホール
５Ｆ市民交流室

川崎市 無料
川崎市市民文化局
市民文化振興室

神奈川県 川崎市 ①③
北部市場おやこ花育教室
～自分だけのクリスマスツリーをつく
ろう！～

子供の頃から花に親しみを感じ、生活に取り入れてもらうため、市内在住・在
学の小学生とその保護者を対象とするフラワーアレンジメント教室を実施しま
す。普段は体験できない卸売市場のせり場を使った模擬せり体験も実施しま
す。

11月17日 川崎市中央卸売市場北部市場 川崎市
川崎市ＨＰ：
http://www.city.kawasaki.jp/

川崎市経済労働局
中央卸売市場
北部市場業務課
044-975-2219

要事前申し込み
材料費が必要
（１個１，０００円）

神奈川県 川崎市 ③
第29回中原区青少年吹奏楽コン
サート

中原区内の中学校・高等学校吹奏楽部による吹奏楽コンサート。 11月3日 川崎市総合福祉センター
・中原区青少年吹奏楽コンサート実行委
員会
・川崎市（中原区役所）

無料
中原区役所地域振興課
電話番号：044-744-3160

神奈川県 川崎市 ③
ぱんだウインドオーケストラ
「ぱんだのシンフォニーvol.2」

吹奏楽が誇る「名曲」を厳選し、若き俊英たちのスーパー吹奏楽団「ぱんだウ
インドオーケストラ」が、エネルギッシュで華やかなスペシャルプログラムを提供
します。

11月4日 カルッツかわさきホール カルッツかわさき
http://culttz.city.kawasaki.jp/p
erformance/2317/

カルッツかわさき
044-222-5223

神奈川県 川崎市
①、②
③、④

昭和音楽大学オペラ公演2018
「ファルスタッフ」（G.ヴェルディ作曲）

平成30年度文化庁大学における文化芸術推進事業としてオペラ公演を
開催。本学が2011年に制作初演し、今年２月スペイン・セビリアのマエストラン
サ劇場でも上演されて大好評を博したばかりのプロダクションでお贈りします。
巨匠ムーティの信頼厚いニコラ・パスコフスキ氏と世界の歌劇場で活躍する鬼
才演出家マルコ・ガンディーニ氏（本学客員教授）の下、日中韓の若き歌手た
ちの共演にご期待ください。

10月6日7日
昭和音楽大学
テアトロ・ジーリ
オ・ショウワ

学校法人東成学園
昭和音楽大学

昭和音楽大学HP
http://www.tosei-showa-
music.ac.jp/

昭和音楽大学
演奏センター
Ｔｅｌ：044-953-9865
平日10時～18時
（土日祝日を除く）

神奈川県 川崎市
①、②
③、④

昭和音楽大学
平成30年度　第２回教員・研究員研
究発表

本学の教員がそれぞれの演奏技術および創作に平素より研究を重ね、一層
の向上を図ることを目的に研究発表として開催します。

10月11日 昭和音楽大学南校舎５階　ユリホール
学校法人東成学園
昭和音楽大学

無料
昭和音楽大学HP
http://www.tosei-showa-
music.ac.jp/

昭和音楽大学
演奏センター
Ｔｅｌ：044-953-9865
平日10時～18時
（土日祝日を除く）

神奈川県 川崎市
①、②
③、④

昭和音楽大学教養講座
２時間で学ぶ作曲家2018
ワーグナー①　ワーグナーはなぜ
「巨匠」になったのか？

ワーグナーの生涯をたどってみれば、その破天荒な生き様に驚かされるに違
いありません。どんなに失敗しても、批判されても決して挫けない自信、そして
借金や不始末を重ねても必ず救いの手がさし伸ばされる強運によって、彼は
己の理想とする「楽劇」――音楽、詩、演劇が融合した総合芸術作品――を作
り上げていきます。ワーグナーの立身出世に一役買ったリストとの関わり、そし
てリストの娘コジマとの愛についても触れながら、彼が「巨匠」になっていく過程
をみていきます（講師：米田かおり）。

10月13日 昭和音楽大学南校舎　Ａ３１１
学校法人東成学園
昭和音楽大学

昭和音楽大学HP
http://www.tosei-showa-
music.ac.jp/

昭和音楽大学
演奏センター
Ｔｅｌ：044-953-9865
平日10時～18時
（土日祝日を除く）

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



581

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

神奈川県 川崎市
①、②
③、④

ピリオド音楽研究所第24回公開講座
リコーダーの歴史と音楽～イギリス
を中心に～

日本の小中学校で教育楽器としてお馴染みのリコーダー。西洋ルネサンス＆
バロック時代に黄金期を迎え、特にイギリスでは市民に熱狂的に受入れます
が、その後約100年間姿を消しましたが、20世紀に入ると古楽復興によりリコー
ダーが復活。この講座では、リコーダーの語源とも言われる小鳥にまつわる
様々な作品も登場し、全盛期の音楽と復活のストーリーを紐解きます（講師・演
奏：江崎浩司ほか）。

10月18日 昭和音楽大学南校舎１階　Ｃ１０１
学校法人東成学園
昭和音楽大学

昭和音楽大学HP
http://www.tosei-showa-
music.ac.jp/

昭和音楽大学
演奏センター
Ｔｅｌ：044-953-9865
平日10時～18時
（土日祝日を除く）

神奈川県 川崎市
①、②
③

昭和音楽大学
第７回アンサンブルコンクール

ピアノを含む様々なアンサンブルによるコンクールを開催します。
（出演は本学学生）

10月19日 昭和音楽大学南校舎５階　ユリホール
学校法人東成学園
昭和音楽大学

無料
昭和音楽大学HP
http://www.tosei-showa-
music.ac.jp/

昭和音楽大学
演奏センター
Ｔｅｌ：044-953-9865
平日10時～18時
（土日祝日を除く）

神奈川県 川崎市
①、②
③、④

昭和音楽大学教養講座
２時間で学ぶ作曲家2018
ワーグナー②　「バイロイトの王」
ワーグナーとワーグナー家の人々

ワーグナーは「楽劇」を理想的な状況で上演するために、ついに自分専用の劇
場をバイロイトに建設することを決意します。そして1873年、4部作《ニーベルン
グの指環》初演をもって「バイロイト祝祭」を開催するという音楽史上、前代未
聞の事業を成し遂げました。ワーグナーと彼の作品を同時代ばかりではなく、
後世がどのように理解し、受容したかについて、コジマをはじめとするワーグ
ナー家の人々や彼らを取り巻く社会との関係も視野にいれながら、探っていき
ます（講師：米田かおり）。

10月27日 昭和音楽大学南校舎５階　Ａ３１１
学校法人東成学園
昭和音楽大学

昭和音楽大学HP
http://www.tosei-showa-
music.ac.jp/

昭和音楽大学
演奏センター
Ｔｅｌ：044-953-9865
平日10時～18時
（土日祝日を除く）

神奈川県 川崎市 ②、③
昭和音楽大学秋のコンサート
ピアノデュオコンサート

本学ピアノコース学生が、企画から運営まで携わりコンサートを開催
します。連弾や二台ピアノの演奏をお楽しみください。

10月27日 昭和音楽大学南校舎５階　ユリホール
学校法人東成学園
昭和音楽大学

無料
昭和音楽大学HP
http://www.tosei-showa-
music.ac.jp/

昭和音楽大学
演奏センター
Ｔｅｌ：044-953-9865
平日10時～18時
（土日祝日を除く）

神奈川県 川崎市
①、②
③

昭和音楽大学
第２５回コンチェルト定期演奏会

成績優秀者のソロによる協奏曲の競演。ピアノコンチェルトはもちろん
弦管打楽器からの選出もあります。ぜひご堪能ください。

10月28日
昭和音楽大学
テアトロ・ジーリ
オ・ショウワ

学校法人東成学園
昭和音楽大学

昭和音楽大学HP
http://www.tosei-showa-
music.ac.jp/

昭和音楽大学
演奏センター
Ｔｅｌ：044-953-9865
平日10時～18時
（土日祝日を除く）

神奈川県 川崎市 ②、③
昭和音楽大学
第１６回学長賞声楽コンクール

予選を通過した本学声楽コースの学生が実力を競います。昨年度の
優秀賞、奨励賞受賞者によるミニコンサートも開催予定です。

10月30日
昭和音楽大学
テアトロ・ジーリ
オ・ショウワ

学校法人東成学園
昭和音楽大学

無料
昭和音楽大学HP
http://www.tosei-showa-
music.ac.jp/

昭和音楽大学
演奏センター
Ｔｅｌ：044-953-9865
平日10時～18時
（土日祝日を除く）

神奈川県 川崎市 ③ 第４９回昭和音大祭
学生主催の学園祭で、校内７つのステージに学生約１００団体が出演します。
クラッシック、ジャズ、ミュージカルなど幅広い演奏を無料で楽しめます。模擬
店や子供向け企画もあり、毎年地域の方も多く参加頂いています。

11/3.4 昭和音楽大学南校舎 昭和音楽大学　学生会 無料 044-953-9835

神奈川県 川崎市
①、②
③、④

昭和音楽大学
平成30年度　第３回教員・研究員研
究発表

本学の教員がそれぞれの演奏技術および創作に平素より研究を重ね、一層
の向上を図ることを目的に研究発表として開催します。

11月6日 昭和音楽大学南校舎５階　ユリホール
学校法人東成学園
昭和音楽大学

無料
昭和音楽大学HP
http://www.tosei-showa-
music.ac.jp/

昭和音楽大学
演奏センター
Ｔｅｌ：044-953-9865
平日10時～18時
（土日祝日を除く）

神奈川県 川崎市
①、②
③

昭和音楽大学
管弦楽団第３７回定期演奏会

大学オペラ公演やメサイア公演、室内合奏団定期など、豊富な演奏機会から、
演奏技術と音楽性を磨いている本学管弦楽団による定期演奏会です。
指揮に齊藤一郎氏を招き、リムスキーコルサコフ/交響組曲「シェエラザード」な
どを演奏します。若さ溢れる演奏をお楽しみください。

11月25日
昭和音楽大学
テアトロ・ジーリ
オ・ショウワ

学校法人東成学園
昭和音楽大学

昭和音楽大学HP
http://www.tosei-showa-
music.ac.jp/

昭和音楽大学
演奏センター
Ｔｅｌ：044-953-9865
平日10時～18時
（土日祝日を除く）

神奈川県 川崎市
①，②，
③

専修大学図書館　秋の企画展
「フランス革命を知ろう！2018―新た
なフランス革命像を探し求めて―」

本学所蔵の世界的なフランス革命資料コレクション「ミシェル・ベルンシュタイン
文庫」から、フランス革命期の陳情書、女性の権利に関する資料、カリカチュア
などを中心に、約30点を展示します。

10月15日～11月4日※土・日
および10月30日は休み。
但し、10月20日,11月3日～4
日は開催。

専修大学
生田キャンパス9号館（120年記念館）3
階図書館研修室

専修大学図書館 無料
専修大学図書館HP：
https://www.senshu-
u.ac.jp/library/

専修大学図書館（総務係）
TEL：044-911-1274

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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神奈川県 川崎市
①，②，
③，④

会計教育100周年・会計学科50周年
記念式典

商学部では学部のさらなる発展、とりわけ会計教育の充実を期して、平成30年
度に記念事業を実行いたします。同事業では、将来の商学部神田移転を視野
にいれて、会計学科を中心とする商学部スタッフの教育・研究蓄積を軸に、こ
れまで社会に輩出した約5万人以上の卒業生、現役の学生、未来の学生であ
る高校生および地域の人々と固く繋ぎあわせることを目指しております。つき
ましては、記念事業の一環として記念式典を開催いたします。

11月3日
専修大学
生田キャンパス10号館

専修大学商学部 無料

専修大学HP：
https://www.senshu-
u.ac.jp/event/20181103-
00000501.html

専修大学教務課商学部
TEL：044-911-1255

神奈川県 川崎市
①，②，
③

専修大学
スポーツ研究所公開シンポジウム
スポーツレガシーシリーズVol.１１

学外より多彩なゲストを招聘し、基調講演、シンポジウムを開催します。本年で
11回目を迎えます（ゲスト、プログラム調整中）。

11月7日または4日を予定（調
整中）

専修大学
生田キャンパス

専修大学スポーツ研究所 無料
http://suisport.jp/
（今後随時掲載予定）

専修大学スポーツ研究所
sports@isc.senshu-u.ac.jp
TEL：044-911-1032

神奈川県 川崎市 ①
専修大学スポーツ実践講座「中高年
の健康を考える」

今年で21回目を数える専修大学スポーツ実践講座です。30歳以上の方を対象
とし、レクリエーションを取り入れながら7つの種目の体験を通してスポーツを楽
しみます。

毎週火曜日
専修大学
生田キャンパス

専修大学スポーツ研究所
専修大学教務課教養
TEL：044-900-7855

神奈川県 川崎市 ②
専修大学地域スポーツ講座「子ども
の“からだ”と“うごき”と“こころ”づく
り教室」

子どもにおける ”からだ” と ”うごき” と ”こころ” づくりを目的とした、専修大学
少年少女レスリング教室です。

毎週月，木，土曜日
専修大学
生田キャンパス

専修大学スポーツ研究所 無料

TEAM BISON’S by SENSHU-
UNIV.：
https://www.teambisons2009.j
p/

TEAM BISON’S by SENSHU-UNIV.：
https://www.teambisons2009.jp/問い
合わせ/

神奈川県 川崎市 ③,④
第21回専修大学自然科学研究所公
開講演会「統計解析の実際～理論
から実データ解析まで～」

最新の科学をやさしく説明する公開講演会を年1、2回程度実施しており、21回
目の回となります。毎回100名を超える受講者が集まる人気の講演会で、テー
マはその回ごとに変わります。今年は10月27日（土）に「統計解析の実際～理
論から実データ解析まで～」と題して実施します。

10月27日
専修大学
生田キャンパス2号館

専修大学自然科学研究所 無料

専修大学自然科学研究所
HP：
http://www.senshu-
u.ac.jp/~off1002/

自然科学研究所
公開講演会担当
TEL：044-911-0588

神奈川県 川崎市 ①
IT×ものづくり入門～コンピュータを
使って工作を体験してみよう！

本企画は、多くの方々に、「ものづくり」や「コンピュータ」の楽しさを体験しても
らうことで、世の中のITシステムの仕組みを理解してもらうとともに、大学で学
ぶことの意味や将来の進路を考える際の判断材料にしてもらうための講座で
す。プログラミングの経験がなくても、ものが思い通りに動くさまを体験できる
点で楽しい講座となっております。
具体的には、Arduinoというマイコンを用い、簡単なプログラミングをすることに
よって、ものを制御する体験をしてもらいます。

11月3日
専修大学
生田キャンパス9号館4階

専修大学情報科学研究所、情報科学セ
ンター

無料
専修大学情報科学研究所
HP：
http://senshu-iis.jp/

専修大情報科学研究所
「公開講座」係
koukai-kouza@isc.senshu-u.ac.jp

事前登録制
申込締切 10月18日(木)

神奈川県 川崎市 ③ 第18回生明祭
生田キャンパスで開催される学園祭で，公認サークル，ゼミ等学生団体による
多数の発表等が３日間開催されます。

11月2日～11月4日 明治大学生田キャンパス 生明祭実行委員会 無料
http://www.isc.meiji.ac.jp/~iku
mei/

 

神奈川県
川崎市多
摩区

①,②,④ 帝銀事件と登戸研究所

本年は帝銀事件発生より70年を迎えたため，本展のテーマを帝銀事件と登戸
研究所とし，今改めてこの事件は何であったのかを社会に伝えることを目的と
する。
具体的には，帝銀事件の捜査主任だった甲斐文助刑事の『捜査手記』を主
に，登戸研究所所員・731部隊員・憲兵・特務機関員らの証言を通じ，戦前日
本の毒物研究を明らかにし，GHQの占領政策方針の転換により，帝銀事件捜
査が歪められた可能性があることを伝える
1.帝銀事件とは ～事件の概要
2.捜査 ～甲斐文助『捜査手記』より，登研所員を始めとする陸軍関係者の証
言
3.捜査方針の転換と平沢貞通逮捕・裁判 ～伴・土方「（毒物）鑑定書」，GHQ機
密文書
4.なぜ捜査方針が転換されたか ～GHQの占領方針の転換
5.平沢貞通死去と「伴手記」
6.第二十次再審請求の現状と課題第Ⅰ章　登戸研究所黎明期（秘密戦資材研
究室）

2018年11月21日（水）～
2019年3月30（土）

生田キャンパス
明治大学平和教育登戸研究所資料館

明治大学平和教育登戸研究所資料館 無料
http://www.meiji.ac.jp/noborit
o/index.html

E-mail：noborito@mics.meji.ac.jp
平和教育登戸研究所資料館 044-
934-7993

神奈川県 清川村 ① 文化作品展・芸能発表会
 　教養・文化の振興を図るため、書道・絵画・生花・手芸などの展示及び踊り・
歌・演奏などの発表を行う。（発表会は18日のみ）

11月16日～18日 清川村生涯学習センター　せせらぎ館 清川村教育委員会・清川村文化協会 無料
教育委員会事務局
046-288-1215

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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神奈川県 相模原市 ①、③ 東林公民館高齢者学級
東林公民館区内の６０歳以上の方を対象とした学習（歌、論語、古典、時事問
題、体操、健康、五行歌など）及び社会見学。

9月5日～11月7日毎週水曜日
（全8回）実施

東林公民館他 相模原市教育委員会
http://www.sagamihara-
kng.ed.jp/kouminkan/tourin-k/

東林公民館
042-744-0087

神奈川県 相模原市 ①、③ 東林成人セミナー
東林公民館区内の２０歳以上の方を対象とした学習（地域の歴史、まちづくり
等）及び社会見学。

9月5日～12月16日の日曜日
（全8回）実施

東林公民館他 相模原市教育委員会
http://www.sagamihara-
kng.ed.jp/kouminkan/tourin-k/

東林公民館
042-744-0087

神奈川県 相模原市 ①、③
研究機関等公開講座「国立映画
アーカイブコース」

市内にある研究機関と連携し公開講座を開催しており、今回はそのうちの1つ
です。このコースでは、同センターの所蔵する映画フィルムを解説付きで上映
します。

10月20日 国立映画アーカイブ相模原分館 相模原市・国立映画アーカイブ 無料
http://www.sagamihara-
kng.ed.jp/

生涯学習センター
電話042-756-3443
E-mail：silc@sagamihara-kng.ed.jp

神奈川県 相模原 ①,③ 版画教室 東林公民館区内の小学生以上を対象とした版画による年賀状づくり。 11月10日,17日,24日 東林公民館 相模原市教育委員会
http://www.sagamihara-
kng.ed.jp/kouminkan/tourin-k/

東林公民館
042-744-0087

神奈川県 相模原市 ③ トルコギキョウ展
公園に併設のグリーンハウス内でトルコギキョウの切り花をテーマにそって豪
華な展示会を開催。ご家族でお花との記念撮影や花のある空間を満喫してい
ただきます。

10月6日(土)～10月7日(日) 県立相模原公園
公益財団法人 神奈川県公園協会・
株式会社サカタのタネ　グループ

無料
http://www.sagamihara.kanaga
wa-park.or.jp/

県立相模原公園
042-778-1653

決まり次第ホームページでお知らせ
します。

神奈川県 相模原市 ① もりの音楽会
森の中の野外ステージで、地域在住在勤に住むアマチュアアーティストが約10
組出演する音楽会です。

10月7日(日) 県立津久井湖城山公園 公益財団法人 神奈川県公園協会 無料
http://www.kanagawa-
park.or.jp/tsukuikoshiroyama/

県立津久井湖城山公園
042-780-2420

詳細は1ヶ月前ほどに園内ポスター
やホームページでお知らせします。

神奈川県 相模原市 ⑤ ノルディックウォーキング
ポールの持ち方を正しく学び、公園内をウォーキングします。自然豊かな園内
で自然を感じながら、有酸素運動が行えます。

10月7日(日) 県立相模原公園
公益財団法人 神奈川県公園協会・
株式会社サカタのタネ　グループ

有料
http://www.sagamihara.kanaga
wa-park.or.jp/

県立相模原公園
042-778-1653

園内ポスター、ホームページに掲載し
ます。

神奈川県 相模原市 ① たねだんご作り体験！
花の種をまぶした土だんごをつくり植えつける新しい種まき手法です。育った
花はまるで花束のようになります。作っただんごはお持ち帰りいただけます。

10月20日(土) 県立津久井湖城山公園 公益財団法人 神奈川県公園協会 有料
http://www.kanagawa-
park.or.jp/tsukuikoshiroyama/

県立津久井湖城山公園
042-780-2420

詳細は1ヶ月前ほどに園内ポスター
やホームページでお知らせします。

神奈川県 相模原市 ③ オータムフラワーフェスティバル
公園の秋のお祭りで、文化芸能の発表やネイチャーゲーム、ツリークライミン
グ・ポニー乗馬体験等ができ、ご家族で色々な体験をしながら秋の公園を楽し
んでいただきます。

10月20日～10月21日 県立相模原公園
公益財団法人 神奈川県公園協会・
株式会社サカタのタネ　グループ

無料
http://www.sagamihara.kanaga
wa-park.or.jp/

県立相模原公園
042-778-1653

決まり次第ホームページでお知らせ
します。
高校生以上

神奈川県 相模原市 ③ 温室ガイドツアー
グリーンハウス内トロピカルガーデンを中心に、館長が館内の植物について解
説をして回ります。熱帯植物の説明は興味深いです。

10月21日(日) 県立相模原公園
公益財団法人 神奈川県公園協会・
株式会社サカタのタネ　グループ

無料
http://www.sagamihara.kanaga
wa-park.or.jp/

県立相模原公園
042-778-1653

決まり次第ホームページでお知らせ
します。

神奈川県 相模原市 ① 草花植えつけ隊
公園内「花の苑地」で、パンジーやノースポールなど、春にかけて咲く花を植え
つけます。

10月23日(火) 県立津久井湖城山公園 公益財団法人 神奈川県公園協会 無料
http://www.kanagawa-
park.or.jp/tsukuikoshiroyama/

県立津久井湖城山公園
042-780-2420

詳細は1ヶ月前ほどに園内ポスター
やホームページでお知らせします。

神奈川県 相模原市 ⑤ ノルディックウォーキング
ポールの持ち方を正しく学び、公園内をウォーキングします。自然豊かな園内
で自然を感じながら、有酸素運動が行えます。

11月4日(日) 県立相模原公園
公益財団法人 神奈川県公園協会・
株式会社サカタのタネ　グループ

有料
http://www.sagamihara.kanaga
wa-park.or.jp/

県立相模原公園
042-778-1653

園内ポスター、ホームページに掲載し
ます。
高校生以上

神奈川県 相模原市 ① 小麦種まき体験 公園内の畑で、お祭りで振る舞ううどんの原料となる小麦のタネをまきます。 11月17日(土) 県立津久井湖城山公園 公益財団法人 神奈川県公園協会 無料
http://www.kanagawa-
park.or.jp/tsukuikoshiroyama/

県立津久井湖城山公園
042-780-2420

詳細は1ヶ月前ほどに園内ポスター
やホームページでお知らせします。

神奈川県 相模原市 ① さがみはら地域づくり大学

協働の観点での地域活動や市民活動を促進するうえで必要な知識や技術を
体系的に学ぶことができる場として開講し、協働に関する学習機会を市民に提
供します。
協働に関する基本的な知識等の習得を目的とした「基礎コース」、地域活動や
市民活動の実践的なスキルの習得を目的とした「応用コース」、特定の分野の
知識やノウハウの習得を目的とした専門講座を開設しており、平成30年度は
コース毎に5講座、専門講座5講座の計15講座を実施します。

6月2日～1月26日
相模原市立市民・大学交流センター
（ユニコムプラザさがみはら）

指定管理者（公益社団法人相模原・町田
大学地域コンソーシアム）

【ユニコムプラザさがみはらＨ
Ｐ】
https://unicom-plaza.jp/srdc/

ユニコムプラザさがみはら
042-701-4370
E-mail:srdc@unicom-plaza.jp

神奈川県 相模原市 ① 市民大学
市内及び近隣の大学・専門学校など、高等教育機関の機能を活かした学習機
会を市民に提供します。平成30年度は開催期間中に14高等教育機関、2行政
（相模原市教育委員会・座間市教育委員会）コースで26講座を実施します。

6月30日～1月17日
相模原市・座間市内公共施設及び大
学・専門学校等キャンパス

市民大学参加校（14高等教育機関）
座間市教育委員会
相模原市教育委員会

有料
http://www.sagamihara-
kng.ed.jp/

生涯学習センター
電話042-756-3443
E-mail：silc@sagamihara-kng.ed.jp

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



581

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

神奈川県 相模原市 ② さがみ風っ子文化祭
子どもたちの豊かな人間性の育成を目的に、「展示部門」及び「ステージ部門」
の２部門を通じて、小・中学校における日頃の教育活動の成果を発表するもの
です。

8月上旬～11月下旬
淵野辺公園、
相模原南市民ホール　等

さがみ風っ子文化祭運営委員会 無料
http://www.city.sagamihara.ka
nagawa.jp/kankou/bunka/1003
884.html

学校教育課
（企画指導・支援班）
042-769-8284

神奈川県 相模原市 ① 中央公民館高齢者学級（悠々学級） 中央公民館区内の６０歳以上の方を対象とした学習及び社会見学。
9月6日～10月25日毎週木曜
日（全8回）実施

中央公民館他 相模原市教育委員会
http://www.sagamihara-
kng.ed.jp/kouminkan/chuuou-
k/

中央公民館
042-758-9000

神奈川県 相模原市 ③
優秀映画鑑賞推進事業 名画鑑賞
会「時代を創ったあの映画」

文化庁と国立映画アーカイブが実施する「優秀映画鑑賞推進事業」に参加し、
同アーカイブが所蔵する映画フィルムを上映します。

①9月15日、16日
②9月25日、26日
③11月25日

①国立映画アーカイブ相模原分館
②相模原南市民ホール
③サン･エールさがみはら

相模原市優秀映画推進事業
実行委員会

【名画鑑賞会「時代を創ったあ
の映画」HP】
http://www.city.sagamihara.ka
nagawa.jp/kankou/bunka/1003
560.html

実行委員会事務局
文化振興課
042-769-8202

神奈川県 相模原市 ①
明治150年関連企画展
「相模原にもある幕末・維新のヒー
ローたちの痕跡」

幕末･維新のヒーローたちが関わった文化財や、幕末～維新期の市内の歴史
を紹介する企画展です。

9月15日～10月21日 相模原市立博物館 相模原市教育委員会     無料
http://sagamiharacitymuseum.
jp/

相模原市立博物館
042-750-8030

神奈川県 相模原市 ③ 第69回相模原市民文化祭

市民文化の振興を図るため、市民の文化活動の成果を発表する場として市民
文化祭を開催します。（写真展、絵画展、書展、華道展、文芸セミナー、文芸
展、建築文化展、茶会、吟剣詩舞大会、謡曲大会、民謡大会、ダンスフェス
ティバル、邦楽演奏会、おどりフェスティバル、マジックフェスティバル、フラフェ
スティバル、洋舞合同公演）

9月22日～11月25日

相模原市民ギャラリー、相模原市民会
館、相模原市文化会館、市立あじさい
会館、相模原南市民ホール、杜のホー
ルはしもと、市立体育館

相模原市民文化祭実行委員会 無料

【市民文化祭HP】
http://www.city.sagamihara.ka
nagawa.jp/kankou/bunka/1003
882/index.html

実行委員会事務局
文化振興課
042-769-8202

神奈川県 相模原市 ①
家庭教育支援講座
『子そだて ア･ラ･カ･ル･ト』

親子と地域のつながりをつくる取組みを推進し、子どもの社会的自立と、親が
子育てを通じて自らの人生を豊かにしていく事を事業の目的とする中で、最近
の子供を取り巻く環境のトピックを様々な切り口から捉え、参加者の子育て・教
育意識の向上の一助とする。

10月10日，26日，11月23日 中央公民館 相模原市教育委員会 無料
http://www.sagamihara-
kng.ed.jp/kouminkan/chuuou-
k/

中央公民館
042-758-9000

神奈川県 相模原市 ③
フォトシティさがみはら2018受賞作写
真展

「フォトシティさがみはら」は写真の魅力を総合的に楽しめるイベントです。国内
外で活躍しているプロ写真家の作品とアマチュア写真愛好家の優秀作品が一
堂に会する「写真展」を開催します。

10月12日～29日 相模原市民ギャラリー フォトシティさがみはら実行委員会 無料
http://www.city.sagamihara.ka
nagawa.jp/kankou/bunka/phot
ocity/index.html

実行委員会事務局
（文化振興課内）
042-769-8202

神奈川県 相模原市 ③ スーパーオープンスタジオ２０１８

相模原市及び近隣地域には、美術大学等を卒業した100人以上のアーティスト
が、点在する20以上のスタジオで作品の制作を続けている。これらのスタジオ
を一斉に公開し、地域住民やアーティスト相互での交流を図るもの。1日に10
程度のスタジオを巡るバスツアーも開催。また、アートラボでは数人のアーティ
ストによる作品展示やワークショップが行う。

10月13日～11月4日 アートラボはしもと及び各スタジオ
スーパーオープンスタジオ2018
実行委員会

無料
http://www.city.sagamihara.ka
nagawa.jp/kankou/bunka/1003
691/index.html

アートラボはしもと
042-703-4654

神奈川県 相模原市 ①
牧野地区文化祭・
第23回牧野公民館まつり

地域の団体、サークル及び公民館利用団体による活動成果の発表及び展示
を行い、学習・文化活動にふれる機会を提供するとともに、地域住民の親睦及
び交流を図るため開催します。

10月14日 相模原市立藤野南小学校体育館
牧野地区文化祭・
第23回牧野公民館まつり実行委員会

無料

http://www.sagamihara-
kng.ed.jp/kouminkan/f-
chuuou-k/fujinochuuou-
top2.html

藤野中央公民館
042-686-6151

神奈川県 相模原市 ①、③
大人のためのおはなし会2018 in グ
リーンホール　～太宰治の世界～

　語りと音楽がコラボレーションした大人のためのおはなし会です。太宰治『舌
切り雀』の語りと太宰の時代に縁のある歌をピアノ伴奏付でお楽しみいただけ
ます。

10月18日
相模女子大学グリーンホール・
多目的ホール

相模原市教育委員会 無料
相模大野図書館
042-749-2244

神奈川県 相模原市 ③ 街かどコンサート
市民が身近な場所で上質な音楽に触れることができる機会を提供することを
目的として、市役所ロビーや商業施設で開催しています。

10月18日,11月15日 相模原市役所本館１階ロビー 相模原市 無料
http://www.city.sagamihara.ka
nagawa.jp/event/event_all/10
10973.html

文化振興課
042-769-8202

神奈川県 相模原市 ①、④
小学生向け
プログラミング体験イベント
「小惑星リュウグウをめざそう！」

「はやぶさ２」はどのようにして小惑星リュウグウにたどり着いたのか。「はやぶ
さ２」に関わる人たちのインタビューや、ミッションを通じて宇宙とプログラミング
との関わりについて触れます。

10月20日 相模原市立博物館
相模原市教育委員会・
ＪＡＸＡ宇宙教育センター・ロボ団

無料
http://sagamiharacitymuseum.
jp/

相模原市立博物館
042-750-8030

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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神奈川県 相模原市 ①
図書館クラシックのススメ
～図書館で始める楽しいクラシック
～Vol.3

視聴覚資料を用いて、アーティストや作品について講師に解説をしていただき
ながら楽曲を鑑賞します。

10月20日 相模原市立図書館 相模原市立図書館 無料
相模原市立図書館
http://www.lib.sagamihara.kan
agawa.jp/index.html

図書館
042-754-3604

神奈川県 相模原市 ①
文学講座
～川端康成の人となりと文学～

孤独ゆえに哀しみと愛おしさを求めた大正から昭和の戦前・戦後にかけて活
躍した文豪の人となりと「伊豆の踊り子」と「山の音」について学ぶ。また、参加
者同士が語り合う時間を設けることで仲間づくりの機会とする。

10月20日、27日
上溝公民館
コミュニティ室

相模原市教育委員会 無料
http://www.sagamihara-
kng.ed.jp/kouminkan/kamimizo
-k/index.html

上溝公民館
042-761-2288

神奈川県 相模原市 ① 星空観望会（10月・11月） 口径40cmの天体望遠鏡や大型双眼鏡などで、見頃の天体を眺めます。 10月20日・11月3日・11月17日 相模原市立博物館 相模原市教育委員会 無料
http://sagamiharacitymuseum.
jp/

相模原市立博物館
042-750-8030

神奈川県 相模原市 ①
吉野宿ふじや活性化事業「甲州道
中（相模湖・藤野・上野原）の見どこ
ろ」展

江戸時代の五街道のひとつ甲州道中の宿場があった相模湖・藤野・上野原の
見どころを写真や資料等で紹介します。

10月20日～12月2日 吉野宿ふじや 相模原市教育委員会     無料
http://sagamiharacitymuseum.
jp/

相模原市立博物館
042-750-8030

神奈川県 相模原市 ①、③
学芸員講話inプラネタリウム
～極北の星空とオーロラ～

毎月開催している当館学芸員による連続講座で天文分野の講話です。プラネ
タリウムにて、アラスカの星空とともにダイナミックな美しい自然現象である
オーロラについて紹介します。

10月21日 相模原市立博物館 相模原市教育委員会 無料
http://sagamiharacitymuseum.
jp/

相模原市立博物館
042-750-8030

神奈川県 相模原市 ① 体験教室「勾玉作り」 勾玉作りを通して、日本の先史時代について学びます。 10月21日 旧石器ハテナ館 相模原市教育委員会
http://www.city.sagamihara.ka
nagawa.jp/kurashi/kyouiku/bu
nkazai/1010295.html

旧石器ハテナ館
042-777-6371

材料費４００円

神奈川県 相模原市 ① やまびこ祭り　森のえんぴつやさん
地域イベントのやまびこ祭りにおいて、小枝を使ったえんぴつ作りの体験を行
います。

10月21日 津久井中央公民館ロビー 相模原市立津久井中央公民館 無料
http://www.sagamihara-
kng.ed.jp/kouminkan/t-
chuuou-k/

津久井中央公民館
042-784-3211

神奈川県 相模原市 ③
城山地区市民文化祭
（芸能の部、展示の部）

城山地区を中心に活動している方が、日頃の練習や芸術文化活動の発表の
場としてその成果を一堂に集め、催しや展示を行い、文化振興の充実と向上
を図るとともに市民相互の交流を深め、魅力ある地域づくりをすすめる。

（展示の部）
10月23日～28日,
11月3日～4日
（芸能の部）
10月28日

相模原市立城山文化ホール
相模原市立城山公民館

城山地区市民文化祭実行委員会 無料
実行委員会事務局
（城山まちづくりセンター）
電話042-783-8117

神奈川県 相模原市 ① サタデーキッズルーム
親子で集える場所・子どもとのふれあい方や子育て中の保護者の情報交換の
場を提供し、支援することを目的として、親子で絵本、紙芝居、手遊び、折り紙
等で遊びます。

10月27日
11月24日

大野南公民館 サタデーキッズルーム実行委員会 無料

【大野南公民館HP】
http://www.sagamihara-
kng.ed.jp/kouminkan/onomina
mi-k/

大野南公民館
042-749-2121

神奈川県 相模原市 ① 図書館の裏側ツアー
　図書館のフロア見学だけでなく、書庫等のバックヤードも見学していただけま
す。また、利用者端末の使い方等、図書館の利用案内も行います。見学中に
は、図書館クイズや本探しゲームも行います。

①10月27日
②11月 2日

相模原市立相模大野図書館 相模原市教育委員会 無料
http://www.lib.sagamihara.kan
agawa.jp/index.html

相模大野図書館
042-749-2244

対象は次のとおり
①小学生とその保護者
②一般向け

神奈川県 相模原市 ① 【秋の読書週間】「だれでも図書館」
　拡大読書器等の読書補助具を展示し、体験していただきます。また、大活字
本や点字資料、マルチメディアデイジーなどを展示し、だれでも利用できる図書
館を感じていただきます。

10月27日～11月7日 相模原市立相模大野図書館 相模原市教育委員会 無料
http://www.lib.sagamihara.kan
agawa.jp/index.html

相模大野図書館
042-749-2244

神奈川県 相模原市 ①
【秋の読書週間】
「予約・リクエストサービスの紹介
～希望した本が手元に届くまで～」

　予約・リクエストサービスの流れについて、パネルで紹介します。また、イン
ターネットを用いた予約手続きの方法についても紹介します。

10月27日～11月7日 相模原市立相模大野図書館 相模原市教育委員会 無料
http://www.lib.sagamihara.kan
agawa.jp/index.html

相模大野図書館
042-749-2244

神奈川県 相模原市 ①
【秋の読書週間】
みんなでつくる特集コーナー「もっ
と！ひみつの本棚」

　特集コーナーを利用者参加型で作成する企画です。利用者にテーマを問わ
ず、おすすめの本を紹介してもらい、その本にオリジナルブックカバーをかけて
書名が分からないように展示し、貸出を行います。

10月27日～11月7日 相模原市立相模大野図書館 相模原市教育委員会 無料
http://www.lib.sagamihara.kan
agawa.jp/index.html

相模大野図書館
042-749-2244

本紹介の募集期間は
10月2日～11月7日

神奈川県 相模原市 ①
【秋の読書週間】
「秋のとしょかんフルーツハント～本
でくだもの狩りをしよう！～」

　児童カウンターにある木から好きなくだものを狩り、そのくだものに書かれて
いる本を探し出すイベントです。１人１日１回挑戦でき、３回見つけることができ
たら記念品を差し上げます。

10月27日～11月7日 相模原市立相模大野図書館 相模原市教育委員会 無料
http://www.lib.sagamihara.kan
agawa.jp/index.html

相模大野図書館
042-749-2244

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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神奈川県 相模原市 ①
【秋の読書週間】
「だれでも楽しめる絵本の展示とお
はなし会」

　点字付絵本や児童書の大活字本、布絵本や外国語絵本など、だれでも楽し
める本を展示します。また、手話によるボーダーレスなおはなし会も併せて開
催します。

10月27日～11月7日 相模原市立相模大野図書館 相模原市教育委員会 無料
http://www.lib.sagamihara.kan
agawa.jp/index.html

相模大野図書館
042-749-2244

おはなし会は
10月28日

神奈川県 相模原市 ①
【秋の読書週間】
「使って役立つ調べものコーナー」

　「調べもの」に関する資料やサービスの紹介を行うほか、図書館や調べもの
に関するクイズを行います。

10月27日～11月7日 相模原市立相模大野図書館 相模原市教育委員会 無料
http://www.lib.sagamihara.kan
agawa.jp/index.html

相模大野図書館
042-749-2244

神奈川県 相模原市 ①、④ 生きものミニサロン
毎月第４土曜日のお昼に実施しています。博物館のまわりで身近な生きものを
観察したり、館内で生きものに関するミニレクチャーを行います。

10月27日 相模原市立博物館 相模原市教育委員会 無料
相模原市立博物館
042-750-8030

神奈川県 相模原市 ③ 青根地区文化祭
地域団体や公民館利用団体の文化学習活動の成果発表を行い、活動の発展
を推進します。

10月27日、28日 青根小中学校体育館 青根地区文化祭実行委員会 無料
http://www.sagamihara-
kng.ed.jp/kouminkan/t-
chuuou-k/

津久井中央公民館
(青根公民館担当）
042-784-3211

神奈川県 相模原市 ① 火山灰を顕微鏡で見てみよう 日本各地の地層の中に含まれる火山灰を顕微鏡で観察します。 10月28日 相模原市立博物館 相模原市教育委員会 無料
http://sagamiharacitymuseum.
jp/

相模原市立博物館
042-750-8030

神奈川県 相模原市 ①、③ 陽光台公民館JAZZコンサート
地域の人々に、音楽鑑賞を通して、文化に触れる場を提供するとともに、公民
館の文化活動への理解と参加を深める機会とする。

10月28日 陽光台公民館 相模原市教育委員会 無料
http://www.sagamihara-
kng.ed.jp/kouminkan/youkouda
i-k/

陽光台公民館
042-755-3451

神奈川県 相模原市 ① 古民家園　周辺施設をご案内
　相模原市古民家園のまわりには、水産技術センター、キャンプ場、清流の
里、ビレッジ若あゆなどたくさんの施設があります。それらをご案内します。

10月29日 相模原市古民家園 相模原市教育委員会 無料
http://www.city.sagamihara.ka
nagawa.jp/kurashi/kyouiku/bu
nkazai/1010296/index.html

文化財保護課
042-769-8371

神奈川県 相模原市 ①、③ 図書館ｄｅチャレンジ　工作 工作体験と関連する図書館資料の紹介 10月 橋本図書館 相模原市教育委員会 無料
図書館ホームページ
https://www.lib.sagamihara.ka
nagawa.jp

橋本図書館
042－770-6600

神奈川県 相模原市 ①
学習資料展　関連事業
「チャレンジ体験」

博物館ボランティアによるワークショップ、昔の遊び道具などを使い、楽しみな
がら体験学習を行います。

11月1日～
2月まで第1,3日曜開催

相模原市立博物館 相模原市教育委員会 無料
http://sagamiharacitymuseum.
jp/

相模原市立博物館
042-750-8030

神奈川県 相模原市
①、③、
④

考古資料文化財指定記念講演会
「（仮）縄文土器のコミュニケーション
システム」

博物館考古資料が新たに相模原市指定有形文化財に指定されることを記念し
て、指定に関わる縄文土器について講演会を行います。講師は縄文時代を専
門とする考古学者の山本典幸先生（首都大学東京）をお招きします。

11月3日 相模原市立博物館 相模原市教育委員会 無料
http://sagamiharacitymuseum.
jp/

相模原市立博物館
042-750-8030

神奈川県 相模原市 ① 勝坂遺跡縄文まつり
　縄文時代の史跡や地域の歴史に親しむことで、文化財保護に対する市民の
理解を深める場とします。

11月3日 史跡勝坂遺跡公園 相模原市教育委員会 無料
http://www.city.sagamihara.ka
nagawa.jp/kurashi/kyouiku/bu
nkazai/1010301/index.html

文化財保護課
042-769-8371

一部有料

神奈川県 相模原市 ③ 第25回甲州街道小原宿本陣祭
大名行列や本陣の庭で野点など、地域の活性化と歴史文化を後世に伝えるた
めに開催されるまつり

11月3日 緑区小原宿本陣周辺 甲州街道小原宿本陣祭実行委員会 無料
http://obarahonjin.com 相模湖まちづくりセンター

042-684-3240

神奈川県 相模原市 ③ ファミリーコンサート「フラメンコ」
フラメンコ（踊り、ギター、唄）を約１時間半に渡って行い、音楽に親しむ機会を
提供しています。

11月3日 横山公民館 相模原市教育委員会

大人300
円、中学
生以下無
料。

www.sagamihara-
kng.ed.jp/kouminkan/yokoyam
a-k/

横山公民館
042-756-1555

大人300円、中学生以下無料。

神奈川県 相模原市 ①
読書普及講座
西村繁男さん講演会
「人と出会って絵本が生まれる」

絵本作家による、絵本の創作活動や地域での文庫活動についての講演会で
す。

11月3日 相模原市立図書館 相模原市教育委員会 無料
相模原市立図書館
http://www.lib.sagamihara.kan
agawa.jp/index.html

図書館
042-754-3604

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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神奈川県 相模原市 ①、②
平成３０年度相模原市いじめ防止
フォーラム

小・中学生が各学校のいじめ防止活動の取組発表等ならびに意見交換を行い
ます。

11月3日 ユニコムプラザさがみはら
相模原市教育委員会、
相模原市

無料
http://www.city.sagamihara.ka
nagawa.jp/kyouiku/index.html

学校教育課
（人権・児童生徒指導班）
042-704-8916
こども・若者支援課
（青少年支援班）
042-769-8289

神奈川県 相模原市 ③ 第４９回藤野文化祭
藤野地区で文化・芸術活動を行っている団体や個人の成果を発表するイベン
トです。絵画や手芸作品の展示及び舞踏や楽器の演奏、染め物などの体験
コーナーなど多様なプロスラムを用意しています。

11月3日、4日 藤野小学校体育館 藤野文化祭実行委員会 無料
実行委員会事務局
藤野まちづくりセンター
地域振興班　042-687-2119

神奈川県 相模原市 ① 第23回大沼公民館まつり
公民館利用団体や館区内住民が日頃の活動の成果を披露し、団体相互の交
流を深め、生涯学習の促進と地域文化の発展を図ります。

11月3日、4日 大沼公民館敷地内 相模原市教育委員会 無料
大沼公民館
042-744-7722

参加無料
模擬店など一部有料

神奈川県 相模原市 ①、③ 麻溝地区文化展 公民館利用サークル及び地域住民等による文化作品の展示です。 11月3日、4日 相模原市立麻溝公民館 相模原市教育委員会 無料
http://www.sagamihara-
kng.ed.jp/kouminkan/asamizo-
k/

相模原市立麻溝公民館
042-778-2277

神奈川県 相模原市 ①
教養講座
「元号学習と多摩稜墓見学」

元号が変わるのことから、変わる理由や日本の元号の変遷と歴史・漢字の意
味についての学習する。

11月6日 相武台公民館及び多摩稜墓 相模原市教育委員会
http://www.sagamihara-
kng.ed.jp/kouminkan/soubudai
-k/

相武台公民館
046-256-3700

神奈川県 相模原市 ① 親子で楽しむおはなし会
わらべうた、手あそび、絵本の読み聞かせを通して、親子のコミュニケーション
を深める一助とします。また、本好きの子どもを育てるための入門絵本の紹介
も行います。

11月7日 相模原市立麻溝公民館 相模原市教育委員会 無料
http://www.sagamihara-
kng.ed.jp/kouminkan/asamizo-
k/

相模原市立麻溝公民館
042-778-2277

・公民館利用サークルとの共催事業
・参加は大人のみでも可

神奈川県 相模原市 ① 相模台公民館まつり
公民館利用サークルや地域住民の日頃の学習・文化活動の発表の場とし、相
互の交流と連携を図るとともに、住民の交流の機会とする。
　内容：作品展示、活動展示、模擬店、体験コーナー、発表のつどい

11月9日～11日 相模台公民館 相模原市教育委員会 無料
http://www.sagamihara-
kng.ed.jp/kouminkan/sagamida
i-k/

相模台公民館
042-743-7871

神奈川県 相模原市 ① 地域の文化財・史跡めぐり⑥
講師の案内のもと鵜野森・町田地域の文化財および史跡を巡り、地域理解の
継続化やウォーキングによる健康増進を図ります。

11月10日 鵜野森・町田方面 相模原市教育委員会 無料
大沼公民館
042-744-7722

参加無料
交通費など参加者負担

神奈川県 相模原市 ①
秋の文化財探訪
｢上依知の遺跡・旧跡めぐり｣

　相模川を渡り対岸の上依知の古墳・瑠璃光寺・妙傳寺などをめぐり、無量光
寺の宗祖一遍上人の説話を元に対岸の上依知から相模原を望みます。

11月10日 厚木市上依知周辺 相模原市教育委員会 無料
http://www.city.sagamihara.ka
nagawa.jp/kurashi/kyouiku/bu
nkazai/1010295.html

旧石器ハテナ館
042-777-6371

神奈川県 相模原市 ①、③ 麻溝クラシックコンサート
地区住民の趣味や教養を広め情操を育む事業としてクラシックコンサートを実
施します。今年度は、バイオリン、ビオラ、チェロ、ピアノによるクラシックの演
奏です。

11月10日 相模原市立麻溝公民館 相模原市教育委員会
http://www.sagamihara-
kng.ed.jp/kouminkan/asamizo-
k/

相模原市立麻溝公民館
042-778-2277

神奈川県 相模原市 ③ 第12回相模湖ふるさとまつり
心の通い合う明るいまちづくりを目指して、相模湖地区で活動する文化・芸術
団体などを中心に地区自治会連合会の協力により、作品の展示やステージ演
目などを行う

11月10日、11日 県立相模湖交流センター、他2会場 相模湖ふるさとまつり実行委員会 無料
相模湖まちづくりセンター
042-684-3213

神奈川県 相模原市 ①
平成30年度安全・安心まちづくり標
語・ポスター入賞作品展示

安全・安心まちづくり標語・ポスターの入賞作品について、パネル展示するもの
です。

11月10日～16日、11月17日
～26日、11月28日～12月3日

シティ・プラザはしもと、南区合同庁舎、
市役所本館

相模原市 無料
交通・地域安全課
042-769-8229

神奈川県 相模原市 ① 親子ふれあいの広場
親と子が共に楽しめるレクリエーションやゲーム（ステージ、消防フェア、交通
安全コーナー、創作コーナー、模擬店等）を開催します。

11月11日 淵野辺公園 親子ふれあいの広場実行委員会 無料
青少年学習センター
042-751-0091

神奈川県 相模原市 ① こども料理教室
料理体験を通じ、地域・学年を越えて共同作業の喜びを学ぶとともに、ひとり
の生活者として自立していけるよう基本的な食事の作り方やエコクッキングの
考え方を習得します。

11月17日 大野南公民館 相模原市教育委員会

【大野南公民館HP】
http://www.sagamihara-
kng.ed.jp/kouminkan/onomina
mi-k/

大野南公民館
042-749-2121

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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神奈川県 相模原市 ①、③
第１６回尾崎行雄（咢堂）杯演説大
会in相模原

憲政の神様と称された尾崎行雄（咢堂）が国民を魅了する演説を行ったことか
ら、生誕地である相模原で「日本の歩む道」をテーマにした演説大会。

11月17日 杜のホールはしもと 尾崎行雄を全国に発信する会 無料 http://gakudo.net
尾崎行雄を全国に発信する会
090-4541-8677

相模原市教育委員会が後援

神奈川県 相模原市 ① 大人のためのおはなし会
おはなしボランティアによる、活字とは違った語りの世界の楽しさに触れること
ができる、大人に向けたおはなし会です。

11月17日 相模原市立図書館 相模原市教育委員会 無料
相模原市立図書館
http://www.lib.sagamihara.kan
agawa.jp/index.html

図書館
042-754-3604

神奈川県 相模原市 ① 中央公民館まつり
公民館利用団体による活動発表、作品展示、芸能・音楽の発表、絵画展、模
擬店及びバザーの開催。

11月17日，18日 中央公民館 相模原市教育委員会 無料
http://www.sagamihara-
kng.ed.jp/kouminkan/chuuou-
k/

中央公民館
042-758-9000

神奈川県 相模原市
①、③、
④

学びの収穫祭
博物館を拠点に活動するボランティアグループや、学芸員が活動に関わる郷
土研究グループ、学校の部活動、大学生などが日ごろの研究活動成果を発表
します。

11月17日、18日 相模原市立博物館 相模原市教育委員会 無料
相模原市立博物館
042-750-8030

神奈川県 相模原市
①、③、
④

新磯子どもまつり
食べ物・工作・ゲームなど、小学生の実行委員がおまつりの企画・運営を行
い、来客となる地域住民との交流を深めることにより、自主性を養い、地域に
対する理解を深める機会とする。

11月18日 新磯公民館 相模原市教育委員会
http://www.sagamihara-
kng.ed.jp/kouminkan/araiso-k

新磯公民館
046-256-1900

神奈川県 相模原市 ①
相模原市少年鼓笛バンド連盟ドリル
大会

市内１１隊の小学生鼓笛隊と中高生のリーダー隊によるドリル演奏（演奏をし
ながらドリルフォーメーションを展開する）を通じて、日ごろの練習の成果を発
表します。

11月18日 総合体育館 相模原市 無料
青少年学習センター
042-751-0091

神奈川県 相模原市
①、③、
④

中央区ぶらさんぽ

歴史、文化など、地域の魅力スポットを巡るスタンプラリーです。各スポットに
は、地域をよく知る人物「トコロジスト」が登場し、明日誰かに話したくなるマメ
知識などを伝授して貰えます。地域を知り、地域の人との交流を楽しんでもら
い地域活動の担い手づくりのきっかけとなることを期待するイベントです。

11月18日 中央区上溝周辺 中央区みらい協働プロジェクト 無料

中央区みらい協働プロジェクト
HP：
http://www.city.sagamihara.ka
nagawa.jp/chuoku/1009499/in
dex.html

中央区役所地域振興課
042-769-9801

ホームページは、H30.10上旬～中旬
に更新予定

神奈川県 相模原市 ①、③ 学芸員講話「石の縄文文化誌」

毎月開催している当館学芸員による連続講座で考古分野の講話です。石を用
いた縄文時代の遺構や石器・石製品、黒曜石の流通などを市内の調査成果を
もとに紹介し、石材環境も踏まえて石の使われ方やその変化について解説し
ます。

11月18日 相模原市立博物館 相模原市教育委員会 無料
http://sagamiharacitymuseum.
jp/

相模原市立博物館
042-750-8030

神奈川県 相模原市 ① 2018　市民平和のつどい

平和ポスターコンテスト表彰式、相模原市平和大使の広島市派遣報告と、
NPO 法人「地球のステージ」桑山紀彦氏の体験を基に、世界各地で起きてい
る様々な出来事について伝える、ライブ音楽・映像・語りを交えたコンサートを
行います。

11月18日 サン・エールさがみはら 相模原市 無料
http://www.city.sagamihara.ka
nagawa.jp/shisei/kokusai_kour
yu/heiwa_tsudoi/index.html

渉外課
042-769-8207

神奈川県 相模原市 ①
（仮称）津久井中央公民館
利用団体合同発表会

津久井中央公民館を利用する音楽活動団体の合同発表会。 11月18日 津久井中央公民館ホール 相模原市立津久井中央公民館 無料
http://www.sagamihara-
kng.ed.jp/kouminkan/t-
chuuou-k/

津久井中央公民館
042-784-3211

名称や詳細は今後の実行委員会に
て決定

神奈川県 相模原市 ① 体験教室｢埴輪作り｣ 埴輪作りを通して、埴輪の様々な形状や役割等を学びます。 11月18日 旧石器ハテナ館 相模原市教育委員会
http://www.city.sagamihara.ka
nagawa.jp/kurashi/kyouiku/bu
nkazai/1010295.html

旧石器ハテナ館
042-777-6372

材料費２００円

神奈川県 相模原市 ① お気に入り本をシェアしよう！ テーマに沿ったおすすめの本を参加者が紹介 11月 橋本図書館 相模原市教育委員会 無料
図書館ホームページ
https://www.lib.sagamihara.ka
nagawa.jp

橋本図書館
042－770-6600

神奈川県 相模原市 ①
図書館ｄｅチャレンジ
英語で巡る物語

英語の紙芝居、絵本の読み聞かせ 11月 橋本図書館 相模原市教育委員会 無料
図書館ホームページ
https://www.lib.sagamihara.ka
nagawa.jp

橋本図書館
042－770-6600

神奈川県 相模原市 ①，③
桜美林大学オープンカレッジ
2018年度 秋期 生涯学習講座

桜美林大学の知的財産を社会・地域に対して、公開講座という形で広く開放
し、多くの方々に生涯学習を通じて提供いたします。

11月
桜美林大学
プラネット淵野辺キャンパス（PFC）

桜美林大学
エクステンションセンター

https://www.obirin.ac.jp/exten
sion/school/fuchinobe_machid
a/about/

TEL : 042-704-7075
Email : extnsn@obirin.ac.jp

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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神奈川県 相模原市 ②，③ OPAL vol.8『わがまち♡ふちのべ』

OPALとは桜美林大学演劇・ダンス専修が主体となって製作する公演の名称で
す。プロの演出家・振付家が学生と協同し公演を創作・上演します。准教授の
金英秀監修・演出のもと、一般観客の鑑賞にも堪える、高いレベルの上演を目
指します。

10月21日～10月27日 桜美林大学PRUNUS HALL
主催：桜美林大学
企画制作：桜美林大学芸術文化学群演
劇・ダンス専修

http://www8.obirin.ac.jp/opai/
TEL　042-797-9277
(演劇・ダンス専修)

神奈川県 相模原市 ③ みやがせフェスタ秋 in 鳥居原
神奈川県民の「水がめ」である宮ヶ瀬湖周辺で、水源地域に対する理解促進
のため、収穫体験などの体験教室、ステージショー、特産品販売等を行いま
す。

11月3日
相模原市緑区鳥屋
鳥居原園地ほか

神奈川県、公益財団法人宮ヶ瀬ダム周
辺振興財団

無料
https://www.miyagase.or.jp/in
dex.html

公益財団法人
宮ヶ瀬ダム周辺振興財団
046-288-3434

神奈川県 座間市 ⑤ ノルディックウォーキング教室 ノルディックウォーキングのレクチャー及実技体験 10月29日(月) 県立座間谷戸山公園 公益財団法人 神奈川県公園協会 無料
http://www.zamayatoyama.kan
agawa-park.or.jp/

県立座間谷戸山公園
046-257-8388

神奈川県 座間市 ① 自然観察会（どんぐりのふしぎ） 林内を散策してどんぐりを採集し、分類や工作を行います。 10月27日 神奈川県立座間谷戸山公園 神奈川県 無料 http://kanagawa-yc.jp/

神奈川県立
青少年センター科学部
科学支援課
TEL : 045-263-4470

問合せ先の電話番号は変更の予定
あり。

神奈川県 座間市 ③
座間市民芸術祭
座間市民音楽祭

市民から募集した絵画などの作品の展示、市内で活動している団体の舞台発
表などの催し物、囲碁や将棋の競技など全２５部門の市民参加型で行う芸術
祭を開催いたします。

9月28日～11月25日 ハーモニーホール座間　ほか 座間市教育委員会
生涯学習課文化係
046-252-8476

神奈川県 寒川町 ①、③ 寒川町遺跡発掘調査発表・講演会
町内遺跡の近年の発掘調査成果の発表と、寒川の古代（奈良平安時代）の遺
跡についての講演会

11月3日 寒川町文化財学習センター 寒川町教育委員会 無料
寒川町教育委員会
教育総務課社会教育担当

神奈川県 逗子市 ③ 逗子アートフェスティバル2018
まちなかで様々な芸術文化活動を展開し、地域の活性化を目指します。６年目
の今年は、期間を短くして、より濃密なアートイベントとなります。

10月12日～28日
逗子文化プラザホール、
池子の森自然公園ほか
市内各所

逗子アートフェスティバル実行委員会 http://zushi-art.com/
逗子市市民協働部
文化スポーツ課
046-873-1111

神奈川県 逗子市 ① スポーツの祭典2018
参加型の様々なスポーツイベントを実施し、子どもから高齢者、障がいのある
方でも、一緒に多くの方がスポーツを楽しめるイベントです。

10月21日 逗子市立体育館、第一運動公園 逗子市スポーツの祭典実行委員会
http://www.city.zushi.kanagaw
a.jp/syokan/bunkasports/spor
ts/sportssaiten/

逗子市市民協働部
文化スポーツ課
046-873-1111

神奈川県 茅ヶ崎市 ①　③
第２回かながわパラスポーツフェス
タ2018

パラリンピアンによる講演や、パラリンピック競技等の体験会など盛りだくさん
のプログラム、障がいの有無や年齢にかかわらず、誰もが楽しめるイベントで
す。

11月17日 茅ヶ崎市総合体育館 神奈川県 無料
http://www.pref.kanagawa.jp/
docs/tz5/kanaparafesta2018.h
tml

県スポーツ局スポーツ課
障害者スポーツグループ
045-285-0798

神奈川県 茅ヶ崎市 ③
平成30年度　茅ヶ崎ゆかりの人物館
後期企画展「劇聖 九代目市川團十
郎と狐松庵（仮題）」

　茅ヶ崎ゆかりの人物館において、明治期の歌舞伎界を支え、「劇聖」と称され
た歌舞伎役者・九代目市川團十郎の生誕180周年を記念し、その生涯を辿ると
ともに、茅ヶ崎に設けた別荘「狐松庵」の全容やそこでの生活、そして茅ヶ崎に
もたらした功績等について紹介する展示を行います。

10月13日（土）～3月31日（日）
※金・土・日・祝日のみ

茅ヶ崎ゆかりの人物館 茅ヶ崎市
http://www.city.chigasaki.kana
gawa.jp/bunka_rekishi/102060
7/index.html

茅ヶ崎ゆかりの人物館
0467-81-5015
茅ヶ市文化生涯学習課
0467-82-1111（代表）

【開館時間】
10時〜18時（入館は17時30分まで）

神奈川県 茅ヶ崎市 ③

茅ヶ崎市美術館 開館20周年記念
版の美－板にのせられたメッセージ
Ⅱ－
「原安三郎コレクション 小原古邨展
－花と鳥のエデンー」

　開館20周年を迎えた茅ヶ崎市美術館では「版の美」と称し、年間の展覧会を
通じて版画の魅力をお伝えしています。シリーズ2回目となる本展は、現在の
茅ヶ崎市美術館が位置する高砂緑地に、瀟洒な南欧風の別荘「松籟荘」を所
有していた、実業家・原安三郎旧蔵の小原古邨作品の展覧会を開催します。
　本展覧会では、海外で高い人気を誇る小原古邨の作品約240点を初公開し、
古邨芸術の真骨頂をお伝えします。また、原コレクションの歌川広重や歌川国
芳などの貴重な花鳥画も10点展示するとともに、古邨のご遺族が所蔵する祥
邨(しょうそん)、豊邨(ほうそん)（古邨の変名）の作品も参考出品します。

9月9日（日）～11月4日（日） 茅ヶ崎市美術館
公益財団法人
茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団

http://www.chigasaki-
museum.jp

茅ヶ崎市美術館
学芸員　月本
0467-88-1177

【開館時間】10:00～18:00（入館は
17:30まで）

【休館日】
月曜日（9月10日、17日、24日、10月8
日は開館）、9月18日（火）、25日
（火）、10月9日（火）、10日（水）

神奈川県 茅ヶ崎市 ③
観月句会＆茶会「花鳥風月 古邨の
世界に遊ぶ」

　美術館で作品を鑑賞した後、高砂緑地内の茶室・書院 松籟庵へ移動し、日
本庭園を眺めながら俳句作りと茶会を楽しみます。
　講師に、金子宗貞氏（裏千家助教授）をお招きします。

10月21日（日） 17時～20時 茅ヶ崎市美術館2階 アトリエ、松籟庵
公益財団法人
茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団

http://www.chigasaki-
museum.jp

茅ヶ崎市美術館
学芸員　月本
0467-88-1178

【定員】20名（申込制/先着順）
【対象】 小学生以上（小学生は保護
者同伴）

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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神奈川県 茅ヶ崎市 ③ 学芸員による「ギャラリートーク」

展覧会の担当学芸員が会場を巡り、展示作品を解説します。
【会期中の展覧会】
　茅ヶ崎市美術館 開館20周年記念
　版の美－板にのせられたメッセージⅡ－
　「原安三郎コレクション 小原古邨展－花と鳥のエデンー」

11月3日（土・祝）
14時～15時

茅ヶ崎市美術館
公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振
興財団

http://www.chigasaki-
museum.jp

茅ヶ崎市美術館
学芸員　月本
0467-88-1179

神奈川県 茅ヶ崎市 ③ 茅ヶ崎市民文化祭
市民文化の向上と発展のため、毎年10月から11月の約2ヶ月間にかけて実施
するイベント。平成29年度は、舞台・展示・文芸の3部門に分かれ、各施設で24
の催し物を実施します。

10月8日（月・祝）
～11月18日（日）

茅ヶ崎市民文化会館、市役所本庁舎１
階ふれあいプラザ、茅ヶ崎市総合体育
館前庭

茅ヶ崎市
茅ヶ崎市文化生涯学習課
0467-82-1111（代表）

申し込み不要（一部有料）

神奈川県 茅ヶ崎市 ① 文教大学公開講座
第33回文教大学公開講座
観光・メディア情勢から見る「今」

10月6日（土）、10月20日
（土）、11月10日（土）、11月24
日（土）、12月1日（土）

文教大学 茅ヶ崎市 無料
茅ヶ崎市文化生涯学習課
0467-82-1111（代表）

【定員】２５０名
申込者多数の場合抽選

神奈川県
茅ヶ崎
市、小田
原市

① 下水道ふれあいまつり

下水道の役割や下水道整備の重要性などについて、皆様の理解を一層高め
ていただくため、毎年「下水道ふれあいまつり」を開催しており、今年度は10月
27日（土曜日）に開催します。
下水処理場の施設見学や下水道学習室などの催しを実施します。

10月27日
下記会場で同時開催
①相模川流域下水道柳島管理ｾﾝﾀｰ
②酒匂川流域下水道酒匂管理ｾﾝﾀｰ

神奈川県及び
公益財団法人神奈川県下水道公社

無料
http://www.pref.kanagawa.jp/
docs/h2v/cnt/f215/

公益財団法人
神奈川県下水道公社
総務部企画課
電話:0463-55-7438
FAX:0463-55-7216

記載のURLは昨年度の内容です。詳
細は９月にホームページにてお知ら
せします。

神奈川県 中井町 ③ 第44回中井町町民文化祭
文化推進の高揚と町民のふれあいを目的として、日ごろの文化活動の成果を
披露するため、一般公募作品及び文化団体連絡協議会会員作品の展示及び
同会員による芸能発表を実施します。

11月3日～4日 中井町農村環境改善センター 中井町 無料
【中井町HP】
http://www.town.nakai.kanaga
wa.jp/

中井町教育委員会
生涯学習課
0465-81-3907

神奈川県 中井町 ①・③
平成30年度中井町短歌・俳句大会、
読書の日のつどい表彰式

短歌・俳句大会及び読書活動推進標語・ポスターコンクールに応募された各部
門の優秀作品を合同で表彰する。

11月3日 中井町農村環境改善センター 中井町 無料
【中井町HP】
http://www.town.nakai.kanaga
wa.jp/

中井町教育委員会
生涯学習課
0465-81-3907

神奈川県 二宮町 ③ 文化祭
文化祭に参加する団体等で構成する実行委員会形式で、町民の日頃の文化
活動の発表の場として、開催する。作品の展示の他、芸能大会、合唱祭を行
います。

10月12日～11月4日 生涯学習センターラディアン 二宮町教育委員会 無料
http://www.town.ninomiya.kan
agawa.jp

二宮町教育委員会
教育部生涯学習課
生涯学習・スポーツ班
0463-72-6912

かながわ教育月間

神奈川県 二宮町 ③ 民俗芸能のつどい
民俗芸能保存会連絡協議会加盟１５団体による成果発表会として開催しま
す。

10月28日 生涯学習センターラディアン
二宮町教育委員会
町民俗芸能保存会連絡協議会

無料
http://www.town.ninomiya.kan
agawa.jp

二宮町教育委員会
教育部生涯学習課
生涯学習・スポーツ班
0463-72-6912

かながわ教育月間

神奈川県 箱根町 ③
明治150年記念「野点」
※雨天時は「茶席」

抹茶の点て方等の体験を通じ、茶の知識と作法の習得など、来園者に楽しん
でいただきます。

10月6日～10月7日 県立恩賜箱根公園
公益財団法人 神奈川県公園協会
株式会社小田急ランドフローラ グループ

無料
http://www.kanagawa-
park.or.jp/onsisite/

県立恩賜箱根公園
0460-83-7484

神奈川県 箱根町 ②③ 相洋高校和太鼓演奏会
和太鼓演奏の練習の成果を発表するとともに来園者に楽しんでいただきま
す。

未定 県立恩賜箱根公園
公益財団法人 神奈川県公園協会
株式会社小田急ランドフローラ グループ

無料
http://www.kanagawa-
park.or.jp/onsisite/

県立恩賜箱根公園
0460-83-7484

・詳細は9月にホームページにてお知
らせします
・箱根関所との共同イベント

神奈川県 箱根町 ③ 管弦楽演奏会 音楽サークルによる管弦楽演奏を来園者に楽しんでいただきます。 未定 県立恩賜箱根公園
公益財団法人 神奈川県公園協会
株式会社小田急ランドフローラ グループ

無料
http://www.kanagawa-
park.or.jp/onsisite/

県立恩賜箱根公園
0460-83-7484

・詳細は9月にホームページにてお知
らせします

神奈川県 箱根町 ①
郷土資料館企画展
「戊辰箱根戦争―小田原藩×遊撃
隊」

1968年の戊辰戦争時、箱根を舞台に起こった遊撃隊と小田原藩との間の戦闘
について紹介します。

10月13日～11月25日 箱根町立郷土資料館 箱根町教育委員会
http://www.town.hakone.kanag
awa.jp

箱根町教育委員会
生涯学習課文化財係
0460-85-7601

神奈川県 箱根町 ① 第57回町民文化祭 作品展示、お手前披露、音楽のつどい。 11月9日～11月11日 箱根町社会教育センター 箱根町教育委員会
http://www.town.hakone.kanag
awa.jp

箱根町社会教育センター
0460-82-2694

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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神奈川県 秦野市 ①、③ 子ども里地里山体験学校！
県民に豊かな恵みと潤いを与え未来に引き継がれる里地里山をめざし、次世
代を担う子どもたちを対象として、農林業の体験や地域特有の知恵や技術を
体験してもらう「子ども里地里山体験学校」を開校します。

11月10日 秦野市寺山地区 神奈川県
http://www.pref.kanagawa.jp/
docs/n8f/cnt/f300562/

神奈川県環境農政局農政部
農地課農地活用グループ
電話045-210-4475

※対象：小・中学生と保護者20組40
人（2人/組。未就学児同伴不可）
※要事前申し込み
※体験内容：蕎麦の刈り取り、竹細
工、蕎麦がき作り体験等

神奈川県 秦野市 ① チューリップ球根植付け隊 来春開花のチューリップ球根植付けを企画。 11月9日～11月11日 県立秦野戸川公園 公益財団法人 神奈川県公園協会 無料
http//www.kanagawa-
park.or.jp/hadanotokawa/

県立秦野戸川公園
0463-87-9020

詳細は10月上旬にホームページにて
お知らせします。

神奈川県 秦野市 ③ 「宮永岳彦　グラフィックデザイン展」
洋画家・宮永岳彦が描いたポスター・表紙画を中心とするグラフィックデザイン
作品を中心に展示します。

5月23日～11月25日 秦野市立宮永岳彦記念美術館 秦野市 有料
秦野市立
宮永岳彦記念美術館
0463-78-9100

神奈川県 秦野市 ③ 「明治１５０年文明開化の浮世絵」
明治１５０年に因み、幕末から明治に至る、歴史画、横浜絵、開化絵、また初
代・２代・３代の広重が描く「永代橋」などの浮世絵を展示します。

9月1日～10月28日
秦野市立図書館はだの浮世絵ギャラ
リー

秦野市 無料
秦野市生涯学習
文化振興課
0463-84-2792

神奈川県 秦野市 ③ 第６３回秦野市文化祭
秦野市文化祭の一環として、新舞踊、古典舞踊、邦楽、茶道などの発表を行
います。

新舞踊10月21日，洋らん展10
月25日～28日，茶席10月28
日，菊花展10月29日～11月3
日，邦楽11月4日，古典舞踊
11月17日，民謡民舞11月18
日

秦野市文化会館（新舞踊、菊花展、邦
楽、古典舞踊、民謡民舞），本町公民館
（洋らん展），保健福祉センター（茶席）

秦野市
秦野市生涯学習
文化振興課
0463-84-2792

神奈川県 秦野市 ③ 丹沢謌山２０１８
自然豊かな丹沢の表玄関である秦野戸川公園で、フォークやロックなどの演
奏をする野外音楽イベントを開催します。

10月20日 県立秦野戸川公園 丹沢謌山実行委員会 無料
丹沢謌山実行委員会事務局
（秦野市生涯学習文化振興課内）
0463-84-2792

神奈川県 秦野市 ① 第３９回おおね公民館まつり
大根公民館利用団体の諸活動の成果を発表する場とするとともに、広く地域
住民との交流や親睦を深めます。

10月20日 秦野市立大根公民館 秦野市生涯学習文化振興課大根公民館 無料
秦野市立大根公民館
0463-77-7421

神奈川県 秦野市 ① 第２６回上公民館まつり
上公民館利用団体の諸活動の成果を発表する場とするとともに、広く地域住
民との交流や親睦を深めます。

10月21日 秦野市立上公民館 秦野市生涯学習文化振興課上公民館 無料
秦野市立上公民館
0463-87-0212

神奈川県 秦野市 ③ 第４８回秦野市展
市民の芸術文化の振興を図るため、美術、写真及び書道の３部門により、日
頃の創作活動の成果を発表展示します。

10月24日～11月18日 秦野市文化会館 秦野市 無料
秦野市生涯学習
文化振興課
0463-84-2792

神奈川県 秦野市 ① 第３７回東公民館まつり
東公民館利用団体の諸活動の成果を発表する場とするとともに、広く地域住
民との交流や親睦を深めます。

10月27日～10月27日 秦野市立東公民館 秦野市生涯学習文化振興課東公民館 無料
秦野市立東公民館
0463-82-3232

神奈川県 秦野市 ③
「開室１周年記念　浮世絵展」（仮
称）

はだの浮世絵ギャラリー開設１周年を記念し、秦野市所蔵の珠玉の浮世絵を
展示します。

11月3日～12月24日
秦野市立図書館
はだの浮世絵ギャラリー

秦野市 無料
秦野市生涯学習
文化振興課
0463-84-2792

神奈川県 秦野市 ③ ソフィア・ジュニア祭 上智大学短期大学部文化祭 10月27日 秦野キャンパス SJ祭実行委員会 無料 http://www.jrc.sophia.ac.jp/ 事務センター
H30年9月下旬
HP公開予定

神奈川県 葉山町 ①④
国立情報学研究所（NII）湘南会議
第8回記念講演会

テーマ：放送映像アーカイブ解析による社会分析～あなたの行動はテレビ放送
に左右されている？～
講師：国立情報学研究所　佐藤　真一　教授
概要：私たちは日々テレビ放送からいろいろな情報を得ています。一方、テレ
ビ放送も私たちに効果的に情報を提供するための様々な工夫をしています。
本講演では、テレビ放送映像の解析により、映像の内容が人間に与える影響
と行動の関係性を明らかにします。

11月3日（土）
湘南国際村センター国際会議場
（葉山町上山口1560-39）

主催：神奈川県/国立情報学研究所/湘
南国際村事業発信強化委員会

無料

湘南国際村について
http://www.pref.kanagawa.jp/
cnt/f5962/
※講演会情報は上記サイトに
9/1以降掲載予定

神奈川県
地域政策課調整グループ
TEL:045-210-3255
FAX:045-210-8837

定員：150名
申込：事前申し込み制　ファックスか
HP（※）で氏名・電話番号を明記し、
10月26日（金）までに県地域政策課
へ（応募多数の場合抽選）
※フォームメールからの申込みは9/1
以降
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神奈川県 葉山町 ①
企画展　アルヴァ・アアルト―もうひ
とつの自然

20世紀フィンランドの建築家アルヴァ・アアルト（1898－1976）の創造の世界と
デザイン感覚を紹介します。約300点の作品や資料を展示します。

9月15日～11月25日 県立近代美術館葉山館 県立近代美術館
http://www.moma.pref.kanaga
wa.jp

046－875－2800

神奈川県 葉山町 ① コレクション展　描かれた「建物」
当館のコレクションから、古今東西の「建物」が登場する絵画や彫刻作品約70
点を展示します。

9月15日～11月25日 県立近代美術館葉山館 県立近代美術館
http://www.moma.pref.kanaga
wa.jp

046－875－2800

神奈川県 葉山町 ① 近代の光―明治の瓦斯燈
絵画の世界に近代的な光として描かれた瓦斯燈の図版を雑誌等で展示しま
す。

9月15日～11月25日 県立近代美術館葉山館 県立近代美術館
http://www.moma.pref.kanaga
wa.jp

046－875－2800

神奈川県 葉山町 ③ 第52回葉山町文化祭 町文化協会所属団体が芸術文化活動の成果を発表します。 10月27日～11月18日 町福祉文化会館 葉山町文化協会 無料
町生涯学習課
046-876-1111

神奈川県 葉山町 ①,③ 第43回逗葉地区青少年音楽祭 逗子葉山の公立中・高校６校の吹奏楽部による演奏会です。 10月21日 町福祉文化会館 葉山町教育委員会・逗子市 無料
町生涯学習課
046-876-1111

神奈川県 葉山町 ③ しおさい公園無料開放日
しおさい公園を無料で開放し、同期間圏内で町所蔵美術展や琴の演奏会も予
定しています。

11月3日 しおさい公園 葉山町教育委員会 無料
しおさい公園
046-876-1140

神奈川県 平塚市 ② 学校へ行こう週間
保護者や地域の方々の学校に対する一層の理解と支援の醸成を図り、開か
れた学校づくりの推進に向けた学校の主体的な取り組みを充実する為に｢学
校へ行こう週間｣を設定します。

10月23日～10月26日 神奈川県立平塚養護学校 神奈川県立平塚養護学校 無料
平塚養護学校ＨＰ：
http://www.hiratsuka-sh.pen-
kanagawa.ed.jp/

0463－58－2495

神奈川県 平塚市 ②,③
わたしたちの絵画展
～ひらつか　ゆめ　まち　みらい～

まちづくり政策部、都市整備部において小・中学生を対象とした３つの絵画コン
クール応募作品を共同展示します。

10月25日～10月28日 平塚市美術館市民アートギャラリー 平塚市 無料

平塚市HPわたしたちの絵画
展
～ひらつか　ゆめ　まち　みら
い～
http://www.city.hiratsuka.kana
gawa.jp/machizukuri/page-
c_02924.html

まちづくり政策課
0463－21－8781

神奈川県 平塚市 ③ 第４２回ひらつか民俗芸能まつり 平塚市内の各地区に古くから伝わる伝統芸能を披露します。 11月23日 平塚市中央公民館 平塚市教育委員会 無料
平塚市教育委員会
社会教育課
0463-35-8124

神奈川県 平塚市 ③ 第６６回平塚市文化祭 平塚市文化連盟に加盟している団体が、日頃の成果の発表を行います。 10月4日～11月18日 平塚市中央公民館等 平塚市教育委員会 無料
http://www.city.hiratsuka.kana
gawa.jp/bunka/page-
c_01333.html

平塚市教育委員会
社会教育課
0463-35-8123

神奈川県 平塚市 ① 第37回公民館フェスティバル
市内の公民館で活動している利用団体が作品展示・芸能・お茶会部門におい
て日ごろの成果を発表します。

【作品展示】11月16日～18日
【芸能】
11月17日,18日
【お茶会】
11月17日または18日

平塚市中央公民館
平塚市教育委員会、
平塚市公民館連絡協議会

無料

平塚市HP
http://www.city.hiratsuka.kana
gawa.jp/gakushu/page-
c_01855.html

平塚市中央公民館
0463－34－2111

神奈川県 平塚市 ③ 小倉遊亀展
本展は、2001年に鎌倉芸術館で開催された追悼展以来、県内の美術館では
17 年ぶりとなる本格的な回顧展で、初期から晩年までの代表作および愛蔵の
陶磁器類や挿絵類など約120点によりその気高い画業の高みを紹介します。

10月6日～11月18日 平塚市美術館 平塚市
http://www.city.hiratsuka.kana
gawa.jp/art-
muse/page14_00112.html

平塚市美術館
0463-35-2111

神奈川県 平塚市 ③ 所蔵品展
本市を中心とした湘南地域にゆかりのある作品の収集成果など日常的に親し
める作品を展示します。

9月15日～11月25日 平塚市美術館 平塚市
http://www.city.hiratsuka.kana
gawa.jp/art-muse/

平塚市美術館
0463-35-2111

神奈川県 平塚市 ③ 平塚祭
神奈川大学湘南ひらつかキャンパスの大学祭です。学生による活動成果発表
のほか、数々のイベントが開催されます。

10月27日,28日 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス 神奈川大学平塚祭実行委員会 無料 http://www.hiratsukasai.com/
神奈川大学
平塚学生課
0463-59-4111
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神奈川県 平塚市 ③ 第64回東海大学建学祭

建学祭とは、11月1日から3日まで東海大学湘南校舎で行われる学園祭のこと
です。
3日間通して300もの企画と模擬店や９万人以上の来場者など、大学の学園祭
としては全国でも屈指の規模を誇ります。また企画や模擬店はそのほとんどが
東海大学の学生の手によって作られており、学生主体ならではの個性的な学
園祭が楽しめます。さらに学生主導での著名人を招いてのコンサートや、2000
発の花火など、3日間すべてお子様から大人まで楽しめます。

11月1日～3日 東海大学湘南校舎
第64回東海大学
湘南学生会建学祭実行委員会

無料
http://kengakusai.shn.u-
tokai.ac.jp/index.html

教学部学生課学生係
/湘南学生会建学祭実行委員会
0463-58-1211（代表）

神奈川県 平塚市 ① 収蔵品展
埋蔵文化財を通して郷土神奈川の歴史と文化への関心を高め、文化財の保
護についての理解を深めてもらうことを目的に、県教委と平塚市教委の所蔵資
料を活用した収蔵品展を開催します。

10月20日～11月18日 平塚市博物館 神奈川県教育委員会・平塚市博物館 無料
http://www.pref.kanagawa.jp/
docs/ar3/cnt/f6656/

県埋蔵文化財センター
電話：045-252-8661
FAX：045-252-8663
〒232-0033
横浜市南区中村町3-191-1

神奈川県 藤沢市 ①,③ かながわトントンまつり
おいしい豚肉を生産する養豚農家と消費者の交流をテーマに開催し、養豚へ
の理解醸成と県内産豚肉の消費拡大を図ります。県内産豚肉やソーセージ等
の豚肉加工品販売や、子豚とふれあえるイベント等も行います。

11月11日 湘南台公園・湘南台公民館
一般社団法人神奈川県養豚協会、一般
社団法人神奈川県畜産会、一般社団法
人神奈川県畜産振興会

一般社団法人
神奈川県養豚協会
046-238-2502

畜産物販売あり

神奈川県 藤沢市 ⑤ 秋のニュースポーツ体験
グラウンドゴルフ、ディスゲッター9、ラインクップ等　老若男女誰でもが楽しめる
ニュースポーツを体験できます。（種目は予定）

11月18日(日) 県立湘南海岸公園 株式会社湘南なぎさパーク 無料
http://www.s-n-
p.jp/shonankaigan_park/surfvill
age/

湘南海岸公園指定管理者
湘南なぎさパーク
0466-34-9912

ホームページ、チラシ掲示等でお知ら
せ。

神奈川県 藤沢市 ③

藤沢市民オペラ芸術監督　園田隆
一郎2018-2020シーズン
藤原歌劇団招聘公演G.ヴェルディ歌
劇「椿姫」

藤沢市民オペラ2018-2020シーズンの幕開け公演として、藤原歌劇団制作の
「椿姫」を招聘する。

10月14日 藤沢市民会館大ホール
（公財）藤沢市みらい創造財団芸術文化
事業課

（公財）藤沢市みらい創造財団
ＨＰ
　http://www.f-mirai.jp

藤沢市みらい創造財団
芸術文化事業課
0466-23-2415

チケット料金
S席：8,500円
A席：6,500円
B席：4,500円
（全席指定・税込）

神奈川県 藤沢市 ③ 第39回藤沢市芸術文化展 藤沢市内の美術・書道・写真・華道５団体の作品発表 10月16日～10月21日 藤沢市民ギャラリー 藤沢市文化団体連合会 無料
藤沢市民ギャラリー
0466-26-5133

藤沢市文化団体連合会主催
（公財）藤沢市みらい創造財団共催

神奈川県 藤沢市 ③ 湘南地区高等学校演劇連盟発表会 高校の演劇部の発表会 10月28日、11月4日
藤沢市湘南台文化センター市民シア
ター

神奈川県湘南地区高等学校演劇連盟 無料
藤沢市湘南台文化センター
市民シアター

神奈川県 藤沢市 ① 湘南工科大学市民公開講座
「IoTで未来の社会を切り拓く」をテーマに、湘南工科大学工学部電気電子工学
科の教員が講師として全４回の講座を行います。

10月6日、13日
10月20日、27日

湘南工科大学 湘南工科大学 無料
http://www.shonan-
it.ac.jp/public/

0466-30-0274
教務課生涯学習係

神奈川県 藤沢市 ③ 湘南工科大学　第54回松稜祭
学生が企画する趣向を凝らした模擬店をはじめ、フリーマーケットやイベントな
ど、さまざまな催しのある学園祭です。

11月3日
11月4日

湘南工科大学 湘南工科大学松稜祭実行委員会 無料
http://shoryosai.shonan-
it.ac.jp/

0466-30-0278
学生課

神奈川県 藤沢市 ②③ SGS Festa

多摩大学 湘南キャンパスの学園祭です。
以下のイベントを主に予定しております。
■地域活動団体等による模擬店・各種イベント
■研究成果の発表・展示
■1年生英語クラスによる出店

11月3～4日 多摩大学湘南キャンパス
多摩大学
学園祭実行委員

学生課
0466-21-7722

神奈川県 松田町 ③ 松田町文化祭
町内在住、在勤者の団体、個人並びに町内社会教育施設で活動している団
体、個人が、舞台・展示・実演・体験各部門に分かれて、各種団体及び町民・
一般を対象に日ごろの成果を発表します。

10月27日～28日 松田町民文化センター・町立公民館 松田町教育委員会 無料
松田町教育委員会
教育課生涯学習係
0465-83-7201

神奈川県 松田町 ① 家読（うちどく）の日
毎月第１日曜日に青空広場に「リサイクル本コーナー」を設置し、青空の下で
家族揃って、のんびりと読書を楽しむ。

11月4日 松田町民文化センター 松田町教育委員会 無料
松田町教育委員会
教育課生涯学習係
0465-83-7201

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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神奈川県 松田町 ①
町民大学　第3回
「カニの世界と神奈川県」

社会教育の一環として「町民大学」を計5回開催し、第3回は「自然や生き物」を
テーマに講演会を実施します。

11月10日 町立公民館 松田町教育委員会 無料
松田町教育委員会
教育課生涯学習係
0465-83-7201

神奈川県 松田町 ①
文化財ウォーク
「歩いてみよう松田の歴史」

文化財保護委員が講師となり、矢倉沢往還「河内・沢尻コース」を中心に
ウォーキングします。

11月17日 町内 松田町教育委員会 無料
松田町教育委員会
教育課生涯学習係
0465-83-7201

神奈川県 真鶴町 ① 移動科学教室（真鶴） 県内各地にて科学体験を行う講座です。実験ショーや科学工作を行います。 11月18日 真鶴町公民館 神奈川県 無料 http://kanagawa-yc.jp/
神奈川県立青少年センター
科学部科学支援課
TEL : 045-263-4470

問合せ先の電話番号は変更の予定
あり。

神奈川県 真鶴町 ①、③ 真鶴町町民音楽祭
町の音楽サークルによる演奏や小学児童による合唱などの公演が行なわれ、
町民の文化・芸術振興を図ります。

10月27日 真鶴町民センター 真鶴町教育委員会 無料
真鶴町教育委員会
教育課　生涯学習係
0465－68‐1131

神奈川県 真鶴町 ③ 真鶴町民文化祭
町の文化サークルにより作品の展示や公演などが行なわれ、町民の文化・芸
術振興を図ります。

10月30日～11月4日 真鶴町民センター及び情報センター 真鶴町教育委員会 無料
真鶴町教育委員会
教育課　生涯学習係
0465－68‐1131

神奈川県 真鶴町 ①、③ くすのきゼミ
町民を対象に自然散策を行ない、郷土の自然について学びます。今年度の
テーマは現在未定となっております。

10月または11月 町内 真鶴町教育委員会 無料
真鶴町教育委員会
教育課　生涯学習係
0465－68‐1131

神奈川県 真鶴町 ① 成人学級
町内在住者を対象とし、生涯学習に係る講座を実施する予定です。内容は現
在未定となっております。

10月または11月 町内 真鶴町教育委員会 無料
真鶴町教育委員会
教育課　生涯学習係
0465－68‐1131

神奈川県 三浦市 ① ふれあいフェスタ
各種模擬店、地産品販売、アウトドアクッキング、昔遊び、チャリティーバザー、
フリーマーケット、などを行います

10月28日 三浦ＹＭＣＡグローバル・エコ・ヴィレッジ 公益財団法人横浜ＹＭＣＡ 無料

【三浦ＹＭＣAグローバル・エ
コ・ヴィレッジ】
http://www.yokohamaymca.or
g/fureai/

三浦ＹＭＣＡグローバル・
エコ・ヴィレッジ
046-888-2100

神奈川県 三浦市 ① 移動科学教室（三浦） 県内各地にて科学体験を行う講座です。実験ショーや科学工作を行います。 11月11日 南下浦市民センター 神奈川県 無料 http://kanagawa-yc.jp/
神奈川県立青少年センター
科学部科学支援課
TEL : 045-263-4470

問合せ先の電話番号は変更の予定
あり。

神奈川県 南足柄市 ① 自然観察会 落ち葉や木の実の種類から樹種を調べたりします。 11月4日 神奈川県立足柄ふれあいの村 （株）アグサ・関東学院グループ 無料
【足柄ふれあいの村ＨＰ】
http://www.ashigara-
fureai.com/

神奈川県立
足柄ふれあいの村
0465-72-2010

神奈川県 南足柄市 ① 森の大地祭
地場産野菜直売、各種模擬店、アウトドア体験コーナー、フリーマーケット、楽
器演奏などを行います。

11月18日 神奈川県立足柄ふれあいの村 （株）アグサ・関東学院グループ 無料
【足柄ふれあいの村ＨＰ】
http://www.ashigara-
fureai.com/

神奈川県立
足柄ふれあいの村
0465-72-2010

神奈川県 南足柄市 ① カンガルー・コアラ学級
2～4歳の子どもを持つ保護者を対象に家庭教育について学習する機会を提
供するとともに保護者、子ども同士の交流、仲間づくりを促進することを目的と
する講座を開催します。

10月17日
10月28日

南足柄市中部公民館　1階講堂
南足柄市岡本コミュニティセンター

南足柄市生涯学習課生涯学習班 300円

南足柄市ＨＰ
http://www.city.minamiashigar
a.kanagawa.jp/kurashi/kosodat
e/ikusei/kangaru-gakkyu.html

南足柄市生涯学習課
0465-73-8036

南足柄市ＨＰ、市広報誌9月1日号掲
載予定。

神奈川県 南足柄市 ① タッチケア講習会
2～5か月の赤ちゃんとその母親を対象として、親としてのあり方や子どもとの
接し方、親子の絆を深めるコミュニケーション法を学ぶ講座を開催します。

11月6日
11月15日

南足柄市中部公民館　1階和室 南足柄市生涯学習課生涯学習班 100円

南足柄市ＨＰ
http://www.city.minamiashigar
a.kanagawa.jp/newsTopics/tou
chcare.html

南足柄市生涯学習課
0465-73-8036

南足柄市ＨＰ、市広報誌10月1日号
掲載予定。

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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神奈川県 南足柄市 ① 子育て練習講座
3～12歳の子どもを持つ保護者を対象とし、ペアレントトレーニングを基に子ど
もとの接し方のコツや保護者同士の交流により、子育てのストレスを軽減する
方法を学ぶ講座です。

11月17日 南足柄市中部公民館　2階視聴覚室 南足柄市生涯学習課生涯学習班 無料

南足柄市ＨＰ
http://www.city.minamiashigar
a.kanagawa.jp/kurashi/kosodat
e/ikusei/p04629.html

南足柄市生涯学習課
0465-73-8036

南足柄市ＨＰ、市広報誌10月1日号
掲載予定。

神奈川県 南足柄市 ① 暮らしの中の香りを知る講座

市内企業である豊玉香料株式会社と連携を図り、暮らしの中で人の感覚を刺
激し、人を癒したり楽しませたりすることのできる香料の種類や活用方法、魅
力について知るとともに、様々な体験を通して香りを生活の中に上手く役立
て、暮らしを豊かにする方法を学ぶ。また、市内企業の歴史や事業について知
ることで市内企業について理解を深める。

11月16日 豊玉香料株式会社　図書室 南足柄市生涯学習課生涯学習班 無料
南足柄市生涯学習課
0465-73-8037

南足柄市ＨＰ、市広報誌10月1日号
掲載予定。

神奈川県 南足柄市 ① 親子で楽しむ絵本講座
これから親になる方、子育て中の保護者の方を対象に絵本を取り入れた子育
て方法などについての講座を開催します。親子一緒に講座を受講していただ
きます。先着２０人（市内外問わず）。

10月14日 南足柄市立図書館　３階　視聴覚室 南足柄市生涯学習課図書館 無料
南足柄市立図書館ＨＰ
http://lib.ed-
minamiashigara.jp/

南足柄市立図書館
0465-73-1251

図書館HP、市広報誌9月1日号掲載
予定。

神奈川県 南足柄市 ① 第１６回大人におくるおはなし会
おはなしボランティア「青い鳥」と市の共催で、高校生以上の大人を対象に素
話などを中心にしたおはなし会を開催します。

10月22日 南足柄市女性センター研修室１・２ 南足柄市生涯学習課図書館 無料
南足柄市立図書館ＨＰ
http://lib.ed-
minamiashigara.jp/

南足柄市立図書館
0465-73-1251

図書館HP、市広報誌10月1日号掲載
予定。

神奈川県 南足柄市 ①
第８回VIVA！みんなあつまれ！！と
しょかんまつり

おはなし会やワークショップなどの催し物や展示をより多くの市民に図書館に
親しんでもらうことを目的としてとしょかんまつりを開催します。

11月25日 南足柄市立図書館 南足柄市生涯学習課図書館 無料
南足柄市立図書館ＨＰ
http://lib.ed-
minamiashigara.jp/

南足柄市立図書館
0465-73-1251

図書館HP、市広報誌11月1日号掲載
予定

神奈川県 山北町 ① やまぶき学級
講演会や視察研修など、どなたでも参加できる生涯学習として、「健康で明るく
生きがいを持って社会を生きること」を目的に開催します。

10月5日、12日、19日、26日、
11月1日、9日

山北町立生涯学習センター
山北町社会福祉協議会、
山北町福祉課、
教育委員会生涯学習課

山北町社会福祉協議会
☎0465‐75‐1294

神奈川県 山北町 ③ やまきた町民文化祭 文化・芸術活動の成果を発表する場と芸術鑑賞の機会を提供します。 11月2日～4日、11日 山北町立生涯学習センター 山北町文化団体連絡協議会 無料
山北町生涯学習センター
☎0465‐75‐3131

神奈川県 山北町 ① 鉄道遺産めぐりツアー
庁内に残るＪＲ御殿場線複線時代のトンネル跡や橋の跡などの鉄道遺産を巡
ります。

10月14日 山北鉄道公園 町教育委員会 無料
山北町教育委員会
生涯学習課
☎0465－75－3649

神奈川県 山北町 ① おはなし会 ボランティアによる絵本や紙芝居などの読み聞かせを行います。 10月20日、11月17日 山北町立生涯学習センター 町教育委員会 無料
生涯学習センター
☎0465‐75‐3131

神奈川県 山北町 ①
読書週間関連行事
「読書スタンプを集めよう！」

読書活動推進を目的にポイントカードによるプレゼント交換を実施します。 10月13日～11月17日 山北町立生涯学習センター 町教育委員会 無料
生涯学習センター
☎0465‐75‐3131

神奈川県 大和市 ③
「A O SHOW～The　Ｍｉｓｔ」世界発信
プロジェクト

ベトナムの美しい農村や都市で暮らす人々の生活文化をコミカルに表現した
新しいサーカス「A O SHOW」を上演します。 11月17日 大和市芸術文化ホール

やまと芸術文化ホール、神奈川県、神奈
川芸術文化財団

http://www.pref.kanagawa.jp/
docs/yi4/cnt/f530483/p1225
248.html

文化課マグカル推進グループ
市川
電話　045‐210‐3806

神奈川県 大和市 ③ 第６６回大和市文化祭一般公募展 市民から募集した「絵画」、「書」、「写真」の作品を展示ます。 10月10日～11月3日
大和市文化創造拠点シリウス
ギャラリー

大和市 無料
http://www.city.yamato.lg.jp/w
eb/shakai/bunkasai.html

大和市文化振興課
046(260)5222

神奈川県 大和市 ③ やまとコミュニティ音楽館
市民にとって身近な施設であるコミュニティセンターを会場としたミニコンサート
です。クラシックだけでなく、童謡や歌謡曲等を織り交ぜた楽しい音楽会です。

10月20日
コミュニティセンター
緑野会館

大和市 無料
http://www.city.yamato.lg.jp/w
eb/shakai/ongakukani.html

大和市文化振興課
046(260)5222

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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神奈川県 大和市 ①
つる舞の里歴史資料館企画展
「維新・明治150年企画展　激動の幕
末・維新期を庶民はどう生きたか」

幕末～明治初期の世相の変化について、古写真や大和市域に残された文書
から紹介します。また神社に奉納された武道絵馬や剣術の稽古帳等を通し
て、当時流行した天然理心流や北辰一刀流などの剣術について紹介します。

10月23日～12月9日 大和市つる舞の里歴史資料館 大和市教育委員会 無料
http://www.city.yamato.lg.jp/w
eb/shakai/turumai.html

大和市つる舞の里歴史資料館
046(278)3633

神奈川県 大和市 ③ やまと世界料理の屋台村
気軽に外国人市民の母国料理や音楽、舞踊などに触れることができるイベン
トを開催します。「一日限りの世界の料理の屋台村」をお楽しみください。

10月28日
大和駅東側
プロムナード

大和市 無料
http://www.yamato-
kokusai.or.jp/menu/yatai/yatai
.html

大和市国際化協会
046(265)6051

神奈川県 大和市 ③ やまとコミュニティ音楽館
市民にとって身近な施設であるコミュニティセンターを会場としたミニコンサート
です。クラシックだけでなく、童謡や歌謡曲等を織り交ぜた楽しい音楽会です。

11月10日
コミュニティセンター
深見南会館

大和市 無料
http://www.city.yamato.lg.jp/w
eb/shakai/ongakukani.html

大和市文化振興課
046(260)5222

神奈川県 大和市 ③ 第９回渋谷よさこい
華やかな衣装を身にまとい、ステージでの「定点踊り」や、全長170ｍを超える
「流し踊り」のほか、最後には圧巻の「総踊り」を披露します。

11月11日 高座渋谷駅周辺
渋谷よさこい
実行委員会

無料
http://www.city.yamato.lg.jp/w
eb/event/yosakoi.html

大和市イベント観光課
046(260)5167

神奈川県 大和市 ③
第１０回やまとげんきっこアートフェ
スティバル

大和市内の認可保育所や障がい児通園施設に通う児童（年長児）の作品を展
示します。

11月15日～11月17日
大和市文化創造拠点シリウス
ギャラリー

大和市 無料
http://www.city.yamato.lg.jp/w
eb/katei/index.html

大和市ほいく課
046(260)5672

神奈川県 大和市 ③ やまとコミュニティ音楽館
市民にとって身近な施設であるコミュニティセンターを会場としたミニコンサート
です。クラシックだけでなく、童謡や歌謡曲等を織り交ぜた楽しい音楽会です。

11月18日
コミュニティセンター
柳橋会館

大和市 無料
http://www.city.yamato.lg.jp/w
eb/shakai/ongakukani.html

大和市文化振興課
046(260)5222

神奈川県 大和市 ③
第１７回大和市民芸術祭
（展示の部）

市内で活動する絵画、華道、書道、俳句の芸術団体に加え、大和市文化芸術
顕彰受賞者などが参加する展示会です。会場では日替わりでワークショップを
開催します。

11月21日～11月23日
大和市文化創造拠点シリウス
ギャラリー

大和市 無料
http://www.city.yamato.lg.jp/w
eb/shakai/geijutusai.html

大和市文化振興課
046(260)5222

神奈川県 大和市 ③
第１７回大和市民芸術祭
（舞台の部）

阿波踊りをはじめ、サックスや和太鼓、ダンスなど一度に様々なジャンルの舞
台を鑑賞できる豪華な祭典です。

11月23日
大和市文化創造拠点シリウス
メインホール

大和市 無料
http://www.city.yamato.lg.jp/w
eb/shakai/geijutusai.html

大和市文化振興課
046(260)5222

神奈川県 湯河原町 ③ 湯河原町音楽会（サークルの部）
湯河原町に音楽を広め、音楽会を通して町民の文化の向上とふれあいを図る
ことを目的として開催し、サークル活動を中心としてアマチュアの団体等が参
加します。

11月3日 湯河原観光会館
湯河原町音楽会実行委員会、
湯河原町教育委員会

無料
http://www.town.yugawara.kan
akawa.jp/kyoiku/

湯河原町教育委員会
0465-62-1125

神奈川県 湯河原町 ③ 文化祭
町内文化団体を中心に、文化活動、成果発表の場として開催し、文化水準の
向上を図ります。

10月～11月
湯河原町立図書館、湯河原観光会館、
町内地域開館

湯河原町教育委員会、
湯河原町文化祭実行委員会

無料
http://www.town.yugawara.kan
akawa.jp/kyoiku/

湯河原町教育委員会
0465-62-1125

神奈川県 湯河原町 ③
町立湯河原美術館展特別展「時代
の希求―安井曾太郎と同時代の画
家たち」

地域にゆかりのある作家に関連した展覧会を開催することにより、地域文化の
紹介と文化芸術の普及振興に寄与します。

10月４日～11月26日 町立湯河原美術館 湯河原町教育委員会
http://www.town.yugawara.kan
akawa.jp/kyoiku/museum/

町立湯河原美術館
0465-63-7788

神奈川県 湯河原町 ③
平松礼二館企画展「月と花の饗宴」
開催及びアトリエ公開

現代日本画家・平松礼二の作品を企画展示。館内に設けたアトリエも公開し、
文化芸術の普及と振興に寄与します。

10月４日～11月26日 町立湯河原美術館 湯河原町教育委員会
http://www.town.yugawara.kan
akawa.jp/kyoiku/museum/

町立湯河原美術館
0465-63-7788

神奈川県 湯河原町 ① 土よう日のおはなし会 図書館職員とボランティアによる絵本や紙芝居の読み聞かせとわらべうた。 10月20日 湯河原町立図書館 湯河原町教育委員会 無料
http://www.town.yugawara.kan
awa.jp/kyoiku/library

湯河原町立図書館
0465-63-4155

神奈川県 湯河原町 ① 朗読ボランティア「谺」　　発表会 朗読ボランティアによる文芸作品の朗読 10月30日 湯河原町立図書館 湯河原町教育委員会 無料
http://www.town.yugawara.kan
awa.jp/kyoiku/library

湯河原町立図書館
0465-63-4156

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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神奈川県 湯河原町 ① 金よう日のおはなし会 図書館職員とボランティアによる絵本の読み聞かせとわらべうた 11月9日 湯河原町立図書館 湯河原町教育委員会 無料
http://www.town.yugawara.kan
awa.jp/kyoiku/library

湯河原町立図書館
0465-63-4155

神奈川県 湯河原町 ③ 湯河原町音楽会（プロの部）
湯河原町に音楽を広め、音楽会を通して町民の文化の向上とふれあいを図る
ことを目的として開催し、プロの音楽家による良質な音楽を提供します。

11月11日 湯河原観光会館
湯河原町音楽会実行委員会、
湯河原町教育委員会

http://www.town.yugawara.kan
akawa.jp/kyoiku/

湯河原町教育委員会
0465-62-1125

神奈川県 横須賀市 ③
「A O SHOW～The　Ｍｉｓｔ」世界発信
プロジェクト

ベトナムの美しい農村や都市で暮らす人々の生活文化をコミカルに表現した
新しいサーカス「A O SHOW」を上演します。

11月10日 よこすか芸術劇場
横須賀芸術文化財団、神奈川県、神奈
川芸術文化財団

http://www.pref.kanagawa.jp/
docs/yi4/cnt/f530483/p1225
248.html

文化課マグカル推進グループ
市川
電話　045‐210‐3806

神奈川県 横須賀市 ①
かながわで考える省エネ住宅・エネ
ルギーのこれから

創エネと省エネで住宅の年間のエネルギー消費量が正味でゼロとなる住宅
［ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）］や住宅の省エネ改修についての展
示、スタンプラリーなどを通して、ZEHを体験できるイベントを開催します。

10月20日 ハウジングプラザ横須賀 神奈川県 無料
http://www.pref.kanagawa.jp/
docs/e3g/zeh-fukyu.html

神奈川県エネルギー課
太陽光発電グループ
045-210-4115

神奈川県 横須賀市 ② 学校へ行こう週間 授業見学を実施し、本校の教育内容を紹介します。 10月16日～23日,25日,26日
神奈川県立
武山養護学校

神奈川県 無料
武山養護学校HP：
http:www.takeyama-sh.pen-
kanagawa.ed.jp

武山養護学校
支援部
046-856-9687

詳細はホームぺージにてお伝えしま
す。

神奈川県 横須賀市 ③ 観音崎フェスタ
歴史、文化、そして海と緑の自然環境に恵まれ、横須賀美術館、観音埼灯台、
観音崎自然博物館などに象徴される豊かな観光資源を持つ観音崎を広く県民
に紹介します。

11月3日(土) 県立観音崎公園 観音崎公園パートナーズ 無料
http://www.kanagawaparks.co
m/kannon/

県立観音崎公園
パークセンター
046-843-8316

神奈川県 横須賀市 ①、③ 千代ヶ崎砲台跡見学会 史跡内のガイドツアー 11月10日、11日 千代ヶ崎砲台跡 横須賀市教育委員会 無料
生涯学習課
046-822-8484

神奈川県 横須賀市 ①、③ 民俗芸のミニイベント 市内に伝わる民俗芸能の披露 11月18日 横須賀市文化会館 保存会・横須賀市教育委員会 無料
生涯学習課
046-822-8484

神奈川県 横須賀市 ① 歴史からみる人権講座
市民を対象とした人権教育啓発のための講座
テーマ「平安時代の女性たち～歴史の中でどのように生きてきたか」

10月29日、11月5日、12 日 横須賀市生涯学習センター 横須賀市教育委員会 無料
生涯学習課
046-822-8483

事前申込（9月12～）、各回先着40名

神奈川県 横須賀市 ①、③ 文化財速報展 発掘調査等速報パネル展示 10月29日～11月2日 横須賀市役所 横須賀市教育委員会 無料
生涯学習課
046-822-8484

神奈川県 横須賀市 ①、② 三浦半島の自然誌
事前申込制。三浦半島の身近な自然を，地球科学，昆虫，植物，魚類につい
ての講義をとおして学習します。

11/8～12/13 横須賀市自然・人文博物館 横須賀市教育委員会 無料
http://www.museumu.yokosuk
a.kanagawa.jp

博物館運営課
046-824-3688

往復はがきで申込み
平成30年10月25日

神奈川県 横須賀市 ①、② 三浦半島の都市建築史
事前申込制。幕末から昭和における横須賀・三浦半島の近代化と都市化の過
程について，室内での解説と歴史的建造物の見学を通して学びます。

11/9～11/30 横須賀市自然・人文博物館、野外 横須賀市教育委員会
http://www.museumu.yokosuk
a.kanagawa.jp

博物館運営課
046-824-3688

往復はがきで申込み
平成30年10月26日

神奈川県 横須賀市 ①、② 天神島の地層
事前申込制。天神島の地層を観察します。火山豆石、上下が逆転した地層、
断層などが見どころです。

10月28日 横須賀市自然・人文博物館、野外 横須賀市教育委員会
http://www.museumu.yokosuk
a.kanagawa.jp

博物館運営課
046-824-3688

往復はがきで申込み
平成30年10月13日

神奈川県 横須賀市 ①、② 天神島ガイドツアー
申込不要。天神島臨海自然教育園内の動植物や景観などの見どころを紹介し
ます。

10月28日 天神島臨海自然教育園 横須賀市教育委員会
http://www.museumu.yokosuk
a.kanagawa.jp

博物館運営課
046-824-3688

当日先着20人

神奈川県 横須賀市 ①、②
特別展示「探検！スズメバチと身近
な昆虫の世界」展示解説

申込不要。特別展示「探検！スズメバチと身近な昆虫の世界」について，わか
りやすく解説します。

10月28日 横須賀市自然・人文博物館 横須賀市教育委員会 無料
http://www.museumu.yokosuk
a.kanagawa.jp

博物館運営課
046-824-3688

入場自由

神奈川県 横須賀市 ①、② よこすかの歴史最前線
申込不要。三浦半島を中心とした様々な研究発表の「機会」として，また市民
の地域の新しい研究成果を学習する「場」として，『よこすかの歴史最前線』（歴
史・考古・民俗）を開催します。

11月3日 横須賀市自然・人文博物館 横須賀市教育委員会 無料
http://www.museumu.yokosuk
a.kanagawa.jp

博物館運営課
046-824-3688

先着100人

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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神奈川県 横須賀市 ①、②
国指定重要有形民俗文化財「三浦
半島の漁撈用具公開」展示解説

申込不要。国指定重要有形民俗文化財「三浦半島の漁撈用具」収蔵庫の公開
にあわせ，解説を行います。

11月4日 横須賀市自然・人文博物館 横須賀市教育委員会 無料
http://www.museumu.yokosuk
a.kanagawa.jp

博物館運営課
046-824-3688

入場自由

神奈川県 横須賀市 ①、② つくって学ぶ！しだ・こけテラリウム
事前申込制。馬堀自然教育園のシダやコケを観察し、名前や特徴を学びなが
ら自宅に飾れるテラリウム（ガラス容器などで生物を育てること）を作りましょ
う。

11月10日 横須賀市自然・人文博物館、野外 横須賀市教育委員会
http://www.museumu.yokosuk
a.kanagawa.jp

博物館運営課
046-824-3688

往復はがきで申込み
平成30年10月27日

神奈川県 横須賀市 ①、②
国指定重要有形民俗文化財「三浦
半島の漁撈用具公開」

申込不要。館内には収まりきらないほどの大形の木造船，竹で編んだ巨大な
生け簀，タコ・イカ・マグロなど様々な種類の釣り針など，2603点を期間限定で
公開します。11月4日（日）13:30～14:30に解説を行います。

11/1～4日 横須賀市自然・人文博物館 横須賀市教育委員会 無料
http://www.museumu.yokosuk
a.kanagawa.jp

博物館運営課
046-824-3688

入場自由

神奈川県 横須賀市 ①、② 自然館ミュージアムトーク 申込不要。博物館の学芸員が自然館の展示を解説します。 11/3～11/4 横須賀市自然・人文博物館 横須賀市教育委員会 無料
http://www.museumu.yokosuk
a.kanagawa.jp

博物館運営課
046-824-3688

入場自由

神奈川県 横須賀市 ③ 横須賀美術館無料観覧日 企画展及び所蔵品展・谷内六郎館を無料でご覧いただけます。 11月3日 横須賀美術館 横須賀市教育委員会 無料 http://www.yokosuka-moa.jp/
横須賀美術館
046-845-1211

神奈川県 神奈川県 ①、③
読書の秋×音楽の秋
～落ち葉の季節の演奏会～

アンサンブル演奏家によるコンサート 10月27日
中央図書館
視聴覚ホール

横須賀市教育委員会 無料 https://www.yokosuka-lib.jp/
中央図書館
046-822-2202

神奈川県 神奈川県 ①、③ 企画展示「この本、おもしろい」 今年出版された本の中からおすすめの本の紹介 10月16日～11月30日 児童図書館 横須賀市教育委員会 無料 https://www.yokosuka-lib.jp/
児童図書館
046-825-4417

神奈川県 横須賀市 ①、③
読書週間関連行事「企画展示『ぼく
たち、わたしたちはこんな本がおもし
ろい』」

司書過程を受講している大学生が読んで面白いと感じた図書の展示を行いま
す

10月23日～11月18日 北図書館 横須賀市教育委員会 無料 https://www.yokosuka-lib.jp/
北図書館
046-866-0516

神奈川県 横須賀市 ①、③
読書週間関連行事「企画展示『大学
生が中高生にすすめる本』」

大学生が中高生にすすめる本のＰＯＰ（広告）を図書とあわせて展示 10月27日～11月9日 南図書館 横須賀市  　教育委員会 無料 https://www.yokosuka-lib.jp/
南図書館
046-836-0718

神奈川県 横須賀市 ①
第36回大津コミュニティセンター友の
会文化祭

活動サークルの展示や発表会、体験学習を行います。 11月10日～11日 大津コミュニティセンター 大津コミセン友の会 無料
大津コミュニティセンター
046-835-2872

神奈川県 横須賀市 ① テーブル人形劇「３びきのこぶた」他
地域の子どもたちにプロの人形劇団が演じる人形劇を鑑賞する場を提供し、
子どもたちの独創性や健全な心の育成に寄与することを目的として開催しま
す。

10月20日
衣笠コミュニティ
センター

横須賀市 無料
衣笠コミュニティ
センター
046-852-3596

神奈川県 横須賀市 ③
第38回衣笠コミュニティセンター
友の会文化祭

衣笠コミュニティセンターで活動しているサークルの作品展示や発表会が開催
されます。

10月26日～28日
衣笠コミュニティ
センター

横須賀市
衣笠コミュニティ
センター
046-852-3596

神奈川県 横須賀市 ③
第41回久里浜コミュニティセンターの
つどい

活動サークル並びに近隣学校の展示や発表会を行います。 11月3日～4日 久里浜コミュニティセンター
久里浜コミュニティセンター友の会連絡
協議会・横須賀市

https://www.city.yokosuka.kan
agawa.jp/2492/komisen/index.
html

久里浜コミュニティセンター
046-834-1471

神奈川県 横須賀市 ① 生涯現役講座「熟年セミナー」 毎日を楽しく暮らすための講座を複数内容で開催する。（全10回）
10月２，９，15，23，30日，11
月６，13，20，27日，12月４日

西コミュニティセンター他 西コミュニティセンター
西コミュニティセンター
046-857-0896

神奈川県 横須賀市 ① おはなしなあに？
絵本や紙芝居の読み聞かせ、手遊び歌など未就学児とその保護者を対象とす
る講座を開催する。

11月9日 西コミュニティセンター 西コミュニティセンター 無料
西コミュニティセンター
046-857-0896

神奈川県 横須賀市 ①、③ 横須賀開国史研究会シンポジウム 小栗上野介没後150年をテーマに、基調講演とシンポジウムを開催する。 11月10日 横須賀市文化会館 横須賀開国史研究会 無料
横須賀市文化振興課
046-822-8116

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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神奈川県

横須賀市
平塚市
鎌倉市
藤沢市
小田原市
茅ヶ崎市
逗子市
三浦市
葉山町
大磯町
二宮町
箱根町
湯河原町
横浜市

③ 湘南邸園文化祭2018
相模湾沿岸地域一帯の邸宅・庭園や歴史的建造物を利活用した音楽鑑賞や
街歩きツアーなど、65の文化的催しを開催します。

9月12日～12月16日 14市町内各会場 34の地域団体
http://shonan-teien-
festival.org/

神奈川県 横浜市 ①
「新横浜公園　四季折々のいきもの
観察会」第4回 外来種とどうつきあう
か

「新横浜公園にはどんな外来種がいるの？」「外来種ってそもそも何？」写真や
スライドを使って説明します。

10月14日(日)14:00～16:00 新横浜公園 公益財団法人横浜市体育協会 無料
https://www.nissan-
stadium.jp/shinyoko-
park/kansatukai/index.php

新横浜公園（日産スタジアム）
045-477-5008

神奈川県 横浜市 ① メドウガーデンクラブ活動日 「人と自然のために『野草の咲く草原』花壇（メドウガーデン）緑化活動 10月24日（水） 新横浜公園 公益財団法人横浜市体育協会 無料

https://www.nissan-
stadium.jp/shinyoko-
park/meadow_garden/index.ph
p#m6

新横浜公園（日産スタジアム）
045-477-5008

神奈川県 横浜市 ① ピクニックパーク
草地広場で家族・お友達同士でピクニックを楽しみながら、公園全体を使った
イベント。

10月 新横浜公園 公益財団法人横浜市体育協会 無料
新横浜公園（日産スタジアム）
045-477-5008

神奈川県 横浜市 ① ワールドカップスタジアムツアー
2002FIFAワールドカップ™の感動をもう一度！！選手になった気分をリアルに
体験できるガイド付きツアーです。

10月、11月 日産スタジアム 公益財団法人横浜市体育協会
https://www.nissan-
stadium.jp/tour/index.php

新横浜公園（日産スタジアム）
045-477-5008

神奈川県 横浜市 ③
神奈川県民ホール･オペラ･シリーズ
2018グランドオペラ共同制作
ヴェルディ作曲オペラ『アイーダ』

毎回極上の舞台をお贈りしている神奈川県民ホール・オペラ・シリーズ。指揮
にアンドレア・バッティストーニを迎え不朽の名作『アイーダ』を新制作で上演し
ます。

10月20日、21日 神奈川県民ホール 公益財団法人神奈川芸術文化財団
http://www.kanagawa-
kenminhall.com/

045-633-3762

神奈川県 横浜市 ③
オルガン・プロムナード･コンサート
VOL365

毎月1回金曜の昼休みにお届けする約30分間のオルガンコンサートです。10
月はゲストに尺八奏者を迎えたスペシャルバージョン。終演後にはオルガン見
学も実施します。

10月26日 神奈川県民ホール 公益財団法人神奈川芸術文化財団
http://www.kanagawa-
kenminhall.com/

045-633-3762

神奈川県 横浜市 ③
KAAT DANCE SERIES 2018
『Is it worth to save us?』

近年フランスでカンパニーを立ち上げ精力的に活動するダンサー伊藤郁女と、
ダンサー・俳優の枠を超えて多岐に活躍する森山未来、ダンス界注目の二人
による初クリエーションです。

10月31日～11月4日 KAAT神奈川芸術劇場 公益財団法人神奈川芸術文化財団 http://www.kaat.jp/ 045-633-6500

神奈川県 横浜市 ③
KAAT神奈川芸術劇場プロデュース
『セールスマンの死』

アメリカ現代演劇の旗手アーサー・ミラーの代表作を、長塚圭史演出、風間杜
夫・片平なぎさら個性豊かな実力派キャストで上演いたします。

11月3日～18日 KAAT神奈川芸術劇場 公益財団法人神奈川芸術文化財団 http://www.kaat.jp/ 045-633-6500

神奈川県 横浜市 ③
上野水香プロデュースバレエ
Jewels from MIZUKA Ⅱ

神奈川出身のプリマバレリーナである上野水香を迎え、キャスティング、プログ
ラミング、構成等を自身がプロデュースします。古典バレエの名作からコンテン
ポラリー作品までを組みあわせたプログラムです。

11月17日 神奈川県民ホール 公益財団法人神奈川芸術文化財団
http://www.kanagawa-
kenminhall.com/

045-633-3762

神奈川県 横浜市 ③
Lost Memory Theatre
＜The Concert＞

『あの音が劇場に帰ってくる』パリを拠点に世界で活躍するサウンドクリエー
ター、三宅純によるスペシャルコンサートです。

11月23日 KAAT神奈川芸術劇場 公益財団法人神奈川芸術文化財団 http://www.kaat.jp/ 045-633-6500

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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神奈川県 横浜市 ③ KAAT　EXHIBITION2018『潜像』
ロンドンを拠点に、国際的に活躍する映像作家・さわひらきによる現代美術
展。映像や立体の作品を展開し、劇場全体をインスタレーション化します。

11月11日～12月9日 KAAT神奈川芸術劇場 公益財団法人神奈川芸術文化財団 http://www.kaat.jp/ 045-633-6500

神奈川県 横浜市 ③
特別展
「寺山修司展　ひとりぼっちのあなた
に」

俳人、歌人としてデビューし、詩人、劇作家、演出家、俳優、映画監督、エッセ
イストとして多彩な才能を発揮して国際的に活躍した寺山修司（1935－1983）
の没後35年に開催する回顧展です。多くの初公開資料をまじえ、寺山修司の
生涯と作品を紹介します。

9月29日～11月25日 県立神奈川近代文学館 公益財団法人神奈川文学振興会
一般600
円/高校
生100円

https://www.kanabun.or.jp

神奈川県 横浜市 ③ シンポジウム「寺山修司の現場」

Ｊ・Ａ・シーザー氏（音楽家、演出家）、田中未知氏（作曲家＊）、祖父江慎氏
（ブックデザイナー＊）の出演により、寺山修司の作品創作の過程などについ
てトークを行うオープニングイベント。司会・三浦雅士氏（評論家＊）＊＝本展
編集委員

9月30日 県立神奈川近代文学館 公益財団法人神奈川文学振興会

一般
1,200円/
友の会
1,000円

https://www.kanabun.or.jp 「寺山修司展」記念イベント

神奈川県 横浜市 ③
朗読とトーク「地獄篇＝悲しき自伝
／長い遺書」

三上博史氏（俳優）による寺山修司の作品朗読と出演した寺山の映画作品に
ついてのトーク。トーク出演・田中未知氏（作曲家、本展編集委員）

10月7日 県立神奈川近代文学館 公益財団法人神奈川文学振興会

一般
1,200円/
友の会
1,000円

https://www.kanabun.or.jp 「寺山修司展」記念イベント

神奈川県 横浜市 ③
ＮＨＫ公開録音
「寺山修司作品朗読会」

NHK横浜放送局アナウンサー、キャスターによる寺山作品の朗読会。ギター演
奏・千葉伸彦。（NHK横浜放送局との共催事業）

10月20日 県立神奈川近代文学館 ＮＨＫ横浜放送局
無料／要
事前申込
み

NHK横浜放送局（045-212-2822） 「寺山修司展」記念イベント

神奈川県 横浜市 ③
トークイベント
「少年少女たちの行方―寺山修司
の21世紀」

Ｊ・Ａ・シーザー氏（音楽家、演出家）、幾原邦彦氏（アニメーション監督）の出演
により、寺山作品の現代性についてトークを行う。聞き手・三浦雅士氏（評論
家、本展編集委員）

10月21日 県立神奈川近代文学館 公益財団法人神奈川文学振興会

一般
1,200円/
友の会
1,000円

https://www.kanabun.or.jp 「寺山修司展」記念イベント

神奈川県 横浜市 ③
文芸映画を観る会「草迷宮」　（同時
上映「質問」）

寺山修司が監督したフランス映画「草迷宮」（1979年作品／原作＝泉鏡花）と
寺山修司出演の短編映画「質問」の上映。11月3日は「草迷宮」主演の若松武
史氏と榎戸耕史氏（映画監督）によるトークがある。

11月2日／3日 県立神奈川近代文学館 公益財団法人神奈川文学振興会
当日800
円/前売
600円

https://www.kanabun.or.jp 「寺山修司展」記念イベント

神奈川県 横浜市 ③
講演会「ベジャール／テラヤマ／ピ
ナ・バウシュ」

本展編集委員・三浦雅士氏（評論家）が、現代を代表する舞台芸術家である
モーリス・ベジャール（バレエ振付家）、ピナ・バウシュ（舞踊家）と寺山修司に
共通する身体表現による芸術についてその先進性を解説。

11月17日 県立神奈川近代文学館 公益財団法人神奈川文学振興会

一般
1,200円/
友の会
1,000円

https://www.kanabun.or.jp 「寺山修司展」記念イベント

神奈川県 横浜市 ③
「A O SHOW～The　Ｍｉｓｔ」
世界発信プロジェクト

ベトナムの農村風景を、芸術性豊かに表現するダンス作品「The Mist」を上演
します。

10月25日～28日 ＫＡＡＴ神奈川芸術劇場 神奈川県、神奈川芸術文化財団
http://www.pref.kanagawa.jp/
docs/yi4/cnt/f530483/p1225
248.html

文化課マグカル推進グループ
市川
電話　045‐210‐3806

神奈川県 横浜市 ③
第４回全国高等学校日本大通りスト
リートダンスバトル

県では、文化芸術の魅力で人を引きつけ、地域のにぎわいをつくり出す、マグ
ネット・カルチャー、略して「マグカル」の取組の一環として、「第４回全国高等学
校日本大通りストリートダンスバトル」を開催します。

11月4日 日本大通り（県庁前特設ステージ）
第４回全国高等学校
日本大通りストリートダンスバトル
実行委員会

無料
https://www.streetdancebattl
e.jp/

第４回全国高等学校
日本大通りストリートダンスバトル実
行委員会事務局
0466‐60‐7550
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神奈川県 横浜市 ③
第67回
神奈川文化賞・スポーツ賞贈呈式

昭和27年度から神奈川県と神奈川新聞社が共催で実施しており、毎年、神奈
川の文化の向上発展に尽力し、その功績顕著な個人又は団体に対して「神奈
川文化賞」「神奈川文化賞未来賞」を、また、スポーツにおいて功績顕著な個
人又は団体に対して「神奈川スポーツ賞」を贈呈し、祝賀演奏を行います。

11月3日（土・祝）14:30 神奈川県民ホール 神奈川県、神奈川新聞社 無料
http://www.pref.kanagawa.jp/
docs/yi4/bunspo/67bosyu.ht
ml

文化課文化事業グループ
電話045-210-3808

申込方法：往復はがきまたは県ホー
ムページ
（往復はがきは、行事名、郵便番号、
住所、氏名、電話番号、人数（はがき
1枚で2人まで）を明記）
申込先：〒231-8588県文化課「贈呈
式」担当
申込期限：10月3日（水）

神奈川県 横浜市 ②③
第５３回
神奈川県青少年ダンス発表会

神奈川県内の青少年の日ごろのダンス活動の成果を発表する場を設け､青少
年のダンス活動の発展、向上を目指すために実施します。舞台での発表後に
複数の講師から講評を受けることで、今後の活動の参考にすることができま
す。

11月4日
神奈川県立青少年センター紅葉坂ホー
ル

神奈川県 無料
http://www.pref.kanagawa.jp/
docs/yi4/school/rist18.html

県文化課紅葉ケ丘駐在事務所（県立
青少年センターホール運営課）
045-263-4476

会場の座席数が限られるため、観覧
は出場校（団体）の関係者に限りま
す。

神奈川県 横浜市 ①,③ かながわ畜産フードコレクション2018
神奈川の畜産は横浜開港とともに発展してきた長い歴史があります。県民に
県産畜産物を知ってもらい、意識的に選んで食べてもらえるよう、生産者等に
よる食のイベントを開催し、畜産物の魅力をアピールします。

11月18日 横浜赤レンガ倉庫イベント広場B かながわ畜産ブランド推進協議会

【かながわ畜産ブランド推進協
議会(一般社団法人神奈川県
畜産会ＨＰ内)】
http://kanagawa.lin.gr.jp/info/
post-2.html
掲載予定

かながわ畜産ブランド推進協議会
（事務局：一般社団法人神奈川県畜
産会)045-761-4191
畜産物販売主体

神奈川県 横浜市 ①,③ かながわミルクファスティバル2018
県内の消費者や地域の皆様に酪農や乳業のことをもっと知っていただくため
に、生産者、乳業メーカー団体、行政等の関係機関が一体となってイベントを
開催します。

11月18日 横浜赤レンガ倉庫イベント広場B かながわ酪農活性化対策委員会

神奈川県 横浜市 ④ エコカー試乗会！in日本大通り エコカーの試乗・展示イベントを開催します。 11月25日 日本大通り 神奈川県 無料
神奈川県エネルギー課
次世代自動車グループ
045-210-4133

神奈川県 横浜市 ①② 「いのちの授業」大賞表彰式
子どもたちに「いのちを大切にする心」を育むことを目的に「いのちの授業」感
動作文を募集しました。表彰式にて優秀作品を表彰し、受賞者による作文朗
読及び授業紹介などを行います。

12月9日 県立地球市民かながわプラザ 神奈川県教育委員会 無料
http://www.pref.kanagawa.jp/
docs/v3p/cnt/f417796/p8204
11.html

子ども教育支援課
小中学校生徒指導グループ
045-210-8292

神奈川県 横浜市 ①，③
特別展「西湖憧憬―西湖梅をめぐる
禅僧の交流と15世紀の東国文化
―」

中世の金沢は、中国杭州の西湖になぞらえてその景勝が讃えられました。「金
沢八景」の源流である瀟湘八景図や西湖図から中世の中国風景画の受容に
ついて考えます。

9月22日～11月11日 神奈川県立金沢文庫 神奈川県立金沢文庫
http://www.planet.pref.kanaga
wa.jp/city/kanazawa.htm

045－701－9069

神奈川県 横浜市 ② よこひな祭（文化祭）
生徒の学習成果として作品展示、ステージ発表および地域の事業所の販売等
を行います。

11月23日
予備日：11月24日

横浜ひなたやま支援学校 神奈川県立横浜ひなたやま支援学校
http://www.y-hinatayama-
sh.pen-
kanagawa.ed.jp/index.html

教育推進グループ
(045)300-5611
Fax303-2330

神奈川県 横浜市 ② 学校へ行こう週間
「地域の開かれた学校づくり」の一環として、本校の教育活動に対する理解を
深めて頂くため、授業及び部活動を公開いたします。

10月24日～25日 横浜翠嵐高等学校 横浜翠嵐高等学校 無料 職員室045-311-5856

神奈川県 横浜市 ①
大人の自由研究応援講座　調べ方
「かながわ資料を探す」

かながわ資料（神奈川県に関する資料）全般について、資料の探し方と、基本
資料・ツールの紹介をします。

10月20日
神奈川県立図書館
新館4階セミナ－ルーム

神奈川県立図書館 無料
http://www.klnet.pref.kanagaw
a.jp/yokohama/index.html

神奈川県立図書館
地域情報課
045-263-5904

神奈川県 横浜市 ①③
文字・活字文化の日記念講演「図書
館は人生のアカデミア」

人生の岐路にさしかかっているとき、自分の人生を見つめ直すのに、図書館は
どんなふうに役に立つのでしょうか。都市研究家・作家の東秀紀氏に、図書館
の歴史、現代の状況、ご自身の体験なども交えながらご講演していただきま
す。

10月27日
神奈川県立図書館
新館4階セミナ－ルーム

神奈川県立図書館 無料
http://www.klnet.pref.kanagaw
a.jp/yokohama/information/20
18/mojikatuji2018.htm

神奈川県立図書館
資料部図書課
045-263-5921

定員50名
要事前申込
10月10日締切

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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神奈川県 横浜市 ③
レコード鑑賞会
「ワーグナーと文豪　明治のワグネ
リアンたち」

西洋音楽が日本にもたらされて150年。明治の文豪たちが最も夢中になった音
楽家がワーグナーでした。彼らはワーグナーの音楽を聴き、何を感じたのか。
名スピーカー〈タンノイ〉で鑑賞し、明治の文豪が魅せられたワーグナーの世界
へご案内します。

10月31日
神奈川県立図書館
新館4階セミナ－ルーム

神奈川県立図書館 無料
http://www.klnet.pref.kanagaw
a.jp/yokohama/information/20
18/record2018.html

神奈川県立図書館
情報整備課
045-263-5922

定員40名
要事前申込
10月17日締切

神奈川県 横浜市 ①③ 企画展示「明治のベストセラー」

明治期、日本人の読書生活は大きく変化したといわれています。「明治150年」
に際し、当館のベストセラー・コレクションから福沢諭吉「西洋事情」、尾崎紅葉
「金色夜叉」など明治期のベストセラーを展示し、当時の読書事情とともに紹介
します。

11月9日～2月13日
神奈川県立図書館
新館4階セミナ－ルーム

神奈川県立図書館 無料
http://www.klnet.pref.kanagaw
a.jp/yokohama/index.html

神奈川県立図書館
企画協力課
045-263-5918

神奈川県 横浜市 ①③
大人の自由研究応援講座
「集めた資料から文章を書く」

図書や雑誌、インターネットなどから調べた内容や自分の考察を、研究成果と
してまとめてみたい―信頼されるレポート・論文を書くための基本的なプロセス
を論文指導のスペシャリストのうかがいます。

11月10日
神奈川県立図書館
新館4階セミナ－ルーム

神奈川県立図書館 無料
http://www.klnet.pref.kanagaw
a.jp/yokohama/index.html

神奈川県立図書館
企画協力課
045-263-5918

神奈川県 横浜市 ①③
明治のベストセラーと出版文化を考
える（仮）

明治期のベストセラー、及び明治期から現代に至る出版文化に関する講義を
通して、当時の世俗・風俗・文化の推移について学びます。併せて、当館が所
蔵する「ベストセラー文庫」を紹介し、図書館資料に親しみ、活用していただく
一助となればと思います。

11月17日
神奈川県立図書館
新館4階セミナ－ルーム

神奈川県立図書館 無料
http://www.klnet.pref.kanagaw
a.jp/yokohama/index.html

神奈川県立図書館
調査相談カウンター
045-263-5901

神奈川県 横浜市 ①⑤ グラウンドゴルフ教室
初心者を対象としたグラウンドゴルフのルールと実技を学びます。
講師：横浜市グラウンドゴルフ協会

10月5日(金) 県立境川遊水地公園 公益財団法人 神奈川県公園協会 有料
http:www//kanagawa-
park.or.jp/sakaigawa/

県立境川遊水地公園
045-805-0223

詳細は９月上旬にホームページにて
お知らせします。

神奈川県 横浜市 ①④ （仮）草地の生きもの調べ グラウンドのまわりの草地でバッタやコオロギなどを観察して調べます。 10月6日(土) 県立境川遊水地公園 公益財団法人 神奈川県公園協会 無料
http:www//kanagawa-
park.or.jp/sakaigawa/

県立境川遊水地公園
045-805-0223

詳細は９月上旬にホームページにて
お知らせします。

神奈川県 横浜市 ③ キクの仲間の観察会 四季折々に美しい花を咲かせるキクの仲間を紹介します。 10月7日(日) 県立四季の森公園 四季の森公園パートナーズ 無料
http://www.kanagawaparks.co
m/shikinomori/

四季の森公園管理事務所
045-931-7910

神奈川県 横浜市 ⑤ 人工芝ふれあいラグビー体験
ラグビー場における人工芝体験とラグビーにふれあう機会の提供を行います。
ラグビー未経験の子ども達を対象に、ラグビーボールに触れて、遊んで、楽し
んでもらいます。

10月8日(月) 県立保土ケ谷公園
公益財団法人 神奈川県公園協会
株式会社サカタのタネ
株式会社オーチュー グループ

有料
http://www.kanagawa-
park.or.jp/hodogaya/

県立保土ケ谷公園
045-333-5515

共催：神奈川県ラグビーフットボール
協会

神奈川県 横浜市 ③ 自然観察会「里山の果実と種子」 園内の植物を観察しながら、里山の実りと種子の知恵を解説します。 10月14日(日) 県立四季の森公園 四季の森公園パートナーズ 無料
http://www.kanagawaparks.co
m/shikinomori/

四季の森公園管理事務所
045-931-7910

神奈川県 横浜市 ⑤ ニュースポーツ体験会
保土ケ谷区主催の区民まつり内で、誰もが気軽に楽しめるニュースポーツの
体験会をラグビー場にて実施します。

10月20日(土) 県立保土ケ谷公園
公益財団法人 神奈川県公園協会
株式会社サカタのタネ
株式会社オーチュー グループ

無料
http://www.kanagawa-
park.or.jp/hodogaya/

県立保土ケ谷公園
045-333-5515

神奈川県 横浜市 ③ 自然を訪ねて「身近なクモ」
姿形やまとわりつく巣などで嫌われる事の多い生き物ですが、クモの生態を観
察していくと新しい魅力を発見することが出来ます。

10月20日(土) 県立四季の森公園 四季の森公園パートナーズ 無料
http://www.kanagawaparks.co
m/shikinomori/

四季の森公園管理事務所
045-931-7910

神奈川県 横浜市 ③ ネイチャークラフト教室
様々な形や大きさの枝や木の実などを組合わせ、想像力を働かせて小動物な
どの作品を作ります。

10月27日(土) 県立四季の森公園 四季の森公園パートナーズ 無料
http://www.kanagawaparks.co
m/shikinomori/

四季の森公園管理事務所
045-931-7910

神奈川県 横浜市 ③ 自然を訪ねて「冬支度の草花」 実りの森、色付く森で果実/種子や木々の葉、落ち葉などを観察します。 10月28日(日) 県立四季の森公園 四季の森公園パートナーズ 無料
http://www.kanagawaparks.co
m/shikinomori/

四季の森公園管理事務所
045-931-7910

神奈川県 横浜市 ③ ドングリの仲間の観察会 公園内の雑木林で観察することが出来るドングリの仲間について解説します。 11月3日(土) 県立四季の森公園 四季の森公園パートナーズ 無料
http://www.kanagawaparks.co
m/shikinomori/

四季の森公園管理事務所
045-931-7910

神奈川県 横浜市 ③
自然観察会
「今楽しめる里山の紅葉」

公園内の紅葉を観察しながら解説します。 11月11日(日) 県立四季の森公園 四季の森公園パートナーズ 無料
http://www.kanagawaparks.co
m/shikinomori/

四季の森公園管理事務所
045-931-7910

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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神奈川県 横浜市 ③ 森林セラピーと森のアロマ講座
森林セラピーやアロマテラピーに関する話や、森の中で気功、瞑想体験、アロ
マサシェつくりなどを行います。

11月18日(日) 県立四季の森公園 四季の森公園パートナーズ 有料
http://www.kanagawaparks.co
m/shikinomori/

四季の森公園管理事務所
045-931-7910

神奈川県 横浜市 ①③ 境川の歴史探訪会　（２）
境川の歴史に関する講座です。午前中は講義、午後は野外を歩きます。
講師：俣野園　川戸清氏

未定 県立境川遊水地公園 公益財団法人 神奈川県公園協会 有料
http:www//kanagawa-
park.or.jp/sakaigawa/

県立境川遊水地公園
045-805-0223

詳細は９月中旬にホームページにて
お知らせします。

神奈川県 横浜市 ①③
クラフト教室
「身近な自然のクラフト」秋

公園内の自然素材を使ったクラフト教室。植物の実などを使ってクラフト作品を
作ります。

未定 県立境川遊水地公園 公益財団法人 神奈川県公園協会 有料
http:www//kanagawa-
park.or.jp/sakaigawa/

県立境川遊水地公園
045-805-0223

詳細は９月中旬にホームページにて
お知らせします。

神奈川県 横浜市 ① バリアフリーフェスタかながわ2018 バリアフリーの街づくりの普及啓発を目的としたイベントです。 11月4日 そごう9階センタープラザ等
神奈川県
バリアフリー街づくり推進県民会議

無料
神奈川県地域福祉課
045（210）4748

神奈川県 横浜市 ① 介護フェアinかながわ 介護の仕事の魅力発信を目的としたイベントです。 11月4日 新都市ホール（そごう横浜店９階） 神奈川県 無料
介護フェアinかながわ事務局
045（227）0825

神奈川県 横浜市 ①
公開講座「現代の経済政策と民主
主義的決定の再考」

最近、マスコミ等でよくとりあげられる経済学のトピックスの１つに、政治のあり
かたをも問うものがあります。本講座では経済政策と民主主義的決定のあり方
について、ゲーム論、財政学、政治学という多様なアプローチから、皆さんとご
一緒に考えてまいります。

11月2日,9日,16日
横浜国立大学
教育文化ホール中集会室

国立大学法人横浜国立大学 無料
http://www.ynu.ac.jp/society/
lifelong/public_lecture/index.p
hp

横浜国立大学産学・
地域連携課地域連携係
045-339-4455

事前に申込みが必要
（受付期間：10月1日～10月19日）

神奈川県 横浜市 ①
公開講座「超スマート社会を支える
基礎技術とリスク管理」

昨今話題のＡＩ（人工知能）に象徴される情報・通信技術の発展に牽引された
社会の劇的なスマート化（利便性の向上）と、その安全性やリスク管理の問題
に関して、本学の専門家が分かりやすく解説します。

11月2日,9日,16日 みなとみらいサテライトキャンパス 国立大学法人横浜国立大学 無料
http://www.ynu.ac.jp/society/
lifelong/public_lecture/index.p
hp

横浜国立大学産学・
地域連携課地域連携係
045-339-4455

事前に申込みが必要
（受付期間：10月1日～11月13日）

神奈川県 横浜市 ②、③ 平成30年度常盤祭
学生が主体となる大学祭です。内容は多種多様な模擬店出店やライブパ
フォーマンス、公開講義の開催などを行っており、地域交流の一環としての役
割を担っています。

11月2日～4日
横浜国立大学
常盤台キャンパス

国立大学法人横浜国立大学 無料 https://www.ynu-fes.com/
横浜国立大学
学生支援課学生支援係
045-339-3134

運営は学生が主体である。

神奈川県 横浜市 ①

暮らしと健康 いつまでも元気で動け
るために
～自分の体を知ろう！対策をたてよ
う！～

大学の研究や診療の成果を地域の皆さんへ還元すると共に、地域との交流を
図ることを目的に「暮らしと健康」をテーマに公開講座を開催しています。本講
座では、ご自身の身体様子を測定します。それらの結果からどんな点に気をつ
けて生活することが大切なのかを一緒に考えます。

10月27日 昭和大学横浜キャンパス 昭和大学 保健医療学部 無料

昭和大学ＨＰ
http://www.showa-
u.ac.jp/about_us/ext_lect/ext_l
ect_info.html

昭和大学長津田校舎
事務課
（045-985-6503）

順次更新予定

神奈川県 横浜市 ①
昭和大学藤が丘・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院
地域合同防災訓練

災害時を想定した訓練を実施し、防災意識・防災計画・マニュアル等の継続的
改善や、災害時における院内対応、外部機関との対応強化を図ります。

10月21日
昭和大学藤が丘病院、
昭和大学藤が丘ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院

昭和大学藤が丘病院、
昭和大学藤が丘ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院

無料
昭和大学藤が丘病院
（045-971-1151）

訓練の一部に地域住民向けの講習
（止血・骨折対応・心肺蘇生等）を実
施予定。

神奈川県 横浜市 ① 都筑区民まつり
都筑区福祉保健センターなど行政と連携して、医療的啓発を実施することによ
り、横浜市の地域中核病院として安全・安心のまちづくりや、市民の健康増進
に寄与します。

11月3日 都筑区役所 都筑区役所 無料
昭和大学横浜市北部病院
（045-949-7000）

神奈川県 横浜市 ②，③ 2018年度かえで祭

東洋英和女学院大学の学園祭です。一般の方も入場でき、模擬店や学生の
サークルやゼミの発表、かえで祭実行委員企画などのイベントをご覧いただけ
る他、当大学の生涯学習センター受講者によるハンドベルやフラダンス等の発
表の場もございます。

11月2日～3日 東洋英和女学院大学キャンパス 東洋英和女学院大学 無料
東洋英和女学院大学公式ＨＰ
http://www.toyoeiwa.ac.jp/dai
gaku/index.html

東洋英和女学院大学・
学生支援課
045-922-5513

かえで祭ＨＰ作成中

神奈川県 横浜市 ① 有機化学と薬のはなし
有機化学は「暗記物」や「複雑な構造式」といったイメージをもつ人も多いと思
います。この講演では、有機化合物の構造とその表し方を解説し、薬と有機化
学の関わりを話すことにより、その面白さ、有用性をお伝えします。

10月28日 神奈川学習センター 放送大学 無料
https://www.sc.ouj.ac.jp/cent
er/kanagawa/about/open.html

放送大学神奈川学習センター
045-710-1910

要予約

神奈川県 横浜市 ①
鉱物が語る地球の履歴書：
ダイヤモンドとジルコンの不思議

鉱物には、４６億年前から現在にいたる地球進化の記録が刻まれています。
本講座では、ジルコンを用いた放射性同位体年代測定研究を解説し、世界最
古の年代が得られたジルコン粒子やアカスタ片麻岩を紹介します。

11月11日 神奈川学習センター 放送大学 無料
https://www.sc.ouj.ac.jp/cent
er/kanagawa/about/open.html

放送大学神奈川学習センター
045-710-1910

要予約

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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神奈川県 横浜市 ① 岸根公園園内植物観察ガイド
こども植物園より講師を招き、岸根公園園内の植物を観察しながらガイドしま
す。植物の面白さを学び、どなたでも楽しめる講座です。

11月19日 岸根公園 横浜市緑の協会 無料
http://www.hama-
midorinokyokai.or.jp/park/kishi
ne/

岸根公園管理センター
045-481-1697

神奈川県 横浜市 ③ オータムコンサート
ヴァイオリンとピアノのコンサート。夜のベーリックをお楽しみいただけます。
（飲食付）

11月3日 ベーリック・ホール 横浜市緑の協会
ベーリック・ホール
045-663-5685

神奈川県 横浜市 ③ 館内説明 建物を案内しながら、館内の見所を紹介します。（①11:30～　②15:00～） 11月9日 ベーリック・ホール 横浜市緑の協会 無料
ベーリック・ホール
045-663-5686

神奈川県 横浜市 ③ リビングコンサート
約48畳あるリビングで聴くコンサート。山手にあるフェリス女学院大学音楽学
部学生の演奏で行います。

11月18日 ベーリック・ホール 横浜市緑の協会 無料
ベーリック・ホール
045-663-5687

神奈川県 横浜市 ①，③ 歴史文化講座「時代の旅人」
明治・大正・昭和・平成と4つの時代を経ている建物に関連したテーマで講演、
その後は客間でコンサートを聴きながら当時の外交官の暮らしを体感していた
だきます。

11月10日 外交官の家 横浜市緑の協会
http://www.hama-
midorinokyokai.or.jp/yamate-
seiyoukan/

外交官の家
045-662-8819

神奈川県 横浜市 ①，③ 外交官の家館内ツアー
「旧内田家住宅」として重要文化財に指定されている「外交官の家」を館内を巡
りながら、建物や歴史についてご案内します。

11月19日 外交官の家 横浜市緑の協会 無料
外交官の家
045-662-8819

神奈川 横浜市 ③ アフタヌーンコンサート
演奏ボランティアによるコンサート。クラシックをはじめ,ようようなジャンルの演
奏します。

10/20
11/3、11

横浜山手西洋館
エリスマン邸

横浜市緑の協会 無料
http://www.hama-
midorinokyokai.or.jp/yamate-
seiyoukan/ehrismann/

エリスマン邸
045-211-1101

神奈川 横浜市 ③ 写真講座
スマホを使って、簡単に素敵な写真を撮影する技を学んだ後、ハロウィン装飾
されたエリスマン邸でフォトレッスンをします。

10月25日
横浜山手西洋館
エリスマン邸

横浜市緑の協会
http://www.hama-
midorinokyokai.or.jp/yamate-
seiyoukan/ehrismann/

エリスマン邸
045-211-1101

神奈川 横浜市 ③ 館内ツアー
生糸貿易商エリスマンや近代建築の父であるアントニン レーモンドについて
や、建物の特徴などを解説しながら館内を巡り、普段は見ることができない屋
根裏部屋も少しだけ覗くことができます。

11月21日
横浜山手西洋館
エリスマン邸

横浜市緑の協会 無料
http://www.hama-
midorinokyokai.or.jp/yamate-
seiyoukan/ehrismann/

エリスマン邸
045-211-1101

神奈川 横浜市 ③ 本活コミュニケーション
夜の西洋館を舞台に、本好きが集うプレミアムイベント！今回のテーマは「ライ
フスタイル」。本をテーマにピアノ演奏やお食事をしながら歓談を楽しみます。

11月23日
横浜山手西洋館
エリスマン邸

横浜市緑の協会
http://www.hama-
midorinokyokai.or.jp/yamate-
seiyoukan/ehrismann/

エリスマン邸
045-211-1101

神奈川 横浜市 ③ 絵本の部屋
ボランティアによる絵本の読み聞かせ。毎月テーマを決めて、図書館で選んで
きた絵本を読むほか、手話やダンスなどもします。11月のテーマ「森」

11月8日
横浜山手西洋館
エリスマン邸

横浜市緑の協会 無料
http://www.hama-
midorinokyokai.or.jp/yamate-
seiyoukan/ehrismann/

エリスマン邸
045-211-1101

神奈川 横浜市 ③ サロンコンサート
館で開催する毎月の無料ボランテイアコンサート。大中小のハーモニカを取り
揃えたプロの演奏家によるコンサート

11月10日 ブラフ18番館 横浜市緑の協会 無料
http://www.hama-
midorinokyokai.or.jp/yamate-
seiyoukan/

ブラフ18番館
045-662-6318

神奈川 横浜市 ③ 展示家具ツアー 館内の特徴についてや展示している家具等の説明を行います。 11月18日 ブラフ18番館 横浜市緑の協会 無料
ブラフ18番館
045-662-6318

神奈川県 横浜市 ③ アットホームコンサート ボランティアによる約１時間のコンサートを開催します。 11/4、18 山手111番館 横浜市緑の協会 無料
http://www.hama-
midorinokyokai.or.jp/yamate-
seiyoukan/yamate111/

山手111番館
045-623-2957

神奈川県 横浜市 ③ 館内ツアー 館内の特徴についてのガイドや回廊の一般公開をします。 11月9日 山手111番館 横浜市緑の協会 無料
山手111番館
045-623-2957

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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神奈川県 横浜市 ③
横浜山手西洋館
ハロウィンウォーク２０１８

西洋館全館をハロウィン装飾で飾ります。また10/28はスタンプラリーを近隣施
設や地域住民と協働で実施し、地域の連携強化を図ります。参加者が自ら仮
装してイベントに参加する参加型イベントです。

10/20～31
横浜山手西洋館
および近隣13施設

横浜市緑の協会 無料
http://www.hama-
midorinokyokai.or.jp/yamate-
seiyoukan/

横浜市イギリス館
045-623-7812

神奈川県 横浜市 ③ 館内ツアー 館内の特徴について人数を限定したガイドを行います。 11月12日 横浜市イギリス館 横浜市緑の協会 無料
横浜市イギリス館
045-623-7812

神奈川 横浜市 ③
『NOTES: composing resonance』
横浜公演

若いアーティストに海外展開を含めた今後の活動を広げていってもらいたいと
いう願いと、音楽を通じて多くの人たちに東南アジアの魅力を知って欲しいとい
う思いから立ち上がった国際共同制作のためのプロジェクトの横浜公演

10月27日 山手234番館 国際交流基金アジアセンター 無料 http://notes.jfac.jp/
国際交流基金
アジアセンター

神奈川 横浜市 ③ 山手234番館蓄音器コンサート 第144回蓄音器で楽しむ午後のひととき 11月10日 山手234番館 横浜市緑の協会 無料
山手234番館
045-625-9393

神奈川 横浜市 ③ 山手234番館バロックコンサート
アンサンブル山手バロッコ第80回定期演奏会
「チェンバロとバッハ親子の家庭音楽Ⅱ」

11月17日 山手234番館 横浜市緑の協会
山手234番館
045-625-9393

神奈川 横浜市 ③ 館内ツアー 館内の特徴について、人数を限定したガイドを行います。 11月15日 山手234番館 横浜市緑の協会 無料
山手234番館
045-625-9393

神奈川 横浜市 ③ 写真講座
プロの写真家による講座を受けると共に山手公園の魅力を多くに人に知って
もらう。

11月3日 山手公園 横浜市緑の協会
山手公園
045-641-1971

神奈川県 横浜市 ③ 本牧市民公園秋まつり

近隣地域の店舗や作業所と協働した模擬店の出店、隣接する八聖殿との連
携による稲の脱穀体験、三溪園の菊花展の紹介、公園内に所在する横浜市
陶芸センター所属の生徒による作品展、横浜本牧囃子連のお囃子・獅子舞の
披露など文化的な行事を提供する。

11月3日 本牧市民公園 横浜市緑の協会 無料
http://www.hama-
midorinokyokai.or.jp/park/hon
moku/

本牧市民公園管理事務所
045-623-8747

神奈川県 横浜市 ③
ヴァイオリンとピアノのデュオリサイ
タル（仮）

俣野別邸の居間でヴァイオリンとピアノの二重奏によるサロンコンサートを行
います。

11月17日 俣野別邸庭園　俣野別邸　居間 横浜市緑の協会
http://www.hama-
midorinokyokai.or.jp/park/mat
anobettei/

俣野別邸事務室
045-852-8038

神奈川県 横浜市 ① 長浜公園　感謝DAY

自然環境について学ぶことをテーマに、地域で活躍する市民団体と協働して、
各団体の特色を活かした出展ブース（海の環境学習・タッチングプール・野鳥
観察・ビオトープ観察・工作体験教室・プレイパーク、動物園出張講座等）によ
る公園感謝ＤＡＹを開催します。

11月17日
（予備日18日）

長浜公園 横浜市緑の協会
www.hama-
midorinokyokai.or.jp/park/naga
hama/

長浜公園管理事務所
045-782-8004

近日中に長浜公園ＨＰに詳細掲示の
予定

神奈川県 横浜市 ③ 明治150年記念　明治期の伊藤博文
明治期の幕開けに貢献した伊藤博文の関連施設として、写真展示を実施し、
伊藤博文及び明治期に関する啓蒙活動と来館促進を図ります。

10月27日～11月25日 旧伊藤博文金沢別邸 横浜市緑の協会 無料
http://www.hama-
midorinokyokai.or.jp/park/noji
ma/

旧伊藤博文金沢別邸
045-788-1919

近日中に行事内容をHPにUPします。

神奈川県 横浜市 ③ 歴史講座「明治期の伊藤博文」
初代内閣総理大臣であり、大日本帝国憲法草創では中心となった伊藤博文の
明治期の働きに焦点を当てた講演を実施します。

11月19日 旧伊藤博文金沢別邸 横浜市緑の協会
http://www.hama-
midorinokyokai.or.jp/park/noji
ma/

旧伊藤博文金沢別邸
045-788-1919

近日中に行事内容をHPにUPします。

神奈川県 横浜市 ① 木の実のリースづくり
植物園内で収穫したツルや木の実、ドライフラワーなどを使い、ナチュラルな
リースを作ります。3歳から参加できる親子教室です。（事前申込制）

10月20日
横浜市こども植物園 横浜市緑の協会

http://www.hama-
midorinokyokai.or.jp/kodomo/

横浜市こども植物園　事務所
045-741-1015

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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神奈川県 横浜市 ① 柿展
日本の植物園では最大の品種を保有するこども植物園のカキ園。様々な品種
のカキの展示から、解説などをパネル展示、さらにカキの材を使った作品や柿
渋を利用した生活用品なども展示します。

10月5日～21日 横浜市こども植物園 横浜市緑の協会
http://www.hama-
midorinokyokai.or.jp/kodomo/

横浜市こども植物園　事務所
045-741-1015

神奈川県 横浜市 ① 落ち葉感謝祭

横浜市環境活動支援センター「農と緑のふれあい祭り」とタイアップし、木の実
や落ち葉、収穫物などを生かしたクラフト作りやゲーム、自然遊びなどを通して
秋の実りに感謝し、参加者に植物に対する学びを深めていただきます。また地
域の事業者と提携しコーヒーや菓子の販売なども行います。開催内容（秋遊び
クイズラリー、木の実のクラフト作り、ヨーヨー釣り、販売物／園内収穫物、野
菜苗、ハーブティー、ドライフラワーなど）

11月3日 横浜市こども植物園 横浜市緑の協会
http://www.hama-
midorinokyokai.or.jp/kodomo/

横浜市こども植物園　事務所
045-741-1015

神奈川県 横浜市 ① 秋祭り
落ち葉感謝祭に引き続き、秋遊びクイズラリーを除いた、上記の秋の実りを満
喫できるイベントを開催すると同時に、参加者が育てた花苗を交換する「花苗
交換会」を開催します。

11月4日、5日 横浜市こども植物園 横浜市緑の協会
http://www.hama-
midorinokyokai.or.jp/kodomo/

横浜市こども植物園　事務所
045-741-1015

神奈川県 横浜市 ① 絵本の読み聞かせと自然遊び
幼児と保護者を対象に、気候・天候に合わせ、屋外や室内で絵本を読み、草
花遊びなど自然に親しむ遊びを行います。

11月10日 横浜市こども植物園 横浜市緑の協会
http://www.hama-
midorinokyokai.or.jp/kodomo/

横浜市こども植物園　事務所
045-741-1015

神奈川県 横浜市 ③ 10月31日は「日本茶の日」！
伝えていきたい日本茶の伝統
日本茶の歴史を学び　淹れ方を体験します。

10月31日（水） 根岸なつかし公園 旧柳下邸 根岸なつかし公園 旧柳下邸管理委員会
根岸なつかし公園 旧柳下邸
HP :
http://ne-yagishitatei.com/

根岸なつかし公園 旧柳下邸
045-750-5022

神奈川県 横浜市 ④ 農薬取り扱い講習会
農園付公園を会場とした樹木医による農薬取り扱い講習会です。農薬の歴史
や関係法令、環境への影響等を学び、農園や家庭菜園での農薬使用につい
て改めて考えるきっかけを作ります。

11月上旬 菅田町赤坂公園 株式会社　春峰園 無料
【菅田町赤坂公園公式サイト】
https://www.sugeta-
akasaka.com/

株式会社　春峰園　指定管理担当
045-783-8009

10月上旬頃HP更新予定です。

神奈川県 横浜市 ①,② 稲刈り体験 幼稚園児以上で稲刈り体験を通して食文化を学習する 10月13日 天王森泉公園近くの田んぼ 天王森泉公園運営委員会 無料
天王森泉公園
http://www.tennoumori.net

天王森泉公園運営委員会事務局
045-804-5133

神奈川 横浜市 ③ 新そばを食べよう
古民家の主屋で今年の新そば粉を使い、そばを打ち、かまどで茹で上げて、ざ
るそばとして食べます。

10月27日 都筑民家園 NPO法人都筑民家園管理運営委員会 http://tminkaen.org/ 事務局　045-594-1723

神奈川 横浜市 ① 体験！南京玉すだれ
江戸から伝わる南京玉すだれ、初心者でも誰でも参加できる体験会。上級者
も初級者も交流しながら技術の上達を目指します。

10月27日 都筑民家園 NPO法人都筑民家園管理運営委員会 無料 http://tminkaen.org/ 事務局　045-594-1723

神奈川 横浜市 ① はぎれ草履講習会
古い浴衣などハギレを使ったはぎれ草履の講習会。半日1足を編み上げます。
室内履きの草履として愛好者も多いです。

10月28日 都筑民家園 NPO法人都筑民家園管理運営委員会 http://tminkaen.org/ 事務局　045-594-1723

神奈川 横浜市 ③ 七五三着物を着て自撮りしましょう
着物愛好会の皆さんが着付けを担当。古民家を舞台にお子様の健やかな成
長を祈念して、古民家の気に入った場所で自撮りします。

11月11日 都筑民家園 NPO法人都筑民家園管理運営委員会 http://tminkaen.org/ 事務局　045-594-1723

神奈川県
横浜市
旭区

①② 学校へ行こう週間 授業見学ができます。
11月1日(木)
11月2日(金)

神奈川県立旭高等学校 神奈川県立旭高等学校 無料
神奈川県立旭高等学校HP
http://www.asahi-h.pen-
kanagawa.ed.jp/

神奈川県立旭高等学校
045-953-3496

神奈川県
横浜市
旭区

①② 旭高校体験デー 学校説明会及び部活動体験、校内見学ツアー、体験授業を行います。 11月3日(土) 神奈川県立旭高等学校 神奈川県立旭高等学校 無料
神奈川県立旭高等学校HP
http://www.asahi-h.pen-
kanagawa.ed.jp/

神奈川県立旭高等学校
045-953-3496

神奈川県
横浜市
旭区

① 県立学校公開講座
考古学講座「ヤマタイ国時代のかながわⅣ」」郷土かながわの古代史像を平易
に解説します。また、全国的にも著名な海老名市所在の国史跡「秋葉山古墳」
などを探訪し、学んだ内容をより充実したものにします。

11月23日（金・祝）
12月1日（土）

神奈川県立旭高等学校他 神奈川県立旭高等学校
神奈川県立旭高等学校HP
http://www.asahi-h.pen-
kanagawa.ed.jp/

神奈川県立旭高等学校
045-953-3496
神奈川県教育委員会
生涯学習課
企画推進グループ
045-210-8342

受講料1,500円

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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神奈川県
横浜市
泉区

③ ジョイントコンサート
近隣の４校（幼稚園・小学校・中学校・高校）と本学とで文化交流を目的として、
平成13年度より、毎年、合唱、演奏などによるジョイントコンサートを実施して
います。

10月27日 フェリス女学院大学緑園キャンパス
岡津幼稚園・岡津小学校・岡津中学校・
横浜緑園高校・フェリス女学院大学

無料 http://www.ferris.ac.jp/
フェリス女学院大学
生涯学習課
045-812-8390

詳細は10月上旬にホームページにて
お知らせします。

神奈川県
横浜市
都筑区

② 学校へ行こう週間
普段の授業の様子や部活動の様子などを含めた学校の参観などができます。
１１月3日には新入生向けの学校説明会も開催させます。

10/29～11/3 新栄高等学校 新栄高等学校 無料
開発推進G
045-593-0307

詳細はホームページにてお知らせい
たします。

神奈川県
横浜市
都筑区

①，②，
③

企画展「寄木細工 Art＆History－金
子皓彦コレクションを中心に」

本展では、寄木細工の美しさを、金子皓彦コレクションのなかから選び抜いた
家具や調度によって紹介します。また、寄木細工のさまざまな文様と製作技法
や、歴史的なエピソードも紹介します。

9月22日～11月11日 横浜市歴史博物館 公益財団法人横浜市ふるさと歴史財団
【横浜市歴史博物館HP】
https://www.rekihaku.city.yok
ohama.jp/

045-912-7777

神奈川県
横浜市
戸塚区

① 明治学院大学公開講座

他者と生きる、隣人（となりびと）と生きる
明治学院の創設者ヘボンをはじめとする宣教師たちは、故国を遠く離れた日
本の地で、伝道、医療、教育を通して人々に仕えることを目指した。その姿勢
に学ぶべく、本学は聖書に由来するDo for Othesrs「他者への貢献」を教育理
念としている。聖書では「他者」をしばしば「隣人（となりびと）」というが、「他
者」、「隣人」とはいったい誰なのか。この問いを考えてみたい。

10月 6日、13日、20日、27日
11月3日、10日
各土曜日
13:30-15:30

明治学院大学横浜キャンパス
10号館1021教室
10月20日のみ9号館911教室

明治学院大学
https://www.meijigakuin.ac.jp/
extension/yokohama.html

明治学院大学
総合企画室社会連携課
03-5421-5247

受講料金全6回
2,500円

神奈川県
横浜市
中区

①，②，
③

横浜都市発展記念館
開館15周年記念展
「奥村泰宏・常磐とよ子写真展　戦
後横浜を生きる」

戦後占領期の横浜の市民生活と占領軍との交流を撮影した奥村泰宏、常盤と
よ子夫妻の写真資料を中心に、占領期の横浜について紹介します。

10月6日～12月24日 横浜都市発展記念館 公益財団法人横浜市ふるさと歴史財団
【横浜都市発展記念館HP】
http://www.tohatsu.city.yokoh
ama.jp/index.html

045-663-2424

神奈川県
横浜市
中区

①，②，
③

企画展「明治の戦争と横浜―伝わる
情報、支える地域―」

本展示では、明治期の横浜と軍隊、特に陸軍を中心に、西南戦争や日清戦
争、日露戦争と地域社会との関係を紹介していきます。

11月3日～2019年1月27日 横浜開港資料館 公益財団法人横浜市ふるさと歴史財団
【横浜開港資料館HP】
http://www.kaikou.city.yokoha
ma.jp/index.htm

045-201-2100

神奈川県
横浜市
中区

①、②、
③

馬車道コンサート

　東京藝術大学が横浜市の文化芸術創造都市構想に協力して実施する演奏
会です。
　コンサート会場は、馬車道通りの名所のひとつであり、日本の近代建築が誇
る洋館・旧富士銀行横浜支店です。現在は、東京藝術大学大学院映像研究科
横浜キャンパスとして、横浜市との提携のもと使用されています。
　この洋館の持つ音楽的な響きを、横浜市民はじめ馬車道通りを愛する皆様
に広くご紹介したく特別に公開し、演奏をお楽しみいただきます。

・11月9日
・12月10日
・いずれも18:30開演
（18:00開場）

東京藝術大学馬車道校舎
東京藝術大学大学院映像研究科、
横浜市文化観光局

無料
東京藝術大学
大学院映像研究科
http://fm.geidai.ac.jp/1820/

東京藝術大学
大学院映像研究科庶務係
045-650-6200

　座席数に限りがありますので、お早
めにお越し下さい。

神奈川県
横浜市
中区

①、②、
③

馬車道まつり「トワイライトコンサート
東京藝大ウィンドオーケストラ」

　馬車道商店街が開催する馬車道まつりと連携し、馬車道地区において、東
京藝術大学音楽学部及び大学院音楽研究科の教員・学生が、街の活性化を
図るために演奏会を開催し、市民の方々に音楽との触れあいを提供し創造界
隈の形成を目指す試みです。
　演奏は、日本の吹奏楽界に多数の人材を輩出してきた「東京藝大ウィンド
オーケストラ(TGWO)」です。東京藝術大学音楽学部器楽科管打楽器専攻学生
を中心に組織されています。その歴史ある吹奏楽団による、幅広い年齢層の
方が楽しめる、ポピュラーな曲を中心としたコンサートです。

11月2日
開演18：30
（開場18：00）

関内ホール
（大ホール）

主催：東京藝術大学、
馬車道商店街協同組合、
横浜市文化観光局

共催：関内ホール

無料
横浜市市民文化会館
関内ホール
045－662－1221

※往復はがきによる申込（10月12日
(金)必着）が必要。
※応募者多数の場合は抽選。
※詳細は関内ホール、馬車道商店街
協同組合のホームページに掲載予
定。

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



581

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

神奈川県
横浜市
中区

①、②、
③

コンテンポラリーアニメーション入門
〜現代短編アニメーションの見取り
図〜2018

世界的に「いま」を象徴するアニメーション作家の作品の鑑賞を中心に、講義を
公開で行います。第30回講座は、フランス出身のボリス・ラベ監督を講師にお
迎えします。
演題：「実験アニメーションの最前線」

10月28日(日)
上映と講演：16：00〜18：30
（途中休憩有り） 、講演（開場
15：30）

東京藝術大学馬車道校舎
東京藝術大学大学院映像研究科、横浜
市文化観光局

無料

コンテンポラリーアニメーション
入門
http://animation.geidai.ac.jp/c
a/

大学院映像研究科
アニメーション専攻
E-mail：ca_info [at]
animation.geidai.ac.jp
（[at]を@に書き換えてメールをお送り
ください）

※事前申込不要（当日受付／先着順
90名）
※当日15：30開場、整理券配布。
※悪天候などにより開場時間が前後
する可能性もあり。
※満員の場合には入場頂けない場
合あり。
※終了時刻は変動の可能性あり。

神奈川県
横浜市
中区

②③ 室内楽の夕べ
三重奏以上の室内楽作品を、学内オーディション選抜者が演奏します。
【曲目】　デポルト：イタリア組曲、ハイドン：ピアノ三重奏曲第28番より第1楽
章、ドヴォルジャーク：ピアノ四重奏曲第2番より第１楽章ほか

11月3日 フェリスホール フェリス女学院大学音楽学部 無料

フェリス女学院大学HP：
http://www.ferris.ac.jp/

音楽学部コンサート　フェイス
ブック：
https://www.facebook.com/Fe
rrisConcert/

フェリス女学院大学
演奏委員会室
045-681-5189
（月火木金10:00～17:00）

事前予約を電話またはメールで受付
concert_office@ferris.ac.jp

15時開演

神奈川県
横浜市
平塚市
鎌倉市

③ 文化財保護ポスター展
文化財保護ポスター入賞作品の巡回展示を県内の横浜市ほか（神奈川県庁
新庁舎２階、平塚市美術館、鎌倉市地下道ギャラリー）で行います。

11月12日～16日、20日～25
日、27日～12月３日

神奈川県庁新庁舎２階、平塚市美術
館、鎌倉市地下道ギャラリー

神奈川県教育委員会 無料

神奈川県教育委員会
教育局生涯学習部
文化遺産課
世界遺産登録推進グループ
045-210-8359

神奈川県
横浜市神
奈川区

①、③
講演会「皆様の夢を乗せて　横浜市
営地下鉄という装置～ちんちん電車
から地下鉄そして…～」

横浜に鉄道が敷かれ、路面電車から地下鉄が導入されるまで、そしてどのよう
に延伸していったのか、さらに未来の鉄道はどうなるのかについて講演を行い
ます。

10月27日 横浜市神奈川図書館 横浜市神奈川図書館 無料
横浜市神奈川図書館
TEL　045-434-4339
FAX　045-434-5168

神奈川県
横浜市神
奈川区

②③
連続講演会　昭和を振り返る　－戦
後社会の変遷

戦後の灰塵と化した荒野の中から日本社会は立ち上がり、70 数年の歳月を
経て現在の豊かさを享受しています。時代は昭和から平成へと移り、少子高齢
化で経済・社会構造は大きく揺れ動いています。昭和を象徴する新幹線の発
車や東京オリンピックの開催で曙光の見えた日本社会。高度成長を謳歌した
もののバブル崩壊で経済は停滞。2020 年の東京オリンピック・パラリンピック
再訪を前に、文化・化学・建築・法学・流通等の視点から今一度戦後昭和を振
り返り、過去、今、明日に向けて思いを巡らすのも楽しく価値のあることでしょ
う。知を学び、知恵を駆使する時間を共有しませんか。

10月18日,25日,11月1日,8
日,15日,22日

神奈川大学
横浜キャンパス

神大シルバー21主催 http://www.ku-portsquare.jp
神奈川大学校友課
045-481-5661

神奈川県
横浜市神
奈川区

③ ドイツ大使講演会 ドイツ大使館から大使を招聘し、講演会を開催します。 11月19日
神奈川大学横浜キャンパス
3号館305講堂

神奈川大学 無料
神奈川大学学長室
045-481-5661

神奈川県
横浜市神
奈川区

③
第7回ヨーロッパフェスティバル
～フランス週間～（仮）

フランス大使の講演、日仏財団理事のシンポジウム、展示等を行います。 11月19日～22日 神奈川大学横浜キャンパス 神奈川大学経済学部 無料
神奈川大学学長室
045-481-5661

神奈川県
横浜市神
奈川区

③
神奈川大学外国語学部
文化ウィーク2018

外国語学部生による学習成果の発表やスピーチコンテストです。ほかにも
「Festivalo de Lingvo 言語の祭典」などのイベントがあります。

10月16日,11月17日,22日 神奈川大学横浜キャンパス
神奈川大学外国語学部
文化ウィーク実行委員会

無料
http://www.ffl.kanagawa-
u.ac.jp/news/week/index.html

神奈川大学
教務課
045-481-5661

その他の日程あり。

神奈川県
横浜市神
奈川区

③ 神大フェスタ
神奈川大学横浜キャンパスの大学祭です。学生による活動成果発表のほか、
数々のイベントが開催されます。

11月3日,4日 神奈川大学横浜キャンパス 神奈川大学神大フェスタ実行委員会 無料 http://jindaifesta.com/
神奈川大学
学生課
045-481-5661

神奈川県
横浜市神
奈川区

①④ 神大テクノフェスタ2018 「くらしと環境の未来」をテーマに講演会およびポスター発表を行います。 11月16日 神奈川大学横浜キャンパス 神奈川大学工学研究所 無料
神奈川大学
工学研究所
045-481-5661

神奈川県
横浜市港
北区

③ 港北芸能大会 区内在住の芸能愛好家による唄と踊りの公演 11月3日 港北公会堂 港北芸能協会／港北芸術祭実行委員会 無料
http://www.city.yokohama.lg.jp
/kohoku/sinkou/bunka.html 港北区役所地域振興課

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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神奈川県
横浜市港
北区

① 読書スタンプラリー 読書活動推進を目的としたイベント 11月中 区内 港北区役所 無料
http://www.city.yokohama.lg.jp
/kohoku/sinkou/kouza.html 港北区役所地域振興課

神奈川県
横浜市栄
区

①，③
県民が見た世界遺産・絶景・暮らし
写真展

「世界遺産」「地球の絶景」「世界の暮らし」をテーマに、世界各地の写真を県民
から広く募集し写真展を開催します。それらが有する魅力を来場者に伝え、未
来に残していく重要性を再認識して頂くことを目的としています。

10月13日～12月24日 神奈川県立地球市民かながわプラザ 神奈川県立地球市民かながわプラザ 無料 http://www.earthplaza.jp/
地球学習課
TEL：045-896-2121（代表）

開館時間：
10：00～17：00（入場は16：30まで）
休館日：月曜日

神奈川県
横浜市栄
区

①，③
田中克佳写真展「パタゴニア 最果て
の大地に広がる驚愕の世界」

南米大陸最南端に広がるパタゴニア。原始の地球を彷彿させる極限の大地
を、横浜生まれの写真家 田中克佳氏による40点の作品で紹介します。

10月13日～12月24日 神奈川県立地球市民かながわプラザ 神奈川県立地球市民かながわプラザ 無料 http://www.earthplaza.jp/
地球学習課
TEL：045-896-2121（代表）

開館時間：
10：00～17：00（入場は16：30まで）
休館日：月曜日

神奈川県
横浜市瀬
谷区

①③ ひよこのおはなし会
赤ちゃんはわらべうたと絵本の読み聞かせが大好き！お母さんも一緒に楽し
みましょう。（対象：乳幼児と保護者　事前申し込み制）

10月31日 横浜市瀬谷図書館会議室 横浜市瀬谷図書館 無料
http://www.city.yokohama.lg.jp
/kyoiku/library/chiiki/seya/

☎045-301-7911
ｆａｘ045-302-3655

神奈川県
横浜市瀬
谷区

①③ ハロウィンおはなし会
ハロウィンの夕方におはなし会をします。仮装してきてもいいよ。参加者にはプ
チお土産もあります。（対象：幼児・小学生　保護者入場可）

10月31日 横浜市瀬谷図書館会議室 横浜市瀬谷図書館 無料
http://www.city.yokohama.lg.jp
/kyoiku/library/chiiki/seya/

☎045-301-7911
ｆａｘ045-302-3655

神奈川県
横浜市瀬
谷区

①③ 休日おはなし会　風の会
瀬谷区で活躍する読み聞かせグループによるおはなし会。今回は、ストーリー
テリング（おはなしを語ること）も取り入れて、小学生が楽しめるプログラムを中
心にお届けします。（対象：幼児・小学生　保護者入場可）

11月4日 横浜市瀬谷図書館会議室 横浜市瀬谷図書館 無料
http://www.city.yokohama.lg.jp
/kyoiku/library/chiiki/seya/

☎045-301-7911
ｆａｘ045-302-3655

神奈川県
横浜市瀬
谷区

①③
瀬谷区制50周年記念プレ・イベント
「高齢者と絵本を楽しもう」講演会＆
交流会

第１部　講演会「高齢者と絵本を楽しもう～介護とブックトーク～」 介護現場で
の絵本を活用した取組みについての講演とブックトークの実演をします。　第２
部　交流会「高齢者と絵本を楽しもう」瀬谷区で高齢者への読み語りグループ
の事例発表と、講師との交流会をもちます。

11月10日 瀬谷区役所5階大会議室
瀬谷区役所地域振興課
横浜市瀬谷図書館（共催）

無料
http://www.city.yokohama.lg.jp
/kyoiku/library/chiiki/seya/

☎045-301-7911
ｆａｘ045-302-3655

神奈川県
横浜市瀬
谷区

①③
子どもの本の展示会「はまっ子にお
すすめの本」

11月2日（金）は、はまっ子読書の日。はまっ子たちにおすすめの本を展示・貸
出します。

11月1日～30日 横浜市瀬谷図書館玄関ホール 横浜市瀬谷図書館 無料
http://www.city.yokohama.lg.jp
/kyoiku/library/chiiki/seya/

☎045-301-7911
ｆａｘ045-302-3655

神奈川県
横浜市瀬
谷区

①③ 映像化された文学作品（仮題） 映画やテレビドラマの原作となった小説などを展示・貸出します。 11月1日～30日 横浜市瀬谷図書館玄関ホール 横浜市瀬谷図書館 無料
http://www.city.yokohama.lg.jp
/kyoiku/library/chiiki/seya/

☎045-301-7911
ｆａｘ045-302-3655

神奈川県
横浜市西
区

① 星空教室 月齢１１の月と秋の星を観察します。 10月20日 神奈川県立青少年センター 神奈川県 無料 http://kanagawa-yc.jp/
神奈川県立青少年センター
科学部科学支援課
TEL : 045-263-4470

問合せ先の電話番号は変更の予定
あり。

神奈川県
横浜市西
区

① 上級ロボットプログラム
自律型ロボットについてプログラミングや機構を学び、より高度な課題にチャレ
ンジします。

10月27日 神奈川県立青少年センター 神奈川県 無料 http://kanagawa-yc.jp/
神奈川県立青少年センター
科学部科学支援課
TEL : 045-263-4471

問合せ先の電話番号は変更の予定
あり。

神奈川県
横浜市西
区

① プチロボで競走しよう（横浜２） プチロボの工作（はんだ付け作業あり）と操縦体験を行います。 10月28日 神奈川県立青少年センター 神奈川県 http://kanagawa-yc.jp/
神奈川県立青少年センター
科学部科学支援課
TEL : 045-263-4471

※材料費1,240円
問合せ先の電話番号は変更の予定
あり。

神奈川県
横浜市西
区

① 天文研究クラブ デジタル撮影と画像処理（天王星）を行います。 11月10日 神奈川県立青少年センター 神奈川県 無料 http://kanagawa-yc.jp/
神奈川県立青少年センター
科学部科学支援課
TEL : 045-263-4470

問合せ先の電話番号は変更の予定
あり。

神奈川県
横浜市西
区

① 星空教室 月齢１０の月と天王星を観察します。 11月17日 神奈川県立青少年センター 神奈川県 無料 http://kanagawa-yc.jp/
神奈川県立青少年センター
科学部科学支援課
TEL : 045-263-4470

問合せ先の電話番号は変更の予定
あり。

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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神奈川県
横浜市西
区

① メイクセラピー検定3級
心理カウンセリングと色彩学や印象分析の理論を取り入たメイクアップ技法で
化粧療法の一環として位置づけられるメイクセラピーの概要を学びます。また
検定の合格を目指します。

10月7日,14日,28日
神奈川大学
みなとみらいエクステンションセンター

神奈川大学広報部 http://www.ku-portsquare.jp
神奈川大学
KUポートスクエア
045-682-5553

神奈川県
横浜市西
区

①
ビジネスのためのExcel ピポットテー
ブル

Excelの基礎知識をお持ちの方を対象とした講座で、ピポットテーブルに絞り学
習をします。様々なデータ抽出方法やピポットグラフなども行い、実践的な内容
です。

10月11日,18日
神奈川大学
みなとみらいエクステンションセンター

神奈川大学広報部 http://www.ku-portsquare.jp
神奈川大学
KUポートスクエア
045-682-5553

神奈川県
横浜市西
区

① ビジネスのためのWord・Excel 活用
資料をスピーディー作成する方法や、文章や表を分かりやすく見せるテクニッ
クなどの豊富に用意された機能を駆使して業務効率をアップできるようにしま
す。

10月17日,24日,31日,11月7
日,14日

神奈川大学
みなとみらいエクステンションセンター

神奈川大学広報部 http://www.ku-portsquare.jp
神奈川大学
KUポートスクエア
045-682-5553

神奈川県
横浜市西
区

①③
暮らしの中のサイエンス
Scratch2.0 ではじめるプログラミン
グ入門

小学校でも必修化されるプログラミングについて、初心者の大人を対象とし、
Scratchの概要理解、プログラムの作り方などを体験します。

10月20日,27日
神奈川大学
みなとみらいエクステンションセンター

神奈川大学広報部 http://www.ku-portsquare.jp
神奈川大学
KUポートスクエア
045-682-5553

神奈川県
横浜市西
区

① ヴォイストレーニング基礎1
声を出すことを「考えながら」行い、それぞれの人にあった発声を実現するト
レーニングです。舌や喉などの使い方や発声の仕方の訓練も行います。

10月26日,11月2日,9日,16日
神奈川大学
みなとみらいエクステンションセンター

神奈川大学広報部 http://www.ku-portsquare.jp
神奈川大学
KUポートスクエア
045-682-5553

神奈川県
横浜市西
区

① ボールペン字レッスン
キレイな字の定義から入り、あなたの字クセを発見します。短時間で上達する
ための「バランス3原則」や「横書きの黄金比率」など、目からウロコのコツが満
載です。

10月28日
神奈川大学
みなとみらいエクステンションセンター

神奈川大学広報部 http://www.ku-portsquare.jp
神奈川大学
KUポートスクエア
045-682-5553

神奈川県
横浜市西
区

① ビジネス文書作成
社内文書と社外文書の違いや文書作成の基本など、演習を通してビジネス文
書作成テクニックを身につけます。文章の要約方法も学び、最後に議事録や
報告書を作成します。

10月28日
神奈川大学
みなとみらいエクステンションセンター

神奈川大学広報部 http://www.ku-portsquare.jp
神奈川大学
KUポートスクエア
045-682-5553

神奈川県
横浜市西
区

① 心と体をリフレッシュする心理学
多忙な中、行き詰まってしまった心や体をリフレッシュする方法などを学びま
す。※本講座は治療目的の医療行為ではありません。

10月31日
神奈川大学
みなとみらいエクステンションセンター

神奈川大学広報部 http://www.ku-portsquare.jp
神奈川大学
KUポートスクエア
045-682-5553

神奈川県
横浜市西
区

① 消費者行動心理を学ぶ
店舗空間や接客などが消費者心理に与える影響や消費者行動を心理学的側
面からとらえ、実際の企業事例を交えながら学ぶ実践的な講座です。

10月31日,11月7日,14日
神奈川大学
みなとみらいエクステンションセンター

神奈川大学広報部 http://www.ku-portsquare.jp
神奈川大学
KUポートスクエア
045-682-5553

神奈川県
横浜市西
区

①③ メディア報道を考える
公共放送局NHKの実態について、放送法の妥当性に関する論争歴史と現在
に至る報道内容について検討します。また過去の報道事例からメディアの社
会的影響や使命について考えていきます。

11月2日,9日,16日
神奈川大学
みなとみらいエクステンションセンター

神奈川大学広報部 http://www.ku-portsquare.jp
神奈川大学
KUポートスクエア
045-682-5553

神奈川県
横浜市西
区

① 経理実務入門
本講座では、経理の日常業務から決算・税務業務において必要となる必須知
識までを総合的に学習し、実務に活かせる知識を身につけます。

11月6日,13日,20日
神奈川大学
みなとみらいエクステンションセンター

神奈川大学広報部 http://www.ku-portsquare.jp
神奈川大学
KUポートスクエア
045-682-5553

神奈川県
横浜市西
区

①③ 中朝、中米、一帯一路
中朝、中米関係、中国外交のグランド・デザインである「一帯一路」計画を踏ま
え、本講座では日中関係を含めた中国の今年の対外活動を主題とします。

11月6日,13日,20日
神奈川大学
みなとみらいエクステンションセンター

神奈川大学広報部 http://www.ku-portsquare.jp
神奈川大学
KUポートスクエア
045-682-5553

神奈川県
横浜市西
区

① 自己実現心理学
自己実現型心理学は、自分らしく幸せを感じられるようになるための新しい心
理学です。基礎知識の習得とともに実践的な心理学の活用法を学びます。

11月11日
神奈川大学
みなとみらいエクステンションセンター

神奈川大学広報部 http://www.ku-portsquare.jp
神奈川大学
KUポートスクエア
045-682-5553

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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神奈川県
横浜市西
区

③
神奈川大学
産学交流フロンティアサロン

「神奈川大学フロンティアクラブ」では、時代を先取りした話題性の高い最新の
研究成果をわかり易く解説する「産学交流サロン」を開催します。
『夢の実現へ向けて～サラリーマンからプロ棋士へ～』
　社団法人日本将棋連盟　棋士　瀬川晶司

11月14日
神奈川大学
みなとみらいエクステンションセンター

神奈川大学フロンティアクラブ主催
神奈川大学校友課
045-481-5661

神奈川県
横浜市保
土ヶ谷区

①
第18回生涯学習フォーラム
まなぶん祭り

区民に対して学習活動や市民活動等の理解を深めてもらうため、公益的な活
動をしている団体が、日ごろの活動の発表を行う場とするとともに、参加団体
同士の交流、及び来場者へ各団体のアピール、意見交換の場としています。

11/10、11/11 保土ケ谷市民活動センターアワーズ
ほどがや生涯学習フォーラム実行委員
会・保土ケ谷区役所

保土ケ谷区役所
地域振興課生涯学習支援係
045-334-6307

神奈川県
横浜市保
土ヶ谷区

①③
平成30年度
保土ケ谷区読書活動推進講演会

本や読書に関する講演会を実施することで、区民の読書活動に対して啓発を
行います。（※11月は読書活動推進月間）

11月1日 横浜市岩間市民プラザ　ホール 保土ケ谷区役所 無料
保土ケ谷区役所
地域振興課生涯学習支援係
045-334-6307

広報（チラシやHP等）は９月中旬頃に
更新予定です。

神奈川県
横浜市南
区

③ 第43回南区文化祭
南区内で文化活動を行っている各種文化団体が一堂に集まって発表を行いま
す。（①区民創作作品展②みんなの合唱祭③区民ステージ④フラ★フェスタ）

①10月20～21日
②10月28日
③11月3日
④11月4日

①南センター
②③④みなみん（南公会堂）

南区民まつり運営委員会 無料

http://www.city.yokohama.lg.jp
/minami/00seikatsu/10culture
/100202.html

南区地域振興課
区民活動推進係
（南区文化祭実行委員会 事務局）
045（341）1238

神奈川県 ① 県民スポーツ月間

誰もがスポーツを楽しみ、多くの県民がスポーツに親しむきっかけづくりを目的
に、「かながわスポーツフェスティバル」をはじめ、各種のスポーツイベントなど
を市町村や関係団体と連携して、「県民スポーツ月間」に係るイベントを開催し
ます。

10月1日～31日 県立西湘地区体育センター他
神奈川県、
神奈川県教育委員会

無料

【県民スポーツ月間HP】
http://www.pref.kanagawa.jp/
docs/tz5/cnt/f6135/index.ht
ml

県スポーツ課
健康・生涯スポーツグループ
045-285-0796

神奈川県
県内全市
町村

② 学校へ行こう週間

県教育委員会として、開かれた学校づくりの推進に向けた各学校の主体的な
取組を充実するために「学校へ行こう週間」を設定しています。各学校におい
ては、学校施設の開放、授業公開、地域のボランティアの活用、地域懇談会の
開催、学校評議員制度や外部評価の導入などの取組が行われています。

10月15日～28日 県内公立学校等 県内公立学校等 無料
http://www.pref.kanagawa.jp/
docs/v3p/cnt/f6686/

子ども教育支援課
教育指導グループ
045-210-8217

神奈川県 県内全域 ②③ 神奈川県高等学校総合文化祭
高校生の文化・芸術活動の発表の場として、約3ヶ月間にわたり県内各地で26
部門の行事を開催します。

2018年10月27日
～2019年１月13日

鎌倉芸術館ほか
神奈川県高等学校文化連盟
神奈川県教育委員会

無料
神奈川県高等学校文化連盟：
http://www.kanabun.jp/

神奈川県高等学校
文化連盟事務局
（電話：045-320-1053）

詳細は確定次第ホームページに掲載
します。

神奈川県
横浜市
西区

①② かながわ人づくりコラボ2018
本県の教育の総合的な指針である「かながわ教育ビジョン」に基づき、実践紹
介や会場の皆様との教育論議を通じて、協働・連携による「人づくり」について
考えていきます。

11月3日 横浜市西公会堂
神奈川県教育委員会
かながわ人づくり推進ネットワーク

無料
http://www.pref.kanagawa.jp/
docs/u5t/gekkan/gekkan_top.
html

神奈川県教育委員会
総務室
教育ビジョン・防災グループ

詳細は８月上旬にホームページにて
お知らせします。

神奈川県
横浜市
瀬谷区

② 学校へ行こう週間 各学部の授業見学・学校説明を実施し本校の教育内容を紹介する。 10月10日～15日 神奈川県立瀬谷養護学校 神奈川県立瀬谷養護学校 無料
http://www.seya-sh.pen-
kanagawa.ed.jp

瀬谷養護学校連携支援室
詳細は９月上旬にHP等でお知らせし
ます。

神奈川県
横浜市
瀬谷区

⑤
アニメーションダンス・チャレンジ教
室

一流ダンサーのパフォーマンスを間近に体感。驚きや感動を届けると共にダン
ス教室も開催します。

10月13日 神奈川県立瀬谷養護学校
一般社団法人
ｃａｎａｗｅｌｌ
(6月よりピッカへ名称変更）

無料
http://www.seya-sh.pen-
kanagawa.ed.jp

瀬谷養護学校連携支援室
詳細は９月上旬にHP等でお知らせし
ます。

神奈川県 県内全域 ①
「人生100歳時代の設計図を考える」
フォーラム

人生100歳時代に関する県民意識の醸成等を図ることを目的に、県民の人生
100歳時代を前提としたライフプランを考えるきっかけづくりとして、基調講演及
びパネルディスカッションを行います。

10月22日 横浜情報文化センター 神奈川県 無料

神奈川県　総合政策課
連携推進グループ
※参加受付については、９月下旬よ
り、専門窓口を開設

９月下旬より参加者の募集開始及び
HP開設

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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神奈川県 横浜市 ④
横浜市ＭＩＣＥ次世代育成事業
（第46回日本救急医学会総会・学術
集会学会）

横浜市では市内で開催される国際・国内会議及び展示会を契機に、次世代を
担う子ども達に研究者や最新技術に触れていただく機会を設けており、11月に
開催される第46回日本救急医学会総会・学術集会学会にあわせて、横浜市内
の中学生・高校生を対象に、現場で活躍している救急医による講演を実施しま
す。

11月18日
横浜みなとみらい21 プレゼンテーション
ルーム【予定】

日本救急医学会 無料
http://www.city.yokohama.lg.jp
/bunka/kancon/jisedai/

横浜市文化観光局
ＭＩＣＥ振興課
045-671-3546

ホームページは10月頃に左記ＵＲＬ
に案内を作成します。

神奈川県 横浜市 ③ 栄区民芸術祭２０１８ 栄区文化協会と公募の区民による、文化・芸術の秋の祭典です。 10/17～11/18 栄公会堂ほか 栄区文化協会
https://sakae-bunkyo.com/

横浜市栄区
地域振興課
045-894-8395

神奈川県 横浜市 ①
神奈川近代文学館の仕事から
～展示の企画・レプリカ製作につい
て～

神奈川近代文学館の職員の方より、資料保存・複製等、神奈川近代文学館の
仕事についてお話しいただく講演会です。

10月27日 横浜市中央図書館 横浜市中央図書館 無料
【横浜市立図書館ＨＰ】
http://www.city.yokohama.lg.jp
/kyoiku/library/

横浜市中央図書館
調査資料課
045-262-7336

H30.9下旬に情報公開予定

神奈川県 横浜市 ①
解き明かせ！横浜のお台場―発掘
に見るコウモリ台場とその時代

これまでに発掘調査によってわかってきた神奈川台場の構造や、台場築造の
時代背景となる開港前後の横浜をめぐる情勢について展示します。

11月20日～12月16日 横浜市中央図書館
横浜市中央図書館、
横浜市ふるさと歴史財団
埋蔵文化財センター

無料

【横浜市立図書館ＨＰ】
http://www.city.yokohama.lg.jp
/kyoiku/library/
【埋蔵文化財センターHP】
https://www.rekihaku.city.yok
ohama.jp/maibun/

横浜市中央図書館
調査資料課
045-262-7336

H30.11中旬に情報公開予定

神奈川県 横浜市 ③ おとなが楽しむおはなし会 昔話などのストーリーテリングを大人を対象に実施 10月25日 港南図書館会議室 横浜市港南図書館・おはなしにこっと 無料
横浜市港南図書館
045-841-5577

神奈川県 横浜市 ③
はまっ子読書の日記念
ブックトークの会

いろいろな本を紹介するブックトークを実施 11月3日 横浜市港南図書館
横浜市港南図書館・
かながわこどもひろば

無料
横浜市港南図書館
045-841-5577

神奈川県 横浜市 ①，③ 港南歴史講座 地域の歴史をテーマにした講演会 11月17日 横浜市港南図書館 港南歴史協議会
横浜市港南図書館
045-841-5577

神奈川県 横浜市 ③ しかけカードを作ろう 子どもたちを対象にしかけ絵本の作り方の講習会 11月17日 横浜市港南図書館 横浜市港南区役所・横浜市港南図書館 無料
横浜市港南図書館
045-841-5577

神奈川県 横浜市 ①，③ 大人のためのおはなし会
大人もリラックスして図書館を楽しめる場として「おはなし」を聞く体験をしてい
ただく「おはなしのいずみの会」によるストーリーテリング

11月13日 横浜市泉図書館 横浜市泉図書館 無料 045-801-2251

神奈川県 横浜市 ①，③ 展示「横浜マイスター」
保土ケ谷区在住の横浜マイスターと、横浜発祥の職業や横浜の伝統工芸を紹
介します。

10月17日～31日 横浜市保土ケ谷図書館 横浜市保土ケ谷図書館 無料

【保土ケ谷図書館HP】
http://www.city.yokohama.lg.jp
/kyoiku/library/chiiki/hodogay
a/index.html

横浜市保土ケ谷図書館
電話：045-333-1336

神奈川県 横浜市 ①
展示「横浜FCと愉しむ読書とサッ
カーライフ」

保土ケ谷区とサッカークラブの横浜FCは、平成30年7月に「横浜市保土ケ谷区
におけるホームタウン活動等に関する基本協定」を結びました。これを記念し
て、保土ケ谷区にクラブハウスのある横浜FCの紹介と、サッカーに関連する図
書を展示します。

10月19日～11月6日 横浜市保土ケ谷図書館 横浜市保土ケ谷図書館 無料

【保土ケ谷図書館HP】
http://www.city.yokohama.lg.jp
/kyoiku/library/chiiki/hodogay
a/index.html

横浜市保土ケ谷図書館
電話：045-333-1336

神奈川県 横浜市 ①
保土ケ谷区読書活動推進講演会
～豊かな言葉の世界　子どもと本を
つなぐために～

長年わらべうたや読み聞かせの普及などでご活躍されている石川道子氏を招
き、読書の大切さや楽しさなどをお話いただきます。

11月1日 横浜市岩間市民プラザ　ホール
保土ケ谷区地域振興課、
横浜市保土ケ谷図書館

無料

【保土ケ谷図書館HP】
http://www.city.yokohama.lg.jp
/kyoiku/library/chiiki/hodogay
a/index.html

保土ケ谷区役所地域振興
課生涯学習支援係
電話：045-334-6307

事前申込制、先着170人。10月15日
より受付開始。詳細はホームページ
をご覧ください。

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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神奈川県 横浜市 ① （協働）秋のとくべつおはなし会 地域で活動するボランティアと一緒に行うおはなし会です。 11月7日 横浜市保土ケ谷図書館 横浜市保土ケ谷図書館 無料

【保土ケ谷図書館HP】
http://www.city.yokohama.lg.jp
/kyoiku/library/chiiki/hodogay
a/index.html

横浜市保土ケ谷図書館
電話：045-333-1336

神奈川県 横浜市 ①，③ 開国開港期貴重資料パネル展示 開国開港期の錦絵や地図・絵図をパネルで紹介します。 11月14日～11月28日 横浜市保土ケ谷図書館 横浜市保土ケ谷図書館 無料

【保土ケ谷図書館HP】
http://www.city.yokohama.lg.jp
/kyoiku/library/chiiki/hodogay
a/index.html

横浜市保土ケ谷図書館
電話：045-333-1336

神奈川県 横浜市 ① 声をだそう！「音読の会」
昔話や詩、文学作品などをみんなで声に出して読む会です。脳の活性化も期
待できると言われている「音読」を楽しんでみませんか。

11月22日 横浜市保土ケ谷図書館 横浜市保土ケ谷図書館 無料

【保土ケ谷図書館HP】
http://www.city.yokohama.lg.jp
/kyoiku/library/chiiki/hodogay
a/index.html

横浜市保土ケ谷図書館
電話：045-333-1336

事前申込制、先着20人。11月6日より
保土ケ谷図書館の窓口または電話
で受付。

神奈川県 横浜市 ①，③ 本のＰＯＰ大会 本のＰＯＰ広告をかいて、自分の好きな本をみんなにオススメしてみよう！
募集期間10月1日～11月25日
展示期間11月1日～11月30日

横浜市緑図書館 横浜市緑図書館 無料
【緑図書館ＨＰ】
http://www.city.yokohama.lg.jp
/kyoiku/library/chiiki/midori/

横浜市緑図書館
横浜市緑区十日市場町825-1
電話045-985-6331

神奈川県 横浜市 ①，③
講座「そろそろ働こうかな～子育てマ
マのためのお仕事探しのその前に
～」

「無理のない範囲で働きたい」「将来の教育費のために」そんなママのためのプ
レセミナー。これからのくらしとお金、働き方について考えてみませんか。

10月25日 横浜市緑図書館
横浜市緑図書館／
男女共同参画センター横浜北

無料
【緑図書館ＨＰ】
http://www.city.yokohama.lg.jp
/kyoiku/library/chiiki/midori/

横浜市緑図書館
横浜市緑区十日市場町825-1
電話045-985-6331

神奈川県 横浜市 ①，③
なぜ本屋大賞は、日本一の文学賞
になったのか！ ―作家と本と本屋
の裏話を語ります―

第一部は本屋大賞の発起人による「本屋大賞」誕生秘話のトークショー、第二
部ではグループになって参加者が持ち寄った本を紹介しあいます。

11月17日
緑区市民活動支援センター
「みどりーむ」

横浜市緑図書館／横浜市緑区役所 無料
【緑図書館ＨＰ】
http://www.city.yokohama.lg.jp
/kyoiku/library/chiiki/midori/

横浜市緑図書館
横浜市緑区十日市場町825-1
電話045-985-6332

神奈川県 横浜市
①，②，
③

中高生のための文章術講座
中高生を対象に「相手に伝わる文章」の書き方を教えます。講座後、課題を提
出し、講師から添削してもらうことができます。

11月23日 緑区役所 横浜市緑図書館／横浜市緑区役所 無料
【緑図書館ＨＰ】
http://www.city.yokohama.lg.jp
/kyoiku/library/chiiki/midori/

横浜市緑図書館
横浜市緑区十日市場町825-1
電話045-985-6333

神奈川県 横浜市 ① 大人のためのおはなし会 おはなしボランティアによる大人が楽しめる語り。 10月28日 山内図書館集会室 横浜市山内図書館 無料 http://yamauchi-lib.jp/
横浜市山内図書館
℡045-901-1225

神奈川県 横浜市 ① はまっ子読書の日 人形劇 はまっ子読書の日にちなんで、人形劇を開催。 11月4日 山内地区センター 横浜市山内図書館 無料 http://yamauchi-lib.jp/
横浜市山内図書館
℡045-901-1225

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


