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静岡県 熱海市 ② 市内小中学校音楽発表会
市内小学校（午前）と中学校（午後）がそれぞれ一堂に会して音楽発表会を開
催し、保護者にも公開します。

10月25日 南熱海マリンホール
熱海市教育委員会
熱海市教育研究会

無料
熱海市教育委員会
学校教育課
0557-86-6581

静岡県 熱海市 ② 市内小中学校美術書写展
市内児童生徒の図工・美術、書写の作品展を開催し、保護者等にも公開しま
す。

11月10日～11日 いきいきプラザ７階 熱海市教育研究会 無料
熱海市教育委員会
学校教育課
0557-86-6581

静岡県 熱海市 ③ 製本教室作品展 製本教室で作成した作品を展示します。 11月2日～4日 熱海市立図書館5階会議室 きよグループ 無料
熱海市立図書館
0557-86-6591

静岡県 熱海市 ③ 第22回静岡県民俗芸能フェスティバル
伊豆に伝わる芸能を、民俗学者の解説とともにステージ上で公開します。平成
29年3月に県指定となった西伊豆町の海名野神明神社の人形三番叟及び熱海
市指定の芸能を披露します。

10月27日 南熱海マリンホール
静岡県教育委員会
静岡県文化財保存協会

無料
静岡県教育委員会
文化財保護課
054-221-3159

静岡県 伊豆市 ③
伊豆市民文化祭
音楽芸能部門

市民の日ごろの芸術文化活動のうち、楽器演奏や舞踊などの成果を舞台で発
表します。

10月20日、21日 伊豆市民文化ホール
伊豆市教育委員会
伊豆市文化協会

無料
http://www.city.izu.shi
zuoka.jp/

伊豆市教育部社会教育課
0558-83-5476

静岡県 伊豆市 ③
伊豆市民文化祭
展示部門

市民の日ごろの芸術文化活動のうち、写真・絵画・書道などの成果を展示発表
します。

11月3日、4日、
10日、11日

市内各所
伊豆市教育委員会
伊豆市文化協会

無料
http://www.city.izu.shi
zuoka.jp/

伊豆市教育部社会教育課
0558-83-5476

静岡県 伊豆市 ③
伊豆市グリーンコンサート2018「東京交
響楽団　伊豆公演　～どこかで聴いたク
ラシックの名曲選～」

東京交響楽団によるクラッシックコンサートを開催します。どこかで聴いたことの
ある曲目を中心に、皆様お馴染みの楽曲をたっぷりお届けします。皆様お誘い
あわせの上、御来場ください。

11月25日 アクシスかつらぎ（伊豆の国市）
伊豆市・伊豆の国市
公益財団法人日本交響楽振興財団

一般4,000円
高校生以下
2,000円

http://www.city.izu.shi
zuoka.jp/

伊豆市教育部社会教育課
0558-83-5476

伊豆市・伊豆の国市
民は半額です

静岡県 伊豆市 ③ いずっこおはなしサロン
伊豆市子ども読書活動推進事業の一環として、読み聞かせボランティア団体等
が読み聞かせを行います。

11月10日 修善寺生きいきプラザ 伊豆市教育部社会教育課図書館 無料
http://www.city.izu.shi
zuoka.jp/

伊豆市教育部
社会教育課図書館
0558-72-9868

静岡県
伊豆の国
市

②，③ 長岡地区子ども作品展
伊豆の国市のうち旧伊豆長岡町域の公立保育園・幼稚園・小学校・中学校の
児童・生徒による絵画・工作・書道作品を展示し、保護者をはじめ広く市民に公
開します。

11月10日～11日 長岡中央公民館 伊豆の国市教育委員会 無料
学校教育課
055-948-1444

静岡県
伊豆の国
市

②，③ 大仁地区子ども作品展
伊豆の国市のうち旧大仁町域の公立保育園・幼稚園・小学校・中学校の児童・
生徒による絵画・工作・書道作品を展示し、保護者をはじめ広く市民に公開しま
す。

11月10日～11日 大仁小学校体育館 伊豆の国市教育委員会 無料
学校教育課
055-948-1444

静岡県
伊豆の国
市

②，③ 韮山地区子ども作品展
伊豆の国市のうち旧韮山町域の公立保育園・幼稚園・小学校・中学校の児童・
生徒による絵画・工作・書道作品を展示し、保護者をはじめ広く市民に公開しま
す。

11月17日～18日 韮山小学校体育館 伊豆の国市教育委員会 無料
学校教育課
055-948-1444

第60回「教育・文化週間」関連行事
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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

静岡県 伊東市 ③ 第57回伊東市芸術祭展示部門
市内在住・在勤の方々の作品を集い、絵画・写真・書道・華道・茶道等の作品
の展示や発表を行います。

10月5日～10月7日
10月12日～10月14日

生涯学習センター中央会館 伊東市 無料
http://www.city.ito.shi
zuoka.jp/

0557-32-1964

静岡県 伊東市 ③ 第57回伊東市芸術祭音楽祭
市民の芸術活動発表の場として開催します。Ⅰ部は合唱、Ⅱ部は器楽を行い
ます。

10月13日、10月14日 観光会館ホール 伊東市 無料
http://www.city.ito.shi
zuoka.jp/

0557-32-1964

静岡県 伊東市 ③
第57回伊東市芸術祭上演部門
(ﾊﾜｲｱﾝﾌﾗ)

市民の芸術活動発表の場として開催します。 10月20日 生涯学習センターひぐらし会館 伊東市 無料
http://www.city.ito.shi
zuoka.jp/

0557-32-1964

静岡県 伊東市 ③ 第57回伊東市芸術祭上演部門(筝曲) 市民の芸術活動発表の場として開催します。 10月21日 生涯学習センターひぐらし会館 伊東市 無料
http://www.city.ito.shi
zuoka.jp/

0557-32-1964

静岡県 伊東市 ③
第57回伊東市芸術祭上演部門
(ﾚｸﾀﾞﾝｽ)

市民の芸術活動発表の場として開催します。 10月26日 生涯学習センターひぐらし会館 伊東市 無料
http://www.city.ito.shi
zuoka.jp/

0557-32-1964

静岡県 伊東市 ③
第57回伊東市芸術祭上演部門
(ｷﾞﾀｰｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ)

市民の芸術活動発表の場として開催します。 10月27日 生涯学習センターひぐらし会館 伊東市 無料
http://www.city.ito.shi
zuoka.jp/

0557-32-1964

静岡県 伊東市 ③ 第57回伊東市芸術祭上演部門(洋舞) 市民の芸術活動発表の場として開催します。 10月21日 観光会館ホール 伊東市 無料
http://www.city.ito.shi
zuoka.jp/

0557-32-1964

静岡県 伊東市 ③ 第57回伊東市芸術祭上演部門(大正琴) 市民の芸術活動発表の場として開催します。 10月26日 観光会館ホール 伊東市 無料
http://www.city.ito.shi
zuoka.jp/

0557-32-1964

静岡県 伊東市 ③
第57回伊東市芸術祭上演部門
(詩吟・詩舞・剣舞)

市民の芸術活動発表の場として開催します。 10月27日 観光会館ホール 伊東市 無料
http://www.city.ito.shi
zuoka.jp/

0557-32-1964

静岡県 伊東市 ③ 第57回伊東市芸術祭上演部門(邦舞) 市民の芸術活動発表の場として開催します。 10月28日 観光会館ホール 伊東市 無料
http://www.city.ito.shi
zuoka.jp/

0557-32-1964

静岡県 伊東市 ③
第57回伊東市芸術祭上演部門
(民謡・民舞)

市民の芸術活動発表の場として開催します。 11月3日 観光会館ホール 伊東市 無料
http://www.city.ito.shi
zuoka.jp/

0557-32-1964

静岡県 伊東市 ③ 郷土芸能祭 地域伝統の郷土芸能発表の場として開催します。 11月3日 観光会館ホール 伊東市 無料
http://www.city.ito.shi
zuoka.jp/

0557-32-1964

静岡県 伊東市 ①② 平成３０年度私の主張発表会 市内中学生が日頃、考えていることについて発表を行います。 11月4日 観光会館ホール 伊東市 無料
http://www.city.ito.shi
zuoka.jp/

0557-32-1962

静岡県 伊東市 ① 読書週間講演会 読書週間行事として、絵本作家による講演会を実施します。 10月20日
伊東市生涯学習センター
中央会館第一会議室

伊東市立図書館 無料
http://www.ito.library-
town.com/

伊東市立伊東図書館
0557-36-7433

H30.9下旬頃に更新予
定

静岡県 磐田市 ②，③ 第17回静岡県中学校総合文化祭
静岡県内の中学校における日常の文化活動（音楽、美術、伝統芸能、書写等）
を発表します。

11月９日～11日
磐田市民文化会館、
磐田市文化振興センター

静岡県中学校文化連盟 無料
磐田市教育委員会
学校教育課
0538-37-4921

静岡県 御前崎市 ③
新野左馬助公展示館大河ドラマ
「おんな城主　直虎」
新野左馬助公衣装特別展示

　2017年大河ドラマ「おんな城主　直虎」で新野左馬助公役の苅谷俊介氏が着
用した衣装の特別展示を実施し、新野左馬助公展示館の来館者が戦国時代
の歴史や文化に触れる機会を提供する。

8月11日～11月11日 新野左馬助公展示館 御前崎市教育委員会 無料
http//www.city.omaez
aki.shizuoka.jp/

御前崎市教育委員会
社会教育課
0537-29-8735

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

静岡県 御前崎市 ③
御前崎市文化財講座「朝比奈郷の土豪
と山城と指定文化財の仏像・神像巡り」

参加者が各御堂の関係者や城跡及び仏像の専門家の説明を聞きながら朝比
奈地区の城館と市指定有形文化財の仏像及び神像を大型バスで巡る。

10月27日 朝比奈地区 御前崎市教育委員会 無料
http//www.city.omaez
aki.shizuoka.jp/

御前崎市教育委員会
社会教育課
0537-29-8735

静岡県 御前崎市 ③
御前崎市大産業まつり
原始体験学習の開催

昔の火起こし体験・勾玉づくり体験。 11月24日・11月25日 御前崎市役所周辺 御前崎市教育委員会
http//www.city.omaez
aki.shizuoka.jp/

御前崎市教育委員会
社会教育課
0537-29-8735

昔の火起こし体験は
無料・勾玉づくり体験
は200円

静岡県 御前崎市 ②③
第14回御前崎市文化祭
小・中学校音楽発表会

より多くの市民が文化・芸術活動に参加できる機会の提供ということから、御前
崎市文化祭の一環として、市内小学校（4年生）及び市内中学校合唱祭での最
優秀クラス（3年生）が参加する音楽発表会を行います。

10月26日 御前崎市民会館
御前崎市文化祭実行委員会・
御前崎市・御前崎市教育委員会

無料
http://www.city.omaez
aki.shizuoka.jp/

御前崎市教育委員会
社会教育課
0537-29-8735

静岡県 御前崎市 ③ 第14回御前崎市文化祭　展示部門
水墨画・絵画・写真・陶芸・彫刻・華道・俳句・短歌・書道・手工芸・ちぎり絵など
の展示します。

前期:10月30日～11月4
日
後期:11月6日～11日

御前崎市立図書館アスパル
御前崎市文化祭実行委員会・
御前崎市・御前崎市教育委員会

無料
http://www.city.omaez
aki.shizuoka.jp/

御前崎市教育委員会
社会教育課
0537-29-8735

静岡県 御前崎市 ③ 第14回御前崎市文化祭　芸能部門 音楽・舞踊・カラオケ・ダンス・体操等の芸能発表します。 11月3日～4日 御前崎市民会館
御前崎市文化祭実行委員会・
御前崎市・御前崎市教育委員会

無料
http://www.city.omaez
aki.shizuoka.jp/

御前崎市教育委員会
社会教育課
0537-29-8735

静岡県 御前崎市 ① 平成30年度青少年の未来をつむぐ集い
「子ども・若者育成支援強調月間」に併せ、子どもたちの頑張っている姿を地域
住民に披露する場と地域社会の機運を高めることを目的として開催する。

11月18日 御前崎市民会館 御前崎市青少年健全育成会議 無料
http://www.city.omaez
aki.shizuoka.jp/

御前崎市教育委員会
社会教育課
0537-29-8735

静岡県 小山町 ①，③ 第62回小山町町民文化祭
町の芸術文化を発信する場を町民及び各種団体に提供することにより、芸術
文化の振興・向上を図ります。
具体的には、町内文化団体の発表・展示を行います。

10月13日～14日 小山町総合文化会館 小山町町民文化祭実行委員会 無料
小山町
町民文化祭実行委員会
0550-76-5700

静岡県 小山町 ①

平成30年度
子供・者育成支援強調月間
静岡県大会in小山町
小山町生涯学習推進講演会

お笑い芸人であり漢字研究家の「ゴルゴ松本」氏を講師に招き、ボランティアで
少年院において活動されている「命の授業」の内容や、御自身の生い立ち、出
会いなどを紹介していただき、人生を豊かにするエピソードを御講演いただきま
す。

11月23日
小山町総合文化会館
金太郎ホール

静岡県青少年育成会議、小山町、小山町
教育委員会、小山町生涯学習推進委員
会、静岡県青少年対策本部（静岡県、静岡
県教育委員会、静岡県警察本部）

無料
小山町教育委員会
生涯学習課
0550-76-5722

静岡県 小山町 ①，③ 駿河路のつどい
町内外の短歌・俳句・川柳の文芸愛好家の無記名の互選による作品批評会を
開催し、参加者の学習意欲及び文化の向上と親睦、交流を図ります。

10月30日 小山町総合文化会館 小山町教育委員会生涯学習課
小山町教育委員会
生涯学習課
0550-76-5722

静岡県 小山町
①，
②，③

中学校芸術文化鑑賞事業
子ども達が文化会館施設に親しみを感じ、ホールマナーを学習しながら舞台芸
術等の素晴らしさを体験してもらうことを目的として、町内全中学校生徒を対象
に芸術鑑賞会を開催します。

11月1日 小山町総合文化会館
小山町総合文化会館
指定管理者　ビル保善・シンコー・
よしもと運営グループ

小山町教育委員会
生涯学習課
0550-76-5722

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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静岡県 掛川市 ①② 「第１２回かけがわ教育の日」
実行委員会を中心に毎年テーマを検討し、講師を招いての基調講演やパネル
ディスカッション、園児・児童・生徒による催し、各種実践発表など、テーマに
沿った内容で開催しています。

11月17日 大須賀中央公民館 掛川市教育委員会 無料

http://www.city.kakeg
awa.shizuoka.jp/life/ko
sodate/kyoikuiinkai/ky
ouiku/kakegawakyoiku
nohi.html

掛川市教育委員会
教育政策室
電話 0537-21-1109
FAX 0537-21-1222

静岡県 河津町 ③ 第３７回町民文化祭（展示部門）
町民の文化・芸能の発表の場であり、絵画、書道、工芸などの作品を展示いた
します。

11月3日～4日 河津南小学校体育館 河津町文化協会 無料
河津町教育委員会
社会教育係
℡：0558-34-1117

静岡県 河津町 ③ 第３７回町民文化祭（舞台部門）
町民の文化・芸能の発表の場であり、ダンス、舞踊、吹奏楽などを舞台発表い
たします。

11月18日 河津南小学校体育館 河津町文化協会 無料
河津町教育委員会
社会教育係
℡：0558-34-1117

静岡県 函南町 ① 子育て講演会
家庭教育の重要性について考える機会として、国立音楽大学教授の林浩子先
生を講師としてお呼びし、子育てに関する講演会を開催します。

10月24日 函南町文化センター 函南町教育委員会・函南町立幼稚園ＰＴＡ 無料
http://www.town.kann
ami.shizuoka.jp/

函南町教育委員会
生涯学習課
055-979-1733

静岡県 函南町 ① 第5回チャレンジ大学
熟年学習（概ね60歳以上の方を対象）に、豊かでゆとりに満ちた生涯学習社会
を目指し多くの方に生涯にわたって学び続けられる機会を提供します。講師を
迎え年間7回各種公開講座を行い、5回目の今回は防災について学びます。

10月18日 函南町文化センター 函南町教育委員会 無料
http://www.town.kann
ami.shizuoka.jp/

函南町教育委員会
生涯学習課
055-979-1733

静岡県 函南町 ① 第6回チャレンジ大学

熟年学習（概ね60歳以上の方を対象）に、豊かでゆとりに満ちた生涯学習社会
を目指し多くの方に生涯にわたって学び続けられる機会を提供します。講師を
迎え年間7回各種公開講座を行い、6回目の今回は健康・運動について学びま
す。

11月15日 函南町文化センター 函南町教育委員会 無料
http://www.town.kann
ami.shizuoka.jp/

函南町教育委員会
生涯学習課
055-979-1733

静岡県 函南町 ③
かんなみ仏の里美術館
仏像展示室無料開放

国指定重要文化財である阿弥陀如来及両脇侍像をはじめ、二十四躯の仏像
群を収蔵・展示しており、それらを無料で見学することができます。

11月3日 かんなみ仏の里美術館 函南町教育委員会 無料
http://www.kannami-
museum.jp

かんなみ仏の里美術館
055-948-9330
函南町教育委員会
生涯学習課
055-979-1733

文化財ウィーク協賛事
業

静岡県 函南町 ①③ かんなみ読書週間
読書週間の推進を目的とし、しおり・ブックカバーの配布、工作教室、おはなし
会スペシャル、読書記録ビンゴ等を実施します。

10月27日～11月9日 函南町立図書館 函南町立図書館 無料

https://www.lib100.ne
xs-
service.jp/tosyokan.to
wn.kannami/

函南町立図書館
055-979-8700

静岡県 函南町 ①③
「図書館・読書・本」をテーマにした
文芸作品展示

「図書館・読書・本」をテーマに募集したエッセイ、短歌、俳句、川柳を展示しま
す。

10月27日～11月22日 かんなみ知恵の和館 エントランス 函南町立図書館 無料

https://www.lib100.ne
xs-
service.jp/tosyokan.to
wn.kannami/

函南町立図書館
055-979-8700

静岡県 函南町 ①③ 読書推進・啓発ポスター展示
「子どもの読書活動」を推進する内容とで町内の小・中・高校生に募集した読書
推進・啓発ポスターを展示します。

①9月29日～10月25日
②10月27日～11月22日

①函南町役場 町民ホール
②かんなみ知恵の和館
エントランス

函南町立図書館 無料

https://www.lib100.ne
xs-
service.jp/tosyokan.to
wn.kannami/

函南町立図書館
055-979-8700

静岡県 菊川市 ③ 第14回菊川市文化祭
芸能発表、展示、体験コーナー等、市内の個人・団体を中心に日頃から文化活
動に親しんでいる多くの皆様が成果を発表します。市民による菊川市の創造文
化の発展と振興の輪が広がることを目的としています。

11月3日～4日 菊川文化会館アエル 菊川市 無料
菊川市社会教育課
0537-73-1114

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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静岡県 湖西市 ① 第25回湖西市青少年健全育成大会
青少年健全育成に対して関係機関や地域・学校・家庭が一体となって取り組む
ための理解と自覚を高めることを目的に、青少年健全育成大会を開催します。

11月3日 新居地域センター 湖西市青少年健全育成大会実行委員会 無料

【湖西市web】
http://www.city.kosai.
shizuoka.jp
（開催後実施内容を掲
載予定）

湖西市社会教育課
053-576-4793

参加者には、事前に
案内を郵送いたしま
す。

静岡県 湖西市 ① コーちゃんフェスタ
全世代を対象に、6種目のスポーツブースと5種目のレクリエーションブースの
体験を通して、仲間づくりと地域交流及び世代間交流を図ります。

11月11日 アメニティプラザ
湖西市子ども会連合会、
湖西市スポーツ推進委員、
湖西市教育委員会

無料

【湖西市web】
http://www.city.kosai.
shizuoka.jp
（10月上旬掲載予定）

湖西市社会教育課
053-576-4793

事前の参加申し込み
は不要です。当日、会
場にお越しください。

静岡県 湖西市 ③
【無料開放】
新居関所史料館　開館記念日

開館記念日の11月3日（土・祝）は入場無料で、お茶会が開催されます。また、
当日は企画展「甦－新居関跡と復元整備－」が開催中です。是非お越しくださ
い。

11月3日 新居関所史料館 湖西市教育委員会 無料

【湖西市web新居関所
企画展】
http://www.city.kosai.
shizuoka.jp/5829.htm
（10月末掲載予定）

新居関所史料館
（053-594-3615）

静岡県 湖西市 ③ 【特別公開】ふるさと学習室を見学しよう
普段は一般公開されていない「ふるさと学習室」。古代から近代までの湖西の
歴史を時代ごとに全9室を展示紹介。大知波峠廃寺から発掘された墨書土器・
木製品や湖西で使用されていた民具などを見ることができます。

11月3日 湖西中学校 湖西市教育委員会 無料

【湖西市web】
http://www.city.kosai.
shizuoka.jp
（10月末掲載予定）

湖西市ｽﾎﾟｰﾂ・文化課
（053-576-1140）

静岡県 湖西市 ① 図書館まつり「よみん祭」
読書活動推進のため、おはなし会やリサイクル本の配布、工作教室やミニコン
サート等を行います。

11月3日 湖西市立中央図書館 湖西市立中央図書館 無料
【湖西市web】
https://www.lib.kosai.s
hizuoka.jp/

湖西市立中央図書館
053-576-4351

静岡県 湖西市 ① 図書館まつり「よみん祭」
読書活動推進のため、おはなし会やリサイクル雑誌の配布、押し花教室やお
茶会等を行います。

11月4日 湖西市立新居図書館 湖西市立新居図書館 無料
　【湖西市web】
https://www.lib.kosai.s
hizuoka.jp/

湖西市立新居図書館
053-594-3155

静岡県 御殿場市 ③ ごてんば市民芸術祭
芸術作品の展示、ステージでの舞台発表、茶会や着物着付けの体験会などを
開催します。

9月～11月 御殿場市民会館　他 ごてんば市民芸術祭実行委員会

【ごてんば市民芸術祭
ＨＰ】
http://www.city.gotem
ba.shizuoka.jp/kyouiku
/d-10/d-10-
1/1252.html

御殿場市教育委員会
社会教育課
0550-82-4319

静岡県 御殿場市 ① 図書館まつり
図書館の利用促進につながるよう、おはなしの会や各種展示などを開催しま
す。

11月3日 御殿場市立図書館 御殿場市立図書館 無料
御殿場市立図書館
0550-82-0391

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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静岡県 静岡市 ③
ラウドヒル計画
「BEAT IT!! ～新今川物語2018～」

オダvs.イマガワ！！
静岡を舞台にしたオリジナルストーリーに、演劇、ダンス、映像、殺陣をドラマ
チックミックス！地産地消型×喜怒哀楽満開型ダイナミックエンターテイメント
舞台劇です！

11月3日、4日 静岡市民文化会館　中ホール
静岡市民文化会館
指定管理者
静岡市文化振興財団共同事業体

http://www.scch.shizu
oka-
city.or.jp/s_event/beat
_it.html

静岡市民文化会館
054-251-3751

静岡県 静岡市 ③ ポール･メイエ クラリネット リサイタル 世界的クラリネット奏者によるリサイタル。 10月26日 静岡音楽館AOI
静岡音楽館AOI 指定管理者
静岡市文化振興財団

http://www.aoi.shizuok
a-city.or.jp

静岡音楽館AOI
TEL.054-251-2200

静岡県 静岡市 ③
第13期
ピアニストのためのアンサンブル講座

全国から受講生を募集し、「アンサンブルができるピアニスト」を養成する。 11月3,4日 静岡音楽館AOI
静岡音楽館AOI 指定管理者
静岡市文化振興財団

http://www.aoi.shizuok
a-city.or.jp

静岡音楽館AOI
TEL.054-251-2200

静岡県 静岡市 ③ AOI･レジデンス･クヮルテット 静岡音楽館AOI専属弦楽四重奏団によるコンサート。 11月10日 静岡音楽館AOI
静岡音楽館AOI 指定管理者
静岡市文化振興財団

http://www.aoi.shizuok
a-city.or.jp

静岡音楽館AOI
TEL.054-251-2200

静岡県 静岡市 ③
オーケストラで綴る
フィギュアスケート名曲コンサート

フィギュアスケートの名選手たちが愛したオーケストラ音楽を演奏。 11月16日 静岡音楽館AOI
静岡音楽館AOI 指定管理者
静岡市文化振興財団

http://www.aoi.shizuok
a-city.or.jp

静岡音楽館AOI
TEL.054-251-2200

静岡県 静岡市 ④
秋の特別体験企画
ドキッ！ゾワッ！「こわい」の科学

あなたは、「こわい」ものがありますか？高い所？虫？おばけ？
人間はなぜ、「こわい」と感じるのでしょうか。
この秋、るくるのスタッフが、ドキッ！ゾワッ！とする展示エリアをつくりました。
家族や友だちと一緒に、「こわい」について考えてみましょう。

10月13日～10月28日 静岡科学館る・く・る 静岡科学館る・く・る 無料
https://www.rukuru.jp
/

静岡科学館る・く・る
TEL.054-284-6960

要入館料

静岡県 静岡市 ④
秋の特別体験企画　ドキッ！ゾワッ！
「こわい」の科学ワークショップ
ハラハラ！？火の玉実験ショー

「こわいの科学」関連ワークショップ。火の玉を使った実験を、テーブルを囲んで
間近に観察できます。

10月20日、21日 静岡科学館る・く・る 静岡科学館る・く・る 無料
https://www.rukuru.jp
/

静岡科学館る・く・る
TEL.054-284-6960

要入館料

静岡県 静岡市 ④

秋の特別体験企画　ドキッ！ゾワッ！
「こわい」の科学ワークショップ
ゾクゾク！？ふえ～るボックスをつくろ
う！

「こわいの科学」関連ワークショップ。ハーフミラーをつかって、のぞくと中に入
れたものがたくさん増えたように見える箱をつくります。

10月27日、28日 静岡科学館る・く・る 静岡科学館る・く・る 無料
https://www.rukuru.jp
/

静岡科学館る・く・る
TEL.054-284-6960

要入館料

静岡県 静岡市 ④
第43回静岡県
児童生徒木工工作コンクール作品展

県内の小中学生が作成した木工工作を展示します。手づくりの楽しさ、木のぬ
くもりにふれてみましょう。10月28日には、「ひのきのマイ箸づくり」などを体験で
きるワークショップも開催します。

10月28日～11月4日 静岡科学館る・く・る 静岡科学館る・く・る 無料
https://www.rukuru.jp
/

静岡科学館る・く・る
TEL.054-284-6960

要入館料

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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静岡県 静岡市 ④
サイエンスショー「あれもこれもグルグル
まわせ！～回転の科学～」

タイヤ、コマなど、身の回りには回転するものがたくさんあります。くるくると回転
するときに起きる科学を、ショー形式で紹介します。

11月3日、4日 静岡科学館る・く・る 静岡科学館る・く・る 無料
https://www.rukuru.jp
/

静岡科学館る・く・る
TEL.054-284-6960

要入館料

静岡県 静岡市 ④
めばえのかがく「とぶタネおもちゃであそ
ぼう」

小さなお子さまのはじめての科学体験を親子で楽しむワークショップ。今回は、
植物がつくり出したふしぎなタネの形に似せた「とぶおもちゃ」を工作します。対
象：未就学児とその保護者

11月10日 静岡科学館る・く・る 静岡科学館る・く・る 無料
https://www.rukuru.jp
/

静岡科学館る・く・る
TEL.054-284-6960

要入館料

静岡県 静岡市 ④ サイエンス玉手箱「消防フェアinる・く・る」
火災について科学的な視点から紹介します。消防士さんのお話や防災かる
た、紙芝居を通して災害について学びましょう。子ども用防火服の着用体験も
あります。

11月10日 静岡科学館る・く・る 静岡科学館る・く・る 無料
https://www.rukuru.jp
/

静岡科学館る・く・る
TEL.054-284-6960

要入館料

静岡県 静岡市 ④
わくわく科学工作「バランストンボをつくろ
う」

工作を通して、科学について楽しく学ぶワークショップ。今回は、頭の一点でバ
ランスをとるトンボをつくります。

11月11日 静岡科学館る・く・る 静岡科学館る・く・る 無料
https://www.rukuru.jp
/

静岡科学館る・く・る
TEL.054-284-6960

要入館料

静岡県 静岡市 ④
静岡県高等学校
生徒理科研究発表会県大会

自然科学系部活動を行っている高校生による研究発表の県大会です。 11月11日 静岡科学館る・く・る 静岡科学館る・く・る 無料
https://www.rukuru.jp
/

静岡科学館る・く・る
TEL.054-284-6960

要入館料

静岡県 静岡市 ④
すごいぞ！静岡「-196℃の世界の実
験！モノの変化に驚き」

静岡の企業が研究開発した科学技術を体験するイベント。今回は、静岡ガスの
天然ガスが外国からどのように運ばれてくるのか、液体窒素を使用し、実験形
式で説明します。

11月17日 静岡科学館る・く・る 静岡科学館る・く・る 無料
https://www.rukuru.jp
/

静岡科学館る・く・る
TEL.054-284-6960

要入館料

静岡県 静岡市 ④
静岡県中学生創造ものづくり教育フェア
「アイデアロボットコンテスト」部門

中学生がロボットの製作技術やアイデアを競い合う大会です。自由に見学がで
きます。

11月17日 静岡科学館る・く・る 静岡科学館る・く・る 無料
https://www.rukuru.jp
/

静岡科学館る・く・る
TEL.054-284-6960

要入館料

静岡県 静岡市 ④
テーブルサイエンス「まるで魔法！？色
がわり実験」

テーブルを囲み、スタッフと対話しながら目の前で実験を見ることができます。
今回は、色が変わる実験。自宅でもできる実験を紹介します。

11月18日 静岡科学館る・く・る 静岡科学館る・く・る 無料
https://www.rukuru.jp
/

静岡科学館る・く・る
TEL.054-284-6960

要入館料

静岡県 静岡市 ①,③
フランス宮廷の磁器
セーヴル、創造の300年

磁器の最高峰・セーヴル磁器は、ポンパドゥール侯爵夫人、ルイ16世や王妃マ
リー・アントワネットなど王侯貴族を虜にしました。本展では、セーヴル磁器300
年の伝統と創造の軌跡を、セーヴル陶磁都市所蔵の優品約130件で紹介する
日本初の大規模展です。

10月6日～12月16日 静岡市美術館
静岡市、静岡市美術館、
テレビ静岡、中日新聞東海本社

【静岡市美術館HP】
http://www.shizubi.jp/

静岡市美術館
TEL.054-273-1515

休館日：月曜日、ただ
し10月8日（月祝）開
館、翌9日（火）休館

静岡県 静岡市 ①,③
講演会「セーヴルって？―セーブルがし
てきたこと、今していること―」

「フランス宮廷の磁器　セーヴル、創造の300年」関連イベント。《スーラージュの
壺》の修復に携わった気鋭の修復家・北野珠子氏を講師に迎え、セーヴルの
かしこい技を紹介します。

11月10日
14：00～15：30（開場13：
30）

静岡市美術館
静岡市、静岡市美術館、
テレビ静岡、中日新聞東海本社

無料
【静岡市美術館HP】
http://www.shizubi.jp/

静岡市美術館
TEL.054-273-1515

［要申込］静岡市美術
館HP申込フォームま
たは往復はがきにて
お申込みください。
【 10月25日（木）必着
】

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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静岡県 静岡市 ①,③ めぐるりアート静岡
東静岡アート&スポーツ／ヒロバ、静岡県立美術館、静岡市美術館、中勘助文
学記念館を会場に、今を生きる作家８人の作品を紹介します。

10月23日～11月11日
※一部会期別

静岡市美術館ほか
静岡大学、静岡市、静岡県立美術館、
静岡市美術館、静岡市文化振興財団

無料
【めぐるりアート静岡】
http://megururi.net/

http://megururi.net/6th/
ホームページ
問い合わせフォーム
静岡大学教育学部
美術教育講座
054-237-9540

※一部会場別会期
ヒロバのみ10月20日
（土）〜11月11日（日）
静岡市美術館のみ10
月23日（火）～11月25
日（日）

静岡県 静岡市 ①
県立大学公開講座　食と生活を支えるヒ
ト・微生物の科学

食と生活を支えるヒト・微生物の科学 11月3日 静岡市葵生涯学習センター 静岡市葵生涯学習センター 無料
https://sgc.shizuokaci
ty.jp/Default.asp

静岡市葵生涯学習センター
054-246-6191

静岡県 静岡市 ① 静岡大学公開講座「市民社会と法」 市民社会をめぐる様々な問題について、専門家による解説を行う。 11月10日 静岡市葵生涯学習センター 静岡市葵生涯学習センター 無料
https://sgc.shizuokaci
ty.jp/Default.asp

静岡市葵生涯学習センター
054-246-6191

静岡県 静岡市 ① 古本リサイクル市 利用者が不要本を持ち込む場と、欲しい本は持ち帰る場を提供する。 10/19～10/21 静岡市葵生涯学習センター 静岡市葵生涯学習センター 無料
https://sgc.shizuokaci
ty.jp/Default.asp

静岡市葵生涯学習センター
054-246-6191

静岡県 静岡市 ① 英和大学公開講座 英和大学で教鞭をとる教員5人が、それぞれの専門分野について講義を行う。 10/23～12/18 静岡市葵生涯学習センター 静岡市葵生涯学習センター 無料
https://sgc.shizuokaci
ty.jp/Default.asp

静岡市葵生涯学習センター
054-246-6191

静岡県 静岡市 ① 西部パソコンサロンへようこそ パソコン操作に関する質問や相談に応じるサロン形式の講座。 11月10日 静岡市西部生涯学習センター 静岡市西部生涯学習センター
https://sgc.shizuokaci
ty.jp/Default.asp

静岡市西部
生涯学習センター
054-255-3960

静岡県 静岡市 ① パソコン初級講座　基礎編
電源の入れ方から文字入力、インターネットの閲覧方法、簡単な文書作成を学
ぶ。

10/19～11/9 静岡市西部生涯学習センター 静岡市西部生涯学習センター
https://sgc.shizuokaci
ty.jp/Default.asp

静岡市西部
生涯学習センター
054-255-3960

静岡県 静岡市 ①
現代社会を読み解く
-法律、経済、政治の視点から

法律、経済、政治の視点から少子高齢化・グローバル化について考える。 10/23～10/30 静岡市西部生涯学習センター 静岡市西部生涯学習センター 無料
https://sgc.shizuokaci
ty.jp/Default.asp

静岡市西部
生涯学習センター
054-255-3960

静岡県 静岡市 ① 東部医療講座 徳洲会病院の職員による医療講演を行う。 11月6日 静岡市東部生涯学習センター 静岡市東部生涯学習センター 無料
https://sgc.shizuokaci
ty.jp/Default.asp

静岡市東部
生涯学習センター
054-263-0338

静岡県 静岡市 ①
旅する英会話
～イギリス旅行のススメ～

旅のシチュエーションに合わせて英会話を学ぶ。 10/5～11/9 静岡市東部生涯学習センター 静岡市東部生涯学習センター
https://sgc.shizuokaci
ty.jp/Default.asp

静岡市東部
生涯学習センター
054-263-0338

静岡県 静岡市 ①
パパのためのベビーマッサージ
～秋～

乳幼児とその父親を対象にベビーマッサージの体験を行う。 10/13～10/27 静岡市東部生涯学習センター 静岡市東部生涯学習センター
https://sgc.shizuokaci
ty.jp/Default.asp

静岡市東部
生涯学習センター
054-263-0338

静岡県 静岡市 ① 寿桂尼とその時代
今川義元の母、寿桂尼の時代、氏輝政権の成立と氏真政権の崩壊について
学ぶ。

10月26日 静岡市東部生涯学習センター 静岡市東部生涯学習センター 無料
https://sgc.shizuokaci
ty.jp/Default.asp

静岡市東部
生涯学習センター
054-263-0338

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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静岡県 静岡市 ① きれいな花を咲かせよう 科学の実験演示・工作等、科学体験を提供する。 11月11日 静岡市東部生涯学習センター 静岡市東部生涯学習センター 無料
https://sgc.shizuokaci
ty.jp/Default.asp

静岡市東部
生涯学習センター
054-263-0338

静岡県 静岡市 ① パソコン初級講座 基礎編
電源の入れ方から、インターネットの閲覧方法、文字入力の方法、Wordや
Excelを使用した簡単な文書作成を学ぶ。

11月～12月 静岡市東部生涯学習センター 静岡市東部生涯学習センター
https://sgc.shizuokaci
ty.jp/Default.asp

静岡市東部
生涯学習センター
054-263-0338

静岡県 静岡市 ① パソコン初級講座 エクセル編
インターネットの活用をはじめ、エクセルの基礎から簡単な計算式、グラフ作成
などを学ぶ。

11月～12月 静岡市東部生涯学習センター 静岡市東部生涯学習センター
https://sgc.shizuokaci
ty.jp/Default.asp

静岡市東部
生涯学習センター
054-263-0338

静岡県 静岡市 ① 健康マージャンで脳トレーニング マージャン初心者を対象として健康マージャンを学ぶ。 10/11～12/7 静岡市東部生涯学習センター 静岡市東部生涯学習センター
https://sgc.shizuokaci
ty.jp/Default.asp

静岡市東部
生涯学習センター
054-263-0338

静岡県 静岡市 ① 東部ふれあいまつり
東部生涯学習センター利用者団体とともに東部ふれあいまつりを実施する。実
施内容は演芸のつどい、演奏会、作品展示会、サークル一日体験。

11月11日 静岡市東部生涯学習センター 静岡市東部生涯学習センター
https://sgc.shizuokaci
ty.jp/Default.asp

静岡市東部
生涯学習センター
054-263-0338

静岡県 静岡市 ① ほくぶおはなしバスケット 絵本や紙芝居などの読み聞かせ、手遊び、簡単な工作など。 11月10日 静岡市北部生涯学習センター 静岡市北部生涯学習センター 無料
https://sgc.shizuokaci
ty.jp/Default.asp

静岡市北部
生涯学習センター
054-271-5111

静岡県 静岡市 ① 骨盤調整　ベビー抱っこダンス
首の座った乳児(生後4か月から12か月)と母親を対象とした抱っこダンスの体
験と交流会を行う。

9月～11月 静岡市北部生涯学習センター 静岡市北部生涯学習センター
https://sgc.shizuokaci
ty.jp/Default.asp

静岡市北部
生涯学習センター
054-271-5111

静岡県 静岡市 ① 肉を食べよう!肉料理講座 毎回テーマを変え、肉料理の料理実習を行う。 10/2～10/30 静岡市北部生涯学習センター 静岡市北部生涯学習センター
https://sgc.shizuokaci
ty.jp/Default.asp

静岡市北部
生涯学習センター
054-271-5111

静岡県 静岡市 ① 昭府町歴史ロマン 昭府町の歴史について学ぶ数回シリーズの講義。 10/10～10/24 静岡市北部生涯学習センター 静岡市北部生涯学習センター 無料
https://sgc.shizuokaci
ty.jp/Default.asp

静岡市北部
生涯学習センター
054-271-5111

静岡県 静岡市 ① 地震のメカニズムと南海トラフ地震 南海トラフ地震をはじめとする地震のメカニズムを学ぶ。 10月20日 静岡市北部生涯学習センター 静岡市北部生涯学習センター 無料
https://sgc.shizuokaci
ty.jp/Default.asp

静岡市北部
生涯学習センター
054-271-5111

静岡県 静岡市 ① 家計と地球にやさしい買い物術
家計にも地球にも優しい買い物術について、グリーンコンシューマー(環境に優
しい消費者)の視点から学ぶ。

10月 静岡市北部生涯学習センター 静岡市北部生涯学習センター 無料
https://sgc.shizuokaci
ty.jp/Default.asp

静岡市北部
生涯学習センター
054-271-5111

静岡県 静岡市 ① 手書きの年賀状を送ろう 年賀状を作成する機会を通して、書写書道を学ぶ。 11/6～12/18 静岡市北部生涯学習センター 静岡市北部生涯学習センター
https://sgc.shizuokaci
ty.jp/Default.asp

静岡市北部
生涯学習センター
054-271-5111

静岡県 静岡市 ① パソコン初級講座　基礎編
電源の入れ方から文字入力、インターネットの閲覧方法、簡単な文書作成を学
ぶ。

11月 静岡市北部生涯学習センター 静岡市北部生涯学習センター
https://sgc.shizuokaci
ty.jp/Default.asp

静岡市北部
生涯学習センター
054-271-5111

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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静岡県 静岡市 ① パソコン初級講座　エクセル編
インターネットの活用をはじめ、エクセルの基礎から簡単な計算式、グラフ作成
等を学ぶ。

11月 静岡市北部生涯学習センター 静岡市北部生涯学習センター
https://sgc.shizuokaci
ty.jp/Default.asp

静岡市北部
生涯学習センター
054-271-5111

静岡県 静岡市 ① 親子で学ぶ、消防ヘリコプターの仕事
消防ヘリコプターの見学と同航空隊員から運用状況紹介、救助方法の実演、
機材に関する説明等を受ける。

11月10日 静岡市北部生涯学習センター 静岡市北部生涯学習センター 無料
https://sgc.shizuokaci
ty.jp/Default.asp

静岡市北部
生涯学習センター
054-271-5111

静岡県 静岡市 ① 絵図で歩く“駿府”
江戸時代の駿府を、「絵図」を手掛かりに座学とフィールドワークを通して学
ぶ。

11月 静岡市北部生涯学習センター 静岡市北部生涯学習センター 無料
https://sgc.shizuokaci
ty.jp/Default.asp

静岡市北部
生涯学習センター
054-271-5111

静岡県 静岡市 ① 忙しい私の時短クッキング 忙しい時でも手軽に、健康的でおいしく食べられる料理を学ぶ。 11月 静岡市北部生涯学習センター 静岡市北部生涯学習センター
https://sgc.shizuokaci
ty.jp/Default.asp

静岡市北部
生涯学習センター
054-271-5111

静岡県 静岡市 ① おりがみであそぼう! 地域住民からおりがみについて学び、技術を習得する。 11月～1月 静岡市藁科生涯学習センター 静岡市藁科生涯学習センター 無料
https://sgc.shizuokaci
ty.jp/Default.asp

静岡市藁科
生涯学習センター
054-278-4141

静岡県 静岡市 ① 文化祭
藁科生涯学習センター利用団体によるステージ部門、体験&社交ダンス部門、
展示部門の各種発表、図書館部門、保健センターまつり。

10月 静岡市藁科生涯学習センター 静岡市藁科生涯学習センター
https://sgc.shizuokaci
ty.jp/Default.asp

静岡市藁科
生涯学習センター
054-278-4141

静岡県 静岡市 ① 園芸のいろは 植物の基礎知識に関する座学と寄せ植えの体験を行う。 10月～12月 静岡市西奈生涯学習センター 静岡市西奈生涯学習センター
https://sgc.shizuokaci
ty.jp/Default.asp

静岡市西奈
生涯学習センター
054-265-2468

静岡県 静岡市 ① にしな音楽の夕べ 静岡北中学校・高等学校の吹奏楽部によるコンサートを開催する。 11月 静岡市西奈生涯学習センター 静岡市西奈生涯学習センター 無料
https://sgc.shizuokaci
ty.jp/Default.asp

静岡市西奈
生涯学習センター
054-265-2468

静岡県 静岡市 ① にしな文化祭
利用団体によるカラオケ、ステージ発表、作品展示、各種体験教室等を実施す
る。

11月 静岡市西奈生涯学習センター 静岡市西奈生涯学習センター
https://sgc.shizuokaci
ty.jp/Default.asp

静岡市西奈
生涯学習センター
054-265-2468

静岡県 静岡市 ① なんぶ　花さんぽ 花壇づくりに携わる人とともに、地域花壇を巡るウォーキング。 10/20～10/27 静岡市南部生涯学習センター 静岡市南部生涯学習センター 無料
https://sgc.shizuokaci
ty.jp/Default.asp

静岡市南部
生涯学習センター
054-281-2184

静岡県 静岡市 ① 体も心も元気になる　社交ダンス入門 初心者向けの社交ダンス講座を実施する。 11/7～11/28 静岡市南部生涯学習センター 静岡市南部生涯学習センター 無料
https://sgc.shizuokaci
ty.jp/Default.asp

静岡市南部
生涯学習センター
054-281-2184

静岡県 静岡市 ①
のぞいてみよう!モロッコの世界
～アラブ・イスラム文化の魅力～

モロッコ出身の講師を招き、モロッコの生活習慣や文化、宗教観についての講
義を行う。

11月21日 静岡市長田生涯学習センター 静岡市長田生涯学習センター 無料
https://sgc.shizuokaci
ty.jp/Default.asp

静岡市長田
生涯学習センター
054-257-0780

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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静岡県 静岡市 ① 一針に心をこめて　手芸講座 布を使って季節をテーマとした作品を作る。 11/17～12/15 静岡市長田生涯学習センター 静岡市長田生涯学習センター
https://sgc.shizuokaci
ty.jp/Default.asp

静岡市長田
生涯学習センター
054-257-0780

静岡県 静岡市 ① 日本茶を飲もう!楽しもう!
お茶の淹れ方や飲み比べ体験等を通じて、静岡のお茶について学ぶ。詳細は
別紙(案)1のとおり

11/22～12/20 静岡市長田生涯学習センター 静岡市長田生涯学習センター
https://sgc.shizuokaci
ty.jp/Default.asp

静岡市長田
生涯学習センター
054-257-0780

静岡県 静岡市 ① 秋の親子でリトミックあそび 親子でのリズムあそびやリトミック 9/4～11/20 静岡市長田生涯学習センター 静岡市長田生涯学習センター 無料
https://sgc.shizuokaci
ty.jp/Default.asp

静岡市長田
生涯学習センター
054-257-0780

静岡県 静岡市 ① 用宗でビーチコーミングとクラフト体験
ビーチコーミングを通して地元の海の環境に関心を持ち、また、潮の流れや海
洋環境について興味を持つ機会をつくることを目的に、ビーチコーミングを行
う。

10月21日 静岡市長田生涯学習センター 静岡市長田生涯学習センター
https://sgc.shizuokaci
ty.jp/Default.asp

静岡市長田
生涯学習センター
054-257-0780

静岡県 静岡市 ① 時間旅行～インド編～
中学生以上を対象に、インド・ヴァラナシ講師による出身国の自然、歴史、文化
などに関する講義を行う。英語での講義、日本語通訳付き。

10月28日 静岡市長田生涯学習センター 静岡市長田生涯学習センター
https://sgc.shizuokaci
ty.jp/Default.asp

静岡市長田
生涯学習センター
054-257-0780

静岡県 静岡市 ① 全身で歩く!ノルディック・ウォーク 大里地域をノルディック・ウォークの技法を用いて散策する体験講座。 10月 静岡市大里生涯学習センター 静岡市大里生涯学習センター
https://sgc.shizuokaci
ty.jp/Default.asp

静岡市大里
生涯学習センター
054-283-1698

静岡県 静岡市 ①
日本とモロッコが出会う時
～日出ずる国と日沈む国～

モロッコの暮らしや文化、イスラム教についてモロッコ出身の講師が日本と比
較しながら紹介する。

11月 静岡市大里生涯学習センター 静岡市大里生涯学習センター
https://sgc.shizuokaci
ty.jp/Default.asp

静岡市大里
生涯学習センター
054-283-1698

静岡県 静岡市 ① 我が家と地域の防災対策 地域の方向けの実践的防災講座。 11月11日 静岡市大里生涯学習センター 静岡市大里生涯学習センター 無料
https://sgc.shizuokaci
ty.jp/Default.asp

静岡市大里
生涯学習センター
054-283-1698

静岡県 静岡市 ① 介護いらずのからだづくり 体操や手遊びで体を動かしながら脳の活性化をする認知症予防講座。 11月 静岡市大里生涯学習センター 静岡市大里生涯学習センター 無料
https://sgc.shizuokaci
ty.jp/Default.asp

静岡市大里
生涯学習センター
054-283-1698

静岡県 静岡市 ① おおざとフェスティバル 利用者団体による学習成果の発表と交流機会の提供。 10月21日 静岡市大里生涯学習センター 静岡市大里生涯学習センター
https://sgc.shizuokaci
ty.jp/Default.asp

静岡市大里
生涯学習センター
054-283-1698

静岡県 静岡市 ①
暮らしを楽しむ季節の手しごと
～秋冬～

もの作りを通して身近な自然を楽しみ環境を考える。 10/18～3/14 静岡市駿河生涯学習センター 静岡市駿河生涯学習センター
https://sgc.shizuokaci
ty.jp/Default.asp

静岡市駿河
生涯学習センター
054-202-4300

静岡県 静岡市 ① 「親子でお料理ごっこ~秋～」(全3回) 各月の行事や季節に則した料理を親子で作る。 10/16～12/18 静岡市駿河生涯学習センター 静岡市駿河生涯学習センター
https://sgc.shizuokaci
ty.jp/Default.asp

静岡市駿河
生涯学習センター
054-202-4300

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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静岡県 静岡市 ① おとなもこどもも来・て・こでラジオ体操 ラジオ体操指導士より動作の実演指導を受ける。 10月27日 静岡市駿河生涯学習センター 静岡市駿河生涯学習センター 無料
https://sgc.shizuokaci
ty.jp/Default.asp

静岡市駿河
生涯学習センター
054-202-4300

静岡県 静岡市 ① ねんねちゃんのベビマ&ママ体操~秋~ ベビーマッサージ体験と、子育てについての情報交換の場を提供する。 10月～11月 静岡市駿河生涯学習センター 静岡市駿河生涯学習センター
https://sgc.shizuokaci
ty.jp/Default.asp

静岡市駿河
生涯学習センター
054-202-4300

静岡県 静岡市 ① りらっくすアロマ講座 アロマオイルの使用方法や、心身をほぐすアロママッサージについて学ぶ。 8月～1月 静岡市駿河生涯学習センター 静岡市駿河生涯学習センター
https://sgc.shizuokaci
ty.jp/Default.asp

静岡市駿河
生涯学習センター
054-202-4300

静岡県 静岡市 ① マネープラン講座
ライフプランと家計管理のポイントを見直す。家計の状況を把握する方法を学
ぶ。

11/10～11/17 静岡市駿河生涯学習センター 静岡市駿河生涯学習センター 無料
https://sgc.shizuokaci
ty.jp/Default.asp

静岡市駿河
生涯学習センター
054-202-4300

静岡県 静岡市 ① 来・て・こおはなしの森～秋冬～ 市内で活躍する読み聞かせ活動団体等によるおはなし会。 10/19～3/15 静岡市駿河生涯学習センター 静岡市駿河生涯学習センター 無料
https://sgc.shizuokaci
ty.jp/Default.asp

静岡市駿河
生涯学習センター
054-202-4300

静岡県 静岡市 ① 理学療法士から学ぶ仕事のコリ解消法
長時間のデスクワークによる肩や背中のこりを解消するストレッチや体操、日
常生活の姿勢の注意ポイントを理学療法士から教わる。

10/5～12/14 静岡市駿河生涯学習センター 静岡市駿河生涯学習センター
https://sgc.shizuokaci
ty.jp/Default.asp

静岡市駿河
生涯学習センター
054-202-4300

静岡県 静岡市 ①
簡単!おもてなしの英会話
ビギナー編Ⅱ

外国人をもてなす際に役立つ、初心者向け英会話の学習。 9/6～11/8
静岡市北部生涯学習センター
美和分館

静岡市北部生涯学習センター美和分館
https://sgc.shizuokaci
ty.jp/Default.asp

静岡市北部
生涯学習センター
美和分館
054-296-7122

静岡県 静岡市 ① 子どもに贈る手作りロゼット 子ども向けのロゼットを季節の行事に合わせて手作りする。 10/2～12/4
静岡市北部生涯学習センター
美和分館

静岡市北部生涯学習センター美和分館
https://sgc.shizuokaci
ty.jp/Default.asp

静岡市北部
生涯学習センター
美和分館
054-296-7122

静岡県 静岡市 ①
しぞ～かでん伝体操サポーター
養成講座

静岡市が普及している「しぞ～かでん伝体操」のサポーターを養成する。 10月23日
静岡市北部生涯学習センター
美和分館

静岡市北部生涯学習センター美和分館 無料
https://sgc.shizuokaci
ty.jp/Default.asp

静岡市北部
生涯学習センター
美和分館
054-296-7122

静岡県 静岡市 ① おやこお菓子作り～おいもとりんご～ 親子で、スイートポテト、りんごを使ったホットケーキを作る。 11/10～11/11
静岡市北部生涯学習センター
美和分館

静岡市北部生涯学習センター美和分館
https://sgc.shizuokaci
ty.jp/Default.asp

静岡市北部
生涯学習センター
美和分館
054-296-7122

静岡県 静岡市 ①
新年準備講座
～正月料理&しめ縄作り～

正月料理としめ縄作りを学ぶ。 11/17、12/1
静岡市北部生涯学習センター
美和分館

静岡市北部生涯学習センター美和分館
https://sgc.shizuokaci
ty.jp/Default.asp

静岡市北部
生涯学習センター
美和分館
054-296-7122

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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静岡県 静岡市 ① 作ってあそぼう!科学工作隊!
科学工作を学習し、学習した科学工作を受講者が教えるブースを「アカデ美和
まつり」に出展する。

11/18、11/25
静岡市北部生涯学習センター
美和分館

静岡市北部生涯学習センター美和分館 無料
https://sgc.shizuokaci
ty.jp/Default.asp

静岡市北部
生涯学習センター
美和分館
054-296-7122

静岡県 静岡市 ①③ みんなで楽しく影絵の世界
幻想的な世界を体験することによる情操教育と、異世代の参加者が集まること
による交流を目的とし、影絵を鑑賞します。

11月10日 三保生涯学習交流館 三保生涯学習交流館 無料
三保生涯学習交流館
054-334-2230

静岡県 静岡市 ①③ おもてなし英会話はじめの一歩
東京オリンピックを見据え、増加する外国人観光客に挨拶や道案内など簡単な
会話ができるようになることを目指し、初心者向けの英会話講座を開催します。

11月9日, 16日, 22日, 30
日,12月7日

三保生涯学習交流館 三保生涯学習交流館
三保生涯学習交流館
054-334-2230

静岡県 静岡市 ①③ おいしいコーヒーの淹れ方講座
地域住民同士の交流の機会を作り、家でもおいしさを味わうことで生活を豊か
にするきっかけづくりとして、コーヒーの奥深さを楽しみながら学びます。

11月15日 三保生涯学習交流館 三保生涯学習交流館
三保生涯学習交流館
054-334-2230

静岡県 静岡市 ① 平成30年度点字講習会 点字の書き方等全６回の点字講習会を開催する。
11月7日、14日、
21日、28日、
12月5日、12日

城東保健福祉エリア
保健福祉複合棟

静岡市社会福祉協議会
静岡市社会福祉協議会
054‐254‐6330

静岡県 静岡市 ③ 地域交流まつり
地域の皆さんに城東保健福祉エリアにどのような施設や機関があるのか知っ
ていただくために開催するお祭り。エリア内の各施設が参加し、施設ごとに模
擬店や催し物を開催する。

11月10日 城東保健福祉エリア
静岡市社会福祉法人恩賜財団済生会支
部静岡県済生会

420‐0846　静岡市葵区
城東町24番1号

静岡県 静岡市 ③ 広重没後160年記念　めいしょ広重

広重没後160年を記念し、広重が得意とした名所絵をご紹介する展覧会。各会
期ごと「富士」「東海道」「江戸」の三つのテーマで展示作品が変わります。10月
23日から11月25日までは、晩年の傑作『名所江戸百景』など「江戸」の名所絵
を展示いたします。

8月14日～11月25日 静岡市東海道広重美術館 特定非営利活動法人ヘキサプロジェクト

http://tokaido-
hiroshige.jp/schedule/
2018/meisyo_hiroshige
.html

静岡市東海道広重美術館
054-375-4454

一般510円(410円)
大学生・高校生300円
(240円)
中学生・小学生120円
(100円)
未就学児は無料

静岡県 静岡市 ③
講演会「東海道五十三次と江戸時代の
旅」

浮世絵の専門家による、広重の浮世絵と江戸時代の旅の実情を絡めた講演
会。より深く広重の名所絵を楽しむことのできる機会です。
講師：岩崎均史（静岡市東海道広重美術館館長）

10月20日
午後13:00～14:30

静岡市東海道広重美術館 特定非営利活動法人ヘキサプロジェクト 無料

http://tokaido-
hiroshige.jp/schedule/
2018/meisyo_hiroshige
.html

静岡市東海道広重美術館
054-375-4454

※別途入館料が必要
です
一般510円(410円)
大学生・高校生300円
(240円)
中学生・小学生120円
(100円)
未就学児は無料

※要事前申し込み（電
話、webページから）、
定員30名

静岡県 静岡市 ③
浮世絵版画の実演＆摺り体験ワーク
ショップ

江戸時代の技法を今に継承する、公益財団法人アダチ伝統木版画技術保存
財団による、浮世絵版画制作の実演と体験ワークショップ。浮世絵版画が摺り
あがっていく様子を、目の前で見ることができます。

10月21日
午前の部11:00～12:30 /
午後の部14:00～15:30

静岡市東海道広重美術館 特定非営利活動法人ヘキサプロジェクト 無料

http://tokaido-
hiroshige.jp/schedule/
2018/meisyo_hiroshige
.html

静岡市東海道広重美術館
054-375-4454

※別途入館料が必要
です
一般510円(410円)
大学生・高校生300円
(240円)
中学生・小学生120円
(100円)
未就学児は無料

※ワークショップのみ
要事前申込み（電話、
webページから）。各
部定員15名
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静岡県 静岡市 ③ 押し花で見る源氏物語と帯バッグ作品展
源氏物語の場面を押し花で表現した絵画のような作品と帯の柄を活かしたトー
トバッグ作品展です。

9月28日～11月13日 東海道由比宿交流館 特定非営利活動法人ふれあい由比 無料
http://yuihonjin.sakura
.ne.jp/

東海道由比宿交流館
(054-375-5166)

ホームページには9月
掲載予定

静岡県 静岡市 ③ 御幸亭　お抹茶DAY
通常煎茶サービスのみのところ、当日は入館料(一般150円・小中学生50円)＋
250円にてお抹茶とお菓子をお召し上がり頂けます。

10月21日 由比本陣記念館　御幸亭 特定非営利活動法人ふれあい由比
http://yuihonjin.sakura
.ne.jp/

東海道由比宿交流館
(054-375-5166)

ホームページには9月
下旬掲載予定

静岡県 静岡市 ③ 投扇興 A*SO*BI
略式の投扇興を開催します。気軽に雅な遊びを体験できます。得点に応じて景
品を差し上げます。参加費は無料です。(要別途入館料)

10月21日 由比本陣記念館　御幸亭 特定非営利活動法人ふれあい由比
http://yuihonjin.sakura
.ne.jp/

東海道由比宿交流館
(054-375-5166)

ホームページには9月
下旬掲載予定

静岡県 静岡市 ③ 気軽に…茶道体験
ご自分で点てたお抹茶をお召し上がり頂けます。ご希望の方にはスタッフが点
てたお抹茶をご用意します。参加費：入館料(一般150円・小中学生50円)＋250
円※お菓子付きです。

11月3日 由比本陣記念館　御幸亭 特定非営利活動法人ふれあい由比
http://yuihonjin.sakura
.ne.jp/

東海道由比宿交流館
(054-375-5166)

ホームページには10
月掲載予定

静岡県 静岡市 ③ お抹茶とお琴の調べ
お琴の生演奏を聴きながらお抹茶をお召し上がり頂けます。全椅子席です。料
金：入館料(一般150円・小中学生50円)＋250円※特製生菓子つきです。

11月18日 由比本陣記念館　御幸亭 特定非営利活動法人ふれあい由比
http://yuihonjin.sakura
.ne.jp/

東海道由比宿交流館
(054-375-5166)

ホームページには10
月下旬掲載予定

静岡県 静岡市 ③ めぐるりアート静岡

市内文化施設等と連携し、市民が気軽に現代アートに触れることができる展覧
会「めぐるりアート静岡」を開催します。
市内４か所の会場をめぐりながら、海外を含む８人の作家の多彩な表現に出会
うことができるほか、期間中は、作家と一緒に作品を作るワークショップなどの
イベントも開催します。

10月～11月

静岡市内
東静岡アート＆スポーツ／ヒロバ
静岡県立美術館
静岡市美術館
中勘助文学記念館

国立大学法人静岡大学
静岡市

無料 http://megururi.net

静岡大学教育学部
美術教育講座：
054-237-9540
静岡市観光交流文化局
まちは劇場推進課
054-221-1229

※料金について
一部有料

静岡県 静岡市 ③ 大道芸ワールドカップin静岡2018
世界各国からあらゆるジャンルの一流アーティストが集まり、多くの観客を魅了
する４日間です。静岡市民文化会館大ホールでは「プレミアムステージ」を開催
します。歓声あり、笑いあり、驚きありのパフォーマンスを披露します。

11月１日～４日

静岡市駿府城公園、静岡市民文化
会館、市街地各所、静岡駅ビル パ
ルシェ屋上、駿河区サテライト（アピ
タ静岡店）、清水区サテライト（エス
パルスドリームプラザ）

大道芸ワールドカップ実行委員会 無料
http://www.daidogei.c
om

大道芸ワールドカップ
実行委員会事務局
（℡054-205-9840）

※料金について
プレミアムステージの
み有料

静岡県 静岡市 ③ 第6回富士山コスプレ世界大会

今年で第6回目を迎える「富士山コスプレ世界大会」。商店街という日常の空間
が、非日常の空間になる２日間です。コスプレをして参加するのは勿論、大好
きなキャラクターとの写真撮影や、有名コスプレイヤーとの交流など様々なイベ
ントが目白押しです。

11月17日,18日 清水駅前銀座商店街 富士山コスプレ世界大会実行委員会 無料
http://www.fujicos.co
m

富士山コスプレ世界大会
実行委員会
054-635-4651
静岡市観光交流文化局
まちは劇場推進課
054-221-1228

※料金について
一般来場者無料、
参加者有料

静岡県 静岡市 ③ 駿府城公園　菊と技の響宴
静岡の伝統工芸の礎となった駿府城。その復元施設に、竹千筋細工、挽物、
蒔絵、染物などの展示と、日本を代表する花の『菊』を同時に展示します。美と
伝統、歴史の響きを駿府城公園で体感する機会として開催します。

①菊の展示：10月30日～
11月4日
②伝統工芸作品展示：11
月１日～4日

①駿府城公園　紅葉山庭園
②駿府城公園　坤櫓

駿府城公園観光文化施設
管理運営共同事業体

【駿府城公園HP】
http://sumpu-
castlepark.com/

駿府城公園
坤櫓管理事務所
電話054-266-7205

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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静岡県 静岡市 ③ 駿府城公園　駿河和染ワークショップ
静岡の伝統工芸である「染色」を体験し、くるみボタンやがま口ポーチの製作を
おこないます。

11月3日～4日 駿府城公園　坤櫓
駿府城公園観光文化施設
管理運営共同事業体

【駿府城公園HP】
http://sumpu-
castlepark.com/

駿府城公園
坤櫓管理事務所
電話054-266-7205

静岡県 静岡市 ③ 駿府城公園　時代衣装着付体験
時代衣装の着付けを体験し、写真撮影をおこないます。また、悠久の歴史に思
いを馳せながら、駿府城公園を自由に散策することができます。

11月1日～4日 駿府城公園　東御門・巽櫓
駿府城公園観光文化施設
管理運営共同事業体

【駿府城公園HP】
http://sumpu-
castlepark.com/

駿府城公園
坤櫓管理事務所
電話054-266-7205

静岡県 静岡市 ①③ 稲刈り体験
登呂遺跡の復元水田を活用した事業として、稲刈体験を行います。石包丁にて
穂摘み後、それを簡易すり鉢にて脱穀と籾摺りを行います。

10月27日,28日,
11月3日,4日

登呂遺跡 静岡市立登呂博物館
http://www.shizuoka-
toromuseum.jp/

静岡市立登呂博物館
054-285-0476

静岡県 静岡市 ①③④
登呂博物館・日本考古学協会共催公開
講演会「子どもたちと語る考古学と未来」

2018年に日本考古学協会が設立70周年を迎えるにあたり、設立の契機にも
なった発掘調査地、登呂遺跡において公開講演会を開催します。

11月3日 静岡市立登呂博物館 静岡市立登呂博物館
http://www.shizuoka-
toromuseum.jp/

静岡市立登呂博物館
054-285-0476

企画展「平成×登呂」
は9/29～12/16開催

静岡県 静岡市 ①③ 土器づくり体験
弥生土器（台付甕形土器等）を成形し、焼成して完成させます。また弥生土器
を使用した体験（土器炊飯）を実施します。

11月17日,18日,12月15日
（12月15日が雨天の場合
16日に延期）

静岡市立登呂博物館、登呂遺跡 静岡市立登呂博物館
http://www.shizuoka-
toromuseum.jp/

静岡市立登呂博物館
054-285-0476

静岡県 静岡市 ③ 静岡市文化財特別公開
保存修理を行った文化財や、修理中の文化財、普段公開していない文化財等
を一定期間特別に公開します。

10月15日～11月25日
静岡浅間神社ほか
静岡市内の文化財

静岡市
www.shizuoka-
bunkazai.jp/

静岡市観光交流文化局
文化財課
054-221-1066

開催日程、会場、料金
は各公開施設毎に異
なるため詳細はホー
ムページをご覧くださ
い。

静岡県 静岡市 ① 井川de望月将悟氏とトレイルランニング
トランスジャパンアルプスレース覇者の望月将悟氏の講演を聴き、望月氏が監
修し新設した中級者向けコースを走る、贅沢なトレイルランニング企画です。

10月20日～10月21日
静岡市南アルプス
ユネスコエコパーク井川自然の家

静岡市南アルプス
ユネスコエコパーク井川自然の家

【井川自然の家HP】
http://www.city.shizuo
ka.jp/052_000051.html
【Facebook】
https://www.facebook.
com/ikawashizennoie

静岡市教育総務課
南アルプスユネスコ
エコパーク井川自然の家
TEL:054-260-2761

要申し込み
９月１日～９月20日ま
で

静岡県 静岡市 ③ 井川de秋満喫の旅Ⅰ
伝統ある「井川神楽」の鑑賞や静岡県指定文化財「中野観音堂千手観音立像」
の特別拝観、地元ガイドと巡る里山歩きを行います。大井川鐵道井川線とSLを
乗り継ぎながら、のんびり鉄道旅も楽しめる贅沢な２日間です。

10月27日～10月28日
静岡市南アルプス
ユネスコエコパーク井川自然の家

静岡市南アルプス
ユネスコエコパーク井川自然の家

【井川自然の家HP】
http://www.city.shizuo
ka.jp/052_000051.html
【Facebook】
https://www.facebook.
com/ikawashizennoie

大鉄観光サービス
静岡営業所
TEL:054-204-0531

要申し込み
９月１日から先着順

静岡県 静岡市 ③ 井川deもみじ狩り 秋の井川の森や井川本村の散策などを行います。 11月３日～11月４日
静岡市南アルプス
ユネスコエコパーク井川自然の家

静岡市南アルプス
ユネスコエコパーク井川自然の家

【井川自然の家HP】
http://www.city.shizuo
ka.jp/052_000051.html
【Facebook】
https://www.facebook.
com/ikawashizennoie

静岡市教育総務課
南アルプスユネスコ
エコパーク井川自然の家
TEL:054-260-2761

要申し込み
９月１日～10月３日ま
で

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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静岡県 静岡市 ③ 井川de秋満喫の旅Ⅱ
伝統ある「井川神楽」の鑑賞や静岡県指定文化財「中野観音堂千手観音立像」
の特別拝観、地元ガイドと巡る里山歩きを行います。大井川鐵道井川線とSLを
乗り継ぎながら、のんびり鉄道旅も楽しめる贅沢な２日間です。

11月10日～11月11日
静岡市南アルプス
ユネスコエコパーク井川自然の家

静岡市南アルプス
ユネスコエコパーク井川自然の家

【井川自然の家HP】
http://www.city.shizuo
ka.jp/052_000051.html
【Facebook】
https://www.facebook.
com/ikawashizennoie

大鉄観光サービス
静岡営業所
TEL:054-204-0531

要申し込み
９月１日から先着順

静岡県 静岡市 ③ 読んでみて！ＹＡイラストコンテスト
静岡市内の中高生が描いた読書感想画を展示します。
会期中にはプロのイラストレーターによる講評を交えたミニ講演会も開かれま
す。

10月20日～11月9日 静岡市立中央図書館 静岡市立中央図書館 無料
http://www.toshokan.c
ity.shizuoka.jp/

静岡市立中央図書館
054-247-6711

静岡県 静岡市 ①，③ しずとしょフェスタ
図書館友の会と共催で秋の読書週間に合わせてイベントを行います。
今年はお茶に関する講演会、お話し会、音訳体験、図書館見学ツアーなどが
行われます。

10月21日 静岡市立中央図書館
静岡市立中央図書館
静岡図書館友の会

無料
http://www.toshokan.c
ity.shizuoka.jp/

静岡市立中央図書館
054-247-6711

静岡県 静岡市 ③
ＹＡコンサート
～音楽が彩る本の世界～

静岡市の高校生による演奏会を行います。若い世代がお勧めする本と音楽の
コラボレーションをお楽しみいただけます。

11月11日 静岡市立中央図書館 静岡市立中央図書館 無料
http://www.toshokan.c
ity.shizuoka.jp/

静岡市立中央図書館
054-247-6711

静岡県 静岡市 ③ ライブラリーコンサート
静岡室内楽協会による演奏会を行います。秋の休日に図書館で音楽をお楽し
みいただけます。

11月18日 静岡市立中央図書館 静岡市立中央図書館 無料
http://www.toshokan.c
ity.shizuoka.jp/

静岡市立中央図書館
054-247-6711

要事前申し込み

静岡県 静岡市 ①，③
PICTURE　BOOK　READING　BY
NATIVE SPEAKERS（ネイティブスピー
カーによる絵本の読み聞かせ）

ネイティブスピーカー（ある言語を母国語で話す人のこと）による外国語絵本の
読み聞かせイベントを行います。

10月14日
予定

静岡市立御幸町図書館 静岡市立御幸町図書館 無料
http://www.toshokan.c
ity.shizuoka.jp/

静岡市立御幸町図書館
054-251-1868

静岡県 静岡市 ③ 南部図書館寄席 アマチュアの落語家を招いて落語を実演していただきます。 10月17日 静岡市立南部図書館 静岡市立南部図書館 無料
http://www.toshokan.c
ity.shizuoka.jp/

静岡市立南部図書館
054-288-2151

静岡県 静岡市 ①，③ 南部図書館講座「子どもの本を楽しむ」
子どもの本についての理解を深めながら、様々な児童書の世界を楽しむこと
で、新たな子どもの本に出会うヒントたきっかけをつくる大人向けの講座です。

10月18日、11月1日、15
日他全６回

静岡市立南部図書館 静岡市立南部図書館 無料
http://www.toshokan.c
ity.shizuoka.jp/

静岡市立南部図書館
054-288-2151

要事前申し込み

静岡県 静岡市 ①，③ 読み聞かせボランティア養成講座
これから読み聞かせをはじめたい方や、基本を振り返りたい方、絵本選び・プロ
グラム作りのヒントがほしい方など、読み聞かせに関わる全ての方を対象に、
より楽しく続けるための手助けとなる講座です。

10月17日、31日、11月14
日他全６回

静岡市立南部図書館 静岡市立南部図書館 無料
http://www.toshokan.c
ity.shizuoka.jp/

静岡市立南部図書館
054-288-2151

要事前申し込み

静岡県 静岡市 ①、③ わらしな図書館まつり
ボランティア団体による絵本の読み聞かせ、図書館員による読み聞かせとブッ
クトーク、リサイクルブック・雑誌の配布

10月27日、28日 静岡市立藁科図書館 静岡市立藁科図書館 無料
http://www.toshokan.c
ity.shizuoka.jp/

静岡市立藁科図書館
054-278-4100

静岡県 静岡市 ③
植松三十里氏講演会
「歴史小説家の裏話」

静岡市出身の歴史小説家植松三十里氏に、「どうして歴史小説家になったの
か」「史実をどのように小説へと膨らませるのか」など、日々の裏話を語ってい
ただきます。

10月30日 静岡市立西奈図書館 静岡市立西奈図書館 無料
http://www.toshokan.c
ity.shizuoka.jp/

静岡市立西奈図書館
054-265-2556

要事前申し込み

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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静岡県 静岡市 ③ 朗読と音楽の調べ　宮沢賢治の世界
西奈図書館の屋外読書テラスで宮沢賢治の幻想的な世界をマンドリンとギター
の演奏とともにお送りします。

11月11日 静岡市立西奈図書館 静岡市立西奈図書館 無料
http://www.toshokan.c
ity.shizuoka.jp/

静岡市立西奈図書館
054-265-2556

要事前申し込み

静岡県 静岡市 ①，③ オーク長田おはなしフェスティバル
子どもと大人が一緒に楽しめる、静岡県舞台芸術センター（SPAC）による「おは
なし劇場」を行います。

11月10日 静岡市立長田図書館 静岡市立長田図書館 無料
http://www.toshokan.c
ity.shizuoka.jp/

静岡市立長田図書館
054-259-7878

要事前申し込み

静岡県 静岡市 ①、③
講座：ジモトをマナブ
「あさはた歴史さんぽ」

麻機地区の自然を楽しみながら、史跡などをめぐるフィールドワークを行いま
す。

11月18日 麻機遊水地 ほか 静岡市立中央図書館麻機分館 無料
http://www.toshokan.c
ity.shizuoka.jp/

静岡市立中央図書館
麻機分館
054-248-5035

要事前申し込み

静岡県 静岡市 ①，③ アカデ美和まつり
乳幼児から小学生を対象とした、ボランティア団体「ねこバス」さんによるおはな
し会が行われます。

11月25日 静岡市立中央図書館美和分館 静岡市立中央図書館美和分館 無料
http://www.toshokan.c
ity.shizuoka.jp/

静岡市立中央図書館
美和分館
054-296-6501

静岡県 静岡市 ①，③ 子どもおはなしフェスティバル
乳幼児から小学生を対象とした、ボランティア団体によるおはなし会が行われ
ます。

10月28日 静岡市立清水中央図書館 静岡市立清水中央図書館 無料
http://www.toshokan.c
ity.shizuoka.jp/

静岡市立清水中央図書館
054-354-1331

静岡県 静岡市 ①，③ 秋の親子読み聞かせ会 高校生による絵本の読み聞かせ会が行われます。
10月4日、10日、31日
11月7日

静岡市立清水中央図書館
静岡市立清水中央図書館
清水桜が丘高校

無料
http://www.toshokan.c
ity.shizuoka.jp/

静岡市立清水中央図書館
054-354-1331

要事前申し込み

静岡県 静岡市 ①
読書週間特別講演会「春日局(かすがの
つぼね)の生き様について」

元蒲原町文化財保護審議会会長塩坂氏によるあまり知られていない歴史の隙
間のエピソードともいえる内容の講演会を実施

10月28日 静岡市立蒲原図書館 静岡市立蒲原図書館 無料
http://www.toshokan.c
ity.shizuoka.jp/

静岡市立蒲原図書館
054-388-3456

要事前申し込み

静岡県 静岡市 ②
静岡大学教育学部附属特別支援学校
研究フォーラム2018

障害のある人の教育や生涯学習等について、参加者の皆様で学ぶあう学習会
です。意見交換・情報共有をすることで、日々の指導・支援を見つめなおし、明
日へのヒントを見つける機会としています。

11月16日～17日
静岡大学教育学部
附属特別支援学校

静岡大学教育学部附属特別支援学校 無料
http://fzk.ed.shizuoka.
ac.jp/yougo/

静岡大学教育学部
附属特別支援学校
054-247-2811

静岡県 静岡市 ① 静岡大学・読売新聞連続市民講座2018
「どんな時代だったのか～平成の静岡～」をテーマとした、本学教員による連続
講座の第5回です。長寿社会について、負の側面ではない、本来の意味通りの
「幸福な側面」について考えます。

11月17日
あざれあ(静岡県男女共同参画セン
ター)６階大ホール

国立大学法人　静岡大学／読売新聞東京
本社静岡支局

無料
http://www.lc.shizuoka
.ac.jp/event003002.ht
ml

静岡大学
地域創造教育センター
（地域人材育成・プロジェクト
部門）
054-238-4817

静岡県 静岡市
①②
③④

第8回キャンパスフェスタin静岡
社会に対して静岡大学の活動をアピールし、本学への理解を深め親近感を
もっていただく機会として開催しています。

11月17日～18日
静岡大学
静岡キャンパス

国立大学法人静岡大学 無料
https://www.shizuoka.
ac.jp/festa/

静岡大学総務部広報室
054-238-4407

静岡県 静岡市 ①③
ふじのくに考古学セミナー第三回
「イホハラの古代氏族」

静岡県を中心とした考古学の新しい研究成果を、埋蔵文化財センター職員が
わかりやすく紹介するセミナーです。かつて大いに栄えた廬原（イホハラ・イオ
ハラ）を考古学の成果から、解説します。

10月18日 静岡県埋蔵文化財センター 静岡県埋蔵文化財センター 無料
http://www.smaibun.jp
/

静岡県
埋蔵文化財センター調査課
054-385-5500（代表）

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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静岡県 静岡市 ① 静岡県生涯学習推進フォーラム

島田桂吾氏（静岡大学）のコーディネートにより、生重幸恵氏（NPO法人スクー
ル・アドバイス・ネットワーク代表理事）、平野邦孝氏(袋井市教育委員会学校
教育課長）が「子どもが地域の一員となる地域と学校の連携・協働の在り方」を
熱く語ります。全県から子どもの笑顔と地域の活性化を願う方々が集います。

10月19日
静岡県コンベンションアーツ
センターグランシップ

静岡県総合教育センター・義務教育課 無料
https://www.manabi.pr
ef.shizuoka.jp

静岡県総合教育センター
生涯学習企画課
生涯学習推進班
電話　　0537-24-9715
ﾌｧｸｼﾐﾘ  0537-24-9748
kouza@manabi.pref.shizuoka.jp

静岡県 静岡市 ①、③ 文化の丘フェスタ
「貴重書講座」や「オンラインデータベース活用講座」、スタンプラリーなど、文化
芸術の秋を楽しんでいただけるイベントをご用意しています。

10月20日～11月４日 静岡県立中央図書館 静岡県立中央図書館 無料
http://www.tosyokan.p
ref.shizuoka.jp

県立中央図書館
企画振興課
電話　054-262-1246

講座・講演会は要事
前申込

静岡県 静岡市 ①、③ 静岡県図書館大会
読書活動に携わる方、図書館に感心を持つ方々が集まるイベント。対談の他、
６つの分科会が開催されます。

11月19日
静岡県コンベンションアーツセン
ターグランシップ

静岡県教育委員会・静岡県図書館協会・
静岡県読書運動推進協議会

無料
http://www.tosyokan.p
ref.shizuoka.jp

県立中央図書館
企画振興課
電話　054-262-1246

要事前申込

静岡県 静岡市 ①③
遺跡調査報告会「ふじのくにの原像をさ
ぐる」

静岡県内４遺跡の最新の発掘調査成果を報告します。調査担当者が語る、こ
こでしか聞けない情報が満載です。

11月4日 静岡県立中央図書館講堂 静岡県埋蔵文化財センター 無料
http://www.smaibun.jp
/

静岡県埋蔵文化財センター
調査課
054-385-5500（代表）

静岡県 静岡市 ①③
出張ふじのくに考古展
「元宮川神明原遺跡」

静岡市立登呂博物館へ、センター所蔵の貴重な出土品を出張して展示します。
登呂遺跡周辺の遺跡をテーマに、静岡市駿河区宮川他に所在する元宮川神
明原遺跡の古代祭祀に関する資料を揃えました。

9月28日～10月28日 静岡市立登呂博物館 静岡県埋蔵文化財センター 無料
http://www.smaibun.jp
/

静岡県埋蔵文化財センター
調査課
054-385-5500（代表）

静岡県 島田市 ①②③ やまびこセンターまつり
地域住民の作品展示および鑑賞。地元幼稚園児・小学校児童および住民によ
る演技のステージ発表。

11月18日 伊久身農村環境改善センター 伊久身コミュニティ委員会 無料
伊久身
農村環境改善センター
電話 0547-39-0002

静岡県 島田市 ① 湯日ふれあいまつり
地域住民の演技披露や作品展示と模擬店を行います。自主グループの活動
の成果を発表します。

11月11日
初倉西部ふれあいセンター
及び湯日しろやま公園

湯日自冶会ふれあいまつり実行委員会 無料
初倉西部ふれあいセンター
電話　0547-38-6868

開催時間
午前9時～午後2時30
分

静岡県 島田市 ③ 文化祭

地域住民や地域内の学校の作品展示を行います。また、芸能発表として、地
域内の幼保育園や小中学校、公民館を利用する自主グループの活動の成果
発表を行います。
子供たちのためにスタンプラリーが行われたり、喫茶コーナー等も設置してい
る。

10月20日、21日
六合公民館
六合小学校体育館
地域連携施設

六合公民館、六合コミュニティ委員会 無料
島田市立六合公民館
電話0547-37-3087

静岡県 島田市 ③ 第61回島田市民文化祭
市内在住・在勤・在学の中学生以上の方の作品展示を行います。また、芸能発
表として、市内の団体による発表を行います。

11月
島田市民総合施設プラザ
おおるり

島田市 無料
島田市民文化祭
実行委員会　電話0547-36-
5420

静岡県 島田市 ③ 博物館本館・分館無料開放 文化財ウィーク協賛事業として博物館本館および分館を無料開放します。 11月3日 島田市博物館　本館・分館 島田市 無料 http://shimahaku.jp

島田市博物館
電話0547-37-1000
島田市博物館分館
電話0547-34-3216

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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静岡県 島田市 ③
第75回企画展「島田の幕末維新ー150年
前の緑茶化計画ー」

　明治時代になると、旧幕臣たちが牧之原に入植、茶園開墾を始めました。歴
史の一大転換点である幕末維新とお茶のまち島田の始まりであった牧之原開
墾に迫ります。

9月15日～11月18日 島田市博物館　本館 島田市 http://shimahaku.jp
島田市博物館
電話0547-37-1000

静岡県 島田市 ③
第27回企画展「西貝和子ー変化と発展を
続ける創作版画ー」

西貝和子は自らの限界を決めることなく、創作活動を続けています。自由な発
想と精緻な構成力で、見る者を引き込む強さを秘めた作品を展示します。

9月8日～11月11日 島田市博物館　分館 島田市 http://shimahaku.jp
島田市博物館分館
電話0547-34-3216

静岡県 島田市 ③
収蔵品展
「海野光弘　好風～田園の恵み～」

白石平野（佐賀県）、塩尻（長野県）など見渡す限り広がる田園をふきぬける緑
風、豊穣の季を迎えた山里など、「田園」、「風」を題材にした作品を中心に展示
します。

11月17日～1月27日 島田市博物館　分館 島田市 http://shimahaku.jp
島田市博物館分館
電話0547-34-3216

静岡県 島田市 ① おはなしマラソン
市内の読み聞かせグループが集まり、１グループ30分程度のおはなし会を実
施する。

10月27日 金谷公民館 金谷図書館 無料
http://www.library-
shimada.jp/

図書館課金谷図書館係
電話0547-46-3246

静岡県 島田市 ① おはなしマラソン
市内の読み聞かせグループが集まり、１グループ30分程度のおはなし会を実
施する。

11月3日 島田図書館 島田図書館 無料
http://www.library-
shimada.jp/

図書館課島田図書館係
電話0547-36-7226

静岡県 島田市 ③ 平成30年度文化財クローズアップ 国指定史跡島田宿大井川川越遺跡の現地見学会と講演会を開催します。 10月14日 島田市民総合施設プラザおおるり
静岡県教育委員会、
静岡県文化財保存協会

静岡県教育委員会
文化財保護課
054-221-3156

静岡県 清水町 ③
若山牧水最後の高弟
～大悟法利雄回顧展

若山牧水に師事し、柿田川に関係する短歌を多く残した大悟法利雄氏の回顧
展を開催します。

10月23日～11月4日 清水町地域交流センター 清水町教育委員会 無料
清水町生涯学習課
文化振興係
055-972-6678

静岡県 清水町 ③ 第48回清水町芸術祭
町民の多様な芸術文化の舞台発表や展示を行います。11月４日が発表の部、
11月７日から11日までが展示の部となります。

11月4日
11月7日～11月11日

清水町地域交流センター 清水町教育委員会 無料
清水町生涯学習課
文化振興係
055-972-6678

静岡県 下田市 ①・③ 第63回下田市芸術祭 市民の芸術活動の発表・展示の場として開催
前期:11月2日～4日
後期:11月9日～11日

下田市民文化会館ほか 下田市芸術祭執行会 無料
下田市教育委員会
生涯学習課
0558-23-5055

静岡県 裾野市 ①、③
かんがい施設遺産　深良用水
上郷堰めぐり

深良用水の世界かんがい施設遺産登録４周年を記念して、裾野市岩波から裾
野市佐野まで、黄瀬川に沿って深良用水上郷地区の堰をめぐります。あわせ
て各堰の灌漑エリア、地形の特性などを解説します。

10月13日
裾野市内（集合場所：いわなみキッ
チン、解散：裾野市役所）

裾野市教育委員会
http://www.city.suson
o.shizuoka.jp/

生涯学習課
055-994-0145

事前申込必要（先着
25名）、参加費50円

静岡県 裾野市 ① 読書週間行事
秋の読書週間(10月27日～11月9日)に合わせ、図書館の利用促進、読書推進
のため10月～11月を読書月間とし、テーマ図書展示、リサイクルブックサービ
ス、おはなしの会、映画会等を実施します。

10月下旬～11月中旬
裾野市立鈴木図書館

裾野市民文化センター図書室
裾野市立鈴木図書館 無料

［裾野市立鈴木図書館
HP］
https://www.lib100.ne
xs-service.jp/susono

裾野市立鈴木図書館
055-992-2342

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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静岡県 裾野市
①、
②、③

子どもたちの富士山絵画展
富士山のふもとに暮らす子どもたちが、普段見慣れている富士山を絵で表現し
ます。市内各小学校5年生の作品を展示します。

10月27日～12月28日 富士山資料館 富士山資料館
http://www.city.suson
o.shizuoka.jp/kanko/3_
1/4815.html

裾野市立富士山資料館
055-998-1325

入館料として大人210
円、こども100円

静岡県 裾野市 ③ 裾野市民芸術祭
地域の文化・伝統等を生かした市民参加型の祭典。展覧会、吟道祭、囲碁大
会、音楽祭、茶会、芸能祭を開催し、市民に興味・関心をもってもらうように実
施します。

10月31日～11月4日
（第1部）
11月7日～11日（第2部）

裾野市民文化センター 裾野市 無料
http://www.city.suson
o.shizuoka.jp/kanko/3/
2607.html

生涯学習課
055-994-0145

静岡県 裾野市 ①、④ サイエンス教室
「ガリレオはどうやって月のクレーターを発見したか？」や宇宙の最新情報に関
する講演会と、子供向けの望遠鏡作成キットを作成し、その望遠鏡で天体観測
をします。

11月18日 裾野市生涯学習センター 裾野市教育委員会、御宿新田区
生涯学習課
055-994-0145

事前申込必要（先着
40組）、参加費有

静岡県 長泉町 ③ 第54回町民文化祭（１部）
町民に芸能・創作活動の発表と鑑賞の機会を提供し、町民の生涯学習意欲に
応え、併せて町民文化の向上を図ります。
内容：展示の部、芸能の部、茶席、囲碁の対局・指導体験コーナー

10月19日～10月21日
コミュニティながいずみ

長泉町民文化祭実行委員会 無料
http://japan.nagaizumi.
org/commu/

syogai@nagaizumi.org
055-986-2289

静岡県 長泉町 ③ 第54回町民文化祭（２部）
町民に芸能・創作活動の発表と鑑賞の機会を提供し、町民の生涯学習意欲に
応え、併せて町民文化の向上を図ります。
内容：展示の部、芸能の部、茶席、囲碁の対局・指導体験コーナー

10月26日～10月28日
文化センター
コミュニティながいずみ

長泉町民文化祭実行委員会 無料
http://japan.nagaizumi.
org/commu/

syogai@nagaizumi.org
055-986-2289

静岡県 西伊豆町 ①，③ 文化講演会
著名人を講師に招き、講演会を行うことにより、住民への生涯学習へのきっか
けの場とし、住民の文化・教養を深める機会とする。

10月21日 西伊豆町　中央公民館 西伊豆町　教育委員会 無料
kyouiku@town.nishiizu.
shizuoka.jp

西伊豆町教育委員会事務局
0558-56-0212

静岡県 西伊豆町 ①，③ 文化展
住民の方が常日頃から文化に親しみ個々に活動した結果及び成果を作品とし
て展示し、多くの方に披露する場として開催しています。

11月8日～10日 西伊豆町　増進センター 西伊豆町　文化協会 無料
kyouiku@town.nishiizu.
shizuoka.jp

西伊豆町教育委員会事務局
0558-56-0212

教育委員会が事務局
として支援している。

静岡県 西伊豆町 ① 音楽芸能発表会
文化協会に所属する音楽関係の団体が常日頃から活動している成果を披露
する場として、年に１回開催しています。

11月25日 西伊豆町　中央公民館 西伊豆町　文化協会 無料
kyouiku@town.nishiizu.
shizuoka.jp

西伊豆町教育委員会事務局
0558-56-0212

教育委員会が事務局
として支援している。

静岡県 沼津市 ①
平成30年度
秋期自信がもてる子育て講座

親や保護者の望ましい在り方、自身の視野を広げる、人間関係づくり、自らの
生き方などを考える機会の提供を目的に開設しています。

9月25日～10月23日
までの間で全5回

沼津市千本プラザ 沼津市生涯学習課
沼津市教育委員会
事務局生涯学習課
055-934-4870

電話、インターネットで
事前申し込み制（５回
300円）

静岡県 沼津市 ③ 第４５回沼津市芸術祭
美術、書道、音楽、舞踊、演劇、茶道、伝統芸能、文芸などの展示、発表を行
います。

10月3日～11月17日
沼津市民文化センター、プラサヴェ
ルデほか

沼津市教育委員会、沼津文化協会

http://www.city.numaz
u.shizuoka.jp/kurashi/
kyoiku/kyoiku/bunka/g
eijyutusai.htm

静岡県 沼津市 ① 子どもの遊び王国in沼津 身体を動かす遊びや手作りおもちゃなど、様々な遊びを体験できます。 10月14日 愛鷹広域公園 沼津市青少年育成団体連絡協議会 無料
沼津市教育委員会
事務局生涯学習課
055-934-4871

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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静岡県 沼津市 ①、③ 読書週間関連行事
「読書週間」（10月27日～11月9日）は、全国的な秋の恒例行事ですが、沼津市
立図書館においても、毎年この期間中に本・読書に関する著名人の講演会や
企画展を実施しています。

10月17日～11月18日 沼津市立図書館内 沼津市教育委員会 無料
https://www.tosyokan.
city.numazu.shizuoka.j
p/

055-952-1234

静岡県 沼津市 ①，③ 第92回　みどりまつり
「花とみどりのまちづくり」を目的としています。フラワーアレンジメント、寄せ植
え、木工体験など数多くのワークショップを開催するほか、花苗、緑化木、飲食
物の販売や、いけばなや盆栽などの展示をします。

11月3日,4日 キラメッセぬまづ多目的ホール3 沼津市緑化推進実行委員会
【沼津市公式HP】
http://www.city.numaz
u.shizuoka.jp/

連絡先：沼津市緑化推進実行
委員会事務局（緑地公園課）
電話番号：055-934-4795

静岡県 沼津市 ① 第28回　さんさん学習フェスティバル
「広げよう　出会い　ふれあい　学び合い」をテーマに、市民が日頃行っている
生涯学習の成果を発表します。

11月17日～18日 沼津市民文化センター さんさん学習フェスティバル実行委員会 無料

http://www.city.numaz
u.shizuoka.jp/kurashi/
kyoiku/kyoiku/shougai
/festival/festival.htm

沼津市教育委員会
事務局生涯学習課
055-934-4870

静岡県 沼津市 ② 第５３回高専祭
毎年テーマを決めて、研究室紹介やロボット等の展示・化学実験など、様々な
文化的な催しを行います。

11月10日～11日 沼津工業高等専門学校 沼津工業高等専門学校
http://www.numazu-
ct.ac.jp/campuslife/fe
stival

学生課学生係
055-926-5734

静岡県 浜松市 ① 南部協働センターまつり
コミュニティ活動を通じた活力ある地域づくりと生涯学習の推進を目的として開
催し、協働センターを利用している団体や地域の各種団体等が日頃の活動の
成果を展示・発表します。

10月20日、21日 南部協働センター 南部協働センターイベント事業実行委員会 無料
南部協働センター
053-455-1501

静岡県 浜松市 ① 曳馬協働センターまつり
演芸発表会や作品展示など、地域で活動している団体の日頃の活動成果を発
表する場を設け、土日の２日間かけて食品販売などと一緒に会場を盛り上げま
す。

11月17日、18日 曳馬協働センター 曳馬協働センターイベント事業実行委員会 無料
曳馬協働センタ
053-464-2517

静岡県 浜松市 ① 富塚協働センターまつり
演芸発表会や作品展示など、地域で活動している団体の日頃の活動成果を発
表する場を設け、土日の2日間にかけて食品販売、ゲームコーナーなどと一緒
に会場を盛り上げます

10月27日、28日 富塚協働センター 富塚協働センターイベント事業実行委員会 無料
富塚協働センター
053-472-7682

静岡県 浜松市 ① 佐鳴台協働センターまつり
演芸発表会や作品展示など、地域で活動している団体の日頃の活動成果を発
表する場を設け、土日の2日間かけて食品販売、ゲームコーナーなどと一緒に
会場を盛り上げます。

10月20日～21日
佐鳴台協働センター、佐鳴台第2公
園

佐鳴台協働センターイベント実行委員会 無料
佐鳴台協働センター
053-447-4190

静岡県 浜松市 ①
平成30年度浜松市読書推進講演会「中
川美和さん講演会～日本語音韻史と表
記～」

文学や本、読書に関わる様々なテーマを取り上げる事で、市民の興味・関心の
幅を広げる機会として講演会を開催します。

11月3日 浜松市立中央図書館 浜松市 無料 053-456-0234

静岡県 浜松市 ①
企画展示
「知りたい！読みたい！あなたのお薦め
本」

利用者に図書館を身近に感じてもらうために、秋の読書週間にあわせて、図書
館利用者から募集したお薦め本を展示します。

10月27日～11月9日 浜松市立流通元町図書館 浜松市 無料 053-426-1000

静岡県 浜松市 ① 資料の企画展示「田畑政治展」
1964年東京オリンピック招致活動のキーマンで、浜松市出身の田畑政治氏に
関する資料の展示と展覧会小冊子の発行し来館者に配布します。

10月23日～12月10日 浜松市立中央図書館 浜松市 無料 053-456-0234

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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静岡県 浜松市 ①
企画展示「田畑政治展」に伴うギャラリー
トーク

企画展示「田畑政治展」の展示資料についての解説や時代背景などを、浜松
市立中央図書館アドバイザーよりお話しし、より展示について深く関心を持って
いただく機会とします。

11月4日 浜松市立中央図書館 浜松市 無料 053-456-0234

静岡県 浜松市 ③ 天竜協働センターまつり
協働センターを利用している学習団体や地域の各種団体の活動成果の作品展
示や演技発表を行うとともに、地域の文化交流や住民のふれあいを図ります。

11月3日、4日 浜松市天竜協働センター
天竜協働センター
地域ふれあいフェスタ実行委員会

無料
http://www.city.hama
matsu.shizuoka.jp/map
s/h-tenryu.sc.html

浜松市天竜協働センター
053-421-0376

静岡県 浜松市 ③ 笠井協働センターまつり
協働センターを利用している学習団体や地域の各種団体の活動成果の作品展
示や演技発表等を行うとともに、地域の文化交流や住民のふれあいを図りま
す。

11月17日、18日 浜松市笠井協働センター
笠井協働センター
地域ふれあいフェスタ事業実行委員会

無料
http://www.city.hama
matsu.shizuoka.jp/map
s/h-kasai.sc.html

浜松市天竜協働センター
053-421-0376

静岡県 浜松市 ③ 積志協働センターまつり
積志協働センターの利用者による演技発表、作品展示、模擬店、こどもの遊び
コーナー、ファミリーバドミントン体験教室、一輪車演技発表・体験会等を行いま
す。

11月17日、18日 浜松市積志協働センター
積志協働センター
地域ふれあい事業実行委員会

無料
http://www.city.hama
matsu.shizuoka.jp/map
s/h-sekishi.sc.html

浜松市天竜協働センター
053-421-0376

静岡県 浜松市 ③ 積志協働センターふれあいコンサート
積志地区内の小・中・高校生及び社会人による吹奏楽の演奏会（各団体個別
演奏と合同演奏）を開催します。

11月11日 浜松市積志協働センター
積志協働センター
地域ふれあい事業実行委員会

無料
http://www.city.hama
matsu.shizuoka.jp/map
s/h-sekishi.sc.html

浜松市天竜協働センター
053-421-0376

静岡県 浜松市 ③ 長上協働センターまつり
協働センターを利用している自治会、婦人会、地域活動団体等各種団体の協
力により、発表会・バザー等を開催し、地域住民の交流・情報交換及び学ぶ心
を養う事を目的として開催します。

11月10日、11日 浜松市長上協働センター 長上地域ふれあいフエスタ実行委員会 無料
http://www.city.hama
matsu.shizuoka.jp/map
s/h-nagakami.sc.html

浜松市天竜協働センター
053-421-0376

静岡県 浜松市 ③
第16回浜松市民文化フェスティバル
「バレエ・ダンスの祭典」

市内の様々なジャンルで活動している文化団体の日ごろの成果を発表する公
演。

10月14日 アクトシティ浜松大ホール
浜松市、公益財団法人浜松市文化振興財
団、静岡新聞社・静岡放送、ヤマハ株式会
社、ヤマハ音楽振興会

http://www.hcf.or.jp/
公益財団法人
浜松市文化振興財団
053-451-1151

静岡県 浜松市 ③
第16回浜松市民文化フェスティバル
「浜松市中学校総合文化祭」

市内の様々なジャンルで活動している文化団体の日ごろの成果を発表する公
演。

10月21日 アクトシティ浜松大ホール 公益財団法人浜松市文化振興財団 http://www.hcf.or.jp/
公益財団法人
浜松市文化振興財団
053-451-1151

静岡県 浜松市 ③ 第26回ヤマハジャズウィーク
世代を問わずに楽しめる「ジャズ」をテーマに、ジャズの真髄を次世代に伝える
ワークショップ、コンサートを充実した内容で送る事業。

10/20～28 アクトシティ浜松ほか
浜松市、公益財団法人浜松市文化振興財
団、静岡新聞社・静岡放送、ヤマハ株式会
社、ヤマハ音楽振興会

http://www.hcf.or.jp/
公益財団法人
浜松市文化振興財団
053-451-1150

静岡県 浜松市 ③
グランシップ特別公演
しずおか連詩の会2018ｉｎ浜松

個性豊かな5人の詩人が3日間で40編の連詩を製作。できたばかりの連詩を詩
人自らが朗読、解説する。

10月28日
アクトシティ浜松
音楽工房ホール

公益財団法人浜松市文化振興財団 http://www.hcf.or.jp/
公益財団法人
浜松市文化振興財団
053-451-1114

静岡県 浜松市 ③ おもろい女
藤山直美と渡辺いっけいが天才漫才師の熱い生涯をドラマティックに演じる圧
巻の舞台。

10月31日 アクトシティ浜松大ホール 公益財団法人浜松市文化振興財団 http://www.hcf.or.jp/
公益財団法人
浜松市文化振興財団
053-451-1131

静岡県 浜松市 ③
アシュケナージ×辻井伸行
アイスランド交響楽団

望みうる最高のコンビでショパンの協奏曲を奏でる。名匠アシュケナージ率いる
北欧を代表するオーケストラと人気ピアニスト辻井伸行による日本ツアー。

11月4日 アクトシティ浜松大ホール 公益財団法人浜松市文化振興財団 http://www.hcf.or.jp/
公益財団法人
浜松市文化振興財団
053-451-1114

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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静岡県 浜松市 ③ 第10回浜松国際ピアノコンクール
市制80周年を記念して1991年に創設され、3年に一度開催している国際コン
クール。世界から90名程度の出場者が浜松に集い、2週間にわたる予選・本選
が行われる。

11月7日～25日 アクトシティ浜松中・大ホールほか 公益財団法人浜松市文化振興財団 http://www.hcf.or.jp/
公益財団法人
浜松市文化振興財団
053-451-1114

静岡県 浜松市 ③ プロムナードコンサート ＪＲ浜松駅前の屋外で行われる浜松市内の吹奏楽団によるコンサート。 10月20日 ＪＲ浜松駅北口広場「キタラ」 公益財団法人浜松市文化振興財団 無料 http://www.hcf.or.jp/
公益財団法人
浜松市文化振興財団
053-451-1151

静岡県 浜松市 ③ まちなかにぎわいコンサート
ＪＲ浜松駅前の屋外で行われる浜松にゆかりのあるピアニストによるコンサー
ト。

10月21日 ＪＲ浜松駅北口広場「キタラ」 公益財団法人浜松市文化振興財団 無料 http://www.hcf.or.jp/
公益財団法人
浜松市文化振興財団
053-451-1151

静岡県 浜松市 ③ なゆた浜北プロムナードコンサート
なゆた・浜北駅前広場の屋外で行われる浜松市内の吹奏楽団によるコンサー
ト。

11月10日 なゆた・浜北駅前広場 公益財団法人浜松市文化振興財団 無料 http://www.hcf.or.jp/
公益財団法人
浜松市文化振興財団
053-451-1151

静岡県 浜松市 ③ まちなかにぎわいコンサート ＪＲ浜松駅前の屋外で行われる浜松市内の合唱団によるコンサート。 11月11日 ＪＲ浜松駅北口広場「キタラ」 公益財団法人浜松市文化振興財団 無料 http://www.hcf.or.jp/
公益財団法人
浜松市文化振興財団
053-451-1151

静岡県 浜松市 ③
明治150年記念　特別展「教室で出逢っ
た唱歌と童謡～音楽教科書が語る日本
のあゆみ～」

150年前に江戸から明治に変わった日本。国の近代化を目指した新しい教育
制度のもと、美しいメロディに美しい言葉を載せて日本人の心を作ってきた唱
歌。その歴史を、教科書や浮世絵から探る。

11/15～1/6 浜松市楽器博物館
浜松市楽器博物館、
公益財団法人浜松市文化振興財団

http://www.gakkihaku.j
p

浜松市楽器博物館
053-451-1128

静岡県 浜松市 ③
企画展「三方原物語」
三方原の成り立ちと歩み

三方原の台地の成り立ちから三方原合戦や開墾の歴史を追いながら、今に至
る三方原を紹介します。

10月14日～2月10日 浜松文芸館
浜松市・
公益財団法人浜松市文化振興財団

無料 http://www.hcf.or.jp
浜松文芸館
053-453-3933

静岡県 浜松市 ① 文章教室Ⅱ 随筆や自分史の書き方を、実際に書いて、直して学ぶ講座です。 10月14日,11月18日 浜松文芸館
浜松市・
公益財団法人浜松市文化振興財団

http://www.hcf.or.jp
浜松文芸館
053-453-3933

静岡県 浜松市 ① 古文書読解講座
古文書の読み方を学び、古文書を通して江戸時代の先祖の生活を知る講座で
す。

10月20日,27日,11月3日 浜松文芸館
浜松市・
公益財団法人浜松市文化振興財団

http://www.hcf.or.jp
浜松文芸館
053-453-3933

静岡県 浜松市 ① 俳句入門講座Ⅱ 俳句の知識や作り方、観賞の仕方を学ぶ、初心者向けの講座です。 10月20日,27日,11月3日 浜松文芸館
浜松市・
公益財団法人浜松市文化振興財団

http://www.hcf.or.jp
浜松文芸館
053-453-3933

静岡県 浜松市 ③ 朗読会 講師の朗読を通して、藤沢周平の作品を味わう朗読会です。 10月21日 浜松文芸館
浜松市・
公益財団法人浜松市文化振興財団

http://www.hcf.or.jp
浜松文芸館
053-453-3933

静岡県 浜松市 ① 文学散歩
事前講座と現地見学を実施し、掛川・磐田方面の文学に関わる名所旧跡を訪
ねる講座です。

11月8日,15日 浜松文芸館
浜松市・
公益財団法人浜松市文化振興財団

http://www.hcf.or.jp
浜松文芸館
053-453-3933

静岡県 浜松市 ③
浜松文芸館30周年記念
嵐山光三郎講演会「私の浜松」

浜松文芸館30周年記念企画として、浜松ゆかりの作家嵐山光三郎氏を招き、
講演会を開催します。

11月10日 浜松文芸館
浜松市・
公益財団法人浜松市文化振興財団

http://www.hcf.or.jp
浜松文芸館
053-453-3933

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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静岡県 浜松市 ① 朗読教室
　短詩や随筆を読みながら、声に出し、表現することの楽しさを味わう講座で
す。

11月13日 浜松文芸館
浜松市・
公益財団法人浜松市文化振興財団

http://www.hcf.or.jp
浜松文芸館
053-453-3933

静岡県 浜松市 ③ 木下恵介作品上映会『日本の悲劇』
浜松出身の日本を代表する映画監督木下惠介の上映会を開催します。上映作
品『日本の悲劇』は、戦後を背景に、子どもに尽くしながら報われることのない
母親を描いた作品です。

10月21日
木下惠介記念館
(浜松市旧銀行協会)

木下惠介記念館（指定管理者：浜松創造
都市協議会・東海ビル管理グループ）

フェイスブック：
https://www.facebook.
com/kinoshitakeisuke
memorialmuseum

木下恵介記念館
053-457-3450

静岡県 浜松市 ③ 木下恵介作品上映会『女』
浜松出身の日本を代表する映画監督木下惠介の上映会を開催します。上映作
品『女』は、当時としては珍しいオール・ロケーションで撮影され、主な登場人物
が二人だけという実験精神あふれる作品です。

11月18日
木下惠介記念館
(浜松市旧銀行協会)

木下惠介記念館（指定管理者：浜松創造
都市協議会・東海ビル管理グループ）

フェイスブック：
https://www.facebook.
com/kinoshitakeisuke
memorialmuseum

木下恵介記念館
053-457-3450

静岡県 浜松市 ③ 松韻茶会 茶の湯・煎茶の合同茶会を開催します。 お楽しみいただける、御凌付です。 10月28日 浜松市茶室松韻亭 ㈱遠鉄アシスト
http://www.shouintei.j
p

浜松市茶室松韻亭
053(473)4310

静岡県 浜松市 ③ 禅院の茶
京都建仁寺塔頭 霊源院住職　雲林院宗碩師と湖西市 東福寺住職 伊藤弘陽
師による禅院の茶。萩庵にて、お話を伺いながら禅寺の道具にて薄茶をいた
だきます。

10月28日 浜松市茶室松韻亭 ㈱遠鉄アシスト
http://www.shouintei.j
p

浜松市茶室松韻亭
053(473)4310

静岡県 浜松市 ③ 写経と坐禅 禅を学び茶の心をしる。写経、茶礼、法話、坐禅の2時間講座です。 11月7日 浜松市茶室松韻亭 ㈱遠鉄アシスト
http://www.shouintei.j
p

浜松市茶室松韻亭
053(473)4310

静岡県 浜松市 ③ 能楽同好会
観世流能楽師 山階彌右衛門師をお迎えしての能楽講座。謡・仕舞を学びま
す。

11月14日 浜松市茶室松韻亭 ㈱遠鉄アシスト
http://www.shouintei.j
p

浜松市茶室松韻亭
053(473)4310

静岡県 浜松市 ③ 謡に初チャレンジ！能「羽衣」
静岡県に縁のある、能「羽衣」入門講座。謡を体験して、能に触れてみません
か。

11月3日 浜松市茶室松韻亭 ㈱遠鉄アシスト
http://www.shouintei.j
p

浜松市茶室松韻亭
053(473)4310

静岡県 浜松市 ③
かもえのあさいち
食文化のワークショップ

食べること、育てること、つくること、その周辺にあるさまざまなことを本質的に
掘り下げてつなぎ直し、人間の存在にかかせない食文化の新しい価値を見出
すことを目的に開催するワークショップシリーズ。朝市「かもえのあさいち」と同
時開催。

11月17日 浜松市鴨江アートセンター
浜松市鴨江アートセンター
（指定管理者：浜松創造都市協議会・東海
ビル管理グループ）

http://www.kamoeartc
enter.org/

浜松市鴨江アートセンター
053-458-5360

静岡県 浜松市 ③ 朝市「かもえのあさいち」
奇数月の第三土曜日に鴨江アートセンターの玄関先と1階ロビーで開催してい
る恒例の朝市。 野菜、くだもの、農産物を中心に浜松市内・近郊から10組以上
の生産者・出店者を迎え、食のワークショップも同時開催。

11月17日 浜松市鴨江アートセンター
浜松市鴨江アートセンター
（指定管理者：浜松創造都市協議会・東海
ビル管理グループ）

http://www.kamoeartc
enter.org/

浜松市鴨江アートセンター
053-458-5360

静岡県 浜松市 ③
演劇はおもしろい！文芸漫画家・武富健
治と演出家・西悟志によるトークイベント

漫画『鈴木先生』の作者として知られる武富健治と、SPAC(静岡県舞台芸術セ
ンター)新作『授業』を演出する西悟志が演劇の魅力を語ります。

10月15日 浜松市鴨江アートセンター
浜松市鴨江アートセンター
（指定管理者：浜松創造都市協議会・東海
ビル管理グループ）

http://www.kamoeartc
enter.org/

浜松市鴨江アートセンター
053-458-5360

静岡県 浜松市 ③ SPAC出張劇場　チェーホフ『熊』
静岡県が有する劇団SPAC（静岡県舞台芸術センター）の浜松出張公演です。
ツンデレ女が、ツンデレ男と出会ったら――？　チェーホフの「笑劇」の世界を
生演奏とともにお楽しみください。

11月4日 浜松市鴨江アートセンター
浜松市鴨江アートセンター
（指定管理者：浜松創造都市協議会・東海
ビル管理グループ）

http://www.kamoeartc
enter.org/

浜松市鴨江アートセンター
053-458-5360

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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静岡県 浜松市 ③ ワークショップ「Make！駄目ロボッツ！」

段ボールや紙などの身近な材料と、LEDや光センサーなどの電子部品を使っ
て、「暗くなったら光るロボット」や「揺らしたら走り回るロボット」などのオリジナ
ルロボットをつくる。電子工作、ものづくりの基礎を体験できる大人向けのワー
クショップ。

10月21日 浜松市鴨江アートセンター
浜松市鴨江アートセンター
（指定管理者：浜松創造都市協議会・東海
ビル管理グループ）

http://www.kamoeartc
enter.org/

浜松市鴨江アートセンター
053-458-5360

静岡県 浜松市 ③ あいホールアニバーサリー2018
文化団体の活動成果を発表する場として、ジャズ演奏・吹奏楽演奏・ダンス発
表・作品展示等のイベントを行います。

10月27日、28日 あいホール あいホール 無料 http://ai-hall.com/ 053-412-0350

静岡県 浜松市 ③
あいホール親子で楽しむ
秋のコンサート2018

親子で一緒に弦楽器に親しむ演奏会。 11月11日（日） あいホール あいホール http://ai-hall.com/ 053-412-0350

静岡県 浜松市 ①、③ 花川コンサート
地元出身の作曲家古橋廸夫さんの童謡曲を地域の音楽文化として将来に残
そうと始まったコンサートです。

11月3日 和地小学校 和地地区コミュニティ協議会 無料
和地協働センター
053-486-2727

静岡県 浜松市 ①、③ 伊佐見協働センターまつり
当センターで活動する文化・スポーツ等の生涯学習活動を展開している団体や
地元自治会等との連携による様々な展示・発表会です。

11月3日、4日 伊佐見協働センター 伊佐見協働センター 無料
伊佐見協働センター
053－486－0034

静岡県 浜松市 ③ さざんかコンサート 協働センターを利用する音楽団体等によるコンサートです。 11月4日 篠原協働センター 篠原協働センター 無料
篠原協働センター
053-448-7859

静岡県 浜松市 ①、③ 中学生対象俳句講演会等

庄内地区出身の俳人で浜松市やらまいか大使でもある「高柳　克弘氏」に協力
いただき、地元中学生を対象に俳句や文章のおもしろさを伝える講演会や本
人が中学生時代に執筆した童話を地元ボランティアの協力で紙芝居にした作
品のお披露目会を実施します。

11月15日 庄内学園 俳句による地域おこし事業実行委員会 無料
庄内協働センター
053-487-3303

静岡県 浜松市
①、
②、③

大学との連携事業
「ウキウキおんがく楽校」

音楽の街浜松で、大学生を講師に迎え、楽器や音楽について遊びながら学ぶ
講座です。対象：幼児

11月2日、5日 伊佐見幼稚園 浜松市 無料
伊佐見協働センター
053－486－0034

連携先：浜松学院大
学

静岡県 浜松市
①、
②、④

大学との連携事業
「自分でできるカラダケア」

部活動では自分の体のケア活動はおろそかになりがちです。大学生を講師に
迎え、刺さない鍼とツボを利用するセルフケアを学ぶ講座です。対象：中学生

11月10日 湖東中学校 浜松市 無料
伊佐見協働センター
053－486－0034

連携先：常葉大学

静岡県 浜松市 ①③ 天竜芸術祭芸能発表会 天竜地域内の市民団体による舞台芸術・芸能の発表 10月28日 浜松市天竜壬生ホール 天竜芸術祭芸能発表会実行委員会 無料
浜松市天竜区
まちづくり推進課
053-922-0086

静岡県 浜松市 ① 上阿多古ふれあいセンターまつり
ふれあいセンターを利用している団体のよる芸能発表や作品展示など、日頃
の活動成果を発表する場です。また、地域の団体・個人による模擬店も行わ
れ、地域住民の親睦・交流を深め、明るい地域づくりを推し進める催しです。

11月11日 上阿多古ふれあいセンター
上阿多古ふれあいセンターまつり実行委
員会

無料
上阿多古ふれあい
センター
928-0002

静岡県 浜松市 ①③ 天竜芸術祭美術展 天竜区内のアマチュア芸術家の作品の展示 11月1日～11月4日 浜松市二俣協働センター 天竜芸術祭美術展実行委員会 無料
浜松市天竜区
まちづくり推進課
053-922-0086

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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静岡県 浜松市 ③ ミュージカル「本田宗一郎物語」
本田宗一郎の「ものづくりの精神」や「人となり」の原点となった少年時代に着
目し、「夢・挑戦・実現」をテーマとしたミュージカルの創作・公演により、未来を
担う青少年に本田宗一郎の精神を伝えるため開催されます。

11月10日 浜松市天竜壬生ホール
特定非営利活動法人本田宗一郎夢未来
想造倶楽部

無料
http://www.honda-
densyokan.com/

天竜壬生ホール
053-922-3301

静岡県 浜松市 ①③ 特別展「北遠の山城（仮題）」
平成30年2月の「二俣城跡及び鳥羽山城跡」国史跡指定を記念するとともに、
この地域が騒乱の主戦場となった地理的特性について考えるべく特別展を開
催。

9月30日～12月9日 浜松市立内山真龍資料館 浜松市
浜松市立内山真龍資料館
053-925-4832

静岡県 浜松市 ①③ 熊ふれあいセンターまつり
地域住民による作品展示や演芸、模擬店など、日頃の文化活動の成果発表と
交流の場となっています。

11月11日 熊ふれあいセンター 熊ふれあいセンターまつり実行委員会 無料
熊ふれあいセンター
053-929-0002

静岡県 浜松市 ③ 浜松市浜北万葉まつり
万葉の森公園を舞台に「曲水の宴」や万葉歌朗唱会等、万葉集とその時代の
文化に親しんでいただくイベントを開催します。

10月27日・28日 万葉の森公園 浜松市
万葉の森公園
電話053-586-8700

静岡県 浜松市 ①,③ 麁玉協働センターまつり
協働センターを利用している団体や地域の各種団体等が活動成果を展示・発
表し、地域住民のふれあいの場として開催します。

11月17日、18日 麁玉協働センター
浜松市麁玉協働センター
地域ふれあいフェスタ実行委員会

無料
浜松市麁玉協働センター
053-582-3011

静岡県 浜松市 ①③ 中瀬協働センターまつり
協働センターを利用している団体や地域の各種団体が、活動成果を展示・発表
し、地域住民のふれあいの場となるよう開催している

11月10日、11日 中瀬協働センター
浜松市麁玉協働センター
地域ふれあいフェスタ実行委員会

無料
浜松市中瀬協働センター
053-588-2245

静岡県 浜松市 ①，③ 北浜南部協働センターまつり
協働センターで活動している団体や地域の各種団体等が活動成果を展示・発
表すると共に地域住民とのふれあいを図ります。

10月20日～21日 浜松市北浜南部協働センター
北浜南部協働センター
地域ふれあいフェスタ実行委員会

浜松市
北浜南部協働センター
053-585-0510

静岡県 浜松市 ③ 浜北区児童生徒の絵画・書道作品展
浜北区内の小・中学生から募集した絵画および書道作品のうち、優秀作品各４
００点の展示を行います。

11月2日～4日 プレ葉ウォーク浜北
浜松市
浜松市浜北文化協会

無料
浜北区まちづくり推進課
053-586-6201

静岡県 浜松市 ①、③ 新津協働センターまつり
協働センターを利用している団体や地域の各種団体が活動成果を展示・発表
し、地域住民のふれあいの場として開催します。

11月17日、18日 新津協働センター 新津協働センターまつり実行員会
新津協働センター
053-448-2449

静岡県 浜松市 ①，③ 白脇まつり
自治会、社会福祉協議会、幼稚園、小中学校等、地域の団体と協働センター
利用団体による交通安全フェスタ、文化発表会、バザーなどを行います。地域
住民の交流、学習成果の発表の場として開催されます。

11月11日 白脇協働センター
白脇協働センター
地域ふれあい事業実行委員会

無料
白脇協働センター
053-441-8088

静岡県 浜松市 ① 可美協働センターまつり
演芸発表会や作品展示など、地域で活動している団体の日頃の活動成果を発
表する場を設けるとともに、土日の2日間にかけて食品販売、ゲームコーナー、
フリーマーケットなどを実施します

10月20日，21日 可美協働センター
可美協働センター
地域ふれあい事業実行委員会

無料 053-440-0007

静岡県 浜松市 ①
地域文化セミナー
スローリンパエクササイズ

体中に流れている血液とリンパ。その仕組みを知って自分自身の体のケアの
ために、リンパマッサージの基本を学びます

11月6日，13日，20日，27
日

可美協働センター 可美協働センター 無料 053-440-0007

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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静岡県 浜松市 ③ はるの芸能発表会 春野文化協会員を中心に日頃の芸能活動を発表する 11月3日 春野文化センター 浜松市 無料 053-589-0200

静岡県 浜松市 ②、④ 第23回テクノフェスタin浜松
キッズサイエンス、おもしろ実験、研究室公開展示など小・中・高校生と市民の
方が、科学技術の面白さ、楽しさを体験したり、最新の研究テーマに触れたりで
きるイベントを開催します。

11月10日～11日 静岡大学浜松キャンパス 国立大学法人静岡大学 無料
https://www.shizuoka.
ac.jp/festa/

静岡大学浜松キャンパス
事務部総務課
053-478-1001

静岡県 浜松市 ① 静岡大学･中日新聞連携講座2018
「静岡大学の現在」をテーマとした、本学教員による連続講座の第3回です。
付加体の深部帯水層でのメタン生成メカニズムについての解説、またこれらの
メタンを利用した分散型発電システムについて紹介します。

11月13日
静岡大学浜松キャンパス
附属図書館浜松分館
（S-port)3階大会議室

国立大学法人　静岡大学
中日新聞東海本社

無料
http://www.lc.shizuoka
.ac.jp/event003052.ht
ml

静岡大学
地域創造教育センター
（地域人材育成・プロジェクト
部門）
054-238-4817

静岡県 東伊豆町 ③ 東伊豆町町民文化祭
舞台の部、展示の部の2部門に分かれ、町民が日々研鑽してきた文化・芸術活
動を披露します。

11月3日～4日 稲取小学校体育館 東伊豆町町民文化祭実行委員会 無料
東伊豆町教育委員会
事務局　社会教育係
電話　0557-95-6206

静岡県 藤枝市 ③ 藤枝市民文化祭
市民に創作発表・鑑賞の機会を提供し、本市文化の向上を図ることを目的に、
市内各所で市民による作品の展示や芸能発表会を開催します。

10月22日～12月3日 部門により異なる 藤枝市民文化祭実行委員会、藤枝市
http://www.city.fujieda
.shizuoka.jp/

藤枝市街道・文化課
電話054‐643‐3036

入場無料
ただし、体験の一部
・飲食物販は有料

静岡県 藤枝市 ③ 藤枝市立駅南図書館リサイクル市 図書館で不要となった一般書・児童書などを無償配布します。 11月3日 藤枝市立駅南図書館 藤枝市役所図書課駅南図書館 無料
http://lib.city.fujieda.s
hizuoka.jp/

藤枝市立駅南図書館
054－636-4800

静岡県 藤枝市 ③ 藤枝市立岡出山図書館リサイクル市 図書館で不要となった一般書・児童書などを無償配布します。 10月28日 藤枝市立岡出山図書館 藤枝市役所図書課岡出山図書館 無料
http://lib.city.fujieda.s
hizuoka.jp/

藤枝市立岡出山図書館
054－643-3489

静岡県 藤枝市 ③ 2018年読書週間シールラリー 読書週間にシールラリーを行い、ポイント達成者にはプレゼントがあります。 10月10日～11月25日 藤枝市内　図書館全館 藤枝市役所図書課駅南図書館 無料
http://lib.city.fujieda.s
hizuoka.jp/

藤枝市立駅南図書館
０５４－636-4800

静岡県 富士市 ①
自然とあそぼうin富士山こどもの国
～富士山ブナ林自然観察会～

毎年4月29日に実施される「富士山麓ブナ林創造事業」の過年度植栽地を会場
にした自然観察会と自然素材を使ったクラフト作り

10月21日 富士山こどもの国 富士市 無料
富士市環境部環境保全課
0545-55-2773

※事前申込が必要

静岡県 富士市 ①,③ 岩松地区文化祭 展示・ステージ発表・模擬店の開催 10月28日 岩松小学校 岩松地区まちづくり協議会 無料
岩松まちづくりセンター
0545-63-5210

静岡県 富士市 ①、③ 岩松北地区文化祭 展示・ステージ発表・模擬店を行います。 10月27日～28日 岩松北まちづくりセンター 岩松北地区生涯学習推進会 無料
岩松北まちづくり
センター
0545-60-8008

静岡県 富士市 ③ 吉永ふれあいコンサート 地区の小・中学生や住民有志が合唱・演奏を披露します。 11月3日 吉永第一小学校 吉永ふれあいコンサート実行委員会 無料
吉永まちづくりセンター
0545-34-1014

静岡県 富士市 ①，③ 吉永地区文化祭 展示・ステージ発表・模擬店を行います。 11月11日 吉永まちづくりセンター 吉永地区生涯学習推進会 無料
吉永まちづくりセンター
0545-34-1014

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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静岡県 富士市 ①，③ 平成３０年度吉永北地区文化祭 展示・ステージ発表・模擬店を行います。 10月28日 吉永北まちづくりセンター 吉永北地区まちづくり協議会 無料
吉永北まちづくりセンター
0545-21-3559

静岡県 富士市 ①③ 第４２回吉原地区文化祭 展示・ステージ発表・模擬店を開催します。 11月10日～11日
吉原小学校・
吉原まちづくりセンター

吉原地区生涯学習推進会 無料
吉原まちづくりセンター
０５４５－５３－１５８０

静岡県 富士市 ①，② 第41回丘地区文化祭 展示・ステージ発表・模擬店などを行います。 11月4日 丘小学校 丘地区生涯学習推進会 無料
丘まちづくりセンター
0545-71-3961

静岡県 富士市 ①，③ 原田地区文化祭
毎年１０月下旬に開催しており、地区団体やまちづくりセンターで活動する様々
なグループの展示や発表、バザー、抽選会、投げ餅などの盛りだくさんのプロ
グラムで、毎年多くの方が参加します。

10月28日 原田まちづくりセンター 原田地区生涯学習推進会 無料
原田まちづくりセンター
0545-52-0124

静岡県 富士市 ①，② 第４８回広見地区文化祭 展示・ステージ発表・模擬店などを行います。 10月20日～21日 広見小学校 広見地区生涯学習推進会 無料
広見まちづくりセンター
0545-21-3444

静岡県 富士市 ①③ 今泉地区文化祭 展示・ステージ発表・模擬店を行います。 10月28日 今泉まちづくりセンター 今泉地区生涯学習推進会 無料
今泉まちづくりセンター
0545-51-4200

静岡県 富士市 ③ 富士市技能者表彰式
永く同一職種に従事して、技能の錬磨、後進の育成等により、ものづくり産業
の向上に寄与し、功績のあった者を表彰する。

11月18日 ラ・ホール富士 富士市
商業労政課
0545-55-2778

静岡県 富士市 ③ 富士市産業まつり商工フェア
市内商工業者の展示販売ブースや各種体験コーナーなどを設け、商工業者の
活動を市民に周知し、コミュニケーションを図る。

11月3日～4日 中央公園
富士市産業まつり
商工フェア実行委員会

【富士商工会議所HP】
http://www.fuji-
cci.or.jp/

・商業労政課
0545-55-2907
・富士商工会議所
0545-52-0995

静岡県 富士市 ③ 富士ハロウィンフェスティバル
商店街の各店舗でのお菓子配布や、仮装した参加者が商店街を練り歩く「富
士本町仮装パレード」などのイベントを実施し、まちの賑わいを創出する。

10月27日 富士駅、富士本町周辺
富士ハロウィンフェスティバル
実行委員会

https://fuji.link-
town.jp/1663/

・商業労政課　0545-55-2907
・金子園　090-9944-3473

静岡県 富士市 ①③ 神戸地区文化祭 展示・ステージ発表・模擬店を行います。 11月4日 神戸小学校体育館 神戸地区生涯学習推進会 無料
神戸まちづくりセンター
0545-21-2203

静岡県 富士市 ① ミニ企画展 教育・文化をテーマとして集めた図書を展示し、貸出をします。 10月13日～11月8日 富士市立西図書館 富士市立西図書館 無料
富士市立西図書館
0545－64－2110

静岡県 富士市 ① ハロウィーンのおはなし会
ハロウィーンの絵本の読みや聞かせやパネルシアターなど、ハロウィーンにち
なんだお話のおはなし会を行います。

10月末予定 富士市立西図書館 富士市立西図書館 無料
富士市立西図書館
0545－64－2111

静岡県 富士市 ①、③ 青葉台地区文化祭 展示・ステージ発表・模擬店を行います。 11月11日 青葉台小学校体育館 青葉台地区生涯学習推進会 無料
青葉台まちづくりセンター
0545-22-0600

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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静岡県 富士市 ①
富士市男女共同参画地区推進員
西部ﾌﾞﾛｯｸ事業映画上映会

映画上映「そして父になる」と男女共同参画○×クイズを行います。 11月17日 富士川ふれあいホール
富士市男女共同参画地区推進員西部ﾌﾞ
ﾛｯｸ（岩松、岩松北、富士川、松野地区）、
富士市市民部多文化・男女共同参画課

無料
富士市役所
多文化・男女共同参画課
電話0545-55-2724

静岡県 富士市 ①
富士市男女共同参画地区推進員
東部ﾌﾞﾛｯｸ事業
「丸火でみんなで自然観察」

講師と一緒に散策しながら多様性を学ぶ自然観察をします。 11月18日
富士市
丸火自然公園 少年自然の家 周辺

富士市男女共同参画地区推進員東部ﾌﾞ
ﾛｯｸ（元吉原、須津、吉永、浮島、原田地
区）、富士市市民部多文化・男女共同参画
課

無料
富士市役所
多文化・男女共同参画課
電話0545-55-2724

静岡県 富士市 ①、③ 天間地区文化祭 展示、ステージ発表、模擬店を行います。 10月27日～28日 天間まちづくりセンター 天間地区生涯学習推進会 無料
天間まちづくりセンター
0545-71-4007

静岡県 富士市 ①、③ 伝法地区文化祭 展示・ステージ発表・模擬店を行います。 10月28日
伝法小学校体育館、
伝法まちづくりセンター

伝法地区まちづくり協議会 無料
伝法まちづくりセンター
0545-51-4091

静岡県 富士市
①，
②，③

第43回田子浦地区文化祭 展示・模擬店・発表会を行います。 11月17日～18日
田子浦まちづくりセンター・
田子浦小学校

田子浦地区まちづくり協議会 無料
田子浦まちづくりセンター
0545-63-5209

静岡県 富士市 ① 農家の食と年中行事⑤・⑥・⑦
県指定有形文化財の旧稲垣家住宅で畑で育てた作物を食べさまざまな年中行
事を体験する講座。⑤でそばの収穫とかまどでの炊飯、⑥でそばの脱穀・製粉
と干し芋作り、⑦でそば打ちをおこないます。

⑤10月28日、⑥11月24
日、⑦11月25日

広見公園内旧稲垣家住宅 富士山かぐや姫ミュージアム
http://museum.city.fuji
.shizuoka.jp/

富士山
かぐや姫ミュージアム
0545-21-3380

静岡県 富士市 ① 博物館の日
毎月第１日曜日に各種体験講座を開催しています。11月は、手漉きはがき作
り、型染しおり作り、火おこし体験、古代の弓矢体験、レジンアクセサリー作り、
和紙のランプシェード（ステンド折染）、博物館クイズをおこないます。

11月4日 本館　工芸棟ほか 富士山かぐや姫ミュージアム
http://museum.city.fuji
.shizuoka.jp/

富士山
かぐや姫ミュージアム
0545-21-3380

静岡県 富士市 ① 博物館陶芸教室
講師による指導がついた初心者クラスと、講師なしで自由な作品作りが出来る
中級者クラスに分かれて陶芸の基礎から発展まで学べる１回ごとの教室。完
成は１ヶ月後です。

10月14日、11月11日 陶芸室 富士山かぐや姫ミュージアム
http://museum.city.fuji
.shizuoka.jp/

富士山
かぐや姫ミュージアム
0545-21-3380

静岡県 富士市 ①、③ かやぶき農家の癒しのおんがく会
県指定有形民俗文化財の旧稲垣家住宅において行われる音楽イベント。10月
はkage-Boshiによる影絵コンサート、11月はフジ・ゾリステンによるクラシックコ
ンサートです。

10月21日、11月18日 広見公園内　旧稲垣家住宅 富士山かぐや姫ミュージアム 無料
http://museum.city.fuji
.shizuoka.jp/

富士山
かぐや姫ミュージアム
0545-21-3380

静岡県 富士市 ①、③
富士・沼津・三島３市博物館共同企画展
「幕末・明治の富士・沼津・三島」
富士会場「産業のまち　富士の幕開け」

明治150年を記念し富士・沼津・三島３市博物館共同企画展。富士会場では、
「産業のまち富士」をかたち作った製紙業をはじめとした諸産業が、どのように
近代化したかを中心に紹介します。

7月28日～10月21日 本館 富士山かぐや姫ミュージアム 無料
http://museum.city.fuji
.shizuoka.jp/

富士山
かぐや姫ミュージアム
0545-21-3380

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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静岡県 富士市 ①、③

富士市・富士川町合併10周年記念
富士山世界遺産登録５周年記念展
「かぐや姫の里と白隠さん
―無量禅寺再興に尽力した人々の事跡
を訪ねて―」

富士市比奈の竹採公園には白隠禅師の墓塔があり、白隠が中心となって再興
した無量禅寺があったと伝えられています。本展では、さまざまな資料を通して
かぐや姫の里と白隠の関わりを探ります。

11月3日～12月9日 本館 富士山かぐや姫ミュージアム 無料
http://museum.city.fuji
.shizuoka.jp/

富士山
かぐや姫ミュージアム
0545-21-3380

静岡県 富士市 ①、③ 富士川地区文化祭 富士市・富士川町合併10周年記念式典、展示、ステージ発表、模擬店 11月3日～4日 富士川ふれあいホール 富士川地区生涯学習推進会 無料
富士川まちづくりセンター
0545－81－1111

静岡県 富士市 ①、③
富士市・富士川町合併10周年記念事業
～劇団たんぽぽ公演！～

合併10周年を記念して、富士川地区の住民を対象に劇団たんぽぽの「いのち
のまつり」を公演する

10月20日 富士川ふれあいホール 富士川地区生涯学習推進会 無料
富士川まちづくりセンター
0545－81－1111

地区住民で応募で当
選した方限定。

静岡県 富士市 ①，③ 第38回富士南地区文化祭 展示・ステージ発表・模擬店を行います。 10月27日～28日 富士南まちづくりセンター 富士南地区生涯学習推進会 無料
http://fuji-
minami.com/pc/index.
html

富士南まちづくりセンター
0545-64-3632

静岡県 富士市 ①
富士文庫に消防自動車＆
救急車がやってくる

11月3日祝日開館に合わせ、消防車と救急車が富士文庫にやってきます。館
内では、のりものに関する本の展示、貸出をします。

11月3日 富士市立富士文庫駐車場 富士市立富士文庫 無料
https://library.fujishi.jp
/

富士市立富士文庫
0545‐72‐1612

静岡県 富士市 ① ハロウィンのおはなし会と企画展
定例のおはなし会をハロウィンバージョンで行います。小さなプレゼントも用意
しています。ハロウィンにちなんだ図書を展示し、貸出をします。

10月末予定 富士市立富士文庫 富士市立富士文庫 無料
https://library.fujishi.jp
/

富士市立富士文庫
0545‐72‐1612

静岡県 富士市 ①，③ 第17回富士北地区ふれあい文化祭 展示・ステージ発表・模擬店を行います。 10月27日～28日 富士北まちづくりセンター 富士北地区生涯学習推進会 無料
富士北まちづくりセンター
0545-64-0099

静岡県 富士市 ③ 第52回富士市総合文化祭後期展示② ひょうたん、富士の型染部門の展示 11月6日～11日 富士市文化会館 富士市 無料
文化振興課
0545-55-2874

主管：富士市文化連
盟

静岡県 富士市 ③ 第１０回紙のアートフェスティバル
富士市は紙のまちとして全国的に知られています。その紙を活用した表現
豊かな「紙のアート」作品による公募展を開催します。

10月26日～12月9日 富士芸術村 富士市 無料
文化振興課
0545-55-2874

主管：紙のアートフェ
スティバル実行委員
会
公開は期間中の金・
土・
日曜日

静岡県 富士市 ③ 第21回文芸あれこれ講座
文芸作品の創作に役立ててもらうよう、文芸に関する講話や書く上でのポ
イントなどの講義を開催します。

11月10日
（23日、12月1日）予定

富士市文化会館（ﾛｾﾞｼｱﾀｰ） 富士市
文化振興課
0545-55-2874

主管：富士文芸フォー
ラ
ム実行委員会
※事前申込が必要

静岡県 富士市 ③ 市民ミュージカル「I Live Here」
約８０名の市民キャストによる「市民の手による市民のための
ミュージカル」として「I Live Here」を上演します。

10月27日、28日 富士市文化会館（ﾛｾﾞｼｱﾀｰ） 富士市
文化振興課
0545-55-2874

補助事業：富士市文
化振興財団
0545-60-2510

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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静岡県 富士市 ③
渡辺英司展
（ふじ・紙のアートミュージアム企画展）

富士市の芸術文化の拠点としてオープンしたふじ・紙のアートミュージアムの企
画展を開催します。

11月1日～2月17日
ふじ・紙のアートミュージアム
（富士市文化会館内）

富士市 無料
文化振興課
0545-55-2874

委託：富士芸術村
0545-63-2417
公開は期間中の水・
木・金・土・日曜日

静岡県 富士市 ① ミニ企画展 教育・文化をテーマとして集めた図書を展示し、貸出をします。 10月27日～11月21日 富士市立中央図書館 富士市立中央図書館 無料
https://library.fujishi.jp
/

富士市立中央図書館
0545-51-4946

静岡県 富士市 ① 図書館まつり
おはなし会、点字体験講座、昔話講座、哲学カフェ、リコーダー演奏会、映画上
映会などを開催します。

11月3日 富士市立中央図書館 富士市立中央図書館 無料
https://library.fujishi.jp
/

富士市立中央図書館
0545-51-4946

静岡県 富士宮市 ① 富士宮市民カレッジ
市民の教養を高める目的で、「富士宮市民カレッジ」を開催します。「今注目の
伊豆ジオパークと富士山に迫る！静岡の地形と地質～来る災害に備えて～」
をテーマに全３回の講座を実施します。

11月7日、14日、21日
(予備日11月28日)

富士宮市役所 富士宮市・富士宮市教育委員会

http://www.city.fujino
miya.shizuoka.jp/citize
n/llti2b0000001lu1.htm
l

TEL　0544-22-1186
富士宮市教育委員会
教育部社会教育課
生涯学習係

静岡県 富士宮市 ③ 市民芸術祭美術展

富士宮市民及び市内に通勤・通学・市内のサークル等に加入している15歳以
上の方を対象に芸術創作作品の発表及び鑑賞の機会を提供することにより、
芸術文化を普及し本市の文化の向上発展を図ります。書道、写真、洋画、日本
画、工芸の展示

10月5日～7日（前期）
10月12日～14日（後期）

富士宮市民文化会館
富士宮市・
富士宮市教育委員会

無料
http://www.city.fujino
miya.lg.jp/citizen/llti2b
0000000vi7.html

TEL 0544-22-1187
富士宮市教育委員会
教育部文化課芸術文化係

静岡県 富士宮市 ③ 市民芸術祭舞台部門

多種多様な舞台芸術活動団体が一堂に会し、その鑑賞機会を市民に提供し、
芸術文化を普及し本市の文化の向上発展を図ります。
大正琴、新舞踊、和太鼓、銭太鼓、日本舞踊、邦楽、長唄、マンドリン、合唱、
ジャズナイト、詩吟、ダンス、みんなで楽しむ手品とリード合奏

11月10日,11日,
17日,18日,24日

富士宮市民文化会館
富士宮市・
富士宮市教育委員会

無料
http://www.city.fujino
miya.lg.jp/citizen/llti2b
000000dh5y.html

TEL 0544-22-1187
富士宮市教育委員会
教育部文化課芸術文化係

H30.10上旬～中旬に
更新予定
文化課
0544－22－1187

静岡県 牧之原市 ③ 牧之原市文化祭（作品展、大会）
牧之原市文化協会会員をはじめ、市内保育園・幼稚園・小中学校・高校の児童
生徒及び一般市民等の作品展示、お茶会・囲碁等の大会を開催します。

11月3日～4日
静波体育館
榛原文化センター

牧之原市
文化協会

無料
kyoiku@city.makinohar
a.shizuoka.jp

牧之原市社会教育課
(片浜事務所内）
0548-52-0311

静岡県 牧之原市 ③
史料館特別展「田沼のまちとむらを歩く
―昔の地図を見よう！」

江戸時代、田沼意次侯の領地だった牧之原市の昔の姿を、古絵図・古地図を
通して振り返る展示会を開催します。

11月13日～12月2日 牧之原市史料館 牧之原市教育委員会 無料
kyoiku@city.makinohar
a.shizuoka.jp

牧之原市史料館
0548-53-2625

静岡県 三島市 ③ 古絵図で辿る修善寺温泉展

天保5年発行の『豆州修善寺温泉細見之圖』（伊勢屋藤兵衛板）の版画をはじ
めとする修善寺温泉の古絵図を展示し、江戸から明治にかけて修善寺温泉街
が発展していく姿を辿る。また、上田彦次郎ガラス乾板コレクションからは昭和
30年代に撮影された修善寺の旅館や名所を中心に紹介する。

10月27日〜2019年1月31
日

日本大学図書館
国際関係学部分館

日本大学図書館国際関係学部分館 無料

日本大学
国際関係学部
図書館事務課
055-980-0806

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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静岡県 三島市 ③
三島市民文化会館自主文化事業
大ホールを独占！憧れのスタインウェイ
を弾こう！

ピアノの最高峰とうたわれるスタインウェイを、大ホールを独占し弾くことができ
ます。発表会の練習等様々な用途で利用することができます。

毎月開催 三島市民文化会館　大ホール 三島市民文化会館

【三島市民文化会館
HP】
http://www.mishima-
youyouhall.com/

三島市民文化会館
055-976-4455

開催日は随時決定

静岡県 三島市 ③ 第56回三島市民芸術祭
三島市文化芸術協会加盟団体が約1ヶ月に亘って、多彩な展示や舞台公演を
披露します。

10月3日～10月28日
三島市民生涯学習センター、
三島市民文化会館

三島市文化芸術協会、
三島市教育委員会、三島市

無料

【三島市文化芸術協会
HP】
http://shibunkyou.com
/

三島市文化振興課
055-983-2756

静岡県 三島市 ①,③
企画展「近代三島をつくった人々」
後期：経済・文化編

明治時代の急速な近代化と発展を支えたのは、江戸時代に名主等として地域
をまとめた有力者たちでした。維新期の混乱をくぐり抜け、新しい時代をつくっ
た地域の人々にスポットを当て明治期の三島を紹介します。

10月13日～平成31年1月
3日

三島市郷土資料館 三島市郷土資料館 無料

【三島市郷土資料館
HP】
http://www.city.mishi
ma.shizuoka.jp/kyoudo
/

三島市郷土資料館
電話055-971-8228

要楽寿園入園料
月曜休館（11月は無
休）

静岡県 三島市 ① 親と子で絵を描く会

市立公園楽寿園内で、親子で自由に写生・絵を描くイベントです。動物や植
物、風景や人など、それぞれがお気に入りの場所を見つけて、自分だけの絵を
描いてもらいます。優秀なものは翌年１月の「子ども会フェスティバル」で表彰し
ます。

10月14日 楽寿園 三島市子ども会連合会 無料
https://mishima-
life.jp/sikoren/index.ht
ml

三島市生涯学習課
055-083-0883

※当日自由参加

静岡県 三島市 ①，③
いきいき友の会　市民公開講座
洋裁講座

チュニック丈のベストの作り方を学びます。 10月17日 三島市民生涯学習センター いきいき友の会
三島市生涯学習課
女性青少年係
055-983-0883

※事前申込制

静岡県 三島市 ①，③
おさるのジョージ展
「ひとまねこざる」からアニメーションまで

おさるのジョージの絵本は、今から80年近く前にアメリカで誕生し、日本では
「ひとまねこざる」として現在まで親しまれています。世界中の人々に愛されてき
たジョージの貴重な絵本原画やアニメーション原画を日本初公開します。

10月20日～12月24日 公益財団法人佐野美術館 公益財団法人佐野美術館

【公益財団法人佐野美
術館HP】
http://www.sanobi.or.j
p/

公益財団法人佐野美術館
055-975-7278

静岡県 三島市 ①,③ 郷土教室「昔のどうぐ」 石臼・鰹節削り・和菓子の木型など昔の道具が体験できます。 10月20日 三島市郷土資料館 三島市郷土資料館 無料

【三島市郷土資料館
HP】
http://www.city.mishi
ma.shizuoka.jp/kyoudo
/

三島市郷土資料館
電話055-971-8228

要楽寿園入園料
勾玉づくりのみ先着50
名

静岡県 三島市 ①，③
いきいき友の会
市民公開講座　和裁講座

①「長襦袢の半衿のつけ方」か②「切らずに作る作り帯」どちらかを選択し学び
ます。

10月23日 三島市民生涯学習センター いきいき友の会 無料
三島市生涯学習課
女性青少年係
055-983-0883

※事前申込制

静岡県 三島市 ①，③ 第２５回錦田公民館文化祭
錦田公民館で活動している団体による活動発表と作品展示、呈茶を行う。また
屋外では模擬店も行う。

10月27日、28日 錦田公民館
生涯学習課
錦田公民館

無料
三島市立錦田公民館
055-973-0308

静岡県 三島市 ① 第12回音のパレット
出演者に吉田雅俊さん（トランペット）と榊 明子さん（ピアノ）を迎え、小さな子ど
も向けの曲から、クラシックやジャズの名曲などを演奏するコンサートを行いま
す。

10月27日 北上文化プラザ 生涯学習課北上公民館 無料
三島市立北上文化プラザ
055-987-5950

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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静岡県 三島市 ① すてきなおかしやさん
市内のパティシエなどを招いて小学生向けにおかしづくりを教えてもらう講座で
す。今回はハロウィーンモチーフのクッキーづくりを行います。

10月28日 市民生涯学習センター 生涯学習課
https://mishima-
life.jp/jidoucenter/inde
x.html

三島市生涯学習課
055-083-0883

※事前申込制

静岡県 三島市 ①,③
企画展「近代三島をつくった人々」
関連講演会（２）

演題：「伊豆における国会開設署名運動」
講師：高橋廣明氏（下田市史編さん室）

10月28日 三島市郷土資料館 三島市郷土資料館 無料

【三島市郷土資料館
HP】
http://www.city.mishi
ma.shizuoka.jp/kyoudo
/

三島市郷土資料館
電話055-971-8228

要楽寿園入園料
定員35名　予約優先
（9/11～予約開始）

静岡県 三島市 ①,③ ふるさと講座「明治の石碑めぐりツアー」
祗園原用水の記念碑、大村和吉郎の顕彰碑、農兵調練場趾の記念碑など幕
末・維新の人物やできごとに関する石碑をめぐります。

11月1日 三島市内 三島市郷土資料館 無料

【三島市郷土資料館
HP】
http://www.city.mishi
ma.shizuoka.jp/kyoudo
/

三島市郷土資料館
電話055-971-8228

三島市内在住・在勤・
在学の方、定員25人、
要申込（9/11～予約
開始）

静岡県 三島市 ① 環境講演会 環境等をテーマにして講演会が開催されます。現時点では演題は未定です。 11月2日 三島市生涯学習センター 三島市、三島地区環境保全推進協議会 無料
三島市環境政策課
(055-983-2647)

静岡県 三島市 ① 子どもと本の講演会
幼児期から親子で読み聞かせ等で本に親しむことにより、家族のふれあいが
育まれ、子どもの心の成長の礎になることを講師に話してもらいます。講師は
プレイアドバイザーの中市真帆氏です。

11月2日（金） 三島市民生涯学習センター 三島市立図書館 無料
http://tosyokan.city.mi
shima.shizuoka.jp

三島市立図書館
055-983-0880

定員150人、先着順

静岡県 三島市 ① ライトダウン！キャンドルナイトみしま

ライトダウンにより省エネルギー・節電に取り組み、日ごろの生活や地球温暖
化について考える啓発イベントです。約１,５００個の廃油キャンドルの点灯と、
幻想的なキャンドルライトの中でアコースティックライブ、またイベント時間帯に
は協力家庭・店舗によるライトダウンが行われます。

11月3日
※雨天時は11月4日へ延
期

白滝公園 三島市ストップ温暖化推進協議会、三島市 無料
三島市環境政策課
(055-983-2647)

静岡県 三島市 ①,③
「明治のペーパークラフト！立版古をつく
ろう」

江戸時代から明治時代にかけて大流行した立版古をつくります。 11月3日 三島市郷土資料館 三島市郷土資料館 無料
http://www.city.mishi
ma.shizuoka.jp/kyoudo
/

三島市郷土資料館
電話055-971-8228

要楽寿園入園料
予約不要

静岡県 三島市 ③ 箱根の里まつり
箱根の里で青少年団体等が各種イベントを通じて活動を紹介しながら、手作り
の楽しさや大自然を満喫していただきます。

11月4日 三島市立箱根の里 箱根の里まつり実行委員会 無料
http://www.city.mishi
ma.shizuoka.jp/hakone
nosato/

HPへの当事業の情報は随時
アップロード予定。

静岡県 三島市 ③ わが青春のロシア民謡を歌う会 ピアノの伴奏に合わせ、懐かしき青春のロシア民謡を歌う会です。 11月10日 市民生涯学習センター マナビスト連絡会 無料
三島市生涯学習課
055-083-0881

※当日自由参加

静岡県 三島市 ①，③ 第23回中郷文化プラザまつり
公民館利用者の活動成果の発表の場と中郷地区のコミュニティの場として毎
年開催しています。また、広場では地域の小中学生の団体が三島シャギリや
吹奏楽の演奏を披露したり、有志団体などが自主生産品を販売します。

11月10日 中郷文化プラザ 生涯学習課中郷公民館 無料
三島市立中郷文化プラザ
055(982)5100

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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静岡県 三島市 ①，③
三島市民文化会館自主文化事業
静岡県がんセンター公開講座2018
知ってなるほど!がん医療

全3部構成で様々ながんについて学ぶ、高校生以上を対象とした公開講座で
す。

11月10日 三島市民文化会館　大ホール 三島市民文化会館 無料

【三島市民文化会館
HP】
http://www.mishima-
youyouhall.com/

三島市民文化会館
055-976-4455

6月9日～12月15日ま
で全7回開催

静岡県 三島市 ① おはなし牛乳パック
２部に分かれて開催する事業です。午前の部は講師による「おはなし組木」をメ
インとした幼児向けのお話し会です。午後の部は、おはなし会でも披露された
「おはなし牛乳パック」の作製を行います。

11月11日 市民生涯学習センター 生涯学習課 無料
https://mishima-
life.jp/jidoucenter/inde
x.html

三島市生涯学習課
055-083-0883

※事前申込制

静岡県 三島市 ①,③
企画展「近代三島をつくった人々」関連講
演会（３）

演題：「館蔵資料から見る幕末・明治の三島」
講師：郷土資料館学芸員

11月11日 三島市郷土資料館 三島市郷土資料館 無料
http://www.city.mishi
ma.shizuoka.jp/kyoudo
/

三島市郷土資料館
電話055-971-8228

要楽寿園入園料
定員35名　予約優先
（9/11～予約開始）

静岡県 三島市 ① 三島市青少年健全育成セミナー
青少年健全育成功労者表彰、子どもと大人の関わり方に関する講演会、街頭
広報活動を通じて、青少年の健全育成に関する理解と意識の高揚を図ります。

11月14日 三島市民生涯学習センター 三島市青少年健全育成会 無料
三島市生涯学習課
女性青少年係
055-983-0883

※事前申込制

静岡県 三島市 ①，③
いきいき友の会　市民公開講座
習字講座

「字手紙」の書き方を学びます。 11月16日 三島市民生涯学習センター いきいき友の会
三島市生涯学習課
女性青少年係
055-983-0883

※事前申込制

静岡県 三島市 ①,③
山中城跡ガバメントクラウドファンディン
グ関連事業“ドローン撮影イベントin山中
城跡”

国指定史跡「山中城跡」においてドローン撮影イベントを行います。
内容：参加者全員でのドローン撮影、学芸員による山中城跡の案内、発掘現場
の見学
参加対象：10月31日まで実施のガバメントクラウドファンディング（山中城跡の
維持管理）においてご寄附いただいた方（金額は問いません・ご寄附いただい
た方に招待状を送付します）

11月17日 山中城跡 三島市郷土文化財室

【三島市HP】
http://www.city.mishi
ma.shizuoka.jp/ipn035
544.html
【ふるさとチョイス】
https://www.furusato-
tax.jp/gcf/341

三島市郷土文化財室
電話055-983-2672

寄附に関する詳しいこ
とは、ふるさとチョイス
のHPをご覧ください。

静岡県 三島市 ① 図書館講座　第１回

 豊かな暮らしの実現、身近な問題の解決のため、図書館の本を活用してもらう
目的で実施します。専門講師による講義と司書が関連した資料紹介を行いま
す。これは第１回で、講師は作家の誉田　龍一氏、演題 「江戸無血開城と山岡
鉄舟」です。

11月17日 三島市民生涯学習センター 三島市立図書館 無料
http://tosyokan.city.mi
shima.shizuoka.jp

三島市立図書館
055-983-0880

定員150人、先着順

静岡県 三島市 ①,③ 第12回北上文化プラザまつり
公民館を利用している団体の活動成果の発表や、作品展示の場として毎年開
催しています。屋外では、模擬店やしゃぎりの演奏など、様々な催しが行われ
ます。

11月18日 北上文化プラザ 生涯学習課北上公民館 無料
三島市立北上文化プラザ
055-987-5950

静岡県 三島市 ③
三島市民文化会館自主文化事業
演歌新時代 山内惠介 熱唱ライブ2018
～新たなる夢の扉へ～

3年連続ＮＨＫ紅白歌合戦出場の「山内惠介」が三島市で演歌のライブを行い
ます。

11月23日 三島市民文化会館　大ホール 三島市民文化会館

【三島市民文化会館
HP】
http://www.mishima-
youyouhall.com/

三島市民文化会館
055-976-4455

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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静岡県 三島市 ①
ふじのくにファミリー・
チャレンジ・プログラム

おのりんを講師に迎え、年少～年長までの子どもと保護者を対象にした運動遊
びのイベントです。親子でペアとなって行う運動が次々と繰り広げられます。

11月25日 市民生涯学習センター 生涯学習課 無料
https://mishima-
life.jp/jidoucenter/inde
x.html

三島市生涯学習課
055-083-0883

※事前申込制

静岡県 三島市 ③ みしまのお寺めぐり展示会
市民団体の「みしまのお寺めぐりの会」により，学園祭に展示ブースを設けて，
三島市内に点在するお寺の由緒について書かれた歴史資料等を展示し，来場
者には解説も行います。

10月27日～28日 日本大学国際関係学部本校校舎 みしまのお寺めぐりの会 無料
日本大学
国際関係学部学生課
055-980-1901

静岡県 三島市 ① 自衛隊の活動等展示
学園祭の展示ブースの一つとして，自衛隊の活動状況等のパネルでの展示
や，自衛隊関連資料の配布を行います。学生に自衛隊の活動等を正しく伝え
ることを目的としています。

10月27日～28日 日本大学国際関係学部本校校舎 自衛隊静岡地方協力本部 無料
日本大学
国際関係学部学生課
055-980-1901

静岡県 三島市 ③ OB落語

学園祭のイベントとして，地域の方々や学生が自由に観覧できる落語公演を開
催します。落語を演じるのは日本大学国際関係学部OBで，元落語部だった方
です。OBの方による落語解説もあり，多くの方に落語を楽しんでいただき，ま
た，若い世代の方が落語を知る機会となることを目的としています。

10月27日 日本大学国際関係学部本校校舎
日本大学
国際関係学部

無料
日本大学
国際関係学部学生課
055-980-1901

 

静岡県 南伊豆町 ①、③ 南伊豆町芸術祭

文化協会員及び町民から書道、華道、絵画、陶芸などの作品を募集・展示す
る。芸術創作の発表会及び鑑賞を通して、芸術文化を愛好する機運を高め、町
文化の向上発展を目指す。
また、町民から寄せられた俳句、短歌、詩、随筆などをまとめた「文芸　南伊
豆」を発行している。

11／1～4 南伊豆町役場湯けむりホール
南伊豆町文化協会
南伊豆町教育委員会

無料
南伊豆町教育委員会
0558-62-0604

静岡県 森町 ①③ 森町町民文化祭 舞台、展示部門に分かれ、舞台発表と絵画、書道工芸などの展示をします。 10月27・28日 森町文化会館 森町教育委員会・森町文化協会 無料
森町教育委員会
社会文化振興係
0538-85-1112

静岡県 森町 ①③④ 森町図書館フェスティバル 毎回テーマを変えた特別展示や、リサイクルブックフェアの開催。 10月27日から11月9日 森町立図書館 森町立図書館 無料
森町立図書館
0538-85-1113

静岡県 森町 ③④ 次郎柿原木収穫感謝祭 県指定天然記念物、次郎柿原木採果及び収穫感謝祭の実施。 11月発旬 次郎柿原木公園 森町教育委員会・次郎柿原木保存会 無料
森町教育委員会
社会文化振興係
0538-85-1114

静岡県 焼津市 ③
第21回小企画展示会
「英文学者ラフカディオ・ハーン」

東京帝国大学、早稲田大学で英文学講師として教鞭をとった八雲の功績を
資料で紹介。

10月6日～1月8日 焼津小泉八雲記念館 焼津市教育委員会 無料
https:www.city.yaizu.lg.
jp/yaizu-yakumo/

焼津小泉八雲記念館
054-620-0022

H30.10上旬更新予定

静岡県 焼津市 ③
第21回小企画展示会関連事業講演会
「八雲が愛した沙翁と海」

 第21回小企画展「英文学者ラフカディオ・ハーン」の関連講演を開催。
八雲が東京帝国大学で行った「シェイクスピア講義」について解説します。

11月17日 焼津小泉八雲記念館 焼津市教育委員会 無料
https:www.city.yaizu.lg.
jp/yaizu-yakumo/

焼津小泉八雲記念館
054-620-0022

H30.10上旬更新予定

静岡県 焼津市 ③ 第38回市民音楽祭
焼津市内の音楽団体が一堂に会し、日頃の練習の成果を発表します。出演団
体による手作りの音楽祭です。

11月19日 焼津文化会館 焼津市、焼津市音楽連盟 無料
https://www.city.yaizu
.lg.jp/g09-
002/index.html

文化・交流課市民文化担当
054-626-9412

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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静岡県 焼津市 ③ 第65回市民文化祭 焼津市内の芸術文化に関わる団体が日ごろの成果を展示・発表します。 10月13日～11月11日 焼津文化会館・大井川文化会館
焼津市、公益財団法人焼津振興公社、
焼津市文化連盟

https://www.city.yaizu
.lg.jp/g09-
002/index.html

文化・交流課市民文化担当
054-626-9412

静岡県 焼津市 ①③
焼津市・大井川町
合併10周年記念企画展
「大井川地区の文化遺産」

国の重要無形民俗文化財「藤守の田遊び」、舟形屋敷、徳川家康伝説など、大
井川地区の歴史や伝統芸能、信仰を伝える文化遺産を貴重な資料でご案内し
ます。

10/5～1/27 焼津市歴史民俗資料館 焼津市歴史民俗資料館 無料
http://www.city.yaizu.l
g.jp/rekimin/index.html

焼津市歴史民俗資料館
054-629-6847

開館時間：午前9時～
午後5時（月曜休館）

静岡県 焼津市 ①③ 大井川民俗資料保管庫特別公開
大井川地区で収集された明治から昭和の頃の農具・民具などを中心とした民
俗資料を一般の皆様に公開します。

11月3日 大井川民俗資料保管庫 焼津市歴史民俗資料館 無料
http://www.city.yaizu.l
g.jp/rekimin/index.html

焼津市歴史民俗資料館
054-629-6847

開催時間：午前9時～
午後2時

静岡県 焼津市 ① 布絵本製作講座
多様な絵本があることを知っていただくため、布絵本を全3回で作成する講座を
開催します。

10月14日，11月4日
12月2日

焼津市立焼津図書館 焼津市立焼津図書館 無料
http://toshokan-
yaizu.jp/

焼津市立焼津図書館
054-628-2334

静岡県 焼津市 ① 除籍資料無償配布
図書館で不用となった一般書・児童書などを、公民館まつりや福祉まつり「ふれ
あい広場」において無償配布します。

10月21日他
焼津市内各公民館、
焼津市総合福祉会館（計８箇所）

焼津市立焼津図書館 無料
http://toshokan-
yaizu.jp/

焼津市立焼津図書館
054-628-2334

静岡県 焼津市 ① 絵本の読み聞かせ入門講座
学校や幼稚園等で絵本の読み聞かせを始める方を対象とした、入門講座を開
催します。

10月26日 焼津市立焼津図書館 焼津市立焼津図書館 無料
http://toshokan-
yaizu.jp/

焼津市立焼津図書館
054-628-2334

静岡県 焼津市 ① 秋のおはなしフェスタ 秋の読書週間に、趣向を凝らした特別なおはなし会を開催します。 10月27日，28日 焼津市立焼津図書館 焼津市立焼津図書館 無料
http://toshokan-
yaizu.jp/

焼津市立焼津図書館
054-628-2334

静岡県 焼津市 ① こどもまつり
静岡福祉大学地域交流センターの学生が企画したゲームや読み聞かせなど
を、子ども達と一緒に行います。

10月27日 焼津市立大井川図書館 焼津市立大井川図書館 無料
http://toshokan-
yaizu.jp/

焼津市立大井川図書館
054-622-9000

協力　静岡福祉大学
地域交流センター

静岡県 焼津市 ① 親子ニコニコやいづっこべや

図書館への来館を敬遠しがちな幼い子どものいる親子を対象に、9月から読書
週間の期間まで展示室を「親子ニコニコやいづっこべや」として開放します。
会場では子どもが寝転がったりちょっとしたおもちゃで遊んだりできるスペース
や子ども向けと大人向けの本の紹介コーナー、親が情報交換できる場所等を
設置予定です。

9月12日～11月14日（た
だし休館日、10月26日、
10月27日を除く）

焼津市立大井川図書館 焼津市立大井川図書館 無料
http://toshokan-
yaizu.jp/

焼津市立大井川図書館
054-622-9000

静岡県 吉田町 ③ 吉田町文化祭（芸能祭）
芸術文化の振興をめざし、広く町民全体からの参加を集い、文化祭を通じて町
民全体の文化の交流を図ります。

10月20日 吉田町学習ホール
吉田町教育委員会
吉田町文化協会

無料
吉田町教育委員会事務局
生涯学習課
0548-33-2152

静岡県 吉田町 ③
吉田町文化祭
（文化展）
（囲碁大会）

芸術文化の振興をめざし、広く町民全体からの参加を集い、文化祭を通じて町
民全体の文化の交流を図ります。

10月27日、28日 吉田町総合体育館
吉田町教育委員会
吉田町文化協会

無料
吉田町教育委員会事務局
生涯学習課
0548-33-2152

静岡県 吉田町 ③ 吉田町文化祭（茶会）
芸術文化の振興をめざし、広く町民全体からの参加を集い、文化祭を通じて町
民全体の文化の交流を図ります。

11月3日 小山城
吉田町教育委員会
吉田町文化協会

吉田町教育委員会事務局
生涯学習課
0548-33-2152

茶会参加料　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



398

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

静岡県 吉田町 ① 人権教育講演会 人権意識の高揚と人権文化の構築を目的とした講演会を開催します。 11月13日 吉田町学習ホール
吉田町
吉田町教育委員会

無料

吉田町福祉課
0548-33-2104
吉田町教育委員会事務局
生涯学習課
0548-33-2152

静岡県 富士市 ③ 昔話をきく会
大人のための、ストーリーテリング（語り）による昔話を聴く会（語り手：富士・ス
トーリーテリング研究会）。毎年読書週間中の行事として開催しており、今年で

11月1日（木）
富士市立東図書館
（吉永まちづくりセンター内）

富士市立東図書館 無料
富士市立東図書館
0545-38-1550

申し込み不要

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


