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愛知県 愛西市 ① 家庭教育講演会
親子向けの家庭教育に関する講演会です。
京都外国語大学教授　ジェフ・バーグランド氏をお迎えし、「日本の常識、世界の常識」
というテーマで講演していただきます。

10月27日 文化会館 愛西市教育委員会 無料 http://www.city.aisai.lg.jp/
教育委員会生涯学習課
0567-55-7137

愛知県 愛西市 ③ 愛西市文化祭 市民も参加して芸能発表会、作品展、呈茶コーナー等を開催します。 11月3日～4日 文化会館、佐織公民館 愛西市、愛西市文化協会 無料 http://www.city.aisai.lg.jp/
教育委員会生涯学習課
0567-55-7137

愛知県 愛西市 ① 図書館まつり
（中央図書館）子ども図書館員体験（小・中・高生対象）、図書・除籍雑誌などの無料配
布、絵本の読み聞かせ　ほか
（佐織図書館）ミニリサイクル本配布会　ほか

11月3日～4日 中央図書館、佐織図書館 愛西市教育委員会 無料 http://www.city.aisai.lg.jp/
教育委員会生涯学習課
0567-55-7137

愛知県 愛西市 ③ 講演会「歴史発見」
首都大学東京教授　山田昌久氏を講師にお迎えし、愛西市指定文化財である八竜遺
跡に関わる「刳物桶のひみつ」について講演していただきます。

11月10日 佐織公民館 愛西市教育委員会 無料 http://www.city.aisai.lg.jp/
教育委員会生涯学習課
0567-55-7137

愛知県 愛西市 ③
企画展
「八竜遺跡の“くり物桶”-市指定文化財－

愛西市南河田町の八竜遺跡で発掘され、市指定文化財である「八竜遺跡出土刳物桶」
を初めて公開します。

11月3日～30日 佐織公民館 愛西市教育委員会 無料 http://www.city.aisai.lg.jp/
教育委員会生涯学習課
0567-55-7137

愛知県 愛西市 ③ 「西郷どん」の世界
明治大学文学部教授　落合弘樹氏を講師にお迎えし、大河ドラマでも取り上げられ、維
新期日本の発展に大きく寄与した西郷隆盛について講演していただきます。

11月24日 佐織公民館 愛西市教育委員会 無料 http://www.city.aisai.lg.jp/
佐織公民館
0567-26-1123

愛知県 阿久比町 ② あぐい教育週間
保育公開、授業公開などを行い、子育てに関する講演等を行います。
（期間中内のうち１日）

10月26日～11月9日 町内全園校 阿久比町幼保小中一貫プロジェクト 無料
学校教育課学校教育係
0569-48-1111
（内線1208・1230）

愛知県 阿久比町 ③ 第67回阿久比町文化祭 芸能大会、総合展示会、チャリティー呈茶会や各種大会を行います。
10月27日、28日
11月9日～11日

阿久比町立中央公民館 阿久比町教育委員会 無料
社会教育課公民館係
0569-48-1111
（内線1501）

愛知県 あま市 ③ 秋の企画展「明治のあま市をみる（仮）」 明治１５０年を記念して、明治時代の市の様子を収蔵資料を使って紹介する。 11月3日～12月16日 あま市美和歴史民俗資料館 あま市教育委員会 無料
あま市美和歴史民俗資料館
052-442-8522

愛知県 あま市 ③ 第9回あま市文化祭 芸能発表会、作品展示を実施し、文化作品の発表を行う。 11月3日～4日
あま市七宝公民館
あま市美和文化会館
あま市甚目寺公民館

あま市文化協会 無料
あま市七宝公民館
052-444-2511

愛知県 安城市 ③
第59回市民芸術祭
文芸・技芸・趣味の集い

俳句・短歌・俳画・茶道・盆栽・草花・帯結びなど作品の発表・展示をします。

10月12日～14日
10月20日～21日
9：00～17：00（最終日は
16：00まで）
10月31日～11月5日
10：00～16：30

安城市民会館、丈山苑、安城市
勤労福祉会館ほか

安城市教育委員会
安城文化協会

無料
http://www.city.anjo.aichi.jp/man
abu/shogaigakushu/documents/
anntena2018akigoupart7.pdf

安城文化協会
0566-74-6066

愛知県 安城市 ①
カラダの講座
「ボール体操」

イスに座ってボールを使い体操します。
10月17日
13：00～14：30

安城市総合福祉センター 社会福祉法人
安城市社会福祉協議会

無料
http://www.city.anjo.aichi.jp/man
abu/shogaigakushu/documents/
anntena2018akigoupart7.pdf

安城市総合福祉センター
0566-77-7888

愛知県 安城市 ① ママと踊ろう 高橋千恵子と楽しく踊ります。子育てのポイントも教えてもらえます。
10月19日
10：30～11：30

安城市二本木公民館 安城市教育委員会 無料
http://www.city.anjo.aichi.jp/man
abu/shogaigakushu/documents/
anntena2018akigoupart8.pdf

安城市二本木児童センター
0566-77-8611

愛知県 安城市 ①
赤ちゃん講座
「ベビーマッサージ」

マッサージをしながら、親子のスキンシップを楽しみます。
10月19日
10:30～11:30

安城市中部児童センター
安城市 無料

http://www.city.anjo.aichi.jp/man
abu/shogaigakushu/documents/
anntena2018akigoupart8.pdf

安城市中部児児童センター
0566-74-8570

第60回「教育・文化週間」関連行事
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愛知県 安城市 ①
親子で遊ぼう
「親子3B体操」

インストラクターによる親子体操や手作り凧で体を楽しく動かします。
10月24日
10:30～11:30

安城市中央児童センター 安城市 無料
http://www.city.anjo.aichi.jp/man
abu/shogaigakushu/documents/
anntena2018akigoupart8.pdf

安城市中央児童センター
0566-77-7888

愛知県 安城市 ③
第59回市民芸術祭
第75回安美展

日本画、洋画、書、写真、工芸・彫塑の5部門で作品を募集、審査を経て展示します。
10月26日～11月4日
11月9日～18日
9:00～17:00

安城市民ギャラリー 安城市教育委員会 無料
http://www.city.anjo.aichi.jp/man
abu/shogaigakushu/documents/
anntena2018akigoupart7.pdf

安城市文化振興課芸術文化係
0566-77-6853

愛知県 安城市 ③ 作野公民館芸能まつり 自主グループや地域の皆さんが歌や踊りなど日ごろの成果を発表します。
10月28日
10：00～16：00（予定）

安城市作野公民館
安城市教育委員会 無料

http://www.city.anjo.aichi.jp/man
abu/shogaigakushu/documents/
anntena2018akigoupart7.pdf

安城市作野公民館
0566-74-3977

愛知県 安城市 ① 中部公民館ふれあいウォーキング
みんなで楽しくウォーキングをします。先着150名は参加賞があります。（親子コースも
あります。）

11月4日
9：30～12：00

安城市中部公民館～
明治川神社往復
安城市中部公民館～
池浦公園往復（親子コース）

安城市教育委員会 無料
http://www.city.anjo.aichi.jp/man
abu/shogaigakushu/documents/
anntena2018akigoupart7.pdf

安城市中部公民館
0566-74-8570

愛知県 安城市 ③ 第２６回安城市吹奏楽フェスティバル
市内中高生と市民楽団による演奏会です。地元の生徒や楽団の演奏をお楽しみくださ
い。

11月4日
午後

安城市民会館 安城市教育委員会 無料
http://www.city.anjo.aichi.jp/man
abu/shogaigakushu/documents/
anntena2018akigoupart7.pdf

安城市文化振興課
芸術文化係
0566-77-6853

要整理券

愛知県 安城市 ① 絵手紙体験講座 絵手紙を描く楽しさを味わってみませんか。その魅力をぜひ体感してみましょう。
11月15日，22日
10：00～11：30

安城市作野福祉センター
社会福祉法人
安城市社会福祉協議会

http://www.city.anjo.aichi.jp/man
abu/shogaigakushu/documents/
anntena2018akigoupart7.pdf

安城市作野福祉センター
0566-72-7570

愛知県 安城市 ①
赤ちゃん講座
「骨盤体操助産師なんでも相談」

講師が出産、育児で疲れたママの身体のケアをしてくれます。育児の相談に答えてくれ
ます。

11月16日
10:30～11:30

安城市中部児童センター
安城市 無料

http://www.city.anjo.aichi.jp/man
abu/shogaigakushu/documents/
anntena2018akigoupart8.pdf

安城市中部児児童センター
0566-74-8570

愛知県 一宮市 ③
愛知県立芸術大学管弦楽団
秋季特別演奏会（尾西公演）

時間：14：00開演（13:30会場）
会場：一宮市尾西市民会館
入場料：一般1,500円 （友の会1,200） 高校生以下500円 友の会250円

11月17日 一宮市尾西市民会館
一宮市市民会館等指定管理者<共立･
伊藤忠ＵＣ共同事業体>

愛知県立芸術大学HP：
http://www.aichi-fam-u.ac.jp/

芸術大学芸術情報・広報課
藤原、近藤
0561-76-2873

一般1,500円 （友
の会1,200） 高校
生以下500円 友の
会250円

愛知県 稲沢市 ③ 市制60周年第55回記念稲沢市民展
　
日本画・洋画・写真・書・工芸美術の応募作品の入賞及び入選作品を展示します。

Ⅰ部10月2日～8日
Ⅱ部10月10日～14日

荻須記念美術館 稲沢市、稲沢市教育委員会 無料
http://www.city.inazawa.aichi.jp/
museum/

荻須記念美術館
0587-23-3300

愛知県 稲沢市 ③ みんなで行く美術館 当館と他市美術館の展覧会を鑑賞するバスツアーを催行します 11月23日 荻須記念美術館 稲沢市荻須記念美術館
http://www.city.inazawa.aichi.jp/
museum/

荻須記念美術館
0587-23-3300

愛知県 稲沢市 ③
市制60周年開館35周年記念特別展
「山形美術館の名品と荻須が見たパリ画壇」

当館の顕彰画家である荻須高徳が収集に協力した山形美術館のフランス美術コレク
ションから、シャガールなど20世紀の巨匠の名品を含む油彩画４０点により、荻須が活
躍した当時のパリ画壇の様相を紹介します。

10月27日～12月9日 荻須記念美術館
稲沢市、稲沢市教育委員会、
荻須記念美術館

http://www.city.inazawa.aichi.jp/
museum/

荻須記念美術館
0587-23-3300

愛知県 稲沢市 ③
市制60周年開館35周年記念特別展
「山形美術館の名品と荻須が見たパリ画壇」
講演会

出品作品や魅力をわかりやすく解説し、特別展の内容を深めます。 10月27日 荻須記念美術館
稲沢市、稲沢市教育委員会、
荻須記念美術館

無料
http://www.city.inazawa.aichi.jp/
museum/

荻須記念美術館
0587-23-3300

但し、特別展入場
券の半券が必要

愛知県 稲沢市 ③ 特別展子ども講座　「気持ちのかたち」 特別展にちなみ、制作を通して子どもたちの特別展への理解を深めます。 11月10日、24日 荻須記念美術館
稲沢市、稲沢市教育委員会、
荻須記念美術館

http://www.city.inazawa.aichi.jp/
museum/

荻須記念美術館
0587-23-3300
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愛知県 稲沢市 ③
特別展連携企画　親子講座（美術協会）
「絵葉書で作る立体絵画」

親子で創作する講座により、特別展の理解を深める講座です。 11月3日 荻須記念美術館
稲沢市美術協会、
荻須記念美術館

http://www.city.inazawa.aichi.jp/
museum/

荻須記念美術館
0587-23-3300

愛知県 稲沢市 ③
特別展連携企画（名古屋文理大学）
「サロン・ドゥ・パリ」

特別展を解説付きで鑑賞した後、戦後パリで流行した音楽を楽しみます。 10月28日
荻須記念美術館、
名古屋文理大学

名古屋文理大学、
荻須記念美術館

http://www.city.inazawa.aichi.jp/
museum/

荻須記念美術館
0587-23-3300

愛知県 稲沢市 ③
特別展連携企画（愛知文教女子短期大学）
「美術館で着物を楽しむ　エスプリ・ドゥ・フラン
ス」

特別展を鑑賞した後、市内飲食店（コートロティ）で特別展にちなんだ特別展限定メ
ニューを楽しみます。

12月1日 荻須記念美術館、コートロティ
愛知文教女子短期大学、
荻須記念美術館

http://www.city.inazawa.aichi.jp/
museum/

荻須記念美術館
0587-23-3300

愛知県 稲沢市 ③ 第38回稲沢音楽祭
稲沢市音楽協会所属団体による音楽祭です。合唱や吹奏楽、筝曲にギターアンサンブ
ルなど、様々なジャンルの音楽を演奏します。

11月11日 名古屋文理大学文化フォーラム
稲沢市教育委員会、
稲沢市音楽協会

無料
稲沢市生涯学習課
0587-32-1440

愛知県 稲沢市 ③ Ｄ５１一般公開 Ｄ５１８２３号の一般公開 10月20日 宮浦公園 稲沢市教育委員会 無料
稲沢市生涯学習課
0587-32-1443

愛知県 稲沢市 ③ 中高記念館公開 市指定文化財　中高記念館の一般公開 10月21日 中高記念館 稲沢市教育委員会 無料
稲沢市生涯学習課
0587-32-1443

愛知県 稲沢市 ① 歴史講座 「歴史資料にみる稲沢」をテーマに講座を開催します。
10月23日,11月13日,27
日,12月4日,11日

祖父江町勤労青少年ホーム 稲沢市教育委員会 無料
稲沢市生涯学習課
0587-32-1443

愛知県 犬山市 ① 霊長類研究所　市民公開日
犬山市や近隣市町村にお住まいの方を対象に施設を公開します。最新の研究成果に
ついての講演や見学をとおして、研究所や霊長類研究に触れていただきます。

10月28日 京都大学霊長類研究所 京都大学霊長類研究所 無料
霊長類研究所
http://www.pri.kyoto-
u.ac.jp/index-j.html

霊長類研究所総務掛
0568-63-0512

愛知県 岩倉市 ③ 岩倉市ジュニアオーケストラ定期演奏会 岩倉市ジュニアオーケストラが日頃の練習の成果を発表します。 10月21日 岩倉市総合体育文化センター 岩倉市教育委員会 http://www.city.iwakura.aichi.jp/
岩倉市生涯学習課
0587-38-5819

愛知県 岩倉市 ③ ロビーコンサート
子どもからシニアまで幅広い年齢層の方にクラシックを中心とした音楽を気軽に楽しん
でいただくコンサートです。

10月28日 岩倉市役所ミニステージ 岩倉市教育委員会 無料 http://www.city.iwakura.aichi.jp/
岩倉市生涯学習課
0587-38-5819

HPは9月に更新予
定です。

愛知県 岩倉市 ③ 岩倉市民文化祭
11月1日～4日に市民展・美術展・生花展・盆栽展・児童生徒作品展を、11月3日・4日に
岩倉市茶華道連盟による茶席を、11月4日に市民音楽祭を開催します。

11月1日～4日 岩倉市総合体育文化センター
岩倉市・
岩倉市教育委員会

http://www.city.iwakura.aichi.jp/
岩倉市生涯学習課
0587-38-5819

HPは10月に更新
予定です。

愛知県 岩倉市 ①　③ いわくら市民ふれ愛まつり
農業フェア、みんなの消費生活フェア、スポーツフェア、健康フェア、福祉フェスティバ
ル、環境フェア、商工市民まつりの7つの祭りが同じ会場で盛大に行われます。

11月10日・11日 岩倉市総合体育文化センター 岩倉市 無料 http://www.city.iwakura.aichi.jp/
岩倉市商工農政課
0587-35-5812

HPは10月に更新
予定です。

愛知県 岩倉市 ③ ふれあいコンサート
岩倉市ジュニアオーケストラがふれ愛まつりの開催期間中に日頃の練習の成果を発表
します。

11月11日 岩倉市総合体育文化センター 岩倉市教育委員会 無料
岩倉市生涯学習課
0587-38-5819

愛知県 岩倉市 ③ 文化講演会
講師にジャズシンガーの綾戸智恵さんをお迎えして、「家族との関わり～母として・娘と
して～」と題した講演会を開催します。

11月25日 岩倉市総合体育文化センター
岩倉市・
岩倉市教育委員会

http://www.city.iwakura.aichi.jp/
岩倉市生涯学習課
0587-38-5819

HPは9月に更新予
定です。

愛知県 大口町 ③
ふれあいまつり
作品展

大口町文化協会文芸部や町内活動団体の絵画・写真・手芸作品等を展示 11/3～11/4 大口町中央公民館集会室 大口町教育委員会生涯学習課 無料

大口町教育委員会
生涯学習課
0587-95-3155
gakushuu@town.oguchi.lg.jp

愛知県 大治町 ① 歴史講座 町内の歴史文化について、講義と散策を交えて学ぶ講座です。
9月15日,
29日,10月6日,20日

大治町立公民館 大治町社会教育課
大治町社会教育課
052-443-2671

愛知県 大治町 ③ 文化展・菊花展
同時開催する文化行事です。文化展では町内で活動している団体や個人の書画、手
芸、写真などの作品を展示し、菊花展では鉢植えの菊花を展示します。

11月3日～4日 大治町立公民館
大治町、大治町社会教育課、
大治町文化協会

無料
大治町社会教育課
052-443-2671
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愛知県 大府市 ③ Art　Obulist2018
誰もが身近にアート空間に触れる機会をつくります。現代アート作家５名と1組による展
覧会です。

10月6日～11月4日 大倉公園、大府市役所
大府市、
アートオブリスト実行委員会

無料 http://www.city.obu.aichi.jp/
大府市役所文化振興課
0562－45－6266

愛知県 大府市 ③ ロビーコンサート プロを目指している演奏家たちによるコンサートです。 11月7日 大府市役所 大府市役所文化振興課 無料 http://www.city.obu.aichi.jp/
大府市役所文化振興課
0562－45－6267

愛知県 岡崎市
①，②，
③

第71回岡崎市芸術祭
芸術祭にふさわしいと認定された行事は、岡崎市・岡崎市教育委員会の後援名義の使
用を承認します。また、市ホームページ等への掲載を通して、広報活動します。

10月1日～11月30日 岡崎市内各会場 岡崎市・岡崎市教育委員会
岡崎市社会文化部
文化振興課
（0564-23-6615）

愛知県 岡崎市 ③ 第23回文協芸能祭
岡崎文化協会芸能部会による合同発表会と伝統芸能に触れることのできるワーク
ショップを開催します。

10月21日 岡崎市民会館 岡崎文化協会
岡崎文化協会事務局
（0564-23-6975）

愛知県 岡崎市 ③ 第32回文協文化祭
岡崎文化協会美術部会・文化部会による絵画、書道、写真、生け花、手芸展、着物
ショー、帯結び、表具等の展示を開催します。
合わせて茶席を設け、実際にお茶点ての体験会も開催します。

11月10日～11日 岡崎市竜美丘会館 岡崎文化協会
岡崎文化協会事務局
（0564-23-6975）

愛知県 岡崎市 ③ オカザえもんのプチ国内芸術祭 現代美術作家の展覧会や、市民参加のワークショップで制作した作品を展示します。 11月3日～18日 岡崎市内 岡崎市 無料
岡崎市社会文化部
文化振興課
（0564-23-6976）

愛知県 岡崎市 ①、③ りぶらまつり2018
岡崎市図書館交流プラザ　りぶらを活かすおまつりとして、市民・市民活動団体・民間
事業者・市などを結びつける交流事業。

11月10日～11日 図書館交流プラザ
岡崎市
りぶらサポータークラブ

岡崎市社会文化部
市民協働推進課
(0564-23-3110）

愛知県 岡崎市 ③ Ｈａｐｐｙ　Ｈａｌｌｏｗｅｅｎ　りぶら
親子で楽しめる体験コーナーやPOPカルチャー、仮装コンテストなど、広い世代が気軽
に参加できるハロウィンイベント。

10月20日 図書館交流プラザ 岡崎市
岡崎市社会文化部
市民協働推進課
　(0564-23-3175）

愛知県 岡崎市 ①、③
天才ダリの版画展
ようこそ！だまし絵不思議絵のダリワールドへ。

不思議な絵で有名な巨匠ダリ。本展は子供から大人まで楽しめる200点余の作品を一
堂に展示！東海地方初、最大規模のダリ版画展です。

10月６日～11月25日 おかざき世界子ども美術博物館 岡崎市
岡崎地域文化広場
(0564-53-3511)

愛知県 岡崎市 ① 女性がんパネル展 子宮がん、乳がんに関する正しい知識やがん検診に関するパネル展示。 10月24日～30日 岡崎げんき館 岡崎市 無料 hokenzoshin@city.okazaki.lg.jp
岡崎市保健部健康増進課
（0564-23-6639）

愛知県 岡崎市 ①
食育キャンペーン
（2018岡崎城下家康公秋まつり）

第3次岡崎市食育推進計画に基づき、市民が生涯にわたって健全な心身を培い、豊か
な人間性を育む「食育」の普及啓発を図るためのキャンペーンを実施。

11月3日～4日 乙川河川敷右岸 岡崎市 無料 hokenzoshin@city.okazaki.lg.jp
岡崎市保健部健康増進課
（0564-23-6962）

愛知県 岡崎市 ① 食育総合展示会（ＪＡまつりと同時開催）
第3次岡崎市食育推進計画に基づき、市民が生涯にわたって健全な心身を培い、豊か
な人間性を育む「食育」の普及啓発を図るためのキャンペーンを実施。

11月10日～11日 岡崎中央総合公園武道館 岡崎市 無料 hokenzoshin@city.okazaki.lg.jp
岡崎市保健部健康増進課
（0564-23-6962）

愛知県 岡崎市 ① 環境ひろば（2018岡崎城下家康公秋まつり） 市民の環境意識を高めるため、クイズやゲームを通し環境教育を推進します。 11月3日～4日 乙川河川敷右岸 岡崎市 無料
岡崎市環境部環境政策課
（0564-23-6270）

愛知県 岡崎市 ② 第回５５回造形おかざきっ子展 市内全小中学生・認定こども園児全員参加による野外作品展 10月20日～21日
おかざき
世界子ども美術博物館外一帯

岡崎市・
岡崎市現職研修委員会図工美術部

無料
岡崎市教育委員会学校指導課
(0564-23-6772)

愛知県 岡崎市 ② 第４６回岡崎のハーモニー 市内全小中学生（代表児童生徒）参加による合同音楽会 11月17日 おかざき市民会館
岡崎市・
岡崎市現職研修委員会音楽部

無料
岡崎市教育委員会学校指導課
(0564-23-6441)
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愛知県 岡崎市
①、②、
③、④

第４６回教育文化賞授賞式
市の教育文化振興に寄与する個人または団体で、優れた業績をあげた方や現に研究
を続けている方を表彰する

11月10日 岡崎市総合学習センター
岡崎市・岡崎市教育委員会・
岡崎竜城ライオンズクラブ

無料
岡崎市教育委員会学校指導課
(0564-23-6624)

愛知県 岡崎市 ③ 文化財移動教室
郷土の歴史や文化財を市民の方に広く理解してもらうため、バスで天然記念物や民
俗、寺社等の文化財をめぐる移動教室を開催します。

10月26日、11月2日、7日、
16日

岡崎市内
岡崎市教育委員会
社会教育課文化財係

【文化財移動教室HP】
http://www.city.okazaki.lg.jp/155
0/1575/1662/p017587.html

岡崎市教育委員会社会教育課
（0564-23-6177）

要事前申込

愛知県 岡崎市 ③ 秋の市民祭り文化財ブース
市内にある文化財の啓発を図るため、文化財パンフレットの配布や岡崎城跡の発掘調
査成果のパネル展示等を行います。

11月4日 乙川河川敷
岡崎市教育委員会
社会教育課岡崎城跡係

無料
岡崎市教育委員会社会教育課
（0564-23-7270）

愛知県 岡崎市 ③ 旧本多忠次邸　企画展 国登録有形文化財である旧本多忠次邸において、特別展示を行います。 9月8日～10月28日 岡崎市旧本多忠次邸
岡崎市教育委員会
社会教育課文化財係

岡崎市旧本多忠次邸
（0564-23-5015）

愛知県 岡崎市 ③ 文化財移動教室
郷土の歴史や文化財を市民の方に広く理解してもらうため、バスで天然記念物や民
俗、寺社等の文化財をめぐる移動教室を開催します。

10月26日、11月2日、7日、
16日

岡崎市内
岡崎市教育委員会
社会教育課文化財係

【文化財移動教室HP】
http://www.city.okazaki.lg.jp/155
0/1575/1662/p017587.html

岡崎市教育委員会社会教育課
（0564-23-6177）

要事前申込

愛知県 岡崎市 ③ 秋の市民祭り文化財ブース
市内にある文化財の啓発を図るため、文化財パンフレットの配布や岡崎城跡の発掘調
査成果のパネル展示等を行います。

11月4日 乙川河川敷
岡崎市教育委員会
社会教育課岡崎城跡係

無料
岡崎市教育委員会社会教育課
（0564-23-7270）

愛知県 岡崎市 ③ 旧本多忠次邸　企画展 国登録有形文化財である旧本多忠次邸において、特別展示を行います。 9月8日～10月28日 岡崎市旧本多忠次邸
岡崎市教育委員会
社会教育課文化財係

【企画展HP】
http://www.city.okazaki.lg.jp/300
/303/p011983.html

岡崎市旧本多忠次邸
（0564-23-5015）

・休館日は月曜日
（ただし、9月17
日、24日、   10月8
日は開館し、翌日
休館）
・入館料は一般
300円、小中学生
150円

愛知県 尾張旭市 ③ 平成30年度尾張旭市民文化祭 市民展を開催します。 10月28日～11月4日 スカイワードあさひ
尾張旭市、
尾張旭市文化協会、
尾張旭市教育委員会

無料 http://www.city.owariasahi.lg.jp
尾張旭市教育委員会
文化スポーツ課
0561-53-1144

今年度は文化会
館改修工事のた
め、市民芸能発表
大会及び市民音
楽祭は中止

愛知県 尾張旭市 ① 読書週間事業 特集展示、おはなし会を開催します。 10月27日～11月9日 尾張旭市立図書館 尾張旭市立図書館 無料
尾張旭市立図書館
0561-54-5544

愛知県 春日井市 ③ 小野道風公奉賛第70回記念全国書道展覧会
春日井市で生まれたと伝えられ、三跡の筆頭として日本の書道史上に大きな足跡を残
した小野道風の偉業をたたえる全国公募の書道展覧会です。

10月28日～11月4日
春日井市役所、文化フォーラム
春日井、春日井市道風記念館

春日井市、公益財団法人かすがい市民
文化財団、春日井市教育委員会、小野
道風公遺跡保存会、中日新聞社

観覧無料
【道風展HP】
http://www.city.kasugai.lg.jp/eve
nt/event/tofuten/index.html

公益財団法人
かすがい市民文化財団
内道風展事務局
0568-85-6868

愛知県 春日井市 ③ 第28回ハニワまつり 公募した市民が制作したハニワを野焼きし、勾玉作り等体験工房を実施します。
10月27日
雨天等で順延の場合は翌
日

二子山公園
春日井市、春日井市教育委員会、
ハニワまつり実行委員会

無料

【ハニワまつりの概要と開催の
様子】
http://www.city.kasugai.lg.jp/eve
nt/event/haniwamaturi.html

春日井市教育委員会文化財課
0568-33-1113
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愛知県 春日井市 ① あそびむしくらぶ
季節ごとにテーマを決め、親子で自然の体験を行います。11月のテーマは「どんぐりで
あそぼう」です。

11月9日 春日井市少年自然の家 春日井市教育委員会
【少年自然の家HP】
http://www.spofure-
kasugai.or.jp/natures/

春日井市少年自然の家
0568-92-8211

愛知県 春日井市 ① わくわく自然ランド【紅葉と芋煮】
紅葉を楽しみながら植物の不思議について学び、芋煮鍋や木の実の工作も楽しみま
す。

11月10日 春日井市少年自然の家 春日井市教育委員会
【少年自然の家HP】
http://www.spofure-
kasugai.or.jp/natures/

春日井市少年自然の家
0568-92-8211

愛知県 春日井市 ① 里山体験【田んぼと森の学校】
米作りを中心に豊かな里山の自然を五感を使って楽しみ自然の恵みを味わいます。全
9回の開催のうち第6回目の11月は、もみすり、精米などを行います。

11月17日～18日 春日井市少年自然の家 春日井市教育委員会
【少年自然の家】
http://www.spofure-
kasugai.or.jp/natures/

春日井市少年自然の家
0568-92-8211

愛知県 春日井市 ③
道風記念館企画展
「没後30年　坪井正庵かな作品展」

「書のまち春日井」を支えた書家の一人、坪井正庵の書業を紹介します。 10月12日～11月4日 春日井市道風記念館 春日井市
【道風記念館HP】
http://www.city.kasugai.lg.jp/shi
min/bunka/tofu/tofu.html

春日井市道風記念館
0568-82-6110

愛知県 春日井市 ① 読書週間事業 図書館探検、読み聞かせなど、読書に興味が持てるような催しを開催します。 10月27日～11月4日 春日井市図書館 春日井市図書館 無料
【春日井市図書館ＨＰ】
http://kasugai-lib.jp/

春日井市図書館
0568-85-6800

愛知県 春日井市 ① 飛び込みをマスターしよう！
元オリンピックメダリストを講師に迎え、バックプレート付きスタート台を使用した飛び込
みの姿勢や構え方、位置設定の目安等、スタートの特性を十分に理解し安全で合理的
な飛び込み方を身に付けてもらうイベントです。

10月27日
春日井市温水プール
（サンフロッグ春日井）

公益財団法人
春日井市スポーツ・ふれあい財団

【春日井市温水プールHP】
https://www.spofure-
kasugai.or.jp/sports/pool/

公益財団法人
春日井市スポーツ・ふれあい財団
温水プール
0568-56-2277

愛知県 春日井市 ① サンフロッグ杯45分間耐久リレー
日頃、春日井市温水プールを利用されている利用者に対し、練習の成果を発揮する場
を提供するイベントです。

11月4日
春日井市温水プール
（サンフロッグ春日井）

公益財団法人
春日井市スポーツ・ふれあい財団

【春日井市温水プールHP】
https://www.spofure-
kasugai.or.jp/sports/pool/

公益財団法人
春日井市スポーツ・ふれあい財団
温水プール
0568-56-2277

愛知県 春日井市 ④ ジュニアセミナー
講座タイトル「目指せ！ロボットマスター」
小学４～６年生を対象としたレゴ・マインドストームを使ってのロボット製作講座です。昨
今の理科離れ時代で、少しでも理科の面白さを感じてもらうことを目的とします。

10月27日、
11月3日、
12月1日

中部大学春日井キャンパス 小牧市、中部大学
https://www3.chubu.ac.jp/exten
sion/openlecture/

エクステンションセンター
0568-51-4392

愛知県 春日井市 ① 春日井市連携講座
講座タイトル「運動と健康」
春日井市内在住・在勤・在学者を対象とした教養講座です。運動で健康寿命を延ばす
ことを目的に、市と共同して行います。

11月13日、20日、27日
全3回

グプッポふじとう 春日井市、中部大学
https://www3.chubu.ac.jp/exten
sion/openlecture/

エクステンションセンター
0568-51-4392

愛知県 春日井市 ②,③,④, 第５５回中部大学祭

本年度は、「New Challenge」を統一テーマに、本学のキャンパスにて、中部大学祭を開
催します。学科や教授の研究を身近に体験できる「研究発表展企画」や音楽系クラブに
よる「秋の音楽祭」、文科系クラブによる体験型企画、ステージ企画を行います。模擬店
出店やタレント企画も行います。

１１月２日～４日 中部大学春日井キャンパス 中部大学祭実行委員会 http://www.isc.chubu.ac.jp/cuf/
H30年10月上旬に
ホームページ更新予定

愛知県 春日井市 ①②③
2018秋季コレクション・テーマ展
「仮面のありか…フェースのゆくえ」

大学博物館における収蔵資料を中心に、アフリカ、東南アジア、日本等の仮面、彫像、
絵画など約40点の作品資料を「顔」をテーマに展示、紹介します。

10月23日～1月8日 中部大学 中部大学民族資料博物館 無料
http://www3.chubu.ac.jp/museu
m/

0568-51－9193（原田）

愛知県 春日井市 ①②③ 2018秋季連続講演　第一回目
秋季コレクション・テーマ展に関連した文化講演。第一回目は、能面を制作する面打師
による講話。展示中の作品解説もあわせて予定しています。

10月23日 中部大学 中部大学民族資料博物館 無料
http://www3.chubu.ac.jp/museu
m/

0568-51－9193（原田）

愛知県 蟹江町 ①，③ 第５１回蟹江町文化祭
町内各文化団体及び個人による、書道・絵画・陶芸などの作品展示や楽器演奏・舞踊
など、日頃の練習の成果が披露されます。また、呈茶席のおもてなしも受けられます。

11月3日～4日 蟹江町体育館・蟹江中央公民館 蟹江町・蟹江町教育委員会 http://www.town.kanie.aichi.jp/
蟹江町教育委員会
生涯学習課
0567-95-1111

呈茶のみ有料
（300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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愛知県 蒲郡市 ①、②
地域安全・青少年健全育成市民大会
～社会を明るくする運動～

「明るい社会・安心の町づくり」を主題に、中･高校生を対象にポスターを募集していま
す。当日はポスター優秀者の表彰や地域安全に貢献した方の表彰、披露を行います。
また同じテーマのもと小中高12人の児童生徒が意見発表を行います。公職者をはじめ
地域住民、ＰＴＡなど広く参加を呼びかけています。

10月24日 蒲郡市民会館 蒲郡市青少年問題協議会 無料
蒲郡市ホームページ
http://www.city.gamagori.lg.jp/un
it/gakushu/shimintaikai.html

蒲郡市教育委員会
生涯学習課青少年センター
0533-66-1168

愛知県 蒲郡市 ③ 収蔵作品展「愛の画家　広本季与丸」 蒲郡市出身の洋画家・広本季与丸さんの作品を展示します。 10月6日～11月4日
蒲郡市博物館
特別展示室

蒲郡市博物館 無料
http://www.city.gamagori.lg.jp/sit
e/museum/

0533-68-1881

愛知県 蒲郡市 ③ 企画展「弥生の環濠」
赤日子遺跡（神ノ郷町）出土資料を中心に、愛知県内の弥生遺跡に関する資料を数多
く展示します。関連イベントとして、シンポジウムを開催します。

11月10日～12月9日
蒲郡市博物館
特別展示室

蒲郡市博物館 無料
http://www.city.gamagori.lg.jp/sit
e/museum/

0533-68-1881

愛知県 蒲郡市 ① ハロウィン「えんぴつ立て」 空ビンにリボンを巻いてえんぴつ立てを作ります。 10月20日 蒲郡市生命の海科学館 蒲郡市生命の海科学館 無料
http://www.city.gamagori.lg.jp/sit
e/kagakukan

0533-66-1717

愛知県 蒲郡市 ④ 海の化石・岩塩 ～結晶のふしぎ～ 透明な岩塩を割って、サイコロを作ります。参加費１００円 10月21日 蒲郡市生命の海科学館 蒲郡市生命の海科学館
http://www.city.gamagori.lg.jp/sit
e/kagakukan

0533-66-1717

愛知県 蒲郡市 ④ メダカすくい大会 メダカすくいをした後、オスメスの見分け方やメダカの飼い方のコツを教えます。 10月27日 蒲郡市生命の海科学館 蒲郡市生命の海科学館 無料
http://www.city.gamagori.lg.jp/sit
e/kagakukan

0533-66-1717

愛知県 蒲郡市 ④ 応援！はやぶさ２「隕石をさがそう！」 石の中から自分で見つけた隕石を一つ、お持ち帰りできます。参加費５００円 10月28日 蒲郡市生命の海科学館 蒲郡市生命の海科学館
http://www.city.gamagori.lg.jp/sit
e/kagakukan

0533-66-1717

愛知県 蒲郡市 ④ なるほど　ザ・サイエンス！ 身近なものを使ったサイエンスショーを開催します。 11月3日 蒲郡市生命の海科学館 蒲郡市生命の海科学館 無料
http://www.city.gamagori.lg.jp/sit
e/kagakukan

0533-66-1717

愛知県 蒲郡市 ④ 体験！タンパク質のかたちと働きのひみつ タンパク質の秘密に迫ります。事前予約が必要です。 11月10日 蒲郡市生命の海科学館 蒲郡市生命の海科学館
http://www.city.gamagori.lg.jp/sit
e/kagakukan

0533-66-1717

愛知県 蒲郡市 ④ １９世紀の天気予報 フィッツロイ天気管を作ります。参加費２００円 11月11日 蒲郡市生命の海科学館 蒲郡市生命の海科学館
http://www.city.gamagori.lg.jp/sit
e/kagakukan

0533-66-1717

愛知県 蒲郡市 ④ にぼしの解剖をしよう にぼし（カタクチイワシ）の解剖をします。 11月18日 蒲郡市生命の海科学館 蒲郡市生命の海科学館 無料
http://www.city.gamagori.lg.jp/sit
e/kagakukan

0533-66-1717

愛知県 蒲郡市 ④
蒲郡市生命の海科学館２０１８年特別展
「南極大陸　氷の下の宝箱」

南極大陸の成り立ちを教えてくれる化石や鉱物たちをご紹介します。 7月14日～11月4日 蒲郡市生命の海科学館 蒲郡市生命の海科学館 無料
http://www.city.gamagori.lg.jp/sit
e/kagakukan

0533-66-1717

愛知県 蒲郡市 ④ ミニ企画展「神秘の深海世界」
深い海の底で繰り広げられる、神秘的な生命の物語をご紹介します。展示室観覧料が
必要です

9月22日～1月14日 蒲郡市生命の海科学館 蒲郡市生命の海科学館
http://www.city.gamagori.lg.jp/sit
e/kagakukan

0533-66-1717

愛知県 蒲郡市 ③ 市民文化祭 蒲郡文化協会会員、蒲郡市民による文化活動発表の場として開催します。 11月2日～11月23日 蒲郡市民会館、蒲郡市博物館 蒲郡市文化協会 無料 http://www.gamagorishibunkyo.jp
蒲郡市文化協会
0533-68-5509

愛知県 刈谷市 ①
至学館大学大学連携講座
「コーヒーと健康との関係～有益？有害？～」

コーヒーと健康との関係について学びます。
コーヒーは嗜好飲料である。コーヒーと健康との関連はどうなのか？有益なの？それと
も有害なの？

11月14日 刈谷市総合文化センター 刈谷市
刈谷市生涯学習課
0566-62-1036

愛知県 刈谷市 ① 文化講演会
鈴木三重吉氏によって創刊された童話雑誌「赤い鳥」創刊100周年を迎えるにあたっ
て、三重吉氏ご令孫の鈴木潤吉氏より「赤い鳥」と鈴木三重吉氏について講演いただき
ます。

11月18日
刈谷市中央図書館
視聴覚室

刈谷図書館協会 無料
刈谷市中央図書館
0566-25-6000

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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愛知県 刈谷市 ③ 刈谷アニメcollection2018
刈谷から新しい文化を発信するため、刈谷駅周辺でアニメの総合イベントを開催しま
す。声優トークショーやライブのほか、アニメ関連のブース出展など、様々なイベントを
開催します。

10月27日
刈谷市産業振興センター、刈谷
駅南口「みなくる広場」

刈谷市観光協会 無料 http://kariya-anicolle.com/
刈谷市観光協会
0566-23-4100

愛知県 刈谷市 ③ 刈谷市民文化祭
市民文化の創造と発展を図ることを目的に、芸能発表会を皮切りに、期間中に華展・山
草展・茶会・俳画展・実験劇場2018・俳句大会・美術展・短歌大会・川柳大会を開催しま
す。

9月2日～11月25日

刈谷市総合文化センター
刈谷市産業振興センター
刈谷市美術館
刈谷市中央図書館

刈谷文化協会
http://aichibunka.sakura.ne.jp/ka
riya.htm

刈谷文化協会
0566-23-3700

愛知県 刈谷市 ③ 史跡めぐり　高津波・小山コース
高津波・小山地区にある史跡を、ふるさとガイドボランティアの案内で歩いてまわりま
す。

10月20日 高津波・小山地区 刈谷市文化観光課 無料
https://www.city.kariya.lg.jp/kan
kobunka/rekishibunka/rekishiosh
irase/shisekimegurijigyo.html

刈谷市文化観光課
0566-62-1037

愛知県 刈谷市 ④ 科学・ものづくりフェスタ@愛教大
大学の取り組みを広く社会に紹介するとともに，地域の方々に，科学の不思議さやおも
しろさ，ものづくりの楽しさを体験していただくイベントです。

11月17日 愛知教育大学 愛知教育大学 無料
【科学・ものづくり教育推進セン
ター】http://www.step.aichi-
edu.ac.jp/

科学・ものづくり教育推進センター
0566-26-2637

愛知県 刈谷市 ② 第３回愛知教育大学ホームカミングデー
教員養成大学らしい企画として、大学教員が中心となって開催する教科研究会「学びの
交流会」をプログラムの中心に、大学近況報告・学食体験、懇親会等を通して，卒業
生・在学生へ本学の教育研究の活動の現況を伝えていきます。

11月4日 愛知教育大学 愛知教育大学
https://www.aichi-
edu.ac.jp/event/2018/11/04.ht
ml

愛知教育大学総務課 総務係
0566-26-2115
0566-26-2116

愛知県 北名古屋市 ③
北名古屋市文化協会芸能発表会・
作品展・菊花展

文化協会会員による芸能発表・作品展示(絵画等） 11月3日～4日 北名古屋市文化勤労会館 北名古屋市文化協会 無料
生涯学習課(東公民館)
0568-22-4560

愛知県 清須市 ③
企画展「板にこめた想い－こけら経と清洲城下
町遺跡－」

平成20年、清洲城下町遺跡の発掘調査で半円筒形の塊の状態でこけら経が発掘され
ました。このような箍(たが)締(じ)めされたこけら経が遺跡の発掘調査で出土する事例
はきわめて珍しく、しかも束となったこけら経の表面に墨書が残る非常に貴重な事例で
あることが確認されました。
このたび、平成20年度の発掘調査で出土したこけら経の保存処理が終了しましたの
で、別の清洲城下町遺跡の発掘調査で出土した他のこけら経や卒塔婆、位牌など様々
な木簡資料と併せて展示を行います。

9月15日～12月16日
清須市歴史資料展示室
（清須市立図書館内）

清須市教育委員会 無料
教育委員会事務局
教育部生涯学習課
052-400-2911

県埋蔵文化財セン
ター共催事業

愛知県 清須市 ③ 清須市文化展
市文化協会及び市民の皆さんから応募していただいた作品（絵画、書、写真、俳句、編
み物、籐工芸、生け花、手工芸など）を一堂に集め、展示します。

11月3日,4日 アルコ清洲 清須市文化協会 無料
教育委員会事務局
教育部生涯学習課
052-400-2911

愛知県 清須市 ③ 清須市芸能発表会
市文化協会芸能部門所属の各クラブが一堂に会し、2日間にわたり発表会を行いま
す。

11月17日, 18日 清洲市民センター 清須市文化協会 無料
教育委員会事務局
教育部生涯学習課
052-400-2911

愛知県 清須市 ①、③
清須市はるひ絵画トリエンナーレ
アーティストシリーズ　Vol. 87　田岡菜甫展

　清須市はるひ美術館では1999年の開館以来、新たな才能の発掘・育成を目指し、絵
画（平面作品）の公募展を継続して開催してきました。「アーティストシリーズ」は、この公
募展で高く評価された作家から厳選し、個展形式で取り上げる展覧会です。
　今回は、春におこなわれた公募展「清須市第9回はるひ絵画トリエンナーレ」で大賞を
受賞した田岡菜甫、準大賞を受賞した田中秀介、堀至以（12月4日～12月27日）をご紹
介します。

10月10日～11月2日 清須市はるひ美術館 清須市はるひ美術館
【清須市はるひ美術館HP】
http://www.museum-kiyosu.jp/

清須市はるひ美術館
052－401－3881

愛知県 清須市 ①、③
清須市はるひ絵画トリエンナーレ
アーティストシリーズ　Vol. 88　田中秀介展

11月7日～11月30日 清須市はるひ美術館 清須市はるひ美術館
【清須市はるひ美術館HP】
http://www.museum-kiyosu.jp/

清須市はるひ美術館
052－401－3881

愛知県 清須市 ① 聴導犬との日常生活体験
耳の聞こえない人達に音を伝えて生活をサポートしてくれる「聴導犬」。本行事では聴導
犬との日常生活体験を通して、聴導犬への理解を深めます。

11月18日
愛知医療学院短期大学
（城北キャンパス）

愛知医療学院短期大学・
社会福祉法人日本聴導犬協会

無料
愛知医療学院短期大学
（入学企画運営・広報課）
052-409-3311（代）

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



428

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

愛知県 幸田町 ③ 文化振興展「繚乱！三河の土人形」

　三河の郷土玩具として、郷土の人々に愛されてきた土人形。現代では好事家により
熱心に収集されており、コレクションとして注目されている。今回の展示は武藤俊一氏
より平成26年度に寄贈された土人形のお披露目と人形に対する情報収集を兼ねて行う
ものである。

11月23日～28日 幸田町立図書館
幸田町教育委員会
幸田町文化財保護委員会

無料 http//www.town.kota.lg.jp/
幸田町役場
0564-62-1111

事前申込不要

愛知県 江南市 ①，③ 第24回江南市公民館フェスタ
市内公民館で活動しているサークルが一堂に会し、日頃の活動の成果を発表し、サー
クル間の交流を行います。

10月27日～28日 江南市立古知野東公民館 江南市公民館フェスタ実行委員会 無料
http://www.city.konan.lg.jp/syog
ai/kouminkan_fes.html

生涯学習課
0587-54-1111

HPは9月下旬に更
新予定

愛知県 江南市 ③ 第47回江南市美術展
一般の部は、絵画・デザイン、書道、彫刻・工芸、写真の作品を展示します。
小中学校の部は、図画、書写の作品を展示します。

11月1日～4日 江南市民文化会館 江南市・江南市教育委員会 無料
http://www.city.konan.lg.jp/syog
ai/bijyututen.html

生涯学習課
0587-54-1111

愛知県 江南市 ②
平成30年度江南市横田教育文化事業弁論大
会

江南市横田教育文化事業基金をもとに実施する横田教育文化事業の一環として、中
学生及び高校生の向学心の高揚と豊かな人格形成を図ることを目的として作文を募集
し、弁論形式により「将来の夢」と題して現代の生徒の思いを発表するものです。

10月21日 江南市民文化会館 江南市教育委員会教育課 無料
教育課
0587-54-1111

愛知県 江南市 ② 学習発表会
保護者や地域の皆さんも楽しみにしている行事のひとつで、これまでに学んできた学習
の成果を、劇や器楽演奏などで表現します。

11月17日
各小学校
（10小学校）

江南市教育委員会教育課 無料
教育課
0587-54-1111

愛知県 江南市 ② 観劇会 豊かな表現力や構成力でプロによって演出された文学作品等の演劇を鑑賞します。
5月30日、10月12日・16
日・19日・29日

各小学校
（10小学校）

江南市教育委員会教育課
教育課
0587-54-1111

愛知県 江南市 ② 合唱コンクール
学級ごとに決めた合唱曲を、音楽の時間だけでなく、休み時間等の時間も使って練習
を積み上げ、互いの成果を発表し合います。

11月2日・8日・11日・15
日、12月8日

江南市民文化会館 江南市教育委員会教育課 無料
教育課
0587-54-1111

愛知県 江南市 ② 文化祭
講師を招いた文化講座や、生徒によるステージ発表、演劇鑑賞会など、学校ごとにさま
ざまな内容で開催されます。

11月1日・2日・8日・9日・10
日

各中学校
（5中学校）

江南市教育委員会教育課
教育課
0587-54-1111

愛知県 小牧市 ①，③ ロビー公演
昼の時間を利用して、北里市民センター等で活動しているグループによるミニ発表会で
す。童謡、歌謡曲などをハーモニカの合奏や独奏、大正琴の合同演奏会により奏でま
す。

10月21日，11月21日 小牧市北里市民センター 小牧市教育委員会 無料
小牧市北里市民センター
0568-71-1197

愛知県 小牧市 ① 手作り布絵本講座 布絵本づくりを学びます。 11月1日，8日，22日，24日 小牧市立図書館 小牧市教育委員会
【小牧市立図書館HP】
http://www.library.komaki.aichi.jp
/

小牧市立図書館
0568-73-9951

要事前申込（申込
先着順、材料費
有）

愛知県 小牧市 ①
えほん図書館１０周年記念講演会「子育てに絵
本を～どんな本を どんなふうに 読んだらいい
の？～」

就学前の親子を対象に、絵本の読み聞かせやわらべうたを通して心のふれあいを感じ
ていただきます。

11月18日 小牧市えほん図書館 小牧市教育委員会 無料
【小牧市立図書館HP】
http://www.library.komaki.aichi.jp
/

小牧市えほん図書館
0568-41-4646

要事前申込（申込
先着順）

愛知県 小牧市 ③ 小牧市小中学校音楽会 市内の小中学校による年に一度の音楽会です。 11月7日 小牧市市民会館 小牧市教育委員会 無料
学校教育課
0568-76-1165

愛知県 小牧市 ③ 小牧市教育展 市内の小中学校による美術書写の作品展です。 11月7日～11日 小牧市まなび創造館 小牧市教育委員会 無料
学校教育課
0568-76-1165

愛知県 小牧市 ① 青年の家フェスティバル
青年の家利用団体へ日頃の活動性かの発表の場を提供し、参加団体と来場者と青年
の家の三者の交流を深め、青年の家事業を幅広く市民にＰＲします。

10月28日 小牧市青年の家 小牧市 無料
【小牧市青年の家HP】
http://www.md.ccnw.ne.jp/seine
n/

小牧市青年の家
0568-76-3718

愛知県 小牧市 ①，② 小牧市青少年健全育成市民大会 青少年の健全育成が地域ぐるみで推進されることを目的として開催されます。 11月11日 小牧市市民大会 小牧市青少年健全育成市民会議 無料
小牧市少年センター
0568-71-1325

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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愛知県 小牧市 ①②③
2018年度名古屋造形大学公開講座「描かれた
こと、描くこと」　加藤鉦次　西洋絵画史におけ
る素材・技法の変遷-ルネッサンスを中心に

ルネッサンス初期から後期に至る西洋絵画の道を切り開き、後世に大きな影響をおよ
ぼした３人のオールドマスター　ジョット・ファンアイク・ティツィアーノを取り上げ、現在の
油彩画に至る素材・技法の変遷を社会状況交えて、その周辺の絵画、作品を紹介し、
解説します。優れた作品の素材・技法を知ることでさらに絵画を楽しむことが出来ると思
います。

10月27日 メナード美術館（小牧市） 名古屋造形大学 無料
http://www.nzu.ac.jp/about/feat
ure/residence/

名古屋造形大学
社会交流センター
公開講座係 0568-79-1243

愛知県 設楽町 ③ 設楽町民文化祭 文化協会作品展示、文化協会芸能大会、町民音楽会、児童生徒造形展 11/9～11 奥三河総合センター
設楽町教育委員会、
設楽町文化協会

無料
設楽町教育委員会
社会教育担当
0536-62-0531

愛知県 新城市 ①③ 第31回新城歌舞伎 市内に受け継がれる地歌舞伎【5団体】が一同に会し顔見世公演を行う。 11月18日
新城文化会館
大ホール

新城市・
新城市教育委員会

新城市教育委員会
生涯共育課
0536-23-7639

10時30分開演

愛知県 新城市 ①③ 第44回新城音楽祭 奥三河在住の音楽家または音楽団によるステージ演奏。 11月11日
新城文化会館
大ホール

奥三河
音楽連盟

奥三河音楽連盟
事務局
090-8679-0407

愛知県 新城市 ①③ 市民文化祭 市民による文化作品の展示及び芸能発表。 10月26日～10月28日 新城文化会館
新城市
文化協会

無料
新城市文化協会
0536-23-7656

お茶会・芸能祭は
10月28日

愛知県 瀬戸市 ③
開館40周年記念特別企画展
「瀬戸―かく焼き繋ぎ　江戸時代の本業と新製」

本展は、19世紀以降の瀬戸の本業と新製を代表的作例と記年銘などのある資料、享
和年間以前の瀬戸の陶器生産の状況などとの比較を通じて概観することで、現在の窯
業地・瀬戸の礎となった本業と新製を紹介するものです。

10月27日～12月16日 愛知県陶磁美術館 愛知県陶磁美術館
【愛知県陶磁美術館HP】
http://www.pref.aichi.jp/touji/

愛知県陶磁美術館総務課
TEL 0561-84-7474(代）

愛知県 瀬戸市 ③ 復元古窯焼成「織部を焼こう」
当館にある薪窯を使って「織部」の焼成を行います。この窯は、連房式登窯を復元した
ものです。9/29から11/13の期間にスケジュールにしたがい、勉強会、制作等を実施し
ます。

9月29日～11月13日 愛知県陶磁美術館 愛知県陶磁美術館
【愛知県陶磁美術館HP】
http://www.pref.aichi.jp/touji/

愛知県陶磁美術館総務課
TEL 0561-84-7474(代）

愛知県 瀬戸市 ③ やきものの技法から瀬戸を知る
瀬戸染付焼協同組合理事長の眞窯・加藤眞也氏を講師に迎え、染付の作画技法の実
演を行います。参加者は、実際に筆を用いて染付技法の体験も行います。また、同氏
が見てきた「瀬戸」を座談会という形でお話ししていただく機会も設けます。

11月18日 愛知県陶磁美術館 愛知県陶磁美術館
【愛知県陶磁美術館HP】
http://www.pref.aichi.jp/touji/

愛知県陶磁美術館総務課
TEL 0561-84-7474(代）

愛知県 瀬戸市 ①② まるっとせとっ子フェスタ2018
瀬戸市在住・在学の子どもたちが、日頃の学習の成果を発表する場として、音楽会・英
語スピーチコンテスト・各種展示会を開催します。また、キャリア教育の活動の一環とし
て学校活動ブースで、野菜や陶器などを販売します。

11月9日～11日 瀬戸市文化センター、瀬戸蔵 瀬戸市教育委員会 無料
【市ＨＰ】
http://www.city.seto.aichi.jp/sos
hiki/gakkoukyouikuka/

瀬戸市教育委員会

愛知県 瀬戸市 ①、③ 第２２回「図書館まつり」
読書週間にあわせ、文学カフェ、子ども一日司書、おはなし会、ビブリオバトル、高校図
書館の見学等のイベントを開催します。

10/20～11/18 瀬戸市立図書館 瀬戸市立図書館 無料
瀬戸市立図書館
0561-82-2202

愛知県 瀬戸市 ③
瀬戸蔵ミュージアム企画展「明治150年記念　明
治時代の瀬戸窯業～超絶技巧の世界～」

明治時代に瀬戸でつくられた輸出用のやきものを紹介します。 8月4日～11月4日 瀬戸蔵ミュージアム企画展示室
瀬戸蔵ミュージアム、
公益財団法人
瀬戸市文化振興財団

【公益財団法人　瀬戸市文化振
興財団ＨＰ】http://www.seto-
cul.jp/

瀬戸蔵ミュージアム
〒489‐0813
愛知県瀬戸市蔵所町1－1
TEL0561-97-1190
FAX0561-97-1557

愛知県 瀬戸市 ③ 第67回瀬戸市文芸発表会
予め応募いただいた俳句・短歌・川柳・詩の作品で作品集「窯火」を発刊します。また、
選者選部門で特賞を受賞された方の作品発表と表彰、及び記念講演会を11月18日
（日）に開催します。

11月18日 瀬戸市文化センター
公益財団法人
瀬戸市文化振興財団

無料
【公益財団法人 瀬戸市文化振
興財団HP】http://www.seto-
cul.jp/

公益財団法人
瀬戸市文化振興財団
〒489-0884
愛知県瀬戸市西茨町113-3
TEL.  0561-84-1093
FAX.  0561-85-0415

講演会の講師は
横田欣子氏

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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愛知県 瀬戸市 ③ 第71回瀬戸市美術展
日本画・洋画・彫刻・陶芸・書道・写真・工芸美術の公募展です。美術展大賞・市長賞を
各部門から1作品、優秀賞・奨励賞を各部門から若干数の他、入選作品を展示し、最終
日には表彰式を行います。

10月24日～10月28日 瀬戸市文化センター文化交流館
公益財団法人
瀬戸市文化振興財団・
瀬戸市

無料
【公益財団法人　瀬戸市文化振
興財団HP】 http://www.seto-
cul.jp/

公益財団法人
瀬戸市文化振興財団
〒489-0884
愛知県瀬戸市西茨町113-3
TEL.  0561-84-1093
FAX.  0561-85-0415

愛知県 瀬戸市 ③
2018瀬戸ふれあい芸術展・ふれあい茶会
ふれあいオープンステージ

「日本の四季」をテーマに、文化協会展示部門会員が絵画、写真、工芸、書道、華道、
文芸などを展示します。また、茶道部会会員がふれあい茶会、舞台部門有志がふれあ
いコンサートを開催します。

10月31日～11月4日
瀬戸市文化センター文化交流
館・文化ホール

公益財団法人
瀬戸市文化振興財団
・瀬戸市文化協会

【公益財団法人　瀬戸市文化振
興財団HP】 http://www.seto-
cul.jp/

公益財団法人
瀬戸市文化振興財団
〒489-0884
愛知県瀬戸市西茨町113-3
TEL.  0561-84-1093
FAX.  0561-85-0415

愛知県 瀬戸市 ③
瀬戸市制施行８９周年記念
瀬戸市美術館特別企画展
第33回風景の会絵画展瀬戸を描く

東海地方に在住の日本画、洋画、版画の作家が、技法や所属を超えて、各々の表現技
法や芸術論の違いを認め、尊重し合いながら風景画のあるべき姿を切り開くことを目的
として活動されている「風景の会」の会員が、「瀬戸市」をテーマに制作した絵画を展示
します。
10月27日（土）午後2時～、風景の会の会員によるスペシャルギャラリートークを行いま
す。

10月6日～11月25日 瀬戸市美術館
瀬戸市美術館・
公益財団法人瀬戸市文化振興財団・
風景の会・中日新聞社

【公益財団法人　瀬戸市文化振
興財団HP】 http://www.seto-
cul.jp/

公益財団法人
瀬戸市文化振興財団
〒489-0884 瀬戸市西茨町113-3
TEL. 0561-84-1093
FAX. 0561-85-0415

愛知県 瀬戸市 ①
瀬戸市文化振興財団企画展
｛瀬戸窯の復興-江戸時代窯業の胎動－」

織豊期に陶工が美濃窯へ移住し生産が途絶えた瀬戸窯は、江戸初期に尾張藩が陶工
を召還して復興し、その後の発展の礎が築かれた。その復興を考古資料から検証し、
当時の流通状況も新たな出土資料に基き概観します。

9月22日～10月21日 愛知県陶磁美術館　ギャラリー 公益財団法人瀬戸市文化振興財団 無料
【公益財団法人 瀬戸市文化振
興財団HP】http://www.seto-
cul.jp/

瀬戸市文化課
〒489-0884瀬戸市西茨町113-3
TEL.0561-84-1811
FAX.0561-85-0415

愛知県 瀬戸市 ③ アーティスト・イン・レジデンス展
2000年から「アーティスト・イン・レジデンス」を開催し、今年までに26か国66名の陶芸
家・ガラス作家が招聘され、250点以上の作品が瀬戸で制作されました。今回はその中
から約12名の作に焦点を絞り作品を展示、ご紹介させていただきます。

10月13日～11月11日 瀬戸市新世紀工芸館　展示棟 公益財団法人瀬戸市文化振興財団 無料
【公益財団法人　瀬戸市文化振
興財団HP】 http://www.seto-
cul.jp/

瀬戸市新世紀工芸館〒489₋0815
愛知県瀬戸市南仲之切町81-2
TEL.0561-97-1001
FAX.0561-97-1005

愛知県 瀬戸市 ③ 第７回そば猪口アート公募展
瀬戸市では、古くからそば猪口は市民に親しまれ、染付のものなど数多くの名品が生ま
れました。長野県安曇野市で開催される「第7回そば猪口アート公募展」の巡回展を開
催します。

11月17日～1月20日 瀬戸市新世紀工芸館　展示棟 公益財団法人瀬戸市文化振興財団 無料
【公益財団法人　瀬戸市文化振
興財団HP】 http://www.seto-
cul.jp/

瀬戸市新世紀工芸館〒489₋0815
愛知県瀬戸市南仲之切町81-2
TEL.0561-97-1001
FAX.0561-97-1005

愛知県 瀬戸市 ③ setoしごと展
「setoしごと展」と題して、瀬戸で活動する６名の陶芸作家のしごと（作品）を紹介する企
画展を開催します。食器、花器、オブジェなど、異なる個性を持った作家たちによるバラ
エティ豊かな陶芸作品を展示販売します。

10月6日～11月18日 瀬戸市新世紀工芸館　交流棟 公益財団法人瀬戸市文化振興財団 無料
【公益財団法人　瀬戸市文化振
興財団HP】 http://www.seto-
cul.jp/

瀬戸市新世紀工芸館〒489₋0815
愛知県瀬戸市南仲之切町81-2
TEL.0561-97-1001
FAX.0561-97-1005

愛知県 瀬戸市 ③
企画展
「明治時代の瀬戸染付―小品を中心に－」

瀬戸蔵ミュージアム企画展と合わせ、明治時代の瀬戸染付を紹介する企画展です。個
人収集家からお借りした、小ぶりな名品を中心に紹介します。

9月26日～12月27日 瀬戸染付工芸館 公益財団法人瀬戸市文化振興財団 無料
【瀬戸染付工芸館HP】
http:www.seto-
cul.jp/sometsuke/

瀬戸染付工芸館
〒489-0829瀬戸市西郷町98番地
0561-89-6001
FAX0561-89-6002

愛知県 高浜市 ③ 第47回　文協祭
芸能発表や、華道、日本画、洋画、書道、写真、陶芸、工芸、手工芸、葉画、レジ
ン、こども造形、切手アート、文芸、郵趣等の展示を行います。お茶席も開催しま
す。

11/17～12/16
高浜市やきものの里
かわら美術館

高浜市文化協会 無料
高浜市文化協会
0566-52-2983

芸能発表及びお茶
席は
11月18日のみ開
催。

愛知県 高浜市 ③ 企画展「屋根を飾る -鬼とは何か-」
瓦の技術は、588年に百済から招聘された4名の瓦博士によって日本へ伝えられ
ました。本展では、歴史と伝統の技術を受け継ぐ鬼師（鬼瓦職人）たちの作品を屋
根を飾る鬼瓦の図面や資料とともに紹介します。

9/13～1/11
高浜市やきものの里
かわら美術館

高浜市やきものの里
かわら美術館

http://www.takahama-kawara-
museum.com/

高浜市やきものの里
かわら美術館
0566-52-3366

愛知県 高浜市 ③
タカハマ！まるごと宝箱×高浜市誌編さん
連携講座
「航空写真からみる高浜市のうつりかわり」

高浜市立郷土資料館には、過去の高浜市の姿を映した古写真がたくさん保管され
ています。今回はその古写真の中から、主に航空写真をピックアップし、まちのう
つりかわりや懐かしい風景について語り合います。

10/27
高浜市やきものの里
かわら美術館

高浜市 無料
高浜市役所
文化スポーツグループ

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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愛知県 武豊町 ③ 第5回 ペーパーアート展
ペーパーアート作家・榊原澄香さんによる作品を展示します。内容は新美南吉作『おか
あさんたち』ペーパーアート原画14点他です。

9月29日～10月21日 武豊町立図書館 武豊町教育委員会 無料
[武豊町立図書館HP]
http://www.lib.town.taketoyo.lg.j
p/

武豊町立図書館
℡0569-73-6800

愛知県 武豊町 ① 閉架書庫見学ツアー 普段は入れない閉架書庫の見学会・ガイダンスを行います。 10月8日 武豊町立図書館 武豊町教育委員会 無料
[武豊町立図書館HP]
http://www.lib.town.taketoyo.lg.j
p/

武豊町立図書館
℡0569-73-6800

愛知県 武豊町 ① 牧田先生の楽しいおしゃべり文学講座
当館での文学講座30周年記念講座。今年は知多地域にある歌碑を楽しく解説していた
だきます。

10月13日．20日．28日 武豊町立図書館 武豊町教育委員会 無料
[武豊町立図書館HP]
http://www.lib.town.taketoyo.lg.j
p/

武豊町立図書館
℡0569-73-6800

愛知県 武豊町 ①
新美南吉童話の会
でんでんむしおはなし会

ペーパーアート展にちなんだ新美南吉のおはなし会を行います。 10月14日 武豊町立図書館 武豊町教育委員会 無料
[武豊町立図書館HP]
http://www.lib.town.taketoyo.lg.j
p/

武豊町立図書館
℡0569-73-6800

愛知県 武豊町 ① ハロウィンおはなし会 ハロウィンにちなんだおはなし会を行います。仮装しての参加も歓迎です。 10月28日 武豊町立図書館 武豊町教育委員会 無料
[武豊町立図書館HP]
http://www.lib.town.taketoyo.lg.j
p/

武豊町立図書館
℡0569-73-6800

愛知県 武豊町 ① 図書館フェスタ2018
読書感想文･感想画コンクール表彰式、図書館を使った調べる学習コンクール in 武豊
表彰式、おはなし会、リサイクルフェア、ボードゲームなどを行います。

11月3日 武豊町立図書館 武豊町教育委員会 無料
[武豊町立図書館HP]
http://www.lib.town.taketoyo.lg.j
p/

武豊町立図書館
℡0569-73-6800

愛知県 武豊町 ① クイズラリー
図書館の他、町内施設を巡ってのクイズラリーです。クイズラリーをクリアするとガチャ
マシーンを回して楽しい景品が手に入れられるチャンスもあります。

11月10日～12月9日 武豊町立図書館、他 武豊町教育委員会 無料
[武豊町立図書館HP]
http://www.lib.town.taketoyo.lg.j
p/

武豊町立図書館
℡0569-73-6800

愛知県 武豊町 ③ 朗読会 朗読サークル・グループ空さんによる大人のための朗読会です。 11月27日 武豊町立図書館 武豊町教育委員会 無料
[武豊町立図書館HP]
http://www.lib.town.taketoyo.lg.j
p/

武豊町立図書館
℡0569-73-6800

愛知県 武豊町 ③ SIRO-A LIVE SHOW テクノサーカス
エンターテイメント集団白Ａによる「パフォーマンス」と「テクノサウンド」を融合させた近
未来型エンタテイメントショー

10月13日 武豊町民会館 武豊町教育委員会
[武豊町民会館HP]
http://www.town.taketoyo.lg.jp/k
aikan/

武豊町民会館
℡0569-74-1211

愛知県 武豊町 ③ ＪＡＸＡコズミックカレッジ 科学の面白さ満載！ＪＡＸＡの科学実験教室 10月14日 武豊町民会館 武豊町教育委員会
[武豊町民会館HP]
http://www.town.taketoyo.lg.jp/k
aikan/

武豊町民会館
℡0569-74-1211

愛知県 武豊町 ③ モーニングコンサート②
「フルート・インディアンフルート 癒しの音色コンサート」
Grace 種島香澄（フルート）、武田詩織（フルート・インディアンフルート）・久野絵美（ピア
ノ）

10月17日 武豊町民会館 武豊町教育委員会
[武豊町民会館HP]
http://www.town.taketoyo.lg.jp/k
aikan/

武豊町民会館
℡0569-74-1211

愛知県 武豊町 ③ レゴロボット製作教室☆中級　１日目 初級から一歩進んだセンサーロボットを動かす 10月21日 武豊町民会館 武豊町教育委員会
[武豊町民会館HP]
http://www.town.taketoyo.lg.jp/k
aikan/

武豊町民会館
℡0569-74-1211

愛知県 武豊町 ③
ゆめプラ サロンコンサート2018
「多彩な音色を紡ぐ」
クインテット・アッシュ（木管五重奏団）

日本を代表する木管五重奏団の一つ。メンバーそれぞれが持ち寄る多彩な音楽経験と
音色が、美しく溶けあい調和する

10月27日 武豊町民会館 武豊町教育委員会
[武豊町民会館HP]
http://www.town.taketoyo.lg.jp/k
aikan/

武豊町民会館
℡0569-74-1211

愛知県 武豊町 ③ 武豊町民文化祭 書、いけ花、絵画、手工芸品などの展示と呈茶会 11月3日～11月4日 武豊町民会館 武豊町教育委員会 無料
[武豊町民会館HP]
http://www.town.taketoyo.lg.jp/k
aikan/

武豊町民会館
℡0569-74-1211

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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愛知県 武豊町 ③ レゴロボット製作教室☆中級　２日目 初級から一歩進んだセンサーロボットを動かす 11月17日 武豊町民会館 武豊町教育委員会
[武豊町民会館HP]
http://www.town.taketoyo.lg.jp/k
aikan/

武豊町民会館
℡0569-74-1211

愛知県 武豊町 ③
名作映画観賞会
「ボス・ベイビー」「星めぐりの町」

無料の映画観賞会 11月17日 武豊町民会館 武豊町教育委員会 無料
[武豊町民会館HP]
http://www.town.taketoyo.lg.jp/k
aikan/

武豊町民会館
℡0569-74-1211

愛知県 武豊町 ③
ゆめたろう寄席2018
豪華三つ巴競演会

春風亭一之輔・柳家三三・桃月庵白酒師匠の競演です。 11月18日 武豊町民会館 武豊町教育委員会
[武豊町民会館HP]
http://www.town.taketoyo.lg.jp/k
aikan/

武豊町民会館
℡0569-74-1211

愛知県 武豊町 ③ モーニングコンサート③
Duo Rose（デュオ・ローズ）弦の調べ～Ⅲ～
Duo Rose 岡崎美奈子（ヴァイオリン）＆浜島恵美（ピアノ）、中道ひかり（ヴァイオリン）

11月21日 武豊町民会館 武豊町教育委員会
[武豊町民会館HP]
http://www.town.taketoyo.lg.jp/k
aikan/

武豊町民会館
℡0569-74-1211

愛知県 武豊町 ③ サインエンストーク 地元企業の技術から学ぶ地域密着サイエンス 11月23日 武豊町民会館 武豊町教育委員会
[武豊町民会館HP]
http://www.town.taketoyo.lg.jp/k
aikan/

武豊町民会館
℡0569-74-1211

愛知県 武豊町 ③
文化講演会2018
大丈夫だよ、がんばろう！
～乳がんを乗り越えて素敵に生きる～

タレント・山田邦子氏による講演会 11月24日 武豊町民会館 武豊町教育委員会 無料
[武豊町民会館HP]
http://www.town.taketoyo.lg.jp/k
aikan/

武豊町民会館
℡0569-74-1211

愛知県 武豊町 ③ ヴァイオリンリサイタル 石田泰尚の世界
神奈川フィルハーモニー管弦楽団ソロ・コンサートマスター石田泰尚。その情熱的な演
奏は聴衆を一瞬で恋に落とす！孤高のカリスマヴァイオリニスト、武豊再上陸。

11月25日 武豊町民会館 武豊町教育委員会
[武豊町民会館HP]
http://www.town.taketoyo.lg.jp/k
aikan/

武豊町民会館
℡0569-74-1211

愛知県 田原市 ①③ 田原市文化祭 生け花。書・陶器などの作品展示、芸能大会、茶会などを開催します。 11月2日～11月4日 田原文化会館・渥美文化会館 田原市文化協会・田原市教育委員会
田原市教育委員会生涯学習課
0531-23-3635

愛知県 田原市 ①③ 秋の縄文祭 勾玉・貝アクセサリーづくり、縄文料理づくりなど、様々な体験ができます。 11月3日 吉胡貝塚資料館 田原市教育委員会 無料 http://www.yoshigo.gr.jp
田原市教育委員会
文化財課(田原市博物館内)
0531-22-1720

愛知県 田原市 ① 渥美図書館まつり 「おはなし会」、「セルフ工作」、「本のリサイクル市」を開催します。 11月4日 渥美図書館 田原市渥美図書館 無料
http://www2.city.tahara.aichi.jp/
section/library/

田原市渥美図書館

愛知県 田原市 ①
見てみて「あなたの思い出のドラマ、大好きなド
ラマを教えて下さい！！」展示会

あなたの思い出のドラマ、大好きなドラマと、エピソード等を紹介してください。用紙は図
書館で用意します。（応募者には展示終了後雑誌付録を進呈）

11月10日～12月16日 渥美図書館 田原市渥美図書館 無料
http://www2.city.tahara.aichi.jp/
section/library/

田原市渥美図書館

愛知県 田原市 ① あつみロビーコンサート 「気軽に行ける、でも演奏は本物」をコンセプトに、コンサートを開催します。 11月10日 渥美文化会館
あつみロビーコンサートスタッフ会・
田原市教育委員会

田原市教育委員会生涯学習課
0531-23-3635

愛知県 田原市 ① 読書かんそう画コンクール 読書感想画を募集し展示します。 10月13日～11月15日 中央図書館 田原市中央図書館 無料
http://www2.city.tahara.aichi.jp/
section/library/index.html

田原市中央図書館
0531-23-4946

愛知県 田原市 ① 家庭の日コンサート 地元の合唱団による子どもから大人まで楽しめるコンサートです。 11月25日 田原文化会館・渥美文化会館 田原市教育委員会・田原市楽友協会 無料
田原市教育委員会生涯学習課
0531-23-3635
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愛知県 知多市 ③ 文学講演会
愛知県に所縁の深い江戸川乱歩を取り上げて、その作家活動と作品についての講演
会です。

11月3日 知多市立中央図書館 知多市立中央図書館(0562-55-4349) 無料
【知多市立中央図書館HP】
https://www.lib.city.chita.aichi.jp
/

知多市立中央図書館
0562-55-4349

参加する場合は事
前申し込みが必要
です。申込期間・
定員は別途告知し
ます。

愛知県 知多市 ③ まちづくりセンター文化祭
まちづくりセンター定期利用団体及び一般募集の作品展示
（書、写真、絵画、生け花、俳句、陶芸等）

11月3日～4日
八幡・東部・岡田・
旭まちづくりセンター

知多市 無料
知多市市民協働課
（八幡まちづくりセンター）
TEL 0562-32-3825

愛知県 知多市 ➀
企画展「創建1350年特別記念展　法海寺の歴
史～白鳳から平成へ～」

知多市八幡に所在する薬王山法海寺は、668年に創建した、知多半島で現存する最古
の寺院です。この展覧会では、創建1350年を記念し、法海寺が所有する寺宝等を展示
します。また、今年度保存修理を実施した、曼荼羅等の県指定文化財の掛け軸２件３
幅を、修復後初公開します。

11月3日～12月9日 知多市歴史民俗博物館 知多市歴史民俗博物館 無料
【知多市HP】
ｈｔｔｐ://www.ciｔｙ.chita.lg.jp

知多市歴史民俗博物館
TEL 0562-33-1571

愛知県 知多市 ③ 第２２回級位者市民囲碁大会 囲碁の普及活動と囲碁を通じて地域社会に貢献します。 11月4日 知多市勤労文化会館 知多市文化協会 無料
【知多市文化協会】
http://www.aichibunka.sakura.ne.
jp/chita.htm

知多市文化協会
TEL 0562-33-0045

愛知県 知多市 ③ 合同歌謡ショー
カラオケ同好会を中心に、日頃歌謡を嗜む団体同士が日頃の成果を発表し、親睦を深
めます。

11月4日 知多市勤労文化会館 知多市文化協会 無料
【知多市文化協会】
http://www.aichibunka.sakura.ne.
jp/chita.htm

知多市文化協会
TEL 0562-33-0045

愛知県 知多市 ①、③ 創作童話教室
童話作家の方ををお招きし、創作童話の会会員の作品の公開講評により、童話の書き
方・ポイントを解説し児童文学の魅力を知っていただきます。

11月10日 知多市立中央図書館
創作童話の会「えんぴつ」
（知多市立中央図書館協力団体）

無料
【知多市立中央図書館HP】
https://www.lib.city.chita.aichi.jp
/

知多市立中央図書館
0562-55-4349

参加する場合は事
前申し込みが必要
です。申込期間・
定員は別途告知し
ます。

愛知県 知多市 ③ 第４５回知多市民美術展
知多市民による日本画、洋画、書、彫刻・工芸、写真の各部門の作品及びジュニア作
品を展示します。

11月15日～18日 知多市勤労文化会館 知多市教育委員会 無料
【知多市HP】
ｈｔｔｐ://www.ciｔｙ.chita.lg.jp

知多市生涯学習課
TEL 0562-31-0383

愛知県 知多市 ①，③ ロビーコンサート
気軽に音楽に触れていただくことを目的に、知多市や近隣市町村を中心に活動される
演奏家をお招きし毎月第二土曜日12時から(変更あり)に開催されるコンサート。11月17
日は、「知多市ジュニアコーラスクラブ・常滑少年合唱団」によるコーラス。

11月17日 知多市勤労文化会館ロビー
知多市勤労文化会館
運営共同事業体

無料
【知多市勤労文化会館HP】
https://kinbun-chita.com/

知多市勤労文化会館
0562-33-3600

愛知県 知立市 ③ 民踊のつどい 知立市文化協会に属する民踊の団体各流派における発表
11月4日
10時30分から

知立市文化会館
知立市・知立市教育委員会・
知立市文化協会

無料
http://www.katch.ne.jp/~chiryub
unkyou/

知立市文化協会事務局
（0566-83-0151）

chiryubunkyou@kat
ch.ne.jp

愛知県 知立市 ③ 知立市文化協会創作部門展示 知立市文化協会に属する創作部門による展示
11月3日～4日
10時から17時
（4日は16時まで）

知立市文化会館
知立市・知立市教育委員会・
知立市文化協会

無料
http://www.katch.ne.jp/~chiryub
unkyou/

知立市文化協会事務局
（0566-83-0151）

chiryubunkyou@kat
ch.ne.jp

愛知県 知立市 ③ 知立市文化協会市民茶会 知立市文化協会に属するお茶の団体による茶会
11月11日
10時から16時

知立市文化会館
知立市・知立市教育委員会・
知立市文化協会

無料
http://www.katch.ne.jp/~chiryub
unkyou/

知立市文化協会事務局
（0566-83-0151）

chiryubunkyou@kat
ch.ne.jp

愛知県 知立市 ③ 知立市文化協会美術部門展示 知立市文化協会の美術部門による展示
11月9日～11日
10時から17時
（11日は16時まで）

知立市文化会館
知立市・知立市教育委員会・
知立市文化協会

無料
http://www.katch.ne.jp/~chiryub
unkyou/

知立市文化協会事務局
（0566-83-0151）

chiryubunkyou@kat
ch.ne.jp

愛知県 知立市 ③ 文化賞･奨励賞･新人賞表彰式／文化講演会
文化賞・文化奨励賞表彰式１３：３０～１４：００
文化講演会１４：００～１５：３０講師：中島誠之助

11月11日
13時30分から15時30分

知立市文化会館
知立市・知立市教育委員会・
知立市文化協会

無料
http://www.katch.ne.jp/~chiryub
unkyou/

知立市文化協会事務局
（0566-83-0151）

chiryubunkyou@kat
ch.ne.jp

愛知県 知立市 ③ 図書館まつり
図書館に親しみをもち、たくさんの皆さんに足を運んでいただくため、読書週間（１０月２
７日～１１月９日）にあわせ開催します。

10月4日～11月11日 知立市図書館 知立市図書館 無料
https://library.city.chiryu.aichi.jp
/

知立市図書館
（0566-83-1131）

library@city.chiryu.l
g.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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愛知県 知立市 ① 猿渡公民館文化発表会 講座受講生、自主グループの作品発表会です。 11月17日～18日 知立市猿渡公民館 知立市教育委員会 無料

知立市教育委員会
生涯学習スポーツ課
生涯学習係
0566-83-1165

shogai-
gakushu@city.chiry
u.lg.jp

愛知県 知立市 ① 生涯学習フェスティバル 講座受講生、自主グループの作品展示と芸能発表会、講演会などを開催 11月24日～25日 知立市中央公民館 知立市教育委員会 無料

知立市教育委員会
生涯学習スポーツ課
生涯学習係
0566-83-1165

shogai-
gakushu@city.chiry
u.lg.jp

愛知県 津島市 ① 第62回津島市文化祭美術展
絵画･書･写真等､個性あふれる作品を展示する美術展｡また､各種協賛行事も同時開
催します｡

11月2日～4日 津島市文化会館 津島市・津島市教育委員会 無料 津島市教育委員会社会教育課

愛知県 津島市 ① 郷土の芸術家展 本市出身の洋画家、書家の作品を展示します。 11月2日～4日 津島市文化会館 津島市・津島市教育委員会 無料 津島市教育委員会社会教育課

愛知県 津島市 ③ 第34回津島市芸能交流会
市文化協会に加盟する芸能団体のステージ発表や茶華道展など、日頃の活動成果を
発表します。

10月28日 津島市文化会館 津島市・津島市教育委員会 無料 津島市文化協会事務局

愛知県 津島市 ①
人権問題学習講座　市民啓発コース
「津島のまち歩き」

あらゆる差別や偏見を解消し、一人ひとりが互いに人権を尊重し合う明るく安心して暮
らせるまちづくりを進めるため、市民を対象に史跡をめぐり差別に関する歴史や文化を
学習する機会として津島のまち歩きを開催します。

10月20日 津島市中央公民館スタート 津島市 無料
【津島市HP】
http://www.city.tsushima.lg.jp/

津島市市民生活部人権推進課

愛知県 東栄町 ③ 東栄町文化祭
生涯学習講座　　文化団体等の成果発表　　著名人による講演会
保育園児、小中学生の作品展示

10月28
11月1日～11月4日

東栄町総合社会教育文化施設 教育委員会 無料 kyouiku@town.toei.lg.jp
東栄町教育委員会
0536－76－0509

愛知県 東海市 ① 体力テスト＆ニュースポーツ体験会
自分の運動能力がわかる体力テストと老若男女を問わず誰でも気軽に楽しめるニュー
スポーツ体験会を開催します。

10月21日 東海市民体育館 東海市教育委員会 無料
http://www.city.tokai.aichi.jp/35
03.htm

東海市教育委員会スポーツ課
052-603-2211

愛知県 東海市 ① 太田川健康ウォーキング 高齢者を対象に、太田川駅周辺の約３ｋｍのコースを歩きます。 10月28日
名鉄
太田川駅周辺

東海市・東海市教育委員会 無料
http://www.city.tokai.aichi.jp/35
04.htm

東海市教育委員会スポーツ課
052-603-2211

愛知県 東海市
TOKAI DANCE PROJECT
Memorable Moment「ロミオが描いたジュリエッ
ト」

日本を代表とするダンスチーム、Memorable　Momentがダンスで楽しくも切ない物語を
紡きます。

10月28日 東海市芸術劇場 大ホール 東海市・東海市教育委員会
【東海市芸術劇場HP】
http://www.tokai-arts.jp/

東海市芸術劇場
0562-38-7030

愛知県 東海市 ①、③ 秋の図書館まつり 寄席などのイベントを開催
11月3日
11月4日

東海市立中央図書館 東海市立中央図書館 無料
【東海市立中央図書館HP】
http://www.city.tokai.aichi.jp/tos
hokan/

東海市立中央図書館
052-601-5335

愛知県 東海市 文化祭
市民が日ごろの文化活動の成果を発表する場、文化活動を行う市民相互の交流の場
として市民文化の祭典を開催します。
※東海秋まつり2018と同時開催します。

11月3日
11月4日

東海市民体育館、
東海市内各会場ほか

東海市・東海市教育委員会 無料
【東海市芸術劇場HP】
http://www.tokai-arts.jp/

東海市芸術劇場
0562-38-7030

愛知県 東海市 文化祭2018美術部門入賞作品展覧会 東海秋まつり２０１８東海市文化祭の美術部門の入賞作品を展示します。 11月6日～18日 東海市芸術劇場 ギャラリー 東海市・東海市教育委員会 無料
【東海市芸術劇場HP】
http://www.tokai-arts.jp/

東海市芸術劇場
0562-38-7030

愛知県 東海市
室井滋＆長谷川義史
しげちゃん一座絵本ライブ

女優・室井滋、絵本作家・長谷川義史と楽しい仲間たちが絵本の世界と音楽を融合し
て、贈りします。

11月11日
東海市芸術劇場
大ホール

東海市・東海市教育委員会
【東海市芸術劇場HP】
http://www.tokai-arts.jp/

東海市芸術劇場
0562-38-7030

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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愛知県 東海市 ①
公開講座「児童虐待から考える子どもの権利」
（担当：安藤健一准教授）

児童虐待の報道で、心を痛めている人も多いと思います。児童福祉法でうたわれてい
る児童の権利、生活や福祉の保障について改めて見直し、児童虐待と本来の子どもの
権利について一緒に考えていきます。

10/28（日）
①10:00～11:30
②14:00～15:30

日本福祉大学
東海キャンパス S401

日本福祉大学通信教育部 無料
http://www.nfu.ne.jp/koukai-
kouza2018/

0569-87-2932

参加には事前予
約が必要です。参
加をご希望の方は
「参加申し込み
フォーム」よりお申
込みください

愛知県 東郷町 ③ 東郷町青少年健全育成会表彰式 優良青少年・指導者などの表彰 11月18日 町民会館ホール 生涯学習課
東郷町教育委員会生涯学習課
0561-38-6411

愛知県 東郷町 ③ 文化産業まつり 文化協会の各種発表や作品展示、囲碁大会、体験コーナー。 11月10日、11日
町民会館、総合体育館、
いこまい館

生涯学習課、産業振興課

文化協会関係・生涯学習課
0561－38－6411
まつり関係・産業振興課
0561－38－3111

愛知県 東郷町 ① 少年少女　ミュージッククラス 初めて合唱にふれる子も基礎から発声を学び歌う楽しさを知る 10月21日～3月15日 町民会館　音楽室 生涯学習課
東郷町教育委員会生涯学習課
0561-38-6411

愛知県 東郷町 ① ハスワーク 紙をばらして　こよって　花びらをつくり色鮮やかな花びらを重ねていくハスワーク。 10月24日 町民会館　第2会議室 生涯学習課
東郷町教育委員会生涯学習課
0561-38-6411

愛知県 東郷町 ③ 文化財めぐり東郷の歴史探訪
県指定文化財と町指定文化財を中心として、祐福寺所蔵の文化財を見学し、東郷町の
古い歴史に触れる。

10月20日 祐福寺 生涯学習課
東郷町教育委員会生涯学習課
0561-38-6411

愛知県 東郷町 ③
三井住友海上文化財団ときめくひととき
第８２５回　中野振一郎の世界
～宮廷の華チェンバロ／ヴェルサイユ編～

世界を代表するチェンバロ奏者・中野振一郎が、皆さまを華麗なる宮廷音楽の世界へ
ご案内!　楽器や作品の解説を交えながら、チェンバロの優雅な響きを堪能できるひとと
きをお送りします。

10月27日 町民会館ホール 生涯学習課
東郷町教育委員会生涯学習課
0561-38-6411

愛知県 東郷町 ③ 三遊亭好楽・林家たい平　二人会
テレビでお馴染みの三遊亭好楽・林家たい平の二人による落語会。テレビとは違った二
人の落語会をお楽しみください。

10月21日 町民会館ホール 生涯学習課
東郷町教育委員会生涯学習課
0561-38-6411

愛知県 常滑市 ③ 第34回生活文化部合同作品展 常滑市文化協会生活文化部員による作品の展示をします。 10月27日～28日
常滑市民文化会館
展示室１・あなたのギャラリー

常滑市文化協会 無料
常滑市文化協会
0569-35-2920

愛知県 常滑市 ③ 邦楽のつどい 常滑市文化協会邦楽部による発表会です。 10月28日
常滑市民文化会館
ホール

常滑市文化協会 無料
常滑市文化協会
0569-35-2920

愛知県 常滑市 ③ 「花と書と陶・今日の美術」合同展 常滑市文化協会による絵画、書、彫刻、写真４部門の作品展です。 11月9日～11日

常滑市民文化会館
展示室1・2、
あなたのギャラリー、
ホールロビー

常滑市文化協会 無料
常滑市文化協会
0569-35-2920

愛知県 常滑市 ③ 第35回文協映画祭「海よりもまだ深く」 文化協会会員及び市民に文化振興事業活動の一環として、映画祭を開催します。 11月10日 常滑市民文化会館　ホール 常滑市文化協会 無料
常滑市文化協会
0569-35-2920

愛知県 常滑市 ③ モデル講習会・作品展
裸婦モデルを使用し、彫塑作品や彫刻作品を制作する講習会を開催します。また、同
時期に常滑陶彫会による作品展を開催します。

・講習会10月20日～21日
・作品展10月16日～21日

南陵公民館美術工芸室、
ギャラリー

常滑陶彫会
常滑陶彫会(肥田)
080-6945-3694

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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愛知県 常滑市 ③
コーラスわんすてっぷ第13回定期演奏会
「30th Anniversary」コンサート

コーラスわんすてっぷをはじめ、市内合唱団体が出演する合唱発表会です。 10月21日 常滑市民文化会館ホール コーラスわんすてっぷ 無料
常滑市生涯学習スポーツ課
0569-44-4600

愛知県 常滑市 ③ 常滑らんちゆう愛好会品評大会 常滑らんちゆう愛好会が育てたらんちゆうを披露します。
10月28日
（予備日11月11日）

常滑市役所南駐車場 常滑らんちゆう愛好会 無料
常滑らんちゆう愛好会（片岡）
0569-34-8388

愛知県 常滑市 ③ 第41回直心流会少年少女空手道競技大会 常滑市内の小中学生の空手道競技大会です。 11月11日 サザンアリーナ 日本空手道　直心流会
直心流会（蟹井）
090-3154-7078

愛知県 常滑市 ③ 常滑短歌大会
常滑短歌会と青海短歌会との合同で行う短歌大会です。
（一般参加者有）

11月18日 常滑市中央公民館会議室 常滑短歌会、青海短歌クラブ
常滑短歌会（井上）
0569-35-5402

愛知県 飛島村 ①、③ ２０１８飛島ふるさとフェスタ
「小さくてもキラリと光るむらづくり」を目指し、村民が一丸となり参加できる総合的なイ
ベントとして『生涯学習フェスティバル』『健康福祉祭』『農業祭』を統合して、秋の祭典と
して開催する。

11月３日、４日
飛島村中央公民館、
総合体育館、すこやかセンター

飛島村・飛島村教育委員会
https://www.vill.tobishima.vill.aic
hi.jp/

飛島村中央公民館
0567-52-3351

愛知県 豊明市 ①
豊明市と中部大学の連携公開講座
「子育ての喜びとバーンアウト」

子育てバーンアウト（子育てをがんばりすぎて過度に疲労し、燃え尽きてしまう現象）の
特徴とそれが子どもに及ぼす影響について心と脳の観点から学びます。

10月27日 豊明市立南部公民館 中部大学・豊明市
【豊明市ＨＰ】
https://www.city.toyoake/lg.jp/6
524.htm

豊明市教育委員会生涯学習課
0562-92-8317

【募集期間】9/1～
10/11

愛知県 豊明市 ① 公開講座
統一のテーマは「グローバル社会を生きる」です。10/23はグローバル社会における子
どもたちを取り巻く学びについて、10/30はグローバリズムとアイデンティティについて学
びます。

10/23,30
桜花学園大学、
名古屋短期大学524教室

桜花学園大学、
名古屋短期大学地域連携センター

無料
【桜花学園大学ＨＰ】
http://www.ohkagakuen-
u.ac.jp/rcc/index.html

桜花学園大学
名古屋短期大学総務部
0562-97-1306

愛知県 豊明市 ①
野菜ソムリエによる「お手軽♪お野菜活用術～
保存の方法と栄養のお話～」

お野菜は冷凍することで旨みや栄養価がアップするのもがあることをご存知ですか？
冷凍保存は時短にもつながり料理効率もＵＰ。オススメな食べ合わせや食べ方、旬の
食材も紹介します。

11月3日 豊明市立南部公民館 豊明市
【豊明市ＨＰ】
https://www.city.toyoake/lg.jp/6
524.htm

豊明市教育委員会生涯学習課
0562-92-8317

【募集期間】9/1～
10/18

愛知県 豊明市 ①
豊明市と愛知教育大学の連携講座「もうガソリ
ン車には乗れない？～環境科学と日常生活の
関わり～」

二酸化炭素を題材としてなぜ温室効果を示すのかという問題やどのようにして低炭素
社会を作り上げればいいのかという問題を中心に、環境問題と日常生活の関わりにつ
いて考えます。

11月10日 豊明市立南部公民館 愛知教育大学・豊明市
【豊明市ＨＰ】
https://www.city.toyoake/lg.jp/6
524.htm

豊明市教育委員会生涯学習課
0562-92-8317

【募集期間】9/1～
10/25

愛知県 豊明市 ① 図書館フェア 「わくわく！！秋のおはなし会」「おもちゃの病院」「文学講座・講演会」など 10月21日～11月29日 豊明市立図書館 豊明市 無料
【豊明市ＨＰ】
https://www.city.toyoake/lg.jp/1
104.htm

豊明市教育委員会図書館
0562-92-4946

愛知県 豊明市 ① 文化体験講座 大人への伝統文化継承のために茶道や俳句、日本舞踊など10の講座を開催します。 10月28日 豊明市文化会館 豊明市文化協会 豊明市文化協会　0562-95-0051

愛知県 豊明市 ①
愛知教育大学と豊明市との連携公開講座
「もうガソリン車には乗れない!?-環境科学と日
常生活の関わり-」

二酸化炭素を題材として取り上げて，なぜ二酸化炭素は温室効果を示すのかという問
題やどのようにして低酸素社会を作り上げればいいのかという課題を中心に，環境問
題と日常生活の関わりについて考えます。

11月10日 豊明市立南部公民館 愛知教育大学・豊明市

【愛知教育大学：公開講座】
https://www.aichi-
edu.ac.jp/renkei/area/lecture.ht
ml

豊明市教育委員会
0562-92-8317

【募集期間】
9月1日～10月25
日

愛知県 豊明市 ① 公開講座
統一テーマは「グローバル社会を生きる」です。１０月２３日は「グローバル社会における
子どもたちを取り巻く学び」を、１０月３０日は「グローバリズムとアイデンティティ」を学び
ます。

10月23日,30日 名古屋キャンパス大講義室
桜花学園大学・
名古屋短期大学地域連携センター

無料

桜花学園大学・名古屋短期大学
地域連携センター公開講座HP：
http://www.ohkagakuen-
u.ac.jp/rcc/index.html

桜花学園大学
名古屋短期大学総務部
0562－97－1306

愛知県 豊明市 ① 豊明市連携講座
講座タイトル「子育ての喜びとバーンアウト」
心と脳の観点から子育てについて考える教養講座です。地域貢献・生涯学習を目的
に、市と共同して行います。

10月27日
全1回

豊明市南部公民館
豊明市、
中部大学

https://www3.chubu.ac.jp/exten
sion/openlecture/

エクステンションセンター
0568-51-4392

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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愛知県 豊川市 ③ 舞台公演「－初恋2018」
モロ師岡、麻丘めぐみ、デビット伊東らによる舞台をお届けします。甘く切ない初恋の記
憶・・・。

10月26日
豊川市文化会館
大ホール

公益社団法人豊川文化協会 http://www.t-bunkyo.net
公益社団法人豊川文化協会
0533-89-7082

愛知県 豊川市 ③ ふれあいみんなの芸術祭　市民総合華展 豊川文化協会に所属する華道の11流派が、一同に会して行う発表会です。 10月27日、28日
豊川市
勤労福祉会館

公益社団法人豊川文化協会 無料 http://www.t-bunkyo.net
公益社団法人豊川文化協会
0533-89-7082

愛知県 豊川市 ③ ふれあいみんなの芸術祭　ほーほう音楽祭
幼稚園児からシルバーまでのすべての世代の市民が出演し、合唱、吹奏楽など幅広い
音楽を披露する発表会です。

10月28日
豊川市文化会館
大ホール

公益社団法人豊川文化協会 http://www.t-bunkyo.net
公益社団法人豊川文化協会
0533-89-7082

愛知県 豊川市 ③ ふれあいみんなの芸術祭　芸能大会
豊川文化協会に所属する団体が、歌謡、三味線、詩吟、舞踊など様々な芸能を披露し
ます。

11月3日
豊川市文化会館
大ホール

公益社団法人豊川文化協会 無料 http://www.t-bunkyo.net
公益社団法人豊川文化協会
0533-89-7082

愛知県 豊川市 ①、③
「文字・活字文化の日」のつどい記念
まいにちおはなし会

豊川市中央図書館の読み聞かせボランティアによるおはなし会を開催します。 10月21日～28日 豊川市中央図書館
豊川市
中央図書館

無料
http://libweb.lib.city.toyokawa.ai
chi.jp/

豊川市中央図書館
0533-85-5536

愛知県 豊川市 ①、③ 秋の図書館まつり 絵本作家講演会、読み聞かせ、野点、ブックトークなど約２０行事を開催します。 10月27日～28日 豊川市中央図書館
豊川市
中央図書館

無料
http://libweb.lib.city.toyokawa.ai
chi.jp/

豊川市中央図書館
0533-85-5536

愛知県 豊川市 ①、③ うちどくおすすめ本の展示
家族で共通の本を読み、その本の感想を話し合うことで、家族の絆を深めるとともに読
書の習慣化を図ることを目的としたうちどく本を展示します。

11月1日～30日 豊川市中央図書館
豊川市
中央図書館

無料
http://libweb.lib.city.toyokawa.ai
chi.jp/

豊川市中央図書館
0533-85-5536

愛知県 豊川市 ①、③ 「文字・活字文化の日」によせて　朗読会 文字・活字文化の日についての理解を深めるため、大人向けの朗読会を開催します。 11月3日 豊川市中央図書館
豊川市
中央図書館

無料
http://libweb.lib.city.toyokawa.ai
chi.jp/

豊川市中央図書館
0533-85-5536

愛知県 豊川市 ③ 蜷川実花展－虚構と現実の間に－

写真家の枠を超え、映画、デザイン、ファッションなど多彩な活動をしている蜷川実花。
本展では「虚構と現実」をテーマにアーティストの写真の本質に迫ります。桜をはじめ色
鮮やかな花々を撮影した「永遠の花」、著名人やスポーツ選手を撮影した「Portraits of
the Time」を中心に、新境地となった「うつくしい日々」などテーマごとに展示を構成しま
す

10月19日～11月17日
豊川市
桜ヶ丘ミュージアム

豊川市
豊川市
桜ヶ丘ミュージアム
0533-85-3775

愛知県 豊川市 ③ 劇団うりんこ「はなのき村」
新美南吉の名作「花のき村と盗人たち」を名古屋の劇団うりんこがアレンジ。心あたた
まるお話をお贈りします。

10月21日
豊川市
一宮生涯学習会館

豊川市
豊川市文化会館
0533-84-8411

愛知県 豊川市 ③
第９回東三河演劇フェスティバル
『今さら』劇団部第３１回公演「新・明暗」

豊川で活動する『今さら』劇団部が、夏目漱石の絶筆を劇作家永井愛が独自にアレンジ
した戯曲を演じます。

10月20日、21日
豊川市
音羽文化ホール

東三河演劇祭実行委員会、豊川市
東三河演劇祭実行委員会
090-3954-0664

愛知県 豊川市 ③ 豊川童謡まつり 「ふるさと童謡の会」主催による、市民参加の音楽会です。 10月27日 豊川市文化会館 ふるさと童謡の会、豊川市 無料
後藤
0533-72-7560

愛知県 豊川市 ③ ０歳からの本格クラシック
赤ちゃんや、小さなお子さまと本格的なクラシックの音楽を楽しみましょう！サックス、ピ
アノとお話を交えてお送りします。親子での参加コーナーもあります。

11月3日
豊川市
音羽文化ホール

豊川市
豊川市文化会館
0533-84-8411

愛知県 豊川市 ③
第９回東三河演劇フェスティバル
陽炎座「瞼の母」

今年の陽炎座は杉森八幡社赤坂の舞台で、十八番の『瞼の母』を上演します。 11月3日、4日
赤坂の舞台
（杉森八幡社境内）

東三河演劇祭実行委員会、豊川市
東三河演劇祭実行委員会
090-3954-0664

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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愛知県 豊川市 ③
あったかハートのコンサート
美麗的調二胡とピアノで紡ぐ美しい調べ

２ヶ月に１回、奇数月にロビーコンサートを行っています。毎回、ハイクオリティなアー
ティストの生演奏をお楽しみいただけます。ボランティアスタッフによる、お茶とお菓子の
おもてなしも大好評です。

11月15日 豊川市御津文化会館
豊川市、あったかハートのコンサート実
行委員会

https://www.city.toyokawa.lg.jp/
saijibunka/bunka/robikonn/conc
ert.html

豊川市御津文化会館
0533-76-3720

愛知県 豊川市 ③
せせらぎたいむ
懐かしい心の歌　童謡・唱歌をあなたに

ボランティア団体が独自に企画運営し、ロビーコンサートを月に1回開催しています。飲
み物・菓子を提供するティータイムコンサートで、様々な楽器や編成を紹介しています。

11月17日
豊川市
音羽文化ホール

豊川市、ウィンディアホールせせらぎ
https://www.city.toyokawa.lg.jp/
saijibunka/bunka/robikonn/conc
ert.html

豊川市音羽文化ホール
0533-88-8010

愛知県 豊川市 ③
情熱のヴァイオリニスト
フランシスコ・フラナ　ヴァイオリンリサイタル

五嶋みどりの愛弟子、スペイン出身、全米で活躍するフラナが、ストラディヴァリウスと
並び称される名器グァルネリで奏でる情熱の調べをお届けします。

11月25日
豊川市
小坂井文化会館

豊川市
豊川市文化会館
0533-84-8411

愛知県 豊川市 ③ 赤坂の舞台伝統芸能公演
杉森八幡社境内にある農村舞台｢赤坂の舞台｣を会場に、金沢歌舞伎ほかによる市内
の伝統芸能の公演を行います。当日は、特設の観客席｢小屋掛け｣でご鑑賞いただけま
す。

10月28日
赤坂の舞台
（杉森八幡社境内）

豊川市
教育委員会

無料
https://www.city.toyokawa.lg.jp/
saijibunka/bunka/bunnkanoosira
se/kabuki.html

豊川市教育委員会生涯学習課
0533-88-8035

愛知県 豊田市 ② 豊田市中学校英語スピーチコンテスト 市内２８の中学校の代表による英語のスピーチコンテストを行います。 10月18日 豊田市福祉センター 豊田市教育研究会 無料 gakkou_k@city.toyota.aichi.jp
教育センター
0565-48-2051

愛知県 豊田市 ② 豊田市高等学校魅力発見フェスタ2018
市内の公立高等学校・高等専門学校・特別支援学校１５校が一堂に会し、各高校の魅
力を発信します。中学生にとっては、工夫された発表を一度に体験でき、直接高校の先
生や生徒に相談することができるので、進路を考える絶好の機会となっています。

10月21日 スカイホール豊田
フェスタ実行委員会
豊田市教育委員会

無料 gakkou_k@city.toyota.aichi.jp
学校教育課
0565-34-6662

愛知県 豊田市 ② 豊田市小中学生科学研究作品展 豊田市内の小中学生の科学研究の内、優秀な研究（作品）を展示します。 10月27日～28日 豊田市産業文化センター
豊田市教育研究会
豊田市教育委員会

無料 ttnet@city.toyota.aichi.jp
教育センター
0565-48-2051

愛知県 豊田市 ① もった博士のかがく倶楽部 にぼしの解剖を通して生き物の歴史や環境を守ることの大切さを考えます。 10月28日 環境学習施設eco-T 豊田市 www.eco-toyota.com
環境学習施設eco-T
0565-26-8058

参加費300円

愛知県 豊田市 ① エコ・キッズスペース ペットボトルを使ったピザづくりを通して食品ロスについて学びます。 10月31日 環境学習施設eco-T 豊田市 www.eco-toyota.com
環境学習施設eco-T
0565-26-8058

参加費300円

愛知県 豊田市 ① ダンボールコンポスト講座 ダンボール箱を利用した生ごみからの堆肥づくりを学びます。 11月7日 環境学習施設eco-T 豊田市 www.eco-toyota.com
環境学習施設eco-T
0565-26-8058

参加費500円

愛知県 豊田市 ① 親子で野遊びしよう　秋編 野遊びしながら、親子でゆっくりと森を歩きます。 10月27日 豊田市自然観察の森 豊田市
http://www.toyota-
kansatsu.com/

豊田市自然観察の森
0565-88-1310

10月17日から電話
予約
参加費100円
雨天中止

愛知県 豊田市 ① 西広瀬町で植物の化石を見つけよう 豊田市西広瀬町に書植物の火星を探しに行きます。 10月28日 豊田市自然観察の森 豊田市
http://www.toyota-
kansatsu.com/

豊田市自然観察の森
0565-88-1310

10月18日から電話
予約
参加費100円
雨天中止、現地集
合

愛知県 豊田市 ① 矢並湿地自由観察の日（４） 矢並湿地でウメバチソウなどを観察します。 11月3日 豊田市自然観察の森 豊田市 無料
http://www.toyota-
kansatsu.com/

豊田市自然観察の森
0565-88-1310

申込は直接現地で
雨天中止

愛知県 豊田市 ① 森のおはなし会 森を歩いて秋をみつけにいきます。 11月3日 豊田市自然観察の森 豊田市 無料
http://www.toyota-
kansatsu.com/

豊田市自然観察の森
0565-88-1310

申込は当日会場で

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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愛知県 豊田市 ① 森あそび ドングリで遊びます。 11月4日 豊田市自然観察の森 豊田市
http://www.toyota-
kansatsu.com/

豊田市自然観察の森
0565-88-1310

10月25日から電話
予約
参加費3歳以上
100円

愛知県 豊田市 ① DIYリフォーム塾 温暖化について学び、断熱の大切さをDIY体験を通して学びます。 10月27日 足助一隅舎 豊田市 www.toyota-efami.com
とよたエコライフセンター
0565-41-7391

10月12日までに電
話予約
HPは10月1日ごろ
更新

愛知県 豊田市 ①、③ 図書館開館20周年記念イベント
図書館開館20周年を記念したイベントの開催
記念講演会、バリアフリー映画等の上映会、施設の裏側見学会、
おはなし会、ビブリオトーク、工作教室（アロマキャンドルづくり）など

10月20日～11月18日 豊田市中央図書館、参合館 豊田市中央図書館
【豊田市中央図書館HP】
https://www.library.toyota.aichi.j
p/

豊田市中央図書館
0565-32-0717

工作教室は有料、
その他は無料

愛知県 豊田市 ①③ 豊田市民芸館特別展「棟方志功と柳宗悦」 国際的に高い評価を受けている版画家・棟方志功の展覧会 10月6日～12月16日 豊田市民芸館 豊田市教育委員会
http://www.mingeikan.toyota.aic
hi.jp

豊田市文化財課民芸館
0565-45-4039

一般300円、大高
生200円、　中学生
以下と70歳以上、
豊田市内在住・在
学の高校生、障が
い者は無料（要証
明書）

愛知県 豊田市 ③ 小原地域の作家展２０１８
「人々が自らの生活をデザインし、よりよい暮らしを創造しよう。」の理念と豊田小原和
紙工芸の祖、藤井達吉の言葉を具現化するために開催します。

10月30日〜12月2日 豊田市和紙のふるさと 豊田市
washinofurusato@city.toyota.aich
i.jp

豊田市和紙のふるさと
0565-65-2151

愛知県 豊田市 ①、③ とよたものづくりフェスタ2018（わくわくワールド）
トヨタ技術会による「ＴＥＳフェスティバル」と共同で開催するもので、子どもたちがものづ
くりの楽しさを出展者と一緒に感じるイベントです。

11月11日 スカイホール豊田
とよたものづくりフェスタ実行委員会
トヨタ技術会

無料
ものづくりサポートセンター
0565-47-1260

愛知県 豊田市 ①、③ 第５６回　豊田市民美術展　展覧会
市民が取り組む創作活動の充実と深化のために開催。「絵画」、「彫刻・インスタレー
ション」、「工芸」、「書道」、「写真」、「デザイン」の６部門で実施。

11月18日～11月25日 豊田市民文化会館　展示室A・B
豊田市、
豊田市教育委員会

無料
文化振興課
0565-34-6631

作品応募期間は
10月1日～10月15
日

愛知県 豊田市 ③
あいちトリエンナーレ地域展開事業「Windshield
Time－わたしのフロントガラスから　現代美術
in 豊田」　おでかけ展示

あいちトリエンナーレの開催成果を県内各地に広め、文化芸術への関心を高めるととも
に、あいちトリエンナーレ2019の開催気運の醸成を図るために実施。1月から開催され
るメインの現代美術展に先だって、より多くの方々に現代美術に触れてもらうために、
中山間地域の施設を活用して現代美術作品を展示する。

（足助）
10月30日～11月1日
（稲武）11月2日～4日

（足助）足助病院
（稲武）道の駅どんぐりの里いな
ぶ及びその周辺

あいちトリエンナーレ
地域展開事業実行委員会、
豊田市、
豊田市教育委員会

無料
文化振興課
0565-34-6631

メインの現代美術
展は2019年1月19
日～2月11日

愛知県 豊田市 ②、③ ジュニアブラスコンサート 小学校金管バンドの演奏会を通して、音楽文化の振興と次代の担い手を育てる。 11月3日 名鉄豊田市駅　ギャザ前広場
豊田市文化振興財団、
豊田市、
豊田市教育委員会

無料
豊田市文化振興財団
文化事業課
0565-31-8804

愛知県 豊田市 ②、③ 吹奏楽フェスティバル
豊田加茂吹奏楽連盟による、中学校と高等学校の吹奏楽の演奏を通して、音楽文化
の振興と次代の担い手を育てる。

11月4日 豊田市民文化会館　大ホール
豊田市文化振興財団、
豊田市、
豊田市教育委員会

無料
豊田市文化振興財団
文化事業課
0565-31-8804

愛知県 豊田市 ③ 秋季市民茶会
秋季の市民茶会を開催し、市民に茶の湯が楽しめる席を提供し、生活文化の向上を図
る。

11月4日
豊田市美術館内
童子苑　又日亭

豊田市文化振興財団、
豊田市、
豊田市教育委員会

無料
豊田市文化振興財団
文化事業課
0565-31-8804

愛知県 豊田市 ③ とよたこども創造劇場　公演
地域の未来を担う子どもたちに演劇の持つ力を活用し、豊かな情操を養うとともに、本
市における未来の地域文化を担う人材育成を行う。

11月4日 豊田市民文化会館小ホール
豊田市文化振興財団、
豊田市、
豊田市教育委員会

豊田市文化振興財団
文化事業課
0565-31-8804

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



428

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

愛知県 豊田市 ①・③ 「秋のぶらコロモ～グルめぐり編～」
クイズを解きつつまちなかを散策し、挙母の町の歴史・文化を発見してもらうイベントで
す（ガイドはつきません）。

9月1日～11月30日
豊田市中心街（地図は、近代の
産業とくらし発見館でお渡ししま
す。）

豊田市教育委員会 無料 www.toyota-hakken.com
文化財課
近代の産業とくらし発見館
0565-33-0301

愛知県 豊田市 ①・③ 旧鈴木家住宅修理工事特別公開
現在修理が行われている旧鈴木家住宅を一般の方公開し、見学をしてもらうイベントで
す。体験していただくコーナーもあります。

11月3日 足助町内 豊田市教育委員会 無料
文化財課　足助分室
0565-62-0609

愛知県 豊田市 ①・③ 朝日丘交流館フェスタ
朝日丘交流館フェスタに参加し、新博物館事業の周知活動と市民からの意見の募集を
行います。

11月4日 朝日丘交流館 豊田市 無料 ph-toyota.jp
朝日丘交流館
0565-34-1561

文化財課は交流
館主催のイベント
に、ブースを出展
します。

愛知県 豊田市 ①・③
市史講座自然編２
豊田市の川と地形探訪ツアー

今年度発行された『新修豊田市史　自然編』に掲載された豊田市の地域をめぐるツアー
です。豊田を流れる川が形成した地形を発見して歴史を学ぶとともに、自然を体感して
もらいます。

11月10日 豊田市内 豊田市教育委員会 無料
文化財課
市史編さん室
0565-36-0570

愛知県 豊田市 ①・③ 豊田市こども棒の手演技大会
県の指定無形文化財である豊田市の棒の手の未来を担う小学生から高校生を対象に
演技大会を実施します。また、この機会に棒の手への関心を高め、担い手の幅を広げ
るために活動を行います。

11月18日 猿投棒の手ふれあい広場 豊田市教育委員会 無料 www.toyota-rekihaku.com
文化財課
豊田市郷土資料館
0565-35-6561

愛知県 豊田市 ①，③
豊田市共催公開講座
「比較君主制論：世界史のなかの日本皇室」

天皇代替わりの諸行事を来年に控え、世界の君主制（ローマ、ドイツ、イギリス、フラン
ス、ロシアなど）の経験を参考に、日本の皇室制度について考えます。（全2回講座）

10月5日，11月2日
とよた男女共同参画センター
22会議室

愛知県立大学地域連携センター 無料
http://www.bur.aichi-
pu.ac.jp/renkei/regionalalliances
/002613.html

愛知県立大学
研究支援・地域連携課
℡：0561-76-8843
メール：renkei@bur.aichi-pu.ac.jp

愛知県 豊田市 ③
平成30年度地域展開事業
「Windshield Time－わたしのフロントガラスから
現代美術 in 豊田」（おでかけ展示）

平成31年1月19日（土）から平成30年2月11日（月・祝）に開催される現代美術展に先
立って、より多くの方々に現代美術に触れていただくために、豊田市中山間地域の医
療施設や道の駅を活用して、現代美術展に出展する作家の作品を展示します。また、
どなたでも参加できるワークショップも行います。

①10/30　～11/1
②11/2　～11/4

①足助病院
②道の駅どんぐりの里いなぶ

あいちトリエンナーレ地域展開事業
実行委員会事務局
（愛知県文化芸術課内）

無料
http://aichi-
art.com/contemporary-
art/index.html

052-954-6183（内：2462）

愛知県 豊田市
②，③，
④

こうよう祭

年に１度，秋に開催され，各学科やクラス，クラブなどによる展示披露を主な目的として
います。日々高専で学んでいることや，それぞれのクラブでの成果を発揮した素晴らし
い展示を御覧いただけます。また，全日程を通して実行委員会によるステージ上でのイ
ベントを行っています。

11月3日，4日 豊田工業高等専門学校 豊田工業高等専門学校 無料 https://www.toyota-ct.ac.jp/
学生課学生支援係
0565-36-5913

愛知県 豊橋市 ①、④ 自然史博物館自由研究展 市内の小中学生が行った自由研究の優秀作品を展示します。 10月13日～11月11日 豊橋市自然史博物館 豊橋市自然史博物館
http://www.toyohaku.gr.jp/sizen
si/

豊橋市自然史博物館
（0532-41-4747）

愛知県 豊橋市 ①、④
解説会
シロアリをあやつろう①

シロアリの道しるべフェロモンについての実験に挑戦します。 10月20日 豊橋市自然史博物館 豊橋市自然史博物館
http://www.toyohaku.gr.jp/sizen
si/

豊橋市自然史博物館
（0532-41-4747）

愛知県 豊橋市 ①、④
解説会
シロアリをあやつろう②

シロアリの道しるべフェロモンについての実験に挑戦します。 11月17日 豊橋市自然史博物館 豊橋市自然史博物館
http://www.toyohaku.gr.jp/sizen
si/

豊橋市自然史博物館
（0532-41-4747）

愛知県 豊橋市 ①、④
講演会　名古屋大学出前授業①
永久凍土と気候変動

シベリアとモンゴルの気候変動についてお話しします。そして、地球温暖化が両地域の
永久凍土に与える影響を調査した結果をご紹介します。

11月18日 豊橋市自然史博物館 豊橋市自然史博物館
http://www.toyohaku.gr.jp/sizen
si/

豊橋市自然史博物館
（0532-41-4747）

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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愛知県 豊橋市 ① 第35回資源をくらしに生かす創意工夫展
身の回りにある資源（不用になったもの）をリユース・リフォームした、くらしに役立つ作
品を募集・展示します。

10月13日～11月11日
豊橋市視聴覚教育センター・
地下資源館

豊橋市教育部科学教育センター 無料
http://www.toyohaku.gr.jp/chika
/

豊橋市地下資源館
（0532-41-2833)

愛知県 豊橋市 ③ 秋の市民茶会 市内8流派による秋の合同茶会です。 10月20日～21日 豊橋市民文化会館
公益財団法人
豊橋文化振興財団

公益財団法人
豊橋文化振興財団
0532-39-5211

愛知県 豊橋市 ③ 豊橋総合いけばな展 市内9流派による合同花展です。 10月20日～21日 豊橋市民文化会館展示室
公益財団法人
豊橋文化振興財団

無料
公益財団法人
豊橋文化振興財団
0532-39-5211

愛知県 豊橋市 ③ 丸山薫研究会講演会「丸山薫の世界」
豊橋ゆかりの詩人・丸山薫に関する講演です

10月27日
アイプラザ豊橋
205・206会議室

豊橋市役所
「文化のまち」づくり課

無料
豊橋市役所
「文化のまち」づくり課
0532-51-2874

愛知県 豊橋市 ③ 華氏451度
アメリカＳＦ小説界きっての叙情詩人、レイ・ブラッドベリの傑作ディストピア小説を、長塚
圭史と白井晃とのタッグにより日本初舞台化します。

10月27日～28日
穂の国とよはし芸術劇場PLAT
主ホール

公益財団法人
豊橋文化振興財団

https://www.toyohashi-
at.jp/event/performance.php?id=
519

プラットチケットセンタ―
0532-39-3090

愛知県 豊橋市 ③
第60回邦楽大会　民謡・三味線・尺八・大正琴・
太鼓・筝曲・長唄・小唄の部

市内邦楽団体による演奏会です。 10月28日
豊橋市民文化会館
ホール

公益財団法人
豊橋文化振興財団

公益財団法人
豊橋文化振興財団
0532-39-5211

愛知県 豊橋市 ③ 第47回俳画展 一般公募による俳画作品約100点を展示します。 10月30日～11月4日
豊橋市民文化会館
展示室

公益財団法人
豊橋文化振興財団

無料
公益財団法人
豊橋文化振興財団
0532-39-5211

愛知県 豊橋市 ③ 切手展 豊橋趣味の切手同好会による各種切手の展覧会です。 10月30日～11月4日
豊橋市民文化会館
展示室

公益財団法人
豊橋文化振興財団

無料
公益財団法人
豊橋文化振興財団
0532-39-5211

愛知県 豊橋市 ③ 野村万作・野村萬斎　狂言公演　2018 狂言『萩大名』、『悪太郎』を上演します。 11月2日
穂の国とよはし芸術劇場
PLAT主ホール

公益財団法人
豊橋文化振興財団

https://www.toyohashi-
at.jp/event/performance.php?id=
520

プラットチケットセンタ―
0532-39-3090

愛知県 豊橋市 ③ 第44回豊橋音楽連盟コンサート 豊橋音楽連盟会員生徒によるクラシック音楽を中心としたコンサートです。 11月3日
豊橋市民文化会館
ホール

公益財団法人
豊橋文化振興財団

公益財団法人
豊橋文化振興財団
0532-39-5211

愛知県 豊橋市 ③ 高校生と創る演劇『滅びの子らに星の祈りを』 公募した高校生キャスト・スタッフがプロのスタッフと創り上げる演劇です。 11月3～4日
穂の国とよはし芸術劇場
PLAT　アートスペース

公益財団法人
豊橋文化振興財団

https://www.toyohashi-
at.jp/event/performance.php?id=
521

プラットチケットセンター
0532-39-3090

愛知県 豊橋市 ③ ゲゲゲの先生へ
水木しげるの「世界観」を原作にした完全なオリジナルストーリーに、幾つかの原作短
編を織り込んだ演劇です。

11月9日～11日
穂の国とよはし芸術劇場
PLAT 主ホール

公益財団法人
豊橋文化振興財団

https://www.toyohashi-
at.jp/event/performance.php?id=
522

プラットチケットセンタ―
0532-39-3090

愛知県 豊橋市 ③ 第61回邦楽大会　吟剣詩舞の部 市内邦楽団体による吟詠・剣詩舞会です。 11月11日
豊橋市民文化会館
ホール

公益財団法人
豊橋文化振興財団

公益財団法人
豊橋文化振興財団
0532-39-5211

愛知県 豊橋市 ③ 第50回コーラスのつどい 市内で活動するコーラスグループが一同に集うコンサートです。 11月14日
豊橋市民文化会館
ホール

公益財団法人豊橋文化振興財団・
コーラスのつどい代表者会議

無料
公益財団法人
豊橋文化振興財団
0532-39-5211

愛知県 豊橋市 ③ 第60回邦楽大会　民踊・新舞踊の部 市内邦楽団体による演奏会です。 11月18日
豊橋市民文化会館
ホール

公益財団法人
豊橋文化振興財団

公益財団法人
豊橋文化振興財団
0532-39-5211
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愛知県 豊橋市 ③ 第28回吉田文楽保存会定期公演
慶長年間より継承する飽海人形浄瑠璃芝居（吉田文楽）の保存会による定期公演で
す。

11月25日 豊橋市民文化会館 吉田文楽保存会 無料
豊橋市役所
「文化のまち」づくり課
0532-51-2873

愛知県 豊橋市 ①
明治150年
豊橋の近代を築いた者たち

明治における豊橋の近代化や発展の歩みを振り返り、明治を過ごし近代豊橋を築いた
先駆者18人をとりあげ、人物像及びその業績を紹介する。

11月10日～1月6日 豊橋市中央図書館 図書館 無料
http://www.library.toyohashi.aich
i.jp/

豊橋市中央図書館
0532-31-3131

愛知県 豊橋市 ①、③
豊橋まつり関連イベント
「わくわく縄文＆弥生体験」

文化財センターで、まつり体験。勾玉や小さな土器づくりを随時行います。 10月20日．21日 豊橋市文化財センター 豊橋市
【豊橋市美術博物館ホームペー
ジ】http://www.toyohashi-
bihaku.jp/

豊橋市文化財センター
0532-56-6060

愛知県 豊橋市 ①、③ 第２回とよはし歴史座「土偶を語ろう２」 縄文時代における東日本の土偶と東海地方の土偶の関係について紹介します。 11月10日 豊橋市民センター 豊橋市 無料
【豊橋市美術博物館ホームペー
ジ】http://www.toyohashi-
bihaku.jp/

豊橋市文化財センター
0532-56-6060

愛知県 豊橋市 ①、③ 史跡ウォーキング「第６回　普門寺ウォーク」 普門寺旧境内の遺構を、マップを片手に自由に散策します。 11月24日 普門寺（雲谷町）周辺 豊橋市 無料
【豊橋市美術博物館ホームペー
ジ】http://www.toyohashi-
bihaku.jp/

豊橋市文化財センター
0532-56-6060

愛知県 豊橋市 ①、③ 幕末明治の浮世絵探訪展
幕末明治の浮世絵版画を通して、世相が目まぐるしく展開した激動期の日本の様子を
紹介します。

10月6日～11月18日 豊橋市二川宿本陣資料館 豊橋市
【豊橋市二川宿本陣資料館ホー
ムページ】http://www.futagawa-
honjin.jp/

豊橋市二川宿本陣資料館
0532-41-8580

愛知県 豊橋市 ①、③ 二川宿本陣まつり「大名行列」
二川宿の旧街道を舞台に、吉田城主松平伊豆守の大名行列をモデルとした時代風俗
絵巻を再現します。

11月4日 豊橋市二川宿本陣資料館周辺
二川宿本陣まつり開催実行委員会
豊橋市

【豊橋市二川宿本陣資料館ホー
ムページ】http://www.futagawa-
honjin.jp/

豊橋市二川宿本陣資料館
0532-41-8580

愛知県 豊橋市 ①、③
北澤美術館所蔵　ルネ・ラリックの香水瓶
－アール・デコ、香りと装いの美－

宝飾デザイン、ガラス工芸の巨匠ルネ・ラリック（1860-1945）が手掛けた香水瓶を中心
に、アクセサリーやランプ、化粧品容器などを展示します。

9月22日～11月18日 豊橋市美術博物館 豊橋市
【豊橋市美術博物館ホームペー
ジ】http://www.toyohashi-
bihaku.jp/

豊橋市美術博物館
0532-51-2882

愛知県 豊橋市 ① Jr.サイエンス講座
科学技術への興味・関心を高めてもらうため，小中学生に簡単な実験・実習を体験して
もらいます。

10月20日～21日 豊橋市視聴覚教育センター 国立大学法人豊橋技術科学大学 無料
http://www.sharen.tut.ac.jp/
（掲載予定）

研究支援課地域連携係
0532-44-6569

愛知県 豊橋市 ① 豊橋技術科学大学一般公開講座
高校生以上の地域の方に，科学，技術，ものづくりの面白さを知って頂くため，公開講
座を開催します。

11月12日、19日、28日
豊橋技術科学大学 A2-101講義
室

国立大学法人豊橋技術科学大学 無料
http://www.tut.ac.jp/cooperatio
n/ecourse.html

研究支援課地域連携係
0532-44-6569

愛知県 豊山町 ① 図書リサイクル 保存期限の過ぎた図書館の図書や雑誌を希望者に譲渡します。 未定 豊山町社会教育センター 豊山町教育委員会事務局 無料
豊山町社会教育センター
図書室
0568-28-5449

月曜休館

愛知県 豊山町 ①、④ 豊山町環境フェスティバル
ごみ減量、リサイクルなど地球環境をいかにして守るかを学ぶため、廃棄物処理施設Ｐ
Ｒ、おもちゃ病院、ごみ収集体験のほか、フリーマーケットを行います。

11月10日 スカイプール駐車場 豊山町
住民課環境保全係
0568-28-0916

愛知県 豊山町 ③ 豊山町文化展 陶芸、生け花、絵画、手芸、書、写真等の作品展示を行います。 11月10日～11日 豊山町社会教育センター 豊山町文化協会
豊山町文化協会
0568-28-2102

出品料：会員は無
料、会員以外は1
点につき300円

愛知県 豊山町 ③ 豊山町芸能発表会 文化協会所属芸能クラブによる芸能発表を行います。 11月11日 豊山町社会教育センター 豊山町文化協会
豊山町文化協会
0568-28-2102

愛知県 長久手市 ①，③
愛知県立大学平成30年度公開講座
「紙の道の文化史」

４回講座。
美しくしなやかな紙の多彩な表情とその機能。律令国家の公文書、王朝文学の装飾
紙、さまざまな造形作品、文化財の修復、までを理解していきます。

10月27日，11月24日，
12月8日，1月12日

愛知県立大学
長久手キャンパス
Ｓ棟　Ｓ101教室

愛知県立大学地域連携センター
1,000円
（※）

http://www.bur.aichi-
pu.ac.jp/renkei/koza/002621.ht
ml

愛知県立大学
研究支援・地域連携課
℡：0561-76-8843
メール：renkei@bur.aichi-pu.ac.jp

※全4回受講分で
すが、1回の受講
でも同額です

愛知県 長久手市 ①，③

「世界展開する海外日本研究者に学ぶ」シンポ
ジウム
「連動するアジア・日本・愛知－アジア太平洋戦
争と知識人」

台湾・東呉大学の頼雲荘氏（日本近代文学）と高知県立大学のヨース・ジョエル氏（日本
思想史）により、太宰治や丸山真男といった知識人のアジア太平洋戦争の戦中戦後の
あり方について講演します。

10月17日
愛知県立大学
長久手キャンパス
Ｓ棟　Ｓ201教室

愛知県立大学日本文化学部 無料
http://www.bur.aichi-
pu.ac.jp/renkei/regionalalliances
/002606.html

愛知県立大学
研究支援・地域連携課
℡：0561-76-8843
メール：renkei@bur.aichi-pu.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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第60回「教育・文化週間」関連行事

愛知県 長久手市 ③ 愛知県立芸術大学　芸術祭
学生による作品の展示や演奏会・オペラ・また屋外ステージや学生たちこだわりの模擬
店など盛りだくさんの内容です。

11月2日～11月4日 愛知県立芸術大学
愛知県立芸術大学芸術祭
実行委員会

無料
愛知県立芸術大学
学務課学生支援・国際連携係
電話0561-76-2843

愛知県 長久手市 ③
2018年法隆寺金堂壁画模写秋季展
【特別陳列】つなぐ、浄土、穢土

法隆寺金堂壁画模写を中心とする模写作品展。
時間：10:00～16:00
会場：愛知県立芸術大学 法隆寺金堂壁画模写展示館
入場料：無料
休館日：月曜（ただし、祝日の場合は翌日）及び11月24日（土）、25日（日）休館

①9月15日～9月30日
②10月19日～11月4日
③11月16日～11月30日

愛知県立芸術大学
法隆寺金堂壁画模写展示館

愛知県立芸術大学 無料

愛知県立芸術大学HP：
http://www.aichi-fam-
u.ac.jp/guide/guide02/guide02-
03.html

芸大芸術資料館
金子・川上・三浦
0561-76-4698

愛知県 長久手市 ③ 第43回美術学部教員展

愛知県立芸術大学美術学部教員による、近年の作品や研究の発表展。油画、日本
画、デザイン、彫刻、陶磁専攻の各教員が出品。
時間：10:30～16:30
会場：愛知県立芸術大学 芸術資料館
入場料：無料
休館日：月曜

11月1日～11月11日 愛知県立芸術大学 芸術資料館 愛知県立芸術大学 無料
愛知県立芸術大学HP：
http://www.aichi-fam-u.ac.jp/

芸大芸術資料館
三浦・川上・金子
0561-76-4698

愛知県 長久手市 ③ 愛知県立大学第21回県大祭
学生によるバンドﾞ演奏、ダンス、ゲームなどの企画がステージで行われ、さまざまな料
理を味わうことのできる模擬店、無料の芸能人ライブﾞ等多くの催し物が実施されます。
夜はイルミネーションや花火もあり、盛りだくさんな内容です。

11月2日　～4日
愛知県立大学
長久手キャンパス

愛知県立大学 無料
【第21回県大祭HP】
https://21stkohosns.wixsite.com
/21stapukendaisai

愛知県立大学学生支援課
Tel　0561-76-8828

愛知県 長久手市 ③ 第6回長久手市芸能フェスタ 長久手市文化協会及び市内の団体が楽器演奏、舞踊等、日頃の成果を発表します。 11月18日 文化の家 長久手市文化協会 無料
10月末から市にHP掲載
http://www.city.nagakute.lg.jp/in
dex.html

長久手市くらし文化部
生涯学習課
0561-56-0627（直通）

愛知県 長久手市 ③ 平成30年度色金山茶会
色金山で軍議を開いたとされる徳川家康や小牧・長久手の戦いの歴史をしのびなが
ら、茶道に親しむ機会を提供します。

10月28日 色金山歴史公園 長久手市文化協会・長久手市

前売350円
当日400円
（数に限り
があります）

9月末から市にHP掲載
http://www.city.nagakute.lg.jp/in
dex.html

長久手市くらし文化部
生涯学習課
0561-56-0627（直通）

愛知県 長久手市 ④
看護学研究科特別講義「人生１００年時代，治
す医療から治る医療へ」

本研究科では，特別講義として，各領域の専門性をさらに高めるために，各分野の専
門家（学外講師）によるトピックスを学際的な視点で展開しています。このため，看護の
展望や看護の探究心，知的好奇心を育成するとともに，看護専門職者としての意識改
革，看護に対する関心への動機付けをねらい，特別講義を年に数回開講しています。
本講義では，眼科医であり産業医でもある三宅琢先生に，治す医療から治る医療へ」と
パラダイムの転換について説明していただきます。

10月26日
愛知医科大学
大学本館303講義室

愛知医科大学大学院
看護学研究科

無料
http://www.aichi-med-
u.ac.jp/su09/su0910/index.html

看護学部教学課
TEL 0561-61-1827

愛知県 長久手市 ④
看護学研究科特別講義「多職種連携コンピテン
シーをどのようにIPEやIPWに活用できるか？ 」

本研究科では，特別講義として，各領域の専門性をさらに高めるために，各分野の専
門家（学外講師）によるトピックスを学際的な視点で展開しています。このため，看護の
展望や看護の探究心，知的好奇心を育成するとともに，看護専門職者としての意識改
革，看護に対する関心への動機付けをねらい，特別講義を年に数回開講しています。
本講義では，多職種連携のコアコンピテンシーを開発した筑波大学の春田淳志先生に
より、コンピテンシーモデルの概要と，そのモデルをどう活用するのか，現場の実践例を
交えてわかりやすく説明していただきます。

11月26日
愛知医科大学
大学本館303講義室

愛知医科大学大学院
看護学研究科

無料
http://www.aichi-med-
u.ac.jp/su09/su0910/index.html

看護学部教学課
TEL 0561-61-1827

愛知県 名古屋市 ③
愛知県立芸術大学管弦楽団
第29回定期演奏会

18：45開演（18：15開場）
愛知県芸術劇場 コンサートホール
指揮：尾高忠明
演奏：愛知県立芸術大学管弦楽団
一般1,000円　学生500円

11月30日
愛知県芸術劇場
コンサートホール

愛知県立芸術大学、
愛知県芸術劇場

一般1,000
円　学生500
円

愛知県立芸術大学HP：
http://www.aichi-fam-u.ac.jp/

芸術大学芸術情報・広報課
藤原、近藤
0561-76-2873

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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愛知県 名古屋市 ①，③
地域連携事業
「インドネシア現地経済事情講習会」
-2019年大統領選挙を控えたインドネシア経済-

元JETROアジア経済研究所主任研究員の松井和久氏を講師にお迎えして2019年大統
領選挙を控えたインドネシア経済についてお話しいただきます。

11月9日
愛知県立大学
サテライトキャンパス　講義室
（ウインクあいち15階）

愛知県立大学
地域連携センター

無料
http://www.bur.aichi-
pu.ac.jp/renkei/regionalalliances
/002610.html

愛知県立大学
研究支援・地域連携課
℡：0561-76-8843
メール：renkei@bur.aichi-pu.ac.jp

愛知県 名古屋市 ③ 第23回アートフィルム・フェスティバル

実験映画やビデオ・アート、ドキュメンタリーなど、様々なジャンルの映像作品を横断的
に特集する上映会です。
勅使川原三郎が監督し、山口小夜子らが出演した『T-CITY』(1993年、愛知県美術館
蔵)などを上映します。

10月26日～11月4日
愛知芸術文化センター
12階アートスペースA

愛知県美術館 無料 http://www-art.aac.pref.aichi.jp/
愛知県美術館
Tel.052-971-5511(代)

愛知県 名古屋市 ③
愛知県図書館
おはなし会

子どもたちに、読書により親しんでもらうために、絵本など
の読み聞かせを行います。
1日2回開催
1回目　午前11時30分～11時50分（幼児向け)
2回目　午後2時30分～3時(小学生向け）

10月20日・11月4日・17日 愛知県図書館 愛知県図書館 無料
【愛知県図書館HP】
http://www.aichi-pref-library.jp/

愛知県図書館
TEL052-212-2323(代）

愛知県 名古屋市 ③
愛知県図書館
あかちゃん向けおはなし会

赤ちゃん（0～2歳児）とその保護者に、本の楽しさを身近に感じてもらうために、絵本の
読み聞かせやわらべ歌遊びを行います。

10月24日・11月14日 愛知県図書館 愛知県図書館 無料
【愛知県図書館HP】
http://www.aichi-pref-library.jp/

愛知県図書館
TEL052-212-2323(代）

愛知県 名古屋市 ①
愛知県図書館
第2回こどもの健康講座
「親子で楽しく学ぶ　冬の感染症予防」

 冬に流行する感染症に対し、家庭でできる予防法など、知っていると役立つ基礎知識
についての講話です。 11月10日 愛知県図書館 愛知県図書館 無料

【愛知県図書館HP】
http://www.aichi-pref-library.jp/

愛知県図書館
TEL052-212-2323(代）

愛知県 名古屋市 ③
愛知県図書館
作ってみよう！クリスマスリース

紙ひもを使用してクリスマスリース作りを行います。 11月18日 愛知県図書館 愛知県図書館 無料
【愛知県図書館HP】
http://www.aichi-pref-library.jp/

愛知県図書館
TEL052-212-2323(代）

愛知県 名古屋市 ①
愛知県図書館
講演会「過去から学び、いまを知り、将来の南
海トラフ巨大地震に備える」

災害と防災関連の企画、過去の災害から学び今後にいかに備えるかについての講義
です。

10月20日 愛知県図書館 愛知県図書館 無料
【愛知県図書館HP】
http://www.aichi-pref-library.jp/

愛知県図書館
TEL052-212-2323(代）

愛知県 名古屋市 ③
愛知県美術館学芸員による連続講座
美術と文学
第3回 「マルセル・デュシャンの図書館」

「美術と文学」という共通テーマのもと、学芸員が専門分野の中からお話します。 10月26日 愛知県図書館 愛知県美術館、愛知県図書館 無料
【愛知県図書館HP】
http://www.aichi-pref-library.jp/

愛知県図書館
TEL052-212-2323(代）

愛知県 名古屋市 ③ 久屋ぐるっとアート
名古屋市栄北(久屋)地区をアートでつなぐことで街に賑わいをつくるため、愛知芸術文
化センターを始めとした久屋エリアの施設が連携して行うアートの祭典。

11月2日～4日
愛知芸術文化センター、
オアシス21ほか久屋エリア一帯

久屋ぐるっとアート事務局
（愛知県芸術劇場）

愛知県芸術劇場
052-971-5609

愛知県 名古屋市 ① 平成30年度愛知県子ども読書活動推進大会

地域や学校等で子供の読書推進活動の核となる人材の育成とともに、そのネットワー
ク化を図るため、子供の読書に関するボランティア団体、図書館、学校等の関係者、子
供の読書活動に関心のある方を対象に開催している。今年度は、「子供同士で本の魅
力を伝え合う活動」をテーマに、「子ども司書」に関する基調講演、「高校生直木賞」、
「ティーンズ交流会」等の事例発表、及び来場者参加者型のディスカッションを予定して
いる。

11月2日 愛知県図書館　大会議室（5階）
愛知県教育委員会、
愛知県子ども読書活動推進協議会

無料
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/
syogaigakushu/0000054336.html

愛知県教育委員会
生涯学習課

愛知県 名古屋市 ③ 第５４回名古屋市教育祭高等学校音楽会
名古屋市立高校生によって、合唱、邦楽、軽音楽、ジャズ、吹奏楽、管弦楽と、幅広い
ジャンルの演奏が披露される。

11月3日 アートピアホール 名古屋市教育祭実施委員会 無料 052－972-3232

愛知県 名古屋市 ③
第７１回名古屋市教育祭
小中学校連合音楽会

合唱や器楽合奏、吹奏楽、ジャズ、和太鼓、トーンチャイムなど、様々な形態による演
奏が発表され、多くの保護者や市民が鑑賞する。

11月7日 日本特殊陶業市民会館 名古屋市教育祭実施委員会 無料 052－972-3232

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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愛知県 名古屋市 ②、③
第４０回姉妹友好都市児童生徒書画展、
第６３回名古屋市児童生徒造形作品展

市内小中学校各学年の指導内容を踏まえた個人の造形作品の中から児童生徒のよさ
表現された作品（書画）を出品する。また、「姉妹友好都市」の児童生徒の作品を発表し
合い、その作品を展示する。

11月２１日～２５日 名古屋市博物館
名古屋市教育委員会・
名古屋市造形研究会・
名古屋姉妹友好都市協会

無料 052－972-3232

愛知県 名古屋市 ① 一橋大学中部アカデミア
社会科学の総合大学ならではの諸問題に対する優れた分析と方策を提唱するために、
東海地域で特化したシンポジウムや講演を行っています。

10月20日 ミッドランドホール 国立大学法人一橋大学 無料

大学ＨＰ：
http://www.hit-
u.ac.jp/extramural/chubu-
a/guide/9th_20181020guid.html

総務部研究・社会連携課
TEL 042-580-8058

愛知県 名古屋市 ①
公開講座「豊かな生活とは何だろう
快適で安全な生活を支える科学技術」

化学材料系・都市系・機械系・電気電子系・建築系の様々な観点から、環境を守るため
の最新技術の研究の様子をわかりやすく解説します。

10月6日,13日,27日 名古屋工業大学
名古屋工業大学・
名古屋市教育委員会

高校生以下
は無料

https://www.nitech.ac.jp/course
/kouza/koukou/18.html

学務課学部係
052-735-5066

愛知県 名古屋市 ①
公開講座「プログラミング体験～ロボットを動か
すプログラムを作ろう～」

コンピュータの入った機器を思い通りに制御するために必要なプログラミングの考え方
を学び、ロボットを動かすプログラムを作ります。

10月27日 名古屋工業大学 名古屋工業大学 無料
https://www.nitech.ac.jp/course
/kouza/koukou/20.html

学務課学部係
052-735-5066

愛知県 名古屋市 ①
ダイバーシティ推進センターシンポジウム（仮
題）

ダイバーシティ推進に関係するシンポジウムを開催（詳細未定） 11月7日 名古屋工業大学 名古屋工業大学 無料
ダイバーシティ推進センターHP
https://www.nitech.ac.jp/diversit
y/

ダイバーシティ推進センター
052-735-5121

H30.10上旬に更新
予定

愛知県 名古屋市 ①
公開講座「心理学におけるストレスの理解：スト
レス過程と認知的評価を中心として」

ストレスを研究対象とする代表的学問領域である心理学におけるストレスの理解につ
いて、わかりやすく解説します。特に「過程」としてのとらえ方と、最重要の要因である
「認知的評価」を中心に説明します。

11月20日 イーブルなごや
名古屋工業大学・
名古屋市教育委員会

無料
https://www.nitech.ac.jp/course
/kouza/ippan/19.html

名古屋市教育委員会
生涯学習課
052-321-1571

愛知県 名古屋市 ①
公開講座「コンピュータサイエンス・アドベン
チャー～理論計算機科学はこんなに面白い！
～」

理論計算機科学における主要な内容を、現実世界における実例を通して直感的にわ
かりやすく解説します。

11月24日 名古屋工業大学 名古屋工業大学
高校生以下
は無料

https://www.nitech.ac.jp/course
/kouza/koukou/22.html

学務課学部係
052-735-5066

愛知県 名古屋市 ①
練習船「鳥羽丸」による名古屋港PR活動及び一
般公開

名古屋港に海技教育機構の帆船が寄港するのに伴い、練習船「鳥羽丸」でのセイルド
リル見学航海と一般公開を実施します。

11月10日 名古屋港 鳥羽商船高等専門学校 無料
https://www.toba-
cmt.ac.jp/sangaku/koukai/

学生課入試・支援係
0599-25-8404

愛知県 名古屋市 ③ 禅・茶話の会“放光”
前半３０分椅子坐禅を行い（希望により坐蒲での坐禅も可）、後半３０分は法話を聴きな
がら茶菓子を召しあっがていただきます。

10月17日
愛知学院大学
名城公園キャンパス　放光台

愛知学院大学　禅研究所
http://zenken.agu.ac.jp/index.sht
ml

禅研究所　0561-73-1111

愛知県 名古屋市 ③ 禅・茶話の会“放光”
前半３０分椅子坐禅を行い（希望により坐蒲での坐禅も可）、後半３０分は法話を聴きな
がら茶菓子を召しあっがていただきます。

11月21日
愛知学院大学
名城公園キャンパス　放光台

愛知学院大学　禅研究所
http://zenken.agu.ac.jp/index.sht
ml

禅研究所　0561-73-1111

愛知県 名古屋市 ① モーニング・セミナー
「名古屋が生んだ野崎白菜」
 ～野崎白菜の知られざるおいしさ～

11月13日
愛知学院大学
楠元キャンパス
 110周年記念講堂

愛知学院大学　歯学部 無料 http://www.agu.ac.jp/ 052-751-2561

愛知県 名古屋市
①、②、
③

第5回　名城公園キャンパス　愛学祭

愛知学院大学　名城公園キャンパスで行われる大学祭は、地域に開かれた大学祭を
テーマに、名古屋市北区の区民祭りと同日に開催をします。会場をシャトルバスでつな
ぎ、大学生だけでなく地域の方にもお越しいただく企画を考え、近隣の小学生とお店運
営する「こども横丁」や映画上映会、ビンゴ大会も行なわれます。また、大学生が企画す
るステージではよさこいや音楽の演奏、ダンスパフォーマンスなどが行なわれます。

10月21日
愛知学院大学
名城公園キャンパス

名城公園キャンパス
愛学祭　実行委員会

愛知学院大学
地域連携センター

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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愛知県 名古屋市  ① 愛知学院大学文学部歴史学科土曜セミナー
一般市民向けの講座として、愛知学院大学文学部歴史学科の教員が行う公開講演会
です。今回は「歴史学の最前線」というテーマで、各時代各地域の歴史に関する事項を
最新の研究成果をもとにわかりやすく解説します。

10月6日、13日、20日、27
日

愛知学院大学
名城公園キャンパス
キャッスルホール

愛知学院大学
文学部歴史学科

無料
http://www.flet.agu.ac.jp/informa
tion/history/news/

愛知学院大学文学部歴史学科
0561-73-1111

愛知県 名古屋市 ①，④

中京大学公開講座
ソフトサイエンスシリーズ第40回
「ＡＩ時代の信頼と倫理」
講演：ＡＩ時代の信頼と倫理
ﾐﾆﾚｸﾁｬｰ：近代公文書解読システムが読み解く
歴史の真実

公立はこだて未来大学理事長・学長の片桐恭弘氏に、人間と機械のコミュニケーション
研究と信頼構築の構造についてご講演いただきます。
同時に、中京大学法学部教授の檜山幸夫氏が中京大学と公立はこだて未来大学の共
同研究についてレクチャーします。

10月30日
名古屋市科学館
「サイエンスホール」

中京大学人工知能高等研究所、
名古屋市科学館、中部経済同友会

無料
https://exten.chukyo-
u.ac.jp/seminar/koukai_sel.php

中京大学
エクステンションセンター
052-835-7216

申込みが必要で
す。

愛知県 名古屋市 ①

中京大学公開講座
経済・経営シリーズ第78回
「私のトヨタウェイ　－次世代につなぐものづくり
への期待－」

中部経済同友会代表幹事・ジェイテクト会長の須藤誠一氏にものづくりに関わり続けた
ご自身の経験と次世代につなぐものづくりへの期待についてご講演いただきます。

11月22日
中京大学名古屋キャンパス
「清明ホール」

中部経済同友会、中京大学 無料
https://exten.chukyo-
u.ac.jp/seminar/koukai_sel.php
※9月下旬アップ予定

中京大学
エクステンションセンター
052-835-7216

申込みが必要で
す。

愛知県 名古屋市 ②
第１回英語オーラルインタープリテーション
フェスティバル

今年度よりオーラルインタープリテーションフェスティバルとして生徒や学生の皆さんに
よる英語の表現発表をより広く募集することとなりました。これまで以上に外国語教育
に寄与することを願って止みません。

11月17日
南山大学
G 30 教室

南山大学
外国語学部英米学科

無料

南山大学外国語学部英米学科：
http://depts.nanzan-
u.ac.jp/ugrad/GAIKOKUGO/facu
lty/fb/festival/012738.html

南山大学外国語学部
英米学科合同研究室
電話052-832-3111 内線3630
（平日10 時〜17 時）
E メール：oi-f@nanzan-u.ac.jp

愛知県 名古屋市 ② 第１１回インドネシア語スピーチコンテスト
日本とインドネシア国交樹立60周年、本年もインドネシア語によるスピーチコンテストと
詩の暗唱コンテストを開催します。語学学習、相互理解、友好を深めることを目的とし、
インドネシア大使館から後援を頂きます。

11月18日 南山大学  DB1教室
南山大学外国語学部アジア学科および
国際教養学部国際教養学科、インドネ
シア学生会名古屋支部

無料

南山大学外国語学部アジア学
科：http://depts.nanzan-
u.ac.jp/ugrad/GAIKOKUGO/facu
lty/fa/event/013100.html

南山大学外国語学部
アジア学科合同研究室
052-832-3111 内線3551
（平日10 時〜17 時）
dpt-ajia@nanzan-u.ac.jp

愛知県 名古屋市 ① 遠藤周作を読む会 日本のカトリック小説家の遠藤周作（1923－1996年）の諸作品を読む読書会です。 11月10日
南山大学
南山宗教文化研究所会議室

南山大学
南山宗教文化研究所

無料

南山大学南山宗教文化研究所：
http://nirc.nanzan-
u.ac.jp/ja/activities/seminars/re
ading-endo-shusaku/

南山大学南山宗教文化研究所
電話：052-832-3111

毎月第一土曜日
午後2時～4時開
催（変更有）

愛知県 名古屋市 ①
第2回公開シンポジウム
「日本と韓国の人類学ネットワーク構築」（仮）

韓国における日本人人類学研究、日本における韓国人人類学者による研究をレ
ビュー。アジアにおける人類学者のネットワークを構築するという点で国際化推進事業
と方向性と合致するため公開シンポジウムを開催します。

11月18日 南山大学
南山大学
人類学研究所

無料
南山大学人類学研究所：
http://rci.nanzan-
u.ac.jp/jinruiken/activities/

人類学研究所事務室
電話:052-832-4354

詳細・ポスター等、
9月下旬更新予定

愛知県 名古屋市 ①

名古屋大学博物館・南山大学人類学博物館連
携博物館講座
「大学博物館が語る、地球と人類のヒストリー」
2018年テーマ：「カタチの成り立ち」

地球の誕生から現代に至る大きな歴史"ビッグヒストリー"を名古屋大学博物館と南山
大学人類学博物館の研究者が博物館資料を駆使して語る連続講座。理系・文系の枠
を超えて、大学博物館が新しい知の領域へ挑みます。

11月17日 南山大学B21教室
南山大学
人類学博物館

無料

南山大学人類学博物館
http://rci.nanzan-
u.ac.jp/museum/top/013240.htm
l

南山大学人類学博物館
電話：052-832-3147

愛知県 名古屋市 ①
南山大学人類学博物館・
明治大学博物館交換企画展
テーマ：「明大考古学のいま・むかし」

南山大学人類学博物館・明治大学博物館両館の資料を交換して展示する企画です。 9月29日～11月4日
南山大学
人類学博物館

南山大学
人類学博物館

無料

南山大学人類学博物館　行事カ
レンダー　　http://rci.nanzan-
u.ac.jp/museum/item/nenkangyo
ji2018.pdf

南山大学人類学博物館
電話：052-832-3147

9月中旬以降にＨＰ
更新予定

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
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愛知県 名古屋市 ① 協同学習ワークショップ〈アドバンス〉
クラスを「協同」による主体的な学びの場とするための考え方や技法を、実習しながら学
んでいただく協同学習ワークショップのアドバンス・コースです。

11月10日～11日 南山大学
南山大学
人間関係研究センター

南山大学人間関係研究セン
ター：http://www.ic.nanzan-
u.ac.jp/NINKAN/kokai/index.htm
l

人間関係研究センター
電話：052-832-5002

愛知県 名古屋市 ① 第109回人間関係講座（グループ）秋
グループの中での他者との関わり、人間関係について理解を深めるためのさまざまな
方を対象とした2日間の講座です。

11月17日～18日 南山大学
南山大学
人間関係研究センター

南山大学人間関係研究セン
ター：http://www.ic.nanzan-
u.ac.jp/NINKAN/kokai/index.htm
l

人間関係研究センター
電話：052-832-5002

愛知県
名古屋市千
種区不老町

①、③
平成30年度名古屋大学
附属図書館秋季特別展
　「古文書に見る地震災害」

名古屋大学附属図書館が所蔵しているコレクションおよび附属図書館研究開発室がこ
れまで調査・整理を手がけてきた歴史資料のなかから、江戸時代の地震や津波、噴火
に関する古文書・古記録・絵図類を紹介する。
2016年春季特別展のリバイバル展。

10月19日-11月17日 名古屋大学中央図書館 国立大学法人名古屋大学 無料
名古屋大学附属図書館HP
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/

名古屋大学附属図書館
情報サービス課
山本 利幸
052-789-3684

愛知県

名古屋市東
区大幸南１
丁目１番２
０号

①、②、
④

第14回名古屋大学ホームカミングデイ
平成30年度市民公開講座
「暮らしと健康を守る最新検査法」

名古屋大学での研究成果や知的財産を地域の皆様に還元することを目的として、名古
屋大学大学院医学系研究科（保健学）では、健康や医療に関わるテーマで一般市民の
皆様を対象に市民公開講座を開催しており、この度は第14回名古屋大学ホームカミン
グデイの行事の一環として、「暮らしと健康を守る最新検査法」と題し、３つの講座を開
講して、暮らしの中で起こりうる身近な病気やリスクに対して健康を守っていくための最
新の検査法を解りやすく解説する。

10月20日 名古屋大学大幸キャンパス 国立大学法人名古屋大学 無料
名古屋大学大学院医学系研究
科・医学部保健学科HP
http://www.met.nagoya-u.ac.jp

名古屋大学
医学部・医学系研究科
大幸地区事務統括課教務学生係
渡邉 幸代
052-719-1598

事前申し込み
後援：愛知県看護
協会、愛知県診療
放射線技師会、愛
知県臨床検査技
師会、愛知県理学
療法士会、愛知県
作業療法士会

愛知県 西尾市 ③ 第13回にしお本まつり
「本」にちなむ様々な催しをとおして書籍や活字文化に対する親しみと関心を高め、「本
のまち西尾」を市内外にアピールする市民文化祭。

10月27日・28日
西尾市岩瀬文庫・
西尾市立図書館

にしお本まつり実行委員会 無料
http://iwasebunko.jp/event/nish
iobookfes/

西尾市教育委員会事務局
文化振興課

愛知県 西尾市 ④ 企画展「学びの本（仮）」
寺子屋の教科書や手習いの本などをはじめ、江戸時代の庶民教育や高い識字率を支
えた「学びの本」を、西尾市岩瀬文庫の蔵書の中から紹介する展示。

9月29日～11月25日 西尾市岩瀬文庫 西尾市岩瀬文庫 無料 http://iwasebunko.jp/
西尾市教育委員会事務局
文化振興課

愛知県 西尾市 ③ 第３回岩瀬弥助記念書物文化賞授賞式
地域の文化向上と書物の恒久保存を願い、私財を投じて岩瀬文庫を設立・公開した岩
瀬弥助。その高邁な理念を受け継ぐべく、書物文化についてのユニークな功績を顕彰
する賞の授与式。受賞者の講演会も併せて催行。

10月27日 西尾市岩瀬文庫 西尾市岩瀬文庫・西尾市 無料 http://iwasebunko.jp/
西尾市教育委員会事務局
文化振興課

愛知県 西尾市 ③ 企画展「城絵図展」
西尾城の絵図や西尾藩主であった大給松平氏が在城したことのある城・城下町の絵図
を紹介する展示

9月22日～12月2日 西尾市資料館 西尾市教育委員会 無料
西尾市教育委員会事務局
文化振興課

愛知県 西尾市 ③ 西尾藩鉄砲衆演武 火縄銃の実演 11月3日 西尾市歴史公園芝生広場 西尾市教育委員会 無料
西尾市教育委員会事務局
文化振興課

愛知県 西尾市 ③ 企画展「岩瀬文庫への誘い」 岩瀬弥助が設立した西尾市岩瀬文庫について紹介する企画展 11月3日～12月16日 一色学びの館 西尾市教育委員会 無料
西尾市教育委員会事務局
文化振興課

愛知県 西尾市 ③ いっしき文化のまつり芸能祭 一色地域文化協会13の部会会員による芸能発表等 10月28日 一色地域交流センター 西尾一色地域文化協会 無料 西尾一色地域文化協会

愛知県 西尾市 ③ いっしき文化のまつり文化祭 一色地域文化協会会員や地元小中学生の作品展・芸能発表等 11月3日・4日 一色地域交流センター 西尾一色地域文化協会 無料 西尾一色地域文化協会

愛知県 西尾市 ③ はず文化祭・芸能祭 幡豆地域文化協会会員や地元小中学生の作品展・芸能発表等 11月3日・4日
幡豆公民館
幡豆ふれあいセンター

西尾幡豆地域文化協会 西尾幡豆地域文化協会

愛知県 西尾市 ③ 第37回市民音楽祭 西尾文化協会音楽会員による吹奏楽・合唱等の公演 10月7日 西尾市文化会館 西尾文化協会 西尾文化協会

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



428

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

愛知県 西尾市 ③ 文芸講演会 西尾文化協会文芸部による短歌講師を招いての講演会 10月23日 西尾市文化会館 西尾文化協会 西尾文化協会

愛知県 西尾市 ③ 第59回西尾市美術展 一般公募の美術作品の展示 10月19日～21日 西尾市文化会館
西尾市・西尾市教育委員会・
西尾文化協会

無料 西尾文化協会

愛知県 西尾市 ③ 第48回邦楽大会 西尾文化協会会員による邦楽大会 11月11日 西尾市文化会館 西尾文化協会 西尾文化協会

愛知県 西尾市 ③ 第47回市民短歌大会 一般公募による短歌大会 11月10日 西尾市文化会館 西尾文化協会 西尾文化協会

愛知県 西尾市 ③ 第47回市民俳句大会 一般公募による俳句大会 11月16日 西尾市文化会館 西尾文化協会 西尾文化協会

愛知県 西尾市 ③ 第47回西尾市民大茶会 文化協会会員による茶会（5席） 11月18日
西尾市文化会館・
旧近衛邸・尚古荘

西尾文化協会 西尾文化協会

愛知県 西尾市 ② 第51回西尾市小中学生美術展
「みんなでつくる夢と希望～自然・仲間・遊び～」をテーマに市内小中学生の全美術作
品を屋内と屋外に展示します。

10月27日～28日 西尾市文化会館 西尾市教育委員会 無料
西尾市教育委員会事務
局学校教育課

愛知県 日進市 ① にっしん文化祭
文化・芸術作品の展示、絵付けやガラス絵作成などの体験コーナー、
芸能発表会など

11月17日
11月18日

日進市民会館
日進市
日進文化協会

日進市教育委員会生涯学習課
0561-73-4158（直通）

愛知県 日進市 ① まちなかぎゃらりー 写真・絵画・工芸・彫塑・書・現代アートなどを旧市川家住宅に展示する。 10月18日～10月31日 旧市川家住宅 日進市生涯学習課 無料
日進市教育委員会生涯学習課
0561-73-4158（直通）

愛知県 日進市 ③ 第33回日進市民俗芸能発表会 民俗芸能連合会加盟団体による棒の手・神楽・木遣・囃子・巫女の舞の発表会です。 10月21日 日進市民会館
日進市・日進市教育委員会・
日進市民俗芸能連合会

無料
http://www.city.nisshin.lg.jp/kyo
uiku/bunka/020506.html

日進市教育委員会生涯学習課
電話0561-73-4190（直通）

愛知県 日進市 ③ 第32回日進市菊花大会
秋の代表的な花として親しまれている菊を一堂に展示し、市民の花と緑に対する意識
の高揚と文化の向上を図る。

10月27日～11月11日 岩崎城址公園
日進市・日進市教育委員会・
日進市菊花大会実行委員会

無料
http://www.mf.ccnw.ne.jp/iwasa
kijo/

岩崎城歴史記念館
電話0561-73-8825

愛知県 日進市 ③ 和のコンサート 和楽器の演奏会
11月4日
13時30分～14時30分
11月11日14時～15時

岩崎城址公園 アクティオ株式会社 無料
http://www.mf.ccnw.ne.jp/iwasa
kijo/

岩崎城歴史記念館
電話0561-73-8825

愛知県 日進市 ③ 第１９回にっしん市民まつり
市内の産業や芸術、スポーツといった文化を知ってもらうなど、多くの市民が日進という
まちを理解するためのまつり。「産業まつり」「健康福祉フェスティバル」「レクリエーショ
ンスポーツまつり」「にっしん文化祭」「図書館まつり」の総称。

11月18日

市役所周辺、
日進市市民会館、
日進市スポーツセンター、
図書館

にっしん市民まつり開催委員会 無料 http://www.city.nisshin.lg.jp

にっしん市民まつり開催委員会
電話:0561-73-3194
FAX:0561-72-4603
kyoudou@city.nisshin.lg.jp

愛知県 日進市 ③ 火曜参禅会
近隣地域の方を主な対象として月に一度、大学内にある坐禅堂でおよそ１時間、坐禅
を行います。

11月13日
愛知学院大学　日進キャンパス
坐禅堂

愛知学院大学　禅研究所 無料
http://zenken.agu.ac.jp/index.sht
ml

禅研究所　0561-73-1112

愛知県 日進市 ③ 公開講演会
名古屋大学名誉教授宮治昭先生をお招きして、「六道輪廻図（生死輪）から観心十界図
へー仏教世界観を美術から読み解くー」と題してお話しいただきます。

11月15日 愛知学院大学　日進キャンパス 愛知学院大学　禅研究所 無料
http://zenken.agu.ac.jp/index.sht
ml

禅研究所　0561-73-1113

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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愛知県 日進市 ②,③,④ 第66回愛学祭

本年度で愛学祭は66回目を迎えます。本年度は『オータム・マジック～66回目のキセキ
～』テーマとし、来場されたお客様をはじめ、愛学祭に関わる全ての方々が“魔法”にか
けられたような楽しいひとときを過ごしていただきたい、という熱い想いを込めて、愛学
祭を開催します。
・クラブによるパフォーマンス・演奏、ビンゴゲーム等、お客様が見て、参加して楽しめる
ステージ企画
・小さなお子さまも楽しめる、手作り体験、お化け屋敷、ゲーム企画
・クラブ、学科ゼミ、学生有志グループ他、企業、地域からの一般団体などによる、バリ
エーション豊富な模擬店企画、室内展示企画、学術発表、フリーマーケット
・アーティストによるライブイベント
等、本年度も盛りだくさんの内容で、来場されたお客様へ楽しいひとときをお届けしま
す。

11月3日、4日 愛知学院大学日進キャンパス 第66回愛学祭実行委員会 無料
第66回愛学祭実行委員会HP
http://aigakusai.wixsite.com/agu
f

第66回愛学祭実行委員会
0561-73-1111(代)
Mail：aguf_66@yahoo.co.jp
学生課
0561-73-1111(代)

愛知県 半田市 ③ 第７１回半田市美術展
日本画・洋画・彫刻・工芸・書道・写真の６部門の公募展。市内外から出品された作品を
展示します。

10月26日～28日 半田市福祉文化会館 半田市教育委員会
作品出品料
1,000円

半田市生涯学習課
0569-23-7341

愛知県 半田市 ① ２０１８はんだふれあい産業まつり 半田市の産業をイベントとともに紹介します。
①11月10日
②11月11日

①JFEスチール
②半田運動公園

はんだふれあい産業まつり実行委員会 無料
http://www.city.handa.lg.jp/jigyo
sha/shokogyo/shinko/sangyoma
tsuri/index.html

半田市経済課
0569-84-0636

愛知県 半田市 ① 半田赤レンガコンサート 「はんだまちづくりひろば」さんによる楽しいミニコンサートを開催します。 11月4日 半田赤レンガ建物 半田赤レンガ建物 無料
【半田赤レンガ建物ＨＰ】
https://handa-akarenga.jp/

半田赤レンガ建物
0569-24-7031

愛知県 半田市 ①
読書週間特別企画
秋のえほんクイズ

読書週間にちなみ、絵本の内容についてのクイズを行います。 10月27日～11月11日
半田市立図書館
亀崎図書館

半田市立図書館 無料

【半田市立図書館HP】
http://www.city.handa.lg.jp/tosh
o/bunka/gejutsu/toshokan/tosh
okan.html

半田市立図書館
0569-23-7171
半田市立亀崎図書館
0569-29-5060

幼児から
小学校低学年対
象

愛知県 半田市 ① えほん講座幼児のために
絵本の選び方、読み方、楽しみ方など幼児への読み聞かせのアドバイスと実演を行い
ます。

11月7日 半田市立図書館 半田市立図書館
無料
（託児の場
合は100円）

【半田市立図書館HP】
http://www.city.handa.lg.jp/tosh
o/bunka/gejutsu/toshokan/tosh
okan.html

半田市立図書館
0569-23-7171

幼児（3～5歳）の
保護者対象

愛知県 半田市 ① 大人のためのおはなし会 大人向けのお話を、本を使わずに語る会です。 11月11日 半田市立図書館 半田市立図書館 無料

【半田市立図書館HP】
http://www.city.handa.lg.jp/tosh
o/bunka/gejutsu/toshokan/tosh
okan.html

半田市立図書館
0569-23-7171

小学校高学年以
上対象

愛知県 半田市 ③ 西成岩彦洲組日之出車の実物展示 西成岩彦洲組日之出車（半田市指定有形民俗文化財）の実物を展示 6月24日～10月28日
半田市立博物館
（半田市桐ヶ丘4-209-1）

半田市教育委員会 無料
【半田市公式ホームページ】
http://www.city.handa.lg.jp/

半田市立博物館
電話番号：0569-23-7173

愛知県 半田市 ③ 亀崎中切組力神車の実物展示
重要無形民俗文化財「亀崎潮干祭の山車行事」で曳き廻される山車うち、亀崎中切組
力神車（愛知県指定有形民俗文化財）の実物を展示

11月4日～3月下旬（予定）
半田市立博物館
（半田市桐ヶ丘4-209-1）

半田市教育委員会 無料
【半田市公式ホームページ】
http://www.city.handa.lg.jp/

半田市立博物館
電話番号：0569-23-7173

愛知県 半田市 ③ 企画展「鬼頭鍋三郎」
女性像を生涯描き続けた愛知県出身の画家「鬼頭鍋三郎」の作品を知多半島で初めて
展示

9月22日～11月11日
半田市立博物館
（半田市桐ヶ丘4-209-1）

半田市教育委員会 無料
【半田市公式ホームページ】
http://www.city.handa.lg.jp/

半田市立博物館
電話番号：0569-23-7173

愛知県 半田市 ③ 第2回重要文化財旧中埜家住宅特別公開 重要文化財旧中埜家住宅の一般特別公開 11月3日～4日
重要文化財旧中埜家住宅
（半田市天王町1-30-2）

半田市教育委員会 無料
【半田市公式ホームページ】
http://www.city.handa.lg.jp/

半田市立博物館
電話番号：0569-23-7173

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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愛知県 東浦町 ③
町制70周年記念事業
うのはな館秋の企画展「すごいぞ、知多の酒」

江戸時代、知多半島の酒造は盛んで蔵元も多く、江戸っ子も飲んでいました。知多酒の
歴史と流通を展示紹介します。

10/20（土）～11/25（日） 東浦町郷土資料館 東浦町教育委員会 無料
http://www.town.aichi-
higashiura.lg.jp/

東浦町郷土資料館
0562-82-1188

愛知県 東浦町 ③ 第41回東浦町美術展 日本画、洋画、彫刻、水墨画、工芸の募集作品を展示します。 11/1（木）～11/4（日） 文化センター 東浦町文化協会 無料
http://www.town.aichi-
higashiura.lg.jp/

東浦町生涯学習課
（文化センター内）
0562-83-9567

愛知県 東浦町 ③ 東浦町盆栽展 丹精込めて育てた盆栽の展示 11/17（土）～11/18（日） 文化センター 東浦町文化協会 無料
http://www.town.aichi-
higashiura.lg.jp/

東浦町生涯学習課
（文化センター内）
0562-83-9567

愛知県 扶桑町 ③ 扶桑町文化祭
絵画・書・手芸品・写真などの作品展示会と民踊・詩吟・合唱・ダンス・楽器演奏などの
発表

10月25日～28日
11月1日月4日

扶桑町中央公民館
扶桑文化会館

扶桑町教育委員会
扶桑町文化協会
扶桑町女性の会連絡協議会
扶桑町老人クラブ連合会

無料
扶桑町教育委員会
生涯学習課
0587-93-5200

愛知県 碧南市 ③ 市制７０周年記念　記念茶会
碧南市が今年、市制施行７０周年を迎えることを記念して、記念茶会を開催します。ま
た、箏、三弦、尺八の演奏会も同時に行います。

10月28日
碧南市哲学たいけん村無我苑
研修道場安吾館

碧南市、碧南市教育委員会
http://www.city.hekinan.aichi.jp/
MUGAEN/

碧南市哲学たいけん村無我苑
0566-41-8522

愛知県 碧南市 ③ 無我苑収蔵品展と三河土人形展 無我苑が所有する絵画、書、レプリカなどの展覧会です。 10月4日～12月2日（予定）
碧南市哲学たいけん村無我苑
瞑想回廊

碧南市、碧南市教育委員会
http://www.city.hekinan.aichi.jp/
MUGAEN/

碧南市哲学たいけん村無我苑
0566-41-8522

愛知県 碧南市 ①、③ 和の作法教室 日本文化の理解を深め、市民の心の健康つくりを推進する教室です。全２回です。 11月22日、29日
碧南市哲学たいけん村無我苑
研修道場安吾館

碧南市、碧南市教育委員会
http://www.city.hekinan.aichi.jp/
MUGAEN/

碧南市哲学たいけん村無我苑
0566-41-8522

愛知県 碧南市 ③ 碧南市文化財展
「鷲塚城主水野忠重と片山家」と題して、明治維新まで続いた碧南市と水野家のつなが
りや、鷲塚片山家文書に見られる水野忠重、水野太郎作等について、文献史料を中心
に展示して紹介します。

11月10日～25日 碧南市文化会館 碧南市教育委員会 無料
http://www.city.hekinan.aichi.jp/
bunkazaika/tenji/tenji.htm

碧南市文化財課
市史資料調査室
0566-41-4566

愛知県 碧南市 ①、③ 第７０回碧南市文化祭総合美術展
市民の文化意識の向上と、地域文化の発展に寄与することを目的とし、碧南市文化祭
を開催します。日本画、洋画、彫塑・工芸、書、写真の美術展を始め、茶会、俳句会、無
線公開等も行われます。

11月2日～4日 碧南市文化会館 碧南市
http://www.city.hekinan.aichi.jp/
SHOGAIKA/index.htm

0566-42-3511

愛知県 南知多町 ③ カラオケ発表会 文化協会カラオケ部によるカラオケの発表 10月14日 南知多町総合体育館 南知多町文化協会カラオケ部 無料
南知多町文化協会事務局
0569-77-3755

愛知県 南知多町 ③ 南知多町文化展 南知多町民による作品展示及び呈茶、各種文化教室 11月10日、11日 南知多町総合体育館 南知多町文化協会 無料
南知多町文化協会事務局
0569-77-3755

愛知県 南知多町 ③ 梅原邸特別公開
哲学者梅原猛氏の養家である梅原邸（明治前期の建築物）において家屋を公開し、所
蔵品展示のほか町内の芸術家の作品展示を行う。

10月27日～11月4日 梅原邸 南知多町教育委員会 無料
南知多町教育委員会
社会教育課
0569-65-2880

愛知県 南知多町 ③ 内田家特別公開 内田家特別展示の時期に合わせ、16日間連続で公開する。 10月27日～11月11日 尾州廻船内海船船主内田家 南知多町教育委員会
南知多町教育委員会
社会教育課
0569-65-2880

愛知県 南知多町 ③ きり絵教室 干支を題材にしたきり絵教室 11月10日 梅原邸 南知多町教育委員会
南知多町教育委員会
社会教育課
0569-65-2880

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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愛知県 美浜町 ③ 美浜町文化祭 町民が日頃創作している作品の展示及び呈茶（有料） 10月27、28日 美浜町総合公園体育館 美浜町・美浜町教育委員会 無料 教育部生涯学習課

愛知県 美浜町 ③ 美浜町芸能祭 町民の舞踊・合唱・合奏などの芸能を発表する。 10月28日 美浜町総合公園体育館 美浜町・美浜町教育委員会 無料 教育部生涯学習課

愛知県 みよし市 ③ みよし市文化祭
みよし市文化協会会員の作品展示会（11月1日～4日まで開催）、芸能発表会（11月3日
開催）、菊花展（11月1日～4日まで開催）、市民茶会（11月4日開催）、市民将棋大会
（11月4日開催）、市民囲碁大会（10月28日開催）を開催

文化センターサンアート他
みよし市、
みよし市教育委員会
（実施主体：みよし市文化協会）

みよし市教育委員会
生涯学習推進課
0561-34-3111

料金は無料
但し、将棋大会及
び囲碁大会は有
料

愛知県 みよし市 ③ 劇団四季65周年記念「ソング&ダンス」 文化センターサンアート自主事業。劇団四季によるミュージカルを上演する。 11月17日～18日 文化センターサンアート 文化センターサンアート
みよし市教育委員会
教育行政課
0561-32-8028

愛知県 みよし市 ② 小中学生夢の作品展 市内児童生徒の造形作品の展示 11月17日～18日 文化センターサンアート みよし市教育委員会 無料
みよし市教育委員会
学校教育課
0561-32-8026

愛知県 みよし市 ③
秋季特別展
「世界の仮面展（仮称）」

藤谷幸弘氏が収集した世界の民俗仮面を展示予定。
11月
（予定）

みよし市立歴史民俗資料館 みよし市教育委員会 無料
みよし市教育委員会
教育行政課　資料館
0561-34-5000

愛知県 みよし市 ③ 文化財めぐり
みよし市の歴史的な遷り変わりを市民に紹介し、現在のみよしの姿を再確認し理解を
深めてもらうために、まちの発展に影響を与えた史跡・文化財を見てめぐる見学会を実
施する。

11月10日
みよし市内
（福谷城・市場古墳他）

みよし市教育委員会 無料
みよし市教育委員会
教育行政課　資料館
0561-34-5000

愛知県 みよし市 ①
石川家住宅
町なかアートギャラリー２０１８

みよし市指定文化財石川家住宅の建物及び庭園内に市民が自作の絵画や写真・工芸
品などを展示する。

前期：10月18日～11月4日
後期：11月8日～11月25日

石川家住宅 みよし市教育委員会 無料
みよし市教育委員会
教育行政課　資料館
0561-34-5000

愛知県 みよし市 ③
石川家住宅　歴史体感！講座
布草履を作ろう

毎月開催。布を裂いて縄を作り、草履を作ります。 10月27日 石川家住宅 みよし市教育委員会 無料
みよし市教育委員会
教育行政課　資料館
0561-34-5000

愛知県 みよし市 ①
石川家住宅　歴史体感！講座
篠笛教室

毎月開催。日本の歌曲や童謡などを楽しく、横笛で吹いてみよう。 10月27日 石川家住宅 みよし市教育委員会 無料
みよし市教育委員会
教育行政課　資料館
0561-34-5000

愛知県 みよし市 ①
石川家住宅　歴史体感！講座
唱歌を歌おう

毎月開催。昔の音楽の授業でよく歌われた唱歌を中心に歌います。歌唱指導はありま
せん。みんなで楽しく歌いましょう

10月28日 石川家住宅 みよし市教育委員会 無料
みよし市教育委員会
教育行政課　資料館
0561-34-5000

愛知県 みよし市 ③
石川家住宅　歴史体感！講座
伝承木綿講座

毎月開催。綿から糸を紡ぎ、布を織ります。 11月3日 石川家住宅 みよし市教育委員会 無料
みよし市教育委員会
教育行政課　資料館
0561-34-5000

愛知県 みよし市 ①
石川家住宅　歴史体感！講座
琴を奏でてみよう

毎月開催。座敷で琴の演奏体験をします。気軽に見学することもできます。 11月4日 石川家住宅 みよし市教育委員会 無料
みよし市教育委員会
教育行政課　資料館
0561-34-5000

愛知県 弥富市 ③ 第２５回市民文化展 絵画、書道、工芸など市民及び市文化協会会員の作品展 11月9日～11日 弥富市総合社会教育センター 弥富市教育委員会 無料
弥富市総合社会教育センター
0567-65-0002

愛知県 弥富市 ③ 第２５回洋邦楽舞発表会 市文化協会加盟の洋楽・邦楽・舞踊3部門の発表会 11月10日 弥富市総合社会教育センター 弥富市文化協会 無料
弥富市総合社会教育センター
0567-65-0002

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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愛知県 弥富市 ③ 第１３回弥富市文化芸能大会 獅子舞・神楽太鼓など伝統芸能の発表会 11月11日 弥富市総合社会教育センター 弥富市文化財保存会 無料
弥富市歴史民俗資料館
0567-65-4355

愛知県 春日井市 ③
学校法人中部大学学園連携フォーラム
～中部大学ＤＡＹ～

学園の生徒・学生・卒業生・保護者・教職員をはじめ学内外の幅広い方々を対象に連
携を深めるイベント。中学生による和太鼓演奏、建築学科卒業生の阿部一雄氏の講演
会「夢は叶う～等身大な自分で挑戦し続ける」、大学生・中高生による活動報告会、ポ
スター展示・ブース紹介など。

11月3日
中部大学
春日井キャンパス

中部大学 無料
渉外部
0568-51-5250

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


