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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

滋賀県 愛荘町 ③ 愛荘町民文化祭 子ども展示（町内の子どもの作品を展示する） 11/3～4 愛知川武道館 愛荘町民文化祭実行委員会 無料
愛荘町民文化祭実行委員会
（役場生涯学習課内）
電話番号：0749-37-8055

滋賀県 愛荘町 ③ 愛荘町民文化祭 舞台発表（町内の文化サークルが舞台で発表する）
一般展示（町内の方の作品を展示する）

11月10日 ハーティーセンター秦荘 愛荘町民文化祭実行委員会 無料
愛荘町民文化祭実行委員会
（役場生涯学習課内）
電話番号：0749-37-8055

滋賀県 愛荘町 ③ 愛荘町民文化祭特別企画 バルーンアート教室 11月10日 ハーティーセンター秦荘 愛荘町民文化祭実行委員会 無料
愛荘町民文化祭実行委員会
（役場生涯学習課内）
電話番号：0749-37-8055

滋賀県 近江八幡市 ①，②
第９４回近江八幡市民文化祭
～夫婦都市・富士宮市文化団体連合会と
共に～

市内の文化団体が集まり、文化の祭典を開催します。
・冠句、短歌、俳句、情歌、華道、絵画、書道、盆栽などの展示。
・詩吟、邦楽、バレエ、大正琴、よし笛などの発表。
・お茶席の開催。

10月20日～21日 近江八幡市文化会館 近江八幡市文化団体連合会 無料
http://www.city.omihachiman
.shiga.jp/

近江八幡市文化団体連合会
または近江八幡市総合政策部
文化観光課（0748-36-5529）

滋賀県 近江八幡市 ①，②，③ 学区文化祭
近江八幡市内の１１学区（沖島学区を含む）の各コミュニティセンターに
集い、日夜、稽古や学習活動を行った成果を展示や発表をすることによ
り、文化の振興や生涯学習の推進を図ります。

11月3日，4日，10日
（学区により開催日が
異なります）

各学区コミュニティセン
ターおよび安土文芸の
郷（安土・老蘇学区）

各学区まちづくり協議会　他 無料

各学区まちづくり協議会公式
ホームページ（公式ホーム
ページを開設している学区ま
ちづくり協議会のみ）

各学区まちづくり協議会
または近江八幡市総合政策部
文化観光課（0748-36-5529）

滋賀県 近江八幡市 ③ 八幡堀まつり
近江八幡のシンボルである八幡堀周辺で開催される夜のイベント。各施
設でのコンサートや企画展等が実施されるほか、約３５００個灯りで町中
を灯し、風情豊かなひと時を過ごせる二日間です。

10月13日～14日 八幡堀周辺の各施設
（一般社団法人）
近江八幡観光物産協会

http://www.omi8.com
近江八幡観光物産協会
（0748-32-7003）

滋賀県 近江八幡市 ③
BIWAKOビエンナーレ2018
きざし～BEYOND～

近江八幡旧市街を舞台に開催される国際芸術祭。
海外作家20組含む約77組のアーティストが参加します。
会場として使用される江戸期に建てられた古民家や元酒蔵は、普段は
いることのできない貴重な建物ばかりです。
時代劇の撮影も頻繁にされる街並みは、まるでタイムスリップしたかのよ
うです。現代アートと歴史ある街並みを同時にお楽しみください。

9月15日～11月11日 近江八幡旧市街 ＮＰＯ法人エナジーフィールド
https://energyfield.org/biwak
obiennale/en/about/

BIWAKOビエンナーレ事務局
（0748-36-3766）

滋賀県 近江八幡市 ①，③
八幡掘と湖国の原風景
～井上弘とヨシペン仲間の作品展～

ヨシ紙等を用い、ヨシペンで書かれた絵や絵手紙など約200点と竹灯りを
展示します。

11月1日～11月30日
近江八幡市立かわら
ミュージアム

近江八幡市立
かわらミュージアム

http://www.city.omihachiman
.shiga.jp/contents_detail.php?
co=ser&frmId=3961

近江八幡市立
かわらミュージアム
（0748-33-8567）

滋賀県 近江八幡市 ①，③ ミニ鬼瓦教室
瓦粘土で、鬼面の付いたミニ鬼瓦の製作。家の魔除けにもなります。（定
員18名）

11月11日
13：00～16：00

近江八幡市立かわら
ミュージアム

近江八幡市立
かわらミュージアム

http://www.city.omihachiman
.shiga.jp/contents_detail.php?
co=ser&frmId=3961

近江八幡市立
かわらミュージアム
（0748-33-8567）

第60回「教育・文化週間」関連行事

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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滋賀県 近江八幡市 ③ 文化の日コンサート
市内在住のアーティストを中心としたメンバーによる昭和歌謡コンサー
ト。

11月3日
午後

近江八幡市
文化会館小ホール

近江八幡市文化会館 無料

http://www.city.omihachiman
.shiga.jp/soshiki_view.php?so_
cd1=1&so_cd2=13&so_cd3=0
&so_cd4=0&so_cd5=0&bn_cd=
40

近江八幡市文化会館
（0748-33-8111）

滋賀県 近江八幡市 ③ 第20回　近江笑人寄席 社会人落語「泉笑会」の皆さんによる落語会。
11月4日
13:30開演

近江八幡市
文化会館大ホール

近江八幡市文化会館

http://www.city.omihachiman
.shiga.jp/soshiki_view.php?so_
cd1=1&so_cd2=13&so_cd3=0
&so_cd4=0&so_cd5=0&bn_cd=
40

近江八幡市文化会館
（0748-33-8111）

滋賀県 大津市 ① 文化の日　地下書庫探検
県民を対象に普段は入ることのできない、県立図書館の地下書庫を探
検しながら所蔵、しているさまざまな資料をご紹介します。

11月3日 滋賀県立図書館 県立図書館 無料
https://www.shiga-pref-
library.jp

077-548-9691

滋賀県 大津市 ①，③ 第７１回大津市文化祭
市内の文化会場及び公民館などで、学区文化祭、音楽、演劇、舞踊、美
術、文芸、生活文化その他の部門で開催します。

10月1日
～翌年1月31日

市内各会場 大津市湖都文化実行委員会 Ｈ30.9月下旬にアップ予定
大津市市民部
文化・青少年課
077-528-2733

滋賀県 大津市 ③ Myぶんドキドキ観察会 出土文化財の観察と絵画制作 11/3 びわこ文化公園 滋賀県教育委員会 077‐528‐4956

滋賀県 大津市 ③ 滋賀医科大学第44回若鮎祭
学生企画として、模擬店の出展、ステージライブ、講演会やフリーマー
ケットなどの催し物を開催予定です。

10月27日、28日 滋賀医科大学 若鮎際実行委員会 無料
滋賀医科大学学生課
学生支援係
077-548-2070

滋賀県 草津市 ①
ビワマスの採卵現場を見学してみません
か！

ビワマスは、琵琶湖の固有種であると同時に重要な水産資源です。この
ビワマスの増殖をはかる目的で、毎年人工採卵放流事業が行われてい
ます。船に乗って親魚を捕獲するところから、採卵までの行程を見学しま
す。

10月27日 高島市マキノ町知内 琵琶湖博物館 ｈｔｔp.ｗｗｗ.biwahaku.jp
滋賀県立琵琶湖博物館
077-568-4811

小学生以下は保護者
同伴

滋賀県 草津市 ③ アトリウムコンサート
「私たちが奏でる琵琶湖の響きをテーマにした県内の中学、高校の吹奏
楽部や市民団体による演奏です。

10月27日
11月3日、4日

琵琶湖博物館 琵琶湖博物館 ｈｔｔp.ｗｗｗ.biwahaku.jp
滋賀県立琵琶湖博物館
077-568-4811

滋賀県 草津市 ① 樹冠トレイルオープニングセレモニー
博物館の外から琵琶湖に向かっての空中遊歩道「樹冠トレイル」が完成
します。琵琶湖が一望でき、琵琶湖と森を感じて、観察できる博物館の
新たなシンボルのオープニングイベントを開催します。

11月3日 琵琶湖博物館 琵琶湖博物館 無料 ｈｔｔp.ｗｗｗ.biwahaku.jp
滋賀県立琵琶湖博物館
077-568-4811

滋賀県 草津市 ①
みんなで湖魚料理をつくろう！
（秋のプレミアム編）

漁師さんと一緒に琵琶湖の魚を調理して食べてみます。
普段は食べることのできないプレミアムな琵琶湖の魚も登場するかも!?

11月4日 朝日漁協施設 琵琶湖博物館 ｈｔｔp.ｗｗｗ.biwahaku.jp
滋賀県立琵琶湖博物館
077-568-4811

小学生以上
※小学生は保護者同
伴

滋賀県 草津市 ④ 秋の色探しをしよう！
秋色にそまった屋外展示の森を散策し、鮮やかに色づいた葉っぱなどを
使った作品づくりをします。採集した葉や実の色や形の秘密について植
物博士からお話も聞きます。

11月10日 琵琶湖博物館 琵琶湖博物館 無料 ｈｔｔp.ｗｗｗ.biwahaku.jp
滋賀県立琵琶湖博物館
077-568-4811

小学4年生以下は保
護者同伴

滋賀県 草津市 ①、④ びわ博フェス2018
「はしかけ」団体等のポスター展示やワークショップ、リニューアルオープ
ンした施設でのふれあい等を通じて琵琶湖博物館での交流の場を提供
します

11月17日、18日 琵琶湖博物館 琵琶湖博物館 ｈｔｔp.ｗｗｗ.biwahaku.jp
滋賀県立琵琶湖博物館
077-568-4811

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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滋賀県 草津市 ①
平成30年度
第40回滋賀医科大学公開講座

「腰痛を減らす～スライディングシートを用いた移乗介助を体験しよう～」
社会医学講座（衛生学部門）　講師（学内） 北原　照代　による講演を行
います。

10月23日
草津市立
市民交流プラザ

国立大学法人滋賀医科大学
滋賀医科大学学生課
学生企画係
077-548-3597

滋賀県 草津市 ①
平成30年度
第41回滋賀医科大学公開講座

「エイズって知ってますか？」
内科学講座（血液内科）　准教授  木藤  克之 　による講演を行います。

10月30日
草津市立
市民交流プラザ

国立大学法人滋賀医科大学
滋賀医科大学学生課
学生企画係
077-548-3597

滋賀県 甲賀市 ③ 特別展「信楽に魅せられた美の巨匠たち」

中世古窯以来の伝統を誇り、焼締め陶をはじめ多彩なやきもの文化が
育まれてきた陶郷・信楽を訪れた作家たち（近代陶芸の巨匠・富本憲
吉、現代陶芸の開拓者として活躍した八木一夫や熊倉順吉、絵画や彫
刻の世界で活躍した岡本太郎など）の取組をたどりながら、信楽のやき
ものの新たな魅力を探ります。

10月6日～12月20日
滋賀県立陶芸の森
陶芸館

公益財団法人
滋賀県陶芸の森

http://www.sccp.jp 0748-83-0909

滋賀県 甲賀市 ③ ゲスト・アーティスト展Part2
平成29年度に陶芸の森創作研修館に滞在したゲスト・アーティストの内
から日本国内より参加したアーティストの作品展示を行い、アーティスト・
イン・レジデンス事業の普及に努めます。

10月6日～12月16日
滋賀県立陶芸の森
陶芸館ギャラリー

公益財団法人
滋賀県陶芸の森

無料 http://www.sccp.jp 0748-83-0909

滋賀県 甲賀市 ①
しがらき学ノススメ！穴窯体験講座
「信楽大壺をつくる」

大壺を2日間にわたって制作します。 10kgの粘土を使用し大作に挑戦す
ることが出来ます。 作品は後日、穴窯で焼成します。

10月27日、28日
滋賀県立陶芸の森
信楽産業展示館創作室

公益財団法人
滋賀県陶芸の森

http://www.sccp.jp 0748-83-0909

滋賀県 甲賀市 ①
しがらき学ノススメ！穴窯体験講座
「信楽花入をつくる」

壺、花入などを手びねりで制作します。 作品は後日、穴窯で焼成しま
す。 使用粘土5㎏

11月11日(日)
滋賀県立陶芸の森
信楽産業展示館創作室

公益財団法人
滋賀県陶芸の森

http://www.sccp.jp 0748-83-0909

滋賀県 甲賀市 ①、③ 2018水口町文化協会文化祭
水口町文化協会会員（加盟団体）による茶道、華道、書等の美術作品等
の展示及び民謡や舞踊の芸能発表を行います。

10月19日～20日
甲賀市あいこうか
市民ホール

水口町文化協会 無料

甲賀市文化協会
連合会事務局
（甲賀市あいこうか
市民ホール内）
0748-62-2626

滋賀県 甲賀市 ①、②、③ 第15回あいの土山文化祭

あいの土山文化協会会員（加盟団体）による茶道、華道、書等の美術作
品等の展示及び民謡や舞踊の芸能発表を行います。
また、土山地域保育・幼稚園児、小学校児童、中学校生徒による絵画・
書・造形作品の展示も行います。

11月10日～11日
甲賀市あいの土山文化
ホール・森林文化ホール

あいの土山文化協会 無料

滋賀県 甲賀市 ①、②、③ 第63回甲賀町文化祭

甲賀町文化協会会員（加盟団体）による茶道、華道、書等の美術作品等
の展示及び民謡や舞踊の芸能発表を行います。
また、甲賀地域保育・幼稚園児、小学校児童、中学校生徒による絵画・
書・造形作品の展示も行います。

11月3日～4日
甲賀市甲賀農村環境改
善センター・甲賀中央公
園体育館

甲賀町文化協会 無料

滋賀県 甲賀市 ①、③ 第52回甲南文化祭
甲南町文化協会会員（加盟団体）による茶道、華道、書等の美術作品等
の展示及び民謡や舞踊の芸能発表を行います。

11月8日～11日
甲賀市甲南情報交流セ
ンター・甲南公民館（忍
の里プララ）

甲南町文化協会 無料

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
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滋賀県 甲賀市 ①、②、③ 第49回信楽芸術文化祭

信楽町文化協会会員（加盟団体）による茶道、華道、書等の美術作品等
の展示及び民謡や舞踊の芸能発表を行います。
また、信楽地域保育・幼稚園児、小学校児童、中学校生徒による絵画・
書・造形作品の展示も行います。

11月2日～4日

甲賀市信楽体育館、信
楽開発センター、滋賀県
立陶芸の森産業展示館
信楽ホール

信楽町文化協会 無料

滋賀県 湖南市 ③ 第15回湖南市文化祭
市民が日頃取り組まれている文化芸術の舞台発表と作品展示が行われ
ます。

10月27日～28日
石部文化ホール・
石部まちづくりセンター

湖南市文化協会 無料
湖南市文化協会事務局
（生涯学習課内）
　0748-77-6250

滋賀県 高島市 ③ 第14回　ガリバー文化祭
郷土の文化、芸術等を地域住民が発表し、鑑賞する機会を通して生涯
学習活動の高揚を図ります。

11月1日～4日 アイリッシュパーク ガリバー文化祭実行委員会 無料
高島公民館
電話：0740-36-0219

滋賀県 高島市 ③
平成30年度　マキノ生涯学習フェスティバ
ル

マキノ地域での生涯学習に対する意欲の向上を図ります。 10月31日～11月4日
マキノ土に学ぶ
里研修センター

マキノ生涯学習フェスティバル
実行委員会

無料
マキノ生涯学習フェスティバル
実行委員会 マキノ公民館
0740-27-1131

滋賀県 高島市 ③ 第45回　新旭文化祭
新旭町の文化団体および文化に関心を有する者の相互の連携と親睦を
密にし、文化活動と市民文化の向上を図ることを目的とします。

11月1日～4日
新旭公民館（高島市観
光物産プラザ）・新旭体
育館

新旭地域文化祭実行委員会 無料
高島市文化協会新旭支部
0740-25-5500

滋賀県 高島市 ③ 安曇川文化祭
郷土の文化、芸術等を地域住民が発表し、鑑賞する機会を通して生涯
学習活動の高揚を図ります。

10月31～11月4日 安曇川公民館 安曇川文化祭実行委員会 無料
安曇川公民館
電話：0740-32-0003

滋賀県 高島市 ③ 朽木文化祭
郷土の文化、芸術等を地域住民が発表し、鑑賞する機会を通して生涯
学習活動の高揚を図ります。

11月2日～4日
朽木公民館（文化交流
施設　やまびこ館）

朽木文化祭実行委員会 無料
朽木文化祭実行委員会
0740-38-2324

滋賀県 高島市 ③ 第48回　今津町文化祭
日頃の文化団体の活動成果を一般市民に知っていただき、協力・活動
の中で文化の掘り起こしに努めます。

11月2日～4日
高島市民会館・今津東コ
ミュニティセンター

今津地域文化祭実行委員会 無料
今津公民館
電話:0740-22-2249

滋賀県 高島市 ① 高島市青少年育成大会
青少年育成功労者表彰や中学生の意見発表、講演等を通して、地域ぐ
るみで青少年健全育成活動を充実・促進させることを目的として開催し
ます。

11月18日 ガリバーホール 青少年課 無料
青少年課
電話：0740-32-4458

滋賀県 高島市 ② 武生商業高校吹奏楽部演奏会
高島市文化ホールサポーター提案事業として、吹奏楽コンサートを実施
します。出演：武生商業高校吹奏楽部

11月25日 高島市民会館 高島市・高島市教育委員会
高島市民会館
電話：0740-22-1764

滋賀県 高島市 ③
第１４回　高島市美術展覧会
高島市青少年美術展覧会

青少年から高齢者まで幅広い層に芸術文化に触れる機会を提供すると
ともに、芸術家の想像力向上を図ることを目的に、高島市美術展覧会を
開催します。

11月23日～27日 新旭体育館 高島市・高島市教育委員会 無料
社会教育課
0740-32-4457

滋賀県 長浜市 ① 企画展「賤ヶ岳合戦と七本槍」
羽柴秀吉と柴田勝家との賤ヶ岳合戦で活躍した秀吉の家臣「七本槍」に
関わる資料を通して、その人物像と生涯を紹介します。

10月20日～11月25日
長浜市
長浜城歴史博物館
2階展示室

長浜市長浜城歴史博物館
http://www.city.nagahama.lg.
jp/section/rekihaku/

長浜市長浜城歴史博物館
0749-63-4611

期間中は無休

滋賀県 長浜市 ①
常設展「秀吉をめぐる人々」
コーナー展示３

家族、家臣、長浜町衆など、秀吉を取り巻く人々に焦点をあて、秀吉が
人々とどのように関わっていたのかを紹介します。

9月13日～11月11日
長浜市
長浜城歴史博物館
3階展示室

長浜市長浜城歴史博物館
http://www.city.nagahama.lg.
jp/section/rekihaku/

長浜市長浜城歴史博物館
0749-63-4611

10月15日は休館
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滋賀県 長浜市 ①
歴史探究ハイク③
「柴田勝家の玄蕃尾城跡を歩く」

天正11年（1583）に信長の跡目をめぐって秀吉と対決した柴田勝家が構
築した玄蕃尾城を、滋賀県立大教授・中井均氏と共に巡ります。

11月16日
玄蕃尾城
（滋賀県長浜市・福井県
敦賀市）

長浜城歴史博物館友の会
http://www.city.nagahama.lg.
jp/section/rekihaku/

長浜市長浜城歴史博物館
0749-63-4611

要申込

滋賀県 長浜市 ①
企画展
「雨森芳洲生誕350年記念－芳洲の教育
論－」

雨森村（長浜市高月町雨森）出身と伝える雨森芳洲は、対馬藩に仕え、
教育や朝鮮との外交などで活躍しました。今年は芳洲生誕から350年目
にあたり、この企画展では、芳洲の教育や子弟について焦点を当て、学
問のあり方や精神論を紐解きます。

10月3日～11月26日
高月観音の里
歴史民俗資料館
2階展示室

高月観音の里歴史民俗資料館
http://www.city.nagahama.lg.
jp/section/takatsukirekimin/

高月観音の里
歴史民俗資料館
0749-85-2273

毎週火曜日・
祝日翌日　休館

滋賀県 長浜市 ① 企画展「元亀争乱と浅井氏」
元亀年間（1570～1573）に湖北地方を主な戦場として、浅井・朝倉軍と織
田信長によって繰り広げられた元亀争乱を、古文書・絵図からたどって
いきます。また、姉川合戦に関する資料も展示します。

10月10日～11月25日
浅井歴史民俗資料館
郷土学習館1階展示室

浅井歴史民俗資料館
http://www.city.nagahama.lg.
jp/section/azairekimin/

浅井歴史民俗資料館
0749-74-0101

毎週月曜日・
祝日翌日　休館

滋賀県 長浜市 ①、③ 体験教室「鍛冶屋さんになろう！」
火で熱して柔らかくした市販の五寸釘を叩いて伸ばしてオリジナルのナ
イフを作り、地域の伝統産業（鍛冶）を学びます。

11月10日
萬右鍛冶小屋
（長浜市鍛冶屋町）

浅井歴史民俗資料館
http://www.city.nagahama.lg.
jp/section/azairekimin/

浅井歴史民俗資料館
0749-74-0101

要申込

滋賀県 長浜市 ①
ふるさと歴史探訪
「乗倉山の古墳群を歩く」

日本考古学協会の宮成良佐氏を講師として招き、岩崎山の古墳などを
散策します。

11月5日 乗倉山古墳群　ほか 浅井歴史民俗資料館
http://www.city.nagahama.lg.
jp/section/azairekimin/

浅井歴史民俗資料館
0749-74-0101

要申込
当日荒天の場合は
11月6日

滋賀県 長浜市 ③
長浜市地域伝統芸能大会
「長浜の祭りと芸能2018」

市内の多彩な伝統芸能を披露するため、昨年度より開催。今年度は、北
国街道が通る木之本町を会場とし、市内だけでなく高島市や敦賀市の芸
能も紹介することで、市域・県域を越えた芸能の広がりを体感してもらい
ます。

10月21日
北国街道木之本宿
（木之本地蔵院門前北）

長浜市無形民俗文化財
保存活用協議会

無料
長浜市市民協働部
歴史遺産課
0749－65－6510

申込不要
雨天時は木之本ス
ティックホールにて開
催

滋賀県 長浜市 ③ 第5回長浜市中学校吹奏楽祭
市内中学校の吹奏楽部が一同に会する音楽の祭典です。中学生の躍
動感あふれる演奏により元気と笑顔を届けます。関西フィルメンバーによ
る特別公演もあります。

10月19日 長浜文化芸術会館
公益財団法人
長浜文化スポーツ振興事業団

無料
公益財団法人
長浜文化スポーツ振興事業団
0749-63-7400

第48回滋賀県芸術文
化祭参加事業
第43回長浜市芸術文
化祭行事

滋賀県 長浜市 ③ 第67回芸能文化祭
箏・三絃・尺八による邦楽演奏と吟詠・日本舞踊等の伝統芸能を公演し、
日頃の練習の成果を発表するものです。

10月21日 長浜文化芸術会館 長浜芸能文化協会 無料
長浜芸能文化協会
板谷0749-50-3471

第48回滋賀県芸術文
化祭参加事業
第43回長浜市芸術文
化祭行事

滋賀県 長浜市 ③ 湖国文芸吟社「鳰」秋季句歌大会 文芸句歌の発表会。短歌、俳句、冠句、情歌の4部門の発表大会です。 10月19日～20日 虎姫時遊館 湖国文芸吟社「鳰」
湖国文芸吟社「鳰」
主宰：杉中花友0749-72-3927

第48回滋賀県芸術文
化祭参加事業
第43回長浜市芸術文
化祭行事

滋賀県 長浜市 ③ 第36回松月堂古流秋のいけばな展
日本生花司松月堂古流の生花、現代花、流麗花の作品展を開催しま
す。

10月21日～22日 長浜文化芸術会館
長浜松月会・
松月堂古流滋賀県支部

無料
長浜松月会
中山：0749-62-0211

第48回滋賀県芸術文
化祭参加事業
第43回長浜市芸術文
化祭行事
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滋賀県 長浜市 ③
市民のつどい・文化のつどい
「第20回　浅井文化祭」

浅井地区のまちづくりセンターで活動されている各教室の発表・作品の
展示など。あざい認定こども園、小中学生の作品展示も行います。

10月21日～11月4日
湯田・下草野・上草野・
七尾・田根まちづくりセン
ター・浅井文化ホール

各まちづくりセンター
浅井文化協会

無料
浅井文化協会
伊吹：0749-74-4321

第48回滋賀県芸術文
化祭参加事業
第43回長浜市芸術文
化祭行事

滋賀県 長浜市 ③
長浜まちなかフェスタ及び長浜まちづくりセ
ンター文化交流作品展・子ども美術展

長浜まちづくりセンターで活動されている教室やサークルの作品および
子ども学び座での子どもたちの作品展示。28日はふれあい交流広場とし
て体験コーナーや模擬店もあります。

10月26日～28日
長浜まちづくりセンター・
長浜小学校・長浜西中
学校

長浜まちなかフェスタ
実行委員会

無料

長浜まちなかフェスタ
実行委員会
（長浜まちづくりセンター内）
0749-62-1808

第48回滋賀県芸術文
化祭参加事業
第43回長浜市芸術文
化祭行事

滋賀県 長浜市 ③ ながはま寄席「上方落語競演会」
毎年恒例のながはま寄席を豪華な顔ぶれで上方落語の魅力をお届けし
ます。出演は桂ざこば、桂南光ほか

10月27日 長浜文化芸術会館
長浜市・
公益財団法人
長浜文化スポーツ振興事業団

長浜文化芸術会館
0749-63-7400

第48回滋賀県芸術文
化祭参加事業
第43回長浜市芸術文
化祭行事

滋賀県 長浜市 ③ 第21回ほくほく寄席
上方の話芸、落語と講談をお楽しみください。笑福亭伯枝ほか出演で、
大喜利や抽選会もあります。

10月27日
十里街道生活工芸館
テオリア

ほくほく寄席世話人会
ほくほく寄席世話人会
北村：0749-62-1074

第48回滋賀県芸術文
化祭参加事業
第43回長浜市芸術文
化祭行事

滋賀県 長浜市 ③ 第43回虎姫ふれあい文化祭
各サークル、児童から一般のみなさんによる作品展示と各団体によるス
テージ発表です。

10月27日～28日 虎姫文化ホール
長浜市文化芸術協会虎姫支部
長浜市子ども会連合会虎姫支
部

無料
長浜市文化芸術協会虎姫支部
0749-73-2273

第48回滋賀県芸術文
化祭参加事業
第43回長浜市芸術文
化祭行事

滋賀県 長浜市 ③
六荘まちづくりセンター文化祭
「六荘サークル発表会」

六荘まちづくりセンターのサークル作品展示と芸能発表を行います。県
内美術館による出前講座も同時に開催します。

10月27日～28日 六荘まちづくりセンター
六荘文化団体連合協議会
六荘まちづくりセンター

無料
六荘まちづくりセンター
0749-62-0198

第48回滋賀県芸術文
化祭参加事業
第43回長浜市芸術文
化祭行事

滋賀県 長浜市 ③ 第50回西浅井文化祭
こども園、小中学校、各種福祉施設や地域内文化団体、一般からの文
化作品の展示。舞台発表もあります。

10月27日～11月4日
西浅井まちづくりセン
ター

西浅井文化祭実行委員会 無料
西浅井まちづくりセンター
0749-89-1125

第48回滋賀県芸術文
化祭参加事業
第43回長浜市芸術文
化祭行事

滋賀県 長浜市 ③ 七尾秋祭り 書道、絵画、写真、生花の展示発表と芸能発表です。 10月28日 七尾まちづくりセンター 七尾地区地域づくり協議会 無料
七尾地区地域づくり協議会
0749-74-0458

第48回滋賀県芸術文
化祭参加事業
第43回長浜市芸術文
化祭行事

滋賀県 長浜市 ③ 愛知室内オーケストラ公演 愛知県内ほか東海地方で活躍する演奏家による公演です。 10月28日 浅井文化ホール 株式会社ロハス長浜
浅井文化ホール
0749-74-4000

第48回滋賀県芸術文
化祭参加事業
第43回長浜市芸術文
化祭行事

滋賀県 長浜市 ③ 第44回高月文化の集い

1日～4日は、まちづくりセンターサークルおよび一般市民、園児、児童、
生徒の作品展示があります。3日は、コーラス、江州音頭、尺八、琴等の
サークル発表。模擬店コーナーやクラフト体験コーナーもあります。4日は
文化講演会（人権のつどい）を行います。

11月1日～4日
ステージ発表
11月3日
文化講演会
11月4日

高月まちづくりセンター
長浜市文化芸術協会高月支部
高月まちづくりセンター

無料
高月まちづくりセンター
0749-85-5204

第48回滋賀県芸術文
化祭参加事業
第43回長浜市芸術文
化祭行事
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滋賀県 長浜市 ③
２０１８　ＫＯＨＯＫＵふれあい広場文化祭
みんなの作品展・ステージ発表会

作品展:湖北地域内の保･幼･小中の絵画、書。各種文化団体、サーク
ル、まちづくりセンター各教室、自治会サロン、デイサービスや個人等の
作品展を行います。発表会：まちづくりセンターのフラダンス教室やキッ
ズダンス教室および各サークル（オカリナ、大正琴、舞踊、和太鼓）や湖
北中吹奏楽が日ごろの活動成果を発表します。

11月2日～5日
湖北文化ホール
湖北まちづくりセンター

長浜市文化芸術協会
湖北支部
湖北まちづくりセンター

無料
湖北まちづくりセンター
西村0749-78-7287

第48回滋賀県芸術文
化祭参加事業
第43回長浜市芸術文
化祭行事

滋賀県 長浜市 ③
フェスタKINOMOTO'1８
木之本ふるさとづくり文化祭

展示の部と芸能の部に分かれての成果発表です。 11月3日
木之本
まちづくりセンター
木之本スティックホール

木之本ふるさとづくり文化
祭実行委員会

無料
木之本ふるさとづくり文化祭
実行委員会
長谷川0749－82-3170

第48回滋賀県芸術文
化祭参加事業
第43回長浜市芸術文
化祭行事

滋賀県 長浜市 ③ 第４４回　びわふるさと文化祭
各サークルの作品展示 ･芸能発表会、高齢者・認定こども園・一般の方
による作品展示、模擬店コーナー、農産物軽トラ市、子ども体験コーナー
等が実施します。

11月3日～4日
びわまちづくりセンター
びわ高齢者福祉センター

びわふるさと文化祭
実行委員会
びわ文化協会

無料
びわまちづくりセンター
0749-72-4300

第48回滋賀県芸術文
化祭参加事業
第43回長浜市芸術文
化祭行事

滋賀県 長浜市 ③ 西黒田ふれあい文化祭
金太郎絵画展表彰式、特別講演会、南中吹奏楽部発表会を行います。
サークルのステージ発表と展示、フリーマーケット、模擬店等も実施しま
す。

11月3日～4日
西黒田まちづくりセン
ター

西黒田ふれあい文化祭実行委
員会
西黒田ふるさと振興会議
西黒田サークル連絡協議会

無料
西黒田まちづくりセンター
0749-62-0381

第48回滋賀県芸術文
化祭参加事業
第43回長浜市芸術文
化祭行事

滋賀県 長浜市 ③ はごろもアートフェスティバル２０１８
児童、一般の作品展示。ワークショップ、アートカフェ、お茶席、ステージ
発表、小中学校開校記念事業など実施します。

11月3日～4日 余呉文化ホール 長浜市文化芸術協会余呉支部 無料
長浜市文化芸術協会余呉支部
中山0749-86-3970

第48回滋賀県芸術文
化祭参加事業
第43回長浜市芸術文
化祭行事

滋賀県 長浜市 ③ 神田地区文化祭
一般作品、絵画展、南幼稚園児のお遊戯、ふるさと神田研究会展示、
サークル発表他実施します。

11月3日～4日
神田まちづくりセンター
講堂・グラウンド

神田地区文化祭実行委員会 無料
神田まちづくりセンター
0749-62-7037

第48回滋賀県芸術文
化祭参加事業
第43回長浜市芸術文
化祭行事

滋賀県 長浜市 ③ 吟詠発表会
吟技の向上と会員間の親睦を深めるため、詩吟・和歌・俳句等の発表会
を開催します。

11月4日 長浜市民交流センター 岳心流近江岳心会 無料
岳心流近江岳心会
藤田0749-63-2466

第48回滋賀県芸術文
化祭参加事業
第43回長浜市芸術文
化祭行事

滋賀県 長浜市 ③ アンサンブルの愉しみ
クラシック×生花の融合、再び。音楽と華道のコラボレーションをお楽し
みください。

11月11日 長浜文化芸術会館
長浜市
公益財団法人
長浜文化スポーツ振興事業団

無料
長浜文化芸術会館
0749-63-7400

第48回滋賀県芸術文
化祭参加事業
第43回長浜市芸術文
化祭行事

滋賀県 長浜市 ③
ながはまシニアアンサンブル「銀の櫂」
ミニコンサート

いろんなジャンルの曲にチャレンジします。懐かしの名曲もお楽しみ下さ
い。口ずさんで頂ける楽しい演奏会です。

11月17日 長浜文化芸術会館
ながはまシニアアンサンブル
「銀の櫂」

無料

ながはまシニアアンサンブル
「銀の櫂」事務局
（長浜文化芸術会館内）
0749-63-7400

第48回滋賀県芸術文
化祭参加事業
第43回長浜市芸術文
化祭行事

滋賀県 長浜市 ③
ＢＵＮＫＡオータムフェスティバル
in 長浜サンパレス

各講座・サークルの展示発表など日頃のみなさんの学びの成果をご覧く
ださい。各種体験講座も開催します。また、１８日にはデューク更家氏の
弟子「武當倭人さんのウオーキング講座」も開催します。是非、この機会
に様々な文化芸術に触れる時間をお楽しみください。模擬店もあります。

11月17日～18日 長浜サンパレス
公益財団法人
長浜文化スポーツ振興事業団

無料
長浜サンパレス
0749-64-1444

第48回滋賀県芸術文
化祭参加事業
第43回長浜市芸術文
化祭行事

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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滋賀県 長浜市 ③ 岳心流びわこ岳心会　秋季吟唱発表会 出吟者及び発表詩題等 11月18日 長浜市民交流センター
岳心流びわこ岳心会
岳心流中部地方本部
長浜文化芸術団体協議会

無料
岳心流びわこ岳心会
藤井0749-63-9822

第48回滋賀県芸術文
化祭参加事業
第43回長浜市芸術文
化祭行事

滋賀県 長浜市 ③ 連続講座「近江の城郭」第一回 小谷城跡の現地探訪と講座 11/10 史跡小谷城跡 滋賀県教育委員会
0748‐46‐6144
077‐528‐4672

滋賀県 東近江市 ①
第21回企画展示
「戦場より　故郷の家族へ　-戦没者の手紙
-」

今回は戦場で亡くなられた方を中心にして、彼らが故郷へ書き送った手
紙を紹介します。

9月30日～12月24日 滋賀県平和祈念館 滋賀県平和祈念館 無料
http://www.pref.shiga.lg.jp/h
eiwa/heiwamuseum/index.ht
ml

滋賀県平和祈念館
滋賀県東近江市
下中野町431番地
TEL：0749-46-0300
FAX：0749-46-0350

滋賀県 東近江市 ①
平和学習講座
「日中戦争からアジア・太平洋戦争へ　-戦
場の実態にもふれつつ-」

日中戦争とアジア・太平洋戦争（いわゆる太平洋戦争）とは全く別の戦争
ではありません。この2つの戦争が連続した密接不可分な戦争であった
ことをさまざまな面から明らかにし、あわせてアジア・太平洋戦争の苛酷
で凄惨な戦場の実態にもふれてご講義いただきます。

10月21日 滋賀県平和祈念館 滋賀県平和祈念館 無料
http://www.pref.shiga.lg.jp/h
eiwa/heiwamuseum/index.ht
ml

滋賀県平和祈念館
滋賀県東近江市
下中野町431番地
TEL：0749-46-0300
FAX：0749-46-0350

滋賀県 東近江市 ① 児童生徒向け体験型学習展示
戦争と戦時下の生活を体感できる体験型学習展示を行います。手にと
れるハンズオン資料から戦争と戦時下の生活を体感できます。

9月5日～12月24日 滋賀県平和祈念館 滋賀県平和祈念館 無料
http://www.pref.shiga.lg.jp/h
eiwa/heiwamuseum/index.ht
ml

滋賀県平和祈念館
滋賀県東近江市
下中野町431番地
TEL：0749-46-0300
FAX：0749-46-0350

滋賀県 東近江市 ①
子ども向け体験型平和学習
「平和の学校あかり」

滋賀県平和祈念館では、体験型子ども向け平和学習「平和の学校あか
り」を開講しています。本事業は、戦跡めぐりのフィールドワークや戦争
体験の聴き取り調査など、前期・後期で計14回の講座を行うものです。
11月3日：教えて戦争体験Ⅲ【集団疎開と大阪大空襲】
11月17日：戦跡めぐりin大阪

11月3日,11月17日 滋賀県平和祈念館 滋賀県平和祈念館
http://www.pref.shiga.lg.jp/h
eiwa/heiwamuseum/index.ht
ml

滋賀県平和祈念館
滋賀県東近江市
下中野町431番地
TEL：0749-46-0300
FAX：0749-46-0350

滋賀県 東近江市 ① 戦争体験を聞く会

滋賀県平和祈念館では、「戦争体験を聞く会」を毎月開催しています。戦
時を体験されたご本人から直接お話を聞くことのできる貴重な機会で
す。
10月14日：「海軍航空技術廠での徴用体験や津の空襲の様子」
11月11日：「上田上での日本機墜落を目撃　焼夷弾投下当時の様子」

10月14日,11月11日 滋賀県平和祈念館 滋賀県平和祈念館 無料
http://www.pref.shiga.lg.jp/h
eiwa/heiwamuseum/index.ht
ml

滋賀県平和祈念館
滋賀県東近江市
下中野町431番地
TEL：0749-46-0300
FAX：0749-46-0350

滋賀県 東近江市 ① 映画上映会

滋賀県平和祈念館では、毎月、平和や戦争をテーマにした映画の上映
会を開催しています。
上映予定作品
10月28日：「父と暮らせば」、11月25日：「人間の翼」

10月28日,11月25日 滋賀県平和祈念館 滋賀県平和祈念館 無料
http://www.pref.shiga.lg.jp/h
eiwa/heiwamuseum/index.ht
ml

滋賀県平和祈念館
滋賀県東近江市
下中野町431番地
TEL：0749-46-0300
FAX：0749-46-0350

滋賀県 東近江市 ① 大人のための歴史教室
佛教大学 歴史学部教授 原田 敬一氏を講師にお迎えし、「小説の中の
戦争」と題し、「大人のための歴史教室」を開講します。

11月24日 滋賀県平和祈念館 滋賀県平和祈念館 無料
http://www.pref.shiga.lg.jp/h
eiwa/heiwamuseum/index.ht
ml

滋賀県平和祈念館
滋賀県東近江市
下中野町431番地
TEL：0749-46-0300
FAX：0749-46-0350

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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滋賀県 東近江市 ①
平和を願う子どもピースメッセージ
絵画コンクール表彰式

滋賀県平和祈念館では、次世代を担う子どもたちが、戦争と平和をテー
マにした絵を描くことにより、戦争の悲惨さや平和の尊さを考えるきっか
けとし、子どもたちが描く絵画を通して、広く県民に平和への思いを伝え
ることを目的とした「平和を願う子どもピースメッセージ絵画コンクール」
を実施します。

11月3日 滋賀県平和祈念館 滋賀県平和祈念館 無料
http://www.pref.shiga.lg.jp/h
eiwa/heiwamuseum/index.ht
ml

滋賀県平和祈念館
滋賀県東近江市
下中野町431番地
TEL：0749-46-0300
FAX：0749-46-0350

滋賀県 東近江市 ① 語り部次世代育成講座

戦争体験者の方々の高齢化がすすむなか、「語り部」の育成は開館当初
から当館の重要な役割と位置づけられてきたのですが、この課題はたい
へんむずかしく検討を重ねてきたところですが、実験的な部分も含めて
今年度からの新しい取り組みとして、語り部次世代育成講座を開始して
います。

11月10日 滋賀県平和祈念館 滋賀県平和祈念館 無料
http://www.pref.shiga.lg.jp/h
eiwa/heiwamuseum/index.ht
ml

滋賀県平和祈念館
滋賀県東近江市
下中野町431番地
TEL：0749-46-0300
FAX：0749-46-0350

滋賀県 東近江市 ① 自分史づくり講座
自分史とは、自分の記憶をたよりに、自分のことばで、自分の生きた時
代の証言をつづることです。平和祈念館の館長講座は、みなさまの自分
史づくりをお手伝いします。

10月13日 滋賀県平和祈念館 滋賀県平和祈念館 無料
http://www.pref.shiga.lg.jp/h
eiwa/heiwamuseum/index.ht
ml

滋賀県平和祈念館
滋賀県東近江市下
中野町431番地
TEL：0749-46-0300
FAX：0749-46-0350

滋賀県 東近江市 ① ボランティア登録講座

県民の戦争体験を語り継ぎ、戦争の悲惨さや平和の尊さを学び、平和を
願う心を育むための拠点施設である平和祈念館の活動に参加いただけ
るボランティアを募集しています。登録にあたっては、ボランティア登録講
座を受講していただく必要があります。

11月18日 滋賀県平和祈念館 滋賀県平和祈念館 無料
http://www.pref.shiga.lg.jp/h
eiwa/heiwamuseum/index.ht
ml

滋賀県平和祈念館
滋賀県東近江市下
中野町431番地
TEL：0749-46-0300
FAX：0749-46-0350

滋賀県 東近江市 ①
平和学習講座フィールドワーク
「布引丘陵・掩体群の学習講座」

東近江市教育委員会　嶋田直人氏を講師にお迎えし、東近江市内に残
る掩体壕について、現地見学も交えたフィールドワークを実施します。

11月4日 滋賀県平和祈念館 滋賀県平和祈念館 無料
http://www.pref.shiga.lg.jp/h
eiwa/heiwamuseum/index.ht
ml

滋賀県平和祈念館
滋賀県東近江市下
中野町431番地
TEL：0749-46-0300
FAX：0749-46-0350

滋賀県 東近江市 ①,③ 第１４回東近江市美術展覧会
市内・近隣市町の方々による６部門（日本画・洋画・彫刻彫塑・美術工
芸・書・写真）の美術作品の展示を行います。

10月10日～21日
東近江市立
八日市文化芸術会館

東近江市美術展覧会
実行委員会

無料
【東近江市ＨＰ】
http://www.city.higashiomi.s
higa.jp/

東近江市美術展覧会
実行委員会事務局
（東近江市教育委員会事務局
生涯学習課内）
0748-24-5672

滋賀県 東近江市 ①,③
第１４回東近江市芸術文化祭
親子向けトークショー
「お話で心に寄り添う」

人気絵本作家サトシンさんによる親子向けトークショーを開催します。 11月17日
東近江市立
蒲生コミュニティセンター

東近江市美術展覧会
実行委員会

無料
【東近江市ＨＰ】
http://www.city.higashiomi.s
higa.jp/

東近江市美術展覧会
実行委員会事務局
（東近江市教育委員会事務局
生涯学習課内）
0748-24-5672

滋賀県 東近江市 ①,③
第１４回東近江市芸術文化祭
劇団前進座公演「くず～い屑屋でござい」

劇団前進座による出前芝居「くず～い屑屋でござい」を開催します。 11月18日
東近江市立
八日市文化芸術会館

東近江市美術展覧会
実行委員会

無料
【東近江市ＨＰ】
http://www.city.higashiomi.s
higa.jp/

東近江市美術展覧会
実行委員会事務局
（東近江市教育委員会事務局
生涯学習課内）
0748-24-5672

入場無料（入場には
整理券が必要）

滋賀県 彦根市 ③ 滋賀県伝統的工芸品展「滋賀の匠展」

滋賀県には、長い歴史の中で培われ、生活と密着しながら受け継がれて
きた「伝統的工芸品」とよばれる工芸品が41品目あります。今回、そのう
ちの15品目が揃う展示と実演見学や体験ができるイベントを開催しま
す。

10月26日～28日
ビバシティ彦根
センタープラザおよびセ
ンターモール

滋賀県商工観光労働部
中小企業支援課

滋賀県商工観光労働部
中小企業支援課
077-528-3731

滋賀県 日野町 ③ 日野地区文化祭 手芸等の作品展示、サークル等のステージ発表ほか 11月3日・4日 日野公民館 日野公民館 無料
日野公民館
0748－52－0016

滋賀県 日野町 ③ 東桜谷地区文化祭 手芸等の作品展示、サークル等のステージ発表ほか 11月3日・4日 東桜谷公民館 東桜谷公民館 無料
東桜谷公民館
0748－52－3092

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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滋賀県 日野町 ③ 西桜谷地区文化祭 手芸等の作品展示、サークル等のステージ発表ほか 11月3日・4日 西桜谷公民館 西桜谷公民館 無料
西桜谷公民館
0748－53－0007

滋賀県 日野町 ③ 西大路地区文化祭 手芸等の作品展示、サークル等のステージ発表ほか 11月3日・4日 西大路公民館 西大路公民館 無料
西大路公民館
0748－52－1050

滋賀県 日野町 ③ 鎌掛地区文化祭 手芸等の作品展示、サークル等のステージ発表ほか 11月3日・4日 鎌掛公民館 鎌掛公民館 無料
鎌掛公民館
0748－52－1210

滋賀県 日野町 ③ 南比都佐地区菊花展・文化祭 手芸等の作品展示、サークル等のステージ発表ほか 11月3日・4日 南比都佐公民館 南比都佐公民館 無料
南比都佐公民館
0748－52－1220

滋賀県 日野町 ③ ２０１７必佐文化祭 手芸等の作品展示、サークル等のステージ発表ほか 11月3日・4日 必佐公民館 必佐公民館 無料
必佐公民館
0748－52－3091

滋賀県 日野町 ③ 日野町文化祭 発表（舞台）、展示（美術・工芸・その他）、文芸 11月10日～18日
町民会館わたむきホー
ル虹、町立図書館

日野町文化振興事業団 無料
日野町文化振興事業団
0748－53－3233

滋賀県 米原市 ①教育 みんなの本のリサイクル
ご家庭でご不要になった本を、みなさんでお持ち寄りいただいて、ご自由
にお持ち帰りいただくイベントです。

11月3日,4日 米原市立山東図書館 米原市 無料
https://www.library.city.maib
ara.lg.jp

米原市立山東図書館
0749-55-4554

滋賀県 米原市 ①教育 人形劇がやってくる！ 人形劇サークル「おにぎり村」さんによる人形劇です。 11月11日 米原市立近江図書館 米原市 無料
https://www.library.city.maib
ara.lg.jp

米原市立近江図書館
0749-52-5246

滋賀県 野洲市 ① 図書館まつり
本のカバーかけ講座、おはなし会、図書館関連の展示などを開催しま
す。

11月10日 野洲図書館 本館 野洲図書館 無料
野洲図書館
077－586-0218

滋賀県 竜王町 ①、② 竜王町教育フォーラム２０１８
平成３０年度竜王町ＰＴＡ連絡協議会が掲げる「楽しもう！夢と希望を育
む子育てを　語り合おう！親育ちのために」をスローガンに基づき、子ど
もたちの夢や希望を育み、親が育つための研修会を開催する。

10月28日 竜王町公民館
竜王町ＰＴＡ連絡協議会
竜王町教育委員会
竜王用社会教育委員会

無料
竜王町教育委員会事務局
生涯学習課
0748－58－3711

滋賀県 竜王町 ①、③ 第４回竜王町文化きらめきフェア

　日頃の文化芸術に関する意欲的な創作活動の成果を広く発表するとと
もに地域の魅力ある文化振興に対する取り組みを紹介することで、創る
人と鑑賞する人との出会いの場を創出しさらなる文化芸術への意欲の
高揚を図る。

11月2日～4日
竜王町公民館およびそ
の周辺

竜王町文化協会、
竜王町公民館

無料
竜王町公民館
0748-58-1005

滋賀県 竜王町 ① しごとチャレンジフェスタ2018
職業観・勤労観を育むきっかけづくりとして、小中学生を対象に、様々な
しごとを紹介し、実際にしごとの体験を行うイベントを実施します。

11月3日、4日 竜王町総合運動公園

しごとチャレンジフェスタ実行委
員会（滋賀県、賀県教育委員
会、滋賀県職業能力開発協会、
滋賀県技能士会）

無料
http://www.pref.shiga.lg.jp/f/
rosei/festa/festa2018.html

滋賀県商工観光労働部
労働雇用政策課
TEL：077-528-3755

滋賀県 ① 平成30年度滋賀県青少年育成県民大会

日頃、地域で青少年育成に取り組んでいる関係者をはじめ、多くの県民
の参加のもと、11月の滋賀県子ども・若者育成支援強調月間の「たくまし
く　伸びよう　伸ばそう　湖国の子」をスローガンに、青少年健全育成への
一層の理解を深め、青少年育成運動の輪をさらに大きく発展させること
を目的として実施します。本大会では、主に青少年活動発表、各種表
彰、作文・絵画・ポスター発表、講演などを行います。

11月10日 草津クレアホール
滋賀県青少年育成県民会議、
滋賀県

無料
滋賀源青少年育成県民会議
事務局
077-523-5484

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


