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京都府 綾部市 ①
平成30年度
人権を考えるセミナー

同和問題を始めとするさまざまな人権問題の解決につながる人権学習を行い、人権
尊重社会の実現をめざします。

10月16日（火）
11月20日（火）

中央公民館 綾部市教育委員会 無料
http://www.city.ayabe.lg.jp/sha
kaikyoiku/kyoiku/h30seminar.ht
ml

綾部市教育委員会
社会教育課
0773-42-4326

京都府 綾部市 ③ 第66回　綾部市総合文化祭
文化協会の各会派・団体が日ごろの練習・研鑽の成果を発表するとともに、ジャンルを
超えた総合交流を図ります。

11月2日～4日
・市民センター
・京都府中丹文化会館

綾部市文化協会 無料
綾部市文化協会
会長　木下　和美
0773-42-0875

京都府 綾部市 ②
第43回
綾部市中学校連合音楽祭

綾部市6中学校の音楽交流を図るとともに、合唱を中心とした音楽にかかわる中学生
の豊かな表現力の育成を目指す。
第26回国民文化祭京都２０１１・合唱フェスティバルにおける各中学校の取組や文化を
継承・発展させる取組とする。

11月8日（木） 京都府中丹文化会館
市教育委員会
市中学校長会
市学校教育研究会

無料
綾部市教育委員会
学校教育課
0773-42-4323

京都府 綾部市 ②
第28回
綾部市立小学校音楽交流会

日常の音楽成果の発表を通して児童の音楽を愛好する心情と音楽に対する感性を育
てることにより、綾部市における小学校音楽教育の振興を図るとともに、お互いの交
流を通じ、幅広い人間性の育成に資することを目的とする。

11月9日(金) 京都府中丹文化会館
市教育委員会
市小学校長会
市学校教育研究会

無料
綾部市教育委員会
学校教育課
0773-42-4323

京都府 綾部市 ①
第60回
全綾部市人権教育研究集会

差別の現実から深く学び、人権問題の解決を目指して新たな実践を創造する研究集
会。

11月10日(土) 京都府中丹文化会館
綾部市人権教育推進
連絡協議会

無料
http://www.city.ayabe.lg.jp/kyoi
ku/kyoiku/index.html

綾部市教育委員会
社会教育課
0773-42-4326

京都府 井手町 ①③
「合併60周年記念」
第39回井手町文化祭

文化・芸術の成果を発表する場として、舞台発表、作品展示などが行われます。会場
では、商工祭、農林業祭、健康のつどいも開催され、毎年多くの人でにぎわいます。

11月3日、4日
井手町自然休養村
管理センターほか

井手町文化祭実行委員会 無料

井手町文化祭実行委員会
（井手町教育委員会社会教育
課）
0774-82-5700

京都府 宇治市 ① 第37回中学生の主張大会 宇治市内の各中学校の代表生徒が「考え、悩み、求めている」ことを発表します。 11月10日
宇治市文化センター
大ホール

宇治市教育員会
宇治市青少年健全
育成協議会
宇治市連合育友会

無料
宇治市ホームページ
http://www.city.uji.kyoto.jp/

宇治市教育委員会
教育支援課
家庭地域支援係
0774-20-8766

京都府 宇治市 ①③
特別展「幕末明治・京都遊覧－銅
版画の世界－」

「明治150年」にちなみ、幕末から明治にかけて宇治をはじめ京名所を描いた銅版画を
一堂に展示します。特別展図録の刊行や、特別展担当者によるギャラリートークを実
施します。

9月29日～11月18日 宇治市歴史資料館 宇治市歴史資料館
http://www.city.uji.kyoto.jp（宇
治市HP）

宇治市歴史資料館
0774-39-9260

京都府 宇治市 ①③
特別展記念講演会「銅版画に描
かれた京都－近代への模索－」

特別展「幕末明治・京都遊覧－銅版画の世界－」の関連事業として、特別展記念講演
会を、小林丈広さん(同志社大学教授)を招いて開催します。

10月30日
宇治市中央公民館　展示集会
室

宇治市歴史資料館
http://www.city.uji.kyoto.jp（宇
治市HP）

宇治市歴史資料館
0774-39-9260

京都府 宇治市 ① 西宇治図書館クイズラリー クイズに答えながら、館内のチェックポイントを巡ります。 10月26日～11月11日 宇治市西宇治図書館 宇治市西宇治図書館 無料 0774-39-9226
幼児・小学生対
象

京都府 宇治市 ①③ 子どもの読書活動推進事業
11月1日の「宇治市子ども読書の日」に関するイベントを開催します。平成30年度は10
月22日、10月28日に市内各所で出張おはなし会を開催する予定です。

10月22日、28日
南部地域子育て支援センター
総合野外活動センター

宇治市教育委員会
宇治市子どもの読書活動
推進委員会

無料
宇治市教育委員会
生涯学習課
電話0774-20-8758

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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第60回「教育・文化週間」関連行事

京都府 宇治市 ①④
環境講座「日本の生態系はどうな
るのか～外来種の脅威と破壊さ
れる日本の生態系～」

琵琶湖の現状を通して外来種によってもたらされる生態系への影響や日本固有種を
守るための活動などを学びます（2回連続講座）。

10月10日、 24日 宇治市生涯学習センター 宇治市生涯学習センター 無料
宇治市生涯学習センター
電話0774-39-9500（直）

京都府 宇治市 ①
思春期講座
「変化するこどもに寄り添う」

思春期の子どもたちが置かれている状況について理解を深め、子どもの自立と親子
関係について考える機会とします（2回連続講座）。

11月1日、15日 宇治市生涯学習センター 宇治市生涯学習センター 無料
宇治市生涯学習センター
電話0774-39-9500（直）

京都府 宇治市 ① パッと目をひく！チラシのいろは
広報の基本やデザインのコツについての講義や、チラシづくりのワークショップを通し
て「チラシのいろは｝を学びます（3回連続講座）。

11月14日、21日、28日 宇治市生涯学習センター 宇治市生涯学習センター 無料
宇治市生涯学習センター
電話0774-39-9500（直）

京都府 宇治市 ①
小学生の親のための講座「我が
子は大丈夫？気になる子どもの
体育嫌い」

体育嫌いの子どもへの接し方を考えるきっかけとなるように、子どもたちが小学校で学
ぶ体育科の学習内容と家庭でできるアドバイスについて学びます（2回連続講座）。

11月20日、27日 宇治市生涯学習センター 宇治市生涯学習センター 無料
宇治市生涯学習センター
電話0774-39-9500（直）

京都府 宇治市 ①③ 宇治市民大学

市民の手による、市民と地域のための大学です。宇治学コース「南山城、時代の深掘
り」より「描かれた中世の庶民生活～絵画に見る戦国、桃山時代の衣食住～」（10月20
日）、「古代日朝関係と山城～6世紀高句麗使節の来倭～」（11月17日）、歴史コース
「近世Ⅳ」より「秀吉と天皇、朝廷の関係」（11月10日）。

10月20日、
11月10日、17日

宇治市生涯学習センター
宇治市民大学
運営スタッフ会
宇治市生涯学習センター

宇治市民大学事務局
電話080-1526-6042

京都府 宇治市 ③ 宇治田楽まつり

　宇治田楽まつりは市民が主体の実行委員会が、平安期に栄えた宇治の芸能である
田楽の復興をテーマに、歴史的背景を元にして古典的要素も盛り込み、踊り、音楽、
衣装を現代風にアレンジし、創りあげた「ふるさと宇治」にふさわしい市民のまつりで
す。

10月20日

京都府立宇治公園
中の島および周辺
（雨天時：宇治市文化会館大
ホール）

宇治田楽まつり実行委員会 無料
宇治田楽まつり実行委員会：
http://ujidengaku.com/

宇治田楽まつり実行委員会
0774-22-5557

京都府 宇治市 ③ 第28回宇治十帖スタンプラリー
源氏物語「宇治十帖」の古跡や宇治の自然を歩きます。
　今年度も、宇治市宣伝大使「ちはや姫」と宇治ご当地キャラクター「チャチャ王国のお
うじちゃま」が登場し、記念のスタンプが押印できます。

10月27日、28日、11月
3日、4日

宇治橋を中心にした
市内一円（宇治十帖の古跡）

宇治市、宇治市教育委員
会、紫式部文学賞イベント
実行委員会、 公益社団法
人宇治市観光協会

無料
宇治市役所：
http://www.city.uji.kyoto.jp/

文化自治振興課
0774-20-8721

京都府 宇治市 ③ 紫式部文学賞受賞者講演会
今年度の紫式部文学賞受賞者による講演会を実施します。
とき　午後2時～3時30分（予定）

11月18日
宇治市
源氏物語ミュージアム講座室

宇治市、宇治市教育委員
会、紫式部文学賞イベント
実行委員会

宇治市役所：
http://www.city.uji.kyoto.jp/

文化自治振興課
0774-20-8721

入場募集：10月
31日まで（必着）
※定員を超えた
場合、抽選
申し込み先：文化
自治振興課

京都府 宇治市 ③ 市民文化芸術祭

＜展示の部＞
と き　10月27日(土)・10月28日(日)
　　　　午前10時～午後4時30分（28日のみ午後4時）
ところ　中央公民館
内 容　書道、てまり、各種工芸
＜舞台の部＞
とき・ところ・内容 10月27日(土)
◎大ホール＝合奏・大正琴・バレエ・三曲等
◎小ホール＝日舞
10月28日(日)
◎大ホール＝洋舞
◎小ホール＝吟詠・謡曲・民謡等

10月27日、28日 宇治市文化会館大ホール・
小ホール、中央公民館等

宇治市・宇治市民文化芸術
祭実行委員会・公益財団法
人宇治市文化センター・宇
治市芸術文化協会

宇治市芸術文化協会：
http://uji-geibunkyou.jp/

宇治市役所：
http://www.city.uji.kyoto.jp/

宇治市芸術文化協会
0774-22-6070
文化自治振興課
0774-20-8721

・舞台発表・展示
参加は募集を終
了しています。
・観覧は無料で
す。

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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第60回「教育・文化週間」関連行事

京都府 宇治市 ③ 宇治市民いけばな展
と き　10月27日(土)・28日(日)
　　　　午前10時～午後5時（28日のみ午後4時）

10月27日、28日 宇治市文化会館大ホール・
小ホールホワイエ等

宇治市いけばな協会
宇治市芸術文化協会
0774-22-6070

・作品募集は終
了しています。
・観覧は無料で
す。

京都府 宇治市 ③
第32回音連ミュージックフェスティ
バル2018

と き　10月21日(日)
　　　　午後0時30分～　（開場：午後0時）
ところ　宇治市文化会館大ホール

宇治市音楽連盟加盟団体が、お互いに交流し、技術の向上を図り、集まった観客に楽
しんでもらうために開催されます。

10月21日 宇治市文化会館大ホール 宇治市音楽連盟
宇治市音楽連盟：
http://uji-onren.net/

宇治市音楽連盟

京都府 宇治市 ③ 宇治市民絵画展

と き　11月15日(木)～11月18日(日)
　　　　午前10時～午後5時（最終日のみ午後4時）
募集作品：洋画・水彩画・パステル画・日本画・水墨画・版画・
　　　　　鉛筆画・その他
　　　　　大きさ50号以下、一人1点

11月15日～18日 中央公民館
宇治市民絵画展実行委員
会

宇治市民絵画展実行委員会

・作品募集申し込
み期間：9月25日
～10月12日
・観覧は無料で
す。

京都府 宇治市 ③ 宇治市民写真展

と き　11月30日(金)～12月2日(日)
　　　　午前9時～午後5時（最終日のみ午後4時）
サイズ　四切・半切・A4・A3・A3ノビ
　　　　フィルムまたはデジタル写真
　　　　（デジタル写真は加工不可）
　　　　※出展数は1人1点～2点

11月30日～12月2日 産業会館多目的ホール 宇治写真協会 無料 宇治写真協会

・作品募集申し込
み期間：10月1日
～10月11日
・観覧は無料で
す。

京都府 宇治市 ①③ 庵寺山古墳一般公開
市指定史跡庵寺山古墳の公開を行い、あわせて市内出土遺物の公開、体験学習を
行う。

11月10日 庵寺山古墳・広野丸山集会所 歴史まちづくり推進課 無料 http://www.city.uji.kyoto.jp/
歴史まちづくり推進課
0774-21-1602

京都府 宇治市 ①③
リニューアルオープン特別企画展
宇治の名所と旅する光氏

宇治をはじめとする名所や、『偐紫田舎源氏』の主人公足利光氏を描いた錦絵を紹介
します。

9月14日～11月18日
宇治市源氏物語ミュージアム
企画展示室

宇治市
源氏物語ミュージアム

宇治市HP
http://www.city.uji.kyoto.jp/

宇治市
源氏物語ミュージアム
0774-39-9300

京都府 宇治市 ①③ 源氏物語セミナー
源氏ろまん2018の一環として、講師に彬子女王殿下を講師にお迎えして、源氏物語セ
ミナーを開催します。

10月13日
宇治市源氏物語ミュージアム
講座室

宇治市
源氏物語ミュージアム

宇治市HP
http://www.city.uji.kyoto.jp/

宇治市
源氏物語ミュージアム
0774-39-9300

京都府 宇治市 ①③ 連続講座第5回　　光源氏の<光>
連続講座　光源氏に迫る　―栄華、憂い、そして愛―の第5回。講師は山本淳子さん
（京都学園大学教授）。

11月9日
宇治市源氏物語ミュージアム
講座室

宇治市
源氏物語ミュージアム

宇治市HP
http://www.city.uji.kyoto.jp/

宇治市
源氏物語ミュージアム
0774-39-9300

京都府 宇治市 ①③ ようこそ古典の世界へ
宇治市子ども読書の日関連事業。ミュージアム図書室にて、子どもたちに向けて、古
典に関連する図書を紹介します。

10月16日～11月18日
宇治市源氏物語ミュージアム
図書室

宇治市
源氏物語ミュージアム

無料
宇治市HP
http://www.city.uji.kyoto.jp/

宇治市
源氏物語ミュージアム
0774-39-9300

京都府 宇治市 ① おはなしひろば
東宇治コミュニティセンター「文化祭ふれあいまつり」のひとつとして、ストーリーテリン
グや絵本の読み聞かせ等を行います。

11月18日
宇治市東宇治図書館
児童書コーナー

宇治市東宇治図書館 無料 higashiujitosho@city.uji.kyoto.jp
宇治市東宇治図書館
0774-39-9182

京都府 宇治市 ①
読書絵葉書
「こんな本、読みました！」
の募集展示

子どもが本のお気に入りの場面を描いた絵葉書を募集し、館内に展示します。
9月28日～10月14日
（予定）

宇治市中央図書館 宇治市中央図書館 無料
宇治市図書館HP
http://library. city.uji..kyoto.jp

宇治市中央図書館
0774-39-9258

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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京都府 宇治市 ① 読書スタンプラリー
指定された分野の本を借りると条件がクリアでき、毎日3つまでスタンプを押すことがで
きます。子どもが幅広い分野の本に出会うきっかけを提供するためのスタンプラリーで
す。

10月26日～11月18日
（予定）

宇治市中央図書館 宇治市中央図書館 無料
宇治市図書館HP
http://library. city.uji..kyoto.jp

宇治市中央図書館
0774-39-9258

京都府 宇治市 ① ぬいぐるみのお泊り会
子どもとぬいぐるみがおはなし会に参加した後、ぬいぐるみを図書館で預かり、夜の
図書館で読書を楽しむ様子を撮影します。後日、ぬいぐるみを迎えに来た子どもに写
真をプレゼントし、ぬいぐるみが読んでいた絵本を紹介します。

10月28日 宇治市中央図書館 宇治市中央図書館 無料
宇治市図書館HP
http://library. city.uji..kyoto.jp

宇治市中央図書館
0774-39-9259

京都府 宇治市 ① 古典のおはなし会
子どもに昔話や民話の読み聞かせをします。長く語り継がれたものがたりの面白さを
知り、古典作品への理解を深めます。

11月4日 宇治市中央図書館 宇治市中央図書館 無料
宇治市図書館HP
http://library. city.uji..kyoto.jp

宇治市中央図書館
0774-39-9260

京都府 宇治市 ① 歴史講演会「（仮）平等院と宇宙」
様々な角度から郷土宇治を知ることを目的とした講演会です。長年、平等院の発掘や
復元に携わってきた講師から、世界遺産平等院の知られざる魅力等について学びま
す。（予定）

11月11日 宇治市中央公民館 宇治市中央図書館 無料
宇治市図書館HP
http://library. city.uji..kyoto.jp

宇治市中央図書館
0774-39-9261

京都府 宇治市 ① 国立国会図書館見学バスツアー 国立国会図書館への理解を深めるため、関西館の館内を見学するバスツアーです。 11月13日 国立国会図書館関西館 宇治市中央図書館 無料
宇治市図書館HP
http://library. city.uji..kyoto.jp

宇治市中央図書館
0774-39-9262

京都府 宇治市 ①，④

京都大学宇治キャンパス公開
2018「宇治で知る・学ぶ・感じる科
学　魅力のサイエンスワールドへ
ようこそ！」【京大ウィークス2018】

　宇治キャンパス公開では、通常は見学できない実験施設の公開、最新の研究成果
を紹介する総合展示、公開講演会を行います。
　今年は、「宇治で知る・学ぶ・感じる科学　魅力のサイエンスワールドへようこそ！」を
統一テーマに、最先端の研究メッセージを宇治から発信します。

10月27日,28日 京都大学宇治キャンパス 京都大学宇治キャンパス 無料
宇治キャンパス公開2018
http://www.jimu.uji.kyoto-
u.ac.jp/open-campus/2018

京都大学宇治地区
事務部研究協力課
拠点支援掛
0774-38-3350

京都府 宇治市 ④ 化学研究所公開講演会
研究所の現状や研究成果を広く一般に公開し、社会との交流や産学との連携を図る
ことをめざして開催しています。

10月28日
宇治おうばくプラザ
１階きはだホール

京都大学化学研究所 無料
化学研究所
http://www.kuicr.kyoto-
u.ac.jp/sites/news/

京都府 宇治市 ④ 生存圏研究所公開講演会
３名の研究所教員が蓄積した学問的知識を一般の方を対象にわかりやすく解説しま
す。

10月28日
宇治おうばくプラザ
２階きはだホール

京都大学生存圏研究所 無料

生存圏研究所
http://www.rish.kyoto-
u.ac.jp/events/rish_kouen_2018
/

京都大学生存圏
研究所担当事務室
0774-38-3346

京都府 宇治市 ④ 防災研究所公開講演会
「防災研究の知見をどう伝えるのか？」と題して、災害報道においてマスコミが困って
いる問題や難しい防災の話を専門家が一般の人に分かりやすく伝えるために気をつ
けるべき点について一緒に考えます。

10月27日
宇治おうばくプラザ
３階きはだホール

京都大学防災研究所 無料
防災研究所
http://www.dpri.kyoto-u.ac.jp/

京都府 木津川市 ③
特別展「文字のささやき～京都府
出土の文字資料～」

京都府内で出土した漢字、ひらがな、ローマ字などの様々な文字資料を介して先人の
暮らしに迫る展覧会

10月13日～12月9日 京都府立山城郷土資料館 京都府立山城郷土資料館
http://www.kyoto-
be.ne.jp/yamasiro-m/

山城郷土資料館
0774-86-5199

京都府 木津川市 ③ 文化財連続講座
特別展関連講座
演題　「出土文字資料からみた古代の人々の暮らし」（仮）
講師　三重大学非常勤講師　清水　みき　氏

11月3日 京都府立山城郷土資料館 京都府立山城郷土資料館
http://www.kyoto-
be.ne.jp/yamasiro-m/

山城郷土資料館
0774-86-5199

京都府 木津川市 ①③ 関西文化の日 入館料無料で、展示・体験を公開 11月17日～18日 京都府立山城郷土資料館 京都府立山城郷土資料館
http://www.kyoto-
be.ne.jp/yamasiro-m/

山城郷土資料館
0774-86-5199

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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京都府 木津川市 ①③ 木津川市民文化祭

＜展示の部＞
と き　11月17日(土)～11月18日(日)午前10時～午後4時
ところ　中央交流会館
内 容　書道、絵画、写真、各種工芸
＜舞台の部＞
とき 11月17日(土) ～18日（日）　午前10時～午後4時
ところ山城総合文かセンター　ホール
内容　舞踊・大正琴・コーラス等

11月17日～18日
中央交流会館
山城総合文化センター

木津川市市民文化祭
実行委員会

無料
http://www.kizugawa-
bunkakyokai.jp/

木津川市市民文化祭
実行委員会事務局
0774-71-8130

・舞台発表・展示
参加は募集を終
了 しています。 ・
観覧は無料です

京都府 木津川市 ④
関西光科学研究所（木津地区）
施設公開

関西光科学研究所（木津地区）では、光科学（レーザー）に関する研究紹介や施設の
一般公開を実施します。併せて子供向けの工作教室や、小中学生を対象に光と色の3
原色について学べるサイエンスショーを実施します。

10月28日
量子科学技術研究開発機構
量子ビーム科学研究部門
関西光科学研究所（木津地区）

量子科学技術研究開発機
構
量子ビーム科学研究部門
関西光科学研究所

無料

量子科学技術研究開発機構
量子ビーム科学研究部門
関西光科学研究所HP
http://www.kansai.qst.go.jp

量子科学技術研究開発機構
量子ビーム科学研究部門
関西光科学研究所
管理部　庶務課
0774-71-3000

京都府 京田辺市 ③
高橋聖子
パイプオルガンコンサート
～日々の恵みに感謝して～vol.9

同志社女子大学嘱託講師である高橋聖子氏による、パイプオルガンコンサートです。
演奏会終了後、オルガン見学会を行う予定です。

10月20日
同志社女子大学
京田辺キャンパス
新島記念講堂

同志社女子大学頌啓会 無料
http://www.shokeikai.jp/organ.h
tml

同志社女子大学音楽学会
《頌啓会》
（月・水・金　10〜16時）
TEL・FAX：0774-65-8512

京都府 京田辺市 ③ 「第九」コンサート
本学音楽学科管弦楽団によるオーケストラと、京田辺市民による混声合唱団の共演
による演奏会を開催します。L.v.Beethoven作曲『交響曲第9番「合唱付」』他。

10月28日
同志社女子大学
京田辺キャンパス

京田辺「第九」コンサート実
行委員会

無料
京田辺「第九」コンサート実行委
員会（0774-62-2552)

要整理券

京都府 京田辺市 ①
女性アクティベーション講座2018
「女性のためのライフプランニング
―100歳人生を楽しむために―」

山下幸子氏（本学家政学部卒業生、ファイナンシャル・プランナー、
独立系FP事務所・山下FP企画代表）を講師としてお迎えして、「女性のためのライフプ
ランニング―100歳人生を楽しむために―」という演題にて講演を開催いたします。

11月4日
同志社女子大学
京田辺キャンパス

同志社女子大学女性アク
ティベーションセンター

無料
http://www.dwc.doshisha.ac.jp/
region/women_activation/lectur
e.html

同志社女子大学女性アクティ
ベーションセンター（075-251-
4153)

URLの情報は今
後更新予定

京都府 京田辺市 ③ 第53回京田辺市民文化祭

舞台発表・作品展示・記念式典等
京田辺市民文化祭は、市民の各種文化活動が全市的規模で発表される場を設けると
ともに、多くの市民に優れた文化に接する機会を提供することにより、市民の文化活
動への積極的な参加と文化の相互交流を促進し、京田辺市の特色を生かした文化の
振興、さらには新たな文化の創造を図り、市民の豊かな生活の実現に資するため開
催する。

11月3日～4日
京田辺市立中央公民館、田辺
中央体育館他

第５３回京田辺市民文化祭
実行委員会

無料
第５３回京田辺市民文化祭
実行委員会事務局
0774-62-2552

京都府 京田辺市 ③ 第53回京田辺市菊花展
菊づくりの普及を図るとともに、花と緑のある街づくりを目的として、菊花展を開催す
る。

11月3日～4日 京田辺市立中央公民館
京田辺市立中央公民館、
京田辺市文化協会

無料
京田辺市立中央公民館
0774-62-2552

京都府 京田辺市 ③ 第37回京田辺市絵画展
市内における芸術活動の成果を発表するとともに、市民の豊かな生活の実現に資す
るため開催する。

11月1日～4日 京田辺市立コミュニティホール
京田辺市立中央公民館、
京田辺市文化協会

無料
京田辺市立中央公民館
0774-62-2552

京都府 京田辺市
①，
②，
③，④

同志社クローバー祭
同志社クローバー祭は大学と地域が連携した新しいコミュニティの形成を目指してい
ます。京田辺キャンパス内にて、様々な団体が演奏、模擬店、展示会、体験教室、講
演会等を開催します。

11/3(土)・4(日) 同志社大学京田辺校地 同志社大学 無料 http://do-clover.net/
同志社大学
京田辺校地学生支援課
0774-65-7021

京都府 京都市 ①
子ども読書本のしおりコンテスト表
彰式・「古典の日」関連イベント

読んでおもしろかった本、感動した本の内容を文と絵でしおりの形で表現し、優秀作品
を表彰します。最優秀作品は実際に使えるしおりにし、図書館等を通して府民の皆様
にお届けします。
また、表彰式後「古典の日」にちなんだイベントを開催予定です。

11月4日 ルビノ京都堀川
京都府教育委員会
京都府図書館等
連絡協議会

無料
京都府教育庁
指導部社会教育課
075-414-5886

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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京都府 京都市 ③ 第65回日本伝統工芸展京都展
人間国宝ほか工芸作家による陶芸・染織・漆芸・金工・木竹工・人形・諸工芸の7分野
にわたる作品約300点を展示します。

10月17日～22日 京都髙島屋
第65回日本伝統工芸展
京都展実行委員会

京都府教育庁指導部
文化財保護課
075-414-5905

京都府 京都市 ③
第139回埋蔵文化財セミナー
「山城地域の縄文時代」（仮）

山城地域の最近の縄文時代の発掘調査成果を紹介するとともに、縄文時代の交流祭
祀のようすを明らかにする

11月10日 京都市内
公益財団法人
京都府埋蔵文化財
調査研究センター

無料
http://www.kyotofu-
maibun.or.jp/

公益財団法人
京都府埋蔵文化財
調査研究センター
075－933－3877

京都府 京都市 ①③
京都府立図書館連続講座・古典
の日記念講演会（タイトル未定）

国際日本文化研究センター　荒木浩教授による講演 11月11日 京都府立図書館 京都府立図書館 無料
http://www.library.pref.kyoto.jp
/

府立図書館
電話：075-762-4655
FAX：075-762-4653

当日12時から整
理券配布（定員
は先着80名）

京都府 京都市 ③ 古典の日フォーラム2018
府立鳥羽高校披講研究部の和歌披講、行政、経済界など各界代表のリレートーク、池
澤夏樹氏、角田光代氏による講演等を実施

11月1日 京都劇場 古典の日推進委員会 無料 http://www.kotennohi.jp/ 古典の日推進委員会 9月に更新予定

京都府 京都市 ③
第10回古典の日朗読コンテスト
公開最終審査会・表彰式

全国公募の古典の朗読コンテストの最終審査会と表彰式。一次、二次審査通過者16
名の朗読、中国古筝演奏家 伍芳氏による演奏等を実施。

11月11日 京都府立京都学・歴彩館 古典の日推進委員会 無料 http://www.kotennohi.jp/ 古典の日推進委員会 9月に更新予定

京都府 京都市 ③
Culture　NIPPONシンポジウム・
京都大会

「倭太鼓飛龍　及び　FE　OSAKA」によるオープニングアクト、ロバート・キャンベル氏を
モデレータ、宮田文化庁長官、為末大氏等をパネリストとするパネルディスカッション
等（内容、出演者等調整中）を実施。

11月9日 長岡京記念文化会館 文化庁 無料
文化庁
新文化芸術創造活動推進室

共催：京都府・関
西広域連合等
HPは、9月に開始
予定

京都府 京都市 ③ 府庁界隈まちかどミュージアム
京都府庁旧本館を中心に、歴史的建造物の公開や美術工芸品の展示、講演会、文化
体験、工房見学、スタンプラリーなどを実施します。

10月20日～11月11日
京都府庁界隈
約30施設

府庁界隈まちかど
ミュージアム実行委員会

http://www.pref.kyoto.jp/bungei
/

京都府文化芸術課
075-414-4287

 

京都府 京都市 ①，④ 健康科学市民公開講座
体と心の健康を作るための理論と実践を追求・開発し展開する人間健康科学系専攻
の研究成果をわかりやすく発信しています。今回は「再生医療とロボットが拓く最先端
リハビリテーションの未来」がテーマです。

10月20日
京都大学大学院医学研究科
人間健康科学科棟
第９講義室

京都大学 無料
人間健康科学系専攻
http://www.med.kyoto-
u.ac.jp/ghs/csr/

京都大学大学院
医学研究科総務掛
075-753-4324

ホームページは
今後掲載の予定

京都府 京都市 ④
京都大学大学院
エネルギー科学研究科
公開講座

広く一般市民を対象としてエネルギー科学研究に対する啓発、エネルギーに関連する
動向を分かりやすく説明します。

11月10日 京都大学総合研究8号館
京都大学大学院
エネルギー科学研究科

無料
エネルギー科学研究科
http://www.energy.kyoto-
u.ac.jp/jp/

エネルギー科学研究科
総務掛
Tel:075-753-4743

京都府 京都市 ①，②
京大病院
オープンホスピタル2018

学生など将来医療を担う人材及び地域住民等を対象として、院内各部門の活動を紹
介するパネル展示・体験、院内見学ツアー等を実施します。
本院の魅力を伝えるとともに、就職希望者を獲得することを目的としています。

11月10日 京都大学医学部附属病院 京都大学医学部附属病院 無料
京大病院
https://www.kuhp.kyoto-
u.ac.jp/

京都大学医学部附属病院
総務課総務掛
075-751-3005

京都府 京都市 ①，④
京大ウィークス２０１８：
花山天文台特別公開

施設や望遠鏡の公開・展示に加えて、昼間はリアルタイムの太陽観望、夜間は観望会
を実施します。最新の天文学に関するミニ講演会、子供向け工作教室や４次元シア
ターによる疑似宇宙旅行も開催します。

11月3日 理学研究科花山天文台 国立大学法人京都大学 無料

花山天文台特別公開
https://www.kwasan.kyoto-
u.ac.jp/education/open2018kwa
san/

理学研究科花山天文台
075-581-1235

ホームページは
今後掲載の予定

京都府 京都市 ③
京大ウィークス２０１８：
花山天文台・天文台ギャラリー

宇宙と人間の関係をアートの視点から考察し、天文台を舞台としたアート作品の展示
を開催します。宇宙や作品を「見る」だけでなく「体験する」ための取り組みです。

11月3日 理学研究科花山天文台 国立大学法人京都大学 無料
ギャラリーウィーク
http://galleryweek.wpblog.jp/

理学研究科花山天文台
075-581-1235
galleryweek@kwasan.kyoto-
u.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
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京都府 京都市 ② 花山天文台京都市小学校見学
京都市教育委員会との連携により、京都市内の小学校の生徒の花山天文台見学を
昼間に実施します。施設や望遠鏡の見学に加えて、リアルタイムの太陽観望（Hα像
やスペクトル）、4次元シアター鑑賞も実施します。

11月7,8,9,13日 理学研究科花山天文台 国立大学法人京都大学 無料
理学研究科花山天文台
075-581-1235

見学案内のガイ
ド役として、京都
市立堀川高校の
生徒・教員も協力

京都府 京都市 ③，④
京大ウィークス２０１８：
花山天文台応援
喜多郎・野外コンサート

世界的な音楽家、喜多郎さん、岡野弘幹さんの生演奏を中心に、花山天文台で野外
コンサートを行います。音楽作品「古事記」と宇宙の様々な映像を融合した映像音楽
作品「古事記と宇宙」の上映も行います。

10月20日 理学研究科花山天文台 国立大学法人京都大学

第6回 花山天文台応援 喜多
郎・野外コンサート
https://www.kwasan.kyoto-
u.ac.jp/education/open2018c/

理学研究科花山天文台
075-581-1235

3,500円/人

京都府 京都市 ④
第11回生存圏フォーラム
特別講演会
「京（きょう）の生存圏科学」

生存圏フォーラムでは、持続的発展が可能な生存圏を構築すべく、情報交換・人的交
流・教育・啓発活動の一環として特別講演会を開催しています。

11月3日
京都大学吉田キャンパス
総合研究８号館NSホール

生存圏フォーラム・
生存圏研究所

無料
生存圏フォーラム
http://www.rish.kyoto-
u.ac.jp/forum/

forum@rish.kyoto-u.ac.jp

京都府 京都市

京都大学防災研究所宇治川オー
プンラボラトリー 公開ラボ「災害を
起こす自然現象を体験する」【京
大ウィークス2018】

「流水階段歩行」、「浸水ドア開閉」、「降雨流出」等の体験学習や「土石流実験」、「津
波実験」、「都市水害のメカニズム」、「自然災害の映像」等を通して、視覚・感覚的に
水の強さや水害の恐ろしさを学習します。

10月28日 宇治川オープンラボラトリー 京都大学防災研究所 無料
宇治川オープンラボラトリー
http://rcfcd.dpri.kyoto-
u.ac.jp/openlab/

防災研究所
宇治川オープンラボラトリー
事務室
Tel： 075-611-4391

京都府 京都市 ① 企画展「京都大学の西田幾多郎」
百周年時計台記念館歴史展示室において、石川県西田幾多郎記念哲学館主催、京
都大学大学文書館共催による西田幾多郎生誕の地・ゆかりの地交流事業「京都大学
の西田幾多郎」を開催する。

9月4日～11月4日
京都大学百周年
時計台記念館歴史展示室

石川県西田幾多郎記念哲
学館主催、京都大学大学文
書館共催

無料
京都大学大学文書館
http://kua1.archives.kyoto-
u.ac.jp/ja/

京都大学大学文書館
075-753-2651

京都府 京都市 ③
第13回京都大学
ホームカミングデイ

学部・研究科および地域同窓会等との連携協力により、卒業（修了）生・元教職員・学
生および教職員相互の交流・親睦の場として平成18年から開催しています。一般の皆
様にもご参加いただけるイベントも実施します。

11月3日
京都大学百周年
時計台記念館周辺

京都大学 無料

第13月回 京都大学ホームカミ
ングデイ
http://www.kyoto-
u.ac.jp/ja/social/events_news/
office/soumu/shogai/event/20
18/181103_1.html

京都大学同窓会事務局
075-753-2029

事前申込要・不
要はイベントによ
る

京都府 京都市
①,②,
③,④

第23回教科書展：平和教育と教科
書　～教科書で戦争と平和を考え
る～

戦時下と戦後教科書を比較し、軍国主義教育から「平和で民主的な国家及び社会の
形成者」の教育へと時代の変遷を解説し、また、国語教科書の中に見る平和教材につ
いても展示・解説を行います。

11月15日～12月27日 京都教育大学附属図書館 京都教育大学附属図書館 無料 http://lib1.kyokyo-u.ac.jp library@kyokyo-u.ac.jp

京都府 京都市
①,②,
③,④

掛図からみる
京都師範の歴史教育

本学の前身である京都（府）師範学校の歴史教育（あるいは歴史の教科教育）の指導
において使用された教材「掛図」に焦点を当て、歴史教育のあり様から、本学の教員
養成の歴史と伝統をお伝えします。

11月5日～12月21日
（11/10を除く火・木・
土休館）

京都教育大学　教育資料館
まなびの森ミュージアム

京都教育大学教育資料館 無料
https://www.kyokyo-
u.ac.jp/museum/

manabi@kyokyo-u.ac.jp

京都府 京都市
①，
②，
③，④

京都大学未来創成フォーラム

京都大学未来創成学国際研究ユニットの「物質・生命・こころ・社会・宇宙をつらぬく創
発原理を求めて」という目標のもと、世界的研究者を海外から招聘し、その研究成果を
わかりやすく解説するとともに、超学際 Trans-disciplinary であることによる創造性の
成果を「素粒子物理学」、「複雑系科学」、「進化生物学」、「進化教育学」、「行動経済
学」、「科学コミュニケーション」の観点からパネル討論を行い、フロアーとの質疑応答
を実施します。

10月27日 京都大学百周年時計台記念館

京都大学研究連携基盤未
来創成学国際研究ユニッ
ト、京都大学基礎物理学研
究所、京都大学地域連携教
育研究推進ユニット、京都
市教育委員会

無料

京都大学未来創成フォーラム
http://www2.yukawa.kyoto-
u.ac.jp/~future/news/forum201
81027.html

京都市教育委員会
075-222-3767

申し込みサイト（9
月1日より10月27
日まで）
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京都府 京都市 ③ （仮称）「地球環境とマンガ」展

来年5月の「気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）」第49回総会の京都市開催を契
機として，昨年12月に発表した「持続可能な都市文明の構築を目指す京都宣言」の理
念を広く発信し，環境に対する関心や環境にやさしい取組の実践に係る機運をより一
層高めていくため，関連したマンガの展示やトークイベント等を行います。

11月17日～1月15日 京都国際マンガミュージアム 京都市 https://www.kyotomm.jp/

京都国際マンガミュージアム
TEL：075-254-7414
京都市環境政策局
地球温暖化対策室
TEL：075-222-4555

広報発表（10月）
までは公表不可

京都府 京都市 ③
持続可能な未来へ誘う，
音楽の調べ！ in　随心院

来年5月の「気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）」第49回総会の京都市開催を契
機として，昨年12月に発表した「持続可能な都市文明の構築を目指す京都宣言」の理
念を広く発信し，環境に対する関心や環境にやさしい取組の実践に係る機運をより一
層高めていくため，京都市交響楽団メンバーによる弦楽四重奏，気候変動に関するお
話を行います。

10月13日 随心院 京都市
http://www.city.kyoto.lg.jp/kank
yo/page/0000240382.html

京都市環境政策局
地球温暖化対策室
TEL：075-222-4555
京都いつでもコール
TEL：075-661-3755

申込開始
9/5～9/29
京都いつでもコー
ルにて

京都府 京都市 ①
気候変動からみたSDGs
～世界を変える市民のチカラ～

来年5月の「気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）」第49回総会の京都市開催を契
機として，昨年12月に発表した「持続可能な都市文明の構築を目指す京都宣言」の理
念を広く発信し，環境に対する関心や環境にやさしい取組の実践に係る機運をより一
層高めていくため，講演，事例紹介等を行います。

10月20日 京エコロジーセンター
京都市環境保全活動推進
協会（京エコロジーセンター
京都市指定管理者）

無料
http://www.city.kyoto.lg.jp/kank
yo/page/0000240382.html

京エコロジーセンター
TEL：075-641-0911

申込開始
10/1～10/19
京エコロジーセン
ターにて

京都府 京都市 ③
世界の京都・
まちの美化市民総行動

市民，事業者，行政の協働により，「世界一美しいまち・京都」の実現を目指して，門掃
き，ごみのポイ捨て禁止等の呼びかけや不法投棄，放置自転車，違反広告物等のま
ちの美観を損なうものの一掃に向けた取組を実施します。

11月4日 梅小路公園
世界の京都・まちの美化市
民総行動実行委員会

無料
京都市環境政策局
まち美化推進課
TEL：075-213-4960

京都府 京都市 ③
国際交流会館
オープンデイ２０１８

世界を見て，聴いて，味わって、大人から子供まで楽しめる多文化共生イベント！世
界の料理を味わえる万国屋台村や音楽と踊りのグローバルステージ、フリーマーケッ
ト，世界の珍しい民族衣装の着付け体験もできます。
また，その中で実施する，「京都市平和祈念事業」では，「東アジア文化都市事業」とタ
イアップし，異文化理解，多文化共生をテーマに，美術作家・舞台演出家のやなぎみ
わさんの講演と，京都市（日本），長沙市（中国），大邱広域市（韓国）の三都市の芸能
団によるステージパフォーマンスを行います。

11月3日 京都市国際交流会館
公益財団法人
京都市国際交流協会，
京都市

無料 http://www.kcif.or.jp/

【オープンデイ２０１８】
公益財団法人
京都市国際交流協会
【京都市平和祈念事業】
総合企画局総合政策室
TEL：075-222-3033

京都府 京都市 ③ 第２２回　京都の秋　音楽祭
京都が世界に誇る「文化芸術都市」であることを国内外にアピールするため，国内外
の著名な演奏家や，京都にゆかりのある演奏家たちが出演する多彩な音楽祭を開催
します。

9月16日～11月23日 京都コンサートホール
京都市，
京都コンサートホール

【京都コンサートホール】
https://www.kyotoconcerthall.o
rg/

TEL：075-711-3231

京都府 京都市 ①，③

KYOTOGRAPHIE
京都国際写真祭 秋季特別展
明治150年記念
フランス国立ギメ東洋美術館
「明治」写真コレクション展
「日本が動いたとき～近代黎明期
の京都」

フランス国立ギメ東洋美術館が所蔵する幕末から明治期の日本で撮影された貴重な
写真コレクションを展示します。

10月21日～12月20日 二条城等 京都市 無料
【明治１５０年京都のキセキＨ
Ｐ】
https://meiji151.kyoto/

TEL： 075-366-0033
FAX：075-213-3181

京都府 京都市 ③
Co-program カテゴリーＡ
笑の内閣
「そこまで言わんでモリエール」

社会の様々な不条理を相手取って皮肉り，旺盛に作品を創作発表してきた笑の内閣
による新作公演です。

10月31日～11月4日 京都芸術センター
笑の内閣，
京都芸術センター

【京都芸術センターＨＰ】
http://www.kac.or.jp/

TEL：075-213-1000
FAX：075-213-1004
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京都府 京都市 ③
平成30年度　新国立劇場
高校生のためのオペラ鑑賞教室・
関西公演『魔笛』

「高校生のためのオペラ鑑賞教室・関西公演」は高校生を対象に開催。
モーツァルトの傑作『魔笛』を鑑賞教室公演で初めて上演します。

10月29日，31日 ロームシアター京都
京都市，
ロームシアター京都，
新国立劇場

【ロームシアター京都ＨＰ】
https://rohmtheatrekyoto.jp/

TEL：075-771-06051
FAX：075-746-3366

京都府 京都市 ①，③

連続講座「共生社会実現のため
のアーツマネジメント入門」第７回
「表現未満－都市変革のオルタナ
ティブ」

高齢者施設をはじめとする福祉施設，病院，被災地などといった，これまでアートとは
疎遠と思われてきた場所でのアーツマネジメントに焦点を当てて紹介する連続講座で
す。第７回講座では，障害福祉施設等における文化芸術を取り入れた環境づくりにつ
いて紹介します。

11月29日 京都芸術センター 京都市 無料

【東山アーティスツ・プレイスメン
ト・サービス（ＨＡＰＳ）ＨＰ】
http://haps-
kyoto.com/am_2018/

東山アーティスツ・
プレイスメント・サービス
（ＨＡＰＳ）
TEL：075-525-7525

京都府 京都市 ①，③
連続講座「共生社会実現のため
のアーツマネジメント入門」第６回
「フォーラム：芸術と労働」

高齢者施設をはじめとする福祉施設，病院，被災地などといった，これまでアートとは
疎遠と思われてきた場所でのアーツマネジメントに焦点を当てて紹介する連続講座で
す。第６回講座では，芸術，労働，社会との関係を考察し，これから先の社会において
求められる意識，行動を来場者と共に考えます。

11月23日 未定
京都精華大学（共催：京都
市）

無料

【東山アーティスツ・プレイスメン
ト・サービス（ＨＡＰＳ）ＨＰ】
http://haps-
kyoto.com/am_2018/

東山アーティスツ・プレイスメン
ト・サービス（ＨＡＰＳ）
TEL：075-525-7525

時間，会場等の
詳細は後日ウェ
ブサイト等でお知
らせします。

京都府 京都市
①，
②，③

フォーラム
「古典の世界を読む２０１８」

第１０回古典の日朗読コンテスト公開最終審査会と表彰式を実施します。 11月11日 京都府立京都学・歴彩館 古典の日推進委員会
【古典の日ＨＰ】
http://www.kotennohi.jp/

TEL： 075-212-4767
FAX：075-212-4121

事前募集

京都府 京都市 ③
ペトロフピアノ・コンサート
（来校100周年記念）

ペトロフピアノは，今年で明倫小学校（現京都芸術センター）来校100年。明倫ペトロフ
の会による「修復プロジェクト」（2004～2008）により，今も暖かな音色を響かせており，
今回で第38回目となるペトロフピアノコンサート。
現在，新たに「中村大三郎 屏風『ピアノ』レプリカ作成プロジェクト」が始動中。

11月9日 京都芸術センター
明倫ペトロフの会，明倫自
治連合会，京都芸術セン
ター

【京都芸術センターＨＰ】
http://www.kac.or.jp/

TEL：075-213-1000
FAX：075-213-1004

京都府 京都市
①，
②，③

古典の日フォーラム２０１８

今年度は，古典の日推進よびかけ人の冷泉貴実子氏が指導する京都府立鳥羽高等
学校の皆さんによる和歌の披講や小説家の池澤夏樹氏による講演のほか，「古典の
日」にゆかりの深い方々から「古典文学に登場する縁の地」についてお話しいただくリ
レートーク等を行います。

11月1日 京都劇場 古典の日推進委員会 無料
【古典の日ＨＰ】
http://www.kotennohi.jp/

TEL： 075-212-4767
FAX：075-212-4121

事前募集

京都府 京都市 ①，③
明治改元１５０年
記念シンポジウム

明治改元１５０年を記念した，基調講演，学生による提言発表，パネルディスカッション
を行います。

10月22日 ロームシアター京都 京都市 無料
【明治１５０年京都のキセキＨ
Ｐ】
https://meiji151.kyoto/

TEL： 075-366-0033
FAX：075-213-3181

事前募集

京都府 京都市 ①，③
連続講座「共生社会実現のため
のアーツマネジメント入門」第５回
「ホスピタル・アートの現在」

高齢者施設をはじめとする福祉施設，病院，被災地などといった，これまでアートとは
疎遠と思われてきた場所でのアーツマネジメントに焦点を当てて紹介する連続講座で
す。第５回講座では，病院等における文化芸術を取り入れた環境づくりについて紹介
します。

10月11日 京都芸術センター 京都市 無料

【東山アーティスツ・プレイスメン
ト・サービス（ＨＡＰＳ）ＨＰ】
http://haps-
kyoto.com/am_2018/

東山アーティスツ・
プレイスメント・サービス
（ＨＡＰＳ）
TEL：075-525-7525

京都府 京都市 ③ 第６４回市民大茶会
裏千家，表千家，藪内家が，世界遺産 二条城の清流園にて実施する本格的なお茶会
です。

10月27日，11月1日，3
日

二条城　清流園 京都市
【京都市情報館HP】
http://www.city.kyoto.lg.jp/bun
shi/page/0000241620.html

京都市元離宮二条城事務所
TEL：075-841-0096

10/27 裏千家
11/1 表千家
11/3　藪内家

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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京都府 京都市 ③
「親子で体験！京の食＆菓子文
化」

現代の食生活において季節感やおもてなしの心が薄らいでいることから，こうした精神
文化を親子で共感し，食文化と菓子文化の継承の必要性を学びます。課題となってい
る和食や和菓子の職人の担い手育成にも寄与する取組です。

11月3日
京の食文化ミュージアム（あじ
わい館）

京都市
【京都をつなぐ無形文化遺産
HP】
http://kyo-tsunagu.net/

京都市文化市民局
文化財保護課
TEL：075-366-1498

京都府 京都市 ③
手のひらの自然　京菓子
「源氏物語」デザイン公募展

京都市独自制度“京都をつなぐ無形文化遺産”に選定した「京の菓子文化」の普及の
ため，（公財）有斐斎弘道館との共催により，「源氏物語」をテーマとした京菓子デザイ
ンの公募を行い，約50点を選んで展示します。

10月21日～11月4日
①有斐斎弘道館
②旧三井家下鴨別邸

有斐斎弘道館
【有斐斎弘道館HP】
https://kodo-kan.com/

京都市文化市民局
文化財保護課
TEL：075-366-1498

京都府 京都市
①，
③，④

特別展「京都をよみがえらせた名
望家たち」

京都市歴史資料館において特別展示を行います。 11月2日～2月5日 京都市歴史資料館 京都市 無料
【京都市情報館HP】
http://www.city.kyoto.lg.jp/bun
shi/page/0000003963.html

京都市歴史資料館
TEL：075-241-4312

京都府 京都市 ①，② 消費生活フェスタ
市民一人一人の消費者力の向上を図るため，消費生活に係る情報の発信，消費者団
体による自主的な取組の紹介や，幼児期から高齢期までの年齢階層に応じた消費生
活に関する学習機会を提供する参加型イベントです。

11月10日
みやこめっせ
（京都市勧業館）

京都市 無料

（未作成）
掲載予定ウェブサイト
「京都市消費生活総合セン
ター」
https://kyoto-soudan.jp/

京都市文化市民局
くらし安全推進部
消費生活総合センター
TEL：075-256-1110

H30.10月中旬に
広報発表・ホーム
ページ更新予定

京都府 京都市 ①，② 素材から学ぶくらしの学校
小学生を対象に，社会的課題について，調理実習・体験学習を実施し，モノができるま
での過程や社会問題を学び，自らや家庭での消費生活が社会・環境にもたらす影響
を考えていただくことを目的とした体験型のイベントです。

11月24日
mumokuteki cafe&foods
京都店

京都市 無料

（未作成）
掲載予定ウェブサイト
「京都市消費生活総合セン
ター」
https://kyoto-soudan.jp/

京都市文化市民局
くらし安全推進部
消費生活総合センター
TEL：075-256-1110

H30.10月中旬に
広報発表・ホーム
ページ更新予定

京都府 京都市 ① 京の食育ワンダーランド（仮）
京都市中央市場と包括連携協定を締結している市内の大学と連携し，子どもを中心と
した幅広い世代を対象に，食育と京の文化普及を目的として，様々なイベントを実施し
ます。

11月18日
京の食文化ミュージアム・
あじわい館

京都市 無料
https://www.kyo-
ajiwaikan.com/

京の食文化ミュージアム・
あじわい館
TEL：075－321-8680

京都府 京都市 ③ 京都ものづくりフェア２０１８
伝統産業から先端産業まで，京都産業を担う「ものづくりの技術・技能」の素晴らしさを
紹介し，「ものづくり」への関心を高める目的で，実演，技能体験教室及び職業訓練生
による優秀作文の朗読等を実施します。

11月10日,11日
京都府総合見本市会館
（京都パルスプラザ）

京都ものづくりフェア実行委
員会，京都府地域技能振興
センター

無料
http://www.kyo-
noukai.com/mono-event/

京都市産業観光局
産業企画室
TEL：075-222-3325

京都府 京都市 ③
子どもたちに対する
文化財普及啓発事業

地域の歴史に密着した考古資料を活用した子ども向け事業を実施することで，子ども
たちが地域の歴史に興味を持ち，そこから地域の文化遺産について学び，その大切さ
の理解を深め，地域への愛着，絆の創出につなげます。

10月20日 唐橋西寺公園 南区役所 無料
http://www.city.kyoto.lg.jp/mina
mi/page/0000240937.html

南区役所地域力推進室
TEL：075-681-3417

雨天時21日（日）
に順延

京都府 京都市 ③
右京区民
ふれあいフェスティバル2018

右京区民，各種団体，企業，学校，行政などの地域社会を構成している様々な人たち
の参加，協力のもと，区民相互のふれあいと地域の活性化を図るとともに，多様な団
体が連携するきっかけの場とすることを目的に開催する。テーマは「文化が根付くまち
右京」。

10月27日
太秦安井公園及び
右京ふれあい文化会館

右京区民ふれあい事業実
行委員会，右京区役所

右京区役所地域力推進室
まちづくり推進担当
TEL：075-861-1264
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京都府 京都市 ③ 伏見区民文化祭・区民茶会
伏見区の文化・芸術の発展，向上を目指し，区民の日頃の文化活動の成果を発表す
る場として，また文化を通じて地域の活性化を推進し，区民相互の親睦と交流を深め
るために開催。

10月27日
10月28日

御香宮神社 伏見区文化協議会
http://www.city.kyoto.lg.jp/fush
imi/

伏見区役所地域力推進室
まちづくり推進担当
TEL：075-611-1144

京都府 京都市 ②
キッズゲルニカ京都プロジェクト
『街ミュージアム』

京都市とパリ市との友情盟約締結60周年の記念事業の一環として，国際的なアート・
プロジェクト『キッズゲルニカ国際子ども平和壁画プロジェクト』による，「街ミュージア
ム」（主催：キッズゲルニカ関西）を京都市内全域で実施。
京都市・パリ市を中心に，世界各国・日本各地の子どもたちが製作した，ピカソ作品
「ゲルニカ」と同サイズ（3.5m ×7.8m）の大型絵画を展示。

10月29日～11月4日 京都市立御所東小学校　他
キッズゲルニカ関西，
京都市，
京都市教育委員会

無料
https://www.kids-guernica-
kansai.com/

京都市教育委員会
指導部学校指導課
TEL：075-222-3808

京都府 京都市 ②
第３４回
京都市中学校総合文化祭

市内の中学生が様々な部門で日頃の文化活動の成果を発表することにより，相互の
研鑽と交流を深め，学校における文化活動の充実や新たな芸術・文化の創造，心豊
かな人間性の育成などを図る目的で開催。
部門は，美術，新聞，朗読，弁論，社会，理科，演劇，音楽，英語，吹奏楽，図書，技
術・家庭。

10月27日
11月4日，10日，11日

京都市総合教育センター　他
京都市立中学校教育研究
会，京都市立中学校長会，
京都市教育委員会

無料
京都市教育委員会
指導部学校指導課
TEL：075-222-3808

開催日程はイベ
ントにより異な
る。

京都府 京都市 ①，②
第25回障害のある市民の
雇用フォーラム

企業に継続勤務している京都市立総合支援学校及び京都教育大学附属特別支援学
校の卒業生及びその企業を表彰するとともに，障害のある人の雇用に関する様々な
支援について理解を深める場とします。

11月7日 京都市総合教育センター
「巣立ちのネットＷＯＲＫ」，
京都市，京都市教育委員会

無料 今後掲載予定
京都市教育委員会
指導部総合育成支援課
TEL：075-352-2285

京都府 京都市 ①，③ 第7回天才アート展2018
障害のある方が創作した作品の展示の場を確保し，その高い表現力と芸術性の社会
的認知を高めることを目的として，作品を一堂に展示します。

11月16日～12月2日 堀川御池ギャラリー

特定非営利活動法人障碍
者芸術推進研究機構（天才
アートミュージム），京都市，
京都市教育委員会

無料 今後掲載予定
京都市教育委員会
指導部総合育成支援課
TEL：075-352-2285

京都府 京都市 ①，④ 京都市生涯学習市民フォーラム

市民の方に「学び」や「生涯学習のまちづくり」について考えていただく機会とするた
め，松本紘会長と門川大作市長がゲストと「最先端科学がもたらす未来と人間の豊か
さ」をテーマにシンポジウムを開催。同時に，当フォーラム会員の紹介及び生涯学習の
推進に貢献された方などの表彰式も実施。

11月5日 同志社大学 京都市教育委員会 無料
http://www.city.kyoto.lg.jp/kyoi
ku/category/180-16-0-0-0-0-
0-0-0-0.html

京都市教育委員会
生涯学習部
生涯学習推進担当
TEL：075-251-0410

京都府 京都市 ①，③
ゴールデン・エイジ・アカデミー
「新しい元号と大礼のナゾ解き」
（双京構想連続講座）

京都産業大学名誉教授の所功氏を講師に迎え，今の元号「平成」は来年４月末で終
わり，５月１日に新しい元号が公布されます。この新しい元号や大礼についてのナゾを
可能な限り解き明かす講演会を開催します。

10月19日
京都市生涯学習
総合センター
（京都アスニー）

京都市生涯学習総合セン
ター，公益財団法人京都市
生涯学習振興財団

無料
http://web.kyoto-
inet.or.jp/org/asny1/

公益財団法人
京都市生涯学習振興財団
中央事業館事業係
TEL：075-812-7222

京都府 京都市 ①，③
アスニーセミナー
（古典の日記念）
「西行歌の風体」

大和大学教育学部教授の礪波美和子氏を講師に迎え，後鳥羽院から「生得の歌人」
と評された，西行（今年生誕９００年）の和歌を味わう座学を開催します。

10月19日
京都市生涯学習
総合センター
（京都アスニー）

京都市生涯学習総合セン
ター，公益財団法人京都市
生涯学習振興財団

http://web.kyoto-
inet.or.jp/org/asny1/

公益財団法人
京都市生涯学習振興財団
中央事業館事業係
TEL：075-812-7222

京都府 京都市 ①，③

アスニーセミナー
「平安貴族の食事観と日本料理の
伝統」（京都市平安京創生館企画
展関連講座）

京都造形芸術大学教授の五島邦治氏を講師に迎え，平安時代の貴族の食事を少な
い資料から探り，現在の日本料理のどの部分にその意識が残っているかを考える座
学を開催します。

10月26日
京都市生涯学習
総合センター
（京都アスニー）

京都市生涯学習総合セン
ター，公益財団法人京都市
生涯学習振興財団

http://web.kyoto-
inet.or.jp/org/asny1/

公益財団法人
京都市生涯学習振興財団
中央事業館事業係
TEL：075-812-7222

京都府 京都市 ①，③
アスニー京都学講座
「創設期『京都市』の自治と歴史意
識」

京都市歴史資料館の秋元せき氏を講師に迎え，今年は「市民による自治１２０年」にあ
たることから，市の公文書初めてとして初めて指定文化財となった「京都市参事会文
書」などから，歴史都市・京都がどのように形成されたか，新発見の資料をまじえての
講演会を開催します。

10月27日
京都市生涯学習
総合センター
（京都アスニー）

京都市生涯学習総合セン
ター，公益財団法人京都市
生涯学習振興財団

無料
http://web.kyoto-
inet.or.jp/org/asny1/

公益財団法人
京都市生涯学習振興財団
中央事業館事業係
TEL：075-812-7222
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京都府 京都市 ③
古典の日記念映画会
～日本の名画～

古典の日にちなみ，日本の名画「十六文からす堂千人悲願」を上映します。 10月27日
京都市生涯学習総合センター
（京都アスニー）

京都市生涯学習総合セン
ター，公益財団法人京都市
生涯学習振興財団

無料
http://web.kyoto-
inet.or.jp/org/asny1/

公益財団法人
京都市生涯学習振興財団
中央事業館事業係
TEL：075-812-7222

京都府 京都市 ①，③ 古典の祭典２０１８
「古典の日」にあわせて，歴史・古典文学・芸能等に親しむための講演・対談や雅楽の
公演を実施します。

11月1日
京都市生涯学習総合センター
（京都アスニー）

京都市生涯学習総合セン
ター，公益財団法人京都市
生涯学習振興財団

無料
http://web.kyoto-
inet.or.jp/org/asny1/

公益財団法人
京都市生涯学習振興財団
中央事業館事業係
TEL：075-812-7222

京都府 京都市 ①，③

ゴールデン・エイジ・アカデミー
（古典の日記念）
「浄瑠璃の表現技法―常磐津節
『将門』を語る―」

京都市立芸術大学日本伝統音楽研究センター教授の竹内有一氏を講師に迎え，浄
瑠璃の表現方法について学ぶ講演会を開催します。

11月2日
京都市生涯学習総合センター
（京都アスニー）

京都市生涯学習総合セン
ター，公益財団法人京都市
生涯学習振興財団

無料
http://web.kyoto-
inet.or.jp/org/asny1/

公益財団法人
京都市生涯学習振興財団
中央事業館事業係
TEL：075-812-7222

京都府 京都市 ①，③

アスニーコンサート
（古典の日記念）
「平安貴族の四季～百人一首より
～」

古典の日にちなみ，作曲家・ピアニストの次郎丸智希氏が「百人一首」の歌の数々を
自作演奏し，世界で活躍される重松みか氏をはじめ四人の歌手が日本四季折々の情
景やそこに通う情感を歌うコンサートを開催します。

11月3日
京都市生涯学習総合センター
（京都アスニー）

京都市生涯学習総合セン
ター，公益財団法人京都市
生涯学習振興財団

http://web.kyoto-
inet.or.jp/org/asny1/

公益財団法人
京都市生涯学習振興財団
中央事業館事業係
TEL：075-812-7222

京都府 京都市 ①，③
アスニーセミナー
「親鸞と悪人成仏」

大谷大学学長・大谷大学文学部教授の木越康氏を講師に迎え，法然の弟子として
「悪人成仏」の思想を継承し展開した親鸞のいう「悪人」を通して，仏教の基礎から考
える座学を開催します。

11月9日
京都市生涯学習総合センター
（京都アスニー）

京都市生涯学習総合セン
ター，公益財団法人京都市
生涯学習振興財団

http://web.kyoto-
inet.or.jp/org/asny1/

公益財団法人
京都市生涯学習振興財団
中央事業館事業係
TEL：075-812-7222

京都府 京都市 ①，③
アスニー京都学講座
「重要文化財（建造物）二条城本
丸御殿保存修理工事の現場から」

元離宮二条城事務所の岡村知明氏を講師に迎え，発掘現場からの報告講演会を開
催します。

11月10日
京都市生涯学習総合センター
（京都アスニー）

京都市生涯学習総合セン
ター，公益財団法人京都市
生涯学習振興財団

無料
http://web.kyoto-
inet.or.jp/org/asny1/

公益財団法人
京都市生涯学習振興財団
中央事業館事業係
TEL：075-812-7222

京都府 京都市 ①，③
古典の日記念　京都市平安京創
生館　企画展「宮廷社会の食文
化」（明治１５０年記念）

平安時代の人々の食事をはじめ，行幸の宴の料理など宮廷社会の食文化について
写真パネルで紹介します。（協力：風俗博物館）

6月14日～12月1日
京都市生涯学習総合センター
（京都アスニー）

京都市生涯学習総合セン
ター，公益財団法人京都市
生涯学習振興財団

無料
http://web.kyoto-
inet.or.jp/org/asny1/

公益財団法人
京都市生涯学習振興財団
中央事業館事業係
TEL：075-812-7222

京都府 京都市 ① 第１０回アスニー山科文化祭
京都市生涯学習総合センター山科の利用団体によるコーラス・オカリナ・大正琴・よし
笛・ダンス健康体操等の発表や和紙ちぎり絵・レース編み・生け花・書・俳句等の展示
を２日間にわたって行います。

10月20日
10月21日

京都市生涯学習総合センター
山科（アスニー山科）

京都市生涯学習総合セン
ター山科，公益財団法人京
都市生涯学習振興財団

無料
http://web.kyoto-
inet.or.jp/org/asny1/yamashina
/yamashinatop.html

公益財団法人
京都市生涯学習振興財団
山科事業館
TEL：075-593-1515

京都府 京都市 ①，③
学びのフォーラム山科
「未定」

医仁会武田総合病から講師を迎え，健康にちなんだ講演会を開催します。
10月24日

京都市生涯学習総合センター
山科（アスニー山科）

京都市生涯学習総合セン
ター山科，公益財団法人京
都市生涯学習振興財団

無料
http://web.kyoto-
inet.or.jp/org/asny1/yamashina
/yamashinatop.html

公益財団法人
京都市生涯学習振興財団
山科事業館
TEL：075-593-1515

京都府 京都市 ①，③
学びのフォーラム山科
「未定」

京都産業大学日本文化研究所所長の小林　一彦氏を講師を迎え，古典にちなんだ講
演会を開催します。

11月7日
京都市生涯学習総合センター
山科（アスニー山科）

京都市生涯学習総合セン
ター山科，公益財団法人京
都市生涯学習振興財団

無料
http://web.kyoto-
inet.or.jp/org/asny1/yamashina
/yamashinatop.html

公益財団法人
京都市生涯学習振興財団
山科事業館
TEL：075-593-1515

京都府 京都市 ①，③
学びのフォーラム山科
「未定」

アスニー山科２０周年を記念し，桂米朝一門の落語家，桂二乗氏・桂二葉氏を講師に
迎え，落語を通して古典を学ぶ講演会を開催します。

11月14日
京都市生涯学習総合センター
山科（アスニー山科）

京都市生涯学習総合セン
ター山科，公益財団法人京
都市生涯学習振興財団

無料
http://web.kyoto-
inet.or.jp/org/asny1/yamashina
/yamashinatop.html

公益財団法人
京都市生涯学習振興財団
山科事業館
TEL：075-593-1515

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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京都府 京都市 ① 古典の日に関する図書の展示 古典の日に関する図書の展示及び貸出 11月1日前後 各京都市図書館 京都市図書館 無料
http://www2.kyotocitylib.jp/

公益財団法人
京都市生涯学習振興財団
財団本部総務課企画係
TEL：075-802-3145

京都府 京都市 ①，②
読書週間記念事業
読書絵はがき展

家族，友達や先生など自分の好きな人にぜひ薦めたい本について，読後の印象や感
動を「絵はがき」の形にして絵画及び文章で表現した作品の展示です。応募は保育園
児～中学生が対象。

10月27日～11月9日 各京都市図書館 京都市図書館 無料
http://www2.kyotocitylib.jp/

公益財団法人
京都市生涯学習振興財団
財団本部総務課企画係
TEL：075-802-3145

京都府 京都市 ①，③
読書週間記念事業 図書展示「司
書の相棒～便利で楽しい辞書・事
典の世界～」

図書の専門家である司書だからこそ知っている辞書の魅力やレファレンスに役立つ本
など，普段手に取られにくい辞書・事典の面白さを伝える展示です。

10月27日～11月9日 各京都市図書館 京都市図書館 無料
http://www2.kyotocitylib.jp/

公益財団法人
京都市生涯学習振興財団
財団本部総務課企画係
TEL：075-802-3145

京都府 京都市 ①，③

読書週間記念事業 『京のわらべう
た いっしょにうたいまひょ』原画展
（京都市図書館，京都市子ども文
庫連絡会：共催事業）

京都市子ども文庫連絡会との合同開催により，平成30年4月に発刊された図書『京の
わらべうた いっしょにうたいまひょ』の原画展を実施します。初日10月27日は，わらべ
うたを中心としたお楽しみ会，翌10月28日には，挿絵を担当した絵本作家ふしはらの
じこ氏のギャラリートークも実施します。

10月27日～11月9日
京都市中央図書館
児童図書室

京都市子ども文庫連絡会・
京都市図書館

無料
http://www2.kyotocitylib.jp/

公益財団法人
京都市生涯学習振興財団
財団本部総務課企画係
TEL：075-802-3145

京都府 京都市 ①，②
読書週間記念事業 「ビブリオバト
ル 異世代交流大会」

発表者が読んで面白いと思った本の魅力を伝えようと順に一人5分間で本を紹介する
ビブリオバトル。今年度も，一般を含めた幅広い世代が交流しながら読書の楽しさを
見つける取組みをめざします。

予選10月20日ほか
決勝11月4日

予選：４中央図書館
決勝：中央図書館

京都市図書館 無料 https://www2.kyotocitylib.jp/

公益財団法人
京都市生涯学習振興財団
財団本部総務課企画係
TEL：075-802-3145

京都府 京都市 ①，③

京都市4中央図書館連携企画
「明治150年・京都のキセキ・プロ
ジェクト」関連図書展示
スタンプラリー（仮称）

「明治150年・京都のキセキ・プロジェクト」に関連した図書展示を市内4つの中央図書
館で実施。4中央図書館各所で用意するスタンプを2つ以上集めた利用者に，記念品
（数量限定）をプレゼントします。

9月29日～11月30日

9月29日～10月31日：伏見中央
図書館・醍醐中央図書館
11月1日～11月30日：中央図書
館・右京中央図書館

京都市図書館 無料 https://www2.kyotocitylib.jp/

公益財団法人
京都市生涯学習振興財団
財団本部総務課企画係
TEL：075-802-3145

京都府 京都市 ①
京都市右京中央図書館開館10周
年記念おたのしみ会「のりもの
いっぱい！しゅっぱつしんこう！」

電車ごっこ，絵本の読み聞かせ，Ｎゲージ展示，資料展示などを行います。 10月27日 京都市右京中央図書館 京都市右京中央図書館 無料 https://www2.kyotocitylib.jp/
京都市右京中央図書館
TEL：075-871-5336

京都府 京都市 ①，③
読書週間記念事業 講演会「子ど
もたちに本と出会える喜びを」

長きにわたり公共図書館で児童サービスに従事された川上博幸氏による講演会を開
催。児童書に興味・関心のある人，子どもや孫に読み聞かせをしたい人達へ，絵本や
児童書のこと，選書のポイントなどをお話しします。

10月27日 京都市洛西図書館 京都市洛西図書館 無料
http://www2.kyotocitylib.jp/

京都市洛西図書館
TEL：075-333-0577

京都府 京都市 ①，③
読書週間記念事業 「京大生を打
ち負かせ！ビブリオバトルin左京
図書館」

京大ビブリオサークルの協力を得ながら「ビブリオバトル」を幅広い層に紹介する取組
みです。

10月27日 京都市左京図書館 京都市左京図書館 無料
http://www2.kyotocitylib.jp/

京都市左京図書館
TEL：075-722-4032

京都府 京都市 ①，③
京都府名誉友好大使
田 呈媛氏 フルート演奏会

京都府名誉友好大使である 田 呈媛氏をお招きし，フルート演奏を披露していただくほ
か，出身国である中国の文化についてのお話や司書の朗読とフルートのコラボレー
ションもお楽しみいただきます。

11月4日 京都市吉祥院図書館 京都市吉祥院図書館 無料
http://www2.kyotocitylib.jp/

京都市吉祥院図書館
TEL：075-681-1281

京都府 京都市 ①，③
花田睦子氏講演会
『今こそ絵本の出番です！』

京都市西京区の絵本・児童書専門店「えほん館」の花田睦子さんが，絵本の魅力，子
ども達に読み聞かせすることの大切さについて語ります。
※ 講演会前に京都市子どもの読書活動優秀実践団体（者）表彰式等を開催予定

11月3日
京都市生涯学習総合センター
（京都アスニー）

京都市教育委員会 無料
京都市教育委員会
生涯学習部施設運営担当
TEL：075-802-8822

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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京都府 京都市 ①③
京都市学校歴史博物館開館20周
年記念特別展である「画題で見る
近代の日本画表現」

京都市学校歴史博物館で年4回開かれる企画展のうちの1回。今回は開館20周年を
記念して特別展を開催し，京都が誇る学校教育の輝かしい軌跡を美術分野で広く情
報発信してまいります。

10月6日～12月11日 京都市学校歴史博物館 京都市学校歴史博物館 www.kyo-gakurehaku.jp/
京都市学校歴史博物館
TEL：075-344-1305

京都府 京都市 ④
青少年のための科学の祭典
京都大会

小・中・高・大学の教員や地元企業とが連携した様々な実験・展示を通して，青少年に
科学のおもしろさを体験してもらい，科学への興味と関心を喚起することを目的として
います。

11月10 日～11日
京都市青少年科学センター
及び京エコロジーセンター

「青少年のための科学の祭
典」京都大会実行委員会，
公益財団法人日本科学技
術振興財団・科学技術館，
青少年と科学の会

無料
http://www.edu.city.kyoto.jp/sc
ience/index.html

京都市青少年科学センター
TEL：075-642-1601

京都府 京都市 ①③ 世界報道写真展2018

世界報道写真展は、オランダに本部を置く世界報道写真財団が毎年開催している世
界報道写真コンテスト入賞作品で構成した写真展で、今年で６１回目を迎えます。立
命館大学では、１９９５年より毎年開催しています。
この地球上で起きているあらゆる出来事を、最高の技術と取材力をもって撮影した写
真は、人びとに現実を強く訴える力を持っています。

10/6～10/28
立命館大学国際
平和ミュージアム
中野記念ホール

立命館大学国際平和ミュー
ジアム、朝日新聞社、世界
報道写真財団

世界報道写真展2018
http://www.asahi.com/event/w
pph/
立命館大学国際平和ミュージア
ム
http://www.ritsumei.ac.jp/mng/
er/wp-museum/index.html
立命館大学国際平和ミュージア
ムTwitter
https://twitter.com/kmwp_pr

075-465-8151

京都府 京都市 ①③ 秋季特別展　８月６日
戦後７３年が経ち戦争体験者が減少する中、体験継承の重要性が唱えられています
が、博物館はどのように戦争体験にアプローチすることができるのでしょうか。本展で
は、“８月６日”を手がかりにふたつの展示から考えます。

11/6～12/16
立命館大学国際
平和ミュージアム
中野記念ホール

立命館大学
国際平和ミュージアム

立命館大学国際平和ミュージア
ム
http://www.ritsumei.ac.jp/mng/
er/wp-museum/index.html
立命館大学国際平和ミュージア
ムTwitter
https://twitter.com/kmwp_pr

075-465-8151
11/17・18無料公
開
（関西文化の日）

京都府 京都市 ①③
第１１９回ミニ企画展示：附属校平
和教育実践展示

立命館学園附属の小学校と４校の中学校・高等学校によるリレー展示です。学校ごと
に特色のある平和教育の成果を展示します、

10/7～12/16
立命館大学国際
平和ミュージアム
中野記念ホール

立命館大学
国際平和ミュージアム

立命館大学国際平和ミュージア
ム
http://www.ritsumei.ac.jp/mng/
er/wp-museum/index.html
立命館大学国際平和ミュージア
ムTwitter
https://twitter.com/kmwp_pr

075-465-8151
11/17・18無料公
開
（関西文化の日）

京都府 京都市 ①③ 常設展示

B1F：平和をみつめて
　テーマ１：十五年戦争　テーマ２：現代の戦争
２F：平和をもとめて
　テーマ３：平和をもとめて　「無言館」/京都館　いのちの画室
１F：平和をしらべる
　国際平和メディア資料室

年間
立命館大学
国際平和ミュージアム常設展

立命館大学
国際平和ミュージアム

立命館大学国際平和ミュージア
ム
http://www.ritsumei.ac.jp/mng/
er/wp-museum/index.html
立命館大学国際平和ミュージア
ムTwitter
https://twitter.com/kmwp_pr

075-465-8151
11/17・18無料公
開
（関西文化の日）
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京都府 京都市 ① 立命館土曜講座（第3256回）

大学の知を社会に還元することを目的に1946年から開催する市民開放型生涯学習講
座。2018年１１月統一テーマである「英語文学の多様性とダイナミズム」に基づき文学
部の吉田恭子教授が「継母語で書くことーポスト国民文学時代の新英語作家たち」と
いうテーマで講演する。

11月3日 以学館IG102（2号ホール）
立命館大学
衣笠総合研究機構

無料
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/r
e/k-
rsc/kikou/doyokozakikoh.htm

075-465-8236

京都府 京都市 ① 公開講座「京の美意識」
京都の街や生活に存在する美意識について、平成１６年より連続の公開講座「京の美
意識」を開催し、今回は「芸術・工芸がもたらす心のゆとり」をテーマに講演会を開催し
ます。

11月10日
嵯峨美術大学
嵯峨美術短期大学

嵯峨美術大学
嵯峨美術短期大学

無料
http://www.kyoto-
saga.ac.jp/dept/kyonobiishiki/

社会連携・研究支援グループ
075-864-7898

京都府 京都市 ②③ 京都女子大学　第71回　藤花祭

今年の藤花祭は、“Try everything!!" をテーマにしています。昨年度の第70回藤花祭
という節目を終えてまた１から初心に戻り、 様々な新しいことに京女生は挑戦し続け
ていくという気持ちを込めました。
クラブ発表、ファッションショー、トークショー、お笑いライブ、各種ライブを行います。

11月2日（金）～4（日） 京都女子大学キャンパス
京都女子大学
藤花祭実行委員会

無料 https://toka71.jimdo.com/
京都女子大学藤花祭実行委員
会
toukasai.71th@gmai.com

京都府 京都市 ②③
京都女子大学　学生ＬＩＶＥ！彩
（いろどり）

本学クラブの発表の場を設け、本学園を広く社会にPRするため、本年度も京都駅ビル
の大階段前ステージを会場として学生によるイベント「学生LIVE！彩（いろどり）｣を実
施。箏曲部、交響楽団、落語研究会、ダンスクラブなど14団体が出演します。

10月20日
京都駅ビル室町小路広場
大階段前ステージ

京都女子大学 無料
http://www.kyoto-
wu.ac.jp/irodori/index.html

京都女子大学学生生活センター
075-531-7057

京都府 京都市 ①③
京都女子大学
仏教文化公開講座

「龍樹菩薩に学ぶ—空性論の展開から浄土教の導きへ—」という講題で、国際仏教文
化協会理事長・元京都女子大学教授　佐々木　惠精氏に講演して頂きます。

10月27日
京都女子大学礼拝堂
（A校舎5階）

京都女子大学宗教
文化研究所

無料
http://www.kyoto-
wu.ac.jp/shakai/koza/copy_of_c
opy_of_20170422.html

京都女子大学宗教教育センター
075-531-7074

ウェブサイトは
H30.9中旬に更新
予定

京都府 京都市 ①③
京都女子大学
英文学科秋季公開講座

誰もが自由に参加できる公開講座です。「英語学を学ぼう」「旋律の稲妻-エミリ・ディキ
ンソンの詩と芸術家たち-」と題して、英語学・英米文学の講演を行い、最新の知見を
お伝えします。

10月11日
京都女子大学
J校舎5階J525教室

京都女子大学 無料
http://www.kyoto-
wu.ac.jp/shakai/koza/index.htm
l

京都女子大学連携推進課
075-531-7080

ウェブサイトは
H30.9中旬に更新
予定

京都府 京都市 ①③④
京都女子大学
人文学会公開講座

誰もが自由に参加できる公開講座です。「母語の文処理にかかわる脳」「外国語の文
処理にかかわる脳」と題して、本講座では、母語と外国語を理解（処理）しているときの
脳の活動の様子をｆMRIで計測することで明らかになった言語の理解（処理）にかかわ
る脳内メカニズムを探ります。

10月24日
京都女子大学図書館
交流の床1階ホール

京都女子大学 無料
http://www.kyoto-
wu.ac.jp/shakai/koza/index.htm
l

京都女子大学連携推進課
075-531-7080

ウェブサイトは
H30.9中旬に更新
予定

京都府 京都市 ①③
京都女子大学
史学科公開講座

誰もが自由に参加できる公開講座です。「三徳山三佛寺歴史資料調査」「檔案史料か
ら見た清代中国の商人」と題して、日本及び外国の歴史と文化に関する講演を行いま
す。

11月8日
京都女子大学
J校舎4階J420教室

京都女子大学 無料
http://www.kyoto-
wu.ac.jp/shakai/koza/index.htm
l

京都女子大学連携推進課
075-531-7080

ウェブサイトは
H30.9中旬に更新
予定

京都府 京都市 ①
平成30年度
京都光華まちづくり講座

本学教員の研究成果の公開と、地域の方々に生涯学習の場を提供することを目的と
した一般の方向けの無料講座です。“ヘルシー・ライフシリーズ”と題し、幅広い世代に
向けて健康に暮らすために役立つ講座を行っています。

11月24日 京都光華女子大学
京都光華女子大学
地域連携推進センター

無料
京都光華女子大学
地域連携推進センター
075-325-5260

京都府 京都市 ④

看護異文化交流・社会連携推進
センター2018年度リカレント講座
「高めよう実践力！PART５-がん
患者がその人らしく意思決定がで
きるための看護」

看護職者を対象とした実践的な講義。さまざまな立場の講師を招き、理論や実践例を
広く紹介することで、受講者が明日からの臨床に活かせる知識や気づきを提供する講
座です。

11/6（火） キャンパスプラザ京都
京都橘大学
看護異文化交流・
社会連携推進センター

http://www.tachibana-
u.ac.jp/research_area/recurrent
/2018/03/post-111.html

京都橘大学
エクステンションセンター
075-574-4186

要事前申込

京都府 京都市 ②,③ 第51回　橘祭
トークショーやアーティストライブ、芸人ライブ、サークルの発表の他、たくさんの出店
や各種企画を用意し地元住民もキャンパスに来てもらい学生と地域が交流できる学園
祭です。

10月20日～10月21
日。
※台風等で中止の場
合は10月28日

京都橘大学
京都橘大学
大学祭実行委員会

無料
京都橘大学大学祭実行委員会
http://www.tachibana-u.ac.jp/

大学祭実行委員会
075-574-1696

トークショーアー
ティストライブ、芸
人ライブは別途
チケット購入が必
要
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京都府 京都市 ③
公開講座「人生100年時代を生き
抜くための心身の健康と食　－塩
原勝の料理の世界」

前半部では、老年学の視点から、超高齢時代において、元気高齢者と若者たちを支
援するための食と健康との関連について講義します。後半部では、ホテルルビノ京都
堀川の総料理長、塩原勝氏をお迎えし、「プロの料理人塩原氏の提供する料理」につ
いて対談を行います。

10月13日
14：00～15：30

京都ノートルダム女子大学
NDホール

京都ノートルダム女子大学
研究・情報推進課

無料
https://www.notredame.ac.jp/n
ews/event/494/

研究・情報推進課
075-706-3789

京都府 京都市 ①・③
土曜公開講座「今を生きるために
－キリスト教の思想・文化にふれ
る－」

長い歴史のあるキリスト教の思想・文化について、多くの方に触れていただき、混迷の
時代を生き抜くヒントを得るための公開講座となっています。

10月6日・11月10日
14：00～15：00

京都ノートルダム女子大学
E401

京都ノートルダム女子大学
カトリック教育センター

無料 https://www.notredame.ac.jp/
カトリック教育センター
075-706-3654

京都府 京都市 ③ ND祭
学生・保護者による模擬店やイベント等、どなたでもご自由にご参加していただけま
す。

10月27日・28日 京都ノートルダム女子大学 京都ノートルダム女子大学 無料
http://www.notredame.ac.jp/ca
mpuslife/ndfes.html

ND祭実行委員会

京都府 京都市 ② スピーチコンテスト
これまで本学の「ことば」の教育と研究を中心的に担ってきた、人間文化学部英語英
文学科主催プログラムとして、高校生を対象とした英語スピーチコンテストを開催して
います。

10月28日
11：00～

京都ノートルダム女子大学
NDホール

京都ノートルダム女子大学
英語英文学科

無料 https://www.notredame.ac.jp/
学事課
075-706-3661

京都府 京都市 ③
公開講座
「世界の中で日本を考える」

第1部ではベストセラー「京都ぎらい」の著者、井上章一氏による基調講演を行いま
す。第2部では、近代文学および西洋美術史専門の本学教員が国際的な視点で日本
文化を語ります。

11月11日
13:30～15:30

京都ノートルダム女子大学
NDホール

京都ノートルダム女子大学
研究・情報推進課

無料 https://www.notredame.ac.jp/
研究・情報推進課
075-706-3789

先着150名

京都府 京都市 ①
英語英文学科　公開講演会
村上春樹と夏目漱石　翻訳家の
告白

村上春樹の翻訳家として世界的に知られているジェイ・ルービン氏（日本文学翻訳家・
研究者、ハーバード大学名誉教授）を講師にお迎えします。翻訳家の本音をお話いた
だきます。公演は主に日本語で行う予定です。

10月23日
同志社女子大学
今出川キャンパス
純正館S013

同志社女子大学
表象文化学部
英語英文学科

無料

http://www.dwc.doshisha.ac.jp/
faculty_dep_info/representation
/english/topics/2018/post-
23.html

同志社女子大学
表象文化学部
英語英文学科事務室
（075-251-4103）

URLの情報は今
後更新予定

京都府 京都市 ①

人間生活学科　公開講演会
「服飾とアイデンティー　～なぜ西
洋はあれほどの手仕事をしてきた
のか～」
講師：ユキ パリス 氏

【講師】ユキ　パリス（Yuki　Pallis）氏　【講演タイトル】『服飾とアイデンティー　〜なぜ西
洋はあれほどの手仕事をしてきたのか〜』を開催いたします。

10月24日
同志社女子大学
今出川キャンパス

同志社女子大学
生活科学部

無料
同志社女子大学
生活科学部事務室
（075-251-4211）

京都府 京都市 ③
第68回
シェイクスピア・プロダクション
The Winter's Tale 「冬物語」

同志社女子大学表象文化学部英語英文学科4年次生によるシェイクスピア劇「The
Winter's Tale 『冬物語』」の原語上演を行います。（日本語字幕付き）
1951年からスタートした当公演は、今年で68回目を迎える伝統ある舞台であり、わが
国の大学カリキュラムにおける英語劇への取り組みとしては最も古い歴史を持ってい
ます。

11月2日、3日
同志社女子大学
今出川キャンパス
栄光館ファウラーチャペル

同志社女子大学
表象文化学部
英語英文学科事務室

学生
５００円
一般
８００円

同志社女子大学
表象文化学部
英語英文学科事務室
（075-251-4103）

京都府 京都市 ①

町家講座　第27期
町家で学ぶ京都の歴史と文化
第2回
「まるで映画の主人公のように」

本学では各界より講師の先生をお招きし、情緒ある京都の風情を醸し出す京町家で
公開講座を開催しています。今回はシンガーソングライターの瀬戸山智之助氏を講師
にお招きします。

11月17日 京まちや平安宮
同志社女子大学
現代社会学部事務室

無料
同志社女子大学
現代社会学部事務室
（0774-65-8543)

要事前申込

京都府 京都市 ①、③
秋季特別展
「水木しげる　魂の漫画展」

漫画家・水木しげるの画業に焦点をあて、生涯を通して描いた「ゲゲゲの鬼太郎」に代
表される妖怪漫画、短編や戦記物の直筆原画のほか、少年期に描いた貴重なスケッ
チなど、未公開作品を含む約300点を紹介します。

9月22日～11月25日
龍谷大学
龍谷ミュージアム

龍谷大学
龍谷ミュージアム、
産経新聞社、京都新聞

【秋季特別展・展示案内】
http://museum.ryukoku.ac.jp/ex
hibition/sp.html

龍谷ミュージアム事務部
075-351-2500
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京都府 京都市 ①、③
秋季特別展
「水木しげる　魂の漫画展」
記念講演会

秋季特別展「水木しげる　魂の漫画展」の記念講演会として、宮崎　哲弥 氏（評論家・
相愛大学客員教授）が「戦争体験と仏教『総員玉砕せよ!』をめぐって」をテーマに講演
いただきます。

11月4日
龍谷大学
大宮学舎
東黌101教室

龍谷大学
龍谷ミュージアム、
産経新聞社、京都新聞

【秋季特別展・展示案内】
http://museum.ryukoku.ac.jp/ex
hibition/sp.html

龍谷ミュージアム事務部
075-351-2500

京都府 京都市 ① 2018年度後期龍谷講座

「誰一人取り残さない社会を創ろう　－ＳＤＧｓの目指す社会と私たち　－」
をテーマに以下4回の講座を開催します。
＜第１回＞10月２０日（土）開催
「私たちの暮らしにとってのＳＤＧｓ－モデルなき時代をどう乗り越えていくか－」
＜第2回＞11月10日（土）開催
「菩薩の利他精神－ＳＤＧｓの行動原理としての仏教思想－」
○参考
＜第3回＞12月8日（土）開催
「ＳＤＧｓ・人権・憲法－人間らしく生きられる社会の実現のために－」
＜第4回＞1月12日（土）開催
「科学技術はどのようにＳＤＧｓへ貢献するか－龍谷大学理工学部のＳＤＧｓへの取り
組み－」

10月20日
～2019年1月12日

龍谷大学深草学舎
21号館603教室

龍谷大学
龍谷エクステンションセン
ター（REC）

無料
龍谷大学公開講座RECコミュニ
ティカレッジHP：
http://rec.ryukoku.ac.jp/

龍谷エクステンションセンター
（REC）
TEL：075-645-2098
FAX：075-645-9222
E-MAIL：rec-k@ad.ryukoku.ac.jp

事前申込不要

京都府 京都市 ③ 龍谷大学学術文化祭

龍谷大学の学園祭「龍谷祭」の開催日に併せ、本学の課外活動「学術文化局」に所属
する各部（部活）が期間中に日頃の成果発表をおこなうイベントです。
落語研究会による寄席や能楽部による舞、合唱団、交響楽団、邦楽部などが行う演奏
会のほか、美術部、書道部、写真部などの作品展示など、様々なサークルの発表会
や展示会を開催します。

11月2日
龍谷大学深草学舎

龍谷大学
学術文化祭実行委員会

無料 今後HPを開設予定
龍谷大学学生部
（秋期に外線電話番号を取得予
定）

京都府 京都市 ① 定家撰「百人一首」の歌人たち

『定家撰百人一首の武士。』
※講座内容の詳細につきましては、本学四条センターホームページにて確認してくだ
さい。
(10月1日アップ予定)

10月25日 佛教大学四条センター 佛教大学
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/facilities/shijo/

佛教大学四条センター
075-231-8004

定員150名。
全12回のうちの1
回

京都府 京都市 ① 仏教入門講座

『浄土教の誕生と変容』
※講座内容の詳細につきましては、本学四条センターホームページにて確認してくだ
さい。
(10月1日アップ予定)

10月25日 佛教大学四条センター 佛教大学
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/facilities/shijo/

佛教大学四条センター
075-231-8004

定員150名。
全12回のうちの1
回

京都府 京都市 ① 新　京都芸能散歩

『常盤津『戻駕』と紫野界隈』
※講座内容の詳細につきましては、本学四条センターホームページにて確認してくだ
さい。
(10月1日アップ予定)

10月26日 佛教大学四条センター 佛教大学
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/facilities/shijo/

佛教大学四条センター
075-231-8004

定員150名。
全12回のうちの1
回

京都府 京都市 ① 西郷隆盛と明治維新

『慶応３年の政局』
※講座内容の詳細につきましては、本学四条センターホームページにて確認してくだ
さい。
(10月1日アップ予定)

10月26日 佛教大学四条センター 佛教大学
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/facilities/shijo/

佛教大学四条センター
075-231-8004

定員150名。
全12回のうちの1
回

京都府 京都市 ① 語り継ぎたい昭和の歌謡曲

『筒美京平初期の作品』
※講座内容の詳細につきましては、本学四条センターホームページにて確認してくだ
さい。
(10月1日アップ予定)

10月27日 佛教大学四条センター 佛教大学
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/facilities/shijo/

佛教大学四条センター
075-231-8004

定員150名。
全12回のうちの1
回

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

京都府 京都市 ①
2018年度歴史学部提供講座
歴史を学ぶ　歴史に学ぶ
―歴史学部への招待―

『公文書の歴史』
※講座内容の詳細につきましては、本学四条センターホームページにて確認してくだ
さい。
(10月1日アップ予定)

10月27日 佛教大学四条センター 佛教大学 無料
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/facilities/shijo/

佛教大学四条センター
075-231-8004

定員150名。
全12回のうちの1
回

京都府 京都市 ① やさしい初等医学入門

『生きている証拠～ホメオスタシス』
※講座内容の詳細につきましては、本学四条センターホームページにて確認してくだ
さい。
(10月1日アップ予定)

10月27日 佛教大学四条センター 佛教大学
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/facilities/shijo/

佛教大学四条センター
075-231-8004

定員150名。
全12回のうちの1
回

京都府 京都市 ① 立ち現れる聖性

『溢れ出す火と光―虚空蔵という"仏"』
※講座内容の詳細につきましては、本学四条センターホームページにて確認してくだ
さい。
(10月1日アップ予定)

10月29日 佛教大学四条センター 佛教大学
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/facilities/shijo/

佛教大学四条センター
075-231-8004

定員150名。
全12回のうちの1
回

京都府 京都市 ① 魯迅を読む

『鋳剣』
※講座内容の詳細につきましては、本学四条センターホームページにて確認してくだ
さい。
(10月1日アップ予定)

10月30日 佛教大学四条センター 佛教大学
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/facilities/shijo/

佛教大学四条センター
075-231-8004

定員150名。
全12回のうちの1
回

京都府 京都市 ① 聞法会

『ふただひお耳拝借します』
※講座内容の詳細につきましては、本学四条センターホームページにて確認してくだ
さい。
(10月1日アップ予定)

10月31日 佛教大学四条センター 佛教大学 無料
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/facilities/shijo/

佛教大学四条センター
075-231-8004

定員150名。
全12回のうちの1
回

京都府 京都市 ① 詳説芭蕉『奥の細道を読む』Ⅱ

『出会いと別れ』
※講座内容の詳細につきましては、本学四条センターホームページにて確認してくだ
さい。
(10月1日アップ予定)

11月1日 佛教大学四条センター 佛教大学
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/facilities/shijo/

佛教大学四条センター
075-231-8004

定員150名。
全12回のうちの1
回

京都府 京都市 ① 宇宙のトピックスと暦のトピックス

『京都の清明・宇宙のせいめい』
※講座内容の詳細につきましては、本学四条センターホームページにて確認してくだ
さい。
(10月1日アップ予定)

11月1日 佛教大学四条センター 佛教大学
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/facilities/shijo/

佛教大学四条センター
075-231-8004

定員150名。
全12回のうちの1
回

京都府 京都市 ① 仏教探究講座

『殊勝なる業とは』
※講座内容の詳細につきましては、本学四条センターホームページにて確認してくだ
さい。
(10月1日アップ予定)

11月2日 佛教大学四条センター 佛教大学
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/facilities/shijo/

佛教大学四条センター
075-231-8004

定員150名。
全12回のうちの1
回

京都府 京都市 ① アジア歴史譚

『戦国時代の文化』
※講座内容の詳細につきましては、本学四条センターホームページにて確認してくだ
さい。
(10月1日アップ予定)

11月2日 佛教大学四条センター 佛教大学
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/facilities/shijo/

佛教大学四条センター
075-231-8004

定員150名。
全12回のうちの1
回

京都府 京都市 ① シルクロード　美の道　壁画の道

『鉄線描×屈鉄線×文化財保護』
※講座内容の詳細につきましては、本学四条センターホームページにて確認してくだ
さい。
(10月1日アップ予定)

11月5日 佛教大学四条センター 佛教大学
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/facilities/shijo/

佛教大学四条センター
075-231-8004

定員150名。
全12回のうちの1
回

京都府 京都市 ① 立ち現れる聖性

『混交する現世と浄土―平等院鳳凰堂という異世界』
※講座内容の詳細につきましては、本学四条センターホームページにて確認してくだ
さい。
(10月1日アップ予定)

11月5日 佛教大学四条センター 佛教大学
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/facilities/shijo/

佛教大学四条センター
075-231-8004

定員150名。
全12回のうちの1
回

京都府 京都市 ①
京都新聞総合研究所提携講座
メディアから見えてくるもの

『「お笑い」と「笑うこと」について』
※講座内容の詳細につきましては、本学四条センターホームページにて確認してくだ
さい。
(10月1日アップ予定)

11月6日 佛教大学四条センター 佛教大学 無料
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/facilities/shijo/

佛教大学四条センター
075-231-8004

定員150名。
全12回のうちの1
回

京都府 京都市 ① ひとくち法話

『ちょっとお耳拝借します』
※講座内容の詳細につきましては、本学四条センターホームページにて確認してくだ
さい。
(10月1日アップ予定)

11月7日 佛教大学四条センター 佛教大学 無料
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/facilities/shijo/

佛教大学四条センター
075-231-8004

定員150名。
全12回のうちの1
回

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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京都府 京都市 ① 放課後の文学教室

『小林秀雄と生命主義』
※講座内容の詳細につきましては、本学四条センターホームページにて確認してくだ
さい。
(10月1日アップ予定)

11月7日 佛教大学四条センター 佛教大学
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/facilities/shijo/

佛教大学四条センター
075-231-8004

定員150名。
全12回のうちの1
回

京都府 京都市 ① 定家撰「百人一首」の歌人たち

『定家撰『百人一首』の女流歌人たち(一)』
※講座内容の詳細につきましては、本学四条センターホームページにて確認してくだ
さい。
(10月1日アップ予定)

11月8日 佛教大学四条センター 佛教大学 無料
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/facilities/shijo/

佛教大学四条センター
075-231-8004

定員150名。
全12回のうちの1
回

京都府 京都市 ① ライヴァル西洋史

『カエサルとウエルキンゲトリクス--知られざる英雄』
※講座内容の詳細につきましては、本学四条センターホームページにて確認してくだ
さい。
(10月1日アップ予定)

11月8日 佛教大学四条センター 佛教大学
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/facilities/shijo/

佛教大学四条センター
075-231-8004

定員150名。
全12回のうちの1
回

京都府 京都市 ① 激動の近代中国とアジア

『外務省の誕生と国際法の翻訳～洋務運動』
※講座内容の詳細につきましては、本学四条センターホームページにて確認してくだ
さい。
(10月1日アップ予定)

11月9日 佛教大学四条センター 佛教大学
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/facilities/shijo/

佛教大学四条センター
075-231-8004

定員150名。
全12回のうちの1
回

京都府 京都市 ①
浄土宗総本山知恩院提供講座
おてつぎ文化講座

『第620回福島のつちはとわにきよらか～原子力災害後の福島の方々の思いによりそ
うとは～』
※講座内容の詳細につきましては、本学四条センターホームページにて確認してくだ
さい。
(10月1日アップ予定)

11月10日 佛教大学四条センター 佛教大学 無料
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/facilities/shijo/

佛教大学四条センター
075-231-8004

定員150名。
全12回のうちの1
回

京都府 京都市 ① 書とおもしろい漢字源の話

『詩成飛醉墨』
※講座内容の詳細につきましては、本学四条センターホームページにて確認してくだ
さい。
(10月1日アップ予定)

11月10日 佛教大学四条センター 佛教大学
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/facilities/shijo/

佛教大学四条センター
075-231-8004

定員150名。
全12回のうちの1
回

京都府 京都市 ①
京都新聞総合研究所提携講座
もっと知りたい!京都のミュージア
ム

『裏千家北山会館』
※講座内容の詳細につきましては、本学四条センターホームページにて確認してくだ
さい。
(10月1日アップ予定)

11月12日 佛教大学四条センター 佛教大学 無料
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/facilities/shijo/

佛教大学四条センター
075-231-8004

定員150名。
全12回のうちの1
回

京都府 京都市 ①
上田秋成の歌文集
『藤蔞冊子』をくずし字で読む

『くずし字で読む『藤簍冊子』の和歌①』
※講座内容の詳細につきましては、本学四条センターホームページにて確認してくだ
さい。
(10月1日アップ予定)

11月12日 佛教大学四条センター 佛教大学
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/facilities/shijo/

佛教大学四条センター
075-231-8004

定員150名。
全12回のうちの1
回

京都府 京都市 ①
続・続
歴史と未来をつなぐ民俗学

『無形文化遺産時代の民俗文化財と民俗学-文化財保護法改正に際して-』
※講座内容の詳細につきましては、本学四条センターホームページにて確認してくだ
さい。
(10月1日アップ予定)

11月12日 佛教大学四条センター 佛教大学
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/facilities/shijo/

佛教大学四条センター
075-231-8004

定員150名。
全12回のうちの1
回
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京都府 京都市 ① 能へのいざない

『盛久』
※講座内容の詳細につきましては、本学四条センターホームページにて確認してくだ
さい。
(10月1日アップ予定)

11月13日 佛教大学四条センター 佛教大学
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/facilities/shijo/

佛教大学四条センター
075-231-8004

定員150名。
全12回のうちの1
回

京都府 京都市 ① 歴史の中の大嘗祭

『古代の大嘗祭と伊勢神宮』
※講座内容の詳細につきましては、本学四条センターホームページにて確認してくだ
さい。
(10月1日アップ予定)

11月13日 佛教大学四条センター 佛教大学
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/facilities/shijo/

佛教大学四条センター
075-231-8004

定員150名。
全12回のうちの1
回

京都府 京都市 ① もっと身近に植物園！

『源氏物語に登場する秋の花・私論～女郎花、藤袴、榊など～』
※講座内容の詳細につきましては、本学四条センターホームページにて確認してくだ
さい。
(10月1日アップ予定)

11月14日 佛教大学四条センター 佛教大学 無料
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/facilities/shijo/

佛教大学四条センター
075-231-8004

定員150名。
全12回のうちの1
回

京都府 京都市 ① 近世の武家政権と天皇制

『徳川吉宗と国学人脈―大嘗祭の復興―』
※講座内容の詳細につきましては、本学四条センターホームページにて確認してくだ
さい。
(10月1日アップ予定)

11月14日 佛教大学四条センター 佛教大学
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/facilities/shijo/

佛教大学四条センター
075-231-8004

定員150名。
全12回のうちの1
回

京都府 京都市 ③
秋期特別展「徳器の成就に努め
て智光を常照す―佛教大学附属
図書館所蔵品展―」

「洛中洛外図屏風」をはじめとする佛教大学附属図書館が所蔵する貴重な資料を展示 10月27日～12月8日
佛教大学
宗教文化ミュージアム

佛教大学
宗教文化ミュージアム

無料
http://www.bukkyo-
u.ac.jp/facilities/museum/

佛教大学宗教文化ミュージアム
075-873-3115

京都府 京都市 ① 第12回わくわく狂言
多くの市民の方へ「人間を見つめる開かれたキャンパス」佛教大学として、地域文化
の振興に寄与することを目的に、多彩な演目により子どもからお年寄りまで心“わくわ
く”楽しむ狂言を開催する。

10月19日
佛教大学紫野キャンパス
常照ホール

佛教大学 無料 http://www.bukkyo-u.ac.jp
佛教大学総務課
075-491-2141

京都府 京都市 ②,③ 第６５回　華頂祭
クラブ、同好会のステージ発表及び展示や、クラスやクラブでの模擬店を開催します。
その他、ゲストを招いてのトークショーも実施します。詳しくはＨＰをご覧ください。

10月27日～28日
京都華頂大学
華頂短期大学

華頂祭実行委員会 無料
http://www.kyotokacho-
u.ac.jp/topics/2018kacho-sai/

華頂祭実行委員会
075-525-2939

京都府 京都市 ① 第１０回華頂公開講座

本学では、特色ある教育・研究の成果を地域社会に還元し、生涯学習としての機会を
提供しています。平成30年度は、事業開始以来10年目を迎え、さらに平成31年度に
「華頂短期大学・総合文化学科」の開設を控えることから、広く「文化」をテーマにした
内容で、全6回の講座を開催いたします。

11月10日
京都華頂大学
華頂短期大学
華頂ホール

京都華頂大学
華頂短期大学

無料

京都華頂大学ＨＰ
http://www.kyotokacho-
u.ac.jp/openclass/
華頂短期大学ＨＰ
http://www.kacho-
college.ac.jp/open-lecture/

京都華頂大学・
華頂短期大学
公開講座事務局
075-551-1600

要予約

京都府
京都市
宇治市
大山崎町

③
京都府文化財建造物
修理現場公開2018

京都府が所有者から委託を受けて実施している文化財建造物の修理現場を一般公
開します。

11月2日～4日
教王護国寺、仁和寺、本願寺、
本隆寺、萬福寺、聴竹居

京都府教育委員会 無料
京都府教育庁指導部
文化財保護課
075-414-5896

京都府
京都市伏
見区

①，
②，③

種智院大学　公開講座
「三教指帰の序文」

空海思想研究第一人者の福田亮成先生（種智院大学客員教授）による空海学の公開
講座第1回目。テーマは「三教指帰（さんごうしいき）の序文　弘法大師の出家のおも
い」。NPO法人Samayaプロジェクト21寄付講座。

10月27日（土）
13：00～14：30

種智院大学 種智院大学 無料 http://www.shuchiin.ac.jp/ 075-604-5600(代)
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料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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京都府
京都市伏
見区

①，
②，③

種智院大学　伏見連続講座
「伏見向島古代米　親子稲刈り体
験＆古代米試食会」

伏見向島探求シリーズ第1弾。伏見向島古代米の稲刈り体験後、古代米試食会。古代
米（赤米）を入れたおにぎり試食会と餅つきを行います。（お土産付き）
※参加者は軍手・長靴等、稲刈りに相応しい服装でお越しください。要事前申込。

10月27日（土）
10：00～14：00

種智院大学正門 種智院大学 無料 http://www.shuchiin.ac.jp/ 075-604-5600(代) 「伏見連続講座」

京都府
京都市伏
見区

①，
②，③

第34回綜藝祭 種智院大学　学園祭 11月4日（日） 種智院大学 種智院大学 http://www.shuchiin.ac.jp/ 075-604-5600(代)
読み「しゅげいさ
い」

京都府 久御山町 ① 久御山町民文化祭
住民手作りの作品展示や諸芸能の発表などを行い、住民相互の親睦を深め、文化の
向上を図る。また、「第26回国民文化祭・京都2011」の成功を踏まえ、地域の特色を生
かした文化活動の一層の促進を図る。

11月3日・4日 町役場、町中央公民館

久御山町
久御山町教育委員会
久御山町文化祭
実行委員会

無料

久御山町教育委員会
社会教育課
075-631-9980
0774-45-3918

出店で買い物を
する場合にのみ
費用がかかる

京都府 京都市
①，
②，④

2018森林科学公開講座
「森の達人・木の匠」のテーマで、最近の森林保全・管理法、伝統的木造建築の工法、
木材利用のホットな話題（ギター作製、バット作製）について講演を行う。また、樹木識
別実習、木材の抽出成分の利用実習、曲げ木工作実習も行う。

11月10日 京都大学農学部
京都大学大学院
農学研究科森林科学専攻

未定 未定

H30.9月上旬〜中
旬に更新予定
受講料有（調整
中）

京都府 城陽市 ③ 城陽市民文化祭
城陽市民、または市内で活動している人たちで企画運営し、開催しています。内容は
作品展、ステージ発表会、市民音楽会、囲碁大会などがあり、市民の皆さんに楽しく文
化に親しんでもらいます。

10月13日～11月18日 文化パルク城陽 城陽市文化協会 無料
http://www.balloon.ne.jp/jobunk
yo/

城陽市文化協会
0774-55-1210

京都府 城陽市 ③
平成30年度秋季特別展「メイゾン
鴻乃巣－寺田出身の青年が作っ
た大正文士のサロン－」

寺田村出身の青年奥田駒蔵が東京で作った店「メイゾン鴻乃巣」は、明治から大正に
かけて近代文学を担った文豪たち、芸術家たちが集う本格的なフレンチレストランでし
た。この特別展では、「鴻巣山人」と称し、永井荷風、与謝野晶子など錚々たる文学者
や、芸術家に愛された奥田駒蔵と彼の生涯、また少年時代の駒蔵が過ごした寺田村
の当時の様子をあわせて紹介します。

10月20日～12月16日 城陽市歴史民俗資料館 城陽市歴史民俗資料館
城陽市歴史民俗資料館ＨＰ
http://www.city.joyo.kyoto.jp/re
kishi/

城陽市歴史民俗資料館
0774-55-7611

「関西文化の日」
（11月3日・17日・
18日・23日）は入
館料無料

京都府 城陽市 ① おはなしオルゴール お話や絵本の読み聞かせなどをします。 10月21日,27日 図書館1階おはなし室 城陽市立図書館 無料
城陽市立図書館
0774-53-4000

京都府 城陽市 ③ 富野校区敬老会 地域の各団体による音楽発表です。 10月28日 富野小学校 富野校区社会福祉協議会 無料

京都府 城陽市 ① 城陽市民大学　特設講座Ⅱ
テーマ「城陽の重要遺跡を読みとく～旧石器時代から奈良時代の城陽～」と題し、城
陽市役所　職員による講演会です。

11月1日
文化パルク城陽ふれあいホー
ル

城陽市教育委員会 無料
文化・スポーツ推進課
0774-56-4047

京都府 城陽市 ① 3じのおはなしオルゴール お話や絵本の読み聞かせなどをします。 11月3日 図書館1階おはなし室 城陽市立図書館 無料
城陽市立図書館
0774-53-4000

京都府 城陽市 ①

第2回JOYOエコミュージアムまち
の魅力再発見ツアー
「古墳のまち城陽～久津川・寺田
の古墳ゆかりの地を巡ろう！」

久津川・寺田地域の古墳ゆかりの地を自分のペースで歩いて巡り、「産業まつり」が開
催されている文化パルク城陽（歴史民俗資料館）を目指すツアーイベントです。
参加者には記念品を贈呈します。

11月3日
スタート：近鉄久津川駅西側
ゴール：歴史民俗資料館

城陽市教育委員会 無料
文化・スポーツ推進課
0774-56-4047

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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京都府 城陽市 ③ 城陽市文化芸術表彰

文化的な生活環境の整備・創出、市民文化の創造と交流、地域における文化芸術活
動の振興などの分野で業績を上げ、市の文化芸術の振興に貢献している個人や団体
を「城陽市文化芸術賞」「城陽市文化芸術功績賞」「城陽市文化芸術奨励賞」として表
彰しています。

文化の日前後 城陽市役所 城陽市教育委員会 無料
文化・スポーツ推進課
0774-56-4047

京都府 城陽市 ① 赤ちゃんおはなしオルゴール 赤ちゃん・幼児を対象にお話や絵本の読み聞かせなどをします。 11月10日 図書館1階おはなし室 城陽市立図書館 無料

京都府 城陽市 ③ ふれあいコンサート 地域の各団体によるコンサートです。 11月10日 富野小学校
富野校区
青少年健全育成市民会議

無料

京都府 城陽市 ① 城陽市民大学　健康コース
テーマ「笑いと健康」と題し、京都きづ川病院　院長　中川　雅生　氏による講演会で
す。

11月14日
文化パルク城陽
ふれあいホール

城陽市教育委員会 無料
文化・スポーツ推進課
0774-56-4047

京都府 城陽市 ③ 町の文化展 音楽祭及び展覧会です。 11月17日 南城陽中学校
南城陽中学校校区
町ぐるみ町づくり推進会議

無料

京都府 城陽市 ③ 市民音楽祭 市民及び市内で活動している各団体による音楽発表です。 11月17日 文化パルク城陽 城陽市文化協会 無料

京都府 城陽市 ①③ 文化講演会 教養・文化をテーマとした講演会を行います。 11月18日
文化パルク城陽２階
ふれあいホール

城陽市立図書館・
歴史民俗資料館共催

無料
城陽市立図書館
0774-53-4000

京都府 精華町 ④ けいはんな情報通信フェア2018

公益財団法人関西文化学術研究都市、情報通信研究機構及び量子科学技術研究開
発機構　関西光科学研究所などが参画するけいはんな情報通信フェア２０１８実行委
員会が主催する、けいはんな発の最先端技術や研究成果等を講演や展示を通じて紹
介するイベントです。けいはんな地区に立地する関西光科学研究所からは、世界トッ
プクラスの高強度レーザー施設やイノベーション創出に向けたレーザーの産業応用の
研究事例を紹介するとともに、光科学を身近に感じていただける参加型体験を行いま
す。

10月25日～27日 けいはんなプラザ
情報通信フェア2018
実行委員会など

無料

京都府 長岡京市 ③ 文化賞・スポーツ賞　表彰式 本市の市民文化の向上に貢献した者及び団体の功績を称え、表彰しています。 10月27日 中央公民館市民ホール
長岡京市教育委員会
教育部文化・
スポーツ振興室

無料

長岡京市教育委員会
教育部文化・スポーツ振興室
文化振興係
Tel 075-955-9734
Fax 075-955-3150

京都府 長岡京市 ③ 第11回ガラシャウィークコンサート
「長岡京ガラシャ祭」のイベントとして、ガラシャウィークに、長岡京市民管弦楽団によ
るクラシックのコンサートを開催しています。

11月4日
中央生涯学習センター
（バンビオメインホール）

長岡京市文化協会 無料

長岡京市教育委員会
教育部文化・スポーツ振興室
文化振興係
Tel 075-955-9734
Fax 075-955-3150

京都府 長岡京市 ① 平成３０年度特別企画展
「勝龍寺城」　戦国時代末期、京の守りとして築城された勝龍寺城には、当時の最新
技術が用いられました。発掘調査の成果から、その構造について紹介します。

11月1日～30日
長岡京市
埋蔵文化財調査センター

公益財団法人
長岡京市
埋蔵文化財センター

無料
http://nagaokakyo-
maibun.or.jp/

公益財団法人
長岡京市埋蔵文化財センター
075-955-3622

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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京都府 長岡京市 ①
長岡京市ガラシャ祭2018
ガラシャウィークイベント

歴史講演会「応仁の乱と西岡」　国際日本文化研究センター助教　呉座　勇一さんによ
る講演会。応仁の乱における長岡京市を含む西岡地域の武士たちのしたたかなサバ
イバル術をご紹介いただきます。

11月3日
バンビオ１番館３階
メインホール

共催事業①長岡京ガラシャ
祭実行委員会②長岡京市
教育委員会

無料 http://nagaokakyo-garasha.jp/

①長岡京市自治振興室（西村）
075-959-1299
②長岡京市教育委員会生涯学
習課（橋本）
075-955-9534

京都府 長岡京市 ①③ 子どもの本を読む会
子どもの本を研究し、本を選ぶ力を養い、子どもの本から子どもの文化・環境・教育等
について考える市民の生涯学習の場とする。

10月18日,11月15日 長岡京市立図書館 長岡京市立図書館 無料
https://www.lib100.nexs-
service.jp/nagaokakyo/event/in
dex.html

長岡京市立図書館
075-951-4646

京都府 長岡京市 ①③ 子どもの広場 子どもたちが本に親しむための「本との出会いの場」をつくる。 10月20日,11月17日 長岡京市立図書館 長岡京市立図書館 無料
https://www.lib100.nexs-
service.jp/nagaokakyo/event/in
dex.html

長岡京市立図書館
075-951-4646

京都府 長岡京市 ①③ えほんのひろば
手遊びや絵本の読み聞かせをするとともに、絵本に関する相談などを受け、本に親し
む機会をつくる。

10月23日 長岡京市立図書館 長岡京市立図書館 無料
https://www.lib100.nexs-
service.jp/nagaokakyo/event/in
dex.html

長岡京市立図書館
075-951-4646

京都府 長岡京市 ①③ 読書講演会
野田芳子先生（梅花女子大学大学院児童文学研究科教授）　講演会
『グリム童話「白雪姫」ー固定観念を覆す解釈ー』

11月9日 長岡京市立図書館 長岡京市立図書館 無料
https://www.lib100.nexs-
service.jp/nagaokakyo/event/in
dex.html

長岡京市立図書館
075-951-4646

京都府 長岡京市 ①③ おはなしとブックトークの会
子どもたちが本に親しむための「本との出会いの場」をつくり、おはなしを聞くことによ
り読書への導入をはかる。

11月10日 長岡京市立図書館 長岡京市立図書館 無料
https://www.lib100.nexs-
service.jp/nagaokakyo/event/in
dex.html

長岡京市立図書館
075-951-4646

京都府 長岡京市 ③ 第32回北開田文化祭
「高めよう文化、広めよう地域の輪」をメインテーマに北開田地区内の各種団体・サー
クルが主体となって文化祭を開催します。

11月2日～4日
北開田会館
北開田児童館

北開田文化祭実行委員会
北開田会館
075-955-8844

京都府 南丹市 ③
日吉町文化祭
（ステージ・展示の部）

文化協会登録団体又は個人の舞台発表 11月4日～11日
南丹市日吉町
生涯学習センター

日吉町文化交流協会 無料 0771-68-0035

京都府 南丹市 ③ 園部町文化祭 文化協会登録団体又は個人の舞台発表・展示・体験コーナー 11月3日,4日,10,11日
南丹市園部公民館(展示)
南丹市国際交流会館
(舞台発表)

園部町文化協会 無料 0771-63-5820

京都府 南丹市 ①③
郷土資料館秋季企画展「中嶋正
樹写真展－湖底に消えた村の記
録－」

本年は日吉ダム開業20周年を迎える年になります。日吉町郷土資料館では、日吉ダ
ム開業20周年を記念して当時、アマチュアカメラマンとして活動をしていた中嶋氏の
「中嶋正樹写真展」を開催します。中嶋氏の作品を通して、在りし日の中・天若地域の
人々の暮らしを感じていただけると幸いです。

9月22日～11月25日 南丹市日吉町郷土資料館 南丹市日吉町郷土資料館
http://www.be.city.nantan.kyoto
.jp/hiyoshi-shiryokan/

0771-68-0069

京都府 南丹市 ①③
文化博物館秋季特別展「田村宗
立展～リアリティを追求した画家
～」

2018年は宗立の没後100年にあたり、この節目の年に初期から晩年の作品を紹介す
る。また、故郷である南丹市園部町の生家には宗立が10代に画いた仏画が二幅残さ
れおり、園部藩を10代にわたって治めた小出氏の蔵書である小出文庫の扁額も宗立
によって描かれている。本展では田村宗立と南丹市との関係についても改めて考える
機会としたい。

10月27日～12月2日 南丹市立文化博物館 南丹市立文化博物館
http://www.be.city.nantan.kyoto
.jp/hakubutukan/

0771-68-0081

京都府 南丹市 ③ 八木町文化祭 文化協会登録団体の舞台発表・展示 11月2日、3日、4日 南丹市八木公民館 八木町文化協会 無料 0771-68-0026
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京都府 福知山市 ③ 大京都 2018 in 福知山 アーティストが一定期間滞在し、福知山市の魅力をアートの視点から発信します。
11月6日 ～11日
（金、土、日開場）

福知山市内 京都:Re-Search実行委員会 無料 http://kyoto-research.com/
京都府文化芸術課
075-414-4279

京都府 舞鶴市 ②
舞鶴工業高等専門学校　第５３回
高専祭

本校のクラブ・同好会による日頃の活動成果を展示等で披露します。またこの行事た
めに結成された専門学科の学生によるプロジェクトの制作物展示・発表を行います。
地域住民等一般の方の来場も歓迎いたします。

11月3日～4日 舞鶴工業高等専門学校
舞鶴工業高専門学校高専
祭実行委員会

無料 http://www.maizuru-ct.ac.jp/
学生課学生支援係
0773-62-8882

H30.10上旬～中
旬に更新予定

京都府 宮津市 ①③
特別展　「天橋義塾と自由民権運
動　－人は人たるの本分を尽くす
－」

　「天橋義塾」は、小室信介らを中心に、地元の有志らによって明治8年（1875）に開講
し、京都府北部の自由民権運動の中心的な役割を担いました。この「天橋義塾」や、そ
れを支えた人々について、様々な角度から迫ります。

10月27日～12月9日 京都府立丹後郷土資料館 京都府立丹後郷土資料館
http://www.kyoto-
be.ne.jp/tango-m

丹後郷土資料館
0772-27-0230

京都府 宮津市 ①③ ぶらり丹後「府中」

集合　13：30　　籠神社前
解散　15：30　　丹後国分寺跡（予定）
学芸員と歩いて、歴史探検。おなじみの場所も歴史にまつわる話を聞きながら歩くと新
たな魅力が発見できます。今回は、深秋の府中を歩きます。

11月10日
宮津市府中周辺
（籠神社～丹後国分寺跡)

京都府立丹後郷土資料館 無料
http://www.kyoto-
be.ne.jp/tango-m

丹後郷土資料館
0772-27-0230

京都府 宮津市 ①③ 「関西文化の日」 入館料無料で、展示・体験を公開 11月17日～18日 京都府立丹後郷土資料館 京都府立丹後郷土資料館 無料
http://www.kyoto-
be.ne.jp/tango-m

丹後郷土資料館
0772-27-0230

京都府 宮津市 ①③ 文化財講座
演題：「丹後における自由民権運動の歴史的位置」
講師：大阪大学文学部　教授　飯塚 一幸 氏

11月17日 京都府立丹後郷土資料館 京都府立丹後郷土資料館 無料
http://www.kyoto-
be.ne.jp/tango-m

丹後郷土資料館
0772-27-0230

京都府 向日市 ③ 特別企画　「秋の特別投影」 星にまつわる創作物語と秋の星空案内を投影します。 10月20日 向日市天文館 向日市天文館 無料
www.city.muko.kyoto.jp/kurashi
/tenmonkan

向日市天文館
TEL 075-935-3800

事前申込み制
向日市天文館に
お問い合わせく
ださい。

京都府 向日市 ①,④
定例天体観望会「秋の四辺形と惑
星」

プラネタリウムでは当日の星空解説を、天体観測室等では実際の夜空を観望する。 11月10日 向日市天文館 向日市天文館 無料
www.city.muko.kyoto.jp/kurashi
/tenmonkan

向日市天文館
TEL 075-935-3800

事前申込み制
向日市天文館に
お問い合わせく
ださい。

京都府 向日市 ①④ 大人向け天文教室「暦の科学」 専門家を講師に迎えての、天文学講座を開催します。 11月10日 向日市天文館 向日市天文館 無料
www.city.muko.kyoto.jp/kurashi
/tenmonkan

向日市天文館
 075-935-3800

事前申込み制
向日市天文館に
お問い合わせく
ださい。

京都府 向日市 ③
市民考古学講座
「継体天皇の時代とオトクニ」

講座4（見学会）：弟国宮をさがして 10月20日

集合：
阪急京都線　西山天王山駅
解散：
阪急京都線　西向日駅

向日市教育委員会
公益財団法人
向日市埋蔵文化財センター

無料 http://www.mukoumaibun.or.jp/
公益財団法人
向日市埋蔵文化財センター
075-931-3841

申込者数が定員
に達したため、募
集締め切り済み。

京都府 向日市 ③ 特別展「向日神社」
向日市の市名の由来ともなった向日神社の歴史と文化を紹介する特別展を開催しま
す。会期中、関連事業として記念講演会、歴史ウォーク、現地見学会を開催します（日
程等未定。決まり次第、ホームページ等でお知らせします。）。

10月20日～12月9日 向日市文化資料館 向日市文化資料館 無料
http://www.city.muko.kyoto.jp/
kurashi/bunka/

向日市文化資料館
TEL 075-931-1182
FAX 075-931-1121

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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京都府 向日市 ② 英語スピーチ大会
向日市立中学校生徒による英語でのスピーチを通して、ふるさとへの思いや学校生活
等について、日々の学習活動の成果を発表します。

11月10日 向日市福祉会館　大会議室 向日市教育委員会 無料
学校教育課
TEL 075-931-1111
内線（818）

京都府 向日市 ③
市民考古学講座
「継体天皇の時代とオトクニ」

講座5：弟国宮伝承とはなにか 11月10日 向日市文化資料館
向日市教育委員会
公益財団法人
向日市埋蔵文化財センター

無料
公益財団法人向日市埋蔵文化
財センター
http://www.mukoumaibun.or.jp/

公益財団法人
向日市埋蔵文化財センター
075-931-3841

申込者数が定員
に達したため、募
集締め切り済み。

京都府 向日市 ①②③
向日市まつり
「5万人のふれあい～むこうのコト
を伝えよう、拡げよう～」

向日市まつりの展示コーナーにおいて、向日市小中学生児童生徒作品展（美術・書
道・工作・研究）の優秀作品等を展示します。

11月17日～18日 向日町競輪場
向日市まつり実行委員会
（向日市、向日市商工会、
京都中央農業協同組合）

無料
学校教育課
TEL 075-931-1111
内線（818）

京都府 八幡市 ③ 第46回八幡市民文化祭
市民が自主的、主体的に様々な文化芸術活動に参加し、日頃の活動の成果を発表し
ます。

10月27日、28日 八幡市文化センター
八幡市、
八幡市教育委員会、
八幡市文化協会

http://www.city.yawata.kyoto.jp
/

社会教育課
TEL 075-983-1111
内線457

京都府 八幡市 ①
八幡市
文化賞・スポーツ賞表彰式

文化とスポーツの振興及び発展に功績があった個人または団体に対し、その栄誉を
称え表彰します。

11月3日 八幡市文化センター 八幡市 無料
http://www.city.yawata.kyoto.jp
/

社会教育課
TEL 075-983-1111
内線465

京都府 八幡市 ③
第32回
八幡市青少年の主張大会

八幡市の青少年が学校や家庭、地域社会での日常生活の中で思っていることや感じ
ていることを自分の言葉としてまとめ、発表することにより、同世代の意識の啓発と多
くの方々の青少年に対する理解と関心を深め、青少年の健全育成を推進します。

11月3日 八幡市文化センター 八幡市教育委員会 無料
http://www.city.yawata.kyoto.jp
/

社会教育課
TEL 075-983-1111
内線454

京都府 八幡市 ③
第20回
音の祭典inYAWATA

八幡市内の小中学校及び一般市民団体が参加し、児童から社会人に至る幅広い世
代が、器楽演奏、合奏、合唱などの発表を行ないます。

11月11日 八幡市文化センター
八幡市、
八幡市教育委員会

無料
http://www.city.yawata.kyoto.jp
/

社会教育課
TEL 075-983-1111
内線457

京都府 八幡市 ① 第27回生涯学習フェスティバル

生涯学習の普及、啓発を目的として、記念講演、体験学習、市民ワークショップなどを
2日間開催します。
記念講演「人生が変わる言葉の力、書の力」～毎日がパラダイスになるコツ～
講師：書道家　武田　双雲さん

11月17日～18日 八幡市立生涯学習センター 八幡市教育委員会 無料
gakusyu@mb.city.yawata.kyoto.j
p

八幡市立生涯学習センター
075-983-6002

記念講演会は往
復はがきで申し
込みが必要

京都府 八幡市 ① 高齢者大学オープン講座

高齢者の様々な学習の機会を提供し、地域社会への参加促進や豊かな心づくり、
健康づくり生きがいのある生活の充実を図ることを目的に年間8回実施しています。
5回目のこの講座は、どなたでも参加できるオープン講座です。
講演：
「西郷隆盛と京都150年目に明らかになった薩長同盟締結地”御花畑”について」
講師：元小学校教員、歴史家　原田　良子さん

10月27日 八幡市立生涯学習センター 八幡市教育委員会 無料
gakusyu@mb.city.yawata.kyoto.j
p

八幡市立生涯学習センター
075-983-6003

京都府 八幡市 ①③ 市民公開講座（医療講座）

高齢化社会の進展に伴い、人々に病気・医療に対する関心が高まっています。
地域医療の拠点である医療機関と連携して、発症例の多い病気を取り上げ、
その原因・治療について解説し、市民の教養の拡大や健康保持に役立てる。
講演①：「糖尿病ってどんな病気？」
講師：社会医療法人美杉会　男山病院　内科部長　沖垣　光彦さん
講演②：「急性腹症とは？～手術になるかもしれない腹痛のはなし～」
講師：社会医療法人美杉会　男山病院佐藤病院　外科部長　五味　隆さん

10月20日 八幡市立生涯学習センター
八幡市教育委員会
美杉会男山病院　共催

無料
gakusyu@mb.city.yawata.kyoto.j
p

八幡市立生涯学習センター
075-983-6004

京都府 八幡市 ①③ 狂言へのいざない

古くから伝わる京の伝統芸能に触れる中で、身近に伝統文化のよさを感じ取り、市民
生活の文化活動の活性化を図り、市民の学習領域の一層の拡充を図ることを目的と
して開催。公演：「寺ゆずり」、「悪太郎」　出演：千本ゑんま堂念仏狂言保存会、狂言
の楽しさおもしろさ（解説）：佛教大学教授　八木　透

11月23日 八幡市立生涯学習センター 八幡市教育委員会
gakusyu@mb.city.yawata.kyoto.j
p

八幡市立生涯学習センター
075-983-6005

前売（1名）300
円・ペア500円、
当日500円（前売
券が完売した場
合、当日券はあり
ません。）

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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京都府 八幡市 ➂
八幡市民ｵｰｹｽﾄﾗ
第52回定期演奏会

京都府八幡市で活動する、1982 年に発足したアマチュアオーケストラです。プロの奏
者は皆無で、日常練習をみるプロのトレーナー、特定の音楽監督等も置かない純粋ア
マチュアオーケストラの定期演奏会です。今回は、客員指揮者に三河正典を招き、
ベートーヴェン交響曲第8番 ヘ長調 作品93、ドヴォルザークアメリカ組曲 作品98b
B.190、バルトーク管弦楽のための協奏曲 Sz.116などを演奏します。

10月21日
八幡市文化センター
大ホール

八幡市民オーケストラ・
八幡市文化協会音楽連盟

八幡市民ｵｰｹｽﾄﾗﾌﾞﾛｸﾞ：
http://yawata.org/

八幡市民オーケストラ
090-8141-8575(宇野）

京都府 八幡市 ➂ 市民ロビーミニコンサート 少人数編成のコンサートです。 10月22日
八幡市文化センター
市民ロビー

公益財団法人
やわた市民文化事業団

無料
八幡市文化センターHP：
http://www.yawata-bunka.jp

八幡市文化センター
075-.971-2111

京都府 八幡市 ②

第35回京都府高等学校
総合文化祭
演劇部門兼第31回
京都府高等学校演劇大会

京都府内の高等学校演劇部による公演です。 11月4日
八幡市文化センター
大ホール

京都府高等学校演劇連盟 無料
京都府高等学校演劇連盟ブロ
グ：
https://blog.goo.ne.jp/engekids

京都府高等学校
演劇連盟事務局
京都府立東稜高等学校内
075-572-2323

京都府 八幡市 ①
気軽にランクアップワンデイカル
チャー
｢美味しい珈琲の入れ方講座」

美味しい珈琲を楽しむための幅広い知識や入れ方をお伝えします。8月27日より参加
者受付を開始します。

10月23日
八幡市文化センター
喫茶室

公益財団法人
やわた市民文化事業団

八幡市文化センターHP：
http://www.yawata-bunka.jp

八幡市文化センター
075-.971-2111

京都府 八幡市 ①
気軽にランクアップワンデイカル
チャー
｢筆ペン講座(実用書編）」

日常で使う機会の多い筆ペンを、気軽に楽しく優雅な文字を学べます。8月27日より参
加者受付を開始します。

11月15日
八幡市文化センター
講習室１

公益財団法人
やわた市民文化事業団

八幡市文化センターHP：
http://www.yawata-bunka.jp

八幡市文化センター
075-.971-2111

京都府 八幡市 ③
平成30年特別展少女（オトメ）ゴコ
ロと竹久夢二

竹久夢二は、明治末期から昭和初期にかけて一世を風靡した画家で詩人、デザイ
ナーです。大正ロマン漂う多くの美人画を残し、デザイナーとしてもオトメゴコロをくす
ぐった作品の数々と松花堂庭園への足跡を紹介します。※初公開【八幡に伝わる夢二
筆「花卉扇面」（個人蔵）

10月27日～12月9日 八幡市立松花堂美術館
八幡市立松花堂庭園・
美術館

http://www.yawata-
bunka.jp/syokado/

八幡市立松花堂庭園・美術館
075-981-0010

12月2日（日）に
記念講演会を実
施予定。会期中、
学芸員によるギャ
ラリートークあり。

京都府 八幡市 ①③
平成30年度秋期
京都非公開文化財特別公開

美術館にて初公開「花卉扇面」などの竹久夢二作品を、庭園では、外園と茶室公開を
行います。※大阪北部地震の影響により、庭園は外園のみ公開となります。※八幡市
では石清水八幡宮も特別公開されます。

11月1日～11日 八幡市立松花堂庭園・美術館
八幡市立松花堂庭園・
美術館

http://www.yawata-
bunka.jp/syokado/

八幡市立松花堂庭園・美術館
075-981-0011

京都府 与謝野町 ③
きものでぶらり♪
ちりめん街道前夜祭

ちりめん街道の中にある、京都府指定有形文化財「旧尾藤家住宅」において、ちりめ
ん街道まるごとミュージアムの前夜祭としてイベントが開催されます。

10月20日 旧尾藤家住宅
ちりめん街道を
守り育てる会

旧尾藤家住宅
0772-43-1166

入館料200円

京都府 与謝野町 ③ きものでぶらり♪ちりめん街道
重要伝統的建造物群保存地区「ちりめん街道」を会場に、様々なイベントを開催しま
す。着物姿で来場された方には特典があります。

10月21日
ちりめん街道
（与謝野町字加悦）

ちりめん街道ま
るごとミュージアム
実行委員会

無料
与謝野町観光協会
0772-43-0155

京都府 与謝野町 ③ 与謝野町文化祭
文化協会加盟団体や町民参加のもとで展示発表（2日間：野田川体育館）、ステージ発
表（1日間：野田川わーくぱる）を実施します。

11月3日～4日
野田川体育館
及び野田川わーくぱる

与謝野町文化協会 無料
与謝野町教育委員会
社会教育課
0772-43-9026

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


