
第５１回「教育・文化週間」
関連行事

神奈川県 169

主催機関名 行事名 会場 都道府県 市区町村 種類 料金 実施日時 URL

伊勢原市立図書館
平成21年度市民のための図
書館教養講座

伊勢原市立図書館2
階ＡＶホール

神奈川県 伊勢原市 ① ○
10月24日
11月7日
11月14日

http://www.lib-isehara.jp

伊勢原市教育委員会・
伊勢原市文化団体連盟

第４５回伊勢原市民文化祭

伊勢原市立中央公民
館・
伊勢原市民文化会館
他

神奈川県 伊勢原市 ① ○
10月25日～
11月15日

syakai-k@isehara-city.jp

伊勢原市教育委員会
文化財保護強調週間事業「登
録有形文化財建造物山口家・
小澤家」特別公開

山口家、小澤家 神奈川県 伊勢原市 ①
○

11月3日(山
口家)
11月1日(小
澤家)

bunkazai@isehara-city.jp

保土ケ谷区民文化祭実
行委員会（共催　保土ケ
谷区役所）

保土ケ谷区民文化祭
保土ケ谷公会堂、横
浜市岩間市民プラザ

神奈川県 横浜市 ③
9月20日か
ら11月20日

http://www.city.yokohama.jp/me/hodogaya/

帆船日本丸記念財団・Ｊ
ＴＢ共同事業体

帆船日本丸総帆展帆 帆船日本丸 神奈川県 横浜市 ①
○(船内見
学は有
料）

10月25日 http://www.nippon-maru.or.jp/nipponmaru/saildrill.html

帆船日本丸記念財団・Ｊ
ＴＢ共同事業体

吹奏楽演奏会
日本丸メモリアルパー
ク

神奈川県 横浜市 ② ○ 10月25日 http://www.nippon-maru.or.jp/memorial-park/concert.html

帆船日本丸記念財団・Ｊ
ＴＢ共同事業体

帆船日本丸満船飾 帆船日本丸 神奈川県 横浜市 ①
○(船内見
学は有
料）

11月3日 http://www.nippon-maru.or.jp/nipponmaru/saildrill.html

帆船日本丸記念財団・Ｊ
ＴＢ共同事業体

学芸員体験講座-博物館で働
く－

横浜みなと博物館 神奈川県 横浜市 ① 11月14日 http://www.nippon-maru.or.jp/index.html

帆船日本丸記念財団・Ｊ
ＴＢ共同事業体

帆船日本丸総帆展帆 帆船日本丸 神奈川県 横浜市 ①
○(船内見
学は有
料）

11月15日 http://www.nippon-maru.or.jp/nipponmaru/saildrill.html

帆船日本丸記念財団・Ｊ
ＴＢ共同事業体

吹奏楽演奏会
日本丸メモリアルパー
ク

神奈川県 横浜市 ② ○ 11月15日 http://www.nippon-maru.or.jp/memorial-park/concert.html

帆船日本丸記念財団・Ｊ
ＴＢ共同事業体

吹奏楽フェスティバル
日本丸メモリアルパー
ク

神奈川県 横浜市 ② ○ 11月22日 http://www.nippon-maru.or.jp/memorial-park/concert.html

帆船日本丸記念財団・Ｊ
ＴＢ共同事業体

帆船日本丸満船飾 帆船日本丸 神奈川県 横浜市 ①
○(船内見
学は有
料）

11月23日 http://www.nippon-maru.or.jp/nipponmaru/saildrill.html

帆船日本丸記念財団・Ｊ
ＴＢ共同事業体

吹奏楽演奏会
日本丸メモリアルパー
ク

神奈川県 横浜市 ① ○ 11月23日 http://www.nippon-maru.or.jp/memorial-park/concert.html

帆船日本丸記念財団・Ｊ
ＴＢ共同事業体

企画展「錦絵　古写真に見る
横浜港のにぎわい展」

横浜みなと博物館 神奈川県 横浜市 ① ～11月29日 http://www.nippon-maru.or.jp/port-museum/exhibition.html

日本体育大学
日本体育大学女子短期
大学部

第49回体育研究発表
実演会

横浜アリーナ 神奈川県 横浜市 ② ○ 11月6日 http://www.nittai.ac.jp/

日本体育大学
日本体育大学女子短期
大学部

日体フェスティバル
（学園祭）

日本体育大学
横浜・健志台キャンパ
ス

神奈川県 横浜市 ②③ ○
10月31日、
11月1日

http://www.nittai.ac.jp/

日本体育大学
特別講演会
（マティアス・ベルク氏）

日本体育大学
横浜・健志台キャンパ
ス
2号館学生ホール

神奈川県 横浜市 ① ○
10月23日
17:00～

日本機械学会　材料力
学部門

アジア太平洋材料力学国際会
議2009（ACPMM2009）

パシフィコ横浜 神奈川県 横浜市 ④
11月13日
～16日

http://www.jsme.or.jp/conference/mmdconf09/

日本機械学会　機素潤
滑設計部門

歯車技術基礎講座
東京工業大学すずか
け台キャンパス

神奈川県 横浜市 ④
11月19日，
20日

http://www.jsme.or.jp/mdt/

日本機械学会　ロボティ
クス・メカトロニクス部門

磯子ロボット製作教室 （株）IHI横浜事業所内 神奈川県 横浜市 ④ ○ 11月7日 http://www.jsme.or.jp/rmd/

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄に「○」がついたイベントは、参加無料のイベントです。
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日本機械学会　ロボティ
クス・メカトロニクス部門

磯子スカベンジャーロボット大
会

磯子区役所 神奈川県 横浜市 ④ 11月15日 http://www.jsme.or.jp/rmd/

日本アニメーション協会 INTO ANIMATION 5･横浜
横浜赤レンガ倉庫1号
館 2F･3F

神奈川県 横浜市 ③ ○ 10/16～19 http://www.jaa.gr.jp/into5/

南区役所地域振興課生
涯学習支援係（企画・運
営：保育ボランティアみな
み）

南区家庭教育学級
あ・そ・ぼ

六ッ川一丁目コミュニ
ティハウス

神奈川県 横浜市 ① ○
10月26日、
11月2日・14
日

南区役所地域振興課生
涯学習支援係

南区生涯学級
パソコンボランティア養成講座

みなみ市民活動セン
ター

神奈川県 横浜市 ①

10月14日・
21日・28日、
11月4日・11
日

南区役所地域振興課生
涯学習支援係

南区生涯学級
緑のある環境で水と生き物を
学ぶ

南図書館　他　南区
内

神奈川県 横浜市 ① ○

7月19日、8
月2日・23
日、9月13
日、10月4
日、11月15
日、12月20
日

南区役所地域振興課生
涯学習支援係

南区生涯学級
いきいきママ講座

みなみ市民活動セン
ター、浦舟コミュニティ
ハウス

神奈川県 横浜市 ①

9月15日・23
日、10月6
日・20日・27
日、11月10
日

南区文化祭実行委員会
（事務局：南区役所地域
振興課生涯学習支援係
内）

南区文化祭
大岡地区センター、南
公会堂

神奈川県 横浜市 ③ ○
10月31日、
11月1日・3
日・7日・8日

http://www.city.yokohama.jp/me/minami/

東京工業大学精密工学
研究所

精密工学研究所公開
東京工業大学すずか
け台キャンパス精密
工学研究所

神奈川県 横浜市 ④ ○ 10月23日 http://www.pi.titech.ac.jp/index-j.html

東京工業大学世界文明
センター

サイエンス・キャラバン2009 浅野高等学校 神奈川県 横浜市 ② ○ 10月23日 http://www.cswc.jp/

大学共同利用機関法人
人間文化研究機構　国
立民族学博物館

横浜中華街文化フェア～燈籠
會　国立民族学博物館まちな
か展示「チワン族の中秋節と
燈籠祭り」

横浜中華街 神奈川県 横浜市 ③ ○
8月12日～
10月12日

http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/yokohama150.html

瀬谷文化協会 第３９回文化祭 瀬谷公会堂 神奈川県 横浜市 ③ ○
10月17・18
日

－

瀬谷区役所 瀬谷フェスティバル
上瀬谷通信施設は
らっぱ

神奈川県 横浜市 ① ○ 11月1日 http://www.city.yokohama.jp/me/seya/

瀬谷区役所
第４回
瀬谷ユースフォーラム

瀬谷公会堂 神奈川県 横浜市 ① ○ 11月8日 http://www.city.yokohama.jp/me/seya/

瀬谷区体育協会 瀬谷区スポーツフェスティバル 瀬谷スポーツセンター 神奈川県 横浜市 ① ○ 11月8日 http://www.yspc.or.jp/seya_sc_ysa

瀬谷区ジュニアコンサー
ト実行委員会

第９回　瀬谷区
ジュニアコンサート

瀬谷公会堂 神奈川県 横浜市 ③ ○ 11月15日 http://ktmhp.com/hp/junicon/

神奈川大学
神大テクノフェスタ2009
「暮らしと環境の未来」

横浜キャンパス2･16
号館

神奈川県 横浜市 ④ ○ 10月16日 http://www.rie.kanagawa-u.ac.jp/techno-festa/tf2009.html

神奈川大学 外国語学部文化ウィーク2009
横浜キャンパス16・20
号館

神奈川県 横浜市 ③ ○
10月17日ほ
か

http://www.ffl.kanagawa-u.ac.jp/week/index.html

神奈川大学
横浜開港150周年記念神奈川
大学図書館所蔵貴重書にみる
「開港期の横浜」展

横浜キャンパス図書
館

神奈川県 横浜市 ③ ○
10月18日ま
で

http://www.kanagawa-u.ac.jp/lib/info/exhibition/090618.html

神奈川大学 神大フェスタ 横浜キャンパス全域 神奈川県 横浜市 ③ ○
10月31日・
11月1日

http://jindaifesta.com/

神奈川県ハング・パラグ
ライディング連盟

パラグライダー無料体験会
横浜市青葉区　こども
の国　子供遊牧場

神奈川県 横浜市 ① ○ 11月15日 http://www.ysc.jpn.org/khpf/index.html

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄に「○」がついたイベントは、参加無料のイベントです。
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神奈川区文化協会 神奈川区民音楽祭 神奈川公会堂 神奈川県 横浜市 ③ ○

10月28～30
日、11月４
日、14日、
15日

神奈川区文化協会 神奈川区伝統芸能祭 神奈川公会堂 神奈川県 横浜市 ③ ○
10月４日、
11日、18日

新　友・遊・まちづくり
フォーラム実行委員会

新　友・遊・まちづくりフォーラ
ム

横浜市立神奈川小学
校

神奈川県 横浜市 ① ○ 11月8日

障害者スポーツ文化セン
ター横浜ラポール

パパさん、ママさんコーラス
ワークショップ発表会

横浜ラポール 神奈川県 横浜市 ③ ○ 10月15日 http://www.yokohama-rf.jp/shisetsu/rapport

障害者スポーツ文化セン
ター横浜ラポール

陶芸ボランティア研修会 横浜ラポール 神奈川県 横浜市 ③ ○ 10月20日 http://www.yokohama-rf.jp/shisetsu/rapport

障害者スポーツ文化セン
ター横浜ラポール

芸術市場（生命のリズム） 横浜ラポール 神奈川県 横浜市 ③ ○ 10月24日 http://www.yokohama-rf.jp/shisetsu/rapport

障害者スポーツ文化セン
ター横浜ラポール

芸術市場（みんなdeパソコン） 横浜ラポール 神奈川県 横浜市 ③ ○ 10月31日 http://www.yokohama-rf.jp/shisetsu/rapport

障害者スポーツ文化セン
ター横浜ラポール

陶芸ボランティア研修会 横浜ラポール 神奈川県 横浜市 ③ ○ 11月4日 http://www.yokohama-rf.jp/shisetsu/rapport

障害者スポーツ文化セン
ター横浜ラポール

芸術市場（ハッピーコーラス
2009）

横浜ラポール 神奈川県 横浜市 ③ ○ 11月7日 http://www.yokohama-rf.jp/shisetsu/rapport

障害者スポーツ文化セン
ター横浜ラポール

四季の工作 横浜ラポール 神奈川県 横浜市 ③ ○ 11月7日 http://www.yokohama-rf.jp/shisetsu/rapport

障害者スポーツ文化セン
ター横浜ラポール

芸術市場（オータムコンサー
ト）

横浜ラポール 神奈川県 横浜市 ③ ○ 11月8日 http://www.yokohama-rf.jp/shisetsu/rapport

障害者スポーツ文化セン
ター横浜ラポール

芸術市場（野点） 横浜ラポール 神奈川県 横浜市 ③ ○ 11月15日 http://www.yokohama-rf.jp/shisetsu/rapport

障害者スポーツ文化セン
ター横浜ラポール

芸術市場（ドリーマーズステー
ジ）

横浜ラポール 神奈川県 横浜市 ③ ○ 11月28日 http://www.yokohama-rf.jp/shisetsu/rapport

障害者スポーツ文化セン
ター横浜ラポール

芸術市場（ハートフルコンサー
ト）

横浜ラポール 神奈川県 横浜市 ③ ○ 12月19日 http://www.yokohama-rf.jp/shisetsu/rapport

障害者スポーツ文化セン
ター横浜ラポール

芸術市場（ラポール美術展） 横浜ラポール 神奈川県 横浜市 ③ ○
2009/10/19
～10/25

http://www.yokohama-rf.jp/shisetsu/rapport

昭和大学 公開講座
昭和大学横浜キャン
パス

神奈川県 横浜市 ① ○ 10月17日 http://www.showa-u.ac.jp/course.html

主催：スクール・オブ・フ
ラクチュオマティクス・ジャ
パン（ＳＦＪ）＆日本ゆらぎ
現象研究会　共催：東京
工業大学＆東北福祉大
学

ＳＦＪトーク：ゆらぎの時代を生
き抜くー若者へのメッセージー

東京工業大学すずか
け台キャンパス、すず
かけホール

神奈川県 横浜市 ① ○ 11月1日 http://www.fluctuomatics.org

金沢区民文化祭実行委
員会
共催：金沢区役所

第２１回金沢区民文化祭
金沢地区センター
金沢公会堂

神奈川県 横浜市 ③ ○
9月16日～
12月13日

http://www.city.yokohama.lg.jp/kanazawa/chishin/shogaku/8-5-1.html

金沢区
横浜市立大学
関東学院大学

―金沢区・横浜市大・関東学
院連携講演会－
市民及び学生対象「裁判員時
代の市民とくらし」講演会

横浜市立大学八景
キャンパス

神奈川県 横浜市 ① ○ 11月7日

金沢区
横浜市立大学
関東学院大学

（未定）フォーラム
横浜市立大学八景
キャンパス

神奈川県 横浜市 ① ○
11/1～11/3
のいずれか

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄に「○」がついたイベントは、参加無料のイベントです。
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横浜美術館
横浜美術館コレクション展第2
期

横浜美術館 神奈川県 横浜市 ③
7月22日～
11月23日

http://www.yaf.or.jp/yma/jiu/2009/collection02/

横浜美術館

横浜開港150周年・横浜美術
館開館20周年記念
大･開港展－徳川将軍家と幕
末明治の美術

横浜美術館 神奈川県 横浜市 ③
9月19日～
11月23日 http://www.yaf.or.jp/yma/index.php

横浜市立大学エクステン
ションセンター

「値下げの経済学」 ＳＢＩ大学院大学 神奈川県 横浜市 ① 10月17日 http://www.yokohama-cu.ac.jp/ext/index.html

横浜市立大学エクステン
ションセンター

「植物の生殖過程を顕微鏡で
見る」

横浜市立大学金沢八
景キャンパス

神奈川県 横浜市 ① ○ 10月24日 http://www.yokohama-cu.ac.jp/ext/index.html

横浜市立大学エクステン
ションセンター

医学部医療講座「肥満生活習
慣と消化器疾患」

横浜朝日会館 神奈川県 横浜市 ① ○ 10月26日 http://www.yokohama-cu.ac.jp/ext/index.html

横浜市立大学エクステン
ションセンター

「気づく・救う・防ぐ～子どもの
虐待～」

ＳＢＩ大学院大学 神奈川県 横浜市 ① ○ 10月31日 http://www.yokohama-cu.ac.jp/ext/index.html

横浜市立大学エクステン
ションセンター

「環境と生殖」 ＳＢＩ大学院大学 神奈川県 横浜市 ① ○ 11月7日 http://www.yokohama-cu.ac.jp/ext/index.html

横浜市立大学エクステン
ションセンター

「企業内定者および新入社員
のための会計入門」

横浜市立大学金沢八
景キャンパス

神奈川県 横浜市 ①
10月17日、
24日、11月7
日、14日

http://www.yokohama-cu.ac.jp/ext/index.html

横浜市立大学エクステン
ションセンター

「理論により自然界の現象や
事象を探る」

横浜市立大学金沢八
景キャンパス

神奈川県 横浜市 ① ○
10月21日、
28日、11月4
日

http://www.yokohama-cu.ac.jp/ext/index.html

横浜市立大学エクステン
ションセンター

「会社経営者「取締役）のため
の税務

ＳＢＩ大学院大学 神奈川県 横浜市 ①
10月3日、10
日、17日

http://www.yokohama-cu.ac.jp/ext/index.html

横浜市立大学エクステン
ションセンター

「漢字の成り立ちを探る」
横浜市立大学金沢八
景キャンパス

神奈川県 横浜市 ①
11月10日、
17日、24
日、12月1日

http://www.yokohama-cu.ac.jp/ext/index.html

横浜市立大学エクステン
ションセンター

「現代社会の病理と子どもの
心理」

横浜市立大学金沢八
景キャンパス

神奈川県 横浜市 ①
11月11日、
18日、25日

http://www.yokohama-cu.ac.jp/ext/index.html

横浜市水道局
近代水道創設記念イベント
～横浜市水道局お客さま感謝
Ｄａｙ～

はまぎんホールヴィア
マーレ（横浜銀行本店
1階）

神奈川県 横浜市 ③ ○ 10月18日 http://www.city.yokohama.jp/me/suidou/event/event200908-1.html

横浜市栄区役所 森の管理活動入門講座
栄区役所、本郷ふじ
やま公園、荒井沢市
民の森

神奈川県 横浜市 ① ○
11月14日、
11月28日

横浜国立大学公開講座
委員会

横浜国立大学創立60周年・横
浜開港150周年記念公開セミ
ナー 「ニッポンの海と港を考え
る -国土・海賊・港湾・貿易-」

横浜国立大学常盤台
キャンパス

神奈川県 横浜市 ① ○
11月21日
11月28日

http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学教育人間
科学部

公開講座「メディア・リテラシー
入門－新聞の読み解き方－」

国立大学法人横浜国
立大学みなとみらい
キャンパス

神奈川県 横浜市 ① 10月17日 http://www.edhs.ynu.ac.jp/extension/2009/index.html

横浜国立大学教育人間
科学部

公開講座「落語と中国の古典
－ 「本膳」めぐって－」

国立大学法人横浜国
立大学常盤台キャン
パス

神奈川県 横浜市 ① ○ 10月24日 http://www.edhs.ynu.ac.jp/extension/2009/index.html

横浜国立大学教育人間
科学部

公開講座「シリーズ現代中国
を知る　2　少数民族政策」

国立大学法人横浜国
立大学常盤台キャン
パス

神奈川県 横浜市 ① 11月7日 http://www.edhs.ynu.ac.jp/extension/2009/index.html

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄に「○」がついたイベントは、参加無料のイベントです。
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第５１回「教育・文化週間」
関連行事

主催機関名 行事名 会場 都道府県 市区町村 種類 料金 実施日時 URL

横浜国立大学教育人間
科学部

公開講座「「流れ」の不思議に
迫る！　～数式を使わない流
体力学「超」入門講座～」

国立大学法人横浜国
立大学常盤台キャン
パス

神奈川県 横浜市 ① 11月14日 http://www.edhs.ynu.ac.jp/extension/2009/index.html

横浜国立大学教育人間
科学部

公開講座「健康および体力増
進のためのトレーニングプログ
ラムの基本」

国立大学法人横浜国
立大学常盤台キャン
パス

神奈川県 横浜市 ① 11月15日 http://www.edhs.ynu.ac.jp/extension/2009/index.html

横浜国立大学

横浜国立大学ホームカミング
デー 公開イベント
*ホームカミングデー・コンサー
ト

横浜国立大学常盤台
キャンパス

神奈川県 横浜市 ① ○ 11月8日 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学

横浜国立大学ホームカミング
デー 公開イベント
*講演+シンポジウム 「豊かな
教育を語る会」

横浜国立大学常盤台
キャンパス

神奈川県 横浜市 ① ○ 11月8日 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学

横浜国立大学ホームカミング
デー 公開イベント
*横浜国立大学創立60周年記
念教育デザイン研究会第1回
大会 講演 「未来の学校現場
を創る教育デザイン-研究・指
導・実践の連携-」

横浜国立大学常盤台
キャンパス

神奈川県 横浜市 ① ○ 11月8日 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学

横浜国立大学ホームカミング
デー 公開イベント
*講演 「スポーツビジネスへの
招待 ～サッカー協会専務理事
の経験から～」

横浜国立大学常盤台
キャンパス

神奈川県 横浜市 ① ○ 11月8日 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学

横浜国立大学ホームカミング
デー 公開イベント
*講演 「自己き裂治癒能力が
優れたセラミックスの開発とそ
の応用」

横浜国立大学常盤台
キャンパス

神奈川県 横浜市 ① ○ 11月8日 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国立大学
横浜国立大学創立60周年記
念シンポジウム 「海の不思議
を探る(仮題)」

横浜市開港記念会館 神奈川県 横浜市 ① ○ 11月14日 http://www.ynu.ac.jp/

横浜国際映像祭2009実
行委員会

ヨコハマ国際映像祭2009

新港ピア、BankART
Studio NYK、東京藝
術大学大学院映像研
究科、その他サテライ
ト会場

神奈川県 横浜市 ③
10/31～
11/29

http://ifamy.jp/

桐蔭学園
メモリアルアカデミウム

横浜地方裁判所陪審法廷(移
築復元)及びサヴィニーミュー
ジアム及びサヴィニー文庫公
開日

桐蔭学園メモリアルア
カデミウム内陪審法
廷・サヴィニーミュー
ジアム

神奈川県 横浜市青葉区鉄町 ③
11月6日

http://www.cc.toin.ac.jp/MA/

桐蔭学園
メモリアルアカデミウム

｢自動演奏楽器展Ⅱ」
いやしの音色琥珀色の想い出

桐蔭学園メモリアルア
カデミウム内ソフォス
ホール

神奈川県 横浜市青葉区鉄町 ③
11月7日～
11月28日

http://www.cc.toin.ac.jp/MA/

桐蔭横浜大学 医用工学国際シンポジウム 桐蔭横浜大学 神奈川県 横浜市青葉区鉄町 ④ ○ 10月30日 http://www.cc.toin.ac.jp/univ/isbme/

フェリス女学院大学 大学祭
フェリス女学院大学緑
園キャンパス

神奈川県 横浜市泉区緑園 ①③ ○
2009/10/31
～11/2

フェリス女学院大学 音楽学部学内演奏会 フェリスホール 神奈川県 横浜市中区山手町 ② ○
11月2日～
11月3日

フェリスjp学院大学
演奏学科特別公開講座｢ショ
パンの秘密

フェリスホール 神奈川県 横浜市中区山手町 ①② 11月11日

横浜創英短期大学 もうひとつの森の楽しみ方 短大マルチパーパス 神奈川県 横浜市緑区 ① 11月21日 koukai.kouza@soei.ac.jp

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄に「○」がついたイベントは、参加無料のイベントです。
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第５１回「教育・文化週間」
関連行事

主催機関名 行事名 会場 都道府県 市区町村 種類 料金 実施日時 URL

主催：地球にやさしい行
動推進会議（海老名飛鳥
ライオンズクラブ・国際ソ
ロプチスト海老名）

第１８回エコマーケット
海老名市役所南側駐
車場

神奈川県 海老名市 ① 11月8日 kankyou@city.ebina..kanagawa.jp

海老名市
海老名市文化・スポーツ表彰
（式典）

海老名市文化会館
（大ホール）

神奈川県 海老名市 ③ ○ 11月1日 bunka-sports@city.ebina..kanagawa.jp

海老名市
平成21年度芸術文化鑑賞会
エビナ・プロムナード・コンサー
ト

海老名市文化会館
（小ホール）

神奈川県 海老名市 ③ ○ 11月8日 bunka-sports@city.ebina..kanagawa.jp

海老名市 第４２回海老名市民文化祭 海老名市文化会館等 神奈川県 海老名市 ③ ○
10/22～
11/1

bunka-sports@city.ebina..kanagawa.jp

寒川町教育委員会 文化講演会 寒川町民センター 神奈川県 寒川町 ③ ○ 10月25日 http://www.town.samukawa.kanagawa.jp/life-part/bunka/bunkasai/21bunkasai.html

寒川町教育委員会 第４０回寒川町文化祭 寒川町民センター他 神奈川県 寒川町 ③ ○
10月10日～
11月6日

http://www.town.samukawa.kanagawa.jp/life-part/bunka/bunkasai/21bunkasai.html

寒川総合図書館・寒川文
書館

懐かし映像上映会 寒川総合図書館 神奈川県 寒川町 ① ○ 11月3日 http://www.lib-arc.samukawa.kanagawa.jp/tosyo/contents/oshirase.html

日本機械学会　ロボティ
クス・メカトロニクス部門

神奈川工科大学太陽エネル
ギー利用施設見学会

神奈川工科大学 神奈川県 厚木市 ④ 11月12日 http://www.jsme.or.jp/rmd/

東京農業大学 収穫祭
東京農業大学厚木
キャンパス

神奈川県 厚木市 ③ ○
10月31日～
11月１日

http://www.nodai.ac.jp/

厚木市 パートナーフェスタ2009
あつぎパートナーセン
ター

神奈川県 厚木市 ③ 11月7,8日 http://www2.city.atsugi.kanagawa.jp/soudan/index.html

厚木市
平成21年度あつぎ市民芸術文
化祭　第19回野外彫刻造形展

ぼうさいの丘公園 神奈川県 厚木市 ③

平成21年10
月25日（日）
～平成21年
11月１日
（日）

http://www2.city.atsugi.kanagawa.jp/shougai/shiminngeijutusai/yagai/page_32449.html

厚木市
平成２１年度あつぎ市民芸術
文化祭　第４７回市民文化祭

厚木市文化会館、厚
木中央公園、あつぎ
パートナーセンター、
厚木市ヤングコミュニ
ティセンター、厚木市
市民ギャラリーほか

神奈川県 厚木市 ③

平成２１年１
０月２７日
（火）から１１
月８日（日）
まで

横浜市立大学エクステン
ションセンター

「日本オペラ上演事始」
港南区民文化セン
ター「ひまわりの郷」

神奈川県 港区 ①
10月16日、
23日

http://www.yokohama-cu.ac.jp/ext/index.html

座間市教育委員会 座間市民芸術祭 座間市文化会館ほか 神奈川県 座間市 ③ ○
10/16～
12/6

http://www.city.zama.kanagawa.jp/

日本機械学会　熱工学
部門

湘南ワークショップ 湘南国際村センター 神奈川県 三浦郡 ④
11月13日，
14日

http://www.jsme.or.jp/ted/yotei.html

水源地域交流の里清水
地区実行委員会

水源地域交流の里自然体験
教室（清水地区）

河内川ふれあいビ
レッジ

神奈川県 山北町 ① 10月18日

水源地域交流の里三保
地区実行委員会

水源地域交流の里自然体験
教室（三保地区）

中川水源交流の里体
験交流館

神奈川県 山北町 ① 10月24日

水源地域交流の里共和
地区実行委員会

水源地域交流の里自然体験
教室（共和地区）

皆瀬川八丁地区 神奈川県 山北町 ① 10月18日

山北町文化団体連絡協
議会

町民文化祭 山北町立中央公民館 神奈川県 山北町 ③ ○ 11月3日 なし

松田町・松田町教育委員
会

平成21年度松田町文化祭
ありがとう100年！  きて・み
て・ふれあう  まつだ  2009

松田町民文化セン
ター
松田町立公民館

神奈川県 松田町 ① ○ 11月3日

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄に「○」がついたイベントは、参加無料のイベントです。
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第５１回「教育・文化週間」
関連行事

主催機関名 行事名 会場 都道府県 市区町村 種類 料金 実施日時 URL

清川村教育委員会
清川村文化協会

清川村文化祭
清川村生涯学習セン
ター

神奈川県 清川村 ③ ○
１１月
13～15日

http://www.town.kiyokawa.kanagawa.jp

川崎市立日本民家園 民家園まつり 川崎市立日本民家園 神奈川県 川崎市 ③ ○ 11月3日 http://www.city.kawasaki.jp/88/88minka/home/minka.htm

川崎市大山街道ふるさと
館

文化講演会「小判が語りかけ
る江戸期の溝口･二子の繁栄」

大山街道ふるさと館 神奈川県 川崎市 ③ ○

11月7日
①10時～12
時　②14時
～16時

http://furusatokan.web5.jp/

川崎市大山街道ふるさと
館

特別企画展「小判が語りかけ
る江戸期の溝口･二子の繁栄」

大山街道ふるさと館 神奈川県 川崎市 ③ ○
11月7日-15
日　10時-17
時

http://furusatokan.web5.jp/

川崎市市民ミュージアム ミュージアム探検ツアー
川崎市市民ミュージア
ム

神奈川県 川崎市 ③ ○ 10月25日 http://www.kawasaki-museum.jp/

川崎市市民ミュージアム
ミュージアム古文書講座-初級
編

川崎市市民ミュージア
ム

神奈川県 川崎市 ③
11月7日　14
時-

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

川崎市教育委員会 かわさき読書の日のつどい 中原市民館 神奈川県 川崎市 ② ○ 11月1日

川崎市教育委員会
地名散歩講座
「幸区の秋を歩く」

幸市民館及び現地 神奈川県 川崎市 ③

10月14日
10月21日
10月28日
11月4日

http://www.city.kawasaki.jp/88/88bunka/home/top/ptop1.htm

川崎市教育委員会
指定文化財等現地特別公開
関連講座
「妙楽寺の文化財」

妙楽寺 神奈川県 川崎市 ③
10月23日
13時-

http://www.city.kawasaki.jp/88/88bunka/home/top/ptop1.htm

川崎市教育委員会 指定文化財等現地特別公開 妙楽寺 神奈川県 川崎市 ③ ○
10月23日-
25日 10時-
15時半

http://www.city.kawasaki.jp/88/88bunka/home/top/ptop1.htm

川崎市教育委員会 かわさき読書週間 各市立図書館 神奈川県 川崎市 ⑥
○

10月26日～
11月8日を
中心に前後
1ヶ月程度

川崎市、川崎市教育委
員会

かわさき子どもの権利の日の
つどい

川崎市高津市民館 神奈川県 川崎市 ① ○ 11月8日 http://www.city.kawasaki.jp/25/25zinken/home/kodomo/index.htm

専修大学 創立者同時代展
専修大学サテライト
キャンパス

神奈川県 川崎市 ③ ○

10月15日～
27日
10:00～
19:00

http://www.senshu-u.ac.jp/univguide/efforts/130th_anniversary/130th_anniversary_event.html#rekishitennji

専修大学 創立者同時代展 専修大学図書館本館 神奈川県 川崎市 ③ ○

10月31日～
11月14日
10:00～
17:00

http://www.senshu-u.ac.jp/univguide/efforts/130th_anniversary/130th_anniversary_event.html#rekishitennji

昭和音楽大学
第16回コンチェルト定期演奏
会

昭和音楽大学「テアト
ロジーリオショウワ」

神奈川県 川崎市 ③ 11月8日 http://www.tosei-showa-music.ac.jp/

麻布大学 モンゴル野生動物展 麻布大学 神奈川県 相模原市 ④ ○
10月29日
(木)～12月
下旬

藤野ふる里まつり実行委
員会

藤野ふる里まつり
相模原市立名倉グラ
ンド他

神奈川県 相模原市 ③ ○ 10月25日 http://www.e-sagamihara.com/event_fujinofurusato.html

相模女子大学幼稚部 相生祭 本学学内、校庭等 神奈川県 相模原市 ② ○
11月2日～
11月10日

http://www.sagami-wu.ac.jp/you/

相模女子大学中学部 相生祭 本学学内、校庭等 神奈川県 相模原市 ② ○
11月2日～
11月8日

http://www.sagami-wu.ac.jp/chukou/

相模女子大学短期大学
部

相生祭 本学学内、校庭等 神奈川県 相模原市 ② ○
11月2日～
11月6日

http://www.sagami-wu.ac.jp/index.html

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄に「○」がついたイベントは、参加無料のイベントです。
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第５１回「教育・文化週間」
関連行事

主催機関名 行事名 会場 都道府県 市区町村 種類 料金 実施日時 URL

相模女子大学小学部 相生祭 本学学内、校庭等 神奈川県 相模原市 ② ○
11月2日～
11月9日

http://www.sagami-wu.ac.jp/sho/

相模女子大学高等部 相生祭 本学学内、校庭等 神奈川県 相模原市 ② ○
11月2日～
11月7日

http://www.sagami-wu.ac.jp/chukou/

相模女子大学 相生祭 本学学内、校庭等 神奈川県 相模原市 ② ○
11月2日～
11月5日

http://www.sagami-wu.ac.jp/index.html

相模湖ふれあい広場実
行委員会

相模湖ふれあい広場2009 相模湖林間公園 神奈川県 相模原市 ① ○ http://www.e-sagamihara.com/event_sagamikofureai.html

青山学院大学 ボランティアセミナー 相模原キャンパス 神奈川県 相模原市 ① ○ 11月4日 無

青山学院大学
スポーツネットワーク「中学生
セミナー」

相模原キャンパス 神奈川県 相模原市 ① ○ 11月21日 無

青山学院大学 市民大学青山学院大学コース 相模原キャンパス 神奈川県 相模原市 ①
10月24日
10月31日
11月7日

http://www.aoyama.ac.jp/extension/index.html

青山学院大学 公開講座 相模原キャンパス 神奈川県 相模原市 ① ○
11月14日
11月21日

http://www.aoyama.ac.jp/extension/index.html

女子美術大学 女子美祭 相模原キャンパス 神奈川県 相模原市 ③ ○
10月23日～
25日

http://www.joshibi.ac.jp

甲州街道小原宿本陣祭
実行委員会

第16回甲州街道小原本陣祭
相模原市相模湖町
小原宿本陣周辺

神奈川県 相模原市 ③ ○ 11月3日 http://cgi.pref.kanagawa.jp/contents/oshirase/article_sea.php?anum=11087

大磯町教育委員会
伊藤博文没後100年記念展
「滄浪閣の時代」

大磯町郷土資料館 神奈川県 大磯町 ① ○
10月24日
(土）～12月
6日(日)

gakusyu@town.oiso.kanagawa.jp

大磯町教育委員会 第56回おおいそ文化祭
福祉センターさざれ
石、生涯学習館他

神奈川県 大磯町 ③ ○
10月24日
(土）～25日
(日)

gakusyu@town.oiso.kanagawa.jp

大磯町教育委員会 おおいそ美術展 大磯町郷土資料館 神奈川県 大磯町 ③ ○
10月24日
(土）～25日
(日)

gakusyu@town.oiso.kanagawa.jp

大磯町教育委員会
町史ﾀﾞｲｼﾞｪｽﾄ版刊行特別講演
会
～大磯の歴史に親しむ～

大磯町立図書館大会
議室

神奈川県 大磯町 ① ○
11月14日
(土)

gakusyu@town.oiso.kanagawa.jp

大磯町教育委員会
伊藤博文没後100年記念講演
会

聖ｽﾃﾊﾟﾉ学園講堂
(海の見えるホール)

神奈川県 大磯町 ① ○
11月22日
(日)

gakusyu@town.oiso.kanagawa.jp

神奈川県立青少年セン
ター
共催　大磯町教育委員
会

移動科学教室 大磯町生涯学習館 神奈川県 大磯町 ④ ○ 11月3日(祝) gakusyu@town.oiso.kanagawa.jp

大和市教育委員会
平成２１年度　大和市教育委
員会表彰

大和市立図書館 神奈川県 大和市 ①②③
○

11月3日

大和市
文化スポーツ部　文化振
興課

大和市市制５０周年記念
　「大和誕生　－明治・大正・
昭和の大和市－」

大和市つる舞の里歴史資料館 神奈川県 大和市 ④ ○

１０月３１日
(土)～平成２
１年１２月１
３日(日)

大和市
文化スポーツ部　文化振
興課

文化財愛護講座
大和市市制50周年記念「大和
村誕生の舞台裏　―　大和地
名考」

大和市つきみ野学習センター 神奈川県 大和市 ④ ○ 11月7日

大和市
文化スポーツ部  文化振
興課

大和市市制５０周年記念
大和市文化祭

大和市生涯学習セン
ター

神奈川県 大和市 ③
○ 10月27日～

11月3日
http://www.city.yamato.lg.jp/web/shakai/bunkasai.html

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄に「○」がついたイベントは、参加無料のイベントです。
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第５１回「教育・文化週間」
関連行事

主催機関名 行事名 会場 都道府県 市区町村 種類 料金 実施日時 URL

湘南工科大学
電気系ＣＡＤを用いた回路シュ
ミレーション

5号館5304 神奈川県 藤沢市 ① ○ 11月14日 http://www.shonan-it.ac.jp/contents/index.html

湘南工科大学 市民公開講座
糸山英太郎記念教育
研究総合センター

神奈川県 藤沢市 ①
10月
10,17,24,31
日

http://www.shonan-it.ac.jp/contents/index.html

湘南工科大学 お年寄り向けパソコン講座 2号館202Ａ館207 神奈川県 藤沢市 ① ○
10月30日,11
月6,13日

http://www.shonan-it.ac.jp/contents/index.html

湘南工科大学 第４５回松稜祭 本学内 神奈川県 藤沢市 ③ ○
11月21、22
日

http://www.shonan-it.ac.jp/contents/index.html

二宮町立二宮中学校 学校へ行こう週間 二宮町立二宮中学校 神奈川県 二宮町 ② ○
9月2日～
9月12日

 http://www.town.ninomiya.kanagawa.jp

二宮町立二宮西中学校 学校へ行こう週間
二宮町立二宮西中学
校

神奈川県 二宮町 ② ○
10月15日～
11月1日

 http://www.town.ninomiya.kanagawa.jp

二宮町立二宮小学校 学校へ行こう週間 二宮町立二宮小学校 神奈川県 二宮町 ② ○
10月27日～
10月31日

 http://www.town.ninomiya.kanagawa.jp

二宮町立山西小学校 学校へ行こう週間 二宮町立山西小学校 神奈川県 二宮町 ② ○
11月16日～
11月21日

 http://www.town.ninomiya.kanagawa.jp

二宮町立一色小学校 学校へ行こう週間 二宮町立一色小学校 神奈川県 二宮町 ② ○
10月27日～
10月31日

 http://www.town.ninomiya.kanagawa.jp

二宮町教育委員会・二宮
町民俗芸能保存会連絡
協議会

第35回二宮町民俗芸能のつど
い

二宮町生涯学習セン
ター

神奈川県 二宮町 ③ ○ 10月24日  http://www.town.ninomiya.kanagawa.jp/kurasi/sisetu/radiant/index.html

二宮町教育委員会 第52回二宮町文化祭
二宮町生涯学習セン
ター

神奈川県 二宮町 ③ ○
10月20日～
11月4日

 http://www.town.ninomiya.kanagawa.jp/kurasi/sisetu/radiant/index.html

二宮町・中井町行政連絡
協議会

にのみやなかいミュージック・
クエスト09

二宮町生涯学習セン
ター

神奈川県 二宮町 ③ 11月8日  http://www.town.ninomiya.kanagawa.jp/kurasi/sisetu/radiant/index.html

箱根町教育委員会 生涯学習フェスティバル

箱根町社会教育セン
ター
箱根町仙石原文化セ
ンター
箱根関所　他

神奈川県 箱根町 ① 10月～11月 shougai@town.hakone.kanagawa.jp

神奈川大学 平塚祭
湘南ひらつかキャン
パス全域

神奈川県 平塚市 ③ ○
10月24･25
日

http://www.kanagawa-u.ac.jp/

葉山町文化協会 葉山町文化祭
葉山町福祉文化会館
他

神奈川県 葉山町 ③
○ 10月29日～

11月5日

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄に「○」がついたイベントは、参加無料のイベントです。
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