
第５１回「教育・文化週間」
関連行事

静岡県 56

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

（静岡県のＨＰ）

http://kokubunsai.pref.shizuoka.jp/

（静岡市のＨＰ）

http://kokubun-shizuokacity.jp/

静岡市
東海道五十三次之内
（保永堂版）
江戸の風物詩（吉原）

東海道広重美術館 静岡県 静岡市 ③
9月29日～
10月25日

http://www.city.shizuoka.jp/000081702.pdf

静岡市
名所江戸百景（前期）
江戸の風物詩(街の賑わい)

東海道広重美術館 静岡県 静岡市 ③
10月26日～
11月29日

http://www.city.shizuoka.jp/000081702.pdf

財団法人静岡市文化振
興財団

THE LIBRARY展「本」になった
美術

静岡アートギャラリー 静岡県 静岡市 ③
10月24日～
12月20日

http://www.art.shizuoka-city.or.jp/

財団法人静岡市文化振
興財団

第14回「静岡の名手たち」～
オーディション合格者によるコ
ンサート

静岡音楽館AOI 静岡県 静岡市 ③ 10月24日 http://www.aoi.shizuoka-ity.or.jp/detail/0_detail.html?public_uid=1155

財団法人静岡市文化振
興財団

AOI・レジデンス・クヮルテット 静岡音楽館AOI 静岡県 静岡市 ③ 11月8日 http://www.aoi.shizuoka-city.or.jp/detail/0_detail.html?public_uid=1165

財団法人静岡市文化振
興財団

ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ選
集 2
 ペーテル・ヤブロンスキー ピ
アノ・リサイタル

静岡音楽館AOI 静岡県 静岡市 ③ 11月17日 http://www.aoi.shizuoka-city.or.jp/detail/0_detail.html?public_uid=1167

財団法人静岡市文化振
興財団

大道芸inシアター 静岡市民文化会館 静岡県 静岡市 ③ 11月1日 http://www17.ocn.ne.jp/~bnk1103/page060.html

財団法人静岡市文化振
興財団

アン・サリー　コンサート
静岡市清水文化セン
ター

静岡県 静岡市 ③ 11月21日 http://www1.ocn.ne.jp/~sscc71/page065.html

財団法人静岡市文化振
興財団

第57回静岡県学生児童発明く
ふう展・第37回静岡県未来の
科学夢絵画展

静岡科学館る・く・る 静岡県 静岡市 ④
10月24日～
11月8日

http://www.rukuru.jp/menu/index.php

静岡市教育委員会
静岡市清水和田島少年
自然の家

秋のつどい
静岡市清水和田島少
年自然の家

静岡県 静岡市 ①
11月14日～
15日

http://www.city.shizuoka.jp/deps/kyouiku/wadashima/index.html

静岡市教育委員会
静岡市立芹沢銈介美術
館

芹沢銈介の収集品より「芹沢
銈介が集めた世界の絵画」展

静岡市立芹沢銈介美
術館

静岡県 静岡市 ③

9月12日
～
12月6日

http:www.seribi.jp

静岡市教育委員会
静岡市立中央図書館

家族ふれあい読書
静岡市立日本平動物
園

静岡県 静岡市 ① ○ 11月7日 http://www.toshokan.city.shizuoka.jp/

文化庁・静岡県・静岡県
教育委員会・浜松市　他

第２４回国民文化祭　しずおか
２００９

アクトシティ浜松・クリ
エート浜松・浜松ア
リーナ他

静岡県 浜松市他 ①．③
10月31日～
11月8日

http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/lifeindex/enjoy/event/kokubun/

浜松市
第７回浜松国際ピアノコンクー
ル

アクトシティ浜松　大
ホール他

静岡県 浜松市 ③
11月8日～
11月23日

http://ｗｗｗ.hipic.jp

浜松市楽器博物館 常設展示の無料開放 浜松市楽器博物館 静岡県 浜松市 ③ ○ 11月3日 http://www.gakkihaku.jp

浜松市楽器博物館
企画展「素晴らしき哉、ハーモ
ニカ

浜松市楽器博物館 静岡県 浜松市 ③
11月1日～
11月7日

http://www.gakkihaku.jp

浜松市楽器博物館 企画展「ピアノヒストリー」 浜松市楽器博物館 静岡県 浜松市 ③
11月1日～1
月7日

http://www.gakkihaku.jp

浜松市楽器博物館 企画展「絵画の中の楽器たち」 浜松市楽器博物館 静岡県 浜松市 ③
11月1日～1
月7日

http://www.gakkihaku.jp

浜松市楽器博物館 テーマ展「大正琴ロマン」 浜松市楽器博物館 静岡県 浜松市 ③
11月1日～1
月7日

http://www.gakkihaku.jp

浜松市楽器博物館 ハーモニカミニコンサート 浜松市楽器博物館 　　静岡県 浜松市 ③ 11月3日 http://www.gakkihaku.jp

浜松文芸館 詩の朗読会 浜松文芸館 静岡県 浜松市 ③ ○ 11月3日 http://www.hcf.or.jp

浜松市立賀茂真淵記念
館

平成21年度特別展「遠江に根
付いた賀茂真淵の学問」

浜松市立賀茂真淵記
念館

静岡県 浜松市 ③
10/１～
11/29

浜松市茶室　松韻亭 秋の夜長茶会 浜松市茶室　松韻亭 静岡県 浜松市 ③ 10月31日 http://www.shouintei.jp

浜松市・中日新聞東海本
社

特別展
ロイヤル・コペンハーゲン展

浜松市美術館 静岡県 浜松市 ③
10/17～
１１/23

http//art-muse@city.hamamatsu.shizuoka.jp

静岡市 ③静岡市
第24回国民文化祭・しずおか
2009

市内各地 静岡県

県内各市町 ③静岡県
第24回国民文化祭・しずおか
2009

県内各地 静岡県

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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浜松市博物館 館内の無料開放 博物館 静岡県 浜松市 ① ○ 11月3日 www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/hamahaku/

浜松市博物館 縄文のつどい（体験）
博物館・蜆塚遺跡公
園

静岡県 浜松市 ①
○一部有

料
11月3日 www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/hamahaku/

浜松市博物館
浜松ものづくり展｢もっと味わう
茶どころ浜松｣

博物館 静岡県 浜松市 ①
9月19日～
11月23日ま
で

www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/hamahaku/

浜松市博物館 昔のくらし道具展 博物館 静岡県 浜松市 ①
9月8日～1
月11日まで

www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/hamahaku/

浜松市博物館 講座｢おいしいお茶｣ 博物館 静岡県 浜松市 ① 11月1日 www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/hamahaku/

浜松市教育委員会指導
課

中学校音楽発表会
アクトシティ浜松
浜北文化センター
天竜壬生ホール

静岡県 浜松市 ② ○
10月20日
～
11月13日

浜松市教育委員会指導
課

児童生徒音楽研究発表会

天竜壬生ホール
佐久間歴史と民話の郷

会館

春野文化会館
三ケ日文化ホール

静岡県 浜松市 ② ○

10月23日
11月5日
11月5日
11月6日

文化庁、静岡県ほか
第24回国民文化祭
・しずおか2009

グランシップ（静岡市
駿河区）ほか静岡県
内各地

静岡県 各所 ③
10月24日～
11月８日

   （静岡県）http://kokubunsai.pref .sh izuoka.jp/ （文化庁）http://www.bunka.go.jp/geijutsu_bunka/chiikibunka/shinkou/sisaku/kokubunsai/ index.html

静岡大学・読売新聞東京
本社静岡支局

市民講座「農業は環境を破壊
するか」

静岡市産学交流セン
ター

静岡県 静岡市 ① ○ 11月7日 http://www.shizuoka.ac.jp/~cerll/60an_yomiuri01.jpg

静岡大学キャンパス
ミュージアム

ミュージアムトーク
「富士山周辺赤色立体地図完
成－いかに作られたか」

静岡大学大学会館 静岡県 静岡市 ④ ○ 11月21日 http://www.shizuoka.ac.jp/60th/kikakuten.html

静岡大学キャンパス
ミュージアム

講演会
①「富士山の噴火史」
②「富士山もぞもぞ」

静岡市産学交流セン
ター

静岡県 静岡市 ④ ○ 11月28日 http://www.shizuoka.ac.jp/60th/kikakuten.html

静岡大学教育学部
公開講座「ノルディックウォー
キング＆エクササイズと里山
自然体験」

静岡大学教育学部 静岡県 静岡市 ①
11月9・16・30
日

http://www.shizuoka.ac.jp/~cerll/open_lec2009.pdf

静岡大学人文学部（社会
学科・考古学研究室）

第37回考古展 静岡大学人文学部 静岡県 静岡市 ④ ○ 11月21・22日 http://www.ipc.shizuoka.ac.jp/~jsksino/

静岡大学理学部 サイエンスカフェ in 静岡
静岡市産学交流セン
ター

静岡県 静岡市 ④ ○ 10月29日 http://www.shizuoka.ac.jp/~rigaku/sciencecafe/index.html

常葉学園大学 第十回常葉学園文化講演会
しずぎんホール「ユー
ホニア」

静岡県 静岡市 ③ ○ 11月25日 http://www.tokoha-u.ac.jp/home/

静岡大学人文学部（日本
史学
研究室）

第38回古文書展 静岡大学人文学部 静岡県 静岡市 ② ○ 11月21・22日 http://www.hss.shizuoka.ac.jp/

不二聖心女子学院 秋のつどい 不二聖心女子学院 静岡県 裾野市 ② ○ 11月3日 http://www.fujiseishin-jh.ed.jp

静岡大学情報学部
公開講座「情報学アラカルト講
座2009」

静岡大学情報学部 静岡県 浜松市 ① 11月14日 http://www.shizuoka.ac.jp/~cerll/open_lec2009.pdf

静岡大学電子工学研究
所

第11回高柳健次郎国際シンポ
ジウム

静岡大学佐鳴会館 静岡県 浜松市 ④ ○ 11月12･13日 http://www.rie.shizuoka.ac.jp/index.html

聖隷クリストファー大学
パクパクモグモグ食育まつりin
聖灯祭

聖隷クリストファー大
学

静岡県 浜松市 ① ○ 11月7日 http://www.seirei.ac.jp/

静岡大学
工学部、情報学部、
電子工学研究所、
創造科学技術大学院

第14回静岡大学テクノフェスタ
イン浜松

静岡大学浜松キャン
パス

静岡県 浜松市 ④ ○ 11月14･15日 http://www.eng.shizuoka.ac.jp/

静岡理工科大学
公開講座「地球に優しい自動
車」

静岡理工科大学 静岡県 袋井市 ① ○ 10月17日 http://www.sist.ac.jp/pdf/kouza2009-2.pdf

静岡理工科大学ほかに
よる実行委員会

ものづくりフェスタｉｎ袋井 静岡理工科大学 静岡県 袋井市 ④ ○
11月22日、
23日

※掲載予定　http://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/(袋井市役所ＨＰ）

静岡大学農学部附属地
域フィールド科学教育研
究センター(藤枝フィール
ド）

公開講座「バイオテクノロジー
体験」

静岡大学農学部附属
地域フィールド科学教
育研究センター藤枝
フィールド

静岡県 藤枝市 ① 10月31日 http://www.shizuoka.ac.jp/~cerll/open_lec2009.pdf

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

静岡福祉大学
静岡福祉大学附属図書館第
10回企画「視覚障害者支援の
ための図書」展

静岡福祉大学附属図
書館
展示コーナー

静岡県 焼津市 ① ○
9月7日～
10月30日

http://library.suw.ac.jp/aspsrv/asp_event/event.asp?ID=10&nid=1

静岡福祉大学 静岡福祉大学福祉講演会
静岡福祉大学福祉創
造館
第2大講義室

静岡県 焼津市 ① ○ 11月15日 http://www.suw.ac.jp/lib/news/topics.asp?key=20090818120621&cd=090109

静岡福祉大学
第3回「高校生福祉スピーチコ
ンテスト」

静岡福祉大学福祉創
造館
第2大講義室

静岡県 焼津市 ① ○ 11月15日 http://www.suw.ac.jp/speech/default.asp

静岡福祉大学

特別公開講座
シンポジウム「在宅で暮らす人
をどう支えていくのか－医療・
介護・福祉の連携について」

静岡福祉大学講義厚
生棟
大講義室

静岡県 焼津市 ① ○ 11月14日 http://ext.suw.ac.jp/poc/detail.asp?cd=40&ct=4

文化庁、第24回国民文
化祭静岡県実行委員
会、静岡文化芸術大学、
財団法人画像情報教育
振興協会

文化庁メディア芸術祭浜松展 静岡文化芸術大学 静岡県 浜松市 ③ ○
10月30日
（金）～11月
3日（火・祝）

http://plaza.bunka.go.jp/

LEC東京リーガルマイン
ド大学

公開講座「相続手続き一覧～
被相続人の死亡から確定申告
まで～」

静岡キャンパス 静岡県 静岡市 ① ○ 11月1日 http://www.lec.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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	22静岡・静岡・浜松



