
第５１回「教育・文化週間」
関連行事

佐賀県 238

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

伊万里農林高等学校 わくわくまるごと｢伊農｣教室 伊万里農林高等学校 佐賀県 伊万里市 ② 11月21日

伊万里農林高等学校 農業文化祭 伊万里農林高等学校 佐賀県 伊万里市 ③
11月14日～
15日

伊万里農林高等学校 学校開放週間 伊万里農林高等学校 佐賀県 伊万里市 ②
11月2･4日
～6日

伊万里農林高等学校 教育講演会 伊万里農林高等学校 佐賀県 伊万里市 ①
11月5日(予
定)

伊万里商業高等学校（定
時制）

授業参観 各教室 佐賀県 伊万里市 ② ○
11月5日～6
日

http://www.isho-ed.jp/main/

伊万里市教育委員会 伊万里市中学校音楽会 伊万里市民会館 佐賀県 伊万里市 ② ○ 11月4日

伊万里市教育委員会 いのちの教育研修会
伊万里市立二里小学
校

佐賀県 伊万里市 ② ○ 11月6日

伊万里市教育委員会 第10回市民所蔵品展(油絵)
伊万里市歴史民俗資
料館

佐賀県 伊万里市 ③ ○
10月11日～
11月8日

http://www.city.imari.saga.jp/

伊万里市 近世の陶美[鍋島展]
伊万里・有田焼伝統
産業会館

佐賀県 伊万里市 ③ ○
11月1日～
30日

http://www.city.imari.saga.jp/

基山町教育委員会
基山町文化協会

町制施行７０周年記念第３１回
基山町文化祭

基山町民会館 佐賀県 基山町 ③
11月1日～3
日

http://www.town.kiyama.saga.jp/web/index.shtml

市文化連盟 嬉野文化祭（音楽・芸能祭） 市公会堂 佐賀県 嬉野市 ③ ○ 11月1日

市文化連盟 嬉野文化祭（菊花展） 嬉野公民館前 佐賀県 嬉野市 ③ ○
10月28日～
11月4日

市文化連盟 嬉野文化祭（文化展） 市体育館 佐賀県 嬉野市 ③ ○
11月1日～3
日

嬉野市教育委員会 子ども文化祭 市公会堂 佐賀県 嬉野市 ③ ○ 10月31日

嬉野高等学校 芸術鑑賞 嬉野高等学校 佐賀県 嬉野市 ③ ○ 10月30日

嬉野高等学校 出前授業 嬉野高等学校 佐賀県 嬉野市 ② ○ 11月17日

佐賀県教育委員会
（財）佐賀県芸術文化育
成基金

吉野ケ里考古学講座「『邪馬
台国－山門説』の現場から」

国営吉野ケ里歴史公
園内弥生くらし館

佐賀県
吉野ケ里

町
⑤ ○ 11月14日 http://wwwprefsaga.lg.jp/web/

佐賀県教育委員会 佐賀県教育週間 県内全域 佐賀県 県内全域 ⑫
11月1日～7
日

http://www.pref.saga.lg.jp/web/ik-syougai.html

警察本部、唐津青翔高
校

薬物乱用防止講話 唐津青翔高校 佐賀県 玄海町 ② ○ 10月22日 ＨＰ掲載予定なし

蓮池公民館 天賜月祭り 蓮池公民館 佐賀県 佐賀市 ① ○ 10月31日 hasuike@diary.ocn.ne.jp

盲学校 盲学校公開授業 盲学校 佐賀県 佐賀市 ② ○ 10月25日 http://www3.saga-ed.jp/school/edq10045

本庄小
かたりべの里
本庄祭

体育館
運動場

佐賀県 佐賀市 ① ○ 11月8日 http://www2.saga-ed.jp/school/edq10112/

北川副小 ふれ合い感謝の集い 体育館 佐賀県 佐賀市 ① ○ 11月7日

北川副校区青少健 少年の主張大会 北川副公民館 佐賀県 佐賀市 ① ○ 10月24日 http://www.bunbun.ne.jp/~kitakawa/

北川副公民館 北川副校区文化祭 北川副公民館 佐賀県 佐賀市 ① ○
11月7日～8
日

http://www.bunbun.ne.jp/~kitakawa/

北山東部小 ふれあい給食 へき地集会室 佐賀県 佐賀市 ② ○ 10月28日 http://www2.saga-ed.jp/school/edq10704

北山東部小 講演会 へき地集会室 佐賀県 佐賀市 ⑤ ○ 10月28日 http://www2.saga-ed.jp/school/edq10704

北山東部小 少年の主張大会 フォレスタ富士 佐賀県 佐賀市 ① ○ 11月7日 http://www2.saga-ed.jp/school/edq10704

北山東部小 授業参観 各教室 佐賀県 佐賀市 ② ○
１０月２６日
～３０日

http://www2.saga-ed.jp/school/edq10704

北山東部小 図書館祭り 図書室 佐賀県 佐賀市 ① ○
１０月２６日
～３０日

http://www2.saga-ed.jp/school/edq10704

北山校 フリー参観デー 本校各教室、体育館 佐賀県 佐賀市 ② ○ 10月27日 http://www2.saga-ed.jp/school/hokuzan/

北山校
バルーンフェスタイベントス
テージ出演

バルーンフェスタ会場
イベントステージ

佐賀県 佐賀市 ④ ○ 11月1日 http://www2.saga-ed.jp/school/hokuzan/

北山校 文化発表会 本校体育館 佐賀県 佐賀市 ② ○ 11月14日 http://www2.saga-ed.jp/school/hokuzan/

兵庫小
ＮＨＫ放送体験
交通教室（講話）

ＮＨＫ佐賀放送局
本校体育館

佐賀県 佐賀市
⑨
①

○
①10月30日
②11月12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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芙蓉校
文化発表会
図書館祭り

体育館
図書館他

佐賀県 佐賀市 ① ○
１１月１日
１１月９日～
１３日

http://www3.saga-ed.jp/school/edq10158/

芙蓉校
文化発表会
図書館祭り

体育館
図書館他

佐賀県 佐賀市 ① ○
１１月１日
１１月9日～
13日

http://www3.saga-ed.jp/school/edq10158/

浮立保存会 新栄浮立 五龍神社　ほか 佐賀県 佐賀市 ③ ○ 11月8日

富士南小 授業参観 各教室 佐賀県 佐賀市 ② ○ 11月10日 http://www2.saga-ed.jp/school/edq10701/

富士南小 富士南フェスタ 体育館 佐賀県 佐賀市 ③ ○ 11月15日 http://www2.saga-ed.jp/school/edq10701/

富士南小 講演会 体育館 佐賀県 佐賀市 ② ○ 11月15日 http://www2.saga-ed.jp/school/edq10701/

富士中 文化発表会 体育館 佐賀県 佐賀市 ② ○ 11月1日

富士生涯学習センター 少年の主張大会
富士生涯学習セン
ター

佐賀県 佐賀市 ① ○ 11月7日 kyoiku.fj@city.saga.lg.jp

富士小 育友会挨拶運動 富士小 佐賀県 佐賀市 ② ○ 11月2日

富士小 富士小フェスタ フォレスタふじ 佐賀県 佐賀市 ② ○ 11月10日

日新青少年育成会　日
新公民館

少年の主張大 日新公民館 佐賀県 佐賀市 ① ○ 11月21日

日新小
授業参観　学年親子ふれあい
活動

教室　体育館 佐賀県 佐賀市 ② ○ 10月20日 http://www2.saga-ed.jp/school/edq10103/index.html

南川副小
授業参観
教育講演会

各教室
体育館

佐賀県 佐賀市 ① ○ 11月6日

鍋島中 文化発表会 体育館 佐賀県 佐賀市 ① ○ 11月7日 http://www3.saga-ed.jp/school/edq10159/

鍋島中 新入生学校説明会 体育館 佐賀県 佐賀市 ① ○ 11月12日 http://www3.saga-ed.jp/school/edq10159/

鍋島中 人権講話 体育館 佐賀県 佐賀市 ① ○ 11月20日 http://www3.saga-ed.jp/school/edq10159/

鍋島中 合唱コンクール 体育館 佐賀県 佐賀市 ① ○
10月29日～
30日

http://www3.saga-ed.jp/school/edq10159/

鍋島公民館 親子で土あそび 鍋島公民館 佐賀県 佐賀市 ① 11月3日 http://www3.atword.jp/nabesima/

鍋島公民館
パソコン教室「デジカメ・年賀
状コース」

鍋島公民館 佐賀県 佐賀市 ①
11月16日～
20日

http://www3.atword.jp/nabesima/

東与賀町青少年健全育
成町民会議

校区少年の主張大会
東与賀農村環境改善
センター

佐賀県 佐賀市 ① ○ 11月1日

東与賀中 東中フェスタ 東与賀ふれあい館 佐賀県 佐賀市 ① ○ 10月31日

東与賀小

「シチメンソウ祭」に参加
食を考える日おにぎり弁当の
日
給食試食会

東与賀町干潟よか公
園
学校

佐賀県 佐賀市 ① ○
１１月７日
１１月４日
１１月６日

http://www2.saga-ed.jp/school/edq10401/welcome.htm

東与賀公民館、東与賀
校区通学合宿実行委員
会

通学合宿
東与賀農村環境改善
センター

佐賀県 佐賀市 ①
10月22日～
24日

大詫間小 授業参観 各教室 佐賀県 佐賀市 ② ○ 11月6日

大詫間小 大小フェスタ 体育館 佐賀県 佐賀市 ② ○ 11月6日

大和中 文化発表会・ＰＴＡバザー 体育館及び教室等 佐賀県 佐賀市 ② ○ 10月31日 http://www3.saga-ed.jp/school/yamato-jhs/

大和中 クリーン作戦
学校周辺（河畔公園
土手、中央公園等）

佐賀県 佐賀市 ② ○ 11月4日 http://www3.saga-ed.jp/school/yamato-jhs/

大和中 フリー参観デー 各教室等 佐賀県 佐賀市 ② ○ 11月17日 http://www3.saga-ed.jp/school/yamato-jhs/

川副中
文化発表会（午前）
創立50周年式典（午後）

体育館 佐賀県 佐賀市 ① ○ 11月7日 http://www3.saga-ed.jp/school/edq10351/

川上小 クリーン作戦 川上小校区 佐賀県 佐賀市 ② ○ 10月29日 http://www2.saga-ed.jp/school/edq10602

川上小 ノーＴＶ・ノーゲームデー 各家庭 佐賀県 佐賀市 ① ○ 11月1日 http://www2.saga-ed.jp/school/edq10602

川上小 川上っ子ふれあい祭り 川上小学校 佐賀県 佐賀市 ② ○ 11月7日 http://www2.saga-ed.jp/school/edq10602

川上小 図書館祭り 川上小学校 佐賀県 佐賀市 ⑥ ○
11月16日～
20日

http://www2.saga-ed.jp/school/edq10602

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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赤松小 少年の主張大会 赤松公民館 佐賀県 佐賀市 ① ○ 11月7日

青少年健全育成協議会 神野校区少年の主張大会 神野小学校体育館 佐賀県 佐賀市 ② ○ 11月7日

青少年健全育成会 金立町少年の主張大会 金立公民館 佐賀県 佐賀市 ① ○ 11月7日 http://www13.ocn.ne.jp/~kinryu/

青少健 少年の主張大会 西与賀公民館 佐賀県 佐賀市 ① ○ 10月24日 nisiyoka@diary.ocn.ne.jp

青少健 少年の主張大会 久保泉公民館 佐賀県 佐賀市 ① 11月3日

青少健 少年の主張大会 勧興公民館 佐賀県 佐賀市 ① ○ 11月14日 kankou@po.bunbun.ne.jp

青少健 通学合宿 久保泉公民館 佐賀県 佐賀市 ①
10月21日～
24日

西与賀小 西与賀ふれあい祭り 体育館・運動場 佐賀県 佐賀市 ③ ○ 11月15日

西川副小
学習発表会
ＰＴＡ講演会

体育館 佐賀県 佐賀市 ② ○
１１月１１日
１１月１３日

成章中 文化発表会 勧興小学校体育館 佐賀県 佐賀市 ① ○ 10月30日 http://www3.saga-ed.jp/school/edq10151/

神野小
少年の主張大会
神野芸術祭

体育館 佐賀県 佐賀市 ③ ○ 11月7日 http://www2.saga-ed.jp/school/edq10105/

神野公民館 百人一首教室 神野公民館 佐賀県 佐賀市 ① 11月10日 http://www.bunbun.ne.jp/~kouno/

神野芸術祭実行委員会 芸術祭 神野小学校体育館 佐賀県 佐賀市 ③ ○ 11月7日 http://www.bunbun.ne.jp/~kouno/

新栄小 秋の読書週間 図書室 佐賀県 佐賀市 ① ○
11月2日～
13日

新栄校区青少年健全育
成会

校区少年の主張大会 新栄公民館 佐賀県 佐賀市 ① ○ 11月7日

城北中 合唱コンクール 市文化会館 佐賀県 佐賀市 ② ○ 10月23日 http://www3.saga-ed.jp/school/edq10156/newpage1.htm

城北中 文化発表会 体育館 佐賀県 佐賀市 ① ○ 11月6日 http://www3.saga-ed.jp/school/edq10156/newpage1.htm

城北中
ロングラン
学校公開

城北中学校 佐賀県 佐賀市 ② ○
11月2日～6
日

http://www3.saga-ed.jp/school/edq10156/newpage1.htm

城南中 文化発表会 体育館 佐賀県 佐賀市 ② ○ 10月31日 http://www3.saga-ed.jp/school/edq10152

城東中
芸術鑑賞会
（琵琶演奏）

体育館 佐賀県 佐賀市 ① ○ 10月2日 http://www3.saga-ed.jp/school/edq10154/index.html

城東中 合唱コンクール 体育館 佐賀県 佐賀市 ① ○ 10月23日 http://www3.saga-ed.jp/school/edq10154/index.html

城東中 文化発表会 体育館 佐賀県 佐賀市 ① ○ 10月31日 http://www3.saga-ed.jp/school/edq10154/index.html

城東中 全校クリーン大作戦 学校及び周辺 佐賀県 佐賀市 ① ○ 11月8日 http://www3.saga-ed.jp/school/edq10154/index.html

城西中 文化発表会 体育館 佐賀県 佐賀市 ① ○ 11月6日 http://www3.saga-ed.jp/school/edq10155/

松梅中 文化発表会 体育館 佐賀県 佐賀市 ① ○ 10月31日

松梅小 柿むき大会一輪車大会 松梅小学校 佐賀県 佐賀市 ① ○ 11月8日

昭栄中 ３年合唱コンクール 体育館 佐賀県 佐賀市 ② ○ 10月15日 http://www3.saga-ed.jp/school/edq10153/

昭栄中 文化芸術鑑賞 体育館 佐賀県 佐賀市 ② ○ 10月23日 http://www3.saga-ed.jp/school/edq10153/

昭栄中 文化発表会
体育館・多目的ホー
ル

佐賀県 佐賀市 ② ○ 11月7日 http://www3.saga-ed.jp/school/edq10153/

諸富北小 クリーン作戦 北小校区 佐賀県 佐賀市 ② ○ 11月5日 http://www2.saga-ed.jp/school/edq10201/

諸富南小 命を考える日 各教室 佐賀県 佐賀市 ② ○ 11月2日

諸富南小 おにぎり弁当 各教室 佐賀県 佐賀市 ② ○ 11月18日

諸富中
文化発表会
合唱コンクール

体育館 佐賀県 佐賀市 ① ○ 10月24日

循誘小 循誘ふれあい・ふるさとまつり 体育館 佐賀県 佐賀市 ① ○ 11月15日

春日北小 言葉のコンサート 春日北小 佐賀県 佐賀市 ② ○ 11月2日

春日北小 きたっ子フェスタ 春日北小 佐賀県 佐賀市 ② ○ 11月14日

春日小 言葉のコンサート 体育館 佐賀県 佐賀市 ① ○ 10月22日 http://www2.saga-ed.jp/school/edq10601/

春日小 命を考える日 春日小 佐賀県 佐賀市 ① ○ 11月2日 http://www2.saga-ed.jp/school/edq10601/

春日小 芸術鑑賞 体育館 佐賀県 佐賀市 ① ○ 11月5日 http://www2.saga-ed.jp/school/edq10601/

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

春日小 ふれあい学級 春日小 佐賀県 佐賀市 ① ○ 11月14日 http://www2.saga-ed.jp/school/edq10601/

若楠小
おにぎり弁当の日
授業参観
秋の図書館祭り

学校 佐賀県 佐賀市 ① ○ 11月上旬

思斉中 文化発表会 本校体育館 佐賀県 佐賀市 ① ○ 10月30日 http://www.shisei-j.ed.jp/

思斉小
思斉小
文化フェスティバル

思斉小体育館
各教室

佐賀県 佐賀市 ① ○ 10月25日 http://www2.saga-ed.jp/school/edq10501

思斉小 連合音楽会 佐賀市文化会館 佐賀県 佐賀市 ① ○ 11月18日 http://www2.saga-ed.jp/school/edq10501

思斉小 ６年生修学旅行 長崎市 佐賀県 佐賀市 ①
11月5日～6
日

http://www2.saga-ed.jp/school/edq10501

子ども会 小枝教室 久保泉公民館 佐賀県 佐賀市 ① 10月25日

三瀬中 林道マラソン 村内全域 佐賀県 佐賀市 ① ○ 11月8日

三瀬中 三瀬村剣道大会 体育館 佐賀県 佐賀市 ① ○ 11月15日

三瀬小 親子ふれあいノーテレビデー 各家庭 佐賀県 佐賀市 ① ○ 11月1日

三瀬小 命の日 各学級 佐賀県 佐賀市 ② ○ 11月2日

三瀬小 ふれあい読書 各学級 佐賀県 佐賀市 ① ○ 11月8日

三瀬小 図書館祭り 学校図書館 佐賀県 佐賀市 ① ○ 11月9日～

佐賀北高等学校 人権・同和教育講演会
佐賀北高等学校体育
館

佐賀県 佐賀市 ① 10月26日

佐賀北高等学校 芸術鑑賞 佐賀市文化会館 佐賀県 佐賀市 ③ 10月29日

佐賀北高等学校 ジョイントセミナー 佐賀北高等学校 佐賀県 佐賀市 ① 11月4日

佐賀北高等学校 キャリア教育講演会
佐賀北高等学校体育
館

佐賀県 佐賀市 ① 11月13日

佐賀北高等学校 授業公開 佐賀北高等学校 佐賀県 佐賀市 ②
11月4日～5
日

佐賀東高等学校 職業理解ガイダンス 佐賀東高等学校 佐賀県 佐賀市 ① ○ 10月27日

佐賀東高等学校
進学のための奨学金・教育
ローン説明会

佐賀東高等学校 佐賀県 佐賀市 ① ○ 11月6日

佐賀東高等学校 コース説明会 佐賀東高等学校 佐賀県 佐賀市 ① ○ 11月6日

佐賀商業高等学校 エイズ予防講演会
佐賀商業高等学校体
育館

佐賀県 佐賀市 ① ○ 11月2日

佐賀商業高等学校 学校開放週間 佐賀商業高等学校 佐賀県 佐賀市 ② ○
11月2日・4
日～6日

佐賀市立高木瀬公民館 文化祭 高木瀬公民館 佐賀県 佐賀市 ③ ○
11月7日～9
日

http://www.bunbun.ne.jp/~takakise/

佐賀市立
新栄公民館

公民館
文化祭

佐賀市立
新栄公民館

佐賀県 佐賀市 ① ○ 11月14日 http://www.bunbun.ne.jp/~shin001/

佐賀市文化連盟東与賀
支部

園芸作品展
東与賀文化ホールふ
れあい館

佐賀県 佐賀市 ③ ○
11月2日～3
日

佐賀県読書推進運動協
議会

佐賀県読書推進運動県大会 佐賀県立図書館 佐賀県 佐賀市 ⑥ ○ 11月1日 http://www.pref.saga.lg.jp/kentosyo/

佐賀県
財団法人自治総合セン
ター

未来の車　ＦＣＶフェスタ　in
SAGA ２００９
～究極のエコカー　水素・燃料
電池車が佐賀にやってくる～

どん３の森
アバンセ

佐賀県 佐賀市 ⑤ ○
10月31日～
11月1日

http://www.pref.saga.lg.jp/web/

佐賀県
警察本部
教育委員会
佐賀県青少年育成県民
会議

「佐賀県青少年育成県民会
議」「少年非行防止県民大会」

アバンセ 佐賀県 佐賀市 ⑤ ○ 11月22日 ＨＰ掲載予定なし

高木瀬小
高木瀬デー
人権・同和教育講演会

学校
体育館 佐賀県 佐賀市 ① ○ 11月9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

高志館高等学校
学校開放
（授業・施設の自由見学）

教室学校施設 佐賀県 佐賀市 ② ○
11月2日、
11月4日～
11月6日

http://www3.saga-ed.jp/school/edq10022/

県立美術館 テーマ展「龍造寺隆信の刀」 県立美術館 佐賀県 佐賀市 ③ ○
10月1日～
12月27日

http://www.pref.saga.lg.jp/web/museum.html

県立博物館
テーマ展「没後100年高柳快堂
の画業」

県立博物館 佐賀県 佐賀市 ③ ○
9月30日～
11月15日

http://www.pref.saga.lg.jp/web/museum.html

県立博物館
常設展「佐賀県の歴史と文化
Ⅲ」

県立博物館 佐賀県 佐賀市 ③ ○
9月30日～
12月20日

http://www.pref.saga.lg.jp/web/museum.html

県立図書館 図書館活用講座 佐賀県立図書館 佐賀県 佐賀市 ⑥ ○ 11月3日 http://www.pref.saga.lg.jp/kentosyo/

県立佐賀城本丸歴史館
テーマ展「御政事の根本～
江戸時代の佐賀の教育」

佐賀城本丸歴史館 佐賀県 佐賀市 ③ ○
10月16日～
11月23日

http://sagajou.jp

警察本部
諸富中学校

命の大切さを学ぶ教室 諸富中学校 佐賀県 佐賀市 ② ○ 11月5日 ＨＰ掲載予定なし

金立小
文化庁本物の舞台芸術
講演会

久保泉小体育館
本校図書室

佐賀県 佐賀市
③
①

○
①10月20日
②10月21日

金立公民館
金立町少年の主張大会記念
演奏会

金立公民館 佐賀県 佐賀市 ③ ○ 11月7日 http://www13.ocn.ne.jp/~kinryu/

金泉中 第50回文化発表会 本校校舎 佐賀県 佐賀市 ① ○ 11月1日 http://www3.saga-ed.jp/school/edq10157/

金泉中 創立50周年記念式典 体育館 佐賀県 佐賀市 ⑤ ○ 11月8日 http://www3.saga-ed.jp/school/edq10157/

金泉中 親子で聞く講演会 体育館 佐賀県 佐賀市 ④ ○ 11月27日 http://www3.saga-ed.jp/school/edq10157/

巨勢小
さわやかボランティア
飯盒炊さん
秋祭り

校外（学校周辺）
校内

佐賀県 佐賀市 ① ○
①１１月４日
②１１月８日
③１１月８日

巨勢公民館 少年の主張大会 巨勢公民館 佐賀県 佐賀市 ③ ○ 11月14日

久保泉小 文化庁本物の舞台芸術 体育館 佐賀県 佐賀市 ① ○ 10月20日

久保泉小 いずみ祭り・走ろう歩こう会
体育館
運動場
校区内道路コース

佐賀県 佐賀市 ① ○ 11月15日

久保泉公民館 エコバッグ作り 久保泉公民館 佐賀県 佐賀市 ① 11月2日

久保泉公民館 文化祭 久保泉公民館 佐賀県 佐賀市 ③ 11月3日

久保泉公民館 そば打ち体験 久保泉公民館 佐賀県 佐賀市 ① 11月4日

久保泉公民館 和菓子作り 久保泉公民館 佐賀県 佐賀市 ① 11月9日

久保泉公民館 子育てサロン 久保泉公民館 佐賀県 佐賀市 ① 11月10日

久保泉公民館 パソコン教室 久保泉公民館 佐賀県 佐賀市 ①
11月16日～
19日

勧興小 勧興まつり 勧興小学校 佐賀県 佐賀市 ① ○ 11月8日

勧興校区ふれあい協議
会

勧興まつり 勧興小学校 佐賀県 佐賀市 ① ○ 11月8日 kankou@po.bunbun.ne.jp

勧興公民館 しぜん体験 佐賀市 佐賀県 佐賀市 ① 11月9日 kankou@po.bunbun.ne.jp

勧興公民館 ふるさと勧興見て歩きツアー 勧興校区 佐賀県 佐賀市 ② ○ 11月27日 kankou@po.bunbun.ne.jp

開成小

命の講演会
青少年の主張
大豆収穫祭
開成文化祭

本校体育館
公民館
家庭科室等
体育館等

佐賀県 佐賀市 ① ○

○１１月７日
○１１月１５
日
○１１月下
旬
○１２月６日

嘉瀬小
少年の主張大会
教育講演会

体育館
図書館

佐賀県 佐賀市 ① ○
①10月24日
②11月13日

ふれあい祭実行委員会 ふれあい祭
西与賀小学校グラン
ド・体育館

佐賀県 佐賀市 ③ 11月15日 nisiyoka@diary.ocn.ne.jp

パークフェスタ実行委員
会

パークフェスタ 蓮池公園 佐賀県 佐賀市 11月8日 hasuike@diary.ocn.ne.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

北山校 フリー参観デー 本校各教室、体育館 佐賀県 佐賀市 ② ○ 10月27日 http://www2.saga-ed.jp/school/hokuzan/

北山校
バルーンフェスタイベントス
テージ出演

バルーンフェスタ会場
イベントステージ

佐賀県 佐賀市 ④ ○ 11月1日 http://www2.saga-ed.jp/school/hokuzan/

北山校 文化発表会 本校体育館 佐賀県 佐賀市 ② ○ 11月14日 http://www2.saga-ed.jp/school/hokuzan/

鹿島市文化連盟 鹿島市文化祭
鹿島市生涯学習セン
ター他

佐賀県 鹿島市 ③ ○
10月31日～
11月3日

鹿島市
鹿島市教育委員会
鹿島市青少年育成市民
会議

鹿島市少年の夢発表会
鹿島市生涯学習セン
ター

佐賀県 鹿島市 ① ○ 11月1日

警察本部、鹿島実業高
校

薬物乱用防止教室 鹿島実業高校 佐賀県 鹿島市 ② ○ 10月23日 ＨＰ掲載予定なし

小城市教育委員会

佐賀大学・小城市交流事業特
別展記念講演会
　「肥前千葉氏の繁栄とその
歴史的背景」

小城市立歴史資料館 佐賀県 小城市 ③ 10月24日

小城市教育委員会 親子ふれあい教室
川内野外研修セン
ター

佐賀県 小城市 ① 10月24日

小城市教育委員会

佐賀大学・小城市交流事業特
別展記念講演会
　「江戸時代の千葉氏につい
て」

小城市立歴史資料館 佐賀県 小城市 ③ 10月31日

小城市教育委員会
佐賀大学・小城市交流事業特
別展 史跡探訪会

小城市内外 佐賀県 小城市 ③ 11月7日

小城市教育委員会
赤れんがの夕べ　高橋浩寿と
杉原楠童による「津軽三味線
＆尺八」

牛津赤れんが館 佐賀県 小城市 ③ 11月13日

小城市教育委員会 「少年の声」大会 生涯学習センター 佐賀県 小城市 ① ○ 11月14日

小城市教育委員会
佐賀大学・小城市交流事業特
別展記念講演会
　「千葉氏と妙見信仰」

小城市立歴史資料館 佐賀県 小城市 ③ 11月14日

小城市教育委員会

佐賀大学・小城市交流事業特
別展
　「中世小城の歴史・文化と肥
前千葉氏」

小城市立歴史資料館 佐賀県 小城市 ③
10月17日～
11月15日

小城市教育委員会
小城床伝ミュージアム屋根の
ない博物館「我が家のお宝展」

小城市街 佐賀県 小城市 ③
10月24日～
11月30日

小城市教育委員会 子ども文化祭 生涯学習センター 佐賀県 小城市 ③ ○
10月31日～
11月1日

小城市・小城市教育委員
会

小城市民文化祭

小城公民館・生涯学
習センター・牛頭公民
館・芦刈農村環境改
善センター

佐賀県 小城市 ③ ○
10月30日～
11月7日

小城市
清水の滝と紅葉ライトアップ
「清水竹灯り」

小城市小城町清水滝
周辺

佐賀県 小城市 ③
11月15日～
23日

http://www.ogi-kankou.com

牛津高等学校

牛津高校PTA文化事業　文化
庁「地域文化芸術振興プラン」
推進事業　『９０分でわかるユ
ネスコ世界無形文化遺産
「能」』

佐賀県 小城市 ② ○ 10月7日 http://www3.saga-ed.jp/school/edq10009/

牛津高等学校 人権・同和教育講演会 牛津高等学校体育館 佐賀県 小城市 ② ○ 10月28日 http://www3.saga-ed.jp/school/edq10009/

牛津高等学校 文化祭
牛津高等学校内及び
赤れんが館(小城市牛
津町）

佐賀県 小城市 ② ○
11月8日～9
日

http://www3.saga-ed.jp/school/edq10009/

上峰町文化協会 文化祭 上峰町町民センター 佐賀県 上峰町 ③ ○
11月1日～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

神埼市教育委員会 学校公開 神埼市内小中学校 佐賀県 神埼市 ② ○
11月2日～6
日

西九州大学 にこにこふれ愛デイ
西九州大学
第一視聴覚講義室

佐賀県
神埼市神

埼町
① ○

10月24日
(土)

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

多久高等学校 特別支援教育研修会 多久高等学校 佐賀県 多久市 ① ○ 11月11日

多久高等学校 校内読書会 多久高等学校 佐賀県 多久市 ① ○ 11月12日

多久高等学校 小高連携授業 多久高等学校 佐賀県 多久市 ② ○ 10月～1月

(財)孔子の里 全国ふるさと漢詩コンテスト 東原庠舎 佐賀県 多久市 ① ○ 11月7日 http://www2.saganet.ne.jp/ko-si/

警察本部、大浦小学校 非行防止講話 大浦小学校 佐賀県 太良町 ② ○ 10月21日 ＨＰ掲載予定なし

警察本部、多良小学校 非行防止講話 多良小学校 佐賀県 太良町 ② ○ 10月16日 ＨＰ掲載予定なし

鳥栖商業高等学校 鳥栖商フェスティバル 鳥栖市民文化会館 佐賀県 鳥栖市 ① ○ 10月17日

鳥栖商業高等学校 鳥栖地区合同芸術鑑賞会 鳥栖市民文化会館 佐賀県 鳥栖市 ① ○ 10月30日

鳥栖市立麓小学校 家族（日曜）参観 鳥栖市立麓小学校 佐賀県 鳥栖市 ② ○ 10月25日

鳥栖市立弥生が丘小学
校
ＰＴＡ

田代校区４校合同登山
弥生が丘小～基山
～弥生が丘小

佐賀県 鳥栖市 ② ○ 11月1日

鳥栖市立弥生が丘小学
校

弥生フェスタ（学習発表会）
鳥栖市立弥生が丘小
学校

佐賀県 鳥栖市 ② ○ 11月6日

鳥栖市立田代中学校 文化発表会 田代中学校体育館 佐賀県 鳥栖市 ② ○ 10月25日

鳥栖市立田代小学校 授業参観 鳥栖市立田代小学校 佐賀県 鳥栖市 ② ○ 10月30日

鳥栖市立田代小学校 田代祭 鳥栖市立田代小学校 佐賀県 鳥栖市 ② ○ 11月13日

鳥栖市立鳥栖北小学校
ＰＴＡ

ＰＴＡ教育講演会
鳥栖市立鳥栖北小学
校

佐賀県 鳥栖市 ② ○ 11月1日

鳥栖市立鳥栖北小学校 日曜参観
鳥栖市立鳥栖北小学
校

佐賀県 鳥栖市 ② ○ 11月1日

鳥栖市立鳥栖北小学校 ふれあい道徳
鳥栖市立鳥栖北小学
校

佐賀県 鳥栖市 ② ○ 11月1日

鳥栖市立鳥栖北小学校 図書館祭
鳥栖市立鳥栖北小学
校

佐賀県 鳥栖市 ② ○
11月17日～
19日

鳥栖市立鳥栖北小
読み聞かせボランティア

図書館祭
鳥栖市立鳥栖北小学
校

佐賀県 鳥栖市 ② ○
11月17日～
19日

鳥栖市立鳥栖中学校 文化祭・フリー参観デー 鳥栖市立鳥栖中学校 佐賀県 鳥栖市 ② ○ 10月31日

鳥栖市立鳥栖西中学校 文化発表会
鳥栖市立鳥栖西中学
校

佐賀県 鳥栖市 ② ○ 10月23日

鳥栖市立鳥栖小学校
授業参観及びＰＴＡ教育講演
会

鳥栖市立鳥栖小学校 佐賀県 鳥栖市 ② ○ 11月5日

鳥栖市立若葉小学校 若葉小音楽フェスタ 鳥栖市立若葉小学校 佐賀県 鳥栖市 ② ○ 11月16日

鳥栖市立基里中学校 文化発表会 鳥栖市立基里中学校 佐賀県 鳥栖市 ② ○ 11月1日

鳥栖市立基里小学校 基里まつり 鳥栖市立基里小学校 佐賀県 鳥栖市 ② ○ 11月20日

鳥栖市立基里小学校 教育講演会 鳥栖市立基里小学校 佐賀県 鳥栖市 ② ○ 11月20日

鳥栖市民文化祭実行委
員会

鳥栖市民文化祭 鳥栖市民文化会館他 佐賀県 鳥栖市 文化 ○
11月1･2･3･
7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

鳥栖基山地区
小中学校音楽部会

鳥栖基山地区小中音楽祭 鳥栖市民文化会館 佐賀県 鳥栖市 ② ○ 11月11日

香楠中学校 授業参観 香楠中学校 佐賀県 鳥栖市 ② ○ 11月6日 http://www3.saga-ed.jp/school/edq10073/

波戸岬少年自然の家 いきいきＨＡＤＯスクール 波戸岬少年自然の家 佐賀県 唐津市 ⑪
11月21日～
23日

http://www.pref.saga.lg.jp/manabinetsaga/hadosyou/

唐津南高等学校 南高祭（文化祭）
唐津南高等学校体育
館

佐賀県 唐津市 ② ○
11月20日～
21日

唐津東高等学校 図書館祭 唐津東高等学校 佐賀県 唐津市 ② ○ 11月1日

唐津東高等学校 公開事業 唐津東高等学校 佐賀県 唐津市 ② ○ 11月11日

唐津市教育委員会 唐津市　教育文化祭 唐津市民会館 佐賀県 唐津市 ② ○
11月10日～
16日

県立名護屋城博物館
特別企画展　記念講演会「秀
吉の城と国家構想」

名護屋城博物館 佐賀県 唐津市 ⑤ ○ 10月25日 http://www.pref.saga.lg.jp/web/nagoya.html

県立名護屋城博物館
特別史跡「名護屋城跡並びに
陣跡」
史跡探訪会

名護屋城
博物館

佐賀県 唐津市 ⑤ ○ 10月25日 http://www.pref.saga.lg.jp/web/nagoya.html

県立名護屋城博物館
特別企画展、肥前名護屋城と
「天下人」秀吉の城

名護屋城博物館 佐賀県 唐津市 ③
10月9日～
11月23日

http://www.pref.saga.lg.jp/web/nagoya.html

白石高等学校 芸術鑑賞会 白石町総合センター 佐賀県 白石町 ③ ○ 11月6日

武雄市文化連盟 武雄市文化祭 武雄市文化会館他 佐賀県 武雄市 ③
10月5日～
12月13日

http://takeoshibunkakyoukai.sagafan.jp/

畜産試験場
平成２１年度畜産試験場参観
デー

畜産試験場 佐賀県 武雄市 ⑤ ○ 11月7日 http://www.pref.saga.lg.jp/web/chikusanshiken.html

佐賀県中学校技術・家庭
科研究会

第7回佐賀県中学校アイデア
ロボットコンテスト

県立宇宙科学館 佐賀県 武雄市 ⑤ 10月31日 http://www.yumeginga.jp/

県立宇宙科学館 FCVの展示と試乗会 県立宇宙科学館 佐賀県 武雄市 ⑤ ○ 11月3日 http://www.yumeginga.jp/

県立宇宙科学館
秋の企画展「“ＴＥＬＥ”聴く！見
る！伝える！－経験を共有す
る技術－」

県立宇宙科学館 佐賀県 武雄市 ⑤
10月24日～
平成22年1
月31日

http://www.yumeginga.jp/

県立宇宙科学館 実験カーがやってくる＠佐賀 県立宇宙科学館 佐賀県 武雄市 ⑤
11月22日～
23日

http://www.yumeginga.jp/

有田町文化協会 有田町文化祭 焱の博記念堂 佐賀県 有田町 ③ 11月3日 http://www.town.arita.lg.jp/

有田町文化協会 有田町文化祭 焱の博記念堂 佐賀県 有田町 ③
11月1日～5
日

http://www.town.arita.lg.jp/

県立九州陶磁文化館
「森正洋の全仕事－日常食器
の豊かさを求めて-」展

佐賀県立九州陶磁文
化館

佐賀県 有田町 ③ ○
10月31日～
11月23日

http://www.pref.saga.lg.jp/at-contents/kanko_bunka/k_shisetsu/kyuto

県立九州陶磁文化館
開館３０周年記念プレイベント
特別常設展「私が選んだ九陶
のやきもの」展

佐賀県立九州陶磁文
化館

佐賀県 有田町 ③ ○
9月18日～
10月25日

http://www.pref.saga.lg.jp/at-contents/kanko_bunka/k_shisetsu/kyuto

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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