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盛岡市 ①
子育てに活かす読書推進フォーラ
ム

著名人による読み聞かせ・講演会、先進的な活動団体（県内外）による事
例発表等を行います。

10月24日13:00～
16:30

いわて県民情報交
流センター「アイー
ナ」

岩手県教育委員会、「子育て
に活かす読書活動推進
フォーラム」企画委員会

無料
http://www.manabi.pref.iwate.jp/
岩手県教育委員会生涯学習文化課
019-629-6176

盛岡市 ③
体験学習会「縄文ウォーキング！
生活体験」

自然の中で楽しみながら縄文時代の生活の知識に触れる体験学習で
す。

10月17日
10：00～15：30

市内公園等 遺跡の学び館
遺跡の学び館
019-635-6600

盛岡市 ③ 講演会「花巻のやきもの」
花巻地方に古くから伝わる花巻焼，鍛冶町焼及び台焼などについての講
演会です。

10月3日
13：30～15：30

遺跡の学び館 遺跡の学び館 無料
遺跡の学び館
019-635-6600

盛岡市 ③ 学芸講座②「盛岡の窯業遺跡」
盛岡藩窯の山陰窯や花古窯を中心に，市内の主な窯業遺跡を紹介しま
す。

11月14日
13：30～15：00

遺跡の学び館 遺跡の学び館 無料
遺跡の学び館
019-635-6600

盛岡市 ③ 学芸講座③「発掘された寺町窯」
寺町窯の存在を示唆する資料が出土した盛岡城遠曲輪後の発掘調査や
出土資料について紹介します。

11月28日
13:30～15:00

遺跡の学び館 遺跡の学び館 無料
遺跡の学び館
019-635-6600

盛岡市 ③
見学会「もりおか史跡・遺跡めぐり
②バスツアー」

盛岡市内の代表的な遺跡や文化財を，職員が解説しながらバスで巡りま
す。

11月7日
10：00～16：00

市内各所 遺跡の学び館
遺跡の学び館
019-635-6600

盛岡市 ② 羽場小学校学習発表会
これまでの学習の成果を全校児童が保護者・地域の方々に発表します
（劇・合唱・合奏・群読など）。

10月23日
8:50～11:40

羽場小学校 羽場小学校 無料
羽場小学校
019-638-1049

盛岡市 ② 一日参観日
マラソン大会と同じ日に実施し、朝の会から帰りの会まで自由に子どもた
ちの様子をご覧いただきます。

10月29日
8:15～15::40

羽場小学校 羽場小学校 無料
羽場小学校
019-638-1049

盛岡市 ② はばっこマラソン大会
業間マラソンで鍛えた走力を発表する場として、低中高学年に分かれて
校庭を走り、自己記録に挑戦します。

10月29日
9:00～12:00

羽場小学校 羽場小学校 無料
羽場小学校
019-638-1049

盛岡市 ② 授業参観・地域懇談会
保護者、地域の方々を対象とした授業参観。その後、町内会長さん、民
生児童委員さんを中心とした地域の方々と学校との懇談・情報交換の会
を開きます。

11月11日
14:10～16:20

下小路中学校 下小路中学校 無料 下小路中学校　019-623-7358

盛岡市 ② 下小路中学校文化祭
美術、技術家庭、書写等の教科作品や文化部の作品展示、合唱コンクー
ル、学級新聞コンクール、文化部のステージ発表などを行います。

10月2日
8:35～16:00

下小路中学校 下小路中学校 無料 下小路中学校　019-623-7358

盛岡市 ② 河南中学校オープンスクール
地域のかたがたに学校に来てもらい授業や生徒の活動を参観していただ
く。学校教育の理解を図る。

10月27日～10月29
日

8：20～16:30
河南中学校 河南中学校 無料

河南中学校副校長
019-623-2475

盛岡市 ② ふれあい集会
小学生が、普段お世話になっている地域の方々をお招きし、学習の成果
を発表したり共に会食したりします。

11月11日
11:35～13:00

外山小学校 外山小学校 無料
外山小学校
019-681-5056

盛岡市 ① いわて環境王国展2010
地域の環境保全活動事例の紹介、環境保全活動表彰、企業・行政による
環境に関する取組等の展示、著名人による講演会などを行います。

11月13日、14日
9：30～17：00

（14日は～16：30）

いわて県民情報交
流センター

環境王国展実行委員会（岩
手県）

無料
環境生活部環境生活企画室
019-629-5329

盛岡市 ① 食育推進県民大会
食育関連表彰式、食に関する講演会(『脳の働きと朝ごはん(仮)』　講師
東北大学加齢医学研究所　川島隆太氏)、食育実践活動事例発表等を行
います。

11月19日13:00～
16:00

岩手教育会館 岩手県 無料
岩手県環境生活部県民くらしの安全課　食の安全安心担
当
019-629-5385
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盛岡市 ③ としょかん映画会 一般向けの映画会です。3作品(予定)を計6回上映予定です。
10月10・11日

11月14・15日、28・29
日13:30～

岩手県立図書館
4階ミニシアター

岩手県立図書館 無料
http://www.library.pref.iwate.jp/
岩手県立図書館
019-606-1730

盛岡市 ③ おはなし会
ボランティアや図書館スタッフによる絵本や紙芝居の読み聞かせなどを行
います。

10月3、9、11、17日
11月7、13、21、28日

10:30～
14:00～
14:30～

岩手県立図書館
3階お話し室

岩手県立図書館 無料
http://www.library.pref.iwate.jp/
岩手県立図書館
019-606-1730

盛岡市 ③ 企画展｢第29回啄木資料展」
過去2年間に県立図書館で受け入れた啄木関連資料の展示と、金田一
京助を取り上げたテーマ展示を実施します。

10月8日～11月29日
（10/18～31 休館

）9:00～20:00

岩手県立図書館
4階展示コーナー

岩手県立図書館 無料
http://www.library.pref.iwate.jp/
岩手県立図書館
019-606-1730

盛岡市 ③ としょかん子ども映画会 子ども向けの映画会です。計3回上映予定です。
10月10日

11月14、28日
11:00～

岩手県立図書館
4階ミニシアター

岩手県立図書館 無料
http://www.library.pref.iwate.jp/
岩手県立図書館
019-606-1730

盛岡市 ② 「観武祭」（文化祭）
本校舎では、小中学部のステージ発表。高等部校舎では、作品展示と作
業学習の作品販売等を行う。

11月13日
9:30～15:30

岩手県立盛岡みた
け支援学校本校舎
及び青山校舎

岩手県立盛岡みたけ支援学
校

無料
岩手県立盛岡みたけ支援学校
０１９－６４１－０７８９

盛岡市 ②
「学校へ行こう週間」及び「観武
祭」

本校の日常の生活の様子や施設等について地域の方々や保護者に見
学できるよう開放する。

11月8日～13日
9:45～16:00

岩手県立盛岡みた
け支援学校本校舎
及び青山校舎

岩手県立盛岡みたけ支援学
校

無料
岩手県立盛岡みたけ支援学校
０１９－６４１－０７８９

盛岡市 ② 盛工祭（文化祭） 各科展示、施設設備公開、ステージイベント
10月16日～10月17

日
10:00～15:00

岩手県立盛岡工業
高校

岩手県立盛岡工業高校 無料
http://www2.iwate-ed.jp/mot-h/
岩手県立盛岡工業高等学校
019-638-3141

盛岡市 ① 学校公開週間 授業公開、施設・部活動見学
11月17日～11/22日

8:55～17:00
岩手県立盛岡商業
高等学校

岩手県立盛岡商業高等学校 無料 盛岡商業高等学校(019-636-1027)

盛岡市 ② 芸術鑑賞会 わらび座「アトム」
10月19日

13:30～15:30
マリオス 岩手県立盛岡商業高等学校 盛岡商業高等学校(019-636-1027)

盛岡市 ② 盛商祭 展示、ステージ発表、模擬店などの実施
10月23日

10:00～15:00
岩手県立盛岡商業
高等学校

岩手県立盛岡商業高等学校 無料 盛岡商業高等学校(019-636-1027)

盛岡市 ② 第４０回吹奏楽定期演奏会 吹奏楽部による定期演奏会
10月24日

17:00～19:00
マリオス 岩手県立盛岡商業高等学校 盛岡商業高等学校(019-636-1027)

盛岡市 ② 学校へ行こう週間
地域に開かれた学校づくりの一環として本校の教育活動、施設設備を一
般に公開して理解を図る。

11月1日～6日
9:３0～１５:00

岩手県立盛岡青松
支援学校

岩手県立盛岡青松支援学校 無料
岩手県立盛岡青松支援学校
TEL０１９-661-5125

盛岡市 ② 学校祭 児童生徒によるステージ発表、作品展示、バザーの公開
11月6日

10:00～14:３0
岩手県立盛岡青松
支援学校

岩手県立盛岡青松支援学校 無料
岩手盛岡青松支援学校
TEL０１９-661-5125
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盛岡市 ② 学校へ行こう週間
授業や部活動の参観を通じて、本校の日常の教育活動を知ることができ
ます。

10月27日～
10月30日

9:30～16:50

岩手県立盛岡第一
高等学校

岩手県立盛岡第一高等学校 無料
岩手県立盛岡第一高等学校
019-623-4491

盛岡市 ① 「学校へ行こう週間」
地域住民の方々に、校舎、設備ともに、授業の様子や部活動の様子を見
学していただきます。

10月12日～10月15
日

9:00～17:00

岩手県立盛岡第三
高等学校

岩手県立盛岡第三高等学校 無料 http://www2.iwate-ed.jp/mo3-h/

盛岡市 ② 盛岡聴覚支援学校　文化祭 日頃の学習・部活動の成果を発表しあう。
10月30日

9:30～14:00
岩手県立盛岡聴覚
支援学校

岩手県立盛岡聴覚支援学校 無料
盛岡聴覚支援学校
019-696-2582

盛岡市 ② 峰南祭
直営店舗「ほうなん．Ｃｏｍｍ」での製品販売、文化部の発表、福祉施設
の出店などがあります。

11月14日
9:00～1４:00

岩手県立盛岡峰南
高等支援学校

岩手県立盛岡峰南高等支援
学校

無料
岩手県立盛岡峰南高等支援学校
０１９－６３９－８５１５

盛岡市 ② 学校へ行こう週間 学校公開し、授業・部活動などを自由に見学していただきます。
10月25日～29日

9:00～17:00
岩手県立盛岡北高
等学校

岩手県立盛岡北高等学校 無料
盛岡北高等学校
019-687-2311

盛岡市 ①
いわて高等教育コンソーシアム公
開講座‘2010

連携する５大学の公開講座を共同実施します。総テーマは、豊かに生き
る～健康・スポーツ・栄養～とし開講します。

10月9日、13日、12月
11日

岩手大学北桐ホー
ル

岩手高等教育コンソーシアム 無料 019-688-5555(盛岡大学総務部）

盛岡市 ② 全学共通教育科目授業公開
　全学共通教育の全授業科目を一般に公開し、岩手大学の全学共通教
育への理解を深めて頂くとともに、今後さらに授業を良くしていくための意
見や助言を頂く機会になることを目指して実施する。

11月8日（月）
～12日（金）

各講義室
岩手大学大学教育総合セン
ター

無料
http://uec.iwate-u.ac.jp/
（大学教育総合センターホームページ）

盛岡市 ③ 農業教育資料館の無料公開
重要文化財である旧盛岡高等農林学校本館（農業教育資料館）を無料公
開する。

11月1日～11月3日
岩手大学農学部附
属農業教育資料館

岩手大学農学部 無料

電話：
019-621-6103
URL：
http://news7a1.atm.iwate-u.ac.jp/edu/index.html

盛岡市 ② 学校参観週間 子どもたちの普段の学習や生活の様子を自由に見ていただきます。
11月15日～11月20

日
8:40～14:45

好摩小学校 好摩小学校 無料
好摩小学校
019-682-0130

盛岡市 ② 1日参観日
朝から授業を公開し、子どもたちの様子を見ていただき、午後は懇談会を
行います。

11月20日
8:40～14:35

好摩小学校 好摩小学校 無料
好摩小学校
019-682-0130

盛岡市 ② 好摩小学校学習発表会 日頃の学習の成果を生かし、劇や音楽の発表、作品の展示を行います。
10月23日

8:45～12:30
好摩小学校 好摩小学校 無料

好摩小学校
019-682-0130

盛岡市 ① 都南公民館まつり
都南地域の皆さんや同公民館を利用している団体が，日ごろの活動成果
を発表します。

10月16日・17日・23
日・24日

10:00～17:00
（日曜は16:00まで）

盛岡市都南公民館
財団法人盛岡市文化振興事
業団

http://www.mfca.jp/institution/kyarahall/index.html
盛岡市都南公民館
019-637-6611

盛岡市 ① いろいろ鑑賞講座
岩手の民俗芸能について学び、実演鑑賞を通して、その魅力に迫りま
す。

10月17日・23日・30
日、11月6日
13:30～15:30

盛岡市河南公民館
財団法人盛岡市文化振興事
業団

http://www.mfca.jp/institution/morigeki/index.html
盛岡市河南公民館
019-622-2258

盛岡市 ①
消費者講座「みんなで脳元気教
室」

認知症について学び、脳が元気になる運動も行います。
10月22日

13:30～15:00
盛岡市河南公民館

財団法人盛岡市文化振興事
業団

無料
http://www.mfca.jp/institution/morigeki/index.html
盛岡市河南公民館
019-622-2258
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盛岡市 ① 子どもシネマランド 子ども向けの映画を上映します。
11月13日

13:30～14:30
盛岡市都南公民館

財団法人盛岡市文化振興事
業団

無料
http://www.mfca.jp/institution/kyarahall/index.html
盛岡市都南公民館
019-637-6611

盛岡市 ① はじめてのパソコン教室 パソコンの基本操作を学習します。
11月18日・19日
10:00～16:00

盛岡市都南公民館
財団法人盛岡市文化振興事
業団

http://www.mfca.jp/institution/kyarahall/index.html
盛岡市都南公民館
019-637-6611

盛岡市 ① 童謡・唱歌を歌う会
盛岡市内や隣接市町村の童謡・唱歌を楽しむ団体が練習の成果を披露
します。

11月7日
13:00～15:00

盛岡市都南公民館
財団法人盛岡市文化振興事
業団

無料
http://www.mfca.jp/institution/kyarahall/index.html
盛岡市都南公民館
019-637-6611

盛岡市 ③ 防犯ふれあいコンサート
「桜城っ子見守り隊」活動に対して、激励のコンサートを県警音楽隊してい
ただきます。

10月12日
14:00～15:30

桜城小学校体育館 桜城小学校 無料
桜城小学校
019-653-5758

盛岡市 ②
盛岡市立渋民中学校文化祭「渋
中祭」

合唱コンクールや岩大吹奏楽部演奏会も含め、ステージ・展示発表により
日常の学習の成果を発表します。

10月9日
9:15～15:45

渋民文化会館 渋民中学校 無料
盛岡市立渋民中学校
019-683-2150

盛岡市 ② クラブ展示会 クラブ活動で取り組んできた作品や成果を展示・紹介します。
10月18日～10月23

日
9:00～16:00

上田小学校 上田小学校 無料 上田小学校　019-623-3428

盛岡市 ② 学習発表会
劇や音楽，音読などにより、日頃の学習の成果を各学年ごとに発表し合
います。

10月23日
8:45～11:50

上田小学校 上田小学校 無料 上田小学校　019-623-3428

盛岡市 ② 上田中学校文化祭
上中三大行事の一つで、合唱・学級・新聞コンクール、文化部ステージ発
表などが行われます。

10月1日
8:45～16:00

上田中学校体育館 上田中学校 無料
盛岡市立上田中学校
019－623－4237

盛岡市 ② ライフ講座 １年生を対象とした、社会人講師による進路学習を行います
11月10日

13:30～16:00
城東中学校 城東中学校 無料 城東中学校　019-624-1524

盛岡市 ② 岩鷲祭「合唱コンクール」 吹奏楽発表や学級合唱コンクールを行います
11月2日

10:00～15:00
盛岡劇場 城東中学校 無料 城東中学校　019-624-1524

盛岡市 ② 岩鷲祭
学習活動や部活動・委員会活動の集大成としてステージ発表、展示発表
をします

11月1日
8:30～14:00

城東中学校 城東中学校 無料 城東中学校　019-624-1524

盛岡市 ②
学習発表会・ＰＴＡ地区合同作品
展

学習の成果を保護者、地域の方に発表します。児童・ＰＴＡ・地区合同の
作品展も開催します。

10月16日
9:00～11:45

生出小学校 生出小学校 無料
生出小学校
019-683-2350

盛岡市 ②
①収穫祭②2010おいでチャリ
ティー演芸大会

①祖父母交流学習（伝承遊び・昔話読み聞かせ・生出の歴史）・餅つき体
験・収穫祭会食会を行います②生出チャリティー演芸大会を実施します。

11月20日
①9:00～12:20
②13:00～15:00

生出小学校
生出小学校、生出地区住み
よい環境推進協議会（教振）

無料
生出小学校
019-683-2350

盛岡市 ① 木彫体験講座 木彫りで小物入れなどを作ります。
10月21日・28日、11

月4日・11日
13:00～15:00

盛岡市中央公民館
盛岡市
中央公民館

http://www.city.morioka.iwate.jp/14kyoiku/chuo/mcch/ind
ex.html
盛岡市中央公民館
019-654-5366

盛岡市 ① おひざにだっこの会 絵本の読み聞かせや、手遊びなどを行います。
10月1日・22日、11月

5日・26日
10:30～11:00

盛岡市中央公民館
盛岡市
中央公民館

無料

http://www.city.morioka.iwate.jp/14kyoiku/chuo/mcch/ind
ex.html
盛岡市中央公民館
019-654-5366

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
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盛岡市 ① かんたん！ワード＆エクセル ワード・エクセル2003を利用した文章作成と計算方法を学びます。
10月20日～22日

10:00～15:00
盛岡市中央公民館

盛岡市
中央公民館

http://www.city.morioka.iwate.jp/14kyoiku/chuo/mcch/ind
ex.html
盛岡市中央公民館
019-654-5366

盛岡市 ① わくわくおはなし会 ストーリーテリングを行います。
10月9日・23日、11月

13日・27日
10:30～11:00

盛岡市中央公民館
盛岡市
中央公民館

無料

http://www.city.morioka.iwate.jp/14kyoiku/chuo/mcch/ind
ex.html
盛岡市中央公民館
019-654-5366

盛岡市 ① 休日子ども講座「秋を味わおう」 紅葉の観察や、伝統料理づくりを行います。
11月6日・13日
9:00～12:00

盛岡市中央公民館
盛岡市
中央公民館

http://www.city.morioka.iwate.jp/14kyoiku/chuo/mcch/ind
ex.html
盛岡市中央公民館
019-654-5366

盛岡市 ①
講演会「家庭学習の充実と読書の
すすめ」

小中学生の家庭学習や、読書習慣についての講演会です。
10月23日

13:30～15:30
盛岡市中央公民館

盛岡市
中央公民館

無料

http://www.city.morioka.iwate.jp/14kyoiku/chuo/mcch/ind
ex.html
盛岡市中央公民館
019-654-5366

盛岡市 ① 子どもシネマランド 子ども向けの映画を上映します。
11月13日

10:00～11:30
盛岡市中央公民館

盛岡市
中央公民館

無料

http://www.city.morioka.iwate.jp/14kyoiku/chuo/mcch/ind
ex.html
盛岡市中央公民館
019-654-5366

盛岡市 ① 保健所フェスタ２０１０
こころの健康づくり講演会，子育て講演会，健康相談，検査等体験，動物
愛護等，保健所が係わる業務を通じた体験型のイベントです。

10月2日
10:00～16:00

盛岡市保健所 盛岡市保健所
http://www.city.morioka.iwate.jp/19hokenjo/kikaku/portal/index.html

盛岡市保健所企画総務課
019-603-8301

盛岡市 ② 繋友祭 小学校の学習発表会と中学校の文化祭を共同で行います。
11月3日

9:00～12:30
繋地区活動セン
ター

盛岡市立繋小・繋中学校 無料
繋小学校(019-689-2226)
繋中学校（019-689-2227）

盛岡市 ② 仙北中文化祭
生徒会を中心とした数々の展示や合唱コンクール、部活動の発表展示
等、日ごろの活動の成果を発表します。

10月2日
8:40～16:00

仙北中学校 盛岡市立仙北中学校 無料
仙北中学校
０１６－６３６－０５７５

盛岡市 ② 浅岸小学校学習発表会・収穫祭
児童のステージ発表、展示等。児童が収穫したもち米でもちをつき、地域
の方々とともに自然の恵みに感謝しながらいただきます。

10月31日
9:00～14:00

浅岸小学校体育館 浅岸小学校 無料
浅岸小学校
019-651-2132

盛岡市 ② 道徳公開講座
各学級が道徳の授業を公開し地域の方と道徳教育について共通理解を
図ります。

11月13日
9:00～12:00

津志田小学校 津志田小学校 無料
津志田小学校
019－637-2644

盛岡市 ② 津志田小学校学習発表会 各学年が劇などにより学習の成果を発表します。
11月5日

9:00～12:00
津志田小学校 津志田小学校 無料

津志田小学校
019－637-2644

盛岡市 ② 都南東小学校学習発表会 劇や歌などにより、日頃の学習の成果を各学年ごとに発表しあいます。
10月23日
8:45-12:00

都南東小学校 都南東小学校 無料
都南東小ｙ学校
019-696-5600

盛岡市 ② 都南東小学校読書まつり 読書ボランティアによる読み聞かせや図書クイズ、親子読書の表彰
11月19日

14:00-14:50
都南東小学校 都南東小学校 無料

都南東小ｙ学校
019-696-5600

盛岡市 ②
土淵小学校創立130周年記念式
典・記念集会、祝賀会

土淵小学校創立１３０周年を学校・保護者・地域で祝う。内容は式典、合
唱交流会と祝賀会

10月30日
10：00～12：15

土淵小学校、土淵
地区活動センター

土淵小学校 土淵小学校、019-647-4740

盛岡市 ② 北松園小学校学習発表会 劇や歌などにより、日頃の学習の成果を各学年ごとに発表しあいます。
10月23日

８：３０－１２：００ごろ
北松園小学校体育
館

北松園小学校 無料 北松園小学校０１９－６６１ー７７７５

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
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盛岡市 ② 校内ロードレース大会 全校児童によるマラソン大会です。
10月5日

8：30ー12：00ごろ
北松園小学校校庭
及び学校周辺

北松園小学校 無料 北松園小学校０１９－６６１ー７７７５

盛岡市
①②
③

平成22年度薮川地区合同文化祭
地区の公民館が主催し、小中学校、自治会、老人クラブ、婦人会合同で
展示、ステージ発表を行います。

10月3日
9:00～16:00

外山小学校 薮川地区公民館 無料
外山小学校
019-681-5056

宮古市 ① 宮商デパート
総合的な学習の時間で取り組んでいる宮商デパートの開催。２８店舗で
生徒が仕入れた商品を販売。

10月30日～10月31
日

9:30～15:00

岩手県立宮古商業
高等学校

岩手県立宮古商業高等学校 無料
宮古商業高等学校
0193-62-6856

宮古市 ③ 水高祭
日頃の学習活動の展示発表のほか、ファッションショーや実習製品の販
売、大食堂などがあります。

10月24日
9:30～14:30

岩手県立古水産高
校

岩手県立古水産高校 無料
宮古水産高校
0193-62-1430

宮古市 ② 学校へ行こう週間
授業や部活動、校舎施設の見学ができます。学習成果の作品も展示しま
す。

11月1日～11月5日
9:00～16:30

岩手県立古水産高
校

岩手県立古水産高校 無料
宮古水産高校
0193-62-1430

大船渡市 ② 幼稚園生活発表会 劇や歌のステージ発表を行います。
11月20日

9:00～12:00
綾里幼稚園 綾里幼稚園 無料

綾里幼稚園
0192-42-2165

大船渡市 ② 幼稚園生活発表会 劇や歌のステージ発表を行います。
11月27日

9:00～12:00
越喜来幼稚園 越喜来幼稚園 無料

越喜来幼稚園
0192-44-3080

大船渡市 ① 市内各町民運動会
市民総参加によるスポーツの祭典として、健康増進と体力づくりを目的に
行います。

10月10日
8:00～12:00

市内各学校校庭 各地区公民館 無料 市内各地区公民館

大船渡市 ② 学校に行こう週間 　本校の日常の教育活動を広く地域の方々に公開します。
10月18日～22日

9：30～15：00
岩手県立気仙光陵
支援学校

岩手県立気仙光陵支援学校 無料
気仙光陵支援学校
0192－27－9856

大船渡市 ② 光陵祭
　日頃の学習の成果をステージ発表や作品展示等を通して、保護者や地
域の方々に総合的に発表します。

11月13日
9：20～14：00

岩手県立気仙光陵
支援学校

岩手県立気仙光陵支援学校 無料
気仙光陵支援学校
0192－27－9856

大船渡市 ② 学校へ行こう週間 学校の授業、部活動、施設の公開

11月2日～11月5日
（11月3日除く）

9:00～17:00
　（全日制）

16:30～21:00
　（定時制）

岩手県立大船渡高
等学校

岩手県立大船渡高等学校 無料
大船渡高等学校
0192-26-4441

大船渡市 ② 東高祭（文化祭）
専門学科の学習成果の展示や収穫物・作品の販売、文化部・委員会等
の活動発表などを行います。

10月30日～10月31
日

9:00～15:30予定

岩手県立大船渡東
高等学校

岩手県立大船渡東高等学校 無料
大船渡東高等学校　総務課
０１９２－２６－２３８０

大船渡市 ③
気仙誕生1200年記念「姫神コン
サート」

県内に活動拠点を置く「姫神」による記念コンサートです。
10月29日
18:30開演

大船渡市民文化会
館(リアスホール)

気仙誕生1200年記念事業実
行委員会

気仙誕生1200年記念事業実行委員会
（大船渡市企画政策部企画調整課）
0192-27-3111（内線230)

大船渡市 ③ 気仙誕生1200年祭 童門冬二氏(作家)による記念講演、各種アトラクション等が催されます。
10月3日
13:30～

大船渡市民文化会
館(リアスホール)

気仙誕生1200年記念事業実
行委員会

無料
気仙誕生1200年記念事業実行委員会
　（大船渡市企画政策部企画調整課）
0192-27-3111（内線230)

大船渡市 ② 幼稚園生活発表会 劇や歌のステージ発表を行います。
11月20日

9:30～12:00
吉浜幼稚園 吉浜幼稚園 無料

吉浜幼稚園
0192-45-2544

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
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大船渡市 ③ 柳家花緑落語独演会 落語家（真打）柳家花緑氏による落語独演会です。
10月21日
18:30開演

三陸公民館
三陸地区芸術文化鑑賞事業
実行委員会

三陸地区芸術文化鑑賞事業実行委員会事務局
（三陸公民館）0192-44-2510

大船渡市 ② 校内マラソン大会　14校
全学年児童が参加して、各学校で設定した長距離コースを走り、順位を
競います。

10月1日～11月18日 市内各小学校 市内各小学校 無料 市内各小学校

大船渡市 ②
小学校学習発表会(校内作品展)
14校

劇や歌のステージ発表及び作品展示により、日頃の学習の成果を各学
年ごとに発表します。

10月23日～11月6日 各小学校 市内各小学校 無料 市内各小学校

大船渡市 ② 中学校文化祭　8校
劇や歌のステージ発表及び作品展示により、日頃の学習の成果を各学
年ごとに発表します。

10月23日、　24日、
31日

各中学校 市内各中学校 無料 各中学校

大船渡市 ①
全国男女共同参画宣言都市サ
ミットｉｎおおふなと

住田裕子氏(弁護士)による基調講演･内閣府報告･シンポジウム等が催さ
れます。(事前申込必要）

10月8日
13:00～17:15

大船渡市民文化会
館(リアスホール)

大船渡市 無料
大船渡市企画政策部活力推進課
0192-27-3111（内線214）

事前申
込必要

大船渡市 ③ 市民芸術祭　総合美術展 市民による絵画、書写、工芸等の作品を展示します。
10月30日～11月1日
9:00～17:00　※最終

日は13:00まで
大船渡市民体育館

大船渡市教育委員会・大船
渡市芸術文化協会

無料
大船渡市教育委員会生涯学習課
0192-27-3111（内線273）

大船渡市 ③
市民芸術祭　小中学校音楽発表
会

市内の小中学生が合唱、吹奏楽等の発表を行います。
11月11日

8:40～15:45
大船渡市民文化会
館（リアスホール)

大船渡市教育委員会・大船
渡市芸術文化協会

無料
大船渡市教育委員会生涯学習課
0192-27-3111（内線273）

大船渡市 ①

第46回東北高等学校駅伝競走大
会
第21回東北高等学校女子駅伝競
走大会

東北管内の各県予選上位チームによる男女別学校対抗駅伝競走大会で
す。

11月11日
(男子)10:00～
(女子)10:30～

※閉会式13:30～

大船渡公認コース
東北高等学校体育連盟･岩
手県教育委員会･大船渡市
教育委員会ほか

無料

(財)大船渡市体育協会
0192-27-1001
大船渡市教育委員会生涯学習課
0192-27-3111（内線275）

花巻市 ③ 花巻市民芸術祭（大迫会場） 図画、書写、工作などの作品を展示し、鑑賞し合います。
11月3日～4日

3日9:00～4日15:00
大迫交流活性化セ
ンター

花巻市 無料
大迫総合支所地域振興課
0198-48-2111

花巻市 ①
花巻スポーツフェスティバル２０１
０

スポーツ・レクリエーション
花巻市民総参加マラソン

10月11日
9:30～15:30

日居城野運動公園 花巻市
花巻市まちづくり部スポーツ振興課
0198-24-2111　内線(292・293）

花巻市 ① ２０１０イーハトーブレディース駅伝
駅伝コース　１５キロコース（５区間）
周回コース　２キロ

10月17日
9:00～15:00

花巻市役所～花巻
温泉・花巻温泉周
辺

花巻市
花巻市まちづくり部スポーツ振興課
0198-24-2111　内線(292・293）

花巻市 ① 第39回早池峰ロードレース大会
ロードレース　３キロ、５キロ、１０キロ、２０キロ
ウオーキング　３キロ、７キロ、１０キロ

10月3日
7:30～12:00

大迫町早池峰湖周
辺

花巻市
花巻市まちづくり部スポーツ振興課
0198-24-2111　内線(292・293）

花巻市 ② 花巻市内小学校音楽発表会 各小学校の児童による音楽発表会
10月28日
10月29日

9:30～12:30

花巻市文化会館大
ホール

花巻市教育委員会 無料
花巻市教育委員会小中学校課
0198-45-1311

花巻市 ②
花巻市中学校総合文化祭展示部
門

作品展示
11月6日～
11月8日

9:00～12:30

花巻市文化会館展
示ホール

花巻市教育委員会 無料
花巻市立石鳥谷中学校
0198-45-3117

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
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花巻市 ②
花巻市中学校総合文化祭ステー
ジ部門

合唱、文化活動発表
11月8日

13:30～16:00
花巻市文化会館大
ホール

花巻市教育委員会 無料
花巻市立石鳥谷中学校
0198-45-3117

花巻市 ② ポプラ祭（文化祭） 作品展示、吹奏楽部演奏、弁論、英語弁論、合唱コンクール等
10月24日

9:00～15:30
花巻中学校 花巻中学校 無料

花巻中学校
0198-23-2151

花巻市 ② 学校公開 参観授業、合唱集会、全体研究会
11月5日

14:00～16:40
花巻中学校 花巻中学校 無料

花巻中学校
0198-23-2151

花巻市 ②
花巻市中学校総合文化祭ステー
ジ発表

市内の中学２年生による合唱の発表会
11月8日

13:00～15:30
花巻市文化会館大
ホール

花巻中学校 無料
花巻中学校
0198-23-2151

花巻市 ② 北中祭
演劇、各コンクール参加者の発表と各学年毎の合唱コンクールを行いま
す。

10月24日
9:00～15:00

花巻北中学校 花巻北中学校 無料
花巻北中学校
0198-24-8766

花巻市 ② 講演会 歯に関わる内容について学校歯科医より講演を受けます。
11月11日

13:30～14:20
花巻北中学校 花巻北中学校 無料

花巻北中学校
0198-24-8766

花巻市 ② こたままつり 学習活動の展示・舞台発表、作業製品等の販売活動、PTAバザー他 11月6日
岩手県立花巻清風
支援学校

岩手県立花巻清風支援学校 無料
花巻清風支援学校
0198-28-2421

花巻市 ④ ふれあい文化祭 舞台発表・学習活動作品展示 11月26日
岩手県立花巻清風
支援学校

岩手県立花巻清風支援学校 無料
花巻清風支援学校
0198-28-2421

花巻市 ① 学校見学週間 授業参観、校舎内の見学、学校概要の説明
11月6日

～11月12日
岩手県立花巻清風
支援学校

岩手県立花巻清風支援学校 無料
花巻清風支援学校
0198-28-2421

花巻市 ① 学校へ行こう週間
保護者、地域の方をはじめ一般の方々に授業公開、学校説明を行いま
す。

11月1日～
11月4日

(11月3日は除く)9:00
～16:00

岩手県立花巻南高
等学校

岩手県立花巻南高等学校 無料
http://www2.iwate-ed.jp/hks-h/
岩手県立花巻南高等学校
0198-23-4236

花巻市 ② 花農祭 各学科で学習の成果を発表したり､加工品や農産物の即売を行います。
10月24日

9:00～15:00
岩手県立花巻農業
高校

岩手県立花巻農業高校 無料 花巻農業高校０１９８－２６－３１３１

花巻市 ① 学校開放講座
シクラメンの冬の管理方法について、園芸を専門とする教諭から実技指
導を受けます。

11月26日
13:40～15:30

岩手県立花巻農業
高校　愛農農場

岩手県立花巻農業高校 無料 花巻農業高校０１９８－２６－３１３１

花巻市 ② 青雲祭（本校の文化祭）
学科や教科等の研究発表及び展示発表、ステージ発表等を行います。ク
ラス模擬店、PTAによる食堂もあります。

10月17日
10:00～15:00

岩手県立花北青雲
高等学校

岩手県立花北青雲高等学校 無料
花北青雲高等学校
0198-45-3732

花巻市 ①
子育てサポーター養成講座（第4
回）

子育ての支援に指導的な立場で携わる「岩手県子育てサポーター」を養
成するための講座です。（4回目）

10月7日～
10月8日

9:30～16:20

岩手県立生涯学習
推進センター

岩手県立生涯学習推進セン
ター

無料
http://www.manabi.pref.iwate.jp
県立生涯学習推進センター
0198-27-4555

花巻市 ② 総合教育センター一般公開
総合教育センターの施設と設備を公開します。
所員による科学実験や木工等の製作体験教室を行います。

11月7日
10:00～15:30

岩手県立総合教育
センター

岩手県立総合教育センター 無料
岩手県立総合教育センター
情報教育担当　0198-27-2254

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
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花巻市 ② 学校へ行こう週間 授業や施設の公開を行います。
10月12日～18日

9:00～17:00
岩手県立大迫高校 岩手県立大迫高校 無料 0198-48-3228

花巻市 ② 迫高祭 展示発表やステージ発表などを一般公開します。
10月17日

10:00～16:00
岩手県立大迫高校 岩手県立大迫高校 無料 0198-48-3228

花巻市 ② 亀ヶ森小学校学習発表会 劇や歌などにより、日頃の学習の成果を各学年ごとに発表しあいます。
10月23日

8:45～11:50
亀ヶ森小学校 亀ヶ森小学校 無料

亀ヶ森小学校
0198-48-2229

花巻市 ② 宮野目小学校学習発表会 日常の学習の成果をステージ発表、作品発表で行います。
10月16日

8:50～11:45
宮野目小学校 宮野目小学校 無料

宮野目小学校
 0198-26-3119

花巻市 ② 文化祭「宮中祭」 学年劇や学級合唱、作品展示など学習成果を発表します。
10月24日

2：50～5：40
宮野目中学校 宮野目中学校 無料

宮野目中学校
0198-26-2117

花巻市 ② 桜台小学校学習発表会
劇や歌などにより、日頃の学習の成果を各学年毎に地域の方々に発表し
ます。

10月30日
9:00～12:00

桜台小学校 桜台小学校 無料 桜台小学校　0198-24-6066

花巻市 ② 学習発表会 劇や歌などにより、日頃の学習の成果を各学年ごとに発表しあいます。
10月23日

9：00～11：45
新堀小学校 新堀小学校 無料

新堀小学校
0198-45-3021

花巻市 ② 収穫感謝祭
子ども達が学校の畑で採れた作物の収穫を喜び合うとともに、普段お世
話になっている地域の方々に感謝の気持ちを表します。

11月5日
13：00～15：00

新堀小学校 新堀小学校 無料
新堀小学校
0198-45-3021

花巻市 ②
成島地区教育振興運動実践・世
代間交流会

世代間交流会（各実践区の郷土芸能の発表を通して世代間の交流を深
めることにより、地域の活性化に資するものです。）

10月23日
13:00～15:00

成島小学校 成島小学校 無料
成島小学校
0198-42-4217

花巻市 ② 学習発表会
学習発表会（地区民に対して、学校の活動や児童の学習の成果を発表す
る場とします。）

10月23日
9:00～12:00

成島小学校 成島小学校 無料
成島小学校
0198-42-4217

花巻市 ② 授業参観
授業参観（保護者や地域へ学校の教育活動を広く公開し、児童指導や望
ましい育成について共通理解を図る機会とします。

11月7日
13:00～13:45

成島小学校 成島小学校 無料
成島小学校
0198-42-4217

花巻市 ② フリー参観 参観授業や、PTA主催による講演会を行います。
11月18日

8:45～16:30
石鳥谷中学校 石鳥谷中学校 無料

石鳥谷中学校
0198-45-3118

花巻市 ② 石中祭（文化祭）
学級テーマ展示や作品展示、吹奏楽部演奏、英語弁論、合唱コンサート
などを行います。

10月24日
9:00～15:00

石鳥谷中学校 石鳥谷中学校 無料
石鳥谷中学校
0198-45-3117

花巻市 ② 収穫祭
地域の方やＪＡの方の支援で育て、収穫したもち米を使用し、もちつきの
後感謝して頂きます。

11月20日
10:45～13:00

前田小学校 前田小学校 無料
前田小学校
0198-25-2009

花巻市 ② 教振講演会
精神科医の話を聞き、子どもたちの心身の健康についてみんなで考えま
す。

11月19日
13:00～13:45

大迫小学校 大迫小学校 無料
大迫小学校
0198-48-2226

花巻市 ② 迫中祭（文化祭）
作品展示、合唱コンクール、学年ステージ発表、郷土芸能鑑賞、吹奏楽
発表他

10月24日
8:30～15:00

大迫中学校 大迫中学校 無料
大迫中学校
0198-48-2221

花巻市 ② 学習発表会 劇や歌など、これまで学習してきたことを地域の方々に発表します。
10月23日

9:00～12:00
谷内小学校 谷内小学校 無料

谷内小学校
0198-44-3116
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花巻市 ② 校内マラソン大会 学校の周りの道路を走り、練習してきた成果を試します。
10月5日

10:30～12:00
谷内小学校 谷内小学校 無料

谷内小学校
0198-44-3115

花巻市 ② 授業参観日 日頃の学習の様子を保護者や地域の方に見ていただきます。
11月19日

13:30～16:00
谷内小学校 谷内小学校 無料

谷内小学校
0198-44-3118

花巻市 ② 収穫祭 学校の畑で収穫したサツマイモを焼き芋にして、みんなで味わいます。
11月2日

10:30～12:00
谷内小学校 谷内小学校 無料

谷内小学校
0198-44-3117

花巻市 ② 土沢小学校収穫祭
体験田で収穫したもち米で稲作を手伝ってくれた方や地域の方々と餅を
つき、雑煮にしていただきます。

11月5日
10:30～13:00

土沢小学校体育館 土沢小学校 無料
土沢小学校
0198-42-4225

花巻市 ① トールペイント教室 親子で楽しめる絵付けをおこないます。
10月23日10:00～

12:00
東和図書館 東和図書館

東和図書館
0198-42-3202

花巻市 ② 花巻市立東和中学校文化祭
壁新聞コンクール、合唱コンクール、各学年の総合学習の発表や吹奏楽
部、美術部の発表を行います。

10月31日
8:40～15:20

東和中学校 東和中学校 無料
東和中学校
0198-42-4221

花巻市 ②
花巻市立東和中学校学校へ行こ
うＤＡＹ

地域の方や保護者への学校公開です。授業参観やＰＴＡ講演会などを行
います。

11月28日
13:35～15:25

東和中学校 東和中学校 無料
東和中学校
0198-42-4221

花巻市 ② 湯口小学校学習発表会
学習の成果を各学年毎に発表し、保護者や地域の方々に見ていただきま
す。

10月23日
8:50～12:00

湯口小学校 湯口小学校 無料
湯口小学校
0198-28-2220

花巻市 ② 秋桜祭（文化祭） 作品展示、吹奏楽部演奏、弁論、英語弁論、合唱コンクール等
10月23日

8:30～15:30
湯本中学校 湯本中学校 無料

湯本中学校
0198-27-2719

花巻市 ②
花巻市中学校総合文化祭ステー
ジ発表

市内の中学２年生による合唱の発表会
11月8日

13:00～15:30
花巻市文化会館大
ホール

湯本中学校 無料
湯本中学校
0198-27-2719

花巻市 ② 学習発表会 児童によるステージ発表等を行います。
10月17日

8:45～11:10
内川目小学校体育
館

内川目小学校 無料
内川目小学校
0198-48-5100

花巻市 ② 収穫祭・祖父母参観日
学校の畑で収穫したサツマイモを使用して焼き芋して食べたり、祖父母と
の交流を行ったりします。

11月12日
13：30～15：30

内川目小学校体育
館

内川目小学校 無料
内川目小学校
0198-48-5100

花巻市 ③ 校内マラソン大会
業間活動や体育の授業で鍛えた走りを発揮して完走・自己ベストを目指し
ます。

10月12日
10:40～12:15

八重畑小学校 八重畑小学校 無料
八重畑小学校
0198-47-2114

花巻市 ② 学習発表会
これまでに学習した成果を各学年毎に発表し、保護者や学区の方々に見
ていただきます。

10月23日
9:00～12:00

八重畑小学校 八重畑小学校 無料
八重畑小学校
0198-47-2114

花巻市 ② 祖父母参観 普段の授業の様子を広く祖父母や地域の方々に参観していただきます。
11月19日

14:00～15:00
八重畑小学校 八重畑小学校 無料

八重畑小学校
0198-47-2114

北上市 ①
2010いわて北上マラソン大会・全
日本マスターズマラソン選手権大
会

マラソンの部、10㎞の部があり、（財）日本陸上競技連盟公認マラソンコー
スとなっています。

10月10日
8:50～15:00

北上陸上競技場発
着（北上市内）

いわて北上マラソン大会実行
委員会

http://marathon.kitakamicity.com/
北上市教育委員会スポーツ振興課内いわて北上マラソン
大会実行委員会
0197-64-2587
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北上市 ② 学校へ行こう週間
保護者・地域住民へ学校を公開し、日頃の教育活動のより良い深い理解
を図り透明性の高い運営を目指します。

10月4日～10月18日
9:00～16:00

北上地区　県立高
校

岩手県立黒沢尻工業高校 無料
黒沢尻工業高校
0197-66-4115

北上市 ① 北上市民ロードレース大会
小学校1～４年生は1,000ｍ、5・6年生は2,000ｍ、中学生以上は3,000ｍの
ロードレースとなっています。

10月10日 北上総合運動公園 財団法人北上市体育協会
（財）北上市体育協会
0197-67-6720

北上市 ④ 図書館収蔵資料展と講演会 貴重扱いの郷土資料の展示と、関連の講演会

11月6日～ 11月11日
（講演会 11月7日）展
示 ９:00～17:00　講
演会 13:30～14:30

中央図書館 北上市 無料 北上市立中央図書館0197-63-3359

北上市 ② 小学校学習発表会　18校 学習発表会
10月16日～

11月6日
各小学校 北上市 無料 各小学校

北上市 ② 中学校文化祭　９校 文化祭
10月23日～
10月30日

各中学校 北上市 無料 各中学校

北上市 ④
生涯学習市民のつどい
「遊・ＹＯＵ学園祭」

生涯学習センター入居団体との協働による各種実践発表、作品展示、生
涯学習関連事業の紹介

11月14日
10:00～16:00

北上市生涯
学習センター

北上市 無料
北上市教育委員会生涯学習文化課
0197－61－3231

北上市 ② 北上市立小学校児童作品展 市内小学校児童の絵画、書写、工作作品の展示発表
11月27日～
11月28日

9:00～17:00

江釣子交流セン
ター

北上市 無料 北上市教育委員会学校教育課

北上市 ② 北上市立小学校音楽会 市内小学校児童の合唱、器楽演奏などの発表
11月9日

9:30～15:00
さくらホール 北上市 無料

北上市教育委員会学校教育課
0197-64-2111

北上市 ④ おはなし会スペシャル 人形劇サークル「ゆめのたね」による、人形劇、ペープサート　ほか
10月22日

10:00～11:00
江釣子図書館 北上市 無料 北上市立中央図書館0197-63-3359

北上市 ④ 読書ボランティア交流発表会 ボランティアグループの実践発表とブックトークについての講演
10月27日

9:30～11:30
中央図書館 北上市 無料 北上市立中央図書館0197-63-3359

北上市 ②
和賀地区中学校総合文化祭ス
テージ発表会

和賀地区中学校生徒の文化活動の発表
11月10日

9:30～13:30
さくらホール 北上市 無料

和賀地区中学校文化連盟事務局
北上北中学校 0197-66-2518

北上市 ④ おはなし会スペシャル よしきり会による郷土の民話のブラックシアターほか
11月7日

10:30～11:30
和賀図書館 北上市 無料 北上市立中央図書館0197-63-3359

久慈市 ② 世代間交流 地域のお年寄りと“昔遊び”を通して、交流を図ります。
11月2日

10:00～11:00
宇部小学校体育館

久慈市立
宇部小学校

無料
宇部小学校
0194-56-2033

久慈市 ② 授業参観 公開授業
11月20日

9：30～10：15
久慈湊小学校

久慈市立
久慈湊小学校

無料 久慈湊小学校0194-53-2374

久慈市 ② 図書祭り
講師を招いての、保護者、児童、教職員による読書に関する集会、読み
聞かせ＆ブックトーク等

11月25日
14:00～16:00

戸呂町小学校
久慈市立
戸呂町小学校

無料
戸呂町小学校
0194-72-2950

久慈市 ② 三崎中学校授業参観 少人数指導の授業公開
11月5日

13:35～15:45
三崎中学校

久慈市立
三崎中学校

無料
三崎中学校
0194-54-2323

久慈市 ① 家庭教育講演会 保護者対象の子育て講演会を行います。
10月22日

14:30～15:30
小久慈小学校聴覚
室

久慈市立
小久慈小学校

無料
小久慈小学校
0194-59-3555

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
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久慈市 ②
霜畑小学校PTAグラウンドゴルフ
大会

いくつかのチームに分かれ、校庭でグラウンドゴルフをして楽しみます。世
代間の交流を図ります。

10月16日
13:00～15:30

霜畑小学校
久慈市立
霜畑小学校

無料
霜畑小学校
0194-75-2001

久慈市 ② 霜畑小学校授業参観日 児童の学習の様子を、保護者や地域住民に参観していただきます。
11月26日

13:40～14:25
霜畑小学校

久慈市立
霜畑小学校

無料
霜畑小学校
0194-75-2001

久慈市 ② 収穫祭・三世代交流会
老人クラブと一緒に栽培・収穫したそば粉によるそば作りとパークゴルフ
による交流をします。

11月20日
10:30～14:30

日野沢小学校
久慈市立
日野沢小学校

無料
日野沢小学校
0194-72-2031

久慈市 ② 図書祭り 親子で一緒に読書会や良書の紹介等と行います。
11月26日

10:30～11:30
日野沢小学校

久慈市立
日野沢小学校

無料
日野沢小学校
0194-72-2031

久慈市 ② 音楽集会 全校合唱、学年発表
10月20日

14:15～14:30
平山小学校

久慈市立
平山小学校

無料
平山小学校
0194-53-4379

久慈市 ① 平山地域スポレク祭 グラウンドゴルフ
10月30日

10:00～12:00
平山小学校

久慈市立
平山小学校

無料
平山小学校
0194-53-4379

久慈市 ② 音楽集会 全校合唱、学年発表
11月30日

14:15～14:30
平山小学校

久慈市立
平山小学校

無料
平山小学校
0194-53-4379

久慈市 ① 久工創立30周年記念式典 記念式典、記念講演会を実施
10月16日

10：00～12：30
岩手県立久慈工業
高等学校

岩手県立久慈工業高等学校 無料
久慈工業高等学校
0194-78-2123

久慈市 ② 久慈工祭（文化祭）
文化部や各種委員会の活動状況、実習内容の紹介及び学校の施設・設
備の開放

10月30日～10月31
日

13：00～16：00
9：00～16：00

岩手県立久慈工業
高等学校

岩手県立久慈工業高等学校 無料
久慈工業高等学校
0194-78-2123

久慈市 ② 公開文化祭
学習成果の展示（総学、芸術等）
部活動紹介、クラス展示、食堂

10月27日
10月28日

18:30～20:00

岩手県立久慈高校
長内校

岩手県立久慈高校長内校 無料
岩手県立久慈高等学校長内校
0194-53-3787

久慈市 ② 学校へ行こう週間 授業公開、施設設備等案内
11月1日～11月5日

13:05～20:40
岩手県立久慈高校
長内校

岩手県立久慈高校長内校 無料
岩手県立久慈高等学校長内校
0194-53-3787

久慈市 ② 「学校行こう週間」
授業をはじめ、清掃時間、部活動時間まで普段の学校の活動全般につい
て公開します。

10月25日～10月29
日

9:00～17:00

岩手県立久慈高等
学校

岩手県立久慈高等学校 無料
久慈高等学校
0194-55-2211

久慈市 ② 文化祭「東高祭」 文化部・系列の展示発表、マーケット、バザー、食堂
10月23・24日
10:00～15:00

岩手県立久慈東高
校

岩手県立久慈東高校 無料
岩手県立久慈東高等学校
0194-53-4371

久慈市 ② 学習成果発表会 系列の学習成果発表
11月25日

13:00～15:30
岩手県立久慈東高
校

岩手県立久慈東高校 無料
岩手県立久慈東高等学校
0194-53-4371

久慈市 ①
平成22年度市民グラウンドゴルフ
大会・ペタンク大会

久慈市民を対象としたグラウンドゴルフ・ペタンク大会
10月3日
9:00～

久慈川河川公園 久慈市 無料
久慈市教育委員会社会体育課
0194－52－2111

久慈市 ①
第21回久慈地区ふれあい柔剣道
大会

柔道個人団体、剣道個人団体それぞれ、小学生、中学生、高校生の部で
行われる柔剣道大会

10月9日
9:00～

久慈市民体育館 久慈市 無料
久慈市教育委員会社会体育課
0194－52－2111

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
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久慈市 ③ 久慈市立小・中学校音楽発表会 市内小学生の合唱・合奏発表会
11月11日

9:30～16:00
アンバーホール 久慈市 無料

久慈市教育委員会学校指導課
0194-52-2155

久慈市 ①
平成22年度久慈市民ニュース
ポーツ交流大会

久慈市民を対象としたレクリエーションスポーツの交流大会
11月14日

9:00～
久慈市民体育館 久慈市 無料

久慈市教育委員会社会体育課
0194－52－2111

久慈市 ③ 市民芸術文化祭
久慈市で活動している芸術文化団体による
作品展示や舞台発表を行います。

11月5日～7日
9:00～18:00

久慈市文化会館
(アンバーホール)

久慈市 無料
久慈市文化会館(アンバーホール)
0194-52-2700

久慈市 ①
丸い地球の暮らし方2010　10月講
演会・中央公民館利用サークル活
動成果発表会

認知症患者やうつ病患者を地域で支え、豊かな暮らしと健康につなげる
支援方法について学ぶ。

10月20日
13:30～15:30

中央公民館 久慈市 無料
久慈市立中央公民館
0194-53-4606

久慈市 ③ 葉加瀬太郎コンサート2010
世界的ヴァイオリニスト葉加瀬太郎の20周年記念
室内楽コンサートを行います。

10月22日
開演18:30

久慈市文化会館
(アンバーホール)

久慈市
久慈市文化会館(アンバーホール)
0194-52-2700

久慈市 ③ 久慈市立小・中学校音楽発表会 市内中学生の合唱・合奏発表会
11月10日

13:00～16:00
アンバーホール 久慈市 無料

久慈市教育委員会学校指導課
0194-52-2155

久慈市 ① 家庭教育セミナー
実験を通して自然の偉大さを知り、豊かな自然を守るために必要なことは
何か考えていく。

11月20日
10:30～12:00

久慈湊小学校 久慈市 無料
久慈市立中央公民館
0194-53-4606

久慈市 ③ 第63回芸術祭巡回美術展 岩手芸術祭の優秀作品の展示、上映を行います。
11月27日 ～28日

9:00～18:00
久慈市文化会館
(アンバーホール)

久慈市 無料
久慈市文化会館(アンバーホール)
0194-52-2700

久慈市 ① 家庭教育セミナー 次代の子どもたちをどう育てるか、親としてあるべき姿を学ぶ。
11月27日

9:00～10:00
久慈小学校 久慈市 無料

久慈市立中央公民館
0194-53-4606

久慈市 ①
第15回久慈もぐらんぴあ駅伝競走
大会並びにもぐらんぴあ小学生マ
ラソン大会

中学生男女、一般（７区間）、高校生男女、一般（４区間）の19.5kmの駅伝
競走、駅伝発着地点付近をコースとした小学生対象のマラソン大会

11月7日
9:00～

日本地下石油備蓄
基地前発着

久慈市
社団法人久慈市体育協会
0194－61－3353

久慈市 ③ 第13回吹奏楽祭
久慈管内の小･中･高･一般による吹奏楽の
合同演奏会を行います。

11月7日開演13:00
久慈市文化会館
(アンバーホール)

久慈市 無料
久慈市文化会館(アンバーホール)
0194-52-2700

久慈市 ② 学習発表会 劇や歌などにより、日頃の学習の成果を各学年ごとに発表しあいます。
10月16日

9:00～12:00
宇部小学校体育館

久慈市立
宇部小学校

無料
宇部小学校
0194-56-2033

久慈市 ② 文化祭 合唱発表・演劇発表・作品展示等を行います。
10月30日

9：00～15：00
宇部中学校

久慈市立
宇部中学校

無料
宇部中学校
0194-56-2322

久慈市 ② 夏井小学校学習発表会 歌や劇などにより，日常の学習の成果を総合的に発表します。
10月24日

9:00～11:15
夏井小学校

久慈市立
夏井小学校

無料
夏井小学校
0194-53-3715

久慈市 ② そばの会食会
地域の方に教わりながら，全校で育てたそばで，高学年がそば打ちを体
験し，保護者や地域の方と一緒に、全校でそばを食べます。

11月30日
9:00～12:50

夏井小学校
久慈市立
夏井小学校

無料
夏井小学校
0194-53-3715

久慈市 ② 夏井小学校運動会
徒競走やダンスなどにより，日常の学習の成果を総合的に発表します。
PTA種目も数多くあります。

5月24日
9:00～15:00

夏井小学校
久慈市立
夏井小学校

無料
夏井小学校
0194-53-3715
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久慈市 ② 久喜小学校学習発表会 劇や歌等により、日頃の学習の成果を発表します。
11月6日

9:00～12:00
久喜小学校

久慈市立
久喜小学校

無料
久喜小学校
0194-54-2010

久慈市 ② 学習発表会
児童の日常の学習の成果の発表
・各学年の発表
・全校合唱及びリード合奏団の演奏

10月24日
8：45～12：00

久慈湊小学校
久慈市立
久慈湊小学校

無料 久慈湊小学校0194-53-2374

久慈市 ② 学習発表会・餅つき開
児童の学習発表（劇･音楽･展示等）
地区民との交流

10月17日
9:00～13:30

繋小学校
久慈市立
繋小学校

無料
繋小学校
0194-75-2632

久慈市 ② 豆腐作り 地区民を講師に豆腐作り体験を行います。
11月19日

8:30～13:50
繋小学校

久慈市立
繋小学校

無料
繋小学校
0194-75-2632

久慈市 ①② 授業公開・三世代交流会
授業公開
豆腐を使った郷土料理作りと児童･保護者･地区民との交流会を行います

11月20日
8:40～14:00

繋小学校
久慈市立
繋小学校

無料
繋小学校
0194-75-2632

久慈市 ② 学習発表会
総合的な学習の時間の中間まとめの発表、劇9、全校合唱、全校合奏、
全校踊り、保育園児の演技、戸呂町神楽保存会の演技（児童･青年会･老
人クラブ･保護者等）等。

10月31日
9:00～12:00

戸呂町小学校
久慈市立
戸呂町小学校

無料
戸呂町小学校
0194-72-2950

久慈市 ①② 三世代交流会（収穫祭）
地区の青年会、寿クラブ（老人クラブ）、婦人会、他の学区民、」保護者、
保育園児を迎えての収穫祭

11月14日
9:00～12:00

戸呂町小学校
久慈市立
戸呂町小学校
戸呂町青年会

無料
戸呂町小学校
0194-72-2950

久慈市 ② 三崎中学校文化祭 各教科作品の展示、合唱発表会、演劇発表
10月24日

9:00～15:00
三崎中学校

久慈市立
三崎中学校

無料
三崎中学校
0194-54-2323

久慈市 ② 日曜参観日
休日に参観日を行うことによって、保護者はもちろんのこと地域の方々に
も学校に来ていただいて、学校・家庭・地域の連携・協働を深めることをね
らいとしている。

10月31日
13:55～16:30

山形小学校
久慈市立
山形小学校

無料
山形小学校
0194-72-2001

久慈市 ② 山根小中学校合同文化祭 劇・歌・絵画・工作等の日頃の学習の成果を発表しあいます。
10月24日

9:00～12:00
山根中学校

久慈市立
山根小学校

無料
山根小学校
0194-57-2321

久慈市 ② 山根小中合同文化祭 演劇、合奏、展示
10月24日

9:00～12:00
山根中学校体育館

久慈市立
山根中学校

無料
山根中学校
0194-57-2341

久慈市 ② 文化祭 合唱、演劇、新聞コンクールなど
10月24日

9:00～16:45
侍浜中学校

久慈市立
侍浜中学校

無料
侍浜中学校
0194-58-2120

久慈市 ② 学習発表会 合唱・演劇等の発表を行います。
10月16日

8:30～12:00
小久慈小学校体育
館

久慈市立
小久慈小学校

無料
小久慈小学校
0194-59-3555

久慈市 ② 恵水園訪問 合唱等の発表を行います。
11月15日

9:30～11:30
恵水園

久慈市立
小久慈小学校

無料
小久慈小学校
0194-59-3555

久慈市 ② 小国小学校学習発表会 小国小学校児童による個人発表、合唱・合奏発表、作品展示
10月17日

9:00～12:00
小国小学校

久慈市立
小国小学校

無料
小国小学校
0194-75-2302

久慈市 ② 学習発表会 劇やダンスなどにより日頃の学習の成果を学級ごとに発表します。
10月23日

9:00～12:00
小袖小学校

久慈市立
小袖小学校

無料
小袖小学校
0194-54-2211

久慈市 ② 霜畑小学校学習発表会
劇や音楽などのステージ発表を行います。会場には、絵画や習字などの
作品も展示します。

10月16日
9:00～11:30

霜畑小学校
久慈市立
霜畑小学校

無料
霜畑小学校
0194-75-2001

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
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久慈市 ② 霜畑小学校秋の校内マラソン大会
４月から１０月まで取り組んだ業間マラソンのまとめとして、全校児童が、
約２．２ｋｍのコースを走ります。

10月29日
9:25～10:10

霜畑小学校
久慈市立
霜畑小学校

無料
霜畑小学校
0194-75-2001

久慈市 ② 大川目小学校学習発表会 劇や歌など日ごろの学習成果を発表します。
10月23日

9:00～12:00
大川目小学校

久慈市立
大川目小学校

無料
大川目小学校
0194-55-3254

久慈市 ② 大川目中学校文化祭 演劇、合唱など日頃の学習の成果を学年ごとに発表します。
10月31日

9:00～14:00
大川目中学校

久慈市立
大川目中学校

無料
大川目中学校
0194-55-3054

久慈市 ② 長内小学校学習発表会 劇や歌、合奏等により日頃の学習成果を発表します。
10月2日

9:00～12:00
久慈市文化会館

久慈市立
長内小学校

無料
長内小学校
0194-52-3801

久慈市 ② 文化祭 合唱コンクール、学習活動の展示・発表
10月30日

9:00～16:00
長内中学校

久慈市立
長内中学校

無料
長内中学校
 0194-53-3143

久慈市 ② 学習発表会
合唱、演劇、作品展示などにより、日頃の学習の成果を各学年ごとに発
表しあいます。

10月30日
9:00～12:00

日野沢小学校
久慈市立
日野沢小学校

無料
日野沢小学校
0194-72-2031

久慈市 ② 学習発表会 合唱、合奏、演劇、作品掲示等
10月23日

8:50～11:45
平山小学校

久慈市立
平山小学校

無料
平山小学校
0194-53-4379

久慈市 ② 自由参観、祖父母交流会 授業参観、祖父母との交流会
11月2日

9:30～12:00
平山小学校

久慈市立
平山小学校

無料
平山小学校
0194-53-4379

久慈市 ② 学習発表会
各学級、全校による劇や音楽などの発表、花壇・フォトコンクールの表彰
等を行います。

10月16日
9:00～12:00

来内小学校
久慈市立
来内小学校

無料
来内小学校
0194-72-2964

遠野市 ②
遠野市民センターバレエスタジオ
発表会

遠野市民センターバレエスタジオ生徒によるバレエ発表会 11月21日13:30～
遠野市民センター
大ホール

遠野市
遠野市民センター社会教育課
0198-62-4413　内線277

遠野市 ② 遠野少年少女合唱隊発表会 遠野少年少女合唱隊による合唱発表会 11月27日14:00～
遠野市民センター
中ホール

遠野市
遠野市民センター社会教育課
0198-62-4413　内線277

遠野市 ② 市民芸術祭　合同茶会 茶道表千家流遠野吉祥会・表千家陽正会の合同茶会
10月17日

10:00～15:00

市民センター講義
室、青少年ホーム
集会室

遠野市民芸術祭実行委員会
遠野市民センター社会教育課
0198-62-4413　内線277

遠野市 ② 市民芸術祭　舞台合同発表会 日本舞踊、吟詠、吟舞、邦楽、合唱、吹奏楽他
10月30日～31日

10:00～
遠野市民センター
大ホール

遠野市民芸術祭実行委員会
遠野市民センター社会教育課
0198-62-4413　内線277

遠野市 ② 市民芸術祭　総合展示会
市芸術文化協会会員及び一般市民の作品展（書道、絵画、手芸、文芸、
生け花等）、菊花展

10月30日～31日
9:00～16:00

（最終日は15時まで）

市民体育館、遠野
市民センター中
ホール

遠野市民芸術祭実行委員会 無料
遠野市民センター社会教育課
0198-62-4413　内線277

一関市 ③ 一関地方児童生徒音楽発表会 一関地方の全小中学校の代表が合唱や合奏を発表しあいます。
11月9日

9:30～16:10
一関文化センター

一関地方教育活動連絡会音
楽発表活動部会

無料 一関地方教育研究会・教育活動連絡会

一関市 ② 生活発表会 日頃の学習成果を保護者及び地域の方々へ公開する
11月27日

9:30～12：00
げいび幼稚園
0191-47-2147

げいび幼稚園 無料
げいび幼稚園
0191-47-2147
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一関市 ① 「源氏物語」と平安の色彩（二）－
日本古典文学「源氏物語」を中心に日本古典文学、並びに日本文化につ
いての知識を深めることを目的としています。

11月13日
一関工業高等専門
学校

一関工業高等専門学校 http://www.ichinoseki.ac.jp/oshirase/koukaikouza.html

一関市 ② 高専祭
各学科の教育研究や実験の紹介・展示、学生による自主企画の展示、部
活動の紹介、演奏会等を行います。

10月30日～10月31
日

一関工業高等専門
学校

一関工業高等専門学校 無料 http://www.ichinoseki.ac.jp/index.html

一関市 ③ 室根芸術文化発表会 一関市室根町内の学校及び地域内芸術文化関係者の作品発表の場

11月6.7日
7日

9：00～17：00
8日

9：00～15：00

きらめきパーク屋内
テニスコート

一関市 無料
一関市立室根公民館
0191-64-2347

一関市 ③ むろね芸能発表会 一関市室根町内の学校及び地域内芸能団体の発表の場
11月7日

10：00～14：01
きらめきパーク体育
館

一関市 無料
一関市立室根公民館
0191-64-2347

一関市 ① 第21回花泉マラソン大会「瀬古杯」
小学校低学年・親子の２ｋｍから３ｋｍ、５ｋｍ、一般男女及び高校生10ｋ
ｍまでの各コースのマラソン大会。

10月10日
10：00～12：00

花泉中学校スター
ト・ゴール

一関市 無料
一関市体育協会花泉支部
８２－１０８６（花夢パル）

一関市 ② むろね音楽会 一関市室根町内の学校及び地域内音楽関係者の発表の場
11月6日

13：30～16:31
一関市立室根中学
校

一関市 無料
一関市立室根公民館
0191-64-2347

一関市 ③ 永井地区文化祭
絵画、写真、生け花、菊花などの展示部門と舞踊謡曲、カラオケ等の芸
能発表。協賛事業として世代間交流、防災訓練を開催。

11月20日～21日
9:00～17:00

永井公民館 永井公民館 無料 一関市立永井公民館　0191-84-2557

一関市 ③ 花泉公民館福祉まつり 20日作品展示・子ども広場　21日防災コーナー・地震体験
11月20日～21日

9:00～17:00
花泉公民館 花泉公民館 無料 一関市立花泉公民館　0191-82-4375

一関市 ② 文化祭「関工祭」 学校の一般公開で実習やステージ発表、クラブ展示等を行います。
10月30日

9:00～15：00
岩手県立一関工業
高等学校

岩手県立一関工業高等学校 無料 一関工業高校　0191-24-2331

一関市 ③ 一関清明支援学文化祭 劇や歌、日頃の製菓を各学級ごとに発表しあいます。
10月16日

９：３０～１２：００
岩手県立一関清明
支援学校山目校舎

岩手県立一関清明支援学校
山目校舎

無料 一関清明支援学校山目校舎０１９１－２５－３２１０

一関市 ③ 一関清明支援学文化祭 劇や歌、日頃の製菓を各学級ごとに発表しあいます。
10月30日

９：３０～１２：００
岩手県立一関清明
支援学校本校舎

岩手県立一関清明支援学校
本校舎

無料 一関清明支援学校山目校舎０１９１－２４－２０４４

一関市 ② 千仰祭
各教室での展示、体育館ステージでの発表、校舎周辺でのイベント等を
通して、地域との交流を深め、本校の教育活動の成果を発信する機会と
する。

10月17日
10:00～14:30

岩手県立千厩高等
学校

岩手県立千厩高等学校 無料
千厩高等学校
0191-53-2091

一関市 ③ 金沢公民館まつり 20日作品展示・子ども教室・餅つき　　21日記念講演・芸能発表
11月20日～21日

9:00～17:00
金沢公民館 金沢公民館 無料 一関市立金沢公民館　0191-82-2954

一関市 ② 小梨小学校学習発表会 合唱、劇などにより、日頃の学習の成果を各学年毎に発表しあいます。
10月23日

8：50～12：15
小梨小学校 小梨小学校 無料

小梨小学校
0191-53-2142

一関市 ② 松川小学校学習発表会 歌や劇などにより、日頃の学習の成果を学校や学年ごとに発表します
10月23日

9:00～11:30
一関市立松川小学
校

松川小学校 無料
一関市立松川小学校
0191-48-2512

一関市 ② 公開参観日 保護者のほか、地域の方々も自由に授業参観をすることができます。
11月18日

13:40～14:25
一関市立松川小学
校

松川小学校 無料
一関市立松川小学校
0191-48-2512
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一関市 ② 収穫祭
老人クラブの方々やお世話をいただきた方々と交流や餅きり、会食をしま
す。

11月4日
10:30～12：00

一関市立松川小学
校

松川小学校 無料
一関市立松川小学校
0191-48-2512

一関市 ② 千厩小学校学習発表会 劇や歌などにより、日頃の学習の成果を各学年ごとに発表しあいます。
10月23日

8：45～11：40
千厩小学校 千厩小学校 無料 千厩小学校　0191-53-2145

一関市 ③ 川崎町文化祭
各部門の入賞作品の展示や演劇、音楽、舞踊等のステージ発表を行い
ます。地元の保育園・小学校の児童の図画や書写等の作品を展示した
り、金管クラブの発表を行ったりします。

11月5日～8日
9:00～17:00

川崎公民館 川崎公民館 無料 川崎公民館　0191-43-3112

一関市 ③ 東山文化祭 地域内の日頃の生涯学習活動の成果を発表します
10月30日～31日

9:00～18:00（31日は
16:00まで）

各地区公民館
東山公民館
田河津公民館
松川公民館

無料
東山公民館　tel0191-47-2243
田河津公民館Tel0191-47-2349
松川公民館　Tel0191-48-2410

一関市 ③ 日形公民館まつり 13日作品展示・地場産品販売・集落公民館コーナー　　14日芸能発表他
11月13日～11月14

日
9:00～17:00

日形公民館 日形公民館 無料 一関市立日形公民館　0191-82-1010

一関市 ② 薄衣小学校学習発表会 日常の学習活動の成果を劇や音楽群読等により発表します。
10月23日

8:50～11:50
薄衣小学校 薄衣小学校 無料

薄衣小学校
０１９１－４３－３１１３

一関市 ② 徒歩遠足
児童が学団ごとに目的地を決めて歩き、心身を鍛えるとともに地域の自
然に親しみます。

10月29日
10:00～14:00

薄衣小学校 薄衣小学校 無料
薄衣小学校
０１９１－４３－３１１４

一関市 ②
3・4年生の音楽祭参加にかかる壮
行演奏会

地区音楽発表会に向けて練習した成果を、全校の前で発表します。
11月5日

13:00～13:15
薄衣小学校 薄衣小学校 無料

薄衣小学校
０１９１－４３－３１１４

一関市 ①
子どものための優れた舞台芸術
体験事業～巡回公演事業～

劇団「新児童」の皆さんによるミュージカルを鑑賞します。 11月5日 門崎小学校 文化庁・県教委・市教委 無料 門崎小学校　0191-43-3117

一関市 ②
門崎小学校学習発表会「ゆりのき
物語22」

日常の学習の成果をオープニング→学年発表→フィナーレの３部構成で
発表します。

10月23日
8:40～12:00

門崎小学校 門崎小学校 無料 門崎小学校　0191-43-3117

一関市 ② 収穫祭 全校で育ててきたサツマイモを収穫します。
10月29日

14:00～15:00
門崎小学校 門崎小学校 無料 門崎小学校　0191-43-3117

一関市 ③ 油島公民館まつり 13日展示開始　　14日芸能発表・油島っ子まつり開催
11月13日～11月14

日
9:00～17:00

油島公民館 油島公民館 無料 一関市立油島公民館　0191-82-4371

一関市 ③ 涌津公民館まつり 13日わくわく子ども広場他　　14日芸能発表他
11月13日～11月14

日
9:00～17:00

涌津公民館 涌津公民館 無料 一関市立涌津公民館　0191-８２－4067

一関市 ③ 老松公民館まつり 14日芸能発表部門　　27日さざほざと語ろうｉｎ花泉
11月14日・11月27日

9:00～17:00
老松公民館 老松公民館 無料 一関市立老松公民館　0191-82-5153

陸前高田
市

② 学校へ行こう週間 授業公開及び施設・設備の見学
10月25日～10月29

日
9:00～16:00

岩手県立高田高校 岩手県立高田高校 無料
高田高校
0192-55-3153

釜石市 ① かまいし仙人峠マラソン大会
全国から多くのランニング愛好者の参加を募り、マラソンを通じて森・川・
海に恵まれた「いわて三陸」を広く全国にＰＲするため、マラソン大会及び
物産展を開催。

10月31日
10：00～

旧大松小学校発着
かまいし仙人峠マラソン大会
実行委員会

沿岸広域振興局経営企画部企画推進課
0193-25-2701

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
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釜石市 ①
ブックスタート整備充実事業（3ヶ
月児）

3ヶ月児を対象に絵本の贈呈と読み聞かせの実演を行います。（3ヶ月児
健康診査と同時開催）

10月27日・11月24日
13：00～14：00

釜石市保健福祉セ
ンター

釜石市 無料 釜石市立図書館 0193-25-2233

釜石市 ③ 釜石市民芸術文化祭 市民が創作した多岐にわたる分野の作品を展示します。
10月29日～ 10月31

日
9：00～17:00

釜石市民文化会館 釜石市 無料
釜石市教育委員会事務局生涯学習スポーツ課
0193-22-8835

釜石市 ①
挑戦!体験!!ワンダーらんど
 「野菜収穫パートⅡ」

春に作付けしたサツマイモを収穫し、合せて調理も行います。
10月2日

9:00～13:00
日向ダム市民農園
小佐野公民館

釜石市 無料
釜石市立小佐野公民館
0193-23-5037

釜石市 ① 親と子の映画会 優れたアニメ映画、ビデオを上映します。
10月9日・11月13日

11：00～12：00
釜石市立図書館 釜石市 無料 釜石市立図書館 0193-25-2233

釜石市 ③ 釜石市小中学校連合音楽会 市内各中学校による音楽発表を行います。
11月11日

9:30～15:30
釜石市民文化会館 釜石市 無料

釜石学校教育文化活動推進協議会
連合音楽会　事務局　釜石市立釜石中学校
0193-23-5523

釜石市 ① いきいき広場「新そば打ち体験」 今年収穫した新そばを使ってのそばづくりに挑戦
11月13日

9:20～14:30
栗橋ふるさと伝承
館

釜石市 釜石市立釜石公民館　0193-22-0180

釜石市 ① 生き生き学級 「陶芸教室」
芸術の秋に、市内で活動している陶芸家を講師に、陶芸教室を開催しま
す。

11月13日
9:30～12:00

唐丹公民館 釜石市
釜石市立唐丹公民館
0193-55-2111

釜石市 ③ 総合美術展 市内小中学生の作品展示
11月14日

9:00－16：00
市民文化会館 釜石市 無料

釜石学校教育文化活動推進協議会
総合美術展　事務局　釜石市立甲子中学校
0193-23-6520

釜石市 ①
おおきくなぁれ!ちびっこクラブ 「収
穫祭」

サツマイモ掘り・クッキング
11月初旬

10:00～13:00
（予定）

日向ダム市民農園
小佐野公民館

釜石市 無料
釜石市立小佐野公民館
0193-23-5037

釜石市 ①
ブックスタート整備充実事業（5ヶ
月児）

5ヶ月児を対象に絵本の読み聞かせの実演を行います。（「もぐもぐごっく
ん教室」と同時開催）

10月13日・11月10日
11：10～11：50

釜石市青葉ビル 釜石市 無料 釜石市立図書館 0193-25-2233

釜石市 ① あおば映画会 ビデオ「まんが日本昔話シリーズ」の上映
10月16日

10:30～11:30
大町青葉ビル1階研
修室

釜石市 無料 釜石市立釜石公民館　0193-22-0180

釜石市 ① 「颯2000の会」によるお話広場 読書サポータ－による絵本の読み聞かせを行います。
10月16日・11月20日

10：30～11：30
釜石市立図書館 釜石市 無料 釜石市立図書館 0193-25-2233

釜石市 ① 平田キッズクラブ 世代間交流事業「ニュースポーツ大会」
10月25日

13:30～15:30
尾崎白浜地区 釜石市 無料 平田地区生活応援センター　0193-26-7655

釜石市 ① ゆうゆう広場「正しい薬の使い方」 薬の正しい知識について楽しく学び、健康づくりへとつなげます。
10月29日

13:30～15:00
平田集会所 釜石市 無料 平田地区生活応援センター　0193-26-7655

釜石市 ①
みなとかまいしウオークラリー大
会

かまいしまちなかウオークラリー
10月2日

10:00～12:00
釜石市内 釜石市 無料 釜石市立釜石公民館　0193-22-0180

釜石市 ① 釜石市・岩手大学生涯学習講座
「子どもの心の成長と支援」
「子どもの生活リズム」

10月30日
13:10～15:20

釜石市教育セン
ター

釜石市 無料
釜石市教育委員会事務局生涯学習スポーツ課
0193-22-8835

釜石市 ① わくわく広場「ペーパークラフト」 ティッシュボックスの作成
10月30日

13:30～16:30
釜石市保健福祉セ
ンター

釜石市 釜石市立釜石公民館　0193-22-0180

釜石市 ① 釜石健康マラソン大会
体育の日を記念したマラソン大会（1,400Ｍの部　1.5Ｋ、2.3Ｋ、3.2Ｋの部） 10月9日

9：00～13:00
釜石市陸上競技場 釜石市

釜石市教育委員会事務局生涯学習スポーツ課
0193-22-8836

釜石市 ③ 「税を考える週間」行事 納税思想の高揚を図るため「第36回納税書道展」を開催し、表彰します。
11月10日～11月14

日
シープラザ釜石２Ｆ
アイデアフロア

釜石市 無料 釜石市役所総務企画部税務課　 0193-22-2111

釜石市 ① 立正大学デリバリーカレッジ
子どもの生活環境の変化の変遷と子育ち・子育ての現状と課題　－その
解決に向けて－

11月13日
10:00～11:30

釜石市教育セン
ター

釜石市 無料
釜石市教育委員会事務局生涯学習スポーツ課
0193-22-8835

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
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釜石市 ③
チリ地震津波50年事業「チリ地震
津波から50年　津波防災のあり方
について考える」

防災研究専門家による講演、中学生による防災創作劇、パネルディスカッ
ション、防災パネルの展示を行います。

11月19日
13:30～16:30

釜石市民文化会館
大ホール

釜石市 無料 釜石市防災課 0193-22-2111（内線109･114・118）

釜石市 ① 立正大学デリバリーカレッジ マネーの心理学
11月20日

10:00～11:30
釜石市教育セン
ター

釜石市 無料
釜石市教育委員会事務局生涯学習スポーツ課
0193-22-8835

釜石市 ① あおば映画会 ビデオ「まんが日本昔話シリーズ」の上映
11月20日

10:30～11:30
大町青葉ビル1階研
修室

釜石市 無料 釜石市立釜石公民館　0193-22-0180

釜石市 ① 立正大学デリバリーカレッジ 歴史遺産観光から見るイギリス
11月27日

10:00～11:30
釜石市教育セン
ター

釜石市 無料
釜石市教育委員会事務局生涯学習スポーツ課
0193-22-8835

釜石市 ①
こどもエコクラブ「アースレンジャー
かまいし」ホタルの里プロジェクト
Ⅱ

5月にカワニナの放流をした場所に、ホタルの幼虫を放流します。
11月6日

10:00～12:00
日向ダム 釜石市 無料

釜石市教育委員会事務局生涯学習スポーツ課
0193-22-8835

釜石市 ① 未来応援子育てフェスティバル
就学前児童と親（特に父親）を対象に、育児の喜びを体感、育児相談、子
育てシステムの周知を行います。

11月7日
10:00～15:00

釜石市民文化会
館、青葉ビルほか

釜石市 無料
http://www.city.kamaishi.iwate.jp
釜石市総務企画部少子化対策・男女共同参画推進室
0193-22-5121

釜石市 ① 民話を楽しむ会
釜石市の語り部による遠野市、釜石市に伝わる民話の語りを楽しみま
す。

11月中1回実施予定
13：30～ （予定）

釜石市立図書館 釜石市 無料 釜石市立図書館 0193-25-2233

釜石市 ② 学習発表会
劇、音楽、朗読、オペレッタ、総合的な学習の発表など、これまでの学習
をもとにした子ども達の発表

10月23日
9:00～12:00

鵜住居小学校　体
育館

釜石市立
鵜住居小学校

無料
釜石市立鵜住居小学校
0193-28-3705

釜石市 ② 授業参観
保護者へ学校の教育活動を公開し、児童指導や望ましい育成について
共通理解を図る機会とします。

11月16日
14:00～16:30

鵜住居小学校　校
庭、校舎

釜石市立
鵜住居小学校

無料
釜石市立鵜住居小学校
0193-28-3705

釜石市 ② 幼稚園祭(子ども会)
保護者・地域の方に公開すると共に、未就園児とふれあいながら交流し
ます。

11月20日
9:30～12:30

鵜住居幼稚園
釜石市立
鵜住居幼稚園

無料 釜石市立鵜住居幼稚園　0193-28-1733

釜石市 ② 文化祭 合唱コンクール
10月24日

8:15～16:20
釜石中学校

釜石市立
釜石中学校

無料 釜石中学校 0193-23-5523

釜石市 ② 文化祭 教科展示・壁新聞展示。ステージ発表は吹奏楽・合唱があります。
10月24日

9:00～16:00
釜石市立
釜石東中学校

釜石市立
釜石東中学校

無料 釜石東中学校 0193-28-3010

釜石市 ② 甲子中学校愛校祭
日頃の学習の成果を発表します。
（各学級での作品展示、体育館での合唱コンクール）

10月9日
9:00～16:00

甲子中学校
釜石市立
甲子中学校

無料
釜石市立甲子中学校
0193-23-6520

釜石市 ② 小佐野小学校学習発表会
劇や歌、伝承活動の鹿踊りなどを披露し日頃の学習の成果を発表しあい
ます。

10月20日（児童）10
月23日（一般）8:30～

12:00
小佐野小学校

釜石市立
小佐野小学校

無料
釜石市立小佐野小学校
0193-23-5539

釜石市 ②
小佐野小学校・釜石祥雲支援学
校交流会

釜石祥雲支援学校の児童との交流を各学年ごとに行います。
11月12日

10:00～11:00
小佐野小学校

釜石市立
小佐野小学校

無料
釜石市立小佐野小学校
0193-23-5539

釜石市 ② 小佐野ふれあいデー
PTAが中心となって、地域の方を招き日頃の感謝の気持ちを表すととも
に、子どもたちとのふれあいの場を設け、交流活動を行います。

11月6日
9:00～12:00

小佐野小学校
釜石市立
小佐野小学校

無料
釜石市立小佐野小学校
0193-23-5539

釜石市 ② 秋の遠足 秋の自然に親しみ、身近な自然物を利用した製作を行います。
10月1日

9:00～12:00
陸中海岸青少年の
家

釜石市立
小川幼稚園

無料 釜石市立小川幼稚園　0193-23-5508

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
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釜石市 ② 幼稚園祭（発表会・作品展） 園児と保護者の作品展示と音楽、舞踏等ステージ発表を行います。
11月27日

8:30～13:30
小川幼稚園

釜石市立
小川幼稚園

無料 釜石市立小川幼稚園　0193-23-5508

釜石市 ② 双葉小学校学習発表会
教科や総合的な学習の時間等の学習のまとめとして地域に発表する会を
実施

11月13日
8:45～12:00

双葉小体育館
釜石市立
双葉小学校

無料
釜石市立双葉小学校
0193-23-5119

釜石市 ② 大平中学校文化祭
午前は、英語暗誦や吹奏楽部の発表など、午後は、学級対抗の校内合
唱コンクールを実施します。

10月24日
9:00～15:10

大平中学校
釜石市立
大平中学校

無料
釜石市立大平中学校
 0193-22-4158

釜石市 ② げんきっこ祭り(発表会・作品展）
遊戯・劇・合唱・合奏などのステージ発表と園児の作品展示会を行いま
す。

11月27日
9:30～12:30

第一幼稚園
釜石市立
第一幼稚園

無料 釜石市立第一幼稚園　0193-22-4109

釜石市 ② 唐丹小学校学習発表会 歌や劇などにより、日頃の学習の成果を各学年ごとに発表します。
10月16日

8:00～12:00
唐丹小学校

釜石市立
唐丹小学校

無料 唐丹小学校　0193-55-2105

釜石市 ② 一日参観・マラソン大会
フリー参観日に合わせマラソン大会を開催します。
 （低学年1Km、中学年2Km、高学年2.7Km)

11月6日
10:40～12:10

唐丹小学校
釜石市立
唐丹小学校

無料 唐丹小学校　0193-55-2105

釜石市 ② 学習発表会 各学年による劇や音楽発表及び全校合唱
10月23日

8:30～12:00
白山小学校

釜石市立
白山小学校

無料
釜石市立白山小学校
0193-22-3834

釜石市 ② へいたっこ祭り 子供達の作品展示・ステージでの表現発表を行います。
11月20日

9:30～13:30
平田幼稚園

釜石市立
平田幼稚園

無料 釜石市立平田幼稚園　0193-26-5353

釜石市 ① 国際理解教室
年長児対象に英語指導の先生と簡単な英会話、外国の歌やゲーム等で
の学習体験を実施します。

10月15日
10:00～11:00

平田幼稚園
釜石市立
平田幼稚園

無料 釜石市立平田幼稚園　0193-26-5353

釜石市 ③ 「税を考える週間」行事 「税を考える週間」として　市内中学生より作文を募集し、表彰します。
11月10日～11月14

日
シープラザ釜石２Ｆ
アイデアフロア

岩手県 無料 岩手県企画総務部税務課　019-629-5144

釜石市 ① 人権マンガ展 人権に関するマンガを中学生を対象に募集し、展示します。
10月22日～10月24

日
8：30～17：15

市保健福祉セン
ター１階ホール

宮古人権擁護委員協議会・
釜石市

無料
釜石市市民課生活安全係
0193-22-2111（内）207

二戸市 ② 平成22年度「福工祭」 生徒会、部活動、各科の学習活動の成果発表、公開

10月16日
10月17日

11:00～15:00
 9：30～15:00

岩手県立福岡工業
高等学校

岩手県立福岡工業高等学校 無料
福岡工業高等学校
0195-23-3315

二戸市 ②
いわて未来創造人サポート事業
漆植樹体験・植樹祭参加
（総合的学習の時間）

地域を代表する漆の木を植樹する事業です。いわて未来創造人サポート
事業の１つとして実施します。

11月25日
13:00～16:00

二戸市浄法寺町内
岩手県立福岡高等学校浄法
寺校

無料
福岡高等学校浄法寺校
0195-38-2130

二戸市 ② 金田一中学校文化祭（青藍祭） 日頃の学習の成果を各学年ごとに発表したり、ステージ発表をします。
10月24日

9：00～16：00(予定）
金田一中学校 金田一中学校 無料 二戸市立金田一中学校　0195－27－3101

二戸市 ② 御返地中学校文化祭 日頃の学習の成果を各学年ごとに発表したり、ステージ発表をします。
10月24日

9：00～16：00(予定）
御返地中学校 御返地中学校 無料 二戸市立御返地中学校　0195－26－2214

二戸市 ② 浄法寺中学校文化祭（紫桂祭） 日頃の学習の成果を各学年ごとに発表したり、ステージ発表をします。
10月23日9：00～16：

00(予定）
浄法寺中学校 浄法寺中学校 無料 二戸市立浄法寺中学校
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二戸市 ③
文化講演会（資料館会館30周年
記念開催事業）

岩手県立博物館主任専門学芸員　木戸口　俊子氏を講師に「岩手の考
古学の礎を築いた先人小田島禄郎が残したもの」と題して講演していた
だきます。

10月30日
13：30～15：30

カシオペアセンター
3階ふれあいルーム

浄法寺歴史民俗資料館 無料 浄法寺歴史民俗資料館　0195－38－3464

二戸市 ② 仁左平中学校文化祭 日頃の学習の成果を各学年ごとに発表したり、ステージ発表をします。
10月24日

9：00～15：30(予定）
仁左平中学校 仁左平中学校 無料 二戸市立仁左平中学校　0195－23－9190

二戸市 ② 二戸市小中学校音楽会 二戸市内の小・中学生が合唱発表します
10月27日8：50～（予

定）
二戸市民文化会館 仁左平中学校 無料 二戸市立仁左平中学校　0195－23－9190

八幡平市 ① フィールドⅩ(ｸﾛｽ）レース
自然の地形を利用したコースに人工的な障害物を設置して行う。2部門6
種別13種目

10月17日
8：00～14:00

八幡平市総合運動
公園

(社）八幡平市体育協会
（社）八幡平市体育協会
0195-70-1600

八幡平市 ② 学習発表会 劇や歌などにより、日頃の学習の成果を各学年ごとに発表しあいます。
10月24日

8：30-12：00
安代小学校 安代小学校 無料

安代小学校
0195-72-3310

八幡平市 ② 安代中学校文化祭
保護者や地域の方々に子ども達の学習の成果を発表します。午前中は、
意見発表や英語弁論、合唱を中心に発表し、午後は、演劇2本を発表しま
す。

10月31日
9：00～14：30

安代中学校体育館 安代中学校 無料 安代中学校　0195-72-2430　

八幡平市 ③
学校へ行こう週間及び芸術鑑賞
会

例年実施している「学校行こう週間」期間に芸術鑑賞会（５日）を開催し、
多くの保護者、同窓生地域の方々に参加をいただき学校理解の一助とし
ます。

10月4日～10月8日
9:00
 ～

15:25

岩手県立平舘高等
学校

岩手県立平舘高等学校 無料
平舘高校
0195-74-2610

八幡平市 ② 寄木小学校文化祭 劇や歌などにより、日頃の学習の成果を各学年ごとに発表しあいます。
10月23日

8：40～14：00
寄木小学校 寄木小学校 無料

八幡平市立寄木小学校
0195-76-3498

八幡平市 ② 寺田小学校学習発表会 劇や歌などにより、日頃の学習の成果を各学年ごとに発表しあいます。
10月23日

8:50～11:30
寺田小学校 寺田小学校 無料 寺田小学校　0195-77-2323

八幡平市 ② 寺田小学校参観日 保護者や地域の方々に子ども達の学習の様子を参観していただきます。
11月17日

14:15～16:00
寺田小学校 寺田小学校 無料 寺田小学校　0195-77-2323

八幡平市 ② 寺田小学校地域ふれあい収穫祭 地域の方とともに貼るから育ててきた米で餅をつき、収穫を祝います。
11月5日

10:30～12:30
寺田小学校 寺田小学校 無料 寺田小学校　0195-77-2323

八幡平市 ② 一斉参観日
日常の学校生活や授業の様子等を父母や地域の方々に参観していただ
きます。

10月2日
8:15～16:45

西根第一中学校 西根第一中学校 無料
西根第一中学校
（0195-74-2514）

八幡平市 ② 文化祭「西鈴祭」
教科作品の展示、劇と合唱などステージ発表で日頃の学習の成果を発表
します。

10月9日
8:30～15:30

西根第一中学校 西根第一中学校 無料 西根第一中学校　0195-74-2514

八幡平市 ② 西中祭
強化展示や文株ステージ発表、合唱コンクールなど日頃の成果を各学年
ごとに発表しあいます。

10月9日
9:00～15:30

西根中学校 西根中学校 無料 西根中学校　0195-76-3530

八幡平市 ② 大更小学校学習発表会 劇・群読･音楽などにより、日常の学習の成果を総合的に発表します。
10月23日

8:45～11:30
大更小学校 大更小学校 無料

大更小学校
0195-76-2239

八幡平市 ② 大更小に行こう週間
児童の学習や生活について、中学校の教職員や保護者や地域の方に公
開します。

11月1日～11月5日
(3日を除く）

大更小学校 大更小学校 無料
大更小学校
0195-76-2239

八幡平市 ② 田山小学校学習発表会 日頃の学習成果を発表します。
10月23日

9:00～12:00
田山小学校 田山小学校 無料 田山小学校　0195-72-2047

八幡平市 ② 田山中学校文化祭 日頃の学習の成果を発表します。
10月24日

9：30～15：00
田山中学校 田山中学校 無料

田山中学校
0195-73-2048
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八幡平市 ② ふるさとまつり
午前は(児童)学校の部、午後は地域(教育振興実践区)ごとの発表を行い
ます。

11月6日
9：00～15:00

田頭小学校 田頭小学校 無料
田頭小学校
0195-76-2732

八幡平市 ② 柏台小学校学習発表会 劇や歌などにより、日頃の学習の成果を各学年ごとに発表しあいます。 10月24日 未定 柏台小学校 無料 柏台小学校　0195-78-2003

八幡平市 ③ 江間章子賞授与式
市ゆかりの詩人江間章子先生の功績を顕彰すると共に、少年少女が江
間先生の詩の心を引き継ぎ、豊かな心を養うことを目的とした「江間章子
賞」の授与式を市民憲章推進大会で行います。

11月3日推進大会
9：00～12：00
授与式　未定

八幡平市総合運動
公園体育館

八幡平市 無料
八幡平市教育委員会事務局　学校教育課
0195-74-2111

八幡平市 ③ 八幡平市芸術祭 作品展示、舞台発表、お茶会など
10月29日～10月31

日
10:00～16:30

西根地区市民ｾﾝ
ﾀｰ、西根地区体育
館

八幡平市芸術祭実行委員会
八幡平市教育委員会事務局　生涯学習課
0195-74-2111

八幡平市 ② 八幡平市内小学校音楽発表会 八幡平市内の小学校児童の音楽の学習成果を発表し合います。
10月14日

9：00～12：10
八幡平市総合運動
公園体育館

八幡平市小学校文化連盟 無料
安代小学校
0195-72-3310

八幡平市 ③
八幡平市博物館企画展「北の守り
とたたかいのきらめき展」

企画展時
10月24日まで
9:00～16:30

八幡平市博物館 八幡平市博物館
八幡平市博物館
0195-63-1122

八幡平市 ② 平笠小学校もちつき交流会
学校田で育てたもち米をつき、地域の方や、お世話になった人たちを招待
して会食を行います。

11月17日
11:30～13:00

平笠小学校体育館 平笠小学校 無料
平笠小学校
0195-76-3534

八幡平市 ② 平舘小学校学習発表会
発表を通して学習活動の成果を認め合い、学校生活への意欲の高揚を
図ります。

10月23日
8:45～12:00

平舘小学校 平舘小学校 無料
平舘小学校
0195-74-2216

奥州市 ② 水工祭 体験学習・作品展示・食堂・喫茶・模擬店等の実施を行います。
10月23日～10月24

日
岩手県立水沢工業
高等学校

岩手県立水沢工業高等学校 無料 http://www2.iwate-ed.jp/mst-h/

奥州市 ② 学校へ行こう週間 授業公開、施設設備見学等
10月25日～10月29

日
10:00～1５:00

岩手県立水沢高校 岩手県立水沢高校 無料
岩手県立水沢高等学校
0197-24-3152

奥州市 ② SSH特別講義①
大学教官による出前講義。数学分野(東北大)・水産学分野（北里大）・環
境分野（東北大）の３教官を予定。

10月23日
10:30～12:00

岩手県立水沢高校 岩手県立水沢高校 無料
岩手県立水沢高等学校
0197-24-3152

奥州市 ② SSH研究発表会
理数科２年生による課題研究中間発表と８年間にわたり取り組んだ文部
科学省指定スーパーサイエンスハイスクール（SSH）研究開発の成果報
告など。

10月27日
10:20～15:40

（変更の可能性あり）

岩手県立水沢高校
体育館・志學館

岩手県立水沢高校 無料
岩手県立水沢高等学校
0197-24-3152

奥州市 ② 水高教養講座 講演「身近な遺伝の話・・・ヒトを中心に」
10月28日

16:00～17:00
岩手県立水沢高校 岩手県立水沢高校 無料

岩手県立水沢高等学校
0197-24-3152

奥州市 ② SSH特別講義②
大学教官による出前講義。エネルギー分野・高分子分野・昆虫生理学分
野の３教官（いずれも岩手大）を予定。

11月27日
10:30～12:00

岩手県立水沢高校 岩手県立水沢高校 無料
岩手県立水沢高等学校
0197-24-3152

奥州市 ② 水商祭
「水商での学習活動の成果を広く公開し、地域に根ざした商業高校として
の存在意義を内外に示す」行事とします。

10月30日～10月31
日

岩手県立水沢商業
高等学校

岩手県立水沢商業高等学校
（全日制・定時制）

無料 水沢商業高校　０１９７－２４－２１０１

奥州市 ② 芸術鑑賞会
優れた芸術を一人でも多くの人と共有する機会を持ち、みんなで鑑賞し、
良き体験としてこころの糧とします。

11月30日
18:45～21:00

岩手県立水沢商業
高等学校

岩手県立水沢商業高等学校
（定時制）

無料 水沢商業高校　０１９７－２４－２１０１

奥州市 ② 前沢高校「前高祭」 各部・同好会等の活動成果を保護者・地域の方々に紹介する。
10月16日

10:00～14:00
岩手県立前沢高校 岩手県立前沢高校 無料

前沢高校
0197-56-2241
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奥州市 ② 前沢高校「学校へ行こう週間」
授業等の教育活動を公開し、地域の人々に学校教育に対する理解を深
めてもらう機会とする。

10月16日～21日
9:00～16:30

岩手県立前沢高校 岩手県立前沢高校 無料
前沢高校
0197-56-2241

雫石町 ② 安庭小学校学習発表会 作品展示、ステージ発表
10月30日

9：00～12：00
安庭小学校 安庭小学校 無料

安庭小学校
019-692-2206

雫石町 ② 下長山小学校学習発表会 学習活動の展示、ステージ発表、伝承活動（豊年太鼓他）の発表
10月23日

8：50～12：00
下長山小学校 下長山小学校 無料

下長山小学校
019-692-2224

雫石町 ② 橋場小学校学習発表会 作品展示、ステージ発表
10月23日

9：00～12：00
橋場小学校 橋場小学校 無料

橋場小学校
019-692-3482

雫石町 ② 御明神小学校学習発表会 作品展示、ステージ発表
10月23日

8：50～11：50
御明神小学校 御明神小学校 無料

御明神小学校
019-692-3204

雫石町 ① 第35回雫石町内継走大会 町内一周継走
11月6日

8：30～11：45
雫石町総合運動公
園・町内

財団法人雫石町体育協会、
雫石町教育委員会

無料
(財)雫石町体育協会
019-692-5030

雫石町 ② 雫石小学校オープンスクール
各教科、道徳、休み時間などを含む日常の学校生活を父母だけでなく地
域にも公開します。

10月1日
10：40～16：00

雫石小学校 雫石小学校 無料
雫石小学校
019-692-2203

雫石町 ② 雫石小学校学習発表会
日頃の学習で身につけた力を発展進化させた形で各学年ごとに発表しあ
います。

10月30日
9：00～12：00

野菊ホール 雫石小学校 無料
雫石小学校
019-692-2203

雫石町 ② 雫石中学校文化祭「雫中祭」
学習活動・学級活動の展示、生徒会活動・部活動の展示、合唱コンクー
ル、吹奏楽部・応援団ステージ発表、薬物乱用防止教育・国際交流・環境
教育（総合学習）展示等

10月2日
9：00～12：00

雫石中学校 雫石中学校 無料
雫石中学校
019-692-0321

雫石町 ①
雫石町スポーツ・レクリエーション
健康祭

軽スポーツを体験する機会を提供し、健康への関心を高める
10月9日

9：00～12：10
雫石町総合運動公
園

雫石町 無料
雫石町教育委員会社会教育課
019-692-2111（内288）

雫石町 ③ 第57回雫石町小中学校音楽会 町内小中学校音楽（合唱・合奏・金管演奏等）発表
11月12日

9：00～12：15
野菊ホール 雫石町教育委員会 無料

雫石町教育委員会学校教育課
019-692-2111（内293）

雫石町 ③ 第53回雫石町無形文化財芸能祭 郷土芸能、無形文化財の発表
11月23日

9：00～17：00
野菊ホール 雫石町教育委員会 無料

雫石町教育委員会社会教育課
019-692-2111（内284）

雫石町 ③ 第45回雫石町総合芸術祭
展示部門・茶席・舞台部門（町民等の日常の研鑚による優れた文化活動
の成果を発表・展示）

11月2日～4日
9：00～17：00

雫石町中央公民
館・野菊ホール他

雫石町総合芸術祭実行委員
会、雫石町教育委員会

雫石町教育委員会社会教育課
019-692-2111（内282）

雫石町 ② 七ツ森小学校学習発表会 作品展示、ステージ発表
10月23日

8：40～12：00
七ツ森小学校 七ツ森小学校 無料

七ツ森小学校
019-692-0571

雫石町 ② 上長山小学校学習発表会
各学団ごとに劇や合奏、合唱の発表と図画、学習等の作品発表を行いま
す。

10月23日
8：50～12：00

上長山小学校 上長山小学校 無料
上長山小学校
019-693-4324

雫石町 ② 西根小学校学習発表会 作品展示、ステージ発表
10月16日

9：00～12：00
西根小学校 西根小学校 無料

西根小学校
019-693-2324
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雫石町 ② 大村小学校学習発表会
　劇や「総合的な学習の時間」での調べ学習の発表、図画工作の作品展
示など、学習の成果を発表したり、神楽を地域に披露したりします。

10月16日
9:00～12:00

大村小学校 大村小学校 無料
大村小学校
019ー695ー2730

雫石町 ② 南畑小学校学習発表会 作品展示、ステージ発表堰賛太鼓・堰賛踊り
10月30日

8：55～12：00
南畑小学校 南畑小学校 無料

南畑小学校
019-695-2204

葛巻町 ② 葛高祭
クラス展示、バザー、ステージ発表、模擬店、ＰＴＡ企画などを行い、地域
住民に公開する。

10月2日～10月3日
10月3日のみ一般公

開
10:00～14:30

岩手県立葛巻高等
学校

岩手県立葛巻高等学校 無料
葛巻高等学校
0195-66-2253

葛巻町 ① 授業公開週間 地域住民を主な対象として、本校の通常の授業を公開する。
10月25日～11月5日

9:00～16:00
岩手県立葛巻高等
学校

岩手県立葛巻高等学校 無料
葛巻高等学校
0195-66-2253

葛巻町 ① 学校へ行こう週間
地域住民を主な対象として、授業をはじめとした学校の教育活動を公開
する。

9月27日～10月3日
9:00～16:00

岩手県立葛巻高等
学校

岩手県立葛巻高等学校 無料
葛巻高等学校
0195-66-2253

岩手町 ② 学校へ行こう週間（学校公開） 地域の方々や保護者へありのままの学校生活を公開します。
11月1日～11月5日

（3日は除く）
9:05～15:30

岩手県立沼宮内高
校

岩手県立沼宮内高校 無料 沼宮内高校　0195-62-2388

岩手町 ①④
いわて教育の日記念「岩手町芸術
祭」

「いわて教育の日」の趣旨を踏まえ、舞台・展示部門に区別し芸術祭を開
催

舞台
11月7日

展示
11月12～14日舞台

10:30～16:45
展示

10:00～19:00

総合開発センター
ほか

岩手町
岩手町教育委員会事務局
0195-62-2111

岩手町 ②
いわて教育の日記念「町民駅伝競
走大会」

「いわて教育の日」の趣旨を踏まえ、教育週間において、児童生徒、町民
参加による駅伝競走大会を開催します。

11月3日
8:30～12:30

岩手町内
（沼宮内地区）

岩手町 無料
岩手町教育委員会事務局
0195-62-2111

岩手町 ②
いわて教育の日記念「小中学校連
合音楽祭」

「いわて教育の日」の趣旨を踏まえ、教育週間において、児童生徒が一堂
に会し演奏会を開催します。

11月5日
8:30～12:00

沼宮内小学校 岩手町 無料
岩手町教育委員会事務局
0195-62-2111

滝沢村 ①
フォーラムニューリーダー2010
～生徒会活動をデザインしよう～

　高等学校における生徒会活動の運営に携わる新生徒会役員のリー
ダーとしての企画・運営能力等の資質を高め，生徒会活動の充実・発展
を支援します。

10月27日～10月29
日

国立岩手山青少年
交流の家

独立行政法人国立青少年教
育振興機構

http://iwate.niye.go.jp/
高校生・
顧問
150名

滝沢村 ① 1日授業参観・道徳授業地区公開 道徳の時間を含む授業や活動の公開 11月10日 一本木中学校 一本木中学校 無料
滝沢村立一本木中学校
019-688-4634

滝沢村 ② 一中祭 教科、合唱、さんさ、学年研究等の展示、発表
10月9日

8:50～15:10
一本木中学校 一本木中学校 無料

滝沢村立一本木中学校
019-688-4634

滝沢村 ① うかいっこ劇場 劇や歌などにより、日頃の学習の成果を各学年ごとに発表しあいます。
10月16日

8:45～12:10
鵜飼小学校 鵜飼小学校 無料

滝沢村立鵜飼小学校
019-687-2004

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
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滝沢村 ① 道徳授業参観 道徳の授業参観を行います。
11月17日

8:45～12:20
鵜飼小学校 鵜飼小学校 無料

滝沢村立鵜飼小学校
019-687-2004

滝沢村 ② 学習発表会・文化祭 小中学校全校による作品展示と発表会
10月23日

9:00～14:00
姥屋敷小中学校 姥屋敷小中学校 無料

滝沢村立姥屋敷小中学校
019-680-2401

滝沢村 ② 道徳授業地区公開講座 道徳授業の公開
11月18日

14:00～16:45
姥屋敷小中学校 姥屋敷小中学校 無料

滝沢村立姥屋敷小中学校
019-680-2401

滝沢村 ② 篠木小学校学習発表会 学年ごとの劇や合唱・合奏等の発表会
10月16日

8:30～12:00
篠木小学校 篠木小学校 無料

滝沢村立篠木小学校
019-687-2064

滝沢村 ① 盛岡大学公開講座
「QualityofLife～生命・健康・食～」を総テーマとした公開講座を二週に亙
り開催し、生涯学習への関心と要請にお答えします。

11月6日、13日 岩手県民会館 盛岡大学 無料 019-688-5555(盛岡大学総務部）

滝沢村 ③ 絵本ライブ
絵本作家、長谷川義史を招いての講演会を開催し、学生、卒業生、一般
の皆様と絵本のくりなすすばらしい世界を共有します。

10月23日 岩手県公会堂 盛岡大学短期大学部 無料 019-688-5555(盛岡大学総務部）

滝沢村 ② 滝沢小学校学習発表会 児童の総合的な教育活動の発表の場として，学習発表会を行います。
10月30日

9:20～11:30
滝沢小学校 滝沢小学校 無料 滝沢村立滝沢小学校　019-687-2314

滝沢村 ③ 芸術祭たきざわ“10
村民の優れた芸術文化活動の成果を発表するとともに広く村民に芸術鑑
賞の機会を提供します。

10月31日
～11月23日

滝沢ふるさと交流
館

滝沢村
滝沢村教育委員会文化スポーツ課
019-684-2111（内線341）

滝沢村 ③  縄文の森をつくろう 木や森、そして水の大切について学び、その後、植樹をおこないます。
10月3日

10:00～12:00
滝沢村埋蔵文化財
センター

滝沢村 無料
滝沢村埋蔵文化財センター
019-694-9001

滝沢村 ② ミュージックフェスタ 音楽・身体表現を取り入れた学習発表会。
10月22日～10月23

日
9:30～11:30

滝沢第二小学校 滝沢第二小学校 無料
滝沢村立滝沢第二小学校
019-688-4002

滝沢村 ① 道徳授業地区公開講座 道徳授業の公開。
11月9日

13:55～14:40
滝沢第二小学校 滝沢第二小学校 無料

滝沢村立滝沢第二小学校
019-688-4002

滝沢村 ② 学校フリー参観週間 授業・活動の公開
11月1日～11月5日

13:35～14:25
滝沢第二中学校 滝沢第二中学校 無料

滝沢村立滝沢第二中学校
019-688-4907

滝沢村 ② 道徳授業地区公開講座 道徳授業の公開
11月5日

9:50～15:00
滝沢第二中学校 滝沢第二中学校 無料

滝沢村立滝沢第二中学校
019-688-4907

滝沢村 ② 学習発表会
学年ごとに劇や合唱・器楽演奏、学習でまとめたことの発表。6学年児童
による東小光太鼓の演奏。

10月23日
8:45～12:00

滝沢東小学校 滝沢東小学校 無料
滝沢村立滝沢東小学校
019-688-6602

滝沢村 ② 道徳参観日 道徳授業の公開、道徳公開講座，保護者懇談会
11月16日

13:40～16:00
滝沢東小学校 滝沢東小学校 無料

滝沢村立滝沢東小学校
019-688-6602

滝沢村 ③ 滝沢南中学校文化祭（南中祭）
ステージ発表や、展示などにより諸活動の成果を発表するとともに、合唱
コンクールを行います。

10月10日
9:00～16:00

滝沢南中学校 滝沢南中学校 無料
滝沢村立滝沢南中学校
019-687-2021

滝沢村 ② 柳沢小学校収穫祭
地域の方とともに学校の畑で収穫したそばや野菜を使用した料理作りを
行います。

11月19日
9:00～13:00

柳沢小中学校 柳沢小学校 無料
滝沢村立柳沢小中学校
019‐688-2221

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
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滝沢村 ② 学習発表会
児童生徒の劇や歌・作品などにより、日頃の学習の成果を発表しあいま
す。

10月23日
9:30～14:40

柳沢小中学校 柳沢小中学校 無料
滝沢村立柳沢小中学校
019‐688-2221

滝沢村 ①② 1日授業参観・道徳授業地区公開
道徳の時間を含む授業・活動を公開し、さらに教育振興運動講演会を行
います。

11月6日
8:15～12:30

柳沢小中学校 柳沢小中学校 無料
滝沢村立柳沢小中学校
019‐688-2221

矢巾町 ① 第１３回矢巾町ロードレース大会 小学生以上を対象としたロードレース大会を行います。
10月17日

9:00～13:00
マース矢巾前スター
ト

矢巾町 矢巾町体育協会　　019-697-4646

矢巾町 ③ 矢巾町芸術祭（舞踊） 舞踊の日頃の練習成果を発表します。
10月24日

13：00～16：00
田園ホール 矢巾町 矢巾町教育委員会社会教育課　　019-697-2161

矢巾町 ③ 矢巾町芸術祭（展示部門） 作品の展示を行います。
10月30日～10月31

日
矢巾町公民館 矢巾町 矢巾町教育委員会社会教育課　　019-697-2161

矢巾町 ③ 矢巾町芸術祭（邦楽・ダンス） 邦楽・ダンスの日頃の練習成果を発表します。
11月14日

13：00～16：00
田園ホール 矢巾町 矢巾町教育委員会社会教育課　　019-697-2161

矢巾町 ③ 矢巾町芸術祭（器楽・合唱） 器楽・合唱の日頃の練習成果を発表します。
11月7日

13：00～16：00
田園ホール 矢巾町 矢巾町教育委員会社会教育課　　019-697-2161

矢巾町 ② 矢巾町音楽会 町内小学校４年生が一同に集まり、合唱等の発表を行います。
10月28日

9:00～12:00
田園ホール 矢巾町教育委員会 無料

事務局は不動小学校
697-3160

矢巾町 ①
煙山地区教育振興運動中間発表
会

教育振興運動煙山振興区の上半期の活動について、１７実践区が発表
を行い、交流を図ります。

10月13日
18:30～20:00

煙山小学校 矢巾町立煙山小学校 無料
煙山小学校
019－697－3163

矢巾町 ② 作品展示会・祖父母参観日 学習の成果を全校児童、保護者、地域の方々に発表します。
11月4日－11月６日

9:00～15:30
煙山小学校 矢巾町立煙山小学校 無料

煙山小学校
019－697－3163

矢巾町 ② 徳田小学校学習発表会
学習の成果を保護者・地域の方々に発表します。（劇、音楽等のステージ
発表）

10月16日
8：45～11：30

徳田小学校 矢巾町立徳田小学校 無料
徳田小学校
０１９－６９７－３１３８

矢巾町 ② 参観日
地域の方々や祖父母、保護者に学校での児童の様子や授業を参観して
いただきます。

11月20日
9:00～12:00

不動小学校 矢巾町立不動小学校 無料
不動小学校
697-3160

矢巾町 ② ロードレース大会
各学年ごとに、決められたコースを全児童が走り、日頃鍛えていた力を発
揮します。

10月1日
9:00～11:35

不動小学校 矢巾町立不動小学校 無料
不動小学校
697-3160

矢巾町 ② 学習発表会 児童の学習成果を発表します。
10月23日

9:00～12:00
不動小学校 矢巾町立不動小学校 無料

不動小学校
697-3160

矢巾町 ② 矢巾東小学校学習発表会 劇や合唱など日頃の学習の成果を地域や保護者の方々に発表します。
10月23日

9:00～11:30
矢巾東小学校 矢巾東小学校 無料

矢巾東小学校
019-698-1588

矢巾町 ① 教育振興運動集約集会
矢巾東小学校振興区推進委員会の活動報告及び講演会の実施により、
地域コミュニティの活性化を目指します。

11月27日
13:00～16:00

矢巾３区公民館 矢巾東小学校 無料
矢巾東小学校
019-698-1589

西和賀町 ② 越中畑小学校学習発表会 劇や歌などにより、日頃の学習の成果を各学年ごとに発表しあいます。
10月23日

9:00～11:30
越中畑小学校 越中畑小学校 無料

越中畑小学校
0197-82-3144

西和賀町 ② 猿橋小学校学習発表会 劇や歌などにより、日頃の学習の成果を各学年ごとに発表しあいます。
10月30日

9:00～11:30
猿橋小学校 猿橋小学校 無料

猿橋小学校
0197-85-2010

西和賀町 ② 貝沢小学校学習発表会 劇や歌などにより、日頃の学習の成果を各学年ごとに発表しあいます。
10月31日

9:00～11:30
貝沢小学校 貝沢小学校 無料

貝沢小学校
0197-85-5110
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西和賀町 ② 食育啓発行事
学校給食無料試食会，食育標語・地産地消レシピコンクール表彰式を行
います。

10月23日
9:00～16:00

西和賀営農セン
ター

教育委員会学務課 無料
西和賀町教育委員会学務課
0197-85-2337

西和賀町 ② 小学校連合学習発表会 劇や歌などにより、日頃の学習の成果を各学校ごとに発表しあいます。
11月9日

13:30～16:30
銀河ホール

小学校連合学習発表会事務
局

無料
越中畑小学校
0197-82-3144

西和賀町 ③ 「図書室に親しむつどい」 未定（読書週間にちなんだ行事の予定） 10月31日

川尻地区公民館図
書室（Ｕホール）
太田地区公民館図
書室（沢内庁舎）

西和賀町教育委員会 無料 西和賀町教育委員会生涯学習課0197-82-2045

西和賀町 ① 自然塾の収穫祭
秋の自然や収穫に感謝しながら、地元産の持ち米で餅つきなどの体験学
習の機会を提供します。（一泊二日）

11月13日～11月14
日

13日9：30～14日14：
00

さそう館
（旧左草小学校）

西和賀町教育委員会 西和賀町教育委員会生涯学習課0197-82-2045

西和賀町 ③ 町民芸術文化祭

　 町民の日頃の芸術文化活動の成果を展示部門・舞台部門において広
く一般に公開します
　　　　　展示部門　11月1日～3日
　　　　　舞台部門　11月3日

11月1日～
11月3日

西和賀町文化創造
館（銀河ホール）

西和賀町教育委員会・西和
賀町芸術文化協会

西和賀町教育委員会生涯学習課0197-82-2045

西和賀町 ② 沢内第一小学校学習発表会 劇や歌などにより、日頃の学習の成果を各学年ごとに発表しあいます。
10月30日

9:00～11:30
沢内第一小学校 沢内第一小学校 無料

沢内第一小学校
0197-85-2586

西和賀町 ② 沢内中学校文化祭 劇や歌などにより、日頃の学習の成果を各学年ごとに発表しあいます。
10月23日

9:00～12:00
沢内中学校 沢内中学校 無料

沢内中学校
0197-85-2130

西和賀町 ② 湯田中学校文化祭 劇や歌などにより、日頃の学習の成果を各学年ごとに発表しあいます。
10月24日

9:00～12:00
湯田中学校 湯田中学校 無料

湯田中学校
0197-82-3105

金ヶ崎町 ② 金ケ崎町小学校音楽会 町内各小学校児童により、合唱及び合奏の発表を行います。
11月11日

9：30～12：00
金ケ崎小学校

町教育委員会
町教育研究協議会

無料 西小学校　0197－44－2704

金ヶ崎町 ② 永岡小学校学習発表会
家庭や地域の方々に、日ごろの学習について子どもたちが作品の展示物
や諸活動の発表を行います。

10月30日
9時から18時

永岡小学校 永岡小学校 無料 永岡小学校　0197－44－3241

金ヶ崎町 ② 永岡幼稚園生活発表会
家庭や地域の方々に、日ごろの学習について子どもたちが作品の展示物
や諸活動の発表を行う。

11月28日
9時から19時

永岡幼稚園 永岡幼稚園 無料 永岡幼稚園　0197－44－2231

金ヶ崎町 ② レッゴースクール 金ケ崎町内の小・中・高の一斉学校公開です。
11月6日

9:50～12:00
岩手県立金ケ崎高
校

岩手県立金ケ崎高校 無料 金ケ崎高校　0197-44-3206

金ヶ崎町 ② 金ケ崎小学校学習発表会
家庭や地域の方々に、日ごろの学習について子どもたちが作品の展示物
や諸活動の発表を行います。

10月30日
9時から15時

金ケ崎小学校 金ケ崎小学校 無料 金ケ崎小学校　0197－44－6055

金ヶ崎町 ② 金ケ崎中学校文化祭
家庭や地域の方々に、日ごろの学習について子どもたちが作品の展示物
や諸活動の発表を行います。

10月30,31日
9時から19時

金ケ崎中学校 金ケ崎中学校 無料 金ケ崎中学校　0197－44－2020
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金ヶ崎町 ② レッツゴー・スクール・デー
町内の全幼稚園、小・中学校、高等学校が１日公開し、すべての活動を
自由に参観できる日とします。

11月6日
幼：9時～1時

小・中　9時～3時
高　１０時～3時

各幼稚園、小・中学
校、高等学校

金ケ崎町教育委員会 無料 各幼稚園、小・中学校、高等学校

金ヶ崎町 ③
第３０回記念金ケ崎町郷土芸能発
表大会

町民の郷土芸能団体並びに招待団体による郷土芸能発表大会。
11月14日

12：30～16：30
金ケ崎町中央生涯
教育センター

金ケ崎町郷土芸能保存会 無料 金ケ崎町郷土芸能保存会　0197-44-3123

金ヶ崎町 ③
町民憲章４０周年「新町誕生５５周
年」記念第２４回金ケ崎町芸術文
化祭

町民の皆さんの芸術文化活動の発表の機会とする。 10月24日～12月5日
金ケ崎町中央生涯
教育センター

金ケ崎町芸術文化協会 無料 金ケ崎町芸術文化協会　0197-44-3123

金ヶ崎町 ①
町内一周駅伝競走大会
女子駅伝競走大会

①一般、職場、②高校の部　全行程37.3ｋｍ
③女子駅伝の部　全行程16.1ｋｍ

11月3日
10：00～

森山総合公園陸上
競技場他

金ケ崎町体育協会
金ケ崎町体育協会
kanetaikyou-1955@wit.ocn.ne.ip
0197-44-3010

金ヶ崎町 ② 三ケ尻小学校学習発表会
家庭や地域の方々に、日ごろの学習について子どもたちが作品の展示物
や諸活動の発表を行います。

11月13日
9時から19時

三ケ尻小学校 三ケ尻小学校 無料 三ケ尻小学校　0197‐42‐2226

金ヶ崎町 ② 三ケ尻幼稚園生活発表会
家庭や地域の方々に、日ごろの学習について子どもたちが作品の展示物
や諸活動の発表を行います。

11月27日
9時から19時

三ケ尻幼稚園 三ケ尻幼稚園 無料 三ケ尻幼稚園　0197－42－4111

金ヶ崎町 ② 西小学校学習発表会
家庭や地域の方々に、日ごろの学習について子どもたちが作品の展示物
や諸活動の発表を行います。

10月30日
9時から17時

西小学校 西小学校 無料 西小学校　0197－44－2704

金ヶ崎町 ② 第一小学校学習発表会
家庭や地域の方々に、日ごろの学習について子どもたちが作品の展示物
や諸活動の発表を行います。

10月30日
9時から16時

第一小学校 第一小学校 無料 第一小学校　0197－43－2322

金ヶ崎町 ③
町民憲章４０周年「新町誕生５５周
年」記念第２回町民劇場

鳥海柵をテーマとした町民劇場「宗任残照伝」を発表する。
10月16日

16：00～18：00
金ケ崎町文化体育
館

町民劇場実行委員会 金ケ崎町中央生涯教育センタ―0197-44-3123

金ヶ崎町 ② 南方幼稚園生活発表会
家庭や地域の方々に、日ごろの学習について子どもたちが作品の展示物
や諸活動の発表を行います。

11月28日
9時から19時

南方幼稚園 南方幼稚園 無料 南方幼稚園　0197－44－3119

金ヶ崎町 ② 六原幼稚園生活発表会
家庭や地域の方々に、日ごろの学習について子どもたちが作品の展示物
や諸活動の発表を行います。

11月28日
9時から19時

六原幼稚園 六原幼稚園 無料 六原幼稚園　0197－43－2210

平泉町 ② 長島小学校学習発表会 作品展示、舞台発表（合唱・合奏）
10月17日

9:00～12:00
長島小学校 長島小学校 無料

長島小学校
0191-46-2203

平泉町
①③
④

アートキャンプ～平泉の歴史と文
化を訪ねる　世界文化遺産として
の価値を体感する

中尊寺、毛越寺、無量光院、柳之御所資料館などを巡り、現場の臨場感
を直に体感しながら語り合います。

１０月３０日～１０月３
１日

平泉市内 東北芸術工科大学 http://www.tuad.ac.jp/plusart/program/artcamp/index.html
申込み：
0120-
25-8160

平泉町 ② 平泉小学校学習発表会 作品展示、舞台発表（合唱・合奏）
10月23日

9:00～14:00
平泉小学校 平泉小学校 無料

平泉小学校
0191-46-2202

平泉町 ② 平泉中学校文化祭 作品展示、合唱コンクール
10月24日

9:00～15:00
平泉中学校 平泉中学校 無料

平泉中学校
0191-46-2205
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藤沢町 ② 学習発表会 学習成果の発表です。
10月23日

9:00～12:00
黄海小学校 黄海小学校 無料 黄海小学校　0191-63-2017

藤沢町 ② 収穫祭 収穫したお米での餅つきです。
11月6日

9:00～15:00
黄海小学校 黄海小学校 無料 黄海小学校　0191-63-2017

藤沢町 ② 学習発表会 学習成果の発表です。
10月23日

9:00～12:00
新沼小学校 新沼小学校 無料 新沼小学校　0191-63-2016

藤沢町 ② ふるさと交流会・授業参観日 授業参観と昔の遊び交流です。
11月17日

10:00～14:00
新沼小学校 新沼小学校 無料 新沼小学校　0191-63-2016

藤沢町 ② フリー参観日 授業参観です。
11月20日

8:45～15:30
藤沢小学校 藤沢小学校 無料 藤沢小学校　0191-63-2011

藤沢町 ② 学習発表会 学習成果の発表です。
10月23日

9:00～12:00
藤沢町文化交流セ
ンター

藤沢小学校 無料 藤沢小学校　0191-63-2011

藤沢町 ② 文化祭 作品展示、合唱、学習発表等です。
10月24日

9:00～15:00
藤沢中学校 藤沢中学校 無料 藤沢中学校　0191-63-2323

藤沢町 ①
藤沢町民総参加スポーツレク
リェーション祭

自治会対抗スポーツ・レクリェーション大会 10月10日 藤沢運動広場 藤沢町 無料
藤沢町教育委員会生涯学習文化課スポーツ振興係
0191-63-5551

藤沢町 ③ 藤沢町産業文化祭 作品展示、発表等です。
10月30日～10月31

日
9:00～17:00

藤沢町文化交流セ
ンター

藤沢町 無料 藤沢町文化交流センター　0191-63-5515

藤沢町 ③ 図書館おはなし会 図書の読み聞かせ、映画上映会です。 10月9日
藤沢町文化交流セ
ンター

藤沢町図書館 無料 藤沢町図書館　0191-63-5515

藤沢町 ③ 図書館おはなし会 図書の読み聞かせ、映画上映会です。 11月13日
藤沢町文化交流セ
ンター

藤沢町図書館 無料 藤沢町図書館　0191-63-5515

大槌町 ② 大高祭（文化祭）
各クラス，クラブの発表・展示活動を通し，創造力を養うとともに地域交流
を図る機会とします。

10月24日
9:30〜14:30

岩手県立大槌高校 岩手県立大槌高校 無料
大槌高等学校
0193-42-3025

山田町 ② 学校へ行こう週間 本校の教育活動の様子を保護者や地域住民に公開します。
10月12日～10月17

日
9:00～15:35

岩手県立山田高等
学校

岩手県立山田高等学校 無料
岩手県立山田高等学校
　電話：0193-82-2164

山田町 ② さいかち祭（文化祭） 本校の教育活動の成果を保護者や地域住民に公開します。
10月16日～
10月17日

10:00～14:30

岩手県立山田高等
学校

岩手県立山田高等学校 無料
岩手県立山田高等学校
　電話：0193-82-2164

山田町 ② 山田町中高連携教育推進事業
山田高校と町内中学校等の関係者が一堂に会し、相互理解を深めるとと
もに、生徒の進路意識の高揚や地域貢献に向けた意識づくりのための講
演会等を実施します。

10月1日（予定）13:00
～16:10

山田町中央コミュニ
ティーセンター

岩手県立山田高等学校 無料

岩手県立山田高等学校
　電話：0193-82-2164
山田町教育委員会
　電話：0193-82-3111(内314）

山田町 ② 収穫感謝祭
日頃の学習の成果を学級ごとに発表するとともに、学校田で収穫した餅
米で餅をつき、地域の方々と会食をします。

10月24日
8:30～13:30

荒川小学校 荒川小学校 無料
荒川小学校
0193-86-2413

山田町 ② とどろき祭り
劇や歌などにより、日頃の学習の成果を各学年ごとに発表するとともに、
地域の方々に学校田で取れたもち米を使ったもち料理をふるまいます。

10月16日
9:00～13:00

轟木小学校体育館 轟木小学校 無料 轟木小学校

山田町 ② 稲作体験（脱穀） ４月末から取り組んでいる稲作体験の最後である脱穀を行います。
10月5日

10：30～12：00
馬指野橋付近学校
田

轟木小学校 無料 轟木小学校
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山田町 ② 道徳授業参観 道徳の授業を保護者や地域の方々に見ていただきます。
11月26日

13：50～14：35
轟木小学校 轟木小学校 無料 轟木小学校

山田町 ② わだつみ祭
合唱コンクールや文化部の発表、山中太鼓の発表、弁論・独唱等を発表
します

10月23・24日
9:00～16:00

山田中学校 山田中学校 無料
山田中学校
0193－82－2611

山田町 ① 第28回山田少年空手道大会
町内で活動する空手道スポ少が参加し、個人型、組手の各部門で競いあ
います。

11月14日
8：30～13：30

山田町立武徳殿
山田町スポーツ少年団本部・
山田空手道協会

山田町教育委員会事務局生涯学習課　社会体育係
0193-82-5505

山田町 ①
第12回山田町少年柔道選手権大
会

町内の柔道スポ少参加のもと、個人戦（５部門）により競技を行います。
11月21日

8：30～13：30
山田町立武徳殿

山田町スポーツ少年団本部・
山田柔道協会

山田町教育委員会事務局生涯学習課　社会体育係
0193-82-5505

山田町 ①
第30回伊藤杯争奪山田少年剣道
大会

町内在住の小・中学生及び高校生が参加し、個人戦により競技を行いま
す。

11月28日
8：30～12：30

山田町立武徳殿
山田町スポーツ少年団本部・
山田町剣道協会

山田町教育委員会事務局生涯学習課　社会体育係
0193-82-5505

山田町 ③ 中高連携教育推進事業講演会 講師　明石　康　氏（元国連事務次長） 10月1日 山田中央公民館 山田町教育委員会 無料
山田町教育委員会　学校教育課
0193-82-3111

山田町 ② 山田町小・中音楽発表会 11月9日 山田中央公民館 山田町教育委員会 無料
豊間根中学校
0193-86-2411

山田町 ③ 朱振南・南奎雲友好書画展 山田町ゆかりの書画家２名の作品を展示します。
10月1日～３日
9:00～16：00

山田町中央公民館 山田町教育委員会 無料
山田町教育委員会生涯学習課
０１９３－８２－３１１１

山田町 ③ 町民芸術祭作品展示部門 町内の芸術文化団体の活動成果を披露します。
10月30・31日
9:00～16：00

山田町中央公民館 山田町教育委員会 無料
山田町教育委員会生涯学習課
０１９３－８２－３１１１

山田町 ①
第30回勤労者ソフトバレーボール
大会

町内在住（若しくは勤務）者でチームを編成し、6人制ソフトバレーボール
を行います。

11月9日～11月12日
19：00～21：00

山田勤労者体育セ
ンター

山田町教育委員会
山田町教育委員会事務局生涯学習課　社会体育係
0193-82-5505

山田町 ③ 町民芸術祭「民謡と踊りの集い」 町内の芸術文化団体の活動成果を披露します。
11月14日

13：00～16：00
山田町中央公民館 山田町教育委員会

山田町教育委員会生涯学習課
０１９３－８２－３１１１

山田町 ③ 町民芸術祭「音楽フェスティバル」 町内の芸術文化団体の活動成果を披露します。
11月28日

13：00～16：00
山田町中央公民館 山田町教育委員会

山田町教育委員会生涯学習課
０１９３－８２－３１１１

山田町 ① 第26回山田町民駅伝大会
小学生・中学生・高校以上一般の3部門があり、１チーム5人で襷をつな
ぐ。（コースは1周約2.1ｋｍ）

10月10日
9：30～12：00

旧マリンパーク山田
駐車場周辺

山田町民駅伝大会実行委員
会

山田町教育委員会事務局生涯学習課　社会体育係
0193-82-5505

山田町 ① 平成22年度第39回町民体育祭
町内11地区対抗で、幼児から高齢者まで参加できる様々な競技を行いま
す。

10月3日
9:00～15：00

町民グランド陸上競
技場

山田町民体育祭実行委員会 無料
山田町教育委員会事務局生涯学習課　社会体育係
0193-82-5505

山田町 ③ 企画展「多賀谷真吾写真展」 生態系を育む海、川、山の写真展を開催します。
10月１日～11月28日

9:00～17:00
山田町立鯨と海の
科学館

山田町立鯨と海の科学館
鯨と海の科学館
0193-84-3985

山田町 ① 体験教室「勾玉を作ろう」 古代日本人が装飾品として作っていた勾玉を作ります。
11月28日

13:00～16:00
山田町立鯨と海の
科学館

山田町立鯨と海の科学館
鯨と海の科学館
0193-84-3985

山田町 ②
平成22年度山田町立山田南小学
校学習発表会

総合の発表、劇や歌などにより、日頃の学習の成果を各学年ごとに発表
しあいます。

10月16日
9:00～15:0０

山田南小学校 山田南小学校 無料
山田南小学校
0193-82-9581
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山田町 ① 学校公開 11月2日 山田北小学校 山田北小学校 無料
山田北小学校
0193-82-9588

山田町 ② 織笠小学校作品展示会
児童の作品を展示するとともに、合唱、吹奏楽、音読のステージ発表を行
います。

10月16日
10:30～11:30

織笠小学校 織笠小学校 無料
織笠小学校
0193-82-3628

山田町 ② 大浦小学校学習発表会 劇や合唱等、日頃の学習の成果を各学年ごとに発表し合います。
10月31日

9:00～12:00
大浦小学校体育館 大浦小学校 無料 大浦小学校　0193-84-2250

山田町 ② 豊間根中学校文化祭
弁論、音楽部の演奏、伝承芸能や歌などにより、日頃の学習の成果を生
徒会が中心となりに発表します。

10月31日
9:00～16：00

豊間根中学校 豊間根中学校 無料
豊間根中学校
0193－86－2411

岩泉町 ②
「いわて教育の日」関連行事　泉
高生による郷土芸能のひととき

地元に伝わる郷土芸能の演舞および鑑賞会等
10月30日

13:00～15:30
岩泉町民会館（予
定）

岩手県立岩泉高校 無料
岩手県立岩泉高等学校　教務課
電話番号　０１９４－２２－２７２０

田野畑村 ② 田野畑小学校学習発表会 劇や歌などにより、日頃の学習の成果を各学年ごとに発表しあいます。 10月24日 田野畑小学校 田野畑小学校 無料
田野畑小学校
0194-34-2050

田野畑村 ② 田野畑小学校校内マラソン大会 業間運動や体育の授業で鍛えた走りを発揮して完走を目指します。 11月5日 田野畑小学校 田野畑小学校 無料
田野畑小学校
0194-34-2050

田野畑村 ② 田野畑中学校文化祭 劇や歌などにより、日頃の学習の成果を各学年ごとに発表しあいます。 10月31日 田野畑中学校 田野畑中学校 無料
田野畑中学校
0194-34-2301

田野畑村 ② 田野畑中学校学校公開 学校での研究成果を関係者に公開します。 11月26日 田野畑中学校 田野畑中学校 無料
田野畑中学校
0194-34-2301

普代村 ① ２０１０スポレク健康祭 スポーツ講演会、スポーツ体験会、スポーツ大会等
10月10日

10:00～16:00
普代村Ｂ＆Ｇ海洋
センター他

スポーツクラブ 無料
普代村教育委員会事務局
０１９４－３５－２７１１

普代村 ② 学習発表会 劇や歌などにより、日頃の学習の成果を各学年ごとに発表しあいます。
10月23日

9：00～12：20
普代小学校 普代小学校 無料

普代小学校
０１９４－３５－２５５０

普代村 ① ふだいまるごと海産まつり
芸能発表会（小・中学生神楽、ふだい荒磯太鼓等）、体験部門（会場パ
レード乗船、水上バイク乗船、競売り体験）特産品販売、無料炭火焼き
コーナー

10月3日
10:00～15：00

太田名部漁協 普代村 無料
実行委員会
（普代村建設水産課　佐々木
0194－35－2116）

普代村 ① はまゆりマラソン
マラソンの１０分の１を走る
小学生、中学生、一般、親子の部

11月17日
9：00～12：00

村役場から普代浜
往復

普代村 無料
普代村教育委員会事務局
０１９４－３５－２７１２

普代村 ① 普代村文化祭 作品展示、健康チェック、健康相談
１１月６日～７日

9：00～18：00
普代村役場
保健センター

普代村 無料
普代村教育委員会事務局
０１９４－３５－２７１３

普代村 ② 普代中学校文化祭
合唱・劇・神楽等のステージ部門と教科展示部門の発表を行い、保護者
及び地域の方々に観て頂きます。

10月24日
9:00～15:00

普代中学校 普代中学校 無料
普代中学校
０１９４－３５－２５５１

野田村 ② 野田小学校学習発表会 作品展示などにより、日頃の学習の成果を発表しあいます。
10月16日

9:00～12:00
野田小学校 野田小学校 無料 野田小学校　0194-78-2166

野田村 ③ 野田村総合文化祭・公演部門
村内保育所、小・中学校、芸術文化協会加盟団体等による公演が行われ
ます。

10月24日
9:00～12:00

野田村体育館 野田村 無料 野田村総合文化祭実行委員会　0194-78-2936

野田村 ③ 野田村総合文化祭・展示部門
村内保育所、小・中学校、芸術文化協会加盟団体等による作品展が行わ
れます。

10月30日～10月31
日

野田村体育館 野田村 無料 野田村総合文化祭実行委員会　0194-78-2936
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野田村 ② 野田中学校文化祭
野田中学校の生徒による合唱、吹奏楽部演奏、作品展示などが行われ
ます。

10月23日
9:00～12:00

野田中学校 野田中学校 無料 野田中学校　0194-78-2170

洋野町 ①
第5回洋野町長杯高校野球交流
大会

参加８校によるトーナメント戦
10月2日～
10月3日

8:30-18:00

オーシャン･ビュー･
スタジアム

岩手県高校野球連盟久慈支
部・洋野町

無料
洋野町種市体育館
0194-65-4290

洋野町 ② 学校へ行こう週間 授業を一般の方に公開します。
10月25日～10月29

日
岩手県立種市高等
学校

岩手県立種市高等学校 無料 種市高等学校　0194-65-2147

洋野町 ② 種高祭(文化祭)
文化部による展示・発表、クラス企画、海洋開発科の潜水体験などで、来
場者に楽しんでいただきます。

10月16日～10月17
日

岩手県立種市高等
学校

岩手県立種市高等学校 無料 種市高等学校　0194-65-2147

洋野町 ② 学習発表会 日頃の学習の成果を、劇や歌、音読などで各学年ごとに発表します。
10月17日

8:45～12:15
種市小学校 種市小学校 無料

洋野町立種市小学校
0194-65-2128

洋野町 ② 種市中学校文化祭
日頃の学習の成果を、演劇、合唱、新聞、英語暗唱、弁論、教科作品展
示などをとおして発表します。

10月24日
9:00～15:00

種市中学校 種市中学校 無料
種市中学校
0194-65-2138

洋野町 ② 種市中学校授業参観 生徒の授業の様子を家庭や地域の方々に参観していただきます。
11月27日

14:00～14:50
種市中学校 種市中学校 無料

種市中学校
0194-65-2138

洋野町 ② 宿戸中学校文化祭 合唱や作品づくりなど、日常の学習活動の成果を発表します。
10月24日

9:00～15:00
宿戸中学校 宿戸中学校 無料

宿戸中学校
0194-65-4002

洋野町 ② 文化祭
児童による劇や歌などのステージ発表と児童・ＰＴＡの作品展示を行いま
す。

10月17日
9:00～12:00

城内小学校 城内小学校 無料
城内小学校
0194-66-2331

洋野町 ② 帯島小学校学習発表会 劇や歌などにより、日頃の学習の成果を各学年ごとに発表しあいます。
10月16日

8:45～12:10
帯島小学校 帯島小学校 無料

帯島小学校
0194-77-5004

洋野町 ③
帯島小学校わくわくフェスティバル
（収穫祭）

総合的な学習や生活科で取り組んだ学習の発表と農園や田んぼで収穫
した野菜やお米を使って地域の方々と食事会

11月26日
13:05～15:30

帯島小学校 帯島小学校 無料
帯島小学校
0194-77-5005

洋野町 ② 大野第二中学校文化祭 演劇、合唱等のステージ発表のほか生徒等の作品展示を行います。
10月23日

9：00～15：00
大野第二中学校 大野第二中学校 無料

大野第二中学校
0194-77-5009

洋野町 ② 中野小学校学習発表会 劇や歌などにより、日頃の学習の成果を各学年ごとに発表しあいます。
10月30日

9:00～12:00
中野小学校 中野小学校 無料

中野小学校
0194-67-2107

洋野町 ② 道徳授業参観日 全学年による道徳の授業参観を実施します。
11月16日

14:05～14:50
中野小学校 中野小学校 無料

中野小学校
0194-67-2107

洋野町 ② 学習発表会 劇音楽など学習成果の発表
10月16日

8:30～12:00
平内小学校 平内小学校 無料

平内小学校
0194-65-2123

洋野町 ④ 平小祭り＆三世代交流会 児童企画の出店，昔の遊びなど三世代の交流
11月19日

8:30～13:00
平内小学校 平内小学校 無料

平内小学校
0194-65-2124

洋野町 ① 第４回洋野町駅伝大会 町民相互の親睦と健康増進のため大野地内で健脚を競います。
10月10日

10:00-15:00
洋野町内 洋野町 無料

洋野町教育委員会大野事務所
0194-77-2115
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洋野町 ① 葦牙（あしかび）映画上映会 みちのくみどり学園(児童養護施設)の記録映画の上映会
10月17日

13:30～16:40
洋野町民文化会館 洋野町 無料

洋野町民文化会館
0194-65-5411

洋野町 ③ 「五日市　剛氏」講演会 五日市　剛　氏を招いての講演会を開催します。
10月30日

14:00～15:30
洋野町民文化会館 洋野町 無料

洋野町民文化会館
0194-65-5411

洋野町 ③ 第5回洋野町文化祭
日頃より文化活動に取り組んでいる町民の優れた作品の展示及び舞台
発表等も行います。

10月31日～11月3日
9:00～16:00

洋野町民文化会館
ほか

洋野町 無料
洋野町民文化会館
0194-65-5411

一戸町 ② 桜陵祭 生徒及び学校の諸活動の発表と公開
10月10日

10:00～15:00
岩手県立一戸高校 岩手県立一戸高校 無料 一戸高校　0195-33-3042

一戸町 ② 学校へ行こう週間 授業並びに生徒の諸活動や校舎内外施設の公開
11月1日～5日
11:00～16:30

岩手県立一戸高校 岩手県立一戸高校 無料 一戸高校　0195-33-3042

一戸町 ② 奥小・みたけ交流学習発表会
本校小学部と奥中山小学校の児童が交流しながら、日頃の学習の成果
を発表します。

10月23日
8:50～12:15

奥中山小学校
岩手県立盛岡みたけ支援学
校奥中山校

無料
盛岡みたけ支援学校奥中山校
0195-35-3036

一戸町 ② 奥中・みたけ交流文化祭
本校中学部と奥中山中学校の生徒が合同の劇等に取り組み、日頃の学
習の成果を発表します。

10月24日
9:00～15:30

奥中山中学校
岩手県立盛岡みたけ支援学
校奥中山校

無料
盛岡みたけ支援学校奥中山校
0195-35-3036
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