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札幌市 ③ さっぽろアートステージ

■11月を文化月間と位置づけ、複合的・総合的文化事業を開催する。
1「舞台芸術部門」札幌劇場祭：市内９劇場で1か月間公演を行い、企画と
舞台を競い合う。北海道中学生演劇発表大会：中学生による演劇の全道
大会を行う。
2「音楽部門」地元ミュージシャンによるストリートライブを行う。
3「学生音楽部門」小中高校の合唱・吹奏楽等の参加希望校によるｺﾝｻｰﾄ
を行う。
4「美術部門」公共スペースを使用し、美術作品を制作・展示する。
5「アートミートマート」アートのフリーマーケットと同時に、ステージパフォー
マンス、美術展示等を行う。

10/31～
12/19

市内各所
さっぽろアートステージ実行
委員会

http://www.s-artstage.com

北海道
①②
③

北海道教育の日 道内各地の「北海道教育の日」協賛事業 http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/ksk/seisaku/kyouikunohitoha.htm

札幌市 ③ アイヌ文化フェスティバル２０１０
各種のアイヌ文化を総合的に紹介します。国民に対しアイヌ文化に触れる
場を提供することにより、アイヌの人々やアイヌ文化に関する理解の促進
を図ります。

10月30日 共済ホール
財団法人アイヌ文化振興・研
究推進機構

無料 http://www.frpac.or.jp/

札幌市 ③
第１４回アイヌ語弁論大会「イタカ
ン ロー」

アイヌ語学習者が全国各地から集まり日頃の学習成果を発表します。日
本という国が多文化、多言語、多民族であることを実感する貴重な機会で
す。

11月6日
国立大学法人北海
道大学クラーク会
館

財団法人アイヌ文化振興・研
究推進機構

無料 http://www.frpac.or.jp/

札幌市 ② 金融教育シンポジウム
お金の働きを理解し、豊かな社会づくりに向け、主体的な能力を養う教育
である「金融教育」をテーマとしたシンポジウムを開催します。

10月23日 ホテルＫＫＲ札幌
国立大学法人北海道教育大
学

無料
総務部総務課広報・地域連携グループ
℡011-778-0210

札幌市 ① 授業公開講座
大学の授業の一部を公開することにより、地域に広く大学教育を提供しま
す。

10月～3月
北海道教育大学札
幌校

国立大学法人北海道教育大
学

総務部総務課広報・地域連携グループ
℡011-778-0210

札幌市 ①
国際情勢講演会中東を知るセミ
ナー

札幌を中心に北海道の一般市民・学生の方々を対象に、中東、アラブ、イ
スラームについての知識啓蒙を行っています。本セミナーは、外務省の支
援を受け、(財)中東調査会と(財)札幌国際プラザが平成4年から継続して
いる事業で、今年で18回目になります。報道などでかたよった印象の強い
中東地域、イスラームについて、専門的でかつバランスの取れた情報を
提供します。また、3年前から講師に女性の専門家を迎え、庶民の目線か
らみた中東、イスラームといった身近な例を紹介する事により、受講者の
同地域への関心を高めたいと考えています。

11月5日 札幌国際プラザ
財団法人中東調査会・共催
外務省(国内広報課)（予定）/
財団法人札幌国際プラザ

無料
http://www.meij.or.jp/

札幌市 ①
札幌医科大学保健医療学部平成
22年度夜間公開講座

「生活を創る手の動きと外傷」と題して坪田貞子作業療法学科教授による
講演を行います。

11月4日
札幌医科大学記念
ホール

札幌医科大学保健医療学部 無料 http://web.sapmed.ac.jp/jp/news/event/03bqho00000011iv.html

札幌市 ①
第2回札幌医科大学保健医療学
部フォーラム

「半世紀を迎える北海道におけるリハビリテーション医療のこれからを考
える」をテーマに、講演及びシンポジウムを実施します。

11月19日
札幌医科大学記念
ホール

札幌医科大学保健医療学部 無料 http://web.sapmed.ac.jp/index.html

札幌市 ①
公開講座「陰影礼賛」銀塩写真の
世界

白黒写真の実習。大学周辺で各自撮影したフィルムを各自暗室で現像
し、印画紙への焼付けを行います。

10月16日
札幌大谷大学美術
科暗室

札幌大谷大学 http://www.sapporo-otani.ac.jp

札幌市 ④
日本仏教教育学会連携公開講座
「近代北海道開拓と仏教教育～キ
リスト教教育との対比について～」

近代北海道開拓への仏教徒の関わりと仏教教育の普及をキリスト教教
育と対比しつつ概観します。

10月30日
札幌大谷大学視聴
覚教室

札幌大谷大学 無料 http://www.sapporo-otani.ac.jp

札幌市 ③ 第3回札幌大谷音楽コンクール
将来性豊かな人材の発見に努め、日本の音楽文化の発展に寄与するこ
とを目的としています。

10月31日
札幌大谷大学大谷
記念ホール

札幌大谷大学 http://www.sapporo-otani.ac.jp

札幌市 ① 公開講座「オペラの楽しみ」
プッチーニ作曲、歌劇「トゥーランドッド」について解説を交えながら全曲を
鑑賞します。

11月6日
札幌大谷大学視聴
覚教室

札幌大谷大学 無料 http://www.sapporo-otani.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
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札幌市 ①
公開講座及び本学特別講義一般
公開「詩と音楽のDuo・デュオ」

音楽は、非言語的コミュニケーションと言われます。詩（言語）と音楽（非
言語）がどのように人間の心に響くかお聞きします。

11月18日
札幌大谷大学大谷
記念ホール

札幌大谷大学 無料 http://www.sapporo-otani.ac.jp

札幌市 ①
公開講座「子どもを取り巻く食環境
の問題点」

現代の子どもにとっての「食」の問題点について解説するとともに安全で
豊かな食生活について考えます。

11月20日
札幌大谷大学視聴
覚教室

札幌大谷大学 無料 http://www.sapporo-otani.ac.jp

札幌市 ② おおたに大学祭 各学科の特色を活かした模擬店、展示、発表の一般公開を行います。
10月23日～

24日
札幌大谷大学大学 札幌大谷大学 無料 http://www.sapporo-otani.ac.jp

札幌市 ③
建築文化週間
第35回北海道建築賞（2010年度）
表彰式・記念講演会

2010年度第35回北海道建築賞を受賞された方々に、受賞作品を語って
いただき、その後、パネルディスカッション開催いたします。

11月5日
北海道大学遠友学
舎

社団法人　日本建築学会　北
海道支部

無料 http://www.aij.or.jp/jpn/symposium/2010/bunka2010sibu.pdf

札幌市 ② 海外留学説明会
これから留学を考えたい方及び英語圏の国への留学を考える方のため
の基礎的なセミナー及び体験談です。

11月6日
札幌留学生交流セ
ンター

独立行政法人日本学生支援
機構

無料 http://www.jasso.go.jp/study_a/seminar.html#sapporo

札幌市 ③ スーパーウィンズ演奏会（吹奏楽）
北海道教育大学岩見沢校音楽コース学生を中心としたグループによる吹
奏楽の演奏会を行います。

11月15日
札幌市教育文化会
館

北海道教育大学岩見沢校 http://www.hokkyodai.ac.jp/iwa/

札幌市 ①
北海道情報大学公開講座「マーケ
ティングを学ぼう」

企業が行うマーケティングの基本的な概念と私達の日常生活との関わり
を具体的な事例を挙げて説明します。

10月18日，
25日，11月1
日，8日，15
日

北海道情報大学札
幌サテライト

北海道情報大学 http://www.do-johodai.ac.jp/kouza/kouza.html

札幌市 ④ サステナビリティ・ウィーク2010
持続可能な社会づくりをキーワードに，市民・学生・研究者が最新の研究
成果を共有し，よりよい未来に向け議論をする機会です。

10月25日～
11月7日

北海道大学キャン
パス内

北海道大学 無料 http://www.sustain.hokudai.ac.jp/sw/jp/

札幌市 ① 公開講座「旅の楽しさを考える」

観光学高等研究センター設立から4年。センターでは、これからの豊かな
社会では旅がキーワードとなり、その楽しみが人生や地域の暮らしを豊か
にしてゆくと考えています。今回の6回シリーズでは、それぞれの発表者
が、旅の意味や、そこから生まれる出会い、また人生の転機などを「旅の
楽しさ」を起点に語ります。

10月28日～
12月2日

北海道大学情報教
育館3階スタジオ型
多目的中講義室

北海道大学観光学高等研究
センター

http://www.hokudai.ac.jp/imcts/index.html

札幌市 ① 公開講座「「学問的」読書の方法」

教養としての読書、趣味としての読書は、言うまでもなく、人生の宝です
が、それとは少し違う「学問的」読書法も身につけておきたいもの。いわゆ
る「むずかしい本」（思想書、社会科学関係）を読めるようになりたいと思っ
ている人たちに、「学問的」読書のわかりやすい方法をご紹介します。

9月27日～
12月6日

北海道大学メディ
ア・コミュニケーショ
ン研究院 105室

北海道大学大学院メディア・
コミュニケーション研究院

http://www.hokudai.ac.jp/imcts/index.html

札幌市 ①
公開講座「ようこそ！ヘルスサイエ
ンスの世界へ」

・フードファディズムと健康食品
・発達障害のニューロサイエンス
・車いすから見える座りの世界
について市民を対象に講演します

11月3日
保健科学研究院６
階　会議室

北海道大学大学院保健科学
研究院

無料
北海道大学大学院保健科学研究院　事務室
011-706-3315
http://www.hs.hokudai.ac.jp/

札幌市 ①
公開講座「生涯学習社会の現況と
求められる大学の役割」

琉球大学生涯学習教育研究センター背戸博史教授をお招きし、これから
の生涯学習について提言します。

10月16日 ポルトホール 北翔大学 無料 http://www.hokusho-u.ac.jp/renkei/extension_center_f/syogaicenter_f

函館市 ③ 函館市民文化祭 文化・芸術の振興を図るため，舞台公演，美術作品展示等を行う。
10月30日～

11月8日
函館市芸術ホール
函館市民会館

函館市文化団体協議会
（財）函館市文化・スポーツ振
興財団
函館市教育委員会

http://www.bundankyo.org/
http://www.zaidan-hakodate.com/

函館市 ① １９６０／７０年代大衆文化論
戦後大衆文化史の一転換といえる１９６０年代、７０年代のポップカル
チャーの諸相を考えます。

12月18日
北海道教育大学函
館校

国立大学法人北海道教育大
学

総務部総務課広報・地域連携グループ
℡011-778-0210

函館市 ① 授業公開講座
大学の授業の一部を公開することにより、地域に広く大学教育を提供しま
す。

10月～3月
北海道教育大学函
館校

国立大学法人北海道教育大
学

総務部総務課広報・地域連携グループ
℡011-778-0210
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函館市 ① 「週間光源氏」などを読む。
千年紀を迎えた源氏物語をコミックやビデオ、専門雑誌の特集や外国で
の受容などを捉えます。

10月2日～
12月18日

北海道教育大学函
館校

国立大学法人北海道教育大
学

総務部総務課広報・地域連携グループ
℡011-778-0210

函館市 ① 整数の計算を楽しもう
合同式を使って色々な整数の計算や問題に挑戦しながら、整数について
学びます。

10月6日～
11月10日

北海道教育大学函
館校

国立大学法人北海道教育大
学

総務部総務課広報・地域連携グループ
℡011-778-0210

函館市 ② 公開講座 中学生対象のレゴブロックを用いたロボットづくり講座 11月3日
函館工業高等専門
学校

函館工業高等専門学校 http://www.hakodate-ct.ac.jp/

函館市 ① 公開講座 一般社会人対象のとんぼ玉作り講座 11月3日
函館工業高等専門
学校

函館工業高等専門学校 http://www.hakodate-ct.ac.jp/

函館市 ② 公開講座 小学校5年生～中学生対象の電子工作講座 11月6日
函館工業高等専門
学校

函館工業高等専門学校 http://www.hakodate-ct.ac.jp/

函館市 ② 公開講座
小学校4年生～6年生対象のストローなどにより橋を作り強度実験を行う
講座

11月13日
函館工業高等専門
学校

函館工業高等専門学校 無料 http://www.hakodate-ct.ac.jp/

小樽市 ③
平成22年度第61回
小樽市文化祭

美術や書道、写真など９種目で市民公募
展を行うほか、お茶やお花、ステージなど全19種目にわたり開催します。

9/29
～11/3

市立小樽美術館ほ
か5会場

小樽市、小樽市文化祭
実行委員会

無料 http://www.city.otaru.hokkaido.jp/simin/gakushu_sports/bunka/bunkasai/
0134-32-4111
内線532

小樽市 ①④ 施設の無料公開 文化の日に社会教育施設を無料開放します。 11/3
小樽市総合
博物館

小樽市教育
委員会

無料 http://www.city.otaru.hokkaido.jp
0134-32-4111
内線532

小樽市 ①④ 施設の無料公開 文化の日に社会教育施設を無料開放します。 11/3
重要文化財
旧日本郵船
㈱小樽支店

小樽市教育
委員会

無料 http://www.city.otaru.hokkaido.jp
0134-32-4111
内線532

小樽市 ①④ 施設の無料公開 文化の日に社会教育施設を無料開放します。 11/3 手宮洞窟保存館
小樽市教育
委員会

無料 http://www.city.otaru.hokkaido.jp
0134-32-4111
内線532

小樽市 ①③ 施設の無料公開 文化の日に社会教育施設を無料開放します。 11/3 市立小樽美術館
小樽市教育
委員会

無料 http://www.city.otaru.hokkaido.jp
0134-32-4111
内線532

小樽市 ①④ 施設の無料公開 文化の日に社会教育施設を無料開放します。 11/3 市立小樽文学館
小樽市教育
委員会

無料 http://www.city.otaru.hokkaido.jp
0134-32-4111
内線532

小樽市 ① 国際交流週間 留学生，日本人学生と市民が交流するイベントです。
10/23-
10/29

小樽商科大学 小樽商科大学 無料 inlevent@otaru-uc.ac.jp

旭川市 ② 餅つき集会 餅つきをして全校児童･生徒と老人会が一緒に過ごし交流します。 11月1日
旭川市立旭川第五
小学校・桜岡中学
校体育館

旭川市立旭川第五小学校・
桜岡中学校

無料
0166-36-3441
旭川市立旭川第五小学校・桜岡中学校

旭川市 ② 新富祭り
各学年が生活科や総合的な学習の時間として，学習成果の発表や地域
の幼児との交流をします。

11月17日
旭川市立新富小学
校　　教室

旭川市立新富小学校 無料 postmaster@shintomi.els.asahikawa-hkd.ed.jp 

旭川市 ②
老人クラブとの交流
もちつき大会

餅つきを行い，自分たちの畑で作った野菜や大豆を使って雑煮を作りま
す。

11月22日
予定

旭川市立近文第二
小学校体育館

近文第二小学校 無料 0166-57-2201旭川市立近文第二小学校

旭川市 ① 光陽地区ふれあいコンサート 光陽地区の学校等の出演によるコンサートです。 10月31日
旭川市立東町小学
校体育館

光陽地区子どもの心を育てる
地域推進会議

無料
旭川市立東町小学校
０１６６－３２－３２９６

旭川市 ① 授業公開講座
大学の授業の一部を公開することにより、地域に広く大学教育を提供しま
す。

10月～3月
北海道教育大学旭
川校

国立大学法人北海道教育大
学

総務部総務課広報・地域連携グループ
℡011-778-0210
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室蘭市 ③ 第６０回市民文化祭 各文化団体との共催により、成果発表の機会を提供します。

10月27～31
日

11月3日・6
日・14日

室蘭市文化セン
ター等

各文化団体 無料 0143-22-5094
料金は行事ごと
に異なる

室蘭市 ②③ 第８回蘭岳コンサート
室蘭工業大学学生サークル「室蘭工業大学管弦楽団」によるオーケストラ
コンサートを行います。

10月16日
室蘭工業大学大学
会館

室蘭工業大学 無料 http//www.muroran-it.ac.jp/

室蘭市 ① 室蘭工業大学国際セミナー
室蘭工業大学スタッフによる
国際体験の報告会

11月4日 室蘭工業大学 室蘭工業大学 無料 http://www.muroran-it.ac.jp/oia/oia.html

室蘭市 ②
（仮称）理工系高校教員　ものづく
り体験研修

理工系高校教員に対するものづくり体験研修を行います。 11月6日
室蘭工業大学もの
づくり基盤センター

室蘭工業大学 無料 http://www.muroran-it.ac.jp/

室蘭市
①②
④

（仮称）ものづくりシンポジウム
室蘭工業大学ものづくり基盤センターの事業・活動の総括報告を行いま
す。

10月30日
（予定）

未定 室蘭工業大学 無料 http://www.muroran-it.ac.jp/cremo/

室蘭市 ② （仮称）小学生ものづくり教室 近隣の小学校の生徒を対象に，ものづくり教室を開催します。
11月11日，
16日，18日

室蘭工業大学もの
づくり基盤センター

室蘭工業大学 無料 http://www.muroran-it.ac.jp/cremo/

室蘭市 ④ （仮称）シップリサイクル講演会 シップリサイクル事業に関する講演を行います。 10月20日
室蘭工業大学CRD
センター

室蘭工業大学，日本内航海
運組合総連合会

無料 http://shimizu-kazumichi.com/

室蘭市 ③④
平成２２年度室蘭市芸術文化・生
活文化伝承者表彰式

本市芸術文化の振興発展、生活文化の伝承普及に功績のあった個人又
は団体を表彰します。

11月3日 ホテルセピアス花壇 室蘭市教育委員会 無料 0143-22-5094

室蘭市 ② 授業改善に関する授業研究
中学校第２学年「国語科」
授業改善に関する研究授業を実施します。

10月28日
室蘭市立星蘭中学
校

室蘭市教育委員会
室蘭市教育研究所

無料 0143-22-5059

室蘭市 ② 授業改善に関する授業研究
中学校第２学年「美術科」
授業改善に関する研究授業を実施します。

11月9日
室蘭市立鶴ヶ崎中
学校

室蘭市教育委員会
室蘭市教育研究所

無料 0143-22-5059

室蘭市 ② 授業改善に関する授業研究
小学校第５学年「外国語活動」
授業改善に関する研究授業を実施します。

11月19日
室蘭市立桜が丘小
学校

室蘭市教育委員会
室蘭市教育研究所

無料 0143-22-5059

室蘭市 ①
とんてん館寺子屋教室「焼き芋と
大豆脱穀」体験学習会

屋外で焼き芋と大豆の脱穀を行う体験学習です。 10月24日 室蘭市民俗資料館 室蘭市民俗資料館 無料 0143-22-5094
教材費参加者負
担

室蘭市 ③ 掛川源一郎写真展 本市ゆかりの写真家掛川源一郎氏の写真を展示します。
10月19日～

12月5日
室蘭市民美術館 室蘭市民美術館 無料 0143-22-5094

釧路市 ③
第41回阿寒町総合芸術祭《ステー
ジ部門》

　釧路市阿寒地区住民の芸術の発表と鑑賞の機会です。民謡・舞踊・
コーラス・演劇・大正琴・太鼓など。

11月3日
釧路市阿寒町公民
館
（大ホール）

阿寒町総合芸術祭実行委員
会

無料 釧路市教育委員会0154-66-2222

釧路市 ③
第41回阿寒町総合芸術祭《展示
部門》

　釧路市阿寒地区住民の文化作品の発表と鑑賞の機会です。絵画・書
道・写真・俳句・短歌・刺繍・陶芸品・各種工芸作品など。

11月5日
 ～14日

釧路市阿寒町公民
館
（大ホール）

阿寒町総合芸術祭実行委員
会

無料 釧路市教育委員会0154-66-2222

釧路市 ① 公開講座
講演テーマ
「ガバナンスの時代」

10月6日
釧路公立大学　202
教室

釧路公立大学 無料 http://www.kushiro-pu.ac.jp

釧路市 ①
こども開放プラン 「ハローウィーン
のかぼちゃを作ろう」

こども向け科学講座 10月30日
釧路工業高等専門
学校

釧路工業高等専門学校 無料 http://www.kushiro-ct.ac.jp/modules/xf2section/article.php?articleid=123

釧路市 ①
こども開放プラン 「高速度カメラで
楽しむ機械工学」

こども向け科学講座 11月6日
釧路工業高等専門
学校

釧路工業高等専門学校 無料 http://www.kushiro-ct.ac.jp/modules/xf2section/article.php?articleid=123

釧路市 ① 公開講座「自助具を作ろう(仮称)」 公開講座(釧路高専セミナー) 11月13日
釧路工業高等専門
学校

釧路工業高等専門学校 無料 http://www.kushiro-ct.ac.jp/modules/xf2section/article.php?articleid=121

釧路市 ①
公開講座「太宰治(ユーモア小説)
を読む」

公開講座(釧路高専セミナー) 11月20日
釧路市生涯学習セ
ンター(まなぼっと)

釧路工業高等専門学校 無料 http://www.kushiro-ct.ac.jp/modules/xf2section/article.php?articleid=121

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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釧路市 ① 公開講座「文学における葛藤」 公開講座(釧路高専セミナー)

9月11日、10
月9日、10月
30日、11月
27日

釧路市生涯学習セ
ンター(まなぼっと)

釧路工業高等専門学校 無料 http://www.kushiro-ct.ac.jp/modules/xf2section/article.php?articleid=121

釧路市 ② 高専祭 釧路工業高等専門学校の文化祭
10月23日～
10月24日

釧路工業高等専門
学校

釧路工業高等専門学校 無料 0154-57-7224

釧路市 ③ 釧路工業高等専門学校朗読会 一般市民及び教職員対象の朗読会 11月
釧路工業高等専門
学校

釧路工業高等専門学校 無料 http://www.kushiro-ct.ac.jp/modules/xfsection/article.php?articleid=186
・原則月１回開催
・日にち未定

釧路市 ③ 阿寒地区小中学生作品展
　釧路市阿寒地区小中学生の文化作品の発表と鑑賞の機会です。（絵
画・書道）

11月5日
 ～14日

釧路市阿寒町公民
館
（ロビー）

釧路市阿寒町学校教育研究
会

無料 釧路市教育委員会0154-66-2222

釧路市 ① 授業公開講座
大学の授業の一部を公開することにより、地域に広く大学教育を提供しま
す。

10月～3月
北海道教育大学釧
路校

国立大学法人北海道教育大
学

総務部総務課広報・地域連携グループ
℡011-778-0210

釧路市 ②
学ぶ力を育てる児童中心の小学
校英語活動

児童が自ら学習課題を発見・挑戦し、自ら知識を関連づけていく児童中
心の小学校英語活動について検討します。

10月8日～
12月17日

北海道教育大学釧
路校

国立大学法人北海道教育大
学

総務部総務課広報・地域連携グループ
℡011-778-0210

釧路市 ③ 第52回音別町総合文化祭
　釧路市文化団体連絡協議会音別支部を中心に実行委員会を組織し、
加盟団体及び個人のほか、児童・生徒の作品展示や芸能発表を行う。

11月1日
　～6日
（予定）

釧路市音別町文化
会館

第52回音別町総合文化祭実
行委員会

無料
釧路市教育委員会
音別教育事務所
01547-6-2034

釧路市 ① 公開講座
講演テーマ
「感情の機能と感情システムの内部構成について」

10月13日

釧路市 ① 公開講座
講演テーマ
「マクロ経済学と日本経済」

10月20日

釧路市 ① 公開講座
講演テーマ
「日米における教員政策について」

10月27日

釧路市 ① 公開講座
講演テーマ
「マクロ経済学と日本経済」
「日米における教員政策について」

11月9日
浜中町総合文化セ
ンター

釧路市 ① 公開講座
講演テーマ
「ガバナンスの時代」
「感情の機能と感情システムの内部構成について」

11月15日 弟子屈町公民館

北見市 ② 歯の健康講座
学校歯科医を講師に招き、歯周病予防の大切さなどを講話してもらいま
す。

11月5日 仁頃高等学校 北海道北見仁頃高等学校 無料 0157-33-2333

北見市 ② 学芸会
保護者、地域住民、老人クラブの方々に学習成果を公表し、学校教育へ
の理解を深める機会としてもらいます。

11月7日
温根湯小学校体育
館

北見市立温根湯小学校 無料 0157-45-2762

北見市 ② 学芸会
合唱、合奏、劇、表現等の学習内容を保護者や地域住民に公開し、学校
教育に対する理解を深めてもらいます。

11月14日 錦水小学校体育館 北見市立錦水小学校 無料 0152-54-2391

北見市 ②
北見北西地域「安心・安全な地
域」づくりの会　青色回転灯パト
ロール講習会

登下校生徒の安全のため、パトロール員の養成講習会を行います。
10月中旬～

11月
高栄中学校 北見市立高栄中学校 無料 0157-22-1921

北見市 ② 稲作体験活動
稲作体験活動を保護者、地域住民とともに行い、食への感謝の気持ち
持ってもらいます。

10月中旬～
11月中旬

地域の水田、上常
呂小学校前庭

北見市立上常呂小学校 無料 0157-38-2234

北見市 ② 学芸会
合唱、合奏、劇、総合的な学習の時間の取組の発表、隣接の保育所の遊
戯発表を行います。

11月14日
上仁頃小学校体育
館

北見市立上仁頃小学校 無料 0157-33-2312

北見市 ② 学芸会
地域住民や教育関係者に観覧を呼びかけ、教育に対する理解を深めて
もらい、児童の文化的資質の向上を図ります。

11月7日 川沿小学校体育館 北見市立川沿小学校 無料 0152-56-2002
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北見市 ② 学芸会
学校での学習成果を発表し、保護者や地域住民に学校教育に対する理
解を深めてもらいます。

11月7日 相内小学校体育館 北見市立相内小学校 無料 0157-37-2824

北見市 ② 学校祭 教科展示、創作展示、ステージ発表（演劇、合唱）を行います。 10月24日 相内中学校 北見市立相内中学校 無料 0157-37-2812

北見市 ② 防犯パトロール
地域住民、関係機関と連携して児童の安全確保、健全育成を呼びかけま
す。

11月2日 南小学校校区 北見市立南小学校 無料 0157-23-7538

北見市 ② 学校祭
教科展示、部活動展示、行事展示、学年展示、ステージ発表、合唱を行
います。

10月21日～
10月22日

南中学校、北見芸
術文化ホール

北見市立南中学校 無料 0157-24-7375

北見市 ② 文化祭
教育活動の成果を保護者、地域住民に発表し、学校教育に対する理解を
深める機会にしてもらいます。

11月20日～
11月21日

北光中学校 北見市立北光中学校 無料 0157-24-1245

夕張市 ② 第52回夕張市音楽発表会

市内全校種の学校の児童・生徒による器楽や合唱を発表する会を開催し
ています。この会は、会を重ねて今回で52回目を迎えます。音楽発表会と
併せて、習字・絵画・工作等の児童・生徒の作品を展示している作品展も
開催しています。

10月2日～
10月3日

ゆうばり文化・ス
ポーツセンター

夕張市教育委員会、夕張市
教育研究協議会

無料 夕張市教育委員会教育グループ0123-52-3168

岩見沢市 ① みんなで教育を考える日
教育に関する諸行事を広く市民の参加を得る中で開催し、岩見沢市の教
育について相互理解を深め教育の向上に資することを目的に実施いたし
ます。

10月16日
イベントホール赤レ
ンガ

「みんなで教育を考える日」実
行委員会

無料
岩見沢市教育委員会生涯学習振興課生涯学習推進係
0126-56-2001

岩見沢市 ① 図書館フェスティバル 子ども一日司書、人形劇、お話しの会等を開催いたします。
10月下旬～
11月上旬
（予定）

岩見沢市立図書館 岩見沢市立図書館 無料
岩見沢市立図書館図書係
0126-22-4236

岩見沢市 ② 岩見沢緑陵高校文化発表会
書道・美術・写真・ポスターの展示や音楽・吹奏楽・お茶の発表等が行わ
れます。

11月15日～
11月19日
（予定）

岩見沢緑陵高校１
階生徒玄関ホール

岩見沢緑陵高等学校 無料
岩見沢緑陵高等学校
0126-22-1851

岩見沢市 ② 進路探求バスツアー 大学を訪問し授業・施設等を見学する 10月20日
札幌大学,北海学園
大学,苫小牧駒澤大
学

駒大附岩見沢高校 無料 0126-31-3177 1・2年生対象

岩見沢市 ③ 駒澤吹奏楽クリニック 管内の吹奏楽部対象に技術指導をする 11月20日 文化ｾﾝﾀｰ 駒大附岩見沢高校 無料 0126-31-3177

岩見沢市 ① 第46回駒澤美術展 管内の中学生対象による絵の作品展示
11月20・21

日
文化ｾﾝﾀｰ 駒大附岩見沢高校 無料 0126-31-3177

岩見沢市 ① 授業公開講座
大学の授業の一部を公開することにより、地域に広く大学教育を提供しま
す。

10月～3月
北海道教育大学岩
見沢校

国立大学法人北海道教育大
学

総務部総務課広報・地域連携グループ
℡011-778-0210

岩見沢市 ① いまを生きるモーツアルト
モーツアルトの音楽に多大な影響を与えたイタリア旅行での足取りをテー
マに、その音楽について検証します。

10月19日～
11月16日

北海道教育大学岩
見沢校

国立大学法人北海道教育大
学

総務部総務課広報・地域連携グループ
℡011-778-0210

岩見沢市 ③
第51回子ども文化祭（英語暗唱発
表）

市内中学生による、英語暗唱大会を開催します。 10月7日
岩見沢市民会館・
文化センター「まな
みーる」

第51回子ども文化祭実行委
員会

無料
岩見沢市教育委員会文化・スポーツ振興課文化振興係
0126-45-2411（内線400～403）

岩見沢市 ③ 第51回子ども文化祭（音楽発表） 市内小・中学生による、音楽発表会を開催します。
10月21日～
10月22日

岩見沢市民会館・
文化センター「まな
みーる」

第51回子ども文化祭実行委
員会

無料
岩見沢市教育委員会文化・スポーツ振興課文化振興係
0126-45-2411（内線400～403）

岩見沢市 ③ 第51回子ども文化祭（展示発表） 市内小･中学生による作文・美術・書写等の作品の展示を行います。
10月23日～
10月24日

岩見沢市民会館・
文化センター「まな
みーる」

第51回子ども文化祭実行委
員会

無料
岩見沢市教育委員会文化・スポーツ振興課文化振興係
0126-45-2411（内線400～403）

岩見沢市 ③ 第58回市民の文化祭
市民による音楽・演劇・バラエティ等の発表会を開催します。また、美術・
書道・文芸等の展示発表を行います。

11月2日～
11月4日・
11月21日

栗沢市民センター
第58回市民の文化祭実行委
員会

無料
岩見沢市教育委員会文化・スポーツ振興課文化振興係
0126-45-2411（内線400～403）
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岩見沢市 ③ 第58回市民の文化祭
市民による音楽・演劇・バラエティ等の発表会を開催します。また、美術・
書道・文芸等の展示発表を行います。

11月6日～
11月7日

北村環境改善セン
ター

第58回市民の文化祭実行委
員会

無料
岩見沢市教育委員会文化・スポーツ振興課文化振興係
0126-45-2411（内線400～403）

岩見沢市 ① 教育講演会 子どもの健全育成に係る講演会を開催いたします。
11月上旬
（予定）

美園小学校
美園小学校区子ども育成連
絡協議会

無料
岩見沢市立美園小学校
0126-23-1721

岩見沢市 ③ 第1回箏にふれよう！ 岩見沢市内の小学生を対象として、箏の演奏を体験できます。 11月12日
北海道教育大学岩
見沢校i-HALL

北海道教育大学岩見沢校 無料 http://www.hokkyodai.ac.jp/iwa/

岩見沢市 ③ スーパーウィンズ演奏会（吹奏楽）
北海道教育大学岩見沢校音楽コース学生を中心としたグループによる吹
奏楽の演奏会を行います。

11月13日
岩見沢市民会館ま
なみーる

北海道教育大学岩見沢校 http://www.hokkyodai.ac.jp/iwa/

岩見沢市 ① ＰＴＡ地区懇談会 情報モラルについての講演会等を開催いたします。 10月29日 北村小学校 北村小・中学校ＰＴＡ 無料
岩見沢市立北村小学校
0126-56-2201

岩見沢市 ②

【幌向小学校】
ふるさときれいに集会
【豊中学校】
クリーン作戦

幌向小学校及び町内会と連携したクリーン作戦を実施いたします。
　・幌向地区の各公園の清掃
　・駅（幌向ブリッジ）の清掃
　・国道沿い及び駅前通りの花壇の
　　整備
　・冬囲い

10月26日
幌向地区の公園、
幌向駅周辺

幌向地区みんなで教育を考
える日実行委員会

無料
岩見沢市立幌向小学校
0126-26-2100

網走市 ②
北海道工業大学青少年公開講座
～でんきモノづくり教室～

小学３～６年生を対象に定員３０名（保護者同伴）、親子で簡単な有線リ
モコンカーを作成します。

10月30日
オホーツク・文化交
流センター

北海道工業大学 無料
北海道工業大学入試広報課
011-688-2371

申し込み期間は、
10月4日～10月
15日。定員を超え
た場合は抽選とし
ます。

留萌市 ① 札幌医科大学道民公開講座
地域における保健予防の推進と福祉の向上に貢献するために、講演を行
います。

11月8日 留萌中央公民館
札幌医科大学医学部、札幌
医科大学医師会

無料 http://web.sapmed.ac.jp/index.html

苫小牧市 ① 触れあいコンサート
校区の地域住民に広く呼びかけ、青少年の健全育成と交流を深めるた
め､コンサートや講演会を行います。

10月～11月
苫小牧市立啓北中
学校
または北光小学校

啓北中学校区生徒指導連絡
協議会

無料 0144-72-7245

苫小牧市 ② 学習発表会 音楽・劇など、学習の成果を公開します。 10月23日
苫小牧市立糸井小
学校
体育館

糸井小学校 無料 0144-72-3914

苫小牧市 ② 学習発表会 音楽・劇など、学習の成果を公開します。 10月23日
苫小牧市立澄川小
学校
体育館

澄川小学校 無料 0144-67-3131

苫小牧市 ③
苫小牧駒澤大学アイヌ文化研究
所シンポジウム「アイヌ民族の食
文化－伝統から現在の実践へ」

基調講演「北方圏の食文化－伝統と変容」報告1．「アイヌ民族の食文化」
2．「アイヌ伝統食の実践と栄養的分析」3．「白老におけるアイヌ有用植物
の調査と現況」を実施します。

11月3日
苫小牧駒澤大学大
講義室Ｃ103

苫小牧駒澤大学 無料 http://www.t-komazawa.ac.jp/org/ap/c/

苫小牧市 ①
平成２２年度第４４回胆振地区中
学校・高等学校英語弁論大会

苫小牧市および胆振地区の中学生・高校生を対象とした英語弁論大会を
実施します。

11月6日
苫小牧駒澤大学大
講堂

苫小牧駒澤大学 無料 http://www.t-komazawa.ac.jp/

苫小牧市 ① （仮）日本の美～東山魁夷の生命 東山魁夷の絵画を展示し、関係書籍などを展示します。
9/15～
11/30

苫小牧駒澤大学図
書館情報センター

苫小牧駒澤大学 無料 http://www.t-komazawa.ac.jp/org/library/

苫小牧市 ① （仮）平城遷都１３００年記念事業
平城京の暮らしぶりや奈良時代の仏教文化等について、５講座開講しま
す。

9/22～
10/20

苫小牧文化交流セ
ンター・苫小牧駒澤
大学坐禅堂

苫小牧駒澤大学 無料

苫小牧市 ② ウトナイレイク地区植樹
自然を守り育てる心を育てるため、苫小牧港開発のウトナイレイク地区植
樹活動に参加するとともに、ウトナイ湖で種を拾い、学校の専用花壇で育
てます。

10月26日 ウトナイ湖 苫小牧市立ウトナイ小学校 無料 0144-57-6700

苫小牧市 ② 公開校内研究会 授業公開と研究協議を実施します。 10月29日
苫小牧市立開成中
学校

苫小牧市立開成中学校 無料 0144-32-8278

苫小牧市 ② フリー参観
１週間のフリー参観日を設け、保護者、地域の方々に授業の様子を公開
します。

11月
苫小牧市立啓北中
学校

苫小牧市立啓北中学校 無料 0144-72-7245
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苫小牧市 ② 山なみ祭
生徒の学習発表、胆振東部の特別支援学級中学生、本校生徒、卒業生
との交流、地域との交流、不用品のバザー等をボランティアによる運営支
援により実施します。

11月27日
苫小牧市立啓北中
学校
山なみ分校

苫小牧市立啓北中学校山な
み分校

無料 0144-73-8910

苫小牧市 ② 遊びっこ集会
３年生以上の学級や図書ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱが店を出店し、児童同士が交流を図る
とともに保護者や地域のお年寄りの方などを招待し交流します。

11月30日
苫小牧市立若草小
学校

苫小牧市立若草小学校 無料 0144-32-6584

苫小牧市 ② 授業参観週間
日常の生徒たちの様子を見ていただくため、希望者に自由に各教室の授
業を参観していただきます。

10月4日
～8日

苫小牧市立沼ノ端
中学校
各教室など

苫小牧市立沼ノ端中学校 無料 0144-55-0340

苫小牧市 ② 職業体験学習（２学年）
生徒各自が校区を中心とした地域の各事業所でそれぞれ職業体験を行
います。

11月2日、
4日

苫小牧市内沼ノ端
地区を中心とした各
事業所

苫小牧市立沼ノ端中学校 無料 0144-55-0340

苫小牧市 ② 清水小フェスティバル
ＰＴＡ・図書ボランティアの協力を得て行う学校文化の創造のため実施し
ます。

11月19日 清水小学校 苫小牧市立清水小学校 無料 0144-33-7285

苫小牧市 ②
開校５０周年苫小牧市立大成小
学校公開研究会

苫小牧市教育研究所研究委嘱校として開校50周年公開研究会を開催
し、全学級の授業の公開と研究協議を実施します。

10月1日
苫小牧市立大成小
学校

苫小牧市立大成小学校 無料 0144-72-6434

苫小牧市 ②
ゆうゆう々フェスティバル・教育相
談週間

学校文化の創造と地域家庭とのふれ合い。秋には「ゆうゆうフェスティバ
ル」をスタートに親子と教師の教育相談機関を設定します。

ゆうゆうフェ
スティバル
(11月16日

予定）
教育相談週

間
(6月22日～

7月2日)
(11月16日
～11月26

日）

苫小牧市立拓勇小
学校

苫小牧市立拓勇小学校 無料 0144-57-2800

苫小牧市 ② 学習発表会
各学年ごとに器楽や劇等、日頃の学習成果を保護者、地域に公開し、発
表します。

10月23日
苫小牧市立苫小牧
西小学校

苫小牧市立苫小牧西小学校 無料 0144-72-6441

苫小牧市 ② 西っ子祭り
児童会が中心となり各学年ごとに出店し、校区内の幼稚園や保育所の園
児が参加するとともに、保護者や地域へ公開し、交流を図ります。

11月19日
苫小牧市立苫小牧
西小学校

苫小牧市立苫小牧西小学校 無料 0144-72-6441

苫小牧市 ② 学習発表会 音楽・劇など、学習の成果を公開します。 11月20日
苫小牧東小学校体
育館

苫小牧市立苫小牧東小学校 無料 0144-32-6231

苫小牧市 ② 全校授業公開日
保護者、地域住民、校区小学校教員を対象とした全学級授業公開を実施
します。

10月21日
苫小牧市立苫小牧
東中学校

苫小牧市立苫小牧東中学校 無料 0144-32-5231

苫小牧市 ② 日新小学校学習発表会
本校の教育活動についての理解を深めていただくため、地域・保護者の
方々に児童の日常の学習の成果、成長の様子を発表します。

10月17日
苫小牧市立日新小
学校
体育館

苫小牧市立日新小学校 無料 0144-73-1612

苫小牧市 ②
日新小学校PTA
親子で歩こうデー

児童の通学路を親子で登下校し、保護者が危険箇所や児童の登下校の
様子などを把握し、安全な登下校について親子で話し合いを行います。

10月20日
苫小牧市立日新小
学校
通学路

苫小牧市立日新小学校PTA 無料 0144-73-1612

苫小牧市 ② 美園小祭り
３年生以上が自分たちで考えた出店を出し、全校で交流するとともに保護
者、地域の保育園・幼稚園や老人会の方々を招待し交流を深めます。

11月19日
苫小牧市立美園小
学校　体育館

苫小牧市立美園小学校 無料 0144-34-3013

苫小牧市 ② 開校30周年記念公開研究会
「筋道を立てて考え、いきいきと表現する子どもの育成」の研究主題を掲
げて取り組んできた本校の研究を算数の授業を通して公開します。

11月2日
苫小牧市立豊川小
学校

苫小牧市立豊川小学校 無料 0144-73-8024

苫小牧市 ② 読み聞かせスペシャル
豊川小学校PTA読み聞かせサークルのお母さんによる人形劇、大型紙芝
居、ブラックライトなどによる読み聞かせを行います。

12月上旬
苫小牧市立豊川小
学校

苫小牧市立豊川小学校 無料 0144-73-8024
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苫小牧市 ② 学習発表会 日常の学習や文化活動を中心に、歌、器楽、劇などを発表します。 10月16日
苫小牧市立明野小
学校
体育館

苫小牧市立明野小学校 無料 0144-57-5611

苫小牧市 ② 参観日
授業参観や学級懇談を通して、保護者とともに子どもの教育の在り方を
考え、具体的な手立てをともに探り合います。

10月20日
苫小牧市立勇払中
学校

苫小牧市立勇払中学校 無料 0144-56-0329

苫小牧市 ②
公開研究会
（市内・地域）

「確かな学力を身に付けた心豊かな生徒の育成～生徒指導の機能を生
かした授業改善～」を主題に、地域・保護者を対象とした公開授業を行い
ます。

11月12日
苫小牧市立凌雲中
学校

苫小牧市立凌雲中学校 無料 0144-67-6142

苫小牧市 ②
北海道教育の日協賛「学習発表
会」

学校への理解を深めていただくため、児童の学習の成果を保護者、地域
住民等に披露するとともに、学校長が「北海道教育の日」について説明を
行います。

10月23日
苫小牧市立緑小学
校
体育館

苫小牧市立緑小学校 無料 0144-32-6501

稚内市 ① 稚内市教育講演会
稚内市の「子育て平和都市宣言」を家庭・地域・学校に根付かせることを
願い、市民ぐるみの子育て運動、健やかな子育てについて学び合うととも
に、稚内市の教育振興の高揚を図ります。

11月28日
稚内市総合文化セ
ンター
大ホール

稚内市子育て推進協議会 無料
稚内市教育委員会社会教育課
社会教育グループ
0162-23-6520

江別市 ④ 宇宙と情報フェア2010
北海道、江別市、教育委員会等の後援、宇宙航空研究開発機構（JAXA）
の協賛を得て、児童、生徒、学生及び市民に宇宙の素晴らしさ、楽しさ、
そして宇宙開発の意義を情報発信します。

11月2日，3
日

北海道情報大学
学校法人電子開発学園　北
海道情報大学

無料

北海道情報大学　総務課
電話011-385-4411（代表）
E-mail　soumu@do-johodai.ac.jp
URL http://www.do-johodai.ac.jp/

江別市 ①
北海道情報大学公開講座「Ｊａｖａ
Ｓｃｒｉｐｔを用いた初級プログラミン
グ」

本講座では、コンピュータをある程度操作できる方を対象にプログラミング
の基礎を実習形式でお教えします。

11月13日，
20日，27日

北海道情報大学 北海道情報大学 http://www.do-johodai.ac.jp/kouza/kouza.html

江別市 ①
北海道情報大学公開講座「レベル
アップ！フォトショップ中級編」

フォトショップの基本的な使い方をマスターしている方を対象に、少し高度
な写真加工についてお教えします。

11月4日，11
日，18日，
25日

北海道情報大学 北海道情報大学 http://www.do-johodai.ac.jp/kouza/kouza.html

江別市 ①
公開講座「バンクーバーオリンピッ
ク出場者に聞くトップレベルの世
界とは！？」

オリンピック出場者吉井小百合さんと帯同した本部ドクター渡邉耕太先生
がトップレベルの世界を紹介します。

10月9日 スポル6階大会議室 北翔大学 無料 http://www.hokusho-u.ac.jp/renkei/extension_center_f/syogaicenter_f

江別市 ①

公開講座「道民が安心できる福祉
社会の実現に向けて～『スウェー
デンモデル』から学ぶ『日本型生
活保障の転換』へ～」

北海道大学大学院法学研究科宮本太郎教授をお招きし、これからの福
祉社会がどう変わっていくかを考えます。

11月6日 ８２２教室 北翔大学 無料 http://www.hokusho-u.ac.jp/renkei/extension_center_f/syogaicenter_f

江別市 ①
公開講座「ストレスを感じていませ
んか?～姿勢や動きを変えてみる
と！？～」

本学短期大学部伊藤和幸教授により、体の姿勢や動きを変えてみること
で心のあり方を考えてみます。

11月13日 ８２２教室 北翔大学 無料 http://www.hokusho-u.ac.jp/renkei/extension_center_f/syogaicenter_f

赤平市 ① あかびら子どもまつり
まつり会場全体を子どもが運営する。「独立国」とし、その中に育成会また
は団体ごとに「村」を出店します。

11月13日 赤平市総合体育館
赤平市青少年育成連絡協議
会

赤平市教育委員会教育課社会教育係
0125-34-2311（交流ｾﾝﾀｰみらい内）

紋別市 ② 潮見中学校オープンスク－ル
丸１日、学校を開放し、すべての授業と放課後の活動、部活動を見ていた
だく。

11月1日
潮見中学校各教
室、体育館

紋別市立潮見中学校 無料 0158-24-2415

名寄市 ① 生涯学習フェスティバル 体験ブースの開設、広場型コンサート 10月30日
名寄市民文化セン
ター

実行委員会 無料 http://www.city.nayoro.lg.jp

三笠市 ② 第35回三笠市子ども音楽発表会 小中学校の児童生徒が合唱や楽器による演奏会を行います。 10月28日 三笠市民会館
三笠市教育研究振興
会、三笠市教育委員
会

無料
三笠市教育委員会学校教育課
01267-2-2197

三笠市 ② 三笠市児童生徒図工美術作品展 小中学校の児童生徒が作成した図工美術作品の展示を行います。
10月26日～

11月2日
三笠市民会館

三笠市教育研究振興
会、三笠市教育委員
会

無料
三笠市教育委員会学校教育課
01267-2-2197

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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千歳市 ④
千歳光科学国際フォーラム
（CIF11）

光・電子機能性材料を研究する研究者が集い最新の情報交換や意見交
換を行っている。

10月14日～
10月15日

千歳科学技術大学
本部棟

千歳科学技術大学 http://www.chitose.ac.jp/

千歳市 ① 環境フェア in Chitose
こども環境教室や環境配慮企業・団体のパネル展示により、市民の環境
配慮行動実践を促進します。

10月23日
千歳市民文化セン
ター

千歳市 無料 千歳市環境課0123-24-0590

千歳市 ① 藤田浩子　おはなし会
午前は親子を対象に「おはなし会」、午後はおはなし会ボランティアを対象
に講習会「おはなしで遊ぶ」を行います。

10月30日 千歳市立図書館 千歳市立図書館 無料 千歳市立図書館　　電話(0123)26-2131

千歳市 ④ 千歳音楽まつり
千歳市に所在する自衛隊と市民（中学・高校等）が一体となり、毎年年末
に開催される地域主催のイベントです。

11月13日
千歳市民
文化センター

陸上自衛隊第７師団 無料 http://www.mod.go.jp/gsdf/nae/7d/

滝川市 ③ 第40回滝川市民文化祭
市民の芸術文化の発表の場として、文化連盟と連携して実施され、盆栽
展・展示部門・芸能部門などが開催されます。

10月30日～
11月3日

たきかわ文化セン
ター、農協改善セン
ター、滝川市美術
自然史館ほか

第40回滝川市民文化祭実行
委員会

無料
滝川市教育委員会社会教育課
0125-24-8046

滝川市 ② 子ども会議2010 いじめ根絶のための各校の取組交流。 11月2日 滝川市役所 滝川市教育委員会 無料
滝川市教育委員会心の教育推進室
0125-28-8045

滝川市 ② 地域参観日「コスモスデイ」
一斉参観日を開催し、保護者、地域住民
へ授業を開放します。

11月2日 各小・中学校 滝川市教育委員会 無料
滝川市教育委員会心の教育推進室
0125-28-8045

滝川市 ①
平成22年度北海道新聞ぶんぶん
クラブ教養講座

北海道民を対象に開講している講座です。
テーマは下記のとおりです。

徒然草―現代に生きる古典―

11月13日 北海道新聞社本社 北海道新聞社 無料 www.kokugakuin-jc.ac.jp 午後1時30分より

滝川市 ③ 優秀映画鑑賞推進事業
映画に親しむ市民の裾野拡大を目的とし市民に優れた映画鑑賞の機会
を提供します。

11月20日～
11月21日

たきかわホール
優秀映画鑑賞推進事業実行
委員会

滝川市教育委員会社会教育課
0125-24-8046

滝川市 ① オープンカレッジ

地域住民を対象に開講している講座です。
テーマは下記のとおりです。

『源氏物語』探訪―作品との対話を通して―

10月18日
國學院大學北海道
短期大学部

國學院大學北海道短期大学
部

www.kokugakuin-jc.ac.jp

滝川市 ②
作文コンテスト
講評並びに表彰

北海道中空知地区の小・中学生、
北海道内在住の高校生、
沖縄県名護市在住の小・中・高校生を対象に、下記の題材で作文コンテ
ストを行います。

題材：A家族、B友だち（どちらか選択）

応募期間2010年8月20日～9月10日

10月23日
國學院大學北海道
短期大学部 開学記
念館

國學院大學北海道短期大学
部

無料 www.kokugakuin-jc.ac.jp 午後1時より

滝川市 ① セミナーCATY

北海道民を対象に開講している講座です。
テーマは下記のとおりです。

源氏物語の世界―六条御息所の冤罪をめぐって―

11月13日
小樽商科大学サテ
ライト

國學院大學北海道短期大学
部

無料 www.kokugakuin-jc.ac.jp 午後3時30分より

滝川市 ① オープンカレッジ

地域住民を対象に開講している講座です。
テーマは下記のとおりです。

日照簿記検定2級対策講座

10月18・21・
25・28

11月1・8・
11・15・18

國學院大學北海道
短期大学部

國學院大學北海道短期大学
部

www.kokugakuin-jc.ac.jp

滝川市 ① オープンカレッジ

地域住民を対象に開講している講座です。
テーマは下記のとおりです。

絵画の制作

10月18日
11月1日
11月15日

國學院大學北海道
短期大学部

國學院大學北海道短期大学
部

www.kokugakuin-jc.ac.jp
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滝川市 ① オープンカレッジ

地域住民を対象に開講している講座です。
テーマは下記のとおりです。

書のたのしさ、すばらしさ（講話と実技）

10月18日
11月1日
11月15日

國學院大學北海道
短期大学部

國學院大學北海道短期大学
部

www.kokugakuin-jc.ac.jp

滝川市 ① オープンカレッジ

地域住民を対象に開講している講座です。
テーマは下記のとおりです。

日照簿記検定3級対策講座

10月19日
10月26日
11月2日
11月9日
11月16日

國學院大學北海道
短期大学部

國學院大學北海道短期大学
部

www.kokugakuin-jc.ac.jp

滝川市 ① オープンカレッジ

地域住民を対象に開講している講座です。
テーマは下記のとおりです。

賢治の世界を読むⅢ―「銀河鉄道の夜」その他

10月19日
11月2日
11月16日

國學院大學北海道
短期大学部

國學院大學北海道短期大学
部

www.kokugakuin-jc.ac.jp

滝川市 ① オープンカレッジ
地域住民を対象に開講している講座です。
テーマは下記のとおりです。
文章講座

10月21日
11月11日

國學院大學北海道
短期大学部

國學院大學北海道短期大学
部

www.kokugakuin-jc.ac.jp

滝川市 ① オープンカレッジ

地域住民を対象に開講している講座です。
テーマは下記のとおりです。

さあ、歌いましょう！『日本の唱歌から世界の名曲まで』

10月26日
11月9日

國學院大學北海道
短期大学部

國學院大學北海道短期大学
部

www.kokugakuin-jc.ac.jp

滝川市 ① オープンカレッジ
地域住民を対象に開講している講座です。
テーマは下記のとおりです。
あなたの思いを短歌に

10月29日
11月12日

國學院大學北海道
短期大学部

國學院大學北海道短期大学
部

www.kokugakuin-jc.ac.jp

滝川市 ① オープンカレッジ
地域住民を対象に開講している講座です。
テーマは下記のとおりです。
大人のためのクラシックピアノ

10月19日
11月2日

國學院大學北海道
短期大学部

國學院大學北海道短期大学
部

www.kokugakuin-jc.ac.jp

滝川市 ②
インターナショナル・コミュニケー
ション・ディ

本学兼任講師のネイティブスピーカーを中心に短大生、市内高校教諭・生
徒が参加し、小グループを形成します。講演内容について英語で討論を
し、異文化の交流をはかります。

11月13日
國學院大學北海道
短期大学部

國學院大學北海道短期大学
部 総合教養学科

無料 www.kokugakuin-jc.ac.jp
午後12時より（予
定）

砂川市 ① 札幌医科大学道民公開講座
地域における保健予防の推進と福祉の向上に貢献するために、講演を行
います。

11月24日 砂川市立病院
札幌医科大学医学部、札幌
医科大学医師会

無料 http://web.sapmed.ac.jp/index.html

砂川市 ①② 砂川市教育の日
11月１日を砂川市教育の日、その前後２週間を協調月間とし、期間内の
関連行事を推進します。

10月18日～
11月13日

市内各所、各学校 砂川市教育委員会 無料
砂川市教育委員会
0125-54-2121

砂川市 ① 生涯学習市民の集い

生涯学習に関する体験発表を通じて、自分が学んだ事を市民に還元す
る。また、各年齢層の参加者が砂川市の生涯学習の現状やその楽しさを
知ることで、自らが積極的に学習活動に取り組むよう意識付けを行いま
す。

10月30日
地域交流センター
ゆう

砂川市社会教育委員の会議 無料
砂川市教育委員会社会教育課社会教育係
0125-54-2121(内線381)

富良野市 ①
富良野市子ども未来づくりフォーラ
ム

自分達の住むまちの将来について調べたことをもとに、まちづくりのアイ
ディアを提言として発表します。

11月28日 富良野文化会館
富良野市・富良野市教育委
員会・富良野市子ども会育成
連絡協議会

無料
北海道富良野市弥生町１－２
0167-39-2318

登別市 ② 全市一斉ふれあいDAY
学校の教育活動への理解を深めていただくため、全市民を対象に全校参
観日を行い、保護者以外の方々にも広く学校を公開します。

10月29日
登別市立若草小学
校

登別市立若草小学校 無料 0143-86-7513

登別市 ② 市内一斉学校開放日
時間　２校時（９：４０～）から５校時（～１４：１５）まですべての授業を広く
市民の方に公開します。

11月1日
登別市立西陵中学
校

登別市立西陵中学校 無料 0143-85-5041

登別市 ② 学芸会（一般公開） 保護者、地域住民を招待して学芸会を実施します。 10月16日
登別市立青葉小学
校

登別市立青葉小学校 無料 0143-85-1477

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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登別市 ② 全市一斉ふれあいＤＡＹ
学校の教育活動への理解を深めていただくため、全市民を対象に全校参
観日を行い、保護者以外の方々にも広く学校を公開します。

11月1日
登別市立青葉小学
校

登別市立青葉小学校 無料 0143-85-1477

登別市 ② 全市一斉ふれあいＤＡＹ
学校の教育活動への理解を深めていただくため、全市民を対象に全校参
観日を行い、保護者以外の方々にも広く学校を公開します。

11月1日
登別市立登別小学
校

登別市立登別小学校 無料 0143-83-1014

登別市 ② 登別ＯＭＢ定期演奏会
５・６年生で構成される「鬼っ子　マーチングバンド」が金管バンドを使っ
て、演奏します。

11月19日
登別市立登別小学
校
体育館

登別市立登別小学校 無料 0143-83-1014

登別市 ② 登別漁港クリーン作戦
校区内である登別漁港のゴミ拾いを全校生徒が漁港関係者とともに実施
します。

10月4日 登別漁港 登別市立登別中学校 無料 0143-83-1029

登別市 ② 全市一斉ふれあいＤＡＹ
地域の皆様を対象に終日、学校を開放し、自由な時間帯に授業を参観し
ていただくとともに、給食の試食会も予定しています。

10月29日
登別市立登別中学
校

登別市立登別中学校 無料 0143-83-1029

登別市 ② 学習発表会
学校の教育への理解を深めていただくため、子どもの学習の成果を保護
者・地域の方に見ていただきます。

10月16日
登別市立富岸小学
校体育館

登別市立富岸小学校 無料

電話
0143-86-6303
FAX
0143-86-0904

登別市 ② 全市一斉ふれあいDAY
「開かれた学校づくり」の取り組みの一環として、全学級が授業を公開しま
す。

11月1日
登別市立富岸小学
校

登別市立富岸小学校 無料

電話
0143-86-6303
FAX
0143-86-0904

登別市 ② 研究実践発表会
平成21・22年度登別市教育実践研究奨励校指定をうけ、「自ら学び共に
高め合う子どもの育成」を研究主題に３回にわたり１学級ずつ算数科の
授業を公開します。

10月27日
11月25日
 2月16日

登別市立富岸小学
校

登別市立富岸小学校 無料

電話
0143-86-6303
FAX
0143-86-0904

登別市 ② 幌別小学校公開研究会

「心豊かに学び続ける子ども育成」を主題に、胆振管内並びに登別市の
教育実践研究奨励校として全学級の授業の公開し、研究会を実施しま
す。

10月8日
登別市立幌別小学
校

登別市立幌別小学校 無料 0143-85-2521

登別市 ② 全市一斉ふれあいＤＡＹ
学校の教育活動への理解を深めていただくため、全市民を対象に全校参
観日を行い、保護者以外の方々にも広く学校を公開します。

10月29日
登別市立幌別小学
校

登別市立幌別小学校 無料 0143-85-2521

登別市 ② 幌別小学校学芸会（一般公開日）
学校の教育への理解を深めていただくため、子どもの学習の成果を保護
者・地域の方に見ていただきます。

10月31日
登別市立幌別小学
校
体育館

登別市立幌別小学校 無料 0143-85-2521

登別市 ② 学習発表会
学校の教育への理解を深めていただくため、子どもの学習の成果を保護
者・地域の方に見ていただきます。

10月24日
登別市立幌別西小
学校
体育館

登別市立幌別西小学校 無料 0143-85-2364

登別市 ② 全市一斉ふれあいＤＡＹ
学校の教育活動への理解を深めていただくため、全市民を対象に全校参
観日を行い、保護者以外の方々にも広く学校を公開します。

11月1日
登別市立幌別西小
学校

登別市立幌別西小学校 無料 0143-85-2364

登別市 ② 幌別西小学校公開研究会
「目的に応じて考え、判断し、伝え合うことができる児童の育成」を主題
に、胆振管内並びに登別市の教育実践研究奨励校として公開研究会を
実施します。

11月19日
登別市立幌別西小
学校

登別市立幌別西小学校 無料 0143-85-2364

登別市 ② 全市一斉ふれあいＤＡＹ
学校の教育活動への理解を深めていただくため、全市民を対象に全校参
観日を行い、保護者以外の方々にも広く学校を公開します。

11月1日
登別市立幌別中学
校

登別市立幌別中学校 無料 0143-85-3111

登別市 ②
平成２２年度胆振管内小・中学校
教育実践研究奨励校指定公開研
究会

「授業への意欲を引き出す指導方法の工夫」～学び合い・高め合う学習
活動を通して～を研究主題に、授業公開並びに研究協議等を実施しま
す。

11月12日
登別市立幌別中学
校

登別市立幌別中学校 無料 0143-85-3111

登別市 ② 学習発表会（一般公開）
学校の教育への理解を深めていただくため、子どもの学習の成果を保護
者・地域の方に見ていただきます。

10月17日
登別市立幌別東小
学校

登別市立幌別東小学校 無料 0143-85-3532

登別市 ② 全市一斉ふれあいデー
学校の教育活動への理解を深めていただくため、全市民を対象に全校参
観日を行い、保護者以外の方々にも広く学校を公開します。

11月1日
登別市立幌別東小
学校

登別市立幌別東小学校 無料 0143-85-3532
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登別市 ② 東っ子フェスティバル
学校の教育への理解を深めていただくため、生活科と総合的な学習の時
間の学習の成果を保護者・地域の方に観ていただきます。

11月19日
登別市立幌別東小
学校

登別市立幌別東小学校 無料 0143-85-3532

登別市 ② 全市一斉ふれあいＤＡＹ
学校の教育活動への理解を深めていただくため、全市民を対象に全校参
観日を行い、保護者以外の方々にも広く学校を公開します。

10月29日
登別市立緑陽中学
校

登別市立緑陽中学校 無料 0143-85-5409

登別市 ② ひなわしデー
学校の教育活動に対する理解を得，今後の改善に役立てる意見をいただ
く機会を設けるため、教育活動を広く保護者や地域の方々に終日公開し
ます。

10月29日
登別市立鷲別小学
校

登別市立鷲別小学校 無料 0143-86-7011

登別市 ② ふれあいＤＡＹ
学校の教育活動への理解を深めていただくため、全市民を対象に全校参
観日を行い、保護者以外の方々にも広く学校を公開します。

10月29日
登別市立鷲別中学
校

登別市立鷲別中学校 無料 0143-86-7950

伊達市 ① だて図書館まつり
講演会・書籍展示・子ども映画会ＳＰ・絵本の読み聞かせＳＰ等を実施しま
す。

10月22日
～11月7日

伊達市立図書館 伊達市教育委員会 無料 0142-25-3336

伊達市 ② 地域に拓く参観日・公開研究会
「地域ぐるみで子どもを育てる稀府小学校型コミュニティースクールの取
組」の事業の一環として、地域公開参観や公開研究会を実施します。 11月5日

伊達市立稀府小学
校

伊達市立稀府小学校 無料 0142-24-1152

北広島市 ①
公開講座「基本を忘れている現在
の科学と宗教」

科学と宗教は,本来,車の両輪のような関係にあります。現在の科学技術
の水準に見合う精神性について考えます。

10月30日 道都大学 道都大学 無料 http://www.dohto.ac.jp 定員50名

北広島市 ① 公開講座「生涯スポーツの勧め」
生涯スポーツを生活の中に取り入れる必要性や安全な取り組み方につい
ての基礎的知識を学んでもらいます。

11月6日 道都大学 道都大学 無料 http://www.dohto.ac.jp 定員30名

北広島市 ①
公開講座「腐食銅版画（エッチン
グ）の制作」

腐食銅版画の技法であるエッチングとアクアチントを使って制作を実習し,
版画への理解を深めます。

10月2日～
10月30日の
毎週土曜
日,全4回

道都大学 道都大学 無料 http://www.dohto.ac.jp 定員10名

北広島市 ①
公開講座「起業と新規事業のため
のビジネスプラン作り」

事業を始めたい人のために,経営の基本や計画方法を学んでいただき,ビ
ジネスプランの作成を目指します。

10月2日～
11月6日の
毎週土曜
日,全5回

道都大学 道都大学 無料 http://www.dohto.ac.jp 定員30名

北広島市 ② 公開講座「基礎英語入門」
英語で道順を教えられますか？簡単な文法からよく使う単語の確認まで
基礎から英語と仲良くしませんか？

10月2日～
11月6日の
毎週土曜
日,全5回

道都大学 道都大学 無料 http://www.dohto.ac.jp 定員30名

北広島市 ③ 第30回エルフィン音楽祭 市内の音楽関係団体による発表会 11月14日
北広島市芸術文化
ﾎｰﾙ

北広島音楽協会 無料 http://www.educ.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/hanahall/0000_top.html

※詳細は主催者
までお願いしま
す。

北広島市 ③
楽太郎改め六代目三遊亭円楽州
名披露・特選落語会

六代目三遊亭円楽と三遊亭小遊三、三遊亭道楽による落語会。襲名披
露の口上あり。

11月9日
北広島市芸術文化
ﾎｰﾙ

北広島市芸術文化ﾎｰﾙ運営
委員会

http://www.educ.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/hanahall/0000_top.html

北広島市 ③ 第159回花ﾎｰﾙﾛﾋﾞｰｺﾝｻｰﾄ
若手演奏家によるﾎｰﾙホワイエでのミニコンサート※出演者等詳細はお
問い合わせください。

11月10日
北広島市芸術文化
ﾎｰﾙ

北広島市芸術文化ﾎｰﾙ運営
委員会

無料 http://www.educ.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/hanahall/0000_top.html

北広島市 ① 第31回読書まつり
北広島市図書館を活動の拠点としているフィールドネット（ボランティア）に
よる読書普及事業です。

11月9日～
14日

北広島市図書館・
北広島市芸術文化
ホールギャラリー

北広島市図書館フィールド
ネット

無料 北広島市図書館：011-373-7667

北広島市 ③ 第37回北広島市民総合文化祭 市民団体・サークルによる音楽・舞踊等舞台発表と作品展示
１１月3日～

5日
北広島市芸術文化
ﾎｰﾙ

北広島市民総合文化祭実行
委員会

http://www.educ.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/hanahall/0000_top.html
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石狩市 ①② 厚田区の子どもを育てる集い
青少年の健全育成や子育てについての現代的課題（子どもの家庭にお
ける生活習慣、学習習慣など）をテーマとした講演、ワークショップなどを
行います。

10月下旬
望来コミュニティセ
ンター「みなくる」

厚田区子育てネットワーク委
員会

無料
石狩市立
望来小学校
（℡0133-77-2220）

当別町 ③
当別町140年記念第61回当別町
文化祭

町民の文化芸術に関する意欲的な公演及び創作発表を奨励するととも
に、文化芸術に親しみ、鑑賞する機会を広く町民に提供することにより、
町民文化の高揚を図る。

10月29日～
31日（展示・
発表部門）

11月3日（ピ
アノコン
サート）

当別町総合体育館
白樺コミセン
当別赤レンガ6号
西当別コミセン

当別町文化協会
当別町教育委員会

無料
当別町教育委員会社会教育課社会教育係
0133-22-3834
http://www.town.tobetsu.hokkaido.jp/

当別町 ② 学校公開日
授業公開を行い、保護者・地域住民に本校の教育活動の理解を深める
場とする。

11月1日
当別町立西当別中
学校

当別町立西当別中学校 無料
西当別中学校
0133-26-2252

当別町 ② 北海道教育の日・参観日

保護者や地域住民が本校の子どもたちの教育活動全般について、参観
いただき、本校教育の推進に対しての感想や意見をいただき、今後の家
庭・地域との連携を深める機会とするとともに、本校の教育活動の推進に
生かす。

11月20日
当別町立当別中学
校

当別町立当別中学校 無料
当別中学校
0133-23-2158

当別町 ② 子育て講演会
保護者等、地域の方々を対象に「タマゴマンは中学生」の著者の坂本勤さ
んの講演を通し、子育てに対する理解と関心を高めていきたい。

10月25日 弁華別会館 弁華別教育振興会 無料
弁華別小学校
0133-23-2350

鹿部町 ③ 鹿部町文化祭 芸能発表・作品展示等 11月3日 鹿部中央公民館 鹿部町 無料 01372-7-3124

江差町 ③ シニアカレッジ江差学園祭
シニアカレッジ江差学園学生の作品展示及び町内小学生・幼稚園児との
昔遊びを通しての交流事業を実施します。

11月10日～
12日

江差町文化会館 シニアカレッジ江差学園 無料
江差町教育委員会
生涯学習課
０１３９－５２－１０４７

江差町 ② 学習発表会 児童の学習成果を保護者・地域住民に公開します。 11月7日 江差小学校体育館 江差小学校 無料
江差小学校
０１３９－５２－０１４０

江差町 ②
土曜参観日＆ＰＴＡミニバレー大
会

休日参観日を開催し、より多くの保護者が参観や懇談が行える機会とす
る。参観日の日程終了後、PTA主催によるミニバレーボール大会を開催
し、PTA会員相互の交流を図ります。

11月6日 江差中学校
江差中学校及び江差中学校
ＰＴＡ

無料
江差中学校
０１３９－５２－０１４１

江差町 ③ 江差町表彰式 町に貢献のあった方々を表彰します。 11月3日 ホテルニューえさし 江差町 無料
江差町
総務政策課
０１３９－５２－１０２０

江差町 ① 江差産ソバ打ち体験教室

毎月第３日曜日（道民家庭の日）は、家族そろって食事を共にしたり、親
は職場の行事を控えるなどし、家族の絆を深める日と提唱しているため、
ソバ打ち体験で出来た「ソバ」は各家庭に持ち帰り、家族揃って夕食を共
にし、家族団らんを目的に開催します。

11月14日
江差町保健セン
ター

江差町教育委員会
江差町教育委員会
生涯学習課社会教育係
０１３９－５２－１０４７

江差町 ① 読書週間 読書週間期間中に、図書館に展示スペースを増設します。
10月27日～

11月9日
江差町図書館 江差町教育委員会 無料

江差町教育委員会
生涯学習課図書館係
０１３９－５２－５４５４

江差町 ①
平成22年度江差町青少年健全育
成標語表彰

児童生徒が自ら青少年の生活の健全育成の問題について深く考えること
により、児童生徒一人一人に、児童生徒の社会性の育成や非行、いじめ
などの生徒児童を取り巻く環境、規範・道徳観などをしっかりと身に付けさ
せることを目的に、町立小・中学生を対象に標語を夏休み期間中に募集
します。なお、表彰については、北海道教育の日とします。

11月1日 町立小・中学校 江差町青少年健全育成会議 無料
江差町教育委員会
生涯学習課社会教育係
０１３９－５２－１０４７

江差町 ③ 江差町文化祭
町民の文化芸術に関する意欲的な公演及び作品を奨励するともに、文化
芸術の鑑賞機会を広く町民に提供します。

10月29日～
10月31日・
11月3日

江差町文化会館 江差町文化協会 無料
江差町教育委員会
生涯学習課
０１３９－５２－１０４７

江差町 ②
ＰＴＡ研修部研修会「おもしろ理科
実験」

元教員を招いて、楽しい理科の実験を行い、児童、保護者、教職員も交
流を図ります。

10月下旬～
11月上旬

江差北小学校 江差北小学校 無料
江差北小学校
０１３９－５３－６０２４

江差町 ② 学習発表会
保護者・地域住民に対して音楽、演劇、遊戯表現、郷土芸能、絵画、習字
など学校での学習成果を発表します。

10月31日 南が丘小学校 南が丘小学校 無料
南が丘小学校
０１３９－５２－０５２４
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上ノ国町 ③ 町民文化祭
町民参加による地域に密着した特色ある芸術文化活動（町民の絵画・書
道・写真・手芸・生け花・盆栽・児童生徒の作品他）の発表・交流・鑑賞を
行います。

10月29日～
10月31日

上ノ国町総合福祉
センター

上ノ国町文化協会・
上ノ国町教育委員会・
上ノ国町生涯学習推進本部

無料
上ノ国町教育委員会
０１３９－５５－２２３０

上ノ国町 ②
飲酒・喫煙
防止教室

上ノ国町の保健師を講師に招き、授業参観の形で全校児童と保護者を対
象に「飲酒・喫煙の身体に及ぼす影響」についての授業を実施する。その
後、単Ｐ研の形で、講師と保護者が授業内容に関わる話し合いをの場を
持ち飲酒・喫煙の害などについて理解を深めます。

11月2日
上ノ国町立河北小
学校

河北小学校 無料
河北小学校
０１３９－５５－２１５１

上ノ国町 ② 中高合同交通安全キャンペーン
生徒会でパンフレットの制作を行い、作成したパンフレットやティッシュなど
を配布し、地域への啓発活動を通じ、交通安全意識の高揚を図るととも
に、中高生のリーダーの交流を目的とします。

10月29日
上ノ国北村コミュニ
ティセンター前

上ノ国中学校
上ノ国高等学校

無料
上ノ国中学校
０１３９－５５－２０２８

上ノ国町 ② 町内小学生球技大会
町内小学校３年生以上の児童の混成チームを編成し、球技交流試合を
行う。各チームに全学校の児童が加わるよう編成し、統合中学校におけ
る交流の下地をつくります。

10月29日
上ノ国町民体育館・
上ノ国小学校体育
館

上ノ国町教育委員会 無料
上ノ国小学校
０１３９－５５－２００９

上ノ国町 ② 町内小学生体験発表交流会
町内各小学校より代表として選ばれた児童による「体験」発表会として実
施する。３年生以上の全児童が一堂に会し、発表を聞き、地検と交流を深
めます。

11月9日
上ノ国町総合福祉
センター

上ノ国町教育委員会 無料
上ノ国中学校
０１３９－５５－２０２８

上ノ国町 ① 町民縄跳び大会
体力づくりを目的とし、幼児・児童から一般の参加者による数種の縄跳び
競技を実施する。各種目の入賞者について表彰します。

11月13日 上ノ国町民体育館 上ノ国町教育委員会 無料
上ノ国町教育委員会
０１３９－５５－２２３０

上ノ国町 ③ 芸能発表会 町民による手作り芸能、伝統芸能の発表と交流をします。 10月31日
上ノ国町総合福祉
センター

上ノ国町文化協会 無料
上ノ国町教育委員会
０１３９－５５－２２３０

上ノ国町 ② 栽培活動・収穫祭
よりよい食生活を実践しようとする意欲を育てるため、春から世話をしてき
たジャガイモと大根の収穫を喜ぶとともに、親子が一緒に調理し、会食を
行います。

11月上旬
早川小学校家庭科
室、ランチルーム

早川小学校 無料
早川小学校
０１３９－５９－２３４３

厚沢部町 ①
創造の翼中学生国内研修派遣実
施報告会

８月に長崎県や広島県に出向き、戦争の恐ろしさや平和の大切さを自ら
の目と足で学び、その成果を町民へ還元する実施報告会を開催します。

11月2日
厚沢部町総合体育
館

厚沢部町教育委員会 無料
厚沢部町教育委員会
０１３９－６４－３４３６

厚沢部町 ①③ 第４８回厚沢部町町民文化祭
町民への芸術文化、郷土芸能等の普及促進を目的として、芸術・美術作
品の展示や芸能発表会等を実施し、町民が文化にふれ、交流参加する
機会を提供します。

11月2日～
11月3日

厚沢部町総合体育
館
厚沢部町町民交流
センター
鶉地区多目的研修
センター
館地域振興セン
ター

厚沢部町町民文化祭
実行委員会

無料  厚沢部町教育委員会０１３９－６４－３４３６

乙部町 ① 青少年ふれあい交流事業
次代に親となる世代に対し、子どもを生み育てる意義への理解を深める
ための、幼児とのふれあい交流事業を実施します。

10月31日 公民館 教育委員会 無料
乙部町教育委員会
０１３９－６２－２２５３

乙部町 ③ 町民文化祭
町民のサークルや個人の芸術、生活、文化活動を奨励し、発表の機会と
します。（作品展示、芸能発表、バザー）

11月5日～
11月7日

町民会館・公民館 公民館・文化祭実行委員会 無料
乙部町公民館
０１３９－６２－３３１１

奥尻町 ② 学習発表会
保護者，地域の方々に，音楽・演劇・遊戯表現・絵画，習字等学校での学
習成果を発表します。

10月24日 奥尻小学校 奥尻小学校 無料
奥尻小学校
０１３９７－２－２０２８

奥尻町 ② 土曜参観日とＰＴＡレク
休日に参観日を実施し，より多くの保護者の参観，懇談の機会とします。
終了後はミニバレーによる交流・親睦を図ります。

11月6日 奥尻小学校 奥尻小学校 無料
奥尻小学校
０１３９７－２－２０２７

奥尻町 ① PTA研修会 親子でのうどん作り体験を実施します。
10月～11月

（未定）
奥尻小学校 奥尻小学校 無料

奥尻小学校
０１３９７－２－２０２６

奥尻町 ② 文化祭 ステージ発表(合唱・劇他)を行います。 10月3日 奥尻中学校 奥尻中学校 無料
奥尻中学校
０１３９７－２－２０３７
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奥尻町 ① ＰＴＡ研修会 ミニバレーボール大会を行います。 11月中 奥尻中学校 奥尻中学校 無料
奥尻中学校
０１３９７－２－２０３８

奥尻町 ③ 奥尻町総合文化祭
文化・芸術の普及向上を図るため、作品の展示や芸能を披露するととも
に、町民に鑑賞の機会を提供します。

10月30日～
10月31日

奥尻町海洋研修セ
ンター

奥尻町文化協会 無料
奥尻町教育委員会
０１３９７－２－３８９０

奥尻町 ② 学習発表会 保護者、地域の方々に、学習成果を発表します。 10月24日 宮津小学校 宮津小学校 無料
宮津小学校
０１３９７－２－２４２４

奥尻町 ② 学習発表会
保護者･地域住民に、音楽演劇･遊技、及び絵画･習字など表現活動を通
し、学習成果を発表します。

10月17日
奥尻町立青苗小学
校
体育館及びホール

青苗小学校 無料
青苗小学校
０１３９７－３－２３５２

今金町 ①②
小・中絵画書道展及び表彰授与
式

町内小・中学校児童生徒の書写毛筆活動の振興と絵画による表現を通じ
て情操の涵養と想像力の高揚を図ることを目的として実施します。

10月30日 今金町総合体育館 今金町教育委員会 無料
今金町教育委員会
０１３７－８２－３４８８

今金町 ① 子どもの映画鑑賞
大きなスクリーンで映画鑑賞する楽しさや映画に対する関心を高めるとと
もに、上映作品の鑑賞を通して親子のきずなを見つめ直す機会とするた
め、町内の小・中学生及び保護者を対象に映画鑑賞を実施します。

未定 今金町民センター 今金町教育委員会 無料
今金町教育委員会
０１３７－８２－３４８８

今金町 ③
ベスト・ショットin今金フォトコンテス
ト

日々研鑽した作品を出品、披露します。
10月30日～

11月1日
今金町総合体育館 今金町青年会議 無料

今金町青年会議
０１３７－８２－２７７２

今金町 ①③ 平成２２年度今金町芸能祭り
日々研鑽した芸術活動を発表することにより、自らの向上や仲間の拡大
に繋げるために実施します。

10月31日 町民センター 今金町文化協会 無料
今金町教育委員会
０１３７－８２－３４８８

今金町 ③
第41回今金町総合文化祭・文化
協会表彰授与式

文化・芸術の普及向上のために作品展を実施。また、文化・芸術の普及
等の功績者を表彰します。

10月30日～
11月1日

今金町総合体育館 今金町文化協会 無料
今金町教育委員会
０１３７－８２－３４８８

今金町 ①③
こども文化教室（今金町文化少年
団育成事業）

子どもたちに文化活動の場を提供し、文化・芸術活動者らが積極的に子
どもたちを指導することを通して、今金町を担う次世代の育成を図るととも
に子どもたちの思いやりの心や健やかな成長に寄与することを目指しま
す。

10月30日～
11月1日

今金町総合体育館 今金町文化協会 無料
今金町教育委員会
０１３７－８２－３４８８

今金町 ② 学習発表会 日頃の学習成果や子どもたちの成長を地域で確かめ合います。 11月7日
今金町立種川小学
校

種川小学校 無料
種川小学校
０１３７－８２－０５０６

今金町 ② 収穫祭
野菜を収穫した喜びを感じ、みんなで楽しく協力し、感謝して食べるととも
に、調理などを通じて地域住民と交流を深めます。

11月上旬
今金町立美利河小
学校

美利河小学校 無料
美利河小学校
０１３７－８３－７４０３

せたな町 ① 生涯学習講座
中高生を取り巻く諸課題について、中高生と保護者が一緒の視点に立っ
て学びます。

10月下旬～
11月上旬

各学校等 せたな町教育委員会 無料
せたな教育委員会
生涯学習課
０１３７－８４－５１１１

せたな町 ①
家庭教育学級
子育て学級

社会的な子どもに関する課題解決や、基本的な生活習慣・学習習慣また
子育てに必要な一般知識について共通理解を図る学習を行います。

10月下旬～
11月上旬

各学校等 せたな町教育委員会 無料
せたな教育委員会
生涯学習課
０１３７－８４－５１１１

せたな町 ① 子どもの読書推進講演会
子どもの読書普及を図るために、保護者を中心とした町民を対象に、本
町ゆかりの作家を招いての講演会を行います。

10月下旬～
11月上旬

大成町民センター せたな町教育委員会 無料
せたな教育委員会
生涯学習課
０１３７－８４－５１１１

せたな町 ① スポーツ振興会議
子どもから高齢者まで楽しく活動できる地域のスポーツ環境のあり方を探
ります。

11月中旬～
11月下旬

せたな町民体育館
せたな町教育委員会
北海道教育委員会

無料
せたな教育委員会
生涯学習課
０１３７－８４－５１１１

せたな町 ③ 平成22年度せたな町民文化祭
町民の文化活動の発表の機会として、文芸作品展及び芸能発表会を各
区で行います。

11月1日～
11月14日

・せたな町情報セン
ター
・瀬棚Ｂ＆Ｇ体育館
・大成町民センター

せたな町文化祭実行委員会 無料
せたな教育委員会
生涯学習課
０１３７－８４－５１１１
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せたな町 ② 収穫祭
子どもたちが、作物の収穫を喜び、収穫した作物を料理をし、感謝の気持
ちを表す収穫祭を実施する。また、この一年間の作物の生長について、
調べたこと、観察したこと、感じたことを発表します。

11月5日 若松小学校 若松小学校 無料
若松小学校
０１３７－８５－１０１４

せたな町 ② 学習発表会
・近隣小学校と合同での合唱と合奏
・児童の学習成果を保護者や地域住民に発表します。

11月7日 島歌小学校体育館 島歌小学校 無料
島歌小学校
０１３７－８７－２２１１

せたな町 ② 漁業チャレンジ ・地域の方を講師に招き、地元の食材を使った料理教室を行います。 11月中旬 島歌小学校 島歌小学校 無料
島歌小学校
０１３７－８７－２２１１

せたな町 ② 学習発表会
近隣小学校との合奏や合唱児童の日常の学習成果の発表保育所児によ
る遊戯の発表や、地域住民による合唱児童や地域住民の作品展示地域
の農畜産物の販売を行います。

11月6日
馬場川小学校体育
館

馬場川小学校 無料
馬場川小学校
０１３７－８７－２０８１

せたな町 ② 公開授業週間
生徒の学習活動の状況を理解し、教員の授業力を高めるために、校内研
修の一環として実施した。保護者や地域の方、学校評議委員等にも広報
し、公開します。

10月18日～
11月5日

北海道瀬棚商業高
等学校

北海道瀬棚商業高等学校 無料
北海道瀬棚商業高等学校
０１３７－８７－３２４４

せたな町 ① ＰＴＡ道南Ｄブロック研修会
ＰＴＡの地域活動や生徒健全育成の推進に資するとともに、生涯教育の
観点に立って会員相互の研修を深めます。

10月下旬～
11月上旬予

定
未定 北海道瀬棚商業高等学校 無料

北海道瀬棚商業高等学校
０１３７－８７－３２４４

せたな町 ② 交流ボランティア
せたな町の老人ホームや保育所を訪問し、高齢者や園児との交流を行い
ます。

10月下旬予
定

瀬棚保育所
三杉荘(老人ホー
ム)

北海道瀬棚商業高等学校 無料
北海道瀬棚商業高等学校
０１３７－８７－３２４４

せたな町 ② 学校参観日
保護者や地域住民に、学校での生徒の様子を理解してもらうため、時間
を限定せずに、一日中授業や学級活動、部活動を公開します。

11月1日 北檜山中学校 北檜山中学校 無料
北檜山中学校
０１３７－８４－５３４５

黒松内町 ③ 黒松内町文化祭

期間中、会場に町内各小中学校・福祉施
設・各文化サークル・一般町民等の作品
を展示。１１月３日のみ芸能発表を開催。
併せて文化表彰授与式を開催。

11/1～3

黒松内町総
合町民セン
ター、黒松内
町民体育館

黒松内町文
化団体連絡
協議会

無料 0136-72-3160

蘭越町 ①③
平成22年度蘭越
町芸能文化祭

中学校ブラスバンド部や保育所年長によ
る和太鼓演奏、町文団協加盟団体出演
による芸能発表が行われます。

11/7
蘭越町山村
開発センター

蘭越町・蘭
越町教育委
員会・蘭越
町文化団体
協議会

無料 0136-57-5030

蘭越町 ①③
第51回蘭越町文
化祭

町民による作品展示（幼児から高齢者）
の他、お茶席や野菜即売会が行われま
す。

11/2～4
蘭越町民セ
ンターらぶち
ゃんホール

蘭越町・蘭
越町教育委
員会・蘭越
町文化団体
協議会

無料 0136-57-5030

蘭越町
①②
③

第12回蘭越町
生涯学習フェスティバル

各種体験コーナーの開設や郷土芸能の
発表、また最後に「生涯楽習のまち」宣言
文を参加者全員で朗読します。

10/31
蘭越町総合
体育館

生涯楽習フ
ェスティバル
実行委員会

無料 0136-57-5030

共和町 ③
第53回共和町
文化祭

文化協会加盟団体、小中学生、一般等
からの出展物の展示と町内音楽愛好者
によるコンサート等の発表

10/31
～

11/4

共和町町民
会館大ホー
ル

共和町教育
委員会他

無料 0135-73-2011

神恵内村 ①
文化の日記念
村民作品展

村内に居住する小・中・高生及び一般住
民の作品（絵画・書・手芸等）を展示

10月下旬
～11月上旬

神恵内村漁
村センター

積丹町教育委員会 無料 kyouiku-3@vill.kamoenai.hokkaido.jp

積丹町 ③ 町民文化講演会
広く町民が文化活動に親しみ、講演等を
とおして文化について様々な啓発を受け
る機会を提供しています。

10/26 文化センター 積丹町教育委員会 無料 0135-44-3260

積丹町 ③ 町民文化祭（芸能発表会）
町内の文化団体の舞や詩吟等、中学生
の演奏等日頃の練習成果を発表します。

11/13 文化センター 積丹町教育委員会 無料 0135-44-3260
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積丹町 ③ 町民文化祭（展示）
町内の文化団体（少年教室含）等の作品
や各小・中学校で作った児童・生徒の作
品等が一堂に集まります。

11/1～3 文化センター 積丹町教育委員会 無料 0135-44-3260

仁木町 ③
仁木町内小中学
校音楽交歓会

町内の小中学校が一堂に会する音楽発表会 11/5 仁木町民センター 仁木町教育委員会 無料
仁木町教育委
員会
0135-32-3621

仁木町 ③ 仁木町文化祭 各種サークルによる芸能発表と作品展示
10/30
  ～31

仁木町民センター
及び
仁木町山村
開発センター

仁木町文化
連盟

無料
仁木町教育委
員会
0135-32-3621

余市町 ③ 文化作品展

町内で文化活動を行っている各種団体
等が一同に集い、その活動と発表と鑑
賞を通して、潤いのある文化の高揚と明
るい地域社会の創造につとめています。

11/1～3
余市町中央
公民館

余市町教育
委員会

無料 ksyakai.c@town.yoichi.hokkaido.Jp

赤井川村 ③ 赤井川村文化祭
幼児・児童・生徒・一般の方々からの文
化活動等の発表及び作品の鑑賞を行い
ます。

11/1～3 赤井川村体育館 赤井川村教育委員会 無料 kyouiku3@akaigawa.com 0135-34-6211

南幌町 ①
南幌町青少年の健全育成を考え
る集い

青少年の健全育成に関わる機関、団体の委員、会員が一堂に会して、家
庭・学校・地域が一体となった健全育成のあり方を考えます。講演、少年
の主張、パネルデイスカッション等を実施します。

11月13日
南幌町ふるさと物
産館「ビューロー」

南幌町教育委員会 無料
南幌町教育委員会生涯学習課社会教育グル－プ
011-378-2001

南幌町 ③ 第40回町民総合文化展
絵画・書道・生け花・アートフラワー・ちぎり絵・陶芸・菊花・図工等を出展し
ます。

11月2日～
11月4日

南幌町農村環境改
善センタ－

南幌町文化協会 無料
南幌町教育委員会生涯学習課社会教育グル－プ
011-378-2001

奈井江町 ① 奈井江町総合文化祭

(展示部門)
保育所、幼稚園、小中学校、高校生などの作品展示・活動発表。
(芸能部門)
文化連盟加盟団体作品展示・芸能発表。

(展示部門)
10月30日～

11月1日
(芸能部門)
11月3日

(展示部門)
奈井江町社会教育
センター
(芸能部門)
奈井江町文化ホー
ル

奈井江町教育委員会 無料
奈井江町教育委員会生涯学習係
0125-65-5311

由仁町 ② 地域クリーン作戦
三川小中学校が、三川地区老人クラブと連携して学校周辺、市街地の
「ゴミ拾い」等の清掃ボランティア活動を行います。

10月頃（予
定）

三川小学校周辺 三川小学校、三川中学校 無料
由仁町教育委員会教育課
0123-83-3904

由仁町 ② 地域クリーン作戦
由仁小中学校が、由仁商業高校と連携して学校周辺の「ゴミ拾い」等の
清掃ボランティア活動を行います。

10月８日 由仁小学校周辺 由仁小学校、由仁中学校 無料
由仁町教育委員会教育課
0123-83-3904

由仁町 ② "夢づくり"子ども教育委員会
中学生を一日子ども教育委員に委嘱し、子どもたちの意見や考えを直接
聴く子ども教育委員会を開催します。

10月5日 由仁町役場 由仁町教育委員会 無料
由仁町教育委員会教育課
0123-83-3904

由仁町 ①

・由仁町ＰＴＡ連
　合研究大会
・由仁町生涯学習
　のつどい

家庭・学校・地域がそれぞれの役割に応じた役割を発揮するため、専門
家による講演会を行い、親と教師と大人の学びの場とします。

10月下旬～
11月頃

文化交流館ふれー
る

由仁町教育委員会 無料
由仁町教育委員会教育課
0123-83-3904

由仁町 ②
町内一斉公開授業「みんなで学校
に行こう！」

由仁町内各小中学校において、町民の教育への関心を高める機会とし
て、全学校一斉公開授業を実施します。

11月１日
※川端小学
校のみ10月

29日

由仁町内各小中学
校

由仁町内各小中学校 無料
由仁町教育委員会教育課
0123-83-3904

由仁町 ③ 由仁町芸能音楽発表会
文化連盟団体による由仁町芸能音楽発表会を開催し、由仁町内の芸術
文化の向上と振興を図ります。

11月14日
文化交流館ふれー
る

由仁町文化連盟、由仁町教
育振興会

無料
由仁町教育委員会教育課
0123-83-3904

由仁町 ③ 由仁町文化祭
町内小中学生と地域住民の出品による由仁町文化祭を開催し、由仁町
内の芸術文化の向上と振興を図ります。

11月2日～
11月3日

文化交流館ふれー
る・元気館

由仁町文化連盟、由仁町教
育振興会

無料
由仁町教育委員会教育課
0123-83-3904

長沼町 ③
札幌ブラスバンドコンサート長沼
公演

札幌ブラスバンドを招聘し、町民の芸術鑑賞機会とします。 10月3日 長沼町民会館 長沼町教育委員会
長沼町教育委員会社会教育課
0123-88-2111（内線349）

長沼町 ③ 長沼町民文化祭 町内文化団体が一堂い作品展示をはじめ、芸能発表を行います。
11月1日～
11月3日

長沼町スポーツセ
ンター、長沼町民会
館

長沼町文化祭実行委員会 無料
長沼町教育委員会社会教育課
0123-88-2111（内線349）
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栗山町 ③ 第18回くりやま音楽祭 青少年から高齢者までの幅広い世代の音楽活動者の発表。 10月23日
くりやまカルチャー
プラザ「Ｅｋｉ」

くりやま音楽祭実行委員会 無料
栗山町教育委員会社会教育グループ
0123-72-1117

栗山町 ③ 第26回くりやま芸術祭 幼児から高齢者までの幅広い世代の創作活動の展示。
10月14日～
10月17日

くりやまカルチャー
プラザ「Ｅｋｉ」

くりやま芸術祭実行委員会 無料
栗山町教育委員会社会教育グループ
0123-72-1117

栗山町 ③ 第44回栗山町菊花展 日頃の研鑽の成果発表（継立中生徒が育てた菊を出品）。
11月1日～
11月3日

くりやまカルチャー
プラザ「Ｅｋｉ」

栗山菊花好友会 無料
栗山町教育委員会社会教育グループ
0123-72-1117

栗山町 ② 栗山小中学校「音楽のつどい」
町内の小中学校の音楽の発表を通して、学芸的文化を高めるとともに参
加者全員で合唱し交流を深めます。

10月21日 栗山中学校 栗山町教育振興会 無料
栗山町教育委員会学校教育グループ
0123-72-1117

月形町 ② 学芸会 児童の日頃の学習成果を保護者や地域住民に発表します。 10月23日 月形小学校 月形小学校 無料
月形小学校
0126-53-2422

月形町 ② 公開授業研究会

研究主題
『自らの学びを高める生徒の育成』
～学習意欲と達成感を高めるための言語活動を意識した指導法の研究
～

11月12日 月形中学校 月形中学校 無料
月形中学校
0126-53-2439

月形町 ① 月形町ＰＴＡ連合会研究大会 子育てに関しての講演会を開催します。 11月20日 はな工房 月形町ＰＴＡ連合会 無料
月形町ＰＴＡ連合会事務局（札比内小学校）
0126-54-3039

月形町 ③ 月形町町民文化祭 文化団体の活動成果を発表します。
10月29日～
10月31日

月形町多目的研修
センター

月形町文化連盟 無料
月形町文化連盟事務局
090-1643-4197

月形町 ② 学習発表会 日頃の学習の成果を保護者、地域住民・お年寄りに発表します。 10月23日 札比内小学校 札比内小学校 無料
札比内小学校
0126-54-3039

月形町 ② ふれあいのつどい
養護老人ホームの入居者との交流を通して、人の尊厳を敬う心と思いや
りの心を育てる。

11月2日
社会福祉法人「藤
の園」

札比内小学校 無料
札比内小学校
0126-54-3039

新十津川
町

②
新十津川中学校開校40周年記念
公開研究会

『志高く「いきる」生徒の育成』を研究テーマに、４年間実践してきたまとめ
を、管内の教育関係者や、町内の教育関係者及び保護者、地域の方々
に公開し、研究の総括を行います。

10月26日 新十津川中学校
新十津川中学校、新十津川
町教育振興会

無料
新十津川中学校
0125-76-2161

秩父別町 ② 教育を語る会
児童・生徒の保護者及び一般町民を対象に『インターネットや携帯電話に
ひそむ危険－親はどう対処したらよいか』についての講演会を行います。

11月2日 秩父別町交流会館
秩父別町教育委員会、秩父
別町ＰＴＡ連合会

無料
秩父別中学校
0164-33-2650

秩父別町 ① 秩父別町総合文化祭 町文化連盟に加入する団体の活動成果の発表・展示を行います。
11月2日～
11月3日

秩父別町ファミリー
スポーツセンター他

秩父別町文化連盟 無料
秩父別町教育委員会
0164-33-2555

北竜町 ② 真竜小学校学習発表会 保護者、地域住民に対する日頃の学習の成果を発表します。 10月17日 真竜小学校体育館 真竜小学校 無料
真竜小学校
0164-34-2018

北竜町 ① 北竜町町民文化祭
日頃の文化サークルの活動の発表の場として、また町民の文化に対する
意識の高揚を図る場として実施します。

11月2日～
11月3日

北竜町公民館、北
竜町改善センター

北竜町教育委員会 無料
北竜町教育委員会
0164-34-2553

幌加内町 ①
平成22年度　第19回幌加内町生
涯学習フェスティバル

・児童生徒作品展示会　・一般作品展示会
・ピアノ発表会　・児童生徒芸能発表会
・一般芸能発表会　・お茶席　・華道展

10/16～
11/3

幌加内町生涯学習
センター

幌加内町文化連盟 無料 町文化連盟事務局(麻木宅)　0165-35-2369

愛別町 ① 愛別町児童生徒音楽発表会
幼・小・中の３校による合唱と演奏発表を互いに交流し合い、また、保護
者、地域の方々へ公開します。

10月27日 愛別小学校体育館 愛別町教育研究会 無料 01658-6-5111

愛別町 ①
上川管内社会教育主事会中部ブ
ロック研究事業「ワンパクはちっこ
遊びの万博２０１０」

親・地域・子育て支援団体関係者などが一堂に会し、家庭教育に関わる
情報提供や学習機会を提供します。

11月28日 上川合同庁舎
上川管内社会教育主事会中
部ブロック

無料 01658-6-5111

上川町 ①
第３９回上川町児童・生徒主張の
つどい

　児童・生徒が、日常生活や学校生活で様々な事を体験する中で、日頃
考えている事や訴えている事を発表する機会を提供し、青少年の社会参
加への意識高揚と健全育成に寄与します。

11月20日
上川町かみんぐ
ホール

上川町教育委員会 無料
上川町教育委員会
01658-2-2371

美瑛町 ① ゆーすフェスタ 講演、クラフト体験、ニュースポーツ体験等を行います。
10月30日～
10月31日

国立大雪青少年交
流の家

独立行政法人国立青少年教
育振興機構

http://taisetsu.niye.go.jp/
上川管内在住者
（１５００名）
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美瑛町 ① チーム力向上指導者ミーティング
　コミュニケーショントレーニングの手法を生かした指導技術を身に付け、
やる気が持続するチーム環境を構築できる指導者の育成を図ります。

11月19日～
11月21日

国立大雪青少年交
流の家

独立行政法人国立青少年教
育振興機構

http://taisetsu.niye.go.jp/

スポーツ指導者
（少年団指導者・
部活動指導者）、
教員、青少年教
育指導者及びこ
れを目指す者　30
名

中富良野
町

③
児童生徒文化発表会
児童生徒作品展

町内小中学校児童生徒による音楽発表･作品展示を実施します。
11月2日～3

日
中富良野町総合ス
ポーツセンター

中富良野町 他 無料 中富良野町教育委員会　　　　0167-44-2204

中富良野
町

③ 図書室まつり
町民が自主的に読書習慣を形成することを目的とした「図書室まつり」を
開催します。

10月23日 中富良野町公民館 中富良野町公民館 無料 中富良野町教育委員会　　　　0167-44-2204

中富良野
町

① 三世代交流学習
子ども、保護者、祖父母の三世代がひとつの事業を通して、人とのつなが
りを深め、地域との交流の中から生活の知恵を学び交流します。

11月20日
中富良野町総合ス
ポーツセンター

中富良野町三世代交流学習
事業推進委員会

無料 中富良野町教育委員会　　　　0167-44-2204

和寒町 ① 町民文化祭
和寒町における文化活動の実践者を一堂に会し、その実践活動を広く町
民に紹介し、地域文化の創造を期するとともに、伝統文化の継承と文化
活動の高揚を目的として行っており、作品展示や芸能発表を開催します。

10月29日～
11月7日

公民館恵み野ホー
ル

教育委員会 無料 sho-shakai@town.wassamu.hokkaido.jp

剣淵町 ③ 剣淵町文化祭
芸能発表（民謡やカラオケなど日頃町内で活動している各種団体による
発表）

11月7日 剣淵町民センター 剣淵町文化祭実行委員会 無料 剣淵町公民館（0165-34-2121）

剣淵町 ③ 剣淵町文化祭 総合展示会（書道、写真、押し花絵などの多数の分野の作品を展示） 11月2～3日 剣淵町民センター 剣淵町文化祭実行委員会 無料 剣淵町公民館（0165-34-2121）

音威子府
村

③ 音威子府村文化祭

・村民の文化芸術活動の発表・展示
・幼・小・中学生の美術工芸作品展示
・おといねっぷ美術工芸高等学校生徒の作品展示及び木工体験指導。
（木の貯金箱づくり）

11月2～3日 音威子府公民館 音威子府村教育委員会 無料
kyouiku@vill.otoineppu.hokkaido.jp
電話：01656-5-3356

利尻町 ① 利尻町子ども文化の集い
町内全ての小中学校児童生徒が一堂に会し、文化の相互交換を通じ連
帯感の育成を図るとともに、地域住民に各学校の文化活動の理解を深め
てもらいます。

11月6日
利尻町交流促進施
設「どんと」

利尻町子ども文化の集い実
行委員会

無料
利尻町教育委員会
01638-84-2445

利尻富士
町

③ 利尻富士町小中文化交流会
情操を高めあい、文化活動を創り上げる喜びと、その鑑賞態度を育て、文
化活動をさらに発展させる場ととするため、日頃の文化、芸能経験を交流
します。

10月22日
利尻富士町立鴛泊
小学校

利尻富士町小中文化交流会
実行委員会

無料
利尻富士町教育委員会
0163-82-1370

小清水町 ① 生涯学習推進支援事業
5名以上で組織するグループ及びサークルが自主的に企画・立案し、実
施・運営する事業（講演会・鑑賞会等）

11月5日
コミュニティプラザ
（視聴覚室）

おはなしきかんしゃ

小清水町 ① 生涯学習推進支援事業
5名以上で組織するグループ及びサークルが自主的に企画・立案し、実
施・運営する事業（講演会・鑑賞会等）

11月4日 小清水高校 小清水高校 無料

小清水町 ③ 文化賞・スポーツ賞表彰式
小清水町文化の発展及びスポーツの振興を期することを目的とし、功績
者を讃え表彰する。

11月3日 愛ホール 小清水町教育委員会 無料
教育委員会社会教育課
0152-62-2310

小清水町 ③ 第46回町民文化祭
町民の手による地域に根ざした文化活動の輪を一層広めるため文化祭
を開催し、文化活動の推進を図る。

11月3日
11月13日
11月14日
11月21日
11月27日
11月28日

愛ホール
中央公民館

町民文化祭実行委員会 無料
教育委員会社会教育課
0152-62-2310

訓子府町 ①③ 第60回秋の文化祭
町内の文化連盟加入の団体及び個人による芸術文化活動発表の場とし
て(舞台)発表会を開催

11月3日 訓子府町公民館 訓子府町教育委員会 無料 0157－47－2121

雄武町 ① 雄武町家庭教育講演会 落語と講演 11月14日 雄武町民センター
雄武町ＰＴＡ連合会・雄武町
教育委員会

無料
雄武町立雄武小学校
℡0158-84-2904
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大空町 ① 東藻琴高校収穫祭
教育活動の中心である農業実習で生産された農作物や農産加工品を、
地域住民の方などに販売し、学習の成果を披露する。

11月6日～7
日

大空町立東藻琴高
校

大空町立東藻琴高校 無料 0152-66-2061

豊浦町 ①② 教育座談会
町内各幼小中学校ＰＴＡ会長と教育委員会事務局とで、子ども達の健全
育成について話し合いを行います。

11月11日 中央公民館 豊浦町教育委員会 無料 0142-83-2239　　　

壮瞥町 ① 教育講演会
児童理解について学ぶため、町内小中学校教職員、保護者、地域住民を
対象に講演会を実施します。

11月
壮瞥町地域交流セ
ンター「山美湖」

壮瞥町教育研究会 無料 0142-65-2210

壮瞥町 ③ 壮瞥町文化祭
久保内地区の地域の伝統である「久保内獅子舞」を学び、広く壮瞥町の
皆様に観ていただくとともに、壮瞥町の施設等を題材に写生会を実施、壮
瞥町の文化祭に出品する。

11月6日
～14日

壮瞥町地域交流セ
ンター「山美湖」

壮瞥町立久保内小学校 無料 0142-65-2300

壮瞥町 ② 地域参観日　教育講演会
地域の方々に学校をより一層理解していただくために公開授業を行うとと
もに、児童理解について学ぶため、小中教職員、保護者、地域住民を対
象に教育講演会を実施します。

11月12日
壮瞥町立久保内小
学校

壮瞥町立久保内小学校及び
同校PTA

無料 0142-65-2300

壮瞥町 ② 地域公開日曜参観日 保護者の他、地域の方々に参観していただく授業参観日を実施します。 12月5日
壮瞥町立壮瞥小学
校

壮瞥町立壮瞥小学校 無料 0142-66-2368

壮瞥町 ② 家庭教育学級
ＰＴＡ会員相互の交流を図り、教育に対する見識を高めるため、会員を対
象にした研修を実施します。

11月
現在検討中
（昨年度…室蘭工
業大学）

壮瞥町立壮瞥小学校ＰＴＡ 無料 0142-66-2368

白老町 ③ 虎杖浜地区文化祭
作品展示、ステージ発表、おはなし会、お茶会、販売コーナー等の催しを
実施します。

10月23日
～24日

虎杖浜公民館
白老町文化団体連絡協議会
虎杖浜地区文化祭実行委員
会

無料 0144-85-2900

白老町 ③ 竹浦地区文化祭 文化活動の発表・鑑賞、作品の紹介・鑑賞を実施します。
10月16日
～17日

竹浦コミュニティセ
ンター

白老町文化団体連絡協議会
竹浦地区文化祭実行委員会

無料 0144-85-2900

白老町 ③ 萩野・北吉原地区文化祭 文化活動の発表・鑑賞、作品の紹介・鑑賞を実施します。
11月6日
～7日

萩野公民館
白老町文化団体連絡協議会
萩野・北吉原地区文化祭実
行委員会

無料 0144-85-2900

白老町 ② 児童虐待防止講演会 児童虐待防止に関する講演会を実施します。 11月
白老町総合保健福
祉センター

白老町要保護児童対策地域
協議会

無料 0144-85-2021

白老町 ①
第35回白老町健康マラソン・ファミ
リーウォーキング大会

マラソン・ウォーキング大会を実施します。 10月11日
白老町桜ヶ丘公園
陸上競技場ほか

財団法人白老町体育協会 0144-82-6041

白老町 ① 白老町青少年育成大会
優良勤労青年並びに育成指導者の顕彰、中学生の主張大会、育成団体
の活動紹介及び「しらおいっ子の活動」展示会を実施します

11月13日
白老町コミュニティ
センター

白老町青少年育成町民の会 無料 0144-85-2021

白老町 ③ 第45回白老町文化祭
作品展示、ステージ発表、おはなし会、お茶会、販売コーナー等の催しを
実施します。

10月30日
～11月1日

白老町中央公民
館・白老町総合体
育館

白老町文化団体連絡協議会 無料 0144-85-2900

白老町 ② 学芸会
学校への理解を深めてもらうため、児童の演劇、器楽、合唱などを広く保
護者、地域の方に見ていただきます。

10月17日
白老町立社台小学
校
体育館

白老町立社台小学校 無料 0144-82-2149

白老町 ② 子どもパラダイス２０１０
保護者の教育活動への理解を深めてもらうため児童が創意工夫して出
店し、また保護者のつくった昼食を全員で食べ、触れあいを深めます。

11月12日
白老町立社台小学
校
体育館

白老町立社台小学校 無料 0144-82-2149

白老町 ③ らっこランド 乳幼児対象を対象にしたおはなし会を実施します。 11月5日 白老町立図書館 白老町立図書館 無料 0144-82-3000

白老町 ③ 読書週間記念展示 読書週間記念展示を実施します。
10月27日～

11月9日
白老町立図書館 白老町立図書館 無料 0144-82-3000

白老町 ③ おはなしランド
おはなし会トトロによる就学前から小学校中学年向けのおはなし会を実
施します。

11月13日
白老町立図書館 白老町立図書館 無料 0144-82-3000
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白老町 ③ 本のリサイクル市 寄贈資料と図書館の除籍資料を町民の皆様に無料で提供します。 11月上旬 白老町立図書館 白老町立図書館 無料 0144-82-3000

白老町 ① クリーン竹浦 竹浦地区のごみや資源ごみを拾います。竹浦地区のクリーン作戦です。 10月1日 竹浦地区 白老町立竹浦小学校 無料 0144-87-2290

白老町 ② 緑塾
地域の方々を講師に招いたクラブ活動「緑塾」の活動成果を保護者や指
導者に披露する発表会です。

11月5日
白老町立緑丘小学
校

白老町立緑丘小学校 無料 0144-85-2798

厚真町 ② 学芸会
子どもたちが取り組んだ劇、リズム、器楽、合唱など、学習の成果を学芸
会で保護者や地域の住民に公開します。

10月17日 厚真中央小学校 厚真中央小学校 無料 0145-27-2432

厚真町 ② 自由参観週間
地域公開型参観日とし、保護者・地域住民に広く授業公開をするととも
に。給食試食会も行います。

11月8日
～12日

厚真町立軽舞小学
校

厚真町立軽舞小学校 無料 0145-28-2733

厚真町 ② 合同学芸会
児童、園児による演劇、器楽・太鼓の演奏などを保護者、地域の方々に
公開し、学校への理解を深めていただきます。

10月24日
厚真町立軽舞小学
校講堂

厚真町立軽舞小学校　軽舞
さくら保育園

無料 0145-28-2733

厚真町 ② 授業公開日
保護者や地域住民に広く授業を公開し、授業終了後、学級懇談会を開催
し家庭と学校の連携強化を図ります。

11月5日
厚真町立厚真中学
校

厚真町立厚真中学校 無料 0145-27-2439

厚真町 ② 学校祭 合唱、演劇、作品展示、ＰＴＡ「八百屋」等の催し等を実施します。 10月2日
厚真町立厚南中学
校

厚真町立厚南中学校 無料 ０１４５＾２８－２７６３

厚真町 ② 地域参観日・給食試食会 地域公開型参観日・給食試食会を実施します。
12月1日
～3日

厚真町立上厚真小
学校

厚真町立上厚真小学校 無料 0145-28-2004

厚真町 ② とみの合同文化祭
児童だけでなく、保護者や地域の方々の歌や踊りの出演、絵画、書など
の作品の展示を行い、交流を深めます。

10月24日
厚真町立富野小学
校

厚真町立富野小学校 無料 0145-28-2307

厚真町 ② 富小祭
児童が生活科、総合学習の一環として農園で栽培した野菜を調理して来
校者をもてなし、感謝の意を伝えます。

12月3日
厚真町立富野小学
校

厚真町立富野小学校 無料 0145-28-2307

厚真町 ② 参観週間
地域公開型自由参観日として、保護者、地域の方に広く授業を公開しま
す。

12月1日
～3日

厚真町立富野小学
校

厚真町立富野小学校 無料 0145-28-2307

洞爺湖町 ②
第１６回洞爺湖子ども芸術文化
フェスティバル

町内の小中学校、高等学校及び地域が連携し、合唱、アンサンブル演
奏、踊り、作品展示などの発表を行います。

11月12日
洞爺湖文化セン
ター

洞爺湖子ども芸術文化フェス
ティバル実行委員会

無料 0142-82-5051

洞爺湖町 ② 学習発表会 子ども達の学習の成果を保護者、地域住民に披露します。 11月6日
洞爺湖町立とうや
小学校体育館

洞爺湖町立とうや小学校 無料 0142-82-5051

安平町 ① 子ども会サッカー大会 安平町子ども会の主催によりサッカー大会を実施します。 11月21日 早来研修センター
安平町子ども会育成連絡協
議会

無料 0145-25-2083

安平町 ①③ 安平町生涯学習フェスティバル
９月下旬～１１月下旬の期間を生涯学習フェスティバル月間に定め、町お
よび団体・サークル等が様々な活動機会を提供します。

9月23日
～11月27日

追分公民館
早来公民館
早来研修センター
ときわ公園　ほか

安平町生涯学習フェスティバ
ル実行委員会

無料 0145-25-2083

安平町 ③ 追分文化祭芸能発表会
追分地区で芸能活動を行っている方々が成果披露を行います。（民謡、
舞踊他）

11月3日 追分公民館 安平町文化協会 無料 0145-25-2083

安平町 ③ 早来文化祭芸能発表会
早来地区で芸能活動を行っている方々が成果披露を行います。（民謡、
舞踊他）

11月14日 早来公民館 安平町文化協会 無料 0145-25-2083

安平町 ③ 安平町文化祭
安平町の芸術文化活動の成果披露の機会として、町内４つの公民館で
文化祭を行います。

10月26日
～11月3日

早来公民館
追分公民館
安平公民館
遠浅公民館

安平町文化協会 無料 0145-25-2083

安平町 ② 学芸会
保護者や地域住民、一人住まいのお年寄りなどを招待して、学芸会を実
施します。

10月24日
安平町立安平小学
校

安平町立安平小学校 無料 0145-23-2266

安平町 ② もちつき大会
地域の協力や指導を受けて全児童で育てた稲を収穫し、全児童、保護
者、地域の方で収穫した喜びを分かち合い交流を深めます。

11月17日
安平町立遠浅小学
校体育館

安平町立遠浅小学校 無料 0145-22-2674
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安平町 ② 学習発表会
日頃の学習の成果を劇や音楽等で発表します。また保護者や地域の方
に公開し、子どもたちの学習の様子や成果を見ていただきます。

10月17日
安平町立早来小学
校

安平町立早来小学校 無料 0145-22-2031

安平町 ② 学芸会
学校への理解を深めていただくため、児童の合唱、器楽演奏、劇、遊戯
等を保護者や地域住民の方に見ていただきます。

11月6日
安平町立富岡小学
校

安平町立富岡小学校 無料 0145-22-2791

安平町 ①
効果後子ども教室10月「ピンポン
玉で遊ぼう」

地域の人材を活用し、卓球やピンポン玉を使ったゲームを通して、児童の
健やかな体づくりを図ります。

10月4日
10月13日
10月20日

追分小学校
遠浅小学校
早来小学校

生涯学習課 無料 0145-25-2083

安平町 ①
効果後子ども教室11月「電気パン
づくり」

地域の人材を活用し、電気パンづくりに挑戦し、電気のしくみに触れます。
11月17日
11月22日
11月24日

追分小学校
遠浅小学校
早来小学校

生涯学習課 無料 0145-25-2083

安平町 ②
「学校祭」
合唱交流会
ふれあい広場

小学校、地域合唱団、ＰＴＡコーラスとの交流を実施し、また、ふれあい広
場で保護者が店舗を開設し、地域等との交流を深めます。

10月3日
安平町立追分中学
校

追分中学校 無料 0145-25-2044

むかわ町 ② 自由参観週間
生徒の授業や活動の様子を保護者や校区の小学校・高校、地域の方々
に見ていただき、教育活動や中学校の現状に対する理解を深めていただ
きます。

10月18日～
22日

むかわ町立鵡川中
学校

むかわ町立鵡川中学校 無料 0145-42-2283

新冠町 ① 家庭教育セミナー・ミニ研修会
ICTを活用した授業の活性化及び情報モラル教育の実践面からセミナー
や研修を行う。

11月16日
新冠町立新冠中学
校

新冠町教育委員会 無料 0146-47-2547

新ひだか
町

③ 第5回新ひだか町民芸術祭 町民が作成した作品展示、芸能発表、茶会等を実施する。
10月中旬～
11月下旬

新ひだか町公民
館、三石福祉セン
ター、みついしふれ
あいセンター

新ひだか町民芸術祭実行委
員会

無料
http://shinhidaka.hokkai.jp/
0146-42-0075

釧路町 ③ 第９回釧路町文化フェスティバル
　町内団体等による吹奏楽や芸能発表、美術、手工芸等の様々な展示を
一堂に会して行います。

10月 9日
  ～10日

釧路町総合体育館
釧路町文化フェスティバル実
行委員会

無料
釧路町教育委員会
生涯学習課
0154-62-2111

厚岸町 ③ 生涯学習講習会 　町Ｐ連との共催による文化講演会 10月17日
厚岸町立真龍小学
校

厚岸町教育委員会 無料
厚岸町教育委員会
生涯学習課
0153-67-7700

厚岸町 ③ 平成22年度厚岸町民文化祭 　芸能発表の部 11月21日
厚岸町社会福祉セ
ンター

町民文化祭実行委員会 無料
厚岸町教育委員会
生涯学習課
0153-67-7700

厚岸町 ③ 平成22年度厚岸町民文化祭 　作品展示
10月22日
  ～24日

厚岸町社会福祉セ
ンター

町民文化祭実行委員会 無料
厚岸町教育委員会
生涯学習課
0153-67-7700

厚岸町 ③ 平成22年度厚岸町民文化祭 　社交ダンスの夕べ 未定
厚岸町社会福祉セ
ンター

町民文化祭実行委員会 無料
厚岸町教育委員会
生涯学習課
0153-67-7700

浜中町 ①
平成22年度浜中町家庭教育講演
会（兼平成22年度浜中町PTA連合
会研究大会）

　子どもを取り巻く教育の現状と課題を把握、問題解決を図り、家庭・学
校・地域社会の連携を深めるため、講師に中村文明氏を招き、講演会を
行います。

11月27日
浜中町総合文化セ
ンター

浜中町教育委員会 無料
浜中町教育委員会
生涯学習課
0153-62-2394

浜中町 ② 収穫祭、祖父母参観日
　地域の高齢者と交流することで敬う気持ちを児童に持たせ、また、お年
寄りに教育推進についての理解を図ります。

11月16日
浜中町立榊町小学
校

浜中町立榊町小学校 無料
浜中町立榊小学校
0153-64-2250

浜中町 ②③ 地区文化祭
　小学校、保育所、校区地域共催での文化祭です。児童、幼児他、地域
住民の演目や展示が行われます。

10月23日
　～24日

浜中町立浜中小学
校他

文化祭実行委員会 無料
浜中町立浜中小学校
0153-64-2023

浜中町 ② 公開授業週間
　学校関係者・学校評議員・保護者・中学校教員を対象とした公開授業週
間です。

11月18日
　～26日

北海道霧多布高等
学校

北海道霧多布高等学校 無料
北海道霧多布校高等学校
0153-62-3224

標茶町 ①③ 文化講演会 　小沢昭一氏による講演会 11月4日
コンベーションホー
ルうぃず

標茶町文化講演会実行委員
会

無料
標茶町図書館
015-485-2300

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
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料 23



第５２回「教育・文化週間」関連行事

北海道

市区町村 種類 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

鶴居村 ①
図書館まつり
みなくる古本市

　図書室で除籍した図書・雑誌を利用者に無料配布
10月31日
～11月7日

鶴居村ふるさと情
報館

鶴居村教育委員会 無料
鶴居村教育委員
生涯学習課
0154-64-2050

鶴居村 ① 図書館まつり 　映画館上映会や、体験講座の実施
10月31日
～11月7日

鶴居村ふるさと情
報館

鶴居村教育委員会 無料
鶴居村教育委員
生涯学習課
0154-64-2050

鶴居村 ③ 鶴居村総合文化祭 　サークル、一般村民、団体による芸能発表や、生活展、作品展示
10月30日
～11月3日

鶴居村総合セン
ター　他

鶴居村文化祭実行委員会 無料
鶴居村教育委員会
生涯学習課
0154-64-2050

白糠町 ② 庶路小学校ふるさと参観日 　児童の日頃の学習の様子や学習成果の発表 11月10日 庶路小学校 庶路小学校 無料
白糠町庶路小学校
01547-5-2024

白糠町 ② 茶路小中学校ふるさと参観日 　児童生徒の日頃の学習活動の様子や学習成果の発表 11月9日 茶路小中学校 茶路小中学校 無料
白糠町茶路小中学校
01547-2-2797

白糠町 ① 明日の青少年を考える集い
　青少年健全育成功労顕彰表彰式、少年の主張発表会、町内小中学校
のふるさと学習の報告ほか。

11月21日
白糠町社会福祉セ
ンター

白糠町教育委員会 無料
白糠町教育委員会
社会教育課
01547-2-2287

白糠町 ①
白糠町公民会図書まつり（秋のヨ
ムヨムフェア）

　本の展示、絵本の読み聞かせ会、子ども映画館、本のリサイクル市、図
書室クイズ

10月16日
～11月3日

白糠町公民館図書
室

白糠町教育委員会 無料
白糠町教育委員会
社会教育課
01547-2-2287

白糠町 ③ 白糠町青少年音楽祭 　小中高校による音楽部活動発表会、音楽関係団体・個人の発表 11月13日
白糠町社会福祉セ
ンター

白糠町青少年音楽祭実行委
員会

無料
白糠町教育委員会
社会教育課
01547-2-2287

別海町 ①②
第28回別海町小・中・高合同音楽
祭

町内小・中・高校の児童生徒が一堂に会し、合唱や器楽演奏の日頃の練
習の成果や各校で練習してきた合同合唱曲を発表すると共に、町の芸
術・文化活動の振興に寄与することを目的に開催する。

11月10日
11月11日

別海町中央公民館
第28回別海町小・中・高合同
音楽祭実行委員会

無料 別海町教育委員会生涯学習課

中標津町 ②
「少年の主張」
中標津町大会

少年の健全育成に対し町民の理解を深める、中学生による主張発表大
会です。

11月18日
中標津町総合文化
会館

中標津町教育委員会 無料
生涯学習課学校教育係
0153-73-3111

中標津町 ③
中標津町
子ども議会

次代を担う子どもたちが、身近な問題や将来の街づくりを考え発表するこ
とにより、社会に参加する意識を育む、中学生による子ども議会です。

11月18日
中標津町総合文化
会館

中標津町教育委員会 無料
生涯学習課学校教育係
0153-73-3111

標津町 ① 青少年健全育成講演会
著名人を講師に招き、目標に向かって努力する大切さなどの講演いただ
きます。

10月17日
標津町生涯学習セ
ンター

町教育委員会 無料
総合体育館http://www.shibetsutown.jp/sports/
☎0153-82-3112

標津町 ①
子供の体力向上事業（元気ッズセ
ミナー）

運動スポーツの習慣化のきっかけづくりとして、講習や実技を行い子供の
健全育成を図ります。

10月16日 標津町総合体育館
標津スポーツクラブ「すぽっ
と」

無料

総合体育館
http://www.shibetsutown.jp/sports/
標津ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ
http://www.shibetsutown.jp/sports/spot.html
☎0153-82-3112

標津町 ① 軽スポーツまつり
午前中はカレーライスウォークラリーを,午後はキンボールなどのニュース
ポーツで楽しみます。

10月31日 標津町総合体育館
標津スポーツクラブ「すぽっ
と」

無料
総合体育館http://www.shibetsutown.jp/sports/
標津ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ
http://www.shibetsutown.jp/sports/spot.html
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