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東北6県 ③ 東北文化の日
期間中に，東北各地の文化施設における無料開放や関連イベント等がそ
れぞれ開催されます。

10月30日～
11月28日

東北6県 「東北文化の日」推進委員会 http://tohokubunka.com/

仙台市 ①
平成２２年度 みやぎ教育の日推
進大会

教育の実践発表や講演等を行います 11月5日 ホテル白萩 みやぎ教育の日推進協議会 無料 022-221-7030

仙台市 ③ 第19回河北工芸展
東北の工芸美術の振興と発展を目的に作品を募集。陶磁、染織、漆、金
工、木竹、人形、革、紙、硝子、硯、その他を展示

10月２３　～
27日

せんだいメディア
テーク５階ギャラ
リー

河北新報社河北文化事業団
宮城県文化振興財団

０２２-211-1332

仙台市 ③ 第58回日本伝統工芸展仙台展
厳正な鑑審査を経て選ばれた入選作のうち、約300余点を陳列。伝統工
芸の作品の魅力を伝えます。

11月10日～
11月15日

三越仙台店

宮城県教育委員会
仙台市教育委員会
NHK仙台放送局
朝日新聞社
河北新報社
社団法人日本工芸会

無料 三越仙台店　022-225-7111

仙台市 ③
公開フォーラム「多文化から見た
死と看取り」

「死と看取り」をめぐって、日本、中国、韓国の研究者および医療・介護関
係者を交えて講演とシンポジウムを行います。

11月28日
エルパーク仙台
ギャラリーホール

公益財団法人東北多文化ア
カデミー、東北大学大学院国
際文化研究科共催

http://www.intcul.tohoku.ac.jp/

仙台市 ① 体験学習
野焼き体験
土器や土製品などを野焼きする体験行事です。

11月6日
仙台市縄文の森広
場

財団法人仙台市市民文化事
業団(仙台市縄文の森広場)

無料 http://www.city.sendai.jp/kyouiku/jyoumon/

仙台市 ① 入館料の無料化
企画展「レプリカ・本物」(仮称)
遺跡から出土した遺物と，それをもとに復元した資料を紹介します。

11月3日
仙台市地底の森
ミュージアム

財団法人仙台市市民文化事
業団(仙台市富沢遺跡保存
館)

無料 http://www.city.sendai.jp/kyouiku/chiteinomori/

仙台市 ①③
れきみん秋祭り2010～お神楽が
やってくる！～

榴岡公園を舞台に、お神楽の上演などを行います。昔なつかしい屋台も
でて、さまざまな大衆芸能が楽しめるお祭りです。

10月23日
仙台市歴史民俗資
料館及び榴岡公園

財団法人仙台市市民文化事
業団(仙台市歴史民俗資料
館)

無料 http://www.city.sendai.jp/kyouiku/rekimin/

仙台市 ① 入館料の無料化
企画展「祈りとくらし～仙台の民間信仰」
仙台とその周辺の人々くらしの中にみられる「祈り」を紹介します。

11月3日
仙台市歴史民俗資
料館

財団法人仙台市市民文化事
業団(仙台市歴史民俗資料
館)

無料 http://www.city.sendai.jp/kyouiku/rekimin/

仙台市 ②
ユネスコスクール全国大会サイド
イベント

宮城教育大学附属小学校・公開授業（防災・減災）と
グループ討論・検討会を開催します。（公開授業を一般公開します）

10月29日
宮城教育大学附属
小学校

ASPUnivNet（ユネスコスクー
ル支援大学間ネットワーク）

無料 http://kokusai.miyakyo-u.ac.jp/h22/ASPUnivNet/

仙台市 ②
フラグシップ・プロジェクト推進ワー
クショップ

ユネスコスクール加盟校がアジア地域との交流を目的に、プロジェクトを
推進するために開催します。（午後一般公開です）

10月31日 宮城教育大学
ASPUnivNet（ユネスコスクー
ル支援大学間ネットワーク）

無料 http://kokusai.miyakyo-u.ac.jp/h22/ASPUnivNet/

仙台市 ①③

せんだいメディアテーク10周年事
業　「いま、バリアとはなにか」
“How Barrier is”
空きスペースを使った作品展示
「バリアとしてのアート、アートが溶
かすバリア、アートが活かす空間」

①南のガラス面を使った作品展示：北川貴好
②図書館を使ったプロジェクト：港千尋
③5番チューブとその周辺をつかった作品展示：石橋素+真鍋大度

①②10月中
旬～12月26

日
③9月18日
～12月26日

せんだいメディア
テーク

せんだいメディアテーク 無料 http://www.smt.jp/anniversary/10th/

仙台市 ①③

せんだいメディアテーク10周年事
業　「いま、バリアとはなにか」
“How Barrier is”
展覧会「消費社会と均質化を乗り
越えるアートの夢」

美術作家の小山田徹と藤井光によるインスタレーションです。
10月23日～
12月26日

せんだいメディア
テーク

せんだいメディアテーク http://www.smt.jp/anniversary/10th/

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 1
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仙台市 ①③

せんだいメディアテーク10周年事
業　「いま、バリアとはなにか」
“How Barrier is”
アートプロジェクト「既知の世界か
ら未知の世界への跳躍」
光島貴之　音と触覚で生活世界を
なぞる

聴覚や触覚によって世界を認識している「見えない人」の日常を体験する
プロジェクトです。

10月23日～
12月26日

せんだいメディア
テーク

せんだいメディアテーク 無料 http://www.smt.jp/anniversary/10th/

仙台市 ③ 秋の祭典 華道の作品に彩られた会場で，コンサートやお茶会が開催されます。
10月30日～

31日
仙台メディアテーク

みやぎ県民文化創造の祭典
実行委員会

無料 ０２２－２１１－２５２７

仙台市 ① 夢と志 フォーラム
児童生徒，保護者，一般県民，教育関係者を対象に志教育に関わる講
演，シンポジウムを行います。

11月21日 宮城県庁　講堂 義務教育課 無料 022(211)3645

仙台市 ② 宮城県議会「こども議会」
県内の小学生５・６年生６１名を募集し，事前研修会，子ども議会，事後研
修会を開催し，体験学習としての県議会を体験します。

10月16日・
11月6日・12

月18日
宮城県議会　庁舎

宮城県議会（こども議会実行
委員会）

無料 022-211-3592

仙台市
①②
③

平成２２年 教育功績者表彰式
学校教育，社会教育，芸術文化など教育の振興に顕著な功績のあった個
人，団体に対して表彰します

11月2日 宮城県庁　講堂 宮城県教育委員会 無料 022-211-3611

仙台市 ② 平成２２年　永年勤続者表彰式 教職員として多年在職し勤務実績が顕著である者に対して表彰します 11月12日 電力ホール 宮城県教育委員会 無料 022-211-3611

仙台市 ① みやぎ県民大学
宮城県図書館の持つ人的・物的教育資源を広く地域に開放し，当館職員
が所蔵資料等をもとにして得た知識や情報をわかりやすく紹介します。

11月6日・13
日・20日・27

日

宮城県図書館2階
ホール養賢堂

宮城県図書館 無料 http://www.library.pref.miyagi.jp/

仙台市 ①
特別展「孤高の画家　長谷川潾二
郎展」

洲之内コレクションの人気者《猫》の作者として知られる長谷川潾二郎
（1904－1988）の回顧展です。

10月23日
～12月23日

宮城県美術館 宮城県美術館 http://www.pref.miyagi.jp/bijyutu/museum/

仙台市 ①

特集企画展　佐藤忠良記念館開
館20周年記念特集「写真家ベン
ジャミン・リーの見た彫刻家佐藤忠
良」

カナダ人写真家ベンジャミン・リーが佐藤氏のアトリエや当館の記念館で
佐藤氏本人や作品を撮影したモノクロプリントを展示します。

7月4日
～12月23日

宮城県美術館 宮城県美術館 http://www.pref.miyagi.jp/bijyutu/museum/
10月30日・31日
及び11月3日は無
料となります。

仙台市 ①
小企画展
「洲之内コレクション」

洲之内徹氏のエッセイ「絵の中の散歩」や，芸術新潮に連載された「気ま
ぐれ美術館」に登場する作品を約40点展示します。

9月28日
～12月23日

宮城県美術館 宮城県美術館 http://www.pref.miyagi.jp/bijyutu/museum/
10月30日・31日
及び11月3日は無
料となります。

仙台市 ①

常設展【本館】
「洲之内コレクション，カンディンス
キーとクレー他，日本の近現代美
術から」

洲之内コレクション，カンディンスキーとクレー，日本の近現代美術から，
洋画，日本画，版画など。

9月28日
～12月23日

宮城県美術館 宮城県美術館 http://www.pref.miyagi.jp/bijyutu/museum/
10月30日・31日
及び11月3日は無
料となります。

仙台市 ①
常設展【佐藤忠良記念館】
「佐藤忠良の彫刻（ブロンズ，石膏
原型），素描や版画など」

《ふざけっこ》《丸い椅子》などの彫刻と素描を展示。
9月28日

～12月23日
宮城県美術館 宮城県美術館 http://www.pref.miyagi.jp/bijyutu/museum/

10月30日・31日
及び11月3日は無
料となります。

仙台市 ③
第４回児童・生徒「木工工作」作品
展示会

「みやぎの木づかい運動２０１０」の一環として，県内の児童・生徒が県産
材や林産物を利用し製作した木工工作品の展示・紹介。

11月16日～
21日

東北電力ｸﾞﾘｰﾝﾌﾟﾗ
ｻﾞ・ｱｸｱﾎｰﾙ

宮城木材文化ホール運営委
員会

無料 http://www.pref.miyagi.jp/ringyo-sk/kidukai/kidukai2010.html

仙台市 ② みんなの専門高校展
専門学科で学ぶ高校生が，日ごろの授業の成果を，展示や成果物の販
売等をとおして発表します。

11月10日～
12日

宮城県庁
１Ｆロビー

県高校教育課 無料 www.pref.miyagi.jp/koukyou

仙台市 ③ 事業構想学部公開講座
世界的に活躍するインダストリアルデザイナー　Tomoko Azumi氏をお迎え
し「グローバル化したインダストリアルデザインにおける地方の力」につい
ての講演をいただきます。

11月5日 仙台卸商センター 公立大学法人宮城大学 無料 http://www.myu.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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仙台市 ④
食産業学部
イブニングセミナー

遺伝子仮説・食の安全・食料政策・外食産業・マーケティングなど毎回食
に関する様々なテーマで開催するセミナーです。

10月6日/14
日/22日/26
日/11月4日

仙台市情報産業プ
ラザ

公立大学法人宮城大学 無料 http://www.myu.ac.jp/

仙台市 ① みやぎ県民大学
多くの人にとって、どのような親子関係を作っていくかは悩みのひとつで
す。親子関係の歴史をみながら、長期的視野にたって親子について考え
る講座です。

11月10日
/17日/24日
/12月1日

ハーネル仙台 公立大学法人宮城大学 無料 http://www.myu.ac.jp/

仙台市 ③ 国際医療福祉大学特別講演会
「進路に悩む10代へのエール―元フジテレビキャスターが語る、日本の医
療を変える挑戦」と題した、黒岩祐治大学院教授による講演会です。
（進学相談会併催）

11月23日
仙台サンプラザホテ
ル

国際医療福祉大学 http://www.iuhw.ac.jp/admission/info.html

仙台市 ①
平成２２年度国立大学法人宮城
教育大学公開講座「数学もちょっ
とだけⅣ」

数学って硬くて冷たい感じがしていますか。数学を手で触ってみるような
経験ってできるのでしょうか？そして　その硬度や温度を確かめることって
できるのでしょうか。この講座では、問題解決のための数学的手法をとお
して、そのことを考えてみます。
数学を思い出してみたい人、数学をもっと好きになりたい人歓迎します。

10月23日、
10月30日、
11月6日、
11月13日

国立大学法人宮城
教育大学

国立大学法人宮城教育大学 renkei@adm.miyakyo-u.ac.jp

仙台市 ①
平成２２年度国立大学法人宮城
教育大学公開講座「能と日本文
化」

日本の古典芸能が学校教育に取り入れられ、また能楽がユネスコの世界
無形文化遺産に指定されるという流れのなかで、いま能があらためて注
目されるようになっています。しかし能については、言葉が難しい、眠くな
る、とっつきにくい、どのように教えたらよいかわからない、などのためらい
もまた広くみられます。
本講座では、能に関心があるがこれまでふれたことがない人や、授業で
能をとりあげてみようかと考えている人を対象に、能の基礎と実際につい
てわかりやすく工具をします。講義は通り一遍の能の解説ではなく、美学
や芸術論とのかかわり、文学や宗教とのつながりなどにも触れながら、日
本の精神文化のなかに能を置いて、話をすすめてゆく予定です。また、作
品の鑑賞や能の舞台見学、能面の鑑賞も行います。

10月2日、
10月16日、
12月4日、
12月18日、
1月22日

仙台市市民活動サ
ポートセンター

※1月22日のみ、白
石能楽堂「碧水苑」
にて実施

国立大学法人宮城教育大学 無料 renkei@adm.miyakyo-u.ac.jp

仙台市 ② 未就園児園庭開放

未就園児と保護者の方を対象に、
①園庭の開放
②子育て相談
を行います。

11月2日
宮城教育大学附属
幼稚園

国立大学法人宮城教育大学
附属幼稚園

無料 http://fu-youchi.miyakyo-u.ac.jp

仙台市
①②
③④

日本語教育学講演会

大阪府立大学教授の野田尚史氏に「言語の教育からコミュニケーション
の教育へ」と題する講演をいただき，言語教育の本来の目的である「コ
ミュニケーションの教育」ということを意識した日本語授業のあり方につい
て考えます。

11月12日
東北大学文学研究
科

国立大学法人東北大学　大
学院文学研究科　日本語教
育学研究室

無料 http://www.sal.tohoku.ac.jp/nik/  022-795-5994（日本語教育学研究室）

仙台市 ① 入館料の無料化
企画展「名取川沿いの縄文ムラと秋の食べ物」
年間テーマである「縄文人の食卓」の一環として，宮城県内を中心とした
縄文時代の資料を用いた展示を行います。

11月3日
仙台市縄文の森広
場

財団法人仙台市市民文化事
業団(仙台市縄文の森広場)

無料 http://www.city.sendai.jp/kyouiku/jyoumon/

仙台市 ① 施設公開
縄文秋まつり
「秋の実りへの感謝」をテーマとして開催するイベントです。秋の季節感を
活かし、さまざまな体験活動を取り入れた催しです。

11月3日
仙台市縄文の森広
場

財団法人仙台市市民文化事
業団(仙台市縄文の森広場)

無料 http://www.city.sendai.jp/kyouiku/jyoumon/

仙台市 ① ギャラリートーク
当日の来館者を対象に企画展「レプリカ展-復元された資料から探る-」の
みどころをお話しします。

10月23日
仙台市地底の森
ミュージアム

財団法人仙台市市民文化事
業団(仙台市富沢遺跡保存
館)

http://www.city.sendai.jp/kyouiku/chiteinomori/ 14：00～15：00

仙台市 ① 企画展関連講座
「出土資料から読み取る古代の宮城」（仮称）
遺跡から出土した遺物や文字資料から探る古代の宮城についての講演
会。

11月13日
仙台市地底の森
ミュージアム

財団法人仙台市市民文化事
業団(仙台市富沢遺跡保存
館)

http://www.city.sendai.jp/kyouiku/chiteinomori/
13：30～15：00
要申込

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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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

仙台市 ①④ 第１回考古学講座
「レプリカ法によるミクロな考古学」（仮称）
レプリカ法と呼ばれる印象材を使った方法で明らかにされた研究成果を
紹介。

11月27日
仙台市地底の森
ミュージアム

財団法人仙台市市民文化事
業団(仙台市富沢遺跡保存
館)

http://www.city.sendai.jp/kyouiku/chiteinomori/
13：30～15：00
要申込

仙台市 ①
れきみん講座｢柳田国男と民俗
学」

資料館の学芸員が講師となり、歴史・民俗についてわかりやすくお話しす
る講座です。

11月13日
仙台市歴史民俗資
料館

財団法人仙台市市民文化事
業団(仙台市歴史民俗資料
館)

http://www.city.sendai.jp/kyouiku/rekimin/

仙台市 ① 特別展「おばあちゃんの知恵袋」
物のない時代をくぐりぬけてきた人生の先輩たちの、衣食住における知恵
や工夫を取り上げ、展示紹介します。

11月20日
～

4月10日

仙台市歴史民俗資
料館

財団法人仙台市市民文化事
業団(仙台市歴史民俗資料
館)

http://www.city.sendai.jp/kyouiku/rekimin/

仙台市 ②③
仙台高等専門学校　　広瀬キャン
パス祭

工業系の技術者を育成する本校の特色を生かした展示を行っています。
10月23日～
10月24日

仙台高等専門学校
広瀬キャンパス

仙台高等専門学校 無料 http://hirose.sendai-nct.ac.jp/fest2010/

仙台市 ① 第7回仙台市ＰＴＡフェスティバル
PTA活動のPRなどを目的として開催します。（テーマ/学ぼう！遊ぼう！楽
しもう！内容/ステージ発表・学びのコーナー、遊びのコーナー、飲食コー
ナーなど）

H22.11･7
（日）10:00
～15:30

仙台市市民広場・
勾当台公園など

仙台市PTA協議会 無料 http://www.pta-sendai.gr.jp/03/pta_festival.html
共催：仙台市教
育委員会

仙台市 ① JAMSTEC展 海洋研究開発機構巡回展
9月11日～
11月11日

仙台市科学館 仙台市科学館 http://www.kagakukan.sendai-c.ed.jp

仙台市 ① 施設公開
「おたから発見！向田まつり2010」
出土品等に関するクイズラリー，勾玉づくり体験，古代米試食，甲冑の試
着撮影など。

10月31日
向田文化財整理収
蔵室

仙台市教育委員会文化財課 無料 http://www.city.sendai.jp/Category/bunka/02.html

仙台市 ① 施設公開
「文化財公開の日2010」
瑞鳳殿境内を解説をしながら公開する。

11月3日 瑞鳳殿 仙台市教育委員会文化財課 無料 http://www.city.sendai.jp/Category/bunka/02.html
市政だよりに掲載
事前申込み必要

仙台市 ①
第５５回仙台市社会学級研究大
会

社会学級生が積み重ねてきた学びの発表の場として開催します。（内容/
基調講演・パネルディスカッション・活動展示など）

H22.11･30
（火）10:00
～12:30

仙台市福祉プラザ
ふれあいホール

仙台市社会学級研究会 無料 http://syakaigakkyuu.web.fc2.com/
共催：仙台市教
育委員会

仙台市 ③ 企画展「仙台人物誌」
この展覧会では、江戸時代に政治・学問・文化などの分野で活躍した、仙
台藩ゆかりの人物40人を資料を通して紹介します。

10月26日～
12月19日

仙台市博物館 仙台市博物館 http://www.city.sendai.jp/kyouiku/museum

仙台市 ①
オンキャンパス社会人講座「戦争
の記憶・戦争の記録」

多くの悲劇を生む戦争の記憶と記録からその実態を明確化し、それに対
して哲学と教育史の両面から平和の実現に向けて考察する講座です。

10月7日・14
日・21日・28
日・11月4

日・11日 毎
木曜日 全6
回　18:00～

19:30

仙台白百合女子大
学 1号館 122室

仙台白百合女子大学大学広
報室

無料
http://sendai-shirayuri.ac.jp
大学広報室　TEL 022-374-4475

全6回シリーズの
うちの1回(11月4
日)です。

仙台市 ① 炭焼き体験 昔ながらの窯を使って木、竹、野菜などを窯入れから窯出しまでを体験 10月14日
大倉ふるさとセン
ター

大倉ふるさとセンター ０２２－３９１－２０６0

仙台市 ① 干し柿作り体験 柿のもぎ方や昔ながらの干し柿の作り方を体験 10月31日
大倉ふるさとセン
ター

大倉ふるさとセンター ０２２－３９１－２０６０

仙台市 ①
アジア流域文化研究所国際学術
シンポジウム「共同研究・清江流
域考古学文化研究」

長江の支流清江流域の民俗と文化を考古学資料を中心に検討します。 11月20日
東北学院大学土樋
キャンパス

東北学院大学 無料 http://www.tohoku-gakuin.ac.jp./index.shtml

仙台市 ①
アジア流域文化研究所国際学術
シンポジウム「共同研究・清江流
域考古学文化研究」

長江の支流清江流域の民俗と文化を考古学資料を中心に検討します。 11月20日
東北学院大学土樋
キャンパス

東北学院大学 無料 http://www.tohoku-gakuin.ac.jp./index.shtml

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 4



第５２回「教育・文化週間」関連行事

宮城県

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

仙台市 ①
文学部英文学科公開講義「言語
習得を多面的に考える」

5回にわたり、様々な観点から言語習得についての講義を行います。
10月30日～
11月27日の
毎週土曜日

東北学院大学土樋
キャンパス

東北学院大学 無料 http://www.tohoku-gakuin.ac.jp./index.shtml

仙台市 ①
文学部英文学科公開講義「言語
習得を多面的に考える」

5回にわたり、様々な観点から言語習得についての講義を行います。
10月30日～
11月27日の
毎週土曜日

東北学院大学土樋
キャンパス

東北学院大学 無料 http://www.tohoku-gakuin.ac.jp./index.shtml

仙台市 ①
法学政治学研究所公開講座「市
民生活と法」

5回にわたり、研究員が身近なテーマについて市民向け講義を行います。
11月15日～
11月19日

東北学院大学土樋
キャンパス

東北学院大学 無料 http://www.tohoku-gakuin.ac.jp./index.shtml

仙台市 ①
法学政治学研究所公開講座「市
民生活と法」

5回にわたり、研究員が身近なテーマについて市民向け講義を行います。
11月15日～
11月19日

東北学院大学土樋
キャンパス

東北学院大学 無料 http://www.tohoku-gakuin.ac.jp./index.shtml

仙台市 ③
芸術鑑賞　演劇「センポ・スギハァ
ラ2009」

生徒・保護者・教職員を対象に演劇・音楽・古典芸能を3年サイクルで実
施しています

11月9日 ｲｽﾞﾐﾃｨ21 東北学院榴ケ岡高等学校 無料 榴ケ岡高校事務室022-372-6611 一般公開せず

仙台市 ②
未来科学講座「強震防災科学の
新展開 ～ キラー・クエイクへの備
え ～」

本学教員による市民公開講座の一環で、『強震防災科学の新展開 ～ キ
ラー・クエイクへの備え ～』というテーマのもと、防災知見を高める観点か
ら近年取り組まれている強震防災科学技術の最新内容を平易に解説しま
す。

10月30日
11月 6日
11月13日
11月20日
11月27日
12月4日

東北工業大学
一番町ロビー

東北工業大学 http://www.tohtech.ac.jp/

仙台市 ①③ リベラルアーツサロン 「クチコミを科学する」渋谷　覚（東北大学大学院経済学研究科　教授） 10月22日
せんだいメディア
テーク

東北大学 無料 http://cafe.tohoku.ac.jp/

仙台市 ①④ サイエンスカフェ
「花の中のミステリー ～めしべは自分と他人の花粉を識別できる！～」
渡辺　正夫（東北大学大学院生命科学研究科 教授）

10月29日
せんだいメディア
テーク

東北大学 無料 http://cafe.tohoku.ac.jp/

仙台市 ①③ リベラルアーツサロン
「自然の制約のもとで「よりよく」暮らそう！」　ディニル　プシュパラール
（東北大学大学院国際文化研究科　教授）

11月12日
せんだいメディア
テーク

東北大学 無料 http://cafe.tohoku.ac.jp/

仙台市 ②③
東北大学史料館企画展『せんだい
学生スポーツの黎明』

東北大学やその前身校等を中心に、明治から戦後にかけての「仙台学生
スポーツ」の歴史を紹介いたします。

9月18日～
11月19日

東北大学史料館2
階展示室

東北大学史料館 無料
東北大学史料館TEL022-217-5040
（URL）
http://www2.archives.tohoku.ac.jp

仙台市 ①
第17回公開講座 国際文化基礎講
座 「装い」の文化史－変化する同
一性－

一般市民を対象とした本研究科教員による講義です。
11月6日
11月13日
11月20日

東北大学マルチメ
ディア教育研究棟6
階(大ホール)

東北大学大学院国際文化研
究科

http://www.intcul.tohoku.ac.jp/

仙台市 ①
第５回東北大学病院市民公開講
座「認知症－正しい理解と最新医
療－」

認知症をテーマに基調講演を行う他、劇団いくりによる認知症を題材にし
た劇を行う予定です。

10月17日 仙台国際センター 東北大学病院 無料 東北大学病院地域医療連携センター（022-717-7131）

仙台市 ③
企画展「クールジャパンのルーツ
をたずねて ～江戸庶民の楽しみ
～」

近年「クールジャパン」と称して世界から注目される日本のポップカル
チャーのルーツのひとつともいえる、江戸時代の庶民文化をテーマとし
て、東北大学附属図書館の所蔵資料を展示します。

10月8日～
11月4日

東北大学附属図書
館本館

東北大学附属図書館 無料
http://tul.library.tohoku.ac.jp/
kikakuten@library.tohoku.ac.jp

仙台市 ③ 自修会コンサート
日本フィルヴィオラ奏者・後藤悠仁氏，ピアノ奏者・清水将仁氏，東北大学
交響楽団弦楽４重奏メンバーによるコンサート

11月8日
東北大学理学総合
棟エントランスホー
ル

東北大学理学部・理学研究
科自修会

無料 http://www.cmpt.phys.tohoku.ac.jp/~hondou/concert/

仙台市 ④ 公開シンポジウム 健康回復のための栄養サポートシステム　ＮＳＴと地域連携の現状と未来 11月6日 宮城学院女子大学
日本栄養・食糧学会　東北支
部

無料 022-279-1311
開催時間：15:30
～17:30

仙台市 ① 女性学フォーラムin仙台
基調講演と
パネルディスカッション

10月21日 江陽グランドホテル
白鷗大学
女性学フォーラム係

無料 http://hakuoh.jp/about/about_12.html

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料 5



第５２回「教育・文化週間」関連行事

宮城県

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

仙台市 ③④ 八木山フェスタ
八木山動物公園のほか、八木山ベニーランド、東北工業大学の3会場で
スタンプラリーや動物とのふれあいなど楽しいイベントが開催されます。

11月3日

八木山動物公園・
八木山ベニーラン
ド・東北工業大学八
木山キャンパス

八木山動物公園・八木山ベ
ニーランド・東北工業大学・仙
台市公園緑化協会・八木山
市民センター

http://www.tohtech.ac.jp/

仙台市 ② 生涯現役エキスパート講座 生涯現役のための新・健康増進講座 11月13日
東北福祉大学ス
テーションキャンパ
ス

予防福祉健康増進推進室 022-728-6607 全10コマ

仙台市 ① 秋の子ども読書フェスティバル
１０月９日～
１１月９日

市内全図書館 無料

石巻市 ①
第１回石巻ふれあい　マラソン大
会

石巻市内を１０ｋｍ以下のコースで各年代別に走り、さらに応援等を含め
た参加者の交流を深め、活力ある健康都市づくりに寄与します。

11月28日
石巻市総合運動公
園

石巻市/石巻市教育委員会/
ＮＰＯ法人石巻市体育協会/
河北新報社

体育振興課
0225-95-8998

石巻市 ②
第６回石巻市小学生　リレーマラ
ソン大会

石巻市内の小学生を対象に、タスキリレー形式で実施し、子どもたちの体
力・運動能力向上を目指します。

10月3日
石巻市追波川河川
運動公園

石巻市/石巻市教育委員会/
ＮＰＯ法人石巻市体育協会/
財団法人石巻市文化スポー
ツ振興公社

無料
体育振興課
0225-95-8998

石巻市 ① 石巻市協働教育研修会 講話・協働教育実践事例発表を行ないます。 11月18日 豊里公民館 宮城県教育委員会 無料
生涯学習課
0225-21-6070

石巻市教育委員
会共催

石巻市 ③
サン・ファンバウティスタ出帆記念
日

サン・ファンバウティスタ号の出帆を記念し，入館料が無料となります。 10月28日
宮城県慶長使節船
ミュージアム

公益財団法人慶長遣欧使節
船協会

無料 ０２２５－２４－２２１０

石巻市 ② ふるさと大好き中学生育成事業
市内の中学校１年生がボランティア体験や地域における交流活動、伝統
文化継承活動等を実施します。

5月～12月 市内各中学校 市内各中学校 無料
学校教育課
0225-95-1111

石巻市 ① 楽しさいっぱい・こども展
　子育て中の市民を対象に、幼児期のよりよい教育環境の創造をともに
考えるため、親子で楽しめる講演会や交流会、子育て支援に関する制度
等の紹介コーナーの設置、人権に関する啓発活動を行ないます。

10月31日
石巻市立開北小学
校

石巻市/石巻市教育委員会/
南三陸人権啓発活動地域
ネットワーク協議会

無料
教育総務課
0225-95-1111（内線5016）

石巻市 ② ふるさと子どもカレッジ（第7回） ニュースポーツの体験をします。 11月13日 桃生地区 石巻市教育委員会 無料
生涯学習課
0225-21-6070

4月に参加者を募
集し、年間9回開
催。市内5･6年生
対象

石巻市 ③ 文化財めぐり 石巻市雄勝町の文化財を訪ねます。
11月14日
11月21日

石巻市内 石巻市教育委員会
歴史文化資料展示施設整備対策室
0225-93-1910

石巻市 ③
特別展毛利コレクション「まほろば
の道～古代石巻地方のくらしと交
流」

毛利コレクション所蔵の埴輪や、東北歴史博物館所蔵の「武人埴輪」（国
指定重要文化財）などのほか、古墳時代から奈良・平安時代の考古学資
料を展示し、古代石巻地方のくらしと交流について概観します。

10月22日～
12月12日

石巻文化センター
石巻市教育委員会/財団法
人石巻市文化スポーツ振興
公社

歴史文化資料展示施設整備対策室
0225-93-1910

塩竈市 ① 障害福祉フォーラム 障害福祉計画策定事業の一環として開催 10月22日
ふれあいエスプ塩
竈

塩竈市 無料
健康福祉部社会福祉課
022-364-1131

塩竈市 ② 教育フェスティバル
学校教育や社会教育の日頃の取り組みについて、展示・ステージ発表等
を通して、広く市民に理解してもらうとともに、家庭･地域社会及び学校の
連携の必要性について理解と啓発を図ります。

11月13日 塩釜ガス体育館 塩竈市教育委員会 無料
塩竈市教育委員会学校教育課
022－365－3216

塩竈市 ③
桂島貝塚展～発掘された塩竈の
遺産～

塩竈市指定文化財（史跡）の桂島貝塚出土土器を展示します。また、展
示期間中に本遺跡にかかわりのある方々の記念講演を実施予定です。

11月2日
（火）～17日

（水）

マリンプラザ（塩竈
市海岸通15-100）

塩竈市教育委員会 教育部
生涯学習課

無料
http://www.city.shiogama.miyagi.jp/
e_edu@city.shiogama.miyagi.jp

展示開催期間中
に記念講演を実
施予定

塩竈市 ③
光源氏が愛したまち塩竈
コンサート＆展覧会

大津や京都などから奏者や朗読者、刺繍家を招いて「源氏物語inしほが
まコンサート」を開催するほか、旧亀井邸において「源氏物語と塩竈」展を
開催します。

10月30日
～

11月7日

塩竈市民交流セン
ター＆旧亀井邸

塩竈市職員互助会
＆遊ホール協会

総務部政策課
022-364-1111
内線262

市職員グループ
による自主活動
事業

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 6



第５２回「教育・文化週間」関連行事

宮城県

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

塩竈市 ③ 第63回塩竈市美術展
歴史ある塩竈市美術展です。洋画、日本画、書道約１２０点が展示されま
す。

11月9日～
14日

ふれあいエスプ塩
竈

塩竈市生涯学習センター 無料
塩竈市生涯学習センター公民館
℡022-365-3341

塩竈市 ③
塩竈アートウィークス2010
「中村ハルコ写真展in塩竈」

中村ハルコ写真展と写真に関するWS等の開催
10月13日～
10月24日

ふれあいエスプ塩
竈ほか

中村ハルコ写真展実行委員
会

無料
塩竈市生涯学習センター
℡022-367-2010

白石市 ② 漢字文化セミナー
文字・活字文化の振興をはかるため、漢字の成り立ちや由来・素晴らしさ
や楽しさを学ぶセミナーです。

11月2日

午前の部　白石市
立白石第一小学校
午後の部　白石市
立白石東中学校

白石市生涯学習フェスティバ
ル実行委員会

無料 生涯学習課　0224-22-1343

名取市 ②③ 仙台高専祭2010 各研究室・各クラス・各クラブの紹介と日頃の活動の様子を発表します。
10月29日～
10月30日

仙台高等専門学校
名取キャンパス

仙台高等専門学校 無料 http://web.sendai-nct.ac.jp/snct/life/festival.html

角田市 ③ 角田市市民文化祭
開会式、表彰式、講演会、作品展示会、芸能発表会、ダンスパーティ、囲
碁・将棋大会

11月1日～3
日

角田市市民セン
ター

角田市文化協会 無料 0224-63-5281

多賀城市 ② 学校公開週間 自由参観で一週間授業を公開します。
11月11日～
11月18日

高崎中学校 高崎中学校 無料 022-309-3671

多賀城市 ② 学芸会 各学年単位で劇や音楽演奏等を行います。 10月30日 山王小学校体育館 山王小学校 無料 022-368-9101

多賀城市 ② ほなみまつり 児童創意の店を出店し児童相互の交流をはかる行事です。 11月17日 山王小学校 山王小学校（児童会行事） 無料 http://homepage3.nifty.com/sanno-es/

多賀城市 ② 学芸会 各学年単位で劇や音楽演奏等を行います。 11月20日 城南小学校体育館 城南小学校 無料 022-368-2111

多賀城市 ② 城南フェスティバル
児童の遊びコーナーや、バザー、出店、職員有志によるバンド演奏、地域
の文化サークル演技など予定しています。

11月6日 城南小学校 城南小学校ＰＴＡ 無料 022-368-2111

多賀城市 ② 城南まつり
上学年児童が下学年児童のために遊びコーナー等を設けて楽しむ児童
会行事です。保護者等も自由参加です。

10月20日 城南小学校 城南小学校児童会 無料 022-368-2111

多賀城市 ③ 多賀城市民音楽祭 ジャンルや世代を超えた市民手作りによる音楽イベント 11月7日 多賀城市市民会館 多賀城市   中央公民館 無料 info@tagajo-cityhall.com

多賀城市 ① 史遊館無料体験ＤＡＹ
火おこし体験や
まが玉づくり等の材料費を無料にします。

11月2日
　　～

11月7日
多賀城史遊館 多賀城市教育委員会 無料 022-368-3127

多賀城市 ③ 秋・芸術とのふれあい文化祭 芸術文化協会主催の舞台発表・展示発表会 11月3日
多賀城市文化セン
ター

多賀城市芸術文化協会 info@tagajo-cityhall.com

多賀城市 ①② 環境美化デー 登校時に通学路・学校周辺のゴミ拾いを行います。
１１月１日
１１月２日
１１月５日

学区全域
多賀城市内中学校区地域ぐ
るみ生徒指導委員会

無料

多賀城市 ② 校内合唱コンクール 全校生徒がクラスごとに発表します。 10月27日
多賀城市文化セン
ター

多賀城市立第二中学校 無料 022-368-3080

多賀城市 ② 職場体験学習 2年生が2日間で実際に職場を訪問し体験学習を行います。
11月9日・10

日
多賀城市周辺 多賀城市立第二中学校 無料 022-368-3080

多賀城市 ② 学習発表会 日常の学習成果を生かし，児童の芸術的能力を発表する機会です。 10月23日
多賀城小学校体育
館

多賀城小学校 無料 http://homepage3.nifty.com/tagajo-e/

多賀城市 ② 学芸会 各学年単位で劇や音楽演奏等を行います。 11月6日
多賀城東小学校体
育館

多賀城東小学校 無料 022-362-2621

多賀城市 ② 学習発表会 日ごろの学習の成果の発表です。 10月23日
多賀城八幡小体育
館

多賀城八幡小学校 無料 ０２２－３６８－１００７

多賀城市 ② 持久走大会 全学年体力向上のための持久走大会です。 11月9日 多賀城八幡小校庭 多賀城八幡小学校 無料 ０２２－３６８－１００７

多賀城市 ② 学習発表会 日常の学習成果を生かし，児童の芸術的能力を発表する機会です。 10月23日 天真小学校体育館 天真小学校 無料 022-363-0396

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 7



第５２回「教育・文化週間」関連行事

宮城県

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

多賀城市 ①
東豊中学校区地域ぐるみ生徒指
導委員会講演会

子育てに関する講演会「子どもの心をのぞいてみませんか?」 10月23日 東豊中学校
東豊中学校区地域ぐるみ生
徒指導委員会

無料 022-362-3416

多賀城市 ② 造形展
深まりゆく秋の日魔法の粘土にチャレンジした子どもたちの作品の数々を
展示します。

11月13日～
14日

多賀城文化セン
ター

東北学院幼稚園 無料 http://www.kinder.tohoku-gakuin.ac.jp/

栗原市 ① わかやなぎ音楽祭 若柳地区の小中高等学校や各音楽団体等における発表 10月31日
栗原市若柳総合文
化センター

わかやなぎ音楽祭十区委員
会
栗原市教育委員会

栗原市若柳総合文化センター
0228-32-6600

栗原市 ①
宮城県高等学校演劇コンクール
会場見学会

高校演劇の宮城県中央大会の会場見学会 10月28日
栗原市若柳総合文
化センター

宮城県高等学校演劇協議会 無料
岩出山高校
0229-72-1110

栗原市 ①
宮城県高等学校演劇コンクール
宮城県中央大会

高校演劇の宮城県中央大会
11月11日～
11月14日

栗原市若柳総合文
化センター

宮城県高等学校演劇協議会 無料
岩出山高校
0229-72-1110

栗原市 ② 栗原市小・中学校音楽祭 栗原市内小・中学校音楽活動発表会
10月20日～
10月22日

栗原文化会館
栗教協音楽教育研究会・栗
原市教育委員会

無料
栗教協音楽教育研究会事務局
0228-44-2036

栗原市 ③
けやきステージ2010「近藤和彦カ
ルテットジャズコンサート」

「近藤和彦カルテット」によるライブ 11月14日 栗原市けやき会館 栗原市教育委員会
栗原市教育委員会
社会教育課

0228-42-3514

栗原市 ③ 古文書解読講座
古文書解読のための基礎的な知識の習得と、古文書の背景となる郷土
の歴史について解説するものです。

11月6日、13
日、20日

栗原市一迫埋蔵文
化財センター

栗原市教育委員会 無料
文化財保護課
0228‐42‐3515

対象者市民、申
込み順５０人程度

栗原市 ① 栗原市合唱祭 栗原市内及び隣接市町村コーラスグループ活動成果発表会 11月14日 栗原文化会館 栗原市合唱連盟 無料
栗原市合唱連盟事務局
0228-38-3345

栗原市 ① 若柳地区文化祭 演劇・学術的発表や展示などを行うイベント
11月6日～
11月7日

栗原市若柳総合文
化センター

若柳芸術協会 無料 若柳地区教育センター

栗原市 ① 若柳中学校校内合唱コンクール 全校生徒による、クラス毎の合唱コンクール 10月29日
栗原市若柳総合文
化センター

若柳中学校 無料
若柳中学校
0228-32-3831

栗原市 ①
第２３回
栗原市書道展

栗原市内書道愛好者による書道活動成果発表展
10月28日～

11月9日
栗原文化会館

書道展実行委員会・栗原市
教育委員会

無料
栗原文化会館事務室
0228-23-1234

栗原市 ① 築館文化祭 栗原市築館地区文化・芸術活動成果発表会
11月19日～
11月21日

栗原文化会館 築館教育センター 無料
栗原市教育委員会築館教育センター事務室
0228-23-1236

栗原市 ① 自然体験活動指導者養成研修
 　「小学校の１週間の自然体験活動」において教育効果の高い自然体
験，生活体験活動の機会を提供するための指導者を養成します。

11月10日～
11月12日

国立花山青少年自
然の家

独立行政法人国立青少年教
育振興機構

http://hanayama.niye.go.jp/

小学校の長期自
然体験活動の全
体指導者(20歳以
上)または補助指
導者(18歳以上)と
して活動・協力す
る意志のある者
20名

東松島市 ① 秋の奥松島ウォーキング
トレッキングやノルディックウォーキングをとおして、奥松島の自然に親し
むとともに、健康・体力づくりに役立てます。

10月21日
10月28日

松島自然の家 松島自然の家 無料 mtyagai@pref.miyagi.jp

東松島市 ① フィッシング入門
奥松島の景観に親しみながら初心者が船釣りの楽しさを味わうとともに、
参加者相互の親睦を深めます。

10月30日～
10月31日

松島自然の家 松島自然の家 mtyagai@pref.miyagi.jp

東松島市 ① クラフトin winter
クラフト作りを通して冬の活動への関心を高め、参加者相互の交流を図り
ます。

11月14日
11月21日

松島自然の家 松島自然の家 mtyagai@pref.miyagi.jp

大崎市 ③ ｱｰﾄﾌｪｽﾃﾊﾞﾙin大崎
宮城県芸術選奨の受賞者（日本画）の展示会とワークショップが開催され
ます。

11月9日～
14日

市民ギャラリー緒絶
の館

みやぎ県民文化創造の祭典
実行委員会

無料 ０２２－２１１－２５２７

大崎市 ④ 第2回吉野作造研究賞 研究論文の表彰並びに記念講演会 11月13日 吉野作造記念館 吉野作造記念館 無料 0229-23-7100
入館料
310円必要

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 8



第５２回「教育・文化週間」関連行事

宮城県

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

大崎市 ②
平成２２年度みやぎ教育の日普及
事業

北部管内の小・中学校を紹介するパネルを展示します。
11月8日～
11月26日

宮城県大崎合同庁
舎及びジャスコ古川
店

宮城県北部教委育事務所 無料 www.pref.miyagi.jp/nh-kyoz/

大崎市 ② 誠真祭 地域住民、子どもたちを対象とした保育関係の諸活動の公開 11月7日 大学体育館 宮城誠真短期大学学生会 無料 http://www.miyagi-seishin.ac.jp

大崎市 ③ 地域連携シンポジウム
明治から戦後までの時代につくられた近代化遺産の価値について、宮城
県大崎市の地元住民とトップレベルの専門家が対話するシンポジウム。

10月23日 TERAKOYAホール 公立大学法人宮城大学 無料 http://www.myu.ac.jp/

大崎市 ①③
全日本きもの装いコンテストきもの
フェスティバル東北大会

　「きものを一人で装う運動」並びに「国際文化交流」の一環として昭和４８
年より毎年開催し、女性だけではなく、男性や子供、さらに外国人の方々
が、鏡の無い舞台できものを一人で装うコンテストです。地区コンテストを
６会場行い、来年４月に東京NHKホールにて世界大会を行います。

11月7日 大崎市民会館
社団法人全日本きものコンサ
ルタント協会

全日本きものコンサルタント協会
TEL　03-3230-3015
Fax 03-3556-3889

大崎市 ② おおさき子どもサミット
大崎市内小学校の代表児童が一堂に会し，市長とともに未来の大崎市に
ついて夢や希望を語り合います。

11月18日
大崎生涯学習セン
ター

大崎市教育委員会 無料
大崎市教育委員会学校教育課
０２２９－７２－５０３３

大崎市 ②
第5回大崎市読書感想文コンクー
ル

大崎市内小・中学生コンクール表彰式 11月26日 大崎市図書館 大崎市教育委員会 無料
大崎市図書館
0229-22-2649

大崎市 ① 大崎市民文化祭 発表・展示 10月～11月 大崎市民会館外 大崎市文化協会 無料
大崎市民会館
0229-22-0002

蔵王町 ①
宮城県蔵王自然の家フェスティバ
ル

　施設を開放し，各種野外活動，創作活動，ニュースポーツ体験等を通
し，野外活動に親しみます。

10月31日 蔵王自然の家 蔵王自然の家 0224-34-2101

大河原町 ② 13歳のかけ橋事業 1年生全員が福祉関係の学習を行います 11月4日 大河原中学校 大河原中学校 無料 0224ー52ー3501

大河原町 ②③ 大河原町小中学校音楽祭 町内小中学校の代表が合唱や合奏を発表をします 10月20日
仙南芸術文化ｾﾝ
ﾀｰ

大河原町 無料 0224ー52ー3501 町教育振興事業

大河原町 ② もがり祭 学校、ＰＴＡ,地域が一体となった収穫祭です 10月23日 大河原南小学校 大河原南小学校 無料 0224－53－4220

柴田町 ① スポーツ講演会 スポーツ関係者による講演
10月30日
or31日

仙台大学　　大講義
室

仙台大学学友会 無料 仙台大学学生課：0224-55-3019
後日仙台大学HP
に掲載

柴田町 ② 国際学術講演会
大学間の国際交流について、カリフォルニア州立大学ロングビーチ校の
交流担当部署による講演

10月30日
or31日

仙台大学　　大講義
室

仙台大学国際交流センター 無料 仙台大学　　　　　事業戦略室：0224-55-1621
後日仙台大学HP
に掲載

亘理町 ① 亘理町文化祭 広く一般町民に芸術鑑賞の機会を提供し、芸術文化の振興を図ります。 11月6～7日 亘理町中央公民館 生涯学習課 無料
生涯学習課
0223-34-0510

亘理町 ① オープンミュージアム
無料開館日とし、収蔵庫見学会や体験コーナーを開設して亘理の歴史や
文化の周知・普及を図ります。

11月3日
亘理町立郷土資料
館

亘理町立郷土資料館 無料
亘理町郷土資料館
0223-34-8701

亘理町 ① 図書館まつり
親しみやすく利用しやすい図書館を目指して、各種催しや除籍資料のリ
サイクル市を開きます。

11月3日 亘理町立図書館 亘理町立図書館 無料
亘理町図書館
0223-34-8700

山元町 ① 秋の少年の森まつり 少年の森イベント広場で焼きいも大会などを行います。
10月23日・

24日
山元町深山山麓少
年の森

山元町生涯学習課 無料
山元町生涯学習課
0223-37-5116

山元町 ① 紅葉の深山に登ろう
深山自然観察路を利用した深山登山とイベント広場での参加者の交流会
を行います。

11月14日 /
山元町深山山麓少
年の森

山元町生涯学習課
山元町生涯学習課
0223-37-5116

山元町 ① 山元町民文化祭 山元町文化協会加盟団体による作品展示と発表を行います。
11月1日～
11月3日

山元町中央公民館 山元町文化協会 無料
山元町生涯学習課
0223-37-5116

山元町 ① 資料館テーマ展
山元町植物植生調査会がこれまでに
採集した植物標本を展示紹介します。

11月1日～
山元町歴史民俗資
料館

山元町歴史民俗資料館
山元町歴史民俗資料館
0223-37-0040
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松島町 ③ 松島町町民文化祭 日頃の学習成果の発表を行います。(展示、舞台)
10月30日～
10月31日

松島町中央公民館 中央公民館 無料 022-353-3030

大和町 ① 看護学部公開講座
新人看護職員の臨床研修ガイドラインを踏まえ、モデル病院の取り組みと
評価を提供し、看護職育成に貢献するための講座です。

11月13日
宮城大学大和キャ
ンパス

公立大学法人宮城大学 無料 http://www.myu.ac.jp/

大和町 ① 地域連携シンポジウム
東北大学の永富良一教授よりノルディックウォーキングの健康増進にお
ける科学的基礎を講演いただき、身体活動増進・健康増進にむけた啓蒙
を行います。

11月20日
宮城大学大和キャ
ンパス

公立大学法人宮城大学 無料 http://www.myu.ac.jp/

大和町 ①② 大和町教育講演会
教育に対する町民の意識を高め、家庭、地域社会及び学校が連携して教
育の充実と発展を図るために講演会を行います。

11月7日
大和町まほろば
ホール

大和町教育委員会 無料
大和町教育委員会教育総務課
022-345-7507

大和町 ④
大和駐屯地
定期演奏会

年に一度の大和駐屯地周辺町村の方々への、第６師団音楽隊と中・高校
生による合同演奏会です。

11月13日
（予定）

大和町ふれあい文
化創造センター

陸上自衛隊大和駐屯地・大
和町文化振興協会

無料
大和駐屯地
広報班
022-345-2191

富谷町 ② とみや子どもまつり
子どもが主役の、子どもの成長が実感できる、おまつり。とみや恩師・恩
人の日・月間の推進事業として開催します。
ステージ発表、ブース事業

11月14日 成田公民館 富谷町・富谷町教育委員会 無料
とみや子どもまつり実行委員会事務局
http://www.town.tomiya.miyagi.jp

富谷町 ① 富谷町芸術祭
富谷町における芸術文化の向上を図り、地域の文化交流の場をつくるこ
とを目的に開催します。
内容：絵画、書道、写真等会員の作品展示

10月29日～
11月4日

成田公民館 富谷町芸術協会 無料
富谷町芸術協会会長　大場　仁
022-358ｰ7738

大衡村 ③
大衡村ふるさと美術館絵画コン
クール表彰式

宮城県黒川郡内児童・生徒を対象とした絵画コンクールの入賞者への表
彰式を開催します。

11月20日
大衡村ふるさと美
術館

大衡村教育委員会
大衡村教育委員会教育学習課生涯楽習班
℡：022-345-2197

一般の方は入館
料必要
（一般：200円、高
校大学生：150
円、
小中学生：100
円）

大衡村 ③ 大衡村ふるさと美術館無料公開
「東北文化の日」推進事業により、大衡村ふるさと美術館を無料公開する
ことにより、芸術文化を広くアピールするものです。

10月30日～
31日

大衡村ふるさと美
術館

大衡村教育委員会 無料
大衡村教育委員会教育学習課生涯楽習班
℡：022-345-2197

大衡村 ③
大衡村ふるさと美術館「絵画コン
クール発表展」

宮城県黒川郡内児童・生徒を対象とした絵画コンクールの全応募作品を
展示します。

11月20日～
1月19日

大衡村ふるさと美
術館

大衡村教育委員会
大衡村教育委員会教育学習課生涯楽習班
℡：022-345-2197

大衡村 ③
大衡村ふるさと美術館秋の企画
展「志賀一男展」

宮城県岩沼市在住の画家・志賀一男氏の版画、水彩画を２０点程展示し
ます。

9月29日～
11月17日

大衡村ふるさと美
術館

大衡村教育委員会
大衡村教育委員会教育学習課生涯楽習班
℡：022-345-2197

色麻町 ③
企画展「日の出山窯跡群発掘調
査成果速報展2010」

日の出山窯跡群Ｆ地点の発掘調査成果の速報展示を行います。
10月9日～
11月21日

農業伝習館 社会教育課 社会教育課　　　0229-65-3110

色麻町 ③
第30回町民文化祭・第26回色麻
町民秋まつり

町文化協会加盟団体によるステージ発表・作品展示等を行います。 11月7日
農村環境改善セン
ター　他

色麻町文化協会・色麻町農
林課

無料
色麻町公民館　　0229-65-3110
色麻町農林課　　0229-65-2111

加美町 ④ 加美郡小学校音楽祭 加美郡内１１校の小学生の音楽発表会 10月27日 バッハホール 加美郡音楽連盟 無料 中新田小学校

加美町 ② 鹿原っ子まつり

日頃の学習成果の総合的な発表の場とし，児童の豊かな表現力を高め
ます。
自然の恵みに感謝する気持ち，指導してくださった地域の方に対する感
謝の気持ちを育てます。

11月7日
加美町立
鹿原小学校

加美町立
鹿原小学校

無料 http://www.town.kami.miyagi.jp/kanoharasyo/

加美町 ② 植栽活動
地域のお年寄りの方々の協力を得て、全校児童でチューリップの球根や
パンジーの苗を植栽します。

11月4日
加美町立上多田川
小学校

加美町立上多田川小学校 無料 加美町立上多田川小学校　０２２９－６２－２２２１
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加美町 ② 持久走大会
低・中・高学年別に校舎敷地内をマラソンで競います。新記録を樹立した
児童にはメダルを授与します。

11月5日
加美町立上多田川
小学校　校庭

加美町立上多田川小学校 無料 加美町立上多田川小学校　０２２９－６２－２２２１

涌谷町 ③ 町民文化祭 町民の文化活動の成果発表
11月2日～
11月3日

涌谷町勤労福祉セ
ンター

涌谷町芸術文化協会 無料 0229-43-3001

美里町 ③ 美里の陶芸家展
美里町内に窯を持つ陶芸家４氏の作品と銅板レリーフ制作家１氏の作品
展です。

11月13日～
11月21日

美里町近代文学館 美里町近代文学館 無料
美里町近代文学館
0229-33-3030

美里町 ① 発掘パネル展
町内の遺跡の発掘調査をパネルにまとめて説明し、出土品も展示しま
す。

10月29日～
11月11日

美里町近代文学館 美里町生涯学習課 無料
美里町生涯学習課
0229-33-2175

美里町 ①
グリーンアドベンチャー「炭焼き体
験」

里山で日常生活では体験できない炭焼きを体験します。
11月13・14

日
小牛田農林高校演
習林

美里町生涯学習課
美里町生涯学習課
0229-33-2175

グリーンアドベン
チャーは、年間通
じての参加となり
ます。

美里町 ③ 町民文化祭(芸能)
文化協会加盟の各サークルが年間を通じて精進・研鑽した結果の発表会
です。

11月7日 美里町文化会館 美里町文化協会 無料
美里町生涯学習課
0229-33-2175

美里町 ③ 町民文化祭(展示)
文化協会加盟の各サークルが年間を通じて精進・研鑽した結果の発表会
です。

10月30・31
日

美里町南郷体育館 美里町文化協会 無料
美里町生涯学習課
0229-33-2175

女川町 ①③
第１回女川町生涯学習
フェスタ

・10/9～10　図書室まつり
・10/10 家読推進大会
(兼 第30回青少年健全育成推進協議会記念大会）
・10/11 健康・体力づくり町民のつどい
・10/17 町民運動会
・10/31～11/3 町民文化祭
・11/3 弁論大会

10月9日～
11月3日

生涯教育センター
総合運動場　外

女川町
女川町教育員会
女川町公民館
女川町青少年健全育成推進
協議会　　外

無料

女川町教育委員会
生涯学習課
0225-54-3131
（内線371）

南三陸町 ①
海の味覚
～親子でくん製作り～

志津川湾の養殖漁業の見学や豊かな海の幸を材料とした調理をとおし
て，海の恵みのすばらしさを感じ取ります。
・イカ等のくん製作り・カキ水揚げ見学
・カキ，ホタテむき体験　等

11月6日～
11月７日

志津川自然の家 志津川自然の家 0226-46-9044

仙台市 ① スポーツ健康講座 肩こり改善教室 10/30 聖和学園短期大学 聖和学園短期大学 http://www.seiwa.ac.jp/college/

仙台市 ① 仙台今昔物語 仙台市泉区・太白区の歴史を中心に現代の地域の街づくりを考える。 11/13
市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝ
ﾀｰ

聖和学園短期大学 無料 http://www.seiwa.ac.jp/college/

仙台市 ① 子育て支援カレッジ「てとて」
「わらべうたと絵本の読み聞かせ」親子で一緒に参加できる活動を通して
交流を深める。

11/20 聖和学園短期大学 聖和学園短期大学 無料 http://www.seiwa.ac.jp/college/

仙台市 ① 子育て支援カレッジ「てとて」
「チャイルドアイランド」親子で一緒に参加できる活動を通して交流を深め
る。

10/23～24 聖和学園短期大学 聖和学園短期大学 無料 http://www.seiwa.ac.jp/college/
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