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青森県
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

平内町 ①
家庭教育次世代応援セミナー公
開講演③

「人の心に寄り添う力を引き出すお話」
講師　東北大学大学院教授　長谷川　啓三氏
対象　一般県民

10月26日
青森県総合社会教
育センター

青森県総合社会教育セン
ター

無料 017-739-1253

平内町 ① 大学―地域連携セミナー
講演「かしこい病院のかかり方」
県立保健大学健康学部看護学科
鄭佳紅（てい・こうこ）准教授

11月9日 未定
青森県総合社会教育セン
ター

無料 017-739-1260

つがる市 ① 大学―地域連携セミナー
「認知症の理解―寸劇と講話―」
弘前医療福祉短大
戸来　准教授、寺田講師

10月18日 未定
青森県総合社会教育セン
ター

無料 017-739-1260

新郷村 ① 大学―地域連携セミナー
「薬の正しい使い方」
北里大学　原幸男教授

11月15日
新郷村都市農村交
流センター（美郷

青森県総合社会教育セン
ター

無料 017-739-1260

青森市 ① 科学おはなし会 小学生等を対象に科学に関する実験やお話し 10月22日
県立図書館児童閲
覧室

県立図書館 無料 http://www.plib.pref.aomori.lg.jp/top/kodomo/index.html

青森市 ① おはなし会 児童、生徒を対象に絵本の読み聞かせやブックトーク 11月12日
県立図書館児童閲
覧室

県立図書館 無料 http://www.plib.pref.aomori.lg.jp/top/kodomo/index.html

青森市 ① 一般閲覧室におけるテーマ展示 テーマに基づいた本の紹介と展示
10月28日～12月21

日
県立図書館一般閲
覧室

県立図書館 無料 http://www.plib.pref.aomori.lg.jp/top/index.html

青森市 ①
児童閲覧室におけるテーマ展示
及び小展示

テーマに基づいた本の紹介と展示
10月28日～11月23

日
県立図書館児童閲
覧室

県立図書館 無料 http://www.plib.pref.aomori.lg.jp/top/kodomo/index.html

青森市 ① 企画展「詩人・村次郎展」
詩集『忘魚の歌』・『風の歌』を刊行し郷里の文芸復興に努め、創作をやめ
てもなお多くの作家・文化人に慕われた八戸の詩人・村次郎の生涯と作
品を紹介する展示

10月8日～11月20日
青森県近代文学館
企画展示室

青森県近代文学館 無料 http://www.plib.pref.aomori.lg.jp/top/museum/index.html

青森市 ① 日曜講座 一般を対象とする「村次郎作品の魅力」と題した講座 10月30日 県立図書館集会室 青森県近代文学館 無料 http://www.plib.pref.aomori.lg.jp/top/museum/index.html

青森市 ① 今月の作家コーナー 月替わりで青森県の文人の資料を紹介する展示 10月1日～11月30日
青森県近代文学館
常設展示室

青森県近代文学館 無料 http://www.plib.pref.aomori.lg.jp/top/museum/index.html

青森市 ① ギャラリートーク 青森県を代表する13人の作家の作品紹介
10月23日～
（隔週日曜）

青森県近代文学館
常設展示室

青森県近代文学館 無料 http://www.plib.pref.aomori.lg.jp/top/museum/index.html

青森市 ③ 回廊案内
登録有形文化財である当館1階大ホール（特別展示室）の建築意匠につ
いて解説員が解説します。

11月1日～7日
青森県立郷土館1
階大ホール

青森県立郷土館 http://www.pref.aomori.lg.jp/bunka/culture/kyodokan.html

青森市 ①③ あおもり食育検定
本県の農林水産物や食文化等の理解を深めるため、これらの知識を問う
食育検定と講演会を実施する。

11月19日
青森市内の会場
（未定）

県 無料
食の安全・安心推進課
017-734-9354

青森市
①、
③

青森県連珠名人戦
児童からお年寄りまでの一般の連珠愛好者を対象に、連珠技の普及を通
して、考究力・探究心の練磨、道徳意識の推進、知的水準の向上を図り
ます。

11月6日
または

11月13日

青森市中央市民ｾﾝ
ﾀｰ

東奥日報社
日本連珠社青森県支部

無料 tokyo.renju.jp/aomori.htm#_yokoku

青森市 ②
英語ｽﾋﾟーチ
コンテスト

市内在住の中学生を対象に暗唱、及び
スピーチの部のコンテストを実施

11月9日 視聴覚室 高校英語科 無料 017-741-0121

弘前市 ①③ あおもり食育検定
本県の農林水産物や食文化等の理解を深めるため、これらの知識を問う
食育検定と講演会を実施する。

11月19日
弘前市内の会場
（未定）

県 無料
食の安全・安心推進課
017-734-9354

弘前市 ① ピュアフレンズ 知的障がいをもつ青年の生涯学習スクール 11月6日 学習センター
ボランティアサークル虹の会・
弘前市教育委員会

無料
生涯学習課
0172-82-1641

弘前市 ③ 特別企画展「工藤甲人追悼展」
去る7月29日に逝去された本市出身の日本画家工藤甲人氏の偉業を偲
び、追悼展を開催します

10月29日～11月27
日

弘前市立博物館
弘前市・弘前市教育委員会・
弘前市立博物館

http://www.hi-it.jp/^hakubutsu/

・休館日：毎週月
曜日
・津軽の歴史展を
併設しています

弘前市 ①③ 子どもの祭典 弘前市内の少年関係団体による文化祭 11月3日 弘前文化センター
弘前市子どもの祭典実行委
員会

無料
弘前市立中央公民館
0172-33-6561

・休館日：火曜日

弘前市 ①③ 文化センターフェスティバル 中央公民館文化サークル・子どもクラブ等による文化祭 11月12日～14日 弘前文化センター
文化センターフェスティバル
実行委員会・弘前市立中央
公民館・文化会館

無料
弘前市立中央公民館
0172-33-6561

・休館日：火曜日

弘前市 ①
弘前大学との地域づくり連携事業
スティールパンワークショップ

市民と大学生・教員がスティールパンを制作し、演奏を発表する 11月12日, 13日 弘前文化センター 弘前大学・中央公民館
弘前市立中央公民館
0172-33-6561

・休館日：火曜日

弘前市 ② 学習発表会 児童の日常の学習成果発表 11月19日 草薙小学校 草薙小学校 無料 0172-93-2218

弘前市 ② 学習発表会
学校生活に潤いを与え、児童の生活を楽しく豊かなものにし、情操の陶冶
を図り、自主性、創造性、他との協調性を養います

10月22日
弘前市立和徳小学
校

弘前市立和徳小学校 無料 0172-32-0725

弘前市 ② フリー参観日
日常の学校での児童の様子を公開し、児童の実態について保護者の理
解を得る機会にします

10月25日～28日
弘前市立和徳小学
校

弘前市立和徳小学校 無料 0172-32-0726

弘前市 ② 東中学校学区公開授業研究会
中学校学区の小・中学校が、生活や学習や問題行動等について相互に
情報交換をして協議し、連携協力を図る機会とします

11月7日
弘前市立福村小学
校

弘前市立福村小学校 無料 0172-27-6679

弘前市 ② 第一中学校学区公開授業研究会
中学校学区の小・中学校が、生活や学習や問題行動等について相互に
情報交換をして協議し、連携協力を図る機会とします

11月9日
弘前市立城東小学
校

弘前市立城東小学校 無料 0172-32-4054

弘前市 ② 子ども文化祭
学年や学級の異なる他者と共に楽しく触れ合い交流を図ることによって、
望ましい人間関係を深める機会にします

11月22日
弘前市立和徳小学
校

弘前市立和徳小学校 無料 0172-32-0726

弘前市 ②
弘前市立北小学校創立20周年記
念学習発表会

地域や保護者、学校関係者に、これまでの学習内容の中から児童自身
の思いを込めて発表する

11月26日
弘前市立北小学校
体育館

弘前市立北小学校 無料 0172-33-6780

弘前市 ②③ 校内合唱コンクール
１学年４学級、２学年３学級、３学年３学級で学年毎に課題曲、学級毎に
自由曲を選択し、披露、競い合います。

11月1日 弘前市民会館 弘前市立南中学校 無料 0172-88-1441

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
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弘前市 ③ 総合文化祭
学生主体の「弘大祭」と学部・教職員主体の「学術文化祭」を一体とした，
弘前大学挙げての文化祭で，数々の模擬店や学術研究の紹介があり，
多彩なイベントも行われます。

10月21日～23日 弘前大学 国立大学法人弘前大学 無料 http://www.hirodaisai.com/2011/

弘前市 ①
総合文化祭事業「集い，ともに歌
おう！─「団塊世代」の「歌声」運
動の足跡をたどる─

かつて、民衆の文化創造運動として繰り広げられた「歌声」運動などの足
跡をたどるとともに、当時の歌を一緒に歌うことをとおして、「歌声運動」の
社会的・歴史的意義をを考えます。

10月23日
弘前大学生涯学習
教育研究センター
多目的室

国立大学法人弘前大学 無料 http://culture.cc.hirosaki-u.ac.jp/sgcenter/

弘前市
①，
③

レクチャー・コンサート「マイ・ショパ
ン・イヤー」

「レクチャー・コンサート」ではその謎にせまるためのキーワードを基に音
楽の発見と演奏を楽しみます。

7月16日，8月20日，
10月29日，12月10日

弘前大学創立50周
年記念会館みちの
くホール

国立大学法人弘前大学 http://culture.cc.hirosaki-u.ac.jp/sgcenter/

弘前市 ①
公開講座「ピアノ指導者のための
ブラッシュアップ講座」

「ブラッシュアップ講座」では技術面の問題や作曲家の音楽観について検
証していきます。

7月16日，8月20日，
10月29日，12月10日

弘前大学創立50周
年記念会館みちの
くホール

国立大学法人弘前大学 http://culture.cc.hirosaki-u.ac.jp/sgcenter/

弘前市 ①
「パパ・ママたちの井戸端会議」
（託児付）

平日の午前中、主に０～４歳児を育児中のパパ・ママを対象としたラフな
井戸端会議を開催します。必要に応じて託児室を設置します。

11月2日，11月9日，
11月16日

弘前大学「コラボ弘
大」8階八甲田ホー

国立大学法人弘前大学 無料 http://culture.cc.hirosaki-u.ac.jp/sgcenter/

弘前市 ①
プチ・ゼミナール「子どもの育ちを
考える」

このゼミは、「地域」と「子どもの育ち」をキーワードに、関心のある人たち
のテーマや課題にもとづいて、自由に意見を交わしながら学びあうゼミ
ナールです。

6月8日～12月14日
（毎月第2水曜日）

弘前大学生涯学習
教育研究センター
多目的室

国立大学法人弘前大学 http://culture.cc.hirosaki-u.ac.jp/sgcenter/

弘前市 ①
託児付支援連続講座「子どもの育
ちと親の育ち」

未就学児を育児中の方々を対象に、育児や自分自身の身の回りのことに
ついて、 新の知見を得ながら相互学習を行うことを目的に、託児付の育
児支援講座を４回開催します。

11月25日，12月2
日，12月9日，12月

16日

弘前大学「コラボ弘
大」8階八甲田ホー
ル

国立大学法人弘前大学 無料 http://culture.cc.hirosaki-u.ac.jp/sgcenter/

弘前市 ④
第４回弘前大学国際シンポジウム
「白神山地から新しい自然・生物
資源利用を考える」

白神山地から新しい自然・生物資源利用を考え、今後の発展について講
演とパネルディスカッションを行います。

10月25日
弘前大学創立50周
年記念会館

国立大学法人弘前大学（白
神自然環境研究所）

無料
弘前大学学術情報部共同教育研究課
0172-39－3915

弘前市 ①
弘前大学農学生命科学部公開講
座「農業廃棄物から宝物を探す」

「農業廃棄物から宝物を探す」と題して，「捨てるリンゴ種子に何がある？
“宝探しの実験から”」及び「農業残渣の古くて新しい活用：Biochar（炭）の
可能性」について公開講座を行います。

10月23日
弘前大学農学生命
科学部

国立大学法人弘前大学 無料
弘前大学農学生命科学部総務グループ研究協力担当
 0172-39-3756

弘前市
①②
③

弘前城築城400年記念きものフェ
スタきものショー

きものショー 9月17日 弘前文化センター
財団法人民族衣裳文化普及
協会

無料
http://www.wagokoro.com
0120-029-315

弘前市ほ
か

③ 第21回青森県民文化祭 県民参加の総合的な芸術文化の祭典 9月17日～11月20日 弘前市民会館ほか 青森県民文化祭実行委員会 http://www.pref.aomori.lg.jp/bunka/culture/jigyo.html

八戸市 ①③ あおもり食育検定
本県の農林水産物や食文化等の理解を深めるため、これらの知識を問う
食育検定と講演会を実施する。

11月19日
八戸市内の会場
（未定）

県 無料
食の安全・安心推進課
017-734-9354

八戸市 ① 八戸市民大学講座
演題：スポーツが地域にもたらすエネルギーと可能性
講師：サッカー解説者　セルジオ越後

11月1日 八戸市公会堂 八戸市教育委員会 無料
社会教育課
0178‐43‐9154

八戸市 ② ロボコン東北地区大会
高専学生が、与えられた競技課題に従いアイデアと技術力を競う大会で
す。2011年の競技課題は「ロボ・ボウル」です。

10月16日
八戸工業高等専門
学校

高等専門学校連合会、NHK、
NHKエンタープライズ（運営担
当校：八戸工業高等専門学

無料 http://www.hachinohe-ct.ac.jp/

八戸市 ② 高専祭
露店、学科展示、ファッションショー、演劇、音楽部ライブ、文化部・愛好会
展示、花火等を行います。

10月22日, 23日
八戸工業高等専門
学校

八戸工業高等専門学校 無料 http://www.hachinohe-ct.ac.jp/

八戸市 ① 公開講座「ロケットはなぜ飛ぶか」
小学生対象に、簡単な座学とPETボトルロケットの作成・飛行距離コンテ
ストを行い、ロケットの飛ぶ原理を体感してもらいます。

10月23日
八戸工業高等専門
学校
機械工学科

八戸工業高等専門学校 無料 http://www.hachinohe-ct.ac.jp/

八戸市 ③
公開講座「Let’s Learn and
Express ‘Hachinohe’ in English!」

簡単な英語で、八戸の歴史、文化、自然などを、覚えて表現してみましょ
う。

11月5日・11月12日
八戸工業高等専門
学校
合併教室

八戸工業高等専門学校 http://www.hachinohe-ct.ac.jp/

八戸市 ②
日馬プロジェクト
シンポジウム「英語は国際交流の
扉を開くか」

国立高専機構理事、マラ工科大学国際教育センター長及び日本人教員、
高専関係者などが英語をどう教えるべきかについて討論をする。

11月3日～5日
八戸工業高等専門
学校

八戸工業高等専門学校 無料
総合科学科
教授  阿部　恵
TEL 0178-27-7245

八戸市 ① 化学の学校
中学生を対象に「体験学習やものづくり」を行い、いろいろな物質の不思
議な現象に触れるなど自ら実験する機会を提供します。

11月5日
八戸工業高等専門
学校
化学実験室

八戸工業高等専門学校 無料 http://www.hachinohe-ct.ac.jp/

八戸市 ③ 秋桜祭 文化祭 10月29日, 30日 八戸大学 八戸大学学友会 無料 学生課　　　　　　　　0178-25-2711

八戸市 ③ 光華祭 文化祭 10月29日, 30日 八戸短期大学 八戸短期大学学生会 無料 学生課　　　　　　　　0178-25-4411

八戸市 ③ 光星祭 文化祭 10月15日, 16日 光星学院高等学校 光星学院高等学校 無料 事務室　　　　　　　　0178-33-4151

八戸市 ④
八戸工業大学「防災技術社会シス
テム研究センター」第２回フォ－ラ

2011.3.11東日本大震災－地域の復興と再生への歩みー（仮）をテーマ
に、1件の基調講演と本学教員による4件の基調報告を行います。

10月21日 八戸市公民館
八戸工業大学「防災技術社
会システム研究センター」

無料 http://www.hi-tech.ac.jp/

八戸市 ①④
公開講座
サイエンスカフェ 私達の生活とエ
ネルギーを工夫する 第2回

二つの講演、「 近噂の風力発電をもっと良く知ろう！」、「省エネルギー
の必要性と地域未利用エネルギー」を行います。

10月22日
八戸ポータルミュー
ジアム はっち

八戸工業大学 無料 http://www.hi-tech.ac.jp/
募集人員100名
対象者一般(小学
生以上)

八戸市 ③ 工大一祭 文化祭 11月5日～7日
八戸工業大学第一
高等学校

八戸工業大学第一高等学校 無料 http://www.hi-tech.ac.jp/

八戸市 ①④
公開講座
災害とくらし　－第４回青森土木
フォ－ラム－

「災害復旧とボランティア(仮)」と題する講演と「災害とくらし」をテーマにし
たパネルディスカッションなどを行います。

11月12日 八戸工業大学 八戸工業大学 無料 http://www.hi-tech.ac.jp/
募集人員200名
対象者一般

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
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八戸市 ①④
公開講座
スピリチュアリティの心理学

曖昧なままに使用されている「スピリチュアリティ」の定義や、「スピリチュ
アリティ」が関連する諸問題などについて具体的に紹介します。

11月12日, 19日 八戸市公民館 八戸工業大学 無料 http://www.hi-tech.ac.jp/
募集人員20名
対象者高校生以
上

八戸市 ③
公開講座
「感性の歌声２０１１」

八戸出身のソプラノ歌手、阿部さと子さんの美しい歌声に乗せて、感性デ
ザインの魅力を紹介します。

11月21日 八戸工業大学 八戸工業大学 http://www.hi-tech.ac.jp/
募集人員150名
対象者大人(高校
生以上)

黒石市 ③ 黒石市民文化祭舞台発表 ピアノ・大正琴・民謡・詩吟・バレエ等各種個人団体による舞台発表 11月3日
スポカルイン黒石
メインアリーナ

黒石文化協会 無料
黒石文化協会事務局
0172-53-3240

五所川原
市

① 梵珠わくわく体験ランド
アウトドアクッキング、ネイチャークラフト(リース、フォトフレームなど）を行
います。

11月6日
青森県立梵珠少年
自然の家

青森県立梵珠少年自然の家 http://www.pref.aomori.lg.jp/bunka/education/bonju_top_index.html

五所川原
市

③ 市民総合文化祭
市民の芸術・文化活動の発表や学習機会及び伝統文化継承の場。

11月3日～5日
五所川原市中央公
民館

五所川原市文化振興会議 無料 0173-35-6056

五所川原
市

③ 金木文化まつり
公民館教室、学校等の学習成果を発表、展示するとともに伝統芸能等へ
の触れ合いの場。

11月5日, 6日
五所川原市金木公
民館

金木文化団体協議会 無料 0173-53-3581

五所川原
市

③ 市浦ふるさとまつり
地区住民、学校等の文化、芸術活動の発表、展示及び伝統文化継承の
場。

10月30日

市浦コミュニティー
センター・五所川原
市B&G海洋セン
ター市浦（体育館）

市浦ふるさとまつり実行委員
会

無料   代表0173-35-2111（内線4029）

五所川原市 ③ 農場祭
金木農場及び藤崎農場産の農場生産物（牛肉・リンゴ・野菜等）を一般市
民の方々に販売しております。

11月12日

弘前大学農学生命
科学部附属生物共
生教育研究セン
ター金木農場

国立大学法人弘前大学 無料

http://nature.cc.hirosaki-u.ac.jp/kyousei/index.html

金木農場
0173-53-2029
または
藤崎農場
0172-75-3026

十和田市 ③
文化センター開館25周年記念「山
本譲二コンサート」

全席指定（有料@4,000円）のコンサートです。 10月16日
十和田市民文化セ
ンター

十和田市
十和田市民文化センター
0176-22-5200
http://www5.ocn.ne.jp/~towada/index.htm

十和田市 ③ 第42回市民文化祭 市民の文化・芸術を舞台・展示部門に分けて発表します。
10月29日,

11月3日～6日
十和田市民文化セ
ンター

十和田市 無料
十和田市教育委員会
生涯学習課
0176-72-2313

十和田市 ①
寺子屋稲生塾
「世界と友だち～料理・音楽などの
文化体験～」

学びや体験を通して、子どもたちの道徳心・規範意識や郷土愛を育み、
次代を担う人づくりを目指します。

11月5日
十和田市中央公民
館

十和田市 無料
十和田市教育委員会
生涯学習課
0176-72-2313

十和田市 ①
「子育てに悩むママ・パパのため
の子育て力アップ講座～子どもと
大人の関係性を考える～」

全3回シリーズで、おもに小学校1～3年生の保護者を対象に、共有・共感
できる関係作りを学びながら、大人は子どもの育ちにどう向き合うか話し
合い、今後に活かせる関係を育みます。

11月8日,16日,22日
十和田市民文化セ
ンター

十和田市 無料
十和田市教育委員会
生涯学習課
0176-72-2313

定員30人×3回

十和田市 ③ 十和田市こども劇団公演 県南地区初の児童劇団として発足した同劇団による定期公演です。 11月13日
十和田市民文化セ
ンター

十和田市
十和田市教育委員会
生涯学習課
0176-72-2313

十和田市 ③ 十和田市民合唱祭
市民に合唱の鑑賞機会を提供するとともに、合唱団員相互の交流を図り
ます。

11月23日
十和田市民文化セ
ンター

十和田市 無料
十和田市教育委員会
生涯学習課
0176-72-2313

十和田市 ① 北里大学公開講座
十和田市と北里大学獣医学部とが連携し、「生命（いのち）を見つめ直し
て」をテーマに各分野の教員が地域住民向けに専門的な知識をわかりや
すく行う講座です。

9月3日～11月12日
の期間の全10回

北里大学獣医学部
十和田キャンパス

北里大学獣医学部・十和田
市

http://www.kitasato-u.ac.jp/vmas/kouza/
北里大学公開講座実行委員会（北里大学獣医学部内）
0176-23-4371

十和田市 ③ 現代美術館　市民無料デー
十和田市現代美術館の常設展示を十和田市民の方は無料でご覧いただ
けます。（毎月10日実施）

11月10日
十和田市現代美術
館

十和田市 無料   十和田市現代美術館0176-20-1127
十和田市在住を
確認できるもの要
提示

十和田市 ① 秋の読書週間 テーマに沿った本を館内に展示します。 10月27日～11月9日 十和田市民図書館 十和田市 無料
http://www.towada-lib.jp/
十和田市民図書館
0176-23-7808

十和田市 ① 十和田市民大学講座（公開講座）

●11/11「未来を創る人生・未来に伝える文化」講師：国際基督教大学名
誉教授　石川光男 氏
●11/24「理想の十和田ライフ作り～地域資源を活用した新しい未来像
～」講師：八戸大学教授　大谷真樹 氏

11月11日,24日
十和田市民文化セ
ンター

十和田市 無料
十和田市中央公民館
0176-23-5277

事前申込不要

むつ市 ③ 第42回　むつ市民文化祭
　文化団体協議会所属の団体の成果発表を通して、広く市民に芸術鑑賞
の機会を提供し、芸術文化の普及向上に努めます。

10月27日～11月6日 下北文化会館 むつ市文化団体協議会 無料  0175-23-5640（事務局：広瀬）

むつ市 ③ 第33回川内公民館まつり
　趣味教室、サークル等の芸術文化の作品発表を通じて、市民の芸術文
化への触れあいの場とします。

10月15日,16日
（予定）

むつ市川内公民館 川内公民館 無料  0175-42-3113（川内公民館）
日程については
お問い合わせくだ
さい。

むつ市 ③ 大畑公民館まつり
　公民館教室の受講生や自主サークルの活動の成果を発表し、市民の
文化意識の高揚と活動の活性化を図ります。

11月5日,6日
むつ市大畑公民
館、大畑体育館

大畑公民館 無料  0175-34-2321（大畑公民館）

むつ市 ③ 脇野沢公民館まつり 　芸術文化振興のため、児童、生徒、一般の作品を一同に展示します。
11月6日
（予定）

脇野沢地域交流セ
ンター

脇野沢公民館 無料  0175-44-2110（脇野沢公民館）
日程については
お問い合わせくだ
さい。

つがる市 ③ 市総合文化祭
市民が一堂に会して学習の
成果を発表する祭典

11月28日～30日
つがる市障害学習
交流センター「松の

つがる市文化団体協議会 無料
事務局　鶴賀善宏
0173-26-3472

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
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平川市 ②③ 平川市児童生徒作品展
市内小・中学生の図画、習字、ポスター、
美術品、工作品などを展示

11月10日～13日,
15日

平川市文化セン
ター

平川市児童生徒作品展示実
行委員会

無料 0172-57-3020

平川市 ③
平川市民文化祭2011
総合展示

市内の団体、個人の方の作品を展示

【第1部】
11月18日～20日

【第2部】
11月25日～27日

平川市文化セン
ター

平川市民文化祭実行実行委
員会

無料 0172-44-1221

平川市 ③
平川市民文化祭2011
文化講演会

青森県内で俳優として活躍している
「ささきまこと」氏を講師に迎えての講演会

11月19日
平川市文化セン
ター

平川市文化協会
平川市民文化祭実行委員会

無料 0172-44-5548

平川市 ③ 八戸自衛隊演奏会 八戸自衛隊による演奏会 11月23日 平川市文化セン 平賀地区自衛隊父兄会 無料 0172-55-2420

平川市 ③
平川市民文化祭2011
舞台発表

和太鼓演奏や歌や踊りの舞台発表 11月27日
平川市文化セン
ター

平川市民文化祭実行委員会 無料 0172-44-1221

平川市 ③
宝くじコンサート　千住真理子の室
内楽への誘い

出演者　ヴァイオリン／千住 真理子
ヴィオラ／菅沼 準二　チェロ／北本 秀樹

10月21日
平川市文化セン
ター

平川市、平川市教育委員会、
青森県、
（財）自治総合センター

0172-44-1221

野辺地町 ③ 野辺地町文化祭 野辺地町文化祭・展示部門、出店部門の開催。 11月4日～6日 中央公民館 野辺地町文化祭実行委員会
野辺地町中央公民館
64-3054

野辺地町 ③ 文化の日無料観覧日 歴史民俗資料館の無料開放 11月3日 歴史民俗資料館 歴史民俗資料館 無料
野辺地町歴史民俗資料館
0175-64-9494

野辺地町 ③ 野西祭 文化祭 10月15日, 16日
光星学院野辺地西
高等学校

光星学院野辺地西高等学校 無料 事務室　　　　　　　　0175-64-4166

六ヶ所村 ③ 平成23年度（第36回）村民文化祭
保育所、小中学校、各種サークル等による作品展示や音楽・芸能発表。
また、共催事業として、茶道体験や生涯学習講演会などを実施します。

11月2日,3日
文化交流プラザ「ス
ワニー」

六ヶ所村 無料
教育委員会 社会教育課
0175-72-2111

おいらせ
町

①②
③

生涯学習フェスティバル 生涯学習に取り組む町民の日頃の活動成果の発表と交流 10月21日～23日 町民交流センター
生涯学習フェスティバル実行
委員会

無料 町教育委員会生涯学習課

おいらせ
町

③ 北公民館文化祭 公民館利用団体による活動成果発表の場 11月5日,6日 北公民館 文化祭実行委員会 無料 町教育委員会生涯学習課

おいらせ町 ③ ２０１１彩才祭 文化系サークルの活動内容を展示 11月5日, 6日 イオンモール下田 八戸工業大学 無料 http://www.hi-tech.ac.jp/

五戸町 ①③ 第27回五戸町産業と文化まつり 町民の芸術文化活動の成果発表や作品展示を行います。 11月4日～6日
五戸町立公民館、
五戸ドーム

五戸町産業と文化まつり実行
委員会

無料
文化部門：五戸町教育委員会教育課
0178-62-7965

南部町 ①③
第9回「あおもり教育の日」推進大
会

・活動発表「郷土の無形文化財継承活動」
・講演「無形文化財継承活動、現状と課題」
・参加者全員による演習

10月22日
南部町立町民ホー
ル「楽楽ホール」

「あおもり教育の日」推進協
議会

無料  「あおもり教育の日」推進協議会事務局

南部町 ①③ 文化協会作品展 ・文化協会登録サークルによる、作品展示及び舞台発表 10月29日,30日
南部町立剣吉公民
館

南部町文化協会　名川支部 無料  南部町文化協会　名川支部事務局　

南部町 ② 小・中学校作品展
・町内全幼稚園児・保育園児・小学生・中学生の優れた美術・書道の作品
を展示。

11月12日～14日
南部町立町民体育
館

南部町教育振興会・南部町
教育委員会

無料 南部町教育委員会　学務課

南部町 ①③ 文化協会作品展 ・文化協会登録サークルによる、作品展示 11月12日～14日
南部町立南部公民
館

南部町文化協会　南部支部 無料 南部町文化協会　南部支部

階上町 ③ 階上町民文化祭
町民の生涯学習の成果として文化作品の発表、ステージ発表を行い文化
活動の推進を図ると共に、農林水産品等の展示をし地場産業の振興と町
民相互の交流を深めます。

10月29日,30日
ハートフルプラザは
しかみ

階上町 無料 http://www.town.hashikami.aomori.jp

階上町 ①
「学びの王国！はしかみキャンパ
ス」
公開講演会

天台宗僧侶　藤井妙法氏をお招きし、「自分の性格をより良く変えていく生
き方とは」と題しご講演いただきます。

11月4日
ハートフルプラザは
しかみ

階上町教育委員会 無料 http://www.town.hashikami.aomori.jp

新郷村 ③ 新郷村文化祭 村内の各種団体や組織・機関が文化活動の成果を発表する機会とする。 11月5日, 6日
新郷村都市農村交
流センター「美郷

新郷村教育委員会 無料
新郷村教育委員会
0178-78-2111

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
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料


