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県内各地 ② ふくしま教育週間
県民の皆さんに、教育に対する関心をさらに高めていただくため、県内各
地の学校や文化施設などでさまざまな取組みが行われます。（各学校の
取組みは１０月初旬にホームページで公開予定です。）

10月1日～11月30日 県内各地 教育総務課
024-521-7759
http://www.pref.fks.ed.jp/kyouikunohi/kyouikunohi.htm

福島市 ④
帰ってきた江戸絵画　ギッター・コ
レクション展

アメリカ・ニューオーリンズ在住の眼科医カート・ギッター博士が収集した、
江戸時代を代表する画家たちの作品約100点をご覧いただけます。

11月1日～6日 福島県立美術館 福島県立美術館 024-531-5511
小・中・高校生無
料

福島市 ④ コレクション展Ⅱ
県立美術館収蔵の作品を展示
文化の日（11月3日）は、常設展観覧料が無料となります。

11月3日 福島県立美術館 福島県立美術館 無料 024-531-5511

福島市 ① すぎのめ子ども宿
一週間の合宿を通じて、食事の準備、洗濯及び清掃などの基本的な生活
技能を修得させながら、子どもたちの自主性を育みます。

11月
(6泊7日) (詳細未定)

福島県青少年会館 福島県青少年会館 無料 024-546-8311

福島市 ① こども未来フェスタ
こどもたちに様々な実体験をしてもらうことを目的としたブースを設置し利
用してもらうことで、こどもたちに体験的な学習の場を提供します。

11月6日 福島県青少年会館 福島県青少年会館 無料 024-546-8311

福島市 ①
青少年健全育成セミナー
（大人が変わるためのセミナー）

心身の健やかな成長が危ぶまれることの多い思春期から青年期にかけ
ての子どもたちを様々な角度から見つめ、個々の子どもたちの発達に即
して果たすべき親の役割について考えます。

10月22日,12月10日,
平成24年1月14日

福島県青少年会館
（ただし、12月10日
は会津美里町新鶴
公民館）

福島県青少年会館 無料 024-546-0002

福島市 ①
あきのおはなしかい（アートなおは
なしかい）

芸術をテーマに、図書館職員によるアートに関する図書の紹介と、美術館
職員による作品鑑賞会（県立美術館との連携事業）

11月3日 福島県立図書館 福島県立図書館 無料 024-535-3218（児童資料チーム）

福島市 ① 東北大学サイエンスカフェ in 福島 未定 11月19日
アクティブシニアセ
ンターAOZ（アオウ

東北大学 無料 http://cafe.tohoku.ac.jp/

福島市 ①
福島大学公開講座「スポーツが地
域を活性化する」

スポーツを地域活性化の身近な起爆剤として取り上げ、様々な活性化策
とその可能性についてご紹介します。

10月19日, 26日, 11
月2日, 9日, 16日

福島大学街なかブ
ランチ舟場

福島大学地域創造支援セン
ター

http://www.lll.fukushima-u.ac.jp/

福島市 ①
福島大学公開講座「毎日を元気に
～認知症と寝たきり予防～」

認知症と寝たきりを予防し、毎日を元気に過ごすために、手軽にできる効
果的な運動を紹介します。

10月24日, 31日 福島テルサ
福島大学地域創造支援セン
ター

http://www.lll.fukushima-u.ac.jp/

福島市 ①
福島大学公開講座「市民のため
の心理学ゼミナール　初級編」

大学のゼミナールのような雰囲気の中で，心理学の基礎的な枠組みを理
解することをめざした講座です。

11月1日, 8日, 22日,
29日

コラッセふくしま
福島大学地域創造支援セン
ター

http://www.lll.fukushima-u.ac.jp/

福島市 ①
福島大学　“わくわくJr．カレッジ”
「こども料理教室」

小学生に包丁やまな板の使い方など、料理作りの基本と食材の不思議に
ついて学んでもらいます。

11月5日, 12日
福島大学　人間発
達文化学類棟1階
調理実習室

福島大学地域創造支援セン
ター

http://wakuwaku.net.fukushima-u.ac.jp/
URLへは情報が
確定次第掲載

福島市 ① 幼稚園教育研究会
福島県内外の幼稚園教諭や幼児教育関係者を対象とした研究保育で
す。今年は２回の開催となります。

10月28日, 29日 附属幼稚園 福島大学附属幼稚園 無料 http://www.educ.fukushima-u.ac.jp/kinder/

福島市 ① 学術講演会
市内公私立幼稚園教諭や幼児教育関係者を対象として例年この時期に
実施しています。現在日程等調整中です。

11月（調整中） 未定 福島大学附属幼稚園 無料 http://www.educ.fukushima-u.ac.jp/kinder/

福島市 ② 教育講演会 小学部実践研修会の中での講演会です。 11月2日
福島大学附属特別
支援学校

福島大学附属特別支援学校 無料 http://www.fukushima-u-sh.fks.ed.jp

福島市 ② 授業参観 学校参観です。 11月1日
福島大学附属特別
支援学校

福島大学附属特別支援学校 無料 http://www.fukushima-u-sh.fks.ed.jp

福島市 ② 授業参観 学校参観です。 11月2日
福島大学附属特別
支援学校

福島大学附属特別支援学校 無料 http://www.fukushima-u-sh.fks.ed.jp

福島市 ② 授業参観 学校参観です。 11月4日
福島大学附属特別
支援学校

福島大学附属特別支援学校 無料 http://www.fukushima-u-sh.fks.ed.jp

福島市 ③ 第47回福大祭
福島大学の大学祭。模擬店や屋内・屋外での参加型イベントを通して、大
学と地域との交流の場をつくります。

10月29日, 30日 福島大学 第47回福大祭実行委員会 無料 http://fukudaisai-47th.6.ql.bz/index.html

福島市 ③ 第４回ホームカミングデー
同窓生に大学に足を運んでいただく機会を設け、福島大学に対する理解
とキャンパスを身近に感じていただくことを目的に開催するものです。

10月30日 福島大学 国立大学法人福島大学 無料 http://www.fukushima-u.ac.jp/

会津若松市 ① 企画展「保科正之の時代」
三代将軍家光を兄に持ち、数奇な運命をたどった保科正之の一生をこれ
までとは違った切り口で見つめ直します。

10月8日～11月27日 福島県立博物館 福島県立博物館
http://www.general-museum.fks.ed.jp/

福島県立博物館　0242-28-6000

会津若松市 ① 実演「からむし織」 昭和村特産の「からむし織」の実演をご覧いただけます。 10月16日 福島県立博物館 福島県立博物館 無料
http://www.general-museum.fks.ed.jp/

福島県立博物館　0242-28-6000

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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会津若松市 ① 常設展入館料無料 福島県立博物館の常設展を無料でご覧いただけます。 11月3日 福島県立博物館 福島県立博物館 無料
http://www.general-museum.fks.ed.jp/

福島県立博物館　0242-28-6000

会津若松市 ③ 実演「檜枝岐の曲物作り」 檜枝岐村特産の「曲物作り」の実演をご覧いただけます。 11月6日 福島県立博物館 福島県立博物館 無料
http://www.general-museum.fks.ed.jp/

福島県立博物館　0242-28-6000

会津若松市 ① 自然史講座「鶴ヶ城の野鳥」
我々の生活の身近なところに生息している野鳥の姿を野鳥研究家の解説
を交えながら観察します。

11月12日
鶴ヶ城、福島県立
博物館

福島県立博物館
http://www.general-museum.fks.ed.jp/

福島県立博物館　0242-28-6000

会津若松市 ④ 会津IT秋フォーラム2011

会津大学を核として、会津の地から県内はもとより全国各地へ、ＩＴに関す
る情報発信をすることを目的として開催します。また、未曽有の大災害と
なった3.11の東日本大震災からの復興をテーマの１つとして掲げ、国内の
ＩＴ産業にどのような影響をもたらしたのか、震災を乗り切るためにＩＴ技術
をどのように活用できるのかなどを考察します。

10月14日
公立大学法人会津
大学

会津大学 無料 http://www.ubic-u-aizu.jp/it-forum/

会津若松市 ④
会津大学ニューテクノロジーセミ
ナー

会津大学が有する研究シーズ、特許等について、教員自らが企業関係者
を対象に、実際のビジネス上での実用化を想定した説明を行うことによっ
て、会津大学のもつ技術への理解を図り、それら技術と企業のニーズと
のマッチングを図るとともに、セミナーを契機として、県内企業のニーズを
把握し、コーディネーターを中心に企業の要望に応じた相談を行うことで、
産学官連携を推進します。

11月15日 コラッセふくしま 公立大学法人会津大学 無料 http://www.ubic-u-aizu.jp/

会津若松市 ② スーパーサイエンスハイスクール
科学技術に対する興味、関心、探究心を高め、地域特性を生かした研究
を通して才能を伸ばし、国際社会でも活躍できる人材を育成します。

11月30日
公立大学法人会津
大学

会津大学 無料 0242-37-2510

会津若松市 ② パソコン甲子園2011
パソコン甲子園２０１１本選では、プログラミング部門とデジタルコンテンツ
部門に加え、今年からスマートフォンを使用したモバイル部門が行われま
す。厳しい予選を勝ち抜いてきた高校生の熱い戦いをご覧ください。

11月5,6日
公立大学法人会津
大学

会津大学 0242-37-2532

会津若松市 ①
公開講座TRYｼﾘｰｽﾞ
「Discussion Forum
～英語でディスカッション～」

セッション ①：英語でのディスカッションスタイルに慣れます。
セッション ②：“英語学習”についてのディスカッションを行います。
セッション ③：“日本の小学校における英語教育”についてのディスカッ
ションを行います。（セッション①の後日、９０分）
セッション ④：“日本における出生率の低下とその対応策”についてのディ
スカッションを行います。

①10月15日
②10月22日
③10月29日
④10月30日

公立大学法人会津
大学

会津大学 0242-37-2510

会津若松市 ①
公開講座TRYｼﾘｰｽﾞ「パソコン組
み立て
体験」

パソコンを一台組み立てることにより、パソコンの理解を深めることを目指
します。
作業概要
・パソコン部品の説明・CPUの取り付け
・光学ドライブ・ハードディスクの取り付け
・マザーボードの取り付け・パソコンの動作確認

10月23日,11月27日
公立大学法人会津
大学

会津大学 0242-37-2510

会津若松市 ① 公開講座講義「Future Internet」

1970年代に始まったインターネットが新しく生まれ変わろうとしています。
そのための研究・開発が世界各国で行われています。その動向や、何が
かわろうとしているのかなどについて、紹介します。

10月4日
公立大学法人会津
大学

会津大学 無料 0242-37-2510

会津若松市 ①
公開講座講義
「クラウド」

クラウド・コンピューティングが生まれた背景などにふれながら、クラウドの
利点や、関連する技術、クラウドとの接し方などについて、紹介します。

10月4日
公立大学法人会津
大学

会津大学 無料 0242-37-2510

会津若松市 ①
公開講座講義
「大学の教養がいまヤバい」

今こそ、専門教育のみならず教養教育の見直しが大切だ、ということを文
化研究センターの教員の経験を交えつつ提案します。

10月22日
公立大学法人会津
大学

会津大学 無料 0242-37-2510

会津若松市 ①

公開講座講義
「企業経営や事業化のための資
金調達の方法論―銀行融資や公
的資金にだけに頼る方法からの

企業経営や起業にとって、資金調達は最優先事項の一つです。
本講義では、企業等における一般的な資金調達の方法や公的資金獲得
のための方法について解説するととともに、これら以外の方法論・地域
ファンド等について、実務的な視点からも解説をしていきます。

10月29日
公立大学法人会津
大学

会津大学 無料 0242-37-2510

会津若松市 ①

公開講座講義
「就職のために何を成すべきか―
多くの企業等の繋がりを有する実
務教員からの提案―」

就職活動には、それなりの知識が求められるとともに、その対応策が必
要です。採用する企業側の視点から、そのための方法を伝授します。本
学でここ数年本格的に就職支援活動を行い、また、上場会社等の数多く
の企業とのパイプを有する視点から、どのように就職活動のための対応
をしたらいいのか、外部専門家も交えながら、説明していきます。

11月
公立大学法人会津
大学

会津大学 無料 0242-37-2510

会津若松市 ①

公開講座講義
「地域活性化のための方法論―
ソーシャルビジネス等高齢者問題
や農業問題等を中心として―」

現在、地元会津で取り組んでいる実例を題材に、その具体的な手法を公
開しつつ、地域における活性化のための手法について解説していきま
す。ソーシャルビジネスの手法とその問題解決のための方法論につい
て、現在取り組んでいる高齢者に関するソーシャルビジネスや農業に関す
るソーシャルビジネスを題材に、説明していきます。

11月19日
公立大学法人会津
大学

会津大学 無料 0242-37-2510

会津若松市 ②
会津大学学園祭
及び
オープンキャンパス

①サークルによる音楽演奏会、演劇公演、 イラスト・ゲーム展示会などの
活動発表、抽選会や物産展の各種イベント、模擬店の出店などを開催し
ます。
②会津大学の研究室公開、入試相談会、大学構内見学などを実施しま

10月8日,9日
公立大学法人会津
大学

会津大学 無料

①会津大学学園祭実行委員会
電話（0242） 32-0785
②会津大学学生課学生募集係
電話（0242） 37-2723

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



第５３回「教育・文化週間」関連行事

福島県
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

会津若松
市

① 福島県発明展
創造性に富む優れた発明品を展示するとともに、優秀な作品の表彰を行
います。

10月28日～30日 福島県ハイテクプラ
ザ

（社）福島県発明協会 無料

 （社）福島県発明協会　024-959-3351

http://homepage2.nifty.com/j3i-
f_hatsu/H23_hatsumeiten.html

会津若松
市

① 会津子育てフォーラム２０１１
地域が一体となって子育て支援に携わる仕組み作りを学び、子育て支援
体制を強化・推進するため、会津管内で生活する親子を対象にして、講演
会、育児相談、遊び教室を開催します。

10月1日 会津大学 会津保健福祉事務所 無料 0242-29-5278（保健福祉課児童家庭支援ﾁｰﾑ）

郡山市 ② 教育相談週間
通常の教育相談業務と土曜日の自主研修講座の中で障がいのある子供
さんの教育上の悩みや問題等について相談を保護者や教員を対象に実
施します。

11月1日,2日,4日,5日
福島県養護教育セ
ンター

福島県養護教育センター 無料  024-952-6497（代）024-951-5598（専用）

郡山市 ① 深まる秋！　まるごと体験
工作活動を通して自然とのふれあいを深めるとともに親子のコミュニケー
ションを図ります。

11月20日 郡山自然の家 郡山自然の家  http://www.koriyama-nc.fks.ed.jp/024-957-2111

郡山市 ① 福島大学ビジネスアカデミー
講演会で、テーマは「環境変化に対応したマーケティング戦略」－地域に
根差したマーケティング－です。

11月2日, 9日
福島県郡山市労働
福祉会館

国立大学法人福島大学
福島大学ビジネスアカデミー事務局
024-548-8429

郡山市 ②
郡山女子大学短期大学部音楽科
第42回定期演奏会

音楽科の学習成果の発表の場として、短大音楽科の全学生と、高大連携
教育の一環として、附属高等学校音楽科の生徒も参加して演奏会が行わ

10月29日
郡山女子大学建学
記念講堂

郡山女子大学短期大学部音
楽科

無料 024-932-4848

郡山市 ②
第175回芸術鑑賞講座「フランツ・
リスト管弦楽団演奏会」

学生が芸術や文化に直接触れることにより、豊かな感性を育むことを目
的としています。 今回は、ハンガリー・ブタペスに本拠地がある室内オー
ケストラトの演奏会です。

11月17日
郡山女子大学建学
記念講堂

学校法人郡山開成学園 無料 024-932-4848

いわき市 ② オープンキャンパス
学科紹介、入試相談会、学生の研究発表会等を実施する。また、福島県
中学生ブリッジデザインコンテストも同時に開催する。

11月3日
福島工業高等専門
学校

福島工業高等専門学校 無料 http://www.fukushima-nct.ac.jp/

いわき市 ② いわき明星大学学園祭
大学構内で毎年秋に開催されるイベントです。著名人の講演会や、模擬
店、研究室公開などを実施します。

10月22日, 23日 いわき明星大学 いわき明星大学 無料
教務･学生センターキャンパスライフグループ
0246-29-7118

二本松市 ① 健康セミナー
放射線が女性や子どもに与える影響と対処法について、正しい知識を得
るためのセミナー等を実施します。

10月
福島県男女共生セ
ンター

福島県男女共生センター 無料 0243-23-8304

二本松市 ①
子どもに自信をもたせるコーチン
グ（仮称）

子どもの心の理解と伸長のために、コーチングの技術をもとにコミュニ
ケーションを深めるための講座を開催します。

10月
福島県男女共生セ
ンター

福島県男女共生センター 0243-23-8304

二本松市 ① 未来館パソコン講座（ワード基礎）
文書作成、表計算等のパソコン講習から、基本的な情報収集・活用法を
身につけます。

10月28日,29日
福島県男女共生セ
ンター

福島県男女共生センター 0243-23-8304

二本松市 ①
未来館パソコン講座（エクセル基
礎）

文書作成、表計算等のパソコン講習から、基本的な情報収集・活用法を
身につけます。

11月4日,5日
福島県男女共生セ
ンター

福島県男女共生センター 0243-23-8304

二本松市 ① 未来館パソコン講座（ワード応用）
文書作成、表計算等のパソコン講習から、基本的な情報収集・活用法を
身につけます。

11月12日,19日
福島県男女共生セ
ンター

福島県男女共生センター 0243-23-8304

二本松市 ① 未来館パソコン講座（画像処理）
文書作成、表計算等のパソコン講習から、基本的な情報収集・活用法を
身につけます。

11月25日,29日
福島県男女共生セ
ンター

福島県男女共生センター 0243-23-8304

会津坂下
町

① もみじ自然鑑賞会
紅葉を楽しみ、会津の四季の移ろいを味わうために、紅葉の変化に富ん
だコースを散策します。

11月6日 会津自然の家 会津自然の家  http://www.aizuｰnc.fks.ed.jp/  024-521-7759(総務課)

西郷村 ① 喫煙防止教育 　喫煙や受動喫煙による健康被害について、出前講座を実施します。 10月18日 福島県ひばり寮 県南保健福祉事務所 無料 0248－22－5443（健康増進課）

矢吹町 ② 欅
き

  隆
りゅう

  祭
さ い 学校祭を公開します。

（日々の学習の成果の公開や各種イベントの実施）
10月16日

福島県農業総合セ
ンター農業短期大
学校

福島県農業総合センター農
業短期大学校

無料 0248-42-4111

会津若松市等 ③ 会津・漆の芸術祭
会津の文化資源である「漆」をテーマとしたアートプロジェクトです。会津地
域の商店、酒蔵などで作品展示やワークショップを開催します。

10月1日～11月23日
会津若松市、喜多
方市、三島町などイ
ベントにより異なる

福島県立博物館
http://www.aizu-artfest.gr.fks.ed.jp/index.html
漆の芸術祭事務局0242-28-6067

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


