
第５３回「教育・文化週間」関連行事

46

茨城県
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

県内各地 ②
さわやかマナーアップキャンペー
ン

県内の保育所，幼稚園，小・中・高等学校，中等教育学校，特別支援学
校で，幼児，児童，生徒が保護者や地域関係機関と連携して，規範意識
の高揚や公共マナーの向上に向けたキャンペーンを実施します。

11月 県内各地 茨城県教育委員会 無料
高校教育課
029-301-5265

県内各地 ① 「あいさつ・声かけ運動」強調月間
青少年育成団体、市町村民会議、市町村、関係機関などと連携を図り、
「あいさつ・声かけ運動」を県内全域で実施します。
また，主要駅で街頭キャンペーンを実施します。

11月
(教育月間中)

県内全域

社団法人青少年育成茨城県
民会議
青少年育成市町村民会議
大好き　いばらき　県民会議
、茨城県、茨城県教育委員
会、茨城県警察本部

無料

水戸市 ①
第12回みんなで教育を考える「い
ばらき教育の日」推進大会

教育に関するシンポジウム，各種表彰などを行います。 11月1日
茨城県立県民文化
センター

みんなで教育を考える「いば
らき教育の日」推進協議会

無料 029-224-8120

水戸市 ③
企画展「ウルトラマン・アート！時
代と創造－ウルトラマン＆ウルトラ
セブン」

ウルトラマンとウルトラセブンを作り出したイメージの原点とそのイメージ
から生まれたものを展示，紹介します。

11月3日～1月15日 茨城県近代美術館 茨城県近代美術館 http://www.modernart.museum.ibk.ed.jp/

水戸市 ③ やぁ！ミュージアムキッズ
幼児から小学生を対象に，常設展での作品鑑賞や講座室での造形活動
などを行うワークショップを開催します。

11月12日 茨城県近代美術館 茨城県近代美術館 http://www.modernart.museum.ibk.ed.jp/

水戸市 ④
見て，ふれて，楽しい考古学
～2011　茨城県教育財団遺跡発
掘調査ミニ紹介展～

茨城大学図書館に遺物を展示し，体験コーナーを設けます。また，整理
センターでの整理作業を公開し，体験コーナーや遺物展示コーナーを設
けます。※整理作業の公開は11月4日のみです。

11月2日～6日

・茨城大学図書館
　※11月3日は実施
しない。
・埋蔵文化財整理ｾ
ﾝﾀｰ
・国田分館（11月4・
5日）

財団法人茨城県教育財団 無料 http://www.ibaraki-maibun.org/index.htm

水戸市 ①
生涯学習デリバリー事業
「歴史館いちょうまつり」わくわくド
キドキ・子ども体験広場

水戸生涯学習センターのボランティアの方たちと、輪投げやシャボン玉な
どの楽しい遊びが体験できます。

11月13日
茨城県立歴史館・
庭園

茨城県水戸生涯学習セン
ター

無料 http://www.mito.gakusyu.ibk.ed.jp/

水戸市 ③
「歴史館いちょうまつり」
爆笑・演芸名人会

東京演芸協会に所属している、マンガ太郎氏やはたのぼる氏、のだゆき
氏出演による爆笑演芸会を開催します。

11月5日
茨城県立歴史館・
講堂

茨城県立歴史館 http://www.rekishikan.museum.ibk.ed.jp/

水戸市 ③
「歴史館いちょうまつり」
邦楽演奏会

邦楽サークル「玄音」による演奏会、和楽器体験教室を開催します。 11月12日
茨城県立歴史館・
講堂

茨城県立歴史館 http://www.rekishikan.museum.ibk.ed.jp/

水戸市 ③
「歴史館いちょうまつり」
講談
「水戸っぽ魂を語る」

講談師、６代目宝井馬琴氏による講演会です。 11月13日
茨城県立歴史館・
講堂

茨城県立歴史館 http://www.rekishikan.museum.ibk.ed.jp/

日立市 ④
平成23年度電気学会東京支部茨
城支所　研究発表会

一般会員等による「電気関係一般」に関する研究発表会です。 11月19日
日立シビックセン
ター

社団法人 電気学会東京支部
茨城支所

日立電線株式会社　技術研究所　電子部品研究部　千綿
直文
E-mail：chiwata.naofumi@hitachi-cable.co.jp

日立市 ① センターフェスティバル2011
講座や学習団体などの作品等の展示，発表や出店を行います。また，
NHK大河ドラマ制作チーフディレクターによる講演会を開催します。

11月5日，11月6日
茨城県県北生涯学
習センター

茨城県県北生涯学習セン
ター

無料 http://www.kensei.gakusyu.ibk.ed.jp/

日立市 ① ケンポックルわくわくランド
折り紙や昔遊びなどの創作活動，スポーツ活動，クッキングやお茶会な
どの体験活動を実施します。

11月5日
茨城県県北生涯学
習センター

茨城県県北生涯学習セン
ター

無料 http://www.kensei.gakusyu.ibk.ed.jp/

土浦市 ② いばらきものづくり教育フェア
小・中・高・特別支援学校の児童生徒が，日頃の学習成果の展示・発表・
体験・販売などを行います。

11月11日～12日
イオン土浦ショッピ
ングセンター

茨城県教育委員会 無料
高校教育課
029-301-5262

土浦市 ① アフターファイブサロン
様々な現代的課題にスポットを当てた勤労者対象の生涯学習講座を実
施します。

11月3日，11月17日
茨城県県南生涯学
習センター

茨城県県南生涯学習セン
ター

無料 http://www.kennan.gakusyu.ibk.ed.jp/

土浦市 ①
青年の家ってどんなところ
～職場体験を通して知ってみよう
～

中央青年の家で日帰り２日間の職業体験を行い，職業生活の関心を高
めます。

10月1日～12月22日
のうち2日間

茨城県立中央青年
の家

茨城県立中央青年の家 無料 http://www.c-seinen.gakusyu.ibk.ed.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
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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結城市 ③
結城紬ユネスコ無形文化遺産登
録記念式典

記念式典・トークショーの開催
制作工程実演・展示

11月6日
結城市民文化セン
ター

結城紬ユネスコ無形文化遺
産記念事業実行委員会

無料 http://www.city.yuki.lg.jp/

北茨城市 ③
企画展「没後70年　木村武山の芸
術」

岡倉天心の指導の下，横山大観らとともに日本画の近代化に尽くした木
村武山の作品について，歴史画や花鳥画，仏画など代表作約70点を紹
介します。

11月1日～12月4日
茨城県天心記念五
浦美術館

茨城県天心記念五浦美術館 http://www.tenshin.museum.ibk.ed.jp/

北茨城市 ③

再開記念コンサート
「あすへの希望をのせて～メープ
ル・サクソフォン・カルテットコン
サート～」

美術館の再開を記念して、4人のサックス演奏によるロビーコンサートを
行います。午前午後その２回公演。

11 月5 日
茨城県天心記念五
浦美術館

茨城県天心記念五浦美術館 http://www.tenshin.museum.ibk.ed.jp/

北茨城市 ③ 映画会
「バンビ」を上映します。（ 1942 年、カラー、アニメ、アメリカ（日本語吹き
替え））

11 月6 日
茨城県天心記念五
浦美術館

茨城県天心記念五浦美術館 http://www.tenshin.museum.ibk.ed.jp/

笠間市 ① 牧場公開デー
牧場を一般公開し、見学会や研究成果の展示等を始め、市民講座、写生
大会等各種イベントを行う

10月下旬
東京大学農学生命
科学研究科附属牧
場

東京大学農学生命科学研究
科附属牧場

無料
牧場事務室
Tel:0299-45-2606
http://park.itc.u-tokyo.ac.jp/bokujo/

事前申込不要

笠間市 ③
現代茨城の陶芸展「Layerd－釉の
層・土の層－」

茨城県にゆかりの深い現在活躍中の陶芸家の代表的な作品を紹介しま
す。

8月24日～11月20日 茨城県陶芸美術館 茨城県陶芸美術館 http://www.tougei.museum.ibk.ed.jp//

笠間市 ③
コレクション展「近現代日本陶芸の
巨匠たち」

　日本の近現代において優れた業績を残した文化勲章受章者及び重要
無形文化財保持者（人間国宝）等の作品を３つのコーナーを設けて展示
しています。

9月27日～1月29日 茨城県陶芸美術館 茨城県陶芸美術館 http://www.tougei.museum.ibk.ed.jp//

笠間市 ③
企画展「追悼　人間国宝　三代徳
田八十吉展～煌めく色彩の世界
～」

　人間国宝・三代徳田八十吉（1933－2009）の初期から晩年までの代表
作を紹介する大回顧展を開催します。

9月23日～11月27日 茨城県陶芸美術館 茨城県陶芸美術館 http://www.tougei.museum.ibk.ed.jp//

笠間市 ③
県民の日　ミュージアムコンサート
「フルートカルテットローザ」

茨城県出身者で康成するフルートカルテットローザの演奏会を開催しま
す。
※いばらき教育月間関連催事　いばらき文化振興財団　文化の担い手育
成事業

11月13日 茨城県陶芸美術館 茨城県陶芸美術館 http://www.tougei.museum.ibk.ed.jp//

つくば市 ①
公開講座「腰痛予防に対する健康
ストレッチング」

腰痛について疑問に思っていることを専門のスタッフが助言し、注意した
い姿勢や腰痛予防の運動や腰痛を軽減させるストレッチの方法を学習し
ます。

10月28日
国立大学法人筑波
技術大学春日キャ
ンパス

国立大学法人筑波技術大学 http://www.tsukuba-tech.ac.jp/social_contribution/open_lectures/kikaku_koukai_rigaku_h23.html

つくば市 ② 学園祭（天龍祭） 学生の作品展示，課外活動団体の発表，模擬店の出店など 10月29日, 30日
国立大学法人筑波
技術大学（天久保
キャンパス）

国立大学法人筑波技術大学 http://www.tsukuba-tech.ac.jp/info/festa/2011/

対象：市民一般
申し込み：必要な
し

つくば市 ② 学園祭（春日祭） 課外活動団体の展示や発表，模擬店の出店など 10月29日, 30日
国立大学法人筑波
技術大学（春日キャ
ンパス）

国立大学法人筑波技術大学 029-858-9506

つくば市 ④
筑波大学計算科学研究センター
一般公開

「スーパーコンピュータを見に行こう！！」　　宇宙の始まり。生命の仕組
み。地球の気象。スーパーコンピュータを使えば、自然界のいろいろなこ
とがわかります。 先端の科学にふれてみましょう。

10月8日～10日
筑波大学計算科学
研究センター

筑波大学 無料 http://www.ccs.tsukuba.ac.jp/CCS/

つくば市 ③ KEKコンサート
音楽を通じた、機構職員への文化活動、地域住民への広報活動及び地
域住民との交流を目的として実施する、音楽家を招いてのコンサートで
す。

11月25日
高エネルギー加速
器研究機構小林
ホール

高エネルギー加速器研究機
構

無料 http://www.kek.jp/ja/index.html

つくば市 ③
企画展「再考－茨城の近現代美
術Ⅰ　榎戸庄衛展」

茨城県出身の洋画家，榎戸庄衛の初の大回顧展を開催します。
10月29日～11月27

日
茨城県近代美術館
つくば分館

茨城県近代美術館つくば分
館

http://www.tsukuba.museum.ibk.ed.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
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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ひたちな
か市

① 「史記」から見た孔子像 司馬遷の「史記」に描かれた孔子像を基に「論語」の解釈に迫ります
10月5日～11月2日

毎週水曜
茨城工業高等専門
学校

独立行政法人国立高等専門
学校機構茨城工業高等専門
学校

http://www.ibaraki-ct.ac.jp/

ひたちな
か市

①
第三種電気主任技術者受験者の
ための入門講座

第三種電気主任技術者等の電気関係の資格取得を目指す人を対象に、
入門講座を開講します

10月8日～11月5日
毎週土曜

茨城工業高等専門
学校

独立行政法人国立高等専門
学校機構茨城工業高等専門
学校

http://www.ibaraki-ct.ac.jp/

ひたちな
か市

①
万葉集入門－茨城の万葉歌を読
む－

茨城に関連する万葉歌を取り上げ、古代の人々の様子を垣間見ていきま
す

11月1日～12月6日
毎週火曜

茨城工業高等専門
学校

独立行政法人国立高等専門
学校機構茨城工業高等専門
学校

http://www.ibaraki-ct.ac.jp/

ひたちな
か市

①
化学実験室での楽しいガラス細工
教室（第３回）

茨城高専オリジナルの「一輪挿し」や「ハート型ストロー」等を製作します
11月9日,10日,11日,

14日,15日
茨城工業高等専門
学校

独立行政法人国立高等専門
学校機構茨城工業高等専門
学校

http://www.ibaraki-ct.ac.jp/

ひたちな
か市

④ 2011いばらきＩＴ体験フェア
ＩＴ社会が持つ「安心・便利・楽しさ」について「見る・触れる・楽しむ」をテー
マに参加・体験型のイベントを開催します。

11月5日～11月6日
ひたちなか市総合
運動公園

茨城県高度情報化推進協議
会

029-301-2546

ひたちな
か市

①
ワーク・ライフ・バランスを考えるセ
ミナー

「働き方」と「防災・危機管理」について考え，ワーク・ライフ・バランスにつ
いて理解を深めるためのセミナーを開催します。

11月8日
ホテルクリスタルパ
レス

茨城県，社団法人茨城県労
働者福祉協議会

労働政策課
029-301-3635

ひたちなか市 ① 家庭教育のつどい
大震災をきっかけとした子どもの心のケアを家庭の中で対処できるように
家庭の教育力の向上を目指したシンポジウム，講演会を行います。

11月5日
ひたちなか市田彦
公民館

茨城県水戸生涯学習セン
ター

無料 http://www.mito.gakusyu.ibk.ed.jp/

那珂市 ③ 植物園秋まつり
自然やみどりに親しんでいただくために秋まつりを開催し，子ども植物教
室や花の苗プレゼントなどを行います。

11月5日 茨城県植物園 茨城県植物園 http://www.ibaraki-shokubutuen.jp/

筑西市 ① のびのびスポーツ教室
次世代を担う子どもの育成の一環として，運動が苦手な子どもたちが積
極的に体を動かせる教室を開催します。

11月6日，11月20日
茨城県県西生涯学
習センター

茨城県県西生涯学習セン
ター

無料 http://www.kensei.gakusyu.ibk.ed.jp/

坂東市 ④
とびだせ！子ども自然教室
「おち葉のしおりをつくろう」

博物館ボランティアの指導のもと、おち葉のしおりづくりを行う。 11月3日 茨城県自然博物館 茨城県自然博物館 無料 http://www.nat.pref.ibaraki.jp/index.html

坂東市 ③ 第14回博物館菊花展示会
例年地域連携事業として開催している菊花展示会です。2階エントランス
を特設会場に展示するとともに参加団体の地域活動についても紹介しま
す。

11月3日～13日 茨城県自然博物館 茨城県自然博物館 http://www.nat.pref.ibaraki.jp/index.html

坂東市 ④ 化石のクリーニング
30万年前の地層から産出した岩石を層に沿って割ることにより、木の葉
の化石を見つけ、それをさらにクリーニングしていく体験活動です。

11月3日、10日、17
日、24日

茨城県自然博物館 茨城県自然博物館 http://www.nat.pref.ibaraki.jp/index.html

坂東市 ④ アミューズデー
開館記念イベントとして開催するもので、自然観察・工作の体験教室など
などを通して、特に未就学児や小学校低学年の子どもたちが楽しみなが
ら自然を学ぶことができます。

11月6日 茨城県自然博物館 茨城県自然博物館 http://www.nat.pref.ibaraki.jp/index.html

坂東市 ④
サンデーサイエンス「アンモナイト
を調べよう」

実験・観察を伴う体験活動。アンモナイトについてのレクチャーを行いま
す。

11月6日、13日、20
日、27日

茨城県自然博物館 茨城県自然博物館 http://www.nat.pref.ibaraki.jp/index.html

行方市 ①
ヤングボランティアセミナーⅡ（前
期）

ボランティア活動の基本的な学習を行います。 11月5日
白浜少年自然の家
管理事務所

茨城県立白浜少年自然の家 http://www.shirahama.gakusyu.ibk.ed.jp/

行方市 ①
ヤングボランティアセミナーⅡ（後
期）

ボランティア活動の基本的な学習を行います。 11月19日,20日
白浜少年自然の家
管理事務所

茨城県立白浜少年自然の家 http://www.shirahama.gakusyu.ibk.ed.jp/

行方市 ① レイクエコーセミナー
県民の中から講師を募集し，自主講座を開設して，学習機会の拡充を図
るとともに，生涯学習の推進を図ります。

11月 レイクエコー
茨城県鹿行生涯学習セン
ター

http://www.lakeecho.gakusyu.ibk.ed.jp/

行方市 ①
元気いばらきっ子育成事業「すて
きなソルトキャンドルを作ろう」

空き瓶を利用し，色のついたソルトで模様をつけながらキャンドルを作る
講座です。

11月13日 レイクエコー
茨城県鹿行生涯学習セン
ター

http://www.lakeecho.gakusyu.ibk.ed.jp/

大洗町 ① 県民の日inこどもの城
県立児童センターこどもの城を無料開放し，工作や伝承遊び，ゲームなど
を親子で楽しんでいただきます。

11月13日
茨城県立児童セン
ターこどもの城

茨城県 無料
子ども家庭課
029-301-3247

境町 ① さしまの森オープンデー⑤
各種クラフト活動やプラネタリウム等があります。
家族の絆を深めることを目的とした家族バーベキュー（３０組）を実施しま
す。

11月5日
茨城県立さしま少年
自然の家

茨城県立さしま少年自然の家 http://www.sashima.gakusyu.ibk.ed.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
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

茨城県
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

稲敷郡阿
見町

② 鍬耕祭（茨城大学農学部学園祭）
近隣住民等への大学の開放により、茨城大学農学部及び学生活動の紹
介を行い、理解を深めてもらいます。

11月5日, 6日
茨城大学　阿見キャ
ンパス

国立大学法人　茨城大学（農
学部）

無料 http://shukousai61.web.fc2.com/index.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


