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長野市 ③ 信州新町の芸術家展
信州新町出身また現在信州新町で活躍されている作家の作品を紹介し
ます。

9月8日～11月13日 信州新町美術館 長野市立博物館 http://www.ngn.janis.or.jp/～shinmachi-museum/index.html

長野市 ③
特別展「道が人をつなぐ　北国街
道の400年」

整備後400年を迎える北国街道の歴史をさまざまな角度から紹介します。 9月17日～11月23日 長野市立博物館 長野市立博物館 http://www.city.nagano.nagano.jp/museum/main/06-chair.html

長野市 ③
企画展「保科五無斎　没後100年
展」

長野県地学標本や長野県地質図をまとめた地質学者保科五無斎の没後
100年を記念し、その業績を紹介します。

9月17日～11月27日
戸隠地質化石博物
館

長野市立博物館 http://www.avis.ne.jp/～kaseki/

長野市 ① 植物観察会② 聖高原の植物を観察します。 10月14日 聖高原 長野市立柳原公民館 無料 026-296-8540

長野市 ① 古文書講座 古文書「見聞集録」を読み解き、江戸後期の暮らしを学びます。 10月18日
長野市立柳原公民
館

長野市立柳原公民館 無料 026-296-8540

長野市 ① 歴史講話 松代文化施設等管理事務所学芸委員による講話です。 10月19日 中部公民館
長野市立
中部公民館

無料 026-234-1883 事前申込不要

長野市 ③ 秋の史跡めぐり
市内の史跡をバスでめぐり、現地の歴史や文化、自然環境への興味を深
めるとともに、地域の魅力を再発見してもらいます。
本年は市バスを利用し、信州新町へ行きます。

10月23日

信州新町（久米路
峡、信州新町美術
館・化石博物館・有
島生馬記念館、牧
の島城址）

長野市立浅川公民館 026-263-1001

長野市 ① はじめてのインターネット講座
インターネットの仕組み、ホームページの見方、検索方法などを学びま
す。

10月24日, 25日, 27
日

三輪公民館 三輪公民館 無料 026-234－4430

長野市 ① 読書感想画展 読書感想画の募集と館内展示をします。
10月27日～

11月9日
長野市立
長野図書館

長野市立
長野図書館

無料 026-232-3558

長野市 ① 巴の錦菊花展 苗木の頒布から栽培指導した大豆島原産巴の錦菊花展を行います。 10月29日～11月5日
大豆島公民館駐車
場

大豆島公民館 無料 026-222-2888

長野市 ①
除籍雑誌等の
リサイクル市

図書館の保存期間を経過した雑誌など
の無料配布をします。

10月30日
長野市立
長野図書館

長野市立
長野図書館

無料 026-232-3558

長野市 ① 信越放送社屋見学 ラジオやテレビ放送のスタジオ等を見学します。 11月2日
ＴＯｉＧＯ
ＳＢＣ

長野市立
中部公民館

無料 026-234-1883
10月19日より
受付開始

長野市 ① 第38回鬼無里文化芸術祭
公民館講座などで作成した作品の展示、舞踊、楽器演奏、合唱などの舞
台発表

11月2日, 3日
鬼無里公民館
鬼無里老人福祉セ
ンター

鬼無里公民館 無料 kinasa-ph@city.nagano.nagano.jp

長野市 ① ふるさと文化芸能祭
小・中学校、地域公民館ステージ発表
地域住民、成人学校受講生の作品展を行います。

11月3日
古牧小学校
古牧公民館

古牧地区住民自治協議会・
市立古牧公民館

無料 026-243-3524

長野市 ①
おはなし
カーニバル

大型絵本・大型紙芝居の読み聞かせ、人形劇、パネルシアター、折り紙な
どを行います。

11月5日
長野市立
長野図書館

長野市立
長野図書館

無料 026-232-3558

長野市 ① 柳原地区文化祭 展示の部、芸能の部に分かれての発表を行います。 11月5日

長野市立柳原公民
館・
長野市東部文化
ホール

長野市立柳原公民館・柳原
地域公民館連絡協議会

無料 026-296-8540

長野市 ③ ゆうわ祭

浅川地区住民自治協議会主催の市民文化祭を行います。
公民館で活動するグループ・サークル等の発表や作品展示、各地区の催
しもの等があり、多くの住民が集う住民相互の親睦と世代を越えた交流を
深めるためのものです。

11月6日
長野市立浅川公民
館

浅川地区住民自治協議会
（浅川地区公民館連合会）

無料 026-263-1001

長野市 ① 民話の里めぐり 民話発祥の地を訪ねて民話に親しみます。 11月8日
千曲市・篠ノ井・信
更地区

長野市立柳原公民館 無料 026-296-8540

長野市 ① 杏の里文化講演会 信濃毎日新聞主筆　中馬　清福氏の講演（演題未定）を行います。 11月12日
長野市立安茂里公
民館

長野市立安茂里公民館 無料 026-226-4059

長野市 ① 心穏やかに生きる 鏡善坊住職若麻績修英氏による講話です。 11月16日 中部公民館
長野市立
中部公民館

無料 026-234-1883 事前申込不要

長野市 ③ 銅造観音菩薩立像特別公開 9月13日～11月6日
長野市小島田町
1414
長野市立博物館

長野市立博物館 http://www.city.nagano.nagano.jp/museum/index.html

長野市 ③ 五感でアート PartⅡ
｢視覚｣｢聴覚｣｢嗅覚｣｢味覚｣｢触覚｣を使って作品に触れたり、感じたりしな
がら、五感で作品を体験する展覧会です。

10月27日～12月18
日

長野県信濃美術館 長野県信濃美術館 http://npsam.com

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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長野市 ④ 長野高専キッズサイエンス2011 体験型テーマや工作教室を実施します 11月3日
長野工業高等専門
学校

長野工業高等専門学校
キッズサイエンス実行委員会

無料 http://www.nagano-nct.ac.jp/public/exhi/index.php

一部テーマで材
料費を負担してい
ただく場合があり
ます

長野市 ①
信大公開講座
心理教育相談室心理学セミナー
第2回しんしんゼミナール

心理学に興味のある方に『心理学で「生きるちから」をアップする』をテー
マにA,B,C各コースともに3人の講師がそれぞれの専門領域から講義を行
います。

10月15日, 22日, 29
日

信州大学      教育
学部

国立大学法人信州大学

教育学部庶務係
koukaied@shinshu-u.ac.jp
026-238-4011 http://www.shinshu-
u.ac.jp/faculty/education/event/2011/07/741902.html

メールで事前申
込(先着〆10/7)
詳細は信大HP-
イベントピックアッ
プより

長野市 ③ 大学祭（光芒（こうぼう）祭）

学部の施設設備を開放し，学生の教育研究やサークル活動を紹介しなが
ら一般の方との交流の機会を設けます。
なお，光芒祭と同時に，小・中学生，高校生を対象に，工学部を知ってい
ただくための教職員主催による各種イベントも今後企画予定しています。
おって，本学部のＨＰを参照ください。

10月22日, 23日 信州大学工学部 国立大学法人信州大学 http://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/engineering.html

長野市 ① 親子体験教室

大学祭「光芒祭」の同時開催イベントとして，ものづくり・科学の面白さを体
験してもらうことを目的に，主に小学生の親子を対象に，次の２コースの
体験教室を開催します。
Ａコース：ものづくり体験教室 ライントレーサーを作ってみよう！！ 　５組
程度
Ｂコース：いろいろな植物色素で太陽電池を作ってみよう！！ 　１０組程
度

10月22日, 23日 信州大学工学部 国立大学法人信州大学 無料 http://tech.kiki.shinshu-u.ac.jp/community/

申込期間
10月11日～ 10月
14日12：00

長野市 ③
第49回定期演奏会
（長野公演）

信州大学マンドリンクラブはマンドリンを中心にクラシックギターやコントラ
バスを使ったオーケストラサークルです。毎年11月に行われる定期演奏
会では、マンドリン曲をはじめポップスなど一般の方々にも楽しんでいただ
ける曲を演奏します。

11月3日
ホクト文化ホール
中ホール

国立大学法人信州大学 http://shinshuu-mc.sakura.ne.jp/

長野市 ② 第１０回信大YOU遊フェスティバル
幼・小・中・高校生及び保護者の方を対象者として、約１５の“ものづくり”
や“ゲーム”の講座を開設します。

11月27日
信州大学      教育
学部

国立大学法人信州大学
教育学部土井研究室
〒380-8544　　　　長野市西長野６－ロ
 026-238-4260

往復はがきに氏
名・性別・学年・
住所・電話番号を
書いて、教育学
部土井研究室宛

長野市 ①
〔講演会〕　女性のための健康応
援セミナー「月経痛に悩まないで」

女性のための健康応援セミナー 10月19日 長野女子短期大学
社団法人　日本家族計画協
会

無料 長野女子短期大学　026-241-0308

長野市 ①
〔公開講座9〕　笑いの力で生活を
楽しむ　～介護に生かす笑い・癒
しとは～

笑いが心身に及ぼす影響を知り、日々の生活がもっと豊かに楽しめるよう
に、日々の心のもち方や介護者としての姿勢を学びます。

10月29日 長野女子短期大学
学校法人　長野家政学園　長
野女子短期大学

無料 http://www.nagajo-junior-college.ac.jp

長野市 ①
〔公開講座10〕　高齢者の食事　～
寒天を使ったおやつの紹介と試食
～

「いもようかん」、「糸寒天を使った簡単スープ」他メニューの紹介をし、試
食をしていただき、高齢者にとって、どのような おやつを摂るのが望まし
いかについて理解を深めます。

11月12日 長野女子短期大学
学校法人　長野家政学園　長
野女子短期大学

http://www.nagajo-junior-college.ac.jp
料金100円は材
料費です。

長野市 ①
〔公開講座11〕　「おいしく食べる」
を支える　～食事の介助～

食事は毎日の生活のなかで大きな楽しみの一つです。しかし、まひや障
がいによっておいしくうまく食べることができない場合があります。介護者
としてどのように介助したらよいか、共に考え体験します。

11月19日 長野女子短期大学
学校法人　長野家政学園　長
野女子短期大学

無料 http://www.nagajo-junior-college.ac.jp

長野市 ① 公開講座 テストは必要か？ 10月22日
長野市生涯学習セ
ンター

清泉女学院大学・短期大学 http://www.seisen-jc.jp

長野市 ① 公開講座 美術検定対策講座 10月22日
長野市生涯学習セ
ンター

清泉女学院大学・短期大学 http://www.seisen-jc.jp

長野市 ① 公開講座 心をひきつける話し方 11月5日, 19日
長野市生涯学習セ
ンター

清泉女学院大学・短期大学 http://www.seisen-jc.jp

長野市 ① 公開講座 マナー講座　～日常のマナー～ 11月5日, 19日
長野市生涯学習セ
ンター

清泉女学院大学・短期大学 http://www.seisen-jc.jp

長野市 ① 公開講座 イギリス～歴史と文学を訪ねて～ 10月22日
長野県カルチャー
センター

清泉女学院大学・短期大学
長野県カルチャーセンター

長野県カルチャーセンター026-224-2233

長野市 ① 公開講座 物語の深層 11月12日
長野県カルチャー
センター

清泉女学院大学・短期大学
長野県カルチャーセンター

長野県カルチャーセンター026-224-2233

松本市 ④ 企画展　松本カルタ展 松本の郷土カルタ資料を展示
9月16日(金)～11月

30日(水)
旧開智学校 旧開智学校 http://matsu-haku.com

松本市 ①③
高畑・宮崎アニメの秘密がわか
る。
スタジオジブリ・レイアウト展

「スタジオジブリ」が生んだ数々の名作アニメーションの設計図「レイアウ
ト」約1,300点を展示します。

9月16日(金)～11月
27日(日)

松本市美術館
松本市美術館
テレビ信州

http://www.city.matsumoto.nagano.jp/artmuse/

松本市 ④ 松本市内の古墳時代 市内古墳から出土した武具・馬具などを、時代の特長を追いながら展示
9月17日(土)～11月

20日(日)
松本市立考古博物
館

松本市立考古博物館 http://matsu-haku.com

松本市 ① 企画展　空穂と早稲田
早稲田大学時代の国文学者・教育者として活躍した空穂と、親交が深
かった早稲田の人々を紹介します。

9月23日(金祝)～11
月27日(日)

窪田空穂記念館 窪田空穂記念館 http://matsu-haku.com

松本市 ④ 企画展　普段着の美　染・織物展
収蔵資料の中から、普段着として用いられていた染物・織物をピックアッ
プし、その魅力を紹介

9月27日(火)～12月
11日(日)

松本民芸館 松本民芸館 http://matsu-haku.com

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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松本市 ④
企画展「石曽根コレクションの世
界」

松本地方の川柳界に多大な業績を残した石曽根民郎が収集し、寄贈され
た資料を公開

10月8日(土)～11月
13日(日)

松本市立博物館 松本市立博物館 http://matsu-haku.com

松本市 ①
第52回松本市芸術文化祭　展示
部門
松本市内小中学生造形展

小・中学生による造形作品の展示
10月14日(金)～18日

(火)
カタクラモール

松本市芸術文化祭実行委員
会

無料 電話0263-32-1132

松本市 ①
第52回松本市芸術文化祭　展示
部門
地区書道展

市内各地区公募による書道作品の展示
10月15日(土)～16日

(日)
松本市美術館

松本市芸術文化祭実行委員
会

無料 電話0263-32-1132

松本市 �
おしゃべりコンサート31～トラン
ペットとの共演～

専属オルガニスト保田紀子の楽しいお話とオルガンの解説が好評のワン
コインコンサート。トランペット宮下佳奈との共演です。

10月21日(金)
ザ・ハーモニーホー
ル

松本市音楽文化ホール
http://www.harmonyhall.sakura.ne.jp/index.htm
電話
0263-47-2004

松本市 ①
第52回松本市芸術文化祭　展示
部門
学美展

高校生の美術作品の展示
10月21日(金)～23日

(日)
松本市美術館

松本市芸術文化祭実行委員
会

無料 電話0263-32-1132

松本市 ①
第52回松本市芸術文化祭　展示
部門
水石展

市民公募による水石の展示
10月21日(金)～23日

(日)
松本市あがたの森
文化会館

松本市芸術文化祭実行委員
会

無料 電話0263-32-1132

松本市 ①
第52回松本市芸術文化祭　上演
部門
ミュージックフェスティバル

ニューミュージックの演奏団体による公演 10月22日(土)
松本市音楽文化
ホール

松本市芸術文化祭実行委員
会

無料 電話0263-32-1132

松本市 ①
企画展　松高が輩出した建築家た
ち

旧制松高出身の建築家を紹介
10月22日(土)～H24

年1月29日(日)
旧制高等学校記念
館

旧制高等学校記念館 http://matsu-haku.com

松本市 ①
第52回松本市芸術文化祭　上演
部門
三味線・長唄

長芳会による三味線・長唄の公演 10月23日(日)
まつもと市民芸術
館

松本市芸術文化祭実行委員
会

無料 電話0263-32-1132

松本市 �
川久保賜紀&江崎昌子とっておき
の名曲コンサート

世界で活躍する2人、川久保賜紀と江崎昌子の名曲コンサートです。 10月23日(日) 波田文化センター 松本市波田文化センター 電話0263-92-7501

松本市 ①
第52回松本市芸術文化祭　展示
部門
盆栽展

松本盆栽会による盆栽の展示（一部市民公募）
10月28日(金)～30日

(日)
松本市あがたの森
文化会館

松本市芸術文化祭実行委員
会

無料 電話0263-32-1132

松本市 ①
第52回松本市芸術文化祭　上演
部門
楽しいマジックショー

松本マジッククラブによるマジック公演 10月29日(土) 松本市中央公民館
松本市芸術文化祭実行委員
会

無料 電話0263-32-1132

松本市 ① バス見学会 県内の古民家を巡る 10月29日(土) 県内古民家 馬場家住宅 http://matsu-haku.com

松本市 �

オーケストラ・アンサンブル金沢メ
ンバーによる
木管五重奏～ピアノ：臼田由香里
～

オーケストラ・アンサンブル金沢メンバーによる、木管五重奏。ピアノに松
本市出身の臼田由香里を迎えてお贈りいたします。

10月29日(土)
ザ・ハーモニーホー
ル

松本市音楽文化ホール
http://www.harmonyhall.sakura.ne.jp/index.htm
電話
0263-47-2004

松本市 � まつもと街中大道芸
松本市内約20箇所を会場に、20～30組・50人程度の大道芸人がパフォー
マンスをします。

10月29日(土) 市内各所 松本市 無料 電話0263-34-3293

松本市 ①
第52回松本市芸術文化祭　展示
部門
書道・写真・絵画・文芸・拓本展

市民公募による作品の展示
11月 2日(水)～6日

(日)
松本市美術館

松本市芸術文化祭実行委員
会

無料 電話0263-32-1132

松本市 ① 企画展　奈川の昔の暮らし２ 旧奈川村の伝統的な暮らしを紹介
11月3日(木祝)～12

月11日(日)
松本市歴史の里 松本市歴史の里 http://matsu-haku.com

松本市 ① ＳＰレコードコンサート 蓄音器で聴く、ＳＰレコードコンサートを開催 11月3日(木祝) 松本市時計博物館 松本市時計博物館 http://matsu-haku.com

松本市 ③
平成23年度松本市文化芸術表彰
式典・文化の日講演会

・松本市文化芸術表彰式典
・文化の日講演会

11月3日（木祝） 松本市美術館 松本市 無料 電話0263-34-3293

松本市 ①
第52回松本市芸術文化祭　上演
部門
第16回まつもと演劇祭

まつもと演劇祭実行委員会による演劇の公演

11月4日(金)～6日
(日)

11月12日(土)～13日
(日)

ピカデリーホールほ
か

松本市芸術文化祭実行委員
会

無料 電話0263-32-1132

松本市 �
月明かり、ブランコのある広場（仮
題）

音楽と芝居、そしてサーカスパフォーマンス。どんなものが飛びだしてくる
かわからない不思議のおもちゃ箱のような作品です。

11月5日(土)～6日
(日), 11日(金)～13日

(日)

まつもと市民芸術
館

まつもと市民芸術館
http://www.mpac.jp/
電話0263-33-3800

松本市 ①
第52回松本市芸術文化祭　民踊・
舞踊

中信地区民踊舞踊連盟によるみんなで楽しく踊る会 11月6日(日)
まつもと市民芸術
館

松本市芸術文化祭実行委員
会

無料 電話0263-32-1132

松本市 ① 機械時計をつくろう おもりを動力とする初期の機械時計づくり講座 11月13日(日) 松本市時計博物館 松本市時計博物館 http://matsu-haku.com

松本市 ① お茶席の会
市内公民館などで活動している茶道の会の協力により、来館者へ抹茶を
振る舞う

11月13日(日) 馬場家住宅 馬場家住宅 http://matsu-haku.com

松本市 ①
第52回松本市芸術文化祭　上演
部門
おはなしの会

長野県「語り・おはなし・朗読の会」連盟による心はぐくむおはなしの世界
の公演

11月18日(金)～20日
(日)

まつもと市民芸術
館

松本市芸術文化祭実行委員
会

無料 電話0263-32-1132

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

長野県
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

松本市 ③
松本城と茶の湯
-和敬清寂-

　日本の伝統文化である茶道に親しむ機会を提供することを目的として茶
道具等を展示・紹介する。

11月19日(土), 20日
(日)

松本城 松本城管理事務所

m-castle
@city.matsumoto.nagano.jp

TEL 0263-32-2902

松本市 ① 第12回チビッ子カーニバル 子どもの工作や遊びを、ｼﾞｭﾆｱﾘｰﾀﾞｰのお兄さん・お姉さんが指導します。 11月19日(土)
なんなんひろば（松
本市南部公民館）

松本市子ども会育成連合会 無料
電話0263-34-3000
(内）2212

松本市 ①
第52回松本市芸術文化祭　上演
部門
田村尚子モダンダンス公演

田村尚子舞踊研究所によるモダンダンスの公演
11月19日(土)～20日

(日)
まつもと市民芸術
館

松本市芸術文化祭実行委員
会

無料 電話0263-32-1132

松本市 ①
第52回松本市芸術文化祭　展示
部門
諸流　いけばな展

中信華道会によるいけなばの展示
11月19日(土)～20日

(日)
松本市中央公民館

松本市芸術文化祭実行委員
会

無料 電話0263-32-1132

松本市 ① 第52回松本市芸術文化祭　民踊 松本民踊連盟による公演 11月20日(日) 松本市中央公民館
松本市芸術文化祭実行委員
会

無料 電話0263-32-1132

松本市 �
おしゃべりコンサート32～ソプラノ
との共演～

専属オルガニスト保田紀子の楽しいお話とオルガンの解説が好評のワン
コインコンサート。ソプラノ倉科有紀との共演です。

11月20日(日)
ザ・ハーモニーホー
ル

松本市音楽文化ホール
http://www.harmonyhall.sakura.ne.jp/index.htm
電話
0263-47-2004

松本市 �

ウィーン室内合奏団
　～結成40周年！ウィーン・フィル
のトップメンバーを集めた最高峰
の室内楽アンサンブル～

ウィーン室内合奏団の室内楽アンサンブル。昼と夜の2回公演、別プログ
ラムにて演奏します。 11月23日(水祝)

ザ・ハーモニーホー
ル

松本市音楽文化ホール
http://www.harmonyhall.sakura.ne.jp/index.htm
電話
0263-47-2004

松本市 � キッズワールド
人形劇、ワークショップ、読み聞かせ等を通して、本物の舞台芸術に触れ
ることができます。

11月23日(水祝)
まつもと市民芸術
館

まつもと市民芸術館
http://www.mpac.jp/
電話0263-33-3800

松本市 ① はた織り体験教室 馬場家住宅に保管されている織り機を使い、裂布で小物作り体験をする 11月26日(土) 馬場家住宅 馬場家住宅 http://matsu-haku.com

松本市 ① 布ぞうり作り体験教室 講師を囲み、布ぞうりを１足作る 11月26日(土) 馬場家住宅 馬場家住宅 http://matsu-haku.com

松本市 ①
第52回松本市芸術文化祭　上演
部門
田村尚子モダンダンス公演

田村尚子舞踊研究所によるモダンダンスの公演
11月19日(土)～20日

(日)
まつもと市民芸術
館

松本市芸術文化祭実行委員
会

無料 電話0263-32-1132

松本市 ①
第52回松本市芸術文化祭　展示
部門
諸流　いけばな展

中信華道会によるいけなばの展示
11月19日(土)～20日

(日)
松本市中央公民館

松本市芸術文化祭実行委員
会

無料 電話0263-32-1132

松本市 ① 第52回松本市芸術文化祭　民踊 松本民踊連盟による公演 11月20日(日) 松本市中央公民館
松本市芸術文化祭実行委員
会

無料 電話0263-32-1132

松本市 �
おしゃべりコンサート32～ソプラノ
との共演～

専属オルガニスト保田紀子の楽しいお話とオルガンの解説が好評のワン
コインコンサート。ソプラノ倉科有紀との共演です。

11月20日(日)
ザ・ハーモニーホー
ル

松本市音楽文化ホール
http://www.harmonyhall.sakura.ne.jp/index.htm
電話
0263-47-2004

松本市 �

ウィーン室内合奏団
　～結成40周年！ウィーン・フィル
のトップメンバーを集めた最高峰
の室内楽アンサンブル～

ウィーン室内合奏団の室内楽アンサンブル。昼と夜の2回公演、別プログ
ラムにて演奏します。 11月23日(水祝)

ザ・ハーモニーホー
ル

松本市音楽文化ホール
http://www.harmonyhall.sakura.ne.jp/index.htm
電話
0263-47-2004

松本市 � キッズワールド
人形劇、ワークショップ、読み聞かせ等を通して、本物の舞台芸術に触れ
ることができます。

11月23日(水祝)
まつもと市民芸術
館

まつもと市民芸術館 http://www.mpac.jp/　電話0263-33-3800

松本市 ① はた織り体験教室 馬場家住宅に保管されている織り機を使い、裂布で小物作り体験をする 11月26日(土) 馬場家住宅 馬場家住宅 http://matsu-haku.com

松本市 ① 布ぞうり作り体験教室 講師を囲み、布ぞうりを１足作る 11月26日(土) 馬場家住宅 馬場家住宅 http://matsu-haku.com

松本市 ①
第52回松本市芸術文化祭　上演
部門
田村尚子モダンダンス公演

田村尚子舞踊研究所によるモダンダンスの公演
11月19日(土)～20日

(日)
まつもと市民芸術
館

松本市芸術文化祭実行委員
会

無料 電話0263-32-1132

松本市 ①
第52回松本市芸術文化祭　展示
部門
諸流　いけばな展

中信華道会によるいけなばの展示
11月19日(土)～20日

(日)
松本市中央公民館

松本市芸術文化祭実行委員
会

無料 電話0263-32-1132

松本市 ① 第52回松本市芸術文化祭　民踊 松本民踊連盟による公演 11月20日(日) 松本市中央公民館
松本市芸術文化祭実行委員
会

無料 電話0263-32-1132

松本市 �
おしゃべりコンサート32～ソプラノ
との共演～

専属オルガニスト保田紀子の楽しいお話とオルガンの解説が好評のワン
コインコンサート。ソプラノ倉科有紀との共演です。

11月20日(日)
ザ・ハーモニーホー
ル

松本市音楽文化ホール
http://www.harmonyhall.sakura.ne.jp/index.htm
電話
0263-47-2004

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

長野県
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

松本市 �

ウィーン室内合奏団
　～結成40周年！ウィーン・フィル
のトップメンバーを集めた最高峰
の室内楽アンサンブル～

ウィーン室内合奏団の室内楽アンサンブル。昼と夜の2回公演、別プログ
ラムにて演奏します。 11月23日(水祝)

ザ・ハーモニーホー
ル

松本市音楽文化ホール
http://www.harmonyhall.sakura.ne.jp/index.htm
電話
0263-47-2004

松本市 � キッズワールド
人形劇、ワークショップ、読み聞かせ等を通して、本物の舞台芸術に触れ
ることができます。

11月23日(水祝)
まつもと市民芸術
館

まつもと市民芸術館
http://www.mpac.jp/
電話0263-33-3800

松本市 ① はた織り体験教室 馬場家住宅に保管されている織り機を使い、裂布で小物作り体験をする 11月26日(土) 馬場家住宅 馬場家住宅 http://matsu-haku.com

松本市 ① 布ぞうり作り体験教室 講師を囲み、布ぞうりを１足作る 11月26日(土) 馬場家住宅 馬場家住宅 http://matsu-haku.com

松本市 ③ 大学祭（第46回銀嶺祭）
学部、学科を超えた学生同士の交流を促進します。また、近隣住民、一般
の方に広く信州大学を知ってもらい、学生との交流の機会も設けます。

10月29日・30日
信州大学松本キャ
ンパス

国立大学法人信州大学 http://ginrei46th.web.fc2.com/ 

松本市 ④ 公開糖尿病教室
糖尿病週間にあわせて「院内の糖尿病サポートチーム」が、公開糖尿病
教室など複数のイベントを企画。

11月8日～14日
医学部附属病院ホ
スピタルモール等

国立大学法人信州大学
医学部附属病院
0263-37-2773

松本市 ③
第49回定期演奏会
（松本公演）

信州大学マンドリンクラブはマンドリンを中心にクラシックギターやコントラ
バスを使ったオーケストラサークルです。毎年11月に行われる定期演奏
会では、マンドリン曲をはじめポップスなど一般の方々にも楽しんでいただ
ける曲を演奏します。

11月12日
松本市ザ・ハーモ
ニーホール
メインホール

国立大学法人信州大学 http://shinshuu-mc.sakura.ne.jp/

松本市 ①
メディカルフォーラム イン 信州
2011

県内の中高生を対象に、医療への興味をもってもらい、将来の医療従事
者確保の足がかりとして、本院のシミュレーターを用いた外科模擬手術や
診察体験などを行うメディカルフォーラムイン信州2011を開催します。

11月13日
信州大学医学部附
属病院

国立大学法人信州大学 無料
先端医療教育研修センター
0263-37-2556

松本市 ③
「梅田哲也・小栗沙弥子・小林耕
平」（仮）

松本市美術館と信州大学人文学部芸術コミュニケーション講座の共同企
画第４弾。気鋭の現代美術作家３人を招き、展覧会やトークイベントなど
を開催します。

11月17日～23日 松本市美術館 国立大学法人信州大学 無料 人文学部芸術コミュニケーション講座金井研究室0263-37-3247

松本市 ③
2011年度明治大学人文科学研究
所公開文化講座

「日本の近代文化と信州の人々」をテーマとした文化講座になります。 11月19日
松本大学5号館524
教室

明治大学人文科学研究所 無料 03-3296-4135

松本市 ①
近畿大学
公開講座2011

生涯学習の一環として、全国15会場で各講師の分野について講演を行い
ます。詳しくは近畿大学総務部総務課までお問合せください。

10月22日
松本（まつもと市
民・芸術館小ホー
ル）

近畿大学 無料 http://www.kindai.ac.jp

上田市 ① 峠路探訪
廃線となった信越本線の難関、峠鉄道の横川駅からレンガ造りの４連式
アーチ式鉄道橋までを歩く

10月29日 真田中央公民館 生涯学習担当係 0268-72-2655

上田市 ③ 真田総合文化祭 文化活動の発表の場として、作品展及び舞台発表祭を開催 11月3日～6日 真田中央公民館 真田町文化協会 無料 0268-72-2655

上田市 ③ 演芸会 文化祭に合わせ、落語家２名、俗曲師１名による演芸会を開催 11月5日 真田中央公民館 真田町文化協会 無料 0268-72-2655

上田市 ①③ 川西公民館祭 地域愛好者による音楽交流会、作品展示、公民館利用者舞台発表など 11月5日～6日 川西小学校体育館 川西公民館 無料 川西公民館（0268-22-5004）

上田市 ① 青少年育成指導者研修会
講演会：「夢は見るもではなく、かなえるもの！」 グレート☆無茶さんを講
師にお迎えして、夢について語っていただく講演会。

10月5日 西部公民館
青少年育成西部・塩尻地区
市民会議

無料
0268-27-7544
http://www.city.ueda.nagano.jp

上田市 ② 学社連絡会
討論課題「地域で支える学校サポートのあり方」について、学校関係者や
地域住民（青少年育成の関係者）とお話しいただくもの。

11月30日 西部公民館
青少年育成西部・塩尻地区
市民会議

無料
0268-27-7544
http://www.city.ueda.nagano.jp

上田市 ① 公開講座：塩尻時報とその時代
地域の方に、昭和初期の社会情勢や暮らしについて語っていただきま
す。

11月12日 西部公民館 西部公民館
0268-27-7544
http://www.city.ueda.nagano.jp

上田市 ① 講座：西部ホップMAPづくり
西部地域の魅力を再発見し、その価値を見直し、集めた情報を作成した
地図を配布することにより地域へ発信する。

10月29日 西部公民館 西部公民館
0268-27-7544
http://www.city.ueda.nagano.jp

上田市 ① お父さんのための料理教室
地域デビューをした団塊世代のお父さんを対象に、初心者料理教室を開
催します。

10月11日,18日,25日 西部公民館 西部公民館
0268-27-7544
http://www.city.ueda.nagano.jp

上田市 ①
丸子四季の里総合文化祭
・総合美術展

丸子文化協会会員及び一般市民の作品展示 10月20日～23日 丸子文化会館
丸子文化協会
丸子公民館

無料
0268－42－3147
丸子公民館

上田市 ①
丸子四季の里総合文化祭
・華道展

丸子文化協会加盟団体の諸流華道会会員による華道の展示 11月2日～3日 丸子文化会館
丸子諸流華道会
丸子公民館

無料
0268－42－3147
丸子公民館

上田市 ①
丸子四季の里総合文化祭
・丸子洋ラン展

丸子文化協会加盟団体の丸子洋ラン友の会会員によるランの展示 11月 丸子文化会館
丸子洋ラン友の会
丸子公民館

無料
0268－42－3147
丸子公民館

上田市 ①
丸子四季の里総合文化祭
・芸能祭

丸子文化協会加盟団体の芸能部会加盟団体の発表 11月3日 丸子文化会館
丸子文化協会
丸子公民館

無料
0268－42－3147
丸子公民館

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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上田市 ① 国際交流フェスティバル2011 丸子地域在住の外国人と日本人との交流及び支援 10月23日 信州国際音楽村
国際交流フェスティバル実行
委員会
丸子地域教育事務所

無料
0268－42－3147
丸子地域教育事務所

上田市 ① 楽しい家庭菜園講座 野菜の収穫、保存等について 10月18日
上田市立真田図書
館

図書館ｻﾎﾟｰﾀｰの会 無料 0268-72-8080

上田市 ① おはなし広場（11月） 地元サークルによる本の読み聞かせ、パネルシアター等 11月19日
上田市立真田図書
館

図書館ｻﾎﾟｰﾀｰの会 無料 0268-72-8080

上田市 ③ ともしびの里文化祭 武石地域の文化団体・老人施設・保小中学生・個人の作品の展示 11月5日,6日 武石公民館 武石地域教育事務所 無料
武石公民館
0268-85-2030

上田市 ① 長野県図書館大会
学校教育や生涯学習などの拠点となるこれからの図書館の役割やあり方
を考えます。（講演会、分科会）

10月22日
上田市真田中央公
民館ほか

長野県教育委員会ほか
上田情報ライブラリー
電話0268-29-0210

上田市 ① 貴重資料紹介展 上田図書館所蔵の貴重資料の紹介と展示 11月8日～11月20日 上田図書館 上田図書館 無料 0268-22-0880

上田市 ①
大人が楽しむことばと遊ぶお話の
会

表現を楽しむ会のメンバーによる、大人を対象としたお話の会です。 11月5日
上田情報ライブラ
リー

上田情報ライブラリー 無料
http://www.city.ueda.nagano.jp/hp/sys/2009110300000139
8.html

上田市 ①
図書館員と図書館員のたまごたち
によるおはなし会

図書館員と上田女子短期大学の学生による幼児向けのお話し会です。 11月19日
上田情報ライブラ
リー

上田情報ライブラリー 無料
http://www.city.ueda.nagano.jp/hp/sys/2009110300000139
8.html

上田市 ① 青木裕子朗読会 元NHKアナウンサーの青木裕子さんによる朗読会です。 11月26日
上田情報ライブラ
リー

NPO法人　上田図書館倶楽
部

http://ueda.zuku.jp/index.html

上田市 ① 手作り絵本制作会
あなたの想いをオリジナルの絵本で表現し、世界に一冊の絵本を作りま
す。信州大学の学生がお手伝いします。

11月5日,6日,12日,13
日

上田駅前ビルパレ
オ2階会議室

信州大学繊維学部・共創デ
ザインラボ

上田情報ライブラリー
電話0268-29-0210

上田市 ③
特別展「上田地方の古代・中世の
神社と寺院」

9月17日(土)～11月
13日(日)

上田市国分1125
信濃国分寺資料館

上田市立信濃国分寺資料館 http://museum.umic.ueda.nagano.jp/kokubunji/

上田市 ③ 東雲（しののめ）祭＜大学祭＞
歴史ある建物と最先端の教育研究施設が並ぶ繊維学部へ，一般の方々
にもご来場いただき，学生との交流の中で広く繊維学部を知っていただき
たいと存じます。

10月22日, 23日
信州大学繊維学部
キャンパス

国立大学法人信州大学 http://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/textiles/

上田市 ② オープンキャンパス
大学祭に合わせて，オープンキャンパスを行います。大学生活の雰囲気
も味わってください。
（実施期間は予定です。ホームページ等でご確認ください。）

10月23日
信州大学繊維学部
キャンパス

国立大学法人信州大学 無料 http://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/textiles/

上田市 ① ホームカミングデー
繊維学部に関わる方々に，繊維学部の教育研究活動等を知っていただく
ために，恒例のホームカミングデーを開催します。

10月23日
信州大学繊維学部
キャンパス

国立大学法人信州大学 無料 http://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/textiles/

上田市 ④
「疾走するファイバー」展・繊維学
部資料館　一般公開

高機能繊維の最先端を紹介する「疾走するファイバー」展と，上田蚕糸専
門学校に始まる繊維学部の歴史を語る「資料館」を一般公開します。 10月23日

信州大学繊維学部
キャンパス　総合研
究棟2階・繊維学部
資料館

国立大学法人信州大学 無料 http://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/textiles/

岡谷市 ③ 企画展の開催 「こびとづかん」でおなじみの、なばたとしたかさんの絵本原画の展示 9月16日～11月15日 イルフ童画館 イルフ童画館 http://ｗｗｗ.ilf..jp/

岡谷市 ① 山梨学院ともまなび講座
山梨学院講師による講座。第4回「なぜソバ屋でうどんが出てくるのか？-
成長戦略と多角化の基礎知識-」

10月22日
岡谷市イルフプラザ
カルチャーセンター

岡谷市教育委員会 無料
岡谷市イルフプラザカルチャーセンター
0266-24-8401

岡谷市 ③
岡谷市文化祭
岡谷展

絵画、彫刻、書等の展示。 10月13日～16日
岡谷市イルフプラザ
カルチャーセンター

岡谷市文化祭実行委員会 無料
岡谷市イルフプラザカルチャーセンター
0266-24-8401

岡谷市 ① おはなしの森 おはなし会（絵本の読み聞かせ、紙芝居など）
10月15日, 22日, 11
月5日, 12日, 19日,

岡谷図書館 岡谷図書館 無料

岡谷市 ① ちいさなおはなしの森 乳幼児向けのおはなし会 10月20日, 11月17日 岡谷図書館 岡谷図書館 無料

岡谷市 ① としょかん子ども読書まつり 図書館関係団体による人形劇、パネルシアター、読み聞かせ、工作など 10月29日, 30日 岡谷図書館 岡谷図書館 無料

岡谷市 ③
岡谷市文化祭
市民伝統音楽芸能祭

伝統音楽芸能の発表、披露。 10月30日 岡谷市カノラホール 岡谷市文化祭実行委員会 無料
岡谷市イルフプラザカルチャーセンター
0266-24-8401

岡谷市 ③
岡谷市文化祭
市民音楽祭

オーケストラ演奏、合唱の発表、披露。 11月3日 岡谷市カノラホール 岡谷市文化祭実行委員会 無料
岡谷市イルフプラザカルチャーセンター
0266-24-8401

岡谷市 ③
岡谷市文化祭
市民朗吟の夕べ

朗吟の発表、披露。 11月3日 岡谷市カノラホール 岡谷市文化祭実行委員会 無料
岡谷市イルフプラザカルチャーセンター
0266-24-8401

岡谷市 ③
岡谷市文化祭
市民舞踊祭

舞踊の発表、披露。 11月6日 岡谷市カノラホール 岡谷市文化祭実行委員会 無料
岡谷市イルフプラザカルチャーセンター
0266-24-8401

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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岡谷市 ③
岡谷市文化祭
作品展

学習グループ等による成果の発表と展示。 11月3日～6日
岡谷市イルフプラザ
カルチャーセンター

岡谷市文化祭実行委員会 無料
岡谷市イルフプラザカルチャーセンター
0266-24-8401

岡谷市 ① 山梨学院ともまなび講座
山梨学院講師による講座。第5回「温州商人に学ぶビジネスモデル-人的
ネットワークを中心に-」

11月19日
岡谷市イルフプラザ
カルチャーセンター

岡谷市教育委員会 無料
岡谷市イルフプラザカルチャーセンター
0266-24-8401

岡谷市 ① 成人・青年向け講座 発声の基礎を学んで健康に 10月17日～21日
岡谷市イルフプラザ
カルチャーセンター

生涯学習活動センター
岡谷市イルフプラザカルチャーセンター
0266-24-8401

岡谷市 ① 成人・青年向け講座 心と体のリフレッシュ講座 10月18日～29日
岡谷市イルフプラザ
カルチャーセンター

生涯学習活動センター
岡谷市イルフプラザカルチャーセンター
0266-24-8401

岡谷市 ③
長地公民館文化祭
（作品展）

学習グループ等による成果の発表と展示。 10月22日～23日
岡谷市
長地公民館

岡谷市長地公民館文化祭実
行委員会

無料  岡谷市長地公民館

岡谷市 ③
長地公民館文化祭
（芸能祭）

学習グループ等による成果の発表 10月30日
岡谷市
長地公民館

岡谷市長地公民館文化祭実
行委員会

無料  岡谷市長地公民館

岡谷市 ③ 湊地区文化祭 学習グループ及び湊地区住民の作品発表 10月29日, 30日
岡谷市
湊公民館

湊公民館 無料  岡谷市湊公民館

岡谷市 ③
川岸地区文化祭
（作品展）

学習グループ等による成果の発表と展示。 10月15日～16日
岡谷市
川岸公民館

岡谷市川岸公民館文化祭実
行委員会

無料  岡谷市川岸公民館

岡谷市 ① 旧林家住宅無料公開 旧林家住宅の無料公開を行う。 11月3日 旧林家住宅 岡谷市教育委員会 無料
岡谷市生涯学習課
0266-23-4811
内線1234

岡谷市 ① 旧渡辺家住宅無料公開 旧渡辺家住宅の無料公開を行う。 11月3日 旧林家住宅 岡谷市教育委員会 無料
岡谷市生涯学習課
0266-23-4811
内線1234

岡谷市 ③
川岸地区文化祭
（芸能祭）

学習グループ等による成果の発表 11月13日
岡谷市
川岸公民館

岡谷市川岸公民館文化祭実
行委員会

無料
岡谷市
川岸公民館

岡谷市 ③
第6回緑と湖のまち音楽祭～プロ
演奏家による中学生吹奏楽ワーク
ショップ＆発表会～

プロ演奏家の指導による諏訪地区中学生を対象とした吹奏楽のワーク
ショップと発表会。

11月11日～13日
岡谷市文化会館（カ
ノラホール）

（財団法人）岡谷市振興公社 http://www.lcv.ne.jp/~canora/

岡谷市 ③
第6回緑と湖のまち音楽祭～アウ
トリーチコンサートＶｏｌ．１～

市役所夜景コンサートｗｉｔｈ市長～早川隆章クインテット・ジャズライブ～ア
ウトリーチコンサート。

11月11日
岡谷市役所９階大
会議室

岡谷市・（財団法人）岡谷市
振興公社

http://www.lcv.ne.jp/~canora/

岡谷市 ③
第6回緑と湖のまち音楽祭～アウ
トリーチコンサートＶｏｌ．２～

～シルクの夜会　弦楽四重奏の夕べ～アウトリーチコンサート。 11月17日 岡谷市絹工房２階
岡谷市教育委員会・（財団法
人）岡谷市振興公社

http://www.lcv.ne.jp/~canora/

岡谷市 ③
カノラ少年少女合唱団創立20周年
記念演奏会

カノラホールの育成事業として発足したカノラ少年少女合唱団の創立20
周年記念演奏会。

11月20日
岡谷市文化会館（カ
ノラホール）

（財団法人）岡谷市振興公社 http://www.lcv.ne.jp/~canora/

岡谷市 ③
第6回緑と湖のまち音楽祭～新日
本フィルハーモニー交響楽団～

柳澤寿男氏（下諏訪町出身）指揮による新日本フィルハーモニー交響楽
団演奏会。『運命』『新世界』を演奏。

11月27日
岡谷市文化会館（カ
ノラホール）

（財団法人）岡谷市振興公社 http://www.lcv.ne.jp/~canora/

岡谷市 ① 本のリサイクル 図書館の保存年限の過ぎた雑誌や、市民から寄せられた本を提供する。 11月27日 岡谷図書館
岡谷市読書サークル協議
会、岡谷図書館

無料
リサイクル本をも
らう人から寄付を
いただく（０円でも

岡谷市 ③ 企画展の開催 武井武雄がライフワークとして制作した139冊の刊本作品の展示 11月18日～2月14日 イルフ童画館 イルフ童画館 http://ｗｗｗ.ilf..jp/

飯田市 ③
企画展「ときとまちを結ぶ―三遠
南信自動車道の発掘調査から―」

10月1日（土）～12月
4日（日）

飯田市上郷別府
2428-1
飯田市上郷考古博
物館

飯田市上郷考古博物館 http://www.iida-museum.org/kouko

飯田市 ③
平常展示「日本画と四季〈秋〉―菱
田春草と飯田の美術―」

10月8日（土）～11月
6日（日）

飯田市追手町2丁
目655-7
飯田市美術博物館

飯田市美術博物館 http://www.iida-museum.org

飯田市 ③ 特別陳列「瑠璃寺と天台の秘宝」
10月8日（土）～11月

13日（日）

飯田市追手町2丁
目655-7
飯田市美術博物館

飯田市美術博物館 http://www.iida-museum.org

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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飯田市 ③
平常展示「室内と絵画―静物と人
物―」

10月8日（土）～11月
20日（日）

飯田市追手町2丁
目655-7
飯田市美術博物館

飯田市美術博物館 http://www.iida-museum.org

飯田市 ③
飯田アカデミア代64講座（講師：佐
藤信）

11月12日（土）
11月13日（日）

飯田市本町1丁目
15
飯田市地域交流セ
ンター（りんご庁舎）

飯田市歴史研究所 http://www.city.iida.lg.jp/

諏訪市 ① 図書館まつり 古本市、図書館体験ツアー、映画会等 10月29日～30日 諏訪市図書館 諏訪市図書館 無料 http://www.libnet-suwa.gr.jp

諏訪市 ① 第13回信州風樹文庫文化講演会 講演会 未定 信州風樹文庫 信州風樹文庫 無料 http://www.libnet-suwa.gr.jp

諏訪市 ③ 第33回諏訪市美術展 諏訪市内在住・在勤者の出品作品と、講習会参加者の作品を展示 10月30日～11月6日 諏訪市美術館 諏訪市美術館 無料 http://www.city.suwa.lg.jp/scmart/

諏訪市 ③ 企画展「真道茂展」 諏訪市在住の彫刻家、真道茂の彫刻・絵画作品を回顧、展望する展示。
11月12日～12月11

日
諏訪市美術館 諏訪市美術館 http://www.city.suwa.lg.jp/scmart/

諏訪市 ③
特別展「原田泰治の
BOOKWORKS」

多くの出版物の中で使わている原田泰治作品。原田泰治の本の仕事を
紹介。

9月3日～11月9日
諏訪市
原田泰治美術館

諏訪市
原田泰治美術館

http://www.taizi-artmuseum.jp

諏訪市 ③ 第8回絵画キルト展
原田泰治作品を原画とした絵画キルトを募集し、入賞・入選した作品を原
画とともに紹介。

11月12日～2月29日
諏訪市
原田泰治美術館

諏訪市
原田泰治美術館

http://www.taizi-artmuseum.jp

諏訪市 ③
企画展「なつかしの諏訪昭和写真
展」

昭和初期から昭和40年代にかけての、諏訪の街並みや諏訪湖、霧ケ峰
の移り変わりを、写真約120点で紹介します。

7月29日～11月6日 諏訪市博物館 諏訪市博物館 http://www.city.suwa.lg.jp/scm/

諏訪市 ③
和宮下宮150周年記念「幕末の諏
訪」展（仮）

皇女和宮親王が、14代将軍徳川家茂に嫁ぐため高島藩領内を通過した
一件を中心に、諏訪の幕末動乱期を物語る古文書などを展示します。

11月12日～12月4日 諏訪市博物館 諏訪市博物館 http://www.city.suwa.lg.jp/scm/

諏訪市 ③
企画展「考古学者・藤森栄一生誕
100周年記念展」（仮）

諏訪出身の考古学者・藤森栄一について、人となりや業績について紹介
します。

11月26日～24年2月
12日

諏訪市博物館 諏訪市博物館 http://www.city.suwa.lg.jp/scm/

諏訪市 ① 諏訪市文化祭
芸能祭、コーラス祭、文化財パネル展、華道展、
文芸作品展、学習グループ活動発表　他

10月30日～11月3日
諏訪市文化セン
ター、公民館、働く
婦人の家他

諏訪市 無料
0266-52-4141
(内線595）

諏訪市 ③ 諏訪市文化財パネル展
10月29日（土）～11

月6日（日）

長野県諏訪市湖岸
通り5-12-18
諏訪市文化セン

諏訪市教育委員会
生涯学習課文化財係

0266-52-4141
（内線582）

諏訪市
①②
④

「出張理科教室」
諏訪市周辺の小・中・高校生に理科・科学に対する知識を深め、創造力・
思考力や実践力を養うための実験や工作などを体験してもらう「出張理科
教室」を開催します。

11月20日
長野県諏訪市立諏
訪中学校

本学理科教育センター・長野
県諏訪市教育委員会

無料 http://www.kogakuin.ac.jp/scenter/index.html

須坂市 ① 須坂市生涯学習月間
各地域で実施している文化祭、市や市民が主催のイベント等をまとめた
ポスター及びリーフレットを作成し市民に周知します

9月1日～11月30日 市内全域
須坂市生涯学習推進セン
ター

無料
須坂市生涯学習推進センター
026-214-6086

須坂市 ①
生涯学習市内見学秋のまなびー
号

市内の仁礼・豊丘地区の歴史的史跡等をバスで回る、ボランティアガイド
付ツアーです

10月24日
須坂市仁礼・豊丘
地区

須坂市生涯学習推進セン
ター

須坂市生涯学習推進センター
026-214-6086

須坂市 ① 図書館まつり
読書旬間に併せて、ブックリサイクル市や朗読会・テーマコーナーの設置
等を行います

10月27日～11月9日
市立須坂図書館ほ
か

市立須坂図書館 無料
市立須坂図書館
026-245-0784

須坂市 ①③ 第２回八丁鎧塚まつり
東日本最古最大級の積石塚古墳「八丁鎧塚古墳」を、地域の皆さんが元
気なまちづくりの核として活用するイベントです。子どもから大人まで楽し
める学習やイベントのほか、地域物産の販売も多数開催します。

10月23日 八丁鎧塚古墳公園
第２回八丁鎧塚まつり実行委
員会

無料 http://www.city.suzaka.nagano.jp/

須坂市 ③ 20年目の第九演奏会
須坂市文化会館会館20年を記念した市民合唱団、市民オーケストラによ
るコンサート

11月23日 須坂市文化会館 須坂市文化振興事業団
須坂市文化会館
026-245-1800

須坂市 ① 信州岩波講座高校生編 第13回信州岩波講座高校生編(詳細未定) 11月8日 〃 信州岩波講座実行委員会
信州岩波講座実行委員会
026-245-1800

須坂市 ③ 収蔵品セレクション展 須坂版画美術館開館20年記念事業 9月1日～1月10日 須坂版画美術館 須坂版画美術館 無料
須坂版画美術館
026-248-6633

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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須坂市 ③ 須坂版画美術館講演会 　〃　記念展にあわせた講演会 11月3日 〃 須坂版画美術館
須坂版画美術館
026-248-6633

須坂市 ③ きもの日和
須坂クラシック美術館収蔵の明治～昭和初期の着物の虫干しと合わせ、
着物に親しむイベントを開催

11月3日
須坂クラシック美術
館

須坂クラシック美術館 須坂クラシック美術館

須坂市 ③ 大谷町文化祭
大谷町区に在住の人たちの、文化の展示及び舞台発表に、和紙絵画の
展示を行います。

10月30日
大谷町研修セン
ター

大谷町 無料 島田治子  026-246-1158

伊那市 ③ 第25回伊澤修二記念音楽祭
郷土の偉人伊澤修二を顕彰し、東京藝術大学とのつながりを生かした音
楽祭です。

10月22日

第1部：高遠町文化
体育館
第2部：長野県伊那
文化会館

伊澤修二記念音楽祭実行委
員会

http://www.inacity.jp/

伊那市 ③ 第20回伊那能
無形文化遺産で、わが国700年来の伝統芸能「能と狂言」。中央の第一線
で活躍する能楽師を迎え、幽玄の世界をお楽しみいただけます。

11月13日
長野県伊那文化会
館

伊那能実行委員会 http://www.inacity.jp/

伊那市 ③ 童謡唱歌教室～秋編～
歌に関する成り立ちなども学びながら、懐かしい童謡・唱歌を参加者全員
で歌います。

10月28日
伊那市生涯学習セ
ンター　６階ホワイ
エ

伊那市生涯学習センター http://www.inacity.jp/

伊那市 ③ 金子三勇士ピアノリサイタル
バルトーク国際ピアノコンクールで優勝し、今、世界が注目する新星ピア
ニスト金子三勇士によるピアノリサイタルです。

10月29日
伊那市生涯学習セ
ンター　６階ホール

ＮＰＯ法人 クラシックワールド http://www.inacity.jp/

伊那市 ③ 中尾歌舞伎秋季公演 伊那市の無形民俗文化財に指定されている農村歌舞伎の定期公演 11月6日
伝統文化等保存伝
習施設

中尾歌舞伎保存会

伊那市 ①
戸台の化石保存会発足25周年記
念事業

保存会発足25周年を迎え記念事業を開催
　記念式典・祝賀会・記念学習会

11月12日
・13日

長谷公民館 戸台の化石保存会

伊那市 ① 長谷地区生涯学習講演会
NHKドラマ「坂の上の雲」のエグゼクティブプロデューサー、西村与志木氏
（長谷出身）の講演会

11月12日 長谷公民館 講演会五者会議

伊那市 ③ 入野谷講座 長谷地区に保存されている古文書の解読 11月18日 長谷公民館 長谷公民館

伊那市 ③
長谷地区文化祭

サークル発表会・各種作品等展示・ジオ関連研修会 11月19日, 20日 長谷公民館 長谷公民館

伊那市 ①④
企画展「アポロは本当に月へ行っ
たのか」

アポロ計画の全容を模型、パネル、映像等で振り返りながら、人類の惑星
探査の歴史と未来を検証する企画展。

11月27日まで（予
定）

伊那市創造館 伊那市教育委員会 無料 http://www.inacity.jp/

伊那市 ① 伊那公民館文化祭 サークル発表会、各種作品展示 11月1日～3日 伊那公民館 伊那公民館 無料 http://www.inacity.jp/

伊那市 ① 富県地区文化祭 サークル発表会、各種作品展示 11月5日, 6日 富県公民館 富県公民館 無料 http://www.inacity.jp/

伊那市 ① 美篶地区文化祭 サークル発表会、各種作品展示 11月5日, 6日 美篶公民館 美篶公民館 無料 http://www.inacity.jp/

伊那市 ①
新伊那市誕生５周年記念特別講
演会

なだいなだ先生ほかによる講演会 11月25日
伊那生涯学習セン
ター

伊那市教育委員会 無料 http://www.inacity.jp/

伊那市 ① 東春近地区文化祭 サークル発表会、各種作品展示 11月5日, 6日 東春近公民館 東春近公民館 無料 http://www.inacity.jp/

伊那市 ① 西箕輪地区文化祭 サークル発表会、各種作品展示 11月19日, 20日 西箕輪公民館 西箕輪公民館 無料 http://www.inacity.jp/

伊那市 ① 西春近地区文化祭 サークル発表会、各種作品展示 11月19日, 20日 西春近公民館 西春近公民館 無料 http://www.inacity.jp/

伊那市 ① 桜大学講座 高遠町公民館講座
10月29日,11月20
日,27日,12月4日

高遠町総合福祉セ
ンター「やますそ」

高遠町公民館 無料 http://www.inacity.jp/

伊那市 ③ 斎藤清版画展
伊那市と会津の親善交流を記念して、斎藤清の版画作品約55点を展覧
するものです

10月8日～11月20日 信州高遠美術館
伊那市・伊那市教育委員会・
信州高遠美術館

伊那市 ③ 日本画院展
1938年（昭和13）年に発足した日本画院は、昨年に引続き更に多くの作品
を展示し「日本画院展」を開催します

11月23日～12月11
日

信州高遠美術館 日本画院展

伊那市 ① アートスクール「風景画講座」 屋外で風景を描く。
11月6日　10時～15

時
信州高遠美術館 信州高遠美術館

伊那市 ①
楽☆楽講座「フラワーアレンジ講
座～クリスマスアレンジ～

クリスマスに飾る花をフラワーアレンジで作成する。 11月29日 信州高遠美術館 信州高遠美術館

伊那市 ① おはなしのひろば
絵本の読み聞かせ、紙芝居、手あそびなど未就園児(2,3歳児）を対象に
行います。

10月19日, 11月2日
伊那市立伊那図書
館

伊那市立伊那図書館 無料

伊那市 ① おはなしのひろば 0,1歳児を対象にわらべうたを中心としたふれあい遊びを行います。 10月26日, 11月9日
伊那市立伊那図書
館

伊那市立伊那図書館 無料

伊那市 ① おはなしのひろば
図書館ボランティアによる全年齢対象のおはなし会です。絵本の読み聞
かせ、紙芝居、パネルシアター、ペープサート、簡単な工作なども行いま

10月29日
伊那市立伊那図書
館

伊那市立伊那図書館 無料

伊那市 ① おはなし会 全年齢対象に絵本の読み聞かせを行います。 11月12日
伊那市立高遠町図
書館

伊那市立高遠町図書館 無料

伊那市 ② 祖父母参観日 祖父母の方　地域の方の授業参観 11月8日
伊那市立美篶小学
校

美篶小 無料

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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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

伊那市 ② ＰＴＡ講演会 三峰川桜並木復活についての講演 11月8日 伊那市美篶公民館 美篶小 無料

伊那市 ③ 遠き道展
国内を代表する日本画家たちの作品による全国巡回展。視覚障害者に
向けたサービス有り。

11月19日～12月18
日

長野県伊那文化会
館

財団法人長野県文化振興事
業団（長野県伊那文化会館）

http://www.inabun.or.jp/

中野市 ③ 国際交流のつどい
中野市に在住、在勤の外国出身の皆さんと市民の皆さんがお互いにの
国の文化を紹介しながら交流を楽しむパーティーです。

10月16日 中野市中央公民館
・国際交流実行委員会
・中野市中央公民館

http:/www.city.nakano.nagano.jp/kominkan/

中野市 ③ 第39回中野市総合文化祭.文化展
｢中野市総合文化祭｣は、中央公民館に事務局を置く中野市文化芸術協
会に加盟している芸能・芸術の団体が日頃の成果を発表する場です。

11月12日, 13日 中野市中央公民館
・中野市文化芸術協会
・中野市中央公民館

無料 http:/www.city.nakano.nagano.jp/kominkan/

中野市 ③ 第39回中野市総合文化祭.芸能祭
｢中野市総合文化祭｣は、中央公民館に事務局を置く中野市文化芸術協
会に加盟している芸能・芸術の団体が日頃の成果を発表する場です。

11月20日 中野市市民会館
・中野市文化芸術協会
・中野市中央公民館

無料 http:/www.city.nakano.nagano.jp/kominkan/

中野市 ③
地域文化創造祭
第25回北部公民館文化祭

北部公民館の利用団体や、地域の方が日ごろの学習や活動の成果を、
各種展示やステージ発表を通して交流することや、地域の文化活動を掘
り起こすことを目的としています。

11月5日, 6日 中野市北部公民館 中野市北部公民館 無料 http:/www.city.nakano.nagano.jp/kominkan/

中野市 ③
地域文化創造祭
第21回西部公民館文化祭

西部公民館の利用団体や、地域の方が日ごろの学習や活動の成果を、
各種展示やステージ発表を通して交流することや、地域の文化活動を掘
り起こすことを目的としています。

11月12日, 13日 中野市西部公民館 中野市西部公民館 無料 http:/www.city.nakano.nagano.jp/kominkan/

中野市 ③ 第７回豊田公民館文化祭
豊田公民館の利用団体や地域の方の日ごろの学習・活動の成果を、各
種展示や実演により発表し、相互の交流や地域の文化活動の掘り起こす
ことを目的として開催しています。

10月21日～23日 中野市豊田公民館 中野市豊田公民館 無料 http:/www.city.nakano.nagano.jp/kominkan/

中野市 ③ 第７回中野市図書館まつり
２日間にわたって、文化講演会・古本市・閉架書庫一般開放・ボランティア
による読み聞かせや人形劇などを開催します。

10月29日, 30日 中野市立図書館 中野市立図書館 無料 http://www.nakano-lib.jp/index.html

中野市 ③ 絵手紙教室 絵手紙で年賀状を描きます。 11月19日 中野市立図書館 中野市立図書館 http://www.nakano-lib.jp/index.html

中野市 ③ クリスマス工作教室 クリスマスの飾り「ガーランド」を手作りします。 11月27日 中野市立図書館 中野市立図書館 http://www.nakano-lib.jp/index.html

中野市 ③
第30回記念
礰珉展

　岺樹会会員作品及び一般(中高・飯水地区在住又は中野市出身者)公
募入選者作品の展示。
　本年は、第３０回記念の節目として、記念賞や記念講演会等を予定して
いる。
　　◎一般公募作品搬入日時
　　　　　平成23年10月２日（日）
　　　　　午前10時～正午

10月６日～11月30日 一本木公園展示館 中野市・岺樹会 無料 bunshin@city.nakano.nagano.jp

中野市 ③
市民古文書調査ボランティア育成
講座

10月27日（木）

長野県中野市大字
江部46-3
（仮称）山田家資料
館

中野市教育委員会
生涯学習課

（仮称）山田家資料館

無料 bunkazai@city.nakano.nagano.jp

中野市 ③
市民古文書調査ボランティア育成
講座

11月10日（木）

長野県中野市大字
江部46-3
（仮称）山田家資料
館

中野市教育委員会
生涯学習課

（仮称）山田家資料館

無料 bunkazai@city.nakano.nagano.jp

大町市 ③ 大町市文化祭 日頃の和紙絵画創作活動の成果を発表します。 11月3日～6日 大町市大町公民館 大町市、大町市教育委員会 無料
大町市文化会館
0261-22-9988

茅野市 ③ 長峯遺跡出土土器展
竪穴住居跡200軒以上の集落遺跡で土器も多数出土し、煮炊きやお酒を
醸造したと思われる土器を展示

7月16日～
11月27日

尖石縄文考古館 尖石縄文考古館 http://www.city.chino.lg.jp/ctg/07050020/07050020.html

茅野市 ①
縄文教室③
「秋探し！ドングリ拾い大会」

子供たちに、縄文時代の食材の一つである「ドングリ」を通じて、尖石縄文
考古館に親しみを持ってもらう。

10月23日 尖石縄文考古館 尖石縄文考古館 http://www.city.chino.lg.jp/ctg/07050020/07050020.html

茅野市 ①
縄文ゼミナール④
「黒曜石に映し出されるヒトの動
き」

黒曜石の入手・供給から、縄文時代のネットワークに迫ります。 11月5日 尖石縄文考古館 尖石縄文考古館 http://www.city.chino.lg.jp/ctg/07050020/07050020.html

茅野市 ② 第23回研究�創意工夫展 市内小中学校における主に理科系の研究、工作、絵画の作品展示
10月25日～11月23

日
八ヶ岳総合博物館
講堂

八ヶ岳総合博物館 http://www.city.chino.lg.jp/ctg/07140500/07140500.html

茅野市 ① 茅野市民音楽祭
日頃公民館等を中心に活躍されている、音楽に関するサークルや団体・
学校等による合唱楽器演奏等の合同の発表会です

10月16日 茅野市民館
茅野市芸術文化協会・茅野
市公民館

無料 http://www.city.chino.lg.jp/ctg/07040050/07040050.html

茅野市 ① 茅野市民芸能祭
日頃公民館等を中心に活躍されているサークルや団体による舞踊、民謡
等の合同の発表会です

10月23日 茅野市民館
茅野市芸術文化協会・茅野
市公民館

無料 http://www.city.chino.lg.jp/ctg/07040050/07040050.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



第５３回「教育・文化週間」関連行事

長野県
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

茅野市 ① 茅野市芸術祭
市公民館や地区公民館、分館等で活動している団体や個人まで幅広く市
民から芸術作品を募り展示する文化の祭典です

10月30日～11月3日
茅野市文化セン
ター

茅野市芸術文化協会・茅野
市公民館

無料 http://www.city.chino.lg.jp/ctg/07040050/07040050.html

茅野市 ① 秋のおはなし会 保育園・小学校の先生方によるおはなし会です。 10月29日 茅野市図書館 茅野市図書館 無料 http://www.city.chino.lg.jp/ctg/07062000/07062000.html

茅野市 ① ＷＥＮ・ＤＯ講座
大切な自分を“心とからだ”で守る女性のための護身術です。自分らしく生
きるための心の力を育てるワークショップです。

10月16日 家庭教育センター 家庭教育センター 無料 http://www.city.chino.lg.jp/ctg/07151000/07151000.html

茅野市 ① じぶん育ち講座①～④
自分自身を見つめ、生き方を考えたり、コミュニケーションを取る手段を習
得しながら明るく楽しく仲間づくりができる講座です。

10月19日, 26日, 11
月2日, 9日

家庭教育センター 家庭教育センター 無料 http://www.city.chino.lg.jp/ctg/07151000/07151000.html

茅野市 ① えほんとなかよし 末就園児親子が対象、手遊びや歌を交えながらの絵本読み聞かせ 11月1日 家庭教育センター 家庭教育センター 無料 http://www.city.chino.lg.jp/ctg/07151000/07151000.html

茅野市 ① 遊びの広場
末就園児親子が対象、スタッフに季節にあった遊びをおしえてもらいなが
ら子供が集団の中で遊ぶ楽しさを経験してもらう講座です。

11月10日 家庭教育センター 家庭教育センター 無料 http://www.city.chino.lg.jp/ctg/07151000/07151000.html

茅野市 ① 読書フェステバルinちの
五味太郎講演会、おはなし会など、期間中、市内各所で読書に関する催
しを開催します。

10月22日～11月22
日

市内各所 読書の森読りーむinちの他 無料
茅野市教育委員会学習企画課
TEL0266-72-2101（代）内線612・613

茅野市 ① 第４回　茅野市こども会議 まちづくりについて、子ども同士や大人と意見交換します。 11月6日 茅野市民館 学習企画課 無料 http://www.city.chino.lg.jp/ctg/07010075/07010075.html

塩尻市 ③ 塩尻市民文化祭
書道、絵画、陶芸等の展示発表及び実演・体験と、邦楽、日本舞踊、歌謡
等の舞台発表を開催します。

11月1日～3日
塩尻総合文化セン
ター、塩尻市文化
会館等

塩尻市芸術文化振興協会 無料
塩尻市社会教育課芸術文化係
0263-52-0280（内線3133）

　

塩尻市 ①
全国短歌フォーラムin塩尻「学生
の部」

１０月１日に開催される短歌フォーラムin塩尻の学生部門を開催し、短歌
を通じ日本語の美しさ、素晴らしさを全国に発信します。

11月26日
塩尻市
全国短歌フォーラム実行委員
会

無料
塩尻市社会教育課社会教育係
0263-52-0280（内線3132）

塩尻市 ①
子どもがよろこぶ、楽しい「運動遊
び」

幼児期における「運動遊び」の楽しさや大切さ、指導法について講義・演
習を通して学びます。

10月20日
長野県生涯学習推
進センター

長野県生涯学習推進セン
ター

無料
http://www.nagano-c.ed.jp/shogai/
0263-53-8822

塩尻市 ①
つながりで紡ぐ我がふるさと～地
域力を育むために～

住民が地域課題と取り組む姿をシンポジウムで学び、実践報告を基とし
た分科会で討議を深めます。

11月10日
長野県生涯学習推
進センター

長野県生涯学習推進セン
ター

無料
http://www.nagano-c.ed.jp/shogai/
0263-53-8822

塩尻市 ① 職場体験学習
大学及び病院を見学後、実際にブラッシング指導、マウスガード製作等を
体験してもらいます。

10月21日
～

11月11日

学校法人松本歯科
大学

学校法人松本歯科大学 無料 0263-52-3100

佐久市 ①④
シリーズ企画展
「長野県内の研究所－⑥」

長野県内にはどんな研究所があって、どんな研究がされているのか、パ
ネルで紹介します。

9月17日～11月6日
佐久市子ども未来
館

佐久市子ども未来館 http://kodomomiraikan.jp/

佐久市 ①③
桜井寛
―モチーフと共に

佐久市出身の洋画家、桜井寛(1931-)の回顧展を開催します。 10月8日～12月11日
佐久市立近代美術
館・油井一二記念
館

佐久市・佐久市教育委員会
佐久市近代美術館
0267-67-1055

佐久市 ① 雑誌リサイクル市 保存年数が過ぎた雑誌を自由に持ち帰ることができます。
10月22日～10月23

日

中央図書館
臼田図書館
望月図書館

佐久市立図書館 無料
中央図書館
0267-67-2111

佐久市 ①③ 切絵作品展示 郷土の切絵作家・淀川梅絵氏の作品を展示します。
10月22日～１１月22

日
望月図書館 佐久市立図書館 無料

中央図書館
0267-67-2111

佐久市 ①③ 絵を見て語る会 洋画家�桜井寛の作品解説とトークを行います・ 10月23日
佐久市立近代美術
館・油井一二記念
館

佐久市立近代美術館友の会
佐久市近代美術館
0267-67-1055

佐久市 ① 秋の読書まつり おすすめの本及びベスト本の展示をします。 10月27日～11月9日

中央図書館
臼田図書館
浅科図書館
望月図書館

佐久市立図書館 無料
中央図書館
0267-67-2111

佐久市 ①
プラネタリウム特別投映番組
「はじめてのプラネタリウム」

乳幼児が初めてプラネタリウムを体験するにふさわしいように絵本や歌な
どをまじえて投映します。

10月28日
10：00～10：50

佐久市子ども未来
館
プラネタリウム

佐久市子ども未来館 http://kodomomiraikan.jp/

佐久市 ① 図書館講座 絵本作家の山脇百合子氏による講演を行います。 10月29日 臼田コスモホ－ル
佐久市立図書館・佐久市親
子文庫

無料
中央図書館
0267-67-2111

佐久市 ①③
第７回佐久市民総合文化祭（菊花
展併催）

市民の文化芸術を愛好する人々に出品を呼びかけ、その作品の展示発
表を行います。

11月4日（金）～6日
（日）

野沢会館
佐久市、佐久市教育委員会、
第６回佐久市民総合文化祭
運営委員会

無料 公民館本館　　　　６４－０５５１

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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佐久市 ①③ 第7回佐久市障害者福祉展
障害をお持ちの方の作品の展示、施設団体の関係資料の展示、作品の
販売等を行います。

11月4日～6日 野沢会館 福祉展運営委員会 無料 佐久市福祉課　　　0267-62-3147

佐久市 ① ランプシェードづくり 工作教室を行います。 11月5日, 6日
佐久市立近代美術
館・油井一二記念
館

佐久市立近代美術館
佐久市近代美術館
0267-67-1055

佐久市 ①③
佐久市立近代美術館友の会会員
展

友の会会員の作品展を開催します。 11月13日～23日
佐久市立近代美術
館�視聴覚室

佐久市立近代美術館友の会 無料
佐久市近代美術館
0267-67-1055

佐久市 ① 佐久市こどもまつり
おもちゃづくり、もちつき体験、絵手紙コーナー、動物ふれあいコーナーな
ど、さまざまなブースを計画しており、親子で一緒にものづくりを楽しみま
す。

11月13日
生涯学習センター
(野沢会館内)

生涯学習課青少年係 無料
生涯学習課
62-0664

軽井沢町 ④ 軽井沢土曜懇話会第3回
非専門家を対象とした統計的機械学習入門として、知識として最低限必
要な重要要素技術を、実応用例を交えて平易に解説します。

11月4日
国立情報学研究所
国際高等セミナー
ハウス

情報・システム研究機構国立
情報学研究所

無料 http://www.nii.ac.jp/karuizawa/
最先端研究開発
支援プログラム

駒ヶ根市 ③ 第１０回駒展 全国展、県展に入選した芸術家の作品の展示
11月12日～

27日
駒ヶ根市立博物館 駒ヶ根市立博物館 無料 0265-83-1135

上伊那郡
南箕輪村

③ 落葉松（からまつ）祭
広大で緑豊かなキャンパスにおいて、模擬店の出店・農学部で生産され
た農産物の販売、研究室発表等を行うことで学生相互・近隣住民との交
流を図ります。

11月5日, 6日
信州大学農学部構
内

国立大学法人信州大学 http://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/agriculture/

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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