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広島県
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府中市 ① 府中学びフェスタ
「府中市教育の日を定める条例」の趣旨にふさわしい様々な取組の中核
として，教育全般にわたる内容で実施する事業です。

10月29日, 30日
南の丘（府中市立
総合体育館周辺）

府中学びフェスタ実行委員会 無料
府中市教育委員会生涯学習課
0847-43-7181

府中市 ② 府中市小中一貫教育研究大会
市内の全ての小中学校で進めている小中一貫教育の成果発表のほか，
今後の授業づくりについて参加者と共に討議します。

11月11日

府中市立府中明郷
小学校・府中明郷
中学校（府中明郷
学園）

府中市・府中市教育委員会 無料
府中市教育委員会学校教育課
0847-43-7178

広島市 ①
広島県統計グラフコンクール入賞
作品展示

統計知識の普及向上と統計の表現技術の研鑽のため，県内の小中学生
等に統計グラフ作品を募集し，入賞作品を展示します。

10月14日～28日
県庁（県民ギャラ
リー）

広島県・広島県統計協会 無料 http://toukei.pref.hiroshima.lg.jp/index.html

広島市 ③ 菊花展 広島市近郊の愛好家の菊作品を展示します。
10月30日
～11月13日

広島県縮景園 広島県縮景園 http://shukkeien.jp/

広島市 ③ 菊見茶会 菊花展会期中の文化の日，菊花の薫る園内にて茶会を開催します。 11月3日 広島県縮景園 広島県縮景園 http://shukkeien.jp/

広島市 ③
ウクライナの至宝
スキタイ黄金美術の煌き

ロシア皇帝を魅了したスキタイならではの黄金製品やウクライナを中心と
した近年の発掘成果など、ユーラシア大陸を舞台に東西を結んだ壮大な
文化交流の姿を展示します。

9月13日～11月13日 広島県立美術館 広島県立美術館 http://www1.hpam-unet.ocn.ne.jp/index.html

広島市 ④ 第28回ひろしま技能フェア
職業訓練生，技能士及び工業高校生などの作品展示や実演･販売，ひろ
しまマイスターによる技能実演等を行います。

11月22日 県立広島産業会館
広島県，広島県職業能力開
発協会，広島県技能士会

無料 http://www.hirovada.or.jp/

広島市 ③
頼山陽史跡資料館
特別展
「近代・広島画人伝」

幕末～明治・大正期に活躍した広島の画家たちの作品を紹介します。
10月27日～11月27
日

頼山陽史跡資料館 頼山陽史跡資料館 http://www.ccv.ne.jp/home/raisanyo/top.htm

広島市 ③
頼山陽史跡資料館
展示解説会

特別展「近代・広島画人伝」の展示解説を行います。 10月29日, 11月12日 頼山陽史跡資料館 頼山陽史跡資料館 http://www.ccv.ne.jp/home/raisanyo/top.htm

広島市 ②
第50回広島県高等学校定時制通
信制生徒生活体験発表大会

県内の定時制・通信制に通う生徒が，生活目標を確立し，生活意欲を高
めるため，日常の体験を発表します。

10月29日
広島市青少年セン
ター

広島県高等学校定時制通信
制教育振興会

無料
広島県高等学校定時制通信制教育振興会事務局
082-241-1537

広島市 ②
第11回広島県高校生スペシャリス
トの祭典

専門高校などの生徒が産業教育に関する学習の成果を発表・作品展示
することにより，新しい時代に即した産業教育の活性化を図ります。

10月15日, 16日 福山ローズアリーナ
広島県高校生スペシャリスト
の祭典実行委員会

無料
広島県教育委員会指導第二課
082-513-4998

広島市 ① 県立図書館フェア（仮称）
１日公開書庫を始めとした各種イベントを実施するほか，アメリカンシェル
フプロジェクトにより寄贈された図書の贈呈式及び公開などを行います。

11月3日
広島県情報プラザ，
県立図書館

広島県立図書館 無料 http://www.hplibra.pref.hiroshima.jp/

広島市 ① 青少年赤十字広島県大会
加盟校（参加校）紹介や体験発表などを通して青少年赤十字加盟校の相
互交流とメンバーの親善を深めます。

10月22日
日本赤十字広島看
護学校

青少年赤十字広島県指導者
協議会，日本赤十字社広島
県支部

無料
日本赤十字社広島県支部組織振興課
082-241-8811

広島市 ③ 東千田キャンパス主催合同祭 学生による各種企画や学部による研究成果の発表等を行います。 10月23日 東千田公園 広島大学 無料
東千田地区学生支援グループ
Tel:082－542－7019

広島市 ①
第２９回公開セミナー「言語と文化
の多様性」

４回シリーズのセミナー。英米言語文化学科の専任教員が、英米文学、
英米語学、英米文化における多様性をテーマに講演します。

10月8日, 15日, 22日,
29日（各土曜日）

広島女学院大学人
文館303AV教室

広島女学院大学 無料 http://www.hju.ac.jp/~souken/

広島市 ② 文化講演会 外部講師による2時間程度の講演 10月28日 本学講堂 鈴峯女子短期大学 無料 http://www.suzugamine.ac.jp/index.html

広島市 ② 大学祭 10月29日30日 本学校内 鈴峯女子短期大学 無料 http://www.suzugamine.ac.jp/index.html

広島市 ②
第3回りんりん♪こどもフェスタす
ずがみね

乳幼児から祖父母まで幅広い年齢層が楽しめる遊び活動を通じて家族
の絆を深めることを目的とする

11月26日 本学校内 鈴峯女子短期大学 無料 http://www.suzugamine.ac.jp/index.html

広島市 ① 公開講座
シティカレッジの一環として、「安心立命の世を問う－あふれる情報社会
の中で－」というテーマで５講座を実施する

10月26日～11月30
日

広島市まちづくり市
民交流プラザ

広島市/広島経済大学他 無料
財団法人 広島市未来都市創造財団ひと・まちネットワーク
TEL 082-541-5335

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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広島市 ③ あかりの日　           街頭ＰＲ

各電力会社及び主催団体会員会社のご協力を得て、全国8地区・10箇所
で「住まいの照明省エネBOOK」「適時適照」「電球形蛍光ランプ」、そして
一般ユーザーから情報を集めるための「アンケートはがき」をPR封筒に入
れて街頭無料配布(11,000セット)を行います。

10月21日 ＨＰ参照

照明関連　四団体
社団法人日本電球工業会
社団法人日本電気協会
社団法人日本照明器具工業
会　　　　　　　　　　　　社団法
人照明学会

無料 http://www.akarinohi.jp/

広島市 ④
平成23年度　電気･情報関連学会
中国支部連合大会

共催会員による電気・情報に関連する最近行った研究および調査報告，
新企画・工事等の報告，新製品紹介などの研究発表会です。 10月22日 広島工業大学 電気・情報関連学会

http://rentai.it-hiroshima.ac.jp/
電気･情報関連学会中国支部連合大会実行委員会
〒731-5193 広島市佐伯区三宅2-1-1 広島工業大学工学
部電気システム工学科内
連合大会担当：rentai@it-hiroshima.ac.jp

広島市 ①
第25回広島市青少年健全育成市
民大会

表彰・事例発表・講演会ほか 11月19日
広島市青少年セン
ター

広島市青少年健全育成事業
実行委員会(広島市、広島市
教育委員会、広島市青少年
健全育成連絡協議会)

無料
広島市教育委員会青少年育成部育成課
  082-242-2013

広島市 ① 第２回三滝自然ファミリーランド 秋の野山散策、野外炊飯、クラフト、キャンプファイアなど 10月29日, 30日

広島市三滝少年自
然の家・広島市グ
リーンスポーツセン
ター

財団法人広島市未来都市創
造財団　広島市三滝少年自
然の家

http://www.cf.city.hiroshima.jp/mitaki-c/

広島市 ① 集まれ！みたきキッズランド 野外炊飯、クラフト、オリエンテーリング 11月12日, 13日

広島市三滝少年自
然の家・広島市グ
リーンスポーツセン
ター

財団法人広島市未来都市創
造財団　広島市三滝少年自
然の家

http://www.cf.city.hiroshima.jp/mitaki-c/

広島市 ① にのしまこどもアドベンチャー隊 アドベンチャー登山、プールカヌー、海カヌー、ローボート漕艇 10月22日, 11月19日
広島市似島臨海少
年自然の家

財団法人広島市未来都市創
造財団　広島市似島臨海少
年自然の家

http://www.cf.city.hiroshima.jp/rinkai/

広島市 ① 家族初心者投げ釣り大会（秋） 投げ釣り講習会、投げ釣り大会、コンテストなど 10月30日
広島市似島臨海少
年自然の家

財団法人広島市未来都市創
造財団　広島市似島臨海少
年自然の家

無料 http://www.cf.city.hiroshima.jp/rinkai/

広島市 ①③
第六十一回広島市短詩型文芸大
会

開会式、記念講演会、俳句・短歌・詩・川柳の応募作品の講評と入選発
表を行います。

11月12日 中央公民館
広島市短詩型文芸大会実行
委員会、中央公民館

無料 http://www.cf.city.hiroshima.jp/chuo-k/

広島市 ① 第26回舟入公民館まつり
地域住民の活動発表の場として作品展示・舞台発表・バザー等を行いま
す。

11月5日,6日 広島市舟入公民館
舟入公民館まつり実行委員
会

無料 http://www.cf.city.hiroshima.jp/funairi-k/index.html

広島市 ① おはなし会 毎月第2・4金曜日に、テーマを決めてお話会をしています。 10月28日,11月11日 広島市舟入公民館 広島市舟入公民館 無料 http://www.cf.city.hiroshima.jp/funairi-k/index.html

広島市 ①
みんなで遊ぼう　舟入第三公園～
舟入第三公園活用事業～

公園に植えたさつまいもの収穫とさつまいもパーティーを開催します。 10月15日 舟入第3公園 広島市舟入公民館 無料 http://www.cf.city.hiroshima.jp/funairi-k/index.html

広島市 ① 第34回二葉公民館まつり 公民館活動の成果発表と地域住民の交流を行います。 11月5日,6日 二葉公民館
二葉公民館まつり実行委員
会

無料 http://www.cf.city.hiroshima.jp/futaba-k/

広島市 ① おはなしのへや 絵本の読み聞かせを行います。 11月9日 二葉公民館
財団法人広島市未来都市創
造財団二葉公民館

無料 http://www.cf.city.hiroshima.jp/futaba-k/

広島市 ①
カープかたりべの会が語る！市民
球団広島カープ

廃墟のまちに生まれ、復興へのエネルギーをもたらしてくれたプロ野球球
団「広島カープ」の歴史を伝えます。

11月13日 二葉公民館
カープかたりべの会、財団法
人広島市未来都市創造財団
二葉公民館

無料 http://www.cf.city.hiroshima.jp/futaba-k/

広島市 ①
文化・スポーツ・学びの秋！！体
験ひろば

日頃、牛田公民館で学習する趣味・教養団体によるフォークダンス、卓
球、絵画、そば打ちなどの１日体験会を開催します。

10月30日 牛田公民館 牛田公民館
牛田公民館
082-227-0706

材料代が必要な
プログラムもあり

広島市 ①
第２４回青崎公民館ふれあいフェ
スティバル

公民館活動グループの作品展示、舞台発表、バザーその他を通じた住民
どうしの交流の場として開催します。

11月5日, 6日 青崎公民館
青崎公民館ふれあいフェス
ティバル実行委員会

http://www.cf.city.hiroshima.jp/minamiku-k/aosaki-k/index.html

広島市 ①
絵本の読み聞かせ　おはなした★
ん★と

絵本の読み聞かせ、手遊び・わらべうた遊びを行います。 11月7日 青崎公民館 青崎公民館 無料 http://www.cf.city.hiroshima.jp/minamiku-k/aosaki-k/index.html

広島市 ① ふれあい活動講演会
子どもの発達段階に応じた保護者や地域住民の働きかけについての講
演会を開催します。

11月14日 青崎公民館
青崎公民館、大州中学校区
ふれあい活動推進協議会

無料 http://www.cf.city.hiroshima.jp/minamiku-k/aosaki-k/index.html

広島市 ① 韓国語でしゃべろう
韓国の文化への理解を深め言語を学び国際的コミュニケーション能力を
高める講座を開催します。

11月20日(～12月11
日全３回）

大河公民館 大河公民館 無料
大河公民館
082-254-6731

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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広島市 ① いきいきくらぶ
55才以上対象の年間講座として、11月は「歴史探訪～平清盛～」（来年
のNHK大河ドラマ)を学びます。

11月21日 大河公民館 大河公民館 無料
大河公民館
082-254-6731

広島市 ①
第２６回楠那ふれあい広場（公民
館まつり）

地域住民の活動発表・作品展示・バザー・イベントなどを開催します。 11月12日, 13日 楠那公民館
楠那公民館・楠那ふれあい
広場実行委員会

無料
楠那公民館
082-255-2187

広島市 ① 南区ハワイアンフェスタ
南区を拠点に活動するハワイアンバンドやフラのグループの発表会を開
催します。

10月9日 宇品公民館
南区ハワイアンフェスタ実行
委員会

無料
宇品公民館
253-2529

広島市 ① 第23回宇品公民館まつり
宇品公民館で活動するグループの発表会として、地域住民による芸能発
表・作品展示部会・バザー・イベント等を開催します。

11月12日, 13日 宇品公民館 宇品公民館実行委員会 無料
宇品公民館
253-2529

広島市 ③ 国際アニメーション・デー上映会 広島国際アニメーションフェスティバル入賞入賞作品の特別上映会です。 10月21日(金）
三篠公民館1階ロ
ビー

広島国際アニメーションフェス
ティバル実行委員会・三篠公
民館

無料
三篠公民館
082-237-3077

広島市 ③ 第29回三篠公民館まつり
公民館活動グループおよび地域の交流のための芸能発表・作品展示・レ
クリエーション等を行います。

11月12日（土）, 13日
（日）

三篠公民館
三篠公民館まつり実行委員
会

無料
三篠公民館
082-237-3077

広島市 ① 第３６回観音公民館まつり 地域住民による芸能発表・作品展示・バザー・イベントなどを行います。 10月29日, 30日 観音公民館
観音公民館、第３６回観音公
民館まつり実行委員会

無料
観音公民館
082-233-2603

広島市 ① 第３３回己斐公民館まつり 地域住民による芸能発表・作品展示・バザー・イベント等を行います。 10月22日, 23日
己斐公民館
ＪＲ西広島駅西口
広場

己斐公民館まつり実行委員
会

無料
己斐公民館
０８２－２７３－１７６５

広島市 ① いきいき長寿大学 高齢者を対象に、生活に密着したテーマなどを学習します。 10月19日, 11月16日 安東公民館 安東公民館 無料 http://www.cf.city.hiroshima.jp/yasuhigashi-k/

広島市 ③ 安佐中学校区ふれあいコンサート
安佐中学校区の学校や各種団体等地元の音楽愛好者が出演する音楽
会を通して、同区住民の交流を図ります。

11月13日 安佐中学校
安佐中学校区ふれあい活動
推進協議会

無料 http://www.cf.city.hiroshima.jp/yasuhigashi-k/

広島市 ① 第２５回　安ふれあいまつり
公民館自主活動グループ、地域団体等の芸能発表、作品展示、バザー、
グラウンドゴルフなどを開催します。

11月12日, 13日 安公民館他
安ふれあいまつり実行委員
会

無料
安公民館
082‐872-4495

広島市 ① 第２６回祇園西公民館まつり
地域住民の活動発表の場として作品展示・舞台発表・バザー等を行いま
す。

11月12日, 13日 祇園西公民館
祇園西公民館、まつり実行委
員会

無料 http://www.cf.city.hiroshima.jp/gion-k/

広島市 ① おかあさんの広場
０・１歳児と母親を対象としたオープンスペースです。１０月は音楽会を開
催します。

10月19日 沼田公民館 沼田公民館 沼田公民館　　　　　082-848-0242

広島市 ① おはなし会 絵本の読み聞かせと手遊びの後は、フリータイムで自由に過ごします。 10月28日 沼田公民館 沼田公民館 無料 沼田公民館　　　　　082-848-0242

広島市 ① 伝承あそびのひろば
地域のおじさんからものづくりのコツと道具の扱い方を教えてもらえる伝
承あそびのオープンスペースです。

10月23日 沼田公民館 沼田公民館 無料 沼田公民館　　　　　082-848-0242

広島市 ① 沼田町ふるさとまつり
地域住民の日頃の学習成果を披露するバザー・芸能・展示など盛りだくさ
んのイベントです。

11月12日, 13日 沼田公民館
ふるさとまつり実行委員会、
沼田公民館

沼田公民館　　　　　082-848-0242
バザーは有料で
す

広島市 ① 親子菓子作り教室
年長児から小学校低学年の親子で協力して「和菓子作り」にチャレンジし
ます。

11月19日 沼田公民館 沼田公民館 沼田公民館　　　　　082-848-0242

広島市 ③ 第40回可部公民館まつり
公民館利用グループ・地域団体等の作品展示・芸能発表・バザーなどを
開催します。

11月5日, 6日 可部公民館
第40回可部公民館まつり実
行委員会

無料 http://www.cf.city.hiroshima.jp/kabe-k/

広島市 ①
白木地区青少年健全育成意見発
表大会

青少年の夢や提言などの意見発表会を開催します。 11月12日 白木公民館
白木町青少年健全育成連絡
協議会、白木公民館

無料
白木公民館
082－828-0753

広島市 ①③ 第35回白木公民館まつり 地域住民の活動発表・作品展示を行います。 11月12日, 13日 白木公民館
白木公民館まつり実行委員
会

無料
白木公民館
082－828-0753

広島市 ① おはなし会 絵本の読み聞かせを行います。 11月19日 高陽公民館 高陽公民館 無料 高陽公民館   082-842-1125

広島市 ① おはなし会（小学校低学年） 絵本の読み聞かせと絵本の紹介を行います。 11月12日 口田公民館 口田公民館 無料 http://www.cf.city.hiroshima.jp/kuchita-k/

広島市 ① 日浦パソコン相談室
初心者対象のパソコン相談室です。パソコンに自由に触れ、分からないと
ころをボランティアの方に質問できます。

10月16日 日浦公民館 日浦公民館 無料 http://www.cf.city.hiroshima.jp/hiura-k/

広島市 ① 子どもあるある探検隊 児童対象の野外体験学習会。春に作付けしたさつまいもを収穫します。
11月1日
(予定)

日浦公民館 日浦公民館 無料 http://www.cf.city.hiroshima.jp/hiura-k/

広島市 ① 日浦公民館まつり 公民館学習グループ、地域団体等による学習成果発表などを行います。 11月5日, 6日 日浦公民館
日浦公民館まつり実行委員
会

無料 http://www.cf.city.hiroshima.jp/hiura-k/

広島市 ① ますます元気！体操教室 高齢者対象の運動指導と健康についてのお話を聞き学習します。 11月7日 日浦公民館 日浦公民館 無料 http://www.cf.city.hiroshima.jp/hiura-k/

広島市 ①
わくわくスクール
親子でリトミック

音楽教育の手法であるリトミックを体験することにより、子どもの情操と表
現力を向上させます。

11月14日 日浦公民館 日浦公民館 無料 http://www.cf.city.hiroshima.jp/hiura-k/

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

広島県
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

広島市 ① おやこ広場
絵本の読み聞かせ、本の紹介、手あそびなどを、乳幼児とその保護者に
提供し、家庭教育支援を行います。

11月11日 日浦公民館 日浦公民館 無料 http://www.cf.city.hiroshima.jp/hiura-k/

広島市 ① わんぱくシアター 児童が楽しめるビデオ上映会を開催します。 11月10日 日浦公民館 日浦公民館 無料 http://www.cf.city.hiroshima.jp/hiura-k/

広島市 ① はつらつ教室
高齢者対象の文化教室です。この日は手芸で来年の干支飾りを作りま
す。

11月17日 日浦公民館 日浦公民館 無料 http://www.cf.city.hiroshima.jp/hiura-k/

広島市 ① 第２７回船越ふるさとまつり バザー、芸能、展示、小中学生の意見発表などを行います。 11月5日, 6日 船越公民館
船越ふるさとまつり実行委員
会

無料 http://www.cf.city.hiroshima.jp/funakoshi-k/

広島市 ① 第37回瀬野公民館まつり 公民館活動グループ及び地域住民の活動の成果発表を開催します。 11月5日, 6日 瀬野公民館
瀬野公民館まつり実行委員
会

無料
瀬野公民館
082‐894‐8006

広島市 ① 中野公民館まつり
公民館学習グループ、地域団体等による学習成果発表、展示、バザー、
などを開催します。

10月29日, 30日 中野公民館
中野公民館まつり実行委員
会

無料
中野公民館
082-893-1234

広島市 ① 湯来南公民館まつり 地域住民の活動発表・作品展示・バザーなどを開催します。 10月23日 湯来南公民館
湯来南公民館、まりつ実行委
員会

無料 湯来南公民館0829-86-0607

広島市 ①
家庭教育講座
～乳幼児編～

ベビーマッサージ、ファーストサイン、ファーストトークの学習やわらべ唄
遊びと育児相談をします。

10月24日, 11月7日 石内公民館 石内公民館 無料
石内公民館
082-941-0120

広島市 ① 思春期の家庭教育講座 中学生をもつ親が栄養たっぷり簡単な夜食作りをします。 10月21日 石内公民館 石内公民館
石内公民館
082-941-0120

広島市 ① 子育てオープンスペースとことこ 親子が一緒に遊びながら交流する場。屋外公園で運動会を開催します。 10月19日 Acity公園 五月が丘公民館 五月が丘公民館082-941-2121

広島市 ① 子育てオープンスペースとことこ 児童館で子どもたちが自由遊びをします。 11月16日 五月が丘児童館 五月が丘公民館 無料 五月が丘公民館082-941-2121

広島市 ① 八幡東・利松公民館まつり
八幡東学区内の各種団体と公民館活動グループの日頃の活動と学習成
果を発表します。

10月16日 八幡東小学校
八幡東・利松公民館まつり実
行委員会

無料 http://www.cf.city.hiroshima.jp/yahatahigashi-k

広島市 ① 学ぼう大学 高齢者対象の学習講座を開催します。 11月21日 坪井公民館 坪井公民館 無料
坪井公民館
082-921-0812

広島市 ① 坪井公民館まつり 公民館グループの学習の成果発表を行います。 11月20日 坪井公民館 坪井公民館 無料
坪井公民館
082-921-0812

広島市 ①
平成23年度あいさつフェスタ（五日
市中央公民館まつり）

公民館利用グループ・地域団体等による作品展示、ステージ発表、バ
ザーなどを開催します。

10月15日, 16日
五日市中央公民
館・中央第3公園

あいさつフェスタ実行委員
会、五日市中央公民館

無料
五日市中央公民館
082-921-8070

広島市 ① あまんじゃくウォークラリー
地域に伝わる「あまんじゃく伝説」ゆかりの地をゲームやクイズをしながら
めぐる約2時間のウォークラリーです。

10月1日
広島市佐伯区楽々
園第２公園

財団法人未来都市創造財団
広島市美隅公民館

美隅公民館
082-923-0622

要申込み

広島市 ③
国際アニメーション・デー2011 in
広島

広島国際アニメーションフェスティバルの入賞作品から、選りすぐりの作品
を上映します。

10月28日, 11月3日
広島市映像文化ラ
イブラリー

財団法人広島市未来都市創
造財団広島市映像文化ライ
ブラリー

http://www.cf.city.hiroshima.jp/eizou/

広島市 ③ 全館無料開放
ホールでの映画鑑賞のほか、ビデオコーナーとオーディオコーナーでの視
聴も無料となります。

11月3日
広島市映像文化ラ
イブラリー

財団法人広島市未来都市創
造財団広島市映像文化ライ
ブラリー

無料 http://www.cf.city.hiroshima.jp/eizou/

広島市 ①

広島市立中央図書館(旧広島市立
浅野図書館)開館80周年記念企画
展「『都志見往来日記・同諸勝図』
と浅野文庫所蔵名品展　―江戸
の広島を旅する―」

広島市立中央図書館の前身である広島市立浅野図書館が旧広島藩主
浅野家から寄贈されて80周年を迎えることを記念して、浅野文庫所蔵の
名品の数々を展示し、紹介します。

10月1日～11月13日
広島市立中央図書
館

広島市立中央図書館 無料 http://www.library.city.hiroshima.jp/

広島市 ① 本のリサイクルフェア 広島市立図書館の除籍した本を市民に無償で譲渡します。 11月3日
広島市立中央図書
館

広島市立中央図書館 無料 http://www.library.city.hiroshima.jp/
要申込。往復は
がきで申込み、先
着1,000人(予定）

広島市 ① 本の交換市 市民が持ち込み・持ち帰り自由の不要本の交換市を開催します。 11月6日
広島市立中央図書
館

広島市立中央図書館 無料 http://www.library.city.hiroshima.jp/

広島市 ①
やってみよう！わらべうたで子育
て

乳幼児と保護者対象。わらべうたで親子のふれあい 11月2日
広島市こども図書
館

広島市こども図書館 無料 http://www.library.city.hiroshima.jp/

広島市 ①
児童文化講演会
令丈ヒロ子さん講演会「１冊の本
ができるまで」

小学３年生以上大人までを対象に児童文学作家令丈ヒロ子さんの講演
会を行ないます

10月22日
広島市こども文化
科学館

広島市こども図書館 無料 http://www.library.city.hiroshima.jp/
抽選200人。往復
はがきで申込。

広島市 ①
図書館を使った調べる学習コン
クール優秀作品展

図書館を使った調べる学習コンクール優秀作品(複製)の展示
10月22日～
11月9日（予定）

広島市こども図書
館

広島市こども図書館 無料 http://www.library.city.hiroshima.jp/

広島市 ① 大人のための朗読会
朗読の会による『蜜柑』（芥川龍之介/著）、『半日村』（斎藤隆介/作）など
の朗読

10月28日
広島市立東区図書
館

広島市立東区図書館 無料 http://www.library.city.hiroshima.jp/

広島市 ①
わくわく図書館講座『文学に感動
するということ』

安田女子大学教授伊藤眞一郎先生による「文学の価値」などに関する講
座

11月19日
広島市東区民文化
センター

広島市立東区図書館 無料 http://www.library.city.hiroshima.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

広島県
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

広島市 ①
子育て支援事業
「世界にひとつだけオリジナルアル
バムをつくりませんか」

お気に入りの写真に飾りやコメントを入れたアルバムを作ります 10月26日
広島市南区民文化
センター

広島市立南区図書館 http://www.library.city.hiroshima.jp/

広島市 ① 雑誌ﾘｻｲｸﾙﾌｪｱ 保存年限の切れた雑誌を無料でお譲りします 10月29日
広島市南区民文化
センター

広島市立南区図書館 無料 http://www.library.city.hiroshima.jp/

広島市 ①
読み切り文学講座
第１回

『西遊記』を通してみる中国古典小説 11月9日
広島市南区民文化
センター

広島市立南区図書館 無料 http://www.library.city.hiroshima.jp/

広島市 ① ママのための図書館タイム
1歳半～２歳の幼児とその保護者を対象とした子育て相談会～食事につ
いて～

11月18日
広島市南区民文化
センター

広島市立南区図書館 無料 http://www.library.city.hiroshima.jp/

広島市 ① ストーリーテリング講座 ストーリーテリングについての講演や実演 10月26日, 27日
広島市西区民文化
センター

広島市立西区図書館 無料 http://www.library.city.hiroshima.jp/

広島市 ① 知っとる？広島菜 広島の特産品「広島菜」について学ぶ 11月2日
安佐南区民文化セ
ンター

広島市立安佐南区図書館 無料 http://www.library.city.hiroshima.jp/

広島市 ① 雑誌リサイクル 保存年限を過ぎた雑誌を無償譲渡します。 11月3日
広島市立
安芸区図書館

広島市立安芸区図書館 無料 http://www.library.city.hiroshima.jp/

広島市 ① 本の交換市 持ち込み・持ち帰り自由の不要本の交換市を開催します。 11月13日
広島市立
安芸区図書館

広島市立安芸区図書館 無料 http://www.library.city.hiroshima.jp/

広島市 ③ 「ひろしま神楽」の魅力と楽しみ方
広島の神楽について、特に佐伯区で上演される演目の解説を中心とした
講座

11月3日
広島市佐伯区民文
化センター

広島市立佐伯区図書館 無料 http://www.library.city.hiroshima.jp/

広島市 ① マンガイラスト教室 プロのまんが家の先生に見てもらって、マンガイラストを描きます。 11月3日
広島市立佐伯区図
書館湯来河野閲覧
室

広島市立佐伯区図書館湯来
河野閲覧室

無料 http://www.library.city.hiroshima.jp/ 要申込

広島市 ① 漫画史講座 専門の講師による、まんがの歴史について学ぶ講座です。 10月29日
広島市立中央図書
館

広島市まんが図書館 無料 http://www.library.city.hiroshima.jp/ 要申込

広島市 ① 漫画イラスト講座（小学生向け） プロの漫画家の先生に見てもらって、漫画やイラストを描きます。 10月29日, 30日
広島市まんが図書
館

広島市まんが図書館 無料 http://www.library.city.hiroshima.jp/ 要申込

広島市 ① 漫画イラスト講座（中高生向け） プロの漫画家の先生に見てもらって、漫画やイラストを描きます。 11月3日
広島市まんが図書
館

広島市まんが図書館 無料 http://www.library.city.hiroshima.jp/ 要申込

広島市 ① まんが本の交換市 持ち込み・持ち帰り自由の不要まんが本の交換市を開催します。 １１月３日(予定）
上安バスターミナル
２階（ベルテガーデ
ン１階）　　　（予定）

広島市まんが図書館あさ閲
覧室

無料 http://www.library.city.hiroshima.jp/

広島市 ③
おはなし おんがく 花いっぱいin東
区

おはなし会と音楽グループによるステージ発表。 10月29日
広島市東区民文化
センター

財団法人広島市未来都市創
造財団広島市東区民文化セ
ンター

無料 http://www.cf.city.hiroshima.jp/higashi-cs/

広島市 ③ 第七劇場公演『かもめ』
チェーホフ四大戯曲の『かもめ』の中で、ニーナとコースチャのふたりのエ
ピソードに絞り、大胆に構成された作品。

11月5日, 6日
広島市東区民文化
センター

財団法人広島市未来都市創
造財団広島市東区民文化セ
ンター

http://www.cf.city.hiroshima.jp/higashi-cs/

広島市 ③
親子で楽しむ
オペラ＆クラシック
コンサート

第1部オペラミニコンサート、第2部クラシックコンサートの、２部構成からな
る親子向けのコンサート。

10月23日
広島市安佐北区民
文化センター

財団法人広島市未来都市創
造財団広島市安佐北区民文
化センター

無料 http://www.cf.city.hiroshima.jp/akita-cs/

広島市 ① リトミック
音楽教育法であるリトミックをとおして、子どもたちの集中力、直観力、積
極性、リズム感等を高めます。

10月30日
広島市安佐北区民
文化センター

財団法人広島市未来都市創
造財団広島市安佐北区民文
化センター

http://www.cf.city.hiroshima..jp/akita-cs/

広島市 ③ ａｓａｋｉｔａミュージックサロン 市民愛好家による月一回の演奏会 11月3日
広島市安佐北区民
文化センター

財団法人広島市未来都市創
造財団広島市安佐北区民文
化センター

無料 http://www.cf.city.hiroshima..jp/akita-cs/

広島市 ③ 全館無料開放 11月3日（文化の日）は展覧会が無料で観覧いただけます。 11月3日 広島市現代美術館
財団法人広島市未来都市創
造財団　広島市現代美術館

無料 http://www.hcmca.cf.city.hiroshima.jp/

広島市 ③ 「きかんしゃトーマス」（仮称）
実際に乗ることができる「レッツゴートーマス」を特別展示室内に設置する
とともに、きかんしゃトーマスの仲間たちをパネルや模型で紹介する。

11月1日～12月4日 広島市交通科学館 広島高速交通株式会社 http://www.vehicle.city.hiroshima.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

広島県
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

広島市 ③ 施設の無料公開 施設の入館料を無料にします。 11月3日 広島市交通科学館 広島高速交通株式会社 無料 http://www.vehicle.city.hiroshima.jp/

広島市 ①③
広島市未来都市創造財団ボラン
ティアフェスティバル

未来都市創造財団の施設等で活動するボランティアが日頃の成果を紹
介します。

10月29日
広島市こども文化
科学館前ハノー
バー庭園

(財）広島市未来都市創造財
団文化財課

無料 http://www.mogurin.or.jp

広島市 ①
フィールドワーク「太田川巨木回
廊」

太田川沿いに点在する巨樹・巨木を学芸員の解説付きで訪ねます。
11月12日(雨天順
延）

安佐北区宮野八幡
神社他

(財）広島市未来都市創造財
団文化財課

http://www.mogurin.or.jp

往復ハガキでの
申し込みが必要
です。申し込み受
付：10月15日～
10月31日（消印

広島市 ①③
企画展「『ごんぎつね』が語る昔の
くらし」

童話「ごんぎつね」のストーリーを交えながら、童話に登場する昔の道具
や情景を再現・展示して、昔の人々のくらしを紹介します。

9月6日～12月25日 広島市郷土資料館
(財)広島市未来都市創造財
団　広島市郷土資料館

http://www.hiroins-net.ne.jp/kyodo/

広島市 ①③ 特別展「『提げる』かざり」
かつて日本人の腰を飾ったアクセサリーである、印籠・煙草入れ・根付の
魅力を紹介します。

10月1日～11月6日 広島市郷土資料館
(財)広島市未来都市創造財
団　広島市郷土資料館

http://www.hiroins-net.ne.jp/kyodo/

広島市 ①③ 施設の無料公開 施設の入館料を無料にします。 11月3日 広島市郷土資料館
(財)広島市未来都市創造財
団　広島市郷土資料館

無料 http://www.hiroins-net.ne.jp/kyodo/

広島市 ①③
文化の日イベント「駄菓子作り広
場」

カルメラ・綿菓子などの駄菓子作りや、コマなどのあそびを体験します。 11月3日 広島市郷土資料館
(財)広島市未来都市創造財
団　広島市郷土資料館

無料 http://www.hiroins-net.ne.jp/kyodo/

広島市 ①④
青少年のための科学の祭典　第１
７回広島大会

身近なものから最先端のものまで、科学に関する様々な演示・実験を行
います。

10月29日, 30日
広島市こども文化
科学館

広島市こども文化科学館、青
少年のための科学の祭典実
行委員会

無料
http://www.pyonta.city.hiroshima.jp
TEL 082-222-5346

広島市 ①④ プラネタリウムの無料開放 プラネタリウム観覧料を無料にします。 11月3日
広島市こども文化
科学館　プラネタリ
ウムホール

（財）広島市未来都市創造財
団こども文化科学館

無料
http://www.pyonta.city.hiroshima.jp
TEL 082-222-5346

広島市 ①③
人形劇
「土管」と「ジャム猫ちゃん」

「劇団なかよし」による人形劇 11月13日
広島市こども文化
科学館　アポロホー
ル

（財）広島市未来都市創造財
団こども文化科学館

無料
http://www.pyonta.city.hiroshima.jp
TEL 082-222-5346

広島市 ①④ 天体観望会
プラネタリウムで星空解説を行い、実際に屋外で天体望遠鏡を使って星
空観察をします。

11月7日
広島市こども文化
科学館

（財）広島市未来都市創造財
団こども文化科学館

http://www.pyonta.city.hiroshima.jp
TEL 082-222-5346

広島市 ①④ 文化の日イベント 文化の日を記念して無料開放イベントを実施します。 11月3日
広島市江波山気象
館

(財)広島市未来都市創造財
団江波山気象館

無料 http://www.ebayama.jp

広島市 ①③ 施設の無料公開 施設の入館料を無料にします。 11月3日 広島城
（財）広島市未来都市創造財
団広島城

無料 http://www.rijo-castle.jp/rijo/main.html

広島市 ③ 福島正則の20年
福島正則の生誕450年を記念し、芸備両国を統治した20年間を中心にそ
の生涯を振り返ります。

10月29日～11月27
日

広島城
（財）広島市未来都市創造財
団広島城

http://www.rijo-castle.jp/rijo/main.html

広島市 ④ 展示ホールの無料開放 大人・小人の観覧料無料 11月3日 健康科学館
広島市健康づくりセンター
健康科学館

無料 kenkan@kenkou.city.hiroshima.jp

広島市 ④
企画展｢のぞいてみよう！からだを
まもる秘密｣

がんばれ　からだ　マモルンジャー！！
10月29日～平成24
年2月19日

健康科学館
広島市健康づくりセンター
健康科学館

kenkan@kenkou.city.hiroshima.jp

広島市 ①
秋のクワガタ展
（仮称）

開園日を記念したイベントを実施 11月3日～6日
広島市森林公園昆
虫館

財団法人
広島市動植物園・公園協会

http://www.hiroins-net.ne.jp/h-sinrin/insect/index.htm

11月3日のみ昆
虫館を無料開放
※別途駐車料金
が必要

広島市 ① 施設の入園無料
文化の日に入園料のみ無料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(「安佐動物公
園 動物画コンクール入賞作品展」を開催(11/3～11/27））

11月3日
広島市安佐動物公
園

財団法人広島市動植物園・
公園協会

無料 http://www.asazoo.jp

11月3日のみ入
園無料
※別途駐車料金
が必要です。

広島市 ① 動物園であそぼう
小学校3年生～6年生対象に、動物や自然について遊びながら体験的に
学べるゲームを行う。

11月5日
広島市安佐動物公
園

財団法人広島市動植物園・
公園協会

無料 http://www.asazoo.jp 事前申込必要

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



第５３回「教育・文化週間」関連行事

広島県
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

広島市 ① 施設の無料開放
開園日を記念して、球根のプレゼント（先着1,000人）やオリエンテーリン
グ、園芸講習会、草笛演奏会、コンサートなどを行います。

11月3日 広島市植物公園
財団法人広島市動植物園・
公園協会

無料 http://www.hiroshima-bot.jp/

11月3日のみ無
料開放
※別途駐車料金
が必要です。

広島市 ③ 広島城大菊花展
約４０年の歴史を持つ秋の風物詩として市民や観光客の目を楽しませて
きたイベントです。会場では毎年趣きの変わる「特作花壇」をはじめ、大
菊、懸崖菊など様々な種類の約２,０００鉢の菊が展示されます。

10月29日～11月１3
日

広島城二の丸・三
の丸

広島祭
委員会

無料 http://www.hiroshimanavi.or.jp/event/

広島市 ③
実演!!
広島市内神楽団

広島ならではの伝統芸能として親しまれている「神楽」の定期公演を行い
ます。

10月23日
国民宿舎
湯来ロッジ

広島市神楽振興連絡協議会 http://www.city.hiroshima.lg.jp/kikaku/kikaku/vi/chiikikankoken/top.htm

広島市 ①
子ども西国街道ぶらり旅～井口編
～

r 10月2日
井口公民館
井口周辺

井口公民館
西区役所区政振興課

無料
井口公民館
082-277-9258

広島市 ①
西国街道ぶらり旅
～井口編～

井口の街は、昔　西国街道の通り道で、多くの史跡が残っています。その
名所・旧跡をガイドボランティアの説明で巡ります。

11月27日
井口公民館
井口周辺

井口公民館
西区役所区政振興課

無料
井口公民館
082-277-9258

広島市東
区

① 広島文化講座（シリーズ）

10月29日　ひろしまぶらり美術散歩
11月12日　広島を歩く，楽しむ・・・「路上観　　　　　　　　　　察」を通して
11月19日　広島酒　130年の芳醇
11月26日　鈴木三重吉-その人と文学-

10月29日,
11月12日, 19日, 26
日

牛田公民館
比治山大学と牛田公民館と
の連携事業【うしたカレッジ】

無料 http://www.hijiyama-u.ac.jp/kouza/index.html
事前の申し込み
が必要。定員30
名

広島市
安佐南区

②
第18回市大祭
「三原色」

大学内でのイベント、模擬店、カフェ、展示そしてフリーマーケットがありま
す。

10月29日, 30日 広島市立大学 大学祭実行委員会
082-848-5443（大学祭実行委員会）
http://ichidaisai.club.hiroshima-cu.ac.jp/

広島市
中区

① 出張講座＆映画上映会
広島市立大学のいちだい知のトライアスロン事業と連携し、市民と学生を
対象に、大学教員による講演（出張講座）と映画上映会を開催します。

11月12日
広島市映像文化ラ
イブラリー

広島市映像文化ライブラ
リー、広島市立大学

無料
http://www.cf.city.hiroshima.jp/eizou

要申込

呉市 ①
「ひろしま教育の日」街頭啓発活
動

教育の日及び学校へ行こう週間のアピールのため，啓発ティッシュを配布
します。

11月1日
市内ＪＲ各駅と呉中
央桟橋等

呉の子どもを守る会議 無料
呉市教育委員会学校安全課
0823-25-3641

呉市 ③ 第62回安浦町文化祭 市民の文化活動の発表（各種作品展示）や芸能発表などを行います。 11月5日, 6日
呉市安浦公民館，
呉市安浦体育館，
呉市安浦武道館

安浦町文化団体連絡協議会
等，呉市安浦公民館

無料
安浦公民館
0823-84-3636

呉市 ③ 天応地区秋の文化祭
保育園児・小中学生の作品，町民の創作活動の展示，将棋大会等を行
います。

11月12日, 13日 天応小学校体育館 天応文化連盟 無料
天応公民館
0823-38-7313

呉市 ③ 文化講演会 「木久蔵流コミュニケーション術」の講演会を開催します。 11月23日 音戸公民館ホール
音戸公民館・音戸町文化講
演会実行委員会

音戸公民館
0823-51-3322

呉市 ③ 音戸町秋の文化祭・芸能発表会 音戸町秋の文化祭として，舞台発表を行います。 10月23日 音戸公民館ホール 音戸町文化団体連合会 無料
音戸公民館
0823-51-3322

呉市 ③ 音戸町秋の文化祭・総合展 音戸町秋の文化祭として，作品展示を行います。 11月5日, 6日 音戸公民館ホール 音戸町文化団体連合会 無料
音戸公民館
0823-51-3322

呉市 ③ 下蒲刈町文化祭
文化講演会，お茶席，ふれあい広場，ステージ発表会（作品展示）を行い
ます。

11月3日, 4日
下蒲刈農村環境改
善センター

下蒲刈町文化協会 無料
下蒲刈公民館
0823-65-2027

呉市 ② 学校見学会
各学科等において展示や実験等を行います。中学生や保護者に，本校
の教育内容をご理解いただき，進路選択の参考としていただきます。

11月5日
呉工業高等専門学
校

独立行政法人国立高等専門
学校機構呉工業高等専門学
校

無料
学生課教務係
TEL　0823-73-8416

呉市 ③ 第４７回高専祭
模擬店、ステージ企画、学科展示などが
校内で行われる。

11月6日, 7日
呉工業高等専門学
校

独立行政法人国立高等専門
学校機構呉工業高等専門学
校

無料
学生課学生係
TEL　0823-73-8417

呉市 ①
美術に親しむ～「広島　日本画の
系譜」

わが国の日本画界に大きな足跡を残した広島県出身の画家達の功績を
たどります。

10月23日 呉市立美術館
比治山大学と呉市立美術館
との連携講座

http://www.hijiyama-u.ac.jp/kouza/index.html

申し込み不要，当
日受講申込み
可。
なお，受講には呉
市立美術館特別
展「広島　日本画
の系譜」の鑑賞

竹原市 ③ 第９回竹原市子ども文化祭 児童による合唱・合奏等，教育活動の発表を行います。 11月5日 竹原市民館 竹原市教育委員会 無料
竹原市教育委員会学校教育課
0846-22-7753

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

広島県
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

竹原市 ② 小中学生図画，書道展 竹原市内の小・中学生の作品を展示します。 11月4日～6日 たけはら美術館
竹原市，竹原市教育委員会，
竹原市文化団体連盟，竹原
美術館

無料 http://www.city.takehara.hiroshima.jp/bijutukan/index.htm

竹原市 ③ 竹原市総合文化祭 竹原市民会館他において，舞台発表・作品展示を行います。
10月22日～
11月6日

竹原市民館他
竹原市，竹原市芸術文化振
興協議会

無料 http://www.city.takehara.hiroshima.jp/bijutukan/index.htm

竹原市 ③ 竹原市美術展 竹原市福祉会館において，作品展示を行います。
10月29日～
11月3日

竹原市福祉会館
竹原市，竹原市教育委員会，
竹原市文化団体連盟，竹原
美術館

無料 http://www.city.takehara.hiroshima.jp/bijutukan/index.htm

竹原市 ① 第１９回文庫まつり 絵本の読み語り，ぺープサート，絵本の展示と貸出等を行います。 10月29日 竹原市福祉会館
市立竹原書院図書館，ブック
レストラン「たまてばこ」

無料 http://www.takeharashoin.jp

竹原市 ① ふるさと竹原学 「竹原の町並みに作った『竹原の塩』とは？」をテーマにした講座です。 10月15日 森川邸
市立竹原書院
図書館

無料 http://www.takeharashoin.jp

竹原市 ① ふるさと竹原学 商家の歴史や酒造りをテーマにした講座です。 11月12日
町並み保存セン
ター

市立竹原書院
図書館

無料 http://www.takeharashoin.jp

三原市 ① みんなdeなかよく！まなぼうさい!!
身近に楽しく，防災対策について体験し，学んでいただけるイベントを開
催します。

10月16日
広島県防災航空セ
ンター

広島県 無料
広島県危機管理監危機管理課
082-513-2785

三原市 ② 三原教育フェスティバル
三原市内の小中学校が,「総合的な学習の時間」「特色ある学校づくり」の
取組の成果を市民に発表します。

10月22日
三原市リージョンプ
ラザ

三原市教育委員会 無料
三原市教育委員会学校教育課
0848-67-6155

三原市 ② 第6回”夢を開こう”三原弁論大会
市内の小中学校の児童生徒が，「夢」「大切なもの」「打ち込んでいるも
の」について意見発表を行います。

10月29日
本郷生涯学習セン
ター

三原市教育委員会 無料
三原市教育委員会学校教育課
0848-67-6155

三原市 ② 第8回英語スピーチコンテスト
市内の中学生が，「My Dream」  「My Family」「My Friend」  「My school」に
ついて英語で意見発表を行います。

10月29日
本郷生涯学習セン
ター

三原市教育委員会 無料
三原市教育委員会学校教育課
0848-67-6155

三原市 ①
せとうち海上環境＆体験航海セミ
ナーみはら

環境学習，瀬戸内海環境調査，保全，及び体験航海・船上安全対策訓
練，船内見学，クルージングを行います。

11月5日
予備日6日

三原市沿岸及びし
まなみ周辺海域
広島商船高等専門
学校練習船「広島
丸」船内

三原市・広島商船高等専門
学校

http://www.city.mihara.hiroshima.jp/
定員40名（多数
の場合は抽選）

尾道市 ① 「健やかフェスタ」
健康教育に関する講演、学校の実践発表をします。また，健康教育及び
食教育に関する展示をします。

11月13日
尾道市総合福祉
センター

尾道市教育委員会 無料
尾道市教育委員会
教育指導課
0848-20-7474

尾道市 ②
学校選択制度に係る
オープンスクール・授業公開

授業公開、自由参観等を行います。
※公開日は学校毎に設定しています。

10月13日～
11月13日

市内各小中学校 尾道市教育委員会 無料
尾道市教育委員会
教育指導課
0848-20-7474

尾道市 ② 尾道市小学校音楽コンクール 全小学校が課題曲と自由曲の２曲を合唱し優秀校を選出します。 10月20日, 21日
しまなみ交流館
（テアトロシェルネ）

尾道市教育委員会 無料
尾道市教育委員会
教育指導課
0848-20-7474

尾道市 ② 尾道市中学校音楽コンクール 全中学校が課題曲と自由曲の２曲を合唱し優秀校を選出します。 10月26日
しまなみ交流館
（テアトロシェルネ）

尾道市教育委員会 無料
尾道市教育委員会
教育指導課
0848-20-7474

尾道市 ② 尾道市小中学校芸術祭
各音楽コンクール優秀校による合唱を行いグランプリ校を選出します。ま
た，書写・絵画の優秀作品の展示をします。

11月9日
しまなみ交流館
（テアトロシェルネ）

尾道市教育委員会 無料
尾道市教育委員会
教育指導課
0848-20-7474

尾道市 ② おのみち「心の元気ウィーク」
道徳の時間の授業公開を行います（全学級）。また，児童生徒，教職員，
保護者及び地域住民による地域貢献活動を行います。

11月1日～7日
市内各小中学校及
びその周辺地域

尾道市教育委員会 無料
尾道市教育委員会
教育指導課
0848-20-7474

尾道市 ③ 文化の日協賛茶会
文化の日に耕三寺協賛でお茶会を開催します。野点席を設け、玉露を召
し上がって頂きます。

11月3日 広島支部 耕三寺 宮武　秀奉　0845-27-0006

福山市 ③
特別展「世界遺産　京都　清水寺
展」

普段，清水寺に参詣しても見ることのできない秘仏と寺宝を一堂に展示
し，清水寺の歴史と信仰を紹介します。

9月24日～10月23日
広島県立歴史博物
館　企画展示室

広島県立歴史博物館 http://www.manabi.pref.hiroshima.lg.jp/rekishih/

福山市 ③
特別展関連行事　特別展開催記
念講演会④

特別展開催記念講演「絵画に見る清水寺の歴史」を行います。 10月15日
広島県立歴史博物
館　講堂

広島県立歴史博物館 無料 http://www.manabi.pref.hiroshima.lg.jp/rekishih/

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

広島県
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

福山市 ③ 特別展関連行事　展示ガイダンス
加藤眞吾（清水寺学芸員）講師による特別展の展示ガイダンスを行いま
す。

10月16日, 23日
広島県立歴史博物
館　講堂

広島県立歴史博物館 無料 http://www.manabi.pref.hiroshima.lg.jp/rekishih/

福山市 ③ 特別展関連行事　清水寺写真展 清水寺の四季を撮影した写真展を開催します。 9月24日～10月23日
広島県立歴史博物
館　図書情報コー
ナー

広島県立歴史博物館 無料 http://www.manabi.pref.hiroshima.lg.jp/rekishih/

福山市 ③
特別展関連行事　動画DVD「京都
清水寺まんだら」

清水寺の1200年の歴史・年中行事・御本尊御開帳・清水寺青龍会・奥之
院本尊御開帳・春夏秋冬を紹介します。

9月24日～10月23日
広島県立歴史博物
館　図書情報コー
ナー

広島県立歴史博物館 無料 http://www.manabi.pref.hiroshima.lg.jp/rekishih/

福山市 ③ 特別展イベント　茶席③ 表千家同門会備後支部による茶席を設けます。
10月15日, 16日, 22
日, 23日

広島県立歴史博物
館　研修室

広島県立歴史博物館 http://www.manabi.pref.hiroshima.lg.jp/rekishih/

福山市 ③
特別展イベント　高校生書道パ
フォーマンス②

地元高校の書道部の生徒に３×３ｍ大の紙に「今年の漢字」を大書しても
らい，エントランスホールに展示します。

10月16日
広島県立歴史博物
館前の福山城公園
スペース

広島県立歴史博物館 無料 http://www.manabi.pref.hiroshima.lg.jp/rekishih/

福山市 ③
特別展イベント「わたしの今年の
漢字」展示会

小・中学生による「私にとっての今年の漢字」を書いた書を，エントランス
ホールの壁面に掲示します。

9月24日～10月23日
広島県立歴史博物
館　エントランス
ホール壁面

広島県立歴史博物館 無料 http://www.manabi.pref.hiroshima.lg.jp/rekishih/

福山市 ③
秋の展示「草戸千軒町遺跡発掘５
０年展」

草戸千軒町遺跡発掘調査50年を記念し，草戸千軒町遺跡の調査が果た
した役割と成果，今後の課題などを紹介します。

10月30日～12月4日
広島県立歴史博物
館　企画展示室

広島県立歴史博物館 http://www.manabi.pref.hiroshima.lg.jp/rekishih/

福山市 ③ 秋の展示　展示解説会 秋の展示「草戸千軒町遺跡発掘５０年展」の展示解説を行います。 10月30日，11月20日
広島県立歴史博物
館　企画展示室

広島県立歴史博物館 http://www.manabi.pref.hiroshima.lg.jp/rekishih/

福山市 ③ 秋の展示　開催記念セミナー 「草戸千軒町遺跡　その成果と展望」と題した記念セミナーを開催します。 11月3日
広島県立歴史博物
館　講堂

広島県立歴史博物館 無料 http://www.manabi.pref.hiroshima.lg.jp/rekishih/

福山市 ③ 公開講座 公開講座「中世民衆の生活文化」を開催します。 11月12日
広島県立歴史博物
館　講堂

広島県立歴史博物館 無料 http://www.manabi.pref.hiroshima.lg.jp/rekishih/

福山市 ③
スポット展示「広島県重要文化財
（考古資料）　丸小山経塚出土品」

県の重要文化財に指定された世羅郡世羅町の丸小山経塚から出土した
経筒及びその中に収められていた木造十一面観音立像と厨子を紹介し
ます。

9月30日～11月24日
広島県立歴史博物
館　通史展示室

広島県立歴史博物館 http://www.manabi.pref.hiroshima.lg.jp/rekishih/

福山市 ③ スポット展示　展示解説会
スポット展示「広島県重要文化財（考古資料）　丸小山経塚出土品」の展
示解説を行います。

11月6日
広島県立歴史博物
館　通史展示室

広島県立歴史博物館 http://www.manabi.pref.hiroshima.lg.jp/rekishih/

福山市 ①
里山あそび発見隊
～自然の不思議をさがしにいこう
～

森の中を歩きながら，いろんあ遊び方を探したり，動物や植物のひみつを
探ります。

10月15日, 16日
広島県立福山少年
自然の家

広島県立福山少年自然の家 http://www.manabi.pref.hiroshima.lg.jp/gakusyu/fukuyama/index.html

福山市 ①
FUNチャレンジクラブ
～みんなで進め冒険の旅～

普段の生活や一人の力ではなかなかできないチャレンジをグループのメ
ンバーと一緒に体験するシリーズ型プログラムです。

11月19日, 20日
広島県立福山少年
自然の家

広島県立福山少年自然の家 http://www.manabi.pref.hiroshima.lg.jp/gakusyu/fukuyama/index.html

福山市 ①
ふくやま子どもフェスティバル２０１
１

活動の発表，親子で楽しむ工作，紙芝居，ニュースポーツ体験などを行い
ます。

11月3日
まなびの館ローズコ
ム，中央公園

福山市 無料
福山市教育委員会生涯学習課
084-928-1243

福山市 ②
福山市立幼稚園・小中学校展覧
会

福山市立幼稚園の活動内容の
紹介及び小中学校の「我が校の『日本一宣言』」を展示する。

11月１日～７日
福山市役所
１Fロビー

福山市
教育委員会

無料
福山市教育委員会指導課
084-928-1183

福山市 ①
福山大学発！！
リレー講座

福山大学の教員が一般市民を対象にこれからの時代を生きるための提
言を発信します。

10月27日
福山大学社会連携
研究推進センター

福山大学社会連携センター 無料 http://www.fukuyama-u.ac.jp/

福山市 ① 中世民衆の生活文化
中世史ならびに中世考古学の成果をもとに，中世都市を活動の場とした
職能民の生活文化の諸相について瀬戸内海地域を中心に述べます。

11月12日
広島県立歴史博物
館

比治山大学・広島県立歴史
民俗資料館・広島県立歴史
博物館との共催公開講座

無料 http://www.hijiyama-u.ac.jp/kouza/index.html
事前の申し込み
が必要。定員300
名

三次市 ③
秋の特別企画展「中国山地の鉄
道－海と山をつないで－」

中国山地地域の鉄道の歴史を振り返り，果たした役割や人々との関わり
を紹介します。

10月7日～11月27日
広島県立歴史民俗
資料館

広島県立歴史民俗資料館 http://www.manabi.pref.hiroshima.jp/rekimin/

三次市 ③
秋の特別企画展「中国山地の鉄
道－海と山をつないで－」展示解
説会

秋の特別企画展「中国山地の鉄道－海と山をつないで－」の展示解説を
行います。

10月23日, 11月 6日,
20日

広島県立歴史民俗
資料館

広島県立歴史民俗資料館 http://www.manabi.pref.hiroshima.jp/rekimin/

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

広島県
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

三次市 ③ 第5回文化財講座
特別企画展記念講演会「鉄道遺産入門」
を開催します。

11月12日
広島県立歴史民俗
資料館

広島県立歴史民俗資料館 無料 http://www.manabi.pref.hiroshima.jp/rekimin/

三次市 ③ ミニＳＬ運転会 1/4で復元した鞆鉄道のＳＬの運転・乗車会を行います。 10月29日, 30日
広島県立歴史民俗
資料館

広島県立歴史民俗資料館 無料 http://www.manabi.pref.hiroshima.jp/rekimin/

三次市 ③ ペーパークラフトのワークショップ ペーパークラフトで鉄道の車両模型を作ります。 10月7日～11月27日
広島県立歴史民俗
資料館

広島県立歴史民俗資料館 http://www.manabi.pref.hiroshima.jp/rekimin/

三次市 ③
第5回ふどきの丘体験教室「蒸気
で動くおもちゃをつくろう」

水蒸気の力を使って水上を進む船の模型を作ります。 10月22日
広島県立歴史民俗
資料館

広島県立歴史民俗資料館 無料 http://www.manabi.pref.hiroshima.jp/rekimin/

三次市 ③
第6回ふどきの丘体験教室「土器・
ハニワを焼こう」

弥生時代の土器の焼き方である「覆い焼」の方法により，7月の体験教室
で作った土器やハニワを焼き上げます。

11月19日
広島県立歴史民俗
資料館

広島県立歴史民俗資料館 無料 http://www.manabi.pref.hiroshima.jp/rekimin/

三次市 ③ 歴史民俗展示「大工道具の歴史」 大工道具の発展の歴史と，道具に施された工夫を紹介します。 9月16日～12月25日
広島県立歴史民俗
資料館

広島県立歴史民俗資料館 http://www.manabi.pref.hiroshima.jp/rekimin/

三次市 ③
歴史民俗展示「大工道具の歴史」
展示解説会

歴史民俗展示「大工道具の歴史」の展示解説を行います。 10月30日, 11月13日
広島県立歴史民俗
資料館

広島県立歴史民俗資料館 http://www.manabi.pref.hiroshima.jp/rekimin/

三次市 ④ 益川敏英講演会 ノーベル物理学賞を受賞した益川敏英先生による講演会を開催します。 11月20日 三次市文化会館
益川敏英講演会 三次市実行
委員会

三次市教育委員会学校教育課
0824-62-6184

三次市 ② 第１６回三次市吹奏楽演奏会 市内中学校吹奏楽部による演奏会を開催します。 10月15日 三次市文化会館
三次市吹奏楽演奏会実行委
員会

無料
三次市教育委員会社会教育課
0824-64-0092

三次市 ② みよしふるさとランチの日
地場産業の活用促進，給食献立への郷土食の活用，食育の推進を図り
ます。

10月19日
小・中学校，保育
所，給食（共同）調
理場

三次市 無料
三次市教育委員会教育企画課
0824-62-6188

三次市 ①
広島交響楽団みよし秋いろコン
サート

広島交響楽団フルオーケストラによるコンサートを開催します。 11月3日 三次市文化会館
広島交響楽団コンサート三次
市実行委員会

三次市教育委員会社会教育課
0824-64-0092

三次市 ①
みよし版食育かるた
かるた大会

三次市内の小中学生が作成した食育に関するカルタを使ったカルタ大会
を開催します。

10月16日
みよしまちづくりセ
ンター

三次市食育推進計画推進連
絡会議

無料
三次市福祉保健部健康推進課
0824-62-6232

庄原市 ①
第22回広島県立農業技術大学校
「農大祭」

学生たちが育てた新鮮な農産物の直売，体験コーナーなど，多彩なイベ
ントを実施します。

11月6日～7日
広島県立農業技術
大学校

広島県立農業技術大学校自
治会他

無料
広島県立農業技術大学校
0824-72-0094

庄原市 ①
第12回庄原子どもミュージカル「白
雪姫」

市民手づくりのこどもミュージカル団体によるミュージカル公演です。 10月16日 庄原市民会館
庄原こどもミュージカル実行
委員会

庄原市教育委員会生涯学習課
0824-73-1189

庄原市 ① おはなし会 本の読み語り，エプロンシアター・ストーリーテリングなどを行います。 11月12日
庄原市田園文化セ
ンター

おはなしのいずみ・庄原市立
図書館

無料
庄原市教育委員会生涯学習課田園文化センター
0824-73-1159

庄原市 ① しょうばら菊花展
市内の小学校児童が菊友会の指導を受けながら半年かけて育てた菊を
出展します。

11月1日～15日
庄原市民会館特設
会場

しょうばら菊友会・庄原市教
育委員会

無料
庄原市教育委員会生涯学習課
0824-73-1188

大竹市 ③ 市民文化講演会 アゼリアホールにおいて，市民文化講演会を開催します。 10月19日 アゼリアホール 大竹市教育委員会
大竹市教育委員会生涯学習課
0827-53-5800

大竹市 ③ 大竹市文化祭
ギャラリー大竹他において，日本画，洋画，工芸，書などの展示を行いま
す。

10月31日～
11月3日

ギャラリー大竹他 文化祭実行委員会 無料
大竹市教育委員会生涯学習課
0827-53-5800

大竹市 ③ コーラスフェスティバル アゼリアホールにおいて，コーラス団体等による合唱を行います。 11月23日 アゼリアホール
コーラスフェスティバル実効
委員会

無料
大竹市教育委員会生涯学習課
0827-53-5800

東広島市 ②
平成２３年度東広島市中学校音
楽会

東広島市内中学校生徒出演による音楽会を開催します。 11月8日
東広島市中央
生涯学習センター

東広島市教育委員会 無料
東広島市教育委員会指導課
082-420-0976

東広島市 ②
平成２３年度東広島市小学校音
楽会

東広島市内小学校児童出演による音楽会を開催します。 11月9日
東広島市中央
生涯学習センター

東広島市教育委員会 無料
東広島市教育委員会指導課
082-420-0976

東広島市 ①
東広島市チャレンジランキング
2011

子どもから大人まで楽しくチャレンジできる体験活動を開催します。 11月5日
アクアパーク（東広
島運動公園）

青少年育成東広島市民会
議，東広島市教育委員会

無料
東広島市教育委員会青少年育成課
082-420-0929

東広島市 ①
ＨＩＧＡＳＨＩＨＩＲＯＳＨＩＭＡヤング
メッセージ2011

市内の中学生及び高校生等の青少年による意見発表会を実施します。 11月12日
東広島市中央生涯
学習センター

青少年育成東広島市民会
議，東広島市防犯連合会，東
広島市教育委員会

無料
東広島市教育委員会青少年育成課
082-420-0929

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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東広島市 ①
第２１回東広島市
生涯学習フェスティバル

学習活動への参加と成果の発表，交流を促進する生涯学習イベントを開
催します。

11月5日, 6日
アクアパーク
（東広島運動公園）

第２１回東広島市生涯学習
フェスティバル実行委員会

無料
東広島市教育委員会生涯学習課
082-420-0979

東広島市 ① ボランティア発見講座
広島国際大学の協力により、ボランティアのあり方について講義を行いま
す。

10月29日, 11月12日,
19日

広島国際大学ほか 東広島市教育委員会
東広島市教育委員会生涯学習課
082-420-0979

東広島市 ① 東広島学
近畿大学の協力により，東広島市の歴史や福祉などをテーマとして講座
を行います。

10月19日, 26日, 11
月 2日, 9日, 13日,
16日

近畿大学工学部ほ
か

東広島市教育委員会
東広島市教育委員会生涯学習課
082-420-0979

東広島市 ① 楽しく学ぶパソコン初心者教室 パソコン初心者を対象としたエクセル講座です。 10月30日
東広島市豊栄情報
プラザ

東広島市教育委員会
東広島市教育委員会豊栄分室地域教育課
082-432-4140

東広島市 ① 初めての陶芸教室 陶芸の基礎を楽しく学び、茶碗や皿を作成します。 10月21日, 28日 創作村 東広島市教育委員会
東広島市教育委員会豊栄分室地域教育課
082-432-4140

東広島市 ③
トリエンナーレ東広島2011　-郷
土・招待作家展-

東広島市美術展を支える作家の作品を，３年に一度のトリエンナーレ形式
で展示します。

10月8日～30日 東広島市立美術館 東広島市教育委員会
東広島市教育委員会文化課
082-420-0977

東広島市 ①
第3回「サタデー！外で！遊ぼうＤ
ＡＹ！」

子どもたちの日常に「遊び」や「自然体験」を取り戻すことを目的に，ス
ポーツボランティアが外遊びの方法を指導します。

10月22日 乃美尾小学校 東広島市教育委員会 無料
東広島市教育委員会スポーツ振興課
082-420-0978

東広島市 ①
さわやかウォークの日（歩こう
DAY）

ウォーキングを推奨し，健康促進に努めます。 10月23日 西条中央公園ほか
東広島市教育委員会，東広
島ウォーキング協会

東広島市教育委員会スポーツ振興課
082-420-0978

東広島市 ① 親子で歌おうふれあい音楽会
親子で一緒に歌ったり，ピアノ，フルート，バイオリンの演奏を聞き楽しむ
音楽会を開催します。

10月22日
東広島市中央生涯
学習センター

東広島市中央生涯学習セン
ター

無料
東広島市中央生涯学習センター
082-423-8213

東広島市 ① 親子ふれあいコンサート 親子で一緒に，マリンバの演奏を聞き楽しむコンサートを開催します。 11月13日
東広島市中央生涯
学習センター

東広島市中央生涯学習セン
ター

無料
東広島市中央生涯学習センター
082-423-8212

東広島市 ① おはなしフェスタ
東広島ゆるやかネットワークが，展示やおはなし会など日ごろの成果の
発表を行います。

10月15日
東広島市立中央図
書館

東広島市立中央図書館 無料
東広島市立中央図書館
082-422-9449

東広島市 ①
生涯学習フェスティバル関連事業
「図書館を楽しもう！」

ブック交換市，移動図書館での貸出，映画会，特別行事などを行い，図書
館に親しんでもらいます。

11月5日,  6日
東広島市立中央図
書館

東広島市立中央図書館 無料
東広島市立中央図書館
082-422-9449

東広島市 ①
生涯学習フェスティバル関連事業
「わらべうたであそぼ！」

わらべうた遊びを通して人とのぬくもりに触れ，日本古来の文化を肌で感
じとるとともに，文化を大切にする心を育てます。

11月6日
東広島市立中央図
書館

東広島市立中央図書館 無料
東広島市立中央図書館
082-422-9449

東広島市 ① おはなし会 読み聞かせ，ストーリーテリング等を行います。 11月9日
東広島市立サンス
クエア児童青少年
図書館

東広島市立サンスクエア児童
青少年図書館

無料
東広島市立サンスクエア児童青少年図書館
082-424-3899

東広島市 ① あきのおはなし会 読み聞かせ，ストーリーテリング等を行います。 10月22日
東広島市立サンス
クエア児童青少年
図書館

東広島市立サンスクエア児童
青少年図書館

無料
東広島市立サンスクエア児童青少年図書館
082-424-3899

東広島市 ① おにいさんおねえさんとあそぼ
広島大学児童文化研究会の学生による，紙芝居や歌，ゲームなどのお楽
しみ会を開催し，子どもたちに図書館やお話しに親しんでもらいます。

10月15日

東広島市市民文化
センター(サンスクエ
ア東広島)2階研修
室1・2

東広島市立サンスクエア児童
青少年図書館

無料
東広島市立サンスクエア児童青少年図書館
082-424-3899

東広島市 ① 人形劇
劇団パレットによる，人形劇とブラックファンタジーを開催し，図書館やお
話しに親しむ機会を子どもたちに提供します。

11月12日

東広島市市民文化
センター(サンスクエ
ア東広島)3階アザ
レアホール

東広島市立サンスクエア児童
青少年図書館

無料
東広島市立サンスクエア児童青少年図書館
082-424-3899

東広島市 ① かがくの本っておもしろい かがく絵本の読み聞かせ，かがく工作，マジックなどを行います。 11月5日
東広島市立黒瀬図
書館

東広島市立黒瀬図書館 無料
東広島市立黒瀬図書館
0823-82-1101

東広島市 ①
うさこちゃんくらぶのおひざにだっ
このおはなしかい

幼児向け絵本の読み聞かせや，手遊びなどを行います。 11月8日
東広島市立黒瀬図
書館

東広島市立黒瀬図書館 無料
東広島市立黒瀬図書館
0823-82-1101

東広島市 ①
なずな文庫の
おはなし会

絵本の読み聞かせと，ストーリーテリングを行います。 11月12日
東広島市立黒瀬図
書館

東広島市立黒瀬図書館 無料
東広島市立黒瀬図書館
0823-82-1101

東広島市 ① もしもしエプロン 本の紹介・相談，読み聞かせなどを行います。
10月23日,
11月13日

東広島市立黒瀬図
書館

東広島市立黒瀬図書館 無料
東広島市立黒瀬図書館
0823-82-1101

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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東広島市 ① ロビーコンサート クラシック・童謡等の演奏 10月15日, 11月19日
東広島市立黒瀬図
書館

東広島市立黒瀬図書館 無料
東広島市立黒瀬図書館
0823-82-1101

東広島市 ①
ピーターパンクラブの
おはなし会

絵本の読み聞かせと工作を行います。 10月22日
東広島市立黒瀬図
書館

東広島市立黒瀬図書館 無料
東広島市立黒瀬図書館
0823-82-1101

東広島市 ① おはなしワールド
外国人ゲストによる外国語絵本の読み聞かせと，外国の遊び体験などを
行います。

10月29日
東広島市立黒瀬図
書館

東広島市立黒瀬図書館 無料
東広島市立黒瀬図書館
0823-82-1101

東広島市 ①
おはなしのとびら
ひらけごま

ストーリーテリングのおはなし会を開催します。 11月3日
東広島市立黒瀬図
書館

東広島市立黒瀬図書館 無料
東広島市立黒瀬図書館
0823-82-1101

東広島市 ① 本のリサイクル市
本のリサイクル市（家庭で不要になった本を持ち寄り，希望者に持ち帰っ
てもらう）を開催します。

11月5日, 6日
東広島市立黒瀬図
書館

東広島市立黒瀬図書館 無料
東広島市立黒瀬図書館
0823-82-1101

東広島市 ① 黒瀬ふれあい寄席 黒瀬図書館において，落語の公演を開催します。 11月20日
東広島市立黒瀬図
書館

東広島市立黒瀬図書館 無料
東広島市立黒瀬図書館
0823-82-1101

東広島市 ① 豊栄ふれあい寄席 豊栄生涯学習センターにおいて，落語の公演を開催します。 11月20日
豊栄生涯学習セン
ター

東広島市立豊栄図書館 無料
東広島市立黒瀬図書館
0823-82-1101

東広島市
①，
④

総合博物館第5回企画展
「エコの記憶・ものづくりの未来」

本企画展では，人と自然とのかかわり，人が自然とともに育む豊かな未
来に焦点を当て，過去から現在に至る自然との共生やエコの視点から考
えたものづくりを取り上げます。展示をとおして，本学の人文・自然科学双
方の研究成果を公開し，学内や社会に発信することを目的としています。

10月21日～11月13
日

広島大学　西第一
福利会館

広島大学総合博物館 無料 http://home.hiroshima-u.ac.jp/museum/

東広島市 ③ 第６０回大学祭

学生による，①ステージ企画（芸能人によるライブショー，ダンスショー
等），②模擬店企画（模擬店，フリーマーケット），③屋内外企画，④花火
などの各種企画により，大学祭が地域と本学の架け橋となり，地域の活
性化に貢献するものです。

11月5日, 6日
広島大学東広島
キャンパス

広島大学 無料
教育室
学生生活支援グループ
Tel:082-424-6146

東広島市 ④ 研究室公開
先端物質科学研究科の量子物質科学専攻，分子生命機能科学専攻及
び半導体集積科学専攻の各専攻の研究室を公開するととともに，パネル
展示を行い，各研究室の担当者が説明を行います。

11月5日
広島大学
大学院先端物質科
学研究科

広島大学
大学院先端物質科学研究科

無料 http://www.hiroshima-u.ac.jp/adsm/

東広島市 ③ 世界とふれあう語学カフェ
文学研究科に在籍するポルトガル・韓国・中国の留学生が日常会話レベ
ルの母国語や生活・文化を紹介します。留学生の母国のお菓子やお茶も
提供します。

11月5日
広島大学大学院文
学研究科
B153講義室

広島大学大学院文学研究科 無料 http://www.hiroshima-u.ac.jp/bungaku/

東広島市 ④
理学部・大学院理学研究科公開
「現代科学をあなたの目で！」

中学生・高校生科学シンポジウムをはじめとして，体験コーナーや演示実
験，施設公開など，身近な理学を体験していただきます。

11月5日
広島大学理学部・
大学院理学研究科

広島大学理学部・大学院理
学研究科

無料 http://www.hiroshima-u.ac.jp/sci/

事前申込不要（た
だしシンポジウム
発表者は事前申
込が必要）

東広島市 ③
ホームカミングデー・コンサート，オ
ペラハイライト

オーディションによって選出された学生によるコンサート及び前期から取り
組んでいる，オペラハイライトの上演を行います。それぞれ平素の研究の
成果を公開するものです。

11月5日
広島大学教育学部
音楽棟Ｆ１０１演奏
室

広島大学教育学部音楽文化
系コース

無料
教育学部音楽文化系コース
Tel:082-424-6834

東広島市 ③ 生物生産学部公開＆農場祭
各コース・農場で企画（華の苗プレゼント，ミニ動物園，日本在来鶏の紹
介，農場見学ツアーなど予定，変更有り）を行い，一般の方に体験・学習
していただきます。

11月6日
広島大学生物生産
学部及び農場

広島大学生物生産学部 無料
生物圏科学研究科運営支援グループ（研究推進）
Tel:082-424-7903

東広島市 ④ 東広島天文台特別観望会
東広島天文台・1.5mかなた望遠鏡を用いて，一般市民に対する天体観望
会を行います。

11月19日, 26日
広島大学附属東広
島天文台

広島大学宇宙科学センター 無料
宇宙科学センター
Tel: 082-424-5765

事前申込必要
（応募者多数の
場合抽選）

東広島市
①②
③

「広島大学の歴史」展
広島大学の過去と現在の姿を写真などで振り返り、広島大学の未来に思
いを馳せるパネル展を行います。

11月5日
広島大学　サタケメ
モリアルホールロ
ビー

広島大学文書館 無料 http://home.hiroshima-u.ac.jp/hua/

東広島市 ③ 近畿大学工学部　「うめの辺祭」
大学祭を通じて日頃のクラブ活動の成果を発表するとともに、地域との交
流をより一層深めていく。

10月29日, 30日
近畿大学工学部
キャンパス内

近畿大学工学部学園祭実行
委員会

無料
近畿大学工学部学生支援課
082-434-7000

廿日市市 ①
ヤングフェスティバル青少年夢☆
計画’11

廿日市市生涯学習フェスティバル関連事業として，ステージ発表（コン
サート，ダンスほか），バザー，展示，各種催しを行います。

10月23日
廿日市市中央市民
センター

青少年夢プラン実行委員会
（廿日市市生涯学習推進本
部）

無料 廿日市市教育委員会生涯学習課0829-30-9203

廿日市市 ① 宮島芸能祭 廿日市市生涯学習フェスティバル協賛事業として，芸能発表を行います。 10月22日
廿日市市立宮島幼
稚園

宮島芸能祭実行委員会 無料 宮島市民センター0829-44-2005

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

広島県
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

廿日市市 ① 佐伯地域文化祭
廿日市市生涯学習フェスティバル協賛事業として，作品展示や芸能発表
を行います。

11月3日, 5日, 6日
廿日市市さいき文
化センター

廿日市市文化協会佐伯支部 無料
廿日市市文化協会
0829-31-4311

廿日市市 ① 図書館まつり
廿日市市生涯学習フェスティバル参加事として，古本リサイクル市，ストー
リーテリングなどを行います。

11月5日, 6日
廿日市市庁舎，さく
らぴあ

はつかいち市民図書館 無料
はつかいち市民図書館
0829-20-0333

廿日市市 ① 第49回佐伯地区神楽共演大会
廿日市市生涯学習フェスティバル協賛事として，佐伯地域の神楽団によ
る神楽の共演大会を開催します。

11月5日
廿日市市立玖島小
学校

佐伯神楽連合会 無料
廿日市市教育委員会文化スポーツ課
0829-30-9205

廿日市市 ①④
第31回山陽女子短期大学公開講
座

医療と健康　～健やかな毎日を過ごすために～
10月22日～11月26
日(５回)

山陽女子短期大学 山陽女子短期大学 http://www.sanyo.ac.jp
廿日市市教育委
員会と共催

江田島市 ①
第26回ヒロシマMIKANマラソン大
会

江田島市内外から誰もが参加でき，健康増進・陸上競技力の向上等を目
的に開催します。

10月16日
県立大柿高等学校
グラウンド及び周辺

ヒロシマMIKANマラソン大会
実行委員会

ヒロシマMIKANマラソン大会事務局
0823-57-4333

江田島市 ③
平成23年度江田島市文化芸術
フェスタ

市民の創作発表における自主性と創造性を発揮する場として，第7回市
美展と同時開催します。

10月29日, 30日
江田島市農村環境
改善センター

江田島市教育委員会・江田
島市美術展実行委員会

無料
江田島市教育委員会生涯学習課
0823-40-3037

江田島市 ①
第26回江田島市少年健全育成意
見発表大会

中学生が「安心・安全なまちづくり」について意見発表することにより，非
行防止と明るいまちづくりについての意識を啓発します。

10月19日
江田島市立能美中
学校

江田島市防犯連合会 無料
江田島市危機管理課
0823-40-2218

府中町 ①
図書館まつり
本のリサイクル市

絵本の読み聞かせ，寄贈本等のリサイクル，その他図書館に関する展示
などを行います。

10月29日, 30日
安芸府中生涯学習
センターくすのきプ
ラザ

府中町立図書館 無料
府中町立図書館
082-286-3105

府中町 ① ふちゅうウォ－キング
町民ウォ－キング，健康運動クイズラリ－，ハイハイヨチヨチグランプリ，
健康測定等を行います。

11月6日
イオンモ－ル広島
府中ソレイユ及び
町内街路

府中町・府中町教育委員会 無料 http://www.kyouiku.town.fuchu.hiroshima.jp/walking.html

府中町 ① ハロ－公民館まつり
公民館全活動者の参加による手作りのまつりです。学習成果の発表、お
楽しみイベントがあります。

11月12日, 13日
府中町立府中公民
館

ハロ－公民館まつり実行委
員会

無料
府中町立府中公民館
082-286-3276

海田町 ① 公民館まつり 地域住民の活動発表，作品展示，バザーなどを行います。 10月22日, 23日 海田東公民館 海田東公民館全体講座 無料
海田東公民館
082-823-2711

海田町 ① ふれあいコンサート 小・中・高・一般の吹奏楽等音楽団体の合同演奏会です。 11月6日 海田中学校 海田町音楽祭実行委員会 無料
海田町教育委員会生涯学習課
082-823-9217

熊野町 ③ 　町民文化祭 芸能の発表・作品展示・イベントなどを行います。 10月22日, 23日 熊野町民会館 熊野町教育委員会 無料
熊野町教育委員会生涯学習課
082-820-5621

熊野町 ① ふれあいフェスタⅡ 児童虐待に対する意識啓発目的とした講演会を開催します。 10月8日 熊野町民会館 熊野町教育委員会 無料
熊野町教育委員会生涯学習課
082-820-5621

坂町 ③ 第28回坂町文化祭
町内小・中学校の児童・生徒が町内団体と共に合唱等の発表を行い、交
流を図ります。

11月6日 坂町町民センター 坂町文化協会 無料
坂町教育委員会
生涯学習課
082-820-1515

安芸太田町 ② 安芸太田町３中学校合同文化祭 合唱コンクール・学校発表・芸術鑑賞・展示発表等を行います。 10月30日
戸河内ふれあいセ
ンター

３中学校合同文化祭実行委
員会

無料
戸河内中学校
0826-28-2105

安芸太田町 ② 筒賀保・小・中合同文化祭 保育所・小学校・中学校の各発表，合同合唱等を行います。 11月12日 筒賀中学校体育館
保小中合同文化祭実行委員
会

無料
筒賀小学校
0826-32-2513

安芸太田町 ① 筒賀駅伝大会 近郡市男子駅伝，郡女子筒賀駅伝を開催します。 10月15日
筒賀中学校グラウ
ンド及び周辺

筒賀中学校 無料
筒賀中学校
0826-32-2244

安芸太田町 ① あいさつ運動 地域住民等による朝のあいさつ運動を行います。 11月1日 町内各小中学校 安芸太田町教育委員会 無料
安芸太田町教育委員会学校教育課
0826-22-1212

安芸太田町 ① 学校へ行こう週間啓発活動 電光掲示板・のぼり旗・町内無線放送による啓発活動を行います。 11月1日～7日 町内 安芸太田町教育委員会 無料
安芸太田町教育委員会学校教育課
0826-22-1212

北広島町 ① あいさつ運動 地域住民とともに千代田中学校であいさつ運動を展開・推進します。 11月1日 千代田中学校
北広島町青少年育成推進協
議会

無料
千代田中央公民館
0826-72-2249

大崎上島町 ③ 大崎上島町文化祭 作品の展示及び演芸発表会を行います。 10月29日, 30日 町内
大崎上島町文化祭実行委員
会

無料
大崎上島町教育委員会社会教育課
0846-64-3055

世羅町 ① 郷土愛護少年団（歴史コース） 大田庄歴史館において，荘園のしくみについて学習します。 10月22日 大田庄歴史館 世羅町教育委員会 無料
世羅町教育委員会社会教育課
0847-22-0548

世羅町 ① 古代の土笛＆燻せい作り 土笛や燻せい作りなど，古代の人の楽しみを体験します。 10月22日 シャンテパルク新山 世羅町教育委員会 無料
世羅町教育委員会社会教育課
0847-22-0548

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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世羅町 ① せらひがし四つ葉塾③
「日本女子教育の祖」“大妻コタカ”さんの生涯について資料や証言をもと
に学び，今の私たちの生き方について考えます。

11月3日
大妻公園（三川ダ
ム）

せらひがし四つ葉塾・世羅町
教育委員会

無料
世羅町教育委員会社会教育課
0847-22-0548

神石高原町 ① 第2回神石高原ウォーキング大会 紅葉した大自然の中を歩き，心身ともに健康増進を図ります。 10月25日 帝釈峡 神石高原町教育委員会 無料
神石高原町教育委員会生涯学習課
0847-89－3344

神石高原町 ① 三和駅伝競走大会 子どもから大人まで襷を繋ぎ走ります。 11月6日
神石高原町役場出
発

三和駅伝競走大会実行委員
会

無料
神石高原町教育委員会生涯学習課
0847-89－3344

神石高原町 ①
ＪＦＡこころプロジェクト
夢先生

日本サッカー協会協力で元プロ選手が小学生へ夢の授業を行います。 11月7日
三和小学校・来見
小学校

神石高原町教育委員会 無料
神石高原町教育委員会生涯学習課
0847-89－3344

神石高原町 ① 神石高原ヒューマンフェスタ 人権について考えるヒューマンフェスタを開催します。 11月13日 さんわ総合センター 神石高原町まちづくり推進課 無料
神石高原町まちづくり推進課
0847　89－3330

神石高原町 ② 神石高原スピーチコンテスト 各中学校の代表が英語スピーチを披露するコンテストを開催します。 11月16日 さんわ総合センター 神石高原町教育委員会 無料
神石高原町教育委員会生涯学習課
0847-89－3344

神石高原町 ①
図書館まつり・神石高原町読書感
想文コンクール表彰式

読み聞かせ・神石高原町が募集する読書感想文コンクールの表彰式を
行います。

11月20日
シルトピアカレッジ
図書館

神石高原町教育委員会 無料
神石高原町教育委員会生涯学習課
0847-89－3344

県内各市
町（広島
市除く）

①
「あなたの保育所づくりしません
か」キャンペーン

県内の公私立保育所が，期間中一斉に，地域の全ての子育て家庭を対
象に，園庭開放や子育て相談，歯科講習会などを実施します。

11月5日～11日
県内各保育所（広
島市内は対象外）

広島県保育連盟連合会，広
島県，広島県歯科医師会，
(財)ひろしまこども夢財団，こ
ども未来づくり・ひろしま応援

無料
広島県健康福祉局こども家庭課
082-513-3174

県内３会
場

②
「みんなで作ろうひろしま自慢」発
表大会

県内の小中学生が，自分で調べた地域の自慢を，楽器演奏や実演など
自分たちで考えた方法で発表する大会です。

11月12日, 19日
千代田開発セン
ター，黒瀬文化セン
ター，尾道市公会

広島県教育委員会 無料
広島県教育委員会指導第一課
 082-513-4976

県内２市 ③
第35回広島県高等学校総合文化
祭

書道展，写真展，美術・工芸展，音楽祭，総合演劇大会，囲碁大会，将棋
大会，邦楽演奏会，放送文化コンクールなどを行います。

10月14日～12月18
日

県内11会場
広島県高等学校文化連盟，
広島県教育委員会

無料
広島県教育委員会指導第二課
082-513-4998

豊田郡大
崎上島町

③ 図書館ミニ・コンサート
アンサンブルによる演奏会を行います。地域住民の方の図書館利用証の
申込受付も行います。

10月23日
広島商船高等専門
学校図書館

広島商船高等専門学校図書
館

無料 http://hcmtlib.hiroshima-cmt.ac.jp/

豊田郡大
崎上島町

③ 第３５回商船祭
練習船広島丸見学及び体験航海，商船学科航海計器の紹介，電子制御
工学科ものづくり展示，流通情報工学科卒業研究展示を行います。

10月29日, 30日
広島商船高等専門
学校

広島商船高等専門学校 無料 http://www.hiroshima-cmt.ac.jp/

広島 ① 馬木ふれあいまつり
地域住民の活動発表の場として、作品展示・芸能発表・バザー等を行い
ます。

11月12日, 13日 馬木公民館
馬木公民館まつり実行委員
会

無料
馬木公民館
082-899-3062

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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