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清水町 ③ 芸術祭　展示 町内在勤、在住の方の絵画等の作品展示を行います。

前期
11月3日～6日

後期
11月10日～13日

地域交流センター
清水町
清水町教育委員会

無料
生涯学習課
055-972-6678

清水町 ③ 芸術祭　発表 町内在勤、在住の方の歌、舞踊等の発表を行います。 11月13日 地域交流センター
清水町
清水町教育委員会

無料
生涯学習課
055-972-6678

清水町 ① 町民の集い
町の小・中・高校生による主張発表会や講演会等を開催することにより、
町民の青少年健全育成に対する意識を高めます。

11月5日 地域交流センター
清水町
清水町教育委員会

無料
生涯学習課
055-972-6678

静岡市 ④
静大フェスタ「第1回キャンパスフェ
スタ　in 静岡」

各学部の活動紹介をはじめシンポジウムやおもしろ実験などを行い、
様々な大学活動を紹介します。

11月19日, 20日
静岡大学静岡キャ
ンパス

静岡大学人文学部、教育学
部、理学部、農学部、法科大
学院、教職大学院、創造科学
技術大学院など

無料 広報室　　　　　　 054-238-5179

静岡市 ④ サイエンスカフェ　　in 静岡

一般市民を対象に、科学研究のおもしろさを伝え、飲み物を片手に語り合
える場を提供します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当日は、
静岡大学の岡林利明教授（大学院創造科学技術研究部）を講師に迎え、
「電波で分子を見る～分子分工学への招待」と題して、電波を用いた分光
観測を中心に、分子分光学の世界を紹介します。

11月17日
静岡市産学交流セ
ンター（B-nest）

静岡大学理学部 無料 http://www.shizuoka.ac.jp/~rigaku/sciencecafe/index.html

静岡市 ① 第2回リハカフェ パラリンピック参加のアスリートの講演会 11月13日
常葉学園静岡リハ
ビリテーション専門

常葉学園静岡リハビリテー
ション専門学校

無料 http://www.tokoha.ac.jp/iryosen-s

静岡市 ①
法政大学大学院静岡サテライト
キャンパス　月例セミナー

さまざまな地域貢献活動として、単に在学生への教育だけではなく一般の
方々にも参加して頂き、実践的な講義や討論を行います。

10月19日
11月16日

法政大学大学院静
岡サテライトキャン
パス
ペガサート7階

法政大学
大学院

shizuoka-sc@ml.hosei.ac.jp
(054)255-7287
静岡サテライトキャンパス

静岡市 ①
法政大学大学院&SOHOしずおか
共催セミナー

さまざまな地域貢献活動として、単に在学生への教育だけではなく一般の
方々にも参加して頂き、実践的な講義や討論を行います。

11月18日

法政大学大学院静
岡サテライトキャン
パス
ペガサート6階

法政大学大学院& SOHOしず
おか　(共催)

無料 http://soho-shizuoka.gr.jp/  (054)653-8800 SOHOしずおか

静岡市 ③ 大道芸inシアター 劇場での大道芸ショーです。 11月3日 静岡市民文化会館 静岡市民文化会館 054-251-3751

静岡市 ①
朗読講座「声を出す！言葉で遊
ぶ！～プロから学ぶ朗読の基礎
～」

講師：中山一朗(俳優)
プロの俳優から朗読の基礎を学び、朗読を通して日本語の美しさを再発
見しましょう。

11月12日～13日
静岡市清水文化セ
ンター

静岡市清水文化センター　指
定管理者　静岡市文化振興
財団共同事業体

無料 054-354-1311

往復ハガキでの
事前申し込みが
必要(10月20日必
着)

静岡市 ①③
開館1周年記念展〈Ⅰ〉
レオナルド・ダ・ヴィンチ美の理想
展

ダ・ヴィンチや彼に影響を受けたレオナルド派の作品など、日本初公開作
品を含む約70点を展示します。

11月3日～12月25日 静岡市美術館

静岡市、静岡市美術館　指定

管理者　財団法人　静岡市文
化振興財団、静岡新聞社・静
岡放送、毎日新聞社

http://www.shizubi.jp/
054-273-1515

静岡市 ①③ 講演会「タイトル未定」
講師：アレッサンドロ・ヴェッツォージ（上記展覧会監修者・レオナルド・ダ・
ヴィンチ理想博物館館長）

11月3日 静岡市美術館
静岡市美術館　指定管理者

財団法人　静岡市文化振興
財団

無料
http://www.shizubi.jp/
054-273-1515

定員：100名
（要申込・多数抽
選）
10月25日必着

静岡市 ④ ＥＴロボコンフェスタin静岡２０１１ ＥＴロボコン大会の自由観戦とレゴロボットのレクチャーがあります。 10月29日 静岡科学館
静岡科学館
静岡ETロボコンフェスタ実行
委員会

無料 054-284-6960（静岡科学館）
15歳以上（中学
生を除く）入館料
500円

静岡市 ② 高校生化学研究発表会 東海5県から選抜された高校生の化学研究の発表会です。 11月3日 静岡科学館
静岡科学館
日本化学教育会

無料 054-284-6960（静岡科学館）
15歳以上（中学
生を除く）入館料
500円

静岡市 ②
第59回静岡県学生児童発明くふう
展・第33回静岡県未来の科学の
夢絵画展

静岡県内の小中学生から出品された発明工夫（工作）や未来の科学技術
に対する夢を描いた絵画の展示会です。

11月5日～13日 静岡科学館
静岡科学館
発明協会静岡県支部

無料 054-284-6960（静岡科学館）
15歳以上（中学
生を除く）入館料
500円

静岡市 ②
第３６回静岡県児童生徒木工工
作コンクール

静岡県内の小中学生から出品された木工工作の展示会です。 11月5日～13日 静岡科学館

静岡科学館
静岡県木材青壮年団体連合
会

無料 054-284-6960（静岡科学館）
15歳以上（中学
生を除く）入館料
500円

静岡市 ②
第49回静岡県高等学校生徒理科
研究発表会

静岡県内から選抜された高校生の科学研究の発表会と研究内容をまと
めたポスター展示会

11月19日～20日 静岡科学館
静岡科学館
静岡県高等学校文化連盟

無料 054-284-6960（静岡科学館）
15歳以上（中学
生を除く）入館料
500円

静岡市 ① 発掘された日本列島２０１１ 全国の重要な遺跡・遺物の最新発掘速報展です。 9月23日～10月30日
静岡市立登呂博物
館

静岡市立登呂博物館 http://www.shizuoka-toromuseum.jp/

静岡市 ①
古代へのまなざし
－芹沢銈介が愛した縄文・弥生－

芹沢銈介美術館の開館３０周年を記念して、芹沢銈介がコレクションをし
た考古遺物を展示します。

11月10日～12月4日
静岡市立登呂博物
館

静岡市立登呂博物館 http://www.shizuoka-toromuseum.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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静岡市 ①③
開館30周年記念展Ⅱ　あつめるよ
ろこび
－芹沢けい介の収集の世界－

染色家・芹沢銈介が収集した世界の工芸品の中から300点を精選して展
示します。

9月17日～12月4日 芹沢けい介美術館 静岡市教育委員会 http://www.seribi.jp

静岡市 ①
市民大学リレー講座
「文明と環境」
（全５回）

環境問題をテーマに行われる市内大学の教授陣によるリレー講座です。
各回の内容は、科学文明、モンゴルの「環境」観、気候変動、遺伝子組み
換え、エネルギー問題です。

9月10日, 24日
10月8日, 15日, 22日

アイセル２１

静岡市・静岡市内大学（静岡
英和学院大学、静岡大学、東
海大学、静岡県立大学、常葉
学園大学）

無料 http://www.city.shizuoka.jp/deps/shogaigakushu/siminndaigaku.html

静岡市 ③
みのり大学公開講座
～秋のコンサート～

静岡音楽館AOI「静岡の名手たち」オーディション合格者が地域の生涯学
習センターでコンサートを行います。

10月19日
静岡市北部生涯学
習センター美和分
館

静岡市北部生涯学習セン
ター美和分館 指定管理者
（財）静岡市文化振興財団

無料
静岡市北部生涯学習センター美和分館 TEL.054-296-
7122
http://sgc.shizuokacity.jp

静岡市 ③ 第6期ピアノ伴奏法講座
静岡音楽館AOI芸術監督･野平一郎らが、全国から選ばれた受講生6名を
指導します。聴講できます。

10月26日,27日 静岡音楽館AOI
静岡音楽館AOI 指定管理者
（財）静岡市文化振興財団

静岡音楽館AOI TEL.054-251-2200
http://www.aoi.shizuoka-city.or.jp

静岡市 ③
音楽青葉会･静岡児童合唱団 ミ
ニ･コンサート

静岡が全国に誇る児童合唱団による「子どものためのコンサート」です。 11月5日 静岡音楽館AOI
静岡音楽館AOI 指定管理者
（財）静岡市文化振興財団

静岡音楽館AOI TEL.054-251-2200
http://www.aoi.shizuoka-city.or.jp

静岡市 ③
マルクス･パヴリック ピアノ･リサイ
タル

ドイツのピアニストが、ベートーヴェンの難曲《ハンマークラヴィーア》ほか
を演奏します。

11月12日 静岡音楽館AOI
静岡音楽館AOI 指定管理者
（財）静岡市文化振興財団

静岡音楽館AOI TEL.054-251-2200
http://www.aoi.shizuoka-city.or.jp

静岡市 ③
小林美恵＆桒形亜樹子 デュオ･リ
サイタル

日本を代表するヴァイオリン奏者とチェンバロ奏者による1時間のランチタ
イム･コンサートです。

11月18日 静岡音楽館AOI
静岡音楽館AOI 指定管理者
（財）静岡市文化振興財団

静岡音楽館AOI TEL.054-251-2200
http://www.aoi.shizuoka-city.or.jp

静岡市 ③ AOI･レジデンス･クヮルテット 静岡音楽館AOI専属弦楽四重奏団によるコンサートです。 11月18日 静岡音楽館AOI
静岡音楽館AOI 指定管理者
（財）静岡市文化振興財団

静岡音楽館AOI TEL.054-251-2200
http://www.aoi.shizuoka-city.or.jp

静岡市 ③
「静岡の名手たち」によるコンサー
ト

静岡音楽館AOI「静岡の名手たち」オーディション合格者が地域の生涯学
習センターでコンサートを行います。

11月19日
静岡市葵生涯学習
センター

静岡市葵生涯学習センター
指定管理者（財）静岡市文化
振興財団

無料
静岡市葵生涯学習センター TEL.054-246-6191
http://sgc.shizuokacity.jp

静岡市 ③ 浮世絵摺り実演
財団法人アダチ伝統木版画技術保存財団の摺師をお招きし、摺りの実演
を行います。

10月16日
静岡市
東海道広重美術館

財団法人
静岡市文化振興財団
(静岡市東海道広重美術館)

http://www.yuihiroshige.jp/
同日「由比街道ま
つり」が開催され
る。

静岡市 ③ 宇津ノ谷味覚祭りと歴史ウォーク 東海道宇津ノ谷峠を歩いてみませんか。秋の味覚も味わえます。 11月6日
静岡市駿河区宇津
ノ谷地区、旧東海道
など

静岡市生活文化局文化ス
ポーツ部文化財課
宇津ノ谷まちづくり協議会

静岡市文化財課文化財保護担当　　　　　054-221-1069

静岡市 ③ 考古学なんでも体験まつり
勾玉作りや火起こし体験を通じ、考古学の楽しさに触れることができま
す。

11月3日
静岡市埋蔵文化財
センター

静岡市生活文化局文化ス
ポーツ部文化財課

無料 静岡市文化財課埋蔵文化財担当　　　　　054-221-1085

静岡市 ③
静岡市文化財資料館企画展
「幕末に揺れた大地震―安政の大
地震と『鯰絵』―」

安政大地震に関連する資料を展示し、市内の被害状況等について理解
を深めるとともに、被災者の行動や『鯰絵』などから、当時の人々の復興
に向けた思いにも触れることができます。

10月22日～11月27
日

静岡市文化財資料
館

静岡市生活文化局文化ス
ポーツ部文化財課

静岡市文化財資料館　　　　　　　　　054-245-3500

静岡市 ① 家族ふれあい読書
日本平動物園の入園者を対象に動物の本の展示、おはなし会、移動図
書館「ぶっくる」の本の展示・貸出しや工作等を行います。

10月29日
静岡市立日本平動
物園

静岡市立中央図書館 無料 http://www.toshokan.city.shizuoka.jp/

日本平動物園へ
の入園が必要
（有料）
日程変更の可能
性有

静岡市駿
河区

③
グランシップ名人会其の九「落語・
江戸売り声・紙切り―名人が語る
江戸百景」

「江戸の風景」をテーマに、落語・江戸売り声・紙切りの名人芸をお楽しみ
いただけます。

10月29日 グランシップ 財団法人静岡県文化財団 http://www.granship.or.jp

静岡市駿
河区

③
サンクトペテルブルグ・フィルハー
モニー交響楽団

世界屈指の指揮者テミルカーノフ率いるロシア最古のオーケストラと、日
本を代表するヴァイオリニスト・庄司紗矢香が共演する豪華な公演です。

11月2日 グランシップ 財団法人静岡県文化財団 http://www.granship.or.jp

静岡市駿
河区

③
KENKEN DANCE FACTORＹ The
Nutcracker 「くるみ割り人形」

地域で活動している団体を支援する提携公演です。有名な「くるみ割り人
形」の番外編をオリジナルダンスで表現します。

11月6日 グランシップ 財団法人静岡県文化財団 http://www.granship.or.jp

静岡市駿
河区

③ カレファックス・リード・クインテット
一風変わった編成の木管五重奏で、クラッシックからジャズアレンジまで
お楽しみいただける公演です。

11月6日 グランシップ 財団法人静岡県文化財団 http://www.granship.or.jp

静岡市駿
河区

③ しずおか連詩の会
５人の詩人が織り成す40編の創作現代詩を、詩人本人の解説とともに披
露します。

11月20日 グランシップ 財団法人静岡県文化財団 無料 http://www.granship.or.jp
事前申込制（締
切11月4日）

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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静岡市駿
河区

③ ＳＰＡＣ秋のシーズン
財団法人静岡県舞台芸術センター（ＳＰＡＣ）が、新作２作品を含む一流
舞台芸術作品の公演を行います。

9月20日～12月9日
（一部の公演は未

定）

静岡県舞台芸術公
園、
静岡芸術劇場

財団法人静岡県舞台芸術セ
ンター

http://www.spac.or.jp

期間中、公演を
行わない日もあり
ますので、ホーム
ページ等で事前
の確認をお願い
します。

静岡市駿
河区

③
京都国立博物館名品展　京都千
年の美の系譜-祈りと風景

京都国立博物館所蔵品の中から、「祈りと風景」をテーマとしてそのエッセ
ンスを紹介、古来日本人が風景に寄せてきた眼差しをたどり、自然との交
わりの中で育んできた「聖なるもの」を宿す世界としての風景への思いを

10月22日～12月4日 静岡県立美術館 静岡県 http://www.spmoa.shizuoka.shizuoka.jp 中学生以下無料

静岡市駿
河区

③ オールド・マスターズ
静岡県立美術館の収蔵品の中から、18世紀以前に活動していたヨーロッ
パの画家（オールド・マスターズ）の作品を題材とした展覧会を行います。

10月18日～12月4日 静岡県立美術館 静岡県 http://www.spmoa.shizuoka.shizuoka.jp 大学生以下無料

浜松市南
区

③ 移動美術展（タイトル未定）
浜松江之島高等学校にて静岡県立美術館の収蔵品の展覧会を行いま
す。

11月1日～5日
浜松江之島高等学
校

静岡県 無料 http://www.spmoa.shizuoka.shizuoka.jp

静岡市駿
河区

④ 静岡健康・長寿学術ﾌｫｰﾗﾑ2011
最新の健康・長寿科学の研究成果の発表と、震災と健康を考える県民
フォーラムを開催します。

10月21日, 22日 グランシップ
静岡健康・長寿学術ﾌｫｰﾗﾑ
2011実行委員会

http://www.u-shizuoka-ken.ac.jp

静岡市駿
河区

④
静岡アジア・太平洋学術ﾌｫｰﾗﾑ
2011

震災後の社会復興を考えるにあたり、エネルギー政策や産業復興に着目
して今後の日本の方向性を展望します。

11月26日, 27日 グランシップ
静岡県、財団法人静岡総合
研究機構

http://www.sri.or.jp

静岡市
葵区

③
静岡大学・読売新聞市民講座第７
回「地産地消と我が国農業」

私たちの暮らす身近な（地域）に目を向け、地産地消が農業に及ぼす影
響について検討します。

11月5日
静岡市産学交流セ
ンター（B-nest）

静岡大学生涯学習教育研究
センター、読売新聞東京本社
静岡支局

無料 http://www.lc.shizuoka.ac.jp/kouza00065.html

静岡市
葵区・

沼津市・
浜松市中

④
防災・日本再生シンポジウム「多
角的な災害教訓から静岡の防災
を考える」

静岡大学防災総合センターの多様な人材による、様々な災害についての
理工学的・社会学的な話題を提供します。

10月16日（静岡）
11月5日　　（沼津）
11月6日　　（浜松）

静岡商工会議所
沼津市立図書館
プレスタワー

静岡大学、一般社団法人国
立大学協会

無料 地域連携協働センター　　　　　　　　　054-238-4902

静岡市葵
区

③ 橘ふれあいまつり バザー、コンサート他 11月6日 橘小学校 橘小学校 無料 054－263-1080

静岡市
葵区

②
静岡北中学校
平成23年度SPP成果発表会

静岡北中学校が平成23年度に取り組んだSPP活動における生徒の研究
成果に関しての成果発表会を実施する。

11月5日 静岡北中学校 静岡北中学校 無料 http://www.shizuokakita-h.ed.jp/junior
生徒の研究発表
会を一般の方た
ちにも公開しま

浜松市 ④
静大フェスタ「第16回テクノフェスタ
in 　浜松」

先端研究の紹介とともに、研究施設を公開します。また、工学分野の原
理・現象を体験できる実験を行います。

11月12日, 13日
静岡大学浜松キャ
ンパス

静岡大学工学部、情報学部、
電子工学研究所、創造科学
技術大学院など

無料 http://www.eng.shizuoka.ac.jp/festa/

浜松市 ①
公開講座「情報学アラカルト講座２
０１１」

情報学部の研究と教育の特性を活かし、「情報学」に関する旬のテーマ３
つ開講

11月12日 情報学部２号館 情報学部地域連携推進室 無料 地域連携推進室　 053-478-1579

浜松市 ③
古代エジプト　　　　　　　　パピルス
展

古代技法で復原された貴重なパピルスに古代エジプト美術の至宝を再現
した８葉を展示。
「見てみよう・触れてみよう・感じてみよう」をキャッチフレーズにした体感型
企画

23.8.1～23.10.31 附属図書館 浜松医科大学 無料 http:/www.hama-med.ac.jp/toshokan.html

浜松市 ② 留学生ｽﾋﾟｰﾁｺﾝﾃｽﾄ 浜松大学に在籍している留学生によるｽﾋﾟｰﾁｺﾝﾃｽﾄ 11月6日 浜松大学 浜松大学 無料 053-428-3511

浜松市 ① 聖灯祭
健康祭、禁煙キャンペーン、救命講習会など保健医療福祉の総合大学な
らではの企画満載の大学祭です。

11月6日
聖隷クリストファー
大学

聖隷クリストファー大学 無料 http://www.seirei.ac.jp/ 模擬店は有料

浜松市 ①
市民公開講座「認知症介護の最
前線」

講演と事例検討により、認知症介護に関わる課題について一緒に考え、
解決の糸口を探ります。

11月19日, 12月3日
聖隷クリストファー
大学

聖隷クリストファー大学　保健
福祉実践開発研究センター

無料 http://blg.seirei.ac.jp/healthscience/ -

浜松市 ④ 公開講座
～震災復興、新エネルギー、未来の光医療～
第3回「未来につながる医療技術」

11月5日
アクトシティ浜松コ
ングレスセンター

光産業創成大学院大学 無料 http://www.gpi.ac.jp/seminar_openlec11.html

浜松市 ①
浜松市
読書推進講演会

　　講師　藤本　恵
　　演題　「金子みすゞ
　　　　　　～やさしさの向こうがわを読む～」

11月13日
浜松市立
中央図書館

浜松市
市民部
中央図書館

無料
浜松市立
中央図書館
053-456-0234

浜松市 ① 音楽アラカルト 音楽をより楽しむための講座 11月5日
アクトシティ浜松
音楽工房ホール

財団法人浜松市文化振興財
団

無料 www.actcity.jp/hacam/

浜松市 ①
自由律俳句
入門講座

自由律俳句を初めて学ぼうとする人のための講座です。 11月2日,9日,16日 浜松文芸館
財団法人浜松市文化振興財
団

www.hcf.or.jp

浜松市 ①③
第57回浜松市芸術祭
演劇人形劇フェスティバル

浜松市内の演劇団体による自主公演
劇評ワークショップ受講者による審査対象公演

10月30日,11月6
日,19日,27日

クリエート浜松（10
月30日,11月6日,27
日）
福祉交流センター

財団法人浜松市文化振興財
団

culture＠hcf.or.jp

浜松市 ①③ 文化の日（11月3日）無料開放日
浜松市博物館の常設展示を
無料で観覧できます。

11月3日
浜松市
博物館

浜松市
市民部
文化財課

無料 http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/hamahaku/

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

静岡県
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

浜松市 ①③
三遠南信文化交流展「黄金の世
紀　エピローグ」

飯田市美術博物館・豊橋市美術博物館との共催で、東三河・遠江・南信
州の古墳文化の終焉を展示します。

10月22日～11月13
日

浜松市
博物館

浜松市
市民部
文化財課

http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/hamahaku/

浜松市 ①③ 文化の日（11月3日）無料開放日
賀茂真淵記念館の特別展「賀茂真淵と浜松の国学」を無料で観覧できま
す。

7月1日～12月28日
浜松市賀茂真淵記
念館

浜松市賀茂真淵記念館 無料 kamonomabuchikinenkan@na.commufa.jp

浜松市 ①③ 親子てならい教室作品展
10月27日の「文字・活字文化の日」に因み、作品を家族毎に軸装し鑑賞
会を開催します。

10月21日～27日
浜松市賀茂真淵記
念館

浜松市賀茂真淵記念館 無料 kamonomabuchikinenkan@na.commufa.jp

浜松市 ①③
歴史文化講座「文字の考古学」全
3回

土中から発見された文字や紙以外に記された文字から浜松の歴史を読
み解きます。

10月28日,11月4
日,11日

浜松市賀茂真淵記
念館

浜松市賀茂真淵記念館 kamonomabuchikinenkan@na.commufa.jp

浜松市 ①③
内山真龍資料館特別展
「二俣城と北遠の城Ⅱ～城をめぐ
る物語～」

北遠の主な城である二俣城、犬居城、高根城を中心に城に関わった人々
やその城の歴史および近年の発掘調査結果を紹介します。

10月1日～12月18日
浜松市立内山真龍
資料館

浜松市
天竜区
まちづくり推進課

浜松市立
内山真龍資料館
053-925-4832

浜松市 ③
特別企画展「浜名湖 湖北五山 ぶ
らり文学散歩」

由緒ある浜名湖の古寺が登場する文学や、各寺にある主に文芸的な収
蔵品を紹介する。

10月15日～2月26日 浜松文芸館
財団法人浜松市文化振興財
団

無料 www.hcf.or.jp

浜松市 ③ オルガンロイヤルコンサート
パイプオルガンと金管楽器による演奏会
出演者は絹村光代（パイプオルガン）、田宮堅二（トランペット）、山岸博
（ホルン）を含む11名

10月18日
アクトシティ浜松
中ホール

財団法人浜松市文化振興財
団

www.hcf.or.jp

浜松市 ③ 竹山愛フルートリサイタル 第79回日本音楽コンクール優勝の竹山愛によるフルートリサイタル 11月6日
アクトシティ浜松
音楽工房ホール

財団法人浜松市文化振興財
団

www.hcf.or.jp

浜松市 ③
ユリアンナ・アヴデーエワ　ピアノリ
サイタル

第16回ショパン国際ピアノコンクール優勝、45年ぶりの女性覇者　ユリア
ンナ・アヴデーエワによるピアノリサイタル

11月11日
アクトシティ浜松
中ホール

財団法人浜松市文化振興財
団

www.hcf.or.jp

浜松市 ③ 小さなピアニストコンサート　秋
第8回浜松国際ピアノコンクール（2012年11月開催）のプレイベントとして、
市内全域で、未来を担うピアニストの演奏会を開催

10月22日,11月13日

クリエート浜松（10
月22日）
みをつくし文化セン
ター（11月13日）

財団法人浜松市文化振興財
団

無料 www.hcf.or.jp

浜松市 ③ プロムナードコンサート
浜松市内の吹奏楽団体がＪＲ浜松駅北口広場の屋外ステージで吹奏楽
の演奏を披露

11月12日 なゆた浜北
財団法人浜松市文化振興財
団

無料 culture＠hcf.or.jp

浜松市 ③
第9回浜松市民文化フェスティバ
ル
「吹奏楽野外演奏会」

浜松市民文化フェスティバルの中の1事業
市内の小学生～一般団体約500人が屋外でパレードやドリルを披露す
る。

11月6日 四ツ池陸上競技場
財団法人浜松市文化振興財
団

無料 culture＠hcf.or.jp

浜松市 ③
第9回浜松市民文化フェスティバ
ル
「中学校部門」

浜松市民文化フェスティバルの中の１事業
浜松市中学校文化連盟と共同開催
吹奏楽や合唱、演劇、邦楽など様々なジャンルの音楽や舞台を披露する

11月23日
アクトシティ浜松
大ホール

財団法人浜松市文化振興財
団

無料 culture＠hcf.or.jp

浜松市 ③
産官学連携プロジェクト「鈴木康広
展　ＢＯＲＤＥＲ－地球、まばたき、
りんご、僕」

浜松市出身の鈴木康広氏が生み出す空間造形作品により、美術館を新
たな場として捉え直します。

10月22日～11月23
日

浜松市
美術館

浜松市
市民部
美術館

http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/artmuse/

浜松市 ④
小・中学生
発明くふう展表彰式

浜松市内の小・中学生に募集した発明くふう作品の優秀作品について、
入賞者を表彰します。

11月3日 浜松科学館
財団法人浜松市文化振興財
団

無料 http://www.hamamatsu-kagakukan.jp

浜松市 ④
櫻場賞表彰式
理科研究発表会

櫻場賞（浜松科学館の故・櫻場名誉館長が創設した名誉館長賞）審査員
により選ばれた優れた理科研究作品を表彰し、受賞者数名がその研究成
果を発表します。

11月3日 浜松科学館
財団法人浜松市文化振興財
団

無料 http://www.hamamatsu-kagakukan.jp

浜松市 ④
ロボカップジュニア
オープン大会

ロボット製作講座経験者が、自ら製作したマシンを用いてサッカー大会を
行います。この講座を通し、マシン製作のノウハウやプログラミングについ
て学びます。

11月12日 浜松科学館
財団法人浜松市文化振興財
団

http://www.hamamatsu-kagakukan.jp

浜松市 ④
ロボカップジュニア
ビギナー大会

ロボット製作講座をはじめて受講した受講者が自ら製作したマシンを用い
てサッカー大会を行います。この講座を通し、マシン製作の基礎知識やプ
ログラミングの基本について学びます。

11月13日 浜松科学館
財団法人浜松市文化振興財
団

http://www.hamamatsu-kagakukan.jp

浜松市
①、
③

浜松市北部公民館まつり
五目並べ大会

公民館まつりの一環として、児童からお年寄りまでの浜松市北部公民館
利用者を対象に、考究力・探究心の練磨、道徳意識の推進、知的水準の
向上を図ります。

10月23日
浜松市
北部公民館

浜松市立北部公民館 無料 ０５３－４３６－５９３１

10月22日(土)午
後:大会に向けて
練習・指導
協力団体：浜松
連珠会
参加申込方法は
9月11日（日）午
前9時30分に北部
公民館窓口で受

沼津市 ②③
企画展
　「船上の道具とくらし」

国指定漁具コレクションの紹介 11月3日～2月26日
沼津市歴史民俗資
料館

沼津市歴史民俗資料館 無料 http://www.city.numazu.shizuoka.jp/kurashi/sisetu/rekimin/index.htm

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

静岡県
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

沼津市 ③ 芹沢光治良記念講演会
2011年は作家であり、沼津市名誉市民でもある芹沢光治良氏の生誕115
周年です。これを記念して専門家を招いた講演会を開催します。

11月13日
沼津市立図書館４
階視聴覚ホール

沼津市教育委員会事務局文
化振興課

無料
沼津市教育委員会事務局文化振興課　沼津市芹沢光治良
記念館　055-932-0255

募集人数：先着
200名　会場まで
は公共交通機関
をご利用くださ

沼津市 ③ 第38回沼津市芸術祭
市民による自主的な芸術・文化の振興を図る場として、昭和49年度から
開催しています。（全19部門）

10月2日～11月20日

沼津市民文化セン
ター
沼津市立図書館
沼津御用邸記念公
園

沼津市
沼津文化協会

http://www.b-numazu.jp/

沼津市 ③ 第２５回童謡フェスティバルぬまづ 親から子へ　子から孫へ世代を越えて歌い続ける童謡の祭典 11月6日
沼津市民文化セン
ター
大ホール

沼津市教育委員会事務局文
化振興課

無料 沼津市教育委員会事務局文化振興課055-934-4812

沼津市 ③
JAPAN ART FESTIVAL in 沼津

竹のインスタレーションの展示や日本の伝統芸能が演じられる「JAPAN
ART FESTIVAL in 沼津」。御用邸記念公園の一角にしつらえた竹のイン
スタレーションに囲まれたステージで、日本の伝統芸能が華やかに演じら
れます。

11月1日～17日
沼津御用邸記念公
園

NPO法人　沼津観光協会 http://www.numazu-mirai.com/

沼津市 ③
第４１回沼津御用邸記念公園菊
華展・沼津市

「沼津御用邸記念公園菊華展」には、花壇や懸崖をはじめとして丹精込
められた秀作約1,000鉢の菊が出品されます。
　また、会期中は三曲演奏会や茶席など趣向を凝らした催事を数多く開
催します。

11月3日～17日
沼津御用邸記念公
園

NPO法人　沼津観光協会 http://www.numazu-mirai.com/

沼津市 ② 高専祭
学生全員が参加する学生会最大の行事であり、掲げたテーマに沿って、
計画段階から実施完了まで学生自身が自主的に運営を行っており、多様
な企画を学科や学級単位で実施しています。

11月5日, 6日
沼津工業高等専門
学校

沼津工業高等専門学校 無料
学生課学生係
055-926-5734

沼津市 ① 沼津高専「ミニ体験授業」 各学科で、中学生を対象に３０分程度のミニ体験授業を実施します。 11月5日, 6日
沼津工業高等専門
学校

沼津工業高等専門学校 無料
学生課入試係
055-926-5962

沼津市 ①
社会人のためのエレクトロニクス
基礎講座①

今まで電気・電子を専門としていなかった企業技術者を対象に、90分×9
回の日程で、基礎的な電子回路のスキルを習得できるよう講義を行いま
す。

9月8日, 15日, 22日,
29日, 10月6日. 13日,
20日, 27日, 11月10

日

沼津工業高等専門
学校

沼津工業高等専門学校 http://techno.numazu-ct.ac.jp/koukai/H23youkou/E010youkou.pdf 申込締切済

沼津市 ①
社会人のためのエレクトロニクス
基礎講座②

今まで電気・電子を専門としていなかった企業技術者を対象に、90分×6
回の日程で、電子回路についてより実用的・応用的な知識を習得できるよ
う講義を行います。

11月17日, 24日
12月1日, 8日, 15日,

22日

沼津工業高等専門
学校

沼津工業高等専門学校 http://techno.numazu-ct.ac.jp/koukai/H23youkou/E020youkou.pdf
申込締切
10月28日

沼津市 ③ 文化祭、講習会 11月5日～6日 浮島地区センター 浮島地区センター 無料 井上照子0545-21-5519

熱海市 ① 熱海市民文化祭 市民の生涯学習の成果の発表･展示会
11月1日～
12月20日

熱海市内 熱海市文化団体連合会 熱海市教育委員会生涯学習課

三島市 ① 錦田公民館文化祭
錦田公民館を拠点に活動している各種団体の作品展示や活動発表など
を行います。

10月22日,23日
三島市立錦田公民
館

三島市 無料 http://www.city.mishima.shizuoka.jp/

三島市 ①
地球に　からだに　優しいことして
みませんか

家庭で簡単にできる生ゴミの堆肥化についての講座を開催し、生ゴミ再資
源化の普及啓発を図ります。

11月22日
三島市立錦田公民
館

三島市 http://www.city.mishima.shizuoka.jp/

三島市 ③ 箱根の里まつり
　箱根の里で青少年団体等が各種イベントを通じて活動を紹介しながら、
手作りの楽しさや大自然を満喫していただきます。

11月6日
三島市立
箱根の里

箱根の里まつり
実行委員会

無料
三島市立箱根の里
055-985-2131
http://www.city.mishima.shizuoka.jp/hakonenosato/

HPへの当事業の
情報は随時アッ
プロード予定。

富士宮市 ③ 市営バス無料開放
市内の祭（秋祭り）にあわせて市営バスの乗車賃を市が負担し、利用者
は無料で乗車できるようにする

11月3日～5日 市営バス運行地域 富士宮市 無料 0544－22－1152

富士宮市 ③ 宮ぁっトホーム
昔から歌い継がれている歌や童謡・地域に伝わる昔話を一緒に聞いた
り、歌い奏でたりします。

10月23日
富士宮市民文化会
館

富士宮市教育委員会 無料 e-shakyo@city.fujinomiya.shizuoka.jp

富士宮市 ③ こころの講演会
元気ですか？あなたのこころ　　　　　　　　　　～周りの人にできること　気
づき・つなぎ・見守り～

10月17日 市役所 健康増進課 無料 0544-22-2727

富士宮市 ③ こころの講演会 らく朝の笑って笑って健康に　　　　　　　　　　　講師：立川らく朝 10月26日 市民文化会館
富士宮市医師会　　　　　　富
士宮市共催

無料 0544-22-2727

富士宮市 ③ 糖尿病予防講演会
糖尿病の診断と治療について　　　　　　　　　　講師：谷口内科クリニック院
長

11月15日 保健センター 健康増進課 無料 0544-22-2727

富士宮市 ③
郷土を知る講座「昔話にこめた
人々の思い」

「昔話にこめた人々の思い」についての話し
講師：渡井正二氏（富士宮市文化財保護審議会委員）

10月22日 西富士図書館 西富士図書館 無料 0544-54-2020

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

静岡県
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

富士宮市 ① 児童文学講演会 昔話の良さや大切さ、子どもへの語り方を学ぶ講演会 11月16日 中央図書館 中央図書館 無料 0544-26-5062

富士宮市 ③ 第31回市民芸術祭美術展
市民を対象として、6部門（日本画・工芸・洋画・書道・写真）で芸術創作作
品を募集し、美術展を開催する。

前期：10月14日～16
日

後期：10月28日～30
日

富士宮市民文化会
館

富士宮市・
富士宮市教育委員会

無料 http://www.city.fujinomiya.shizuoka.jp/e-bunka/geisaibijutu.htm

富士宮市 ③ 第31回市民芸術祭舞台部門
舞台芸術の発表及び鑑賞の機会として、76団体3,000人を越える出演者
による舞台部門の発表会を開催する。

11月12日, 13日, 19
日, 20日, 26日, 27日

富士宮市民文化会
館

富士宮市・
富士宮市教育委員会

無料 http://www.city.fujinomiya.shizuoka.jp/e-bunka/geisaibutai.htm

富士宮市 ③ 宮のおんがく会
地元を中心に活躍する音楽家をお招きして、市民に上質な音楽を鑑賞し
ていただくため、宮のおんがく会を開催する。

11月23日
富士宮市民文化会
館

宮のおんがく会実行委員会 http://www.fujinomiya-kosya.jp/bunka/jisyu/shu1_diary/

伊東市 ③
第16回静岡県民俗芸能フェスティ
バル

伊豆地域の特徴的な民俗芸能を上演。岩手県大船渡市の「虎舞」も招
待。

11月23日（水・祝） 伊東市観光会館
静岡県教育委員会、伊東市
教育委員会、静岡県文化財
保存協会

無料
静岡県教育委員会文化財保護課（054-221-3183）
静岡県文化財保存協会
（054-221-3159）

事前申込不要

伊東市 ➀
ニュースポーツ
フェスティバル

キンボール等のニュースポーツの
紹介、実技指導。

未定
伊東市民
体育センター

伊東市体育指導委員会 無料  伊東市生涯学習課

伊東市 ➀
伊東市スポーツ少年団交流体育
大会

市内スポーツ少年団交流体育大会 11月26日 東小学校 伊東市スポーツ少年団本部 無料  伊東市生涯学習課

伊東市 ③ 第50回伊東市芸術祭 市民による文学・芸術作品や伝統芸能などが披露されます。
10月14日～11月23

日
伊東市観光会館
他

伊東市教育委員会
伊東市文化協会

無料
gakusyuu@city.ito.shizuoka.jp
0557－32－1963
生涯学習課

伊東市 ➀ あいさつ運動　秋の市民一斉活動 日常のあいさつや声掛け運動を午前7時から8時に市内一斉に行う 11月1日
伊東駅前他市内各
所

伊東市教育委員会生涯学習
課

無料 伊東市生涯学習課

島田市 ③ 初倉まつり 展示会及び芸能大会 10月23日
島田市立初倉公民
館

初倉コミュニティ 無料
初倉公民館
0547-38-0002

島田市 ③ 北部ふれあいセンターまつり ステージ発表、作品展示 11月6日
島田市北部ふれあ
いセンター

センターまつり実行委員会 無料
北部ふれあいセンター
0547-32-100

島田市 ① おはなしマラソン 図書館員、読み聞かせボランティアによるおはなし会の実施 10月29日 島田図書館 図書館 無料 0547-36-7226

島田市 ① おはなしマラソン 図書館員、読み聞かせボランティアによるおはなし会の実施 10月30日 金谷図書館 図書館 無料 0547-46-3246

島田市 ① おはなしマラソン 図書館員、読み聞かせボランティアによるおはなし会の実施 11月3日 川根図書館 図書館 無料 0547-53-2289

島田市 ① 文化財ｳｨｰｸ協賛 観覧無料 11月3日 本館・分館 島田市博物館 無料 hakubutu@city.shimada.shizuoka.jp

島田市 ① 体験学習 木版画多色刷の体験 11月3日 本館 島田市博物館 無料 hakubutu@city.shimada.shizuoka.jp

島田市 ① ﾐｭｰｼﾞｱﾑｺﾝｻｰﾄ 声楽 11月3日 島田市博物館分館 島田市博物館分館 無料 hakubutu@city.shimada.shizuoka.jp

島田市 ③ 第54回島田市民文化祭 市民が、民謡・合唱・和太鼓・写真などを展示・発表します。
10月28日～1１月26

日
島田市民会館・プラ
ザおおるり

島田市民文化祭実行委員会 無料 島田市文化協会事務局　　　　　0547-36-5420

島田市 ③
宝くじおしゃべり音楽館～思い出
のスクリーンミュージック

司会・ピアノ　清水ミチコ・ピアノ小原孝、歌島田歌穂、演奏東京ニューシ
ティ管弦楽団が出演します。

11月13日 島田市民会館 島田市 http://www.city.shimada.shizuoka.jp/

富士市 ③
市民文化財めぐり
「（仮）富士・愛鷹山麓の古墳をめ
ぐる」

富士市から沼津市にかけての古墳を
埋蔵文化財調査員が案内

11月3日
富士市東部～沼津
市西部

富士市教育委員会
文化振興課

富士市教育委員会文化振興課文化財担当
0545-55-2875
http://www.city.fuji.shizuoka.jp/hp/menu000000300/hpg00
0000217.htm

事前申し込み必
要
※富士市在住在
勤の小学4年生
以上（小中学生

富士市 ③
地獄にホトケ
～富士市周辺の観心十界図

市内に存在する
観心十界図と呼ばれる宗教画を展示

10月8日～12月11日

9：00～17：00
富士市立博物館
富士市伝法66-2

富士市立博物館
富士市立博物館
0545-21-3380
http://museum.city.fuji-shizuoka.jp

富士市 ① 富士常葉大学公開講座
原発抜きで日本の電力は賄えるか？電気料金値上げ必須のエネルギー
事情

10月22日 富士常葉大学 富士常葉大学 無料 http://www.fuji-tokoha-u.ac.jp/

富士市 ① 富士常葉大学公開講座 理想の家族とは？ 10月22日 富士常葉大学 富士常葉大学 無料 http://www.fuji-tokoha-u.ac.jp/

富士市 ① 富士常葉大学公開講座 日本の家族・アメリカの家族 10月22日 富士常葉大学 富士常葉大学 無料 http://www.fuji-tokoha-u.ac.jp/

富士市 ① 富士常葉大学公開講座 地球環境に果たす海の役割 10月22日 富士常葉大学 富士常葉大学 無料 http://www.fuji-tokoha-u.ac.jp/

富士市 ① 富士常葉大学公開講座 東日本大震災から学ぶ、地震・津波への備え 10月29日 富士常葉大学 富士常葉大学 無料 http://www.fuji-tokoha-u.ac.jp/

富士市 ① 富士常葉大学公開講座 「3・11」以後の日本国創りの在り方 10月29日 富士常葉大学 富士常葉大学 無料 http://www.fuji-tokoha-u.ac.jp/

富士市 ③
富士常葉大学　　　　　エバーグ
リーン祭

大学祭 10月29日, 30日 富士常葉大学 富士常葉大学 無料 富士常葉大学（0545）36-1133

富士市 ②
第５回子どもと遊ぼう「わんぱくら
んど」

地域の子どもたちの為に、運動遊び、ゲーム、迷路、子ども劇場を企画 10月29日, 30日 富士常葉大学 富士常葉大学 無料 富士常葉大学（0545）36-1133

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

静岡県
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

富士市 ① 富士常葉大学スポーツフォーラム
東レアローズ、大山加奈さんを迎えた講演会「スポーツの現在（いま）と将
来（これから）」

10月29日 富士常葉大学 富士常葉大学 無料 富士常葉大学（0545）36-1133

富士市 ② 「ふじとこ未来塾　活動報告会」 活動報告 10月29日又は30日 富士常葉大学 富士常葉大学 無料 富士常葉大学（0545）36-1133

富士市 ③ 文化祭
一年間の学習内容を発表し、文化を広くＰＲするとともに、地域の文化交
流を図ります。

11月13日 青葉台公民館 青葉台公民館 無料 井上照子0545-21-5519

富士市 ③ 文化祭 10月29日～30日
松野ふれあい町づ
くりセンター

松野ふれあい町づくりセン
ター

無料 井上照子0545-21-5519

富士市 ③ ふれあいフェスティバル、講習会 11月23日
富士市シルバー人
材センター

富士市シルバー人材センター 無料 井上照子0545-21-5519

磐田市 ①③ 磐田市文化財ウォーク in 敷地
市文化財課職員の案内の下、磐田市敷地（旧豊岡村）の歴史や文化財を
訪ねて歩きます。

10月30日（日）
9：30～12：30

磐田市
豊岡地区

磐田市教育委員会文化財課 無料
磐田市埋蔵文化財センター
0538-32-9699
www.bunkazai@city.iwata.lg.jp

9月20日から10月
21日の間に磐田
市文化財課まで
電話で申込み

磐田市 ①
ビジネス心理学
公開講座

心理経営学科新設記念として「ビジネス心理学とメンタルトレーニングの
活かし方」と題して公開講座を開きます。

10月末～
　11月末

静岡産業大学経営
学部

静岡産業大学応用心理学研
究センター

http://www.ssu.ac.jp

磐田市 ①
リフレッシュ
健康講座

高齢者の方に、楽しく効果的な運動を提供します。
9月30日～
 11月18日

静岡産業大学経営
学部

財団法人しずおか健康長寿
財団

http://www.sukoyaka.or.jp/

磐田市 ③ 大学祭「蒼樹祭」 11月19日, 20日
静岡産業大学経営
学部

静岡産業大学 http://www.ssu.ac.jp

焼津市 ③ 第58回市民文化祭
文化芸術活動に取り組む市民の一年間の成果の発表と、多くの市民に
文化芸術に親しんでいただく目的で開催します。

10月16日～11月23
日

焼津市文化会館
他

焼津市教育委員会
焼津市文化連盟

焼津市 ③ 第31回市民音楽祭 市内の音楽団体が一堂に会し、日ごろの練習の成果を発表します。 11月20日 焼津市文化会館
焼津市教育委員会
焼津市音楽連盟

掛川市 ③ 「刀装具と喫煙具」展
鐔・目貫・小柄などの刀装具と喫煙具を展示。細密工芸の技と美を紹介
する。

10月22日～11月27
日

掛川市二の丸美術
館

掛川市二の丸美術館 http://www.city.kakegawa.shizuoka.jp

掛川市 ① 図書館フェスティバル
読書推進運動の一環として、読書するきっかけづくり、より読書に親しむ
働きかけを行うことを目的に、読書週間にあわせて行います。
（講演会・読み聞かせ会・展示・その他）

10月29日～11月6日
市内３館
（中央・大東・大須
賀図書館）

掛川市図書館 代表:中央図書館         0537-24-5921

掛川市 ③ 掛川市民茶会
11月8日「掛川お茶の日」に近い日に掛川市の代表する建物で市民茶会
を開催し、茶道文化の普及、継承をする。

10月30日 掛川城御殿 掛川市文化協会茶道部 生涯学習まちづくり課              0537-21-1129

掛川市 ③ 掛川市民茶会
11月8日「掛川お茶の日」に近い日に掛川市の代表する建物で市民茶会
を開催し、茶道文化の普及、継承をする。

11月6日 清水邸 大須賀茶道連盟 生涯学習まちづくり課              0537-21-1129

掛川市 ③ 掛川城公園菊花展
菊花展を開催し掛川城周辺施設への来客の増加を図るとともに菊の文
化の普及、継承を図る。

10月29日～11月6日
掛川城三の丸広場
他

掛川花の会 生涯学習まちづくり課             0537-21-1129

藤枝市 ③
藤枝フレッシュミュージックフェス
ティバルin玉露の里

若手ミュージシャンによる音楽祭 10月30日 玉露の里
藤枝フレッシュミュージック
フェスティバル実行委員会

無料
藤枝市役所
街道・文化課
054-643-3111（代表）

藤枝市 ③ お茶の香ロード
市内茶町地区の茶工場及び旧東海道藤枝宿沿線において芸術文化作
品の展示や体験、コンサートなどを行う。

11月3日～6日 市内茶町地区 お茶の香ロード実行委員会
NPO法人　お茶事の村
054-646-0085

藤枝市 ③ 街道文化展
市内岡部地区の旧東海道岡部宿沿線の民家等において芸術文化作品
の展示や体験、ウォーキングイベントなどを行う。

11月13日
市内岡部地区の旧
東海道

藤枝市街道文化発信事業実
行委員会

藤枝市役所
街道・文化課
054-643-3111（代表）

藤枝市 ③ 藤枝市民文化祭 市民の芸能・音楽・展示の発表 10月1日～11月20日

藤枝市民会館、藤
枝市文化センター、
藤枝市生涯学習セ
ンター、市民ホール
おかべ

藤枝市・
藤枝市民文化祭実行委員会

藤枝市役所
街道・文化課
054-643-3111（代表）

藤枝市 ①
藤枝市郷土博物館第99回企画展
「発掘された藤枝」

近年の発掘調査の成果を展示します
10月29日～12月11

日
藤枝市郷土博物館 藤枝市文化財課 http://www.city.fujieda.shizuoka.jp/kyodomuse_idex.html

藤枝市 ①
藤枝市文学館第28回企画展「おも
しろ豆本と美しい装丁の本」

さまざまな種類の豆本や装丁の美しい本を紹介・展示します
10月29日～12月11

日
藤枝市文学館 藤枝市文化財課 http://www.city.fujieda.shizuoka.jp/kyodomuse_idex.html

藤枝市 ②
2011年度静岡大学公開講座「バイ
オテクノロジー体験～茎頂培養を
してみよう～」

園芸分野で行われている組織培養法の紹介後、顕微鏡下で植物の芽
（生長点）を観察、切り出し、試験管内で培養する成長点培養技術を実習
します。

11月3日

静岡大学農学部附
属地域フィールド科
学教育研究セン
ター

静岡大学農学部附属地域
フィールド科学教育研究セン
ター

http://www.lc.shizuoka.ac.jp/kouza00064.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
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藤枝市 ③ 大学祭「鳳翔祭」 11月12日, 13日
静岡産業大学情報
学部

静岡産業大学 http://www.ssu.ac.jp

御殿場市 ① 図書館まつり
図書館利用のきっかけとなるよう、「おはなし会」や大型絵本の展示等各
種イベントを行います。

11月3日 御殿場市立図書館 御殿場市立図書館 無料  0550-82-0391（図書館）

袋井市 ③ 袋井東公民館まつり・文化祭 公民館まつり（作品展示、模擬店　他） 11月5日, 6日 袋井東公民館 袋井東公民館運営委員会 無料
生涯学習課　生涯学習係
0538-44-3197

袋井市 ③ 芸能発表会 公民館まつり（芸能発表　他） 11月13日 袋井北公民館 袋井北公民館運営委員会 無料
生涯学習課　生涯学習係
0538-44-3197

袋井市 ③ おんないそばまつり 公民館まつり（芸能発表、そば打ち体験　他） 11月6日 三川公民館 三川公民館運営委員会 無料
生涯学習課　生涯学習係
0538-44-3197

袋井市 ③ ふれあい笠原公民館まつり 公民館まつり（作品展示、模擬店　他） 10月29日, 30日 笠原公民館 笠原公民館運営委員会 無料
生涯学習課　生涯学習係
0538-44-3197

袋井市 ③ 公民館まつり 公民館まつり（、芸能発表、作品展示、模擬店　他） 11月5日, 6日 高南公民館 高南公民館運営委員会 無料
生涯学習課　生涯学習係
0538-44-3197

袋井市 ③
浅羽東地区・ふれあい公民館まつ
り

公民館まつり（芸能発表、作品展示、模擬店　他） 11月5日, 6日 浅羽東公民館 浅羽東公民館運営委員会 無料
生涯学習課　生涯学習係
0538-44-3197

袋井市 ③ 2011山名公民館まつり 公民館まつり（芸能発表、作品展示、模擬店　他） 11月5日, 6日 山名公民館 山名公民館運営委員会 無料
生涯学習課　生涯学習係
0538-44-3197

袋井市 ③ 袋井市民文化祭 ハーモニカ発表会、絵画・生け花展、芸能発表会等 10月2日～12月9日
袋井市総合セン
ター
メロープラザ　ほか

袋井市文化協会 無料
袋井市文化協会
0538-43-2273

袋井市 ① 静岡理工科大学公開講座
講演テーマ「ITは人を幸せにする？～21世紀の幸福論～」
講師：静岡理工科大学教授　志村忠夫氏

10月22日 静岡理工科大学 静岡理工科大学 無料
静岡理工科大学
0538-45-0111

袋井市 ① 心をはぐくむ講座
講演テーマ「思春期における我が子とのコミュニケーションのとり方」
中学生及び中学卒業生の保護者を対象とした人権学習

11月19日 袋井西公民館
袋井市教育委員会
生涯学習課

無料
生涯学習課　生涯学習係
0538-44-3197

袋井市 ③ （仮称）スポーツ文化フォーラム 「スポーツ文化」に関連した講師を招き、基調講演と鼎談を実施 11月19日 袋井北公民館
袋井市教育委員会
生涯学習課

無料
生涯学習課　生涯学習係
0538-44-3197

袋井市 ① 平成２３年度後期第3回公開講座
ITは人を幸せにする？～２１世紀の幸福論～と題して本学志村史夫教授
が講演を行います。

10月22日 静岡理工科大学 静岡理工科大学 無料 http://www.sist.ac.jp

下田市 ③ 静岡県文化財クローズアップ
下田市で「歴史的町並みを活かしたまちづくり」をテーマにシンポジウムを
開催。事例報告とパネルディスカッション。

10月22日（土） 下田東急ホテル
静岡県教育委員会、下田市
教育委員会、静岡県文化財
保存協会

無料

下田市教育委員会生涯学習課
（0558-23-5055）
静岡県教育委員会文化財保護課
（054-221-3157）

要事前申込

下田市 ① 下田市芸術祭 市民の芸術活動の展示・発表の場として開催します。 11月4日～13日 下田市民文化会館 芸術祭執行会 無料 生涯学習課　0558-23-5055

裾野市 ③ 第39回裾野市民芸術祭
市民主体による絵画、書道、写真、華道、彫刻、手芸、短歌、俳句、連句
など作品展や、舞踊、ダンス、歌、詩吟などの発表会。

第１部11月2日～6日
第２部11月16日～20

日

裾野市民文化セン
ター

裾野市文化協会 無料 055-992-3800
第１部と第２部に
分けて実施

裾野市 ③ 子どもたちの富士山絵画展 市内の小学校９校の５年生による富士山絵画作品約１８０点を展示。 11月1日～12月11日
裾野市立富士山資
料館

裾野市立富士山資料館 055-998-1325

裾野市 ② 秋のつどい 文化祭　研究発表 11月3日
不二聖心
女子学院

不二聖心
女子学院

無料 http://www.fujiseishin-jh.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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伊豆市 ③ 資料館の無料開放 通常有料である資料館を期間中に限り無料で入場することができます。
10月31日（月）
～11月6日（日）

9:00～16:00
修善寺郷土資料館 伊豆市教育委員会 無料

http://www.city.izu.shizuoka.jp/
修善寺郷土資料館　0558‐72‐1934

木曜休館

御前崎市 ③ 第7回御前崎市文化祭 市民作品の展示・歌や踊りの芸能発表
展示10月25日～11

月6日
芸能11月5、6日

展示：市立図書館
芸能：市民会館

御前崎市・御前崎市文化協
会

無料 shakyo@city.omaezaki.shizuoka.jp

菊川市 ③ 第7回菊川市文化祭
展示アート部門（美術、書、生け花、写真などの平面、立体作品）と芸能ス
テージ部門（音楽、ダンス、舞踊などのステージ表現）と体験コーナー（楽
器体験、あそび体験）を開催します。

11月6日
菊川文化会館アエ
ル、菊川市中央公
民館

菊川市、菊川市教育委員会、
菊川市文化協会

無料  社会教育課社会教育係0537-73-1114

牧之原市 ③ 文化の日（11月3日）無料観覧日 11月3日
牧之原市相良史料
館

牧之原市教育委員会 無料 0548-52-5544

東伊豆町 ③ 東伊豆町町民文化祭
東伊豆町民が日々研鑽し、修練した舞台披露や展示作品を多くの方に
知ってもらう。

11月5日,6日 稲取小学校体育館 町民文化祭実行委員会 無料 0557-95-6206

河津町 ③ 河津町町民文化祭 11月4日～6日まで展示、11月13日には舞台発表を行います。
11月4日～11月6日,

13日
河津町立南小学校 河津町文化協会 無料

河津町教育委員会　社会教育係
0558-34-1117

南伊豆町 ③ 南伊豆町芸術祭
南伊豆町の文化の祭典として、町民による文化の普及発展をはかるも
の。

11月1日～4日
南伊豆町中央公民
館

南伊豆町文化協会 無料 0558－62－0604

松崎町 ③ 第31回松崎町文化協会芸術祭
町内在住・在勤の一般・臨時会員による作品の展示（11部門）を行いま
す。

11月12～14日
9:00～18:00

（最終日は15:00ま
で）

松崎町環境改善セ
ンター

松崎町文化協会 無料
0558-42-3971
（松崎町教育委員会内）

長泉町 ① 男と女のチャレンジライフ 男女共同参画推進事業 11月2日
コミュニティーセン
ター

生涯学習課 無料 syogai@nagaizumi.org

長泉町 ① 陶芸の日 文化振興事業 11月5日 桃沢工芸村 生涯学習課 syogai@nagaizumi.org

①
平成23年度第19回静岡県図書館
大会

図書館に関心を持っている人々が集まり、その役割や可能性を探ります。 10月24日 グランシップ
静岡県教育委員会・静岡県
図書館協会・静岡県読書推
進運動協議会

無料 http://www.tosyokan.pref.shizuoka.jp/contents/toshokantaikai/2011/event_top.html
ＵＲＬは、８月８日
から有効です。

③
金泥書展示・講演会「江戸の俳
諧」

江戸の俳諧、物語、蘭学に関する金泥書の展示、講演、体験コーナー等
11月2日～6日（講演

会6日）
県立中央図書館

ＮＰＯ金泥書フォーラム、県立
中央図書館

無料
県立中央図書館
054-262-1246

③ 世界のアゲハチョウ 静岡県自然学習資料センター収蔵のアゲハチョウ関係標本の展示 10月１日～30日 県立中央図書館
県立中央図書館、ＮＰＯ静岡
県自然史博物館ネットワーク

無料
県立中央図書館
054-262-1246

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


