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滋賀県
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

各所 ③
第31回近畿高等学校総合文化祭
滋賀大会

近畿（２府８県　滋賀、京都、大阪、兵庫、和歌山、奈良、三重、福井、徳
島、鳥取）の高校生による芸術・文化活動の祭典

11月19日～27日 滋賀県各地
第31回近畿高等学校総合文
化祭滋賀県実行委員会他

無料 http://www.shiga-sobun.shiga-ec.ed.jp/

大津市 ① 公開講座
一般の方を対象に、医学部としての特徴ある内容を提供し、生涯教育の
一助とするものである。

10月13日, 20日, 27
日

草津市立まちづくり
センター

国立大学法人滋賀医科大学 http://www.shiga-med.ac.jp

大津市 ② 焼き芋体験
園児が苗さしをして育て収穫したサツマイモを園庭で焼き芋にして試食す
る

11月2日
滋賀大学教育学部
附属幼稚園

滋賀大学教育学部附属幼稚
園

無料
滋賀大学教育学部附属幼稚園
電話：077－527－5257

事前申込みが必
要

大津市 ② 附特文化の集い
児童、生徒、保護者、教職員、卒業生がともに舞台芸術鑑賞をし、「附特
文化の集い」として楽しいひとときを過ごします。

11月3日
滋賀大学教育学部
附属特別支援学校

滋賀大学教育学部附属特別
支援学校

無料 http://www.ft.shiga-u.ac.jp/

大津市
①②
③

滋賀大学教育学部紫雅祭（学園
祭）

模擬店・フリーマーケットはもちろんのこと、地域の子ども向け企画なども
用意されています。

11月12日, 13日
滋賀大学石山キャ
ンパス

滋賀大学教育学部学園祭実
行委員会

滋賀大学教育学部学生・就職支援係
電話：077-537-7708
FAX：077-537-7861
E-mail：soudan@edu.shiga-u.ac.jp

入場無料。
模擬店等では個
別料金が必要。

大津市 ①
滋賀大学・地域と大学シンポジウ
ム

地域社会のニーズに合致した多様な本学の社会連携活動を、関係する
皆様により理解していただき、さらなる展開に資するためのシンポジウム
を開催します。

11月14日
びわ湖ホール　小
ホール

滋賀大学 無料 学術国際課地域連携係　0749-27-7521

大津市 ④ CST養成プログラム講演会
コア･サイエンス・ティーチャー養成プログラムの先端科学分野に関するＣ
ＳＴ教育講座を開催します。

11月23日
滋賀大学石山キャ
ンパス

滋賀大学 無料 http://cst.edu.shiga-u.ac.jp/CST_program/Welcome.html

大津市 ① 龍谷祭 学園祭 10月29日, 30日
龍谷大学
瀬田キャンパス

龍谷大学 無料 http://www.ryukoku.ac.jp

大津市 ①
淡海の夢2011
－坂本・石垣と里坊の町写生会

坂本の町を巡る写生会です。 10月22日, 23日 大津市坂本周辺
成安造形大学附属近江学研
究所

無料
成安造形大学研究支援部門
077-574-2118

大津市 ③ 近江～魂のかたち-絵馬-
成安造形大学教員が近江の絵馬をはじめ全国の絵馬の表現技法や特
色などについて語ります。

11月12日 成安造形大学
成安造形大学附属近江学研
究所

無料
成安造形大学研究支援部門
077-574-2118

大津市 ③
こどもの本の作り方
～令丈ヒロ子・創作の秘密

こどもの本はどのようにして作られるのか、「お話を作る」「お話に絵をつ
ける」という現場の話を中心に対談形式で行う。

11月5日 成安造形大学
成安造形大学附属芸術文化
研究所

無料
成安造形大学研究支援部門
077-574-2118

大津市 ③ 「常設展」

90年の学園史を彩る記念品や歴史的資料を展示する、輝かしい伝統と記
憶が集結したメモリアルギャラリー。学祖である瀬尾チカ先生の肖像や文
献をはじめ、開学当初の制服や年表、映像資料などで成安の歴史を紹介
しています

10月23日（日）
～11月27日（日）

成安造形大学学園
歴史資料室

成安造形大学 無料
成安造形大学 地域連携推進センター
077-574-2118

大津市 ③ 「水辺ー寂静」
高梨純次（近江学研究所学外研究員　近代美術館学芸課長）×　岡田修
二（本学教授）。学外研究員と教員のコラボレーション。高梨氏選定の近
江の水、琵琶湖にゆかりのある仏像を１点企画展示。

10月23日（日）
～11月6日（日）

成安造形大学 成安造形大学 無料
成安造形大学 地域連携推進センター
077-574-2118

大津市 ③
木村至宏×石川亮展
「タイトル未定」

木村至宏（近江学研究所所長）×　石川亮（作家　本学非常勤講師）。木
村所長によるに近江の山にまつわるテキスト、それを取り囲むように石川
氏の山のフォルムを題材にした蛍光塗料の平面作品が展示される。

10月23日（日）
～11月6日（日）

成安造形大学 成安造形大学 無料
成安造形大学 地域連携推進センター
077-574-2118

大津市 ③ 今森洋輔個展「タイトル未定」 今森洋輔氏（本学 非常勤講師）による個展。
10月23日（日）

～11月27日（日）
成安造形大学 成安造形大学 無料

成安造形大学 地域連携推進センター
077-574-2118

大津市 ③ 「卒業生_映像作品上映会（仮）」 卒業生による映像作品の上映会。
10月23日（日）

～11月27日（日）
成安造形大学 成安造形大学 無料

成安造形大学 地域連携推進センター
077-574-2118

大津市 ③
「成安造形大学 浮世絵コレクショ
ン展（仮）」

近江八景（浮世絵）などの寄贈作品を展示予定
10月23日（日）

～11月27日（日）
成安造形大学 成安造形大学 無料

成安造形大学 地域連携推進センター
077-574-2118

大津市 ③ 「寿福滋 写真展（仮）」
寿福滋（近江学研究所紀要協力者）個展。近江の山と信仰をテーマに、
修験道などを題材とした写真作品を制作。本展では、紀要の表紙写真の
作品を展示予定。

10月23日（日）
～11月27日（日）

成安造形大学 成安造形大学 無料
成安造形大学 地域連携推進センター
077-574-2118

大津市 ③
津田直個展「 漕 kogi （仮）」 写真家 津田直の個展。奥琵琶湖を旅し撮られた「漕 kogi」のシリーズを

展示
11月11日（金）
～27日（日）

成安造形大学 成安造形大学 無料
成安造形大学 地域連携推進センター
077-574-2118

大津市 ③ 美の滋賀フォーラム
「美の滋賀」懇話会メンバーによる講演会、公開ミーティング、などの企画
を交渉予定

11月22日（火） 成安造形大学 成安造形大学 無料
成安造形大学 地域連携推進センター
077-574-2118

大津市 ①
淡海の夢2011
－坂本・石垣と里坊の町写生会

坂本の町を巡る写生会です。 10月22日, 23日 大津市坂本周辺
成安造形大学附属近江学研
究所

無料
成安造形大学研究支援部門
077-574-2118

大津市 ③ 近江～魂のかたち-絵馬-
成安造形大学教員が近江の絵馬をはじめ全国の絵馬の表現技法や特
色などについて語ります。

11月12日 成安造形大学
成安造形大学附属近江学研
究所

無料
成安造形大学研究支援部門
077-574-2118

大津市 ③
こどもの本の作り方
～令丈ヒロ子・創作の秘密

こどもの本はどのようにして作られるのか、「お話を作る」「お話に絵をつ
ける」という現場の話を中心に対談形式で行う。

11月5日 成安造形大学
成安造形大学附属芸術文化
研究所

無料
成安造形大学研究支援部門
077-574-2118

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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大津市 ③ 「常設展」

90年の学園史を彩る記念品や歴史的資料を展示する、輝かしい伝統と記
憶が集結したメモリアルギャラリー。学祖である瀬尾チカ先生の肖像や文
献をはじめ、開学当初の制服や年表、映像資料などで成安の歴史を紹介
しています

10月23日（日）
～11月27日（日）

成安造形大学学園
歴史資料室

成安造形大学 無料
成安造形大学 地域連携推進センター
077-574-2118

大津市 ③ 「水辺ー寂静」
高梨純次（近江学研究所学外研究員　近代美術館学芸課長）×　岡田修
二（本学教授）。学外研究員と教員のコラボレーション。高梨氏選定の近
江の水、琵琶湖にゆかりのある仏像を１点企画展示。

10月23日（日）
～11月6日（日）

成安造形大学 成安造形大学 無料
成安造形大学 地域連携推進センター
077-574-2118

大津市 ③
木村至宏×石川亮展
「タイトル未定」

木村至宏（近江学研究所所長）×　石川亮（作家　本学非常勤講師）。木
村所長によるに近江の山にまつわるテキスト、それを取り囲むように石川
氏の山のフォルムを題材にした蛍光塗料の平面作品が展示される。

10月23日（日）
～11月6日（日）

成安造形大学 成安造形大学 無料
成安造形大学 地域連携推進センター
077-574-2118

大津市 ③ 今森洋輔個展「タイトル未定」 今森洋輔氏（本学 非常勤講師）による個展。
10月23日（日）

～11月27日（日）
成安造形大学 成安造形大学 無料

成安造形大学 地域連携推進センター
077-574-2118

大津市 ③ 「卒業生_映像作品上映会（仮）」 卒業生による映像作品の上映会。
10月23日（日）

～11月27日（日）
成安造形大学 成安造形大学 無料

成安造形大学 地域連携推進センター
077-574-2118

大津市 ③
「成安造形大学 浮世絵コレクショ
ン展（仮）」

近江八景（浮世絵）などの寄贈作品を展示予定
10月23日（日）

～11月27日（日）
成安造形大学 成安造形大学 無料

成安造形大学 地域連携推進センター
077-574-2118

大津市 ③ 「寿福滋 写真展（仮）」
寿福滋（近江学研究所紀要協力者）個展。近江の山と信仰をテーマに、
修験道などを題材とした写真作品を制作。本展では、紀要の表紙写真の
作品を展示予定。

10月23日（日）
～11月27日（日）

成安造形大学 成安造形大学 無料
成安造形大学 地域連携推進センター
077-574-2118

大津市 ③
津田直個展「 漕 kogi （仮）」 写真家 津田直の個展。奥琵琶湖を旅し撮られた「漕 kogi」のシリーズを

展示
11月11日（金）
～27日（日）

成安造形大学 成安造形大学 無料
成安造形大学 地域連携推進センター
077-574-2118

大津市 ③ 美の滋賀フォーラム
「美の滋賀」懇話会メンバーによる講演会、公開ミーティング、などの企画
を交渉予定

11月22日（火） 成安造形大学 成安造形大学 無料
成安造形大学 地域連携推進センター
077-574-2118

大津市 ③ 第25回教養講座
本学は「よい教育の実現」をモットーに専門的な教育機能を地域の皆さま
に開放し、
「教養と文化」をテーマに講座を開講します。

10月18日, 21日 滋賀短期大学 滋賀短期大学 http://www.sumire.ac.jp/tandai

彦根市 ① 読書週間おはなし会
本に親しんでもらうため、赤ちゃん、幼児を対象に、手遊び、読み聞かせ
をおこないます。

11月5日（土）, 6日
（日）

彦根市立図書館 彦根市立図書館

彦根市 ①
平成２３年度・講演会「絵本をたの
しもう！」＆原画展

甲賀市にお住まいの人気絵本作家、市居みかさんの原画の展示をおこ
なうとともに、創作活動の楽しさ、面白さを語っていただくなかで絵本づくり
の楽しさを伝えていただきます。

（原画展）
11月8日～13日

（講演会）
11月12日

図書館１Fフロア
彦根市立図書館第
一集会室

ひこね児童図書研究グルー
プ

彦根市 ③ 西地区公民館文化祭
公民館利用サークルおよび地域住民の作品展示、活動発表が開催され
ます。体験コーナーもあります。

10月29日,30日 西地区公民館
西地区公民館文化祭実行委
員会

無料 0749-24-2957

彦根市 ③ 東地区公民館文化祭
公民館利用サークルおよび地域住民の作品展示、活動発表が開催され
ます。体験コーナーもあります。

10月29日,30日 東地区公民館 東地区文化祭実行委員会 無料 0749-24-4951

彦根市 ③ 秋の彦根市民音楽祭
音楽団体の活動発表の場として、また市民の音楽鑑賞の場として彦根市
民音楽祭を開催します。

11月3日
ひこね市文化プラ
ザ

彦根市民音楽祭実行委員会 無料 http://www.city.hikone.shiga.jp/edu

彦根市 ③ 稲枝地区文化祭
公民館利用サークルおよび地域住民の作品展示、活動発表が開催され
ます。菊花展、お茶席、模擬店等もあります。

11月5日,6日
稲枝地区公民館
他

稲枝地区文化祭運営委員会 無料 0749-43-4041

彦根市 ③ 鳥居本学区文化祭
公民館利用サークルおよび地域住民の作品展示、活動発表が開催され
ます。音楽・マジックショー、抽選会、模擬店等もあります。

11月5日,6日
鳥居本地区公民館
他

鳥居本地区公民館文化祭実
行委員会　他

無料 0749-26-1922

彦根市 ③ 旭森地区文化祭
公民館利用サークルおよび地域住民の作品展示、活動発表が開催され
ます。バザー、模擬店等もあります。

11月12日,13日 旭森地区公民館 旭森地区文化祭実行委員会 無料 0749-26-0675

彦根市 ③ 河瀬地区文化祭
公民館利用サークルおよび地域住民の作品展示、活動発表が開催され
ます。ゲーム大会、もちつき等もあります。

11月12日,13日
河瀬地区公民館
他

河瀬学区文化祭実行委員会 無料 0749-28-1000

彦根市 ③ 南地区公民館文化祭
公民館利用サークルおよび地域住民の作品展示、活動発表が開催され
ます。喫茶コーナー、抽選会、模擬店等もあります。

11月12日,13日 南地区公民館
南地区公民館文化祭実行委
員会

無料 0749-25-5177

彦根市 ③ 彦根歴史探索ウォークⅢ 石田三成の居城として名高い佐和山城跡の遺構を探りながら散策します 11月13日 佐和山城跡 彦根市教育委員会
文化財課
0749-26-5833

先着50名

彦根市 ③ 荒神山古墳国指定記念講演会
荒神山古墳が国の史跡に指定されたことを記念して、古墳についての講
演会を開催します

11月19日 ひこね燦ぱれす 彦根市教育委員会
文化財課
0749-26-5833

彦根市 ③ 彦根藩三つの大名庭園
表御殿、槻御殿、お浜御殿にある３つの大名庭園を散策して深まる秋を
感じます

11月20日
彦根城博物館～玄
宮園～お浜御殿

彦根市教育委員会
文化財課
0749-26-5833

先着50名

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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彦根市 ③ お浜御殿庭園特別公開
琵琶湖岸にある井伊家の下屋敷であったお浜御殿の庭園を特別公開し
ます。

11月19日～
12月4日

お浜御殿 彦根市教育委員会 無料
文化財課
0749-26-5833

彦根市 ①③

公開講座
「文化探訪講座 ⅩⅩ　日本の名
建築をあるく　　金閣・銀閣・東求
堂・彦根城」

「日本建築の歴史と伝統」をテーマに、国宝の金閣・銀閣（京都府）、彦根
城（滋賀県）などを見学します。

10月14日, 28日,
11月11日

奈良工業高等専門
学校、
金閣寺・銀閣寺、
彦根城

奈良工業高等専門学校
http://www.nara-k.ac.jp/
総務課総務係0743-55-6013

彦根市 ①②
平成23年度企画展「江戸時代の
近江を旅する～湖東湖北の名所
を中心に～」

江戸時代の近江を旅した人々の旅日記・紀行文をもとに、湖東湖北地域
の名所・旧跡を、収蔵史料で紹介します。

10月17日～11月18
日

滋賀大学経済学部
附属史料館一階展
示室

滋賀大学経済学部 無料 http://www.econ.shiga-u.ac.jp/main.cgi?c=10/1　・TEL/FAX 0749-27-1046

彦根市 ①② 企画展関連講演会
・元長浜城歴史博物館館長江竜喜之氏講演「近江路を歩いた人々」
・展示解説

10月29日
滋賀大学経済学部
講堂

滋賀大学経済学部 無料 http://www.econ.shiga-u.ac.jp/main.cgi?c=10/1　・TEL/FAX 0749-27-1046

彦根市 ③ 滋大祭 教室展示、フリーマーケット、模擬店、芸人ライブ等 11月5日, 6日
滋賀大学彦根キャ
ンパス

滋大祭実行委員会 http://www.shidaisai.jimdo.com
入場無料。
模擬店等では個
別料金が必要。

彦根市 ①
公開講座「国際資本移動と為替制
度で読み解く世界経済」

基本的な国際経済学の理論について解説した上で、現在の世界経済の
抱える諸問題や解決すべき重要課題について述べていきます。

11月12日, 19日, 26
日

大学サテライト・プラ
ザ彦根

滋賀大学 http://www.shiga-u.ac.jp/main.cgi?c=7/2:1

長浜市 ③ ふれあい広場文化祭 みんなの作品展
10月29日～

11月1日
湖北文化ホール

長浜市文化芸術協会湖北支
部・湖北文化ホール

無料
湖北公民館
0749-78-1287

長浜市 ③ 浅井文化祭 各文化団体による芸能発表会や作品展示 11月2日～6日 浅井文化ホール 浅井文化協会 無料
浅井文化協会
0749-74-4321

長浜市 ③ 第３７回　高月文化の集い
各教室、一般市民、保育園児～中学生による作品展示、子ども向け催し
やステージ発表をします。

11月3日～6日 高月公民館
高月文化の集い
実行委員会

無料
高月公民館
0749-85-5204

長浜市 ③ 第15回長濱ゆう歌舞伎 仮名手本忠臣蔵十段目 11月4日, 5日 長浜市曳山博物館 長浜ゆう歌舞伎座 有料 0749-62-3776

長浜市 ③ 神田文化祭 作品展示、バンドショーサークル発表 11月5日, 6日 神田公民館 神田文化祭実行委員会 無料
神田公民館
0749-62-7037

長浜市 ③
フェスタ KINOMOTO ’11
木之本ふるさとづくり文化祭

各種文化団体、一般公募や、保育園児～中学生の作品展示。主に文化
協会加盟団体による歌や踊りの芸能発表をします。

11月5日, 6日
公立木之本公民館
木之本スティック
ホール

ふるさとづくり文化祭実行委
員会

無料
公立木之本公民館
0749-82-5915

長浜市 ③ 西浅井文化祭
文化作品展示・文芸誌発行・俳句、冠句、川柳、情歌、短歌大会・囲碁大
会・芸能発表・模擬店コーナー等を開催します。

11月5日, 6日
西浅井公民館
西浅井文化ホール
他

西浅井文化祭
実行委員会

無料
長浜市役所西浅井支所地域振興課
0749-89-1122

長浜市 ③ 染花展 染花の展示会 11月5日, 6日 長浜文化芸術会館 フラワースタジオ・ノン 無料 0749-64-3387

長浜市 ③ 虎姫文化祭
各サークルおよび校園児童生徒の作品展示、３１日はステージ発表
（10:30～14:30予定）も行います。

10月30日, 31日 虎姫公民館
長浜市文化芸術協会　虎姫
支部

無料
虎姫公民館
0749-73-2273

長浜市 ① 少年少女のつどい 子どもたちの遊び体験 11月3日
米原文化産業交流
会館

長浜市子ども会連合会長浜
支部

無料
長浜市企画部
生涯学習・文化スポーツ課
0749-65-6552

長浜市 ①
生涯学習大学講座「長浜学」第3
回

講演会 11月5日
長浜市民交流セン
ター

長浜市 有料
長浜市企画部
生涯学習・文化スポーツ課
0749-65-6552

長浜市 ①
淡海生涯カレッジ長浜校（第3回理
論学習講座）

環境をテーマに地域の公民館での日常的学習から、高等学校での体験
学習、そして長浜バイオ大学での専門的学習を組み合わせた全18回の
講座

11月5日 長浜バイオ大学
淡海生涯学習カレッジ長浜校
実行委員会

有料
長浜市企画部
生涯学習・文化スポーツ課
0749-65-6552

長浜市 ①
絵で伝えよう!わたしの町のたから
もの絵画展

地域にある自然や伝承行事、古い街並みなど次世代に残し、伝えていき
たい「たからもの」を市内の小中学生に絵に描いていただき展示します。

11月1日～7日 浅井図書館 長浜ユネスコ協会 無料
長浜市企画部
生涯学習・文化スポーツ課
0749-65-6552

長浜市 ① 大学祭
大学祭の催として、地域の子どもたちと本学子ども学科の学生との交流、
湖国カルチャーセンター（生涯学習）で「書道」を学んでおられる地域の
方々の作品展示、学生による模擬店を計画しております。

11月13日 滋賀文教短期大学 滋賀文教短期大学 無料 0749(63)5815　　　学生課

近江八幡
市

②
第４９回近江八幡市青少年美術
展覧会

市内保育所（園）・幼稚園・小学校・中学校の幼児・児童・生徒の美術作品
を展示し、市美術教育の振興と文化の向上を目的とする。

11月9日～21日
近江八幡市文化会
館（小ホール他）

近江八幡市教育委員会
近江八幡市美術教育研究会
近江八幡市書写教育研究会

無料
近江八幡市教育委員会学校教育課
0748-36-5531

近江八幡
市

① 文学講座「山歩きの楽しみ（仮）」
登山家であり、滋賀県の山についての著書も多い山本武人氏による講演
です。近江山歩きの写真を実際に見ながら、本格的な山歩きの極意を伝
授していただきます。

10月22日
近江八幡市立近江
八幡図書館

近江里山を歩こう会・
近江八幡市立近江八幡図書
館

無料
近江八幡図書館
0748-32-4090

近江八幡
市

① ピアノコンサート
１００年前のまろやかな音色を蘇らせた、ヴォーリズのピアノによるコン
サートです。演奏は、市川和子氏（ピアノ）、元井あづさ氏（チェロ）。

10月29日
近江八幡市立近江
八幡図書館

近江八幡市立近江八幡図書
館

無料
近江八幡図書館
0748-32-4090

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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近江八幡
市

① 市民読書月間
一般書、児童書、郷土資料、それぞれにテーマを決め、展示や本の紹介
を行います。

10月27日～
11月30日

近江八幡市立図書
館

近江八幡市立図書館 無料
近江八幡図書館
0748-32-4090

近江八幡
市

③
第４５回安土町地域自治区文化
祭

「時　あるがままに」をテ－マに１１月５日・６日は作品展示、体験教室（模
写、陶器絵付け、社交ダンス、水墨画、文字の魅力体験等）を１１月６日
は芸能発表等を開催する。

11月5日, 6日
あづちマリエ－ト安
土文芸セミナリヨ

安土町地域自治区文化祭実
行委員会

無料
近江八幡市安土町公民館
０７４８－４６－２３４６

草津市 ③ 第２７回草津市民音楽祭
音楽文化の振興を図るため、市内の音楽家や音楽団体に発表と交流の
場を提供し、多くの市民の皆様に親しんでいただく。

11月6日
滋賀県立しが県民
芸術創造館

草津市民音楽祭実行委員会
（草津市２１世紀文化芸術推
進協議会）

草津市教育委員会

無料 草津市教育委員会事務局生涯学習課

守山市 ③ 第42回守山市美術展覧会 日本画、洋画、彫塑、工芸、書、写真による美術展覧会 10月1日～9日 守山市民ホール
守山市・
守山市教育委員会

守山市教育委員会事務局生涯学習課
077-582-1142

守山市 ①
平成23年度守山市青少年育成大
会

「豊かな心をはぐくむ家庭づくり」絵画・ポスターコンクール入賞者表彰
講演等（調整中）

11月19日 守山市民ホール 守山市青少年育成市民会議 無料
守山市教育委員会事務局生涯学習課
077-582-1142

栗東市 ③ 第36回栗東市文化祭　盆栽展 市内で文化活動を展開されている方々の盆栽展示会 10月15日,16日
栗東芸術文化会館
さきら

栗東市、栗東市教育委員会、
栗東市文化協会

無料 077-551-0318

栗東市 ③ 第36回栗東市文化祭　謡曲大会 市内で文化活動を展開されている方々の謡曲発表会 10月22日
栗東芸術文化会館
さきら

栗東市、栗東市教育委員会、
栗東市文化協会

無料 077-551-0318

栗東市 ③
第35回栗東市文化祭　囲碁将棋
大会

市内で文化活動を展開されている方々の囲碁将棋大会 10月23日
栗東芸術文化会館
さきら

栗東市、栗東市教育委員会、
栗東市文化協会

無料 077-551-0318

栗東市 ③ 第35回栗東市美術展 市内等で文化活動を展開されている方々の美術展示会
11月3日

～
11月6日

栗東芸術文化会館
さきら

栗東市、栗東市教育委員会、
栗東市美術展実行委員会

無料 077-551-0318

栗東市 ③ 第36回栗東市文化祭　菊花大会 市内で文化活動を展開されている方々の菊花展示会 11月2日～4日
栗東芸術文化会館
さきら

栗東市、栗東市教育委員会、
栗東市文化協会

無料 077-551-0318

栗東市 ③ 第36回栗東市文化祭　文芸展 市内で文化活動を展開されている方々の文芸発表会 11月13日
栗東芸術文化会館
さきら

栗東市、栗東市教育委員会、
栗東市文化協会

無料 077-551-0318

栗東市 ③ 第36回栗東市文化祭　呈茶席 市内で文化活動を展開されている方々の呈茶席 11月13日
栗東芸術文化会館
さきら

栗東市、栗東市教育委員会、
栗東市文化協会

無料 077-551-0318

栗東市 ③ 第36回栗東市文化祭　芸能まつり 市内で文化活動を展開されている方々の芸能発表会 11月13日
栗東芸術文化会館
さきら

栗東市、栗東市教育委員会、
栗東市文化協会

無料 077-551-0318

甲賀市 ③
特別企画「グ・ル・メなやきものた
ち」－陶芸を楽しむ

多くの人が身近に感じ楽しめるグルメをテーマに、やきものを素材にした
作品を紹介する展覧会を開催。

6月30日
～

12月11日

滋賀県立陶芸の森
陶芸館

財団法人滋賀県陶芸の森 http://www.sccp.jp/

愛荘町 ③ 愛荘町民文化祭「作品出展」 愛荘町民文化祭に伴うハ－ティ－センタ－秦荘における作品展示です。 1０月29日,30日
ハ－ティ－センタ－
秦荘

愛荘町教育委員会 http://www.town.aisho.shiga.jp/

愛荘町 ③ 愛荘町民文化祭「舞台発表」
愛荘町民文化祭に伴うハ－ティ－センタ－秦荘での芸能等の舞台発表で
す。

11月3日
ハ－ティ－センタ－
秦荘

愛荘町教育委員会 http://www.town.aisho.shiga.jp/

愛荘町 ① 秋季特別展「羅漢－RAKAN－」 金剛輪寺所蔵の羅漢図の展示会です。
10月29日～
12月18日

愛荘町立歴史文化
博物館

愛荘町教育委員会 http://www.town.aisho.shiga.jp/rekibun/index.htm

愛荘町 ①
秋季特別展ギャラリ－ト－ク「金剛
輪寺の羅漢図」講師：上野良信
（滋賀県立琵琶湖文化館）

秋季特別展「羅漢－RAKAN－」に伴う上野良信氏のギャラリ－ト－クで
す。

11月13日
愛荘町立歴史文化
博物館

愛荘町教育委員会 http://www.town.aisho.shiga.jp/rekibun/index.htm

愛荘町 ①

平成23年度愛荘知る学講座第31
回「朝鮮人街道をゆく－江戸時
代、朝鮮通信使が通った友好の
道－」講師：門脇正人（愛荘町立
歴史文化博物館　顧問）

江戸時代、朝鮮通信使が通った友好の道である朝鮮人街道を巡ります。 11月5日
愛荘町立歴史文化
博物館

愛荘町教育委員会 http://www.town.aisho.shiga.jp/rekibun/index.htm

長浜市
米原市

①②
第55回滋賀県人権教育研究大会
（長浜大会）

第１日【全体会】現地からのメッセージ・特別報告・記念講演
第２日【分科会】分科会・特別分科会

10月29日, 30日
滋賀県立文化産業
交流会館他

第55回滋賀県人権教育研究
大会主催四者（滋賀県教育
委員会、公益社団法人滋賀
県人権教育研究会、滋賀県
社会教育研究会、長浜大会
現地実行委員会）

無料 http://www.nionet.jp/

甲賀市信
楽町

① 信楽MUレーダー見学ツアー
地球大気の複雑な動きを探るＭＵレーダーを擁する信楽ＭＵ観測所の見
学ツアーを午前、午後の2回行います。

10月15日
京都大学生存圏研
究所信楽MU観測
所

京都大学生存圏研究所 無料 http://www.rish.kyoto-u.ac.jp/~mu/openhouse11/

大津市及
び栗東市

① ＲＥＣコミュニティカレッジ 「自然観察講座　秋の里山を歩く」をテーマに開催します。 11月19日
湖南アルプス（滋賀
県大津市、一部栗
東市）

龍谷大学 http://rec-ryukoku.jp/
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①
子ども読書ボランティアステップ
アップ講座

読み聞かせ等の読書ボランティア活動の質をさらに高めることを目的に、
一定の経験を積んだ読書ボランティアを対象に、必要な知識の習得と技
術のステップアップをめざす３回連続講座を開催

10月中旬～下旬 未定
県教委
生涯学習課

無料
生涯学習課
077-528-4652

①②
学校・図書館・ボランティアを結ぶ
実践発表会

学校図書館の活性化を図るため公立図書館や地域ボランティア等による
支援の工夫や県内の先進的な取り組みなどを幅広く紹介する講座を開催
・公立図書館が学校図書館を支援する事例報告
・読書ボランティアとともに学校図書館を活性化する方策等予定

11月中旬 未定
県教委
生涯学習課

無料
生涯学習課
077-528-4652
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