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茨城県

都道府県 市町村 類型 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

茨城県 小美玉市 ①
生涯学習デリバリー事
業
学校支援

　市町村・学校・病院・各種施設等と連携し，水戸生涯学習セ
ンターのボランティア講師による子どもたちの体験活動の場を
提供する。

11月19日
小美玉市立下吉影小学
校

水戸生涯学習センター http://www.mito.gakusyu.ibk.ed.jp/

茨城県 笠間市 ①
現代茨城の陶芸展
「Layerd－釉の層・土
の層－」

茨城県にゆかりの深い現在活躍中の陶芸家の代表的な作品
を紹介します。

8月24日～11月20
日

陶芸美術館 陶芸美術館 http://www.tougei.museum.ibk.ed.jp/

茨城県 笠間市 ①
現代茨城の陶芸展「Ｏｒ
ｇａｎｉｃ　Ｆｏｒｍ－土の
生命体」

茨城県にゆかりの深い現在活躍中の陶芸家の代表的な作品
を紹介します。

11月23日～３月４
日

陶芸美術館 陶芸美術館 http://www.tougei.museum.ibk.ed.jp/

茨城県 笠間市 ①
コレクション展「近現代
日本陶芸の巨匠たち」

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

9月27日～１月29
日

陶芸美術館 陶芸美術館 http://www.tougei.museum.ibk.ed.jp/

茨城県 笠間市 ①

企画展「追悼　人間国
宝　三代徳田八十吉展
～煌めく色彩の世界
～」

本展は人間国宝・三代徳田八十吉（1933－2009）の大回顧展
です。八十吉は九谷焼の伝統的な色絵技法を発展させ、独自
のグラデーション表現を生み出しました。
本展では八十吉の初期から晩年までの代表作を紹介します。

9月23日～11月27
日

陶芸美術館 陶芸美術館 http://www.tougei.museum.ibk.ed.jp/

茨城県 笠間市 ①

企画展「追悼　人間国
宝　三代徳田八十吉展
～煌めく色彩の世界
～」
担当学芸員によるギャ
ラリートーク

企画展「追悼　人間国宝　三代徳田八十吉展～煌めく色彩の
世界～」
担当学芸員によるギャラリートークを開催します。作品の解説
を聞きながら企画展をゆっくり楽しむことができます。

11月3日 陶芸美術館 陶芸美術館 http://www.tougei.museum.ibk.ed.jp/

茨城県 笠間市 ①

県民の日　ミュージア
ムコンサート
「フルートカルテット
ローザ」

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

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

茨城県 鹿嶋市 ②

いばらきものづくり教育
フェア
創造アイディアロボット
コンテスト

県内の中学生によるロボットコンテストを行う。 11月3日 鹿嶋市立鹿野中学校
義務教育課
高校教育課

無料
高校教育課
029-301-5262

茨城県 北茨城市 ①
みんなで教育を考える
つどい

教育振興大会を開催します。
・児童生徒の発表
・地域の方の発表

11月15日（火） 北茨城市立精華小学校
北茨城市教育委員会
北茨城市教育研究会
県北教育事務所

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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茨城県 北茨城市 ①
企画展「没後70年　木
村武山の芸術」

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

11月1日～12月4
日

茨城県天心記念五浦美
術館

茨城県天心記念五浦美術
館

http://www.tenshin.museum.ibk.ed.jp/

茨城県 北茨城市 ①
企画展「没後70年　木
村武山の芸術」　ギャラ
リートーク

担当学芸員が、企画展「没後70年　木村武山の芸術」の作品
解説を展示室で実施します。

11 月13 日，26 日
茨城県天心記念五浦美
術館

茨城県天心記念五浦美術
館

http://www.tenshin.museum.ibk.ed.jp/

茨城県 北茨城市 ①

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

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

11 月5日
茨城県天心記念五浦美
術館

茨城県天心記念五浦美術
館

http://www.tenshin.museum.ibk.ed.jp/

茨城県 北茨城市 ①

文化講演会
「温故知新－天心に始
まる日本画の模写と創
作」

講師に東京藝術大学大学院准教授の荒井経氏をお迎えして
講演会を実施します。

11 月23 日
茨城県天心記念五浦美
術館

茨城県天心記念五浦美術
館

http://www.tenshin.museum.ibk.ed.jp/

茨城県 北茨城市 ①

日本画体験実技講座
「盛り上げ彩色で描く－
琳派の文様を生かし
て」

講師に日本美術院院友で平成22年度第16回天心記念茨城賞
を受賞した並木秀俊氏をお迎えして、ヒノキの板に絵の具を薄
く盛り上げながら彩色して日本画を描く講座を実施します。

11 月19日，20 日
茨城県天心記念五浦美
術館

茨城県天心記念五浦美術
館

http://www.tenshin.museum.ibk.ed.jp/

茨城県 北茨城市 ① 映画会
映画会を開催します。
「バンビ」 1942 年、カラー、アニメ、アメリカ（日本語吹き替え）

11 月6 日（日）
茨城県天心記念五浦美
術館

茨城県天心記念五浦美術
館

http://www.tenshin.museum.ibk.ed.jp/

茨城県 県内各地 ②
さわやかマナーアップ
キャンペーン

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

11月 県内各地
幼稚園，小・中・高等学校，
中等教育学校，特別支援学
校

無料
高校教育課
029-301-5262

茨城県 県内各地 ①
人権教育・人権啓発推
進キャンペーン

県民の人権意識の啓発に資するため，関係機関と連携し，啓
発資料の配付等，街頭キャンペーンを実施する。

11月6日 県内各地 教育庁総務課
総務課人権教育室
029-301-5130

茨城県 古河市 ①
人権教育講師派遣事
業

　市町村教育委員会や県立学校が実施する人権に関する学
習会に，人権教育に精通した学識経験者等を講師として派遣
することより，市町村等における人権教育を促進し，県民の人
権意識の高揚に資する。

11月１日，15日，
17日，20日，27日

古河市教育委員会
古河市立古河第三小学
校
古河市立古河第三中学
校
古河市立総和南中学校
県立美浦特別支援学校

教育庁総務課
総務課人権教育室
029-301-5130

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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茨城県 猿島町 ①
さしまの森オープン
デー⑤

各種クラフトを作成します。
プラネタリウムや家族の絆を深めることを目的とした家族バー
ベキュー（３０組）の実施します。

11月5日 さしま少年自然の家 さしま少年自然の家 http://www.sashima.gakusyu.ibk.ed.jp/

茨城県 猿島町 ① 星を見る会⑦
「秋の星座と二重星団を見よう」と題して観察会を実施し,天体
への興味関心を高めます。

11月26日 さしま少年自然の家 さしま少年自然の家 http://www.sashima.gakusyu.ibk.ed.jp/

茨城県 猿島町 ①
さしまの森ゲートボー
ル大会

坂東市,境町,古河市,五霞町のゲートボール愛好家を集め,老
齢者の健康増進に役立てる事業を実施します。

11月24日 さしま少年自然の家 さしま少年自然の家 http://www.sashima.gakusyu.ibk.ed.jp/

茨城県 下妻市 ① 筑波山岳講座 筑波山について学ぶ講座を開催します。
11月12，19日，26

日
下妻市立下妻公民館 県西生涯学習センター http://www.kensei.gakusyu.ibk.ed.jp/

茨城県 筑西市 ①
中高年ラインアップ講
座

講座・講習会を実施します。 11月下旬
茨城県県西生涯学習セ
ンター

県西生涯学習センター http://www.kensei.gakusyu.ibk.ed.jp/

茨城県 筑西市 ①
親子で挑戦！陶芸教
室

親子で陶芸に挑戦する講座を開催します。 11月19日
茨城県県西生涯学習セ
ンター

県西生涯学習センター http://www.kensei.gakusyu.ibk.ed.jp/

茨城県 筑西市 ① 今こそ学ぶ食中毒講座 食中毒について学ぶ講座を開催します。
11月3日，17日，

24日
茨城県県西生涯学習セ
ンター

県西生涯学習センター http://www.kensei.gakusyu.ibk.ed.jp/

茨城県 筑西市 ①
ゴルフの基本・基礎講
座

ゴルフの基本・基礎ついて学ぶ講座を開催します。 11月8日，22日
茨城県県西生涯学習セ
ンター

県西生涯学習センター http://www.kensei.gakusyu.ibk.ed.jp/

茨城県 筑西市 ①

大河ドラマのヒロイン
「お江」と娘「お初」
～徳川太平の世を支え
た母子の物語～

大河ドラマのヒロイン「お江」について学ぶ講座を開催します。
11月6日，13日，

20日，27日
茨城県県西生涯学習セ
ンター

県西生涯学習センター http://www.kensei.gakusyu.ibk.ed.jp/

茨城県 筑西市 ①
輝く県西の先人を知る
～横瀬夜雨と長塚節～

横瀬夜雨と長塚節について学ぶ講座を開催します。 11月10日，24日
茨城県県西生涯学習セ
ンター

県西生涯学習センター http://www.kensei.gakusyu.ibk.ed.jp/

茨城県 筑西市 ①
農業大国県西
～地域資源を活かした
農業～

県西地域の農業について学ぶ講座を開催します。 11月4日，11日
茨城県県西生涯学習セ
ンター

県西生涯学習センター http://www.kensei.gakusyu.ibk.ed.jp/

茨城県 筑西市 ①
知って得する防災マッ
プ

災害と地図について学ぶ講座を開催します。
11月4日，11日，

25日
茨城県県西生涯学習セ
ンター

県西生涯学習センター http://www.kensei.gakusyu.ibk.ed.jp/
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茨城県 筑西市 ①
地理学から学ぶ地震
発生メカニズムとその
他災害について

地震発生メカニズムについて学ぶ講座を開催します。
11月2日，16日，

30日
茨城県県西生涯学習セ
ンター

県西生涯学習センター http://www.kensei.gakusyu.ibk.ed.jp/

茨城県 筑西市 ①
自然エネルギーと原子
力発電のはなし

自然エネルギーと原子力について学ぶ講座を開催します。
11月2日，9日，30

日
茨城県県西生涯学習セ
ンター

県西生涯学習センター http://www.kensei.gakusyu.ibk.ed.jp/

茨城県 筑西市 ①
武力によらない平和作
りを

武力によらない平和作りについて学ぶ講座を開催します。 11月10日，17日
茨城県県西生涯学習セ
ンター

県西生涯学習センター http://www.kensei.gakusyu.ibk.ed.jp/

茨城県 筑西市 ①
源氏物語を読む
～宇治十帖～

源氏物語について学ぶ講座を開催します。
11月1日，8日，22

日，29日
茨城県県西生涯学習セ
ンター

県西生涯学習センター http://www.kensei.gakusyu.ibk.ed.jp/

茨城県 筑西市 ① 鉄道旅行の楽しみ方 SL列車について学ぶ講座を開催します。 11月10日，26日
茨城県県西生涯学習セ
ンター

県西生涯学習センター http://www.kensei.gakusyu.ibk.ed.jp/

茨城県 筑西市 ①
第7回元気いばらきっ
子育成事業
【エンジョイ・サタデー】

各種事業を開催します。
・DokiDoki発見キャンプ
・英語を遊ぼう～英語に触れよう
･読書の心の旅Vol'Ⅱ
･目指せ未来のダンサー♪♪（ヒップホップ）

11月19日 県西生涯学習センター 県西生涯学習センター http://www.kensei.gakusyu.ibk.ed.jp/

茨城県 筑西市 ① のびのびスポーツ教室
次世代を担う子供の育成の一環として、肥満傾向や運動が苦
手な子供が積極的に体を動かせる教室を開催します。

11月6日，20日 県西生涯学習センター 県西生涯学習センター http://www.kensei.gakusyu.ibk.ed.jp/

茨城県 筑西市 ①
運動開発プログラム教
室

子供達には、これから行う専門的スポーツの運動能力の基礎
として、中高年には運動不足解消と体力増進、高齢者には介
護予防を目的とした運動を行います。

11月6日，20日 県西生涯学習センター 県西生涯学習センター http://www.kensei.gakusyu.ibk.ed.jp/

茨城県 筑西市 ①
一生自分の足で歩ける
体作り

参加者の健康増進と、一生自分の足で歩くことへの意欲向上
を目指し、筑西市の持つ自然や文化が感じられるコースを歩く
事業を実施します。

11月5日，26日
県西生涯学習センター
ウォーキングコース（未
定）

県西生涯学習センター http://www.kensei.gakusyu.ibk.ed.jp/

茨城県 つくば市 ①
元気いばらきっ子育成
事業　　　日曜子ども体
験広場

「森で忍者になろう」「チャレンジランキング」など自然の中での
体験活動を行います。

11月20日
つくば市
豊里ゆかりの森

県南生涯学習センター http://www.kennan.gakusyu.ibk.ed.jp/

茨城県 つくば市 ①

企画展
再考－茨城の近現代
美術Ⅰ
榎戸庄衛展

茨城県出身の洋画家、榎戸庄衛の初の大回顧展を実施しま
す。

10月29日（土）～
11月27日（日）

つくば美術館 つくば美術館 http://www.tsukuba.museum.ibk.ed.jp/

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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茨城県 つくばみらい市 ① 教育講演会
講演会を開催します。
・演題「子どもたちに『優しさ』を育むために」
・講師　茨城大学教授　生越　達　先生

11月19日
きらくやま世代ふれあい
の館

つくばみらい市教育委員会
県南教育事務所

茨城県 土浦市 ②
いばらきものづくり教育
フェア

県内の小中高特別支援学校の児童生徒が，日頃の学習成果
の展示・発表・体験・販売などを行います。

11月11日，12日
イオン土浦ショッピング
センター

義務教育課
高校教育課
特別支援教育課

無料
高校教育課
029-301-5262

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

11月3日，17日 県南生涯学習センター 県南生涯学習センター http://www.kennan.gakusyu.ibk.ed.jp/

茨城県 土浦市 ① 子どもマナー教室
公衆マナーや美しい動作を学ぶことによって相手を大切に思う
気持ちを身につける講座を開催します。

11月6日 県南生涯学習センター 県南生涯学習センター http://www.kennan.gakusyu.ibk.ed.jp/

茨城県 土浦市 ①
エンジョイホリデｰ
「世界はともだち」

世界はともだち、英語で遊ぼうなど親子でできる体験活動の機
会を提供します。

11月12日 県南生涯学習センター 県南生涯学習センター http://www.kennan.gakusyu.ibk.ed.jp/

茨城県 土浦市 ①
元気いばらきっ子育成
事業
日曜子ども音楽広場

金管楽器を中心とした吹奏楽の指導を行います。 11月13日 県南生涯学習センター 県南生涯学習センター http://www.kennan.gakusyu.ibk.ed.jp/

茨城県 土浦市 ①
産業・技術発表会2011
～ものづくり交流フェア
～

中高校生や一般県民等による手作りロボットなど、産業・技
術、ものづくりに関する作品の展示や実演などを行います。

11月18日～30日 県南生涯学習センター 県南生涯学習センター http://www.kennan.gakusyu.ibk.ed.jp/

茨城県 土浦市 ①
元気いばらきっ子育成
事業
日曜子ども科学広場

「廃油キャンドルを作ろう」
使用済み食用油をリサイクルします。

11月27日 県南生涯学習センター 県南生涯学習センター http://www.kennan.gakusyu.ibk.ed.jp/

茨城県 土浦市 ① 天章堂講座 趣味・教養を高めるための生涯学習講座を開催します。 10月～3月 県南生涯学習センター 県南生涯学習センター http://www.kennan.gakusyu.ibk.ed.jp/

茨城県 土浦市 ① ローズ学園 実技・実務・資格取得のための講座を開催します。 9月～3月 県南生涯学習センター 県南生涯学習センター http://www.kennan.gakusyu.ibk.ed.jp/

茨城県 土浦市 ① 霞ヶ浦湖上体験教室
いろいろな水を調べたり，霞ヶ浦環境科学センター施設を見学
します。

11月
茨城県霞ケ浦環境科学
センター

県西生涯学習センター http://www.kensei.gakusyu.ibk.ed.jp/

茨城県 土浦市 ①
秋の朝日峠・やすらぎ
の森ウォーキング

中央青年の家のある竜ヶ峰から朝日峠経由で紅葉をみながら
ウォーキングを楽しむ事業を実施します。

11月26日 中央青年の家 中央青年の家 http://www.c-seinen.gakusyu.ibk.ed.jp/

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



第54回「教育・文化週間」関連行事

都道府県 市町村 類型 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

茨城県 土浦市 ①

青年の家ってどんなと
ころ
～職場体験を通して
知ってみよう～

中央青年の家で日帰り２日間の職業体験を行い，職業生活の
関心を高める事業を実施する。

10月1日～
12月22日のうち2

日間
中央青年の家 中央青年の家 http://www.c-seinen.gakusyu.ibk.ed.jp/

茨城県 行方市 ①
青少年健全育成講演
会

教育講演等を開催します。
・演題「苦しいときこそ，夢と希望と音楽を」
・講師　ゴスペル歌手　市岡裕子　先生
・善行少年の表彰式

11月20日 行方市文化会館
行方市教育委員会
鹿行教育事務所

茨城県 行方市 ①

ﾜｰｸ・ﾗｲﾌ・ﾊﾞﾗﾝｽ推進
事業
働き盛りのﾜｰｸ・ﾗｲﾌ・
ﾊﾞﾗﾝｽ講座

講話会を開催します。
・題　「パパの笑顔が家族を変える」
・講師　ＮＰＯ法人ﾌｧｻﾞｰﾘﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ
 長友　英哲

11月18日 レイクエコー 女性プラザ http://www.lakeecho.gakusyu.ibk.ed.jp/

茨城県 行方市 ①
ﾗｲﾌﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ支援事業
ﾗｲﾌﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ実践講座

講話「弁護士が伝授！日常生活でのトラブル防止のヒント」
講師　つくば総合法律事務所代表　弁護士　星野　学

11月12日 レイクエコー 女性プラザ http://www.lakeecho.gakusyu.ibk.ed.jp/

茨城県 行方市 ①
元気いばらきっ子育成
事業「すてきなソルト
キャンドルを作ろう」

空き瓶を利用し，色のついたソルトで模様をつけながらキャン
ドルを作る講座を開催します。

11月13日 レイクエコー 鹿行生涯学習センター http://www.lakeecho.gakusyu.ibk.ed.jp/

茨城県 行方市 ①

元気いばらきっ子育成
事業「秋の夜空を観察
しよう（木製と秋の星
座）」

秋の夜空を親子で観察する講座を開催します。 11月19日 レイクエコー 鹿行生涯学習センター http://www.lakeecho.gakusyu.ibk.ed.jp/

茨城県 行方市 ①
元気いばらきっ子育成
事業「宇崎の森まるご
と体験（秋編）」

宇崎の森にある木の葉や木の実など集めて観察する講座を開
催します。

11月20日 レイクエコー 鹿行生涯学習センター http://www.lakeecho.gakusyu.ibk.ed.jp/

茨城県 行方市 ① 生涯学習講演会
医学博士の木下博勝氏を講師として迎え，「ボクに宇宙一の幸
せをくれたジャガー」について講演会を開催します。

11月19日 レイクエコー 鹿行生涯学習センター http://www.lakeecho.gakusyu.ibk.ed.jp/

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

11月 レイクエコー 鹿行生涯学習センター http://www.lakeecho.gakusyu.ibk.ed.jp/

茨城県 行方市 ①
ヤングボランティアセミ
ナーⅡ（前期）

ボランティア活動の基本的な内容を学ぶセミナーを実施する。 11月5日
白浜少年自然の家管理
事務所

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

茨城県 行方市 ①
ヤングボランティアセミ
ナーⅡ（後期）

ボランティア活動の基本的な内容を学ぶセミナーを実施する。 11月19日，20日
白浜少年自然の家管理
事務所

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

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



第54回「教育・文化週間」関連行事

都道府県 市町村 類型 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

茨城県 坂東市 ①

とびだせ！子ども自然
教室
「おち葉のしおりをつく
ろう」

博物館ボランティアの指導のもと、おち葉のしおりづくりを行い
ます。

11月3日 自然博物館 自然博物館 http://www.nat.pref.ibaraki.jp/index.html

茨城県 坂東市 ①
第14回博物館菊花展
示会

例年地域連携事業として開催している菊花展示会。2階エント
ランスを特設会場に展示するとともに参加団体の地域活動に
ついても紹介します。

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

茨城県 坂東市 ① 化石のクリーニング
30万年前の地層から産出した岩石を層に沿って割ることによ
り、木の葉の化石を見つけ、それをさらにクリーニングしていく
体験活動を行います。

11月3日，10日，
17日，24日

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

茨城県 坂東市 ①
第8回菅生沼エコアップ
大作戦

菅生沼の自然環境について、地元の関係機関等から自然の
実態や活動状況等のレクチャーを受けるとともに、環境保全の
ためのゴミ拾いを行います。

11月19日 自然博物館 自然博物館 http://www.nat.pref.ibaraki.jp/index.html

茨城県 坂東市 ① アミューズデー
開館記念イベントとして、自然観察・工作の体験教室などなど
を通して、特に未就学児や小学校低学年の子どもたちが楽し
みながら自然を学ぶイベントを開催します。

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

茨城県 坂東市 ①
サンデーサイエンス「ア
ンモナイトを調べよう」

実験・観察を伴う体験活動。アンモナイトについてのレクチャー
を行います。

11月6日，13日，
20日，27日

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

茨城県 坂東市 ① サイエンスデー 当日は「県民の日」のため入館無料となります。 11月13日 自然博物館 自然博物館 http://www.nat.pref.ibaraki.jp/index.html

茨城県 坂東市 ①

とびだせ！子ども自然
教室
「どんぐりで学ぼう！遊
ぼう！」

博物館ボランティアの指導のもと、どんぐりについて体験学習
を行います。

11月12日 自然博物館 自然博物館 http://www.nat.pref.ibaraki.jp/index.html

茨城県 坂東市 ①
ミュージアムボランティ
アによる「ふれあい野
外ガイド」

自然博物館のボランティアが、オリジナルのアイテムを使っ
て、野外施設や菅生沼などにみられる自然を素材にして来館
者に分かりやすくレクチャー（実験・体験含む）します。

11月19日 自然博物館 自然博物館 http://www.nat.pref.ibaraki.jp/index.html

茨城県 坂東市 ①
自然講座「折り紙でティ
ラノサウルスをつくろ
う」

折り紙愛好家の方を講師として招き，折り紙でティラノサウル
スがつくれます。

11月27日 自然博物館 自然博物館 http://www.nat.pref.ibaraki.jp/index.html

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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都道府県 市町村 類型 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

茨城県 坂東市 ①
自然講座「みてみよ
う！いきものミクロ☆た
んけん隊」

日本微生物生態学会教育研究部会との共催イベント。沼など
にすむミジンコやバクテリアなど小さないきものを観察します。

11月19日 自然博物館 自然博物館 http://www.nat.pref.ibaraki.jp/index.html

茨城県 坂東市 ①
さわれる展示「ハートフ
ルミュージアム」

視覚障害者の方々にも博物館や自然を楽しみ、体験していた
だけるように、触れたり、音を聞いたり、匂いを嗅いだりできる
展示物を設置します。

11月23日～12月9
日

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

茨城県 坂東市 ①
わくわくディスカバリー
「きらきら☆スノードー
ムをつくろう」

主に幼児・小学生向けのイベント。飾りをつけてスノードームを
つくります。

11月26日 自然博物館 自然博物館 http://www.nat.pref.ibaraki.jp/index.html

茨城県 常陸太田市 ① 西山秋まつり まつりを行い地域の方に青少年教育施設を開放します。 11月13日 茨城県立西山研修所 西山研修所 http://www.nishiken.gakusyu.ibk.ed.jp/

茨城県 常陸太田市 ① デジカメ入門 デジカメ入門の講座を実施します。 11月17日，24日 茨城県立西山研修所 西山研修所 http://www.nishiken.gakusyu.ibk.ed.jp/

茨城県 常陸太田市 ① 常陸太田歴史散策 常陸太田歴史散策する講座を実施します。 11月25日 常陸太田市内 西山研修所 http://www.nishiken.gakusyu.ibk.ed.jp/

茨城県 日立市 ②
いばらきものづくり教育
フェア「あなたのための
おべんとう」コンクール

県内の中学生による食べてもらう相手のことを考えたお弁当コ
ンクールを行います。

11月11日 日立市立大久保中学校
義務教育課
高校教育課

無料
高校教育課
029-301-5262

茨城県 日立市 ①
センターフェスティバル
2010

講座や学習団体、県北4市で活動している学習実践者の作品
等を展示、発表や特色ある出店を行う。
また、NHK大河ドラマ制作ﾁｰﾌﾃﾞｨﾚｸﾀｰによる講演会を開催し
ます。

11月5日,6日 県北生涯学習センター 県北生涯学習センター http://www.kenpoku.gakusyu.ibk.ed.jp/

茨城県 日立市 ①
フェスティバル講演会
大河ドラマを120倍楽し
む「平清盛」

清盛の見た夢を追い,その人生を学ぶことで,現代まで通じる人
と社会の変遷を新たな視点で俯瞰し,ドラマの持つ魅力を再発
見します。

11月5日 県北生涯学習センター 県北生涯学習センター http://www.kenpoku.gakusyu.ibk.ed.jp/

茨城県 日立市 ①
放射線を軽減する安全
な食材の調理法

放射線をはじめ、食品気概要因から身を守る方法を学び、食
品の安全性を高める調理法を実習します。

10月12日, 11月9
日

茨城キリスト教大学 県北生涯学習センター http://www.kenpoku.gakusyu.ibk.ed.jp/

茨城県 日立市 ①
県民大学講座
匠の技～世界に一つ
だけの鯉のぼり～

茨城県郷土工芸品指定「手書き鯉のぼり」を学び,世界に一つ
だけの鯉のぼりを製作します。

10月22日,23日 県北生涯学習センター 県北生涯学習センター http://www.kenpoku.gakusyu.ibk.ed.jp/

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



第54回「教育・文化週間」関連行事

都道府県 市町村 類型 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

茨城県 日立市 ①

県民大学講座
映画づくりの魅力を魔
力
～日本一のロケ地・茨
城からの発信

日本一のロケ地茨城県。
フィルムコミッションやエキストラの活動も活発で,大きな成果を
あげています。
地域活性化につながる映画文化の魅力と魔力を探ります。

11月12日
～12月10日

県北生涯学習センター 県北生涯学習センター http://www.kenpoku.gakusyu.ibk.ed.jp/

茨城県 日立市 ①

平成23年度生涯学習
講演会
風風吹くな希望を飛ば
そ
私たちの故郷に元気と
笑顔を！

湯川れい子氏,すがはらやすのり氏 お話と歌による復興支援
講演会を開催します。
・1部　日本のこころ・雨情のこころ
・2部　歌の力

11月26日 ゆうゆう十王・Jホール 県北生涯学習センター http://www.kenpoku.gakusyu.ibk.ed.jp/

茨城県 日立市 ①
県北志塾
いまをどう生きるか

中国学園大学学長・NPO法人「連塾」理事長の松畑煕一氏を
迎え,一人が変われば社会が変わるを合言葉に多くの地域創
生リーダーを輩出してきた氏の哲学「連語」を学ぶ講座を実施
します。

11月12日 県北生涯学習センター 県北生涯学習センター http://www.kenpoku.gakusyu.ibk.ed.jp/

茨城県 日立市 ① 体育のコツ
縄跳び,走り方,ボール運動,跳び箱,マット運動など体を動かす
基本を楽しく学びます。

10月22日
～12月3日

日立市立大沼小学校 県北生涯学習センター http://www.kenpoku.gakusyu.ibk.ed.jp/

茨城県 日立市 ①
ケンポックルわくわくラ
ンド

バルーンアート、折り紙や昔遊びなどの創作活動、ニュース
ポーツなどのスポーツ活動、クッキングやお茶会などの体験活
動を通じて、独創性・創造性を養います。

11月5日 県北生涯学習センター 県北生涯学習センター http://www.kenpoku.gakusyu.ibk.ed.jp/

茨城県 ひたちなか市 ①
家庭教育に関するシン
ポジウム

講演会を開催します。
・演題「震災と心のケア」
・講師　武蔵野東技能高等専修学校
　教頭　天宮　一大　先生
・シンポジウム「震災と心のケア」

11月5日
ひたちなか市田彦公民
館

ひたちなか市教育委員会
水戸生涯学習センター
水戸教育事務所

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

11月5日
ひたちなか市田彦公民
館

水戸生涯学習センター http://www.mito.gakusyu.ibk.ed.jp/

茨城県 ひたちなか市 ①
みなと線でおやじたち
とウォーキング＆ＢＢＱ

ウォーキングをはじめとする団体活動を通して様々な地域のお
やじの会の会員同士の交流を図るとともに参加者親子のふれ
あいの機会を提供します。

11月5日
ひたちなか市内及び国
営ひたちなか海浜公園

水戸生涯学習センター http://www.mito.gakusyu.ibk.ed.jp/

茨城県
鉾田市
城里町

② 教育懇談会
教育委員と生徒・保護者及び教員が生徒に係る課題等につい
て意見交換を行います。

11月11日，30日
鉾田第二高等学校
城里町立常北中学校

教育庁総務課 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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茨城県 水戸市 ①
第13回みんなで教育を
考える「いばらき教育
の日」推進大会

教育に関する提言（青少年・企業人），各種表彰などを行いま
す。

11月1日
茨城県立県民文化セン
ター

みんなで教育を考える「いば
らき教育の日」推進協議会

無料 029-244-8120

茨城県 水戸市 ①

生涯学習デリバリー事
業
「歴史館いちょうまつ
り」わくわくドキドキ・子
ども体験広場

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

11月13日 茨城県立歴史館・庭園 水戸生涯学習センター http://www.mito.gakusyu.ibk.ed.jp/

茨城県 水戸市 ①
生涯学習デリバリー事
業
学校支援

市町村・学校・病院・各種施設等と連携し，水戸生涯学習セン
ターのボランティア講師による子どもたちの体験活動の場を提
供します。

11月19日 水戸市立赤塚小学校 水戸生涯学習センター http://www.mito.gakusyu.ibk.ed.jp/

茨城県 水戸市 ①
所蔵作品展「日本の近
代美術と茨城の作家た
ち」

　日本の近代美術と茨城の作家たちの作品（所蔵作品）を紹介
します。

10月28日
～1月9日

近代美術館 近代美術館 http://www.modernart.museum.ibk.ed.jp/

茨城県 水戸市 ①

企画展「ウルトラマン・
アート！　時代と創造
－ウルトラマン＆ウルト
ラセブン」

昭和41（1966）年に放映が始まったテレビ番組「構想特撮シ
リーズウルトラマン」。
その魅力あふれる映像や世界観は，多くの人々の心を捉え，
一大ブームを巻き起こしました。
本展では，ウルトラマンとウルトラセブンを作り出したイメージ
の原点（当時のデザイン画，造形物，記録写真）と，そのイメー
ジから生まれたもの（今日のフィギュアと美術）を紹介します。

11月3日
～1月15日

近代美術館 近代美術館 http://www.modernart.museum.ibk.ed.jp/

茨城県 水戸市 ① 美術館セミナー
・企画展を開催します。
・ワークショップ（デザインの技法から発想を広げる。）

11月5日 近代美術館 近代美術館 http://www.modernart.museum.ibk.ed.jp/

茨城県 水戸市 ①
やぁ！ミュージアムキッ
ズ

幼児から小学生を対象とするワークショップ。常設展で作品の
鑑賞をしたり，講座室で造形活動をしたりします。保護者の方
も参加できます。

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

茨城県 水戸市 ①
ようこそ！美術の森へ
学芸員と巡るコレクショ
ン

3000点を超える近代美術館のコレクションを紹介している所蔵
作品展を「美術の森」に見立てて，学芸員といっしょに作品の
魅力を再発見していただこうというものです。
森の木々がそこを訪れる人々を癒すように，独自の魅力をもつ
1点1点の作品が発する様々な効果を，学芸員とともに体感し
てください。
作品が放つ癒しのオーラを感じながら美術の森を散策すること
で，作品の新しい魅力を発見できるかもしれません。

11月19日 近代美術館 近代美術館 http://www.modernart.museum.ibk.ed.jp/

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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茨城県 水戸市 ①

美術館と学校との連携
事業
「芸術家派遣による
ワークショップ」

「アース・ガーデン－光と影による創作と展示」
　企画展開催と併せて来館者促進と本展覧会への興味・関心
の高揚を図るため，学校と連携した光と影による創作と展示を
行うワークショップを開催する。光と影を介して架空の時間と空
間を創造し，それらを知覚・体験することを目的に展開する。
　また，ワークショップ講師である芸術家の活動に触れ，講話
を聞くことで，芸術に対する関心を高めながら創作活動を楽し
むようにするとともに，キャリア教育の一助となるようにする。

11月 学校
近代美術館
実施学校

http://www.modernart.museum.ibk.ed.jp/

茨城県 水戸市 ①
ロボットコンテスト及び
マイコンカーラリー(仮)

　企画展「ウルトラマン・アート！－時代と創造　ウルトラマン＆
ウルトラセブン」のテーマの一つである「創造」にちなみ，手作
りのロボットやマイコンカーによるコンテスト，競技会を開催す
ることで，本企画展への関心を高めるとともに，児童生徒の科
学への興味関心の向上に寄与します。

11月26日，27日 近代美術館
近代美術館
高文連情報部会

http://www.modernart.museum.ibk.ed.jp/

茨城県 水戸市 ①

「歴史館いちょうまつ
り」
麗芳庵
～震災復興支援チャリ
ティー茶会～

水戸二高の茶道部による茶会です。
茶券を１００円で販売し、その売り上げを茨城県の災害復興に
対する寄付金とします。

11月3日
茨城県立歴史館・茶室
（無庵・双宜庵）

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

茨城県 水戸市 ①
「歴史館いちょうまつ
り」
爆笑・演芸名人会

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

11月5日 茨城県立歴史館・講堂 県立歴史館 http://www.rekishikan.museum.ibk.ed.jp/

茨城県 水戸市 ①
「歴史館いちょうまつ
り」
邦楽演奏会

邦楽サークル「玄音」による演奏会、和楽器体験教室を開催し
ます。

11月12日 茨城県立歴史館・講堂 県立歴史館 http://www.rekishikan.museum.ibk.ed.jp/

茨城県 水戸市 ①

「歴史館いちょうまつ
り」
エコ工作体験
～コマを作って遊ぼう
～

ＮＰＯ法人ノースマークによる体験活動を実施します。
捨てればゴミとなってしまう物を材料としてコマを作って遊びま
す。
参加費１人１００円

11月12日 茨城県立歴史館・庭園 県立歴史館 http://www.rekishikan.museum.ibk.ed.jp/

茨城県 水戸市 ① 民家解説
庭園内にある旧茂木家住宅（県指定文化財）をとおして、江戸
時代の農家建築の特徴を紹介します。

11月13日
茨城県立歴史館・庭園，
旧茂木家住宅

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

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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茨城県 水戸市 ①

「歴史館いちょうまつ
り」
平安時代のファッション
ショ―

ハクビ京都きもの学院による平安時代の衣裳を紹介します。
実際に十二単などの王朝装束の着付け再現します。
また現代のきものの着付けも併せて紹介します。

11月13日 茨城県立歴史館・講堂 県立歴史館 http://www.rekishikan.museum.ibk.ed.jp/

茨城県 水戸市 ①

「歴史館いちょうまつ
り」
講談
「水戸っぽ魂を語る」

講談師、６代目宝井馬琴氏による講演会です。 11月13日 茨城県立歴史館・講堂 県立歴史館 http://www.rekishikan.museum.ibk.ed.jp/

茨城県 水戸市 ①

「歴史館いちょうまつ
り」
わくわくドキドキ・子ども
体験広場

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

11月13日 茨城県立歴史館・庭園 県立歴史館 http://www.rekishikan.museum.ibk.ed.jp/

茨城県 水戸市 ①
「歴史館いちょうまつ
り」
お茶会

東海高校の茶道部による茶会です。 11月19日
茨城県立歴史館・茶室
（無庵・双宜庵）

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

茨城県 水戸市 ① よろい・かぶと体験 戦国武将が身につけた甲冑の着心地や重さを体験できます。 11月20日 茨城県立歴史館・講堂 県立歴史館 http://www.rekishikan.museum.ibk.ed.jp/

茨城県 水戸市 ① 十二単試着体験 体験用の十二単を試着し、平安時代に想いをはせます。 11月23日 茨城県立歴史館・講堂 県立歴史館 http://www.rekishikan.museum.ibk.ed.jp/

茨城県 水戸市 ①
「歴史館いちょうまつ
り」
紙ひこうきで遊ぼう

歴史館ボランティアの方と一緒に、紙ひこうきを作って遊びま
しょう。

11月23日 茨城県立歴史館・講堂 県立歴史館 http://www.rekishikan.museum.ibk.ed.jp/

茨城県 水戸市 ①
「歴史館いちょうまつ
り」
大正琴演奏会

愛宕塾の方による大正琴の演奏会です。 11月23日 茨城県立歴史館・講堂 県立歴史館 http://www.rekishikan.museum.ibk.ed.jp/

茨城県 水戸市 ①
「歴史館いちょうまつ
り」
いちょうまつり映画会

午前に「となりのトトロ」、午後には「男はつらいよ」を上映しま
す。

11月27日 茨城県立歴史館・講堂
県立歴史館　　ＮＰＯ法人水
戸こどもの劇場

http://www.rekishikan.museum.ibk.ed.jp/

茨城県 結城市 ①
結城市教育振興大会
並びに人権講演会(県
西地区）

教育振興大会を開催します。
・感謝状の贈呈
・大会宣言
・研究発表（市研究指定校）
・人権講演会
・人権作文発表及び講演「地球のステージ」

11月11日
結城市民文化センター
（アクロス）

結城市教育振興会
県西教育事務所

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


