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神奈川県
都道府県 市区町村 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

神奈川県 県全域 ①③
講演会「中国少数民族
文化の独自性と普遍
性」

モソ人の母系社会とチベット文化に関する２つの講演とケー
キ・ドリンク付きのカフェ形式で講師との意見交換も行います。

10月27日 湘南国際村センター かながわ国際交流財団
http://www.k-i-
a.or.jp/shonan/acade
mia/

神奈川県 横浜市 ①
消費者被害未然防止
キャンペーン

消費生活に関する様々な情報を提供し、県民が悪質商法など
の被害に遭わないよう注意喚起を行います。

10月16日 新都市プラザ 神奈川県 無料
http://www.pref.kana
gawa.jp/cnt/f100548
/

神奈川県 横浜市 ①

もり・みず市民事業支
援補助金
団体活動紹介展・交流
会（仮称）

水源環境保全・再生のための取組を行う、市民団体の活動を
ご紹介します。パネル展示、チェーンソーアート作品展示、水
質調査の実演、ＰＲグッズの配布などを実施します。

10月23日
横浜新都市ビル（そご
う）地下２階新都市プラ
ザ

水源環境保全課 無料
http://www.pref.kana
gawa.jp/cnt/f7006/

神奈川県 横浜市 ① くらしの経済講演会
県の「消費者週間関連事業」のひとつとして開催し、身近なくら
しの経済(家計や経済、ライフプラン、キャリア教育等)などを中
心に正しい知識・情報を広く県民に提供する。

10月26日
18:30～20:00

横浜情報文化センター
６階 情文ホール

神奈川県金融広報委員会
及び
神奈川県(県民局くらし文化
部消費生活課)

無料
http://www.pref.kana
gawa.jp/cnt/f100548
/

神奈川県
横浜市

①
神奈川県第44回技能
コンクール

園芸装飾や印章彫刻など10職種以上の県内中堅技能者がそ
の技術を競い合う技能コンクールです。

11月3日（土）
神奈川県立産業技術短
期大学校（西キャンパ
ス）

産業人材課 無料

神奈川県技能士会連
合会
電話：045(633)5420
産業人材課
技能振興グループ
電話：045(210)5720

神奈川県
横浜市

②
神奈川県立産業技術
短期大学校文化祭（地
域技能展）

施設公開及び実習作品の展示による学生の日ごろの職業訓
練の成果、訓練内容の紹介等を行います。 11月3日（土）

神奈川県立産業技術短
期大学校(東キャンパス)

神奈川県立産業技術短期
大学校

無料
http://www.kanagawa
-cit.ac.jp/

神奈川県 横浜市 ③
第61回神奈川文化賞・
スポーツ賞贈呈式

昭和27年から神奈川県と神奈川新聞社が共催で実施してお
り、毎年、神奈川の文化の向上発展に尽力し、その功績顕著
な個人又は団体に対して「神奈川文化賞」を、また、スポーツ
において功績顕著な個人又は団体に対して「神奈川スポーツ
賞」を贈呈し、祝賀演奏会を開催する。

11月3日（土・祝）
14:30

神奈川県民ホール　大
ホール

神奈川県、神奈川新聞社 無料
神奈川県文化課「文
化・スポーツ賞贈呈

式」係

神奈川県 横浜市 ③
神奈川県庁本庁舎一
般公開

国の登録有形文化財である神奈川県庁本庁舎を公開。普段
見られない知事室・旧議場・旧貴賓室をご覧いただけるほか、
屋上では横浜港を一望できます。

11月4日 神奈川県庁本庁舎 神奈川県 無料
http://www.pref.kana
gawa.jp/div/1171/

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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神奈川県 横浜市 ④
かながわ科学技術フェ
ア2012

神奈川県の試験研究機関などの活動を紹介します。 11月10日
新都市プラザ（そごう横
浜店地下2階正面入口
前）

神奈川県 無料

045-210-3071
神奈川県科学技術政
策課
http://www.pref.kana
gawa.jp/cnt/f4898/p
17389.html

神奈川県
横浜市

①,④
第７１回青少年創意く
ふう展覧会

県内の小・中学生が発明、工夫して作成した優秀作品を展示
します。

11月９（金）～11
日（日）

神奈川中小企業セン
タービル14階

一般社団法人神奈川県発
明協会

無料
http://k-
hatsumei.jpn.org/inde
x

神奈川県
横浜市

③

企画展「北を彩る小物
たち～北方民族の暮ら
しとデザイン～」

同時開催「北にくらす
子どもたち」写真展

北方圏の民族の生活に息づく帽子、靴などを紹介します。子ど
も達の日常を伝える貴重な写真の展示もあります。

10月13日～12月9
日
月曜休館

神奈川県立地球市民か
ながわプラザ（あーすぷ
らざ）3階企画展示室

神奈川県立地球市民かな
がわプラザ（あーすぷらざ）

無料
http://www.earthplaz
a.jp/

開催時間　10:00～
17:00（入場16:30ま
で）

休館日　祝日除く月
曜

神奈川県 横浜市 ① 消費者力アップ講座
県民が悪質商法や架空請求などの被害に遭わないよう消費
生活に関する知識等を習得する講座です。

10月20, 27日,　11
月10,12, 17, 24日

神奈川中小企業セン
ターなど

神奈川県 無料
http://www.pref.kana
gawa.jp/cnt/f100548
/

神奈川県 横浜市 ③ さわひらき展 Whirl

さわひらきはロンドンを拠点に世界的に活躍する映像作家。静
かに流れる時間やこころの奥から湧き出るような詩情を感じさ
せ、どこかにありそうでないような不思議な映像を、5室1,300㎡
の県民ホールギャラリーの空間を存分に活用したインスタレー
ションで展示します。

10月23日(火)
～11月24日(土)
（※会期中は10：

00〜18：00、
入場は閉場の30

分前まで）

神奈川県民ホール
ギャラリー　　　　　第1～
5展示室

公益財団法人　神奈川芸術
文化財団

http://www.kanakeng
allery.com/

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

第19回神奈川国際芸
術フェスティバル
「マダムバタフライX」
プッチーニのオペラ
「蝶々夫人」より

プッチーニの名作「蝶々夫人」を題材とし、宮本亜門が再構成
する宮本版「蝶々夫人」。

原作/ジョン・ルーサー・キング
作曲/ジャコモ・プッチーニ
構成・演出/宮本亜門
編曲/山下康介

(出演)
蝶々さん／嘉目真木子
ピンカートン／与儀巧
スズキ／田村由貴絵
シャープレス／大沼徹
ゴロー／吉田伸昭
ケイト／鈴木純子
ほか

11月10日 (土)
15:00

11月11日 (日)
15:00☆

11月14日 (水)
15:00

11月17日 (土)
15:00☆

11月18日 (日)
15:00

※開場は開演の
45分まえ
※☆印は託児
サービスあり

神奈川芸術劇場　ホー
ル

公益財団法人　神奈川芸術
文化財団

http://www.kaat.jp/pf
/madame-
butterflyx.html

※Ｂ席、Ｃ席、高校生
以下、U24、シルバー
はチケットかながわ
のみの取扱
※Ｕ２４チケットは、予
めチケットかながわに
て電話予約の上、公
演当日、開演４５分前
から公演会場の受付
で、現金にてお支払
いの上指定席とお引
換をお願いします。開
演１５分前を過ぎても
お引換のない場合、
キャンセルとさせてい
ただく場合がありま
す。
※未就学児童の入場
不可
※車イスでご来場予
定のお客様は、事前
にチケットかながわ
（045-662-8866）にお
問い合わせください。

神奈川県 横浜市 ③
生誕140年記念
島崎藤村展

詩集『若菜集』、小説『破戒』『春』『家』『夜明け前』などで知られ
る文豪・島崎藤村の回顧展です。

10月6日～11月18
日

県立神奈川近代文学館
公益財団法人神奈川文学
振興会

http://www.kanabun.
or.jp

神奈川県 横浜市 ③
島崎藤村展開催記念
朗読会

女優・藤村志保の朗読による島崎藤村作品「ある女の生涯」の
朗読会を開催します。

10月20日 県立神奈川近代文学館
公益財団法人神奈川文学
振興会

http://www.kanabun.
or.jp

「生誕140年記念
島崎藤村展」記念イ
ベント

神奈川県 横浜市 ③
島崎藤村展開催記念
講座①

国文学者・十川信介による島崎藤村作品「夜明け前」について
の文学講座です。

10月27日 県立神奈川近代文学館
公益財団法人神奈川文学
振興会

http://www.kanabun.
or.jp

「生誕140年記念
島崎藤村展」記念イ
ベント

神奈川県 横浜市 ③
島崎藤村展開催記念
講座②

国文学者・下山孃子による島崎藤村作品「家」についての文学
講座です。

11月3日 県立神奈川近代文学館
公益財団法人神奈川文学
振興会

http://www.kanabun.
or.jp

「生誕140年記念
島崎藤村展」記念イ
ベント

神奈川県 横浜市 ③
島崎藤村展開催記念
講演会

作家・堀江敏幸による講演会「言葉の『継立て』－藤村の散文
をめぐって」を開催します。

11月10日 県立神奈川近代文学館
公益財団法人神奈川文学
振興会

http://www.kanabun.
or.jp

「生誕140年記念
島崎藤村展」記念イ
ベント

神奈川県 川崎市
①，②，

③
かながわ人づくりコラボ
2012

「かながわ教育ビジョン」に基づき、県民や様々な主体との協
働・連携による「人づくり」について、ワークショップや教育論議
等を通じて、県民の方とともに論議します。

11月10日 川崎市教育文化会館
神奈川県教育委員会、かな
がわ人づくり推進ネットワー
ク

無料

神奈川県教育委員会
教育局総務部総務課
企画調整グループ
（045-210-8030）

定員300名

神奈川県 横須賀市 ①、③
第65回横須賀市民文
化祭

市内の文化団体による成果発表
5月25日～11月27
日

横須賀市文化会館ほか
横須賀市、公益財団法人横
須賀市生涯学習財団、横須
賀文化協会

横須賀市生涯学習セ
ンター
046-822-4838

神奈川県 横須賀市 ①、③
第38回市民合唱のつ
どい

市内の合唱団体による成果発表と交流促進 10月27, 28日 横須賀市はまゆう会館 横須賀市 無料
横須賀市生涯学習セ
ンター
046-822-4838

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 市区町村 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

神奈川県 横須賀市 ①、③ 三浦一族講演会
横須賀市とゆかりの深い「三浦一族」に関する講演会です。
テーマ：『平清盛』と三浦一族

11月3日

ヨコスカ・ベイサイド・ポ
ケット
（横須賀芸術劇場小劇
場）

横須賀市、三浦一族研究
会、横須賀文化協会

無料

http://www.city.yoko
suka.kanagawa.jp/013
0/culture_info/miura_i
chizoku/event.html

神奈川県 横須賀市 ①、③

家族でめぐる横須賀歴
史さんぽ
ペリー提督上陸の地久
里浜の歴史を訪ねる

日本に初めて近代通信機を持ち込んだペリー提督にちなみ、
戦前の通信機などを所蔵している陸上自衛隊久里浜駐屯地
歴史資料館やペリー公園などをめぐります。

10月21日
集合場所：京浜急行線
京急久里浜駅

横須賀市
横須賀市政策推進部
文化振興課
046-822-8116

事前申込（９月１日～
20日）、抽選40名、料
金50円

神奈川県 横須賀市 ①、③
横須賀ヒストリーツアー
～海軍の街Ｙｏｋｏｓｕｋ
ａさんぽ～

海上自衛隊関係施設をコースに含めて、明治～戦後までの横
須賀の中心市街地の変遷をたどります。

10月30日 集合場所：ＪＲ横須賀駅 横須賀市
横須賀市政策推進部
文化振興課
046-822-8116

事前申込（９月１日～
25日）、抽選40名、料
金50円

神奈川県 横須賀市 ① 文化財見学会 文化財の見学ツアーです。 11月1日
集合場所：横須賀市役
所

横須賀市教育委員会生涯
学習課、公益財団法人横須
賀市生涯学習財団

http://www.mmjp.or.j
p/shogaigakushu/

神奈川県 横須賀市 ③ 無料観覧日
企画展および所蔵品展・谷内六郎館を無料でご覧いただけま
す。

11月3日 横須賀美術館 横須賀市教育委員会 無料
http://www.yokosuka
-moa.jp/index.html

神奈川県 横須賀市 ① 「講座をつくる」講座
講座をつくるノウハウを学び、横須賀をよりよくするための講座
の企画運営スタッフ（ボランティア）となるための講座（全10回）
です。

11月7日～3月6日
横須賀市生涯学習セン
ター

横須賀市教育委員会生涯
学習課
公益財団法人横須賀市生
涯学習財団

無料
横須賀市教育委員会
生涯学習課
046‐822‐8483

神奈川県 横須賀市 ①
発掘調査・新指定文化
財速報展

市内発掘調査の速報と昨年指定された文化財についてパネ
ルで紹介します。

11月12～16日
横須賀市役所１号館１
階

横須賀市教育委員会生涯
学習課

無料

http://www.city.yoko
suka.kanagawa.jp/kan
kou/bunka/bunkazai/
index.html

神奈川県 横須賀市 ③
民俗芸能地域公開事
業

横須賀市民俗芸能保存協会に所属している団体による公演で
す。

11月18日
横須賀総合高校SEA
ホール

民俗芸能保存協会 無料

http://www.city.yoko
suka.kanagawa.jp/kan
kou/bunka/bunkazai/
index.html

神奈川県 横須賀市 ①
特別展示「よこすか大
地と生命の歴史」

化石や岩石の展示と最新の研究成果から、三浦半島の壮大
な大地の生い立ちに迫ります。

10月20日～1月20
日

横須賀市自然・人文博
物館

横須賀市自然・人文博物館 無料
www.museum.yokosu
kakanagawa.jp

神奈川県 横須賀市 ① 文化財収蔵庫公開
国指定重要有形民俗文化財の三浦半島の漁撈用具を収蔵し
ている文化財収蔵庫を一般公開します。

11月2～4日
横須賀市自然・人文博
物館

横須賀市自然・人文博物館 無料
www.museum.yokosu
kakanagawa.jp

神奈川県 横須賀市 ①
郷土研究発表会「地元
を知るフォーラム」

郷土の歴史や文化に関する研究成果を発表する機会です。 11月3日
横須賀市自然・人文博
物館

横須賀市自然・人文博物館 無料
www.museum.yokosu
kakanagawa.jp

神奈川県 横須賀市 ①
博物館フォーラム「自
然の探究」

自然の調査を続けている方々と学芸員による、最新の調査研
究の発表と情報交換の場です。

11月4日
横須賀市自然・人文博
物館

横須賀市自然・人文博物館 無料
www.museum.yokosu
kakanagawa.jp

神奈川県 鎌倉市 ③
特別展
「古都鎌倉と武家文化」

世界遺産登録へ向けた、神奈川県立歴史博物館・神奈川県立
金沢文庫との３館連携企画。当館では、鎌倉武士の足跡とそ
の信仰、および中国文化を積極的に受容した鎌倉文化の展開
を跡付けます。

10月20日～12月2
日

鎌倉国宝館 鎌倉国宝館

http://www.city.kama
kura.kanagawa.jp/kok
uhoukan/
0467(22)0753

神奈川県 鎌倉市 ③
村治佳織 Classy
Selection in 鎌倉芸術
館 Vol.4

ギターの新たな可能性の開拓、今回は弦楽四重奏団との共演
です。

10月20日 鎌倉芸術館
鎌倉市芸術館指定管理者
ｻﾝﾄﾘｰﾊﾟﾌﾞﾘｼﾃｨｻｰﾋﾞｽｸﾞﾙｰ
ﾌﾟ

http://www.kamakura
-arts.jp/
0467(48)5500

神奈川県 鎌倉市 ③
かまくらドラマティックス
テージVol.4 中津留章
仁作「欺瞞と戯言」

話題の劇作家の新作を竹下景子ら豪華俳優陣が演じます。 10月27日 鎌倉芸術館
鎌倉市芸術館指定管理者
ｻﾝﾄﾘｰﾊﾟﾌﾞﾘｼﾃｨｻｰﾋﾞｽｸﾞﾙｰ
ﾌﾟ

http://www.kamakura
-arts.jp/
0467(48)5500

神奈川県 鎌倉市 ③
井上道義指揮／ＮＨＫ
交響楽団「いざ、鎌倉
への道」Vol.2

井上道義とNHK交響楽団が贈るオリジナル企画です。 11月3日 鎌倉芸術館
鎌倉市芸術館指定管理者
ｻﾝﾄﾘｰﾊﾟﾌﾞﾘｼﾃｨｻｰﾋﾞｽｸﾞﾙｰ
ﾌﾟ

http://www.kamakura
-arts.jp/
0467(48)5500

神奈川県 鎌倉市 ③ 第９回名曲鑑賞能
今回は鬼をテーマに能「紅葉狩」と狂言「清水」をお贈りしま
す。

11月17日 鎌倉芸術館
鎌倉市芸術館指定管理者
ｻﾝﾄﾘｰﾊﾟﾌﾞﾘｼﾃｨｻｰﾋﾞｽｸﾞﾙｰ
ﾌﾟ

http://www.kamakura
-arts.jp/
0467(48)5500

神奈川県 鎌倉市 ③
特別展
生誕820年　源実朝

27歳の若さで非業の最期を遂げた、鎌倉幕府三代将軍にし
て、歌人の源実朝。実朝の歌を現代の目で捉えなおしてご紹
介します。

10月6日～12月9
日

鎌倉文学館
鎌倉文学館指定管理者　鎌
倉市芸術文化振興財団・国
際ビルサービス共同事業体

http://www.kamakura
bungaku.com
0467(23)3911

神奈川県 鎌倉市 ③
収蔵品展
清方の美人画

鏑木清方の美人画を紹介します。 10月4～31日
鎌倉市鏑木清方記念美
術館

鎌倉市鏑木清方記念美術
館指定管理者  公益財団法
人鎌倉市芸術文化振興財
団

http://kamakura-
arts.or.jp/kaburaki/

0467（23）6405

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 市区町村 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

神奈川県 鎌倉市 ③
特別展
清方描く　江戸の残り
香

江戸の女性を描いた作品を中心に展示します。
11月3日～12月9
日

鎌倉市鏑木清方記念美
術館

鎌倉市鏑木清方記念美術
館指定管理者  公益財団法
人鎌倉市芸術文化振興財
団

http://kamakura-
arts.or.jp/kaburaki/

0467（23）6405

神奈川県 鎌倉市 ③
ザッツ・ミュージカル！
～ミュージカル映画の
系譜～

５０年代の第二期ミュージカル黄金期の作品を中心 に上映し、
トーキー初期から今なお親しまれている作品のポスターやス
チール写真を一堂に集め、展示します。

9月6日～10月28
日

鎌倉市川喜多映画記念
館

鎌倉市川喜多映画記念館
指定管理者
川喜多・イオンディライトグ
ループ

http://www.kamakura
-kawakita.org
0467(23)2500

神奈川県 鎌倉市 ③

特別展
（仮）映画女優　高峰秀
子　～天才子役から大
女優への軌跡～

日本映画の黄金時代において、揺るぎない存在感を示し続け
た昭和の大女優高峰秀子の足跡を、残された資料で振り返り
ます。

11月1日～平成25
年1月27日

鎌倉市川喜多映画記念
館

鎌倉市川喜多映画記念館
指定管理者
川喜多・イオンディライトグ
ループ

http://www.kamakura
-kawakita.org
0467(23)2500

神奈川県 鎌倉市 ③ 鎌倉市民文化祭
9月22日のオープニングイベントを皮切りに、各施設で、美術、
写真、書道、ばら、華道、鎌倉彫、盆栽、菊花の展示と音楽演
劇などの舞台行事を開催します。

9月22日～12月22
日

鎌倉生涯学習センター
鎌倉芸術館
など

鎌倉市

http://city.kamakura.
kanagawa.jp/bunka/b
unkasai.html
0467(61)3872

神奈川県 逗子市 ③
第62回秋季逗子市文
化祭

・春、秋２回開催
・展示部門（美術、写真、書道の公募お酔い華道、鎌倉彫、盆
栽等の団体展示）
・芸能部門（音楽、演劇等の公演）

10月26日～11月
11日

逗子文化プラザ、逗子
市役所市民ホール

逗子市教育委員会、逗子市
文化祭実行委員会（逗子市
文化協会内）

神奈川県 逗子市 ③
「平家物語」上原まりの
琵琶演奏と講演の会

・筑前琵琶上原まりの演奏
・鎌倉女学院校長錦昭江先生の解説

11月1日
逗子文化プラザなぎさ
ホール

逗子市文化協会
０４６－８７１－９６７４
山田

神奈川県 三浦市 ① 三浦市文化祭 文化連盟加盟団体による文化祭
10月12日～12月
16日

三浦市民ホール他3会
場

三浦市文化連盟 無料
kyoui0301@city.miura.
kanagawa.jp

神奈川県 三浦市 ③
「みさき白秋まつり」白
秋特別展

北原白秋は三浦三崎をこよなく愛した詩人であり、常設展示に
加え普段展示されていない白秋の資料等をご覧いただけま
す。

11月1～30日 白秋記念館
三崎白秋会・(社)三浦市観
光協会城ヶ島支部

無料

三浦市商工観光課
046-882-1111,三浦
市観光協会046-888-
0588

神奈川県 三浦市 ③
「みさき白秋まつり」短
歌大会及び記念講演

北原白秋の偉大な功績を末永く顕彰するため短歌大会及び記
念講演を行います。

11月3日 城ヶ島京急ホテル
三崎白秋会・(社)三浦市観
光協会城ヶ島支部

無料

三浦市商工観光課
046-882-1111,三浦
市観光協会046-888-
0588

神奈川県 三浦市 ③
「みさき白秋まつり」俳
句大会

北原白秋の偉大な功績を末永く顕彰するため俳句大会を行い
ます。

11月3日 城ヶ島漁村センター
三崎白秋会・(社)三浦市観
光協会城ヶ島支部

無料

三浦市商工観光課
046-882-1111,三浦
市観光協会046-888-
0588

神奈川県 三浦市 ③
「みさき白秋まつり」白
秋スタンプラリー

白秋が歩いたと思われる絶景ポイント数か所のスタンプを全て
押すとガラポン抽選会にて城ヶ島の特産物をプレゼント。

11月11日 城ヶ島島内
三崎白秋会・(社)三浦市観
光協会城ヶ島支部

無料

三浦市商工観光課
046-882-1111,三浦
市観光協会046-888-
0588

神奈川県 三浦市 ③
「みさき白秋まつり」白
秋文学コースの散策

三崎下町や城ヶ島における白秋ゆかりの地を解説を交えなが
ら散策します。

11月11日 城ヶ島島内
三崎白秋会・(社)三浦市観
光協会城ヶ島支部

無料

三浦市商工観光課
046-882-1111,三浦
市観光協会046-888-
0588

事前予約制

神奈川県 三浦市 　　③
初声市民センターまつ
り

公民館を利用する各種団体が日頃の活動成果を発表して、団
体相互や地域住民との交流を図ります。社交ダンス、リズム体
操、卓球、太極拳、手話、絵手紙、一日体験教室や生け花、俳
画、水彩画、絵手紙、陶芸の展示をします。また、フリーマー
ケットや本の交換会を開催します。

10月20～28日 三浦市初声市民セン
ター

三浦市初声市民センターま
つり企画運営委員会

無料

初声市民センター電
話046-888-1626
Kyoui1101@city.miura
.Kanagawa.jp

神奈川県 三浦市 ③ 公民館フェスティバル

音楽会、民舞、フラダンス、手話、ウクレレ、カントリー音楽のイ
ベントと絵画、書道、写真短歌、俳句、絵手紙、水墨画、パッチ
ワーク、ちぎり絵、生け花、小品盆栽、洋蘭、ハワイアンキルト
の展示をします。

10月27日～11月4
日

三浦市南下浦市民セン
ター

三浦市公民館フェスティバ
ル企画運営委員会

無料

南下浦市民センター
電話046-888-1626
kyoui1001@city.miura.
kanagawa.jp

神奈川 葉山町 ③
第37回逗葉地区
青少年音楽祭

逗子葉山の公立中・高校７校の
吹奏楽部による演奏会

10月28日 町福祉文化会館 葉山町・逗子市教育委員会 無料

神奈川 葉山町 ③ 葉山町文化祭 町文化協会所属団体の発表の場 11月1～18日 町福祉文化会館 町文化協会 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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神奈川 葉山町 ③ 湘南邸園文化祭 11月3日
湘南邸園文化祭
連絡協議会

無料

神奈川 葉山町 ③
しおさい公園
無料開放日

しおさい公園を無料で開放し、同期間園内で町所蔵美術品展
示や琴の演奏会も予定。

11月3日 しおさい公園 しおさい公園 無料

神奈川県 平塚市 ③ 第６０回平塚市文化祭
平塚市文化連盟に加盟している24団体が、日頃の成果の発表
を行います。

10月10日～12月2
日

平塚市中央公民館等 平塚市教育委員会 無料 0463-35-8123

神奈川県 平塚市 ④
平成24年度環境学習
リーダー養成講座

環境教育に関心がある方を対象に、環境問題に対する理解を
深め、環境学習の実施手法を学び、地域で環境学習指導を行
う方を育成します。

10月6, 13, 20日,
11月2, 10, 17, 24
日〈全7日間〉

神奈川県環境科学セン
ター　他

神奈川県環境科学センター 無料

http://www.k-
erc.pref.kanagawa.jp/l
earning/event/event.
html

神奈川県 平塚市 ③
第３１回公民館フェス
ティバル

平塚市内の公民館を利用し練習活動しているグループ団体
が、芸能発表や作品展示を行います。

11月9～11日 平塚市中央公民館
平塚市教育委員会、平塚市
公民館連絡協議会

無料 0463‐34-2111

神奈川県 平塚市 ①
秋期特別展「電気・ガ
ス・水道がなかった頃
の暮らし」

現在と過去の生活具を比較し、便利さと、それとひきかえに失
われたものなどを考える展示です。

10月20日～12月
24日

平塚市博物館　特別展
示室

平塚市博物館 無料
http://www.hirahaku.j
p/

神奈川県 平塚市 ③
ミニチュア世界の扉を
開く　魅惑のドールズ
ハウス展

建物や部屋を縮小し、ある時代の生活空間を正確に再現した
ドールズハウスは、西洋で生まれたすばらしい美術工芸品で、
家具職人自らが手がけ、見る人を驚嘆させる精巧さをもつ、芸
術の域に高められました。今回の展覧会では、英米の二大プ
ライベート･コレクションから、歴史的･芸術的に貴重なドールズ
ハウスが展示されます。

10月6日～11月25
日

平塚市美術館 平塚市美術館
http://www.city.hirat
suka.kanagawa.jp/art
-muse/

神奈川県 平塚市 ③ 特集展「新収蔵品展」

平塚市美術館の所蔵品の中から、新しく収蔵した作品を中心
に展示します。また、今年4月に「第5回東山魁夷記念 日経日
本画大賞」において大賞を受賞した、当館の所蔵する濱田樹
里《流・転・生Ⅰ》も展示予定です。この機会にぜひ、受賞作品
を含め、湘南にゆかりのある作品をご鑑賞ください。

10月13日～12月
24日

平塚市美術館 平塚市美術館
http://www.city.hirat
suka.kanagawa.jp/art
-muse/

神奈川県 平塚市 ③
ひらつか吹奏楽フェス
ティバル

市内、近隣市町で活動する１２の吹奏楽団（中学生、高校生含
む）が実行委員会を設置し、演奏会を実施する。音楽をとおし
て自主的、創造的な文化活動を促進する。

11月11日
平塚市民センター大
ホール

平塚市・（公財）平塚市文化
スポーツまちづくり振興財団

無料
http://www.hiratsuka
-
bunka.or.jp/concert.s

神奈川県 藤沢市 ③
湘南台トワイライトコン
サート２０１２ Vol.２

室内楽コンサート（全４回） 10月27日
湘南台文化センター市
民シアター

(財)藤沢市みらい創造財団
芸術文化事業部

0466-28-1135

神奈川県 藤沢市 ③ 藤沢市民囲碁大会 市民囲碁大会 11月3日 藤沢市民会館
(財)藤沢市みらい創造財団
芸術文化事業部

無料 0466-28-1135

神奈川県 藤沢市 ③ 藤沢市民将棋大会 市民将棋大会 11月4日 藤沢市民会館
(財)藤沢市みらい創造財団
芸術文化事業部

無料 0466-28-1135

神奈川県 藤沢市 ③ 芸術文化展 美術、書道、写真、華道の展覧会 11月6～11日 藤沢市民ギャラリー
(財)藤沢市みらい創造財団
芸術文化事業部

無料 0466-28-1135

神奈川県 藤沢市 ③ 伝統芸能発表会 舞台芸術団体による発表会 11月11日 藤沢市民会館
(財)藤沢市みらい創造財団
芸術文化事業部

無料 0466-28-1135

神奈川県 藤沢市 ①
江の島会議「男女共同
参画フォーラム」

男女共同参画社会の実現を推進するため、経済・地域・家庭
の各視点の新しい”安心”のかたちを考える講演会等を開催し
ます

11月10, 11日 かながわ女性センター 内閣府、神奈川県 無料
http://www.pref.kana
gawa.jp/cnt/f41205/

11月1日は内閣府と
の共催のため、内閣
府で実施要領が、承
認されてから公表可
能となる。

神奈川県 藤沢市 ③ 第５３回藤沢市菊花展 菊花展
10月30日～11月9
日

長久保公園 藤沢菊花会 無料
文化推進課　鈴木
0466-23-2415

藤沢市教育委員会後
援事業

神奈川県 藤沢市 ③
女声合唱団　湘南の風
第４回定期演奏会

定期演奏会 11月3日 藤沢市民会館大ホール 女声合唱団　湘南の風
文化推進課　鈴木
0466-23-2415

藤沢市教育委員会後
援事業

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 市区町村 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

神奈川県 藤沢市 ③
湘南男声合唱団第７回
定期演奏会

定期演奏会 11月4日 藤沢市民会館大ホール 湘南男声合唱団
文化推進課　鈴木
0466-23-2415

藤沢市教育委員会後
援事業

神奈川県 茅ヶ崎市 ④ 公開セミナー

県民の健康と暮らしの安全や、感染症の予防や食品の安全確
保などに向けて衛生研究所が取り組むさまざまな調査研究等
についてわかりやすく発表します。また、外部講師を招いての
学術講演も同時開催します。

10月19日 神奈川県衛生研究所 神奈川県衛生研究所 無料
企画情報部
衛生情報課

0467（83）4400

神奈川県 茅ヶ崎市 ③
平成23年度茅ヶ崎市民
文化祭

舞台部門・展示部門・文芸部門で構成され、毎秋１０月より茅ヶ
崎市民文化会館を中心に実施します。

10月6日～11月18
日

茅ヶ崎市民文化会館
茅ヶ崎市総合体育館前

茅ヶ崎市、茅ヶ崎市文化団
体協議会

無料
bunkashougai@city.ch
igasaki.kanagawa.jp

神奈川県 茅ヶ崎市 ①
平成24年度第27回文
教大学公開講座

＜美をめぐる生き方＞をテーマに、芸術、建築、楽曲、言語表
現について学び、一瞬一瞬が楽しくなる美に目を向ける生き方
に意味を見つけて行く。

10月13, 20日, 11
月10, 17, 24日, 12
月1日（全６回）

文教大学湘南校舎1号
館1101教室

茅ヶ崎市、文教大学 無料
http：
//www.bunkyo.ac.jp/
stf/shougai/

神奈川県 茅ヶ崎市 ③

藤沢市・茅ヶ崎市・寒川
町資料展
湘南に残る匠(たくみ)
の技
宮大工の世界

藤沢市・茅ヶ崎市・寒川町の社寺や神興の図面等を一堂に紹
介します。

9月8日(土)～11月
4日(日)

茅ヶ崎市美術館
藤沢市・茅ヶ崎市・寒川町美
術展実行委員会

無料
bunkashougai@city.ch
igasaki.kanagawa.jp

神奈川県 茅ヶ崎市 ③
原良介―絵画への小
径(こみち)―

茅ヶ崎在住の新進作家で、2001年の公募展「トーキョーワン
ダーウォール都庁2001」において大賞を受賞するなど新世代
の画家として注目される原良介の個展を実施します。

9月8日(土)～11月
4日(日)

茅ヶ崎市美術館
財団法人　茅ヶ崎市文化・ス
ポーツ振興財団

bunkashougai@city.ch
igasaki.kanagawa.jp

神奈川県 秦野市 ① 秦野市文化祭
市内在住の方を対象とし、水墨画、絵手紙、大正琴など15部
門の発表や展示をします。

9月12日（水）～11
月25日（日）

秦野市文化会館
神奈中ホテル
なでしこ会館
西公民館
保険福祉センター

秦野市教育委員会 無料

http://www.city.hada
no.kanagawa.jp/s-
gakushu/kyoiku/bunk
a/bunkazai/bunkasai.
html

神奈川県 秦野市 ① 秦野市展

高校生以上の市民、市内在勤者等を対象とした公募展を部門
別に開催しています。
書道・美術・写真の各部において多彩な作品が文化会館展示
室及び第１会議室にて展示します。

10月24日（水）～
11月18日（日）

秦野市文化会館 秦野市教育委員会 無料

http://www.city.hada
no.kanagawa.jp/s-
gakushu/kyoiku/shog
ai/shiten.html

神奈川県 秦野市 ③
平成24年度「指定文化
財特別公開」

普段は公開されてない神奈川県及び秦野市指定の文化財を
文化財管理者等の協力により公開します。

11月1(木)～4日
(日)

市内指定文化財4ヶ所 秦野市教育委員会 無料

http://www.city.hada
no.kanagawa.jp/bunka
zai/kyoiku/bunka/bu
nkazai/bunkazai.html

申込不要。直接現地
にお出かけください。

神奈川県 秦野市 ③
特別展「秦野の原像Ⅶ
～太岳院発掘調査か
ら」(仮題)

2006年に行われた太岳院遺跡発掘調査の報告書が完成した
ため、その報告を兼ねて出土遺物を公開します。

10月中旬～
11月下旬

秦野市立桜土手古墳展
示館

秦野市教育委員会 無料

http://www.city.hada
no.kanagawa.jp/bunka
zai/kyoiku/bunka/bu
nkazai/bunkazai.html

毎週月曜日と、祝日
の翌日は休館日で
す。

神奈川県 秦野市 ③

平成24年度桜土手古
墳展示館事業ミュ－ジ
アムさくら塾「太岳院遺
跡について(仮題)」

2006年に行われた太岳院遺跡発掘調査の報告書が完成した
ため、その成果を発表します。

11月10日(土)
秦野市立桜土手古墳展
示館

秦野市教育委員会

http://www.city.hada
no.kanagawa.jp/bunka
zai/kyoiku/bunka/bu
nkazai/bunkazai.html

事前の申込が必要
で、定員70名(申込先
着順)となります。

神奈川県 伊勢原市 ③
第48回伊勢原市民文
化祭

伊勢原市文化団体連盟に加入している
市民の日ごろの芸術活動を発表、展示
することにより、市民に芸術・文化とふれ
あう機会を提供します。

①発表部門では、踊り(舞踊・ﾌﾗﾀﾞﾝｽ)、合唱、演奏マジックなど
②展示部門では、絵画、写真、華道など一部公募の作品や③
菊花展等様々な鑑賞ができます。

10月21日～
11月11日

①伊勢原市民文化会館
②伊勢原市立中央公民
館③伊勢原市総合運動
公園

伊勢原市教育委員会、伊勢
原市文化団体連盟

無料
社会教育課
(中央公民館)
0463-93-7500

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 市区町村 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

神奈川県 伊勢原市 ③
第26回姉妹都市茅野
市文化交流展

姉妹都市茅野市市民と伊勢原市民作品展示です。絵画、水墨
画、彫刻、俳句、短歌、華道など様々な作品の鑑賞ができま
す。

11月13～20日 長野県茅野市公民館 伊勢原市教育委員会 無料
社会教育課
(中央公民館)
0463-93-7500

神奈川県 伊勢原市 ①②
こどもまつり・みんなの
ふれあいまつり

こどもまつりは児童が主体となって、出し物など発表する場と
なっています。みんなのふれあいまつりはＰＴＡ主催で、模擬店
等が出され、地域、保護者、児童のふれあいの場となっていま
す。

11月3日
伊勢原市立高部屋小学
校

伊勢原市立高部屋小学校 無料 0463-95-2569

神奈川県 伊勢原市 ①② ＰＴＡふれあいバザー
ＰＴＡ主催で、模擬店等が出され、地域、保護者、児童のふれ
あいの場となっています。

11月3日
伊勢原市立伊勢原小学
校

伊勢原市立伊勢原小学校 無料 0463-95-2519

神奈川県 伊勢原市 ①② 成瀬ふれあいまつり
ＰＴＡ主催で、模擬店等が出され、地域、保護者、児童のふれ
あいの場となっています。

11月10日 伊勢原市立成瀬小学校 伊勢原市立成瀬小学校 無料 0463-95-2360

神奈川県 伊勢原市 ②③ 演劇鑑賞教室 全校児童が人形劇を鑑賞します。 11月14日 伊勢原市立成瀬小学校 伊勢原市立成瀬小学校 無料 0463-95-2360

神奈川県 伊勢原市 ①②
ふれあいフェスタおお
た夢2012

ＰＴＡが中心となり、児童への出前授業や模擬店等が出され、
地域、保護者、児童のふれあいの場となっています。

11月10日 伊勢原市立大田小学校 伊勢原市立大田小学校 無料 0463-95-1064

神奈川県 伊勢原市 ①② 桜台ふれあいまつり
ＰＴＡが主体となり、遊びのコーナーを設け、児童がスタンプラ
リー形式で楽しめる活動となっています。

11月3日 伊勢原市立桜台小学校 伊勢原市立桜台小学校 無料 0463-95-2787

神奈川県 伊勢原市 ②③ 演劇鑑賞教室 全校児童が人形劇を鑑賞します。 10月31日 伊勢原市立桜台小学校 伊勢原市立桜台小学校 無料 0463-95-2787

神奈川県 伊勢原市 ②③ わら草履づくり
学校で収穫した稲のわらを使って、地域の方からわら草履の
作り方を学びます。

11月7日 伊勢原市立緑台小学校 伊勢原市立緑台小学校 無料 0463-93-4717

神奈川県 伊勢原市 ①② みどりふれあい祭り
ＰＴＡが中心となり、模擬店等が出され、地域、保護者、児童の
ふれあいの場となっています。

11月10日 伊勢原市立緑台小学校 伊勢原市立緑台小学校 無料 0463-93-4717

神奈川県 伊勢原市 ①② たけのこまつり
ＰＴＡが中心となり、模擬店等が出され、地域、保護者、児童の
ふれあいの場となっています。

11月3日 伊勢原市立竹園小学校 伊勢原市立竹園小学校 無料 0463-93-4718

神奈川県 伊勢原市 ②③ 演劇鑑賞教室 全校児童が人形劇を鑑賞します。 10月29日 伊勢原市立竹園小学校 伊勢原市立竹園小学校 無料 0463-93-4718

神奈川県 伊勢原市 ①② みのりふれあいまつり
ＰＴＡが設ける遊びのコーナー、各種団体等によるステージ発
表などにより、地域、保護者、児童のふれあいの場となってい
ます。

11月17日 伊勢原市立石田小学校 伊勢原市立石田小学校 無料 0463-92-8111

神奈川県 伊勢原市 ②③
市内中学校生徒美術
展

市内中学校美術部生徒による作品を展示します。 11月9～13日
伊勢原市立中央公民館
展示室

伊勢原市中学校教育研究
会

無料
中央公民館
0463-93-7500

神奈川県 伊勢原市 ②③ 光輝祭
文化部による発表、学級の教科展示、合唱コンクールなどが
行われます。

10月27日 伊勢原市立中沢中学校 伊勢原市立中沢中学校 無料 0463-94-5756

神奈川県 伊勢原市 ②③ 文化祭 文化部による発表、合唱コンクールなどが行われます。 10月19, 20日
伊勢原市立伊勢原中学
校

伊勢原市立伊勢原中学校 無料 0463-95-2539

神奈川県 伊勢原市 ②③ 文化祭 文化部による発表、合唱コンクールなどが行われます。 10月19, 20日 伊勢原市文化会館 伊勢原市立山王中学校 無料 0463-95-2362

神奈川県 伊勢原市 ②③ 文化祭 文化部による発表、合唱コンクールなどが行われます。 10月19, 20日 伊勢原市立成瀬中学校 伊勢原市立成瀬中学校 無料 0463-95-1309

神奈川県 伊勢原市 ②
伊勢原市読書感想文
コンクール表彰式

応募作品から選ばれた優秀な作品について、表彰します。 11月8日 伊勢原市民文化会館 伊勢原市教育委員会 無料 0463-92-2300 

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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神奈川県 伊勢原市 ②
伊勢原市読書感想文
コンクール展示会

応募作品から選ばれた優秀な作品について、展示します。 未定 伊勢原市子ども科学館 伊勢原市教育委員会 無料 0463-923600

神奈川県 伊勢原市 ①
市民のための図書館
教養講座

読書普及活動の一環として、大学教授等を講師とした図書館
教養講座を実施する。

①11月10日
②11月17日

伊勢原市立図書館ＡＶ
ホール

伊勢原市 無料 www.lib-isehara.jp/

神奈川県 伊勢原市 ①

平成24年度文化財保
護強調週間関連事業
国登録有形文化財の
見学会

国登録有形文化財「山口家住宅」・「小澤家住宅」の見学会 11月4日
上粕屋・山口家住宅
西富岡・小澤家住宅

伊勢原市教育委員会 無料

伊勢原市教育委員会
文化財課
bunkazai@ishehara-
city.jp

神奈川県 二宮町 ③ 第55回二宮町文化祭 町内のグループによる、作品の展示、舞台での芸能発表など
10月16日～11月4
日

二宮町生涯学習セン
ター

二宮町教育委員会
二宮町教育委員会生
涯学習課
(0463-72-6912)

神奈川県 二宮町 ③
第38回二宮町民俗芸
能のつどい

町内の団体による、各種伝統芸能の発表 10月28日
二宮町生涯学習セン
ター

・二宮町教育委員会
・二宮町民俗芸能保存会連
絡協議会

無料
二宮町教育委員会生
涯学習課
(0463-72-6912)

神奈川県 厚木市 ①
企画展「丹沢スケッチ
展2012　-人と自然との
つながり-」

丹沢を中心に、人と自然とのつながりをテーマに描いた作品約
２０点を展示します。体験コーナーもありますので、スケッチ
ブックをもって遊びにきてください。

10月13日(土)～12
月24日（月）

神奈川県立自然環境保
全センター

神奈川県自然環境保全セン
ター

無料

http://www.pref.kana
gawa.jp/cnt/p4822.ht
ml

開館時間：9時～16時
30分
休館日：月曜日（祝日
除く）、祝日の翌日
（土日除く）

神奈川県 厚木市 ①
フィールドスタッフ体験
教室Ａコース

フィールドスタッフ(自然観察ボランティア）の内容紹介と自然観
察会の基礎。フィールドスタッフを目指す方はまずＡコースを受
講してください。

11月17日(土)
神奈川県立自然環境保
全センター

神奈川県自然環境保全セン
ター

無料

http://www.pref.kana
gawa.jp/cnt/p4822.ht
ml

ホームページの申込
フォーム、往復はが
き、ＦＡＸによる事前
申込を要する

神奈川県 厚木市 ①
ミニ観察会「紅や黄色
に染まる谷戸の晩秋」

自然に詳しいボランティアの案内により、自然環境保全セン
ターの野外施設をゆっくりと歩きながら、四季折々の生き物た
ちを観察し、親しむことができます。

毎日曜日及び祝
日

神奈川県立自然環境保
全センター

神奈川県自然環境保全セン
ター

無料

http://www.pref.kana
gawa.jp/cnt/p4822.ht
ml

13時～15時。事前申
込不要。

神奈川県 厚木市 ③
平成24年度市民芸術
文化際「第50回市民文
化祭」

「芸能音楽発表」、「文化作品展」、「市民参加事業」、「野外彫
刻造形展」の4文で開催する市民の文化祭

10月20日～
11月7日

厚木市文化会館、荻野
運動公園ほか

厚木市
生涯学習課
046-225-2510

神奈川県 厚木市 ③

厚木市郷土資料館 第
15回特別展
「あつぎ 縁起書の世
界」
－神さま仏さまのプロ
フィール－

社寺縁起を中心に、絵巻、勧化帳、お札、錦絵など様々な関連
資料から信仰のルーツ、広がりを考え、現代にまでつながる厚
木市と周辺地域の社寺の歴史資料を展示

11月3日～12月16
日

厚木市郷土資料館 厚木市 無料
文化財保護課
046-225-2515

神奈川県 大和市 ②
平成２４年度
第１回大和市子ども読
書フォーラム

大和市における学校図書館教育の取組を市内に周知するとと
もに、子どもの読書活動の意義について理解を深めることで、
学校・家庭・地域が連携して読書活動を推進できるようにす
る。
① 「第１回大和市子ども読書感想文コンクール」表彰式
② 特別賞受賞者の感想文朗読
③ 大和市の子ども読書活動推進の取組報告
④講演「現代社会における子ども読書活動の意義（仮称）」
　　講師：山形県鶴岡市学校図書館アドバイザー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　五十嵐　絹子　氏

10月20日
大和市保健福祉セン
ター　１Ｆホール

大和市
教育委員会
指導室

無料

 
ky_shido@city.yamato.
lg.jp
TEL:０４６－２６０－５
２１０

神奈川県 大和市 ③ 大和市文化祭
市民から書・絵画・写真部門の作品を募集し、展示する一般公
募展と市民で組織される実行委員会の企画運営による市民芸
術祭を開催します。

10月27日～11月3
日

生涯学習センター
大和市文化スポーツ部文化
振興課

無料
http://www.city.yama
to.lg.jp/web/shakai/b
unkasai.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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神奈川県 大和市 ③
大和市文化芸術顕彰・
表彰式

本市の文化芸術の分野において、顕著な活躍をしたもの及び
将来の活躍が期待されるものを表彰します。

11月3日 生涯学習センター
大和市文化スポーツ部文化
振興課

無料
http://www.city.yama
to.lg.jp/web/shakai/b
ungeikensho.html

神奈川県 大和市 ③
やまとげんきっこ
アートフェスティバル

市内認可・認定保育所に在園している園児の絵画・制作物を
近隣ショッピングモール展示室を借りて展示します。

11月8～10日 イオンモール大和 大和市こども部保育家庭課 無料
046-260-5607
保育家庭課

神奈川県 海老名市 ③
第45回海老名市民文
化祭

展示部門（絵画、写真、書道等）、舞台部門（フラダンス、舞
踊、バレエ等）から成る、市最大の文化イベントです。開催期間
中は、文化会館周辺施設においても、様々なイベントが催され
ます。

10月25日～11月4
日

海老名市文化会館ほか 海老名市 無料
文化スポーツ課
046-235-4797

神奈川県 海老名市 ③
平成24年度海老名文
化スポーツ表彰

文化・スポーツ部門における功績をたたえ、市民の意識高揚を
図り、健康で真のゆとりと豊かさを実現できる市民生活の実現
のため、市民への文化・スポーツの一層の振興を目的としてい
ます。

11月4日 海老名市文化会館 海老名市 無料
文化スポーツ課
046-235-4797

神奈川県 海老名市 ①
不登校・ひきこもり地域
青少年支援フォーラム
と個別相談会

不登校・ひきこもりを体験した人や支援者の体験談を聞き、自
立に向けての方策を考えるフォーラムと相談会を開催いたしま
す。

11月10日
海老名市立総合福祉会
館

神奈川県立青少年センター
主催、海老名市、厚木保健
福祉事務所が共催

無料

神奈川県立青少年セ
ンター青少年サポー
ト課045(263)4467
（直）

神奈川県 座間市 ③
座間市民芸術祭
山野草展

市内団体による山野草展示 10月12～14日 ハーモニーホール座間 座間市教育委員会 無料 046-252-8476

神奈川県 座間市 ③
座間市民芸術祭
謡曲発表会

市内団体による謡曲発表会 10月13日 ハーモニーホール座間 座間市教育委員会 無料 046-252-8476

神奈川県 座間市 ③
映画とジャズ～映像と
音楽の素敵な関係～

映画音楽と挿入されているジャズの教養講座
10月20日, 11月17
日

座間市立図書館 座間市立図書館 無料 046-255-1211

神奈川県 座間市 ③
座間市民芸術祭
文芸展

市内在勤在住者による短歌・俳句・川柳の展示 10月19～21日 ハーモニーホール座間 座間市教育委員会 無料 046-252-8476

神奈川県 座間市 ③ 第５８回児童文化展 市内小学生による図画工作・書道の展示 10月19～21日 ハーモニーホール座間 座間市教育委員会 無料 046-252-8476

神奈川県 座間市 ③
座間市民芸術祭
菊花展

市内団体による菊花展示
10月31日～11月3
日

座間市役所1階アトリウ
ム

座間市教育委員会 無料 046-252-8476

神奈川県 座間市 ③
座間市民芸術祭
銭太鼓民踊発表会

市内団体による銭太鼓および民踊発表会 11月3日 ハーモニーホール座間 座間市教育委員会 無料 046-252-8476

神奈川県 座間市 ③
座間市民芸術祭
茶会

市内団体による茶会 11月3日 ハーモニーホール座間 座間市教育委員会 046-252-8476

神奈川県 座間市 ②
座間市小学校連合音
楽会

市内小学生による音楽発表会 11月7日 ハーモニーホール座間 座間市小学校研究会 無料 046-252-8732

神奈川県 座間市 ③
座間市民芸術祭
書道展

市内在勤在住者による書道展示 11月9～11日 ハーモニーホール座間 座間市教育委員会 無料 046-252-8476

神奈川県 座間市 ③
調べ学習コンクール座
間予選表彰式

調べ学習優秀者の表彰式 11月10日 座間市立図書館 座間市教育委員会 無料 046-255-1211

神奈川県 座間市 ③
座間市民芸術祭
入谷歌舞伎公演

市内で活動する地元歌舞伎会による公演 11月11日 ハーモニーホール座間 座間市教育委員会 無料 046-252-8476

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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神奈川県 座間市 ③
座間市民芸術祭
写真展

市内在勤在住者による写真展示 11月16～18日 ハーモニーホール座間 座間市教育委員会 無料 046-252-8476

神奈川県 座間市 ③
座間市民芸術祭
吟道大会

市内在勤在住者による吟道発表会 11月18日 ハーモニーホール座間 座間市教育委員会 無料 046-252-8476

神奈川県 綾瀬市 ③ あやせ文化芸術祭
市内在住・在勤（学）者等を対象に書道展や絵画展など全12部
門の展示会・舞台発表を開催します。

9月22日～11月30
日

綾瀬市役所展示ホール
綾瀬市文化会館

綾瀬市
綾瀬市教育委員会

無料

http://www.city.ayas
e.kanagawa.jp/hp/me
nu000015600/hpg000
015540.htm

神奈川県 愛川町 ②,③ 第８回愛川町合唱祭
町内複数団体による合唱発表会です。
小・中学校や社会人グループなど老若男女が参加し、歌うこと
の楽しさや世代間交流を図ります。

11月18日 愛川町文化会館
・愛川町合唱祭プロジェクト
チーム
・愛川町教育委員会

無料 046-285-6958

神奈川県 愛川町 ③ 菊花展 町内団体による古民家での菊花の展示です。 11月初旬 古民家山十邸 愛川町教育委員会 無料 046-285-6958

神奈川県 愛川町 ③

古民家山十邸文化財
セミナー
「半原宮大工について」
（仮）

町内の古民家を利用した文化財セミナーです。
今年度は愛川町に伝わる伝統の技術「半原宮大工」について
の講演を行います。

11月28, 29日 古民家山十邸 愛川町教育委員会 無料 046-285-6958

神奈川県 清川村 ①③
「相模の古代の宝石・
セラドン石をさがしに行
こう」

丹沢の成り立ちを物語る岩石をさがしに行きます。 11月10日（土）
県立宮ヶ瀬ビジターセン
ターと周辺

県立宮ヶ瀬ビジターセンター

県立宮ヶ瀬ビジター
センター
〒243-0111 愛甲郡
清川村宮ヶ瀬940-15
電話：046(288)1373
FAX：046(288)1162

神奈川県 小田原市 ③
政財界人の邸園巡りと
「小田原花街」グルメツ
アー

近代日本を築いた政財界人の邸園をめぐり、老舗料亭で地魚
グルメを味わう。

10月27日 清閑亭ほか
ＮＰＯ法人小田原まちづくり
応援団

０465－33－1709

神奈川県 小田原市 ③
清閑亭の白秋記念日
歌の散歩道

小田原で多くの童謡を作詩した北原白秋の没後70年忌に、白
秋童謡の生まれた舞台をめぐる。

11月2日 清閑亭ほか
ＮＰＯ法人小田原まちづくり
応援団

０465－33－1709

神奈川県 小田原市 ③
講演会「明治の扉を開
けた女性－瓜生繁子
生誕150年記念茶話会

小田原の別邸で晩年を過ごした瓜生外吉の妻・瓜生繁子の生
誕150年にちなみ、講演会などの茶和会を催す。

11月11日 清閑亭ほか
ＮＰＯ法人小田原まちづくり
応援団

０465－33－1709

神奈川県 小田原市 ③
政財界人の邸園巡りと
「東海道中箱根越え三
大土産」グルメツアー

近代日本を築いた政財界人の邸園をめぐり、小田原老舗のグ
ルメを味わう。

11月17日 清閑亭ほか
ＮＰＯ法人小田原まちづくり
応援団

０465－33－1709

神奈川県 小田原市 ③ まちなかぶらりミュゼ
小田原駅周辺にある店に地元のアーティストの作品を展示し、
まちなかの活性化をめざす。

10月10日～11月
10日

小田原駅周辺
無尽蔵プロジェクト 市民に
よる芸術文化創造

０465－33－1709

神奈川県 小田原市 ①
キャンパスおだわら
歴史デビュー「小田原
城物語」

だれもが、いつでも、どこでも、なんでも学べる生涯学習の場
を、市民主体で進める「キャンパスおだわら」事業の行政講座
として開催します。

7月24, 31日, 8月
7, 21, 28日, 9月4,
11, 25日, 10月2,
9, 16, 23, 30日, 11
月13, 20, 27日, 12
月4, 11, 17日, 1月
15, 22, 29日, 2月
5, 12日

川東タウンセンターマロ
ニエ,市内各地（実習）

小田原市生涯学習課
http://www.campuso
dawara.jp/

全28回連続講座

神奈川県 小田原市 ①
キャンパスおだわら
防災力アップ講座「災
害を乗り越える！」

だれもが、いつでも、どこでも、なんでも学べる生涯学習の場
を、市民主体で進める「キャンパスおだわら」事業の行政講座
として開催します。

8月6, 13, 26日, 9
月3, 10, 17, 10月
1, 8, 15, 23日,11
月5, 12, 19日, 12
月3, 9日, 1月14,

生涯学習センターけや
き

小田原市生涯学習課
http://www.campuso
dawara.jp/

全17回連続講座

神奈川県 小田原市 ①
キャンパスおだわら
報徳塾「二宮尊徳に学
ぶ生きる知恵」

だれもが、いつでも、どこでも、なんでも学べる生涯学習の場
を、市民主体で進める「キャンパスおだわら」事業の行政講座
として開催します。

8月18, 25日, 9月
1,8, 15, 22, 29日,
10月6, 13, 21日,
11月3, 10, 25日,
12月1, 8, 15, 22日

生涯学習センターけや
き,市内各地・県外視察

小田原市生涯学習課
http://www.campuso
dawara.jp/

全17回連続講座

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 市区町村 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

神奈川県 小田原市 ①
キャンパスおだわら
文学講座「白秋の玉手
箱 ステップⅡ」

だれもが、いつでも、どこでも、なんでも学べる生涯学習の場
を、市民主体で進める「キャンパスおだわら」事業の行政講座
として開催します。

10月18日,25日,11
月1日,8日,15日,22
日,29日,12月6
日,13日,20日

川東タウンセンターマロ
ニエ

小田原市生涯学習課
http://www.campuso
dawara.jp/

全10回連続講座

神奈川県 小田原市 ①、③
第6回生涯学習セン
ターフェスティバル

生涯学習センターにおける諸施策を周知するとともに、市内に
おいて生涯学習活動を行っている団体の活動を広く一般に紹
介することで、会員の拡大や団体活動の充実発展につながる
場を提供し、団体間の相互交流や市民の自発的な生涯学習
活動を支援、推進するために開催します。

10月27, 28日
生涯学習センターけや
き

生涯学習センターフェスティ
バル実行委員会、小田原市
生涯学習課

0465-33-1881

神奈川県 小田原市 ①

キャンパスおだわら
歴史デビュー「小田原
城物語」ダイジェスト版
「城郭編」

連続講座として開催中のキャンパスおだわら  歴史デビュー
「小田原城物語」から、城郭編をダイジェスト版として開催しま
す。

11月10日
生涯学習センターけや
き

小田原市生涯学習課 無料
http://www.campuso
dawara.jp/

ダイジェスト版として3
回に分けて開催の内
の1講座

神奈川県 小田原市 ①、③
第15回地区公民館いき
いきフェスタ

地区公民館を利用して文化・学習活動を行っている団体に、そ
の活動成果を発表する場を提供するとともに、各参加団体及
び各地区公民館の相互理解と交流を促進することにより、地
域における生涯学習活動の向上・発展を図るために開催しま
す。

11月24, 25日
生涯学習センターけや
き

地区公民館いきいきフェスタ
実行委員会（小田原市公民
館連絡協議会）、小田原市
生涯学習課

0465-33-1881

神奈川県 小田原市 ①
キャンパスおだわら　き
らめき☆おだわら塾
後期連続講座

市民教授を講師に、様々なジャンルの全31講座（フラワーアレ
ンジメント、モザイクアート、書道、そば打ち、ウクレレ、ボイスト
レーニング、日本舞踊、大正琴、俳句、中国語、スペイン語、パ
ソコン、朗読、救命救急など）を開講します。

10月14日～3月15
日

生涯学習センターけや
き、川東タウンセンター
マロニエ、尊徳記念館

きらめき☆おだわら塾を運
営する会、小田原市生涯学
習課

http://kirameki-
odawara.com/koza.ht
ml

全31講座、各講座月
1～2回程度で全4～8
回開講。

神奈川県 小田原市 ③
松永記念館交流美術
展

真鶴町の中川一政美術館の協力を得て、同館所蔵の作品を
松永記念館で紹介する交流美術展を開催します。

10月27日～11月
25日

小田原市郷土文化館分
館
松永記念館

小田原市生涯学習課
小田原市郷土文化館
0465-23-1377

神奈川県 小田原市 ③
板橋周辺　歴史的建造
物リレー第4走

「白秋童謡館の魅力」没後70周年を迎えた北原白秋を記念し、
国登録有形文化財である小田原文学館・白秋童謡館を会場
に、白秋の童謡創作に関連した講演、展示などを行います。

11月3日
小田原文学館・白秋童
謡館

板橋秋の交流会実行委員
会

小田原市郷土文化館
0465-23-1377

神奈川県 小田原市 ③
小田原民俗芸能保存
協会後継者育成発表
会

民俗芸能の後継者育成に取り組む小田原民俗芸能保存協会
で、加盟する７団体が集まり、若手後継者や小、中学生が日ご
ろの練習成果を発表します。

11月4日
生涯学習センターけや
き

小田原民俗芸能保存協会 無料 0465－33－1717

神奈川県 小田原市 ③ 松永記念館茶会
近代小田原三茶人（松永耳庵・野崎幻庵・益田鈍翁）ゆかりの
地で、お茶に親しんでいる市民グループの方がお茶席を設け
ます。

11月13日
小田原市郷土文化館分
館松永記念館

小田原市生涯学習課
小田原市郷土文化館
0465-23-1377

神奈川県 小田原市 ③
夢見遊山いたばし見聞
楽

近代政財界人が多く移り住んだ小田原市板橋の歴史と文化遺
産を、様々な催事により紹介します。

11月10, 11日
小田原市郷土文化館分
館
松永記念館ほか

板橋秋の交流会実行委員
会

小田原市郷土文化館
0465-23-1377

神奈川県 小田原市 ③
文化財建造物秋の観
覧会

「国登録有形文化財」や「小田原ゆかりの優れた建造物」ほ
か、ふだん見られない文化財建造物を一般開放します。

11月11日（予定）
静山荘、旧古稀庵庭園
ほか

小田原市 0465－33－1717
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神奈川県 小田原市 ③ 遺跡講演会 「地震と文化財」をテーマに講演会を行います。
11月25日
（予定）

国際医療福祉大学 小田原市 無料 0465－33－1715

神奈川県 小田原市 ③ 最新出土品展2012
平成23年度の発掘調査で発見された出土品を写真パネルとあ
わせて速報展示します。土器や石器に触れられるコーナーも
あります。

12月5～16日
小田原市立かもめ図書
館

小田原市 無料 0465－33－1715

神奈川県 小田原市 ③
平成24年最新出土品
展

平成23年度に発掘調査した遺跡について、調査概要の報告を
行います。

12月9日
小田原市立かもめ図書
館

小田原市 無料 0465－33－1715

神奈川県 小田原市 ③ 音楽教養講座
クラシック音楽を、身近にそして気軽に楽しめるよう、作曲家や
演奏家にまつわるエピソードを取り上げながら音楽鑑賞をしま
す。

10月21（日）, 28
（日）. 11月4日
（日）

小田原市立かもめ図書
館視聴覚ホール

小田原市立かもめ図書館 無料
かもめ図書館サービ
ス係
0465-49-7800

神奈川県 小田原市 ③ 特別展「北原白秋」

「からたちの花」「待ちぼうけ」などの作品で知られる詩人・童謡
作家の北原白秋は、大正7年～昭和元年まで小田原に居住し
ました。この時期は、雑誌『赤い鳥』で童謡欄を担当して多くの
童謡作品を発表するとともに、「まざあぐうす」の翻訳を手掛け
るなど、創作上充実した時期だったと推察されます。本展では
没後70年を記念して、館蔵資料を中心に、小田原時代の白秋
の業績を振り返るとともに、その作品世界の一端を紹介しま
す。

10月20日（土）～
12月26日（水）

小田原文学館 小田原市立図書館
小田原市立図書館
サービス係
0465-24-1055

神奈川県 小田原市 ①
第14回城下町おだわら
ツーデーマーチ

小田原市・箱根町・真鶴町・湯河原町で開催されるウォーキン
グ大会で、日本全国から毎年約1万人のウォーカーが参加して
います。

11月17, 18日
小田原城址公園銅門広
場ほか

小田原市、小田原市教育委
員会、箱根町、箱根町教育
委員会、真鶴町、真鶴町教
育委員会、湯河原町、湯河
原町教育委員会、社団法人
日本ウオーキング協会、朝
日新聞社

http://www.city.odaw
ara.kanagawa.jp/field
/sports/event/2day
march.html

神奈川県 箱根町 ①
生涯学習フェスティバ
ル

第37回芸能発表会
10月7日

箱根町仙石原文化セン
ター

箱根町
教育委員会

無料

箱根町教育委員会
生涯学習課
0460-85-7601
shougai@town.hakone
.kanagawa.jp

神奈川県 箱根町 ①
生涯学習フェスティバ
ル

ニュースポーツ講座
10月中
計5回

各地域
箱根町
教育委員会

箱根町教育委員会
生涯学習課
0460-85-7601
shougai@town.hakone
.kanagawa.jp

神奈川県 箱根町 ①
生涯学習フェスティバ
ル

第4回箱根町ユニカール大会 10月16日 レイクアリーナ箱根
箱根町
教育委員会

箱根町教育委員会
生涯学習課
0460-85-7601
shougai@town.hakone
.kanagawa.jp

神奈川県 箱根町 ①
生涯学習フェスティバ
ル

第25回箱根町ソフトバレーボール大会 11月8日 レイクアリーナ箱根
箱根町
教育委員会

箱根町教育委員会
生涯学習課
0460-85-7601
shougai@town.hakone
.kanagawa.jp

神奈川県 箱根町 ①
生涯学習フェスティバ
ル

第29回箱根の秋音楽祭 11月10, 11日
箱根町仙石原文化セン
ター

東京ハルモニア室内オーケ
ストラ

箱根町教育委員会
生涯学習課
0460-85-7601
shougai@town.hakone
.kanagawa.jp
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神奈川県 箱根町 ①
生涯学習フェスティバ
ル

第51回町民文化祭 11月9～11日 箱根町社会教育センター
箱根町
教育委員会

箱根町教育委員会
生涯学習課
0460-85-7601
shougai@town.hakone
.kanagawa.jp

神奈川県 箱根町 ①
生涯学習フェスティバ
ル

・第22回実践発表会「つどい」 11月中 箱根町社会教育センター
箱根町
教育委員会

箱根町教育委員会
生涯学習課
0460-85-7601
shougai@town.hakone
.kanagawa.jp

神奈川県 箱根町 ①
生涯学習フェスティバ
ル

町立郷土資料館企画展
9月29日～
11月25日

町立郷土資料館
箱根町
教育委員会

箱根町教育委員会
生涯学習課
0460-85-7601
shougai@town.hakone
.kanagawa.jp

神奈川県 箱根町 ①
生涯学習フェスティバ
ル

文化財探訪会 11月上旬 未定
箱根町
教育委員会

箱根町教育委員会
生涯学習課
0460-85-7601
shougai@town.hakone
.kanagawa.jp

神奈川県 真鶴町 ③
平成24年度真鶴町民
音楽祭

町内の音楽サークル、保育・幼稚園児、小・中学生等が一堂に
会し、演奏会を行うものです。

10月27日 まなづる小学校体育館
真鶴町民音楽祭実行委員
会・真鶴町教育委員会

無料
0465-68-1131内線
438

神奈川県 真鶴町 ③
平成24年度第21回真
鶴町絵画コンクール展

町民から募集した絵画作品を展示するものです。 10月10～21日 情報センター真鶴 真鶴町教育委員会 無料
0465-68-1131内線
441

神奈川県 真鶴町 ③
第42回真鶴町民文化
祭

町内文化サークル作品等の展示、公演などで文化・芸術振興
を図るものです。

10月31日～11月5
日

真鶴町民センター・情報
センター真鶴

真鶴町・真鶴町文化団体連
盟・真鶴町教育委員会

無料
04656-68-1131内線
441

神奈川県 真鶴町 ③
中川一政美術館テーマ
展示

中川一政の描いた素描を展示するものです。
10月4日～平成25
年1月15日

真鶴町立中川一政美術
館

真鶴町立中川一政美術館 無料 0465-68-1128

神奈川県 湯河原町 ③ ギャラリートーク
　展示室で学芸員が作品を解説。作者や作品の背景等につい
ての解説を聞きながら、作品を鑑賞することができる。

10月20日 町立湯河原美術館 町立湯河原美術館 無料
bijyutuk@town.yugaw
ara.kanagawa.jp

神奈川県 湯河原町 ③ ギャラリートーク
　展示室で学芸員が作品を解説。作者や作品の背景等につい
ての解説を聞きながら、作品を鑑賞することができる。

11月17日 町立湯河原美術館 町立湯河原美術館 無料
bijyutuk@town.yugaw
ara.kanagawa.jp

神奈川県 湯河原町 ③
平松礼二常設館企画
展
「世界を旅して－異国

町立湯河原美術館、平松礼二常設館の企画展。画家としての
足跡をたどる展覧会を開催する。

9月27日～12月27
日

町立湯河原美術館 町立湯河原美術館
bijyutuk@town.yugaw
ara.kanagawa.jp

神奈川県 湯河原町 ③ 湯河原町文化祭
湯河原町で活動する団体・グループ・サークル及び個人が日
頃の活動の成果を発表することによって、相互の交流や町の
文化振興を図り、町民のふれあいと文化の向上を目指す。

10月3日～11月25
日

湯河原観光会館、湯河
原町立図書館、地域会
館等

湯河原町文化祭実行委員
会

湯河原町教育委員会
社会教育課(0465-
62-1125)

神奈川県 湯河原町 ③ 湯河原町音楽会
湯河原町に音楽を広め、音楽会を通して町民の文化の向上と
ふれあいを図ることを目的とし、音楽活動をするサークルもしく
は個人の練習の成果を発表する。

11月3, 25日 湯河原観光会館
湯河原町音楽会実行委員
会

湯河原町教育委員会
社会教育課(0465-
62-1125)

神奈川県 南足柄市 ③
第37回南足柄市民文
化祭

期間中に絵画展（南美展）、写真展、書道展、各種展示、演奏
会、歌謡大会、詩吟大会、社交ダンス大会、音楽会、芸能大会
等順次、開催します。

9月30日～11月4
日

南足柄市文化会館等
南足柄市・南足柄市教育委
員会・南足柄市教育研究
会・南足柄市文化団体連盟

無料
http://www.city.mina
miashigara.kanagawa.j
p/index.jsp

神奈川県 中井町 ③
第３８回中井町町民文
化祭

文化推進の高揚と町民のふれあいを目的として、日ごろの文
化活動の成果を披露するため、一般公募作品及び文化団体
連絡協議会会員作品の展示及び同会員による芸能発表を実
施。

11月3, 4日
中井町農村環境改善セ
ンター

中井町 無料
地域支援課　0465-
81-3907

神奈川県 中井町 ①
中井町短歌・俳句大会
表彰式

一般及び小中学生から応募された作品の優秀作品を表彰。 11月3日
中井町農村環境改善セ
ンター　多目的ホール

中井町 無料
地域支援課　0465-
81-3907

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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神奈川県 中井町 ②、③ 読書の日つどい表彰式
読書活動推進標語及びポスターコンクールに応募された作品
の優秀作品を表彰。

11月3日
中井町農村環境改善セ
ンター　多目的ホール

中井町教育委員会 無料
教育委員会教育課
0465-81-3906

神奈川県 大井町 ③ 大井町文化祭
町内在住・在学・在勤の方、町内で活動している個人及び団体
が、日ごろの練習の成果や取り組んできた作品を発表する文
化祭を開催します。

10月20, 21日
大井町生涯学習セン
ター・大井町総合体育館

大井町教育委員会及び大
井町文化団体連絡協議会

無料
http://www.town.oi.k
anagawa.jp/

神奈川県 大井町 ① 子ども絵画展
「夏の大井町～夏休みの思い出」をテーマに子どもが描いた絵
画を展示します。

10月20日～11月
11日

大井町生涯学習セン
ター

大井町教育委員会 無料
http://www.town.oi.k
anagawa.jp/

神奈川県 大井町 ①
課外塾
野鳥観察会

町内の小学生及び町民を対象に酒匂川にいる野鳥を観察しま
す。

10月28日 酒匂川土手 大井町教育委員会 無料
http://www.town.oi.k
anagawa.jp/

神奈川県 大井町 ③ 親子料理教室
地域の料理経験豊かな方を講師に親子で世代間の交流をは
かりながら、料理とおやつを楽しく作ります。

11月10日
大井町生涯学習セン
ター

大井町教育委員会
http://www.town.oi.k
anagawa.jp/

神奈川県 大井町 ①
１市４町青少年交流
キャンプ

1市4町の小学生が1泊2日のキャンプで集団生活をとおして交
流と連帯を深めます。

11月10, 11日 秦野市ほか
大井町教育委員会ほか１市
３町

http://www.town.oi.k
anagawa.jp/

神奈川県 松田町 ①③
自然教室「歩こう！丹
沢の水源林」

丹沢の水源林を歩いて、そこで暮らす生きものや森の役割をさ
ぐります。

11月23日(金・祝)
やどりき水源林（松田
町）

県立秦野ビジターセンター

県立秦野ビジターセ
ンター
〒259-1304秦野市堀
山下1513
電話：0463(87)9300

神奈川県 山北町 ③ やまきた町民文化祭

やまきた町民文化祭は、展示部門（11/2～4）、芸能部門
（11/11）の２部門が山北町立中央公民館を開場に開催されま
す。毎年、町民をはじめ、他市町からも多くの参加者があり、大
変好評をいただいています。

11月2～4, 11日 山北町立中央公民館
山北町文化団体連絡協議
会

無料
山北町教育委員会生
涯学習課０４６５（７
５）３６４９

神奈川県 開成町 3 かいせい文化祭 合唱・民謡・詩吟などの芸能発表 11月3日（土） 開成町福祉会館 開成町 無料 ０４６５－８４－０３１５

神奈川県 開成町 3 かいせい文化祭 生け花・絵画などの展示発表
11月10（土）, 11日
（日）

開成町民センター 開成町 無料 ０４６５－８４－０３１５

神奈川県
川崎市
中原区

④
第10回
かわさき読書の日のつ
どい

　子どもの読書活動の周知・促進のため毎年開催している。子
どもたちの読書活動の表彰のほか、「あやちゃんのうまれた
ひ」「てとてとてとて」などで知られる絵本作家、浜田桂子氏の
講演会・サイン会を実施

11月4日（日）午後 川崎市中原市民館 川崎市教育委員会 無料

川崎市教育委員会指
導課

℡：044-200-3286

神奈川県 川崎市 ① かわさき読書週間
市立図書館各館で展示、講演会、おはなし会その他イベントを
開催。

　10月28日～11月
10日を中心に前
後1ヶ月程度

各市立図書館・分館 川崎市立図書館 無料
http://www.library.cit
y.kawasaki.jp/(川崎市

立図書館ＨＰ）

各イベントのお知らせ
は詳細が決まり次
第、HP等に掲載いた
します。

神奈川県
川崎市
多摩区

① 読書普及講演会
宮澤賢治記念館副館長・牛崎敏哉氏による講演とプラネタリウ
ムの投映

10月28日
かわさき宙と緑の科学
館　ﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ

川崎市教育委員会
（川崎市立図書館）

無料
http://www.library.cit
y.kawasaki.jp/(川崎市

立図書館ＨＰ）

各イベントのお知らせ
は詳細が決まり次
第、HP等に掲載いた
します。

神奈川県
川崎市
高津区

①

電話相談｢子育て“心
のケア”ネット｣公開講
座　気持ちが伝わるコ
ミュニケーション

子育てに悩む親に向けて、アサーティブコミュニケーションの方
法を学びます。

10月29日, 11月5
日

川崎市高津市民館
川崎市地域女性連絡協議
会

川崎市教育委員会生
涯学習推進課044-

200-3339
川崎市地域女性連絡
協議会044-221-7022

神奈川県
川崎市
川崎区

①，③
(仮)ふれあい館｢ウリ
ハッキョ(みんなの学
校)」作品展覧会

川崎市ふれあい館高齢者識字学級｢ウリハッキョ｣学習者の水
彩画等の展示やミニ講習会を予定しています。

11月1～6日予定 川崎市教育文化会館 川崎市教育委員会

川崎市教育委員会生
涯学習推進課044-

200-3339
川崎市ふれあい館

044-276-4800

神奈川県
川崎市
幸区

① 幼児と親の学級
幼児期の子どもを持つ母親に子育ての様々なテーマについて
考える機会をもってもらう

9月28日～12月7
日

川崎市幸市民館日吉分
館

川崎市教育委員会（幸市民
館日吉分館）

無料
http://www.city.kawa
saki.jp/88/88hiyosi/h
ome/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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神奈川県
川崎市
中原区

③ 第44回中原区文化祭
中原区内で文化活動をする団体及び個人会員が活動の成果
を発表する（芸能の部、展示の部ほか）

10月27, 28日 川崎市中原市民館 中原区文化協会 無料
川崎市中原市民館
044-433-7773

神奈川県
川崎市
中原区

①
なかはら平和セミナー
公開講座

原発をテーマに、現在の私達の生活と未来を考える。
「福島原発の現状について」
講師　芝浦工業大学 非常勤講師 後藤政志

10月24日 川崎市中原市民館
川崎市教育委員会（中原市
民館）

無料
川崎市中原市民館
044-433-7773

神奈川県
川崎市
多摩区

①

市民自主学級「多摩の
伝承・伝統文化の学習
と探訪～花と緑と水の
まち　多摩の四季めぐ

多摩の史蹟・祭事・風物を心の財産として蓄え、後世に大切に
伝えていくため、座学や実地見学を行う。
第8回「秋川歌舞伎あきるの座“船越の舞台”」の見学（学習
会）

11月3日 川崎市日本民家園
川崎市教育委員会（多摩市
民館）・多摩の伝承伝統文
化を考える会

川崎市多摩市民館
044-935-3333

講座の申込は既に締
切
受講料は無料
別途観覧料あり

神奈川県
川崎市
幸区

①
識字学級（午前クラス
／保育つき）

地域で暮らしている外国人市民の日本語学習等の支援を行い
ます。

11月7日
（4月18日～3月13

日）
川崎市幸市民館

川崎市教育委員会（幸市民
館）

川崎市幸市民館
044-541-3910

受講料は無料
別途教材費、保険料
の徴収あり

神奈川県
川崎市
幸区

① 識字学級（夜間クラス）
地域で暮らしている外国人市民の日本語学習等の支援を行い
ます。

11月1, 8日
（4月5日～3月14

日）
川崎市幸市民館

川崎市教育委員会（幸市民
館）

川崎市幸市民館
044-541-3910

受講料は無料
別途教材費の徴収あ
り

神奈川県
川崎市
幸区

①
市民自主学級「おひさ
まクラブ2012」（保育つ
き）

３歳児を持つ保護者の子育てに関する学びと交流を図ります。
11月8日

（9月20日～12月6
日）

川崎市幸市民館
川崎市教育委員会（幸市民
館）・おひさまクラブ

川崎市幸市民館
044-541-3910

受講料は無料
別途保険料、材料費
の徴収あり

神奈川県
川崎市
幸区

①
市民自主学級「新住
民・団塊シニアの地域
デビュー塾」

蕎麦打ちを通して、幸区に転入して来られたばかりの方や団
塊世代の方々の地域での仲間づくりを図ります。

11月4日
（9月2日～12月2

日）
川崎市幸市民館

川崎市教育委員会（幸市民
館）・さいわい蕎麦塾

川崎市幸市民館
044-541-3910

受講料は無料
別途教材費の徴収あ
り

神奈川県
川崎市
高津区

①，③
たかつサロンＤＥ
コンサート

毎月一回、日曜日の午後のひと時、オープンスペースで開催さ
れる誰でも気楽に観覧できるコンサートです。

11月11日 川崎市高津市民館
高津区役所
生涯学習支援課

無料
川崎市高津市民館
０４４－８１４－７６０３

神奈川県
川崎市
高津区

①
「生前整理で丁寧なくら
し」全5回講座

シニア世代を対象に、身の回りの片づけ方法やリサイクルにつ
いて学び省エネルギーな暮らしについて考える講座です。

11月6, 13, 20, 27
日, 12月4日

川崎市高津市民館
川崎市教育委員会（高津市
民館）

無料
川崎市高津市民館
０４４－８１４－７６０３

神奈川県 川崎市 ①
市民自主学級「川崎の
街道と城＆川」（全９回
講座）

地域の史跡や文化財について学び、現地を見学する。

9月11, 25日, 10月
16, 30日, 11月13,
27日, 12月11日, 1

月8, 22日

川崎市高津市民館及び
見学先

川崎市教育委員会（高津市
民館）・高津歴史・文化研究
会

無料
川崎市高津市民館
０４４－８１４－７６０３

申込み締切

神奈川県
川崎市
高津区

① 平和・人権学習Ⅰ
格差や貧困の拡大、大震災と原発事故という大惨事、様々な
人権侵害を克服し、人権尊重と共生社会への道を探る学習
会。

11月8日 18:30～
20:30・11月18, 24
日, 12月2, 9, 16日

川崎市高津市民館
川崎市教育委員会（高津市
民館）

無料
川崎市高津市民館
０４４－８１４－７６０３

神奈川県
川崎市
多摩区

③ 民家園まつり
農村歌舞伎、伝統技術実演、昔遊び、民技会作品展示会・頒

布会
11月3日 川崎市立日本民家園 川崎市立日本民家園

http://www.city.kawa
saki.jp/88/88minka/h
ome/minka.htm

入園料無料

神奈川県
川崎市
多摩区

③ 伝統技術実演
堂宮彫刻や彫金、市松人形、水引細工などの実演会。簡単な
体験コーナーあり（実費）。

11月4日 川崎市立日本民家園 川崎市立日本民家園
http://www.city.kawa
saki.jp/88/88minka/h
ome/minka.htm

神奈川県
川崎市
多摩区

③
民技会作品展示会・頒
布会

民具製作技術保存会会員による作品の展示と頒布会 11月4日 川崎市立日本民家園 川崎市立日本民家園
http://www.city.kawa
saki.jp/88/88minka/h
ome/minka.htm

神奈川県
川崎市
多摩区

③ お茶会 内田社中と川崎北高校茶道部によるお茶会。 11月4日 川崎市立日本民家園 川崎市立日本民家園
http://www.city.kawa
saki.jp/88/88minka/h
ome/minka.htm

神奈川県
川崎市
多摩区

④
大人のための科学講
座

まわる科学と題して、まわる動作に対しての不思議体験、まわ
ることを科学的に実験し、まわる科学玩具をつくります。

10月27日
かわさき宙と緑の科学
館

かわさき宙と緑の科学館 無料
http://www.nature-

kawasaki.jp/
事前申込必要

神奈川県
川崎市
多摩区

① 生田緑地観察会 里の自然、植物、シダ、野鳥と分野をしぼって観察します。
10月21日, 11月4,

11, 18日
生田緑地 かわさき宙と緑の科学館 無料

http://www.nature-
kawasaki.jp/

神奈川県
川崎市
多摩区

① 自然ワークショップ
展示室内で自然を題材にした工作などを行う。1回10〜15分程
度の体験です。

10月21日, 11月4,
18日

かわさき宙と緑の科学
館

かわさき宙と緑の科学館 無料
http://www.nature-

kawasaki.jp/

神奈川県
川崎市
多摩区

④ 実験工房スペシャル
10～20分簡易な実験または工作を主に子ども向けに行いま
す。

11月3日
かわさき宙と緑の科学
館

かわさき宙と緑の科学館 無料
http://www.nature-

kawasaki.jp/

神奈川県
川崎市
多摩区

④ ふしぎ実験室
まわる科学と題して、まわる動作に対しての不思議体験、まわ
ることを科学的に体験します（小学校３年～６年対象、子ども向

10月27日
かわさき宙と緑の科学
館

かわさき宙と緑の科学館 無料
http://www.nature-

kawasaki.jp/
事前申込必要

神奈川県
川崎市
多摩区

④ わくわく科学実験教室
ロウソクはどのように燃えているか？芯を変えて考えてみま
しょう。サラダ油、バター、肉の脂身のロウソクをみたり、パラ
フィンとクレヨンでオリジナルロウソクをつくったりします。

11月10日
かわさき宙と緑の科学
館

かわさき宙と緑の科学館 無料
http://www.nature-

kawasaki.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
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神奈川県
川崎市
多摩区

① 星を見る夕べ
その夜の星や星座について、約２０分の解説を行い、その後科
学館屋上で観望対象の月や惑星・特徴的な星などを望遠鏡を
使って見ます。

10月20日, 11月3,
10日

かわさき宙と緑の科学
館

かわさき宙と緑の科学館 無料
http://www.nature-

kawasaki.jp/
雨天・曇天は中止

神奈川県 川崎市 ③
ザルツブルク市友好都
市提携20周年記念コン
サート

オーストリア・ザルツブルク市との友好都市提携20周年記念の
音楽等による文化交流事業を実施します。

10月8, 15日, 11月
6日

川崎ｱｾﾞﾘｱ、ﾗｿﾞｰﾅ川崎
ﾌﾟﾗｻﾞｿﾙ、洗足学園前田
ﾎｰﾙ

川崎市・ザルツブルク市友
好都市提携20周年記念コン
サート実行委員会

神奈川県 川崎市 ③
モントルー・ジャズ・フェ
スティバル・ジャパン・
イン・かわさき２０１２

世界三大ジャズフェスティバルの一つ「モントルー・ジャズ・フェ
スティバル」の川崎開催を実施します。

11月16～24日

川崎市教育文化会館、ﾗ
ｿﾞｰﾅ川崎ﾌﾟﾗｻﾞｿﾙ、
CLUB　CITTA'、洗足学
園前田ﾎｰﾙ、昭和音楽
大学ﾃｱﾄﾛ･ｼﾞｰﾘｵ・ｼｮｳﾜ

モントルー・ジャズ・フェス
ティバル・ジャパン・イン・か
わさき実行委員会／川崎市

http://www.montreux
jazz.jp/kawasaki/

神奈川県
川崎市
高津区

③
プラザクラシック
コンサート2012秋

高津区・宮前区を中心にした地域で「クラシック室内楽」に絞
り、定期的に演奏会を実施。
歌手や楽器演奏者と伴奏者による演奏等、いろいろな組み合
わせで開催。

10月25日
川崎市民プラザ
ふるさと劇場

田園都市音楽祭
実行委員会

田園都市音楽祭実行
委員会

044-853-1451

神奈川県
川崎市
高津区

③ プラザの森コンサート

中学生～社会人を対象にした吹奏楽団、宮前ウィンドオーケス
トラのコンサート。
毎回ゲストを迎えての開催。
低料金で気軽に参加できるコンサート。

11月4日
川崎市民プラザ
ふるさと劇場

宮前ウィンドオーケストラ
宮前ウィンド
オーケストラ
044-853-1451

神奈川県
川崎市
幸区

①，② 幸区こども環境展

　環境問題への意識啓発を目的として、体験型のブース等、環
境問題を身近に感じられるこども向けの環境イベントを実施。
区内企業・団体等がブースを出展します。また、環境ポスター
展も同時開催し、区内の未就学児から中学生を対象に作品を

10月28日

幸スポーツセンター（川
崎市幸区戸手本町1-
11-3）

川崎市幸区役所 無料
http://www.city.kawa
saki.jp/63/63saiwai/h

ome/index.html

神奈川県
川崎市
中原区

③
第２３回中原区青少年
吹奏楽コンサート

音楽を通じ、情操豊かで創造性あふれる青少年の育成を図
り、校外生活の善導に資するとともに、文化の薫り高いまちづく
りを推進することを目的に、中原区内の中学校・高等学校吹奏
楽部による吹奏楽コンサートを開催します。

11月3日
川崎市総合福祉セン
ター（エポックなかはら）

中原区青少年吹奏楽コン
サート実行委員会

無料
中原区役所地域振興

課
044-744-3161

神奈川県
川崎市
高津区

①，④ エコシティホールツアー

　区役所庁舎を環境展示場とし「エコシティホール」と名付け、
環境に配慮した取り組みを紹介しています。来庁者の方々に、
ホール視察を行い、太陽光発電システムや屋上緑化、壁面緑
化についてなど、環境学習の場としてご利用いただいていま
す。希望に応じて職員がご案内します。

開庁日（土日祝日
を除く）の８時半～

１７時
川崎市高津区役所 川崎市高津区役所 無料

http://www.city.kawa
saki.jp/67/67tisin/ec

o_city/index.html

神奈川県
川崎市
多摩区

①，③
食育の秋inよみうりラン
ド～里芋掘りと芋煮会
～

食習慣が形成される時期である小学生とその保護者に、食育
体験・地産地消体験である「サトイモ掘り、芋煮体験」を、食教
育の一環として実施する。

10月27日
よみうりランド内畑及び
レストランＷＡＩ

・多摩区役所保健福祉セン
ター
・ＪＡセレサ菅支店
・菅町会
・よみうりランド

多摩区役所保健福祉
センター地域保健福

祉課
０４４－９３５－３１１７

神奈川県
横浜市
西区

①,③
い・にし・え散歩
～ヨコハマはじめて物
語～

ガス灯などの発祥の地を巡り、郷土の文化への理解を深めま
す。

10月20日 横浜市中央図書館 横浜市中央図書館 無料
横浜市中央図書館

サービス課
045-262-0050

神奈川県
横浜市
西区

①,③
中央図書館ライブラ
リーツアー
～じっくり裏まで～

通常は見ることができない書庫等のバックヤードを見学しなが
ら、図書館の様々な機能を説明します。

11月1日 横浜市中央図書館 横浜市中央図書館 無料
横浜市中央図書館

サービス課
045-262-0050

神奈川県
横浜市
西区

③
はまっこ読書フェスティ
バル

講演会、読み聞かせ講座、図書室の環境整備の講座、子ども
向けの調べ方案内等、子どもと読書を結ぶ様々な行事を開催
します。

11月3, 4日 横浜市中央図書館
横浜市立図書館・教育委員
会指導企画課

無料
横浜市中央図書館

サービス課
045-262-0050

①関連資料の展示
10月23日（火）～
11月13日（火）

横浜市中図書館 無料

③ブックトーク（大人向き）「子どもの本で知るロシア・東欧」 10月25日（木） 横浜市中図書館 無料
②おはなし会（子ども向き）「ロシア・東欧のおはなし」 10月31日（水） 横浜市中図書館 無料

④ストーリーテリング「おはなし・おはなし」 11月10日（土） 横浜市中図書館 無料

横浜市中図書館
http://www.city.yoko
hama.lg.jp/kyoiku/libr

ary/chiiki/naka/

協力：よこはまライブ
ラリーフレンド、かな
がわこどもひろば、こ
とりの会、モックの会

神奈川県 横浜市 ①
こんにちは！ロシア・東

欧の国ぐに
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神奈川県 横浜市 ① おはなし大会 区内のボランティアと協力し、おはなし会を開催します。 11月2日（金）
横浜市立保土ケ谷図書

館
横浜市立保土ケ谷図書館 無料

http://www.city.yoko
hama.lg.jp/kyoiku/libr

ary/

神奈川県 横浜市 ①
大人のための図書館
体験

中学生以上を対象にした図書館体験を実施します。 11月3日（土）
横浜市立保土ケ谷図書

館
横浜市立保土ケ谷図書館 無料

http://www.city.yoko
hama.lg.jp/kyoiku/libr

ary/

神奈川県
横浜市旭

区
① 第3回歴史ウォーク

ガイドボランティアと協力し、郷土の歴史を訪ねながら史跡を
散策します。

10月27日 旭図書館とその周辺 横浜市旭図書館 無料
http://www.city.yoko
hama.lg.jp/kyoiku/libr

ary/chiiki/asahi/

協力：旭ガイドボラン
ティアの会

神奈川県
横浜市旭

区
①

かみしばいの会～かみ
しばいおじさんがやっ
てくる！

紙芝居ボランティアとしょくんによる紙芝居の実演 11月3日 旭図書館 横浜市旭図書館 無料
http://www.city.yoko
hama.lg.jp/kyoiku/libr

ary/chiiki/asahi/

協力：紙芝居ボラン
ティアとしょくん

① 屋上緑化記念イベント 園芸講座「春の花壇づくりに向けて」 11月11日 旭図書館 横浜市旭図書館 無料
http://www.city.yoko
hama.lg.jp/kyoiku/libr

ary/chiiki/asahi/

協力：よこはまこども
植物園長

① 屋上緑化記念イベント オープン・ガーデン「あさひくんの庭」を一般開放します。 11月2, 3日 旭図書館 横浜市旭図書館 無料
http://www.city.yoko
hama.lg.jp/kyoiku/libr

ary/chiiki/asahi/

協力：旭図書館グ
リーンボランティア

① 屋上緑化記念イベント 緑化パネル展～屋上緑化の過程を写真で紹介します。
10月27日～11月

11日
旭図書館 横浜市旭図書館 無料

http://www.city.yoko
hama.lg.jp/kyoiku/libr

ary/chiiki/asahi/

神奈川県 横浜市 ③
はまっ子読書の日特別
おはなし会

１日３回、読み聞かせボランティア団体によるおはなし会を開
催します。

11月2日 横浜市都筑図書館 横浜市都筑図書館 無料
横浜市都筑図書館

045-948-2424

神奈川県 横浜市 ③ くまさんのおはなし会 司書による、乳幼児親子向けのおはなし会を開催します。 11月8日 横浜市都筑図書館 横浜市都筑図書館 無料
横浜市都筑図書館

045-948-2424

神奈川県 横浜市 ③
丘のヨコハマ写真館パ
ネル展示

横浜市北部地域写真アーカイブ「丘のヨコハマ写真館」を紹介
するパネルを展示をします。

11月1～8日
横浜市都筑区総合庁舎
ホール

横浜市都筑図書館 無料
横浜市都筑図書館

045-948-2424

神奈川県 横浜市 ③
郷土資料展「空から見
る都筑区」

都筑図書館所蔵の航空写真の一部を紹介するパネルを展示
します。

10月12～31日
横浜市都筑区総合庁舎
ホール

横浜市都筑図書館 無料
横浜市都筑図書館

045-948-2424

神奈川県 横浜市 ③ 読み聞かせ講座
小学生に読み聞かせをする初心者ボランティア向けの講座を
開催します。

10月4, 18, 25日
横浜市都筑区総合庁舎
3階研修室

横浜市都筑図書館 無料
横浜市都筑図書館

045-948-2424

神奈川県 横浜市 ③
あなたの本への重いを
栞にします。

みなさんの好きな本への思いを、図書館で栞にして配布しま
す。

応募期間：10月17
日～11月18日

横浜市都筑図書館 横浜市都筑図書館 無料
横浜市都筑図書館

045-948-2424

神奈川県 横浜市 ①
親子で楽しい！自然の
ライブラリー～自然観
察と工作会

自然観察や草花木の実の採集を行い、図書館資料を使って観
察や工作をします。

11月４日（日） 横浜市泉図書館 横浜市泉図書館 無料
横浜市泉図書館
045(801)2251

神奈川県 横浜市 ①
俳句を作ろう～句会体
験講座

初めて俳句を作る方を対象に、俳句の作り方と句会体験を二
回にわたり行います。

11月18日（日）, 12
月２日(日）

横浜市泉図書館 横浜市泉図書館 無料
横浜市泉図書館
045(801)2251

神奈川県 横浜市 ①
まずはここから！絵本
のよみきかせコツのコ
ツ

学校ボランティアを対象に読み聞かせの講習会を行います。
11月7日（水）, 11

月14日（水）
横浜市泉図書館 横浜市泉図書館 無料

横浜市泉図書館
045(801)2251

神奈川県 横浜市 ③
パネル展示「面白横浜
浮世絵」

横浜市中央屠書館で所蔵する浮世絵写真のパネル展示
10月15日(月）～

11月9日（金）
横浜市泉図書館 横浜市泉図書館 無料

横浜市泉図書館
045(801)2251

神奈川県 横浜市 ① 秋のおはなし会 季節のおはなし会（読み聞かせ） 11月3日 横浜市山内図書館 横浜市山内図書館 無料
http://yamauchi-

lib.jp/

神奈川県 横浜市 ①
開館35周年記念～読
書クロスワードに挑
戦！！

本に関するクロスワードパズルを配布。パズルを解き正解した
先着300名に35周年記念チャームをプレゼント。

10月29日～2月28
日(概ね4ヶ月）

横浜市山内図書館 横浜市山内図書館 無料
http://yamauchi-

lib.jp/

神奈川県 横浜市 ②③
全日本高等学校吹奏
楽大会in横浜

全国各地の高等学校吹奏楽部によるすばらしい演奏を聴くこ
とができます。

11月12, 13日
横浜みんとみらい大
ホール

日本高等学校吹奏楽連盟
http://www.nipponnk

ousuirenn.com/

神奈川県
横浜市旭

区

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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神奈川県 相模原市 ①③

青少年健全育成啓発
作品コンクール・「家庭
の日」啓発作品コンテ

スト入賞作品展

青少年健全育成啓発作品コンクール（絵画・標語）、及び「家庭
の日」の啓発作品コンテスト（写真・家族へのメッセージ）の入
賞作品をパネル展示するものです。

11月5～30日
市役所、シティ・プラザは
しもと、市南区合同庁舎

相模原市 無料
こども青少年課
042-769-8289

神奈川県 相模原市 ② さがみ風っ子文化祭
子どもたちの豊かな人間性の育成を目的に、小・中学校にお
ける日ごろの教育活動の成果を「展示部門」、「ステージ部門」
の２部門を通じて広く発表するものです。

9月11日～11月17
日

グリーンホール相模大
野、市民会館ほか

相模原市、相模原市教育委
員会他

無料

http://www.sagamiha
ra-
kng.ed.jp/kyouiku/gak
kou_kyouiku/kazekoh

神奈川県 相模原市 ① 小山公民館まつり
公民館利用団体による活動発表。作品展示、芸能・音楽の発
表、子ども絵画展、模擬店、バザー等を行ないます。

11月3, 4日 小山公民館 相模原市教育委員会 無料
小山公民館
042-755-7500

神奈川県
相模原市

緑区
③ 城山地区市民文化祭

城山地区を中心に活動している方が日頃の練習や芸術文化
活動の発表の場として、その成果を一堂に集め催しや展示を
行い、文化振興の充実と向上を図るとともに市民相互の交流

を深め、魅力ある地域づくりをすすめます。
10月28日

, 11月3, 4日
相模原市立城山文化
ホール、同城山公民館

城山地区市民文化祭実行
委員会

無料

城山まちづくりセン
ター　総務・地域振興

班
直通042-783-8115

神奈川県 相模原市 ① 清新公民館まつり

地域における学習、文化、体育、レクリエーションの学習活動
の成果を発表し、団体・サークルの相互理解と交流を深める機
会としています。また、地域文化の向上と住民相互の親睦・交
流を図るきっかけ作りとしています。

11月3, 4日 清新公民館 相模原市教育委員会 無料
清新公民館

042－755－8000

神奈川県 相模原市 ① 親子ふれあいの広場
親と子が共に楽しめるレクリエーションやゲーム（ステージ、消
防フェア、交通安全コーナー、創作コーナー、模擬店等）を開
催します。

11月11日 淵野辺公園
親子ふれあいの広場実行
委員会

無料
青少年学習センター

042-751-0091

神奈川県 相模原市 ①
相模原市少年鼓笛バ
ンド連盟ドリル大会

鼓笛バンドのドリル演奏会 11月18日 総合体育館 相模原市 無料
青少年学習センター
042-751-0091

神奈川県 相模原市 ③
第5回
相模湖
ふるさとまつり

心かよいあう明るいふるさとづくりを目的とした地域住民のまつ
り
①ステージ（地区内で活動している団体による発表）
②手作り作品の展示

11月
10, 11日

相模湖交流センター、
千木良公民館、
相模湖リフレッシュセン
ター

相模湖ふるさとまつり実行
委員会

無料
相模湖まちづくりセン

ター
042-684-3212

神奈川県 相模原市 ③
第19回甲州街道小原

宿本陣祭
大名行列や本陣の庭での野点など、地域の活性化と歴史文

化を後世に伝えるために開催されるお祭り
11月3日

緑区
小原宿本陣周辺

甲州街道小原宿本陣祭実
行委員会

無料
相模湖経済観光課

042-684-3240

神奈川県 相模原市 ① 相模台公民館まつり
公民館利用団体等による活動発表と相互交流の場として、作
品及び活動成果の展示・体験、芸能・音楽の発表、模擬店等
を行います。

11月3, 4, 10, 11日 相模台公民館 相模原市教育委員会 無料
相模台公民館
042-743-7871

神奈川県 相模原市 ① 大沢わいわい学級
「手からひろがるやさしい愛」～いのちの和と輪と感じよう～を
テーマとした女性学級

9月21日～11月16
日

大沢公民館 大沢公民館
大沢公民館

042-762-0811

神奈川県 相模原市 ① 大沢はつらつ学級
「心ゆくゆくはつらつライフ～みんなで備えて元気な暮らし～」
をテーマとした高齢者学級

10月4日～11月29
日

大沢公民館 大沢公民館
大沢公民館

042-762-0811

神奈川県 相模原市 ①
歴史講座「わが街、大

沢」
大沢地区の歴史を学びます。

11月17, 24日, 12
月1日

大沢公民館 大沢公民館 無料
大沢公民館

042-762-0811

神奈川県 相模原市 ① 宇宙科学講座
宇宙開発のこれまでの成果や現在の取り組みと最新の話題を
テーマとした講座

11月6, 13, 20日 大野台      公民館 相模原市教育委員会 無料
大野台公民館
042-755-6000

神奈川県 相模原市 ③ 田名文化祭

地域における学習及び文化等の学習活動の成果を発表する
場を設け、地域文化の
向上と団体・サークルの相互理解と交流を図るとともに、住民
相互の親睦・交流を目
的として、次の行事を開催します。
・ステージ部門：芸能・音楽発表
・作品展示・体験部門：文芸作品等の展示及び体験
・模擬店部門：出店による販売　など

11月3, 4日 相模原市立田名公民館 相模原市立田名公民館 無料

http://www.sagamiha
ra-
kng.ed.jp/kouminkan/
tana-k/

神奈川県 相模原市 ①、④
JAXA×博物館
金星探査機あかつき応
援企画

金星などの惑星の気象について紹介します。
講師：今村剛（JAXA宇宙科学研究所准教授）

10月27日 相模原市立博物館 相模原市教育委員会 無料
http://www.remus.dti.
ne.jp/~sagami/index.h
tm

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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神奈川県 相模原市 ①、③
歴史講演会「大正デモ
クラシーと咢堂・尾崎行
雄」

郷土出身の著名な政治家・尾崎行雄(咢堂)。氏の大正期の働
きを見つめながら近代日本の歩みについて考えます。
講師：石田尊昭（(一財)尾崎行雄記念財団事務局長）

10月28日 相模原市立博物館 相模原市教育委員会 無料
http://www.remus.dti.
ne.jp/~sagami/index.h
tm

神奈川県 相模原市 ①、③
町史講演会②「娯楽と
旅-お伊勢参りの道中
日記-」

『津久井町史資料編』に収録した古文書を読み解き、江戸時代
の村の人びとの暮らしぶりに迫る講演会の2回目です。村人が
記録した伊勢参りの旅日記から、当時の人が楽しんだ旅の様
子を紹介します。
講師：原和之氏（津久井町史専門調査員）

11月10日
相模原市立津久井中央
公民館

相模原市教育委員会 無料
http://www.remus.dti.
ne.jp/~sagami/index.h
tm

神奈川県 相模原市 ①

北里研究所創立100周
年・北里大学創立50周
年特別記念展「北里柴
三郎-伝染病の征圧は
私の使命」

「日本の近代医学の父」と呼ばれる北里柴三郎博士の手紙や
愛用の顕微鏡、論文の原稿などを展示し、博士の業績と生涯
について紹介する企画展

11月10日～12月
16日

相模原市立博物館 相模原市教育委員会 無料
http://www.remus.dti.
ne.jp/~sagami/index.h
tm

神奈川県 相模原市 ①
北里柴三郎展関連講
演会

予防医学の進展に尽力した北里柴三郎博士の生涯について
紹介します。
講師：森　孝之氏（北里柴三郎記念室　次長）

11月25日 相模原市立博物館 相模原市教育委員会 無料
http://www.remus.dti.
ne.jp/~sagami/index.h
tm

神奈川県 相模原市 ①、③ 民俗探訪会
博物館で活動する市民ボランティア（民俗調査会）が学芸員と
ともに、地域の社寺や石仏などの史跡や見所等を案内しま
す。

11月14日 中央区田名地区 相模原市教育委員会 無料
http://www.remus.dti.
ne.jp/~sagami/index.h
tm

神奈川県 相模原市
①、③、

④
学びの収穫祭

　博物館を拠点に活動するボランティアグループや、当館学芸
員が研究支援をしている中学や高校の部活動などが、日ごろ
の活動の成果を発表します。口頭発表会のほか、ポスター展
示やワークショップなどを開催

11月17, 18日 相模原市立博物館 相模原市教育委員会 無料
http://www.remus.dti.
ne.jp/~sagami/index.h
tm

神奈川県 相模原市 ③
第63回相模原市民文
化祭

市民の文化活動の成果を発表する場として市民文化祭を開催
し、市民文化の振興を図ります。

9月20日～11月24
日

市民ギャラリーほか
第63回相模原市民文化祭
実行委員会、相模原市

無料
http://www.city.saga
mihara.kanagawa.jp/b
unka/14775/index.ht

神奈川県 相模原市 ①．③ 麻溝地区文化展 公民館利用サークル及び地域住民等による文化作品の展示 11月3, 4日 麻溝公民館 麻溝公民館 無料

http://www.sagamiha
ra-
kng.ed.jp/kouminkan/
asamizo-k/

神奈川県 相模原市 ①
麻溝クラシックコンサー
ト

明治大学マンドリン倶楽部による演奏会
　　　『今宵贈るマンドリンの調べ』
　～日本の心「なつかしの名曲集」～

11月10日 麻溝公民館 麻溝公民館

http://www.sagamiha
ra-
kng.ed.jp/kouminkan/
asamizo-k/

神奈川県 相模原市 ③ コンサート
地域住民に音楽鑑賞を通して、文化に触れる機会を提供しま
す。（マンドリン演奏）

10月28日 市立陽光台公民館 市立陽光台公民館 無料
陽光台公民館
042-755-3451

神奈川県 相模原市 ① 陽光台デジカメ教室 コンパクトデジタルカメラの基本操作を学びます。
11月6, 13, 20, 27

日
市立陽光台公民館 市立陽光台公民館 無料

陽光台公民館
042-755-3451

神奈川県 相模原市 ③ 街かどコンサート 市役所ロビーにて、ピアノ独奏によるコンサートを開催します。 11月8日
相模原市役所本館１階
ロビー

相模原市 無料
http://www.city.saga
mihara.kanagawa.jp/b
unka/005517.html

企画・実施は
（公財）相模原市民文
化財団
042-749-2205

神奈川県 相模原市 ③
秋の文化芸術イベント
ガイド　スタンプラリー

秋に開催される文化芸術に関連する催し物を１冊にまとめまし
た。会場をまわってスタンプを10個ためると記念品をプレゼント
します。

9月上旬～11月末
ごろ

市内各所 相模原市 無料
文化振興課

042-769-8202

神奈川県 相模原市 ③ ギャラクシー・ラブ
JAXAや高校・大学などの協力のもと、「宇宙」をテーマにした
展示・イベント等を行います。

10月6日～11月25
日

アートラボはしもと 相模原市 無料
http://www.city.saga
mihara.kanagawa.jp/b
unka/23264/index.ht

神奈川県 相模原市 ① パンづくり教室 毎月パンの種類を変えて、年間１１種類を製作する。
5月23日～3月27

日
城山公民館　　実習室 相模原市　　　教育委員会

http://www.sagamiha
ra-
kng.ed.jp/kouminkan/
shiroyama-k/

神奈川県 相模原市 ① しろやま里山探検隊
自然体験を通して、身近で貴重な地域資源や環境への理解を
深めます。

6月23日～3月3日
城山公民館　大会議室
他

しろやま里山探検隊実行委
員会、相模原市教育委員会

http://www.sagamiha
ra-
kng.ed.jp/kouminkan/
shiroyama-k/

神奈川県 相模原市 ①
第29回読書週間推進
事業

読書の普及、喜び、楽しさを学ぶ機会づくりを奨励し、学校選
考作品を展示、表彰します。

募集期間　7月～9
月末　　　　展示期
間　　10月中旬～

11月上旬

１階ピロティ 相模原市　　　教育委員会

http://www.sagamiha
ra-
kng.ed.jp/kouminkan/
shiroyama-k/

神奈川県 相模原市 ① 押絵教室 来年の干支を題材にした押絵を製作します。
10月17, 24日（公
民館）, 18, 25日
（中沢自治会館）

城山公民館　学習室・
研修室

相模原市　　　教育委員会

http://www.sagamiha
ra-
kng.ed.jp/kouminkan/
shiroyama-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
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神奈川県 相模原市 ① ステンドグラス教室 全２回で１作品を作成します。 11月8, 15日
城山公民館　学習室・
研修室

相模原市　　　教育委員会

http://www.sagamiha
ra-
kng.ed.jp/kouminkan/
shiroyama-k/

神奈川県 相模原市 ① 純銀粘土細工教室 全２回でペンダントトップとストラップ等を作成します。 11月13, 20日
城山公民館　学習室・
研修室

相模原市　　　教育委員会

http://www.sagamiha
ra-
kng.ed.jp/kouminkan/
shiroyama-k/

神奈川県 相模原市 ① れんげ楽級
「和やかに、健やかに、そして楽しく」

をテーマに、歌・工作・ｽﾎﾟｰﾂ・映画・見学・歴史講座等、全9回
にわたり行われる高齢者学級です。

9月20, 27日, 10月
11, 18, 25日, 11月

7, 15, 22, 29日
新磯公民館　他 新磯公民館

新磯公民館
046-256-1900

神奈川県 相模原市 ①
男の講座～男の料理
教室～

男性を対象とした、蕎麦打ちの講習会 11月10日 新磯公民館
新磯公民館

046-256-1900

神奈川県 相模原市 　　　① 図書館ツアー
普段見ることができない図書館の裏側を中心にご案内。
・親子コース、一般コースの２コース

10月28日 相模大野図書館 相模原市教育委員会 無料
相模大野図書館
042-749-2244

神奈川県 相模原市 　　　① おはなし地球儀
外国の文化、風土、おはなしの紹介　　　　　　今回テーマ国「ド
ミニカ共和国」

11月3日 相模大野図書館 相模原市教育委員会 無料
相模大野図書館
042-749-2244

神奈川県 相模原市 　　　① 私の好きな本
「私の好きな本」ということで、利用者に募集をかけ、提出して
もらったものを館内に、該当本と一緒に展示します。

10月27日～11月9
日

相模大野図書館 相模原市教育委員会 無料
相模大野図書館
042-749-2244

神奈川県 相模原市 　　　①
図書館員が選んだ
心に響く本

相模大野図書館の職員に「心に響く本」ということで書いて提
出してもらったものを、該当書架に貼付します。

10月27日～11月9
日

相模大野図書館 相模原市教育委員会 無料
相模大野図書館
042-749-2244

神奈川県 相模原市 ①
体験教室
「尖頭器作り」

黒曜石の剥片を鹿角ハンマーで加工し、尖頭器を製作します。
旧石器人がどのようにして石器を作っていたのか、黒曜石の
特徴などを体験を通して学びます

10月21日 旧石器ハテナ館 相模原市教育委員会
旧石器ハテナ館
042－777-6371

１０月１日から電話で
申込受付

神奈川県 相模原市 ①
岩宿遺跡・博物館見学
ツアー

旧石器時代研究幕開けのきっかけの地「岩宿遺跡」を見学しま
す。

10月27日
岩宿遺跡・博物館（相模
原駅からバスで移動）

相模原市教育委員会
旧石器ハテナ館
042－777-6371

１０月１日から往復ハ
ガキで申込受付

神奈川県 相模原市 ① 人形浄瑠璃
古民家園の茅葺屋根を背景に人形浄瑠璃を公演し、伝統文化
に親しむきっかけづくりとする。

10月28日 古民家園 相模原市教育委員会 無料
文化財保護課
042－769-8371

１０時から１１時３０分
まで。当日直接会場
へ。

神奈川県 相模原市 ① 勝坂遺跡まつり
土器の野焼き実演や弓矢遊び、火おこしなどの体験事業をと
おした遺跡でのまつり

11月3日 史跡勝坂遺跡公園 相模原市教育委員会 無料
文化財保護課
042－769-8371

当日直接会場へ。10
時から13時まで。

神奈川県 相模原市 ① 講演会と文化財探訪
相模原市文化財研究協議会で、午前中、相模原市緑区大沢
地区の歴史（六地蔵、笹野家、梅宗寺など）の講演会を行い、
午後から大沢地区の史跡めぐりを予定している。

11月10日 大沢公民館予定
主催：相模原市文化財研究
協議会共催：相模原市教育
委員会

無料
文化財保護課
042－769-8371

神奈川県 相模原市 ①
体験教室
「編布作り」

麻糸を編んでコースターを作成します。 11月18日 旧石器ハテナ館 相模原市教育委員会 無料
旧石器ハテナ館
042－777-6371

１１月１日から電話で
申込受付

神奈川県 相模原市 ③
さがみはら国際交流
フェスティバル

　「深めよう！国際交流、広げよう！世界の絆」をテーマに国際
交流を目的として、市内外多くの団体やボランティアの協力の
もと、様々な国のパフォーマンスや料理などを紹介するイベン
トを開催します。

10月21日
大野北公民館、学生会
館、さがみはら国際交流
ラウンジ

さがみはら国際交流フェス
ティバル実行委員会

無料
http://www1.odn.ne.j

p/sil/

神奈川県 相模原市 ① 2012市民平和のつどい

○鎌田實さん講演会「困難な時代をどう生きるか―平和・命・
環境を考える―」
○平和ポスターコンテスト入賞者表彰式
○広島平和大使派遣事業報告

11月4日 杜のホールはしもと 相模原市 無料
渉外課
042-769-8207
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神奈川県 相模原市 ③

第２１回ヤングフェス
ティバル

in
あいはら

子どもたちの手による子どもたちのまつり
　①お化け屋敷コーナー
　②アトラクションコナー
　　　･ジャグリング　　　・マジック
　③子ども遊びコナー
　　　・缶積み　・魚つり　・もぐらたたき他
　④創作コーナー
　⑤模擬店コーナー
　　　・みたらし団子　　・ひも付当てクジ飴
　　　・綿菓子　　　　　　・アイスクリーム
　　　・ジュース　　　　　・クジ付お菓子他

10月28日 相原公民館
ヤングフェスティバルinあい

はら実行委員会
無料

042-773-7800
相原公民館(代）

神奈川県 相模原市 ③
第3５回相原地区
ふるさとまつり

地域住民による地域t住民のためのまつり

　①パレード　　　　　　②防災フェアー
　③演芸大会　　　　　 ④抽選会
　⑤防犯コーナー　　　⑥木工コナー
　⑦バザー　　　　　　　⑧健康づくりコナー
　⑨福祉コーナー　　　⑩交通安全コーナー
　⑪文化展　　　　　　　⑫野菜市
　⑬園芸市　　　　　　　⑭模擬店　ほか

11月3日 地区内特設会場
第34回

相原地区
ふるさとまつり実行委員会

無料

042-773-7800
相原公民館(代）

相原連合自治会事務
局

神奈川県 相模原市 ①
市民講座「学びのらい
ぶ塾」受講者企画講座

知の循環型社会の仕組みづくりを目指すための市民講座研修
の実践編として、受講生が協力をしながら文化的なものから日
常生活に役立つものまで多種多様な内容の講座を実施しま
す。

4月1日～3月31日 市立総合学習センター
相模原市立総合学習セン
ター

http://www.sagamiha
ra-kng.ed.jp/

市民団体（学びサ
ポート研究会さくらの
森）と相模原市教育
委員会（総合学習セ
ンター）との協働事業

神奈川県 相模原市 ①②
教育実践研究論文支
援講座

自己の活動実践報告等に関する論文作成を中心に、教育実
践研究論文に応募する方を主な対象者として論文の書き方を
学ぶ機会を提供します。

11月17日 市立総合学習センター
相模原市立総合学習セン
ター

http://www.sagamiha
ra-kng.ed.jp/

神奈川県 相模原市 ① 市民大学

市内及び近隣の大学・専門学校など、高等教育機関の機能を
活かした学習機会を市民に提供します。
平成24年度は開催期間中に17高等教育機関、２行政（相模原
市教育委員会・座間市教育委員会）コースで37講座を実施

7月1日～1月26日

市立総合学習センター、
座間市立公民館等公共
施設及び大学・専門学
校等キャンパス

市民大学参加校（１７高等
教育機関）
座間市教育委員会
相模原市教育委員会

http://www.sagamiha
ra-kng.ed.jp/

神奈川県 相模原市 ①
傾聴ボランティアの基
本講座

３人の講師が具体的な事例に基づきながら「傾聴」の心構えや
技法等についての講義を進めていきます。

10月20日, 11月3,
10日

午前10:30-12:00
ソレイユさがみ さがまちコンソーシアム

042-747-9038

http://sagamachi.jp/

神奈川県 相模原市 ③
桜美林大学パフォーミ
ングアーツプログラム
Vol.52

ダンス公演 11月5～10日
桜美林大学淵野辺キャ
ンパスプルヌスホール

桜美林大学
http://www8.obirin.ac
.jp/opai/

神奈川県 相模原市 ① 麻布大学大学際 未定 10月27日 麻布大学
学校法人麻布獣医学園麻
布学

無料 042-769－2032

神奈川県 藤沢市 ①
市民向け公開講座
「ITが拓く新しいネット
ワーク社会」

IT(情報技術)の進展により、インターネット、パソコン等のIT機
器が一般家庭に浸透するようになりました。本講座では、今後
の新しいネットワーク社会を実現するために必要となる情報技
術の最近の話題を分かりやすく解説します。

10月27日, 11月
10, 17日, 12月1日

湘南工科大学
学校法人
湘南工科大学

申込締切
10月26日

神奈川県 藤沢市 ③ 第48回松稜祭
本学の大学祭「松稜祭」は、学生によって企画される模擬店、
イベントなど趣向を凝らした催しで賑やかなイベントです。

11月23, 24日 湘南工科大学
学校法人
湘南工科大学

無料
http://shoryosai.shon
an-it.ac.jp/
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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 市区町村 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

神奈川県 相模原市 ①
市民大学
青山学院大学コース

『今こそ求められる｢社会と情報」をむすぶ視点』
「社会」と「情報」というキーワードから展開される二つの側面に
ついて解説します。

その一つは、社会に潜在する情報を導き出し・分析し、それを
有効活用する方法について、実例を元に解説します。
もう一つは、インターネットやケータイの一般的普及とWeb2.0と
いう言葉に代表されるそこで提供されるサービスの発達により
変化した社会についての解説と、どの様に社会を変えていくこ
とができるのかという視点から事例を元に解説します。

10月13日～
11月10日

毎週土曜日

青山学院大学
相模原キャンパス

相模原市・座間市・青山学
院大学

さがまちコンソーシア
ム
事務局　TEL：042-
703-8550

http://sagamachi.jp/
manabi/shimin-
daigaku/index.html

対象：相模原市、座
間市に在勤・在学・在
住の15歳以上の方

神奈川県 相模原市 ①
市民大学
青山学院大学コース

暮らしに役立つ経営工学
経営システム工学の4つの領域（経営管理、IE・生産管理、統
計・品質管理、OR・情報）の視点で暮らしを科学します。

11月17日～12月
15日

毎週土曜日

青山学院大学
相模原キャンパス

相模原市・座間市・青山学
院大学

さがまちコンソーシア
ム
事務局　TEL：042-
703-8550

対象：相模原市、座
間市に在勤・在学・在
住の15歳以上の方

神奈川県 緑区 ① 平成24年度公開講座 今回のテーマは「手を動かして健康維持」です。 10月13日
昭和大学

横浜キャンパス
昭和大学 無料

http://www.showa-
u.ac.jp/about_us/ext_l
ect/ext_lect_info.html

神奈川県 青葉区 ① 平成24年度公開講座
今回のテーマは「急性心筋梗塞と心臓リハビリ」「認知症の正
しい理解」です。

10月13日
昭和大学

藤が丘病院
昭和大学 無料

http://www.showa-
u.ac.jp/about_us/ext_l
ect/ext_lect_info.html

神奈川県 都築区 ① 平成24年度公開講座
「膝痛・足痛について」「気管支ぜんそく ～最近の治療につい
て～ 」の2講演を行います。

10月13日
昭和大学

横浜市北部病院
昭和大学 無料

http://www.showa-
u.ac.jp/about_us/ext_l
ect/ext_lect_info.html

神奈川県 川崎市 ③
オペラ歌手と童謡を歌
う会

プロのオペラ歌手と一緒に四季折々の童謡を歌っていただく企
画です。

10月18日
昭和音楽大学スタジオ・
リリエ

㈱プレルーディオ（共催：昭
和音楽大学）

㈱プレルーディオ
044-953-2105

神奈川県 川崎市 ①,③
ピアノ・レクチャーコン
サート「超絶技巧のピ
アノ　幻想のピアノ」

2010年Nordic Piano Competition（北欧ピアノコンクール）覇
者、ローカス・ヴァルントニス初来日！テクニックとヨーロッパの
伝統を感じさせる音楽性を兼ね備えた若きピアニストの演奏
と、本学古川五巳教授による超絶技巧ピアノ作品についての
解説等をお楽しみください。

10月19日
昭和音楽大学ユリホー
ル

昭和音楽大学
昭和音楽大学演奏セ
ンター
044-953-9865

神奈川県 川崎市 ③

ミュージカル・ワーク
ショップ＜劇場でミュー
ジカル体験を！＞
[実践篇]舞台に立って
歌おう！踊ろう！

神奈川県、昭和音楽大学、女子美術大学が共同して、演劇、
ダンス、音楽、美術が融合したミュージカルのワークショップを
実施します。[実践篇]最終日の発表会では、ワークショップの
成果を披露して、公立文化施設のソフトの充実と、周辺地域の
賑わいの創出をめざします。

10月19,  20, 21日
神奈川芸術劇場
（KAAT）大スタジオ

神奈川県、学校法人東成学
園、学校法人女子美術大学

無料

http://www.tosei-
showa-
music.ac.jp/opera/mu
sicalws/

ワークショップ[実践
篇]への参加は、原則
として8/10～8/13に
実施した基礎篇への

参加が前提。
10/21の15:00より発
表会を開催。来場自

神奈川県 川崎市 ①,③
マエストロ星出豊の「指
揮法講座」

指揮法の基礎から実習までを２日間学びます。聴講募集中で
す。

10月20, 21日 昭和音楽大学Ｃ511 昭和音楽大学
昭和音楽大学演奏セ
ンター
044-953-9865

神奈川県 川崎市 ③
エアラス クラリネットク
ワイヤー「特別演奏会」

6種類ものクラリネットを使った、総勢70名規模のクラリネット
オーケストラの響きをお楽しみください。

10月21日
昭和音楽大学　テアト
ロ・ジーリオ・ショウワ

昭和音楽大学
昭和音楽大学演奏セ
ンター
044-953-9865

神奈川県 川崎市 ③
SHOWAミュージック・カ
フェ「金管楽器の楽し
み」

若手演奏家が出演するコンサートシリーズです。今回は金管
楽器に焦点を当て、魅力を存分にご堪能いただけます。

10月27日
昭和音楽大学ユリホー
ル

㈱プレルーディオ（共催：昭
和音楽大学）

㈱プレルーディオ
044-953-2105

神奈川県 川崎市 ③ 昭和音大祭
学生による90以上もの多種多様なステージ公演だけでなく、こ
ども向け楽器演奏体験等の様々な企画でお楽しみいただけま
す。

11月3, 4日 昭和音楽大学
昭和音楽大学
学生会

無料
http://showamusic-
gakuseikai.com/show
afes/

神奈川県 川崎市 ③
昭和音楽大学「第19回
コンチェルト定期演奏
会」

成績優秀者より選抜された若きソリストたちが数々の協奏曲を
披露します。

11月11日
昭和音楽大学　テアト
ロ・ジーリオ・ショウワ

昭和音楽大学
昭和音楽大学演奏セ
ンター
044-953-9865

神奈川県 川崎市 ③
昭和音楽大学ミュージ
カル公演2012「みどり
の天使」

指で触れただけで緑や花を咲かせてしまうという不思議な力を
持った少年チトの物語です。チトの起こす奇跡が世の中を幸せ
に導きます。フランスの作家、モーリス・ドリュオン原作の心温
まるストーリーです。

11月16, 17日
川崎市アートセンターア
ルテリオ小劇場

昭和音楽大学
昭和音楽大学演奏セ
ンター
044-953-9865

神奈川県 川崎市 ③
昭和音楽大学管弦楽
団「第31回定期演奏
会」

弦・管・打楽器専攻の学生が主体のオーケストラによる演奏会
です。瑞々しい感性が紡ぎ出す音楽をお楽しみください。

11月18日 昭和音楽大学　テアトロ・昭和音楽大学
昭和音楽大学演奏セ
ンター
044-953-9865

神奈川県 川崎市 ①
明治大学リバティ

アカデミーオープン
講座

黒川農場OPEN記念講座
台所から世界が見える！

11月10日
明治大学
黒川農場
本館

明治大学 無料
https://academy.meiji
.jp
03-3296-4423

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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神奈川県 川崎市 ①
明治大学リバティ

アカデミーオープン
講座

生田キャンパス地域産学連携研究センターOPEN
記念講座
安全・安心

11月23日
明治大学生田
校舎　地域産学連携研
究センター

明治大学 無料
https://academy.meiji
.jp
03-3296-4423

神奈川県 川崎市 ①②④
企画展「５号棟調査報
告」

登戸研究所第三科（５号棟）で行われていた偽札の製造に焦
点を当て，科学技術と平和について考える。パネル展示による
企画展示と凸版印刷体験を中心としたワークショップで構成。

2012年11月21日
～2013年3月2日

明治大学平和教育登戸
研究所資料館

明治大学平和教育登戸研
究所資料館

無料

ホームページ
http://www.meiji.ac.jp
/noborito/index.html
メール
noborito@mics.meji.ac
.jp

神奈川県
横浜市
泉区

①③ Ferris Festival 2012 大学祭 11月3, 4日
フェリス女学院大学
緑園キャンパス

フェリス女学院大学 無料

神奈川県
横浜市
中区

④
山手の丘
音楽コンクール

全国の未就学児から成人までを対象とする音楽コンクールの
本選

10月27日,
11月10日

フェリスホール フェリス女学院大学 無料
http://www.ferris.ac.j
p/

神奈川県
横浜市鶴

見区
①

平成24年度鶴見大学
横浜市民大学講座

本について幅広い知識を広げていただくため、昔の古典籍か
ら現代の電子書籍までをさまざまな角度から紹介します。

10月6, 13, 20日,
11月10, 17, 24日,

12月1日
鶴見大学会館 鶴見大学生涯学習センター

http://www.tsurumi-
u.ac.jp

神奈川県
横浜市鶴

見区
③ 第48回　紫雲祭

鶴見大学・鶴見大学短期大学部の大学祭です。今年の紫雲祭
は「鳥」というテーマで、出店・展示発表やフリーマーケット、
キャンドルナイト等を予定しています。

10月27, 28日
鶴見大学・鶴見大学短
期大学部キャンパス

紫雲祭実行委員会
http://www.geocities.
co.jp/CollegeLife-
Circle/1715/

神奈川県
横浜市鶴

見区
③

つるみ夢ひろば　　 in
總持寺

つるみ夢ひろば in 總持寺は、「地元鶴見の文化や歴史に親し
み、東日本大震災の被災地と絆を結ぶ」をテーマに開催しま
す。

11月3日 大本山總持寺
つるみ夢ひろば in 總持寺
実行委員会

http://www.sojiji.jp/o
shirase/2012yumehir
oba.pdf

神奈川県
横浜市神
奈川区

①④

公開講座
連続講演会
大規模災害と減災
Part2

福島第一原発事故以来課題となった全国の原発立地を考える
とともに、災害予測、地域防災まちづくり、災害医療、仮設住宅
やガレキ処理などに関する課題を検証します。

10月6, 13, 20, 27
日,
11月10, 17, 24日

横浜キャンパス内 神奈川大学広報部 無料
http://www.ku-
portsquare.jp/index.h
tml

1回のみの受講も可
能

神奈川県
横浜市西

区
①③

公開講座
日本人の神観念を読
み解く

ダイナミックに変化する神話の世界を、記紀神話に登場する三
貴子の末子スサノヲに焦点を当ててたどりながら、日本人の神
観念の変化を神話の注釈を通して考えます。

10月17, 24, 31日
みなとみらいエクステン
ションセンター

神奈川大学広報部
http://www.ku-
portsquare.jp/index.h
tml

神奈川県
横浜市西

区
①③

公開講座
中国の新しい姿をひも
とく

日本人が中国とかかわるときに考えたい事柄について、具体
的な中国の文化・習慣に関わる事例をテーマに、中国社会と
深くかかわったことのある講師陣から学びます。

10月19, 26日, 11
月2．9．16日

みなとみらいエクステン
ションセンター

神奈川大学広報部
http://www.ku-
portsquare.jp/index.h
tml

神奈川県
横浜市西

区
①③

公開講座
異端の思想史

唯物論の思想の始まりから完成までを、神の摂理を否定し、ひ
たすら物質にこだわった一風変わった思想家たちをテーマに
学びます。

10月23．30日．11
月6．13．20日

みなとみらいエクステン
ションセンター

神奈川大学広報部
http://www.ku-
portsquare.jp/index.h
tml

神奈川県
横浜市西

区
①③

公開講座
バリアフリーで何が起
きているのか

かくしゃくたる老後を迎える発想の転換が求められる前提のも
と、アポトーシスやエントロピーなど異分野の概念を応用しな
がら、住宅と健康の問題を考えます。

10月25日．11月
1．8日

みなとみらいエクステン
ションセンター

神奈川大学広報部
http://www.ku-
portsquare.jp/index.h
tml

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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神奈川県
横浜市神
奈川区

①③
公開講座
近代の社会哲学

｢近代｣において、法や権利の上で少なくとも人は平等であると
いう思想が生まれてきた過程を、古典的な著作の中から精選
したテキストを読み解くことで学びます。

11月5, 12, 19．26
日

横浜キャンパス内 神奈川大学広報部
http://www.ku-
portsquare.jp/index.h
tml

神奈川県
横浜市西

区
③

公開講座
連続講演会-日本文化
を流れるもの-
「井月の内なる芭蕉」

日本文化の持つ価値について、各界の一線で活躍する講師に
より、随筆・俳句など漂泊や自然とともに生きた文学者をテー
マに学びます。

11月17日
みなとみらいエクステン
ションセンター

神奈川大学広報部
http://www.ku-
portsquare.jp/index.h
tml

左記のほか
10/13.12/15.2013/1/
19.2/2にも開講予定

神奈川県 平塚市 ③ 平塚祭

湘南ひらつかキャンパス大学祭です。学生による活動成果の
発表のほか数々のイベントが開催されます。高校生を対象に
「ミニオープンキャンパス」「理学部オープンラボ」も行われま
す。

10月27,  28日
湘南ひらつかキャンパス
全域

平塚祭実行委員会 無料
http://hiratsukasai2.
web.fc2.com/

神奈川県
横浜市神
奈川区

③
外国語学部文化ウィー
ク2012

外国語学部学生による学修成果の発表やスピーチコンテスト
です。ほかにも、中国語学科学生による中国語コント「小品」上
演会や、異文化交流フェスタなどのイベントがあります。

10月27日．11月
17．23日

横浜キャンパス　1・16・
17・20号館

神奈川大学外国語学部文
化ウイーク実行委員会

無料

http://www.ffl.kanaga
wa-
u.ac.jp/week/index.ht
ml

神奈川県
横浜市神
奈川区

③ 神大フェスタ
横浜キャンパス大学祭です。学生による活動成果の発表のほ
か数々のイベントが開催されます。高校生を対象に「ミニオー
プンキャンパス」も行われます。

11月3, 4日 横浜キャンパス　全域 神大フェスタ実行委員会 無料
http://jindaifesta.com
/

神奈川県
横浜市神
奈川区

③④
第16回常民文化研究
講座

「大津波と集落－東北大震災と三陸大海嘯　集落に承け継が
れるもの－」と題して、4人の講師が震災と復興をテーマに報告

11月10日 横浜キャンパス2号館
神奈川大学日本常民文化
研究所

無料
http://jominken.kana
gawa-u.ac.jp/

神奈川県 伊勢原市 ②③ 第34回瑞木祭

瑞木祭（産業能率大学学園祭）において下記イベントを行う予
定です。
・各ゼミ研究発表
・講演会（講演者未定）
・エコキャップ活動

11月10, 11日
産業能率大学　湘南
キャンパス

産業能率大学　瑞木祭実行
委員会

無料
http://www.sanno.ac.j
p/univ/campus_life/e
vent/gakuensai.html

神奈川県 伊勢原市 ②③
第34回瑞木祭
「第3回 上野彦馬とそ
の写真展」（仮題）

・上野彦馬が撮影した本学所蔵の古写真他と上野彦馬邸の一
部 部材の展示を、学園祭期間中に実施します。

11月10, 11日
産業能率大学　湘南
キャンパス

学校法人産業能率大学、
産業能率大学　湘南キャン
パス図書館

無料
http://www.sanno.ac.j
p/univ/library/

神奈川県 横浜市 ①② 小泉信三記念講座

講演会
演題：「伝えることば、伝わる情報～スポーツ界のコミュニケー
ション～」
講演者：法政大学　山本浩教授

10月26日
16：30～18：00

慶應義塾大学日吉キャ
ンパス来往舎1階シンポ
ジウムスペース

慶應義塾大学 無料
http://www.rcp.keio.a
c.jp/ora/koizumikoza
/index.html

この講座は広く学外
の方にも聴講料無料
で公開されており、特
に予約なく自由に参
加いただけます。

神奈川県 川崎市 ④
オープンテクノキャンパ
ス

キャンパスを公開し、現在、推進中の先端的な研究・教育活動
について、広く一般の方に紹介します。

11月10日
慶應義塾大学新川崎タ
ウンキャンパス

慶應義塾大学 無料
http://www.k2.keio.ac
.jp/oc.html

神奈川県 川崎市 ④
（新川崎・創造のもり）
オープンセミナー

「新しい社会システムの構築に向けて」を共通テーマとして、研
究プロジェクトの成果を社会に還元することを目的に、関連す
る３つのセミナーを開催します。

11月10日
慶應義塾大学新川崎タ
ウンキャンパス

慶應義塾大学
川崎市

無料
http://www.k2.keio.ac
.jp/seminar.html

神奈川県 横浜市 ①、④
Hiyoshi Research
Portfolio 2012（日吉
キャンパス研究成果報

日吉キャンパス所属の専任教員による研究活動の内容と成果
を広く紹介し、社会に向けて発信

11月9, 10日
慶應義塾大学日吉キャ
ンパス来往舎

慶應義塾大学日吉キャンパ
ス

無料
慶應義塾大学日吉研
究支援センター

神奈川県 川崎市 ①
ともに生きる　～タイの
ＨＩＶ／AIDSのNPOの
現場から

タイのエイズ状況の報告とともに、差別や偏見を越えて、どうし
たら「ともに生きる」ことができるかを、タイのＨＩＶ／ＡＩＤＳの
方々の人生を通して考える。

11月17日
日本女子大学西生田
キャンパス

生涯学習センター 無料
http://llc.jwu.ac.jp/ni
shiikuta.html

神奈川県 川崎市 ②
大学のグランドで遊ぼ
う　ーほんとうの遊びの
原点を知るために

広々とした空間で、多くの仲間と共に芝生の上を歩いたり・走っ
たり、ボールゲームといった運動をする。

10月27日
日本女子大学西生田
キャンパス

生涯学習センター 無料
http://llc.jwu.ac.jp/ni
shiikuta.html

小学生とその保護者

神奈川県 川崎市 ②
地図から知る世界のす
がた－小学生のため
の世界地理入門講座

小学校では世界の地理学習の機会が少ないが、この講座で
は学校の授業でなかなか学べないことを取りあげる。

10月20日
日本女子大学西生田
キャンパス

生涯学習センター 無料
http://llc.jwu.ac.jp/ni
shiikuta.html

小学校５～６年生対
象

神奈川県 川崎市 ①
地名と地図から学ぶ防
災の知恵

「地理学」の立場から、先人が知名に残してきた災害の教訓を
学ぶとともに、市街化が進展して過去の地形などが隠されてい
る場所において、過去と現在の地図を比較し、災害の危険性

11月5, 12, 19日
日本女子大学西生田
キャンパス

生涯学習センター
http://llc.jwu.ac.jp/ni
shiikuta.html

神奈川県 川崎市 ②
子どもの算数・数学の
つまずきとその指導

算数や数学のつまずきの原因について、心理学の研究成果を
もとに解説し、つまずきを解消する指導法について紹介する。

10月24日
日本女子大学西生田
キャンパス

生涯学習センター
http://llc.jwu.ac.jp/ni
shiikuta.html

神奈川県 川崎市 ①
宝塚歌劇探訪　ー100
年かけて紡ぐ夢

宝塚を宝塚たらしめているものは何か、それがどのように生ま
れ、発展してきたのかを改めて考える。

10月13, 27, 11月
10日

日本女子大学西生田
キャンパス

生涯学習センター
http://llc.jwu.ac.jp/ni
shiikuta.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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神奈川県 川崎市 ①
生涯スポーツとしての
テニス

初心者には基本スキルの指導、中・上級者にはゲームを楽し
んでもらう。

9月27日, 10月4,
11, 18, 25日, 11月

1,8, 15日

日本女子大学西生田
キャンパス

生涯学習センター
http://llc.jwu.ac.jp/ni
shiikuta.html

神奈川県 川崎市 ①
楽しみながらの健康づ
くり

年齢、性別を問わず、無理なく楽しみながら、自然に身体を動
かしていく中で、健康づくりができるように様々なカリキュラムを
行う。

9月26日, 10月3,
10, 17, 24, 31日,
11月7, 14, 21, 28

日

日本女子大学西生田
キャンパス

生涯学習センター
http://llc.jwu.ac.jp/ni
shiikuta.html

神奈川県 川崎市 ①
絵画化された「源氏物
語」

国宝源氏物語絵巻などの華麗な絵画資料を見ながら、物語本
文を巻順に精読していく。

10月19日,11月16
日,12月21日

日本女子大学西生田
キャンパス

生涯学習センター
http://llc.jwu.ac.jp/ni
shiikuta.html

神奈川県 川崎市 ① 初めての「遠野物語」
遠野の説話に描かれた、人間の持つ根源的な欲望や、歓び
や、悩みを読み解くとともに、自分自身の内なる遠野を呼び起
こす。

11月15日,12月13
日,1月10, 24日,
2月7日,21日

日本女子大学西生田
キャンパス

生涯学習センター
http://llc.jwu.ac.jp/ni
shiikuta.html

神奈川県 川崎市 ① オペラを楽しむ
有名な作品から隠れた名作まで、時代を追いながら作品の紹
介を進め、作曲家や作品の解説・鑑賞、演奏を含めオペラに
親しみを感じ楽しむ。

11月8, 22日,
12月6, 20日

日本女子大学西生田
キャンパス

生涯学習センター
http://llc.jwu.ac.jp/ni
shiikuta.html

神奈川県 川崎市 ① 歌唱講座
発声から歌唱法まで、声楽の基礎とアンサンブルの練習を行
う。

10月4日,11日,18
日,11月1, 8, 22日,

12月6, 20日,
1月17, 31日, 2月

14, 28日

日本女子大学西生田
キャンパス

生涯学習センター
http://llc.jwu.ac.jp/ni
shiikuta.html

神奈川県 川崎市 ①
篠笛講座　入門～初
級・中級

篠笛の音を楽しみながら、独奏曲という「新しい表現」として、
色々な曲を学び、篠笛の面白さに触れる。

10月1, 15日, 11月
5日, 12月3,17日,

1月7日

日本女子大学西生田
キャンパス

生涯学習センター
http://llc.jwu.ac.jp/ni
shiikuta.html

神奈川県 川崎市 ① 朗読講座
発音発声の基礎から、詩や文学作品の内容理解、声に出して
朗読する楽しさを味わう。

10月22日,11月12
日,26日,12月10日

日本女子大学西生田
キャンパス

生涯学習センター
http://llc.jwu.ac.jp/ni
shiikuta.html

神奈川県 川崎市 ① 絵手紙の手ほどき
絵手紙の基本的な約束事を習得しながら、誰の真似でもな
い、個性豊かな自分だけの絵手紙をつくる。

10月1, 15, 29日,
11月12, 26日, 12
月10, 17日, 1月21

日, 2月4, 18日

日本女子大学西生田
キャンパス

生涯学習センター
http://llc.jwu.ac.jp/ni
shiikuta.html

神奈川県 川崎市 ① 名句鑑賞と俳句実作

多くの人に愛誦され、心に残るそれぞれの季節の作品を取り
上げて解説し、自由な感想、話し合いをしつつ鑑賞を深める。
実作は提出作品の相互選句・合評、添削を通して創り読むこと
の楽しさを味わう。

10月16日,11月20
日,12月18日,1月
15日,2月19日

日本女子大学西生田
キャンパス

生涯学習センター
http://llc.jwu.ac.jp/ni
shiikuta.html

神奈川県 川崎市 ①
現代俳句（人と作品）と
俳句実作

現代の俳句の当季の作品を通して、その鑑賞とともに、それぞ
れの作者及び代表作などについて触れてい。俳句実作は、提
出作品について、相互の選句・合評、添削を通して、作句の力

10月23日,11月27
日,12月11日,1月
22日,2月26日

日本女子大学西生田
キャンパス

生涯学習センター
http://llc.jwu.ac.jp/ni
shiikuta.html

神奈川県 川崎市 ①
「万葉集」講読と短歌実
作

毎回、「万葉集」を順次読みつつ、短歌の理論と実作の両方を
並行して学ぶ。

10月16日,11月20
日,12月18日,1月
15日,2月19日

日本女子大学西生田
キャンパス

生涯学習センター
http://llc.jwu.ac.jp/ni
shiikuta.html

神奈川県 川崎市 ①
ハウアーユーから始め
る英会話

中学1年生レベルのやさしい英語を使って、日常生活、身の回
りのことを話せるようになることを目指す。

10月12, 19, 26日,
11月2, 9, 16, 30

日,

日本女子大学西生田
キャンパス

生涯学習センター
http://llc.jwu.ac.jp/ni
shiikuta.html

神奈川県 川崎市 ① 初心者の集う英会話

中学1～2年生レベルの会話を目指す方を対象。自己紹介やも
う少し英語らしい会話に挑戦したい方に「わからないことを聞き
なおす」「自分のペースで会話を続ける」など会話のコツを指導
する。

10月23, 30日,
11月6, 13, 20, 27

日,
12月4, 11日

日本女子大学西生田
キャンパス

生涯学習センター
http://llc.jwu.ac.jp/ni
shiikuta.html

神奈川県 川崎市 ① 総合英語Ⅰ
リーディングとスピーキングを中心に英語の総合力を伸ばすこ
とを目標とする。

10月3, 10, 24, 31
日, 11月14, 21日,
12月5, 19日, 1月
9, 23, 30日, 2月6

日本女子大学西生田
キャンパス

生涯学習センター
http://llc.jwu.ac.jp/ni
shiikuta.html

神奈川県 川崎市 ① 総合英語Ⅱ
読解力、会話力を中心に総合的に英語力を伸ばす。単に読む
だけではなく、コメント等を英語で話せる力を養うことも目的と
する。

10月3, 10, 24, 31
日, 11月14, 21日,
12月5, 19日, 1月
9, 23, 30日, 2月6

日本女子大学西生田
キャンパス

生涯学習センター
http://llc.jwu.ac.jp/ni
shiikuta.html

神奈川県 川崎市 ① 韓国語講座（入門）
ハングル文字と発音をある程度学習した方を対象に、基礎的
な文法や会話を体系的に学ぶ。

10月5日,12日,19
日,26日,11月2日,9
日,16日,30日,12月
7日,14日,21日,1月

11日

日本女子大学西生田
キャンパス

生涯学習センター
http://llc.jwu.ac.jp/ni
shiikuta.html

神奈川県 川崎市 ① 韓国語講座（初級）
基礎的な文法と簡単な日常会話をある程度学習した方を対象
に、語彙を増やし新しい文法や語句・表現を覚えながら、日常
生活でよく使われる会話を中心に学ぶ。

10月5, 12,19, 26
日, 11月2, 9, 16,
30日, 12月7, 14,
21日, 1月11日

日本女子大学西生田
キャンパス

生涯学習センター
http://llc.jwu.ac.jp/ni
shiikuta.html
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神奈川県 川崎市 ① 初級中国語
日常生活に必要な中国語会話を学ぶ、初心者対象講座。正確
な発音をマスターした上で、生活上の様々な場面を設定し、基
本文法を取り入れ、実践的な会話練習を行う。

10月2, 9, 16, 23,
30日,11月6, 13,
20, 27日, 12月4,

11, 18日

日本女子大学西生田
キャンパス

生涯学習センター
http://llc.jwu.ac.jp/ni
shiikuta.html

神奈川県 川崎市 ① 中級中国語
発音に注意しながら、長文の読解力及び作文力を伸ばす他、
講義をなるべく中国語で行い、聴解力を身につける。

10月10, 17, 24, 31
日,11月7, 14, 21,
28日,12月5, 12日,

1月9, 23日

日本女子大学西生田
キャンパス

生涯学習センター
http://llc.jwu.ac.jp/ni
shiikuta.html

神奈川県 横浜市 ①④

舞岡から発信する生命
科学入門講座
～木原均博士の足跡
をたどり「科学する心」
を開花する～

身近な生き物の不思議を発見し、生命科学の面白さを探求す
るための導入教養講座です。横浜市立大学木原生物研究所
「舞岡サイエンスラウンジ」の連続企画になります。今回の連
続講座ではフィールドワークによって進められている植物に関
する研究をご紹介します。

11月17日, 12月15
日, 平成25年1月
19日

横浜市立大学
舞岡キャンパス（木原生
物学研究所）

横浜市立大学

http://www.yokoham
a-
cu.ac.jp/ext/index.ht
ml

神奈川県
横浜市中

区
①,②,
③,④

企画展「高句麗壁画古
墳報道写真展」

高句麗壁画古墳に関する最新の発掘調査結果を紹介するとと
もに、共同通信社が取材、配信した記事を掲載した紙面を写
真も交えて展示します。古墳を復元し、体感してもらうコーナー
も設けます。会期中に、専門家らによる講演会の開催も予定し

10月6日～12月16
日

日本新聞博物館
共同通信社、日本新聞博物
館

http://newspark.jp/n
ewspark/

神奈川県
横浜市中

区
①,②,
③,④

日本新聞博物館無料
開館日

日本新聞博物館の開館記念日のため、無料でご入館いただけ
ます。

10月12日 日本新聞博物館 日本新聞博物館 無料
http://newspark.jp/n
ewspark/

神奈川県 鎌倉市 ①,③
重要文化財「旧一条恵
観山荘」公開講座

通常非公開の国指定重要文化財「旧一条恵観山荘」をはじ
め、庭内の公開と解説等を行います。

10月28日 当敷地 財団法人茶道宗・流不審庵 0467-53-7900
日程は仮。他の日程
でも開催を検討中

神奈川県
足柄上郡
山北町

①，③ 盆栽展
盆栽の展示、および盆栽に関する相談を受付け無料指導しま
す。

11月1～15日
山北松月園内(足柄上
郡山北町向原2092)

財団法人髙木伝統園芸文
化振興財団

無料 042-371-3723

神奈川県 横須賀市 ①
国立特別支援教育総
合研究所公開

国立特別支援教育総合研究所の活動内容や所内施設等を紹
介します。

11月10日
国立特別支援教育総合
研究所

国立特別支援教育総合研
究所

無料 a-koho@nise.go.jp

神奈川県 横浜市 ④ 2012精研公開
精密工学研究所では，電気・情報・機械・材料の幅広い分野の
最新成果を紹介する研究所公開を開催します。

10月26日
東京工業大学すずかけ
台キャンパス

東京工業大学精密工学研
究所

無料
http://www.pi.titech.a

c.jp

神奈川県 横浜市 ①
学び直しの小学校理科
（物理編）

小学生がどんな勉強をしているのかを知りたいお父さんやお
母さん、理科に苦手意識のある学生のみなさん、もう一度、小
学校理科を学んでみませんか？実験やものづくりを通して、小
学校理科で学ぶ電磁気に関する基本的な内容を再確認し、日
常生活での活用例もみていきます。

11月10日

横浜国立大学
教育人間科学部第2研
究棟316室（物理学大実
験室）

横浜国立大学 無料 http://www.ynu.ac.jp

神奈川県 横浜市 ①
脳の働きと人工知能の
可能性

本講座では、人間の脳の生理学的な側面から脳の構造と機能
について説明します。自分の頭の中身がどのようになっている
のかを知る絶好の機会です。さらに、機械工学および情報工
学の側面から、脳を人工的にコンピューター上で創る試みにつ
いて現状を紹介し、人工知能の可能性について言及したいと

11月10日
横浜国立大学
環境情報1号棟310室

横浜国立大学 http://www.ynu.ac.jp

神奈川県 横浜市 ①
国際都市横浜と人々の
移動

国際都市横浜を人の移動に焦点をあてて講義を行います。ア
ジア、アフリカ、アメリカから横浜にやってきた人々の動きを追
いながら、彼らの見に映る横浜の姿を通して、国際化の意味す
るもの、そして国際都市横浜の過去・現在・未来を展望します。

10月27日, 11月3,
17, 24日, 12月1日

横浜国立大学
教育文化ホール大集会
室

横浜国立大学 無料 http://www.ynu.ac.jp

神奈川県 横浜市 ③
公立大学法人　横浜市
立大学学術情報セン
ター　市民講習会

学術情報センター所蔵の地方史コレクションを使った、ガイド
ブック作りについてご紹介します。

11月中～下旬
横浜市立大学学術情報
センター
（八景キャンパス）

横浜市立大学学術情報セン
ター

無料
http://www.yokoham
a-cu.ac.jp/

神奈川県
三浦郡葉

山町
①、③、

④
第１５回　先導科学研
究科　学術講演会

日頃の研究成果を多くの方々に提供するため、以下の講演会
を開催します。
①「マヤ文明の盛衰と環境変動」－環境考古学による気候と植
生の復元－
②「ソバの生物学」－進化遺伝学の視点から－

11月3日
総合研究大学院大学葉
山キャンパス

総合研究大学院大学先導
科学研究科

無料
総務課　先導科学研

究科事務係
TEL：046-858-1577
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