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新潟県 新潟市 ③
平成24年度　秋の読書
週間講演会

秋の読書週間（10月27日～11月９日（文化の日を中心にした２
週間）にあわせ、県民の読書習慣の普及促進を目的として、当
県出身の文芸評論家 斎藤美奈子氏による講演会を開催しま

11月3日
新潟県立生涯学習推進
センター　ホール

新潟県立図書館 無料
http://www.pref-

lib.niigata.niigata.jp/

新潟県 新潟市 ①
きむらゆういち　おはな
し会

子ども読書活動推進のために、児童文学作家を招聘し小学校
高学年児童から一般成人を対象に講演会を開催します。

11月10（土）, 11
（日）

10日上越市
11日新潟市

新潟県教育委員会 無料
新潟県教育庁生涯学

習推進課
(025)280-5617

新潟県 新潟市 ①，③
文書館歴史講座（特別
企画展記念講演会）

特別企画展「江戸時代のベストセラー～和本の世界へようこそ
～」の記念講演会として和本に関するお話をしていただきま

10月27日
新潟県立生涯学習推進
センター　ホール

新潟県立文書館
http://www.archives.

pref.niigata.jp/

新潟県 新潟市 ①，③ 特別企画展
「江戸時代のベストセラー～和本の世界へようこそ～」と題し、
様々なジャンルの和本を展示します。手に触れてみることがで
きる展示会です。

10月30日～11月4
日

新潟県立文書館閲覧室
ほか

新潟県立文書館 無料
http://www.archives.

pref.niigata.jp/

新潟県 新潟市 ①，③
古文書中級解読講座
（秋季）

古文書や和本に登場するくずし字の解読を中心にしながら、内
容を楽しむことも目的とした講座です。

11月2, 9日
新潟県立生涯学習推進
センター　ホール

新潟県立文書館
http://www.archives.

pref.niigata.jp/

新潟県 新潟市 ①，③ 常設展示⑤ 特別企画展への案内展示として、和本を展示します。
10月16日～11月4

日
新潟県立図書館エントラ
ンスロビー

新潟県立文書館 無料
http://www.archives.

pref.niigata.jp/

新潟県 新潟市 ①，③ 常設展示⑥ 特別企画展のダイジェスト展示を行います。
11月6日～12月2

日
新潟県立図書館エントラ
ンスロビー

新潟県立文書館 無料
http://www.archives.

pref.niigata.jp/

新潟県 上越市 ③
越後国域確定1300年
記念リレー講演会（第6
回）

新潟県内の1300年前ころの遺跡や出土品をテーマとする全9
回の講演会です。鈴木景二氏（富山大学人文学部教授）が「ヤ
マト政権の越後進出について－神の済・弥彦神社－」と題して

10月27日
上越市埋蔵文化財セン
ター

新潟県教育委員会 無料
http://www.pref.niiga
ta.lg.jp/bunkagyosei/

新潟県 津川町 ③
越後国域確定1300年
記念遺跡ウォーキング
（第3回）

鉄道の駅から遺跡まで歩き、遺跡や地域の魅力を知っていた
だくイベントです。JR津川駅から県史跡津川城跡と紅葉の麒麟
山を巡ります。

11月11日 JR津川駅～津川城跡 新潟県教育委員会 無料
http://www.pref.niiga
ta.lg.jp/bunkagyosei/

新潟県 佐渡市 ③
佐渡金銀山世界遺産
国際シンポジウム

世界遺産登録を目指す佐渡金銀山の歴史資料について、ドイ
ツ人研究者と国内専門家が講演及び意見交換をする。

10月13日 アミューズメント佐渡
新潟県教育委員会
佐渡市

無料
http://www.pref.niiga
ta.lg.jp/bunkagyosei/

新潟県 新潟市 ③
佐渡金銀山世界遺産
フォーラム

世界遺産登録を目指す佐渡金銀山について、前ユネスコ事務
局長の松浦晃一郎氏が講演するとともに、地元の有識者等が
意見交換する。

11月25日
朱鷺メッセ　マリンホー
ル

新潟県教育委員会
佐渡市　他

無料
http://www.pref.niiga
ta.lg.jp/bunkagyosei/

新潟県 新発田市 ②．③
新潟県高等学校総合
文化祭

新潟県内高校生の文化活動の成果を発表する場を提供し、高
校教育の場における文化活動の充実を図る。

10月30日 新発田市民文化会館 新潟県高等学校文化連盟
http://www.kobunren
.jp/

新潟県 長岡市 ①
まちなか大学「新潟発
漫画文化論」

全5回で構成される講座。世界をリードしてきた漫画文化につ
いて、その魅力や発信力にせまりつつ、新潟県との文化的な
接点も探っていきます。

10月15, 22, 29日,
11月5, 12日

長岡市地域交流セン
ターまちなかキャンパス
長岡

まちなかキャンパス長岡運
営協議会

http://www.machica
m.jp/

新潟県 長岡市 ①
こども学科「おいしい食
べ物サイエンス　ミルク
の謎」

小学５、６年生と中学生を対象にした講座で、おいしい食べ物
を作って、乳製品を科学的に学びます。

10月20日
長岡市地域交流セン
ターまちなかキャンパス
長岡

まちなかキャンパス長岡運
営協議会

http://www.machica
m.jp/

新潟県 長岡市 ①．④ 映画会
「めぐみ～引き裂かれた家族の30年」と「アニメ　めぐみ」を上
映します。無料で鑑賞できます。

10月20日 中央図書館 中央図書館 無料 0258-32-0658

新潟県 長岡市 ③
長岡デザインフェア
2012

「デザイン力で、守ろう、つくろう、楽しもう！」をテーマに、各種
デザインの展示紹介や市民参加型のイベントを実施します。

10月20, 21日
長岡造形大学・新潟県
立近代美術館

長岡デザインフェア2012実
行委員会

http://www.city.naga
oka.niigata.jp/

新潟県 長岡市 ①
市民プロデュース事業
「放射線と共存する社
会での生き方」

市民が企画及び運営を行う講座。放射線とはどういうものか、
放射線と共存するということはどんな状態か、放射性物質の悪
影響の避け方などを学びます。全5回実施。

10月20, 27日, 11
月17日, 他に2回
実施

長岡市地域交流セン
ターまちなかキャンパス
長岡

まちなかキャンパス長岡運
営協議会

http://www.machica
m.jp/

新潟県 長岡市 ②
県下生物・岩石標本・
自然科学写真展示会

県内の小・中・高校生を対象とした展示会で、自然の観察や研
究を通して科学知識を深め、自然保護の思想が普及向上する
ことを目的としています。出品された植物標本・昆虫標本・その
他動物標本・岩石標本、自然科学写真を展示するとともに、優
れた作品には賞を授与しています。

10月24日～11月
４日

長岡市中央図書館美術
センター

長岡市立科学博物館 無料
http://www.museum.
city.nagaoka.niigata.jp

10月29日のみ休館

新潟県 長岡市 ①
市民プロデュース事業
「ハワイアンカルチャー
を楽しもう！」

市民が企画及び運営を行う講座。ウクレレ・ハワイ語･フラ・ク
ラフト・キルトなど、ハワイの文化をより身近に感じてもらう講座
です。専門知識のある講師を招き、ワークショップを開催しま
す。全5回実施。

10月27日他に4回
実施

長岡市地域交流セン
ターまちなかキャンパス
長岡

まちなかキャンパス長岡運
営協議会

http://www.machica
m.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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新潟県 長岡市 ①
まちなかカフェ「こだわ
りの日本酒談義」

きれいな水とおいしい米に恵まれた長岡は、日本酒の宝庫。
米、水、そして人の力で、上質の日本酒が仕上がります。酒蔵
の現場を守るゲストを招き、酒造りの工程、よい日本酒の条
件、おいしい飲み方を知り、利き酒のコツを学びます。

10月27日
長岡市地域交流セン
ターまちなかキャンパス
長岡

まちなかキャンパス長岡運
営協議会

http://www.machica
m.jp/

新潟県 長岡市 ③
第49回長岡市民音楽
祭　「アオーレの市民
音楽祭！！」

新しく誕生した市民交流の拠点「アオーレ長岡」を舞台に、長
岡市内で活躍する団体が様々なコンサートを実施します。

10月27, 28日, 11
月4, 11日

シティホールプラザ　ア
オーレ長岡

長岡市民音楽祭実行委員
会

長岡市市民部生涯学
習文化課
0258-32-5110

新潟県 長岡市 ①
平成24年度長岡市教
育委員会表彰式

長岡市の教育に関し、功績の著しい方を表彰します。 10月28日
シティホールプラザ　ア
オーレ長岡

長岡市教育委員会 無料
長岡市教育委員会教

育部教育総務課
電話：0258-39-2238

新潟県 長岡市 ①
まちなかカフェ「大人が
楽しむリコーダー」

初心者から経験者までを対象に、リコーダーの種類や歴史の
話を聞いた後、実際に演奏にチャレンジしてみます。また、ゲ
ストによるミニコンサートも行います。

10月28日
長岡市地域交流セン
ターまちなかキャンパス
長岡

まちなかキャンパス長岡運
営協議会

http://www.machica
m.jp/

新潟県 長岡市 ③
第51回長岡市美術展
覧会

美術を愛する市民の創作活動の成果を発表する場と、美術を
味わう楽しさを普及していく事をねらいとして開催します。

11月1～5日
シティホールプラザ　ア
オーレ長岡

長岡市
長岡市教育委員会

無料
長岡市市民部生涯学

習文化課
0258-32-5110

新潟県 長岡市 ①．④ 映画会 「千の風になって」を上映します。無料で鑑賞できます。 11月11日 中央図書館 中央図書館 無料 0258-32-0658

新潟県 長岡市 ①
まちなかカフェ「３０代
～４０代限定ドキドキ料
理教室」

自分のライフスタイルを持つ同世代同士でお話しながら、
ちょっとお洒落なカフェ風ごはんを作ります。料理が初めての
方も大丈夫な講座です。

11月17日
長岡市地域交流セン
ターまちなかキャンパス
長岡

まちなかキャンパス長岡運
営協議会

http://www.machica
m.jp/

新潟県 長岡市 ①

まちなか大学「ソーシャ
ルスキル向上のための
コミュニケーションのス
スメ」

全5回で構成される講座。幅広い年齢層との実践交流をしてき
た5人の講師が、様々な角度から時に実体験をもとに、時に学
術的にコミュニケーションスキルについて話します。

11月19日他12月
まで4回

長岡市地域交流セン
ターまちなかキャンパス
長岡

まちなかキャンパス長岡運
営協議会

http://www.machica
m.jp/

新潟県 長岡市 ②

熱中！感動！夢づくり
教育
中学生総合文化祭
「JHS長岡夢フェスタ」

市内の中学生が学習・活動の成果（合唱、和楽器、地域芸能、
踊り）を市民に発表します。

11月23日
シティホールプラザ　ア
オーレ長岡

長岡市教育委員会 無料
長岡市教育委員会教

育部学校教育課
電話：0258-39-2249

新潟県 長岡市 ①
平成24年度長岡市教
育委員会表彰式
（児童・生徒）

長岡市の教育に関し、功績の著しい児童・生徒を表彰します。 11月23日
シティホールプラザ　ア
オーレ長岡

長岡市教育委員会 無料
長岡市教育委員会教

育部教育総務課
電話：0258-39-2238

新潟県 三条市 ①
あきジィのおはなしドー
ン

ボランティアによる児童向けのおはなし会を開催します。 11月3日 三条市立図書館（本館） 三条市立図書館 無料
http://lib.city.sanjo.ni

igata.jp/

新潟県 三条市 ①
家族でにっこりおはな
し会　2012

保育園の先生による児童・幼児・保護者向けのおはなし会を開
催します。

11月4日 三条市立図書館（本館） 三条市立図書館 無料
http://lib.city.sanjo.ni

igata.jp/

新潟県 三条市 ③ 井栗地区作品展
講座の受講生や地域住民の作品を展示します。茶道教室受
講生による茶席があります。

11月3, 4日 井栗公民館 三条市井栗公民館
http://www.city.sanjo
.niigata.jp/shougaigak
ushu/iguric/index.ht

新潟県 三条市 ③ 2012栄公民館展 公民館の各講座受講生及び一般市民の作品展です。 10月19～21日 農村環境改善センター 三条市栄公民館 無料
http://www.city.sanjo
.niigata.jp/shougaigak
ushu/sakaec/index.h

新潟県 三条市 ③ 下田文化祭
芸術・文化の発表の場と鑑賞する機会を提供し、地域の文化
の活性化と高揚を図ることを目的とします。

11月2, 3日 下田体育館

三条市下田公民館

三条市文化団体協会下田
支部

http://www.city.sanjo
.niigata.jp/shougaigak
ushu/shitadac/index.

html

新潟県 三条市 ③ 三条東公民館文化祭
公民館主催の教育講座受講生及び地区住民の作品の展示と
芸能の発表会及び秋のミニコンサートを開催します。

11月3, 4日 三条市三条東公民館 三条市三条東公民館
http://www.city.sanjo
.jp/shougaigakushu/h

igashic/index.htm

新潟県 三条市 ③ 大崎地区文化祭
公民館主催の教養・文化講座受講生及び地区住民の作品発
表です。

11月10, 11日 三条市大崎公民館 三条市 無料
http://www.city.sanjo
.niigata.jp/shougaigak
ushu/ohsakic/index.h

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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新潟県 三条市 ③ 本成寺地区作品展
公民館講座・サークルの受講生および地区住民による創作作
品を発表します。また、工作コーナーを設置し、茶道サークル
による茶席を開催します。

11月2～4日
三条市

本成寺公民館
三条市

本成寺公民館

http://www.city.sanjo
.niigata.jp/shougaigak
ushu/honjoujic/index.

html

新潟県 三条市 ③ 大島地区文化祭
大島公民館の主催教室・講座受講生及び地区住民の作品を
展示します。また、同時開催イベントとして体験コーナーを開設
します。

10月26～28日 三条市大島公民館 三条市大島公民館
http://www.city.sanjo
.niigata.jp/shougaigak
ushu/ohjimac/index.h

新潟県 三条市 ③ 嵐南地区文化祭
公民館主催の教養・文化講座受講生及び地区住民の作品発
表です。

10月27, 28日 三条市嵐南公民館 三条市 無料

http://www.city.sanjo
.niigata.jp/shougaigak
ushu/rannanc/index.
htｍｌ

新潟県 三条市 ③
企画展「三条の鍛冶道
具（仮）」

三条市の代表的産業である金属加工＝鍛冶を、職人たちが使
う道具に注目して紹介する企画展です。

10月13日～11月
18日

三条市歴史民俗産業資
料館　企画展示室

三条市歴史民俗産業資料
館

無料
http://www.city.sanjo
.niigata.jp/rekimin/

新潟県 三条市 ③ 漢学の里　しただ寄席
三遊亭白鳥師匠による落語会。漢字の面白さや四字熟語を題
材にした楽しくて役に立つ講演会です。

10月20日 諸橋轍次記念館 諸橋轍次記念館 無料
諸橋轍次記念館　電

話0256-47-2208

新潟県 三条市 ③
「日中国交正常化40周
年記念」第4回諸橋轍
次博士記念漢詩大会

先人諸橋轍次博士に倣い、新潟は三条市下田の諸橋記念館
より漢字文化の復興を世界に向けて発信します。

11月17～18日 諸橋轍次記念館
諸橋轍次博士記念漢詩大
会実行委員会

無料

http://www.city.sanjo
.niigata.jp/shougaigak
ushu/kangaku/page0
0009.html

新潟県 三条市 ③ 第8回三条市美術展
市民から「日本画」「洋画」「書道」などの６部門を公募し、展示
します。優秀作品には、市展賞はじめとする各賞が贈られま
す。

10月13～17日
三条市体育文化セン

ター
三条市 無料

http://www.city.sanjo
.niigata.jp/shougaigak
ushu/page00291.html

新潟県 三条市 ③ 第8回三条市音楽祭
「合唱」「ロック・ポピュラー」「器楽」「フリー」の４部門で出演者
を公募し、市内音楽団体・愛好者の活動を推進し、市民に広く
発表と音楽鑑賞の機会を提供します。

11月3, 11, 18, 25
日

三条市中央公民館 三条市 無料
http://www.city.sanjo
.niigata.jp/shougaigak
ushu/page00293.html

新潟県 柏崎市 ①
マナビィステージ in か
しわざき２０１２

柏崎公民館（市民プラザ）で舞踊や合唱などの生涯学習活動
に取り組んでいる団体が一堂に会し、日ごろの活動成果を披
露する発表会

11月10, 11日
柏崎市民プラザ「海の
ホール」

マナビィステージ実行委員
会（事務局：生涯学習課

無料
http://www.city.kashi
wazaki.niigata.jp/inde

x.html

新潟県 柏崎市 ①
緑化講習会
「冬囲い」（初心者向
け）

野菜や園芸植物の育て方・樹木の手入れなど、初めての方を
対象にした講習会で緑化美化への関心を高めます。

10月27日 市内 柏崎市生涯学習課
http://www.city.kashi
wazaki.niigata.jp/inde

x.html

新潟県 柏崎市 ① 洋食とデザート 18歳～おおむね45歳の若者を対象にした、自己啓発講座
10月2日～12月11
日

柏崎市市民プラザ 柏崎市生涯学習課
http://www.city.kashi
wazaki.niigata.jp/inde

x.html

新潟県 柏崎市 ① パンづくり 18歳～おおむね45歳の若者を対象にした、自己啓発講座
10月9日～12月4
日

柏崎市市民プラザ 柏崎市生涯学習課
http://www.city.kashi
wazaki.niigata.jp/inde

x.html

新潟県 柏崎市 ① 陶芸 18歳～おおむね45歳の若者を対象にした、自己啓発講座
10月11日～11月8
日

柏崎市市民プラザ 柏崎市生涯学習課
http://www.city.kashi
wazaki.niigata.jp/inde

x.html

新潟県 柏崎市 ①
秋の味覚を味わいま
しょう（料理・和食）

18歳～おおむね45歳の若者を対象にした、自己啓発講座
10月15日～12月
17日

柏崎市市民プラザ 柏崎市生涯学習課
http://www.city.kashi
wazaki.niigata.jp/inde

x.html

新潟県 柏崎市 ① ヨーガ 18歳～おおむね45歳の若者を対象にした、自己啓発講座
10月16日～12月
18日

柏崎市市民プラザ 柏崎市生涯学習課
http://www.city.kashi
wazaki.niigata.jp/inde

x.html

新潟県 柏崎市 ① ハロウィンスイーツ 18歳～おおむね45歳の若者を対象にした、自己啓発講座 10月25日 柏崎市市民プラザ 柏崎市生涯学習課
http://www.city.kashi
wazaki.niigata.jp/inde

x.html

新潟県 柏崎市 ① 生花（古流） 18歳～おおむね45歳の若者を対象にした、自己啓発講座
11月1日～12月13
日

柏崎市市民プラザ 柏崎市生涯学習課
http://www.city.kashi
wazaki.niigata.jp/inde

x.html

新潟県 柏崎市 ① お菓子づくり 18歳～おおむね45歳の若者を対象にした、自己啓発講座 11月1～29日 柏崎市市民プラザ 柏崎市生涯学習課
http://www.city.kashi
wazaki.niigata.jp/inde

x.html

新潟県 柏崎市 ①
緑化講習会
「花の寄せ植え」

野菜や園芸植物の育て方・樹木の手入れなど、初めての方を
対象にした講習会で緑化美化への関心を高めます。

11月17日 柏崎市市民プラザ 柏崎市生涯学習課
http://www.city.kashi
wazaki.niigata.jp/inde

x.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



第54回「教育・文化週間」関連行事

新潟県 柏崎市 ① Ｘ’masケーキづくり 18歳～おおむね45歳の若者を対象にした、自己啓発講座 12月20日 柏崎市市民プラザ 柏崎市生涯学習課
http://www.city.kashi
wazaki.niigata.jp/inde

x.html

新潟県 柏崎市 ① お正月のお花 18歳～おおむね45歳の若者を対象にした、自己啓発講座 12月27日 柏崎市市民プラザ 柏崎市生涯学習課
http://www.city.kashi
wazaki.niigata.jp/inde

x.html

新潟県 柏崎市 ① 子どもお楽しみ会 絵本読み聞かせ、紙芝居、アニメ上映等 10月27日 柏崎市立図書館 柏崎市立図書館 無料
http://lib.city.kashiwa

zaki.niigata.jp/

新潟県 柏崎市 ① 図書館講演会 郷土を知るための講演会 10月28日 柏崎市立図書館 柏崎市立図書館 無料
http://lib.city.kashiwa

zaki.niigata.jp/

新潟県 新発田市 ③
第18回郷土作家遺作
展｢白勢恒雄・髙橋久」

新発田ゆかりの作家・故白勢恒雄、故髙橋久氏の作品57点を
展示します。

11月1～11日
新発田市生涯学習セン
ター

新発田市・新発田市教育委
員会・新発田市文化団体連
合会

無料

新発田市教育委員会
生涯学習課　文化行
政室　電話0254‐22‐

9534

新潟県 新発田市 ①③
加治川地区公民館ま
つり

文化活動の発表・展示を行い、地域住民の学習の成果を披露
します。

11月10, 11日 加治川地区体育館 加治川地区公民館
http://www.city.shiba

ta.niigata.jp/

新潟県 新発田市 ③ 紫雲寺地区文化祭
紫雲寺地区公民館を利用する団体、個人の作品発表の場の
提供と鑑賞の機会を設け、芸術文化に対する意識の高揚を図

11月3, 4日 紫雲寺地区公民館 紫雲寺地区公民館 無料 0254-41-2291

新潟県 新発田市 ①
ぼくとわたしの読書感
想画展

こどもの読書週間の記念行事として、幼児～小学生を対象に
募集した読書感想画を展示します。

10月23日～
11月11日

新発田市立図書館
坪川記念室

新発田市立図書館 無料 0254-22-2418

新潟県 新発田市 ③
第３８回豊浦地区文化
芸能祭

豊浦地区公民館の利用者団体が、絵画・書道・手芸・陶芸・生
け花・写真等の作品展示と合唱・ダンス・踊り・民謡・吹奏楽・マ
ジック等の発表を行う。

11月10日～11日 豊浦地区公民館
豊浦地区文化・芸能祭実行
委員会

無料
t-

kominkan@city.shibat
a.lg.jp

新潟県 新発田市 ③ 秋の民謡とおどり 市内団体による民謡と踊りの祭典 11月3日 市民文化会館 市民文化会館 ２６－１５７６

新潟県 新発田市 ③ 新発田マジック文化祭 市内団体によるマジックの合同公演 11月4日 市民文化会館 市民文化会館 無料 ２６－１５７６

新潟県 新発田市 ③
詩吟・吟舞・剣武のつ
どい

市内団体による詩吟・吟舞・剣武の合同公演 11月11日 市民文化会館 市民文化会館 無料 ２６－１５７６

新潟県 小千谷市 ①
子ども図書館秋のつど
い

秋の読書週間にちなみ大型紙芝居や影絵を上演します。 10月20日 小千谷市民会館 小千谷市立図書館 無料
http://lib.city.ojiya.nii

gata.jp/

新潟県 小千谷市 ①
中川ひろたか絵本と歌
のファミリーコンサート

中川ひろたかさんをお迎えし、親子で絵本の読み聞かせや音
楽を楽しみます。

11月24日 小千谷市民会館 小千谷市立図書館 無料
http://lib.city.ojiya.nii

gata.jp/
整理券が必要

新潟県 小千谷市 ③ 第53回市民芸能祭り
市内を中心に活動する芸能団体による発表会をご覧いただけ
ます。（民踊、舞踊、大正琴、民謡、ダンスなど）

10月28日, 11月11
日

小千谷市民会館 小千谷市公民館 無料
http://www.city.ojiya.

niigata.jp

新潟県 小千谷市 ③ 第31回市民音楽祭
市内を中心に活動する音楽団体による発表会をご覧いただけ
ます。（合唱、フォーク、ロックなど）

11月17, 18日 小千谷市民会館 小千谷市公民館 無料
http://www.city.ojiya.
niigata.jp

新潟県 小千谷市 ③ 市民文芸のつどい
市民短歌大会や市民俳句大会、詩に対する理解を深める記
念講演を行います。

11月17日 小千谷市民会館 小千谷市教育委員会 無料
http://www.city.ojiya.
niigata.jp

新潟県 小千谷市 ① 生涯学習集中セミナー
「小千谷を知る。」をテーマに、民俗、文化財、エネルギー、六
次産業などを学習できます。

11月6日～概ね
1ヶ月

小千谷市民会館
楽集館など

小千谷市教育委員会
http://www.city.ojiya.
niigata.jp

新潟県 小千谷市 ③ 第３２回小千谷市展
美術を愛好する市民の創作作品発表の場として６部門におい
て募集し、入賞作品とともに展示します。

11月1～3日 東小千谷体育センター 市展実行委員会
http://www.city.ojiya.

niigata.jp

新潟県 小千谷市 ③ おぢやれ寄席
落語、漫才などを鑑賞し、日本の伝統文化に親しむ機会としま
す。

11月11日
小千谷市民会館大ホー
ル

おぢゃれ寄席実行委員会
http://www.city.ojiya.

niigata.jp

新潟県 加茂市 ③ 第45回　加茂市美術展
芸術の祭典として，広く一般に内外の優れた芸術作品を鑑賞
する機会を提供するとともに，芸術の創造とその発展を図りま

11月3～17日 加茂市市民体育館 加茂市 無料
0256－52－0080（内

線461）

新潟県 加茂市 ③
第18回　加茂市公民館
作品展

公民館、分館利用団体・教室の活動成果の発表として作品展
示、団体活動のＰＲ等です。

11月3～7日 加茂市公民館 加茂市公民館 無料 0256－52－1953

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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新潟県 加茂市 ③
第37回加茂市民音楽
祭

市民のピアノ、合唱、吹奏楽、バレエなどの成果発表の場で
す。

11月4日
加茂文化会館　大ホー
ル

加茂文化会館 無料 0256－53－0842

新潟県 十日町市 ③
第４５回　十日町市美
術展

美術愛好者の作品発表の場および優れた美術作品の鑑賞の
場を提供する。
日本画、洋画、版画、現代美術、彫刻、工芸、書道、写真の８
部門において作品を募集する。

10月20～23日 十日町市市民体育館 十日町市生涯学習課 無料
十日町市生涯学習課

025-757-8918

新潟県 十日町市 ③ 公民館まつり
公民館利用団体や講座・教室での成果発表の場として各種作
品の展示を行い、同時に芸能保存会の舞踊や有志による演劇
などを披露、地域文化の向上に努めます。

10月
27, 28日

中央公民館 中央公民館 無料
中央公民館

025-757-5011

新潟県 十日町市 ③
新保広大寺節保存会
40周年記念事業「全国
新保広大寺大会」

民謡のルーツと言われる新保広大寺節の保存会設立40周年
を記念し、全国に伝播した民謡団体を一堂に招き、相互に出
演発表を行う。

11月4日 十日町市市民会館
新保広大寺節保存会
（公民館共催）

会長　藤巻誠
025-755-2273

新潟県 十日町市 ①③ 下条地区文化祭
公民館の講座・教室や利用団体の成果発表の場として、また
地区民の交流の場として、各種作品の展示、ステージ発表や
各種バザーを行う。

11月3日 下条公民館 下条公民館 無料
下条区民館

025-755-2004

新潟県 十日町市 ③ 川治地区文化祭
公民館の各種教室、利用団体において、その活動において作
成した作品の発表の場として、地域文化の向上に寄与します。

11月3日 川治公民館 川治公民館 無料
川治公民館

025-752-2223

新潟県 十日町市 ③ 六箇地区文化祭
公民館の各種教室、利用団体において、その活動において作
成した作品の発表の場として、地域文化の向上に寄与します。

未定 六箇公民館 六箇公民館 無料
六箇公民館

025-752-2223

新潟県 十日町市 ③ 飛渡地区文化祭
公民館利用団体や講座・教室での成果発表の場として各種作
品の展示を行い、同時に芸能保存会の舞踊や有志による演劇
などを披露、地域文化の向上に努めます。

10月28日 飛渡第一小学校 飛渡公民館 無料
飛渡公民館

025-759-2032

新潟県 十日町市 ①③ 吉田公民館まつり
公民館利用団体や講座・教室での成果発表の場として各種作
品の展示や有志による演舞などを披露、地域文化の向上に努
めます。

11月3日 吉田公民館 吉田公民館 無料
吉田公民館

025-752-2874

新潟県 十日町市 ①③ 名ヶ山分館文化祭 作品の展示やステージ発表。 11月4日 吉田公民館名ヶ山分館 吉田公民館名ヶ山分館 無料
吉田公民館

025-752-2874

新潟県 十日町市 ①③ 真田分館秋ぶるめ 収穫感謝祭。 11月4日 吉田公民館真田分館 吉田公民館真田分館 無料
吉田公民館

025-752-2874

新潟県 十日町市 ①③ 水沢地区民文化祭
公民館利用団体や講座・教室での成果発表の場として各種作
品の展示、ステージ発表をを行います。

10月28日 水沢公民館 水沢公民館 無料
水沢公民館

025-758-3101

新潟県 十日町市 ① 大井田分館文化祭
公民館活動の成果発表の場であり、地域の文化芸能情報共
有の場です。

11月3日
大井田コミュニティセン
ター

中条公民館大井田分館 無料
中条公民館

025-752-2748

新潟県 十日町市 ③ 第17回かわにし自満祭
十日町市川西地区で散発的に行われている各種イベントを一
本化し、祭りをとおして地域コミュニティ活動とまちなかの賑わ
いが活発になることを目的として実施します。

11月3, 4, 10日
十日町市千手中央コミュ
ニティセンター

かわにし自満祭実行委員会 無料
川西公民館

025-768-2308

新潟県 十日町市 ① 松代文化祭
松代地区文化団体及び公民館事業で作成した作品を展示し、
地域住民から鑑賞していただく。

11月2, 3日
松代総合
　　センター

松代公民館 無料
松代公民館

025-597-2301
２・３階に展示

新潟県 十日町市 ①、③ 松之山美術展
文化協会美術部門・文芸部門の発表の場として、公民館教室・
講座や市民の発表の場として「美術展」を開催します。幼児か
ら大人までの作品約300点が展示されます。

10月27, 28日
十日町市松之山自然休
養村センター・松之山体
育館

松之山公民館、松之山文化
協会

無料
松之山公民館
025-596-2265

新潟県 十日町市 ①、③ 松之山芸能祭
文化協会芸能部の発表の場として、公民館サークル等の発表
の場として、「芸能祭」を開催します。歌や踊り、歌舞伎など多
様な内容で行われます。

10月28日 十日町市松之山体育館
松之山公民館、松之山文化
協会

無料
松之山公民館
025-596-2265

新潟県 十日町市 ①・④ ミニ講演会

地域の自然や文化を地域の人たちと一緒に調査・研究・発信
し、地域資源を活かした協働の地域づくりを目指しているキョロ
ロの研究員（博士号を取得）４名による専門分野を活かしたミ
ニ講演会を開催する。

10月26日, 11月2,
9, 16日

「森の学校」キョロロ 「森の学校」キョロロ 無料
http://www.matsuno
yama.com/kyororo/

新潟県 十日町 ①、③ 中里地区芸能祭
公民館利用団体や講座・教室での成果発表の場としてステー
ジ発表を行う。

11月3日 ユーモール 中里公民館 無料
中里公民館

025-763-2493

新潟県 十日町 ①、③ 中里地区芸術祭
公民館利用団体や講座・教室での成果発表の場として各種作
品の展示を行う。

11月3, 4日 中里公民館 中里公民館 無料
中里公民館

025-763-2493

新潟県 見附市 ②
「見附　子育て　教育の
日」

見附市の明日を担う「健やかな子ども」を育てることについて、
家庭、地域、教育行政が協力体制を整え教育の質の向上を図
ることについて考える一日とする当日は市内全小・中特別支援
学校の授業を公開とし、主会場の見附市文化ホールでは、各
学校に特色ある取り組みの発表等を行う

11月18日 見附市文化ホール
見附市教育委員会　　　　見
附市校長会

無料 見附市教育委員会

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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新潟県 見附市 ③
第20回記念
アルカディア音楽祭

小さなまちの大きな音楽祭であるアルカディア音楽祭は今年
記念すべき第20回を迎えます。

・1日目（11月3日）
まちが歌であふれる日
第1部　まちの歌ごえ
第2部　オペラ　～名曲への誘い～
市内で活動している皆さんの歌ごえが響きます。

・第2日（11月4日）
第九演奏会
大阪フィルハーモニー交響楽団をお迎えします。

11月3, 4日
見附市文化ホール　ア
ルカディア　大ホール

（主催）アルカディア音楽祭
実行委員会
（共催）見附市文化ホール
アルカディア

アルカディア音楽祭
実行委員会

（三本）
090-2985-3324

新潟県 村上市 ①③
第５回村上市美術展覧
会

芸術活動愛好者の日頃の学習成果を一堂に展示し、創作意
欲の向上を図るとともに、市民に芸術鑑賞の機会を提供する。

11月3～5日 村上体育館
村上市・同教委・市美術協
会

無料
http://www.city.mura
kami.lg.jp

新潟県 妙高市 ③ 妙高芸術祭
四季彩芸術展、妙高市美術展覧会、妙高市ジュニア芸術展の
3つの展覧会を同時に開催。

10/27-11/4

四季彩展：妙高高原メッ
セ
市展：新井ふれあい会
館
ジュニア展：妙高市文化

妙高芸術祭実行委員会 無料
http://www.city.myok
o.niigata.jp

新潟県 上越市 ③
越後高田歴史回廊
2012　―お城から見た
わが町の歴史展―

春日山城、福島城、高田城の歴史の移り変わりをパネル等で
紹介します。

10月6日～平成25
年4月中旬

上越市高田中心市街地
周辺

上越市
http://www.city.joets
u.niigata.jp/soshiki/b

unka/

高田城三重櫓のみ有
料

新潟県 上越市 ③
小川未明作品絵本原
画展（仮）

小川未明の絵本原画の展示等を行い、未明の業績を広く紹介
します。

10月6日～11月11
日

小川未明文学館市民
ギャラリー

上越市 無料
http://www.city.joets
u.niigata.jp/site/mime
i-bungakukan/

新潟県 上越市 ①
直江津学びの交流館
「生涯学習フェスティバ
ル」

当館利用団体の演奏会、作品展、舞踊や当館活動団体の体
験活動を行います。

10月6～8日 直江津学びの交流館 直江津学びの交流館 無料
直江津学びの交流館
（電話025-543-2859）

新潟県 上越市 ①，③

和ーくしょっぷ　遊んで
アート！
第6回「初心者向け日
本画講座　絹に描こ

絹に日本画画材を用いて、季節の草花を描く講座です。 10月13日 小林古径邸画室 小林古径記念美術館
http://www.city.joets
u.niigata.jp/site/kokei
/

定員20人
事前参加申し込みが
必要です

新潟県 上越市 ③
埋蔵文化財センター「リ
レー講座」

～弥生時代からのメッセージ～吹上・釜蓋遺跡を中心テーマ
に埋蔵文化財センターの職員が「リレー講座」を行います。
・10月20日「弥生時代から古墳時代に生産された玉について」
・11月10日「釜蓋遺跡で見つかった米」

10月20日,
11月10日

ラーバンセンター
上越市教育委員会文化行
政課

無料

上越市教育委員会文
化行政課　埋蔵文化
財センター
（電話025-521-6280）

新潟県 上越市 ③
ヴァイオリン・リサイタ
ル

新潟市出身の枝並千花によるヴァイオリン・リサイタルです。 10月21日
はーとぴあ中郷　コン
サートホール

上越文化会館・(公財)新潟
県文化振興財団

はーとぴあ中郷　（電
話0255-74-2338）、
上越文化会館（電話
025-522-8800）

新潟県 上越市 ①
リサイクルブック市(一
般書）

・図書館移転の際、除籍となった一般図書をリサイクルとして
提供します。

10月26～30日 直江津図書館 直江津学びの交流館 無料
直江津学びの交流館
（電話025-545-3232）

新潟県 上越市 ③
越後国域確定１３００年
記念リレー講座第６回

県内の１３００年前ころの遺跡や出土品をテーマに、越後国域
が確定した古代の歴史や埋蔵文化財の魅力を知ってもらうた
め講演会等を行います。
「ヤマト政権の越後進出について-神の済・弥彦神社」（鈴木景
二富山大学教授）ほか

10月27日
上越市埋蔵文化財セン
ター

新潟県教育庁文化行政課
（上越市教育委員会共催）

無料

上越市教育委員会文
化行政課　埋蔵文化
財センター
025-521-6280

要申込：～10月24日
定員：200人（先着順・
定員になり次第締め
切り）

新潟県 上越市 ①，③
特別公開「御所参内・
聚楽第行幸図屏風」ふ
たたび

平成21年に初公開した「御所参内・聚楽第行幸図屏風」につい
て、学術調査会議の所見を踏まえて再公開します。

10月27日～12月9
日

上越市立総合博物館 上越市立総合博物館

http://www.city.joets
u.niigata.jp/site/muse
um/museum-
tenrankai.html

新潟県 上越市 ①，③ 企画展Ⅳ 新収蔵品展 平成20年度～平成23年度の収蔵資料を公開します。
10月27日～12月9

日
上越市立総合博物館 上越市立総合博物館

http://www.city.joets
u.niigata.jp/site/muse
um/museum-
tenrankai.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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新潟県 上越市 ①，③
シンポジウム「豊臣秀
吉の栄華 御所参内・
聚楽第行幸図屏風」

学術調査委員会が取りまとめた所見をシンポジウム形式で市
民に報告します。

10月27日
リージョンプラザ上越コ
ンサートホール

上越市教育委員会
http://www.city.joets
u.niigata.jp/site/muse
um/

新潟県 上越市 ①，③
企画展「梶田半古と小
林古径―古径芸術の
出発点」（後期展示）

明治31年、古径は16歳で上京し、新進気鋭の画家・梶田半古
に入門しました。半古の作品や古径が画塾時代に描いた素描
作品や関係資料等をとおして、初期の画業を紹介します。

10月27日～12月9
日

小林古径記念美術館・
小林古径邸

小林古径記念美術館
http://www.city.joets
u.niigata.jp/site/kokei
/

新潟県 上越市 ③
越後・謙信ＳＡＫＥまつ
り2012

上越地域で製造される日本酒やワインなどを一堂に会し、地
域の酒造産業や酒づくり文化を内外に情報発信します。

10月27, 28日
上越市本町3・4・5丁目
商店街

越後･謙信SAKEまつり実行
委員会（事務局：上越市産
業振興課）

http://kenshinsake.c
om/

当日は、試飲代1,000
円で日本酒・ワインの
試飲ができるほか、
上越のグルメも出展
します。

新潟県 上越市
①，②，

③

清里区秋の文化祭清
里区生涯学習フェス
ティバル

清里区を中心に活動する関係団体、サークルなど地域の皆さ
んと保育園児、小・中学校児童生徒の日ごろの活動成果であ
る作品の展示やステージ発表、音楽発表を合同で行います。

10月28日
清里小学校
清里中学校

清里区生涯学習フェスティ
バル実行委員会・上越市教
育委員会（清里区分室）

無料

清里区生涯学習ﾌｪｽ
ﾃｨﾊﾞﾙ実行委員会（電
話025-528-3111）

新潟県 上越市 ③
第42回市民芸能祭「民
謡・民舞のつどい」

上越市内の民謡・民舞の団体が、唄や踊り等を披露します。ま
た、姉妹都市である長野県上田市の民踊団体も出演します。

10月28日 上越文化会館
上越市民芸能祭協議会「民
謡・民舞のつどい」実行委員
会、上越市

無料
http://www.city.joets
u.niigata.jp/soshiki/g
akusyu/

新潟県 上越市 ①
(仮称）「絵と言葉の宝
石箱  詩の本」原画展

詩集の挿絵原画等を展示します。（あべ弘士、まど・みちお、や
まわきゆりこ、ペーター佐藤、浜田洋子、高木あきこ、内田麟

11月1～8日 直江津図書館 直江津学びの交流館 無料
直江津学びの交流館
（電話025-545-3232）

新潟県 上越市 ③
第42回市民芸能祭「謡
曲・仕舞・詩吟・剣舞・
三曲・日舞のつどい」

上越市内の謡曲・仕舞・詩吟・剣舞・三曲・日舞の団体が、日
本の古典芸能を披露します。

11月3日 リージョンプラザ上越

上越市民芸能祭協議会「謡
曲・仕舞・詩吟・剣舞・三曲・
日舞のつどい」実行委員
会、上越市

無料
http://www.city.joets
u.niigata.jp/soshiki/g
akusyu/

新潟県 上越市 ③ 上越菊まつり
上越市の秋を彩る風物詩として、菊の愛好者が丹精を込めて
作り上げた数多くの菊を展示し、多くの方からご覧いただくもの
です。

11月3～11日
上越市福祉交流プラザ
体育館

上越菊まつり実行委員会 無料

上越菊まつり実行委
員会
（上越市観光振興課
内）電話025-526-
5111

新潟県 上越市 ①
にいがた・技のにぎわ
いフェスタ2012

技能体験等を通じ、技能の重要性、必要性及びその魅力を、
次代を担う若者（特に小・中・高校生）を中心として広く県民に
周知します。

11月4日 リージョンプラザ上越
「にいがた・技のにぎわい
フェスタ」実行委員会

無料

にいがた・技のにぎ
わいフェスタ実行委
員会（事務局：新潟県
職業能力開発協会、
電話：025-283-2155）

新潟県 上越市 ①，③

企画展「梶田半古と小
林古径―古径芸術の
出発点」学芸員による
ギャラリートーク

企画展開催に併せて、学芸員が展示作品や古径の人となり等
について解説します。

11月10日
小林古径記念美術館・
小林古径邸

小林古径記念美術館
http://www.city.joets
u.niigata.jp/site/kokei
/

新潟県 上越市 ①，③ 星の文化祭

園児対象の「七夕フェア」、小・中学生対象の「星の楽校」、大
人対象の「天体写真に挑戦」「星空マイスター」及び小中学校と
連携した天体学習支援など「星のふるさと館」の１年間の歩み
を紹介します。
また、「櫛池の隕石」はもとより、天体写真や天体に関わる絵
画、イラスト、詩、短歌、書道等の作品を市民から公募し展示し
ます。
プラネタリウムの上映や、夜は観望会を実施し、秋の星空観察
を楽しみます。

11月10, 11日 星のふるさと館 星のふるさと館
星のふるさと館
（電話025-528-7227）

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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新潟県 上越市 ①，③
落語と三味線の芸能鑑
賞会

未来を担う子どもたちが、日本やふるさとの良さを再認識し、
愛着を深めて行くことを目的として、日本の伝統文化である落
語（林家花丸氏）と三味線（佐藤通弘氏、佐藤道芳氏）の芸能
鑑賞を行います。

11月13日 中郷小学校講堂 中郷小学校PTA 無料
中郷小学校（電話
0255-74-2010）

新潟県 上越市
①，②，

③
上越市教育コラボ
2012・学び愛フェスタ

市民ぐるみで教育の振興を図るため、学校教育・社会教育関
係、生涯学習団体等による、各種展示・発表や体験コーナーな
ど様々な教育イベントを開催。また、教育関係者向けの実践研
究発表、シンポジウムなどを行います。

11月17日

リージョンプラザ上越、
上越科学館、上越市教
育プラザ、上越観光物
産センター

上越市教育委員会・上越教
育大学・日本教育新聞社

無料
http://www.city.joets
u.niigata.jp/soshiki/k

youikusoumu/

新潟県 上越市
①，②，

③
2012食育フォーラムin
上越

食の大切さを広くお知らせし、健康で豊かな食生活を送る市民
の増加を目指し「2012食育フォーラムin上越～おいしく学んで
健やか 上越の食育～」を開催します。
　当日は、振る舞いやおいしい地場産農産物等の試食販売、
クイズラリーなど楽しめる企画を数多く用意しています。

11月17日 上越市市民プラザ

上越市、上越市教育委員
会、上越の食を育む会(上越
食育推進協議会)、えちご上
越農業協同組合

無料
上越市農林水産部農
業政策課
025-526-5111

新潟県 上越市 ③ 林富永邸一般公開 上越市指定文化財である林富永邸を一般公開します。 11月16～18日 林富永邸 林富永邸保存会
林富永邸保存会（三
和区振興会内）電話
025-529-2345

新潟県 上越市 ①，④
青少年のための科学
の祭典・新潟県上越大

県内外から実験名人が集結し、参加者に実験・工作を体験し
てもらいます。

11月23, 24日 上越科学館 上越科学館 無料
上越科学館
（電話025-544-2122）

新潟県 胎内市 ① 黒川展覧会 市民の絵画、書道、工芸等の作品を募集し展示する 11月4日 黒川地区公民館 胎内市教育委員会 無料 0254-47-3405

新潟県 胎内市 ①
胎内市美術展覧会
ジュニア美術展覧会

市民の絵画、書道、工芸等の作品を募集し展示する
市内の幼・保育園、小中学校の絵画、習字の作品を展示する

11月8～11日 中条体育館 胎内市教育委員会 無料 0254-47-3409

新潟県 胎内市 ③ ふるさと芸能発表会 黒川地区の文化・芸能団体による発表会 11月18日 黒川地区公民館 胎内市教育委員会 無料 0254-47-3405

新潟県 胎内市 ①
生涯学習フェスティバ
ル

市の文化芸能団体及び教室・講座の受講生が芸能、音楽、作
品等、日頃の活動成果を発表する

10月27日～12月2
日

産業文化会館 胎内市教育委員会 無料 0254-43-6400

新潟県 関川村 ③ 関川村文化祭
村民の文化活動における作品の発表と鑑賞及び普及を目的と
して、多くの村民の文化的作品を展示する。

11月1～4日 関川村公民館 関川村教育委員会 無料
関川村教育課0254-

6402134

新潟県 新潟市 ①
（仮）地域の教育力向
上フォーラム

群馬大学の片田敏孝教授による「防災教育」に関する基調講
演、並びに「地域の教育力」向上に対する取り組み等について
パネルディスカッションを行います。

11月17日
新潟市民芸術文化会館
能楽堂

新潟市教育委員会 無料
新潟市教育委員会生
涯学習課
025-226-3221

新潟県 新潟市 ③ 大民謡まつり 民謡の発表会 10月14日 豊栄地区公民館 豊栄文化協会
豊栄地区公民館025-
387-2014

新潟県 新潟市 ③ 豊栄文化協会祭 作品展示 10月27, 28日 豊栄地区公民館 豊栄文化協会 無料
豊栄地区公民館025-
387-2014

新潟県 新潟市 ③ 将棋大会 将棋大会 11月3日 豊栄地区公民館 豊栄文化協会
豊栄地区公民館025-
387-2014

新潟県 新潟市 ③ 囲碁大会 囲碁大会 11月4日 豊栄地区公民館 豊栄文化協会
豊栄地区公民館025-
387-2014

新潟県 新潟市 ③ 俳句大会 俳句大会 11月18日 豊栄ふれあいセンター 豊栄文化協会 無料
豊栄地区公民館025-
387-2014

新潟県 新潟市 ① 中地区公民館文化祭
音楽芸能カラオケ発表会，社交ダンスパーティー，作品展示・
お茶席

10月28日, 11月3,
10, 11日

山の下まちづくりセン
ター

中地区公民館使用団体連
絡協議会，新潟市中地区公
民館

新潟市中地区公民館
025-250-2910

新潟県 新潟市 ① 文化祭
公民館定期使用団体による作品展示，芸能発表会を行いま
す。

10月19～21日 中央公民館
中央公民館定期使用団体
連絡協議会

無料
中央公民館
025-224-2088

新潟県 新潟市 ①
関屋地区公民館　文化
祭

公民館利用団体による作品展示、芸能発表会等 10月12～14日
新潟市　　　関屋地区
公民館

新潟市　　　関屋地区　公民
館

無料
新潟市　　　　　　関屋
地区公民館
025-266-4939

新潟県 新潟市 ③ 秋葉区美術展覧会 区民の創造作品の発表 10月20～28日 新津美術館 新潟市秋葉区 無料
新津地区公民館
0250-22-9666

新潟県 新潟市 ③ 小須戸地区文化祭 絵画，書道，写真等の作品展示 11月3, 4日 小須戸地区公民館 小須戸地区公民館 無料
小須戸地区公民館
0250-38-2234

新潟県 新潟市 ③ 小須戸地区芸能祭 歌，踊り，演奏等の発表会 11月11日 小須戸地区公民館 小須戸地区公民館 無料
小須戸地区公民館
0250-38-2234

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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新潟県 新潟市 ①③
坂井輪地区公民館文
化祭

公民館定期利用団体による作品展示，芸能祭，健康まつり，
関連行事を行います。

10月20, .21, 27～
29日

坂井輪地区公民館
坂井輪地区公民館利用団
体連絡協議会

無料
坂井輪地区公民館
025-269-2043

新潟県 新潟市 ①③ 巻地区公民館 公民館利用団体（１８団体）による作品展示会
10月20日～11月
11日の毎週土日

新潟市　　　巻地区公民
館

新潟市　　　巻地区公民館 無料
新潟市　　　　　　　巻
地区公民館　　0256-
72-3329

新潟県 新潟市 ③ 詩吟発表会 公民館利用団体である「詩吟の会」による発表会 11月18日
新潟市　　　　巻文化会
館

新潟市
新潟市　　　　　　　巻
文化会館　　0256-
73-2219

西蒲区地域課へ報告
済。

新潟県 新潟市 ③ 民謡・民舞の集い 公民館利用団体である「民謡会」「民舞の会」による発表会 11月23日
新潟市　　　　巻文化会
館

新潟市
新潟市　　　　　　　巻
文化会館　　0256-
73-2219

西蒲区地域課へ報告
済。

新潟県 新潟市 ① 講演会
地域の歴史に隠れた人物の物語を紙芝居と尺八を織り交ぜて
の講演

10月25日
新潟市　　　巻地区公民
館

新潟市　　　巻地区公民館 無料
新潟市　　　　　　　巻
地区公民館　　0256-
72-3329

新潟県 新潟市 ③ 岩室地区文化祭 岩室地区文化協会加入団体を中心とした作品展
10月30日
～11月4日

新潟市
岩室地区公民館　講堂

岩室地区文化協会 無料

http://www.city.niigat
a.jp/kouminkan/iwam
uro_tiku/iwamuro_eve
nt.html

新潟県 新潟市 ③ 囲碁・将棋大会 岩室地区文化祭の中の行事として開催 11月4日
和納改善センター・和納
自治会館

囲碁・将棋クラブ

http://www.city.niigat
a.jp/kouminkan/iwam
uro_tiku/iwamuro_eve
nt.html

新潟県 新潟市 ③ 21展 岩室絵画デッサン会を中心とした絵画展 11月6～11日
新潟市
岩室地区公民館　講堂

岩室絵画デッサン会 無料

http://www.city.niigat
a.jp/kouminkan/iwam
uro_tiku/iwamuro_eve
nt.html

新潟県 新潟市 ①③ 潟東総合文化祭 作品展示，菊花展，市民茶会 11月3, 4日
新潟市潟東体育館，新
潟市潟東ゆう学館

潟東総合文化祭実行委員
会

無料
新潟市潟東地区公民
館
0256-86-2311

西蒲区地域課からも
報告済み

新潟県 新潟市 ①③ 潟東地区芸能祭 歌，踊り，演奏等の発表会 11月10日
潟東農村環境改善セン
ター

潟東総合文化祭実行委員
会

無料
新潟市潟東地区公民
館
0256-86-2311

西蒲区地域課からも
報告済み

新潟県 新潟市 ①
中之口地区総合文化
祭「中ノ口川映画祭２０
１２」

中之口先人館で顕彰している東映映画の創設者大川博氏を
顕彰するため昨年度より継続して開催。

10月27日, 11月3
日

新潟市中之口地区公民
館多目的ホール

新潟市中之口地区公民館
新潟市　　　　　　中之
口地区公民館025-
375-5008

新潟県 新潟市 ①
中之口地区総合文化
祭「作品展」

公民館利用団体及び中之口芸術文化協会加入団体による作
品発表会

11月27, 28日 新潟市中之口体育館 新潟市中之口地区公民館 無料
新潟市　　　　　　中之
口地区公民館025-
375-5008

新潟県 新潟市 ③

中之口地区総合文化
祭「澤将監の館
茶会と伝統芸能鑑賞
会」

○茶会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中之口芸術文化
協会加入団体の「中之口茶道会」及び「趣味の会」によるそれ
ぞれの流派別に２席　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○伝
統芸能鑑賞会　　                          和楽演奏（琴・笛）

11月3日
新潟市　　　　澤将監の
館

新潟市　　　　澤将監の館
新潟市　　　  　  先人
館 　　　　　　　025-
375-1112

新潟県 新潟市 ③
中之口地区総合文化
祭「先人館お宝展」

「西蒲区文化施設を運営する市民の会」が平成24年4月9日発
足しその事業目的の一つに文化資源を掘り起こしがあることか
ら地域内のご家庭協力を得てお宝展を開催する

10月27日～11月2
日

新潟市中之口先人館 新潟市中之口先人館 無料
新潟市　　　  　  先人
館 　　　　　　　025-
375-1112

新潟県 新潟市 ③
中之口地区総合文化
祭「先人館コンサート」

中之口先人館の設立を記念してピアノコンサートを実施し地域
交流の場所として活用を図る

11月4日 新潟市中之口先人館 新潟市中之口先人館 無料
新潟市　　　  　  先人
館 　　　　　　　025-
375-1112

新潟県 新潟市 ① 市川敬子絵画展 絵画作品展 10月2～25日 新潟市　　　  　  先人館 新潟市　　　  　  先人館 無料
新潟市　　　  　  先人
館 　　　　　　　025-
375-1112

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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新潟県 新潟市 ① にいがた市民大学
市民の高度で専門的な学習要求に応え，多様な分野の専門
的な知識を得てもらうため，７講座（全１０回の講義形式。うち１
講座のみ全７回）を開設します。

8月22日
～
12月19日

新潟市
生涯学習
センター

新潟市
生涯学習
センター

http://www.city.niigat
a.lg.jp/kosodate/man
abishogaku/sonotash
ientorikumi/shimin/in
dex.html

新潟県 新潟市 ①
おはよう朝ごはん料理
講習会

子どもたちの望ましい基本的生活習慣の育成と，地域・家庭の
教育力を支える機運を高めるため，地域コミュニティ協議会と
協働で，調理実習とミニ講話をセットで実施します。各地域の
公民館と食生活改善推進委員との協力で，地域住民を対象に
開催します。

11月17日 亀田小学校
新潟市
生涯学習
センター

新潟市生涯学習セン
ター学習支援係
（025-224-2088）

※年間を通じて，市
内各地域コミュニティ
協議会から参加を
募って実施。今回の
調査期間内では左記

新潟県 新潟市 ① 子育て学習出前講座

入学前の学校説明会や，就学児健康診断時などの多くの保護
者が集まる機会に子育て講座を実施することで，小・中学校へ
新たに入学するお子さんを持つ全ての親（子育てやしつけ等に
関心の薄い方も含める）に家庭教育について考える機会を提
供し，家庭の教育力の向上を図ります。

10月17日
～
11月１5日

各小・中学校
新潟市
生涯学習
センター

無料
新潟市生涯学習セン
ター学習支援係
（025-224-2088）

HP現在作成中

新潟県 新潟市 ① 秋のおはなし会 読み聞かせ・お話・わらべうたを楽しんでもらいます。 11月4日
新潟市立
豊栄図書館

新潟市立
豊栄図書館

無料
新潟市立豊栄図書館
025－387-1123

新潟県 新潟市 ③
黒井健さんワークショッ
プ

新潟市出身の絵本作家でありほんぽーとこどもとしょかん名誉
館長でもある黒井健さんによる，小学３～６年生を対象とした
ワークショップ。

10月27日
新潟市立
中央図書館ビーンズ
ルーム

新潟市立
中央図書館

無料
新潟市立中央図書館
025‐246‐7700

新潟県 新潟市 ③ 雑誌等の市民還元
新津図書館で所蔵している雑誌で保存年限の切れたものや，
寄贈していただいたが受入れできなかった図書などを市民の
皆様に提供します。

11月3日
新潟市立
新津図書館

新潟市立
新津図書館

無料
新潟市立新津図書館
0250－22－0097

新潟県 新潟市 ①
第９回　　　　　　　　黒
埼図書館まつり

古本市・おはなしマラソン（読み聞かせ・昔話・紙芝居・わらべう
たなどを楽しんでいただきます）

11月18日，24日 新潟市立　黒埼図書館 新潟市立　黒埼図書館 無料
新潟市立　　　　　黒
埼図書館
025-377-5300

18日はプレイベント
（昔話のみ）

新潟県 新潟市 ①③
西蒲区ふるさと再発
見！

西蒲区ゆかりの新保正與の書を始め，その時代の人々にまつ
わる講座

11月11日 新潟市立
西川図書館

新潟市立
西川図書館

無料
新潟市立西川図書館
0256－88－0001

新潟県 新潟市 ③
世界に一つしかない絵
本展

夏休み中に開催した「絵本をつくろう」で小学生が作った作品を
展示します。

10月13日～19日
新潟市立
岩室図書館

新潟市立
岩室図書館

無料
新潟市立岩室図書館
0256－82－4433

新潟県 新潟市 ①③ 製本講座 　窓つき一つ折り中綴じ製本を通して，本の構造を学びます。 11月3日・4日
新潟市立
岩室図書館

新潟市立
岩室図書館

新潟市立岩室図書館
0256－82－4433

新潟県 新潟市 ②③ 第9回むかしのくらし展
学校団体と観覧者の懐旧に対応した企画展として，昔の生活
の基本となる用具を選び出し，その機能と特色を伝えます。

9月15日
～12月16日

新潟市
歴史博物館

新潟市
歴史博物館

無料 http://www.nchm.jp

新潟県 新潟市 ③ 新潟仏壇展
新潟の伝統的工芸品の一つである新潟仏壇の歴史や仏壇制
作に係る技術をパネルや展示品を通じて紹介する。

10月13日～11月
18日

新潟市文化財旧小澤家
住宅

新潟市，新潟仏壇組合，旧
小澤家住宅

http://www.nchm.jp/
ozawake/index.html

小中学生は土日観覧
無料

新潟県 新潟市 ③ かまどでごはん炊き 旧武田家住宅のかまどでご飯を炊く体験 10月21日 新潟市文化財センター 新潟市文化財センター 無料

http://www.city.niigat
a.lg.jp/kanko/rekishi/
maibun/maibun/index
.html

新潟県 新潟市 ①
古津八幡山遺跡で秋
の植物観察

古津八幡山遺跡で，植物ガイドと一緒に秋の植物観察をする。 10月28日 古津八幡山遺跡 新潟市文化財センター 無料

http://www.city.niigat
a.lg.jp/kanko/rekishi/
maibun/maibun/index
.html

新潟県 新潟市 ①
古津八幡山遺跡で秋
の森の味覚体験

古津八幡山遺跡で，ドングリやクリなどを調理する。 11月11日 古津八幡山遺跡 新潟市文化財センター 無料

http://www.city.niigat
a.lg.jp/kanko/rekishi/
maibun/maibun/index
.html

新潟県 新潟市 ③
がたふぇす
第3回にいがたアニメ・
マンガフェスティバル

新潟市で開催するアニメ・マンガの祭典。原画展やコスプレ撮
影会，「痛車」の展示などを行います。

11月10, 11日
万代シテイBP2，古町
通，新潟県政記念館ほ
か

にいがたアニメ・マンガフェ
スティバル実行委員会

http://www.niigata-
animemangafes.com/

トークショーなど一部
有料

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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新潟県 新潟市 ③ 坂口安吾生誕祭
10月20日の坂口安吾の生誕の日を記念し、トークショーなどを
行います。

10月20日 新潟市立中央図書館
坂口安吾生誕祭実行委員
会

無料
同実行委員会事務局
（新潟市文化政策課）
025-226-2563

新潟県 新潟市 ③
平成24年度にいがた
文学の集い

文芸作品の公募する「にいがた市民文学」の表彰式と、文化講
演会を行います。

11月23日 新潟市民プラザ 新潟市 無料
新潟市文化政策課
025-226-2564

新潟県 新潟市 ③
若冲・応挙の至宝　～
京都相国寺と金閣・銀
閣名宝展～

伊藤若冲と円山応挙の作品を中心に、金閣寺・銀閣寺に伝わ
る茶道具などの名品92点を展示します。

9月29日～11月25
日

新潟市歴史博物館（み
なとぴあ），新潟市會津
八一記念館

相国寺承天閣美術館，　會
津八一記念館，交換展実行
委員会

http://www.city.niigat
a.lg.jp/kanko/bunka/
oshirase/koukanten.h

土日祝日は，小・中
学生無料

新潟県 新潟市 ①
児童虐待防止啓発セミ
ナー

児童虐待防止を啓発するための市民向けセミナーを開催しま
す。

11月4日 江南区文化会館 新潟市こども未来課 無料
新潟市福祉部こども
未来課企画管理係
025-226-1193

新潟県 新潟市 ③ にしかん郷土芸能祭り
新潟市西蒲区内で活動をする郷土芸能団体が，踊り，神楽，
太鼓などの郷土芸能を披露します。

11月11日
新潟市
巻文化会館

新潟市西蒲区 無料

新潟市西蒲区役所地
域課
文化・スポーツ係
0256-72-8194

新潟県 新潟市 ③ 大正琴演奏会 公民館利用団体である「大正琴の会」による発表会です。 11月4日
新潟市
巻文化会館

新潟市
新潟市
巻文化会館
0256-73-2219

新潟県 新潟市 ③ 詩吟発表会 公民館利用団体である「詩吟の会」による発表会です。 11月18日
新潟市
巻文化会館

新潟市
新潟市
巻文化会館
0256-73-2219

新潟県 新潟市 ③ 民謡・民舞の集い
公民館利用団体である「民謡会」「民舞の会」による発表会で
す。

11月23日
新潟市
巻文化会館

新潟市
新潟市
巻文化会館
0256-73-2219

新潟県 新潟市 ③
中之口地区総合文化
祭「澤将監の館茶会と
伝統芸能鑑賞会」

中之口芸術文化協会加入団体の「中之口茶道会」及び「趣味
の会」による異なる流派の茶会です。
和楽演奏（琴・笛）による伝統芸能鑑賞会です。

11月3日
新潟市　　　　澤将監の
館

新潟市　　　　澤将監の館
新潟市　　　  　  中之
口先人館
025-375-1112

新潟県 新潟市 ③
中之口地区総合文化
祭「先人館お宝展」

地域内のご家庭の協力を得て，文化資源を掘り起こし，お宝
展を開催します。

10月27日～
11月2日

新潟市
中之口先人館

西蒲区文化施設を運営する
市民の会

無料
新潟市　　　  　  中之
口先人館
025-375-1112

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

新潟県 新潟市 ③
中之口地区総合文化
祭「先人館コンサート」

中之口先人館の設立を記念してピアノコンサートを実施し地域
交流の場所として活用を図ります。

11月4日
新潟市
中之口先人館

新潟市
中之口先人館

無料
新潟市　　　  　  中之
口先人館
025-375-1112

新潟県 新潟市 ① 市川敬子絵画展 絵画作品展です。 10月2～25日 新潟市　　　  　  先人館 　新潟市　　　  　  先人館 　　　無料
新潟市　　　  　  中之
口先人館
025-375-1112

新潟県 新潟市 ①

新潟工業短期大学公
開講座
平成24年度
明日へのテクノロジー
セミナー

最先端の自動車技術に関する公開講座です。いま自動車に必
要な性能は何か、メーカー開発担当の方に解説していただき
ます。

11月10日
新潟工業短期大学
2号棟
2301講義室

新潟工業短期大学 無料
http://www.niigata-
ct.ac.jp

協力：公益社団法人
自動車技術会

新潟県 新潟市 ① 国際情勢講演会
外交の最前線で活躍された方々から、北東アジアの国際情勢
や外交について講演していただきます

10月29日
11月15日

万代市民会館
新潟県立大学 (外務省と共
催)

無料
http://www.unii.ac.jp

/

新潟県 新潟市 ①
第１回　　　　　　　　生
涯教育懇談会

テーマ　生涯教育
子どもたちの未来のために
―今、私たちに問われているものは―
人間性復活を目的に、各界各層へ呼びかけ家庭・学校・社会
の連携をはかり、子どもたちの未来を考えます。

10月27日 新潟市万代市民会館
財団法人　野村生涯教育セ
ンター　　新潟連絡所

www.nomuracenter.or
.jp

当日受付も可

新潟県 佐渡市 　①，③ 両津地区公民館祭
公民館における活動の紹介、学習成果の発表・展示を行い、
参加を促進し、生涯学習・余暇生活の充実・意欲を深めます。

11月17, 18日 両津地区　　公民館
両津地区公民館　　　　財団
法人　野村生涯教育セン
ター　　新潟連絡所

無料
www.nomuracenter.or
.jp

新潟県 新潟市等 ④ 新潟大学WeeK
大学祭や化学実験の開催及び学生作品の展示等により，地
域の方々などに新潟大学を紹介する。

10月20～28日を
中心とする期間

新潟大学等 新潟大学 無料
http://www.niigata-
u.ac.jp/index.html

料金は一部有料の場
合有り。

新潟県 新潟市 ④
新潟大学・新潟大学全
学同窓会交流会及び
記念講演会

環境省佐渡自然保護官事務所首席自然保護官　長田　啓氏
を迎えての講演会を行う。

10月27日
ANAクラウンプラザホテ
ル新潟

新潟大学 無料
http://www.niigata-
u.ac.jp/index.html

新潟県
新潟県佐

渡市
①

平成24年度新潟大学
人文学部と佐渡市教育
委員会連携協定事業

連携協定事業シンポジウム「佐渡の鬼太鼓の系譜と保存伝承
について考える」

11月3日
新穂トキの村元気館（佐
渡市）

新潟大学人文学部及び佐
渡市教育委員会

無料

新潟県 新潟市 ①
公開講座
「視覚障がい者のため
のパソコン秋季講習」

本講座では、用意するカリキュラムだけでなく，視覚障がい者
からの要望に応える形で講習会が進行します。ノートパソコン
をご持参下さい。

10月5日～12月14
日

新潟大学　　　駅南キャ
ンパス「ときめいと」

新潟大学
http://www.niigata-
u.ac.jp/
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新潟県 新潟市 ①

公開講座
「第8回ペーパークラフ
トでひろがる算数・数学
の世界」

カッターナイフやコンピュータを使って、いろいろなポップアップ
カードを作ることによって物作りや算数・数学の楽しさを感じて
もらいます。

10月6～21日
新潟大学　　　　　駅南
キャンパス「ときめいと」

新潟大学
http://www.niigata-
u.ac.jp/

新潟県 新潟市 ①
公開講座
「震災とコミュニティ」

本講座では、震災をきっかけとして起こった社会の問題を整理
して、地域のコミュニティを活性化させる道筋を考えていきま
す。

10月6日～11月17
日

新潟大学　　　　　駅南
キャンパス「ときめいと」

新潟大学
http://www.niigata-
u.ac.jp/

新潟県 新潟市 ①
公開講座
｢トキをシンボルとした
自然再生｣

トキの野生復帰をとおし，里地里山生態系の保全，地域社会
の活性化をめざす自然再生の取り組みを理解する。

10月20日～11月
24日

新潟大学　　　　　駅南
キャンパス「ときめいと」

新潟大学
http://www.niigata-
u.ac.jp/

新潟県 新潟市 ①

公開講座
「いざという時に困らな
い健康管理と備え～あ
なたは大丈夫？～

健康的な毎日を過ごすための養生法や備えについて、ストレ
ス、救急、災害、入院、慢性病、がん、認知症の観点から、ミニ
実習もまじえてわかりやすく解説します。

11月1日～12月13
日

新潟大学　　　　　駅南
キャンパス「ときめいと」

新潟大学
http://www.niigata-
u.ac.jp/

新潟県 新潟市 ①
公開講座
「卓球教室」

卓球の基本から始め、卓球の楽しさを経験していただきます。
ストレスの解消・余暇の利用・体力増進などを目的とした健康
スポーツとしての卓球を体験していただきます。

11月24日～12月2
日

新潟大学　　　　　第１体
育館

新潟大学
http://www.niigata-
u.ac.jp/

新潟県 長岡市 ①④

公開講座「安全の基礎
～安全を理解するため
に歴史・法律・国際動
向の三つの切り口で考
えます～」

今回お話しするものが、ただ一つの正しい「安全」ではありませ
んが、基本に戻って議論するきっかけになることは間違いあり
ません。

10月20日 長岡市中央公民館 長岡技術科学大学
http://www.nagaokau
t.ac.jp/j/annai/koukai

kouza2012.html

新潟県 長岡市 ①④
公開講座「光と磁気の
話　〜究極の３Ｄテレビ
を目指して〜」

光と磁気について解説をするとともに、光と磁気が関わる最先
端技術について紹介します。

11月10日 長岡市中央公民館 長岡技術科学大学
http://www.nagaokau
t.ac.jp/j/annai/koukai

kouza2012.html

新潟県 長岡市 ①④

公開講座「滑らない話
～くらしの中の摩擦と
その有効利用～」

みなさんの身の回りで起きている摩擦現象の中からいくつか
採りあげ、その仕組みをわかりやすく解説します。

11月17日 長岡市中央公民館 長岡技術科学大学
http://www.nagaokau
t.ac.jp/j/annai/koukai

kouza2012.html

新潟県 上越市 ①②④ 公開講座
講座名「遺伝子DNAを探る」
講師　五百川　裕　准教授

10月23, 30日, 11
月6, 13日

上越教育大学
（新潟県上越市山屋敷
町1）

上越教育大学
http://www.juen.ac.jp
/

新潟県 上越市 ①② 公開講座
講座名「体操教室Ⅱ」
講師　周東　和好　准教授

10月21日, 11月4,
18, 25日

上越教育大学
（新潟県上越市山屋敷
町1）

上越教育大学
http://www.juen.ac.jp
/
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新潟県 上越市 ②
中学校の大学訪問見
学プログラム

糸魚川市内中学生に，主体的に学ぶ学生の姿を見学する機
会を提供し，中学生の進路に対する意識を高め，夢や希望を
持って意欲的に学習に取り組もうとする態度を育成する。
対象：糸魚川市内中学校１年生

11月6, 13日
上越教育大学
（新潟県上越市山屋敷
町1）

上越教育大学・糸魚川市 無料
http://www.juen.ac.jp
/

新潟県 上越市 ②
平成24年度ポプラ祭
（文化祭）

作品展示 10月21日
上越教育大学附属小学
校（新潟県上越市西城
町1-7-1）

上越教育大学附属小学校 無料 025-523-3610

新潟県 上越市 ② 桜城文化祭
生徒が授業で作製した作品を展示する。伝統行事の一つであ
る合唱コンクールや各種イベントも行われる。

11月3日
上越教育大学附属中学
校（新潟県上越市本城
町6-2）

上越教育大学附属中学校 無料 025-523-5313

新潟県 上越市 ②
ICT機器，デジタル教
材を活用した授業公開

各教科において一人一台のタブレットPC，デジタル教材を活
用した授業公開を行い，ＩＣＴを利活用した新たな授業のスタイ
ルを提案します。

11月20日
上越教育大学附属中学
校（新潟県上越市本城
町6-2）

上越教育大学附属中学校 無料 025-523-5313

新潟県 新潟市 ①
”ソフトな財＝経験”に
よる若手人材育成シン
ポジウム2012

博士人材のインターンシップ事業の理解促進を目的として、講
演・パネルディスカション等を行います。

11月初旬(詳細未
定)

新潟市中央区 新潟大学 無料
http://www.ccr.niigat
a-u.ac.jp/internship/

新潟県 上越市
①②③

④
上越市教育コラボ2012

日本一の教育文化都市「夢や志をもってたくましく活きる人づく
り」を目指している上越市において，「志ある人を育む」をテー
マに様々なシンポジウム，ワークショップ等を開催します。

11月17日

リージョンプラザ上越
（新潟県上越市下門前
446-2），教育プラザ（新
潟県上越市下門前586）

上越市教育委員会，上越教
育大学，日本教育新聞社

無料
http://www.juen.ac.jp
/
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