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三重県
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

三重県 朝日町 ①
平成24年度朝日町文
化祭

朝日町公民館で活動を行っている団体による出展及び芸能ス
テージを開催します。また団体による出店もあります。

11月3日 朝日町体育館 朝日町教育委員会教育課 無料 059-377-5657
9:00～16:00
雨天決行

三重県 朝日町 ③
秋季企画展
「魅惑の白　～天神萬
古と四日市萬古～」

幕末から昭和にかけて製造されていた天神萬古と同時代の萬
古焼を紹介する展覧会です。

10月27日～11月
25日

朝日町歴史博物館 朝日町歴史博物館 無料 059-377-6111

三重県 伊賀市 ③ 第６６回　芭蕉祭
毎年芭蕉翁の命日である１０月１２日に開催しています。セレ
モニー、全国俳句大会など。

10月12日 俳聖殿前、他
伊賀市企画課、（公財）芭蕉
翁顕彰会

無料

伊賀市企画課
0595-22-9621
（公財）芭蕉翁顕彰会
0595-21-2219

三重県 伊賀市 ③ 2012伊賀市民文化祭
絵画・写真などの展示部門、洋舞・邦楽などの舞台部門の発
表があります。

10月29日～12月2
日

伊賀市文化会館、ハイト
ピア伊賀

市民文化祭実行委員会 無料
伊賀市企画課
0595-22-9621

三重県 伊賀市 ③ 第８回　市展「いが」
絵画、彫塑工芸、写真、書道の作品を公募、審査のうえ展示し
ます。

10月23～27日 ハイトピア伊賀 伊賀市企画課 無料
伊賀市企画課
0595-22-9622

三重県 伊賀市 ①、③ あやま展覧会
文化サークル、老人クラブ、小中学校、一般の絵画や手芸、写
真等の作品を展示します

11月2～4日 あやま文化センター 阿山公民館 無料 0595-43-0154

三重県 伊賀市 ①、③ やまなみ文化祭 文化協会加入団体（芸能・舞台部門）の成果を発表します。 11月18日 ふるさと会館いが やまなみ文化協会 無料 0595-45-9122

三重県 伊賀市
①、②、

③
いがまち展覧会

地域住民の創作や芸術にふれ、文化の向上を図るため作品
展を行います。

10月27, 28日 いがまち公民館ほか いがまち展覧会実行委員会 無料 0595-45-9122

三重県 伊賀市 ①、③
青山ふるさと美術文化
展覧会

文化サークルや老人クラブ会員、住民の作品展を行います。 10月20～22日 青山ホール 青山公民館 無料 0595-52-1110

三重県 伊賀市 ①、③
青山サークル協議会芸
能発表会

文化サークル（芸能部門）の活動成果発表会を行います。 11月11日 青山ホール 青山公民館 無料 0595-52-1110

三重県 伊賀市 ①、③
島ヶ原文化芸術まつり
展覧会

島ヶ原地区の幼児から高齢者までの絵画や写真、俳句、手芸
等を展示します。

11月2～4日 島ヶ原会館 島ヶ原公民館 無料 0595-59-2291

三重県 伊勢市 ③
第56回
伊勢市民芸能祭

邦楽・舞台芸能、吟詠剣詩舞、合唱  器楽、邦舞（日舞・民
踊）、洋舞①（バレエ・モダンダンス・フラダンス）、能楽、洋舞②
（フォークダンス・ジャズダンス・レクダンス）７分野、市内公募
出演約70団体による自主運営の祭典です。

10月7, 14日, 11月
3, 11, 18, 23, 25日

伊勢市観光文化会館
・伊勢市生涯学習セン
ター

伊勢市・伊勢市教育委員
会・伊勢市文化協会

無料
http://www.city.ise.m
ie.jp/4280.htm

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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三重県 伊勢市 ③
第13回全国伝統花火
サミットｉｎ伊勢

伝統花火の実演で、全国の手筒花火13団体による実演披露を
ご覧いただけます。

11月3日
伊勢市倉田山公園野球
場

全国伝統花火サミットｉｎ伊
勢実行委員会

無料 未定

三重県 伊勢市 ③
第13回全国伝統花火
サミットｉｎ伊勢

全国伝統花火サミット団体の伝統文化を紹介します。（予定） 11月4日 ハートプラザみその
全国伝統花火サミットｉｎ伊
勢実行委員会

無料 未定 上記と同一行事

三重県 伊勢市 ①
ふたみ文化フェスティ
バル

二見地区で活動するサークル等の作品展示及び発表会です。 11月3～5日
二見公民館、
二見体育館

伊勢文化サークル協会二見
支部

無料
伊勢文化サークル協
会
0596-27-3926

11月3日～5日
（作品展）
11月4日
（芸能発表会）

三重県 伊勢市 ① 小俣町文化祭 小俣地区で活動するサークル等の作品展示及び発表会です。
10月27, 28日, 11

月10日

小俣農村環境改善セン
ター・伊勢市立小俣図書
館

伊勢文化サークル協会小俣
支部

無料
伊勢文化サークル協
会
0596-27-3926

10月27日～　28日
（作品展）
11月10日
（芸能発表会）

三重県 伊勢市 ① 御薗町文化祭 御薗地区で活動するサークル等の作品展示及び発表会です。
11月10, 11日, 10

月28日
ハートプラザみその

伊勢文化サークル協会御薗
支部

無料
伊勢文化サークル協
会
0596-27-3926

11月10日～　11日
（作品展）
10月28日
（芸能発表会）

三重県 伊勢市 ①
図書館まつり
「石垣仁久氏講演会」

神宮司庁文化部主幹・権禰宜である石垣仁久氏に、『月読と月
夜見』―伊勢のツキヨミの謎を解く―と題し、講演を行っていた
だきます。

11月10日 伊勢市立伊勢図書館 伊勢市立伊勢図書館 無料
http://iselib.city.ise.
mie.jp/

三重県 伊勢市 ①
図書館まつり
「雅楽演奏会」

伊勢市にある皇學館大学の雅楽部による舞と演奏を行いま
す。

11月11日 伊勢市立伊勢図書館 伊勢市立伊勢図書館 無料
http://iselib.city.ise.
mie.jp/

三重県 伊勢市 ①
図書館まつり
「郷土会による図書館
周辺史跡めぐり」

伊勢郷土会の会長と一緒に、伊勢図書館周辺の石の文化財
を巡ります。

11月13日 伊勢市立伊勢図書館 伊勢市立伊勢図書館 無料
http://iselib.city.ise.
mie.jp/

三重県 伊勢市 ①

図書館まつり
「おはなしプーさんのグ
リムに出会うおはなし
会」

2012年はグリム童話が誕生してちょうど200周年です。グリム
の世界をたっぷりと楽しめるストーリーテリング（語り）のおはな
し会を行います。

11月17日 伊勢市立伊勢図書館 伊勢市立伊勢図書館 無料
http://iselib.city.ise.
mie.jp/

三重県 伊勢市 ①
図書館まつり
「上映会」

来年迎える御遷宮に関連した作品の上映を行います。 11月18日 伊勢市立伊勢図書館 伊勢市立伊勢図書館 無料
http://iselib.city.ise.
mie.jp/

三重県 伊勢市 ①
おはなしプーさんの図
書館まつりおはなし会
スペシャル

大型絵本・紙芝居の読み聞かせをした後、どんぐりを使った工
作をします。

11月23日 伊勢市立伊勢図書館 伊勢市立伊勢図書館 無料
http://iselib.city.ise.
mie.jp/

三重県 伊勢市 ①
図書館まつり
「図書館施設利用者各
種サークル作品展」

図書館施設を利用して活動を行っている団体による、おりがみ
や絵手紙などの作品展を開催します。

11月10～25日 伊勢市立伊勢図書館 伊勢市立伊勢図書館 無料
http://iselib.city.ise.
mie.jp/

三重県 伊勢市 ①
図書館まつり
「伊勢図書館20周年記
念展示」

図書館にある貴重資料の展示や、伊勢図書館の年表等の展
示をします。

11月17～25日 伊勢市立伊勢図書館 伊勢市立伊勢図書館 無料
http://iselib.city.ise.
mie.jp/

三重県 伊勢市 ①
図書館まつり
「三重大学人形劇団つ
くし」による人形劇

子ども向けの人形劇や、手遊びなどを行います。 12月2日 伊勢市立伊勢図書館 伊勢市立伊勢図書館 無料
http://iselib.city.ise.
mie.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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三重県 伊勢市 ①
トビラを開く～閉架書庫
のヒミツ～

普段は見られない閉架書庫内の様子を写した写真パネルを展
示し、閉架書庫の本で特集コーナーを設置します。

11月10日～12月
13日

伊勢市立小俣図書館 伊勢市立小俣図書館 無料
http://iselib.city.ise.
mie.jp/

三重県 伊勢市 ①
図書館まつり
「古代へタイムスリッ
プ！勾玉づくり体験」

三重県埋蔵文化財センター職員による勾玉作りと、地域史跡
の学習を行います。

11月24日
伊勢市立小俣図書館
2階会議室

伊勢市立小俣図書館
http://iselib.city.ise.
mie.jp/

三重県 伊勢市 ①
図書館まつり
「ボランティアおはなし
会」

図書館ボランティアによるおはなし会です。 11月24, 25日
伊勢市立小俣図書館2
階ホール

伊勢市立小俣図書館 無料
http://iselib.city.ise.
mie.jp/

三重県 伊勢市 ①
図書館まつり
「大上映会」

親子向け映画の上映の後、おはなし会と工作教室を開催しま
す。

11月23日
伊勢市立小俣図書館2
階ホール

伊勢市立小俣図書館 無料
http://iselib.city.ise.
mie.jp/

三重県 伊勢市 ①
図書館まつり
「大上映会」

大人向けお笑い劇場を上映します。 11月24日
伊勢市立小俣図書館2
階ホール階視聴覚室

伊勢市立小俣図書館 無料
http://iselib.city.ise.
mie.jp/

三重県 伊勢市 ①
図書館まつり
「大上映会」

大人向け名作映画を上映します。 11月25日
伊勢市立小俣図書館2
階ホール

伊勢市立小俣図書館 無料
http://iselib.city.ise.
mie.jp/

三重県 伊勢市 ①
2012年伊勢市図書館
読書感想画展

夏に募集した読書感想画を展示します。
11月10日～12月2

日
伊勢市立小俣図書館
2階ギャラリー

伊勢市立小俣図書館 無料
http://iselib.city.ise.
mie.jp/

三重県 伊勢市 ①

みんなで絵本を作ろう
企画第5弾
『いちごちゃんとベリー
くん　ともだちのいえへ
いく』挿絵募集

利用者からテーマを決めて絵を募集し、集まった絵でオリジナ
ル絵本を作成します。

11月1日～12月28
日

伊勢市立小俣図書館 伊勢市立小俣図書館 無料
http://iselib.city.ise.
mie.jp/

三重県 伊勢市 ③
第５９回
伊勢市美術展覧会

伊勢市及び周辺市町在住者等から応募のあった平面造形・立
体造形・工芸・写真・書の５部門の作品を展示します。

10月30日
～11月4日

伊勢市観光文化会館
伊勢市・伊勢市教育委員
会・伊勢市美術展覧会運営
委員会

無料
http://www.city.ise.m
ie.jp/6921.htm

三重県 伊勢市 ③
三重県立美術館美術
セミナー

美術を楽しむための一つの契機とするため、伊勢市美術展覧
会の開催に合わせて美術セミナーを開催します。

11月3日 伊勢市観光文化会館
三重県立美術館友の会・伊
勢市教育委員会・三重県立
美術館

無料

三重県 大台町 ①
生涯学習フェスティバ
ル

芸能発表 10月7日 グリーンプラザおおだい 大台町文化協会 無料 ０５９８－８２－３７９１

三重県 大台町 ①
生涯学習フェスティバ
ル

展示発表 10月20, 21日
大台町Ｂ＆Ｇ海洋セン
ター

大台町文化協会 無料 ０５９８－８２－３７９１

三重県 木曽岬町 ③ 秋の文化祭
　木曽岬町文化協会が主催して、協会加盟23団体による和太
鼓、輪踊り、フラダンス、コーラス等の舞台発表と習字、陶芸、
生花、菊花等の作品展が開催されます。

11月3, 4日 木曽岬町体育館 木曽岬町文化協会 無料
木曽岬町教育委員会
☎0567-68-1617

舞台発表者及び作品
出展者は町文化協会
加盟団体に限定。な
お、入場者に制限は

ありません。

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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三重県 熊野市 ③ お気軽クラシック2012 奇跡のDuo～藤森亮一＆吉田秀～ 10月28日 熊野市民会館 熊野市文化支援委員会
熊野市民会館
0597-85-3742

三重県 熊野市 ③
熊野市民文化祭
（ステージ部門）

歌や踊りなど普段活動している成果を発表していただきます 11月4日 熊野市民会館
熊野市教育委員会、熊野文
化協会

無料

熊野市教育委員会社
会教育課
0597-89-4111
（内線414）

三重県 熊野市 ③ 桂文枝　襲名披露公演 桂三枝改メ　六代目桂文枝　襲名披露公演 11月17日 熊野市民会館 熊野市民会館
熊野市民会館
0597-85-3742

三重県 桑名市 ①
読み聞かせスキルアッ
プ講座

桑名市子ども読書推進啓発イベントとして正置友子さんの講
演会を行います。

11月4日
くわなメディアライヴ多
目的ホール

桑名市立中央図書館 無料
桑名市立中央図書館
0594-22-0562

三重県 桑名市 ① おひざでえほん
０歳から未就学児と保護者を対象とした催し。親と子のふれあ
い遊びや絵本の読み聞かせを行います。

11月2日
ふるさと多度文学館・1
階おはなしのへや

ふるさと多度文学館 無料
ふるさと多度文学館
0594-48-7000

三重県 桑名市 ① おはなし会
幼児から小学生を対象とした絵本・紙芝居の読み聞かせ会で
す。

11月10日
ふるさと多度文学館・1
階おはなしのへや

ふるさと多度文学館 無料
ふるさと多度文学館
0594-48-7000

三重県 桑名市 ① リサイクルブック
図書館に所蔵できなかった本・廃棄する本・雑誌を有効利用す
るために、無料でお譲りする催しです。

11月3, 4日
ふるさと多度文学館・2
階視聴覚室

ふるさと多度文学館 無料
ふるさと多度文学館
0594-48-7000

三重県 桑名市 ①
つつみあれい大きな絵
本展

絵本作家 つつみあれいさんが、三重県の公共施設をイメージ
して作った大型絵本を展示紹介します。

10月6日～
11月4日

長島輪中
図書館

長島輪中
図書館

無料
長島輪中図書館
0594‐41-1040

三重県 桑名市 ①
ワークショップ「きのこ
の帽子づくり」

つつみさんの作品に度々登場する「赤いきのこ」をイメージした
かわいい帽子を作成し、完成した帽子を被り、おはなしの世界
を体感します。

10月21日
長島輪中
図書館

長島輪中
図書館

無料
長島輪中図書館
0594‐41-1040

三重県 桑名市 ①
長島コスモスまつり
｢お外でおはなし会｣

読み聞かせボランティア、図書館スタッフが屋外で絵本や紙芝
居の読み聞かせを行います。

11月10日
長島輪中
図書館

長島輪中
図書館

無料
長島輪中図書館
0594‐41-1040

三重県 桑名市 ①
長島コスモスまつり
｢人形劇｣(幼児向け)

劇団むすび座による人形劇を上演します。 11月11日
長島輪中
図書館

長島輪中
図書館

無料
長島輪中図書館
0594‐41-1040

三重県 桑名市 ① おはなし会
読み聞かせボランティア、図書館スタッフが絵本や紙芝居の読
み聞かせを行います。

毎週
火曜・土曜

長島輪中
図書館

長島輪中
図書館

無料
長島輪中図書館
0594‐41-1040

三重県 桑名市 ③
第21回桑名市民芸術
文化祭

文化協会加盟団体が自らの力で作り上げ、芸術の祭典とし
て、広く一般に茶華道・音楽・舞踊・演劇・芸術作品に触れる
様々な催しを開催します。

10月20, 21, 27,
28日, 11月2～4,

11, 17, 18, 22～25
日

桑名市民会館、くわなメ
ディアライヴ、六華苑

桑名市、桑名市教育委員
会、桑名市文化協会

http://bunkyo-
kuwana.jp/
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三重県 鈴鹿市 ①
鈴鹿医療科学大学市
民公開講座

「健康と食の安全・安心の問題を考えよう」というテーマで、演
題に沿って講演致します。

11月10日
鈴鹿医療科学大学
JART記念館100年記念
ホール

鈴鹿医療科学大学　医療栄
養学科

無料

鈴鹿医療科学大学
（千代崎キャンパス）
庶務課
TEL０５９－３８３－８
９９１

三重県 玉城町 ①
玉城町民創作・美術・
文化展

住民による創作美術・文化作品展覧会 １１月3, 4日 玉城町体育センター 玉城町教育委員会 無料
玉城町中央公民館
0596-58-6331

三重県 津市 ③
平成２４年度津市橋北
公民館文化祭

文化祭発表会・作品展示・お茶会など 11月3, 4日 アスト津４・５階
橋北公民館学習グループ連
絡協議会

無料 059-227-1738

三重県 津市 ③
平成２４年度津市一身
田民館文化祭

文化祭発表会 11月4日 北部市民センター
津市一身田公民館文化祭
運営協議会

無料 059-232-2108

三重県 津市 ③
平成２４年度津市白塚
民館文化祭

文化祭発表会 11月4日 白塚市民センター
白塚公民館学習グループ連
絡協議会

無料 059-232-3043

三重県 津市 ③
平成２４年度津市波瀬
公民館文化祭

文化祭発表会 11月3, 4日 波瀬公民館
波瀬公民館・公民館地域学
習グループ

無料 059-294-7472

三重県 津市 ③
平成２４年度津市稲葉
公民館

文化祭発表会・作品展示・お茶会など　風童夢太鼓、安濃津よ
さこい

11月4日 稲葉公民館とその周辺
稲葉地区文化祭運営委員
会

無料 059-252-2276

三重県 津市 ①

あのつアカデミー「女性
健康講座」更年期と上
手につきあう素敵な暮
らし方

更年期の身体と心の特徴を正しく知って、健康でいきいきと過
ごすための方法について学びます

11月15日
津リージョンプラザ健康
教室

津市教育委員会 300 059-229-3248

三重県 津市 ①
あのつアカデミー「健康
講座」暮らしに活かす
ツボによる健康法

体のツボとは何か、ツボを刺激するとなぜ効果があるのか、ツ
ボを利用した自分でできる健康法について学びます

11月17日 アストプラザ研修室Ａ 津市教育委員会 300 059-229-3248

三重県 津市 ①
手づくり絵本コンクール
作品展示会

読書活動が活発なまちを創造する取組の一環として手づくり絵
本コンクールを開催し、応募作品を展示します

10月26～28日
津リージョンプラザ健康
教室

津市教育委員会 無料 059-229-3248

三重県 津市 ③ 第7回津市河芸文化祭
市民による個性と魅力あるまちづくりを進めるため、市民参加
による文化祭を開催することにより、市民の文化意識の高揚
及び芸術文化の振興を図ります。

11月3, 4日
津市河芸公民館、津市
河芸体育館及びその周
辺

河芸文化祭実行委員会 無料 059-244-1700

三重県 津市
①，②，
③，④

三重大学人文学部公
開ゼミ：　地震考古学
事始め

考古学では遺跡の発掘調査により、過去の地震の履歴や規
模等を知ることができるようになりました。伊勢湾岸の地震履
歴を中心に、「地震考古学」の研究成果を紹介します。

9月29日～10月20
日（全3回）

国立大学法人三重大学
人文学部

国立大学法人三重大学人
文学部

無料

http://www.human.mi
e-
u.ac.jp/chiiki/kouza/i
ndex.html
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三重県 津市
①，②，
③，④

三重大学人文学部公
開ゼミ：　はじめての言
語学―ことばの不思議
を考える―

日本語や英語の文の仕組み、意味、働きを中心に一緒に考え
ることで、ことばの背景に潜む様々な「謎」を探求していきま
す。

10月16～30日（全
3回）

国立大学法人三重大学
人文学部

国立大学法人三重大学人
文学部

無料

http://www.human.mi
e-
u.ac.jp/chiiki/kouza/i
ndex.html

三重県 津市
①，②，
③，④

三重大学人文学部公
開ゼミ：　高リスク社会
における中小企業の未
来

グローバルなレベルでの政治的・経済的危機に直面する可能
性が高まっている現代において、中小企業がそれらに振り回さ
れ続けるだけではにようにするには何が必要かを検討します。

10月17～31日（全
3回）

国立大学法人三重大学
人文学部

国立大学法人三重大学人
文学部

無料

http://www.human.mi
e-
u.ac.jp/chiiki/kouza/i
ndex.html

三重県 津市
①，②，
③，④

三重大学人文学部公
開ゼミ：　大規模災害
の際の地方自治体へ
の役割

東日本大震災では自治体レベルでの対応につき、多くの限界
性と多くの教訓が示されました。三重県でもきたるべき南海トラ
フト型大地震・津波に備えた対応が求められているところ、今
回の震災で得られた教訓を整理して、今後の行政上の対策を
法的視点から提案いたします。

11月5日～12月3
日（全3回）

国立大学法人三重大学
人文学部

国立大学法人三重大学人
文学部

無料

http://www.human.mi
e-
u.ac.jp/chiiki/kouza/i
ndex.html

三重県 津市
①，②，
③，④

三重大学人文学部公
開ゼミ：　贈与と交換に
ついて

経済活動の基本は、「ものをあげること」と「交換すること」です
が、これらの行為の意義について、世界の様々な事例や現代
日本人の日常的な習慣から検証していきます。

11月6～20日（全3
回）

国立大学法人三重大学
人文学部

国立大学法人三重大学人
文学部

無料

http://www.human.mi
e-
u.ac.jp/chiiki/kouza/i
ndex.html

三重県 津市
①，②，
③，④

三重大学人文学部公
開ゼミ：　志摩の海女
の歴史と文化

志摩は日本でも有数の海女漁が盛んな地です。志摩の海女
の歴史を、古文書や絵画資料を用いて分析し、その魅力を伝
えたいと思います。

11月14～28日（全
3回）

国立大学法人三重大学
人文学部

国立大学法人三重大学人
文学部

無料

http://www.human.mi
e-
u.ac.jp/chiiki/kouza/i
ndex.html

三重県 津市
①，②，
③，④

三重大学人文学部公
開ゼミ：　文学から映画
へ

ドイツ語圏の文学作品に基づく劇映画を取り上げて、両者の表
現方法を比較します。

11月16日～12月
14日（全3回）

国立大学法人三重大学
人文学部

国立大学法人三重大学人
文学部

無料

http://www.human.mi
e-
u.ac.jp/chiiki/kouza/i
ndex.html

三重県 名張市 ③ 工業高専名張祭
テーマ　ＮＥＸＴ　ＳＴＡＧＥ
内容　工学体験ｺｰﾅｰ､花火､各種ｲﾍﾞﾝﾄ等

10月19～21日
近畿大学工業高等専門
学校

近畿大学工業高等専門学
校

無料 jimubu@ktc.ac.jp

三重県 名張市 ①
近畿大学工業高等専
門学校
市民公開講座

①観光とは？観光によって地域を活かす
②三重県尾鷲市｢夢古道の湯｣温浴施設からの町おこし
講師①小畑力人　追手門学院大学教授･前和歌山大学観光学
部教授
講師②伊東将志　おわせ夢古道の湯ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ･尾鷲商工会
議所総務課課長補佐

10月20日
近畿大学工業高等専門
学校

近畿大学工業高等専門学
校

無料 jimubu@ktc.ac.jp

三重県 名張市 ④
近畿大学工業高等専
門学校
市民公開講座

①地震と津波の被害と対策
②東北大震災における環境破壊と自然生態系の復元と再生
講師①小野正行　近畿大学名誉教授･福岡県建築物耐震評価
委員会委員
講師②表寿一　本校教授･日本景観学会評議委員

11月10日
近畿大学工業高等専門
学校

近畿大学工業高等専門学
校

無料 jimubu@ktc.ac.jp
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三重県 松阪市 　③
第22回松阪合唱フェス
ティバル2012

市内で活動する合唱団体のほか、公募した幼、小、中、一般の
コーラスグループが日頃の練習の成果を披露します。

10月28日 松阪市民文化会館
松阪市合唱友の会、松阪
市、松阪市教育委員会

無料
松阪市教育委員会文
化課　 0598-53-4397

三重県 松阪市 　③
第53回松阪市美術展
覧会

市民から出品された絵画、彫刻・工芸、写真、書道の作品で、
審査の結果、入選・入賞した作品を展示します。

第1部10月6～14
日, 第2部10月27

日～11月4日
松阪市文化財センター 松阪市、松阪市教育委員会 無料

http://www.city.mats
usaka.mie.jp/www/co
ntents/13402414543
48/index.html

三重県 松阪市 ③
「武四郎涅槃図の世
界」展

松浦武四郎は、生前に自らの亡くなる時の姿を釈迦の涅槃図
になぞらえ、画家の河鍋暁斎に約5年の歳月をかけて描かせ
ました。大好きな絵やモノたちに囲まれて昼寝をする武四郎
の、奇想天外な涅槃図の世界をどうぞご覧下さい。

9月19日～11月18
日

松浦武四郎記念館 松浦武四郎記念館

http://www.city.mats
usaka.mie.jp/www/ge
nre/0000000000000/
1000000000729/inde
x.html

三重県 松阪市 ②
郷土の偉人 松浦武四
郎に学ぶ

松阪市立小野江小学校の6年生児童25名が松浦武四郎記念
館へ出かけて郷土の偉人である松浦武四郎について学びま
す

11月1日 松浦武四郎記念館 松浦武四郎記念館 無料

http://www.city.mats
usaka.mie.jp/www/ge
nre/0000000000000/
1000000000729/inde
x.html

三重県 松阪市 ③

はにわ館開館10周年
記念特別展「ねむれる
王たちの至宝～出土品
からみた古墳世界～」

古墳時代中期以降に成立した近隣地域の古墳から出土した
副葬品や、各地の埴輪資料を集め、宝塚１号墳のもつ様々な
謎にせまります。

10月6日（土）～11
月25日（日）

松阪市文化財センター
はにわ館

松阪市、松阪市教育委員会

http://www.city.mats
usaka.mie.jp/www/ge
nre/0000000000000/
1000000000725/inde
x.html

三重県 松阪市 ③

リレートーク①「宝塚の
埴輪船～古代の心を
求めて～」②「大王墓
の世界」

はにわ館開館10周年記念特別展の関連行事として、①元同志
社大学教授　辰巳和弘さん②今城塚古代歴史館館長　森田克
行さんによる講演会を開催します。

①10月21日（日）
②11月11日（日）

橋西地区市民センター 松阪市、松阪市教育委員会 無料

http://www.city.mats
usaka.mie.jp/www/ge
nre/0000000000000/
1000000000725/inde
x.html

三重県 松阪市 ③
ワークショップ「勾玉
ネックレスをつくってみ
よう！」

はにわ館開館10周年記念特別展の関連行事として、古代から
アクセサリーとして使われてきた勾玉や管玉などを使って、
ネックレスをつくります。

①10月14日（日）
②11月18日（日）

松阪市文化財センター
はにわ館

松阪市、松阪市教育委員会

http://www.city.mats
usaka.mie.jp/www/ge
nre/0000000000000/
1000000000725/inde
x.html

三重県 松阪市 ①
古代生活体験イベント
「うれしの天白縄文ま
つり」

古代生活を体験するイベントで、勾玉づくり、火おこし、縄文の
編み物、土笛づくり、スタンプラリーなどを開催します。
※内容について、変更する場合があります。

10月28日（日）
天白遺跡公園（雨天時
は中郷公民館)

ＮＰＯ法人みえ自然・文化財
保護サークル、松阪市、松
阪市教育委員会

無料

http://www.city.mats
usaka.mie.jp/www/ge
nre/0000000000000/
1000000000725/inde
x.html

三重県 松阪市 ③
企画展「松阪商人津嶋
屋（竹内家）展」

江戸時代の紙幣に藩札があり、藩札のルーツが羽書と呼ばれ
る私札です。近世経済史において重要な地域通貨(エコマ
ネー)発祥の地としての新たな松阪像を紹介します。

10月6日～1月14
日

松阪市立歴史民俗資料
館

松阪市立歴史民俗資料館

http://www.city.mats
usaka.mie.jp/www/co
ntents/10000011670
00/index.html

三重県 松阪市 ③
「鬼が来た‼」大江山屏
風特別公開

「大江山屏風」は、久留家旧蔵の大変貴重な屏風です。本作
品は、源頼光の四天王の一人である渡辺綱が、羅生門に住む
鬼を退治する、いわゆる「羅生門」の物語を題材とした屏風で
す。

11月3～18日 松阪商人の館 松阪市立歴史民俗資料館

http://www.city.mats
usaka.mie.jp/www/co
ntents/10000011770
00/index.html
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三重県 松阪市 ①
嬉野宇気郷公民館文
化祭と秋まつり

　地元出身歌手の歌とトークを行います。
　フォトコンテスト・絵画コンテストの発表及びサークル・講座等
の作品発表をします。
　カラオケ・フラダンス発表・秋の物産店・屋台村でのお楽しみ
コーナーもあります。

11月18日 嬉野宇気郷公民館 嬉野宇気郷住民協議会 無料
嬉野宇気郷公民館
℡0598-35-0022

三重県 松阪市 ① なかざと文化祭
自主クラブ・一般・幼稚園・小学生・中学生の作品展示と発表、
招待イベントやカラオケの発表、食品開発チームの販売や育
成会の親子体験教室があります。

11月11日 中郷公民館 中郷文化祭実行委員会 無料
中郷公民館
℡0598-43-2844

三重県 松阪市 ① 豊地文化祭
一般・幼稚園・小学校・サークル生による作品発表及びステー
ジ発表等です。

11月11日
豊地公民館・豊地小学
校体育館

豊地まちづくり協議会 無料
豊地公民館
℡0598-42-4253

三重県 松阪市 ① 中川地区文化祭 作品展示・ステージ発表・お楽しみコーナー等です。 11月11日 中川コミュニティセンター 中川まちづくり協議会 無料
中川公民館
℡0598-42-5574

三重県 松阪市 ① 豊田地区文化祭
地区民・中学生・小学生・幼稚園・保育園児等の書道・絵画・手
芸等の作品展示及び地区育成会活動報告の掲示です。

11月11日 豊田公民館 豊田まちづくり協議会 無料
豊田公民館
0598-42-6939

三重県 松阪市 ① 中原地区文化祭 作品展示・特別出演・各種即売会・野店等です。 11月11日
中原小学校体育館・グラ
ンド

中原まちづくり協議会 無料
中原公民館
0598-42-2400

三重県 松阪市 ①③ 第30回嬉野文化祭
3日にステージ発表、両日で作品展示等を行います。嬉野文化
協会や公民館講座生、管内の保育園・幼稚園・小学生・中学
生・一般の日頃の成果を発表する機会としています。

11月3, 4日
嬉野生涯学習センター・
嬉野ふるさと会館

嬉野文化祭実行委員会 無料
松阪市教育委員会
嬉野教育事務所
   ℡0598-48-3822

三重県 松阪市 ①③ 三雲文化祭

地域住民や公民館趣味サークル受講生、管内の小学生など
の日頃の成果を発表します。27･28日両日で作品展示や体験
コーナー、催し物等を行います。27日は囲碁将棋大会を行い
ます。　　　　　　　　　　　　　　　　11月18日は芸能音楽発表会
を開催します。

（作品展示等）10
月27, 28日

（芸能発表）11月
18日

（展示・芸音）ハートフル
みくもスポーツ文化セン
ター、
（囲碁将棋大会）
保健福祉センター

三雲文化祭実行委員会 無料
松阪市教育委員会
三雲教育事務所
℡0598－56－7916

三重県 松阪市 ① いいたか文化祭2012
地域の文化に対し認識を深め、住民の交流の場となることを
願い文化祭を開催します。文化講演会、作品展示、舞台発
表、バザー等があります。

11月17, 18日
飯高総合開発センター、
飯高B＆G海洋センター

飯高文化祭実行委員会 無料
松阪市教育委員会
飯高教育事務所
℡0598-46-7110

三重県 松阪市 ① 櫛田地区文化祭
公民館教室の皆さんや櫛田地区にお住まいの皆さんの日頃
の成果を発表する文化祭（作品展示会）です。

11月10, 11日 櫛田公民館 揥水まちづくり協議会 無料 櫛田公民館
℡0598-28-2675

三重県 松阪市 ① 文化グループ展(前期）
松阪公民館で活動をしている文化グループが日頃の学習成果
を展示紹介します。

10月26～29日 松阪公民館 松阪公民館 無料
松阪公民館
0598-53-4474

三重県 松阪市 ① 文化グループ展(後期）
松阪公民館で活動をしている文化グループが日頃の学習成果
を展示紹介します。

11月2～5日 松阪公民館 松阪公民館 無料
松阪公民館
0598-53-4474

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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三重県 松阪市 ① 市民菊花展
市内の菊の愛好家が丹精込めて育てた菊を一堂に集め展示
します。

11月1～7日
松阪農業公園
ベルファーム

(松阪菊友会） 無料
松阪公民館
0598-53-4474

三重県 松阪市 ③ 東黒部公民館文化祭 公民館趣味クラブ・一般作品の展示等を行います。 11月11日 東黒部小学校 東黒部公民館 無料
東黒部公民館　　　℡
0598-59-0001

三重県 松阪市 ①
第１３回徳和公民館文
化祭

徳和公民館趣味クラブの芸能発表や作品展示をします。 10月28日 徳和公民館 徳和公民館 無料
徳和公民館
℡0598-20-1100

三重県 松阪市 ① 文化祭（作品展示） 一年間取り組んできた作品を展示します。 11月10, 11日 花岡公民館 花岡公民館 無料
花岡公民館
℡0598-21-5646

三重県 松阪市 ① 文化祭（芸能発表） 一年間取り組んできた練習の成果を発表します。 11月18日 花岡公民館 花岡公民館 無料
花岡公民館
℡0598-21-5646

三重県 松阪市 ① 文化祭
大河内公民館で活動している趣味クラブが、日頃の学習成果
を発表する文化祭（作品展示会）です。

11月4日
大河内
小学校

大河内
公民館

無料
大河内公民館　　℡
0598-36-0001

三重県 松阪市 ① 文化祭

フォトコンテスト・絵画コンテストの発表及びサークル・講座等
の作品発表をします。
　カラオケ・フラダンス発表・秋の物産店・屋台村でのお楽しみ
コーナーもあります。

11月18日 嬉野宇気郷公民館 嬉野宇気郷公民館 無料
嬉野宇気郷公民館
℡0598-35-0022

三重県 松阪市 ① 飯南ふれあい祭
地域の特産物等のPR、伝統文化、自然環境など、地域資産を
活用した取り組みの発表や、公民館活動などの発表などで地
域及び近隣市町との交流を深めます。

11月17, 18日
飯南産業文化センター
及び施設周辺

飯南ふれあい祭実行委員
会

無料

飯南地域振興課（本
祭）
   ℡0598-32-2511
飯南教育事務所
（前夜祭）
℡0598-32-2300

三重県 明和町 ① 文化祭
①中央公民館講座生等の作品展示および発表会です。
②読書、感想を三行詩にします。

11月3, 4日
明和町中央公民館、総
合体育館

明和町教育委員会 無料
http://www.town.mei
wa.mie.jp/

三重県 明和町 ① 図書館市 廃棄になった本を、希望者に配布します。 11月4日 明和町ふるさと会館 明和町ふるさと会館 無料
http://meiwa-
li.hp4u.jp/

三重県 四日市市 ③

四日市市文化会館30
周年記念事業
第10回三重映画フェス
ティバル

本市出身の映画監督・藤田敏八と澤井信一郎にちなんだ映画
の上映会です。

10月20日 四日市市文化会館

財団法人四日市市まちづく
り振興事業団
三重映画フェスティバル実
行委員会

無料
http://yokkaichi-
shinko.com/yonbun/

三重県 四日市市 ③
第1回全国ファミリー音
楽コンクールinよっかい
ち

「家族」と「絆」をテーマにした家族3人以上のグループによる音
楽コンクールです。
全国から１６グループが出場します。

10月21日 四日市市文化会館
四日市市・全国ファミリー音
楽コンクール実行委員会

無料
http://www.city.yokk
aichi.mie.jp/music/in
dex.html

入場整理券が必要で
す。
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三重県 四日市市 ③
四日市市文化会館30
周年記念協賛事業
第9回「文治まつり」

本市ゆかりの落語家・桂文治を顕彰して、落語に親しむ催しで
す。

10月26日 四日市市文化会館
財団法人四日市市まちづく
り振興事業団・三重テレビ放
送

http://yokkaichi-
shinko.com/yonbun/

三重県 四日市市 ③

四日市市文化会館30
周年記念事業
四日市JAZZフェスティ
バル

本市中心市街地14個所で繰り広げられるBANDの祭典です。 10月28日
四日市市中心市街地14
個所

財団法人四日市市まちづく
り振興事業団

無料
http://yokkaichijazz.
web.fc2.com/index.ht
ml

三重県 四日市市 ③
平成24年度四日市市
文化功労者表彰式

市の文化振興への功労者を表彰します。
記念のミニコンサートもあります。

11月3日 四日市市文化会館 四日市市 無料

三重県 四日市市 ③
四日市市民芸術文化
祭
市民茶会

広間でお茶をいただきながら茶道具の説明があります。 11月3日 四日市市茶室「泗翠庵」
四日市市・四日市市文化協
会

三重県 四日市市 ③

四日市市民芸術文化
祭
第１１回四日市短詩型
文学祭

公募した短歌、俳句、川柳、現代詩、連句を紹介します。 11月3日 四日市市文化会館
四日市市・四日市市文化協
会

無料 作品の出品は有料

三重県 四日市市 ③
四日市市民芸術文化
祭
市民囲碁将棋大会

初心者から高段者まで参加できます。
当日10時30分から参加を受け付けます。

11月3, 4日 四日市市文化会館
四日市市・四日市市文化協
会

無料 参加は有料

三重県 四日市市 ③
四日市市民芸術文化
祭
川柳大会

公募による川柳大会です。
当日10時から投句を受け付けます。

11月4日 四日市市文化会館
四日市市・四日市市文化協
会

無料 作品の出品は有料

三重県 四日市市 ①
特別展「2012イタリア・
ボローニャ国際絵本原
画展」

世界唯一の児童図書見本市「ボローニャ児童図書展」で毎年
行われる絵本原画コンクールの入選作品を紹介します。

9月29日～11月4
日

四日市市立博物館 四日市市立博物館
http://www.city.yokk
aichi.mie.jp/museum/

三重県 四日市市 ①
企画展「久留倍官衙遺
跡　伊勢湾をのぞむ古
代の役所」

四日市市内で初の国指定遺跡となった「久留倍官衙遺跡」。こ
れまでに行われた発掘調査の成果を紹介します。

11月11日～12月9
日

四日市市立博物館 四日市市立博物館 無料
http://www.city.yokk
aichi.mie.jp/museum/

三重県 四日市市 ①
学習支援展示「江戸時
代の四日市」

江戸時代の四日市を館蔵の資料で紹介します。宿場町だけで
はない四日市の姿を発見してみましょう。

11月3日～12月9
日

四日市市立博物館 四日市市立博物館 無料
http://www.city.yokk
aichi.mie.jp/museum/

三重県 四日市市 ①
プラネタリウムテーマ
番組「スターリーテイル
ズ　星座は時をこえて」

透明感あふれる作風で国内外に多くのファンを持つKAGAYA
スタジオが、ギリシア神話の星座物語を全天デジタル投映にし
た番組

10月6日～1月27
日

四日市市立博物館 四日市市立博物館
http://www.city.yokk
aichi.mie.jp/museum/

三重県 四日市市 ①

プラネタリウムキャラク
ター番組「それいけ！
アンパンマン～星の色
と空の色から」

きれいな夕焼けを描くゆうやけまんは、いつも絵筆をふるって
きれいな夕焼けを見せてくれる。そんなゆうやけまんからばい
きんまんは絵筆をむりやり奪ってしまう。アンパンマンは無事に
絵筆を取り返せるのか。

10月6日～1月27
日

四日市市立博物館 四日市市立博物館
http://www.city.yokk
aichi.mie.jp/museum/
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三重県 四日市市 ①
古文書で知る江戸時代
「町の暮らし」

古文書などの資料を使って江戸時代の暮らしや社会を知る講
座。

10月28日 四日市市立博物館 四日市市立博物館
http://www.city.yokk
aichi.mie.jp/museum/

三重県 四日市市 ①
ミュージアムセミナー
西洋近代絵画の楽しみ
方「モネ」

気鋭の研究者を招いて、西洋近代絵画の巨匠たちの作品の
見方に迫ります。講師：深谷克典氏（名古屋市美術館学芸課
長）

11月4日 四日市市立博物館 四日市市立博物館
http://www.city.yokk
aichi.mie.jp/museum/

三重県 四日市市 ①
家族のための「読み聞
かせ」プラネタリウム

アニメやラジオなどで活躍する四日市出身の声優による読み
聞かせ。星座とともに絵本の世界をお楽しみください。

10月27日 四日市市立博物館 四日市市立博物館
http://www.city.yokk
aichi.mie.jp/museum/

三重県 四日市市 ① 図書リサイクル市
図書館で不用となった図書を、お一人さま　１０冊までお譲りい
たします。

11月15～18日 四日市市立図書館 四日市市立図書館 無料
http://www.city.yokk
aichi.mie.jp/library/

開催時間にご注意く
ださい

三重県 四日市市 ① 秋の絵本のよみきかせ 幼児からを対象にした絵本の読み聞かせです。 11月17日 四日市市立図書館 四日市市立図書館 無料
http://www.city.yokk
aichi.mie.jp/library/

三重県 四日市市 ①
青少年体験活動フェス
ティバル

青少年を中心とした体験活動フェスティバル企画委員による企
画運営により、体験活動や創作活動等のブースを設け家族や
青少年が集う体験活動の場として行事を実施します。

11月18日
四日市市勤労者・市民
交流センター

四日市市教育委員会
四日市市教育委員会
青少年育成指導室
059-354-8314

三重県 四日市市 ① 「家庭の日」啓発事業
家族相互の絆を深め、健康で明るい家庭を築くための「家庭の
日」の定着を図る市民運動として、「家庭の日の講演会」を実
施します。

11月23日
四日市市文化会館第３
ホール

四日市市教育委員会 無料
四日市市教育委員会
青少年育成指導室
059-354-8247

三重県 度会町 ③ 度会町民文化祭
度会町における文化活動の集大成として作品展、芸能発表会
等を開催します。

１１月3, 4日 度会町民体育館他
度会町民文化祭実行委員
会

無料
度会町教育委員会事
務局
0596-62-2422
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