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滋賀県
近江八幡

市
②③ 市青少年美術展覧会

市内各保幼小中から出品された図画工作、美術、書写作品の
展示を行います。

11月9～11日 近江八幡市文化会館 市教育委員会 無料 0748-36-5531

滋賀県
近江八幡

市
① 近江八幡市読書月間

読書普及を目的とした全国読書週間に関連し、図書館を中心
に読書推進に係わるイベントを実施

10月27日～11月
27日

近江八幡市立図書館（2
館）

近江八幡市立図書館 無料
０７４８
－３２－４０９０

滋賀県
近江八幡

市
① 近江八幡文学講座 近江八幡市の文学に関係する講演会 10月27日 近江八幡図書館 近江八幡市立図書館 無料

０７４８
－３２－４０９０

滋賀県
近江八幡

市
③ 第30回市民音楽祭

近江八幡市音楽連盟に所属する団体等による音楽祭を開催し
ます。内容は、大正琴、合唱、吹奏楽、コーラス、よし笛、ギ
ターオーケストラ、アンサンブルなど、心打つ響き、癒される音
色、ここだけのハーモニーがあります。

11月18日（日）
近江八幡市文化会館
大ホール

近江八幡市音楽連盟 無料
近江八幡市総合政策
部文化観光課：℡
0748‐36‐5529

滋賀県
近江八幡

市
③ 第88回市民文化祭

近江八幡市文化協会に所属する団体等が集まり文化の祭典
を開催します。内容は、展示部門、文芸部門の合同展示会、
舞台発表会、抹茶・煎茶体験など、市民が参加して楽しい催し
になっています。

10月13(土)～14日
(日)

近江八幡市文化会館
大ホール、小ホール、展
示室

近江八幡市文化協会 無料
近江八幡市総合政策
部文化観光課：℡
0748‐36‐5529

滋賀県
近江八幡

市
③

平成２４年度第４６回
（第４１回滋賀県芸術
文化祭参加事業）安土
町地域自治区文化祭

地域自治区文化祭は、日頃の文化芸術活動の成果を発表し
ていただき、文化芸術に親しみ、鑑賞する機会を広く市民の皆
さんに提供するとともに、文化芸術の創造と発展を図る。

11月3, 4日
あづちマリエ－ト、あづ
ち文芸セミナリヨ

安土地域自治区文化祭実
行委員会

無料 （０７４８）４６－２３４６

滋賀県 大津市 ①、② 滋賀教育の日2012
社会全体で子どもの健やかな育ちを支える環境づくりを促進
することを目的に設置された「滋賀　教育の日」の趣旨に沿っ
て、記念式典、講演等を行う。

11月１日
(予定)

県庁新館７階大会議室 滋賀県 無料

http://www.pref.shiga
.jp/edu/sogo/kyouiku
_day/kyouikunohi_top.
html

滋賀県 大津市 ③
企画展「石山寺縁起絵
巻の全貌」

石山寺の草創と本尊の霊験譚を描いた重要文化財　石山寺
縁起絵巻全七巻を一挙に公開します。

10月6日～11月25
日

滋賀県立近代美術館
石山寺縁起の世界」展実行
委員会

http://www.shiga-
kinbi.jp/

滋賀県 大津市 ③ 企画展関連狂言
新作狂言「石山寺霊験～石山寺縁起絵巻第五巻第三段より
～」を上演します。

10月6日 滋賀県立近代美術館
石山寺縁起の世界」展実行
委員会

http://www.shiga-
kinbi.jp/

滋賀県 大津市 ③ 企画展関連講演会
相澤正彦氏（成城大学教授）による講演会「なぞのプロジェクト
－石山寺縁起絵巻全七巻の制作」を開催します。

10月14日 滋賀県立近代美術館
石山寺縁起の世界」展実行
委員会

http://www.shiga-
kinbi.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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滋賀県 大津市 ③
企画展関連シンポジウ
ム

大本山石山寺座主のお話と知事を囲んでのシンポジウムを開
催します。

10月28日 石山寺明王院
石山寺縁起の世界」展実行
委員会

http://www.shiga-
kinbi.jp/

滋賀県 大津市 ③ 企画展関連鑑賞会
「さあ、覗こう！石山寺縁起絵巻の世界」と題し、担当学芸員が
わかりやすく解説します。

11月4日 滋賀県立近代美術館
石山寺縁起の世界」展実行
委員会

http://www.shiga-
kinbi.jp/

滋賀県 大津市 ③
秋の美術館講座「浮世
絵の流れ　～風俗画か
ら錦絵へ～」

海外でいちはやく評価された日本の芸術「浮世絵」は、いつ、
どのように生まれ、発展していったのかを解説します。 11月11日 滋賀県立近代美術館 滋賀県立近代美術館 無料

http://www.shiga-
kinbi.jp/

滋賀県 大津市 ④ 理工学部研究室公開

約60の理工学部研究室を公開し、各研究室の先生や先輩が
日頃の研究活動を楽しく、わかりやすく紹介します。恵まれた
研究施設や学びの環境を体感できます。なお、当日は龍谷祭
（学祭）も開催しています。

10月27, 28日 龍谷大学瀬田学舎 龍谷大学理工学部 無料
rikou@ad.ryukoku.ac.j
p

滋賀県 大津市 ④ 理工学部研究室公開

約60の理工学部研究室を公開し、各研究室の先生や先輩が
日頃の研究活動を楽しく、わかりやすく紹介します。恵まれた
研究施設や学びの環境を体感できます。なお、当日は龍谷祭
（学祭）も開催しています。

10月27, 28日 龍谷大学瀬田学舎 龍谷大学理工学部 無料
rikou@ad.ryukoku.ac.j
p

滋賀県 大津市 ①
RECコミュニティカレッ
ジ

「日本仏教の展開」をテーマに開催します。
11月6日～12月18

日
龍谷大学瀬田キャンパ
ス

龍谷大学
https://rec-
ryukoku.jp/

滋賀県 大津市 ①
RECコミュニティカレッ
ジ

「村から見た近江の中世」をテーマに開催します。
11月7日～12月19

日
龍谷大学瀬田キャンパ
ス

龍谷大学
https://rec-
ryukoku.jp/

滋賀県 大津市 ①
RECコミュニティカレッ
ジ

「中国の古代文化」をテーマに開催します。
10月1日～12月17

日
龍谷大学瀬田キャンパ
ス

龍谷大学
https://rec-
ryukoku.jp/

滋賀県 大津市 ① 公開講座
ハングル講座 ：韓国の文化・歴史・映画・歌・ドラマ等、多様な
分野に接しながら、無理なく楽しく学習することを目指します。
（全１０回）

10月23日 滋賀短期大学 滋賀短期大学
http://www.sumire.ac
.jp

滋賀県 大津市 ② 第35回　文化祭
午前はステージ発表（小、中、高等部）で、午後は遊びのコー

ナー、うたごえ広場です。
11月3日

滋賀大学教育学部附属
特別支援学校　体育館

及びプレイコート

国立大学法人滋賀大学教
育学部附属特別支援学校

無料
滋賀大学教育学部附
属特別支援学校
077-522-6569

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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滋賀県 大津市 ①②
滋賀大学教育学部紫

雅祭（学園祭）
模擬店・フリーマーケットはもちろんのこと、地域の子供向け企

画なども用意されています。
11月10, 11日 滋賀大学教育学部

滋賀大学教育学部(学園祭
実行委員会)

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

入場無料。
模擬店等では個別料

金が必要。

滋賀県 大津市 ①
公開講座「国際政治と
国内政治の相互作用
について考える」

国際政治と国内政治がどのように関連し、そして相互に影響し
合っているかについて日本を例にとりながら解説していきま
す。新聞では「政治」面と「国際」面が別々のページに書かれて
いますが、本講座を通して二つのページがいかに関連してい
るかを考えていきたいと思います。

11月10, 17, 24日 大津サテライトプラザ 滋賀大学
http://www.shiga-
u.ac.jp/main.cgi?c=7/
2:1#08

滋賀県 大津市 ① 公開講座
一般の方を対象に、医学部としての特徴ある内容を提供し、生
涯教育の一助とするものである。

11月2, 8, 16日 ピアザ淡海
国立大学法人滋賀医科大
学

http://www.shiga-
med.ac.jp

滋賀県

大津市
草津市
彦根市
高島市

③
第17回湖国を描く絵画
展

滋賀県の自然や風景を描いた公募作品を巡回展示します。
10月4日～12月16

日

しが県民芸術創造館
しがぎんホール
ビバシティホール
藤樹の里文化芸術会館
成安造形大学
（上記会場を巡回）

公益財団法人滋賀県文化
振興事業団

無料
http://www.shiga-
bunshin.or.jp

滋賀県 草津市 ①
特別展「世界報道写真
展2012」

世界報道写真財団が毎年開催している世界報道写真コンテス
ト入賞作品（約170点）で構成した写真展です。

10月16日～11月1
日

立命館大学びわこ・くさ
つキャンパス　エポック
ホール

立命館大学国際平和ミュー
ジアム、朝日新聞社、世界
報道写真財団

http://www.ritsumei.
ac.jp/mng/er/wp-
museum/index.html

滋賀県 草津市 ①
「世界報道写真展
2012」公開記念講演会

講師に世界報道写真コンテスト「一般ニュース」の部単写真3
位入賞の恒成利幸氏（朝日新聞社）をお迎えし、ギャラリートー
クの形式で行います。

10月16日
立命館大学びわこ・くさ
つキャンパス　エポック
立命21ロビー

立命館大学国際平和ミュー
ジアム

無料
http://www.ritsumei.
ac.jp/mng/er/wp-
museum/index.html

事前申込不要
時間：第1回12：15～
13：00、第2回13：30
～14：15

滋賀県 草津市 ③
くさつ市民アート・フェ
スタ2012

市の施設や店舗などにおいて、芸術・文化との新たな出会い
の場となる催しを開催します。

11月10, 11日 草津駅東側商店街
草津市21世紀文化芸術推
進協議会

無料
草津市教育委員会事
務局生涯学習課
ＴＥＬ：077-561-2427

滋賀県 草津市 ③
第28回草津市民音楽
祭

多くの音楽グループやサークルが集まり、草津の街に素敵なメ
ロディーを響かせます。

11月11日
県立しが県民芸術創造
館

草津市21世紀文化芸術推
進協議会

無料
草津市教育委員会事
務局生涯学習課
ＴＥＬ：077-561-2427

滋賀県 草津市 ③
第５７回宗鑑忌俳句大
会

宗鑑の生誕の地である本市においてその遺徳を偲び、市民文
化の振興を図るために開催します。 10月27日 市庁舎8階大会議室 草津俳句連盟

草津市教育委員会事
務局生涯学習課
ＴＥＬ：077-561-2427

滋賀県 草津市 ③ パワフル交流市民の日
「パワフル交流市民の日」の一環として、ホールにおいて、
ミュージカルやよし笛の演奏を行います。

11月10日 草津アミカホール 草津市コミュニティ事業団 無料
草津市コミュニティ事
業団
ＴＥＬ：077-565-0404

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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滋賀県 甲賀市 ③
特別展「しがらきやきⅡ
－大西忠左と勅旨の名
工たち」

江戸時代に活況を呈した信楽・勅旨の小物陶器。その伝統を
現代に受け継ぐ甲賀市無形文化財技術保持者・大西忠左と勅
旨の名工たちの作品を紹介します。

9月6日～12月16
日

滋賀県立陶芸の森陶芸
館

公益財団法人滋賀県陶芸
の森

http://www.sccp.jp/

11月17・18日は団体
割引料金でご覧いた
だけます。（「関西文
化の日」事業）

滋賀県
甲賀市信

楽町
①

信楽MUレーダー見学
ツアー

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

10月28日
京都大学生存圏研究所
信楽MU観測所

京都大学生存圏研究所 無料

http://www.rish.kyot
o-
u.ac.jp/~mu/openhou
se12/

滋賀県 甲良町 ①
平成24年度人権尊重と
部落解放をめざす町民
のつどい

人権問題の解決に向け、地域ぐるみで人権の大切さを考える
ためのつどいとして、記念講演を実施します。

11月4日 甲良町公民館
甲良町・甲良町人権教育推
進協議会

無料
甲良町教育委員会事
務局
0749-38-3315

滋賀県 高島市 ③
マキノ生涯学習フェス
ティバル

地域住民の日頃の成果を披露する舞台発表と作品展示など
が行われます。

（発表）
11月3日（土・祝）

（展示）
10月30日（火）～
11月3日（土・祝）

マキノ土に学ぶ里研修
センター

マキノ生涯学習フェスティバ
ル実行委員会

無料

マキノ公民館
（マキノ土に学ぶ里研
修センター内）
0740-27-1131

滋賀県 高島市 ③ 今津町文化祭
地域住民の日頃の成果を披露する舞台発表と作品展示など
が行われます。

（発表）
11月4日（日）

（展示）
11月1（木）～4日

（日）

（発表）
高島市民会館
（展示）
今津東コミュニティセン
ター

今津町文化祭実行委員会 無料
今津公民館
0740-22-2249

滋賀県 高島市 ③ 朽木文化祭
地域住民の日頃の成果を披露する舞台発表と作品展示など
が行われます。

（発表）
11月3日（土・祝）

（展示）
11月1（木）～4日

（日）

朽木公民館（文化交流
施設やまびこ館）

朽木文化祭実行委員会 無料
朽木公民館
0740-38-2324

滋賀県 高島市 ③ 安曇川文化祭
地域住民の日頃の成果を披露する舞台発表と作品展示など
が行われます。

（発表）
11月3日（土・祝）

（展示）
10月31日（水）～

11月4日（日）

安曇川公民館 安曇川文化祭実行委員会 無料
安曇川公民館
0740-32-0003

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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滋賀県 高島市 ③ ガリバー文化祭
地域住民の日頃の成果を披露する舞台発表と作品展示など
が行われます。

（発表）
11月4日（日）

（展示）
11月1（木）～4日

（日）

アイリッシュパーク ガリバー文化祭実行委員会 無料

高島公民館
（アイリッシュパーク
内）
0740-36-0219

滋賀県 高島市 ③ 新旭文化祭
地域住民の日頃の成果を披露する舞台発表と作品展示など
が行われます。

（発表）
11月3日（土・祝）、

4日（日）
（展示）

11月1日（木）午後
1時 ～4日（日）正

午

（発表）
新旭公民館
（展示）
新旭体育館

新旭文化祭実行委員会 無料
新旭公民館
0740-25-8100

滋賀県 高島市 ①
大人のための
児童文学講座

児童文学作家　ひこ・田中氏による、児童文学講座 10月27日 新旭公民館 高島市立図書館 無料
新旭図書室
0740-25-2811

定員50名

滋賀県 東近江市 ③
第８回　東近江市美術
展覧会

ひろく市民ならびに近隣の方々に発表の機会と鑑賞の場を提
供し、市民の文化芸術の高揚を図ります。日本画・洋画・彫刻
彫塑・美術工芸・書・写真の6部門を展示します。

第１期：10月17日
～21日

第２期：10月24～
28日

東近江市立八日市文化
芸術会館

東近江市教育委員会、東近
江市美術展覧会実行委員
会

http://www.city.higas
hiomi.shiga.jp/000000
2389.html

滋賀県 東近江市 ③
第８回　東近江市芸術
文化祭

市民の芸術文化に関する意欲的かつ創意あふれる創作活動
を奨励するとともに、優れた芸術文化や身近な生活文化にふ
れあう機会をつくり、豊かな市民文化意識の高揚を図ります。

10月1日～11月30
日

東近江市内
東近江市芸術文化祭実行
委員会

滋賀県 東近江市 ③
秋季企画展
「三輪良平回顧展」

京都祇園の舞妓や大原女など、清楚な女性美を数多く描いた
ことで知られる三輪良平画伯。昨年惜しくも逝去された三輪先
生の回顧展を開催します。

9月9日～12月16
日

※10月30（火）, 31
日（水）は臨時休

館

近江商人博物館　特別
展示室

東近江市生涯学習課博物
館グループ

http://omishounin.bo
y.jp/index.php?itemid
=404

滋賀県 東近江市 ③ 地球一周紋切りの旅
船の旅で寄港した世界各地の歴史や文化、人々の生活風景
を紋切りで紹介します。

10月6日～11月25
日

西堀榮三郎記念探検の
殿堂

東近江市生涯学習課博物
館グループ

http://tanken-
n.com/

滋賀県 東近江市 ③

もっと知りたい！東近
江市
～うまい！明日へ命を
つなぐもの～

地域の郷土食や学校給食、現在の食のあり方について考えま
す。

10月17日～12月2
日

能登川博物館
東近江市生涯学習課博物
館グループ

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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滋賀県 東近江市 ③
秋の民具体験
－七輪でサンマを焼こ
う－

七輪を使ってサンマを焼くちょっと昔のくらし体験します。 11月10日 能登川博物館
東近江市生涯学習課博物
館グループ

滋賀県 彦根市 ① 西地区公民館文化祭 ・公民館利用サークルおよび地域住民の作品展示、模擬店等 10月20, 21日 西地区公民館 生涯学習課 無料
生涯学習課電話：０７
４９－２４－７９７４

滋賀県 彦根市 ① 中地区公民館文化祭 ・公民館利用サークルおよび地域住民の作品展示、模擬店等 10月20, 21日 中地区公民館 生涯学習課 無料
生涯学習課電話：０７
４９－２４－７９７４

滋賀県 彦根市 ① 東地区公民館文化祭 ・公民館利用サークルおよび地域住民の作品展示、模擬店等 10月27, 28日 東地区公民館 生涯学習課 無料
生涯学習課電話：０７
４９－２４－７９７４

滋賀県 彦根市 ① 稲枝地区文化祭 ・公民館利用サークルおよび地域住民の作品展示、模擬店等 11月3, 4日 稲枝地区公民館 生涯学習課 無料
生涯学習課電話：０７
４９－２４－７９７４

滋賀県 彦根市 ① 鳥居本学区文化祭 ・公民館利用サークルおよび地域住民の作品展示、模擬店等 11月3, 4日 鳥居本地区公民館 生涯学習課 無料
生涯学習課電話：０７
４９－２４－７９７４

滋賀県 彦根市 ① 旭森地区公民館 ・公民館利用サークルおよび地域住民の作品展示、模擬店等 11月10, 11日 旭森地区公民館 生涯学習課 無料
生涯学習課電話：０７
４９－２４－７９７４

滋賀県 彦根市 ① 河瀬地区公民館 ・公民館利用サークルおよび地域住民の作品展示、模擬店等 11月10, 11日 河瀬地区公民館 生涯学習課 無料
生涯学習課電話：０７
４９－２４－７９７４

滋賀県 彦根市 ① 南地区公民館 ・公民館利用サークルおよび地域住民の作品展示、模擬店等 11月10, 11日 南地区公民館 生涯学習課 無料
生涯学習課電話：０７
４９－２４－７９７４

滋賀県 彦根市 ③

2013日本の心と美の祭
典　全日本きもの装い
コンテスト・きものフェス
ティバル関西大会

「きものを一人で装う運動」並びに「国際文化交流」の一環とし
て開催。きもの装いコンテストを通じて、日本文化の象徴であ
るきものが持つ優れた芸術性と精神性を高め、きもの文化普
及を図ります。

11月18日 ひこね市文化プラザ
㈳全日本きものコンサルタ
ント協会

http://www.kimono-
consul.org/

滋賀県 彦根市 ③
平成２４年度企画展
「史料館で近江商人た
ちと出会う」

史料館に収蔵する史料を用いて、近江商人中井源左衛門家・
西川伝右衛門家・川島宗右衛門家・馬場利左衛門家・伊藤長
兵衛家・伊藤忠兵衛家などの商いや生活について展示する。

10月15日～11月
22日（土・日・祝日
は休館。ただし、１
１月3, 4, 10日は

講演企画により開
館。）

滋賀大学経済学部附属
史料館展示室

国立大学法人滋賀大学経
済学部附属史料館

無料
http//www.biwako.sh
iga-u.ac.jp/shiryo/

博物館相当施設指定
60周年記念

滋賀県 彦根市 ③ 滋大祭 教室展示、フリーマーケット、模擬店、芸人ライブ等 11月3, 4日
滋賀大学彦根キャンパ

ス
滋大祭実行委員会 無料

http://www.shidaisai.j
imdo.com
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滋賀県 彦根市 ④
青少年のための科学
の祭典滋賀大会彦根
会場

地域の子供たちや保護者が、科学のおもしろさを発見できる機
会となるように、簡単な科学実験や科学工作をできるブースを
４０程開きます。小中学校の先生や、高校生、大学生、ボラン
ティアなどが指導します。参加費は無料で、誰でも気軽に参加
できます。

10月20, 21日
滋賀県立大学交流セン
ター

青少年のための科学の祭
典滋賀大会実行委員会

無料
http://www.edu.shiga
-u.ac.jp/kagaku/

滋賀県 米原市 ③

平成24年度文化庁「優
れた劇場・音楽堂から
の創造発信事業」
滋賀県次世代創造発
信事業

伝統と創造シリーズⅢ
「変わりゆくもの　変わ
らざるもの」～人の心と
情景～
平成の芝居小屋「長栄
座」事業～錦秋公演～

人間国宝常磐津一巴太夫作曲による新作・常磐津「近江八
景」、吉川英治原作・宇野信夫脚色の創作邦楽「新・平家物
語」から、長唄三味線・箏・囃子による杵屋正邦作曲「序曲」、
長唄「君立ち川」ほか。平安時代後期の人々に愛された今様
（流行歌謡）がまとめられた「梁塵秘抄」より、現代邦楽の藤井
凡大氏が作曲した箏と女声合唱のアンサンブルによる「十のう
た」。舞踊では、常磐津「鞆絵」、長唄「静と知盛」。
栄枯盛衰、人間の愛欲、合戦の空しさ、平和讃仰という「新・平
家物語」を題材に現代との同時代性を紡ぎだしていきます。

11月3, 4日

滋賀県立文化産業交流
会館
イベントホール内特設舞
台「長栄座」

滋賀県、公益財団法人滋賀
県文化振興事業団

http://www.shiga-
bunshin.or.jp/bunsan
/

滋賀県
米原市
草津市

①，②
第56回滋賀県人権教
育研究大会（草津大
会）

人権問題の解決をめざす教育上の諸課題の研究と実践を深
めるとともに、就学前教育・学校教育、社会教育両分野の交流
を深め、人権教育を県民ぐるみの取組として発展させることを
目的として、講演会や分科会などを開催します。

11月17, 18日
滋賀県立文化産業交流
会館・草津市内各会場

滋賀県教育委員会、(公社)
滋賀県人権教育研究会ほ
か

無料 http://www.nionet.jp/

滋賀県 守山市 ①
第43回守山市菊花展
覧会

菊花の展覧会 11月3～11日 守山市中央公民館 守山市・守山市教育委員会 無料
守山市教育委員会事
務局生涯学習課077-
582-1142

滋賀県 守山市 ①
平成24年度守山市青
少年育成大会

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

11月10日 守山市中央公民館
守山市青少年育成市民会
議

無料
守山市教育委員会事
務局生涯学習課077-
582-1142

滋賀県 野洲市 ③ 希望が丘紅葉祭
広大な園内の自然の中にアート作品を展示するなど、秋を満
喫するイベントを開催します。

11月1～30日 希望が丘文化公園
公益財団法人滋賀県文化
振興事業団

無料
http://www.shiga-
bunshin.or.jp/kibouga
oka/
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滋賀県 野洲市 ③
希望が丘青空てづくり
市

県内で活動しているアーティスト（パフォーマーや手作り作家）
が自然の中で活動や作品を紹介します。

11月4日 希望が丘文化公園
公益財団法人滋賀県文化
振興事業団

無料
http://www.shiga-
bunshin.or.jp/kibouga
oka/

作品の販売可

滋賀県 竜王町 ③ 希望が丘の森を描く
自然の風景を描く写生大会で、作品は希望が丘文化公園青年
の城で展示します。

11月3日 希望が丘文化公園
公益財団法人滋賀県文化
振興事業団

http://www.shiga-
bunshin.or.jp/kibouga
oka/

滋賀県 竜王町 ③ キャンプばんざい！
子どもを含む家族や小グループを対象に、自然とふれ合うハイ
キングや野外調理などのプログラムを実施します。

11月4日 希望が丘文化公園
公益財団法人滋賀県文化
振興事業団

http://www.shiga-
bunshin.or.jp/kibouga
oka/

滋賀県 竜王町 ③ 文化きらめきフェア
一般文化作品展示および発表会を催し、優秀な芸術作品に触
れることにより、文化芸術の創造や発展を目的に開催します。

11月1～7日 竜王町公民館 竜王町文化協会 無料
竜王町公民館
0748-58-1005

滋賀県 竜王町 ① 教育フォーラム
子ども達の生きる力を育むために必要となることについて学習
する機会を設け、地域の教育力の醸成を図ることを目的に研
修会を開催します。

11月23日 竜王町公民館
竜王町教育委員会・
竜王町公民館・
竜王町ＰＴＡ連絡協議会

無料
竜王町教育委員会事
務局生涯学習課
0748-58-3711

滋賀県 ①
子ども読書ボランティア
ステップアップ講座

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

10月中旬～下旬 未定
県教委
生涯学習課

無料
生涯学習課
077-528-4651

滋賀県 ①②
学校・図書館・ボラン
ティアを結ぶ実践発表
会

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

11月中旬 未定
県教委
生涯学習課

無料
生涯学習課
077-528-4651
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