
第54回「教育・文化週間」関連行事
383

愛媛県
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

愛媛県 愛南町 ③ 愛南町文化祭
愛南町文化協会の会員による芸能発表、作品展示会
などが行われます。

11月10, 11日 愛南町御荘文化センター 愛南町文化協会 無料
0895-73-1111
（愛南町教育委員会
生涯学習課）

愛媛県 伊方町 ① 伊方文化祭 習字・絵画・ポスター等の作品展示等 11月3日 伊方中学校 中央公民館 無料 0894-38-1120
一般
小・中学生

愛媛県 伊方町 ① 町見公民館まつり
地区外との交流
展示・歌謡・バザー等

11月3日
町見公民館
町見体育館

町見公民館 無料 0894-39-0212
一般
小・中学生

愛媛県 伊方町 ① 瀬戸文化祭
習字・絵画・ポスター等の作品展示
芸能文化発表・バザー
ふるさと産品の販売

10月28日 瀬戸町民センター 瀬戸公民館 無料 0894-57-2111
一般              小・中
学生
保育園児

愛媛県 伊方町 ① 三崎文化祭 習字・絵画・ポスター等の作品展示等 10月27, 28日 三崎総合体育館 三崎公民館 無料 0894-54-1114
一般
小・中・高生
保育園児

愛媛県 今治市 ①
図書紹介企画展示（読
書週間企画展）

同期間の読書週間にあわせ企画する読書推進を目
的とする主として図書資料紹介の展示

11月1～15日
今治市立中央図書館　2
階会議室

今治市立中央図書館 無料
http://www.library.im
abari.ehime.jp/

愛媛県 今治市 ① 今治読書講演会
同期間の読書週間にあわせ企画する読書推進を目
的とする講演会の実施

11月予定
今治市立中央図書館　3
階視聴覚室

今治市立中央図書館 無料
http://www.library.im
abari.ehime.jp/

愛媛県 今治市 ①
大三島歴史講座「いに
しえのロマンを求めて」

大三島に伝わるいろいろな石仏、日本廻国碑等を通
じ大三島地域の古の歴史について学ぶ

10月18日, 11月15
日

今治市立大三島図書館
3階ｽｶｲｼｱﾀｰ

今治市立大三島図書館 無料
http://www.library.im
abari.ehime.jp/

愛媛県 今治市 ① 波方読書講演会
郷土の句碑・歌碑・探訪の歴史についての講演会の
実施

10月17日
今治市立波方図書館　2
階会議室

今治市立波方図書館 無料
http://www.library.im
abari.ehime.jp/

愛媛県 今治市 ① 製本教室「豆本づくり」
製本を通して本を大切にする気持ちを養うとともに、物
作りの楽しさを味わう。

10月下旬か11月
上旬予定

今治市立中央図書館　3
階視聴覚室

今治市立中央図書館 無料
http://www.library.im
abari.ehime.jp/

愛媛県 今治市 ① 大西歴史講座 大西の歴史について学ぶ 10月予定
今治市大西公民館　第1
研修室

今治市立大西図書館 無料
http://www.library.im
abari.ehime.jp/

愛媛県 今治市 　①
美須賀地区文化祭
・福祉祭

バザー、小中学習発表、作品展示・福祉相談、のみの
市等

11月18日 美須賀コミュニティプラザ 美須賀コミュニティプラザ 無料
美須賀コミュニティプラザ
0898-32-3123

愛媛県 今治市 　① 別宮校区文化祭
別宮小学校児童作品展示、別宮公民館登録団体作
品展示、芸能発表会、軽スポーツ、バザー

11月4日
別宮公民館・別宮保育所園
庭 別宮公民館 無料

別宮公民館
0898-23-6762

愛媛県 今治市 　① 常盤地区文化祭 作品展示、舞台発表、バザー 11月3, 4日 常盤公民館 常盤公民館 無料
常盤公民館
0898-31-8943

愛媛県 今治市 　① 鳥生地区文化祭
幼稚園・保育所園児、小学生、中学生、一般の作品展
示・芸能発表、バザー

11月4日 鳥生公民館 鳥生公民館 無料
鳥生公民館
0898-32-3256

愛媛県 今治市 　① 城東地区文化祭 小中学生・一般作品展示、バザー等 11月4日 城東公民館 城東公民館 無料
城東公民館
0898-32-3049

愛媛県 今治市 　① 桜井住民祭 芸能発表、作品展示、囲碁大会、クロッケー大会など 11月18日 桜井公民館 桜井公民館 無料
桜井公民館
0898-48-0001

愛媛県 今治市 　① 富田地区文化祭 芸能発表・作品展示･バザーなど 11月11日 富田公民館 富田公民館 無料
富田公民館
0898-48-5175

公民館改築のため今年
度に限り11月

愛媛県 今治市 　① 乃万地区文化祭
幼稚園・保育所園児、小学生、中学生、一般の作品展
示・芸能発表、バザーなど

11月18日 乃万公民館 乃万公民館 無料
乃万公民館
0898-32-0001

愛媛県 今治市 　① 朝倉地域文化祭 芸能発表 11月11日 朝倉公民館 朝倉地域教育課 無料
朝倉地域教育課
0898-56-2024

朝倉文化協会

愛媛県 今治市 　① 朝倉地域文化祭 作品展示 11月3, 4日 朝倉B＆G海洋センター 朝倉地域教育課 無料
朝倉地域教育課
0898-56-2024

朝倉文化協会

愛媛県 今治市 　① 玉川ふれ愛まつり 芸能発表・作品展示など 11月3, 4日 グリーンピア玉川 玉川地域教育課 無料
玉川地域教育課
0898-55-2071

営農指導推進協議会

愛媛県 今治市 　① 宮窪公民館文化祭 作品展示・お茶会・バザーなど 未定 宮窪公民館 宮窪地域教育課 無料
宮窪地域教育課
0897-86-3238

宮窪文化協会

愛媛県 今治市 　① 関前文化祭 芸能発表・作品展示など 11月3日 関前開発総合センター 関前地域教育課 無料
関前地域教育課
0897-88-2211

関前開発総合
センター推進会

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 1
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愛媛県 今治市 ①
人権を考える市民の集
い

人権作品表彰及び発表会 11月8日 中央公民館
今治市人権教育協議会・今治市・
今治市教育委員会

今治市社会教育課
0898-36-1602

愛媛県 今治市 ① 朝倉地域文化祭 芸能発表・作品展示 11月3, 4日 朝倉B＆G海洋センター 朝倉地域教育課 無料
朝倉地域教育課
0898-56-2024

愛媛県 今治市 ① 玉川ふれ愛まつり 芸能発表・作品展示など 11月4日 グリーンピア玉川 玉川地域教育課 無料
玉川地域教育課
0898-55-2071

営農指導推進協議会

愛媛県 今治市 ① 関前文化祭 芸能発表・作品展示など 11月3日 関前開発総合センター 関前地域教育課 無料
関前地域教育課
0897-88-2211

関前開発総合
センター推進会

愛媛県 今治市 ① 宮窪公民館文化祭 作品展示・お茶会・バザーなど 未定 宮窪公民館 宮窪地域教育課 無料
宮窪地域教育課
0897-86-3238

宮窪文化協会

愛媛県 今治市 ③ 今治文化芸術祭
芸能祭・音楽祭の舞台発表、いけばな展の作品展
示、文芸大会、お茶会、囲碁大会等

10月28日, 11月3, 4,
11, 17日

中央公民館
河野美術館
ほか

今治文化協会
今治教育委員会
文化振興課
0898-36－1608

愛媛県 今治市 ③ 朝倉地域文化祭 作品展示発表 11月3, 4日 朝倉B&G海洋センター

今治市
教育委員会
・
朝倉文化協会

無料
今治市教育委員会
朝倉地域教育課
0898-56-2024

愛媛県 今治市 ③ 朝倉芸能発表大会 文化団体活動発表 11月11日 朝倉公民館

今治市
教育委員会
・
朝倉文化協会

無料
今治市教育委員会
朝倉地域教育課
0898-56-2024

愛媛県 今治市 ③ 玉川ふれあいまつり
芸能大会・各文化団体活動発表・福祉展・農産物品評
会・バザー・もちまき等

11月4日
グリーンピア
玉川

営農指導推進協議会 無料
今治市教育委員会
玉川地域教育課
0898-55-2701

愛媛県 今治市 ③ 大西文化祭 作品展示・お茶席・芸能発表会 11月3, 4日 大西公民館 大西文化協会 無料
今治市教育委員会
大西地域教育課
0898-53-3500

愛媛県 今治市 ③ 菊間文化祭
総合文化展・音楽祭・芸能発表・お茶席・バザー・チャ
リティ蚤の市・ふるさと市等

11月3, 4日 菊間公民館 菊間文化協会 無料
今治市教育委員会
菊間地域教育課
0898-54-5310

愛媛県 今治市 ③ 伯方文化祭 芸能の部、展示の部、お茶席、囲碁大会等 11月3, 4日
伯方開発総合センター
ほか

伯方文化祭
実行委員会

無料
今治市教育委員会
伯方地域教育課
0897-72-1500

愛媛県 今治市 ③
上浦・大三島
合同文化まつり

上浦・大三島両文化協会会員の作品展示と芸能発
表、お茶席、各種バザー等

11月3日 上浦芸術会館

上浦
文化協会
大三島
文化協会

無料

今治市教育委員会
上浦地域教育課
0897-87-3000
大三島地域教育課
0897-82-0500

愛媛県 今治市 ①
菊間小学生バレーボー
ル大会

主に市内の小学生を対象としたバレーボール大会 11月3日
緑の広場公園運動場総
合体育館

今治市教育委員会 無料
今治市教育委員会
菊間地域教育課
0898-54-5310

愛媛県 伊予市 ③ 下灘公民館まつり 芸能発表やバザーを行います。 11月3日 下灘コミュニティセンター
下灘公民館まつり実行委員
会

無料
伊予市教育委員会
社会教育課089-982-
1111

愛媛県 伊予市 ③ 上灘公民館まつり 芸能発表やバザーを行います。 11月3日 双海地域事務所
上灘公民館まつり実行委員
会

無料
伊予市教育委員会
社会教育課089-982-
1111

愛媛県 伊予市 ③ なかやま芸能発表会
舞踏・詩吟・太鼓・万歳・演劇等の芸能発表を行いま
す。

11月17日
なかやま農業総合セン
ター

中山町文化協会 無料
伊予市教育委員会
社会教育課089-982-
1111

愛媛県 伊予市 ② 祖父母参観日 ふれあい遊びやおやつ作りを行います。 11月19日 伊予幼稚園 伊予幼稚園 無料
伊予市教育委員会
学校教育課089-982-
1111

愛媛県 伊予市 ② 祖父母参観日 ふれあい遊びやお茶接待、餅つきを楽しみます。 11月15日 北山崎幼稚園 北山崎幼稚園 無料
伊予市教育委員会
学校教育課089-982-
1111

愛媛県 伊予市 ② 祖父母参観日 保育参観とふれあい遊び、お茶接待を行います。 11月20日 からたち幼稚園 からたち幼稚園 無料
伊予市教育委員会
学校教育課089-982-
1111

愛媛県 伊予市 ② 祖父母参観日
保育公開とふれあい集会、餅つきをしてみんなで試食
します。

11月15日 中山幼稚園 中山幼稚園 無料
伊予市教育委員会
学校教育課089-982-
1111

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 2
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愛媛県 伊予市 ②
三世代交流学習発表
会

発表会や交流会を行います。 11月17日 南山崎小学校 南山崎小学校 無料
伊予市教育委員会
学校教育課089-982-
1111

愛媛県 伊予市 ② 北山っ子まつり 音楽会やバザー、フリーマーケット等を行います。 11月17日 北山崎小学校 北山崎小学校 無料
伊予市教育委員会
学校教育課089-982-
1111

愛媛県 伊予市 ② ふるさとまつり
発表会や講演会、バザー、フリーマーケットを行いま
す。

12月2日 郡中小学校 郡中小学校 無料
伊予市教育委員会
学校教育課089-982-
1111

愛媛県 伊予市 ② 伊予っ子祭り 音楽会やバザー、体験活動を行います。 11月17日 伊予小学校 伊予小学校 無料
伊予市教育委員会
学校教育課089-982-
1111

愛媛県 伊予市 ② 参観日 授業参観や学級PTAを行います。 10月11日 中山小学校 中山小学校 無料
伊予市教育委員会
学校教育課089-982-
1111

愛媛県 伊予市 ②
校区別人権・同和教育
懇談会

授業参観や講演会を行います。 11月7日 佐礼谷小学校 佐礼谷小学校 無料
伊予市教育委員会
学校教育課089-982-
1111

愛媛県 伊予市 ② 参観日 授業参観(人権・同和教育)を行います。 11月19日 下灘小学校 下灘小学校 無料
伊予市教育委員会
学校教育課089-982-
1111

愛媛県 伊予市 ② 由並っ子発表会 授業参観や発表会を行います。 11月17日 由並小学校 由並小学校 無料
伊予市教育委員会
学校教育課089-982-
1111

愛媛県 伊予市 ② 高齢者に感謝する集会 全校児童による表現や各学年の出し物を行います。 11月13日 翠小学校 翠小学校 無料
伊予市教育委員会
学校教育課089-982-
1111

愛媛県 伊予市 ② 港南人権フェスタ 人権劇や人権・同和教育講演会を行います。 11月15日 港南中学校 港南中学校 無料
伊予市教育委員会
学校教育課089-982-
1111

愛媛県 伊予市 ② 伊予中学校文化祭 ステージ発表や教室展示、バザーを行います。 11月3日 伊予中学校 伊予中学校 無料
伊予市教育委員会
学校教育課089-982-
1111

愛媛県 伊予市 ② 学習発表会
学校行事の公開や合唱コンクール、人権劇を行いま
す。

10月28日 中山中学校 中山中学校 無料
伊予市教育委員会
学校教育課089-982-
1111

愛媛県 伊予市 ② 双海中フェスタ 授業参観や人権集会の公開を行います。 11月17日 双海中学校 双海中学校 無料
伊予市教育委員会
学校教育課089-982-
1111

愛媛県 内子町 ③
小田の郷ふるさとまつ
り

内子町小田地域の産業文化祭。文化協会芸能発表
会。バザー等。

11月4日
内子町文化交流セン
ター他

内子町役場小田支所 無料
内子町役場小田支所
産業建設係0892-52-
3111

愛媛県 内子町 ③ うちこ文化祭 内子町文化協会会員による作品展やバザーなど。 11月2～4日 内子自治センター他 内子町教育課 無料
内子町教育課   自治
学習課       0893-
44-2111

愛媛県 内子町 ③ 第３０回五十崎文化祭
各種団体による出展、出店の他、小田川コンサート、
太鼓演奏等。

１１月3, 4日 五十崎自治センター
文化協会五十崎支部事務
局

無料
内子町文化協会五十
崎支部
0893-43-1211

愛媛県 内子町 ② 内子町音楽発表会 町内学校の児童・生徒による音楽演奏発表 11月1日
内子町文化交流セン
ター

内子町教育研究所 無料
内子町教育員会
0893-44-2114

愛媛県 宇和島市 ③ 南楽園文化祭 陶器、盆栽など芸術作品の展示 11月1～30日 南楽園
南予レクリエーション都市公
園指定管理者（株式会社南
レク）

http://www.nanreku.j
p

愛媛県 宇和島市 ①③ 番城文化祭
公民館における事業・講座・サークル活動の発表や地
域住民によるバザー等を行います。

11月18日
番城公民館・小学校・幼
稚園

番城文化祭実行委員会 無料
番城公民館
0895-27-1790

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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愛媛県 宇和島市 ①② 蒋淵地域交流事業

地区内伝統行事「亥の子」つきを、朝7時より午後3時
頃まで行います。午後7時からは公民館において、園
児も参加し亥の子相撲大会を行う。また、希望する児
童は宿泊体験学習も行う。雨天中止（全校児童１３
名、園児４名）

11月3日　～４日 地区内及び公民館
蒋淵青少年健全育成協議
会

無料
蒋淵公民館
0895-63-0358

愛媛県 宇和島市 ① 人権・同和教育講座
のらねこ学館館長塩見志満子さんによる人権・同和講
演会

11月1日 日振島小学校 日振島公民館 無料
日振島公民館
0895-65-0001

愛媛県 宇和島市 ③ 畑地公民館祭り 公民館活動の発表や地域農産物のバザー等 11月18日 畑地ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 畑地公民館祭り実行委員会 無料
畑地公民館
0895-32-2139

愛媛県 大洲市 ② 児童生徒作品展 小中学生の習字展・絵画展
10月24日～11月

11日
大洲博物館 藤樹まつり実行委員会 無料

大洲市教育委員会学
校教育課(0893-24-
1733)

愛媛県 大洲市 ③ 菊花展 菊花の観覧
10月29日～11月4

日
大洲市民会館前 菊花協会大洲支部 無料

大洲市教育委員会学
校教育課(0893-24-
1733)

愛媛県 大洲市 ② 鼓笛パレード 小学生児童による鼓笛パレード 10月31日 大洲市肱南地区市街地 藤樹まつり実行委員会 無料
大洲市教育委員会学
校教育課(0893-24-
1733)

愛媛県 大洲市 ③ 藤樹まつり記念式典 神事並びに式典 11月1日 大洲城二の丸庭園 藤樹まつり実行委員会 無料
大洲市教育委員会学
校教育課(0893-24-
1733)

愛媛県 大洲市 ② 中学生意見発表会 中学生代表者による意見発表 11月1日 大洲市民会館 藤樹まつり実行委員会 無料
大洲市教育委員会学
校教育課(0893-24-
1733)

愛媛県 大洲市 ③ 読書活動研究集会 講演他 11月4日 大洲市立図書館 大洲市読書グループ協議会 無料
大洲市教育委員会学
校教育課(0893-24-
1733)

愛媛県 大洲市 ①
藤樹まつり児童生徒作
品展

市内小中学校の児童生徒が作成した美術・書道作品
のうち、優秀な作品を紹介する展示会

10月24日～11月
11日

大洲市立博物館 大洲市立博物館 無料 24-4107

愛媛県 大洲市 ①
秋季特別展
「幕末・維新　泰祉・泰
秋の時代展」

幕末・維新期に活躍した大洲藩ゆかりの人物紹介す
る展示会。

10月18日～1月29
日

大洲市立博物館 大洲市立博物館 無料 24-4107

愛媛県 大洲市 ③
河辺ふれあいフェスタ
2012

大道芸や地元小中学校や文化協会の発表会・作品展
示、もちまき・お菓子まきのほかに豪華商品が当たる
「お楽しみ大抽選会」が開催される祭典。

10月16日 河辺ふるさとの宿周辺
河辺ふれあいフェスタ実行
委員会

無料 39-2114

愛媛県 大洲市 ③
第39回長浜地区生活
文化祭

市民一人ひとりが心豊かに生きるために、ふるさと長
浜の生活文化の発展向上をめざすために開催する祭
典

11月3, 4日 長浜ふれあい会館ほか
長浜地区生活文化祭実行
委員会

無料 52-1138

愛媛県 大洲市 ③ 市民音楽祭
大洲まつりにあわせて開催する音楽・芸能・郷土芸
能・文芸などの祭典

11月4日 大洲市民会館 大洲市文化協会大洲支部 24-1735

愛媛県 大洲市 ③ 大洲文化展
大洲まつりにあわせて開催する音楽・芸能・郷土芸
能・文芸などの祭典

11月1～3日 大洲市肱南公民館 大洲市文化協会大洲支部 無料 24-1735

愛媛県 大洲市 ③ 芸能祭
大洲まつりにあわせて開催する音楽・芸能・郷土芸
能・文芸などの祭典

11月11日 大洲市民会館 大洲市文化協会大洲支部 無料 24-1735 入場整理券が必要

愛媛県 大洲市 ① 読書活動研究集会
図書館を拠点として地域文化の向上を図るために開
催する研究協議や講演会

11月4日 大洲市立図書館 大洲市立図書館 無料 59-4111

愛媛県 大洲市 ③
第28回肱川ふれあいま
つり

肱川町、えりも町の特産品販売や各種団体の出店の
ほか、ステージショー等のイベントが開催される祭典。

11月18日
肱川風の博物館・歌麿
館ほか

肱川ふれあいまつり実行委
員会

無料 34-2311

愛媛県 各所 ②③
愛媛県立特別支援学
校文化祭

愛媛県立特別支援学校各校で学習発表、作品展示、
ＰＴＡバザーなどを行います。

10月21日～11月
25日までの間で
各校１日開催

各愛媛県立特別支援学
校

各愛媛県立特別支援学校 無料
http://ehime-
c.esnet.ed.jp/shougaij
i/index.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
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愛媛県 上島町 ① 魚島文化祭 文化講演　芸能発表会　展示 10月27, 28日 魚島開発センター 上島町教育委員会 無料 0897-78-0012

愛媛県 上島町 ① 弓削地区文化祭 文化講演　芸能発表会　展示 11月17, 18日
弓削体育館
せとうち交流館

上島町教育委員会 無料 0897-77-2128
文化講演会のみ有料
（500円）

愛媛県 上島町 ① いきな文化祭 展示会　芸能発表会 11月上旬 生名小学校体育館 上島町教育委員会 無料 0897-77-2128

愛媛県 上島町 ① 岩城文化展 文化展　芸能発表 11月上旬 岩城総合開発センター 上島町教育委員会 無料 0897-75-2501

愛媛県 鬼北町 ① 日吉地区文化祭
小中学生、文化団体の絵画、書、写真等作品展示と
太鼓、舞踊、コーラス等の発表会をします。

11月3日 日吉夢産地 日吉公民館 無料 0895-44-2211
日吉小学校、日吉中
学校

愛媛県 鬼北町 ① 第３８回文化祭

校内合唱コンクール、ＣＭ大賞作品選考会、フリー
マーケット、総合的な学習の時間の発表、文化部発表
会、美術作品展示、書道作品展示、行事写真展示、
茶会、福祉施設への寄贈品贈呈式等をします。

11月4日 広見中学校 広見中学校 無料 0895-45-1135

愛媛県 鬼北町 ① きほくふれあい音楽会
町内の小中学校が一堂に会して音楽発表を行いま
す。

11月7日 広見中学校 鬼北町教育委員会 無料 0895-45-1111

愛媛県
久万高原

町
③

町立久万美術館2012
年度自主企画展
白昼夢-松本俊夫の世
界

　この展覧会は、日本における実験映画の先駆者で
あり、ヴェネチア国際記録映画祭サン・マルコ金獅子
賞など、世界的な映画賞を受賞してきた松本俊夫の
映像世界を紹介します。なかでも、「現実と虚構」をモ
チーフとして描き出された松本俊夫の〈白昼夢〉につい
て、映像資料やグラフコンテ・絵コンテ・台本などの制
作背景を伝える参考資料、さらに映像理論の解説を
加えて、観客自らが目眩を通じ感覚的な「何か」を実
感する構成になっています。

9月8日（土）～11
月17日（土） 町立久万美術館 町立久万美術館

http://www.kumakog
en.jp/culture/muse/

愛媛県 西条市 ① 棚田ふれあい教室

棚田地域の農村において、都市部の小学生30名（保
護者同伴）を招き入れ、農業体験や農村の人・自然に
触れ合うことにより、農地や農村の持つ役割や、保全
することの大切さに対する理解を深める。

10月21日
現地
（西条市丹原町田滝）

愛媛県 無料
http://www.pref.ehim
e.jp/h35400/furusato
/index.htm

（参加対象）
小学生30名（保護者
同伴）応募先着順

愛媛県 西条市 ①
差別をなくする市民の
集い～西条会場～

講演会をとおして、同和問題をはじめ様々な人権問題
に対する理解と認識深めて

11月3日 西条市総合文化会館 西条市教育委員会 無料
西条市教育委員会
（0897-56-5151（代））

愛媛県 西条市 ③
第64回西条地域秋季
市民芸術文化祭

芸能祭、美術展、お茶席 10月27, 28日 西条市総合文化会館 西条文化協会 無料
西条市教育委員会社
会教育課0897－52－
1628

愛媛県 西条市 ③
第32回東予地域文化
祭

歌謡大会、芸能発表、作品展示、バザー 11月3, 4日
西条市中央公民館・体
育館、東予図書館・郷土
館

・東予地域文化祭実行委員
会
・西条市東予文化協会

無料
西条市教育委員会東
予分室
0898－64－2700

愛媛県 西条市 ③ 小松地域文化祭 芸能祭、美術展、お茶席、バザー 11月10, 11日 西条市小松公民館 西条市小松文化協会 無料
西条市小松公民館
0898－72－2631

愛媛県 西条市 ③
県民総合文化祭
ジャズ公演

県内各市町で行う愛媛県県民総合文化祭のうち、舞
台芸術事業として西条市にてジャズ公演を行う

11月18日 丹原文化会館
愛媛県
愛媛県文化協会
県内各市町教育委員会

西条市教育委員会社
会教育課0897－52－
1628

愛媛県 四国中央市 ③ 妻鳥芸能文化祭 餅つき大会・芸能発表会 11月3, 4日 妻鳥公民館 妻鳥公民館 無料 0896-28-6250

愛媛県 四国中央市 ③ 新宮公民館祭 11月3, 4日 新宮公民館 新宮公民館 無料 0896-28-6410

愛媛県 四国中央市 3 川之江文化祭 作品展示 11月1～3日 川之江文化センター 教育委員会 無料
愛媛県 四国中央市 3 土居文化祭 作品展示、芸能発表会 11月2, 3日 土居文化会館 教育委員会 無料

愛媛県 四国中央市 3 三島文化祭 作品展示、芸能発表会 11月2～4日
市民会館三島会館、福祉
会館,中之庄公民館

教育委員会 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
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愛媛県 四国中央市 3 新宮文化祭 作品展示 11月4日 新宮公民館 教育委員会 無料
愛媛県 四国中央市 3 県展移動展 県展入選作品の展示 11月21 ～25日 福祉会館 教育委員会

愛媛県 西予市 ② 人権教育参観日
家庭や地域に学校での人権教育について理解を深め
てもらい、学校と家庭と地域が連携・協力して人権教
育を進めていこうとする気持ちを高める。

10月13日（土） 狩江小学校 狩江小学校 無料 ０８９４－６５－０５０３

愛媛県 西予市 ② 人権参観日 人権に関する授業公開と講演会 １１月上旬 蔵貫小学校 蔵貫小学校 無料 0894-34-0138

愛媛県 西予市 2 家族参観日 授業公開・講演会 10月30日 石城小学校 石城小学校 無料
石城小学校
６２－９７１４

愛媛県 西予市 ①,② 人権教育参観日 授業公開及び講演等 11月22日 中筋小学校 中筋小学校 無料 0894-72-0807

愛媛県 西予市 ② 影絵鑑賞会
明浜町内の小学校4校の児童の豊かな情操を育むと
同時にお互いの交流を図る。

10月31日 俵津小学校
西予市社会福祉協議会明
浜支所

無料

愛媛県 西予市 ② 明浜町音楽発表会
明浜町内の小・中学校が音楽（合唱・合奏）を発表す
ることにより、音楽に親しみ、豊かな感受性を培う。ま
た、お互いの交流を図る。

11月15日 明浜中学校 西予市教育委員会 無料

愛媛県 西予市 ③ 秋祭り
地域の秋祭りに全校児童〔PTA〕が参加し、子ども神
輿を担いで練り歩く。

10月25日 田之浜地区 田之浜地区・田之浜小学校 無料
田之浜小学校
0894-64-0409

愛媛県 西予市 ① 人権・同和教育学習会
児童、保護者、地域住民、教職員が、授業公開、講演
会等を通して学習し、人権尊重の精神を養います。

10月28日 西予市立中川小学校
中川地区団体連絡協議会、
中川公民館、中川小学校

無料 0894-62-0357

愛媛県 西予市 ② 人権・同和教育参観日
人権・同和教育に視点をあてた授業公開とミニコン
サート、講演会等

11月11日
田之筋小学校各教室、
体育館

田之筋小学校 無料 0894-62-0474

愛媛県 西予市 ② 学習発表会 授業、総合的な学習の時間の研究発表や劇の発表 12月1日 田之筋小学校体育館 田之筋小学校 無料 0894-62-0474

愛媛県 西予市 ①②
校区別人権・同和教育
参観日

人権・同和教育に視点をあてた人権集会と講演会を
行います。

11月18日 魚成小学校
魚成小学校
魚成公民館

無料 0894-82-0017

愛媛県 西予市 ①② 宮中雲子音楽祭
県内各地より小学校から成人まで合唱をグループが
集まり、合唱を披露します。

11月18日 三瓶文化会館 西予市教育委員会 無料

愛媛県 西予市 ② 宮中雲子詩の教室
西予市三瓶町内の４つの小学校から集まった児童
に、三瓶町出身の詩人、宮中雲子先生が、詩の指導
を行っていただきます。

11月17日 三瓶文化会館
西予市教育委員会三瓶教
育課

無料

愛媛県 西予市 ② 三瓶支部音楽発表会
西予市三瓶町内５つの小中学校が集まり、合唱や器
楽演奏を発表します。

11月20日 三瓶文化会館 西予市教育委員会 無料

愛媛県 西予市 ②
三瓶小学校人権教育
参観日

保護者や地域住民を対象に、授業参観や講演を実施
し、小学校での取組の理解や人権教育の啓発を通し
て、人権意識の高揚を図ります。

11月10日 三瓶小学校 三瓶小学校 無料

愛媛県 西予市 ①② 三瓶町文化祭
三瓶町の文化祭に、町内5校の小中学校の児童生徒
の絵画作品を展示したり、地域の伝統行事を受け継
ぐ文楽や太鼓を発表します。

10月20, 21日 三瓶文化会館
西予市教育委員会三瓶教
育課

無料

愛媛県 西予市 ②③ 校内文化祭 学習発表、コーラス鑑賞 10月21日 城川中学校 城川中学校 無料
愛媛県 西予市 ③ 支部音楽会 音楽発表会 10月24日 城川中学校 城川中学校 無料

愛媛県 西予市 ② 読書集会
読書集会を開催し、子どもや保護者に読書活動を推
進します。

11月21日予定 高山小学校 高山小学校 無料 0894-64-0034

愛媛県 西予市 ①②
遊子川地区人権を考え
る集い

　遊子川地区を対象とし、人権・同和教育に視点をあ
てた小学校の授業公開と講演会を行う。

11月中～下旬 遊子川小学校・体育館
遊子川公民館・遊子川小学
校

無料 公民館・小学校

愛媛県 西予市 ② 遊子川小祭り
　いろいろなお店を児童が出し、お世話になった地域
の方々を招待する。また、保護者や地域のもりあげ隊
の方々もお店を開く。

11月中～下旬 遊子川小学校体育館 遊子川小学校 無料 小学校

愛媛県 西予市 ②
人権・同和教育参観
日・故紙回収

人権に関する授業公開・講演（地区別人権・同和教育
懇談会をかねる）・故紙回収

11月4日 渓筋小・渓筋地区 渓筋幼小・渓筋幼小PTＡ 無料
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愛媛県 西予市 ② 校内文化祭
音楽発表会。総合的な学習の時間の調査研究発表。
「森はともだち」推進事業研究発表。

11月3日 三瓶中学校 三瓶中学校

愛媛県 西予市 ②
ミュージカル「幕末ガー
ル」観劇

全校生徒及び全教職員による坊ちゃん劇場「幕末
ガール」の観劇。

10月24日 坊ちゃん劇場
西予市教育委員会及び三
瓶中学校

愛媛県 西予市 ② 人権参観日
人権に関する授業を公開するほか、講師を招いて人
権意識を高める講演会を開催する。

11月9日 西予市立野村小学校
野村小学校
野村公民館

無料 0894-72-0027

愛媛県 西予市 ③
西予市総合文化祭
宇和町文化祭

西予市宇和町の文化祭で、絵画、書画展示、手芸作
品や郷土研究など、団体やグループの生涯学習の成
果を披露します。

11月3, 4日
西予市教育保健セン
ター外

宇和町文化祭実行委員会 無料 （0894）62-6416

愛媛県 西予市 ③
西予市総合文化祭
奧伊予ふるさと祭2012

西予市城川町の産業文化祭で、書画展示、スタンプラ
リー、大飯喰らい大会など盛りだくさんのイベントがあ
ります。

11月10, 11日 総合センターしろかわ外
奧伊予ふるさと祭り実行委
員会

無料 （0894）82-1117

愛媛県 西予市 ③
西予市総合文化祭
明浜ふるさと芸能祭

西予市明浜町の芸能発表会で民謡、日舞、コーラス
等、日頃の練習の成果を披露します。

11月11日 田之浜小学校体育館
明浜ふるさと芸能祭実行委
員会

無料 （0894）64-1291

愛媛県 西予市 ③
西予市総合文化祭
野村町文化祭

西予市野村町の文化祭で、絵画、書画展示、手芸作
品等、文化協会会員の作品展示や芸能発表などを披
露します。

11月3, 4日 西予市乙亥会館 野村町文化祭実行委員会 無料 （0894）72-1117

愛媛県 西予市 ③
西予市総合文化祭
三瓶町文化祭

西予市三瓶町の文化祭で、絵画、書画展示、手芸作
品等、文化協会会員の作品展示や芸能発表などを披
露します。

10月20, 21日 三瓶文化会館 三瓶町文化祭実行委員会 無料 （0894）33-2470

愛媛県 西予市 ③
第15回宮中雲子音楽
祭

郷土の詩人を顕彰した合唱コンクールで、県外からも
数多くのグループが参加します。

11月18日 三瓶文化会館
宮中雲子音楽祭実行委員
会

無料 （0894）33-2470

愛媛県 西予市 ③
宇和文化の里施設無
料開放

宇和町文化祭に併せて旧開明学校、宇和民具館、宇
和先哲記念館、宇和米博物館等を無料開放します。

11月3, 4日 宇和文化の里施設 市文化体育振興課 無料 （0894）62-6416

愛媛県 西予市 ③ 末光家住宅家見学会
市指定有形文化財「末光家住宅」の一般公開日で、
自由に見学ができます。

11月4日 宇和文化の里施設 市文化体育振興課 無料 （0894）62-6416

愛媛県 西予市 ③
西予市総合文化祭
宇和町ふるさと芸能祭

文化協会芸能部門の会員による芸能発表の場として
練習の成果を披露します。

11月25日 宇和文化会館
宇和町ふるさと芸能祭実行
委員会

無料 （0894）62-6416

愛媛県 東温市 ①,②,③ 文化祭（重信会場）
東温市文化協会が実施する文化祭に合わせて、重信
地区の小中学生、一般の絵画、書画、工作、陶芸等を
展示

11月2（金）～4日
（日）

中央公民館
東温市教育委員会
生涯学習課

無料
東温市教育委員会生
涯学習課
089-964-1500

愛媛県 東温市 ①,②,③ 文化祭（川内会場）
東温市文化協会が実施する文化祭に合わせて、川内
地区の小中学生、一般の絵画、書画、工作、陶芸等を
展示

11月16（金）～18
日（日）

川内公民館
東温市教育委員会
生涯学習課

無料
東温市教育委員会生
涯学習課
089-964-1500

愛媛県 東温市 ① レディース学級
県外研修
「秋の自然と健康ウォーク」

11月6日（火）
広島県
三段峡・帝釈峡方面

東温市教育委員会
生涯学習課

東温市教育委員会生
涯学習課
089-964-1500

愛媛県 東温市 ① 放課後わくわく広場 地域の先輩に学ぼう！（書道の楽しさ） 11月7日（水） 中央公民館
東温市教育委員会
生涯学習課

無料
東温市教育委員会生
涯学習課
089-964-1500

愛媛県 東温市 ① 放課後わくわく広場 映写機の良さを知ろう！（16ミリ映写機上映会） 11月14日（水） 中央公民館
東温市教育委員会
生涯学習課

無料
東温市教育委員会生
涯学習課
089-964-1500

愛媛県 東温市 ① 放課後わくわく広場 わくわく工作ランド（厚紙飛行機） 11月21日（水）
いわがら子ども館
さくらこども館

東温市教育委員会
生涯学習課

無料
東温市教育委員会生
涯学習課
089-964-1500

愛媛県 東温市 ① 人権を語るつどい
一人芝居と講演「母さん　笑って」
舞台女優　　小林　泉

11月25日（日）
13：30～15：40

中央公民館
東温市教育委員会
生涯学習課

無料
東温市教育委員会生
涯学習課
089-964-1500
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愛媛県 東温市 ①　③
れきみん講座
「勾玉をつくってみよう
②」

市内小学生とその保護者を対象として勾玉の作成を
行う

11月24日（土）
9：00～12：00

中央公民館
東温市立
歴史民俗資料館

東温市立歴史民俗資
料館
089-964-0701

愛媛県 東温市 ①　③ 郷土史講座 東温市や愛媛県内地域文化に関わる講演会を開催
11月25日（日）
13：30～15：00

川内公民館
東温市立
歴史民俗資料館

無料
東温市立歴史民俗資
料館
089-964-0701

愛媛県 東温市 ② 学校公開 授業参観、学校行事公開、講演会 11月18日 北吉井小学校
東温市
北吉井小学校

無料
北吉井小学校
089-964-2119

愛媛県 東温市 ② 学校公開 音楽会 11月17日 南吉井小学校
東温市
南吉井小学校

無料
南吉井小学校
089-964-3504

愛媛県 東温市 ②
子ども文化
芸術体験事業

能舞台の鑑賞 11月2日 拝志小学校体育館
東温市
拝志小学校

無料
拝志小学校
089-964-2015

愛媛県 東温市 ② ふれあい参観日 親子活動・授業参観 11月23日 拝志小学校体育館
東温市
拝志小学校

無料
拝志小学校
089-964-2015

愛媛県 東温市 ②
授業公開
三世代交流会

授業参観
三世代交流会

11月25日 上林小学校
東温市
上林小学校

無料
上林小学校
089-964-3574

愛媛県 東温市 ② いきいき川上発表会 学校行事公開 11月25日 川上小学校体育館
東温市
川上小学校

無料
川上小学校
089-966-2021

愛媛県 東温市 ② 「愛媛の歌」放送 校内放送を生かして「愛媛の歌」を放送し、歌う。 11月1～30日 東谷小学校内
東温市
東谷小学校

無料
東谷小学校
089-960-6711

愛媛県 東温市 ② 学習発表会
学校行事の公開
（プログラムの中で「愛媛の歌」を歌う。）

12月2日 東谷小学校体育館
東温市
東谷小学校
東谷幼稚園

無料
東谷小学校
089-960-6711

愛媛県 東温市 ②
授業参観と
三世代交流会

授業参観の後、昔の遊びを３世代で体験し、交流を深
める。

11月18日 西谷小学校体育館
東温市
西谷小学校

無料
西谷小学校
089-960-6４11

愛媛県 東温市 ② 学校公開
体験講座
学校行事公開

11月1日 重信中学校
東温市
重信中学校

無料
重信中学校
089-964-2007

愛媛県 東温市 ② 学校公開
文化祭
学校行事公開

11月3日 重信中学校
東温市
重信中学校

無料
重信中学校
089-964-2007

愛媛県 東温市 ② 文化祭
学習内容の発表、バザー、フリーマーケット
合唱コンクール、人権啓発劇等

11月3日 川内中学校
東温市
川内中学校

無料
川内中学校
089-966-2031

愛媛県 東温市 ② 日曜参観日 親子活動、地域散策 11月4日 重信幼稚園
東温市
重信幼稚園

無料
重信幼稚園
089-964-3092

愛媛県 東温市 ② バザー 園公開 11月9日 重信幼稚園
東温市
重信幼稚園

無料
重信幼稚園
089-964-3092

愛媛県 東温市 ② 自由参加ウィーク 保育公開 11月12, 13日 重信幼稚園
東温市
重信幼稚園

無料
重信幼稚園
089-964-3092

愛媛県 東温市 ② 園開放 保育公開、親子活動 11月14日 重信幼稚園
東温市
重信幼稚園

無料
重信幼稚園
089-964-3092

愛媛県 東温市 ② もちつき大会
幼児・老人クラブ・保護者がもちつきを通して交流し、
日本の伝統行事の継承をはかる。

11月7日 北吉井幼稚園
東温市
北吉井幼稚園

無料
北吉井幼稚園
089-964-5952

愛媛県 東温市 ② 参観日 保育参観、保育参画 11月5～7日 川上幼稚園
東温市
川上幼稚園

無料
川上幼稚園
089-966-3755

愛媛県 東温市 ② 園開放 保育参観、子育て支援 11月6日 川上幼稚園
東温市
川上幼稚園

無料
川上幼稚園
089-966-3755

愛媛県 東温市 ② バザー 幼稚園行事公開、子育て支援 11月22日 川上幼稚園
東温市
川上幼稚園

無料
川上幼稚園
089-966-3755

愛媛県 東温市 ② 園開放 子育て支援、未就園児との交流 11月7日 東谷幼稚園
東温市
東谷幼稚園

無料
東谷幼稚園
089-966-3708

愛媛県 東温市 ②
お店屋さんごっこ
園開放

親子活動、小学生・未就園児との交流 11月27日 西谷幼稚園
東温市
西谷幼稚園

無料
西谷幼稚園
089-966-5850

愛媛県 東温市 ①
第11回市民健康セミ
ナー

地域住民の健康啓発に向けた講演を開催するととも
に，健康度測定，健康相談など実施します。

10月20日
愛媛大学医学部看護学
科棟

愛媛大学医学部看護学科 無料

愛媛大学医学部看護
学科　089-960-5422
nsoffice@m.ehime-
u.ac.jp

-
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愛媛県 砥部町 ① とべ動物園の日 動物園の無料開放 10月28日 とべ動物園
とべ動物園指定管理者（公
益財団法人愛媛県動物園
協会）

http://www.tobezoo.
com

入園料は無料です
が、駐車料金は必要
となります。

愛媛県 砥部町 ③ 砥部陶街道文化まつり
陶芸・絵画・書道・写真・盆栽・生け花等の展示。囲
碁・将棋・川柳・詩吟など芸能発表会の実施。

11月3, 4日 砥部町中央公民館外 砥部町 無料
http://www.town.tob
e.ehime.jp/

愛媛県 新居浜市 ②、④
企画展「錯視の不思
議」

視覚による錯覚現象「錯視」の不思議さや人間の視覚
システムについて、錯視図形や映像、体験展示を交え
て紹介。

10月6日～11月11
日

愛媛県総合科学博物館
企画展示室

愛媛県総合科学博物館 無料
http://www.i-
kahaku.jp/

愛媛県 新居浜市 ②、④
第50回愛媛県児童生
徒理科研究作品展示

平成24年度理科研究作品における入選作品及び標
本などを展示。

10月20, 21日
愛媛県総合科学博物館
企画展示室

愛媛県教育委員会 無料
http://www.i-
kahaku.jp/

共催：愛媛県総合科
学博物館

愛媛県 新居浜市 ②、④
自然観察会「森のそう
じ屋・キノコの観察」

フォレスターハウス周辺（新居浜市別子山）を散策しな
がら、菌類を観察します。

10月21日
住友の森　フォレスター
ハウス（新居浜市別子

愛媛県総合科学博物館 無料
http://www.i-
kahaku.jp/

愛媛県 新居浜市 ②、④
自然観察会「断層めぐ
り」

新居浜市萩生周辺で、断層に関係する地形や地層を
観察します。

10月28日 新居浜市（萩生） 愛媛県総合科学博物館
http://www.i-
kahaku.jp/

愛媛県 新居浜市 ②、④
天体観望会「秋の星座
と木星」

秋の星座の解説や木星の観察を中心に、星雲・星
団、二重星の観察をします。

11月3日
愛媛県総合科学博物館
天文台

愛媛県総合科学博物館
http://www.i-
kahaku.jp/

愛媛県 新居浜市 ②、④ 開館記念イベント
博物館の開館18周年を記念して、様々なイベントを開
催します。

11月4日 愛媛県総合科学博物館 愛媛県総合科学博物館
http://www.i-
kahaku.jp/

愛媛県 新居浜市 ②、④
産業講座「愛媛県伝統
的特産品である水引に
ついて学ぼう」

愛媛県の伝統的特産品のひとつである水引や水引細
工の歴史・製造について学び、実際に水引を使った工
作を行います。

11月18日
愛媛県総合科学博物館
科学工作室

愛媛県総合科学博物館
http://www.i-
kahaku.jp/

愛媛県 新居浜市 ③
特別企画展「広瀬家ゆ
かりの名品展～書画を
中心に～（仮称）」

広瀬家に伝来した資料の中から、書画の名品を紹介
する企画展です。期間中、関連テーマの講演会と台
所喫茶店も開催予定です。

10月27日～12月2
日

広瀬歴史記念館 新居浜市教育委員会
広瀬歴史記念館
（0897-40-6333）

愛媛県 新居浜市 ③
第６２回新居浜市美術
展覧会

新居浜市在住の方による公募展覧会です。洋画・日
本画・工芸・写真・デザイン・版画・華道を展示します。

10月24日～11月5
日

新居浜市立郷土美術館 新居浜市教育委員会 無料

新居浜市教育委員会
事務局　　　スポーツ
文化課
（0897-65-1303）

愛媛県 新居浜市 ②　③
新居浜市小学校音楽
発表会

各小学校児童による音楽活動（合唱・合奏）の発表会
を実施します。

11月9日
新居浜市市民文化セン
ター

新居浜市教育委員会 無料

新居浜市教育委員会
事務局　　　学校教育
課
（0897-65-1301）

愛媛県 新居浜市 ②　③
新居浜市中学校音楽
発表会

各中学校生徒による音楽活動（合唱・合奏）の発表会
を実施します。

11月9日
新居浜市市民文化セン
ター

新居浜市教育委員会 無料

新居浜市教育委員会
事務局　　　学校教育
課
（0897-65-1301）

愛媛県 新居浜市 ①

新居浜市制75周年・別
子銅山記念図書館開
館20周年記念事業
「笑顔輝く絵本ライブ」

絵本作家川端誠さんによる「絵本ライブ・講演会」を実
施します。絵本ライブは、定員100名で、講演会は、大
人対象定員100名です。

10月28日
新居浜市立別子銅山記
念図書館多目的ホール

新居浜市・新居浜市教育委
員会

無料
http://www.city.niiha
ma.lg.jp/soshiki/kaku
ka.php?sec_sec1=95

愛媛県 新居浜市 ①
別子銅山に関する本の
解説講座「別子銅山を
読む」特別講座

「立川銅山道ｰ第2次泉屋道は使われなかった」につ
いて、別子銅山記念図書館専門員　坪井利一郎によ
る特別講座を実施します。

10月13日
新居浜市立別子銅山記
念図書館多目的ホール

新居浜市立別子銅山記念
図書館

無料
http://www.city.niiha
ma.lg.jp/soshiki/kaku
ka.php?sec_sec1=95

定員80名

愛媛県 新居浜市 ①
別子銅山に関する本の
解説講座「別子銅山を
読む」第4回

「別子銅山ー近代化産業遺産を活かしたまちづくり総
合計画」について、別子銅山文化遺産課長　横井邦
明氏による講座を実施します。

11月17日
新居浜市立別子銅山記
念図書館多目的ホール

新居浜市立別子銅山記念
図書館

無料
http://www.city.niiha
ma.lg.jp/soshiki/kaku
ka.php?sec_sec1=95

定員80名

愛媛県 新居浜市 ① 図書館まつり２０１２
「ブックリサイクル」や「図書館見学ツアーと銅アートづ
くり」「健康相談」等を実施します。

11月23日
新居浜市立別子銅山記
念図書館多目的ホール

新居浜市立別子銅山記念
図書館

無料
http://www.city.niiha
ma.lg.jp/soshiki/kaku
ka.php?sec_sec1=95
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愛媛県 新居浜市 ①　③ 新居浜校区文化祭
校区内の幼稚園・保育園・小学校・中学校、地域住
民、公民館利用者の作品を展示します。その他出し物
やバザーを行います。

11月18日
新居浜小学校
新居浜公民館

新居浜市文化祭実行委員
会

無料
新居浜公民館（0897-
32-8312）

愛媛県 新居浜市 ①　③ 宮西校区文化祭
校区内の幼稚園・保育園・小学校・中学校、地域住
民、公民館利用者の作品を展示します。その他出し物
やバザーを行います。

11月11日 口屋跡記念公民館
新居浜市文化祭実行委員
会

無料
口屋跡記念公民館
（0897-32-8430）

愛媛県 新居浜市 ①　③ 金子校区文化祭
校区内の幼稚園・保育園・小学校・中学校、地域住
民、公民館利用者の作品を展示します。その他出し物
やバザーを行います。

11月25日 金子小学校
新居浜市文化祭実行委員
会

無料
新居浜市地域交流セ
ンター　　（0897-34-
6320）

愛媛県 新居浜市 ①　③ 金栄校区文化祭
校区内の幼稚園・保育園・小学校・中学校、地域住
民、公民館利用者の作品を展示します。その他出し物
やバザーを行います。

11月11日 金栄公民館
新居浜市文化祭実行委員
会

無料
金栄公民館（0897-
33-3212）

愛媛県 新居浜市 ①　③ 高津校区文化祭
校区内の幼稚園・保育園・小学校・中学校、地域住
民、公民館利用者の作品を展示します。その他出し物
やバザーを行います。

11月18日 高津小学校高津公民館
新居浜市文化祭実行委員
会

無料
高津公民館（0897-
32-3320）

愛媛県 新居浜市 ①　③ 浮島校区文化祭
校区内の幼稚園・保育園・小学校・中学校、地域住
民、公民館利用者の作品を展示します。その他出し物
やバザーを行います。

10月28日 浮島小学校
新居浜市文化祭実行委員
会

無料
浮島公民館（0897-
34-7617）

愛媛県 新居浜市 ①　③ 惣開校区文化祭
校区内の幼稚園・保育園・小学校・中学校、地域住
民、公民館利用者の作品を展示します。その他出し物
やバザーを行います。

10月28日 惣開小学校惣開公民館
新居浜市文化祭実行委員
会

無料
惣開公民館（0897-
33-1031）

愛媛県 新居浜市 ①　③ 若宮校区文化祭
校区内の幼稚園・保育園・小学校・中学校、地域住
民、公民館利用者の作品を展示します。その他出し物
やバザーを行います。

11月11日 若宮小学校若宮公民館
新居浜市文化祭実行委員
会

無料
若宮公民館（0897-
34-7612）

愛媛県 新居浜市 ①　③ 垣生校区文化祭
校区内の幼稚園・保育園・小学校・中学校、地域住
民、公民館利用者の作品を展示します。その他出し物
やバザーを行います。

11月25日 垣生小学校
新居浜市文化祭実行委員
会

無料
垣生公民館（0897-
45-0024）

愛媛県 新居浜市 ①　③ 神郷校区文化祭
校区内の幼稚園・保育園・小学校・中学校、地域住
民、公民館利用者の作品を展示します。その他出し物
やバザーを行います。

11月18日 神郷小学校神郷公民館
新居浜市文化祭実行委員
会

無料
神郷公民館（0897-
46-1181）

愛媛県 新居浜市 ①　③ 多喜浜校区文化祭
校区内の幼稚園・保育園・小学校・中学校、地域住
民、公民館利用者の作品を展示します。その他出し物
やバザーを行います。

11月4日 多喜浜小学校
新居浜市文化祭実行委員
会

無料
多喜浜公民館（0897-
45-0014）

愛媛県 新居浜市 ①　③ 大島校区文化祭
地域住民、公民館利用者の作品を展示します。その
他出し物やバザーを行います。

11月18日 大島公民館
新居浜市文化祭実行委員
会

無料
大島公民館（0897-
45-1006）

愛媛県 新居浜市 ①　③ 泉川校区文化祭
校区内の幼稚園・保育園・小学校・中学校、地域住
民、公民館利用者の作品を展示します。その他出し物
やバザーを行います。

11月18日 泉川公民館 泉川まちづくり協議会 無料
泉川公民館（0897-
41-6463）

愛媛県 新居浜市 ①　③ 中萩校区文化祭
校区内の幼稚園・保育園・小学校・中学校、地域住
民、公民館利用者の作品を展示します。その他出し物
やバザーを行います。

11月18日 中萩小学校
新居浜市文化祭実行委員
会

無料
中萩公民館（0897-
41-6735）

愛媛県 新居浜市 ①　③ 船木校区文化祭
校区内の幼稚園・保育園・小学校・中学校、地域住
民、公民館利用者の作品を展示します。その他出し物
やバザーを行います。

11月4日 船木小学校
新居浜市文化祭実行委員
会

無料
船木公民館（0897-
41-6003）

愛媛県 新居浜市 ①　③ 大生院校区文化祭
校区内の幼稚園・保育園・小学校・中学校、地域住
民、公民館利用者の作品を展示します。その他出し物
やバザーを行います。

11月4日 大生院中学校
新居浜市文化祭実行委員
会

無料
大生院公民館（0897-
41-6604）

愛媛県 新居浜市 ①　③ 角野校区文化祭
校区内の幼稚園・保育園・小学校・中学校、地域住
民、公民館利用者の作品を展示します。その他出し物
やバザーを行います。

11月24日 角野公民館
新居浜市文化祭実行委員
会

無料
角野公民館（0897-
41-6224）
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愛媛県 新居浜市 ①　③ 別子校区産業文化祭
校区内の幼稚園・保育園・小学校・中学校、地域住
民、公民館利用者の作品を展示します。その他出し物
やバザーを行います。

11月18日
別子小中学校
別子山公民館

別子校区産業文化祭実行
委員会

無料
別子山公民館（0897-
64-2211）

愛媛県 西予市 ②、③
佐田岬半島と西日本の
裂織（さきおり）

日本各地の様々な裂織を交じえて、西日本の裂織を
紹介。

10月6日～12月2
日

歴史文化博物館 歴史文化博物館
http://www.i-
rekihaku.jp

愛媛県 西予市 ②、③ 開館記念イベント
博物館の開館18周年を記念して、様々なイベントを開
催します。

11月11日 歴史文化博物館 歴史文化博物館
http://www.i-
rekihaku.jp

愛媛県 西予市 ② 収穫祭
学校田・畑で収穫した米や芋を料理し、収穫の喜びを
味わう。

11月5日 明間小学校 明間小学校 無料 0894-67-0202

愛媛県 西予市 ② フリー参観日 参観授業 10月20日 河成幼・小 河成幼・小 無料 0894-77-0021
愛媛県 西予市 ② 人権参観日 参観授業 11月11日 河成幼・小 河成幼・小 無料 0894-77-0021

愛媛県 西予市 ①② 人権・同和教育参観日
　人権に関する知識理解や人権感覚が高められるよ
う、人権・同和教育に視点をあてた授業や講演会を行
います。

10月28日 西予市立皆田小学校
皆田小学校　下宇和公民館
下宇和地区地域開発協議
会

0894-62-0551

愛媛県 松前町 ③ 第３７回まさき文化祭 作品展示・芸能発表会・バザー　等 10月27, 28日 松前総合文化センター
松前町
松前町教育委員会
松前町文化協会

無料
松前町教育委員会
089－985-4139

愛媛県 松前町 ④ 松前町内音楽交換会 幼・小・中・高校各種団体の音楽発表と交流会 11月9日 松前総合文化センター 松前町教育委員会 無料
松前町教育委員会
089－985-4125

愛媛県 松野町 ③
第１回森の国戦国武者
伝送大会

　甲冑を纏った武者（チーム参加者）たちが、国指定
史跡河後森城跡をはじめとする中世城郭や史跡等を
巡る駅伝走を行います。

10月21日
虹の森公園を基点に城
跡、神寺など

森の国戦国武者伝送実行
委員会

松野町産業振興課
0895-42-1116
松野町教育委員会
0895-42-1118

愛媛県 松野町 ③
森の国文化祭・芸能大
会

　松野町文化協会員を中心に、各グループが展示部
門と芸能部門に分かれて日頃の鍛錬の成果を発表し
ます。また、町内小中学生の美術作品や書道作品、
俳句作品などを展示する教育文化展も同日開催しま
す。

11月3, 4日
町民ｾﾝﾀｰ・ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝ
ﾀｰ・芝不器男記念館

松野町教育委員会 無料
松野町教育委員会
0895-42-1118

愛媛県 松野町 ③ 戦国饗宴「薪能」

11/3　国指定史跡である河後森城跡最高所の本郭で
薪能を実施、戦国時代講座も同時開催します。11/4
森の国文化祭芸能大会とコラボ。伝統芸能ワーク
ショップ、能公演を開催します。

11月3, 4日 河後森城・ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
戦国饗宴「薪能」実行委員
会

無料

松野町産業振興課
0895-42-1116
松野町教育委員会
0895-42-1118

愛媛県 松山市 ①③ 湯築城歴史塾 道後湯築城をめぐる歴史に係る研究発表 10月27日 子規記念博物館
道後公園指定管理者（コン
ソーシアムＧＥＮＫＩ）

無料
http://www.dogokoue
n.jp

愛媛県 松山市 ③ 道後公園の日 湯築市、剪定講座、大清掃など 11月3, 4日 道後公園
道後公園指定管理者（コン
ソーシアムＧＥＮＫＩ）

無料
http://www.dogokoue
n.jp

愛媛県 松山市 ③ 道後公園の日 道後公園写真展 11月3～11日 子規記念博物館
道後公園指定管理者（コン
ソーシアムＧＥＮＫＩ）

無料
http://www.dogokoue
n.jp

愛媛県 松山市 ①
古墳探訪！ふれあい
健康ウォーキング

総合運動公園付近の古墳の紹介とウォーキング指導 10月20日 県総合運動公園
県総合運動公園指定管理
者（財団法人愛媛県スポー
ツ振興事業団）

無料 http://www.epsc.jp

愛媛県 松山市 ①
えひめ
スポーツデー

総合型地域スポーツクラブの活動内容の発表、トップ
アスリートのトークショーなど

11月17日 県総合運動公園
県総合運動公園指定管理
者（財団法人愛媛県スポー
ツ振興事業団）

http://www.epsc.jp
参加は無料ですが、
駐車料金は必要とな
ります。

愛媛県 松山市 ①
落ち葉を集めて
みんなで焼き芋を
作ろう

落ち葉で焼き芋を作るなど、昔遊びの体験を通じて親
子のふれあいと防火啓発を図る。

11月24日 県総合運動公園
県総合運動公園指定管理
者（財団法人愛媛県スポー
ツ振興事業団）

http://www.epsc.jp

参加は無料ですが、
駐車料金は必要とな
ります。事前の申し込
みが必要です。

愛媛県 松山市 ① 楽しもう紙芝居 紙芝居の魅せ方や演じ方を具体的にお話します。 10月25日 内子町図書情報館 県立図書館 無料
089-941-1441子ども読
書係

愛媛県 松山市 ①
秋のたっぷりおはなし
会

絵本の読み聞かせや紙芝居、エプロンシアターなど
を、たっぷりの時間で楽しめます。

11月3日
県立図書館キッズひろ
ば

県立図書館 無料
089－941-1441子ども
読書係

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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愛媛県 松山市 ①
子どもの読書活動推進
のための研修会

子どもの読書指導にかかわる人たちを対象に、おは
なし会の本の選び方やプログラムの作り方を学びま
す。

11月16日
県立図書館多目的ホー
ル

県立図書館 無料
089－941-1441子ども
読書係

愛媛県 松山市 ① 古文書解読講座
愛媛県に関係のある古文書をテキストにし、その解読
や、当時の時代背景を学習します。

10月28日 愛媛県立図書館
愛媛古文書研究会、愛媛県
立図書館

http://www.ehimetosyo
kan.jp/contents/index.h
tm

愛媛県 松山市 ③ 所蔵品展 所蔵作品からテーマを絞り展示紹介します。
7月27日～11月5

日
愛媛県美術館
常設展示室1～3

愛媛県美術館
http://www.ehime-
art.jp/

愛媛県 松山市 ②
一日講座
「紙であそぼう♪」

幼児を対象として、紙を破ったり、折ったりして紙の特
性を体感する講座。

11月4日
愛媛県美術館
アトリエ2

愛媛県美術館 無料
http://www.ehime-
art.jp/

愛媛県 松山市 ③ 所蔵品展 所蔵作品からテーマを絞り展示紹介します。
11月7日～2月24

日
愛媛県美術館
常設展示室3

愛媛県美術館
http://www.ehime-
art.jp/

愛媛県 松山市 ② 合唱コンクール
各学年で合唱コンクールを行います。
垣生小６年生も学年合唱を披露します。

10月26日 垣生中学校 垣生中学校 無料
垣生中学校
０８９－９７２－１２２６

愛媛県 松山市 ② 垣生中祭
学習活動の発表や学習の成果の展示、参加体験活
動等を行います。

11月3日 垣生中学校 垣生中学校 無料
垣生中学校
０８９－９７２－１２２６

愛媛県 松山市 ② 高齢者との交流会 　昔の遊び等を通して、高齢者との交流を図る。 10月24日 元怒和公民館（予定） 怒和小学校 無料
怒和小学校
999-0234

愛媛県 松山市 ② 人権参観日 人権教育に関する集会や授業を公開する。 11月13日 怒和小学校 怒和小学校 無料
怒和小学校
999-0235

愛媛県 松山市 ②
学年別発表会・ＰＴＡバ
ザー

午前中は、各学年ごとに音楽を中心とした発表会を行
い、午後からは、ＰＴＡ廉売会・バザーを行います。

11月17日 久枝小学校 久枝小学校 無料
久枝小
９２５ー４４３７

愛媛県 松山市 ② 八坂ふれあい広場
各学年ごとに、合唱・合奏の発表を行います。
ＰＴＡや公民館の方たちによるバザーが行われます。

10月21日 八坂小学校 八坂小学校 無料
八坂小
089－941－1448

愛媛県 松山市 ②
やさしさの花を咲かせ
ようフェスタ

人権･同和教育に関する授業を公開します。
人権作文発表や講演会を催します。

11月24日 八坂小学校
八坂小学校
八坂公民館

無料
八坂小
089－941－1448

愛媛県 松山市 ② 人権参観日
人権教育に関する授業公開・コンサートを行い、人権
意識の高揚を図る。

11月13日 さくら小学校 さくら小学校 無料 089-973-6686

愛媛県 松山市 ② 双葉っ子まつり
各学年で学習した成果を工夫して表現したり、クラブ
活動や金管バンド部の練習の成果を披露したりする
活動です。

11月18日 双葉小学校 双葉小学校 無料
双葉小
089－921－1171

愛媛県 松山市 ③
子どもの文化芸術体験
事業

劇団たんぽぽによる公演「100万回生きたねこ」 10月18日 番町小学校 劇団たんぽぽ 無料
番町小学校
089-941-1446

午後

愛媛県 松山市 ②
校区別人権・同和教育
参観日

人権教育に関する授業を公開します。 10月18日 河野小学校 松山市立　河野小学校 無料 089-993-0160

愛媛県 松山市 ②
家族参観日・PTA
フォーラム

各学年の発表、該当クラブの展示・発表の後、PTAに
よるバザーを実施します。

11月11日 河野小学校 松山市立　河野小学校 無料 089-993-0160

愛媛県 松山市 ② いだいっ子まつり
低学年児童がお世話になった方々を招待して、自分
たちで計画準備した「まつり」を行います。

11月6日 伊台小学校 伊台小学校 無料
伊台小
089-977-0201

愛媛県 松山市 ② 文化祭
学社融合行事の一環としての、地域学習の成果の発
表と地域によるふるさと堀江を知るための啓発活動を
します。

11月11日 堀江小学校
堀江公民館
堀江小学校

無料 089-978-0015

愛媛県 松山市 ② 緑の森を育てよう活動
地域の方や保護者、幼稚園児と一緒に、緑の森を守
る活動の一環として、竹炭づくり等を行います。

11月4日 五明小学校 五明小学校 無料 089-977-2353

愛媛県 松山市 ② 社会見学 松山市の文化施設を見学します。 11月8日 市内文化施設 五明小学校 無料 089-977-2353

愛媛県 松山市 ② 人権参観日
人権・同和教育の視点に立った授業公開の後、前田
俊彦先生の一人芝居を見せていただきます。

11月27日 五明小学校 五明小学校 無料 089-977-2353

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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愛媛県 松山市 ② 校内音楽会
各学年の音楽発表会。金管バンド部、水軍太鼓部の
演奏もあります。

11月3日 荏原小体育館 荏原小学校 無料 ０８９－９６３－１００３

愛媛県 松山市 ② ふれあい音楽会
保護者・地域の方々を招き、各学年ごとに合唱・合奏
を発表し、金管バンド部は演奏を披露します。

11月4日 石井小学校 石井小学校 無料
石井小学校　089-
956-1658

愛媛県 松山市 ② 人権学習参観 全校集会･授業参観･講演会 11月17日 潮見小学校 潮見小学校 無料 089-978-0543
愛媛県 松山市 ② 道中祭（文化祭） 合唱コンクールとステージ発表、展示を行います。 11月3日 道後中学校 道後中学校 無料 089-921-4207

愛媛県 松山市 ② 人権・同和教育参観日 人権・同和教育に関する授業公開と講演を行います。 10月20日 道後中学校 道後中学校 無料 089-921-4207

愛媛県 松山市 ② 職場体験学習 校区のいろいろな事業所で職場体験を行います。 11月12～14日 道後中学校 道後中学校 無料 089-921-4207

愛媛県 松山市 ② 合唱コンクール 各学年の合唱コンクールを実施します １１月1日8:45～ 余土中学校 余土中学校 無料
http://www.matsuya
ma-

愛媛県 松山市 ②
文化祭
合唱コンクール

PTA合唱、合唱コンクール(各学年最優秀学級)、ス
テージ発表、バザー等を実施します

１１月3日8:45～ 余土中学校 余土中学校 無料
http://www.matsuya
ma-

愛媛県 松山市 ② 文化祭

文化部の発表
合唱コンクール
文化体験活動（地域の方に講師を依頼）

11月4日 西中学校 西中学校 無料
西中学校
089-971-6226

愛媛県 松山市 ②
次代を担う子どもの文
化芸術体験事業

　ヴァイオリニスト柏原大蔵氏の「アンサンブルさくら」
を招き、プロの芸術家の演奏を鑑賞します。

10月30日 窪田小学校 窪田小学校 無料
窪田小
089-970-1533

愛媛県 松山市 ② 風の子発表会 学習発表会 11月17日 窪田小学校 窪田小学校 無料
窪田小
089-970-1533

愛媛県 松山市 ② 学習発表会
全校音楽の発表会
全学年の総合学習（個人研究）発表会

11月1日 興居島中学校 興居島中学校 無料 9６１－２０１０

愛媛県 松山市 ② 文化祭
「総合的な学習の時間」での内容、部活動、地域の伝
統文化の学習内容を発表します。

11月4日 北条北中学校 北条北中学校 無料
北条北中
089-993-0038

愛媛県 松山市 ②
校区別人権同和教育
懇談会

人権・同和教育の視座に立った参観授業、講演、懇談
等を行います。

11月16日 北条北中学校 北条北中学校 無料
北条北中
089-993-0038

愛媛県 松山市 ② 人権参観日
人権・同和教育に視点をおいた各学年の授業と人権
集会を公開します。

10月23日 味生第二小学校 味生第二小学校 無料
http://mibu2-
e.esnet.ed.jp/

愛媛県 松山市 ② 誕生祭

・創立30周年の記念式典と記念行事を実施するととも
に、全校縦割り班で準備した出し物を「子ども市」とし
て発表し合います。
・ＰＴＡ主催の廉売会や喫茶コーナー、おやじの会主
催のバザーがあります。

11月18日 味生第二小学校 味生第二小学校
http://mibu2-
e.esnet.ed.jp/

愛媛県 松山市 ② 人権参観日
人権・同和教育に視点をおいた各学年の授業公開
と、講演会を行います。

10月26日 坂本小学校 坂本小学校 無料 089-963-1054

愛媛県 松山市 ① ふるさと巡り 地域の方々と校区内の文化財を巡ります。 11月3日 坂本小校区内（窪野） 坂本公民館 無料 089-963-0994

愛媛県 松山市 ② 文化祭 校内の文化祭です。 11月3日 城西中学校 城西中学校 無料
城西中学校
089-932-5008

愛媛県 松山市 ② 椿小フェスティバル
校内音楽会並びに、PTA・地域・スポ少が主催する
ゲーム等のチャレンジコーナーを開催する。

11月18日 椿小学校 椿小学校 無料 089-957-1430

愛媛県 松山市 ②
ひんがし祭
（文化体験教室）

地域の人材を活用し、弓道、華道、竹細工等の文化
的な体験活動を行い、その活動について報告を行い
ます。

11月2日
東中学校
体育館
各教室

松山市立
東中学校

無料 089-924-8588

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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愛媛県 松山市 ②
ひんがし祭
（合唱コンクール）

合唱を通して表現する充実感や達成感を味わったり、
お互いのよさを認め合ったりすることをねらいとし、学
級対抗で実施します。

11月3日
東中学校
体育館

松山市立
東中学校

無料 089-924-8588

愛媛県 松山市 ② 創立３０周年記念行事
松山市吹奏楽団による演奏を鑑賞するとともに、市民
吹奏楽団の演奏による全校合唱を行います。

11月17日
東中学校
体育館

松山市立
東中学校

無料 089-924-8588

愛媛県 松山市 ② ゆめキラキラ集会
児童が、自分達が学習してきた内容のうち心に残った
ことについて、学年ごとにまとまって発表会を行う。

11月10日 湯築小体育館 湯築小学校 無料 089-925-5588

愛媛県 松山市 ② 人権参観日
児童が、人権や同和問題や差別について考える様子
を保護者に見せ、一緒に考える。そして、差別やいじ
めを絶対に許さない気持ちを育てる。

10月19日 湯築小学校 湯築小学校 無料 089-925-5588

愛媛県 松山市 ② 高校説明会
生徒・保護者を対象に、県立・私立高校の先生方に、
各高校の特色等のお話をしていただきます。

10月26日 内宮中学校 内宮中学校 無料
内宮中学校
089-978-0046

愛媛県 松山市 ② 文化祭
総合的な学習の時間、選択教科、部活動等で学習し
た内容を発表したり、展示したりします。また、合唱コ
ンクールを開催します。

11月3日 内宮中学校 内宮中学校 無料
内宮中学校
089-978-0046

愛媛県 松山市 ② 音楽フェスティバル 全校による合唱コンクール 11月18日 南第二中学校体育館 南第二中学校 無料 089-957-5633

愛媛県 松山市 ② 文化祭
文化部の発表、学習成果の発表、合唱コンクールな
どを行います。

11月3日 中島中学校 中島中学校 無料
中島中
089-997-0204

校区内小学校とも連
携

愛媛県 松山市 ② 校内音楽発表会 全学年・音楽部等の音楽発表会です。 11月2日 みどり小学校 みどり小学校 無料
みどり小学校
089-９２６-0４５６

全校

愛媛県 松山市 ② みどりをさく゜る
　縦割り班の活動で、地域・保護者の協力を得なが
ら、校区内の史跡などをめぐる。

11月22日 校区内 みどり小学校 無料
みどり小学校
089-９２６-0457

全校

愛媛県 松山市 ② はまっこ音楽会 学年ごとに合唱や合奏を発表をします。 10月28日 高浜小学校 高浜小学校 無料 089-951-0321

愛媛県 松山市 ② 日曜人権参観日
人権・同和教育に視点をおいた授業参観・講演会を行
います。

11月18日 高浜小学校 高浜小学校 無料 089-951-0321

愛媛県 松山市 ② 人権参観日
人権・同和教育に視点をおいた人権集会を公開し、地
域の方と共に話し合います。

11月4日 正岡小学校 正岡小学校 無料
正岡小
089-993-0043

愛媛県 松山市 ② 歌いつごう日本の歌
声楽家・ピアニストを招いて、日本の歌の演奏を聴い
たり、一緒に歌ったりします。

10月16日 津和地小学校 津和地小学校・怒和小学校 無料
津和地小学校　　　９
９９－０７５７

愛媛県 松山市 ② 人権参観日
参観授業や子ども達の作品展示を通して、人権問題
について考えます。

11月1日 津和地小学校 津和地小学校 無料
津和地小学校　　　９
９９－０７５７

愛媛県 松山市 ② 3世代クロッケー大会
子ども・親・祖父母の3世代でチームを組み、地域の方
と一緒にクロッケーを行います。

11月1日 津和地クロッケー場 津和地小学校 無料
津和地小学校　　　９
９９－０７５７

愛媛県 松山市 ② 中島地区音楽集合学習会
中島地区小中４校による音楽会を開催し、合唱・合奏
を披露します。

11月3日 中島中学校 中島地区の小中学校 無料
津和地小学校　　　９
９９－０７５７

愛媛県 松山市 ② 人権参観日
　人権教育に関する授業を公開します。講演会もあり
ます。

10月19日 松山市立北条小学校 松山市立北条小学校 無料 089-993-0066

愛媛県 松山市 ②
フリー参観日・校内音
楽会

　終日教育活動を公開します。音楽発表会として、各
学年の合唱・合奏の発表もあります。

11月7日 松山市立北条小学校 松山市立北条小学校 無料 089-993-0066

愛媛県 松山市 ① 北条ふれあいまつり
　ＰＴＡバザー・販売会・動物とのふれあいなどの催し
を行います。

11月11日 松山市立北条小学校 松山市立北条小学校ＰＴＡ 089-993-0066

愛媛県 松山市 ④
北条ブロック小中学校
音楽発表会

　北条地区の小学校7校・中学校2校の合唱や合奏を
発表します。

11月13日 聖カタリナホール 北条ブロック音楽主任会 無料 089-993-0066

愛媛県 松山市 ② 校内音楽会
　児童による演奏、合唱等を行い、保護者等が参観す
る。

11月2日 生石小学校体育館 生石小学校 無料 089‐972-1219

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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愛媛県 松山市 ② 文化祭
　総合的な学習の時間で学習した内容を学年ごとに
発表したり、文化部が活動した内容を展示たりiしま
す。

11月4日
9：00～

久谷中学校 久谷中学校 無料 089-963-1025

愛媛県 松山市 ②③ 校内音楽会
児童が楽しく表現豊かに合唱・合奏を披露します。「い
きがい交流センターしみず」の皆さんの演奏もありま
す。

11月7日 体育館
松山市立
清水小学校

無料 （089）925－0205

愛媛県 松山市 ①②
校区別人権教育懇談
会

人権教育に関する授業及び集会を公開します。 11月17日 雄郡小学校 雄郡小学校 無料 089-931-3197

愛媛県 松山市 ②③ ドリーム発表会
各学年、弦楽オーケストラ部、ＰＴＡコーラス、水軍太
鼓クラブによる音楽発表会です。

11月7日 味生小学校 味生小学校 無料
味生小学校
089-951-0529

9:25～11:15

愛媛県 松山市 ②
チャレンジ味生っ子
デー

縦割り班で校区内にある自然や文化財などを巡り、郷
土についての理解を深めます。

11月21日 味生小校区 味生小学校 無料
味生小学校
089-951-0529

9:30～14:00
雨天順延

愛媛県 松山市 ② 人権参観日
人権・同和教育に視点をおいた授業参観・学級懇談
会を行います。

10月26日 小野小学校 小野小学校 無料 089-975-0989

愛媛県 松山市 ③ 音楽鑑賞会 ＲＩＣＯ上島氏を招いての音楽鑑賞会 11月6日 姫山小学校 姫山小学校 無料 089-927-0211 　

愛媛県 松山市 ①②
船の国集会＆
ひめっ子ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ

縦割り班でテーマに沿った企画コーナーを設定し、交
流します。
午後からは、ＰＴＡ主催のバザーや販売会などの催し
物を行います、

11月23日 姫山小学校
姫山小学校
姫山小学校ＰＴＡ

無料 089-927-0211 　

愛媛県 松山市 ②
校区別人権教育懇談
会

人権教育に関する授業や集会を公開します。講演も
あります。

11月11日 粟井小学校 粟井小学校 無料 089-994-1006

愛媛県 松山市 ② 旭エスタ（文化祭）
表現活動の成果（合唱や総合学習等）を、ステ－ジや
展示等で発表し、保護者や地域の方々に紹介する行
事です。

10月27日 旭中学校 旭中学校 無料
旭中学校
089-977-4362

愛媛県 松山市 ② 中学校説明会
中学校の紹介・入学にあたっての説明・授業体験・施
設見学を行う会です。

11月14日 旭中学校 旭中学校 無料
旭中学校
089-977-4363

愛媛県 松山市 ② 50㎞チャレンジ歩行
最長50㎞を目標とし、完歩を目指して友人と励まし
合って歩きます。

10月21日 松山市内 桑原中学校 無料
桑原中学校
（089）943-5152

愛媛県 松山市 ② 合唱コンクール
合唱を通して表現する充実感や達成感を味わったり、
お互いのよさを認め合ったりすることをねらいとし、各
学年ごとに学級対抗で実施します。

11月1日 桑原中学校 桑原中学校 無料
桑原中学校
（089）943-5152

愛媛県 松山市 ② 桑中文化の日

学びの共同体構想の一事業として、教科、総合的な
学習の時間、部活動等で学習した内容を発表・展示し
ます。また合唱コンクール最優秀学級の合唱発表、
ディベート甲子園in桑中、「ふるさと」４番創作発表等
があります。

11月3日 桑原中学校 桑原中学校 無料
桑原中学校
（089）943-5152

愛媛県 松山市 ② Ｋ・Ｃ・Ｃフェスティバル
午前中に文化部や有志のステージ発表や展示発表を
行い、午後は合唱コンクールを行う。

11月3日 鴨川中学校 鴨川中学校 無料
鴨川中学校
089-924-9041

愛媛県 松山市 ② 垣生っ子フェスティバ 学習発表、集会、ＰＴＡバザー 11月17日 垣生小学校 垣生小学校 無料 垣生小学校
愛媛県 松山市 ② 日本画ライブ 日本画画家の講演、実演 10月22日 垣生小学校 垣生小学校 無料 垣生小学校
愛媛県 松山市 ② 人権・同和教育参観日 参観授業、なかよし集会 10月19日 垣生小学校 垣生小学校 無料 垣生小学校

愛媛県 松山市 ② 文化祭
校内合唱コンクール及び総合的な学習の時間に学習
した内容の発表や展示等を行います。

11月3日 小野中学校 小野中学校 無料
http://ono-
j.esnet.ed.jp/

愛媛県 松山市 ② 中島音楽集合学習会
中島地区の小中学校が、中島中学校文化祭の中で、
合唱や合奏を披露し合う。

11月3日 中島中学校
中島中学校
中島・怒和・津和地小学校

無料
中島小学校
997-0092

愛媛県 松山市 ② 人権参観日 人権を考える授業と集会 11月16日 浮穴小学校 浮穴小学校 無料 089-976-0143

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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愛媛県 松山市 ② 人権教育参観日 人権教育に基づく授業参観・講演 10月23日 北久米小学校 北久米小学校 無料
北久米小学校
089-976-8431

愛媛県 松山市 ② 校内音楽会 各学年・金管バンドによる演奏 11月17日 北久米小学校 北久米小学校 無料
北久米小学校
089-976-8431

愛媛県 松山市 ② 人権参観日
　人権教育に関する授業・集会を公開します。また、
人権コンサートが行われます。

11月18日 味酒小学校 味酒小学校 無料
味酒小学校
089-925-1447

愛媛県 松山市 ②
日曜授業参観
PTAバザール

　授業参観後、PTAによるバザールを開催します。 10月21日 宮前小学校 宮前小学校 無料
宮前小学校
089-951-0253

愛媛県 松山市 ② 校内音楽会
　全学年・水軍太鼓クラブ・金管バンドクラブ等の音楽
発表会です。

11月15日 宮前小学校 宮前小学校 無料
宮前小学校
089-951-0253

愛媛県 松山市 ② 参観日
　人権教育に関する授業を公開します。また、保護者
対象の講演会があります。

10月27日
松山市立
久米小学校

松山市立
久米小学校

無料 089-975-0601

愛媛県 松山市 ② 参観日 授業を公開します。 11月19日
松山市立
久米小学校

松山市立
久米小学校

無料 089-975-0601

愛媛県 松山市 ② 文化祭 学習活動の発表会 10月28日 拓南中学校 拓南中学校 無料 931-8518

愛媛県 松山市 ② 進路説明会
生徒・保護者を対象に、県立高校の先生方に、各高
校の特色等のお話をしていただきます。

10月19日 椿中学校 椿中学校 無料
http://tsubaki-
j.esnet.ed.jp/

午後

愛媛県 松山市 ② 職場体験学習 いろいろな事業所で職場体験をします。 10月25, ]26日 椿中学校 椿中学校 無料 (089)957-8650 ２年生

愛媛県 松山市 ② 国際学習交流会
世界の人々との交流を通して、異文化への理解を深
め、国際的な視野を広げます。

10月26日 椿中学校 椿中学校 無料
http://tsubaki-
j.esnet.ed.jp/

３年生

午後

愛媛県 松山市 ② 合唱コンクール
各学級で合唱曲を決め、練習を積み重ねてきた合唱
をコンクール形式で発表します。

11月3日 椿中学校 椿中学校 無料 (089)957-8650 午前

愛媛県 松山市 ② 文化体験活動
多数の文化的な活動のコースを設け、地域の指導者
にも参加していただき、文化的な活動を実際に体験し
ます。

11月3日 椿中学校 椿中学校 無料
http://tsubaki-
j.esnet.ed.jp/

午後

愛媛県 松山市 ② 人権・同和教育参観日
人権・同和教育に視点をおいた授業参観・講演会を行
います。

11月13日 椿中学校 椿中学校 無料 (089)957-8650 午後

愛媛県 松山市 ③ ふくふくカーニバル ＰＴＡ主催のバザーを実施 11月10日 福音小学校 福音小ＰＴＡ 無料
福音小
山本
089-970-1151

愛媛県 松山市 ② 校内音楽会 １～６年生の学年発表（参観日） 11月17日
福音小学校
体育館

福音小学校 無料
福音小
山本
089-970-1151

愛媛県 松山市 ② 文化活動発表会 学年合唱、文化体験学習、伝統芸能鑑賞 11月3日 北条南中学校 北条南中学校 無料 089-994-0230

愛媛県 松山市 ② 校内音楽会
児童による合唱や合奏を行い、一人一人の表現力を
伸ばします。また、その様子を保護者及び地域の方に
参観していただきます。

11月2日 余土小学校 余土小学校 無料 089－972－0322

愛媛県 松山市 ②
なかよし（人権・同和教
育）参観日

人権・同和教育の取り組みを、保護者及び地域の
方々に公開します。内容は、人権教育に関する授業と
廣瀬　悠（パラリンピック・柔道）氏の講演会です。

11月18日 余土小学校 余土小学校 無料 089－972－0322

愛媛県 松山市 ② 校内音楽会
１～５年生の学年合唱奏、６年生は学年合唱と各学級
ごとの合奏、金管バンド部の演奏を披露します。

10月27日 桑原小学校体育館 桑原小学校 無料
桑原小学校
089-945-5051

12:35～14:40

愛媛県 松山市 ② スクールミーティング
６年生の話し合いの場に松山市長さんも参加していた
だきます。

11月9日
桑原小学校マルチルー
ム

桑原小学校 無料
桑原小学校
089-945-5051

10:30～11:15

愛媛県 松山市 ②
いじめ問題を考える学
習会

６年生を対象に、外部講師（大野加壽子氏）を招き、講
演していただきます。

11月15日
桑原小学校マルチルー
ム

桑原小学校 無料
桑原小学校
089-945-5051

午前中

愛媛県 松山市 ②
人権参観日　　　　　ＰＴ
Ａバザー

人権に関する授業参観・全校集会を開催します。午後
からＰＴＡによるバザーを開催します

11月23日 桑原小学校体育館 桑原小学校桑原小ＰＴＡ 無料
桑原小学校
089-945-5051

参観：午前　　　　バ
ザー：午後

愛媛県 松山市 ① 久米地区文化祭 11月3日 久米小学校 久米公民館 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
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愛媛県 松山市 ② 久米中文化祭
文化部、合唱コンクール最優秀発表などを保護者や
地域の方々へ発表します。

10月28日 久米中学校 久米中学校 無料 089-975-0501

愛媛県 松山市 ②
人権教育参観日・人権
教育講演会

人権教育に関する授業を公開し、有識者による講演
会を開催します。

11月22日 久米中学校 久米中学校 無料 089-975-0501

愛媛県 松山市 ② 職場体験学習 地域のいろいろな事業所で職業体験をします。 11月8日 校区の事業所 久米中学校 089-975-0501 8日から2日間

愛媛県 松山市 ② 人権参観日
人権・同和教育の視点に立った授業公開を行った後、
講演会を行います。

11月2日 難波小学校 難波小学校 無料 089-993-0049

愛媛県 松山市 ② 授業参観・ＰＴＡバザー
授業参観後、不用品販売等、ＰＴＡによるバザーを開
催します。

10月27日 松山市立三津浜小学校
松山市立三津浜小学校
松山市立三津浜小学校ＰＴ
Ａ

無料
松山市立三津浜小学
校
089-951-0804

愛媛県 松山市 ② 文化祭
合唱コンクールや文化部のステージ発表等を行いま
す。

10月26日 勝山中学校 勝山中学校 無料 ９２５－４００５

愛媛県 松山市 ② 東っ子祭 授業公開とバザー、ゲームを行います。 11月17日 松山市立石井東小学校 松山市立石井東小学校 無料 ０８９－９５７－７５４５

愛媛県 松山市 ② 校内音楽会
　児童が互いの演奏を聴き合ったり、合唱したりして
音楽を楽しみます。また保護者や地域にも公開し、音
楽をとおして心の交流を図ります。

11月15日 石井北小学校体育館 松山市立石井北小学校 無料
石井北小学校
089-957-6300

愛媛県 松山市 ②
校区別人権・同和教育
懇談会

人権教育に関する授業を公開します。講演会もありま
す。

11月1日 松山市立浅海小学校 松山市立浅海小学校 無料 089-997-0343

愛媛県 松山市 ③
北条ブロック小中学校
音楽発表会

北条地区の小学校7校・中学校2校の合唱や合奏を発
表します。

11月13日 聖カタリナホール 北条ブロック音楽委員会 無料 089-997-0343

愛媛県 松山市 ② 文化祭
学年・全校合唱、学年劇、各教科・部活動・教職員・有
志のステージ発表及び展示発表を行います。

11月3日 三津浜中学校 三津浜中学校 無料
三津浜中学校
089-951-0531

愛媛県 松山市 ② 高中祭 学年劇、文化部発表 11月3日 高浜中学校 高浜中学校 無料 089-951-0475

愛媛県 松山市 ② 文化発表会
合唱コンクールの実施と地域の方々や吹奏楽部など
のステージ発表

11月3日 南中学校体育館 南中学校 無料 089-956-1373

愛媛県 松山市 ② 人権同和教育参観日 人権同和に関する集会の公開と講演 11月29日 南中学校体育館 南中学校 無料 089-956-1373

愛媛県 松山市 ② 文化祭
学習してきた内容をステージや展示等で発表し、保護
者や地域の方々に紹介します。

11月3日 津田中学校 津田中学校 無料 089-972-0019 午後

愛媛県 松山市 ② ふれあい活動
地域の方々を講師として、日本の文化や本物の技能
などを学ぶ体験活動です。

11月13日 津田中学校味生公民館 津田中学校 無料 089-972-0019 午後

愛媛県 松山市 ② 文化祭
学習活動の発表会や学年の発表、体験活動を行いま
す。

11月3日 北中学校 北中学校 無料 089-978-3321

愛媛県 松山市 ② 人権・同和参観日
人権･同和教育の視点に立った授業公開を行った後、
講演会を行います。

11月24日 北中学校 北中学校 無料 089-978-3321

愛媛県 松山市 ② 文化祭
校内合唱コンクールや様々な学習活動の成果を発表
します。

10月28日 雄新中学校 雄新中学校 無料
雄新中学校
089-931-8261

愛媛県 松山市 ② 30kmがんばり歩行
全校生徒・教職員で運動公園まで30kmを歩行しま
す。

11月2日 校外 雄新中学校 無料
雄新中学校
089-931-8262

愛媛県 松山市 ② 雄郡地区文化祭
校区内の文化祭で本校の吹奏楽部の演奏がありま
す。

11月3日 雄郡公民館 雄郡公民館 無料
雄新中学校
089-931-8263

愛媛県 松山市 ② 人権同和参観授業
人権同和に関する授業参観と講演会を予定していま
す。

11月21日 雄新中学校 雄新中学校 無料
雄新中学校
089-931-8264

愛媛県 松山市 ②
校区文化祭
学校説明会

校区文化祭で学習発表・作品展示
新入児及び校区外の児童・保護者対象の説明会

11月4日 立岩小学校
立岩公民館
立岩小学校

無料 089-996-0221

愛媛県 松山市 ②
次代を担う子どもの文
化芸術体験事業

舞踊集団「菊の会」による邦舞の鑑賞 11月14日 立岩小学校 文化庁 無料 089-996-0221 難波小と合同実施

愛媛県 松山市 ③
ひとりでも参加できる
文化財めぐり

大型バスを借り上げ、市内の文化遺産を訪ね、文化
財保護意識を啓発する。

10月28日 北条コース
松山市教育委員会文化財
課

文化財課
089－948－6603

松山市民対象
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愛媛県 松山市 ①③

愛媛県青少年健全育
成推進ブロック大会
第7回松山市青少年育
成市民大会

善行表彰や感謝状の贈呈を行います。
また、青少年の健全育成をテーマとしたメインイベント
のほか、伝統芸能や文化活動に取り組んでいる子ど
もたちによるステージや現代社会の問題点をテーマと
した劇を上演します。

10月20日 松山市青少年センター
愛媛県青少年育成協議会
松山市青少年育成市民会議

無料 http://mbyc.jp
左記主催機関による
同時開催

愛媛県 松山市 ①
オーバーナイトハイキ
ング2012

松山市青少年センターをスタートとゴールにして、市
内一円（約42ｋｍ）を一晩かけて歩きます。 11月17日（土）

コース：市内一円
大会本部：松山市青少年セン
ター

松山市青少年育成市民会議
松山市青少年団体連絡協議会 http://mbyc.jp

20時出発～翌8時頃
到着予定

愛媛県 松山市 ①
発声講座～おはなしボ
ランティアステップ教室

おはなしボランティアの基本となる声の出し方につい
て実践をまじえて学ぶ教室。

10月20日 松山市立中央図書館 中央図書館事務所 無料
中央図書館事務所
（０８９）９４３－８００８

愛媛県 松山市 ① かみしばいおはなし会
小学生を対象としたおはなし会。紙芝居、絵本の読み
聞かせ、パネルシアターなどを行う。

10月27日 松山市立中央図書館 中央図書館事務所 無料
中央図書館事務所
（０８９）９４３－８００９

愛媛県 松山市 ① かみしばいおはなし会
小学生を対象としたおはなし会。紙芝居、絵本の読み
聞かせ、パネルシアターなどを行う。

11月10日 松山市立中央図書館 中央図書館事務所 無料
中央図書館事務所
（０８９）９４３－８０１０

愛媛県 松山市 ① ちいさなおはなし会
小学生を対象としたおはなし会。紙芝居、絵本の読み
聞かせ、パネルシアターなどを行う。

11月18日 松山市立中央図書館 中央図書館事務所 無料
中央図書館事務所
（０８９）９４３－８０１１

愛媛県 松山市 ①
まほうのへやおはなし
会

小学生を対象としたおはなし会。紙芝居、絵本の読み
聞かせ、パネルシアターなどを行う。

10月21日 松山市立中央図書館 中央図書館事務所 無料
中央図書館事務所
（０８９）９４３－８０１２

愛媛県 松山市 ①
みつはまトットおはなし
会

小学生を対象としたおはなし会。紙芝居、絵本の読み
聞かせ、パネルシアターなどを行う。

10月27日 松山市立三津浜図書館 中央図書館事務所 無料
中央図書館事務所
（０８９）９４３－８０１３

愛媛県 松山市 ① 子どもおはなし会 小学生を対象とした、アニメ映画の上映会。 11月10日 松山市立北条図書館 中央図書館事務所 無料
中央図書館事務所
（０８９）９４３－８０１４

愛媛県 松山市 ① 子ども映画会
小学生を対象としたおはなし会。紙芝居、絵本の読み
聞かせ、パネルシアターなどを行う。

11月10日 松山市立北条図書館 中央図書館事務所 無料
中央図書館事務所
（０８９）９４３－８０１５

愛媛県 松山市 ③ 吟剣詩舞選手権
平成２４年度・第２８回愛媛県吟剣詩舞選手権大会、
この秋の県下最大の大会です。

11月4日 松山市コミ 愛媛県総連 無料 089-945-0157

愛媛県 松山市 ①

広島大学公開講座（歯
学部）
「口からはじめる、健康
長寿」

楽しい食生活をおくり長生きするために、歯の健康と
噛むことは欠かせません。近年、歯の健康意識が高
まっており、歯の健康維持のポイントを知っておくこと
が大切です。本講座では、歯の健康と噛むことに関わ
る問題を様々な科学的根拠を示しながら、家庭ででき
る歯や口の健康法について、わかりやすく説明しま
す。

10月20日 いよてつ会館（松山市） 広島大学 無料

http://www.hiroshima
-
u.ac.jp/extension/24k
oukaikouza/

事前申込が必要
（申込先：広島大学エ
クステンションセン
ター）

愛媛県 松山市 ②
第9回留学生日本語ス
ピーチコンテストin愛媛
2012

愛媛県内の高校，大学等に在籍する外国人留学生に
よる日本語スピーチコンテスト

11月4日
南海放送
本町会館

愛媛県留学生等交流推進
会議

無料
http://web.isc.ehime
-
u.ac.jp/ice/2012/07/

-

愛媛県 松山市 ④
観て、さわって，科学，
体験２０１２フェスティバ
ル

自然科学や物づくりに関する２８ブースを設け，実体
験を通して科学技術のおもしろさに触れる。

11月10, 11日 愛媛大学工学部5号館
愛媛大学大学院理工学研
究科，工学部，理学部

無料
http://www.eng.ehim
e-u.ac.jp/index.cgi

-

愛媛県 松山市 ①③ 三輪田米山展　第3回
優れた造形性と爆発的なエネルギーに満ちた米山の
書の世界に関する，愛媛大学の学術研究成果を公
開・発信する。

10月3日～3月31
日

愛媛大学ミュージアム 愛媛大学ミュージアム 無料
http://www.museum.
ehime-u.ac.jp/

期間中，記念講演等
があります。

愛媛県 松山市 ①③
愛媛の算額展～算額
から松山の数学力をた
どる～

算額についての調査研究成果の公開
10月17日～11月4

日
愛媛大学ミュージアム

愛媛大学教育学部，ミュー
ジアム

無料
http://www.museum.
ehime-u.ac.jp/

-

愛媛県
松山市ほ
か県内市

町
③ 県民総合文化祭

芸術文化から産業文化までの幅広いアマチュア文化
の祭典です。
平成24年度は「文化の光　心の絆」をテーマに44事業
を実施します。

10月16日～11月
25日

ひめぎんホールほか
愛媛県、愛媛県教育委員
会、愛媛県県民総合文化祭
実行委員会ほか

089-912-2972
愛媛県県民総合文化
祭実行委員会（愛媛
県企画振興部地域振
興局文化・スポーツ
振興課内）
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愛媛県 八幡浜市 ④
青少年のための科学
の祭典

科学教育の振興を図るため、小・中・高、一般が様々
なブースを出展します。

11月17日
八幡浜市民スポーツセ
ンター

八幡浜実行委員会他 無料
http://www.kagakuno
saiten.jp/country/sc
hedule.php

愛媛県 八幡浜市 ③ 小中学校音楽発表会 市内の小・中学生が、音楽活動の成果を発表します。 11月15日 ゆめみかん 八幡浜市教育委員会 無料 八幡浜市教育委員会

愛媛県 八幡浜市 ③
八幡浜郷土史企画展
「河崎蘭香展」

明治から大正にかけて活躍した八幡浜出身の女流画
家　河崎蘭香の生誕130年を記念し、作品・資料の展
示公開

10月13日～
11月18日

八幡浜市民ギャラリー 八幡浜市教育委員会 無料 八幡浜市教育委員会

愛媛県 八幡浜市 ③ 第10回唐獅子共演大 八幡浜市の郷土芸能による共演大会 10月18日 新町交差点 八幡浜市教育委員会 無料 八幡浜市教育委員会

愛媛県 八幡浜市 ③
第45回やわたはま芸
能文化祭

文化協会加盟団体による活動発表会 11月3日 八幡浜市民会館 八幡浜市教育委員会 無料 八幡浜市教育委員会

愛媛県 八幡浜市 ③
市民文化祭「いけばな
展」

各流派による、いけばなの作品発表展示 11月10, 11日 八幡浜市民会館 八幡浜市教育委員会 無料 八幡浜市教育委員会

愛媛県 八幡浜市 ③
第34回保内文化のつ
どい

八幡浜市文化協会加盟団体による活動発表会 11月10, 11日 八幡浜市文化会館 八幡浜市教育委員会 無料 八幡浜市教育委員会
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