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佐賀県 有田町 ③

特別企画展「将軍家献
上の鍋島・平戸・唐津
－精巧なるやきもの
－」

佐賀鍋島藩が将軍家への献上品として開発し、最高の技術に
よる特別な磁器として作られた鍋島焼、平戸松浦藩の平戸
焼、唐津藩の唐津焼535点を展示、紹介します。

10月6日
～

11月25日

佐賀県立九州陶磁文化
館

佐賀県立九州陶磁文化館

http://www.pref.saga.
lg.jp/web/at-
contents/kanko_bunk
a/k_shisetsu/kyuto.h
tml

佐賀県 有田町 ③

特別企画展「将軍家献
上の鍋島・平戸・唐津
－精巧なるやきもの
－」記念講演

佐賀県立九州陶磁文化館　大橋康二特別学芸顧問による記
念講演

10月20日
佐賀県立九州陶磁文化
館

佐賀県立九州陶磁文化館

http://www.pref.saga.
lg.jp/web/at-
contents/kanko_bunk
a/k_shisetsu/kyuto.h
tml

佐賀県 有田町 ③

特別企画展「将軍家献
上の鍋島・平戸・唐津
－精巧なるやきもの
－」展示解説

佐賀県立九州陶磁文化館学芸員による展示解説

10月6日,13日,20
日,27日,

11月3日,10日,17
日,24日

佐賀県立九州陶磁文化
館

佐賀県立九州陶磁文化館

http://www.pref.saga.
lg.jp/web/at-
contents/kanko_bunk
a/k_shisetsu/kyuto.h
tml

佐賀県 有田町 ③

特別企画展「将軍家献
上の鍋島・平戸・唐津
－精巧なるやきもの
－」関連行事

碗琴コンサート10月20日
記念茶会　10月27日,11月17日
テーブルコーディネートショー11月4日

10月20日,27日,
11月4日,17日

佐賀県立九州陶磁文化
館

佐賀県立九州陶磁文化館

http://www.pref.saga.
lg.jp/web/at-
contents/kanko_bunk
a/k_shisetsu/kyuto.h
tml

佐賀県 有田町 ② 芸術鑑賞会
　古典伝統芸能（落語中心）の鑑賞会，生徒だけでなく，希望
する保護者も参加できる．

10月16日 本校体育館・実習室等 有田工業高等学校 無料
有田工業
高等学校
0955-42-3136

佐賀県 有田町 ② 文化際

　2日から3日の文化の日にかけて行う．1日目は，クラスの出
し物等を体育館等で行い,午後は，クラスの展示等を行う．2日
目は，吹奏楽部の演奏や保護者・生徒バザー，有工館所蔵作
品展示室勉脩館鑑賞などを行う．

11月2日～3日 本校体育館・実習室等 有田工業高等学校
有田工業
高等学校
0955-42-3136

佐賀県 有田町 ③
第6回有田町文化祭
（芸能発表・作品展示）

文化協会会員による伝統芸能等の発表、作品の展示ほか
10月28日～11月5

日
焱の博記念堂 有田町文化協会 無料

有田町
教育委員会
生涯学習課

佐賀県 有田町 ② 曲川まつり

・学習発表会で、保護者や地域の人たちに学習の成果を発表
する。
・学校田で収穫したもち米を使い、地域のお年寄りの指導を受
けながら、全校児童が親子でもちつきをする。

11月10日 曲川小学校 曲川小学校 無料 曲川小学校

佐賀県 有田町 ② 大山わくわく発表会

・各学年で学習したことを全校に発信し、学習の成果を高める
と共に、異学年の交流をする。
・保護者をはじめ、地域の方々に自分たちの取り組みを伝える
ことにより、学校理解の場とする。

11月11日 大山小学校体育館 大山小学校 無料
http://ooyama.town.a
rita.saga.jp/

佐賀県 有田町 ② 有小ふれあいデー 地域の方とのふれあい(感謝の会を含む)予定 10月23日 有田小学校 有田小学校 無料 有田小学校

佐賀県 有田町 ② 人権集会 人権意識の高揚を図るミニ集会 11月21日 有田小学校 有田小学校 無料 有田小学校

佐賀県 有田町 ② 図書祭り 読書の推奨 11月下旬 有田小学校 有田小学校 無料 有田小学校

佐賀県 有田町 ② 学習発表会
全校児童が各学年・学級単位で日頃の学習成果を保護者並
びに地域の方々の前で発表する。

11月11日 有田中部小学校体育館 有田中部小学校 無料
http://www2.saga-
ed.jp/school/edq144
02/index.html/

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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佐賀県 伊万里市 ②
総合的な学習の時間
ふるさと再発見（伊万
里学）発表会

ふるさとについて野外調査し、研究したことを発表する。 10月25日 伊万里高等学校 伊万里高等学校

佐賀県 伊万里市 ① 後援会あいさつ運動 後援会によるあいさつ運動 10月22日～26日 伊万里市内 伊万里高等学校後援会

佐賀県 伊万里市 ②
エイズ予防に関する講
演会

エイズ予防，性感染症について、保健師による講演会。 11月6日 伊万里高等学校 伊万里高等学校

佐賀県 伊万里市 ② 性教育講演会 産婦人科医柴田誠司氏による性教育に関する講演会 10月16日 伊万里高等学校 伊万里高等学校

佐賀県 伊万里市 ① 校内読書会 作品を読み、作品論を作成し提出する。(800字程度) 11月15日 伊万里高等学校 伊万里高等学校
佐賀県 伊万里市 芸術鑑賞会 演劇「ノートルダム物語」 10月31日 伊万里商業高等学校 伊万里商業高等学校 伊万里商業高等学校

佐賀県 伊万里市 ② 公開授業 平常の授業を公開 11月7日
伊万里商業高等学校
定時制各教室

伊万里商業高等学校
定時制

無料
imarishougyoukoukou
@pref.saga.lg.jp

佐賀県 伊万里市 ② 公開食育講座 学校栄養職員による食育講演の公開 11月7日
伊万里商業高等学校
定時制給食室

伊万里商業高等学校
定時制

無料
imarishougyoukoukou
@pref.saga.lg.jp

佐賀県 伊万里市 ② 学校開放週間 ・部活動や授業を自由に参観できる。
１１月１・２・５・６・

７日
伊万里農林
高等学校

伊万里農林
高等学校

伊万里農林高等学校

佐賀県 伊万里市 ② 農業文化祭
・１１月１６日は生徒参加型の行事開催と各種展示を行う。
・１１月１７日は学校生産物の販売とバザー、各種展示を行う。

１１月１６・１７日
伊万里農林
高等学校

伊万里農林
高等学校

伊万里農林高等学校

佐賀県 伊万里市 ②
わくわく親子「のうりん」
教室

・親子を対象に「腰岳散策」を行うことで自然を楽しむ。（受講者
は決定済み）

11月10日
伊万里農林高等学校の
演習林

伊万里農林
高等学校

伊万里農林高等学校

佐賀県 伊万里市 ①
やってみゅ～だｉｎ大川
町２０１２

グラウンドゴルフ大会・ジュニア駅伝
佐賀県玉入れ選手権大会
ふるさと祭り

11月4日
大川運動広場
大川体育館
大川公民館

やってみゅ～だ実行委員
会・大川町区長会

大川公民館
0955-29-2001

佐賀県 伊万里市 ①③
第51回伊万里市
文化祭

１１月4日の合同芸能発表会を中心に、美術・書道・寒蘭等の
展示及び日舞・謡曲・郷土研究等の発表を単独で開催します。

10月14日
～

11月25日

伊万里市民センター
伊万里市生涯学習セン
ターほか

伊万里市
文化連盟

伊万里市
生涯学習センター
0955－22－1262

佐賀県 伊万里市 ①②
平成２４年度松浦公民
館まつり（松浦小学校
教育フェスティバル）

・地域ふれあい活動事業発表・地区芸能発表等
・松浦小学校教育フェスティバルとの合同開催

11月18日 松浦公民館
松浦公民館まつり実行委員
会

無料
松浦公民館
0955-26-2001

佐賀県 伊万里市 ③
第33回大川内
公民館まつり

芸能発表・文化発表等 11月18日 大川内公民館
公民館まつり実行委員会・
大川内公民館

無料
大川内公民館
0955-23-2774

佐賀県 伊万里市 ③
伊能隊測量２００年『伊
能忠敬と伊万里展』

江戸時代後期の測量学者・伊能忠敬の測量隊が、伊万里・有
田地方を測量した文化九年（１ ８ １ ２年） から数え、今年は
ちょうど２ ００ 年を迎えます。それを記念し、伊能忠敬の足跡
をたどる『伊能忠敬と伊万里展』を開催します。

9月15日～10月8
日

伊万里市歴史民俗資料
館

有田町歴史民俗資料館、特
定非営利活動法人アリタ・ガ
イド・クラブ、
伊万里市観光ボランティア
ガイドの会、伊万里市歴史
民俗資料館

無料
歴史民俗資料館
0955-22-7107

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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佐賀県 伊万里市 ③
第13回
市民所蔵名品展

　市民所蔵品展は、伊万里市民が所蔵している美術的あるい
は、学術的に、価値のある作品を展示公開することにより、伊
万里市民の文化に対する意識の向上に寄与することを目的と
するものです。過去に12回も行われています。今回は、過去の
出品作品の中から名品と思われるものを選んで展示し、伊万
里市民の文化度の高さを再確認します。

10月28日～11月
25日

伊万里市歴史民俗資料
館

伊万里市教育委員会/伊万
里市博物館・美術館づくりを
すすめる会

無料
歴史民俗資料館
0955-22-7107

佐賀県 伊万里市 ③ 鍋島展所蔵品展 伊万里市が所蔵している古陶磁を展示公開します。
11月1日～12月2

日
伊万里・有田焼伝統産
業会館

伊万里市
無料

企業誘致・商工振興
課
商工振興係

佐賀県 伊万里市 ③
黒川町
ふるさとまつり

芸能発表・文化発表等 11月18日 黒川公民館
黒川町ふるさとまつり実行
委員会

無料
黒川公民館
0955-27-0001

佐賀県 伊万里市 ③
東山代町ふるさとふれ
あいまつり

芸能発表・文化発表等 11月11日 東山代公民館
東山代町ふるさとまつり実
行委員会

無料
東山代公民館
0955-28-0001

佐賀県 伊万里市 ③
平成２４年度
二里町民ふれあいまつ
り

芸能発表・文化発表等 11月18日 二里公民館
二里町民ふれあいまつり実
行委員会
二里公民館

無料
二里公民館
0955-23-3024

佐賀県 伊万里市 ③
平成２４年度
フルーツの里南波多ふ
れあいまつり

芸能発表・文化発表等 11月18日 南波多公民館
フルーツの里南波多ふれあ
いまつり実行委員会
南波多公民館

無料
南波多公民館
0955-24-2001

佐賀県 伊万里市 ③
第25回伊万里公民館
まつり

芸能発表・文化発表等 11月4日 伊万里公民館
伊万里公民館まつり実行委
員会

無料
伊万里公民館
0955-23-9988

佐賀県 伊万里市 ② 第4回子ども啓蒙舎塾 天然塩つくり・ろ漕ぎ体験 11月17日 波多津ふれあい広場 子ども啓蒙舎塾実行委員会 無料
伊万里公民館
0955-23-9988

佐賀県 伊万里市 ② ナイトハイク 子ども達による夜間約２２ｋｍのハイキング 11月17日 伊万里町～黒川町
伊万里町子ども会連絡協議
会

無料
伊万里公民館
0955-23-9988

佐賀県 嬉野市 ②
とうせん祭
（うれしの特別支援学
校学校祭）

・学校開放
・学習発表
・販売学習  等々

10月27日（土）
うれしの特別支援学校
体育館周辺

うれしの特別支援学校 無料 0954-66-4911

佐賀県 嬉野市 ② 芸術鑑賞会 依藤大樹サキソフォン・カルテットコンサート 11月15日 嬉野高等学校 嬉野高等学校
嬉野高等学校
0954-43-0107

佐賀県 嬉野市 ② 出前授業
中学校に出向き、専門科目を中心に中学生に授業を行いま
す。

11月中旬 嬉野市内の中学校 嬉野高等学校
嬉野高等学校
0954-43-0107

佐賀県 嬉野市 ② 芸術鑑賞会 音楽（サキソフォン・カルテットコンサート） 11月14日 杵島商業高等学校 杵島商業高等学校 無料
http://www.kisho-
ed.jp

佐賀県 嬉野市 ②
ユニバーサルデザイン
オペラ鑑賞会

ハンディキャップのある方も出演するオペラの鑑賞会です。手
話通訳もつきます。

10月11～12日 市内小中学校 嬉野市 無料
地域づくり・結婚支援
課　　　　0954-66-
9115

佐賀県 嬉野市 ③
塩田文化祭・公民館ま
つり

文化講演会や、音楽・芸能披露及び美術・文芸作品展示を行
います。

10月27～28日 塩田公民館
嬉野市文化連盟
塩田公民館

無料
塩田公民館
0954-66-9129

佐賀県 嬉野市 ③ 音楽芸能祭 舞踊、ダンス、吟詠などの音楽・芸能披露を行います。 10月28日 嬉野市公会堂 嬉野市文化連盟 無料
嬉野公民館
0954-42-3316

佐賀県 嬉野市 ③ 嬉野文化祭 美術・文芸作品を展示します。 11月1～3日 嬉野市体育館 嬉野市文化連盟 無料
嬉野公民館
0954-42-3316

佐賀県 嬉野市 ③ 子ども演劇鑑賞会
プロの劇団による子ども向け作品を上演します。子ども会会員
に限らず入場できます。

11月4日 嬉野市公会堂 嬉野市子ども会連絡協議会 無料
塩田公民館
0954-66-9129

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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佐賀県 大町町 ② きらきら集会 大町町立小中一貫校小学部の参観日です １０月１４日（日） 大町ひじり学園小学部 大町町立小中一貫校 無料

大町町
教育委員会
事務局
0952-82-3177

地域住民対象

佐賀県 大町町 ② 中学部文化祭 大町町立小中一貫校中学部の文化祭です １０月１４日（日） 大町ひじり学園中学部 大町町立小中一貫校 無料

大町町
教育委員会
事務局
0952-82-3177

地域住民対象

佐賀県 大町町 ① ふるさと文化まつり 町文化連盟を中心に作品展示と舞台発表が行われます １１月１日～４日 大町町公民館 大町町文化連盟 無料

大町町
教育委員会
事務局
0952-82-3177

佐賀県 大町町 ② オープンスクール
大町町立小中一貫校中学部のオープンスクールを教育・文化
週間に合わせて行います

11月4日 大町ひじり学園中学部 大町町立小中一貫校 無料

大町町
教育委員会
事務局
0952-82-3177

地域住民対象

佐賀県 大町町 ②
平成24年度聖陵祭
文化祭

ステージ発表，クラス制作物展示，
バザー(模擬店），文化部展示

11月15日 杵島商業高等学校 杵島商業高等学校
http://www.kisho-
ed.jp

佐賀県 小城市 ③
特別展「幕末維新期の
小城藩ー書聖・中林梧
竹の生きた時代ー」

幕末維新期の小城藩に関する史料を紹介する展示
10月5日～11月11

日
小城市立歴史資料館

佐賀大学地域学歴史文化
研究センター・小城市教育
委員会

無料
佐賀大学総務課
0952-28-8113

佐賀県 小城市 ② 第４９回文化祭
家庭科専門の高等学校として、平素の学習や部活動の成果を
中心に各種の特色ある展示や催し物を実施しております。

11月4日,　　　5日 牛津高等学校 牛津高等学校 無料
http//www3.saga-
ed.jp/school/edq100
09/index.html

佐賀県 小城市 ② オンリーワン発表会

生徒自らが将来のために何をすべきかを考え体験していく「オ
ンリーワン」活動に取り組んでいます。発表会では、２年生の
自由課題研究発表を中心に、１年生の職業研究発表も行いま
す。

11月6日 小城高等学校体育館 小城高等学校 無料
http://www3.saga-
ed.jp/school/edq100
08/

佐賀県 小城市 ③
佐賀大学小城市　交流
事業特別展

佐賀大学と小城市の交流事業「幕末維新期の小城ー書聖・中
林梧竹の生きた時代ー」

10月6日～11月11
日

小城市立歴史資料館 佐賀大学　　小城市 無料
小城市文化課
0952-73-8809

佐賀県 小城市 ③ 曝涼展 梧竹記念館蔵の作品を虫干しを兼ねて展示する。
10月24日～12月2

日
小城市立中林梧竹記念
館

小城市
小城市文化課
0952-73-8809

佐賀県 小城市 ③ 講演会
曝涼展に伴う講演会で九州国立博物館の藤田保存修復室長
「書などの取り扱い方、これからの文化財の修復及び保護、保
存について」（仮称）と題して講演会を行う。

10月28日 小城市歴史資料館 小城市
小城市文化課
0952-73-8809

佐賀県 小城市 ③
土生遺跡公園まつり
2012

ＭＹ（まい）土器づくり、火起こし体験などを行います。 11月10日 国史跡土生遺跡公園 小城市
小城市文化課
0952-73-8809

要予約

佐賀県 小城市 ③ 書に親しむ日
書聖・中林梧竹翁のふるさと小城市で書の文化を普及させて
いくため、市民を対象に書道体験をしていただく。

11月11日 牛津赤れんが館 小城市 無料
小城市文化課
0952-73-8809

佐賀県 小城市 ③ 古文書講座
地域に残された古文書について解説を含めた学習会を行いま
す。

11月10日 小城市歴史資料館 小城市
小城市文化課
0952-73-8809

佐賀県 小城市 ③ おぎのお宝展
市内協力店にてお宝展（古美術、写真、アート作品展など）を
開催します。

11月10日～２５日
市内お宝展会場、道の
駅

小城市
小城市文化課
0952-73-8809

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

佐賀県

都道府県 市町村 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

佐賀県 小城市 ③
お宝展・まちの駅スタン
プラリー

お宝展会場５ヵ所以上でスタンプを集めて桜城館に提出、抽選
で後日商品を進呈します。

11月10日～２５日
市内お宝展会場、道の
駅

小城市
小城市文化課
0952-73-8809

佐賀県 小城市 ③
小城市民文化祭
　小城町文化展

市民及び文化連盟会員の一年間の集大成ともいえる作品の
展示

11月2日～4日 小城公民館
小城市
協力：小城市文化連盟

無料
小城公民館
0952-73-3215

佐賀県 小城市 ③
小城市民文化祭
　芦刈文化まつり展示
会

市民及び文化連盟会員の一年間の集大成ともいえる作品の
展示

11月2日～4日 芦刈地域交流センター
小城市
協力：小城市文化連盟

無料
芦刈公民館　　0952-
63-8835

佐賀県 小城市 ③
小城市民文化祭
　三日月作品展

市民及び文化連盟会員の一年間の集大成ともいえる作品の
展示

11月3日～4日 ドゥイング三日月
小城市
協力：小城市文化連盟

無料
三日月公民館
0952-72-1616

佐賀県 小城市 ③
小城市民文化祭
　牛津一般公演会

音楽、舞踊など舞台公演会の開催 11月3日 市議会議場
小城市
協力：小城市文化連盟

無料
牛津公民館
0952-63-8813

佐賀県 小城市 ③
小城市民文化祭
　三日月子ども文化ま
つり

子どもを主体とした団体の日頃の成果を発表。 11月3日 ドゥイング三日月
小城市
協力：小城市文化連盟

無料
三日月公民館
0952-72-1616

佐賀県 小城市 ③
小城市民文化祭
　芦刈文化まつり公演
会

音楽、舞踊など舞台公演会の開催 11月4日 芦刈地域交流センター
小城市
協力：小城市文化連盟

無料
芦刈公民館
0952-63-8835

佐賀県 小城市 ③
小城市民文化祭
　小城町芸能祭

音楽、舞踊など舞台公演会の開催 11月10日 小城公民館
小城市
協力：小城市文化連盟

無料
小城公民館
0952-73-3215

佐賀県 小城市 ③
小城市民文化祭
　牛津作品展示会

市民及び文化連盟会員の一年間の集大成ともいえる作品の
展示

11月16日～18日
赤れんが館
牛津会館

小城市
協力：小城市文化連盟

無料
牛津公民館
0952-63-8813

佐賀県 小城市 ②
桜岡小学校フリー参観
デー

学校開放日 11月4日 桜岡小学校 桜岡小学校 無料
桜岡小学校
0952-73-3070

佐賀県 小城市 ②
岩松小学校　学校公開
日

学校開放日 11月4日 岩松小学校 岩松小学校 無料
岩松小学校
0952-73-2555

佐賀県 小城市 ②
晴田小学校フリー参観
デー

学校開放日 11月4日 晴田小学校 晴田小学校 無料
晴田小学校
0952-73-3226

佐賀県 小城市 ②
日曜参観デー「三里
フェスタ」

家庭教育講座　他 11月4日 三里小学校 三里小学校 無料
三里小学校
0952-73-3239

佐賀県 小城市 ②
三里小学校「能楽ワー
クショップ」

講師：佐野　登　氏（宝生流能楽師シテ方） 11月24日 三里小学校 三里小学校 無料
三里小学校
0952-73-3239

佐賀県 小城市 ②
三日月小学校　三日月
デ―

学校開放日 11月4日 三日月小学校 三日月小学校 無料
三日月小学校
0952-73-2950

佐賀県 小城市 ②
牛津小学校フリー参観
デー

学校開放日 11月10日 牛津小学校 牛津小学校 無料
牛津小学校
0952-66-0047

佐賀県 小城市 ②
砥川小学校オープンス
クール

学校開放日 10月31日 砥川小学校 砥川小学校 無料
砥川小学校
0952-66-0130

佐賀県 小城市 ②
芦刈小学校フリー参観
デー

学校開放日 11月11日 芦刈小学校 芦刈小学校 無料
芦刈小学校
0952-66-0279

佐賀県 小城市 ②
小城中学校フリー参観
デー
文化発表会

学校開放日　及び文化発表会 10月28日 小城中学校 小城中学校 無料
小城中学校
0952-73-2191

佐賀県 小城市 ②
三日月中学校小城市
民参観日

学校開放日 10月28日 三日月中学校 三日月中学校 無料
三日月中学校
0952-73-2016

佐賀県 小城市 ②
牛津中学校小城市民
参観日

学校開放日 10月28日 牛津中学校 牛津中学校 無料
牛津中学校
0952-66-0022

佐賀県 小城市 ②
芦刈中学校フリー参観
デー

学校開放日 11月4日 芦刈中学校 芦刈中学校 無料
芦刈中学校
0952-66-0403

佐賀県 鹿島市 ② 芸術鑑賞会 生徒を対象に情操教育としての音楽鑑賞 10月19日
鹿島
市民会館

鹿島高等学校 0954-62-4136

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

佐賀県

都道府県 市町村 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

佐賀県 鹿島市 ② クラス読書会 本校１・２年生の各クラス毎の読書会 11月5日 鹿島高等学校 鹿島高等学校 無料 0954-62-4136

佐賀県 鹿島市 ② 授業公開 開かれた学校として、全学年授業を保護者に公開する。 11月5日　11月6日 鹿島高等学校 鹿島高等学校 無料 0954-62-4136

佐賀県 鹿島市 ② エイズ予防講演会 本校１年生を対象としたエイズ予防のための講演会 11月12日 鹿島高等学校 鹿島高等学校 無料 0954-62-4136

佐賀県 鹿島市 ② 牡丹餅会 今年で100回目を迎える鹿島藩主由来の３年生の激励会 11月16日 鹿島実業高等学校
鹿島高等学校・鹿島実業高
等学校

無料 0954-62-4136

佐賀県 鹿島市 ③ 芸術鑑賞会
ジャズフュージョン
「MALTA  Hit＆Run  Special  Live」

10月19日 鹿島市民会館
鹿島実業高等学校
鹿島高等学校

0954-63-3126

佐賀県 鹿島市 ② 人権・同和教育講演会 人権・同和教育に関する講演 10月19日
鹿島実業
高等学校

鹿島実業
高等学校

0954-63-3126

佐賀県 鹿島市 ②
環境美化
ボランティア(花ボラ)

商店街や市役所の方々と商店街の花壇やプランターに花の苗
を植えたり、草取りをします。

10月20日 鹿島市商店街
鹿島実業高等学校・
鹿島市・商店街

0954-63-3126

佐賀県 鹿島市 ③ 第４４回鹿島市文化祭
鹿島市の個人及び団体の文化芸術の発表・展示を行い、文化
芸術の振興を図る

１１月２日～４日
鹿島市民会館、鹿島市
生涯学習センター

鹿島市教育委員会、鹿島市
文化連盟

無料

鹿島市
教育委員会
生涯学習課
0954-63-2125

佐賀県 鹿島市 ① ＤＶ講演会 専門の講師を招いてＤＶ全般についての講演を行う。 11月25日
鹿島市生涯学習セン
ター

佐賀県、鹿島市 無料

佐賀県ＤＶ総合対策
センター
0952-28-1492
鹿島市教育委員会生
涯学習課
0954-63-2125

佐賀県 上峰町 ②
上峰小学校
日曜授業参観・教育講
演会

授業参観を行う。同時にＰＴＡ会員対象の教育講演会を行な
う。

11月11日 上峰小学校
上峰小学校及び上峰小ＰＴ
Ａ

無料
http://www2.saga-
ed.jp/school/edq124
01/

佐賀県 上峰町 ② 上峰中文化発表会
　総合的な学習や教科等で学習した成果をステージで発表し
たり、作品を展示したりします。（主な内容：合唱コンクール、上
峰町伝統芸能、学年劇等）

11月2日 上峰中体育館 上峰中学校 無料
http://www3.saga-
ed.jp/school/edq124
51/

佐賀県 上峰町 ③ 上峰町民文化祭
11月2日～4日美術・書道等の作品展示を行い、11月3日に日
舞・謡曲・ダンス等の演芸発表会を開催する。

11月2日　　～4日
上峰
町民センター

上峰町文化協会 無料

上峰町
教育委員会
生涯学習課
0952-52-3833

佐賀県 上峰町 ① 青少年健全育成大会 小学5年生～中学生までを対象に講演会等を行う 11月30日
上峰
町民センター

上峰町青少年育成町民会
議

無料

上峰町
教育委員会
生涯学習課
0952-52-3833

佐賀県 唐津市 ①
波戸日和　未来のエネ
ルギー広場

周辺施設を利用し環境学習を行い、自然エネルギーに対する
興味関心を高める。

11月10日、11日
佐賀県波戸岬少年自然
の家

財団法人佐賀県教育文化
振興財団
波戸岬少年自然の家

http://www.hadosyou
-saga.jp/

佐賀県 唐津市 ③
名護屋城跡保存整備
事業現地説明会

県民等を対象に名護屋城跡発掘調査箇所の現地説明会を開
催する

10月28日
名護屋城跡「本丸・弾正
丸・水手通路」

名護屋城博物館 無料
http://www.pref.saga.
lg.jp/web/nagoya.htm
l

資料代100円

佐賀県 唐津市 ③
第117回なごや歴史講
座

学芸員が「南九州の中近世城館」と題して講演します。 11月18日 波戸岬少年自然の家 名護屋城博物館 無料
http://www.pref.saga.
lg.jp/web/nagoya.htm
l

資料代100円

佐賀県 唐津市 ③ 楽しい韓国語講座
講師：国際交流員、
内容：ハングル入門、スキット韓国語

毎週
土曜日

鎮西公民館 名護屋城博物館 無料
http://www.pref.saga.
lg.jp/web/nagoya.htm
l

資料代300円（初回の
み）

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

佐賀県 唐津市 ② 学校開放日
終日学校を開放し、保護者や地域の方々に授業参観や部活
動見学をしていただきます。

11月6日 厳木高等学校 厳木高等学校 無料
厳木高等学校
0955-63-2535

佐賀県 唐津市 ②③ 芸術鑑賞
東京演劇集団「風」による公演
『Touch～孤独から愛へ～』を行います。

10月19日(金)
12:30～

唐津工業高等学校体育
館

唐津工業高等学校体育館 無料
唐津工業高等学校
0955-78-1155

佐賀県 唐津市 ②④
平成24年度新エネ関
連産業マンパワー養成
講座

県内の工業系高等学校生を対象に、太陽電池、水素・燃料電
池などの新エネルギーの基礎的な知識を習得できる特別講座

11月1日(木)
午後

唐津工業高等学校 佐賀県新エネルギー課 無料
佐賀県新エネルギー
課

佐賀県 唐津市 ②
芸術鑑賞（アフリカ音
楽）

世界民族音楽シリーズⅥ　アフリカの音楽
『MUSIC　FROM　AFRICA』
タンザニアの伝統音楽を中心としたパフォーマンスを鑑賞しま
す。

10月18日
唐津商業高等学校体育
館

唐津商業高等学校 無料 0955-72-7196 部外者の参加不可

佐賀県 唐津市 ② 学校開放週間 授業や部活動を自由に参観できます。 11月5日～9日 唐津商業高等学校 唐津商業高等学校 無料 0955-72-7196

佐賀県 唐津市 ② 学校開放週間 授業を一般に公開する 11/5～11/9 唐津商業高等学校教室 唐津商業高等学校　定時制 無料
本校電話：0955-70-
1024

佐賀県 唐津市 ② 芸術鑑賞会
唐津市民会館にて，劇団ショーマンシップによる公演を行いま
す。
演劇「ノートルダム物語」を上演します。

10月25日
13:00～15:30

唐津市民会館大ホール
唐津西
高等学校

無料
唐津西高等学校
0955-72-7184

詳細は担当者に
お問い合わせくださ
い。

佐賀県 唐津市 ② 学校開放日
平日と同じ時間帯で授業を行います。
「朝の読書」から放課後の部活動まで，終日学校を開放します
ので，自由に御参観ください。

10月27日
8:20～17:00

唐津西
高等学校

唐津西
高等学校

無料
http://www3.saga-
ed.jp/school/edq100
11

佐賀県 唐津市 ② 公開授業 各クラスの授業を公開し、広く参観していただく 10月２８日（日） 唐津青翔高等学校 唐津青翔高等学校 無料 0955-52-2347

佐賀県 唐津市 ②
人権・同和
教育講演会

課外授業「～みんな
ちがってみんないい～」

１１月２２日(木) 唐津東高等学校体育館 唐津東高等学校・中学校 無料 0955-77-1984

佐賀県 唐津市 ② まつら祭（学校祭）
生徒の作業学習におる作品のバザー、遊びの指導における遊
び場の公開、児童生徒の作品展示及びステージ発表等

10月21日 唐津特別支援学校 唐津特別支援学校 無料 0955-78-2394

佐賀県 唐津市 ② 南高祭（文化祭）
専門分野の研究発表、音楽・ダンス等の発表。生徒の作品展
示、生産物・製造物の販売実習。PTAバザー等。

11月16日（金）
11月17日(土)

唐津南高等学校 唐津南高等学校
唐津南高等学校
0955-72-4123

佐賀県 唐津市 ②
「学習者用端末」機器
ipad操作体験会

佐賀県の先進的ICT利活用推進事業に係る学習者用端末機
器(ipad)の操作体験会を保護者・一般県民を対象に開催する。

11月上旬 唐津南高等学校 唐津南高等学校 無料
唐津南高等学校
0955-72-4123

佐賀県 唐津市 ③
黄泉の国への贈りもの
－大友遺跡出土品里
帰り記念－

朝鮮半島から伝わった支石墓や、遠く南西諸島からもたらされ
た巻貝製の腕輪などが出土した、弥生時代の九州を代表する
墓地遺跡である大友遺跡の調査成果を展示します。

10月2日～12月2
日

唐津市末盧館 唐津市文化振興財団
唐津市末盧館
0955-73-3673

佐賀県 唐津市 ③

箱根・芦ノ湖 成川美術
館所蔵品による「いの
ちのうた－生命讃歌
－」

近代図書館開館20周年を記念する特別展として、箱根・芦ノ湖
成川美術館所蔵の現代日本画を展示。堀文子、平山郁夫、田
渕俊夫など20人39点。

10月20日～11月
25日

近代図書館美術ホール 唐津市近代図書館
http://tosyokan.karat
su-city.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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佐賀県 唐津市 ① ブックスタート講演会
ブックスタート事業の一環として、「ものがたりを声にするという
こと　～読みあいの実践から～」と題し、児童文学作家の村中
季衣（むらなか　りえ）さんの講演会があります。

10月20日 近代図書館　4階会議室 唐津市近代図書館 無料
http://tosyokan.karat
su-city.jp/

託児希望の場合は事
前の申し込みが必要
です。　申込締切：
10/18

佐賀県 唐津市 ③ 近代図書館探検ツアー
図書館の歴史、仕事、本の探し方など図書館の上手な利用法
と、普段入れない書庫や収蔵庫の見学なとを行います。

11月10日 近代図書館 唐津市近代図書館 無料
http://tosyokan.karat
su-city.jp/

事前に往復はがきで
の申し込みが必要で
す。
申込受付：10/1～
10/25

佐賀県 唐津市 ③
近代図書館シャンデリ
アコンサート

シャンデリアのある図書館のエントランスホールで行われるコ
ンサート。開館20周年の今年は地元の吹奏楽団・唐津音工房
が出演します。

11月10日
近代図書館エントランス
ホール

唐津市近代図書館 無料
http://tosyokan.karat
su-city.jp/

事前に往復はがきで
の申し込みが必要で
す。
申込受付：10/1～
10/25

佐賀県 唐津市 ① 読み聞かせ講習会
本が育む親子の絆事業の一環として、「音のコミュニケーション
を楽しもう」をテーマに、わらべ歌や季節の歌を学びます。講師
は、元小学校教頭の新岡哲子さんです。

11月8日・15日
近代図書館3階ビデオ
ルーム

唐津市近代図書館 無料
http://tosyokan.karat
su-city.jp/

事前の申し込みが必
要です。託児必要の
場合は申込みの時に
お知らせください。
申込受付：10/１1～1
１/2

佐賀県 唐津市 ③
近代図書館おはなし会
（幼児向け）

毎週土曜日に行っているボランティアグループ「まつぼっくり」
による幼児向け絵本の読み聞かせです。

10月20日・27日・
11月10日・17日

近代図書館４階子ども
コーナー

唐津市近代図書館 無料
http://tosyokan.karat
su-city.jp/

佐賀県 唐津市 ③
近代図書館おはなし会
（小学生向け）

ボランティアグループ「まつぼっくり」による小学生向け絵本の
読み聞かせです。毎月、第1・第2土曜日に行っています。

11月10日
近代図書館４階子ども
コーナー

唐津市近代図書館 無料
http://tosyokan.karat
su-city.jp/

佐賀県 唐津市 ③ ぴよぴよおはなし会 ０歳児向け絵本の読み聞かせを行います。 11月14日
近代図書館４階子ども
コーナー

唐津市近代図書館 無料
http://tosyokan.karat
su-city.jp/

佐賀県 唐津市 ② 唐津市教育文化祭

「市内小中学校児童生徒、公立幼稚園児及び教職員の各種
作品並びに発表会を実施することにより、日頃の活動内容を
相互に交流し、学習意欲と能力の向上を図る」ことを目的に開
催。子どもの作品等展示、音楽発表会、理科研究発表会、英
語暗礁大会およそ１週間開催。

11月7日～11日
唐津市民会館、唐津市
文化体育館

唐津市教育委員会 無料
http://www.city.karat
su.lg.jp/

佐賀県 唐津市 ③ 浜玉町文化祭 町内の講座・サークル会員の作品展及び芸能発表 １１月９日～１１日
唐津市立浜玉公民館及
びひれふりランド

唐津市及び浜玉町文化祭
実行委員会

無料
浜玉公民館
0955-56-8315

佐賀県 唐津市 ③ 唐津市厳木町文化祭 展示・ステージ発表 11月17日 厳木コミュニティセンター 唐津市（厳木町文化連盟） 無料

唐津市役所
厳木支所
総務教育課
0955‐53－7117

教育係

佐賀県 唐津市 ③ 相知地区市民文化祭
文化活動の成果を展示、発表する機会をつくり、市民の文化
に対する意識の高揚と文化活動の向上を図ることを目的とす
る。

11月10日～11日 相知交流文化センター 唐津市 無料
唐津市役所
相知支所
総務教育課

佐賀県
唐津市肥

前町
③ 唐津市肥前文化祭

町民の文化活動の作品展示及び舞台発表、小中学校生によ
る合唱。
また、特別公演と称して優れた演奏等を招聘し鑑賞する。

11月11日
唐津市肥前文化会館及
び肥前支所

唐津市 無料

唐津市役所
肥前支所
総務教育課
0955-53ｰ7147

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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佐賀県 神埼市 ② 人権・同和教育講演会
人権についての理解と認識を深め、人権意識を向上させる人
権・同和教育の一環として保護者にも公開し実施します。

11月1日 神埼高等学校体育館 神埼高等学校 無料
http://www3.saga-
ed.jp/edq10003/

佐賀県 神埼市 ② みどり・食品販売会 授業等で生産した野菜、加工食品等を販売します。 11月23日 神埼清明高等学校 神埼清明高等学校
http://www3.saga-
ed.jp/school/edq100
21

佐賀県 神埼市 ② 学習発表会
日頃の学習の成果をたくさんの人前で発表することで児童生
徒に自信をもたせ、今後の学習に対する意欲を高める。

10月20日 大和特別支援学校 大和特別支援学校 無料
学習発表会実行委員
会
0952-62-1221

佐賀県 神埼市 ①、②
神埼市「教育の日」記
念行事

神埼市「教育の日」に伴う記念行事として、曽野綾子先生によ
る「人間を創るもの」と題しての講演会を行なう。

11月1日 神埼中央公民館 神埼市教育委員会 無料

神埼市
教育委員会
事務局
0952-44-2384

要整理券

佐賀県 神埼市 ③ 千代田町文化祭
10月26日～10月28日は作品展示部門を行ない、10月28日に
ステージ部門を開催する。

10月26日～28日
神埼市千代田文化会
館、保健センター

神埼市文化協会千代田支
部

無料

神埼市
教育委員会
社会教育課
0952-44-2731

佐賀県 神埼市 ③ 神埼町文化祭
10月28日～11月4日は作品展示部門を行い、11月4日に式典
ステージ部門を開催する。

10月28日～11月4
日

神埼市中央公民館 神埼市文化協会神埼支部 無料
神埼市
中央公民館
0952-53-2325

佐賀県 神埼市 ③
脊振森林の里文化フェ
スティバル

作品展示部門及びステージ部門を開催する。 11月4日
神埼市
脊振公民館

神埼市文化協会脊振支部
無

無料
神埼市
脊振公民館
0952-59-2131

佐賀県 神埼市
①、②、

③
神埼市子ども音楽の集
い

市内の児童・生徒が一堂に会し、楽器演奏などにより、音楽の
楽しさ、すばらしさを紹介すると共に交流を深める。

11月11日 神埼市千代田文化会館
神埼市子ども音楽の集い実
行委員会

無料

神埼市
子ども音楽の集い
実行委員会
0952-44-2731

佐賀県 基山町 ③ 基山町文化祭
基山町文化協会所属団体による作品展示、舞台での公演・発
表等を行う。

11/1～3 基山町民会館 基山町文化協会 無料

佐賀県 玄海町 ② 性教育講演会 「命の尊さ」についての講演会 10月２８日（日）
唐津青翔高等学校体育
館

唐津青翔高等学校 無料 0955-52-2347

佐賀県 玄海町 ② 学校開放
公開授業
（一般の参観が可能）

１０月２８日(日)
唐津東高等学校・中学
校

唐津東高等学校・中学校 無料 0955-77-1984

佐賀県 玄海町 ③ 玄海町産業文化祭
作品の展示、舞踊ダンス等の舞台発表、及び農産物の互評会
及び即売会等

11月17日・18日
玄海町
いこいの広場

玄海町産業文化祭実行委
員会

無料 0955-52-6688

佐賀県 県内各地 ①　③ 文化体験・鑑賞教室
児童・生徒が文化を身近に体験し、鑑賞できるよう、小中学校
等に県内の文化団体や音楽家などの芸術家を派遣し、公演等
を行っていただきます。

平成24年９月～
平成25年3月

県内小中学校・高等学
校・特別支援学校

佐賀県 無料
佐賀県まなび課
0952-25-7313

佐賀県 江北町 ②
江北小学校　　　　　日
曜参観

授業参観（人権教育授業等）、ＰＴＡ共催による教育講演会 10月14日 江北小学校 江北小学校 無料
江北小学校
0952-86-2251

佐賀県 江北町 ②
江北小学校　　　　　芸
術鑑賞会

歌鑑賞 11月22日 江北小学校 江北小学校
江北小学校
0952-86-2251

佐賀県 江北町 ②
江北中学校　　　　　文
化祭

劇、合唱などの舞台発表、絵画等作品展示 10月21日 江北中学校 江北中学校 無料
江北小学校
0952-86-2251

佐賀県 江北町 ③
江北町文化協会
発表会

文化功労者表彰式、文化祭（作品展示、舞台発表、体験コー
ナー）

１１月      2～4日
江北町
ふれあい交流センター

江北町      文化協会 無料
江北町
教育委員会
0952-86-5623

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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佐賀県 佐賀市 ① 役立つ実用講座 パソコンを学ぼう　入門編　パワーポイント2003 11月2日 佐賀女子   短期大学 佐賀女子   短期大学
生涯学習センター
（0952）23-5145

全4回

佐賀県 佐賀市 ① 役立つ実用講座 パソコンを学ぼう　入門編　パワーポイント2003 11月9日 佐賀女子   短期大学 佐賀女子   短期大学
生涯学習センター
（0952）23-5145

全4回

佐賀県 佐賀市 ① 役立つ実用講座 パソコンを学ぼう　入門編　パワーポイント2003 11月16日 佐賀女子   短期大学 佐賀女子  短期大学
生涯学習センター
（0952）23-5145

全4回

佐賀県 佐賀市 ① 芸術・教養講座 季節のはがき絵② 10月19日 佐賀女子   短期大学 佐賀女子   短期大学
生涯学習センター
（0952）23-5145

全9回（締切終了）

佐賀県 佐賀市 ① 芸術・教養講座 季節のはがき絵② 11月9日 佐賀女子   短期大学 佐賀女子  短期大学
生涯学習センター
（0952）23-5145

全9回（締切終了）

佐賀県 佐賀市 ①
いきいき健康づくり講
座

ストレスケア　脳内ホルモンとストレス 10月27日 佐賀女子   短期大学 佐賀女子  短期大学
生涯学習センター
（0952）23-5145

佐賀県 佐賀市 ① ものづくり講座 季節を楽しむリース作り 11月17日 佐賀女子   短期大学 佐賀女子  短期大学
生涯学習センター
（0952）23-5145

佐賀県 佐賀市 ① 教養グルメバスの旅講座 肥前風土記とグルメ探検 11月9日 鹿島・太良 佐賀女子  短期大学
生涯学習センター
（0952）23-5145

締切終了

佐賀県 佐賀市 ① 子どもときめき塾 佐賀の自然の恵みを使ったリース作り 11月10日 佐賀女子   短期大学 佐賀女子  短期大学
生涯学習センター
（0952）23-5145

佐賀県 佐賀市 ② 日曜授業公開日 生徒の学習状況を保護者や地域の方々に参観していただく 11月4日 出水中学校各教室など 出水中学校 無料 096-371－2278 午前実施

佐賀県 佐賀市 ② 授業参観 授業の様子を保護者や地域の方に見てもらう 11月4日 城南中学校 城南中学校 無料 096-357-7175

佐賀県 佐賀市 ② 東町フェスティバル 講演会・中学校校区での地域との触合い 11月4日 東町中学校
中学校及び青少年健全育
成協議会・東町中PTA

無料 東町中

佐賀県 佐賀市 ③ オープンスクール
１日、学校生活全般を公開する。保護者・地域の方々・来年度
入学生保護者・幼保小高の先生方等を対象とする。

11月7日 竜南中学校 竜南中学校 096-343-3203

佐賀県 佐賀市 ① 佐賀学のススメ
佐賀の歴史文化にもとづく地域特性と普遍性における「モノと
ヒトの佐賀学」をテーマに佐賀の魅力と地域特性を発信する。

11月24日 佐賀大学
佐賀大学・地域学歴史文化
研究センター

佐賀大学総務課
0952-28-8113

開催期間　　9月29日
～2月16日

佐賀県 佐賀市 ① 古文書講座 市民向けの古文書読解講座 11月3日 佐賀県立図書館 佐賀県立図書館 無料
http://www.pref.saga.
lg.jp/kentosyo/

佐賀県 佐賀市 ②
性の健康教育指導者
研修会

性に関する指導に造詣の深い講師を招へいし、関係者が取り
組んでいる性に関する指導について研究協議を行い、学校に
おける性に関する指導の推進を図ります。

11月15日 アバンセ
佐賀県教育
委員会 無料

佐賀県教育庁
学校教育課
健康教育担当
0952-25-7234

学校教職員、
学校医等

佐賀県 佐賀市 ②
全国高等学校ラグビー
大会県予選(決勝戦）

　県下高等学校ラグビー部による12月27日から開催される全
国大会の出場権を競い合う大会の決勝戦。

11月3日
県総合運動場球技場
（予定）

佐賀県高等学校体育連盟 無料
県高体連事務局
0952-24-0303

佐賀県 佐賀市 ②
県高等学校駅伝競走
大会

　県下高等学校対抗による、男子７区間（42.195ｋｍ）、女子５
区間（21.0975ｋｍ）のコースで行われ、12月23日に開催される
全国大会の出場権を競い合う。

11月3日(開会式）
11月4日(大会）

佐賀市川副町　高等学
校駅伝コース

佐賀県高等学校体育連盟 無料
県高体連事務局
0952-24-0304

佐賀県 佐賀市 ③
佐賀県立博物館テーマ
展示「売茶翁－没後
250年－」

来年没後２５０年をむかえるのに先立ち、初公開となる売茶翁
自筆の書《大仏殿前松下開茶店詩(だいぶつでんまえのしょう
かにちゃみせをひらくし)》１幅をはじめとする書の数々や肖像
画などを展示することで、売茶翁のこころにふれ、その功績を
たどります。

9月11日～11月8
日

佐賀県立博物館 佐賀県立博物館 無料
http://www.pref.saga.
lg.jp/web/museum.ht
ml
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佐賀県 佐賀市 ③
佐賀県立博物館セミ
ナー「有明海の冬の野
鳥たち」

地球規模で渡りをする旅鳥たちにとっての重要な渡来地（休息
や採餌の場所）である有明海で、シギ・チドリを中心に野鳥を
観察します。

10月20日 干潟よか公園 佐賀県立博物館 無料
http://www.pref.saga.
lg.jp/web/museum.ht
ml

佐賀県 佐賀市 ③

佐賀県立博物館セミ
ナー「京の都と売茶翁
－没後250年にあたり
－」

肥前蓮池（佐賀市蓮池町）出身の禅僧（黄檗僧）売茶翁（1675
～1763）は、61歳頃から京都で茶具を担い煎茶を売り評判に
なりました。来年没後250年をむかえるのに先立って、自筆の
書をはじめ肖像画などの展示を鑑賞しながら、その功績を紹
介します。

10月27日 佐賀県立博物館 佐賀県立博物館 無料
http://www.pref.saga.
lg.jp/web/museum.ht
ml

佐賀県 佐賀市 ③
まぼろしの名画“裸婦”
継続公開「岡田三郎助
－裸婦三態－」

70年ぶりの特別公開で人気を博したまぼろしの名画“裸婦”を
中心に岡田三郎助の構図の異なる裸婦像三点を比較展示し
ます。

9月13日～11月8
日

佐賀県立美術館 佐賀県立美術館 無料
http://www.pref.saga.
lg.jp/web/museum.ht
ml

佐賀県 佐賀市 ③
佐賀県立博物館「アー
ティスト再発見２　中尾
蔦一」

佐賀県鹿島市古枝に生まれた中尾蔦一（1901～1937）は、東
京美術学校日本画科にすすみ、図画（美術）教師、日本画家と
して活躍しました。中尾の貴重な作品10点を展示します。

9月11日～11月8
日

佐賀県立博物館 佐賀県立博物館 無料
http://www.pref.saga.
lg.jp/web/museum.ht
ml

佐賀県 佐賀市 ③
第24回　佐賀県高等学
校総合文化祭　書道展

佐賀県高等学校総合文化祭書道部門の展覧会
10月30日～11月4

日
佐賀県立美術館 佐賀県高等学校文化連盟 無料

佐賀県高等学校文化
連盟
0952-25-3303

佐賀県 佐賀市 ①
企画展「近代医学の幕
開け」

日本の医学は漢方医学から蘭方医学、そしてドイツ医学へと
移り変わる。その契機に大きく関わった伊東玄朴・相良知安の
業績を紹介します。

9月28日～11月4
日

佐賀城本丸歴史館 佐賀城本丸歴史館 無料
http://www.sagajou.j
p/

佐賀県 佐賀市 ①
本丸“バルーン係留体
験”～空から佐賀城跡
を眺めてみよう～

佐賀城天守台北で熱気球係留、上空から佐賀城の景色を一
望。

10月13日 佐賀城本丸歴史館 佐賀城本丸歴史館 無料
http://www.sagajou.j
p/

気象状況により中止
の場合は10月14日
（日）に順延

佐賀県 佐賀市 ① 歴史館ゼミナール
当館学芸員による歴史講演会です。『近代医学の幕開け』と題
し、佐賀の近代医学に貢献した伊東玄朴と相良知安を紹介し
ます。

10月14日 佐賀城本丸歴史館 佐賀城本丸歴史館 無料
http://www.sagajou.j
p/

佐賀県 佐賀市 ①
生薬を使った香り袋作
り

鳥栖市の中冨記念くすり博物館による香り袋作りの体験教室
です。

10月27日 佐賀城本丸歴史館 佐賀城本丸歴史館
http://www.sagajou.j
p/

佐賀県 佐賀市 ① 歴史館ゼミナール
当館学芸員による歴史講演会です。『四季の祭り・行事』と題
し、四季折々に咲く花のように、季節ごとに行われる様々な祭
り・行事の中から、特に「お米づくり」をテーマに紹介します。

11月25日 佐賀城本丸歴史館 佐賀城本丸歴史館 無料
http://www.sagajou.j
p/

佐賀県 佐賀市 ② 学校公開 ろう学校の授業公開、聴力検査体験、ミニ手話教室 10月27日 ろう学校 ろう学校 無料 0952-30-5368

佐賀県 佐賀市 ②
文化祭　第11回たつの
こまつり

幼児、児童、生徒によるステージ発表、作品展示、バザー等 11月18日 ろう学校 ろう学校 無料 0952-30-5368

佐賀県 佐賀市 ② 佐工祭「文化祭」 各種イベントや文化部等の発表があります。 10月6日 佐賀工業高等学校 佐賀工業高等学校 無料
http://www3.saga-
ed.jp/school/edq100
27/

佐賀県 佐賀市 ②
佐賀工業高等学校吹
奏楽部定期演奏会

本校吹奏楽部の定期演奏会です。 12月28日 佐賀市文化会館
佐賀工業高等学校吹奏楽
部

http://www3.saga-
ed.jp/school/edq100
27/
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佐賀県 佐賀市 ② 性教育講話
本校生徒を対象として、看護学院～講師を招き、講話をしてい
ただき性について学びます。

10月22日
佐賀工業高等学校定時
制

佐賀工業高等学校定時制 無料
http://www3.saga-
ed.jp/edq10027/teiji_
hp/

佐賀県 佐賀市 ② ハローワーク講話
本校生徒を対象として、ハローワークの職員の方に講話をして
いただき、進路についての意識を高めます。

10月29日
佐賀工業高等学校定時
制

佐賀工業高等学校定時制 無料
http://www3.saga-
ed.jp/edq10027/teiji_
hp/

佐賀県 佐賀市 ② 年金に関する講話
本校生徒を対象として、年金機構の方に講話をしていただき、
年金について学びます。

11月19日
佐賀工業高等学校定時
制

佐賀工業高等学校定時制 無料
http://www3.saga-
ed.jp/edq10027/teiji_
hp/

佐賀県 佐賀市 ④

平成２４年度
佐賀県高等学校
総合文化祭
自然科学研究発表会

県内の高等学校生の自然科学に関する研究作品の発表・審
査及び展示をします。

10月30日～11月
4日

佐賀県立美術館　研修
室

佐賀県高等学校文化連盟 無料

佐賀県高等学校文化
連盟 自然科学専門
部事務局
(佐賀西高等学校内)
0952-24-4331

佐賀県 佐賀市 ②
佐賀西高等学校 学校
開放週間

地域・保護者等との連携を深めるため、授業と施設を公開しま
す。

10月29日～11月2
日

佐賀西高等学校 佐賀西高等学校 無料
佐賀西高等学校 広
報研修部
0952-24-4331

佐賀県 佐賀市 ② 進路講演会 保護者対象マネープラン講演会 10月26日 佐賀東高等学校 佐賀東高等学校 無料 0952-24-0141

佐賀県 佐賀市 ② 進路説明会 新2年生コース説明会 10月26日 佐賀東高等学校 佐賀東高等学校 無料 0952-24-0141

佐賀県 佐賀市 ② 入試説明会 Ｈ２５年度入試説明会 11月9日 佐賀東高等学校 佐賀東高等学校 無料 0952-24-0141

佐賀県 佐賀市 ②

平成２４年度
佐賀県高等学校
総合文化祭
文芸コンクール

県内の高等学校生の文芸作品の優秀作品の発表・審査及び
展示をします。

10月25日～10月
26日

龍登園
佐賀県
高等学校
文化連盟

無料

佐賀県高等学校文化
連盟 文芸・図書専門
部事務局
敬徳高等学校
0955-22-6191

佐賀県 佐賀市 ②

平成２４年度
佐賀県高等学校
総合文化祭
将棋新人大会

県内の高等学校生の将棋の大会です。 11月3日
山口亮一
旧宅

佐賀県
高等学校
文化連盟

無料

佐賀県高等学校文化
連盟 将棋専門部事
務局
伊万里高等学校
0955-23-3101

佐賀県 佐賀市 ②

平成２４年度
佐賀県高等学校
総合文化祭
弁論大会

県内の高等学校生の弁論の大会です。 10月26日
グランデ
はがくれ
ハーモニーホール

佐賀県
高等学校
文化連盟

無料

佐賀県高等学校文化
連盟 写真専門部事
務局
佐賀北高等学校
0952-26-3211

佐賀県 佐賀市 ② 盲学校学校公開
授業や寄宿舎見学、点字・あん摩体験ができます。児童生徒
の作品・教材教具・視覚補助具・等を展示します。

11月11日
盲学校教室
体育館
寄宿舎

盲学校 無料
盲学校
地域支援部
0952-23-4672

視覚障害に関する個
別の相談に応じま
す。

佐賀県 佐賀市 ①
少年の主張
勧興の集い

少年の主張発表。校区内の小中学生が将来の夢、将来の希
望などを発表。

11月10日 勧興公民館 校区青少年健全育成会 無料
勧興公民館
0952-23-6303

佐賀県 佐賀市 ①②③ 勧興まつり 勧興小学校フリー参観day総合学習の発表、地域の文化祭 11月11日 勧興小学校 勧興まちづくり協議会 無料
勧興公民館
0952-23-6303
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佐賀県 佐賀市 ① 循誘さが学
今年度発刊した｢新ふるさと循誘｣の活用事業であり、循誘の
歴史的資源について学び、佐賀への郷土愛を育むことで文化
振興を図る。

10月26日 循誘公民館 循誘公民館
循誘公民館
0952－23-3759

佐賀県 佐賀市 ③ 公民館文化祭
文化作品展示、サークル発表会、講座受講者による成果発表
等

11月1～4日 循誘公民館 循誘公民館
循誘公民館
0952－23-3759

佐賀県 佐賀市 ① 循誘さが学
今年度発刊した｢新ふるさと循誘｣の活用事業であり、循誘の
歴史的資源について学び、佐賀への郷土愛を育むことで文化
振興を図る。

11月16日 循誘公民館 循誘公民館
循誘公民館
0952－23-3759

佐賀県 佐賀市 ①
第２５回赤松校区
少年の主張大会

赤松校区内の小・中学生を対象に、日頃考えていることや将
来の夢などを発表してもらいます。

10月20日 赤松公民館
赤松校区青少年健全育成
会

無料
http://www.bunbun.n
e.jp/~akamatsu/

佐賀県 佐賀市 ③
玄蕃一流
天衝舞浮立

456年前雨乞い祈願のために掘江大明神に大宮司山本玄蕃
が浮立を舞ったので玄蕃一流と呼ばれ、現在も掘江神社秋祭
で奉納されている。

11月3日 掘江神社 東神野浮立保存会 無料
0952-30-7068
0952-33-7040

佐賀県 佐賀市 ①③ 第７回神野芸術祭
神野小児童の演奏や6年生の全員合唱、成章中吹奏楽部の
演奏、劇団ziシアターによる演劇などが披露される。

11月17日 神野小学校 神野芸術祭実行委員会 無料
神野公民館
0952-30-6702

佐賀県 佐賀市 ① 少年の主張大会
校区内の小学生・中学生が日頃考えていることなどを発表す
る。

11月17日 神野小学校
神野青少年健全育成協議
会

無料
神野公民館
0952-30-6702

佐賀県 佐賀市 ①
西与賀町通学合宿
三世代グランドゴルフ
大会

４．５．６年生の異年齢の子どもが親元を離れ団体生活を体験
しながら通学する。
最終日グランドゴルフ大会

10月18日～20日 西与賀公民館 通学合宿実行委員会
西与賀公民館
0952-23-4683

佐賀県 佐賀市 ①②③ 西与賀ふれあい祭
地域の各種団体と学校が連携して、子どもから大人までの舞
台発表鑑賞や遊びなどを通して地域住民のふれあい・親睦・
交流を深める。（学校もフリー参観デーとして参画）

11月18日
西与賀小学校・西与賀
公民館

ふれあい祭実行委員会 無料
西与賀公民館
0952-23-4683

佐賀県 佐賀市 ① 少年の主張大会
校区内の小中学生の発表。今年は「ふれあい祭」の中で開
催。多くの地域住民で子どもたちの声に耳を傾ける。

11月18日 西与賀小学校体育館
校区青少年健全育成協議
会

無料
西与賀公民館
0952-23-4683

佐賀県 佐賀市 ①
西与賀小人権の花の
植樹・西与賀町人権集
会

縦割り班による人権集会の中で、プランターに花の定植を行
い、日常的なおせわをすることにより、人権に対する意識の定
着を図る。
木原慶吾氏による、人権トークとコンサートにより、生命尊重の
意識の高揚を図る。

10月29日 西与賀小学校体育館
西与賀青少年育成会
西与賀町公民館
西与賀小

無料
西与賀公民館・
西与賀小

佐賀県 佐賀市 ①②
西与賀ふれあい祭
フリー参観デー
少年の主張大会

　小学校授業参観、町文化作品展示、サークル発表会、講座
受講者による成果発表、バルーン係留飛行　全児童による発
表　等
　小学校５.６年生の各学年３名及び中学校各４名の発表者
が、将来の夢、願い、希望等を発表する。

11月18日
西与賀小学校・西与賀
公民館

西与賀青少年育成会
西与賀町公民館・西与賀小
学校

無料
西与賀公民館・
西与賀小

佐賀県 佐賀市 ④ さが学講座 吉野ヶ里墳丘墓と古代中国・朝鮮の墳墓 10月10日 高木瀬公民館 校区連携協議会
高木瀬公民館
0952-３１-３４００

佐賀県 佐賀市 ④ さが学講座 佐賀の幕末科学技術と明治・大正の状況 10月24日 高木瀬公民館 校区連携協議会
高木瀬公民館
0952-３１-３４００

佐賀県 佐賀市 ① 生涯学習セミナー あなたにもできる似顔絵 10月16日 高木瀬公民館 校区連携協議会 無料
高木瀬公民館
0952-３１-３４００

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

佐賀県

都道府県 市町村 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

佐賀県 佐賀市 ① 少年の主張
校区内の小・中学生が日頃考えていることや訴えたいことを発
表してもらう。

11月10日 高木瀬公民館 校区連携協議会 無料
高木瀬公民館
0952-３１-３４００

佐賀県 佐賀市 ① 町民文化祭 公民館利用のサークル発表会や伝統文化の披露 11月11日 高木瀬公民館 校区連携協議会 無料
高木瀬公民館
0952-３１-３４００

佐賀県 佐賀市 ①
北川副校区
少年の主張大会

校区在住の小・中学生が日頃考えていることを地域に向けて
発表する。

10月27日 北川副公民館 校区青少年健全育成会 無料
北川副公民館
0952-23-3086

佐賀県 佐賀市 ①③
北川副
校区民文化祭

公民館自主サークルや校区在住者等による作品展示、発表な
どの文化祭。

１１月１０～１１日 北川副公民館 北川副公民館 無料
北川副公民館
0952-23-3086

佐賀県 佐賀市 ① チャレンジα本庄
土曜日の子どもの居場所作りを目的とする講座。料理・空手な
どを地域の方々の指導の下、子どもと異年齢交流を深める。

10月27日 本庄公民館 本庄校区社協・本庄公民館 無料
http://www.bunbun.n
e.jp/~honjyou/

佐賀県 佐賀市 ① チャレンジα本庄
土曜日の子どもの居場所作りを目的とする講座。茶道や絵手
紙・大学生とのレクレーションなどを地域の方々の指導の下、
子どもと異年齢交流を深める。

11月10日 本庄公民館 校区社協・本庄公民館 無料
http://www.bunbun.n
e.jp/~honjyou/

佐賀県 佐賀市 ①
少年の主張大会
本庄大会

小中学生が日頃考えていることを発表し、子どもと地域社会と
の関わりを考える機会とするとともに、青少年の健全育成に対
する地域の理解を深める

11月11日 本庄公民館
校区青少年健全育成協議
会

無料
http://www.bunbun.n
e.jp/~honjyou/

佐賀県 佐賀市 ② 義務教育を考える
家庭の教育力向上につながるテーマを取り上げ、講座を通し
て親子または地域とのつながりの充実を図る

11月12日 本庄公民館
まちづくり協議会・本庄公民
館

無料
http://www.bunbun.n
e.jp/~honjyou/

佐賀県 佐賀市 ① 生きがい講座
佐賀大学名誉教授にご協力いただき地域一般の方々に様々
なテーマについて最新の情報をわかりやすく学ぶ教養講座。

11月19日 本庄公民館
佐賀大学アカデミア２１・本
庄まちづくり協議会・本庄公
民館

無料
http://www.bunbun.n
e.jp/~honjyou/

佐賀県 佐賀市 ①
金立町
少年の主張大会

小中学生が日頃考えていることを発表し、子どもと地域社会と
の関わりを考える機会とするとともに、青少年の健全育成に対
する地域の理解を深める

11月10日 金立公民館
校区青少年健全育成協議
会

無料
http://www.bunbun.n
e.jp/~kinryu/

佐賀県 佐賀市 ①
久保泉校区
少年の主張大会

小中校生がおのおのの主張を述べる 11月3日 久保泉公民館 町青少年育成協議会 無料
久保泉公民館
0952-98-0001

佐賀県 佐賀市 ③ 久保泉町民文化祭 町内の方々が日ごろの練習の成果を発表する 11月3日 久保泉公民館 久保泉公民館 無料
久保泉公民館
0952-98-0001

佐賀県 佐賀市 ①　③ 天賜園月まつり

藩政時代の故事にならい観月会を実施。　　　①煎茶のふるま
い（煎茶の祖・高遊外売茶翁は蓮池町出身）
②芋茶がいのふるまい（島原大変・雲仙大爆発の由縁）
③月あかりコンサート（観月会にふさわしい曲や楽器による生
ライブコンサート）　　　　　　④こども舞踊

10月27日 蓮池公民館 天賜園月まつり実行委員会 無料
http://www.bunbun.n
e.jp/hasuike/

佐賀県 佐賀市 ③ 新栄浮立
　400年の伝統を誇る新栄浮立。校区内の神社や集会所など
を回り、舞を披露します。

11月4日
五龍神社
ほか

浮立保存会 無料 ―

佐賀県 佐賀市 ①
新栄校区
少年の主張大会

　校区の小･中学生約10名が、日頃考えていることや訴えたい
ことなどを熱く語ります。

11月10日 新栄公民館 校区青少年健全育成会 無料 ―

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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佐賀県 佐賀市 ③ 公民館文化祭
　公民館自主サークルを中心に、ステージ発表・作品展示・お
茶会等を行います。

11月10日 新栄公民館
佐賀市立
新栄公民館

無料
http://www.bunbun.n
e.jp/~shin001/

佐賀県 佐賀市 ② 諸富中文化発表会 生徒による文化活動の発表 10月26日 諸富中学校 諸富中学校 無料
諸富中学校
0952－47－2331

佐賀県 佐賀市 ③ 諸富町文化祭 地域の文化活動展示、発表 11月3、4日 諸富文化体育館 佐賀市文化連盟諸富支部 無料
諸富町公民館
0952－47－4995

佐賀県 佐賀市 ①
諸富町
少年の主張大会

児童生徒の意見発表会 11月4日 諸富文化体育館 諸富町公民館 無料
諸富町公民館
0952－47－4995

佐賀県 佐賀市 ①
諸富町
子どもフェスタ

紙飛行機大会 11月18日 諸富北小学校 諸富町公民館 無料
諸富町公民館
0952－47－4995

佐賀県 佐賀市 ① 少年の主張大会
子どもたちが日頃感じていることや、将来の夢・社会問題等を
素直に発表する。

11月3日 大和生涯学習センター 青少年育成大和町民会議 無料
佐賀市役所
大和出張所
教育課

佐賀県 佐賀市 ① 通学合宿 異年齢の子どもが親元を離れ団体生活を体験し通学する。
１０月１1日～１3

日
川上コミュニティセンター

佐賀市役所
大和出張所
教育課

佐賀市役所
大和出張所
教育課

食材費負担

佐賀県 佐賀市 ① 通学合宿 異年齢の子どもが親元を離れ団体生活を体験し通学する。 １1月1日～3日 大和生涯学習センター
佐賀市役所
大和出張所
教育課

佐賀市役所
大和出張所
教育課

食材費負担

佐賀県 佐賀市 ① 少年の主張大会

富士町内の小学校６年生から各校２名以内及び中学校各３名
（各学年１名）以内の発表者により、学校、家庭、郷土、身の回
りや友人とのかかわりの中で、訴えたいこと、願い、希望等を
発表させ、最優秀者１名を表彰する。

10月27日 富士生涯学習センター 青少年健全育成協議会 無料
佐賀市役所
富士出張所
教育課

佐賀県 佐賀市 ① 通学合宿
２泊３日間親元を離れ、地域の方の指導のもと、みんなで協力
して生活して学校に通学する合宿を行い、団体生活の中で日
常生活の基本を学び、社会性・自主性・協調性を伸ばす。

11月1日～3日 富士生涯学習センター 富士生涯学習センター
佐賀市役所
富士出張所
教育課

佐賀県 佐賀市 ①,③
佐野常民没後
110年記念企画展

「佐野常民　美へのまなざし」　～日赤所蔵絵画展～、日本赤
十字社が所蔵する絵画の展示および明治期日本の伝統美術
の保護と振興に尽力した佐野常民の業績を紹介します。

10月6日～12月24
日

佐野常民記念館 佐野常民記念館
佐賀市立
佐野常民記念館
0952-34-9455

0952-34-9455

佐賀県 佐賀市 ①
わんぱく
生活体験塾

地区内小学生を対象にした生活体験型の通学合宿です。 10月8日～10日 南川副公民館 南川副公民館
佐賀市立
南川副公民館
0952-45-8919

0952-45-8919

佐賀県 佐賀市 ③ 文化作品展
文化連盟川副支部会員等による作品展示会です。サークル活
動等の成果が発表されます。

10月26日～28日 南川副公民館 佐賀市文化連盟川副支部 無料
佐賀市文化連盟
川副支部
0952-45-8918

0952-45-8918

佐賀県 佐賀市 ③ 菊花展 文化連盟川副支部会員等の作品展示会による鑑賞会です。
10月30日～11月5

日
川副スポーツパーク 佐賀市文化連盟川副支部 無料

佐賀市文化連盟
川副支部
0952-45-8918

0952-45-8918

佐賀県 佐賀市 ① 青少年の主張大会 地区内小・中学生による主張発表会です。 11月17日 南川副公民館
川副町青少年健全育成協
議会

無料

川副町
青少年健全
育成協議会
0952-45-8920

0952-45-8920

佐賀県 佐賀市 ①
東与賀校区
少年の主張大会

東与賀校区内の小・中学生の子どもたちが日頃感じていること
や、将来の夢・社会問題等を素直に発表する

11月11日
東与賀農村環境改善セ
ンター

東与賀町青少年健全育成
協議会

無料

佐賀市役所
東与賀出張所
教育課
0952-45-0375

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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佐賀県 佐賀市 ① まなざしコンサート
東与賀小学校児童・保護者及び市民を対象にコンサートを実
施し、「子どもへのまなざし運動」の推進を図る。

11月16日 東与賀小学校体育館 東与賀公民館 無料

佐賀市役所
東与賀出張所
教育課
0952-45-0375

佐賀県 佐賀市 ①
思斉館大学
第７回講座

「佐賀と人類学者～出会い、発見そして感動を求める旅路の
途上で～」元佐賀大学教授　武田　淳　氏の講話です。

11月8日
久保田農村環境改善セ
ンター

久保田公民館 無料
久保田公民館
0952-68-3611

佐賀県 佐賀市 ③ 久保田町文化祭
久保田支部の会員を中心に、ステージ発表、作品展示、お茶
会等を行います。

11月11日
久保田農村環境改善セ
ンター

佐賀市文化連盟久保田支
部

無料
佐賀市文化連盟
久保田支部
0952-68-3611

佐賀県 佐賀市 ①
まなざし
フェスティバル

「子どもへのまなざし運動」の推進を目的に開催。意見発表(小
中学生）、伝統芸能「浮立」(中学生）、公演「サウンドオブミュー
ジック」ハイライト、まなざし宣言。

11月23日
久保田農村環境改善セ
ンター

久保田町青少年育成協議
会　他

無料
久保田公民館
0952-68-3611

佐賀県 佐賀市 ④
佐賀城
シンポジウム

佐賀城天守台に関するシンポジウムを開催する。 11月24日 県立美術館ホール 佐賀市教育委員会 無料
文化振興課
0952-40-7368

佐賀県 佐賀市 ④ 佐賀城石割体験
佐賀城の石垣がどのように造られたのか、実際に石割作業を
体験する

11月23日 佐賀城鯱の門周辺 佐賀市教育委員会 無料
文化振興課
0952-40-7368

佐賀県 佐賀市 ① 少年の主張大会
校区内の小・中学生に対する大人の理解を深めるため、日頃
考えていることや訴えたいことを発表してもらう。

10月20日 嘉瀬小学校
嘉瀬青少年育成会
嘉瀬公民館

無料

佐賀県 佐賀市 ②
ノーテレビ・ノーゲーム
デー

この日１日は、テレビを見ない、ゲームをしない日にする。 11月1日 嘉瀬小学校 嘉瀬小学校 無料

佐賀県 佐賀市 ①② 人権コンサート MONさんによる歌とお話で人権に対する意識を高める。 11月16日 嘉瀬小学校
嘉瀬小学校
嘉瀬公民館

無料

佐賀県 佐賀市 ② キッズマート
ＮＰＯ法人鳳雛塾の指導を受けながら４年生児童に様々なお
店を計画し、実際に出店することで商売の仕組みや難しさを体
験させる。

11月22日 白山商店街 勧興小4年生 無料 勧興小学校

佐賀県 佐賀市 ①
三瀬保小中合同芋掘り
体験活動

三瀬保育園･小学校･中学生が合同で、春に一緒に植えた芋
掘りをする

11月6日 三瀬小中学校合同農園 三瀬小中 無料

http://www2.saga-
ed.jp/school/edq119
01/
http://www3.saga-
ed.jp/school/edq119
51/

佐賀県 佐賀市 ②
佐賀市立三瀬小学校・
三瀬中学校小中一貫
研究校研究発表会

小中一貫教育の研究発表会 11月2日
三瀬小中学校共用体育
館

三瀬小中 無料

http://www2.saga-
ed.jp/school/edq119
01/
http://www3.saga-
ed.jp/school/edq119
51/

佐賀県 佐賀市 ②
北っ子フェスタ
家庭教育学級「食育」
きたきた祭り

学習成果の発表
家庭での食育向上のため、講座を通して親子で考える
地域との交流

11月17日 春日北小学校
春日北小
来たきた祭り実行委員会

無料
春日北小学校
0952-62‐5988

佐賀県 佐賀市 ① 少年の主張大会 校区内小・中学校の発表 11月3日
ウエルネス
大和

春日北校区青少年健全育
成会

無料 ウエルネス大和

佐賀県 佐賀市 ① 少年の主張大会
子どもたちが日頃感じていることや思っていること、将来の夢
等を発表する。 11月10日 循誘公民館

校区青少年
健全育成会

無料

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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佐賀県 佐賀市 ③
スクール
コンサート
（オペラってなあに）

地方では鑑賞する機会の少ない、優れたオペラ歌手の合唱を
聴く。

11月9日 循誘小学校

佐賀県教育職員互助会
日本青少年文化センター

無料

佐賀県 佐賀市 ③
講談社
全国訪問おはなし隊

絵本の読み聞かせを聞き、本の楽しさにふれる。 11月16日 循誘小学校
講談社広報室
読書推進事業部

無料
本校対象者は
１・２年生

佐賀県 佐賀市 ② 諸富中文化発表会 生徒による文化活動の発表 10月26日 諸富中学校 諸富中学校 無料
諸富中学校
0952-47-2331

佐賀県 佐賀市 ②
諸富中
合唱コンクール

校内音楽コンクール 10月26日 諸富中学校 諸富中学校 無料
諸富中学校
0952-47-2331

佐賀県 佐賀市 ② フリー参観デー 授業参観・地域連携での清掃活動 11月9日
諸富南小学校及び校区
内

諸富南小学校 無料
諸富南小学校
0952-47-2824

佐賀県 佐賀市 ② 文化発表会 学年劇、合唱、合奏、学級展示、意見発表 11月2日
昭栄中体育館および多
目的室

昭栄中学校 無料
昭栄中学校
0952-24-4238

佐賀県 佐賀市 ②③ 文化祭 生徒・地域による文化活動の発表及び展示を行います。 11月4日 小中一貫松梅校体育館
松梅校
中学部

無料
松梅校
0952-63-0812

佐賀県 佐賀市 ②
第４回佐賀市小中一貫
教育フォーラムin松梅

松梅校の公開授業、実践発表をもとに、佐賀の小中一貫を考
えます。
・公開授業・全体会・パネルディスカッションを行います。

10月18日 松梅校 佐賀市教育委員会 無料
佐賀市教育委員会
松梅校

佐賀県 佐賀市 ② 合唱コンクール
１年の部⑤⑥校時「課題曲」「校歌」・２年の部①②校時「課題
曲」「自由曲」・３年の部③④校時「課題曲」「自由曲」

10月23日 城東中学校体育館 城東中学校 無料
http://www3.saga-
ed.jp/school/edq101
54/index.html

佐賀県 佐賀市 ② 文化発表会 日頃の学習の成果を発表する。ステージ発表と展示発表 11月3日 城東中学校体育館 城東中学校 無料
http://www3.saga-
ed.jp/school/edq101
54/index.html

佐賀県 佐賀市 ② 合唱コンクール
日頃の学習の成果を披露する場としながら、合唱を通して表
現する態度を養い、芸術に対する意識を高める。

10月24日
佐賀市
文化会館

城北中学校 無料
http://www3.saga-
ed.jp/school/edq101
56/index.htm

佐賀県 佐賀市 ② 文化発表会
発表会に向け、主体的に準備を行うなかで、生徒一人ひとりの
個性を伸ばし、学年を超え互いに認め合い文化的な風土を大
切にする機会とする。

11月7日 城北中学校 城北中学校 無料
http://www3.saga-
ed.jp/school/edq101
56/index.htm

佐賀県 佐賀市 ② ロングラン学校公開
日頃の学習の成果を披露する場としながら、本校の教育活動
に対し広く理解を求め、生徒の育成につなげる機会とする。

11月5日～
11月8日

城北中学校 城北中学校 無料
http://www3.saga-
ed.jp/school/edq101
56/index.htm

佐賀県 佐賀市 ②
第５３回
九州音楽研究大会
佐賀大会

「音楽でつながり合おう～出会い・ふれあい・高めあい～」を大
会主題に掲げ、楽曲や音への感性を高め豊かな音楽を求める
活動を本校で授業を公開します。

11月1日 城北中学校 城北中学校 無料
http://www3.saga-
ed.jp/school/edq101
56/index.htm

佐賀県 佐賀市 ①
第２５回赤松校区
少年の主張大会

赤松校区内の小中学生を対象に、日頃考えていることや将来
の夢などを発表してもらいます。

10月20日 赤松公民館
赤松校区青少年健全育成
会

無料
akamatsu@po.bunbun.
ne.jp

佐賀県 佐賀市 ② 大小フェスタ
日頃の学習（国語・生活科・音楽・総合的な学習の時間等）の
成果の発表

11月18日 大詫間小学校体育館 大詫間小 無料 0952-45-0147

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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佐賀県 佐賀市 ② 東中フェスタ
生徒による文化活動(総合的な学習の時間)の発表及び校内
音楽合唱コンクールの開催。また、小中連携･地域連携の推進
を図るため、関係機関と協力して行っている。

10月31日 東与賀中学校 東与賀中学校 無料 東与賀中学校 ０９５２－３４－７１０２

佐賀県 佐賀市 ② フリー参観
県教育週間に合わせて，学校の普段の様子を保護者，地域の
方々に見ていただきます。

10月31日 鍋島小学校 鍋島小学校 無料 鍋島小学校 31-2629

佐賀県 佐賀市 ② 人権講話 　講師を招聘しての講話と生徒の作文発表等を実施します。 10月11日(木)
鍋島中学校
体育館

鍋島中学校 無料
http://www3.saga-
ed.jp/school/edq101
59

佐賀県 佐賀市 ② 新入生学校説明会
　校区内の小学6年生の保護者を中心に，地域の方々にも学
校説明を行います。

10月16日(火)
鍋島中学校
体育館

鍋島中学校 無料
http://www3.saga-
ed.jp/school/edq101
59

佐賀県 佐賀市 ② 合唱コンクール 　３年生の学級対抗の合唱コンクールです。 10月17日(水)
鍋島中学校
体育館

鍋島中学校 無料
http://www3.saga-
ed.jp/school/edq101
59

佐賀県 佐賀市 ② 文化発表会
　学年毎のｽﾃｰｼﾞ発表，各学年･教科･部活動等での製作物の
展示発表，地域の方の指導の下に野点の茶会等を実施しま
す。

10月24日(水)
鍋島中学校
体育館

鍋島中学校 無料
http://www3.saga-
ed.jp/school/edq101
59

佐賀県 佐賀市 ②
フリー参観デー
創立３０周年記念式
典・記念講演会

　本校創立３０周年記念式典及び講演会（講師は本校卒業生
のはなわ氏）を行います。

11月7日(水)
鍋島中学校
体育館

鍋島中学校 無料
http://www3.saga-
ed.jp/school/edq101
59

佐賀県 佐賀市 ② 芸術鑑賞 　狂言の鑑賞です。 11月12日(月)
鍋島中学校
体育館

鍋島中学校 無料
http://www3.saga-
ed.jp/school/edq101
59

佐賀県 佐賀市 ② 文化発表会
生徒による学習成果の発表（展示発表：各教科、総合的な学
習の時間での取り組みなど　ステージ発表：意見発表、英語暗
唱、合唱、劇など）

10月28日
富士中学校
体育館

富士中学校 無料
hppt://www3.saga-
ed.jp.lg.jp

佐賀県 佐賀市 ②
佐賀市学校フリー参観
デー
富士南フェスタ

児童の文化発表、保護者や地域の方々との交流、教育講演会
などを行います。

11月11日 富士南小学校 富士南小学校 無料
http://www2.saga-
ed.jp/school/edq107
01/

佐賀県 佐賀市 ②
芙蓉小・中文化祭
並びに、フリー参観
デー

　劇や合唱等、特別活動の発表を行います。小学校低学年
は、出し物がないときには教室にて教科の授業を公開します。
小学部６年生は、平和教育の成果の発表も行います。

11月10日 芙蓉校体育館
芙蓉小学校
芙蓉中学校

無料
http://www3.saga-
ed.jp/school/edq101
58/

佐賀県 佐賀市 ① 土曜開放
学校の施設を開放して，生け花教室やバドミントン教室，パソ
コン教室などの児童の興味・関心のある活動を行います。

11月3日
11月17日

兵庫小学校 教育振興会 無料 0952-23-5791

佐賀県 佐賀市 ② 安全教室
通学路の歩き方や，河川・クリーク等の危険性，自転車のヘル
メット着用を映像を通して考えさせます。

11月8日 兵庫小学校体育館 兵庫小学校 無料 0952-23-5791

佐賀県 佐賀市 ①
兵庫町
少年の主張大会

校区内の小中学生が，人権問題や環境問題・兵庫町のことな
どについて発表します。

11月17日 兵庫町公民館 校区青少年健全育成会議 無料 0952-23-5791

佐賀県 佐賀市 ①
城南豊夢学園
教育講演会

「地域とともにある学校づくり」に関する講演会が開催されま
す。

11月9日
城南中学校
体育館

城南豊夢学園運営協議会
（城南中・赤松小・北川副
小）

無料 城南中学校

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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佐賀県 佐賀市 ②
子どもの教育を考える
日

始業時から帰りの掃除までの学校生活の参観と１・３・５年は
親子ふれあい活動

11月11日 春日小学校 春日小 無料 0952-62-2128

佐賀県 佐賀市 ① 春日っ子ワクワク祭
地域・保護者・児童・職員がバザー・出店等の催し物を通した
ふれあい活動

10月13日 春日小学校 春日小ＰＴＡ 0952-62-2128

佐賀県 佐賀市 ③ 音楽鑑賞会
バザーの還元もかね、プロの楽団を呼び、地域・保護者・児童
参加の音楽鑑賞会

11月20日 春日小学校 春日小ＰＴＡ・春日小 無料 0952-62-2128

佐賀県 佐賀市 ①
若楠校区
少年の主張大会

校区内の小中学生を対象とした主張大会 11月10日 若楠公民館
若楠校区青少年健全育成
協議会

無料
wakakusu@po.bunbun
.ne.jp

佐賀県 佐賀市 ② 若楠音楽集会 学年ごとに合唱の発表会 11月15日 若楠小学校 若楠小学校 無料 若楠小学校

佐賀県 佐賀市 ③ 若楠公民館文化祭
文化作品展示、サークル，学校，公民館講座受講者による発
表　等

11月17日 若楠公民館 若楠公民館 無料
wakakusu@po.bunbun
.ne.jp

佐賀県 佐賀市 ② 合唱コンクール 生徒による文化活動の発表 10月22日 城西中学校体育館 城西中学校 無料
城西中学校
0952-24-9220

佐賀県 佐賀市 ② 文化発表会 生徒による文化活動の発表 10月31日 城西中学校 城西中学校 無料
城西中学校
0952-24-9220

佐賀県 佐賀市 ② 城南中文化発表会 生徒による文化活動の発表 10月26日 城南中学校 城南中学校 無料
城南中学校
0952-24-4338

佐賀県 佐賀市 ①
北川副校区
少年の主張大会

北川副校区在住の小・中学生が、日頃考えている思い等を地
域に発信する。

10月27日 北川副公民館
北川副校区青少年健全育
成会

無料
http://www.bunbun.n
e.jp/~kitakawa/

佐賀県 佐賀市 ①②
新入学説明会を活用し
た家庭教育講座

新入学説明会に参加される保護者の方々に、保護者としての
役割や家庭教育の重要性などを再認識してもらい、市全体の
家庭教育力向上を図る。

11月2日 城南中学校 城南中学校 無料
城南中学校
0952-24-4338

佐賀県 佐賀市 ①③ 北川副校区民文化祭
校区の子どもや大人並びに公民館で文化活動などを実施して
いる方々の成果発表を中心にした校区民交流の場。

11月11日 北川副公民館 北川副公民館 無料
http://www.bunbun.n
e.jp/~kitakawa/

佐賀県 佐賀市 ② 文化発表会
　児童生徒（小６から中３まで）の学習発表会
　で意見発表・劇・合唱などがあり、地域の方
　も多数参観されます。

11月3日
北山校
体育館

小中一貫校
北山校

無料
http://www2.saga-
ed.jp/school/hokuzan
/

佐賀県 佐賀市 ② 諸富町クリーン作戦 地域清掃活動 11月9日 諸富町内
諸富中
諸富北小
諸富南小

無料
佐賀市立
諸富北小学校
0952-47-2834

佐賀県 佐賀市 ② 文化発表会 生徒のステージ発表や展示発表 10月20日
小中一貫校思斉館中学
部体育館

小中一貫校思斉館中学部 無料
小中一貫校思斉館中
学部

佐賀県 佐賀市 ② フリー参観デー 授業参観 11月2日
小中一貫校思斉館中学
部

小中一貫校思斉館中学部 無料
小中一貫校思斉館中
学部

佐賀県 白石町 ② 「須古寿司」調理
白石町在住の方を講師に招き，地域伝統料理「須古寿司」の
調理実習と食文化指導を行う

11月上旬～下旬
白石高等学校
調理実習室

白石高等学校 白石高等学校

佐賀県 白石町 ② 先輩と語る会
各方面で活躍している先輩を講師に招き職業に関する講義を
してもらう

11月上旬
白石高等学校
1年各教室

白石高等学校 白石高等学校

佐賀県 白石町 ②
県中学校駅伝競技大
会

　県下９地区対抗による、男子６区間（20ｋｍ）、女子５区間（12
ｋｍ）のコースで行われ、12月16日に開催される全国大会の出
場権を競い合う。

11月6日
白石町福富マイランド公
園　中学駅伝コース

佐賀県中学校体育連盟 無料
県中体連事務局
0952-71-1733

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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佐賀県 白石町 ② 佐農祭
佐賀農業高等学校の文化祭。生徒が授業で作成した作品の
展示。また、生徒が栽培、加工した農産物を販売します。

11月16日,17日
佐賀農業
高等学校

佐賀農業
高等学校

http://www3.saga-
ed.jp/school/edq100
25/

佐賀県 白石町 ①
ファミリー
スポーツデー

ゴルフ場を開放して町民に生涯スポーツの促進を図るため、グ
ラウンド・ゴルフ、ターゲットバードゴルフ、ゴルフ等を実施しま
す。

11月3日
むつごろう
カントリークラブ

白石町教育委員会 無料

白石町
教育委員会
生涯学習課
生涯スポーツ係
:0952-84-7129

佐賀県 白石町 ③ 白石文化祭
白石町白石地域で開催される白石文化協会主催の文化祭で
す。舞踊等の芸能発表、会員による作品の展示などが催され
ます。

11月3日～4日 白石総合センター 白石文化協会 無料
白石文化協会
事務局
:0952-84-3653

佐賀県 白石町 ③ 有明文化まつり
白石町有明地域で開催される有明文化協会主催の文化祭で
す。舞踊等の芸能発表、会員による作品の展示などが催され
ます。

11月10日～11日
有明スカイパーク
ふれあい郷

有明文化協会 無料

(有明公民館内)
有明文化協会
事務局
0954-65-3135

佐賀県 白石町 ④
町内一斉
フリー参観デー

町内学校一斉に保護者及び地域の方へ自由に授業参観をし
てもらうもの

11月1日 各小中学校 各小中学校 無料

白石町
教育委員会
学校教育課
0952-84-7128

佐賀県 多久市 ① 多久市論語かるた大会
多久市で作成している論語かるたを使い、百人一首形式で「幼
児の部・小学生の部・中学生の部・一般の部（高校生以上）」に
分かれて、論語かるた大会を行います。

12月9日 西渓中学校体育館
多久市教育委員会・財団法
人孔子の里・多久市児童愛
護班・多久市中央公民館

無料

多久市
教育委員会
生涯学習課
0952-74-3241

佐賀県 多久市 ①
全国ふるさと漢詩コン
テスト

漢詩コンテスト及び講演会を行います。 11月3日 多久市東原庠舎 財団法人孔子の里 無料
財団法人
孔子の里
0952-75-5112

佐賀県 多久市 ③ 多久市文化まつり 文化作品展示及び芸能披露を行います。
11月17日～
11月18日

多久市中央公民館 多久市文化連盟

多久市
教育委員会
生涯学習課
0952-74-3241

佐賀県 多久市 ③
多久聖廟
秋季釈菜、孔子祭

春と秋の年2回、孔子を敬いお供え物をする儀式及び芸能披
露を行います。

10月28日 多久聖廟 財団法人孔子の里 無料
財団法人
孔子の里
0952-75-5112

佐賀県 多久市 ③
特別展
「石炭炭鉱展」

市内に残っている炭鉱資料を展示します。
10月5日

～
12月5日

多久市郷土資料館 多久市郷土資料館 無料
多久市
郷土資料館
0952-75-3002

佐賀県 多久市 ①
東多久
町民球技大会

40歳以上を対象として、男子がスローピッチソフトボール、女子
がソフトバレーボールを行ないます。

11月18日 東部中学校
東多久町体育協会
東多久公民館

無料
東多久公民館
0952-76-2402

佐賀県 多久市 ① 家庭教育学級 講話、体験、見学などを行います。 11月8日
未定（東多久公民館集
合）

東多久公民館 無料
東多久公民館
0952-76-2402

佐賀県 多久市 ③ 観月会
中秋の名月を町民で観賞し、郷土料理・郷土芸能を楽しみな
がら、親睦を深めます。

10月2日 宝満山公園広場 西多久町を考える会
西多久公民館
0952-75-2205

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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佐賀県 多久市 ③ ふれあいまつり

町民の生きがい・健康づくりを目的とした文化活動発表会・綱
引き大会や、町づくりを推進する為に必要な意思疎通を目的と
した親睦会、青少年健全育成を考えた子供の演劇・郷土芸能
披露などを行います。

10月28日 西多久公民館広場 ふれあいまつり実行委員会
西多久公民館
0952-75-2205

佐賀県 多久市 ①
読書週間行事：図書館
クイズ

市内児童を対象に本や物語、図書館、郷土に関するクイズを
出題します。

10月27日
～

11月9日
多久市立図書館 多久市立図書館 無料

多久市立図書館
0952-75-2233

佐賀県 多久市 ② 学校訪問・公開
校長等との意見交換及び授業参観，学校施設等の視察を行
います。

10月24日 中央中学校 多久市教育委員会 無料
多久市教育委員会
学校教育課
0952-75-2227

佐賀県 多久市 ② 学校訪問・公開
校長等との意見交換及び授業参観，学校施設等の視察を行
います。

10月31日 南部小学校 多久市教育委員会 無料

多久市
教育委員会
学校教育課
0952-75-2227

佐賀県 多久市 ②
ノーテレビ・
ノーゲームデー

佐賀県教育週間における佐賀県ＰＴＡ連合会一斉取り組み活
動で，この日はテレビやゲームをやめて，読書をしたり，家族
で語らう時間を設けたりして家庭や地域で，楽しいひとときを過
ごします。

11月1日 市内一円
多久市教育委員会・多久市
ＰＴＡ連合会

無料

多久市
教育委員会
学校教育課
0952-75-2227

佐賀県 多久市 ② 多久市就学相談
小学校・中学校の入学に関する保護者対象の就学相談会を
実施します。

11月1日 多久市社会福祉会館 多久市教育委員会 無料

多久市
教育委員会
学校教育課
0952-75-2227

佐賀県 多久市 ② 多久まつり
緑が丘学校の児童が日頃練習した鼓笛の成果を披露し，多久
まつりを盛り上げる。

11月3日 多久市役所前広場 多久市教育委員会 無料

多久市
教育委員会
学校教育課
0952-75-2227

佐賀県 多久市 ②
第１６回産技祭で　の
鼓笛披露

市内学校の児童生徒が日頃練習した鼓笛の成果を披露する
とともに，祭りを盛り上げるべくパレードを行います。（予定）

１１月上旬 佐賀県立産業技術学院 多久市教育委員会 無料

多久市
教育委員会
学校教育課
0952-75-2227

佐賀県 多久市 ①②③
多久市教育委員会表
彰

多久市の社会教育・学校教育課・文化・体育等における功労
者・業績を残した方を教育委員会で表彰する。

１１月上旬 多久市役所 多久市教育委員会 無料

多久市
教育委員会
教育総務課
0952-75-3450

佐賀県 多久市 ② 多久市教育の日
多久市教委委嘱「学力向上」研究の授業公開・教育講演会を
開催します。当日は，「多久市教育の日」として設定し，広く市
民にも学校公開します。

11月11日
市内全学校
中央公民館 多久市教育委員会 無料

多久市
教育委員会
学校教育課
0952-75-2227

佐賀県 武雄市 ②
佐賀県学校保健安全
研究協議大会

学校・三師会・家庭・地域社会・行政の学校保健関係者が一堂
に会し、その連携による保健・安全教育のあり方について協議
していきます。

10月25日
武雄市
文化会館
大ホール

佐賀県教育
委員会
佐賀県学校
保健会

佐賀県教育庁
学校教育課
健康教育担当
0952-25-7234

学校関係者
学校医・学校歯科医・
学校薬剤師・ＰＴＡ関
係・保健福祉事務所

佐賀県 武雄市 ① くろかみ自然塾
小学1.2年生を対象に1泊2日で黒髪の自然の中でのわんぱく
大冒険やクラフト活動などの体験活動

10月27日～28日
佐賀県黒髪少年自然の
家

佐賀県教育文化振興財団
佐賀県黒髪少年自然の家

http://www.kurokami
-saga.jp/

佐賀県 武雄市 ①
芋つくりプロジェクト「秋
の収穫祭」

親子を対象に1泊2日で「芋の収穫」と芋を材料とした野外炊飯
などの体験活動

11月10日～11日
佐賀県黒髪少年自然の
家

佐賀県教育文化振興財団
佐賀県黒髪少年自然の家

http://www.kurokami
-saga.jp/
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佐賀県 武雄市 ①
黒髪山系の紅葉と窯元
めぐり

18歳以上の者を対象に1泊2日で紅葉と窯元めぐり及び焼き物
つくりの体験活動

11月24日～25日
佐賀県黒髪少年自然の
家

佐賀県教育文化振興財団
佐賀県黒髪少年自然の家

無料
http://www.kurokami
-saga.jp/

佐賀県 武雄市 ①
施設開放「親子で集お
う！黒髪の杜」

園児及び小学低学年とその親を対象に黒髪少年自然の家の
施設を開放し、クラフト活動や自然体験を提供する。

11月～2月
佐賀県黒髪少年自然の
家

佐賀県教育文化振興財団
佐賀県黒髪少年自然の家

無料
http://www.kurokami
-saga.jp/

佐賀県 武雄市 ② 芸術鑑賞会
・午後に、外部の劇団（東京演劇アンサンブル）に依頼し、プロ
の演劇を鑑賞する。

10月24日 武雄青陵中学校体育館 武雄青陵中学校 0954‐22‐3177

佐賀県 武雄市 ②
武雄青陵中学校文化
発表会

・午後に、部活動や学習の成果発表を行う。
・校舎内では、部活動や学習の成果発表の展示を行う。
・ステージ発表や展示を参観してもらうように保護者等に案内
をする。

10月26日 武雄青陵中学校体育館 武雄青陵中学校 無料 0954‐22‐3178

佐賀県 武雄市 ②
武雄青陵中学校合唱コ
ンクール

・午後に、各学級ごとの合唱の披露およびコンクールを行う。
・参観してもらうように保護者等に案内をする。

10月31日
武雄市文化会館大ホー
ル

武雄青陵中学校 無料 0954‐22‐3179

佐賀県 武雄市 ②

平成２４年度
佐賀県高等学校
総合文化祭
連合音楽祭
吹奏楽部門

県内の高等学校の吹奏楽部の生徒の発表及び審査をしま
す。

11月11日
　武雄市
文化会館
大ホール

佐賀県
高等学校
文化連盟

無料

佐賀県高等学校文化
連盟 吹奏楽専門部
事務局
早稲田佐賀高等学校
0955-58-9000

佐賀県 武雄市 ②
教育課程研究指定事
業（英語）発表会

新教育課程の実施に先立ち、文科省の研究指定を受けて２ヵ
年度に渡り実施した研究成果の発表（公開授業と研究討議）。

10月23日 武雄高等学校 武雄高等学校 無料 0954-22-3103 一般公開なし

佐賀県 武雄市 ②
中高一貫教育授業参
観・研修会

武雄青陵中学校・武雄高等学校の職員による公開授業・授業
参観・教科ごとの研修会

11月2日 武雄高等学校 武雄高等学校 無料 0954-22-3103 一般公開なし

佐賀県 武雄市 ② 芸術鑑賞会 生徒・職員による観劇（「Touch ～孤独から愛へ」） 11月5日 武雄市文化会館 武雄高等学校 0954-22-3103 一般公開なし

佐賀県 武雄市 ②
九州地区高等学校国
語教育研究大会・公開
授業

九州各県の国語教師の研究会が佐賀県で開催され、その公
開授業を武雄高等学校で実施。

11月8日 武雄高等学校
九州地区高等学校国語教
育研究会

無料 0954-22-3103 一般公開なし

佐賀県 武雄市 ① 朝日町文化祭 朝日町民による文化発表会 10月27日・２８日 朝日公民館他 朝日公民館 無料 0954－22－3872

佐賀県 武雄市 ① 西川登町文化祭 西川登町民による文化発表会 10月27日 西川登公民館他 西川登公民館 無料 0954－28－2004

佐賀県 武雄市 ① 北方町文化発表会 北方町民による文化発表会 11月1日～3日 北方公民館他 北方公民館 無料 0954－36－2515

佐賀県 武雄市 ① 山内町文化発表会 山内町民による文化発表会 11月2日～4日 山内公民館他 山内公民館 無料 0954－45－2139

佐賀県 武雄市 ② 武雄北中文化祭 武雄北中学校生による文化発表会 11月4日 武雄北中 武雄北中 無料 0954－27－2004

佐賀県 武雄市 ① 武内町文化発表会 武内町民による文化発表会 11月10日 武内公民館 武内公民館 無料 0954－27－2001

佐賀県 武雄市 ③ 武雄市美術展覧会 絵画、工芸、書、デザイン、写真、彫塑等の展示 11月2日～4日 武雄市文化会館 武雄市文化連盟 無料 0954－23－5166

佐賀県 武雄市 ①・③ 武雄市文化祭 舞踊、吟詠、華道、演奏会ほか 10月～11月 武雄市文化会館 武雄市文化会議 無料 0954－23－5166

佐賀県 武雄市 ② 佐賀県青少年劇場 優れた芸術を子どもたちに直接触れてもらう 10月30日
武雄小学校
北方小学校

武雄市教育委員会
文化・学習課

無料 0954－23－5166

佐賀県 武雄市 ③ 宝石箱コンサート オペラ鑑賞 10月13日
北方公民館
ホール

武雄市教育委員会
文化・学習課

0954－23－5166
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佐賀県 武雄市 ①・③ 史跡めぐり 市内の史跡等を歩いて巡る 11月10日 西川登町
武雄市教育委員会
文化・学習課

0954－23－5166

佐賀県 武雄市 ③ 武雄市伝統芸能まつり 民俗芸能の発表 11月17日 武雄町
武雄市伝統芸能保存連絡
協議会

0954－23－5166

佐賀県 武雄市 ②③
ふれあいフェスティバ
ル
ふれあいマーケット

・育友会・地区子どもクラブ・社会体育の交流を図る。
・地域・保護者・学校の連携を深める。
・地域のボランティアティーチャーを招き、交流を図ると共に、
児童の専門性を高める。

10月21日
武雄小学校各教室
体育館
運動場

武雄小学校
育友会

無料

http://www2.saga-
ed.jp/school/edq135
01/
武雄小学校
0954-22-3171

佐賀県 武雄市 ②

ノーテレビデーノー
ゲームデー
及び生活習慣強化
デー

・親子のふれあいの時間を増やす。
・親子で読書をして多くの言葉を身に付ける。
・親子の相互理解を深めるとともに生活の習慣化を図る。

１０月２９日～１１
月２日

各家庭
武雄小学校

無料

http://www2.saga-
ed.jp/school/edq135
01/
武雄小学校
0954-22-3171

佐賀県 武雄市 ① 親子ふれあい行事
・育友会父親部を中心に、武雄小学校保護者児童を対象に親
子ふれあい桜山登山・クリーン作戦を開催。

11月4日 体育館 育友会 無料

http://www2.saga-
ed.jp/school/edq135
01/
武雄小学校
0954-22-3171

佐賀県 武雄市 ② フリー参観
・地域の方や保護者の方に、日頃の児童の１日の学校生活の
様子を知っていただく機会とする。

11月22日 武雄小学校各教室 武雄小学校 無料

http://www2.saga-
ed.jp/school/edq135
01/
武雄小学校
0954-22-3171

佐賀県 武雄市 ②
授業参観・ふれあいバ
ザー

全学級の授業参観後、親子や地域の人たちとのふれあいの場
として育友会主催の「ふれあいバザー」（手作りコーナー、リサ
イクルコーナー、お楽しみコーナー等）が行われる。

11月4日（日）
御船が丘小学校（教室・
体育館）

御船が丘小・御船が丘小育
友会

無料
http://www.cableone.
ne.jp/~mihunees/

佐賀県 武雄市 ②
校内相撲大会（町民授
業参観）

全学年が相撲場でトーナメントによる相撲大会を行う。 10月20日 朝日小相撲場
朝日小
朝日町相撲連盟

無料 0954-23-2834

佐賀県 武雄市 ② ふれあいバザー 昼休み地域・保護者対象に有休品バザーを行う。 10月20日 朝日小体育館 朝日小育友会 無料 0954-23-2834

佐賀県 武雄市 ①② 朝日町教育講演会
町民が朝日小に集まり、授業参観や子育て等についての講演
会に参加することで、明るく健全な青少年育成を目指す。

10月20日 朝日小多目的室

朝日町まちづくり推進会
朝日小育友会
朝日公民館
朝日小

無料 0954-23-2834

佐賀県 武雄市 ② 学習発表会
全学年が総合や教科でこれまで学習した成果を体育館ステー
ジや教室で発表する。

11月15日
朝日小体育館
各教室

朝日小 無料 0954-23-2834

佐賀県 武雄市 ② フリー参観
各学年でふれあい道徳の授業を行い、保護者や地域の方々
に自由に参観していただきます。

11月11日 若木小学校 若木小学校 無料 0954-26-2006

佐賀県 武雄市 ②
教育講演会

出前講座（ひまわり講演会）として「インターネットの安全な使
い方」をテーマに、県警察本部生活安全部から講師に来てい
ただいて、保護者を対象に講演会を行います。

11月11日 若木小学校 若木小学校 無料 0954-26-2006

佐賀県 武雄市 ② 子等子等コンサート
バイオリン、フルート、ピアノ、うたの４人による演奏・独唱・合
唱を取り入れたコンサートを児童を対象として行います。

11月15日 若木小学校 若木小学校 無料 0954-26-2006
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佐賀県 武雄市 ②
授業参観・感謝集会
ふれあい祭り・育友会
バザー

・授業参観は日頃の学習の様子や成果を公開し参観していた
だくよう計画しています。また、感謝集会では日頃お世話に
なっている地域の方々を招いて感謝の気持ちを伝える会を実
施します。
・ふれあい祭り、育友会バザーは、児童、保護者、地域の方々
のふれあいの場として参加します。

11月11日(日)
武内小学校
武内神社

武内小
武内公民館
武内小育友会

無料
武内小学校
0954-27-2011

佐賀県 武雄市 ①③
西川登町
ふれあい祭り

町主催の文化祭 10月27日・28日 西川登公民館 西川登町 無料
西川登公民館
0954-28-2004

佐賀県 武雄市 ② 読み語りと音楽の調べ
「家読(うちどく)」を推奨するため、全校児童と保護者が絵本の
映像を映し出しながら歌や生演奏のＢＧＭ入りの読み語りを聴
く。

11月2日 体育館 西川登小学校 無料
西川登小学校
0954-28-2006

佐賀県 武雄市 ②③ ６年焼き物教室
地元の陶芸家を招いて、６年児童が卒業記念で開くお茶会用
のマイ茶碗を手作りする。

11月14日 図工室 西川登小学校 無料
西川登小学校
0954-28-2006

佐賀県 武雄市 ② 感謝の会
普段、学校の登下校や学習でお世話になっている地域の方々
をお招きし、感謝の意を表するために、自分たちが育てた鉢花
をプレゼントし、異学年の縦割班で出し物をする。

11月22日 体育館 西川登小学校 無料
西川登小学校
0954-28-2006

佐賀県 武雄市 ③ 教育フェスタ 音楽ボランティアグループとの合同コンサート 10月27日 東川登小学校 育友会 無料
東川登小学校
0954-23-2905

佐賀県 武雄市 ③ 読書振興行事 ボランティアによる本の読み聞かせ 11月6日 東川登小学校 東川登小学校 無料
東川登小学校
0954-23-2906

佐賀県 武雄市 ② フリー参観
全校児童による「人権集会」を行います。また，午前中3コマの
授業を公開します。その中で「ふれあい道徳」の実施も行いま
す。午後は「教育講演会」を開催する予定です。

11月2日 武雄市立橘小学校 武雄市立橘小学校 無料 0954-22-2925

佐賀県 武雄市 ③ スクールコンサート
クラシックの名曲の演奏の他，オペラ「セヴィリアの理髪師」が
上演されます。

11月7日 橘小学校 橘小学校 無料 0954-22-2925

佐賀県 武雄市 ②③ 黒髪大学との交流
1，2年生で，生活科の時間に町内の老人会の高齢者と一緒に
昔遊びをしたり，物を作ったりする中で交流しあい，相互理解
を深める。

10月18日 山内東小学校体育館等 山内公民館 無料
山内東小学校
TEL0954-45-3565

佐賀県 武雄市 ②
日曜フリー参観デー・
ふれあい祭り

午前：授業参観
午後：収穫したもち米での餅つき，バザー等（ＰＴＡ主催）

11月4日 山内東小学校敷地内 山内東小・ＰＴＡ 無料
山内東小学校
TEL0954-45-3566

佐賀県 武雄市 ②
実りの秋の学習発表会
（日曜フリー参観）

・各学年の出し物（合唱、劇、群読、合奏など）日ごろの学習の
成果を発表する会です。
・各学級の授業参観等もあります。

11月4日
山内西小学校（体育館・
教室）

山内西小学校 無料
山内西小学校
0954-45-3575
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佐賀県 武雄市 ③ 北方小ふれあいまつり

○午前：各学年で親子や地域とのふれあい
　　　　　活動を行います。
○午後：町内の各団体からの発表を予定し
　　　　　ています。
　　　　　（中学校のブラスバンド、浮流、保育
　　　　　　園・幼稚園の発表、各学年の発
　　　　　　表、ＰＴＡの発表、職員の発表等）
○ＰＴＡ主催のバザーを開催します。

11月11 日
北方小学校
各教室・体育館

北方小学校
ＰＴＡ

無料
http://www2.saga-
ed.jp/school/edq137
01/

佐賀県 武雄市 ② 合唱コンクール
学年別合唱コンクールを行います。
３年生と１・２年の最優秀学級は文化会館で合唱します。

11月1日
武雄中学校
武雄市文化会館

武雄中学校 無料
武雄中学校
0954-22-4105

佐賀県 武雄市 ②

武雄北中学校
夢プロジェクト
「ドリームミュージカル」
～夢ソングでつながる
絆～

東北支援の軌跡をミュージカルにして、全国に元気や勇気を
届けようとするプロジェクト。夢ハンカチを1万枚集めたり、募金
活動を行ったりした支援活動を手作りのミュージカルにする。
脚本や歌詞は、生徒自ら考えたオリジナルで、地域の方も参
加する地域一体型ミュージカルです。

11月3日 武雄北中学校 武雄北中学校 無料 0954-27-2004

佐賀県 武雄市 ②
川登中学校第39回文
化祭

本校の学年や学級の活動、部活動、学習活動、委員会活動の
展示やステージ発表及び合唱コンクール

11月4日 川登中学校体育館 川登中学校 無料

http://www3.saga-
ed.jp/school/edq135
53/

佐賀県 武雄市 ② 文化学習発表会 中学校生徒の文化活動の発表会です。 10月21日 山内中学校 山内中学校 無料 0954-45-3555

佐賀県 武雄市 ②
武雄の先輩に学ぶ事
業「講演会」

中学生対象の市政アドバイザー古賀純二氏（東京京橋「シェ・
イノ」料理長）の講演会

11月5日 山内中学校
武雄市学校教育課・山内中
学校

無料 0954-45-3555

佐賀県 武雄市 ② 文化活動発表会 ・合唱コンクールや演劇、生徒作品の展示など 10月30日 北方中学校 北方中学校 無料

http://www3.saga-
ed.jp/school/hokuch
uu/

佐賀県 太良町 ③ 太良町文化祭
作品展示・園音楽、学校音楽、混合発表、舞踊等のステージ
発表

11月３日～４日
自然休養村管理セン
ターほか

太良町文化連盟 無料
太良町
歴史民俗資料館
0954-67-2139

佐賀県 鳥栖市 ② 学校公開
①授業参観
②学校紹介（ビデオ、パンフレット）
③教育講演会

11月2日

中原特別支援学校鳥栖
田代分校

中原特別支援学校鳥栖田
代分校

無料 0942-81-4884

佐賀県 鳥栖市 ③ 芸術鑑賞会 芸術鑑賞会「ｔｏｕｃｈ 孤独から愛へ」 11月8日 鳥栖市文化会館
鳥栖工業高等学校
鳥栖商業高等学校
三養基高等学校

佐賀県 鳥栖市 ② 鳥栖商フェスティバル
生徒だけなく、地域の方や保護者等を招いて、舞台発表や展
示等を行う。

10月19日 鳥栖市文化会館 鳥栖商業高等学校 無料 0942-83-2153

佐賀県 鳥栖市 ① 図書館探検隊
図書館内を隅々まで探検し、図書館をより理解してもらいま
す。

10月28日 鳥栖市立図書館 鳥栖市立図書館 無料
鳥栖市立図書館
0942-85-3630

佐賀県 鳥栖市 ① 文学講座 古典を読み楽しんでもらいます。 11月4日 鳥栖市立図書館 鳥栖市立図書館 無料
鳥栖市立図書館
0942-85-3630
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佐賀県 鳥栖市 ① おはなし会
職員がえほん・てあそび・かみしばい・パネルシアターなどを読
み聞かせて、親子で楽しんでもらいます。

10月24日
10月31日
11月7日
11月14日

鳥栖市立図書館 鳥栖市立図書館 無料
鳥栖市立図書館
0942-85-3630

佐賀県 鳥栖市 ①
ブックスタートおはなし
ひろば
「とっとのめ」

赤ちゃん向けの行事です。赤ちゃんと一緒に手遊び・わらべう
たあそび・えほんよみ・親子あそび・簡単工作を楽しみます。

10月19日
10月26日
11月2日
11月9日

鳥栖市立図書館 鳥栖市立図書館 無料
鳥栖市立図書館
0942-85-3630

佐賀県 鳥栖市 ① としょかん映画会 一般・こども向けに映画会を行います。 10月27日 鳥栖市立図書館 鳥栖市立図書館 無料
鳥栖市立図書館
0942-85-3630

佐賀県 鳥栖市 ③
第５１回 鳥栖市民文化
祭

多くの市民の参加により、舞台発表や作品展示が行われま
す。また、第２９回鳥栖基山地区小中学校音楽祭やグループ
対抗歌合戦、合同茶会などの催し物も行われます。

11月3日
11月4日
11月14日

鳥栖市民文化会館、市
民体育館

鳥栖市、鳥栖市教育委員
会、鳥栖市文化連盟

鳥栖市民文化祭
実行委員会
（鳥栖市民文化会館
内 0942-85-3645）

佐賀県 みやき町 ①
三根校区
小・中学校交流主張会

小・中学生が学校・家庭・郷土及び友人との係わり合いの中
で、日ごろ考えていることや感じていることを発表します。

11月8日 三根中学校体育館
みやき町青少年育成町民会
議

無料

みやき町
教育委員会
社会教育課
0942-89-3163

佐賀県 みやき町 ①
北茂安校区小・中学校
交流主張会

小・中学生が学校・家庭・郷土及び友人との係わり合いの中
で、日ごろ考えていることや感じていることを発表します。

11月15日 北茂安小学校講堂
みやき町青少年育成町民会
議

無料

みやき町
教育委員会
社会教育課
0942-89-3163

佐賀県 みやき町 ①
中原校区小・中学校交
流主張会

小・中学生が学校・家庭・郷土及び友人との係わり合いの中
で、日ごろ考えていることや感じていることを発表します。

11月29日 中原体育館
みやき町青少年育成町民会
議

無料

みやき町
教育委員会
社会教育課
0942-89-3163

佐賀県 みやき町 ②
三根中学校
文化発表会

日ごろの学習の成果として、舞台発表・展示発表等を行いま
す。

10月31日 三根中学校 みやき町立三根中学校 無料
三根中学校
0942-96-2229

佐賀県 みやき町 ②
北茂安中学校
文化発表会

日ごろの学習の成果として、舞台発表・展示発表等を行いま
す。

11月2日
北茂安
中学校

みやき町立北茂安中学校 無料
北茂安中学校
0942-89-2008

佐賀県 みやき町 ②
中原中学校
文化発表会

日ごろの学習の成果として、舞台発表・展示発表等を行いま
す。

11月4日 中原中学校 みやき町立中原中学校 無料
中原中学校
0942-94-2038

佐賀県 みやき町 ②
特別支援教育連携研
修会

・「自閉症・情緒障害学級の取り組みについて」
・「キャリア教育について」

10月23日 中原特別支援学校 中原特別支援学校 無料 0942-94-3575

佐賀県 みやき町 ②
特別支援教育連携研
修会

・「幼保小、小中、中高の連携について」
・「移行支援会議について」

11月14日 中原特別支援学校 中原特別支援学校 無料 0942-94-3575
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佐賀県
吉野ヶ里

町
③ 吉野ヶ里考古学講座

年間テーマを「考古学から探る佐賀の歴史」として、毎月第2土
曜日に開催しています。10月は、「吉野ヶ里遺跡からみえる弥
生の墓制」と題し、吉野ヶ里遺跡から発掘された甕棺墓と副葬
された遺物から弥生時代の墓制について紹介します。

11月10日
　13：30～
　　15：00

吉野ヶ里遺跡展示室 佐賀県

佐賀県教育庁文化財
課
0952-25-7232
吉野ヶ里遺跡展示室
0952-52-4130

 （吉野ヶ里歴史公園
の入園料・駐車料が
必要です）

・入園料
一般大人400円
一般小人80円
シルバー（65歳以上）
200円
・駐車料
普通車300円
二輪車100円

佐賀県
吉野ヶ里

町
③

第７回吉野ヶ里
ふるさと炎まつり

幼児から大人による古代衣装を纏ったたいまつ行列や赤熊太
鼓披露など各種イベントあり

10/27,28
吉野ヶ里
歴史公園

吉野ヶ里
ふるさと
炎まつり
実行委員会

無料
吉野ヶ里町
商工観光課
0952-37-0350

佐賀県
吉野ヶ里

町
②

東脊振中学校
文化発表会

合唱、劇などの発表や生徒作品の展示 10月28日 東脊振中学校 東脊振中学校 無料
東脊振中学校
0952-52-2529

佐賀県
吉野ヶ里

町
① 家庭教育学級

家庭の教育力向上のため保護者が、家庭教育に関する講演
を聴衆する。

10月30日 東脊振小学校 教育委員会 無料

吉野ヶ里町
教育委員会
社会教育課
0952-37-0340

佐賀県
吉野ヶ里

町
②

三田川中学校
文化発表会

合唱、劇などの発表や生徒作品の展示 11月2日 三田川中学校 三田川中学校 無料
三田川中学校
0952-52-2195

佐賀県
吉野ヶ里

町
③

第7回吉野ヶ里町文化
祭

広く町民に、日ごろ積み重ねてきた多彩な文化活動の成果を
一堂に会して発表する。

11/10,11 ふれあい館 町、町文化協会 無料
吉野ヶ里町
公民館
0952-52-3499
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