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宮城県 石巻市 ①
楽しさいっぱい・こども
展

　子育て中の市民を対象に、幼児期のよりよい教育環境の創
造をともに考えるため、親子で楽しめる講演会や、子育て支援
に関する制度等の紹介コーナーの設置、人権に関する啓発活
動を行ないます。

10月14日
イオン石巻店（緑の広
場）

石巻市/石巻市教育委員会
/南三陸人権啓発活動地域
ネットワーク協議会

無料
教育総務課
0225-95-1111（内線
5016）

宮城県 石巻市 ③
第２回　橋本晶氏資料
展

広範な活躍をし、多数の著作や資料を遺した橋本晶氏の資料
展。今年は方言と言語をテーマとする。

10月26日～11月
18日

石巻市図書館 石巻市図書館 無料
石巻市図書館
0225-93-8635

宮城県 石巻市 ①③④ ふるさと子どもカレッジ
　市内の小学５・６年生を対象に、地域の教育力を活用し、自
然、文化等の体験学習を行います。

9月～2月 石巻市内 石巻市教育委員会
生涯学習課
0225-95-1111(内線
5053）

市内小学5･6年生対
象

宮城県 石巻市 ②
ふるさと大好き中学生
育成事業

市内の中学校１年生がボランティア体験や地域における交流
活動、伝統文化継承活動等を実施します。

5月～12月 市内各中学校 市内各中学校 無料
学校教育課
0225-95-1111

宮城県 岩沼市 ① 里山体験学習
自然に親しむという観点から、身近な生物、植物の観察を行
う。

10月16～18, 23～
25日

グリーンピア岩沼
岩沼市教育委員会生涯学
習課

無料
0223-22-1111（内線
572）

宮城県 大河原町 ② 音楽発表会 全児童が学年ごとに日頃の音楽の学習の成果を発表する 11月2日 大河原小学校体育館 大河原小学校 無料
daisyo@town.ogawara
..miyagi.jo

宮城県 大河原町 ②③
大河原町小・中学校音
楽祭

町内小中学校の代表が合唱や合奏を発表 10月24日 仙南芸術文化センター 大河原町教育委員会 無料 0224－53－1369 事務局　金ヶ瀬中

宮城県 大河原町 ②
もがり祭り「収穫祭・音
楽発表会」

野菜の収穫を地域の人と喜びを分かち合う。また、全学年の
合奏と合唱の発表

10月20日 大河原南小学校体育館 大河原南小学校 無料 0224－53－4220

宮城県 大河原町 ② 自由参観・教育相談 保護者や地域住民に公開する。また、教育相談も行う 11月14日 金ヶ瀬小学校 金ヶ瀬小学校 無料 0224ー53ー1366

宮城県 大河原町 ② 自由参観 学校教育の様子を保護者等に自由に参観 10月30, 31日 大河原中学校 大河原中学校 無料 0224－52－3501

宮城県 大河原町 ①② みやぎ教育の日
大河原教育事務所管内の学校教育及び社会教育に関するパ
ネル展示

11月1～7日
大河原合同庁舎１階
ホール

大河原教育事務所 無料
http://www.pref.miya
gi.jp/ok-kyouiku/

宮城県 大河原町 ①② 学力向上フォーラム
全国学力・学習状況調査結果において，高位県の秋田県指導
主事を招き，秋田県における学力向上に向けた取組について
学ぶとともに，学校と家庭の連携の在り方について考える。

10月18日
大河原合同庁舎大会議
室

大河原教育事務所 無料
http://www.pref.miya
gi.jp/ok-kyouiku/

参加対象者は，管内
の小・中学校教員及
び保護者。
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宮城県 大崎市 ② いい音楽の日
毎月１１日を「いい音楽の日」と設定し，市内各小・中学校で音
楽活動に取り組みます。

11月11日（前後含
む）

大崎市内各小・中学校 大崎市教育委員会 市内各小・中学校

宮城県 大崎市 ②

平成２４年度みやぎ教
育の日普及事業
北部管内小・中学校紹
介パネル展

みやぎ教育の日を定める条例のあらましと管内小・中学校（古
川黎明中学校含む）
７４校の学校紹介のパネルを掲示する。

11月5～26日

○大崎合同庁舎 １階ロ
ビー
○イオン古川店　１階東
側入口

宮城県
北部教育事務所

無料 0229-91-0739

宮城県 女川町 ③ 町民文化祭
町民の作品の展示や体験型のブースを設け
て文化芸術の交流を図る。また、女川町にゆかり人物の特別
展示も実施する。

11月3, 4日 総合体育館 町文化協会 無料 0225-53-2295 なし

宮城県 角田市 ②
角田市小・中学校音楽
祭

市内小中学校の代表が合唱や合奏を発表 11月2日 角田市立角田小学校
角田市児童生徒活動推進
委員会

無料 0224-63-1144

宮城県 角田市 ③ 角田市市民文化祭 絵画や写真，書などの芸術文化作品の展示 11月9, 10, 11日
角田市農村環境改善セ
ンター

角田市文化協会 無料 0224-63-5281

宮城県 川崎町 ② 退職校長会出前授業 退職校長による理科の授業を行います。 11月6日 川崎小学校 柴田郡退職校長会 無料
川崎町教育委員会
学務課　0224-84-
2111

宮城県 気仙沼市 ②
「みやぎ教育月間」気
仙沼・本吉地方教育講
演会

東日本大震災被災地踏査結果についての報告を行います。
（講師：大阪市立大教授）

11月末 はまなすホール 気仙沼市教育委員会 無料
気仙沼市教育委員会
TEL:0226-22-6600
（内線452）

宮城県 気仙沼市 ③
平成24年度気仙沼市
民文化祭

日ごろの文化芸術活動を発表，鑑賞する市民手作りの文化祭
として，舞台・展示・文芸・茶道華道など約３０種目の催しが開
催されます。

10月20日～11月4
日

気仙沼市民会館　他 気仙沼市文化協会 無料
気仙沼市教育委員会
TEL:0226-22-6600
（内線465）

宮城県 気仙沼市 ④
平成24年度気仙沼市
文化財保護強調月間

宮城県内の文化財の被災状況と復興に向けた歩みを紹介す
るパネル展を開催します。

11月1～30日
気仙沼市地域交流セン
ター他

気仙沼市教育委員会 無料
気仙沼市教育委員会
TEL:0226-22-6600
（内線465）

宮城県 気仙沼市 ② 管内の学校紹介 各校の特色ある活動を写真等で紹介します 11月１～７日 気仙沼合同庁舎 南三陸教育事務所 無料
http://www.pref.miya
gi.jp/mskyoz/index.ht
m

宮城県 気仙沼市 ① 「命のヒマワリ」を描こう
（絵画ワークショップ）　　　　　　　　　　　　　　　東北現地での絵
画を通じ、子供達の心のケアの為、絵筆に託し「命のヒマワリ」
を描いてもらいます。

10月15～23日
市立階上小学校
市立階上中学校

公益社団法人日本南画院 無料
本部事務局　　　多田
075-252-6675

宮城県 蔵王町 ① 自然の家ｵｰﾌﾟﾝﾃﾞｰ
宮城県蔵王自然の家において、広く一般の方々にご利用いた
だけるよう、自然の材料を使用した創作活動、自然の家周辺
の散策＜ニューｽﾎﾟｰﾂの体験などを行う。

10月28日 蔵王自然の家 宮城県蔵王自然の家 0224-34-210１
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宮城県 塩竈市 ①②③
平成24年度教育功績
者表彰式

学校教育、社会教育、芸術、文化、スポーツその他教育の振
興に顕著な功績のあった個人・学校・団体等に対して表彰を行
います。

11月1日
ふれあい　　　エスプ塩
釜

塩竈市教育委員会 無料
塩竈市　教育委員会
教育総務課　　　022-
362-7744

宮城県 塩竈市 ①③
塩竈学問所講座
≪災害の歴史に学ぶ
≫

塩竈の歴史を知り、思いを共感することで、郷土意識を培い、
まちへの愛着や、誇りを育む講座です。今年は、塩竈の過去
（古代から現代まで）の災害の歴史―記録・実情に焦点をあて
て学び、今後の防災を考える機会とします。

11月18日
全3回（9月30日,
10月7日, 11月18
日）

塩竈市公民館図書室 教育委員会生涯学習課
塩竈市　教育委員会
教育総務課　　　022-
362-7744

宮城県 塩竈市 ③ 第65回塩竈市美術展
洋画、日本画、書道の一般公募展。宮城県内では河北展に次
ぐ歴史ある美術展であり、美術を志す新人作家の登竜門とし
ての役割を担い、多くの芸術家を輩出しています。

11月6～11日
展示会場　ふれあい
エスプ塩竈

塩竈市・塩竈市教育委員
会・塩釜市芸術文化協会

無料
塩竈市公民館　022-
365-3341

宮城県 塩竈市 ② 教育フェスティバル

学校教育や社会教育の日頃の取り組みについて、展示・ス
テージ発表等を通して、広く市民に理解してもらうとともに、家
庭･地域社会及び学校の連携の必要性について理解と啓発を
図ります。同時に「給食まつり」を開催し、各学校の給食の取
組、食育活動を紹介します。また、体験ブース、ものづくりコー
ナーの設置もあります。

11月10日 塩釜ガス体育館 塩竈市教育委員会 無料
塩竈市  教育委員会
学校教育課
022-365-3216

宮城県 塩竈市 ① 塩竈こどもゆめ議会

小学6年生が子ども議員となって、9回の特別委員会と議場で
の本会議を行います。自分たちが住んでいるまちに目を向け、
より良いまちにするためにはどうしたらいいのか、子どもたちが
主体的に考え取り組みます。

11日11日 塩竈市議会議場 J'S塩竈・塩竈市教育員会 無料
塩竈市　教育委員会
生涯学習課　　　022-
362-2556

宮城県 塩竈市 ①
しおがま何でも体感団
「市場へ行こう！」

小学5・6年生を対象に、塩竈の歴史、文化、産業、食を学ぶ連
続講座の第4回目。観光名所でもある「塩釜水産物仲卸市場」
で買物体験をし、買ったものを網焼きして食べて、塩竈の食の
魅力を満喫します。

11月18日 塩釜水産物仲卸市場 教育委員会生涯学習課
塩竈市　教育委員会
生涯学習課　　　022-
362-2556

宮城県 色麻町 ③ 第32回町民文化祭 町文化協会加盟団体によるステージ発表、作品展示 10月28日 農村環境改善センター 町文化協会 無料
色麻町公民館0229-
65-3110

宮城県 柴田町 ③
槻木地区
ふるさとまつり

槻木小学校区の住民及び学習センターの利用者に対し，芸術
文化活動の発表の場（展示・ステージ発表）を住民と学習セン
ターが協働して開催します。

10月13, 14日 槻木生涯学習センター 槻木生涯学習センター 無料
槻木生涯学習セン
ター
0224-56-1997

宮城県 柴田町 ③ 文化協会文化祭
本協会に加盟している団体が、日頃の練習や活動をしている
発表の場として、芸能発表大会と展示発表会を開催する。

10月27, 28日 槻木生涯学習センター 柴田町文化協会 無料
槻木生涯学習セン
ター
0224-56-1997

宮城県 柴田町 ③ 図書館まつり
図書館の果たす役割は大きく、町民はじめ利用者とともに交流
を深めることを目的として開催。秋は読書週間にあわせ、静か
な催しを企画開催する。

10月28日 柴田町図書館 柴田町図書館 無料
柴田町図書館
0224-86-3820
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宮城県 柴田町 ③ 西住地区文化祭
地区住民や公民館等で活動している団体等が，作品の展示や
演芸等を披露し，地域住民の親睦を深めます。

11月3, 4日 西住公民館 第30行政区 無料
船岡生涯学習セン
ター
0224-59-2520

宮城県 柴田町 ③ 東船岡秋まつり
東船岡小学校が協議会との共催で実施。学習発表会や老人
会，地域住民による出店が並び，会場は多くの人で賑わいま
す。

11月10日 東船岡小学校
東船岡地区ふるさとづくり推
進協議会

無料
船岡生涯学習セン
ター
0224-59-2520

宮城県 柴田町 ③
第27回船迫小地区ふ
るさと文化祭

地区住民や公民館等で活動している団体等が，作品の展示や
演芸等を披露し，地域住民の親睦を深めます。

11月10, 11日 船迫生涯学習センター
船迫小地区ふるさと運動推
進協議会

無料
船迫生涯学習セン
ター
0224-57-2011

宮城県 柴田町 ①
柴田町子どもフェスティ
バル

町内の子どもたちが一堂に会し，子ども会等が設けた遊びの
ブースで様々な遊びを体験することにより，子どもたちの交流
を図るものです。いっぱい遊ぶと，駄菓子がもらえます。

11月11日
柴田町農村環境改善セ
ンター

柴田町子ども会育成会連絡
協議会
柴田町
柴田町教育委員会

無料
柴田町教育委員会生
涯学習課
0224-55-2135

宮城県 柴田町 ③ しばた茶会
本格的な茶室（如心庵）を使った茶席（濃茶席）と，大寄せの広
間，立札（薄茶席）で，初心者でも気軽に茶に親しんでもらうた
めに開催

11月11日 しばたの郷土館 柴田町茶会運営委員会
しばたの郷土館
0224-55-0707

宮城県 柴田町 ③
姉妹都市丹陽市・往来
都市鎮江市文化交流
書画展

中国丹陽市・鎮江市の小中学生と柴田町の小中学生による書
道・絵画作品の展示をおこないます。

11月18～25日 しばたの郷土館
柴田町日中友好協会
柴田町教育委員会

無料
柴田町教育委員会生
涯学習課
0224-55-2135

宮城県 柴田町 ② フリー参観日
保護者や地域の方々が、自由に学校内の教育活動を視察し
ます。

10月24日 槻木小学校 柴田町立槻木小学校 無料
柴田町立槻木小学校
0224-56-1029

宮城県 柴田町 ② 歌のつどい 全校児童が一堂に会して合唱をします。 11月2日 槻木小学校 柴田町立槻木小学校 無料
柴田町立槻木小学校
0224-56-1029

宮城県 柴田町 ② 音楽発表会 保護者向けに、日頃の音楽学習の成果を発表します。 11月10日 槻木小学校 柴田町立槻木小学校 無料
柴田町立槻木小学校
0224-56-1029

宮城県 柴田町 ②
次代を担う子供の文化
芸術体験

本物の文化芸術に触れる。 11月15日 槻木小学校 柴田町立槻木小学校 無料
柴田町立槻木小学校
0224-56-1029

宮城県 柴田町 ② 音楽発表会 児童の音楽学習の成果発表の場として行います。 11月5日 船岡小学校 柴田町立船岡小学校 無料
柴田町立船岡小学校
0224-55-1064

宮城県 柴田町 ①③ 2012東北こども博
東北地方の子供達に玩具、スポーツ、音楽、芸術等多彩で上
質なエンターテイメントを提供し、笑顔と元気を呼び起こすこと
をコンセプトにしたイベント

10月6, 7日 仙台大学
2012東北こども博　実行委

員会

仙台大学学生支援ｾ
ﾝﾀｰ　TEL　0224-55-
1207

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
宮城県
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

宮城県 柴田町 ①③ 国際学術講演会
大学間の国際交流について、カリフォルニア州立大学ロング
ビーチ校の交流担当部署による講演

10月27or28日 仙台大学 仙台大学学生課 無料
http://www.sendaidai
gaku.jp

宮城県 柴田町 8 スポーツ講演会 スポーツ関係者による講演 10月27or28日 仙台大学 仙台大学学友会 無料
http://www.sendaidai
gaku.jp

宮城県 白石市 ①
白石市漢字文化セミ
ナー

漢字の成り立ちや由来、漢字のすばらしさを学ぶセミナーで
す。

11月2日

①午前の部　白石中学
校（９時３０分～）
②午後の部　東中学校
（１３時３０分～）

白石市生涯学習フェスティ
バル実行委員会

無料 0224-22-1343

宮城県 仙台市 ①
平成24年度みやぎ教

育の日推進大会
教育の実践発表や講演等を行います。 11月1日 ホテル白萩

みやぎ教育の日推進協議
会

無料 022-221-7030

宮城県 仙台市 ①
みやぎっ子ルルブル
フォーラム2012

子どもの「知・徳・体」のバランスのとれた成長のため「しっかり
寝ルきちんと食べルよく遊ブで健やかに伸びル（ルルブル）」を
通した，震災から郷土の復興を力強く担う子どもたちの育成を
促進することを目的に，みやぎっ子ルルブル推進優良活動団
体の表彰や東北大学川島隆太教授のパネルディスカッション
の他，親子向けイベントとして，みやぎっ子ルルブル推進会議
会員によるブース出展やパネル展示，紙芝居演劇の上演や着
ぐるみによる「早寝早起き朝ごはん体操」などを行い，ルルブ
ルを楽しく学べる会場も設置します。

11月23日 夢メッセみやぎ
みやぎっ子ルルブルフォー
ラム2012実行委員会

無料

教育企画室
企画班

022-211-3616

宮城県 仙台市 ①
特別展
「東山魁夷展」

　清澄で深い情感をたたえた風景画によって，昭和の日本画
の世界に大きな足跡を残した東山魁夷の，昭和戦前期から晩
年に至るまでの作品80点による展覧会です。

9月22日～11月11
日

宮城県美術館 宮城県美術館
http://www.pref.miya
gi.jp/bijyutu/museum
/

宮城県 仙台市 ①
小企画展
「高橋英吉」

　津波で大きな被害を受けた石巻文化センターが所蔵する石
巻市出身の彫刻家高橋英吉の木彫作品を展示します。

9月22日～3月24
日

宮城県美術館 宮城県美術館
http://www.pref.miya
gi.jp/bijyutu/museum
/

宮城県 仙台市 ① 常設展
　カンディンスキーとクレー，日本の近現代美術から，洋画，日
本画などを展示します。

10月2日～12月24
日

宮城県美術館 宮城県美術館
http://www.pref.miya
gi.jp/bijyutu/museum
/

宮城県 仙台市 ①
常設展（佐藤忠良記念
館）

　彫刻の代表作と素描を展示します。
10月2日～12月24

日
宮城県美術館 宮城県美術館

http://www.pref.miya
gi.jp/bijyutu/museum
/

宮城県 仙台市 ① みやぎ県民大学
宮城県図書館の持つ人的・物的教育資源を広く地域に開放
し、当館職員が所蔵資料等を基にして得た知識や情報をわか
りやすく紹介します。

11月3, 10, 17, 24
日

宮城県図書館
ホール養賢堂

宮城県図書館 無料
http://www.library.pr
ef.miyagi.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



第54回「教育・文化週間」関連行事
宮城県
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

宮城県 仙台市 ③
特別展「復興の道標-
東日本大震災文庫展
Ⅲ-」

平成24年2月より開催している特別展「東日本大震災文庫展」
の第三弾
  各地方公共団体や住民・ＮＰＯ・企業などの東日本大震災か
らの復旧と復興への取組みを多岐にわたって紹介し、社会生
活や産業が復興し、さらに発展する「道標」となることを願いま
す。

9月7日～
11月25日

宮城県図書館
展示室

宮城県図書館 無料
http://www.library.pr
ef.miyagi.jp/

宮城県 仙台市 ①
第９回仙台市ＰＴＡ復興

応援フェスティバル

PTA活動のPRなどを目的として開催します。（テーマ/検討中
＜８月下旬決定予定＞
内容/ステージ発表・学びのコーナー、遊びのコーナー、飲食
コーナーなど）

11月11日（日）
10:00～15:00

仙台市勾当台公園、市
民広場など

仙台市PTA協議会 無料
http://www.pta-
sendai.gr.jp/03/03ind
ex.html

共催：仙台市教育委
員会

宮城県 仙台市 ①
第５７回仙台市社会学
級研究大会

社会学級生が積み重ねてきた学びの発表の場として開催しま
す。（内容/基調講演・パネルディスカッション・活動展示など）

11月27日（火）
10:00～12:30

仙台市福祉プラザふれ
あいホール

仙台市社会学級研究会 無料
http://syakaigakkyuu.
web.fc2.com/

共催：仙台市教育委
員会

宮城県 仙台市 ① 志賀理江子　螺旋海岸
写真家、志賀理江子の個展。せんだいメディアテーク６階に２５
０点の作品を展開させ生の希望へとつながる創造の力の発見
を感じさせる。

11月7日～1月14
日

せんだいメディアテーク
公益財団法人仙台市市民
文化事業団

http://www.smt.city.s
endai.jp/

宮城県 仙台市 ① 干し柿作り 柿のもぎ方や昔ながらの干し柿の作り方を体験 11月4日 大倉ふるさとセンター 大倉ふるさとセンター 022-391-2060

宮城県 仙台市 ① 炭焼き体験
昔ながらの窯を使って木、竹、野菜などを窯入れから窯出しま
でを体験

11月11日 大倉ふるさとセンター 大倉ふるさとセンター 022-391-2060

宮城県 仙台市 ①③ れきみん秋祭り
「お神楽」「田植踊」「鹿踊」「剣舞」などの伝統芸能の競演と、
仙台で守り継がれてきた伝統工芸の職人さんの手業、手品に
ジャグリングなど、世代を超えて楽しめます。

10月27日, 11月3
日

榴岡公園、仙台市歴史
民俗資料館

仙台市歴史民俗資料館 無料
http://www.city.send
ai.jp/kyouiku/rekimin
/

宮城県 仙台市 ①③
企画展「日々の装い～
野良着と普段着とアク
セサリー～」

身近な素材を自分たちで衣服としてきた仙台地方の野良着と
普段着、アクセサリーを取り上げ紹介します。

6月30日～11月4
日

仙台市歴史民俗資料館 仙台市歴史民俗資料館
http://www.city.send
ai.jp/kyouiku/rekimin
/

宮城県 仙台市 ①③
企画展「それでも生き
る！考古学からみる災
害のあと」

先史時代から近世までに起きた様々な自然災害とその痕跡が
残された遺跡や復興に取り組んだ遺跡等を紹介します。

10月12日～12月2
日

仙台市富沢遺跡保存館 仙台市富沢遺跡保存館
http://www.city.send
ai.jp/kyouiku/chiteino
mori/

宮城県 仙台市 ①③ ギャラリートーク
企画展「それでも生きる！考古学からみる災害のあと」につい
て学芸員が解説します。

10月20日14：00～
15：00

仙台市富沢遺跡保存館 仙台市富沢遺跡保存館
http://www.city.send
ai.jp/kyouiku/chiteino
mori/

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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宮城県
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

宮城県 仙台市 ①③ 企画展関連講座
企画展「それでも生きる！考古学からみる災害のあと」の関連
講座です。演題：「弥生の津波、平安の復興（仮）」。講師：仙台
市教育委員会文化財課職員。

11月10日13：30～
15：30

仙台市富沢遺跡保存館 仙台市富沢遺跡保存館
http://www.city.send
ai.jp/kyouiku/chiteino
mori/

宮城県 仙台市 ①③ 富沢講座
4月から11月の日曜日におこなわれる申込不要の講座です。
10月28日は館長による見どころ紹介。11月4日には石のナイフ
づくりをおこないます。11月11日、18日、25日も開催。

10月28日, 11月4,
11, 18, 25日

14：00～15：00
仙台市富沢遺跡保存館 仙台市富沢遺跡保存館

http://www.city.send
ai.jp/kyouiku/chiteino
mori/

宮城県 仙台市 ①③
文化の日につき無料開
放

常設展示、企画展「それでも生きる！考古学からみる災害の
あと」を、どなたでも無料でご覧いただけます。

11月3日 仙台市富沢遺跡保存館 仙台市富沢遺跡保存館 無料
http://www.city.send
ai.jp/kyouiku/chiteino
mori/

開館時間
9：00～16：45（入館は
16：15まで）

宮城県 仙台市 ①③
ミニ企画展「川沿いの
ムラの環境と暮らし」

川沿いのムラで暮らしていた縄文人のなりわいを、豊富な出土
資料をもとに紹介します。

10月12日～12月
16日

縄文の森広場 縄文の森広場
http://www.city.send
ai.jp/kyouiku/jyoumo
n/

宮城県 仙台市 ①③ 縄文秋まつり
秋の実りを感じ、楽しむイベントがもりだくさんです。縄文食の
試食体験や縄文風のゲーム大会など縄文の森広場ならでは
のメニューを行います。

11月3日 縄文の森広場 縄文の森広場 無料
http://www.city.send
ai.jp/kyouiku/jyoumo
n/

宮城県 仙台市 ①③
文化の日につき無料開
放

常設展示・ミニ企画展示とも、どなたでも無料でご覧になれま
す。

11月3日 縄文の森広場 縄文の森広場 無料
http://www.city.send
ai.jp/kyouiku/jyoumo
n/

宮城県 仙台市 ①③
文化財公開の日
「仙台城跡の復旧状況
見学会」（仮）

国指定史跡である仙台城跡の東日本大震災からの復旧状況
や，復旧を通じて明らかになった仙台城の特色などをご紹介し
ます。

11月3日 仙台城跡 仙台市教育局文化財課 無料
022-214-8892
kyopc019320@city.se
ndai.jp

宮城県 仙台市 ③
特別展「江戸の旅―た
どる道、えがかれる風
景―」

この展覧会では、旅が大衆化した江戸時代の様々な「旅」のス
タイルを、残された街道図や旅のガイドブック、道中記や風景
画などを通じて紹介します。

9月28日～11月11
日

仙台市博物館 仙台市博物館
http://www.city.send
ai.jp/kyouiku/museu
m/index.html

宮城県 仙台市 ①③
企画展「日々の装い～
野良着と普段着とアク
セサリー」

身近な素材を自分たちで衣服としてきた仙台地方の野良着と
普段着、アクセサリーを取り上げ紹介します。

6月30日～11月4
日

仙台市歴史民俗資料館
公益財団法人仙台市市民
文化事業団

http://www.city.send
ai.jp/kyouiku/rekimin
/

開館時間
9：00～16：45（入館は
16：15まで）

宮城県 仙台市 ③
特別展「井上ひさしと安
野光雅～文学と絵画の
出会い」

安野光雅、井上ひさしコンビの仕事を振り返るとともに、安野に
よる井上ひさしの似顔絵や、近刊の「グロウブ号の冒険」の挿
絵など、貴重な作品を公開します。

9月8日～11月11
日

仙台文学館
公益財団法人仙台市市民
文化事業団

http://www.sendai-
lit.jp/

開館時間
9：00～17：00（入館は
16：30まで）
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宮城県
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

宮城県 仙台市 ①③
企画展「それでも生き
る！考古学からみる災
害のあと」

先史時代から近世までに起きた様々な自然災害とその痕跡が
残された遺跡や復興に取り組んだ遺跡等を紹介します。

10月12日～12月2
日

仙台市富沢遺跡保存館
公益財団法人仙台市市民
文化事業団

http://www.city.send
ai.jp/kyouiku/chiteino
mori/

開館時間
9：00～16：45（入館は
16：15まで）

宮城県 仙台市 ③
ミニ企画展「川沿いの
ムラの環境と暮らし」

川沿いのムラで暮らしていた縄文人のなりわいを、豊富な出土
資料をもとに紹介します。

10月12日～12月
16日

縄文の森広場
公益財団法人仙台市市民
文化事業団

http://www.city.send
ai.jp/kyouiku/jyoumo
n/

開館時間
9：00～16：45（入館は
16：15まで）

宮城県 仙台市 ①③ ギャラリートーク
企画展「それでも生きる！考古学からみる災害のあと」につい
て学芸員が解説します。

10月20日14：00～
15：00

仙台市富沢遺跡保存館
公益財団法人仙台市市民
文化事業団

http://www.city.send
ai.jp/kyouiku/chiteino
mori/

宮城県 仙台市 ①③ れきみん秋祭り
「お神楽」「田植踊」「鹿踊」「剣舞」などの伝統芸能の競演と、
仙台で守り継がれてきた伝統工芸の職人さんの手業、手品に
ジャグリングなど、世代を超えて楽しめます。

10月27日, 11月3
日

榴岡公園、仙台市歴史
民俗資料館

仙台市教育委員会・公益財
団法人仙台市市民文化事
業団

無料
http://www.city.send
ai.jp/kyouiku/rekimin
/

宮城県 仙台市 ①③ 富沢講座
4月から11月の日曜日におこなわれる申込不要の講座です。
10月28日は館長による見どころ紹介。11月4日には石のナイフ
づくりをおこないます。11月11日、18日、25日も開催。

10月28日,
11月4, 11, 18, 25

日
14：00～15：00

仙台市富沢遺跡保存館
公益財団法人仙台市市民
文化事業団

http://www.city.send
ai.jp/kyouiku/chiteino
mori/

宮城県 仙台市 ③ 縄文秋まつり
秋の実りを感じ、楽しむイベントがもりだくさんです。縄文食の
試食体験や縄文風のゲーム大会など縄文の森広場ならでは
のメニューを行います。

11月3日 縄文の森広場
公益財団法人仙台市市民
文化事業団

無料
http://www.city.send
ai.jp/kyouiku/jyoumo
n/

宮城県 仙台市 ③
文化の日につき無料開
放

常設展示、企画展「それでも生きる！考古学からみる災害の
あと」を、どなたでも無料でご覧いただけます。

11月3日 仙台市富沢遺跡保存館
公益財団法人仙台市市民
文化事業団

無料
http://www.city.send
ai.jp/kyouiku/chiteino
mori/

開館時間
9：00～16：45（入館は
16：15まで）

宮城県 仙台市 ③
文化の日につき無料開
放

常設展示・ミニ企画展示とも、どなたでも無料でご覧になれま
す。

11月3日 縄文の森広場
公益財団法人仙台市市民
文化事業団

無料
http://www.city.send
ai.jp/kyouiku/jyoumo
n/

開館時間
9：00～16：45（入館は
16：15まで）

宮城県 仙台市 ③ 志賀理江子　螺旋海岸
写真家、志賀理江子の個展。せんだいメディアテーク６階に２５
０点の作品を展開させ生の希望へとつながる創造の力の発見
を感じさせる。

11月7日～1月14
日

せんだいメディアテーク
公益財団法人仙台市市民
文化事業団

未定

宮城県 仙台市 ①③ 企画展関連講座
企画展「それでも生きる！考古学からみる災害のあと」の関連
講座です。演題：「弥生の津波、平安の復興（仮）」。講師：仙台
市教育委員会文化財課職員。

11月10日13：30～
15：30

仙台市富沢遺跡保存館
公益財団法人仙台市市民
文化事業団

http://www.city.send
ai.jp/kyouiku/chiteino
mori/
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宮城県 仙台市 ③
第31回市民能楽講座
「トークと体験～金春憲
和が誘う能の世界～」

第一線で活躍する若手能楽師・金春憲和を講師に迎えての
トークと体験のイベントです。謡と仕舞を実際に参加者に体験
してもらい、仕舞の鑑賞をしてもらいます。

11月17日
13：00～、17：00

能－ＢＯＸ
仙台市、公益財団法人仙台
市市民文化事業団、仙台市
能楽振興協会

せんだい演劇工房１
０－ＢＯＸ
022-782-7510

9月20日よりチケット
発売開始

宮城県 仙台市 ③
杉村惇作品展
存在と空間の伝説Vol.
Ⅶ

仙台市名誉市民である洋画家・杉村惇氏の絵画展
10月26日～11月
30日

仙台市役所本庁舎1階
ギャラリーホール

仙台市 無料
仙台市市民局文化振
興課
022-214-6139

宮城県 仙台市 ③
第27回合唱とアンサン
ブルのつどい

1年生全員合唱・ファッションショー（生徒作品）・ミニコンサート
11月23日（祝・金）
13：30～

電力ホール 明成高等学校 無料
022（278）6131　内線
27

宮城県 仙台市 ③④ 八木山フェスタ
八木山動物公園のほか、八木山ベニーランド、東北工業大学
の3会場で吹奏楽演奏、コーラス合唱をはじめ、楽しいイベント
が開催されます。

11月3日

八木山動物公園、八木
山ベニーランド、東北工
業大学八木山キャンパ
ス

八木山動物公園、八木山ベ
ニーランド、東北工業大学、
仙台市公園緑化協会、八木
山市民センター

無料
http://www.tohtech.a
c.jp

宮城県 仙台市 ③ 第21回河北工芸展
東北の工芸美術の振興と発展を目的に作品を募集。陶磁、染
織、漆、金工、木竹、人形、革、紙、硝子、硯、その他を展示。

10月19～24日
せんだいメディアテーク
６階ギャラリー

河北新報社、河北文化事業
団、宮城県文化振興財団

022-211-1332

宮城県 仙台市 ①

全国生涯学習ネット
ワークフォーラム２０１
２（まなびピア２０１２）
宮城分科会

東日本大震災後、甚大な被害を被った教育現場や地域社会
の復興に向け、学校・大学、NPO、企業、地域、行政などの主
体が連携し、つながりをもち一体となって復興教育や地域創造
の取組が行われています。
こうした、被災地における事例を中心に、その成果や今後の課
題など、我が国全国共通の課題を研究協議し、全国に発信し
ます。また、あわせて、復興教育や地域創造の関係者のネット
ワークの構築を図ります。

11月3, 4日（各地
で開催される関連
事業は、フォーラ
ムの開催期間を
含む概ね2ヶ月）

宮城教育大学
全国生涯学習ネットワーク
フォーラム２０１２実行委員
会

無料

宮城県 仙台市 ①
平成２４年度国立大学
法人宮城教育大学公
開講座「能と日本文化」

能に関心があるがこれまでふれたことがない人や、授業で能を
とりあげてみようかと考えている人を対象に、能の基礎と実際
についてわかりやすく講義をします。
本講座では、美学や芸術とのかかわり、文学や宗教とのつな
がりなどにも触れながら、話をすすめてゆく予定です。また、能
舞台でのワークショップ、能面・囃子の鑑賞も行います。
現職教員を主な対象としますが、能に関心のある市民一般の
方の参加も歓迎します。

9月1, 15, 29日, 10
月13, 27日

国立大学法人宮城教育
大学

※10/13のみ「せんだい
演劇工房10-BOX」にて
実施

国立大学法人宮城教育大
学

無料
renkei@adm.miyakyo-
u.ac.jp
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宮城県 仙台市 ①

平成２４年度国立大学
法人宮城教育大学公
開講座「数学もちょっと
だけ講座」

数学って硬くて冷たい感じがしていますか。数学を手で触って
みるような経験ってできるのでしょうか。そして、その硬度や温
度を確かめることってできるのでしょうか。この講座では、問題
解決のための数学的手法を通して、そのことを考えてみます。
数学を思い出してみたい人、数学をもっと好きになりたい人歓
迎します。気楽に応募してください。

9月29日, 10月13,
20, 27日

国立大学法人宮城教育
大学

国立大学法人宮城教育大
学

renkei@adm.miyakyo-
u.ac.jp

宮城県 仙台市 ①

平成２４年度国立大学
法人宮城教育大学公
開講座「子育てについ
て語り合おう」

　本講座では，子育てをめぐるこうした動きについて，幼児教
育学 や幼児心理学，小児栄養学を専門とする大学教員が話
題を提供します。それらを受けて受講者によるグループ討議を
行い，乳幼児期から思春期までの子育てについて，共に考え，
語り合いたいと思います。　「こうすれば子育てが上手くいく」と
いった万能薬（知恵や技術）を手に入れることは難しいかも知
れません。しかし，互いの悩みや疑問を語り合いながら，子育
のヒントを探っていきましょう。
　子どものしつけや教育に関心がある方，子育てを通じて自ら
も成長したいと考えている方など，どなたでも歓迎いたします。

10月6, 13, 20日
仙台市市民活動サポー
トセンター

国立大学法人宮城教育大
学

無料
renkei@adm.miyakyo-
u.ac.jp

宮城県 仙台市 ①

平成２４年度国立大学
法人宮城教育大学公
開講座「はじめての作
曲」

作曲に興味があるが実際に取り組んでみたことがほとんどな
い、あるいは、学校で扱う必要があるが経験がなくて困ってい
るといった方を対象とします。
楽譜の読み書きには不自由しないこと、楽器を多少なりとも扱
えることが受講要件となります。実際に作曲をすることを通し
て、基本的な形式や和音進行、音楽理論等についての理解を
深めます。

10月27日
国立大学法人宮城教育
大学

国立大学法人宮城教育大
学

renkei@adm.miyakyo-
u.ac.jp

宮城県 仙台市 ①

平成２４年度国立大学
法人宮城教育大学公
開講座「身近なバイオ
マスで炭をやこう」

近年、化石燃料の使用による環境悪化などへの配慮から、身
近なバイオマスの活用が社会的な注目を集めています。また
脱臭・水質浄化・土壌改良などの環境改善、健康への寄与な
どの観点から、炭や炭焼きに対する関心も高まってきていま
す。本公開講座では、剪定枝や伐採木など、身近に発生する
バイオマスを用いて簡単に行える炭やき法についてご紹介し
ます。炭やきによって、通常なら廃棄物と化すバイオマスが新
たな資源に生まれかわるだけでなく、バーベキューや火を囲ん
での雑談など、さまざまなお楽しみも味わうことができます。さ
らにエネルギーや環境の問題、人と森との関わりなど、さまざ
まな現代的課題について考えるきっかけにもなるでしょう。

11月10日
国立大学法人宮城教育
大学

国立大学法人宮城教育大
学

無料
renkei@adm.miyakyo-
u.ac.jp

宮城県
仙台市青

葉区
③

東北学院大学　音楽へ
の招待『時代の音』レク
チャーコンサート・シ
リーズ　第２回公演

第一線で活躍する音楽家を招いて、音楽等にまつわる講義を
交えたコンサートを開催します。
平成24年度は、バロック･オーボエ奏者として活躍中の三宮正
満氏が講師を務めます。

11月10日
東北学院大学土樋キャ
ンパス　ラーハウザー記
念東北学院礼拝堂

東北学院大学／株式会社
河北新報社

http://www.tohoku-
gakuin.ac.jp/period/

宮城県 多賀城市 ①② 環境美化デー 登校時に通学路・学校周辺のゴミ拾いを行います。 11月1, 5日 学区全域
多賀城市内中学校区地域ぐ
るみ生徒指導委員会

無料
022-368-1141
内線 514
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宮城県 多賀城市 ② ほなみまつり
３年生以上の学級ごとに出店し、他の学年の児童や地域の人
と楽しく交流する児童会行事です。

11月2日 山王小学校校舎 多賀城市立山王小学校 無料
多賀城市立山王小学
校
022-368-9101

宮城県 多賀城市 ② 城南フェスティバル
遊びのコーナーやバサー，出店，演奏発表などを行うPTA行
事です。

10月27日 城南小学校
多賀城市立城南小学校
PTA

無料
多賀城市立城南小学
校
022-368-2111

宮城県 多賀城市 ② 城南まつり
３年生以上が遊びのコーナーなどを学級ごとに出し，児童が互
いに楽しみながら異年齢交流を図る児童会行事です。

11月19日 城南小学校
多賀城市立城南小学校
児童会

無料
多賀城市立城南小学
校
022-368-2111

宮城県 多賀城市 ② 職場体験学習
企業等に依頼し，２学年生徒が２日間の体験学習を実施しま
す。

10月25, 26日 多賀城市及び近郊 多賀城市立多賀城中学校 無料
多賀城市立多賀城中
学校
022-365-7411

宮城県 多賀城市 ② 職場体験学習 ２学年生徒による職場体験学習です。 11月7～9日 各事業所 多賀城市立第二中学校 無料 fip45363@nifty.com

宮城県 多賀城市 ② 合唱コンクール クラス対抗によるコンクール形式での発表会を行います。 10月18日 多賀城市文化センター 多賀城市立第二中学校 無料 fip45363@nifty.com

宮城県 多賀城市 ② 地域学習
１年生が地域や他の人たちとのかかわりをもちながら、多賀城
のことを知り、多賀城について語ることができるように、地域に
ついての調査活動を行います。

10月23, 24日
多賀城市内及び近隣市
町

多賀城市立高崎中学校 無料
多賀城市立高崎中学
校
022-309-3671

宮城県 多賀城市 ② 職場体験学習
2年生が実際に職場を訪問して、地域の人々とのかかわり合い
を主とした体験学習です。

10月23, 24日
多賀城市内及び近隣市
町

多賀城市立高崎中学校 無料
多賀城市立高崎中学
校
022-309-3671

宮城県 多賀城市 ② 学校公開週間 地域や保護者に学校の教育活動を公開します。 11月12～16日 高崎中学校 多賀城市立高崎中学校 無料
多賀城市立高崎中学
校
022-309-3671

宮城県 多賀城市 ③ 山王地区公民館まつり
公民館利用者の活動成果発表の場として、活動に対する市民
の関心を得ます。

11月18日
多賀城市山王地区公民
館

多賀城市教育委員会山王
地区公民館

無料
多賀城市山王地区公
民館
022-368-6192

実行委員会形式

宮城県 多賀城市 ① 食育展
食育関連の本の展示をし、「食」の大切さや「食」に関する知
識、「食」を選択する判断力を図書館の資料から学びます。

11月1～
29日

多賀城市立図書館（本
館）

多賀城市立図書館 無料
多賀城市立図書館
022-367-1730

多賀城市役所健康課
と共催

宮城県 多賀城市 ③ 多賀城市民音楽祭 ジャンルや世代を超えた市民手作りによる音楽イベントです。 11月11日 多賀城市文化センター
多賀城市教育委員会中央
公民館

無料
cyuo-
kominkan@city.tagajo.
miyagi.jp

実行委員会形式

宮城県 多賀城市 ③
秋・芸術とのふれあい
文化祭

芸術文化協会主催の舞台発表・展示発表会です。 11月3日 多賀城市文化センター 多賀城市芸術文化協会
cyuo-
kominkan@city.tagajo.
miyagi.jp
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宮城県 多賀城市 ③
中村紘子ピアノリサイ
タル

中村紘子氏によるピアノリサイタルです。 11月4日 多賀城市文化センター
ＪＭ共同事業体（指定管理
者）

ＪＭ共同事業体
022-368-0131

宮城県 多賀城市 ③ 無料勾玉デー
歴史体験学習の一つである勾玉づくりを無料で体験することが
できます。

11月3, 4日 多賀城史遊館
多賀城市埋蔵文化財調査
センター

無料
maibun-
siyukan@city.tagajo.m
iyagi.jp

宮城県 多賀城市 ③ 無料観覧日
常設展示室およびテーマ展示室・映像展示室を無料でご覧い
ただけます。

11月3日
東北歴史博物館　常設
展示室他

東北歴史博物館 無料
http://www.htm.pref.
miyagi.jp/

特別展「みちのく鬼め
ぐり」観覧料金は一律

2割引きとします。

宮城県 多賀城市 ② 造形展
陶芸制作、絵画、織物等、園児の作品を展示します。地域の
方にもオープンし、鑑賞していただく機会とします。

10月27, 28日 東北学院幼稚園ホール 東北学院幼稚園 無料
kinder_admin@kinder.t
ohoku-gakuin.ac.jp

宮城県 南三陸町 ①
県民大学「生き生きゆ
とりライフ」

１回目：ノルディック・ウォーキング
２回目：釣り
３回目：海藻おしば
（募集：成人３０人）

10月13, 27日, 11
月10日

志津川自然の家及び周
辺

宮城県教育委員会
http://www.pref.miya
gi.jp/sz-seinen/

宮城県 南三陸町 ①
海の味覚～親子でくん
製作り～

海の幸を材料としたくん製作りや蠣むきを行う。
（募集：親子３０人）

11月3, 4日 志津川自然の家 志津川自然の家
http://www.pref.miya
gi.jp/sz-seinen/

宮城県 南三陸町 ① 親子で星座観察
四季折々の星座等を調べたり，冬の星座を観察したりする。
（募集：親子３０）

11月17, 18日 志津川自然の家 志津川自然の家
http://www.pref.miya
gi.jp/sz-seinen/

宮城県 南三陸町 ①
屋内グラウンド・ゴルフ
大会

屋内でのグラウンド・ゴルフの楽しさを味わい，冬期間の健康
づくりをする。
（募集：小学生以上３６名）

11月23日 志津川自然の家 志津川自然の家 無料
http://www.pref.miya
gi.jp/sz-seinen/

宮城県 東松島市 ③
ひがしまつしま市民文
化祭

市民に文化芸術活動の発表の場と鑑賞の機会を提供し、創造
や発表、参加、交流する喜びを体験し、芸術活動への参加を
推し進めることを目的としています。

10月27, 28日, 11
月3, 4日

東松島市コミュニティセ
ンター

東松島市教育委員会 無料
生涯学習課
0225-82-1111
内線3201

展示、舞踊、音楽、歌
謡の部があります。

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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宮城県 丸森町 ③ 丸森町総合文化祭 絵画や写真、書などの芸術文化作品の展示 11月3, 4日 丸森まちづくりセンター 丸森町文化協会 無料

丸森町文化協会（教
育委員会生涯学習支
援室内）
℡0224-73-1311

宮城県 美里町 ①
(仮)美里の歴史・文化
展

遺跡の調査成果を中心に、町内の歴史・文化を説明するパネ
ルを作成し展示します。

11月6～19日 美里町近代文学館
美里町教育委員会生涯学
習課

無料

美里町教育委員会生
涯学習課文化財係
（美里町公民館内）
0229-33-2175

宮城県 美里町 ①
平成24年度美里町菊
まつり

菊花展を行います。周辺地域の菊愛好家が丹精込めて育てた
菊が展示されます。

10月27日～11月4
日

美里町野外活動施設 美里町菊まつり実行委員会 無料

美里町教育委員会生
涯学習課　美里町農
村環境改善センター
0229-58-0123

今年度で最終

宮城県 利府町 ③ 利府町文化祭
町民の芸術文化への関心を高め、東日本大震災からの復興
への一助を担う芸術文化の祭典とすることを目的として、絵
画、写真、陶芸などの展示、ステージ発表を行います。

10月27日～11月4
日

利府町公民館 利府町・利府町教育委員会 無料 022-356-2125

宮城県 利府町 ③
利府町スクールバンド
フェスティバル

町内の各学校の児童・生徒が一同に会したコンサートを開催し
ます。

11月10日 利府町総合体育館 利府町教育委員会 無料 022-356-2125

宮城県 利府町 ①
第２回十符っ子の日～
感謝と誓いのつどい～

町内の高校、支援学校、小中学校（計１１校）で組織する異年
齢集団「十符っ子ブラザーシップ」が主体となり、地域住民を交
え、夢や志の意見発表や吹奏楽や合唱などの発表などを行い
ながら、学校、地域、家庭に感謝の意を表す行事を３つの中学
校区単位で同時開催する。

10月27日
利府中学校、しらかし台
中学校、利府西中学校

利府町教育委員会 無料 022-767-2125

宮城県 涌谷町 ③ 第３６回町民文化祭
町内の芸術文化協会加盟団体や公民館自主サークル並びに
一般町民が日頃の文化活動の成果を発表します。

11月2, 3日
涌谷町農村勤労福祉セ
ンター

・涌谷町芸術文化協会　　・
涌谷町　　　・涌谷町教育委
員会

無料

涌谷町芸術文化協会
事務局　　　（涌谷公
民館）
0229‐43‐3001

宮城県 涌谷町 ③
第２８回秋の山唄全国
大会

五穀豊穣の守り神として信仰を集める箟岳山を謳った民謡「秋
の山唄」の全国大会です。全国各地から民謡愛好家が一堂に
会し、自慢ののどを競います。

11月10, 11日
涌谷町農村勤労福祉セ
ンター

・秋の山唄全国大会実行委
員会　　　　・涌谷町

秋の山唄全国大会実
行委員会事務局（産
業振興課・商工観光
室）
0229‐43‐2119

出演参加料　　　　２，
０００円　（少年少女
の部は無料）
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宮城県 栗原市 ①
みどりと癒やしの森林
塾～人・夢・森づくりプ
ロジェクト～

自然体験活動エリアの森林の心理的・身体的効果を活かした
有効な利活用についての知識や技能を修得するための事業
です。

11月14日～
11月16日

国立花山青少年自然の
家

独立行政法人国立青少年
教育振興機構

http://www.niye.go.jp/

宮城県 栗原市 ①
はなやまんまる☆きゃ
んぷ③オータム

沿岸部地域に在住する児童の、東日本大震災によるストレス
を軽減し、心身の健康、リフレッシュを図るために、季節ごとの
外遊びや自然体験活動の機会を提供する事業です。

10月20日～
10月21日

国立花山青少年自然の
家

独立行政法人国立青少年
教育振興機構

http://www.niye.go.jp/

宮城県 亘理町 ① 図書館まつり
親しみやすく利用しやすい図書館を目指して、各種催しや除籍
資料のリサイクル市を開く。

11月3日 亘理町立図書館 亘理町立図書館 無料
亘理町立図書館
0223-34-8700

宮城県 亘理町 ①③ オープンミュージアム
無料開館日とし、収蔵庫見学会や体験コーナーを開設して亘
理の歴史や文化の周知・普及を図る。

11月3日 亘理町立郷土資料館 亘理町立郷土資料館 無料
亘理町立郷土資料館
0223-34-8701

宮城県 亘理町 ③ 亘理町文化祭
広く一般町民に芸術鑑賞の機会を提供し、芸術文化の振興を
図る。

11月3, 4日 亘理町中央公民館
亘理町芸術文化協会・
亘理町教育委員会

無料
亘理町生涯学習課
0223-34-0510
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