
第54回「教育・文化週間」関連行事
18

島根県
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

島根県 県内全域
①②③

④
「しまね教育の日」の取
組

「しまね教育の日」の取組 11月１～7日前後 島根県内各市町村 11月１日～７日前後
http://www.pref.shim
ane.lg.jp/kyoikuiinkai/
iinkai/kyouikunohi/

昨年度は1,396件の
取組があり、島根県
教育委員会のホーム
ページを代表として
記入

島根県 出雲市 ①

市民公開講座「わかり
やすい消化器病シリー
ズ2012－癌はどこまで
小さな傷で治療でき
る？－」

消化器疾患に対する予防法や早期診断，生活改善や食習慣
の改善による治療法について10回シリーズで行います。

10月27日 パルメイト出雲 国立大学法人島根大学 無料
医学部総務課企画調
査係
TEL0853-20-2019

島根県 出雲市 ①
患者さんと家族のため
の関節リウマチ勉強会

関節リウマチに罹患している患者さん，患者家族及び医療従
事者を対象に関節リウマチという病気をよく理解していただくた
めに講演会形式で勉強会を開催します。

10月28日
島根大学医学部看護学
科棟1階Ｎ11講義室

国立大学法人島根大学 無料
医学部総務課企画調
査係
TEL0853-20-2019

島根県 出雲市 ①

市民公開講座「わかり
やすい消化器病シリー
ズ2012－癌はどこまで
薬で治療できる？－」

消化器疾患に対する予防法や早期診断，生活改善や食習慣
の改善による治療法について10回シリーズで行います。

11月3日 パルメイト出雲 国立大学法人島根大学 無料
医学部総務課企画調
査係
TEL0853-20-2019

島根県 出雲市 ①

公開講座「ママとベ
ビーのお口の健康～マ
イナス１歳からはじめよ
う～」

赤ちゃんの健康な歯をつくる鍵となるのは，ママのお口の健康
です。マイナス1歳から始めるお口のケアと噛み合わせの異常
とその治療についてお話しします。

11月4日
島根大学医学部臨床講
義棟臨床小講堂

国立大学法人島根大学 無料
医学部総務課企画調
査係
TEL0853-20-2019

島根県 大田市 ①　③
『台湾　金瓜石・瑞芳鉱
山と黄金博物館展』

石見銀山の世界遺産登録５周年を記念し、歴史的にも関係の
深い台湾の鉱山、及び友好関係にある台湾新北市立黄金博
物館を紹介する展示を行う

10月31日～11月
26日

大田市大森町石見銀山
世界遺産センター

島根県、新北市立黄金博物
館

石見銀山世界遺産セ
ンター

島根県 大田市 ①　③
映画『風を聴く』・『雨が
舞う』上映会

世界遺産センターで行う『台湾　金瓜石・瑞芳鉱山と黄金博物
館展』の開催にあわせ、両鉱山をさらに詳しく知っていただくた
めに、この鉱山及び鉱山町を舞台としたドキュメンタリー映画
の上映会を行う

11月24日
大田市大田町あすてら
す
第1研修室

島根県を含む実行委員会な
ど

世界遺産室

島根県 大田市 ①③④
国際シンポジウム『石
見銀山と台湾の鉱山』

アジアでも最大級の鉱山であった台湾の金瓜石・瑞芳鉱山に
ついて紹介するとともに、その開発と石見銀山がどのように関
係しているのかを探る

11月17日

大田市大田町あすてら
す

あすてらすホール

島根県、新北市立黄金博物
館

石見銀山世界遺産セ
ンター

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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島根県
隠岐の島

町
③

隠岐産黒曜石に関する
講演会
「旧石器時代における
隠岐産黒曜石の重要
性」

 隠岐はこの秋に世界ジオパークへの加盟を目指しており、島
民の自然や文化に対する期待・関心が高まると同時に、その
保護と活用が求められている。 そこで｢黒曜石｣を取り上げ、自
然、歴史における黒曜石の重要性について講演会を行い、今
後の保護活用と、隠岐における調査研究の気運を高めること
を目的に講演会を実施する。

11月10日 隠岐島文化会館

隠岐の島町教育委員会、隠
岐ジオパーク推進協議会、
隠岐ジオパーク戦略会議、
日本旧石器学会、島根県古
代文化センター

無料
http://www.izm.ed.jp
/cms/cms.php?mode
=v&id=16

島根県 雲南市 ①
「早寝早起き朝ごはん」
フォーラム

これまでの地域における取組により得られた成果等をもとに、
子どもの生活リズム定着の重要性を伝えることにより、地域一
丸となった取組を一層促進させるため、各地域においてフォー
ラムを実施し、子どもの基本的な生活習慣の定着を図ります。

10月20日～
10月21日

雲南市加茂文化ホール
早寝早起き朝ごはん全国協
議

無料
http://www.hayanehaya
oki.jp/

島根県 大田市 ① さんべ祭
三瓶山周辺地域の活性化を図るため、三瓶山北の原地区３施
設が軸となって、周辺のNPO団体や地域団体と連携しておこ
なう事業です。

10月27日～
10月28日

国立三瓶青少年交流の
家

独立行政法人国立青少年
教育振興機構

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

島根県 松江市 ①　③
企画展「“意宇”の神仏
の宝物～出雲国の源
流を探る～」

古代より続く出雲国造家と関わりの深い「意宇六社」などに伝
わる、中世以来の古文書や宝物類を一同に展示公開し、この
地域の歴史的な魅力を紹介します。神々の国しまね古事記
1300年関連事業及び八雲立つ風土記の丘開所40周年事業と
して行う企画展です。

11月17日～1月14
日

島根県立八雲立つ風土
記の丘展示学習館

島根県教育委員会・島根県
文化振興財団

http://www.yakumot
atu-fudokinooka.jp

島根県 松江市 ①　③ 映画『風を聴く』上映会

世界遺産センターで行う『台湾　金瓜石・瑞芳鉱山と黄金博物
館展』の開催にあわせ、両鉱山をさらに詳しく知っていただくた
めに、この鉱山及び鉱山町を舞台としたドキュメンタリー映画
の上映会を行う

11月4日
松江スティックビル5Ｆ
交流ホール

島根県を含む実行委員会な
ど

世界遺産室

島根県 松江市 ①　③ 映画『雨が舞う』上映会

世界遺産センターで行う『台湾　金瓜石・瑞芳鉱山と黄金博物
館展』の開催にあわせ、両鉱山をさらに詳しく知っていただくた
めに、この鉱山及び鉱山町を舞台としたドキュメンタリー映画
の上映会を行う

12月2日
松江スティックビル5Ｆ
交流ホール

島根県を含む実行委員会な
ど

世界遺産室

島根県 松江市 ③
松江の茶の湯文化と出
雲の陶磁文化

松江の茶の湯文化と発展の歴史を探りながら，茶の湯文化を
形成する茶道具や茶器，茶葉，抹茶，和菓子など幅広い文化・
産業に関心を広げ，理解を深めます。

10月20日, 11月17
日

松江市民活動センター 国立大学法人島根大学
http://www.ercll.shim
ane-u.ac.jp/

島根県 松江市 ①
センターフェスティバル
「秋の農場まつり」

生産物販売，農業体験，教育・研究紹介，子供向け遊びの広
場の提供等を通じ，広く市民へ向けてセンターの事業内容を
発信します。

11月3日

島根大学生物資源科学
部附属生物資源教育研
究センター（本庄総合農
場）

国立大学法人島根大学
http://ufsu.life.shima
ne-u.ac.jp/~ercbr/
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島根県 松江市 ①

第45回島根大学サイエ
ンスカフェ「植物を病気
にするカビの話～植物
が病気になるしくみとそ
の予防法について～」

本学研究功労賞受賞者を講師に迎え，本学の優れた研究や
社会的に関心の高い研究を一般市民の方にもできる限り理解
しやすい言葉で伝えることを目的とした講演会です。

10月29日 松江テルサ大会議室 国立大学法人島根大学 無料

http://www.shimane-
u.ac.jp/exchange/lifel
ong_study/sciencecaf
e/sciencecafe.html

島根県 松江市 ①

第46回島根大学サイエ
ンスカフェ『ソーシャル・
キャピタル入門：「人と
人のつながり」の力を
考える』（仮題）

本学研究功労賞受賞者を講師に迎え，本学の優れた研究や
社会的に関心の高い研究を一般市民の方にもできる限り理解
しやすい言葉で伝えることを目的とした講演会です。

11月5日
くにびきメッセ501大会議
室

国立大学法人島根大学 無料

http://www.shimane-
u.ac.jp/exchange/lifel
ong_study/sciencecaf
e/sciencecafe.html
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