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愛知県
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愛知県 全域 ②
高校生のためのあいち
の大学「学び」フォーラ
ム

県内の大学と県教育委員会が連携して、高校生向けに大学教
員が自らの専門分野をわかりやすく講義し、その分野に関心
のある生徒に大学の学びに触れる機会を提供し、その後の生
徒自身による進路選択の一助としていくことを目的とする
フォーラムを開催する。

10月28日

11月11日

12月8日

12月15日

愛知県立大学

愛知県立大学
名古屋経済大学

名古屋学院大学

愛知大学

愛知県教育委員会 無料
http://www.pref.aichi.
jp/kyoiku/

愛知県 愛西市 ①
愛西市家庭教育講演
会

未来の日本を創る心豊かでたくましい子どもを育むため、親が
子育ての悩みや不安を払拭し、自身を持って子育てができる
よう、家庭教育に関する講演会を開催します。

10月26日 文化会館
愛西市家庭教育推進連絡
協議会・愛西市教育委員会

無料
http://www.city.aisai.
lg.jp/

愛知県 愛西市 ③ 愛西市文化祭
市民参加によるイベントとして、芸能発表・作品展・呈茶コー
ナー等を開催します。

11月3, 4日 文化会館・佐織公民館 愛西市文化協会 無料
http://www.city.aisai.
lg.jp/

愛知県 阿久比町 ② あぐい教育週間
保育公開、授業公開などを行い、子育てに関する講演等を行
います。

10月26日～11月
12日

町内保育園、幼稚園、
小学校、中学校

阿久比町幼保小中一貫プロ
ジェクト

無料
学校教育課学校教育
係0569-48-1111（内
線205・238）

愛知県 阿久比町 ①
第61回阿久比町　文化
祭

総合展示会、芸能大会、チャリティー呈茶会などの各種大会を
行います。

11月3, 4日 阿久比町立中央公民館 阿久比町教育委員会 無料
社会教育課公民館係
0569-48-1111(内線
260・261)

愛知県
海部郡大

治町
③

第35回大治町文化展・
第21回大治町菊花展

町民の方から出展された作品の展示を行っています。 11月3, 4日 大治町立公民館 大治町・大治町教育委員
会・大治町文化協会

無料 教育委員会　社会教
育課・052-443-2671

愛知県
海部郡大

治町
③ 大治町文化財フェア

町内の寺宝を借用して、公民館にて展覧会を開催します。ま
た、文化財に関する講演会や町内の歴史資源を探索するスタ
ンプラリーを同時に開催します。

11月10～18日 大治町立公民館 大治町・大治町教育委員会 無料

教育委員会　社会教
育課・052-443-2671

愛知県 あま市 ③ あま市の祭礼展 あま市で執り行われる祭礼を紹介する。
10月28日～12月2
日

あま市美和歴史民俗資
料館

あま市美和歴史民俗資料館 無料 052-442-8522 休館日は水曜、木曜

愛知県 あま市 ③ 第３回あま市文化祭
芸能発表会、作品展示、呈茶を実施し、文化作品の発表を行
う。

11月3, 4日
七宝公民館
美和文化会館
甚目寺公民館

あま市文化協会 無料 052-444-1621

愛知県 あま市 ① ブックリサイクル
利用者からいただいた本や保存期限を過ぎた図書館の雑誌を
無償で提供する。

11月3日 あま市美和文化会館 あま市美和図書館 無料 052-449-1070

愛知県 あま市 ①、② 人権講演会 人権問題の啓発。 11月11日 美和文化会館 あま市・あま市教育委員会 無料 052-444-0398

愛知県 一宮市 ③ 第７０回一宮市美術展
日本画、洋画、彫刻・立体、工芸、デザイン、書、写真の公募
作品及び依頼出品の展示

11月15～18日
一宮スポーツ文化セン
ター

一宮市・一宮市教育委員会 無料
生涯学習課
0586-84-0013

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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愛知県 一宮市 ③ 文化講演会 秋山仁氏（数学者）による講演 10月20日 尾西市民会館
一宮市芸術文化協会・一宮
市教育委員会

無料
生涯学習課
0586-84-0013

入場整理券が必要

愛知県 一宮市 ③ 第６７回一宮市芸術祭 一宮市芸術文化協会加入団体による芸術・文化活動の発表 9月～12月 一宮市内各所
一宮市芸術文化協会・一宮
市教育委員会

生涯学習課
0586-84-0013

愛知県 一宮市 ③
開館25周年記念特別
展「一宮の歴史と文化」

　市域に残された歴史資料を展示。
10月13日～11月
18日

一宮市博物館特別展示
室他

一宮市博物館
http://www.icm-
jp.com/

愛知県 一宮市 ③

一宮市博物館講座『尾
張平野を語る17』
シンポジウム　一宮の
歴史と文化～一宮を語
る～

　旧市史を含め市史編さん事業から始まったとも言える当地方
の歴史研究の軌跡を、多くの研究者とともに振り返る。

11月 10, 11日 妙興寺公民館 一宮市博物館
http://www.icm-
jp.com/

愛知県 一宮市 ③ 第48回文化財めぐり 　市内の指定文化財を見学します。 11月4日 島文楽公演見学他 一宮市博物館
http://www.icm-
jp.com/

愛知県 一宮市 ③
特別展「生誕100年記
念　丸木俊展」

「原爆の図」の画家として知られる丸木俊。「原爆の図」だけで
なく、一人の類まれな女性洋画家としての、生涯にわたる作品
をご紹介します。

10月6日～11月25
日

一宮市三岸節子記念美
術館

一宮市三岸節子記念美術
館

http://s-
migishi.com/

愛知県 一宮市 ①，③
講座「美濃路探訪～
秋・美濃編～」

江戸時代の東海道宮（熱田）祝と中山道垂井宿を結ぶ街道
「美濃路」について、歴史と現在の様子（秋は美濃（岐阜県）
側）を講義と現地学習で学びます。

①講義10月21日
②現地学習10月
28日

①一宮市尾西歴史民俗
資料館　研修室
②美濃路沿線（岐阜県）

一宮市尾西歴史民俗資料
館

http://www.city.ichin
omiya.aichi.jp/division
/rekimin/index.html

愛知県 一宮市 ①，③
講座「やさしい古文書」
⑫、⑬

主として初心者を対象に、一宮市尾西歴史民俗資料館所蔵の
江戸時代の宿場（美濃路起宿）や村庄屋文書などを教材として
解読し、歴史的背景についても詳しく学びます。（年間20回）

⑫10月27日
⑬11月10日

一宮市尾西歴史民俗資
料館　　研修室

一宮市尾西歴史民俗資料
館

http://www.city.ichin
omiya.aichi.jp/division
/rekimin/index.html

愛知県 一宮市 ①，③
講座「船方御用留を読
む」⑩，⑪

主として中級者を対象に、一宮市尾西歴史民俗資料館所蔵の
江戸時代の起渡船場に関する記録「船方御用留」を教材として
解読し、歴史的背景についても詳しく学びます。（年間16回）

⑩10月27日
⑪11月10日

一宮市尾西歴史民俗資
料館　　研修室

一宮市尾西歴史民俗資料
館

http://www.city.ichin
omiya.aichi.jp/division
/rekimin/index.html

愛知県 一宮市 ①，③ 特別展「御一新と宿場」

「御一新（明治維新）」は、日本の歴史の中でも特に大きな出来
事でした。あまり知られていない明治初期の宿場を紹介し、宿
場や街道沿いに暮らす人々から見た「御一新」の内実に迫りま
す。

10月6日～　12月9
日

一宮市尾西歴史民俗資
料館　特別展示室

一宮市尾西歴史民俗資料
館

無料
http://www.city.ichin
omiya.aichi.jp/division
/rekimin/index.html

愛知県 一宮市 ①，③
特別展「御一新と宿場」
展示説明会

展示資料の説明会を2回開催します。
⑩11月3日
⑪11月18日

一宮市尾西歴史民俗資
料館　研修室

一宮市尾西歴史民俗資料
館

無料
http://www.city.ichin
omiya.aichi.jp/division
/rekimin/index.html
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愛知県 一宮市 ③ 第12回もみじまつり

一宮市尾西歴史民俗資料館の別館「旧林家住宅」が、国の登
録有形文化財建造物になったのを記念して開催し、本年で12
回目を迎えます。日本庭園のもみじの色鮮やかなこの時期
に、旧林家住宅を会場にお茶会や山野草展や箏の演奏など
の催しを2日間にわたり開催します。

⑩11月24日
⑪11月25日

一宮市尾西歴史民俗資
料館　別館「旧林家住
宅」

一宮市尾西歴史民俗資料
館

http://www.city.ichin
omiya.aichi.jp/division
/rekimin/index.html

愛知県 稲沢市 ①
男女共同参画
推進セミナー（後期）

男女共同参画社会づくりのための学習を行います。 10月9, 16, 23日
平和町農村環境
改善センター

稲沢市教育委員会 無料
稲沢市役所
生涯学習課
0587-32-1111

愛知県 稲沢市 ③
第45回郷土の文化財
展

平成23年度発掘調査出土品などの展示 10月18～21日 中高記念館 稲沢市教育委員会 無料
稲沢市役所
生涯学習課
0587-32-1111

愛知県 稲沢市 ①
第42回稲沢市消費生
活展

消費者団体等による啓発パネルや展示 10月21日 総合文化センター 稲沢市 無料
稲沢市役所
商工観光課
0587-32-1111

愛知県 稲沢市 ① 家庭教育学級
小中学生をもつ保護者のかたを対象に家庭教育に関する講座
を開催

10月26日, 11月2,
9, 30日

稲沢市民会館 稲沢市教育委員会 無料
稲沢市役所
生涯学習課
0587-32-1111

愛知県 稲沢市 ③
特別展ジョルジュ・ル
オー展

荻須高徳がフランスで魅了された作家、ジョルジュ・ルオーの
展覧会

10月27日～12月2
日

荻須記念美術館 稲沢市教育委員会
荻須記念美術館
0587-23-3300

愛知県 稲沢市 ③ 福祉まつり チャリティバザー、芸能発表、ボランティア活動紹介など 10月27, 28日 稲沢市勤労福祉会館
稲沢市
稲沢市社会福祉協議会

無料
稲沢市社会福祉協議
会
0587-23-6713

愛知県 稲沢市 ③
祖父江町郷土資料館
企画展

絵画資料の展示
10月27日～11月4
日

祖父江町郷土資料館 稲沢市教育委員会 無料
稲沢市役所
生涯学習課
0587-32-1111

愛知県 稲沢市 ③
第38回老人趣味の作
品展

老人趣味の作品展
10月31日～11月1
日

稲沢市勤労福祉会館 稲沢市 無料
稲沢市役所
高齢介護課
0587-32-1111

愛知県 稲沢市 ① 子育てセミナー
乳幼児をもつ保護者・妊婦のかたを対象に家庭教育に関係す
る講座を開催

11月3, 10, 17日 稲沢市勤労福祉会館 稲沢市教育委員会 無料
稲沢市役所
生涯学習課
0587-32-1111

愛知県 稲沢市 ③ 文化財公開デー 文化財の特別公開 11月3日 尾張大国霊神社 稲沢市教育委員会 無料
稲沢市役所
生涯学習課
0587-32-1111

愛知県 稲沢市 ③ 特別展ギャラリートーク 特別展で取り上げる洋画家、ジョルジュ・ルオーの魅力を解説 11月4日 荻須記念美術館 稲沢市教育委員会 無料
荻須記念美術館
0587-23-3300
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愛知県 稲沢市 ③
第32回秋の稲沢音楽
祭

音楽協会加盟団体による発表会 11月4日 市民会館 稲沢市教育委員会 無料
稲沢市役所
生涯学習課
0587-32-1111

愛知県 稲沢市 ① 歴史講座 歴史をテーマに講座を開催
11月5, 13, 20日,
12月4, 10日

稲沢市勤労福祉会館 稲沢市教育委員会
稲沢市役所
生涯学習課
0587-32-1111

愛知県 稲沢市 ③ 稲沢市民寄席vol.19 文珍・昇太・たい平　三人の会 11月11日 稲沢市民会館 稲沢市民会館
稲沢市民会館
0587-24-5111

愛知県 稲沢市 ①
美術講座
銅版画を体験しよう！

銅版画の技法を実際に体験した後で、特別展の作品を鑑賞し
ます。

11月17日 荻須記念美術館 稲沢市教育委員会
荻須記念美術館
0587-23-3300

愛知県 稲沢市 ①
男女共同参画
社会づくりフォーラム

男女共同参画社会の実現に向けたフォーラム 11月18日 稲沢市民会館 稲沢市教育委員会 無料
稲沢市役所
生涯学習課
0587-32-1111

愛知県 稲沢市 ①
子ども美術講座
光と影ステンドグラスを
作ろう！

光が差込むと、色鮮やかに輝くステンドグラスを作ります。 11月18日 荻須記念美術館 稲沢市教育委員会
荻須記念美術館
0587-23-3300

愛知県 稲沢市 ③

劇団東京ヴォードヴィ
ルショー＆セントラル愛
知交響楽団「Show劇的
コンサート」

オーケストラが奏でるお馴染みの音楽を、爆笑コントでコーディ
ネートし、とても楽しい公演となっています。

11月18日 稲沢市民会館 稲沢市民会館
稲沢市民会館
0587-24-5111

愛知県 稲沢市 ③ 音楽家の集い 地元で活躍するプロ演奏家による演奏会 11月19日 稲沢市民会館 稲沢市民会館
稲沢市民会館
0587-24-5111

愛知県 犬山市 ① 第22回市民公開日
犬山市及び近隣市町村にお住まいの方を対象に所内を公開
し、所内教員による講演の後、施設見学を行います。

10月28日 京都大学霊長類研究所 京都大学霊長類研究所 無料

http://www.pri.kyoto
-u.ac.jp/index-j.html

霊長類研究所総務掛
TEL:0568-63-0512

事前申込制

愛知県 犬山市 ① 秋のおはなし大会 「ミニ天丼」による親子を対象とした人形劇 11月3日
犬山市立図書館
展示室

犬山市立図書館 無料
http://www.lib.inuya
ma.aichi.jp

愛知県 犬山市 ①
図書館職員おすすめ
本の展示

図書館職員によるおすすめ本をレビューをつけて展示
10月27日～11月9
日

犬山市立図書館 犬山市立図書館 無料
http://www.lib.inuya
ma.aichi.jp

愛知県 犬山市 ③ 第58回犬山市民展
市民の優れた芸術文化作品を発表する場と、鑑賞機会を提供
します。

10月30日
～11月4日

犬山市南部公民館 犬山市教育委員会 無料
http://www.city.inuya
ma.aichi.jp/culture/g
yousaiji/index.html
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愛知県 岩倉市 ③ 岩倉市文化祭
市民展・美術展・生花展・盆栽展・児童生徒作品展・茶席・音楽
祭を開催

11月1～4日
岩倉市総合体育文化セ
ンター

岩倉市・岩倉市教育委員会 無料
岩倉市生涯学習課
0587-38-5819

愛知県 大口町 ③ 作品展 各々の作品を展示、発表する 11月3, 4日 中央公民館　集会室
大口町教育委員会生涯学
習課

無料 ０５８７－９５－３１５５

愛知県 大口町 ③ 芸能発表会 文化協会所属、芸能部のクラブによる発表会 11月11日 大口町民会館
大口町教育委員会生涯学
習課

無料 ０５８７－９５－３１５５

愛知県 大府市 ③ 遠野デー 遠野の語り部による昔話や、伝統芸能の披露。 10月26日 大府市役所 大府市 無料
大府市文化国際課
0562-45-6266

愛知県 大府市 ③ 産業文化まつり 文化展・小中学校作品展・行政展・商工業展・農協展等。 10月27, 28日
大府市民体育館・駐車
場

大府市 無料
大府市商工労政課
0562-45-6227

愛知県 岡崎市 ③
あいちトリエンナーレ地
域展開事業「岡崎アー
ト＆ジャズ２０１２」

現代美術作家（13組）による作品を岡崎のまちなかに展示する
とともに、出展作家によるワークショップを実施します。また、
会期中ジャズイベントも開催します。

11月1日～12月2
日

岡崎シビコ、岡崎公園東
隅櫓、旧本田忠次邸な
ど

あいちトリエンナーレ地域展
開事業実行委員会

http://aichi-art.com

愛知県 岡崎市 ③

あいちトリエンナーレ地
域展開事業連携企画
「光　陰　－ひかり、か
げ、ときー」

あいちトリエンナーレ地域展開事業の関連企画展として岡崎市
美術博物館が所蔵する現代美術の作品を中心にあいちアート
プログラム出品作家の旧作を加えて現代美術を紹介する。

11月3日～1月13
日

岡崎市美術博物館 岡崎市美術博物館
http://www.city.okaz
aki.aichi.jp/museum/
bihaku/top.html

愛知県 岡崎市 ① 第６５回岡崎美術展 １６歳以上の公募展 10月19～28日 岡崎市美術館
岡崎市・市教育委員会・岡
崎美術協会

無料
岡崎市文化芸術部文
化総務課（0564-23-
6432）

愛知県 岡崎市 ③ 第２７回文協文化祭 岡崎文化協会文化部会による合同発表会 11月10日,11日 岡崎竜美丘会館 岡崎文化協会 無料
岡崎市文化協会
（0564-23-6432）

愛知県 岡崎市 ①
開館30周年記念　家康
と三河

家康関係資料40点余を展示
10月12日～12月5
日

三河武士のやかた家康
館

岡崎市
岡崎市文化芸術部文
化総務課（0564-23-
6432）

愛知県 岡崎市 ③ 第65回岡崎市芸術祭 市民の文化活動諸団体の発表の機会を後援し、広報します
10月1日～11月30
日

岡崎市内 岡崎市・市教育委員会
岡崎市文化芸術部文
化総務課（0564-23-
6615）

愛知県 岡崎市 ③
あいちアートプログラム
岡崎アート＆ジャズ
2012

あいちトリエンナーレ地域展開事業として、現代美術展とジャ
ズイベントを開催します

11月1日～12月2
日

岡崎シビコ6階・屋上、岡
崎公園東隅櫓他

あいちトリエンナーレ地域展
開事業実行委員会、岡崎市

無料
岡崎市文化芸術部文
化総務課（0564-23-
6615）

旧本多忠次邸のみ入
館料200円

愛知県 岡崎市 ②
第49回造形おかざきっ
子展

市内全小中学生・公立３幼稚園児の野外造形作品展 10月27, 28日
おかざき世界子ども美
術博物館一帯

岡崎市現職研修委員会図
工美術部

無料
岡崎市教育委員会学
校指導課
0564-23-6877

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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愛知県 岡崎市 ②
第40回岡崎のハーモ
ニー

市内小中学生合同音楽会 11月17日 岡崎市民会館
岡崎市現職研修委員会音
楽部

無料
岡崎市教育委員会学
校指導課
0564-23-6439

愛知県 岡崎市 ③
多文化共生フェスティ
バル

岡崎市在住の外国人市民と日本人市民とが、互いの文化を持
ち寄り、紹介し合い、相互理解を深めるイベントです。

11月4日 竜美丘会館

岡崎市・岡崎市国際交流協
会・岡崎ブラジル協会・岡崎
中国人協会・岡崎フィリピノ
コミュニティ・一般社団法人
岡崎パブリックサービス

無料
岡崎市国際交流協会
（0564-23-6644）
ｈｔｔｐ://oia1.jp/

食事や物販購入の際
には有料

愛知県 岡崎市 ①
第６回　ぶらっきょろり
ん

「歩くこと」の再発見・再認識をしてもらい、車のちょい乗りから
「歩き」へのシフトを目指し、車から排出される二酸化炭素の削
減等、地球温暖化防止の啓発をする。

10月28日
東岡崎駅～六所神社、
竜美丘公園、吉祥院～
東岡崎駅

岡崎市まちづくり市民会議
交通部会

無料
http://www.city.okaz
aki.aichi.jp/menu1063
8.html

愛知県 岡崎市 ① 思春期講演会
生命の大切さ、人と人のつながりについて学び合い、子どもた
ちの健全育成を目指す。

11月6日 岡崎歯科総合センター 岡崎市保健所健康増進課 無料 (0564)－23－6180

愛知県 岡崎市 ①
言語発達遅滞児等集
団指導教室

専門的な指導や早期に療育が必要と思われる児とその保護
者に対し、集団での遊びや健康教育を通して、適切な育児環
境について保護者自身が整えられるよう支援する。

11月8日 岡崎げんき館 岡崎市保健所健康増進課 無料 (0564)－23－6180

愛知県 岡崎市 ① がん講演会

がん体験者の声を聞き、がんが身近なものであること、がんに
なると生活全てが変わること、がん検診の必要性等を理解し、
自らが健康管理のために受診行動につなげることができるよう
目指す。

10月18日 岡崎げんき館 岡崎市保健所健康増進課 無料 (0564)－23－6639

愛知県 岡崎市 ① パネル展（乳がん）
近年、乳がんにかかる女性が増えている。疾患の理解と予
防、検診の必要性を学び、自らが健康管理のために受診行動
につなげることができるよう目指す。

10月15～21日 岡崎げんき館 岡崎市保健所健康増進課 無料 (0564)－23－6639

愛知県 岡崎市 ①
健康料理教室（禁煙料
理教室）

禁煙が楽になる食事のポイントなど禁煙に関する講話と調理
実習を通して、禁煙を目指す人をサポートします。

10月28日 岡崎げんき館 岡崎市保健所健康増進課 (0564)－23－6639

愛知県 岡崎市 ①
リメンバー名古屋自死
遺族の会IN岡崎

自死遺族への理解のための講演、自死遺族同士によるわかち
あいの会

11月4日 岡崎げんき館 リメンバー名古屋 無料 公表なし
※一般市民対象企画
は午前のみ

愛知県 岡崎市 ①
日本リウマチ友の会愛
知県支部療養相談会

パネルディスカッション「かしこい患者になるために」
療養相談会

10月28日 岡崎げんき館
日本リウマチ友の会愛知県
支部

無料 （0564）－23－6715

愛知県 岡崎市 ① 体験型妊婦教室
安心して出産・育児に望むことができるよう、妊娠中の生活、
育児等についての情報提供をすると共に、沐浴や妊婦体験、
手遊びの体験ができる場を設けている。

11月3日 岡崎げんき館 岡崎市保健所健康増進課 無料 (0564)－23－6069

愛知県 岡崎市 ① おっぱいと離乳食教室
母乳育児について学び、妊娠期からの食生活を見直すと共
に、離乳食から始まる食育の大切さについて学ぶ。

11月5日 岡崎げんき館 岡崎市保健所健康増進課 無料 (0564)－23－6069

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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愛知県 尾張旭市 ① 読書週間事業
本のリサイクル市、おはなしのひろば、大人のためのおはなし
会

10月28日～11月4
日

尾張旭市立図書館 尾張旭市立図書館 無料
http://www.owariasa
hi.lg.jp/

愛知県 尾張旭市 ①
ボランティア養成読み
聞かせ講座

講義、実技を通し、読み聞かせの必要性など導入的な講座を
行う

11月10日 尾張旭市立図書館 尾張旭市立図書館 無料
http://www.owariasa
hi.lg.jp/

愛知県 尾張旭市 ③ 市民文化祭 市民展、市民芸能発表大会、市民音楽祭を開催
11月1日～12月9
日

文化会館
スカイワードあさひ

文化協会
市教育委員会

無料
http://www.owariasa
hi.lg.jp/

愛知県 春日井市 ③
小野道風公奉賛第６４
回全国書道展覧会

春日井市で生まれたと伝えられ、三跡の筆頭として日本書道
史上に大きな足跡を残した小野道風の偉業をたたえる、全国
公募の展覧会です。

10月27日～11月4
日

春日井市役所・文化
フォーラム春日井ほか

春日井市・公益財団法人か
すがい市民文化財団・春日
井市教育委員会・小野道風
公遺跡保存会・中日新聞社

無料
http://www.city.kasu
gai.lg.jp/bunka/event
/tofuten/index.html

愛知県 春日井市 ①
里山体験　5回目
（田んぼと森の学校）

種をまいてから、稲刈りをし収穫をするまでを体験します。 10月27, 28日
野外教育センター(少年
自然の家)

野外教育
センター

少年自然の家
0568-92-8211

年間参加

愛知県 春日井市 ①
もっとキャンプを楽しも
う

さらに一歩キャンプを楽しむための秋季キャンプ 11月3, 4日
野外教育センター(少年
自然の家)

野外教育
センター

少年自然の家
0568-92-8211

愛知県 春日井市 ①
あそびむしくらぶ
6回目

季節ごとにテーマを決め、自然体験を行います。　　6回目の
テーマは「どんぐりであそぼう」

11月6日
野外教育センター(少年
自然の家)

野外教育
センター

少年自然の家
0568-92-8211

年間参加

愛知県 春日井市 ①
あそびむしくらぶ
しもつき

季節ごとにテーマを決め、自然体験を行います。　　テーマ：
「どんぐりであそぼう」

11月9日
野外教育センター(少年
自然の家)

野外教育
センター

少年自然の家
0568-92-8211

愛知県 春日井市 ①
わくわく自然ランド
(紅葉・木の実・植物の
不思議)

紅葉を楽しみながら、木の実や種子の広がりについて観察し、
木の実や落ち葉で工作を行います。

11月11日
野外教育センター(少年
自然の家)

野外教育
センター

少年自然の家
0568-92-8211

愛知県 春日井市 ③ 第22回ハニワまつり
市民が制作したハニワを野焼きし、勾玉作り等体験工房を実
施します。

10月27日雨天の
場合は28日に順
延

二子山公園
春日井市
春日井市教育委員会
ハニワまつり実行委員会

無料

http://www.city.kasu
gai.lg.jp/bunka/event
/bunkazai_event/hani
wa_maturi.html

愛知県 春日井市 ① ジュニアセミナー
目指せ！ロボットマスター　：
レゴ・マインドストームというロボット製作キットを使って、自分
オリジナルのロボットを作ります。

10月20日～11月
24日、全4回

中部大学春日井キャン
パス

中部大学 8,000
http://www.chubu.ac.
jp/extension/openlec
ture/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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愛知県 春日井市 ① ジュニアセミナー
科学工作コース　：
不思議を考える楽しい科学工作実験を毎回完成形式で行ない
ます。

10月20日～11月
10日、全3回

中部大学春日井キャン
パス

中部大学 6,000
http://www.chubu.ac.
jp/extension/openlec
ture/index.html

愛知県 春日井市 ① サイエンスカフェ
一般の方を対象とした気軽にアカデミックなレクチャーに耳を
傾けることができる講座。今回は、「近代にとって教養とは」が
テーマとなります。

10月27日
全1回

中部大学春日井キャン
パス

中部大学 1,000
http://www.chubu.ac.
jp/extension/openlec
ture/index.html

愛知県 春日井市 ② 授業公開
教育の資質向上のため、授業を公開し一層の教育効果を高め

る
10月29日～11月9

日
春日丘高等学校・中学

校
学校法人中部大学　春日丘

高等学校・中学校
無料

http://www.haruhigao
ka.ed.jp/

愛知県 春日井市 ②
第６回春日丘
中学生英語スピーチ・
コンテスト

愛知・岐阜に在住の中学生を対象に、英語を通して自分の考えを
発表してもらい、生きた英語力と国際性を身に付けさせる機会とす
る。

11月17日
中部大学三浦幸平メモ
リアルホール

学校法人中部大学　春日丘
高等学校

無料

http://www.haruhigao
ka.ed.jp/kouko/pdf/s
peech-
contest2012.pdf

愛知県 蟹江町 ③
第４５回　蟹江町文化
祭

書道･絵画・盆栽などの展示と舞踊演奏などの発表　呈茶会も
行います。

11月3, 4日
蟹江町体育館　・　蟹江
町中央公民館

蟹江町教育委員会 無料
蟹江町生涯学習課
0567-95-1111

愛知県 蒲郡市 ③
愛知県立芸術大学管
弦楽団特別演奏会

愛知県立芸術大学音楽学部の学生で構成される管弦楽団に
よる演奏会です。　　　　指揮：外山雄三
管弦楽：愛知県立芸術大学管弦楽

11月23日 蒲郡市民会館

公益財団法人愛知県文化
振興事業団/蒲郡市・蒲郡
市教育委員会/愛知県公立
大学法人愛知県立芸術大
学

文化スポーツ課
0533-66-1222

愛知県 蒲郡市 ③ 蒲郡市民文化祭 蒲郡文化協会会員、蒲郡市民による文化活動の発表です。 11月2～25日
蒲郡市民会館及び蒲郡
市博物館

蒲郡市文化協会・蒲郡市文
化協会

無料
文化スポーツ課
0533-66-1222

愛知県 蒲郡市 ③
企画展「クラシックカメ
ラの世界」

個人収集のアンティークカメラコレクションを中心にこれまで市
に寄贈されてきたカメラを公開します。

11月1～25日 蒲郡市博物館 蒲郡市博物館 無料
蒲郡市博物館0533-
68-1881

愛知県 刈谷市 ③
猪熊弦一郎展
『いのくまさん』

秋の企画展として、丸亀市猪熊弦一郎現代美術館所蔵品約１
２０点を展示します。絵本『いのくまさん』に沿って、親しみやす
く猪熊弦一郎の画業を紹介します。

9月15日
～11月4日

刈谷市美術館　全館
刈谷市美術館、読売新聞
社、美術館連絡協議会

http://www.city.kariy
a.lg.jp/museum/

愛知県 刈谷市 ③

Iris　Collection　Vol.5
小林真人コンサート
～扉の向こうは音楽の
玉手箱～

小中学校の教科書に採用された合唱曲「明日を信じて」の作
曲等で活躍している作曲家・ピアニストの小林真人がジャンル
を超えた音楽の魅力をお届けします。

10月8日
刈谷市総合文化セン
ター小ホール

刈谷市・刈谷市教育委員
会・刈谷市総合文化セン
ター

http://www.kariya.hal
l-info.jp/pc/

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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愛知県 刈谷市 ③

東儀秀樹×古澤巌
guest.上妻宏光
全国ツアー2012　追加
公演

雅楽の東儀と西洋音楽の古澤、そして、民謡の上妻。それぞ
れの伝統に立脚した上で、新しい音楽世界を創り出します。

10月18日
刈谷市総合文化セン
ター大ホール

刈谷市・刈谷市教育委員
会・刈谷市総合文化セン
ター

http://www.kariya.hal
l-info.jp/pc/

愛知県 刈谷市 ①
史跡めぐり高津波・小
山コース

高津波・小山地区の歴史の小径を、ふるさとガイドボランティア
の案内で歩き、刈谷の歴史を学びます。

10月27日 刈谷市高津波町他 刈谷市・刈谷市教育委員会 無料
http://www.city.kariy
a.lg.jp/

愛知県 刈谷市 ③
刈谷ふれあいカレッジ
市民大学講座第２期第
２回（宮本亜門氏）

この講座は皆さんの「生涯学習のきっかけづくりの場」として
様々な知識と出会いの場を提供します。

10月28日
刈谷市総合文化セン
ター大ホール

刈谷市・刈谷市教育委員
会・刈谷市総合文化セン
ター

http://www.kariya.hal
l-info.jp/pc/

愛知県 刈谷市 ①
公開講座「キミ子方式
で描く「髪の毛」と「似顔
絵」

誰でも楽しく上手に絵が描けるキミ子方式で「髪の毛」と「似顔
絵」を描きましょう。

10月21日 愛知教育大学
国立大学法人愛知教育大
学

http://www.aichi-
edu.ac.jp/renkei/files
/kokaikoza_120612.pd
f

募集期間：8/24～
9/20（先着順）

愛知県 刈谷市 ①
公開講座「油絵で秋の
洲原公園を描こう！」

油絵で風景画を描く際の基本的な道具の使い方と､制作のプ
ロセスを紹介します。

11月4, 11日
刈谷市北部生涯学習セ
ンター

国立大学法人愛知教育大
学

http://www.aichi-
edu.ac.jp/renkei/files
/kokaikoza_120612.pd
f

募集期間：8/24～
9/20（先着順）

愛知県 刈谷市 ①
刈谷市と大学との連携
公開講座「手話の語源
を知る」

手話の成り立ちや､他の言語をどのように取り入れてきたかな
どについてお話しします。

11月18日 刈谷市総合文化ｾﾝﾀｰ
国立大学法人愛知教育大
学および刈谷市

http://www.aichi-
edu.ac.jp/renkei/files
/kokaikoza_120612.pd
f

募集期間：9/1～
9/15(先着順）
対象：定住自立圏域
(刈谷市・知立市・高
浜市・東浦町）在住・
在勤の方

愛知県 刈谷市 ① 地域連携ﾌｫｰﾗﾑ2012
(予定）地域と密接に関わってきた本学学生・教職員のこれまで
の活動を総括し､今後の本学の地域貢献のあり方を展望しま
す。

11月10日 愛知教育大学
国立大学法人愛知教育大
学

無料
http://www.aichi-
edu.ac.jp/renkei/area
/support.html

愛知県 刈谷市 ④ 科学ものづくりﾌｪｽﾀ
日頃の活動内容や､『科学』と『ものづくり』の楽しさやおもしろさ
を紹介します。

11月17日 愛知教育大学
国立大学法人愛知教育大
学

無料

http://www.step.aichi
-
edu.ac.jp/activity.htm
l

愛知県
北名古屋

市
③

北名古屋市文化協会
芸能発表会

文化協会会員による芸能発表 11月4日
北名古屋市文化勤労会
館

北名古屋市文化協会 無料
生涯学習課
0568-22-1111

愛知県
北名古屋

市
③

北名古屋市文化協会
作品展・菊花展

文化協会会員等の作品展示（絵画等） 11月10, 11日 北名古屋市総合体育館 北名古屋市文化協会 無料
生涯学習課
0568-22-1111

愛知県
北名古屋

市
③

旧加藤邸アートプロ
ジェクト2012

明治時代に建てられた「旧加藤家住宅」を舞台に名古屋芸術
大学の学生・卒業生による「記憶｣をキーワードにしたアート作
品を展示します。

11月17～25日
国登録有形文化財「旧
加藤家住宅」

名古屋芸術大学美術学部・
北名古屋市教育委員会

無料

北名古屋市歴史民俗
資料館：0568-25-
3600　　名古屋芸術
大学版画コース事務
室：0568-24-0350（内
線340）

愛知県 清須市 ③ 清須市文化展 文化協会及び一般市民の作品を展示します。 11月3, 4日 アルコ清洲 清須市文化協会 無料
生涯学習課　052-
409-6471

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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愛知県 清須市
①，③，

④

H24年度第2回公開講
座
『いい湯だな　ははん
♪　･･･快適で安全な入
浴方法･･･』

入浴がもたらす効果に関して、皆さんの疑問にお答えしなが
ら、楽しく安全にお風呂に入る方法についてお話します。

11月11日
愛知医療学院短期大学
城北キャンパス

愛知医療学院短期大学 無料
http://www.yuai.ac.jp
/intro/activity.html

愛知県 幸田町 ③
第37回幸田文化協会
文化祭

本町文化協会会員による展示並びに芸能発表です。 11月3, 4日
幸田町民会館・幸田町
立図書館

幸田文化協会事務局 無料 0564-63-5688

愛知県 幸田町 ③ 産業まつり
地元で採れた農林産物の品評会・即売会・商工展など楽しい
催しがいっぱいです。

11月11日 ハッピネス・ヒル・幸田
こうた産業まつり実行委員
会

無料
0564-62-1111  内線
262

愛知県 幸田町 ③
幸田福祉・ボランティア
まつり

町内の福祉関係者及びボランティアが集い、活動の紹介を行
います。手話や点字の体験コーナーをはじめ、模擬店やバ
ザーなど楽しい催しが目白押しです。

11月18日 幸田町中央公民館
幸田福祉・ボランティアまつ
り実行委員会

無料 0564-62-7171

愛知県 江南市 ③ 第４１回江南市美術展
一般の部では絵画、書道、彫刻・工芸、写真、デザインの作品
を展示します。小中学校の部では市内小中学生の作品を展示
します。

一般の部
11月1～4日
小中学校の部
11月7～11日

江南市民文化会館 江南市教育委員会 無料
生涯学習課
0587-54-1111
内線318

愛知県 江南市 ③
第18回江南市公民館
フェスタ

市内公民館で活動しているサークルが一堂に会し、日頃の文
化活動の成果の発表を行い、サークル間の交流を行う。

10月26～28日
江南市立古知野東公民
館

江南市公民館フェスタ実行
委員会

無料
生涯学習課
0587-54-1111
内線486

愛知県 江南市 ③
平成２４年度文化講演
会

市民文化の高揚を図るため、２年に１度開催。 11月23日 江南市民文化会館 江南市教育委員会 無料
生涯学習課
0587-54-1111
内線318

愛知県 江南市 ②
平成２４年度江南市横
田教育文化事業作文
発表会

　江南市横田教育文化事業基金をもとに実施する横田教育文
化事業の一環として、中学生及び高校生の向学心の高揚と豊
かな人格形成を図ることを目的として作文を募集し、スピーチ
形式により「将来の夢」と題して現代の生徒の思いを発表する
もの。

11月3日 江南市民文化会館 江南市教育委員会教育課 無料
教育課
0587-54-1111

愛知県 江南市 ② 学習発表会
保護者や地域の皆さんも楽しみにしている行事のひとつで、こ
れまでに学んできた学習の成果を、劇や器楽演奏などで表現
します。

11月11, 17日
各小学校
（10小学校）

江南市教育委員会教育課 無料
教育課
0587-54-1111

愛知県 江南市 ② 観劇会
豊かな表現力や構成力でプロによって演出された文学作品等
の演劇を鑑賞します。

10月17日～11月
21日

各小学校
（5小学校）

江南市教育委員会教育課
教育課
0587-54-1111

愛知県 江南市 ② 合唱コンクール
学級ごとに決めた合唱曲を、音楽の時間だけでなく、放課等の
時間も使って練習を積み上げ、互いの成果を発表し合います。

11月9, 11日 江南市民文化会館 江南市教育委員会教育課 無料
教育課
0587-54-1111

愛知県 江南市 ② 文化祭
講師を招いた文化講座や、生徒によるステージ発表、演劇鑑
賞会など、学校ごとにさまざまな内容で開催されます。

11月6～11日
各中学校
（5中学校）

江南市教育委員会教育課
教育課
0587-54-1111

愛知県 小牧市 ①
青年の家フェスティバ
ル

青年の家を利用するサークル等の活動発表を行います。 11月3日 小牧市堀の内体育施設 小牧市青年の家 無料
小牧市青年の家
0568-76-3718

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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愛知県 小牧市 ① 手作り布絵本講座
実際に作品を作りながら布絵本の作り方を学びます。
講師：石田民子氏（「絵本塾」講師）

10月4, 11, 8, 25日
小牧市立図書館
視聴覚室

小牧市立図書館
小牧市立図書館
　0568-73-9951

事前申込が必要（申
込先着順、15名迄）

愛知県 小牧市 ①
中高生がハマる『ライト
ノベル』ってなに？

近年数多く出版されている「ライトノベル」がどういったもので、
なぜ子ども達に人気があるのかを知ることができる講座です。
講師：酒井敏氏（中京大学教授）

11月18日
中部公民館
学習室

小牧市立図書館 無料
小牧市立図書館
　0568-73-9951

事前申込が必要（申
込先着順、30名迄）

愛知県 小牧市 ③
せせらぎナイトコンサー
ト

市民会館前庭のせせらぎ広場及び周辺を活用して、幻想的な
秋の夜長のひとときに屋外コンサートや天体観望会を行いま
す。

10月27日
小牧市市民会館せせら
ぎ広場

小牧市市民会館 無料
小牧市市民会館
0568-77-8205

愛知県 小牧市 ③
第53回小牧市民美術
展

日本画・洋画・彫塑工芸・書道・写真の5部門を公募し、展示し
ます。例年、展示数は約400点で来場者は4000人余りです。

10月28日～11月4
日

小牧市まなび創造館ア
リーナ・市民ギャラリー

小牧市・小牧市教育委員会 無料
文化振興課
0568-76-1188

愛知県 小牧市 ③ ふれあい音楽広場
ポルタメント小牧の会員によるコンサートです。11月は「オペラ
の世界へようこそ！」と題し、歌とピアノをお届けします。

11月4日 味岡市民センター講堂 小牧市・小牧市教育委員会 無料
文化振興課
0568-76-1188

愛知県 小牧市 ③ 第35回小牧市文芸祭
美しい日本語で表現された作品を募集し発表することで、市民
の創作意欲を高め、ゆとりある豊かな心を育成します。

10月28日～11月4
日

小牧市まなび創造館セ
ンターモール

小牧市・小牧市教育委員会 無料
文化振興課
0568-76-1188

愛知県 小牧市 ③ 音楽鑑賞講座
生の演奏とレクチャーで音楽への理解を深め、「アルト？テ
ナー？バリトン？これぞジャズ・サックスの世界！」と題して
ジャズをお届けします。

10月27日 味岡市民センター講堂 小牧市・小牧市教育委員会
文化振興課
0568-76-1188

愛知県 小牧市 ③
第42回文化財愛護の
つどい

伝統行事の体験や地域の文化財を題材にしたクイズラリーを
通じて、文化財に対する理解と関心を深めるとともに文化財愛
護の機運を醸成する。

11月3日 北里小学校体育館
小牧市・小牧市教育委員
会・小牧市文化財資料研究
員会

無料
文化振興課
0568-76-1189

愛知県 設楽町 ③ 設楽町民文化祭
文化協会作品展示会・町民音楽会・文化協会芸能大会・児童
生徒造形展

11月9(金)～11日
(日)

奥三河総合センター
設楽町教育委員会・設楽町
文化協会

無料
設楽町教育委員会
0536-62-1105

愛知県 新城市 ① 生きがい教室 竹細工（一輪挿し作り） 11月7日 新城青年の家
新城市教育委員会生涯学
習課

無料 ０５３６－２３－７６５４

愛知県 新城市 ① 親子ふれあい教室 親子自然観察会 11月18日 愛知県民の森
新城市教育委員会生涯学
習課

無料 ０５３６－２３－７６５４

愛知県 新城市 ① 親子ふれあい教室 親子工作教室（紙飛行機） 11月24日 新城青年の家
新城市教育委員会生涯学
習課

０５３６－２３－７６５４

愛知県 新城市 ①
まちなか博物館特別展
示

まちなか博物館に指定されている２箇所の紹介 10月中旬～11月
新城図書館２階郷土資
料室

新城市教育委員会生涯学
習課

無料 ０５３６－２３－７６５４

愛知県 新城市 ① 特別展示 「長篠から中津へ　奥平展」を開催
10月24日～11月
26日

新城市設楽原歴史資料
館

新城市教育委員会文化課
http://www.city.shins
hiro.lg.jp/index.cfm/8,
0,118,662,html

愛知県 新城市 ① 特別展示
「林主水」を開催
長篠城の籠城武士「林主水」家の足跡

10月24日～11月
26日

新城市長篠城址史跡保
存館

新城市教育委員会文化課
http://www.city.shins
hiro.lg.jp/index.cfm/8,
0,118,664,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
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愛知県 新城市 ①
自然をたのしく学ぶ野
外学習会

本宮山の秋の植物を楽しもう 10月21日
新城市鳳来寺山自然科
学博物館

新城市教育委員会文化課
http://www.city.shins
hiro.lg.jp/index.cfm/6,
3128,118,663,html

申込受付は開催日の
1ヶ月前から

愛知県 新城市 ① 特別展示 残していきたい　戦争の記憶
7月27日～10月31
日

新城市作手歴史民俗資
料館

新城市教育委員会文化課 無料

http://www.city.shins
hiro.lg.jp/events/inde
x.cfm/disp.1.28806.2.
-.html

愛知県 瀬戸市 ③
特別企画展「アール・
デコ」　光のエレガン
ス」

　1920年代のヨーロッパで、当時普及しはじめたばかりの、真
新しい光―眩しい電球の輝きが出会ったのは、モードで洗練さ
れたスタイル、アール・デコでした。本展ではラリック、ドーム兄
弟、セーヴル国立磁器製作所などによるガラス製・磁器製のさ
まざまな照明器具を中心に、貴重な漆製パネル（デュナン
作）、国内では初公開となるガラス製天井灯（ラリック作）、純銀
製・ガラス製の高級テーブルセット、家具、ポスターなど110点
余で、フレンチ・アール・デコの煌めくエレガンスを紹介します。

10月6日～12月24
日

愛知県陶磁資料館 愛知県陶磁資料館
http://www.pref.aichi.
jp/touji

愛知県 瀬戸市 ③ 陶芸ふれあい体験日

　愛知県陶磁資料館では、毎月第3日曜日に「陶芸ふれあい体
験日」を開催します。
　このイベントでは、陶芸館・南館での「ふれあい陶芸教室」と、
愛知県立芸術大学学生による「ラウンジコンサート」を開催し
て、どなたでも“愛知県陶磁資料館で1日楽しめる”内容となっ
ています。

10月21日, 11月18
日

愛知県陶磁資料館 愛知県陶磁資料館
http://www.pref.aichi.
jp/touji

愛知県 瀬戸市 ③
薪窯焼成による制作
「織部を焼こう」

　愛知県陶磁資料館では、復元古窯の窯体保存と学術研究の
観点から試験焼成を行っています。今年のテーマは「織部を焼
こう」で、桃山時代に焼かれていた「織部」の再現を試みます。
当時使われていた陶土、釉薬、燃料、焼成方法を可能な限り
再現して焼成を行います。作品の窯詰め、焼成作業の見学や
「窯場トーク」にご参加いただけます。
窯詰め：10月30日～11月2日（11月2日は予備日）
焼成：11月3日～6日（11月5日・6日は予備日）
窯場トーク：作業期間中の毎日　13時30分から1時間程度

左記の通り 愛知県陶磁資料館 愛知県陶磁資料館 無料
http://www.pref.aichi.
jp/touji

愛知県 瀬戸市 ① 図書館まつり
読書週間にあわせ、文学講座、文学カフェ、子ども１日司書、
おはなし会等のイベントを開催

10月25日～11月
11日

瀬戸市立図書館 瀬戸市立図書館 無料
http://www.lib.seto.ai
chi.jp/

愛知県 瀬戸市 ① おやこ空手 親子で楽しく空手の基本体験ができる講座 11月11日 パルティせと 瀬戸市 無料

瀬戸市役所交流学び
課
ＴＥＬ０５６１－９７－１
３３７

愛知県
瀬戸市

長久手市
③

リニモ沿線ミュージア
ムウィーク

　リニモ（東部丘陵線）沿線は、美術館や博物館、資料館、大
学、史跡公園などが集中した一大文化ゾーンです。この地域
の各文化施設が連携して共同イベントを開催することにより、
多くの人々にリニモ沿線文化ゾーンの魅力を知っていただき、
この地域全体の活性化と観光の振興を図ります。

10月13日～11月4
日

愛・地球博記念館、愛知
県陶磁資料館、愛知県
立芸術大学、トヨタ博物
館、長久手市郷土資料
室、長久手市文化の
家、名都美術館

リニモ沿線ミュージアム
ウィーク開催実行委員会

無料
http://www.linimo-
mw.com/

愛知県 高浜市 ①
ブラティスラヴァ世界絵
本原画展

スロヴァキア共和国の首都ブラティスラヴァで隔年開催されて
いる、世界最大規模の絵本原画展。

11月3日～12月24
日

高浜市やきものの里か
わら美術館

高浜市やきものの里かわら
美術館

http://www.takahama
-kawara-
museum.com/

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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愛知県 高浜市 ①
としょかんフェスティバ
ル

図書館、ボランティアの市民参加による協働企画。リサイクル
会やお話会、お芝居の上演、コンサートを行う等、市民の皆さ
んに広く新しい図書館の試みを知ってもらうイベント

11月10, 11日
高浜市立図書館、郷土
資料館

高浜市立図書館、郷土資料
館

無料
http://www.takahama
-lib.jp/

愛知県 高浜市 ①
図書館を使った調べる
学習コンクール

小学校の夏休みの課題用、または図書館を使った調べる学習
コンクール出品に向けての調べ学習の指導・支援。過去の入
賞作品の展示

10月12日～11月
30日

高浜市立図書館、郷土
資料館

高浜市立図書館、郷土資料
館

無料
http://www.takahama
-lib.jp/

愛知県 高浜市 ① 「笑顔の写真」展
子ども市民憲章を知る週間行事。家族でのコミュニケーション
を深めるきっかけ作りとして、家族の笑顔を発見できるような写
真を募集、発表展示

11月1日～ 広報及び市内公共施設 文化スポーツグループ 無料 0566-52-1111

愛知県 武豊町 ① 福寿大学 高齢者が社会的な能力を養うための講演会を行います 11月7日 武豊町立中央公民館 武豊町教育委員会 無料
武豊町立中央公民館
0569-73-02424

愛知県 武豊町 ①
講演会”声”のお仕事
について

「ナレーター・声優になるためには」というテーマで講演会を開
きます。

10月27日 武豊町民会館 武豊町教育委員会 無料
武豊町民会館
0569-74-1211

愛知県 武豊町 ①
ナレーター・アフレコ体
験講座

ナレーター・声優になるための職業体験講座です。 10月27日 武豊町町民会館 武豊町教育委員会 無料
武豊町民会館
0569-74-1211

愛知県 武豊町 ③ 木造和船模型展 川にまつわる木造和船の模型の展示をします。
11月1日～12月2
日

武豊町歴史民俗資料館 武豊町教育委員会 無料
武豊町歴史民俗資料
館0569-73-4100

愛知県 武豊町 ③ 町民文化祭
町民の皆さんが出品された書、いけ花、絵画、手工芸品などを
展示し、あわせて呈茶会も行います。

11月3, 4日 武豊町民会館
武豊町民文化祭実行委員
会

無料
武豊町民会館
0569-74-1211

愛知県 武豊町 ① 図書館フェスタ2012
読書感想文・感想画コンクールの表彰式やおはなし会、本の
フィルムがけサービスを行います。

11月3日 武豊町立図書館 武豊町教育委員会 無料
武豊町立図書館
0569-73-6800

愛知県 武豊町 ③ 文化講演会
産官合同事業として、地元住民のために文化人の講演を行い
ます。今年度はナレーションや舞台などで幅広く活躍する藤田
弓子さんをお迎えします。

11月17日 武豊町民会館 武豊町教育委員会 無料
武豊町民会館
0569-74-1211

愛知県 武豊町 ③ モーニングコンサート 地元の音楽家などによる１ドリンク付のコンサートです。 11月21日 武豊町民会館 武豊町教育委員会
武豊町民会館
0569-74-1211

愛知県 武豊町 ③
ゆめプラハロウィン
パーティ

小さな子どもから楽しめるハロウィンイベントです。 10月20日 武豊町町民会館 武豊町教育委員会 無料
武豊町民会館
0569-74-1211

内容によっては材料
費が必要です

愛知県 武豊町 ③
ダ・ヴィンチ作品展覧
会

木工作家の作った作品の展示会です。 11月17, 18日 武豊町民会館 武豊町教育委員会 無料
武豊町民会館
0569-74-1211

愛知県 田原市 ① 渥美図書館まつり 幼児～小学生を対象としたおはなし会 11月4日 渥美図書館 図書館 無料 0531-33-1114

愛知県 田原市 ① 渥美図書館まつり 図書館の除籍資料等を本のリサイクル市として無料で提供 11月4日 渥美図書館 図書館 無料 0531-33-1114

愛知県 田原市 ① 渥美図書館まつり
みんなで描こう芸術の秋　「私の好きな食べ物」をテーマに絵
をかこう

10月2日～11月4
日

渥美図書館 図書館 無料 0531-33-1114

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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愛知県 田原市 ①
見てみて「わが家のア
イドル」作品展

写真または絵でわが家のアイドルを紹介しよう。
11月13日～12月
21日

渥美図書館 図書館 無料 0531-33-1114

愛知県 田原市 ①
赤羽根図書館会館20
周年イベント

【だいすき！あかばね】赤羽根の写真や絵を募集・展示
11月10日～12月
13日

赤羽根図書館 図書館 無料 0531-45-3426

愛知県 田原市 ①
赤羽根図書館会館20
周年イベント

くぬぎの会による人形劇など 11月18日 赤羽根図書館 図書館 無料 0531-45-3426

愛知県 田原市 ①
赤羽根図書館会館20
周年イベント

【特別展示】「20年前のベストセラー」「エコ」をテーマにした展
示

11月18日～12月2
日

赤羽根図書館 図書館 無料 0531-45-3426

愛知県 田原市 ①
赤羽根図書館会館20
周年イベント

【リサイクル資料の配布】図書館の除籍本（児童書・雑誌）を無
料配布（１人５冊まで）

11月18日～12月
16日

赤羽根図書館 図書館 無料 0531-45-3426

愛知県 田原市 ③ 田原市文化祭
文化協会会員の作品展示、芸能大会、茶会などが２会場で開
催

11月2日～4日
田原文化会館、渥美文
化会館

生涯学習課 無料 0531-22-6063

愛知県 田原市 ③ 秋の企画展

再発見　日本書画の楽しみ～暮らしに息づく山形・長谷川コレ
クション
【同時開催】文人画を中心に～彭城百川・岡田半江・帆足杏
雨・渡辺崋山

9月29日～11月11
日

田原市博物館 田原市博物館 0531-22-1720

愛知県 田原市 ③
あつみロビーコンサー
ト

気軽に行ける、でも演奏は本物がコンセプト。第55回は二胡が
奏でる秋。

10月21日 渥美文化会館 生涯学習課 0531-23-3531

愛知県 田原市 ③
あつみロビーコンサー
ト

気軽に行ける、でも演奏は本物がコンセプト。第56回は木管ア
ンサンブルとギター弾き語り

11月18日 渥美文化会館 生涯学習課 0531-23-3531

愛知県 知多市 ③
特別企画展
「嶋谷自然と一采社の
仲間」

知多市にゆかりのある画家嶋谷自然と、嶋谷が属していた一
采社の仲間の作品を展示します。

11月3日～12月6
日

知多市歴史民俗博物館
知多市
教育委員会

http://www.city.chita
.aichi.jp/

愛知県 知多市 ① 読書感想画展 市内小学校の入賞作品を約90点展示します。
10月27日～11月
11日

知多市立中央図書館
知多市
教育委員会

無料
http://www.lib.city.ch
ita.aichi.jp/index.jsp

愛知県 知多市 ①
星城大学提携講座
「長く動ける身体をつく
ろう」

加齢に伴う骨・筋肉の変化を学びます。 11月3日
知多市
中部公民館

知多市
教育委員会

http://www.city.chita
.aichi.jp/

愛知県 知多市 ③ 公民館文化祭
公民館の定期利用団体が中心となって行う作品展等の行事で
す。

11月3, 4日
市内
４公民館

知多市
教育委員会・
各公民館文化祭実行委員
会

無料

八幡公民館
0562-32-3825
東部公民館
0562-34-2933
岡田公民館
0562-55-3095
旭公民館
0569-42-1114

愛知県 知多市 ① 創作童話教室 創作童話について、作品発表と講師による批評を行います。 11月17日 知多市立中央図書館 知多市立中央図書館 無料
http://www.lib.city.ch
ita.aichi.jp/index.jsp

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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愛知県 知立市 ①③ ふれあいコンサート
毎月1回実施(8月2月は除く)エントランスにて行う音大生・音大
卒業生や、地元アーティスト等によるロビーコンサートです。

10月10日, 11月8
日

知立文化会館（パティオ
池鯉鮒）かきつばたホー
ル

ちりゅう芸術創造協会 無料
http://www.patio-
chiryu.com

愛知県 知立市 ③

平成24年度地域の文
化・芸術活動助成事業
助成：一般社団法人全
国モーターボート競走
施行者協議会／財団
法人地域創造　二兎舎
+公立劇場共同制作
パティオ演劇公演2012
二兎社公演37　こんば
んは　、父さん」

永井愛の新作戯曲で、佐々木蔵之介・溝端淳平・平幹二朗出
演による演劇公演です。

10月16日
知立文化会館（パティオ
池鯉鮒）かきつばたホー
ル

ちりゅう芸術創造協会
http://www.patio-
chiryu.com

愛知県 知立市 ②③
知立市内幼保育園小
中学校巡回事業

子どもたちが優れた舞台芸術を鑑賞・体験し、身近に触れる場
を提供することにより芸術を愛する心を育み、豊かに情操を養
うとともに、コミニューケーション能力の向上をねらいに展開す
る芸術家の派遣事業です。

10月15, 16, 18,
24, 29, 30, 31日,
11月1, 2, 6, 9日

知立文化会館（パティオ
池鯉鮒）、市内幼稚園、
保育園・小学校・中学校
体育館等

ちりゅう芸術創造協会 無料 同上

・市教育委員会との
連携開催
・対象は、児童、生徒
等関係者のみ

愛知県 知立市 ③ おやこDEサロン
親子が自由に集う「赤ちゃんひろば」とコンサートや子育て講座
を開催しています。

10月11, 18日, 11
月8, 22日

知立文化会館（パティオ
池鯉鮒）和室、リハーサ
ル室1

ちりゅう芸術創造協会 無料 同上
市子ども課と連携開
催

愛知県 知立市 ①③

パティオ入会地ギャラ
リー展特別展示
「和田英作と愛知の近
代洋画展～それぞれ
の写実表現～

知立市に戦中疎開したことで縁ができた作者の市所蔵の傑作
<知立神社の杜>を中心に、その周辺たる愛知の近代洋画を和
田芸術の基本である写実表現を軸として展覧します。

10月25日～11月4
日

知立文化会館（パティオ
池鯉鮒）ギャラリー

ちりゅう芸術創造協会 無料 同上

愛知県 知立市 ③
SPANISH CLASSICAL
NIGHT

本年度はダンスの年として、知立でも人気のフラメンコの公演
を開催します。出演は、Soluz(ソルス）：　フラメンコギター池川
兄弟＆ヴァイオリン Yui、ダンサー：CHISA(チサ） 他です。

10月27日
知立文化会館（パティオ
池鯉鮒）かきつばたホー
ル

ちりゅう芸術創造協会 同上

愛知県 知立市 ①

知立市と大学との連携
公開講座「地域の歴
史・文化について「民俗
学」してみよう」

地域史や郷土史の研究法の基礎、未来の民俗学の姿、郷土
研究（民俗）の悩み相談などをテーマにお話します。

10月27日 知立市中央公民館
国立大学法人愛知教育大
学および知立市

http://www.aichi-
edu.ac.jp/renkei/files
/kokaikoza_120612.pd
f

募集期間：9/8～
9/14(先着順）
対象：定住自立圏域
(刈谷市・知立市・高
浜市・東浦町）在住・
在勤の方
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愛知県 知立市 ①
知立市と大学との連携
公開講座「お父さんの
子育てと家族の成長」

父親が子育てに係わることによる利点に触れながら､コミュニ
ケーションを大事にした子育てを考えてみましょう。

11月10日 知立市中央公民館
国立大学法人愛知教育大
学および知立市

http://www.aichi-
edu.ac.jp/renkei/files
/kokaikoza_120612.pd
f

募集期間：9/8～
9/14(先着順）
対象：定住自立圏域
(刈谷市・知立市・高
浜市・東浦町）在住・
在勤の方

愛知県 津島市 ③
第29回津島市芸能交
流会

文化協会に加盟している団体が、琴や三味線の演奏、舞踊や
民謡を披露します。

10月21日 津島市文化会館
津島市文化協会、津島市、
津島市教育委員会

無料
津島市教育委員会
社会教育課
0567－24－1111

愛知県 津島市 ③
第56回津島市文化祭
美術展

津島市における美術活動の成果発表の場を設け、芸術文化
の普及・振興を図ります。

11月2～4日 津島市文化会館 津島市、津島市教育委員会 無料
津島市教育委員会
社会教育課
0567－24－1111

愛知県 東栄町 ①
東栄町文化祭
作品展示会

幼児から高齢者まで、幅広い町民による
絵画、造形などの力作を展示するもの

10月28日～11月4
日

東栄町Ｂ＆Ｇ海洋セン
ター

東栄町・
東栄町教育委員会

無料
http://www.town.toei
.aichi.jp

9:00～17:00

愛知県 東栄町 ①
東栄町文化祭
文化講演会

戦場カメラマン渡部を招き、「戦場カメラマンが見た世界」と題し
た講演会を開催

10月28日
東栄町
花祭会館

東栄町・
東栄町教育委員会

無料
http://www.town.toei
.aichi.jp

14:30～16:00

愛知県 東栄町 ①
東栄町文化祭
町民芸能まつり

楽器演奏、歌、踊りなど日ごろ鍛えた芸能を町民が披露します 11月4日
東栄町
花祭会館

東栄町・
東栄町教育委員会

無料
http://www.town.toei
.aichi.jp

10:00～15:00

愛知県 東栄町 ③
東栄フェスティバル
（花祭り）

３保存会による９つの舞のダイジェスト披露、和太鼓「志多ら」
の特別ステージと併せて、地元特産品コーナーでの東栄町の
味覚、お土産品などの販売を行います

11月3日 東栄ドーム 東栄町 無料
http://www.town.toei
.aichi.jp

10:00～18:00

愛知県 東海市 ③ 東海市文化祭
「東海秋まつり２０１２」の中で、文化活動を行う市民の発表・交
流の場として、絵画展・書道展などを行います。

11月10, 11日 東海市民体育館 東海市文化祭実行委員会
http://www.city.tokai.
aichi.jp/7866.htm

愛知県 東海市 ① 市民講座
市民講座・ハーブのある暮らしナチュラルライフ春夏秋冬「第３
回講座秋のメディカルハーブ」では、季節に応じたハーブティー
ブレンドや、クリアソープを作成する。

10月20日 東海市立文化センター 東海市
http://www.city.tokai.
aichi.jp/bunka-
center/

愛知県 東海市 ① 高齢者大学講座
高齢者大学講座第５回講座では、屋外研修を行い、エネル
ギーや食品について体験学習する。第６回講座では、最終講
義を受講したあとに、合同閉校式を行う。

10月23, 25日, 11
月3日

屋外研修会場
東海市立文化センター

東海市
http://www.city.tokai.
aichi.jp/bunka-
center/

愛知県 東海市 ① 市民講座
市民講座・徳川探訪第１回目講座では、源氏物語絵巻につい
て学ぶ。

11月17日 東海市立文化センター 東海市
http://www.city.tokai.
aichi.jp/bunka-
center/

愛知県 東海市 ①②

開学１０周年記念事業
第３回ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ
「響きあう人と社会ー伊
勢湾岸を元気創造の
発信基地にー」
ｻﾌﾞﾃｰﾏ「地域創生と大
学」

基調講演・基調提言「大学による地域創生について」
ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ「地域創生の核となる大学づくり」

10月13日 星城大学 星城大学 無料
http://www.seijoh-
u.ac.jp/

愛知県 東海市 ①
公開講座
「こころの健康」を考え
る

「こころの健康」を考え、家庭でもできるリラクゼーションの方法
を使って、からだ・こころをリラックスさせる方法を体験していた
だきます。

10月27日 星城大学 星城大学 無料
http://www.seijoh-
u.ac.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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愛知県 東海市 ①

公開講座
・日本を発信する英語
・「寝たきり」にならな
い、させない

・海外で日本について尋ねられる質問も含め、実際の例を挙
げながら、どのように英語で対応すればよいか考えていきま
す。　　　　　　　　　　　　　　　・「寝たきり」から抜け出した経験を
家族の立場から、「寝たきり」にならないための工夫について
実技を交えてお話します。

11月24日 東海市立文化センター 星城大学 無料
http://www.seijoh-
u.ac.jp/

愛知県 東郷町 ③
上方落語会「いこまい
寄席」

落語にはもってこいの大きさの会場「いこまい館」で生のお囃
子入りの落語を堪能下さい。

11月3日
いこまい館
多目的室

東郷町教育委員会 0561-38-6411

愛知県 常滑市 ③
企画展　　　　　　　「重
要文化財仏涅槃図と常
滑水野家文書展」

常滑市にゆかりの重要文化財仏涅槃図と古文書を展示しま
す。

11月3～25日 とこなめ陶の森　資料館 とこなめ陶の森　資料館 無料

とこなめ陶の森資料
館
０５６９－34‐5290

愛知県 常滑市
①．③．

④
シンポジウム「中世渥
美・常滑焼をおって」

中世渥美・常滑焼研究の成果をふまえ、多くの常滑焼が発見
された平泉や鎌倉からの報告を加えつつ、生産・流通・消費を
テーマにしたシンポジウムを開催します。

11月10日 常滑市民文化会館
日本福祉大学知多半島総
合研究所（共催：常滑市・愛
知県県史編さん室）

無料
http://handy.n-
fukushi.ac.jp/chitaken
/top.html

愛知県 飛島村 ①，③
２０１２飛島ふるさとフェ
スタ

「小さくてもキラリと光るむらづくり」を目指し、村民が一丸となり
参加できる総合的なイベントとして、生涯学習フェスティバル・
農業祭・健康福祉祭を統合し、秋の祭典として開催していま
す。

11月3日,4日
飛島村中央公民館・体
育館・ホール

飛島村・飛島村教育委員会
http://www.vill.tobish
ima.aichi.jp/

月曜日休館
飛島村中央公民館
0567-52-3351
tb-
syakyo@vill.tobishima
.lg.jp

愛知県 豊明市 ③
豊明市歴史民俗資料
室企画展

「身近な自然災害―人々は自然災害にどう立ち向かってきた
か―」当時の雑誌・新聞記事、災害の歴史パネル等を展示

11月1～4日 豊明市歴史民俗資料室 豊明市教育委員会 無料
豊明市生涯学習課
0562-92-8317

愛知県 豊明市 ③ 豊明まつり文化展 美術・手工芸・菊花などの作品展示・芸能発表・茶席
10月30日～11月4
日

豊明市文化会館 豊明まつり開催委員会 無料
豊明市文化会館
0562-93-3310

茶席のみ有料（一席
300円）

愛知県 豊明市 ① 公開講座 「グローバルな視点から考える日本の未来」を学びます。 10月23, 30日
キャンパス
大講義室

桜花学園大学
名古屋短期大学

無料
http://www.ohkagaku
en-u.ac.jp

愛知県 豊川市 ①
「文字・活字文化の日」
のつどい

文字・活字文化の日について理解を深めるため、子ども向け
の本や紙芝居の読み聞かせ、図書館検定を開催

10月27日 豊川市中央図書館 豊川市中央図書館 無料
http://libweb.lib.city.t
oyokawa.aichi.jp/

愛知県 豊川市 ①
「文字・活字文化の日」
のつどいによせて朗読
会

文字・活字文化の日について理解を深めるため、大人向け朗
読会を開催

11月3日 豊川市中央図書館 豊川市中央図書館 無料
http://libweb.lib.city.t
oyokawa.aichi.jp/

愛知県 豊川市 ①
「文字・活字文化の日」
のつどいによせて英文
多読講演会

文字・活字文化の日について理解を深めるため、英文多読の
始め方講演会を開催

11月11日 豊川市中央図書館 豊川市中央図書館 無料
http://libweb.lib.city.t
oyokawa.aichi.jp/

愛知県 豊川市 ① ペープサート講座 ボランティアのためのペープサート（紙人形劇）講座(全２回）
①10月31日
②11月7日

豊川市中央図書館 豊川市中央図書館 無料
http://libweb.lib.city.t
oyokawa.aichi.jp/

募集期間）9/25～
10/14（抽選）

愛知県 豊川市 ①
中央図書館で講演した
作家展

過去に中央図書館で講演された作家の図書展示
10月18日～
12月18日

豊川市中央図書館 豊川市中央図書館 無料
http://libweb.lib.city.t
oyokawa.aichi.jp/

愛知県 豊田市 ③ 民俗芸能大会
豊田市内に伝わる伝統的な民俗芸能を広く紹介し、民俗芸能
への理解と関心を深めるとともに、参加へのきっかけ作りとし
ます。

11月3日
稲武郷土資料館横駐車
場

豊田市教育委員会 無料
http://www.toyota-
rekihaku.com

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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愛知県 豊田市 ②
第３２回とよた子ども造
形フェスティバル

市内園児、児童、生徒一人ひとりの造形作品の展示と身近な
素材を使って楽しく作品をつくる造形コーナーの実施

10月20, 21日 豊田スタジアム 豊田市教育委員会 無料
豊田市教育委員会
教育センター
0565-48-2051

愛知県 豊田市 ②
豊田市中学生英語ス
ピーチコンテスト

市内中学校の代表が、英語でスピーチを発表し優秀者を表彰 10月23日 豊田市民文化会館 豊田市教育委員会 無料
豊田市教育委員会
教育センター
0565-48-2051

愛知県 豊田市 ②④
第２９回豊田市小中学
生科学研究発表会

市内小中学生の優れた理科研究作品の展示と表彰 11月3, 4日
豊田市産業文化セン
ター

豊田市教育委員会 無料
豊田市教育委員会
教育センター
0565-48-2051

愛知県 豊田市 ①③
特別展「東北の工芸と
棟方志功」

故郷東北への祈りを込めて作られた棟方志功の作品と、民
窯・編組品・刺子・樺細工など東北の工芸を展示紹介

9月11日～12月2
日

豊田市民芸館 豊田市教育委員会
http://www.mingeika
n.toyota.aichi.jp/

愛知県 豊田市 ③ 青木野枝展
彫刻家「青木野枝」の展覧会を名古屋市美術館と連携して開
催します。

・10月13日～12月
24日
・10月20日～12月
16日

・豊田市美術館

・名古屋市美術館

豊田市美術館、名古屋市美
術館、中日新聞社

http://www.museum.t
oyota.aichi.jp

愛知県 豊田市 ③
第50回豊田市民美術
展

市民から応募作品を募り、入選者の作品を展示する美術展を
開催します。

応募期間：10月1
～15日
展覧会：11月17～
25日

豊田市民文化会館　展
示室A・B
豊田市美術館ギャラ
リー（展示室９）

豊田市・豊田市教育委員会 無料
http://www.city.toyot
a.aichi.jp/division/ka0
0/ka02/index.html

愛知県 豊田市 ②、③
吹奏楽フェスティバル２
０１２

豊田加茂吹奏楽連盟による中学校と高等学校吹奏楽の演奏
会です。

11月3日
豊田市民文化会館　大
ホール

豊田市・豊田市教育委員
会・（公財）豊田市文化振興
財団

無料
（公財）豊田市文化振
興財団　文化事業課
0565-31-8804

愛知県 豊田市 ②、③
ジュニアブラスコンサー
ト

小学校金管バンドによる演奏会 11月3日 ギャザ前広場
豊田市・豊田市教育委員
会・（公財）豊田市文化振興
財団

無料
（公財）豊田市文化振
興財団　文化事業課
0565-31-8804

愛知県 豊田市 ②、③ とよたこども創造劇場
表現力を培う演劇により青少年を育成する児童劇団を立ち上
げ、子どもによる演劇公演を開催します。

11月4日
豊田市民文化会館　小
ホール

豊田市・豊田市教育委員
会・（公財）豊田市文化振興
財団

（公財）豊田市文化振
興財団　文化事業課
0565-31-8804

愛知県 豊田市 ③ 秋季市民茶会
秋季の市民茶会を開催し、市民に茶の湯が楽しめる席を提供
し、生活文化の向上を図ります。

11月4日 豊田市美術館
豊田市・豊田市教育委員
会・（公財）豊田市文化振興
財団

無料
（公財）豊田市文化振
興財団　文化事業課
0565-31-8804

愛知県 豊田市 ③ 野外筝曲演奏会 市民茶会を彩る筝曲演奏会を開催します。 11月4日 豊田市美術館
豊田市・豊田市教育委員
会・（公財）豊田市文化振興
財団

無料
（公財）豊田市文化振
興財団　文化事業課
0565-31-8804

愛知県 豊田市 ③
ギドン・クレーメル＆ク
レメラータ・バルティカ

バルト三国出身、ヴァイオリンのギドン・
クレーメルと室内オーケストラ〈クレメラータ・バルティカ〉による
演奏会。

10月28日 豊田市コンサートホール
豊田市・豊田市教育委員
会・（公財）豊田市文化振興
財団

http://www.t-cn.gr.jp
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愛知県 豊田市 ③
ジュリアーノ・カルミ
ニョーラ　ヴァイオリン・
リサイタル

イタリア出身のヴァイオリニスト、ジュリアーノ・カルミニョーラに
よる演奏会を開催します。

11月10日 豊田市コンサートホール
豊田市・豊田市教育委員
会・（公財）豊田市文化振興
財団

http://www.t-cn.gr.jp

愛知県 豊田市 ③

2012ピアノ巨匠シリー
ズ　第1回パウル・バ
ドゥラ＝スコダ
ピアノ・リサイタル

ウィーン出身のピアニスト、パウル・バドゥラ＝スコダによる演
奏会

11月17日 豊田市コンサートホール
豊田市・豊田市教育委員
会・（公財）豊田市文化振興
財団

http://www.t-cn.gr.jp

愛知県 豊田市 ③
平成24年度ふらっと能
楽堂第2回
「尾張の茶の湯」

講師に愛知学院大学非常勤講師　水野荘平氏を招き、お茶ど
ころ名古屋の茶の湯文化を学びます。

11月18日 豊田市能楽堂
豊田市・豊田市教育委員
会・（公財）豊田市文化振興
財団

http://www.t-cn.gr.jp

愛知県 豊田市 ③

パイプオルガンを楽し
むための講座「第3回
世俗的な歌とのつなが
り」

豊田市コンサートホール専属オルガニストの徳岡めぐみ氏が
パイプオルガン曲と世俗的な歌とのつながりについて、演奏を
交えてお話しします。

11月22日 豊田市コンサートホール
豊田市・豊田市教育委員
会・（公財）豊田市文化振興
財団

http://www.t-cn.gr.jp

愛知県 豊田市 ③ 狂言づくし 京都・茂山家による狂言を3番お楽しみいただきます。 11月24日 豊田市能楽堂
豊田市・豊田市教育委員
会・（公財）豊田市文化振興
財団

http://www.t-cn.gr.jp

愛知県
豊田市小
原地区

③

あいちトリエンナーレ地
域展開事業「若手アー
ティストによる制作・展
示」

若手芸術家による現代美術作品の制作・展示を実施します。
子どもたちがアートを楽しめる講座や自由に創作活動ができる
場も併設します。

11月3日～12月2
日

豊田市小原地区内
あいちトリエンナーレ地域展
開事業実行委員会

無料 http://aichi-art.com

愛知県 豊根村 ③ とよね文化祭
村内の文化芸術活動を行なっている人や、学校の音楽活動の
発表の機会とするとともに、村外から音楽団体を招待し、村の
文化芸術の発展に寄与する。

10月27日 とよね村民ホール他 豊根村文化協会他 無料 豊根村教育委員会

愛知県 豊橋市 ③

第22回SPレコードコン
サート　「百年の音の歴
史」
―人は百年なにをどの
ように聴いてきたのだ
ろうか？―

 豊橋市図書館の開館百周年を記念して、「この百年の間に人
が何をどのように聴いてきたのか」をテーマとしたコンサートを
開催します。今回のコンサートは毎年使用している「ヴィクト
ローラ　クレデンザ」以外にも100年以上前のオルゴール、様々
な蓄音器やラジオなど音の出る機器を用いる。また、図書館資
料とともに百年の音の歴史についても紹介します。

11月10日
豊橋市中央図書館3階
集会室

豊橋市図書館 無料
http://www.library.to
yohashi.aichi.jp/

開催一ヶ月前から図
書館ホームページに
行事の紹介ページを
設けます。

愛知県 豊橋市 ③
第22回SPレコードコン
サート関連企画展

第22回SPレコードコンサートの関連企画展であり、開館百周年
を記念して音の100年の歴史を振り返ります。また、この100年
の間に誕生した音の出る機器、ソフト、関連本を展示します。
展示品は11月10日（土）の第22回SPレコードコンサートにて使
用し、実際の音を聞いてもらいます。

10月27日～11月
11日

豊橋市中央図書館2階
展示コーナー

豊橋市図書館 無料
http://www.library.to
yohashi.aichi.jp/

開催一ヶ月前から図
書館ホームページに
行事の紹介ページを
設けます。

愛知県 豊橋市 ①
豊橋市図書館100年の
あゆみ展

豊橋市図書館開館100周年記念行事として、図書館の歴史を
回顧する展示です。

  11月17日～12月
2日

豊橋市中央図書館 豊橋市図書館 無料
http://www.library.to
yohashi.aichi.jp/

愛知県 豊橋市 ①
図書館の源流をたどる
～羽田野敬雄と羽田八
幡宮文庫～

豊橋市図書館の母胎となった羽田八幡宮文庫、及び創始者で
ある羽田野敬雄のゆかりの地を訪ね、その歴史をたどります。

  10月25日(木),
11月11日(日)

豊橋市中央図書館 豊橋市図書館 無料
http://www.library.to
yohashi.aichi.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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愛知県 豊橋市 ①．③
第２９回資源をくらしに
生かす創意工夫展

身の回りにある資源（不要になったもの）をリユース・リフォー
ムした、暮らしに役立つ作品を募集・展示します。

10月13日～11月
11日

豊橋市地下資源館
豊橋市教育部科学教育セン
ター

無料
http://www.toyohaku
.gr.jp/chika/

愛知県 豊橋市 ①．③
月～もっとも身近な天
体～

もっとも身近な天体である「月」に焦点をあてた企画展。 11月3～27日
豊橋市視聴覚教育セン
ター

豊橋市教育部科学教育セン
ター

無料
http://www.toyohaku
.gr.jp/chika/

愛知県 豊橋市 ③ 近代日本画の名作
横山大観、竹内栖鳳、上村松園、鏑木清方、奥村土牛、加山
又造、高山辰雄、中島千波、田淵俊夫など、明治から現代まで
の画家たちの作品により近代日本画の流れを紹介します。

10月13日～11月
25日

豊橋市美術博物館 豊橋市美術博物館
http://www.toyohaku
.gr.jp/bihaku/

愛知県 豊橋市 ③ 歌麿とその時代展
美人画の第一人者・喜多川歌麿をはじめとする人気絵師たち
の競演により、浮世絵版画の黄金期を紹介します。

10月6日～11月18
日

二川宿本陣資料館 二川宿本陣資料館
http://www.toyohaku
.gr.jp/honjin

愛知県 豊橋市 ③ 大名行列
お姫様（雅姫・琴姫）を一般公募し、吉田城主松平伊豆守の大
名行列をモデルに時代風俗絵巻を再現します。

11月18日 旧東海道二川宿周辺
二川宿本陣まつり開催実行
委員会（豊橋市教育委員会
共催）

無料 0532-41-8580

愛知県 豊橋市 ③
第55回　豊橋邦楽大会
（民謡･三味線・尺八・
太鼓・大正琴の部）

市内の邦楽団体11団体による定期公演 10月2～7日 豊橋市民文化会館 （公財）豊橋文化振興財団
http://www.bunzai.or.
jp/

愛知県 豊橋市 ③
第55回　豊橋邦楽大会
（民謡・新舞踊の部）

市内邦楽団体による定期公演 10月13日 豊橋市民文化会館 （公財）豊橋文化振興財団
http://www.bunzai.or.
jp/

愛知県 豊橋市 ③ 豊橋秋の市民茶会

豊橋茶道クラブ８流派による合同茶会（20日／表千家豊水会、
茶道宗徧吉田流、煎茶売茶流、表千家不白流　21日／裏千家
今和会、宗徧流豊橋支部、松尾流、松月流）

10月14日 豊橋市民文化会館 （公財）豊橋文化振興財団
http://www.bunzai.or.
jp/

愛知県 豊橋市 ③ 豊橋総合いけばな展
豊橋華道連盟に加盟する12流派による合同展 10月20, 21日

豊橋市民文化会館 （公財）豊橋文化振興財団 無料
http://www.bunzai.or.
jp/

愛知県 豊橋市 ③ 第41回　切手展 豊橋趣味の切手同好会による各種記念切手の展覧会
10月20, 21日

豊橋市民文化会館 （公財）豊橋文化振興財団 無料
http://www.bunzai.or.
jp/

愛知県 豊橋市 ③ 第41回俳画展 一般公募による俳画作品約１００点を展示 10月23～28日 豊橋市民文化会館 （公財）豊橋文化振興財団 無料
http://www.bunzai.or.
jp/

愛知県 豊橋市 ③
第55回　豊橋邦楽大会
（日本舞踊の部）

日本舞踊１１団体および邦楽こども教室受講生1団体による定
期公演 10月23～28日 豊橋市民文化会館 （公財）豊橋文化振興財団

http://www.bunzai.or.
jp/

愛知県 豊橋市 ③
第22回　吉田文楽保存
会定期公演

吉田文楽保存会による市無形民俗文化財指定「飽海人形浄
瑠璃」の公演
演目：寿式三番叟、「傾城阿波の鳴門」巡礼歌の段、「恋女房
染分手綱」重の井子別れの段

10月28日 豊橋市民文化会館 吉田文楽保存会 無料
豊橋市文化市民部
文化課　0532-51-
2873

愛知県 豊橋市 ③
第38回　豊橋音楽連盟
コンサート

豊橋音楽連盟会員生徒によるクラシックコンサート 11月3日 豊橋市民文化会館 （公財）豊橋文化振興財団 無料
http://www.bunzai.or.
jp/

愛知県 豊橋市 ③ 東三河合同盆栽展
三河豊樹會・豊橋小品盆栽たちばな会による盆栽約８０点を展
示

11月4日 豊橋市民文化会館 （公財）豊橋文化振興財団 無料
http://www.bunzai.or.
jp/

愛知県 豊橋市 ③
第44回　コーラスのつ
どい

市内のコーラスグループ14団体による発表会 11月10, 11日 豊橋市民文化会館 （公財）豊橋文化振興財団 無料
http://www.bunzai.or.
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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愛知県 豊橋市 ③
第55回　豊橋邦楽大会
（吟剣詩舞の部）

市内の邦楽7団体による定期公演 11月14日 豊橋市民文化会館 （公財）豊橋文化振興財団
http://www.bunzai.or.
jp/

愛知県 豊橋市 ③
第55回　豊橋邦楽大会
（筝曲・長唄・琵琶・尺
八・能楽の部）

市内の邦楽14団体による定期公演 11月18日 豊橋市民文化会館 （公財）豊橋文化振興財団
http://www.bunzai.or.
jp/

愛知県 豊橋市 ③ 地区市民総合展 校区文化協会などから選抜された書道・絵画などを展示 11月25日 豊橋市民文化会館 （公財）豊橋文化振興財団 無料
http://www.bunzai.or.
jp/

愛知県 豊橋市 ③
連続講座「あの人に会
いたい」
『私たちの履歴書』

来年2月上演「片づけたい女たち」の出演者と豊橋文化振興財
団の芸術文化アドバイザー・平田満によるトークショー。

11月2日 豊橋市公会堂 （公財）豊橋文化振興財団 無料
http://www.bunzai.or.
jp/

愛知県 豊橋市 ③
演劇公演　二兎社+公
立劇場共同制作
『こんばんは、父さん』

永井愛の作・演出による、偶然にも一同に会した三世代の男
たちが展開するある夜の物語。　作・演出：永井愛　出演：佐々
木蔵之介、溝端淳平、平幹二朗

11月 9, 10日 豊橋市民文化会館 （公財）豊橋文化振興財団
http://www.bunzai.or.
jp/

愛知県 豊橋市 ②
第8回自然史博物館自
由研究展

市内の小中学生が行った自由研究の優秀作品を展示します。
10月13日～
11月4日

豊橋市自然史博物館 豊橋市自然史博物館
http://www.toyohaku
.gr.jp/sizensi/

行事の参加料金は無
料ですが、豊橋総合
動植物公園への入園
料が別途必要となり
ます

愛知県 豊橋市 ②
学習教室「鉱物さがし
入門」

ガーネット（ざくろ石）の産出地で三河地方の地質や鉱物の観
察の仕方などを学びます。

11月3日 西尾市 豊橋市自然史博物館
http://www.toyohaku
.gr.jp/sizensi/

集合・解散場所は豊
橋市自然史博物館で
バスを使用します。

愛知県 豊橋市 ②
自然史トーク「郷土、野
鳥園の鳥たち」

動植物公園の飼育員が動物園で飼育している鳥たちを紹介。 11月11日 豊橋市自然史博物館 豊橋市自然史博物館 無料
http://www.toyohaku
.gr.jp/sizensi/

行事の参加料金は無
料ですが、豊橋総合
動植物公園への入園
料が別途必要となり
ます。
大人600円、
小・中学生100円

愛知県 豊橋市 ②
学習教室「家族で行く
化石採集」

1600万年前のサメや貝などの化石を採集します。 11月18日 瑞浪市 豊橋市自然史博物館
http://www.toyohaku
.gr.jp/sizensi/

集合・解散場所は豊
橋市自然史博物館で
バスを使用します。

愛知県 豊橋市 ②、③
学芸員とおしゃべりタイ
ム「鳥と恐竜」

学芸員が常設展示や収蔵標本を紹介します。 11月10日 豊橋市自然史博物館 豊橋市自然史博物館
http://www.toyohaku
.gr.jp/sizensi/

行事の参加料金は無
料ですが、豊橋総合
動植物公園への入園
料が別途必要となり
ます。
大人600円、
小・中学生100円

愛知県 豊橋市 ②、③
ボランティアガイドツ
アー

自然史博物館ボランティアがわかりやすく常設展示を解説しま
す。

毎土曜日 豊橋市自然史博物館 豊橋市自然史博物館
http://www.toyohaku
.gr.jp/sizensi/

行事の参加料金は無
料ですが、豊橋総合
動植物公園への入園
料が別途必要となり
ます。
大人600円、
小・中学生100円

愛知県 豊橋市 ③
大型映像「ライフ　いの
ちをつなぐ物語」

高さ13ｍ、幅18ｍの大型スクリーンに臨場感あふれる映像を
上映します。

9月13日
～
2月28日

豊橋市自然史博物館 豊橋市自然史博物館
http://www.toyohaku
.gr.jp/sizensi/

土、日、祝休日の午
前10時と12時の上映
回は「スーの物語
WAKING THE T.
REX」を上映

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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愛知県 豊橋市 ③
大型映像特別番組
「スーの物語 WAKING
THE T. REX」

高さ13ｍ、幅18ｍの大型スクリーンに臨場感あふれる映像を
上映します。

9月13日
～
2月28日

豊橋市自然史博物館 豊橋市自然史博物館
http://www.toyohaku
.gr.jp/sizensi/

土、日、祝休日の午
前10時と12時に上映

愛知県 豊橋市 ③
ビデオ上映会「らっこ
かば　わに」

水辺の動物、ラッコ、カバ、ワニの生活を100インチのスクリー
ンで上映します。

11月24日 豊橋市自然史博物館 豊橋市自然史博物館
http://www.toyohaku
.gr.jp/sizensi/

行事の参加料金は無
料ですが、豊橋総合
動植物公園への入園
料が別途必要となり
ます。
大人600円、
小・中学生100円

愛知県 豊橋市 ②
豊橋技術科学大学吹
奏楽団　第28回定期演
奏会

「地域に根ざす団」を目指す「技科吹（豊橋技術科学大学吹奏
楽団）」の定期演奏会です。

10月14日 ライフポートとよはし
豊橋技術科学大学吹奏楽
団

無料
http://tutwo.fc2web.
com/service.html

愛知県 豊橋市 ① Jr.サイエンス講座
科学技術への興味・関心を高めてもらうため，小中学生に簡単
な実験・実習を体験してもらいます。

10月20, 21日
豊橋市視聴覚教育セン
ター

国立大学法人豊橋技術科
学大学

無料
http://www.tut.ac.jp
（掲載予定）

愛知県 豊橋市 ②
豊橋技術科学大学プレ
ゼンツ　第１回ドリーム
レクチャーズ

豊橋技術科学大学がお届けする「ドリームレクチャーズ」では，
数々の困難を乗り越えて夢を掴み，さらなる夢を追い続ける各
界の著名な方々をお招きし，夢を叶えるまでの道程や，夢を叶
えるための準備，心構えなどを語っていただき，皆さんの夢，
未来，明日を見つめ直すひとときを提供いたします。

11月2日
豊橋技術科学大学　講
義棟

国立大学法人豊橋技術科
学大学

無料
http://www.tut.ac.jp
（掲載予定）

愛知県 豊山町 ① 豊山町文化展
手芸、工芸、俳句、短歌、絵画、写真、華道などの作品1,000点
以上を展示。抹茶ｺｰﾅｰの開設や11日には芸能発表会も同時
開催される。

11月10, 11日
豊山町社会教育セン
ター

豊山町文化協会 無料 0568-28-2102

愛知県 長久手市 ③
平成２４年度色金山茶
会

色金山で軍議を開いた徳川家康と長久手合戦の往時をしのび
ながら、茶を楽しむ機会を提供する。

10月28日 色金山歴史公園
長久手市教育委員会生涯
学習課

長久手市教育委員会
生涯学習課
0561-56-0627

愛知県 名古屋市 ①
文字活字文化の日記
念「豆本をつくろう！」

豆本をつくることで本のつくりを理解し、本に親しみをもってい
ただきます。

10月27日 瑞穂図書館 名古屋市教育委員会 無料
http://www.library.cit
y.nagoya.jp/

申込受付 10/13 10
時から（電話可、先着
順）、定員20名

愛知県 長久手市 ③
愛知県立大学第15回
県大祭

8時間以上続くｽﾃｰｼﾞや5０店以上もの模擬店、無料で楽しめる
芸能人ﾗｲﾌﾞ等楽しいｲﾍﾞﾝﾄが盛りだくさんです。

11月2～4日
愛知県立大学長久手ｷｬ
ﾝﾊﾟｽ

県大祭実行委員会 無料
http://apuf-
kendaisai.com

愛知県 長久手市 ③

図書館企画展示　第2
回愛知県立大学貴重
書展示・講演会～『こと
さの図』（住吉物語絵）
と『本朝月鑑』

本学が所蔵する貴重書『ことさの図』と『本朝月鑑』を展示し、
関連講演会を行う。また、本学で取り組んでいる貴重書のデジ
タル化事業も紹介する。

10月4～31日 愛知県立大学 愛知県立大学 無料 0561-76-8841

愛知県 長久手市 ③

図書館企画展示　第3
回愛知県立大学貴重
書展示・講演会～『源
氏物物物語絵色紙』と
女絵師清原雪信～

本学が所蔵する貴重書『源氏物語絵色紙』と高橋亨氏から借
り受けた清原雪信の絵を展示し、関連講演会を行う。また、本
学で取り組んでいる貴重書のデジタル化事業も紹介する。

11月5日～12月4
日

愛知県立大学 愛知県立大学 無料 0561-76-8841

愛知県 長久手市 ① 地域づくり連携大学

　まちづくりの学び舎として市町村職員と住民がともに地域課
題を考える講座。第一回は長久手市長の基調講演が愛知県
立大学で開催され、第二回はサテライトキャンパスにおいて愛
知県立大学生のボランティア活動の事例報告からコミュニテイ
づくりの原点を考えるワークショップを展開。

10月31日, 11月14
日

愛知県立大学長久手
キャンパス・サテライト
キャンパス

愛知県、　　愛知県立大学、
（財）愛知県市町村振興協
会

無料
0561-64-1111　　内
線5751

申込必要　　　　　　～
10/19

愛知県 長久手市 ①②
学術講演会「日本史研
究と国際交流」

　滋賀県立大学名誉教授・脇田晴子先生を招いて、グローバ
ル世界の動向と地域世界の個性の双方に目配りし、歴史的視
点から将来展望を模索する公開講座「グローバルとローカル
の歴史世界」の基調講演を行う。

10月26日 愛知県立大学講堂 愛知県立大学 無料
0561-64-1111　　内
線5751

申込不要

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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愛知県 長久手市 ①②
公開講座「グローバル
とローカルの歴史世
界」

愛知県立大学教員による公開講座「グローバルとローカルの
歴史世界」は国民国家を超えた人類諸社会間の緊密な影響関
係と国民国家・民族やその内外で重層的に築かれる地域の内
発性・独自性とを、総合的に捉える試みとして４回シリーズで８
人の教員が行う。

11月10日, 24日,
12月8, 15日

愛知県立大学長久手
キャンパス

愛知県立大学
0561-64-1111　　内
線5751

申込必要　　　　9/10
～10/26

愛知県 長久手市 ③
第38回美術学部教員
展

後進の育成と共に作家としても活躍する各専攻の教員の展覧
会を開催します。

10月27日～11月5
日

愛知県立芸術大学芸術
資料館（学内）

愛知県立芸術大学 無料
芸術情報課
0561-76-2873

愛知県 長久手市 ③ 退任教授展覧会
本学　美術学部　長谷高史教授　（デザイン専攻）　の退任展
を開催します。

11月14～25日
愛知県立芸術大学芸術
資料館（学内）

愛知県立芸術大学 無料
芸術情報課
0561-76-2873

愛知県 長久手市 ③
法隆寺壁画模写展示
館秋季展示会

本学の教員・卒業生が16年間に渡り携わった法隆寺金堂大壁
１２面及び小壁20面の壁画の再現を展示した展示館を一般に
公開します。

10月16～31日
愛知県立芸術大学法隆
寺壁画模写展示館（学
内）

愛知県立芸術大学 無料
芸術情報課
0561-76-2873

愛知県 長久手市 ③ 学内演奏会 本学学生による管打楽器演奏会を開催します。 10月16日
愛知県立芸術大学奏楽
堂

愛知県立芸術大学 無料
芸術情報課
0561-76-2873

愛知県 長久手市 ③ 学内演奏会 本学学生による声楽演奏会を開催します。 10月23日
愛知県立芸術大学奏楽
堂

愛知県立芸術大学 無料
芸術情報課
0561-76-2873

愛知県 長久手市 ③
ドクトラルコンサート
vol７

本学大学院博士課程学位請求リサイタル
（作曲）を開催します。

10月24日
長久手市
文化の家
風のホール

愛知県立芸術大学
芸術情報課
0561-76-2873

愛知県 長久手市 ③ 学内演奏会 本学学生による管打楽器演奏会を開催します。 11月6日
愛知県立芸術大学奏楽
堂

愛知県立芸術大学 無料
芸術情報課
0561-76-2873

愛知県 長久手市 ③ 学内演奏会 本学学生による声楽演奏会を開催します。 11月13日
愛知県立芸術大学奏楽
堂

愛知県立芸術大学 無料
芸術情報課
0561-76-2873

愛知県 長久手市 ③ 学内演奏会 本学学生によるピアノ演奏会を開催します。 11月20日
愛知県立芸術大学奏楽
堂

愛知県立芸術大学 無料
芸術情報課
0561-76-2873

愛知県 長久手市 ③
ながくてアートフェス
ティバル2012

長久手市内のアトリエ・ギャラリー開放、ワークショップおよび
長久手市各所におけるアート展示などを行います。

10月20日～11月4
日

長久手市内各所
ながくてアートフェスティバ
ル実行委員会、長久手市、
長久手市教育委員会

ながくてアートフェス
ティバル実行委員会
事務局（長久手市文
化の家）0561-61-
3411（代表）内線118

愛知県 長久手市 ③
第14回文化の家フェス
ティバル

文化の家利用者による発表会です。 11月7～11日 長久手市文化の家
文化の家フェスティバル実
行委員会・長久手市・長久
手市教育委員会

無料

文化の家フェスティバ
ル実行委員会事務局
（長久手市文化の家）
0561-61-3411（代表）
内線111

愛知県 長久手市 ④
愛知医科大学公開講
座

ロボット支援機器「da　Vinci」を用いた根治的前立腺摘除術の
現状と将来展望についての公開講座を開催します。

10月26日 長久手市文化の家
愛知医科大学　　　　　　　長
久手市

無料
http://www.aichi-
med-u.ac.jp

申込期間9月17日か
ら10月5日<必着>

愛知県 長久手市 ② 第37回淑楓祭 愛知淑徳大学の大学祭です。今年のテーマは「TOYBOX」。 11月3, 4日 愛知淑徳大学 愛知淑徳大学 無料
http://www.shukufus
ai.com/

愛知県 長久手市 ② 2012医大祭 愛知医科大学の大学祭です。 11月3, 4日 愛知医科大学 愛知医科大学 無料

http://www.aichi-
med-
u.ac.jp/univ/campusli
fe/outline/idaisai.htm

愛知県 長久手市 ③
第38回美術学部教員
展

後進の育成と共に作家としても活躍する各専攻の教員の展覧
会を開催します。

10月27日～11月5
日

芸術資料館（学内） 愛知県立芸術大学 無料
芸術情報課
0561-76-2873

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
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

愛知県 長久手市 ③ 退任教授展覧会
本学　美術学部　長谷高史教授　（デザイン専攻）　の退任展
を開催します。

11月14～25日 芸術資料館（学内） 愛知県立芸術大学 無料
芸術情報課
0561-76-2873

愛知県 長久手市 ③
法隆寺壁画模写展示
館秋季展示会

本学の教員・卒業生が16年間に渡り携わった法隆寺金堂大壁
１２面及び小壁20面の壁画の再現を展示した展示館を一般に
公開します。

10月16～31日
法隆寺壁画模写展示館
（学内）

愛知県立芸術大学 無料
芸術情報課
0561-76-2873

愛知県 長久手市 ③ 学内演奏会 本学学生による管打楽器演奏会を開催します。 10月16日 奏楽堂 愛知県立芸術大学 無料
芸術情報課
0561-76-2873

愛知県 長久手市 ③ 学内演奏会 本学学生による声楽演奏会を開催します。 10月23日 奏楽堂 愛知県立芸術大学 無料
芸術情報課
0561-76-2873

愛知県 長久手市 ③
ドクトラルコンサート
vol７

本学大学院博士課程学位請求リサイタル
（作曲）を開催します。

10月24日
長久手市
文化の家
風のホール

愛知県立芸術大学
芸術情報課
0561-76-2873

愛知県 長久手市 ③ 学内演奏会 本学学生による管打楽器演奏会を開催します。 11月6日 奏楽堂 愛知県立芸術大学 無料
芸術情報課
0561-76-2873

愛知県 長久手市 ③ 学内演奏会 本学学生による声楽演奏会を開催します。 11月13日 奏楽堂 愛知県立芸術大学 無料
芸術情報課
0561-76-2873

愛知県 長久手市 ③ 学内演奏会 本学学生によるピアノ演奏会を開催します。 11月20日 奏楽堂 愛知県立芸術大学 無料
芸術情報課
0561-76-2873

愛知県 名古屋市 ③
開館40周年記念 特別
陳列「小牧・長久手の
戦い」

 1584年の小牧･長久手の戦いは、豊臣秀吉と徳川家康が直
接対決した唯一の合戦です。この戦いの経過と、歴史的な意
味の大きさを紹介します。

10月6日～11月11
日

名古屋市秀吉清正記念
館

名古屋市教育委員会 無料

http://www.city.nago
ya.jp/kurashi/categor
y/19-15-2-5-0-0-0-
0-0-0.html

愛知県 名古屋市 ③
企画展示「推理小説の
愉しみ」（仮題）

読書の秋にむけて、古今東西にわたる推理小説の名作を集め
て展示、貸出します。

9月14日～11月７
日

愛知県図書館 愛知県図書館 無料
http://www.aichi-
pref-library.jp/

愛知県 名古屋市 ③
ミニ展示「愛知県庁舎
の歴史」

写真集や絵はがきなど、愛知県庁舎に関する資料を展示しま
す。

7月13日～11月７
日

愛知県図書館 愛知県図書館 無料
http://www.aichi-
pref-library.jp/

愛知県 名古屋市 ③
ミニ展示「教科書に
のった名作　昭和編」
（仮題）

教科書に掲載された文学作品などを集めて展示、貸出しま
す。

9月14日～11月７
日

愛知県図書館 愛知県図書館 無料
http://www.aichi-
pref-library.jp/

愛知県 名古屋市 ③ 「絵の回路」
本学　美術学部　設楽教授（油画専攻）による展示会を開催し
ます

10月16～29日
愛知県立芸術大学サテ
ライトギャラリー（栄）

愛知県立芸術大学 無料
芸術情報課
0561-76-2873

愛知県 名古屋市 ③ 退任教授展覧会
本学　美術学部　小林英樹教授　（油画専攻）　の退任展を開
催します。

11月15～25日
愛知県立芸術大学サテ
ライトギャラリー（栄）

愛知県立芸術大学 無料
芸術情報課
0561-76-2873

愛知県 名古屋市 ③ 第13回定期演奏会
本学ウィンドオーケストラによる定期演奏会
を開催します。

11月14日
三井住友海上
しらかわホール

愛知県立芸術大学 無料
芸術情報課
0561-76-2873

愛知県 名古屋市 ②，③
教育祭高等学校音楽
会

名古屋市立高校生による合唱や邦楽・軽音楽・ジャズ・吹奏
楽・管弦楽の演奏を行う音楽会を開催します。

11月3日
アートピアホール（ナディ
アパーク）

名古屋市教育祭実施委員
会

無料
名古屋市教育委員会
指導室
052-972-3234

愛知県 名古屋市 ②，③
教育祭小中学校連合
音楽会

市立小中学校連合音楽会。市内28校による合唱・器楽合奏・
吹奏楽等の発表を行います。

11月7日 日本特殊陶業市民会館
名古屋市教育祭実施委員
会

無料
名古屋市教育委員会
指導室
052-972-3277

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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愛知県 名古屋市 ②，③
姉妹友好都市児童生
徒書画展

名古屋市立小中学校及び姉妹友好都市等の児童生徒の絵
画・書写作品の展示を行います。

11月23～25 日 名古屋市博物館
名古屋市教育委員会・名古
屋市造形研究会・名古屋市
姉妹友好都市協会

無料
名古屋市教育委員会
指導室
052-972-3232

愛知県 名古屋市 ① 読書フェスティバル
読書活動の重要性や意義、家庭での親子が読書を楽しむ大
切さについて普及啓発を行います。

11月4日
名古屋市公会堂・鶴舞
中央図書館

名古屋市教育委員会 無料
名古屋市教育委員会
生涯学習課
052-972-3252

愛知県 名古屋市 ①
描く女性　描かれる女
性

美術作品が生まれた国や時代、画家たちの性格や人生など、
「描く女性、描かれる女性」をテーマに美術作品を見直し、その
背景を探ります。

11月5, 12, 19, 26
日

名古屋市女性会館 名古屋市教育委員会
名古屋市女性会館事
業係
052-331-5288

申込締切9月26日＜
必着＞
ただし、定員(30人)に
満たない場合は、締
切以降も随時受付

愛知県 名古屋市 ①
難聴者等支援ボラン
ティア講座－Part２－

難聴者や中途失聴者が、講座や講演会などの内容を理解でき
るよう、講師の話を聞き取り、文字で書いて伝える方法を学び
ます。受講後は、女性会館でボランティアとして活動します。

10月17, 24, 31日,
11月7日

名古屋市女性会館 名古屋市教育委員会 無料
名古屋市女性会館事
業係
052-331-5288

申込締切9月26日＜
必着＞
ただし、定員(20人)に
満たない場合は、締
切以降も随時受付

愛知県 名古屋市 ①
心のバリアフリーへの
一歩～女性の就労問
題と職業差別から～

偏見や差別、風習や思いこみなど目に見えない心の壁につい
て、「仕事と人権」の視点から身近な人権問題の歴史や現状を
学びます。

11月21, 29日, 12
月5, 12, 19日

名古屋市女性会館 名古屋市教育委員会 無料
名古屋市女性会館事
業係
052-331-5288

申込締切9月26日＜
必着＞
ただし、定員(30人)に
満たない場合は、締
切以降も随時受付

愛知県 名古屋市 ①
託児ボランティア養成
講座－Part２－

託児ボランティアとして必要な知識や技能を身につけます。受
講後は、女性会館で、ボランティアとして活動します。

10月12, 19, 26日,
11月2日

名古屋市女性会館 名古屋市教育委員会 無料
名古屋市女性会館事
業係
052-331-5288

申込締切9月26日＜
必着＞
ただし、定員(25人)に
満たない場合は、締
切以降も随時受付

愛知県 名古屋市 ① 女性のココロとカラダ
女性のそれぞれのライフステージにおいて現れる健康上の問
題を正しく理解し、心豊かで安心して生活するために、心と身
体のセルフケアを学び、いきいきライフについて考えます。

11月17日, 12月1,
8, 15日

名古屋市女性会館 名古屋市教育委員会 無料
名古屋市女性会館事
業係
052-331-5288

対象は女性のみ。
申込締切9月26日＜
必着＞
ただし、定員(40人)に
満たない場合は、締
切以降も随時受付

愛知県 名古屋市 ①
〔なごや女性カレッジ〕
ファシリテーションの扉
を開けよう

グループワークを通して、集団の一人ひとりが自分らしさを発
揮できるよう支援する「ファシリテーション」の初歩を学びます。

11月9, 16, 30日,
12月7, 14日

名古屋市女性会館 名古屋市教育委員会
名古屋市女性会館事
業係
052-331-5288

申込締切9月26日＜
必着＞
ただし、定員(30人)に
満たない場合は、締
切以降も随時受付

愛知県 名古屋市 ①
〔公開講座〕　誰も知ら
ない印象派～セーヌの
娼婦たち～

印象派は何を描き、何を描かなかったのか。「描く女性、描か
れる女性」をテーマに美術作品を見直し、その背景を探りま
す。

11月5日 名古屋市女性会館 名古屋市教育委員会 無料
名古屋市女性会館事
業係
052-331-5288

当日先着順、定員
100人

愛知県 名古屋市 ①
〔公開講座〕　「死」の現
場から～私がこの仕事
に就いたワケ～

湯灌業に就いたきっかけや遺族との交流を通して感じたことな
どから、仕事と人権、命の大切さについて考えます。

11月29日 名古屋市女性会館 名古屋市教育委員会 無料
名古屋市女性会館事
業係
052-331-5288

当日先着順、定員
100人

愛知県 名古屋市 ①
椙山女学園大学連携
講座「芸どころ名古屋
の能・狂言」

名古屋で流行した和泉流狂言や名古屋での上演頻度の高い
曲を取り上げ、能楽の鑑賞方法の基礎を身に付けることを目
的としています。

11月16日 名古屋市女性会館
名古屋市生涯学習推進セン
ター

http://www.suisin.cit
y.nagoya.jp/

愛知県 名古屋市 ①
名城大学連携講座「名
城カレッジシリーズ」

「くすりと健康」「行政法」「リニア中央新幹線」をテーマに、知的
好奇心をくすぐる講座を開催します。

10月20, 27日, 11
月10日

名城大学八事キャンパ
ス・天白キャンパス

名古屋市生涯学習推進セン
ター

無料
http://www.suisin.cit
y.nagoya.jp/

問合せは名城大学

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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愛知県 名古屋市 ①

名古屋工業大学連携
講座「安全で快適な循
環型社会を支える最新
技術」

化学材料系・都市系・機械系・電気電子系、建築系の様々な観
点から、環境を守るための最新技術の研究の様子を解説しま
す。

10月20, 27日, 11
月3, 17日

名古屋工業大学
名古屋市生涯学習推進セン
ター

無料
http://www.suisin.cit
y.nagoya.jp/

問い合わせは名古屋
工業大学

愛知県 名古屋市 ①
名古屋市民大学「世界
の中世史」

古代世界に突然終わりをもたらした大事件から始めて、そこか
ら展開される中世史について同時代性を意識しつつ学びま
す。

10月22日，11月19
日

名古屋市教育センター
名古屋市生涯学習推進セン
ター

http://www.suisin.cit
y.nagoya.jp/

定員860名。14年間で
実施した講座：25。総
コマ数：189。延べ受
講者数：約17,000名。

愛知県 名古屋市 ①

椙山女学園大学・名古
屋工業大学連携シリー
ズ講座「名古屋の魅力
発信！」

2大学との連携で、名古屋の文化と芸術の融合、名古屋ゆかり
のミステリー作家について学びます。

10月25日, 11月6
日

名古屋市女性会館
名古屋市生涯学習推進セン
ター

無料
http://www.suisin.cit
y.nagoya.jp/

愛知県 名古屋市 ①
名古屋学芸大学連携
講座「植物から見た名
古屋の自然」

名古屋に生息している植物の特徴について学び、植物の観点
から名古屋の環境について考えます。

11月1日 名古屋市女性会館
名古屋市生涯学習推進セン
ター

無料
http://www.suisin.cit
y.nagoya.jp/

愛知県 名古屋市 ①
市民大学公開講演会
「ユニバーサル・ミュー
ジアムを目指して」

ユニバーサル・ミュージアムの提唱者で、自身が視覚障がい
者である講師が経験と思索の中から生み出された「ユニバー
サル・ミュージアム」の魅力について解説します。

10月24日 南山大学
名古屋市生涯学習推進セン
ター

無料
http://www.suisin.cit
y.nagoya.jp/

問い合わせは南山大
学

愛知県 名古屋市 ①
豊田工業高等専門学
校連携講座「徳川家康
の幼児教育論」

名古屋蓬左文庫に残る徳川家康の江の「神君御文」といわれ
る書状の写しを紹介し、家康の子育てを通して、現代にも通じ
る子育ての問題を考えます。

11月18日 名古屋市女性会館
名古屋市生涯学習推進セン
ター

無料
http://www.suisin.cit
y.nagoya.jp/

愛知県 名古屋市 ①
愛知みずほ大学連携
講座「おとなのための
健康栄養学への誘い」

現代の健康問題に要となる食事や栄養面からアプローチする
健康栄養学を学び、若々しく人生を謳歌できるヒントを解説し
ます。

11月14日 名古屋市女性会館
名古屋市生涯学習推進セン
ター

無料
http://www.suisin.cit
y.nagoya.jp/

愛知県 名古屋市 ①
至学館大学連携講座
「健康づくりを学びま
しょう」

健康づくりの三要素として挙げられている「運動、栄養、休養」
の内容に触れながら、自らの健康を維持・増進するための具
体的な方法や考え方を学びます。

10月23, 30日, 11
月6, 13, 20日

至学館大学
名古屋市生涯学習推進セン
ター

無料
http://www.suisin.cit
y.nagoya.jp/

問い合わせは至学館
大学

愛知県 名古屋市 ③
開館35周年記念特別
展「芭蕉－広がる世
界、深まる心－」

松尾芭蕉が新しい境地を開いたとされる地、名古屋から、芭蕉
を中心に広がる世界を紹介します。

9月29日～11月11
日

名古屋市博物館 名古屋市博物館ほか
http://www.museum.
city.nagoya.jp/

愛知県 名古屋市 ③

徳川美術館新館開館
25周年・徳川園80周年
記念　秋季特別展「徳
川将軍の御成」

将軍が公式に臣下の屋敷を訪問する御成の儀式は、大名屋
敷における重要な儀礼の一つです。尾張徳川家江戸屋敷への
御成時に、将軍饗応に用いられた茶道具をはじめとする美術
品の数々を紹介します。

10月6日～11月11
日

徳川美術館・名古屋市
蓬左文庫

名古屋市教育委員会ほか

http://housa.city.nag
oya.jp
名古屋市蓬左文庫
052-935-2173

愛知県 名古屋市 ③

「ゆっくり・じっくり文化
のみち　秋の寺院公開
と文化的建造物ガイド
ツアー」

東区文化のみちにある寺院や歴史的建造物を公開およびガイ
ドツアーを実施します。

10月23日～11月
23日のうち3日間

建中寺はじめ名古屋市
東区内寺院、建造物な
ど

名古屋文化遺産活用実行
委員会

http://housa.city.nag
oya.jp
名古屋市住宅都市局
歴史まちづくり推進室
052-972-2780　蓬左
文庫　052-935-2173
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愛知県 名古屋市 ③
特別展「青木野枝｜ふ
りそそぐものたち」

今日の日本を代表する彫刻家「青木野枝」の初期から今日に
いたるまでのあゆみを幅広く紹介し、更には今後の展開をも予
測させて、その創作世界の魅力をあますことなく体験していた
だきます。

10月20日～12月
16日

名古屋市
美術館

青木野枝展実行委員会

名古屋市美術館
総務課
電話：(052)212-0001

http://www.art-
museum.city.nagoya.j
p/

愛知県 名古屋市 ①
科学館開館50周年記
念イベント

昭和37年11月3日の開館から50年となることを記念しトークイ
ベントを実施します。

11月3日
名古屋市科学館天文館
６階
プラネタリウムドーム

名古屋市科学館
名古屋市科学館総務
課
(052)201-4486

愛知県 名古屋市 ① 読書フェスティバル
市公会堂にて講演会、トークショーを行い、鶴舞中央図書館で
はおはなし会、本の修理体験、点字体験などを行います。

11月4日
名古屋市公会堂/鶴舞
中央図書館

名古屋市教育委員会 無料
http://www.library.cit
y.nagoya.jp/

愛知県 名古屋市 ①，③
図書館大使の絵の展
示

図書館大使に選ばれた小学生が「こんな図書館があったらい
いな」というテーマで描いた絵を展示します。

10月21日～11月
15日

鶴舞中央図書館 名古屋市教育委員会 無料
http://www.library.cit
y.nagoya.jp/

愛知県 名古屋市 ①③
下水道100周年歴史写
真・資料展示

「なごやのまちと下水道」というテーマで写真や資料を展示しま
す。

9月22日～12月20
日

鶴舞中央図書館 名古屋市教育委員会 無料
http://www.library.cit
y.nagoya.jp/

愛知県 名古屋市 ① 子どもと本の講座 「赤ちゃんとたのしむわらべうた」を開催します。 10月24日 東図書館 名古屋市教育委員会 無料
http://www.library.cit
y.nagoya.jp/

申込受付　10/12　11
時より　電話可　4～8
か月児とその保護者
先着15組

愛知県 名古屋市 ① 子どもと本の講座 講座「あかちゃんと楽しむわらべうた」を開催します。 10月18日 北図書館 名古屋市教育委員会 無料
http://www.library.cit
y.nagoya.jp/

愛知県 名古屋市 ① 子どもと本の講座 講座「うたって遊ぼうわらべうた」を開催します。 11月1日 北図書館 名古屋市教育委員会 無料
http://www.library.cit
y.nagoya.jp/

愛知県 名古屋市 ① グリムのおはなし会
グリム童話誕生２００年を記念してグリムの昔話のストーリーテ
リングを行います。

11月10日 北図書館 名古屋市教育委員会 無料
http://www.library.cit
y.nagoya.jp/

愛知県 名古屋市 ①
読書週間シールラリー
「ほんをよもうよ！と
しょかんで」

中学生以下、楠図書館で本を借りたり、おはなし会に参加して
くれた方対象のシールラリーです。

１0月20日～11月
25日

楠図書館 名古屋市教育委員会 無料
http://www.library.cit
y.nagoya.jp/

愛知県 名古屋市 ①
読書週間「わたしの好
きな本」

用紙におすすめ本の一言レビューをかいてもらい、「子どもと
本の広場」掲示板に貼り出し、本も展示します。

１0月20日～11月
15日

楠図書館 名古屋市教育委員会 無料
http://www.library.cit
y.nagoya.jp/

愛知県 名古屋市 ①
文字活字文化の日記
念テーマ展示

読書週間と文字活字文化の日を記念し、読書文化に関する図
書を展示します。

１0月20日～11月
15日

楠図書館 名古屋市教育委員会 無料
http://www.library.cit
y.nagoya.jp/

愛知県 名古屋市 ① 稲置街道を歩こう 北区楠地区周辺の稲置街道を実際に歩きます。 11月10日 楠図書館 名古屋市教育委員会 無料
http://www.library.cit
y.nagoya.jp/

愛知県 名古屋市 ①
文字活字文化の日記
念「おはなし会スペシャ
ル」

乳幼児を対象に絵本や紙芝居の読み聞かせを中心としたおは
なし会を時間を拡大して開催します。

11月10日 楠図書館 名古屋市教育委員会 無料
http://www.library.cit
y.nagoya.jp/
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愛知県 名古屋市 ①
本の木「教えてくださ
い。あなたの一冊！」

おすすめの本の一冊を短冊に書いてもらい、それで壁面作品
の木をつくります。

10月20日～11月
15日

西図書館 名古屋市教育委員会 無料
http://www.library.cit
y.nagoya.jp/

愛知県 名古屋市 ①
おはなし会（乳幼児向
き）

絵本・紙芝居の読み聞かせ、わらべうたなど、赤ちゃんでも楽
しめるおはなし会を開催します。

10月25日, 11月8,
22日

熱田図書館 名古屋市教育委員会 無料
http://www.library.cit
y.nagoya.jp/

愛知県 名古屋市 ①
おはなし会（幼児・小学
生向き）

絵本や紙芝居の読み聞かせを中心としたおはなし会を開催し
ます。

10月27日, 11月10
日

熱田図書館 名古屋市教育委員会 無料
http://www.library.cit
y.nagoya.jp/

愛知県 名古屋市 ①
子どもと本の講座①
「親子で楽しむわらべう
た」

親子で一緒にわらべうたを楽しみます。 11月15日 港図書館 名古屋市教育委員会 無料
http://www.library.cit
y.nagoya.jp/

申込受付：11/2  10
時から（電話可）　0～
3歳のお子さんと保護
者 先着15組（2回と

愛知県 名古屋市 ①
子どもと本の講座②
「親子で楽しむ絵本」

絵本の選び方の解説やおすすめの絵本の紹介をします。 11月22日 港図書館 名古屋市教育委員会 無料
http://www.library.cit
y.nagoya.jp/

申込受付：11/2  10
時から（電話可）　0～
3歳のお子さんと保護
者　先着15組（2回と

愛知県 名古屋市 ①
子どもと本の講座「子
育てと絵本」

子どもの育ちに絵本がどんな役割を果たすのかについて考え
ます。

11月1日 南陽図書館 名古屋市教育委員会 無料
http://www.library.cit
y.nagoya.jp/

申込不要（当日先着
順）
一般対象

愛知県 名古屋市 ①
読書週間記念展示「読
書の愉しみ」

本についてのエッセイ、読書法、書評など読書を愉しむための
本を展示・貸出します。

10月20日～11月
15日

南図書館 名古屋市教育委員会 無料
http://www.library.cit
y.nagoya.jp/

愛知県 名古屋市 ①
ミニ展示　「出版社PR
誌のおもしろさ」

自著について、PR誌に寄せた文は、興味深いものがありま
す。PR誌とそこに収録された図書を展示します。

10月20日～11月
15日

南図書館 名古屋市教育委員会 無料
http://www.library.cit
y.nagoya.jp/

愛知県 名古屋市 ① 英語でおはなし会 洋書絵本の読み聞かせ、てあそびを行います。 10月27日 志段味図書館 名古屋市教育委員会 無料
http://www.library.cit
y.nagoya.jp/

愛知県 名古屋市 ① 読書週間クイズ 児童書に関するクイズを出題します。
10月26日～11月

11日
志段味図書館 名古屋市教育委員会 無料

http://www.library.cit
y.nagoya.jp/

愛知県 名古屋市 ① 天白図書館講演会 風呂敷の便利な使い方を説明します。 11月22日 天白図書館 名古屋市教育委員会 無料
http://www.library.cit
y.nagoya.jp/

愛知県 名古屋市 ① オープンカレッジ ・「韓国語の歴史・文化・語学」を勉強します。 10月23日, 30日
法人本部
（学習センター4階）

桜花学園大学
生涯学習研究センター

無料
http://www.ohkagaku
en-u.ac.jp

愛知県 名古屋市 ① 国際サロン 国際理解を深め、交友関係を築きます。 11月10日
法人本部
（学習センター4階）

桜花学園大学
生涯学習研究センター

無料
http://www.ohkagaku
en-u.ac.jp

愛知県 名古屋市 ① 連句サロン 座の仲間と楽しみながら連句を勉強します。 11月13日
法人本部
（学習センター4階）

桜花学園大学
生涯学習研究センター

無料
http://www.ohkagaku
en-u.ac.jp

愛知県 名古屋市 ① サテライトカレッジ
教養、スキル向上、人生設計、健康、生活、コミュニケーショ
ン、健康、芸術、創作など全44講座を行ないます。

10月3日～12月16
日

各講座
4～15回

中部大学名古屋（鶴舞）
キャンパス

中部大学

6,000
～

12,00
0

http://www.chubu.ac.
jp/extension/openlec
ture/index.html
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愛知県 名古屋市 ①
フィールドワーク（全5
回）「東海の遺跡を歩く
2012」

南山大学教員と現地講師とともに、東海地方の考古学遺跡を
見学します。現場を歩くことで、考古学的な思考方法だけでな
く、地図の見方、遺跡の観察方法など、考古学に必要な技術
の基礎についても習得を目指します。

10月27日, 11月4,
18日, 12月2, 8日

事前・事後説明：南山大
学人類学博物館、見学
先：岐阜、岡崎、刈谷

南山大学人類学博物館

http://www.ic.nanzan
-
u.ac.jp/MUSEUM/eve
nt/index.html

愛知県 名古屋市
①,②,
③,④

「地元企業初期円高期
米国駐在員の経験談
に学ぶ会」（仮称）

東海地方における地元企業からの米国駐在員として、初期円
高期にアメリカ合衆国で活躍された方々にお話しいただきま
す。

10月24日
南山大学名古屋キャン
パス

南山大学アメリカ研究セン
ター

無料
center-
as@ic.nanzan-u.ac.jp

愛知県 名古屋市 ①,④
南山大学アジア・太平
洋研究センター主催シ
ンポジウム

「新世代の日中関係論 ―日中国交正常化40周年に寄せて
―」と題し、日中国交正常化40周年を迎える本年、当時まだ生
まれていない30歳代の若手研究者3名が日中の政治や文化に
ついて講演・討論し、今後の日中関係について考えていきま
す。

10月27日 南山大学名古屋キャン
パスM棟MB12教室

南山大学アジア・太平洋研
究センター

無料

http://www.ic.nanzan
-
u.ac.jp/ASIAPACIFIC
/index.html

愛知県 名古屋市 ①,④
南山大学ヨーロッパ研
究センター主催、フラン
ス学科共催講演会

「フランスの学校 L' École en France」と題し国民教育省パリ大
学区視学官補佐のイヴ・ザルカ（Yves Zarka）氏による講演。

11月1日
南山大学名古屋キャン
パスR棟4階R49教室

南山大学ヨーロッパ研究セ
ンター

無料
http://www.ic.nanzan
-u.ac.jp/EUROPE/

愛知県 名古屋市
①,②,
③,④

「アメリカ大衆音楽の日
本における受容－東海
地方における二つのブ
ルーグラス・バンドの活
動史」（仮称）

東海地方で活躍する二つのブルーグラス・バンドをお招きし、
生演奏をしていただくとともに、アメリカ大衆音楽の日本での受
容のされ方についてもお話しいただきます。

11月4日
南山大学名古屋キャン
パス

南山大学アメリカ研究セン
ター

無料
center-
as@ic.nanzan-u.ac.jp

愛知県 名古屋市 ③
インドネシア語
スピーチコンテスト

インドネシア語による
（1）暗唱の部
（2）スピーチコンテストの部
（3）講演会

11月10日
南山大学名古屋キャン
パスD棟DB1教室

南山大学
外国語学部

無料

http://www.ic.nanzan
-
u.ac.jp/GAIKOKUGO/
Asia/speechcon3.pdf

愛知県 名古屋市 ③
ナゴヤまちかどアンサ
ンブル

大学等と行政が連携し、市民が生演奏に気軽に触れることが
できるように、市内の様々な場所でアンサンブルによる演奏を
行います。

10月13日 JRエスカ

ナゴヤまちかどアンサンブ
ル実行委員会(愛知県公立
大学法人愛知県立芸術大
学、名古屋音楽大学、名古
屋芸術大学、名古屋市、公
益財団法人名古屋市文化
振興事業団、名古屋市市民
経済局文化観光部文化振
興室)

無料
名古屋音楽大学演奏
部
052-411-1593

サックス四重奏
パーカッション

愛知県 名古屋市 ③
NHKビル　お昼のコン
サート

クラシック、ジャズ、ポップスなど、お昼にゆったりと音楽を聴い
てもらう機会を設けます。

10月19日
NHK名古屋放送セン
タービル

㈱NHKプラネット中部支社、
名古屋音楽大学

無料
名古屋音楽大学演奏
部
052-411-1593

愛知県 名古屋市 ③
ナゴヤまちかどアンサ
ンブル

大学等と行政が連携し、市民が生演奏に気軽に触れることが
できるように、市内の様々な場所でアンサンブルによる演奏を
行います。

10月20, 21日 星が丘三越

ナゴヤまちかどアンサンブ
ル実行委員会(愛知県公立
大学法人愛知県立芸術大
学、名古屋音楽大学、名古
屋芸術大学、名古屋市、公
益財団法人名古屋市文化
振興事業団、名古屋市市民
経済局文化観光部文化振
興室)

無料
名古屋音楽大学演奏
部
052-411-1593

打楽器アンサンブル
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愛知県 名古屋市 ③
ナゴヤまちかどアンサ
ンブル

大学等と行政が連携し、市民が生演奏に気軽に触れることが
できるように、市内の様々な場所でアンサンブルによる演奏を
行います。

10月27日 名古屋テレビ塔

ナゴヤまちかどアンサンブ
ル実行委員会(愛知県公立
大学法人愛知県立芸術大
学、名古屋音楽大学、名古
屋芸術大学、名古屋市、公
益財団法人名古屋市文化
振興事業団、名古屋市市民
経済局文化観光部文化振
興室)

無料
名古屋音楽大学演奏
部
052-411-1593

ジャズアンサンブル

愛知県 名古屋市 ③
第30回シンォニックウィ
ンズ定期演奏会

名古屋音楽大学の管打楽専攻生による吹奏楽の定期演奏会
を行います。

10月30日
愛知県芸術劇場コン
サートホール

名古屋音楽大学 無料
名古屋音楽大学演奏
部
052-411-1593

要申込

愛知県 名古屋市 ③
NHKビル　お昼のコン
サート

クラシック、ジャズ、ポップスなど、お昼にゆったりと音楽を聴い
てもらう機会を設けます。

11月2日
NHK名古屋放送セン
タービル

㈱NHKプラネット中部支社、
名古屋音楽大学

無料
名古屋音楽大学演奏
部
052-411-1593

愛知県 名古屋市 ③
ナゴヤまちかどアンサ
ンブル

大学等と行政が連携し、市民が生演奏に気軽に触れることが
できるように、市内の様々な場所でアンサンブルによる演奏を
行います。

11月4日 名古屋テレビ塔

ナゴヤまちかどアンサンブ
ル実行委員会(愛知県公立
大学法人愛知県立芸術大
学、名古屋音楽大学、名古
屋芸術大学、名古屋市、公
益財団法人名古屋市文化
振興事業団、名古屋市市民
経済局文化観光部文化振
興室)

無料
名古屋音楽大学演奏
部
052-411-1593

電子オルガンアンサ
ンブル

愛知県 名古屋市 ③
NHKビル　お昼のコン
サート

クラシック、ジャズ、ポップスなど、お昼にゆったりと音楽を聴い
てもらう機会を設けます。

11月16日
NHK名古屋放送セン
タービル

㈱NHKプラネット中部支社、
名古屋音楽大学

無料
名古屋音楽大学演奏
部
052-411-1593

愛知県 名古屋市 ③
第13回コンテンポラ
リー・ミュージック・コン
サート

オーディションにより選抜された学生によるオリジナル曲を含
む演奏(電子オルガン・舞踊)を行います。

11月26日 アートピアホール 名古屋音楽大学 無料
名古屋音楽大学演奏
部
052-411-1593

要申込

愛知県 名古屋市 ①・④ 公開講座 詳細未定 10月27日
豊田工業大学　大講義
室

豊田工業大学 無料 渉外広報室

愛知県 名古屋市 ① 中京大学公開講座

公開講座「ソフトサイエンスシリーズ」
シンポジウム「モノづくりの哲学―新時代の工学を展望する
―」
橋本周司氏〔早稲田大学副総長・理工学術院教授〕
持丸正明氏〔産総研デジタルヒューマン工学研究センター長〕
輿水大和氏〔中京大学大学院情報科学研究科長・教授〕

10月31日
中京大学名古屋キャン

パス

中京大学
名古屋市科学館
中部経済同友会

無料
http://www.chukyo-
u.ac.jp/event/index.h
tml

愛知県 名古屋市 ①③ 中京大学公開講座
公開講座「文化・芸術・教育シリーズ」
三代真史氏〔ジャズ舞踊家・振付家〕講演「世界を駆ける独創
性には日本の精神美が宿る」

11月3日
中京大学名古屋キャン

パス
中京大学 無料

http://www.chukyo-
u.ac.jp/event/index.h
tml

９月中旬HPアップ予
定

愛知県 名古屋市 ① 中京大学公開講座
公開講座「経済・経営シリーズ」
箕浦輝幸氏〔中部経済同友会代表幹事・トヨタ紡織株式会社
相談役〕講演「未定」

11月14日
中京大学名古屋キャン

パス
中京大学
中部経済同友会

無料
http://www.chukyo-
u.ac.jp/event/index.h
tml

１０月上旬HPアップ
予定

愛知県 名古屋市 ①③
中京大学C・スクエア第
110回企画展

清河恵美展〈絵画〉
11月12日〜12月8

日

中京大学名古屋キャン
パス　アートギャラリー

C・スクエア
中京大学 無料

http://www.chukyo-
u.ac.jp/extension/gall
ery/index.html
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愛知県 名古屋市 ①
市民公開講座第１講座
（医学研究科）

「名古屋市立大学が市民に提供できる最新医療」をテーマに、
３人の講師が講義を実施。
・「腹腔鏡手術からロボット支援手術へ ～前立腺癌低侵襲治
療の最前線～」
　医学研究科　准教授　戸澤 啓一
・「トモセラピーについて」
　医学研究科　講師　杉江 愛生
・「外来化学療法の今」
　医学研究科　准教授　小松 弘和

10月27日

名古屋市立大学桜山
キャンパス医学研究科・
医学部研究棟１１階　講
義室A

公立大学法人名古屋市立
大学

http://www.nagoya-
cu.ac.jp/item/7505.ht
m#itemid7505

愛知県 名古屋市 ①
市民公開講座第３講座
（経済学研究科）

「日本経済の今後の課題について～自然災害および働き方の
観点より～」をテーマに、２人の講師が講義を実施。
・「自然災害と日本経済」
　経済学研究科　教授　外谷 英樹
・「日本人の働き方 ～ワーク・ライフ・バランスの観点から～」
　経済学研究科　准教授　山本 陽子

11月3日
名古屋市立大学滝子
キャンパス３号館１０１教
室

公立大学法人名古屋市立
大学

http://www.nagoya-
cu.ac.jp/item/7506.ht
m#itemid7506

愛知県 名古屋市 ①
市民公開講座第４B講
座（人間文化研究科）

「映像や読書から異文化を学ぶ」をテーマに、講義を実施。
・「ドイツ詩の楽しみ ～ローレライ訳詩とドイツ詩の翻訳をめ
ぐって～」
　人間文化研究科　教授　土屋 勝彦

10月20日
名古屋市立大学滝子
キャンパス１号館２０３教
室

公立大学法人名古屋市立
大学

http://www.nagoya-
cu.ac.jp/item/7504.ht
m#itemid7504

愛知県 名古屋市 ①
市民公開講座第６講座
（看護学部）

「知っておきたい救急医療の現状と正しい応急処置」をテーマ
に、３人の講師が講義と実践。
・「救急医療の現状」
　看護学部　教授　明石 惠子
・「正しい応急処置」
　看護学部　准教授　嶌田 理佳
・「応急処置の演習」
　看護学部　准教授  嶌田 理佳、助教  伊藤 裕子、教授  明
石 惠子

11月17日
名古屋市立大学桜山
キャンパス看護学部棟３
階　３０８講義室

公立大学法人名古屋市立
大学

http://www.nagoya-
cu.ac.jp/item/7508.ht
m#itemid7508

愛知県 名古屋市 ①

経済学研究科附属経
済研究所第17回公開
シンポジウム「21世紀
の名古屋市を展望す
る」

グローバル経済が深化するなかで、日本経済そして中部経済
を浮き彫りにしつつ、名古屋市の将来を全体的に展望するとい
うテーマをめぐって、財政学会の重鎮である牛嶋正氏、本学が
本年より招聘している特任教授（諏訪一夫、山田雅雄、吉井信
雄、近藤邦治）の各氏が議論を展開します。そして、新進気鋭
のエコノミストである吉本佳生氏が総合司会を担当します。

11月9日
名古屋市立大学病院
病棟・中央診療棟３階大
ホール

公立大学法人名古屋市立
大学

無料
http://www.nagoya-
cu.ac.jp/item/7735.ht
m#itemid7735

愛知県 名古屋市 ① サイエンスカフェ
「みんなのベイトソン　学習するってどういうこと？」と題し講演
（参加型）します。

10月20日
名古屋市立大学桜山
キャンパス 「サクラサイ
ドテラス」

公立大学法人名古屋市立
大学

http://www.hum.nago
ya-
cu.ac.jp/~institute/

愛知県 名古屋市 ① マンデーサロン
「香港の教育-輔導（ガイダンス・カウンセリング）の発展の過
程」と題し講演します。

11月5日
名古屋市立大学滝子
キャンパス1号館会議室

公立大学法人名古屋市立
大学

無料
http://www.hum.nago
ya-
cu.ac.jp/~institute/

愛知県 名古屋市 ①
2012年度講演会・シン
ポジウム

「近代」の文化財－＜産業遺産＞の保存と継承をテーマとし、
「日欧の伝統水車と歴史的造船施設、保存の現状と価値」と題
し基調講演とシンポジウムを行います。

11月24日
名古屋市立大学滝子
キャンパス1号館201教
室

公立大学法人名古屋市立
大学

無料
http://www.hum.nago
ya-
cu.ac.jp/~institute/

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
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

愛知県 名古屋市 ④
名駅キャンパスフェア
by　名工大＆名市大

名古屋工業大学と名古屋市立大学が協定を締結して5年が経
過し、平成25年には、日本初の薬工連携による博士後期課程
の共同大学院が開設されます。そこで両大学における研究成
果を、広く一般の方々へ紹介する機会として開催致します。

11月7日
名古屋駅構内中央コン
コース

名古屋工業大学、名古屋市
立大学

無料

名工大：
nitfair@adm.nitech.ac.
jp   　　　　　　　名市
大：
ncu_renkei@sec.nago
ya-cu.ac.jp

愛知県 名古屋市 ③ 「絵の回路」
本学　美術学部　設楽教授（油画専攻）による展示会を開催し
ます

10月16～29日
サテライトギャラリー
（栄）

愛知県立芸術大学 無料
芸術情報課
0561-76-2873

愛知県 名古屋市 ③ 退任教授展覧会
本学　美術学部　小林英樹教授　（油画専攻）　の退任展を開
催します。

11月15～25日
サテライトギャラリー
（栄）

愛知県立芸術大学 無料
芸術情報課
0561-76-2873

愛知県 名古屋市 ③ 第13回定期演奏会
本学ウィンドオーケストラによる定期演奏会
を開催します。

11月14日
三井住友海上
しらかわホール

愛知県立芸術大学 無料
芸術情報課
0561-76-2873

愛知県 名古屋市 ①④ さかえサイエンストーク
「あいちサイエンスフェスティバル2012」の核となる事務局中心
企画。30人規模のサイエンスカフェです。

10月23日 名古屋テレビ塔 国立大学法人名古屋大学 無料
https://aichi-
science.jp/

愛知県 名古屋市 ①④ さかえサイエンストーク
「あいちサイエンスフェスティバル2012」の核となる事務局中心
企画。30人規模のサイエンスカフェです。

10月24日 名古屋テレビ塔 国立大学法人名古屋大学 無料
https://aichi-
science.jp/

愛知県 名古屋市 ①④ さかえサイエンストーク
「あいちサイエンスフェスティバル2012」の核となる事務局中心
企画。30人規模のサイエンスカフェです。

10月25日
ジュンク堂書店 ロフト名
古屋店

国立大学法人名古屋大学 無料
https://aichi-
science.jp/

愛知県 名古屋市 ①④ さかえサイエンストーク
「あいちサイエンスフェスティバル2012」の核となる事務局中心
企画。30人規模のサイエンスカフェです。

10月26日
ジュンク堂書店 ロフト名
古屋店

国立大学法人名古屋大学 無料
https://aichi-
science.jp/

愛知県 名古屋市 ①④

さかえサイエンストーク
「謝罪では腹の虫はお
さまらず～怒りの心理
学～」

「あいちサイエンスフェスティバル2012」の核となる事務局中心
企画。30人規模のサイエンスカフェです。

10月29日
三井住友銀行 ＳＭＢＣ
パーク 栄

国立大学法人名古屋大学 無料
https://aichi-
science.jp/

愛知県 名古屋市 ①④ さかえサイエンストーク
「あいちサイエンスフェスティバル2012」の核となる事務局中心
企画。30人規模のサイエンスカフェです。

10月30日 名古屋テレビ塔 国立大学法人名古屋大学 無料
https://aichi-
science.jp/

愛知県 名古屋市 ①④

さかえサイエンストーク
「数式をアートする！
工学＋アート＝メディア
アート」

「あいちサイエンスフェスティバル2012」の核となる事務局中心
企画。30人規模のサイエンスカフェです。

10月31日 名古屋テレビ塔 国立大学法人名古屋大学 無料
https://aichi-
science.jp/

愛知県 名古屋市 ①④ さかえサイエンストーク
「あいちサイエンスフェスティバル2012」の核となる事務局中心
企画。30人規模のサイエンスカフェです。

11月1日
ジュンク堂書店 ロフト名
古屋店

国立大学法人名古屋大学 無料
https://aichi-
science.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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愛知県 名古屋市 ①④

さかえサイエンストーク
「あなたのスマホは大
丈夫？　スマホのセ
キュリティ」

「あいちサイエンスフェスティバル2012」の核となる事務局中心
企画。30人規模のサイエンスカフェです。

11月2日
ジュンク堂書店 ロフト名
古屋店

国立大学法人名古屋大学 無料
https://aichi-
science.jp/

愛知県 名古屋市 ①
平成24年度 鶴舞公開
講座

市民向け公開講座として，社会的に関心が高く，日常で役立
つ話題をテーマにした講演会です。

11月17日
医学部附属病院中央診
療棟3階講堂

名古屋大学医学部医学科・
医学部附属病院，名古屋大
学医師会

無料
医学部・医学系研究
科総務課総務第一掛
(052-744-2423)

愛知県 名古屋市 ①

公開講座
「建築的胎動名古屋工
業大学建築設計製図
講義」

国内外ご活躍の建築家を名古屋工業大学建築設計製図の非
常勤講師としてお招きして、設計思想や近作についてご講演
いただくものです。

10月～H25.2月
のうち月・木6回

名古屋工業大学 名古屋工業大学 無料
http://www.nitech.ac.
jp/course/index.html

愛知県 名古屋市 ①
公開講座
「名古屋楽⑥名古屋の
ミステリー・近現代篇」

名古屋を扱った文学作品を総まくりします。 11月6日
名古屋市生涯学習推進
センター

名古屋工業大学 無料
http://www.nitech.ac.
jp/course/index.html

愛知県 名古屋市 ①

公開講座
「プログラミング体験～
ロボットを動かすプログ
ラムを作ろう～」

コンピュータの入った機器を思い通りに制御するために必要な
プログラミングの考え方を学び、ロボットを動かすプログラムを
作ります。

11月10日 名古屋工業大学 名古屋工業大学 無料
http://www.nitech.ac.
jp/course/index.html

愛知県 名古屋市 ①

公開講座
「コンピュータサイエン
ス・アドベンチャー--理
論計算機科学はこんな
に面白い！」

理論計算機科学における主要な内容を、現実世界における実
例を通して直感的にわかりやすく解説します。

11月17日 名古屋工業大学 名古屋工業大学 無料
http://www.nitech.ac.
jp/course/index.html

愛知県 名古屋市 ①

公開講座
「安全で快適な循環型
社会を支える最新技
術」

化学材料系・都市系をはじめ、様々な観点から、環境を守るた
めの最新技術の様子を解説し、実際の研究の様子をお見せし
ます。

10月20, 27日,
11月3, 17日

名古屋工業大学 名古屋工業大学 無料
http://www.nitech.ac.
jp/course/index.html

愛知県 名古屋市 ①
週末ワークショップ
「プラネタリウムをつく
ろう」

次代を担う子供たちが「モノづくり」に興味を持ち，豊かな創造
性を育むきっかけとなる各種プログラムの１つです．

11月10日
トヨタテクノミュージアム

産業技術記念館

トヨタテクノミュージアム
産業技術記念館

【協力】
名古屋工業大学技術部

http://www.tcmit.org
/workshop/

平成２１年４月から毎
週開催されている行
事です．平成２4年も
４月から開催され，そ
の中の１つを示して

います．

愛知県 名古屋市 ①
特別展「名古屋　もの
づくりの考古学」

当館で保管するこれまでの市内各所の発掘調査出土品のう
ち、石器や土器の製作など古代人のものづくりに関わる考古
資料を紹介します。

11月7日～1月20
日

名古屋市見晴台考古資
料館

名古屋市見晴台考古資料
館

無料

http://www.city.nago
ya.jp/kurashi/categor
y/19-15-2-8-0-0-0-
0-0-0.html

愛知県 名古屋市 ① かみしばい大会 紙芝居をたっぷり楽しむおはなし会です。 10月13日
徳重図書館
（徳重地区会館集会室）

名古屋市教育委員会 無料
http://www.library.cit
y.nagoya.jp/

愛知県 名古屋市 ① グリムのおはなし会 グリム童話を楽しむおはなし会です。 11月10日
徳重図書館
（徳重地区会館児童室）

名古屋市教育委員会 無料
http://www.library.cit
y.nagoya.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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愛知県 名古屋市 ①
ユメリアブッククラブ展
－本って楽しい!－

毎月実施しているブックトークの催し「ユメリアブッククラブ」の
様子を写真で紹介。あわせて本や使った小道具などを展示し
ます。

11月17日～12月2
日

徳重図書館（地区会館
ギャラリー）

名古屋市教育委員会 無料
http://www.library.cit
y.nagoya.jp/

愛知県 名古屋市 ① おやこでわらべうた
０～１歳５カ月、１歳６ケ月～３歳のお子さんとそれぞれの保護
者でわらべうたを楽しんでいただく会です。

10月31日 名東図書館 名古屋市教育委員会 無料
http://www.library.cit
y.nagoya.jp/

申込10月24日～　各
20組

愛知県 名古屋市 ① 認知症を正しく知ろう！
テキストを使って講義を行い、認知症の正しい知識を得ていた
だきます。

10月20日 名東図書館 名古屋市教育委員会 無料
http://www.library.cit
y.nagoya.jp/

当日先着順50名

愛知県
名古屋市
千種区

①
第80回愛知学院大学
モーニングセミナー

「見逃していませんか？　日本の美の至宝！」ー海を渡ったま
ぼろしの国宝を楽しもう！！ー
名古屋ボストン美術館館長をお招きして、現在名古屋ボストン
美術館で所蔵している海外を渡りそして日本へ帰ってきた、日
本美術の至宝について学ぶセミナーです。

11月13日
愛知学院大学楠元キャ
ンパス　110周年記念講
堂

愛知学院大学 無料
http://www.agu-
web.jp/~seminar/

愛知県
名古屋市

中区
①③

トリエンナーレスクール
第6回「原っぱと鉄の浮
遊する粒子」

2013年のあいちトリエンナーレに向けて、現代アートを楽しみ
ながら学ぶレクチャーシリーズです。第6回は、ゲストに「あいち
トリエンナーレ2013」出品作家である青木野枝と青木淳を迎
え、空間の変容について語ります。

11月9日 名古屋市美術館
あいちトリエンナーレ実行委
員会

無料
http://aichitriennale.j
p/

愛知県
名古屋市

中区
①③

あいちトリエンナーレ
2013「オープンアーキ
テクチャー」プレイベン
ト

「あいちトリエンナーレ2013」で実施するオープンアーキテク
チャー（建物公開）のプレイベントです。愛知県本庁舎を始め、
まちなかにある普段見ることのできない歴史的に価値のある
建築等を一般公開します。

11月3日
愛知県庁本庁舎、名古
屋市役所本庁舎他

あいちトリエンナーレ実行委
員会

無料
http://aichitriennale.j
p/

愛知県
名古屋市

東区
③ 「美しき日本の自然」展

愛知県美術館、愛知県陶磁資料館のコレクション企画であり、
美術や工芸の分野で、作家たちがどのように自然を表現し、図
様化してきたのかを紹介します。

9月28日～11月25
日

愛知県美術館 愛知県美術館
http://www-
art.aac.pref.aichi.jp/in
dex.html

愛知県
名古屋市

東区
③ 魯迅と日本の友人展

魯迅が日中交流のために果たした役割や日本との関わりにつ
いてパネル展示を中心に紹介する。

11月2～11日 愛知大学車道校舎 愛知大学、上海魯迅記念館 無料
http://www.aichi-
u.ac.jp/

愛知県 西尾市 ① 読書感想画展

「第7回にしお本まつり」事業の一環として、読書を通じ、感動し
た場面や印象の強かった場面を絵で表現することにより、豊か
な心を育て、本への親しみや読書意欲を高揚させることを目的
に実施します。
募集期間　9月1日～10月8日
募集方法　・個人応募・・・西尾市の図書館にて受付
　　　　　　　・団体応募・・・小学校長へ依頼
賞　教育長賞、金賞、銀賞ほか
　　　各賞入賞者に賞状、賞品贈呈

10月20日～12月9
日

西尾市立図書館、一色
学びの館、吉良図書
館、幡豆図書館

西尾市教育委員会事務局
図書館

無料
http://www.city.nishi
o.aichi.jp/index.cfm/9
,0,94,421,html

愛知県 西尾市 ③ 第７回にしお本まつり
古文書等本にまつわる様々なイベントを行う。岩瀬文庫と市民
のふれあいの場

10月26, 27日 西尾市岩瀬文庫他 にしお本まつり実行委員会 無料
主管課
　文化振興課
0563-56-6660

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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愛知県 西尾市 ③ 浜田桂子講演会
「第7回にしお本まつり」の中で、絵本作家の浜田桂子氏による
講演会を開催します。

10月27日 西尾市立図書館
西尾市教育委員会事務局
図書館

無料
http://www.city.nishi
o.aichi.jp/index.cfm/9
,0,94,421,html

愛知県 西尾市 ③
企画展「震災で消えた
小さな命展２」

震災によって亡くしてしまった家族同様の動物たちを絵本作
家・画家・イラストレーターによって、絵の中によみがえらせると
いう作品の展示を行います。

10月27日～11月
11日

一色学びの館　特別展
示室
一色町公民館　別館
ギャラリー

西尾市教育委員会事務局
図書館

無料
http://www.library-
koiki-
hazu.jp/shisetsu.html

愛知県 西尾市 ③
「震災で消えた小さな
命展２」座談会

「命の大切さと命の平等」をテーマに、絵本作家の田中うさ氏、
ひろかわさえこ氏他による座談会を開催します。

11月4日 一色学びの館
西尾市教育委員会事務局
図書館

無料
http://www.library-
koiki-
hazu.jp/shisetsu.html

愛知県 西尾市 ③ 川浦良枝講演会 絵本作家の川浦良枝氏による講演会を開催します。 11月3日 西尾市立図書館
西尾市教育委員会事務局
図書館

無料
http://www.city.nishi
o.aichi.jp/index.cfm/9
,0,94,421,html

愛知県 西尾市 ③
第３２回はず文化祭・
芸能祭

地域の文化向上と市民の交流を図るため幡豆地域による文化
祭事業として作品展示・歌謡発表及び芸能発表会を行う。

11月3, 4日
幡豆公民館・幡豆図書
館・幡豆ふれあいセン
ター

幡豆文化祭芸能祭実行委
員会

無料
主管課
　文化振興課
0563-56-6660

愛知県 西尾市 ③
第43回いっしき文化の
まつり

地域の文化向上と市民の交流を図るため一色地域による文化
祭事業として作品展示・芸能発表会及び物産展を行う。

11月3, 4日 一色町公民館他
いっしき文化のまつり実行
委員会

無料
主管課
　文化振興課
0563-56-6660

愛知県
西尾市佐

久島
③

あいちトリエンナーレ地
域展開事業「若手アー
ティストによる制作・展
示」

若手芸術家による現代美術作品の制作・展示を実施します。
子どもたちがアートを楽しめる講座や自由に創作活動ができる
場も併設します。

10月6日～12月9
日

佐久島内
あいちトリエンナーレ地域展
開事業実行委員会

無料 http://aichi-art.com

愛知県 日進市 ②
第４回　中部大学第一
高等学校　文化部合同
企画展　～緑の旗～

文化部の活動を一般市民に紹介する企画展 10月20～27日 岩崎城歴史記念館 中部大学第一高等学校 無料 info@chubu-ichi.ed.jp

愛知県 日進市 ③ 第33回にっしん文化祭
日進市文化協会会員による作品展示・舞台発表・体験コー
ナー・呈茶コーナー等を開催します。

11月10, 11日 日進市民会館
日進市・
日進市教育委員会・
日進市文化協会

無料 0561-73-4158

愛知県 日進市 ③
第26回日進市菊花大
会

秋の代表的な花として親しまれている菊を一堂に展示し、市民
の花と緑に対する意識の高揚と文化の向上を図る。

11月2～18日 岩崎城址公園
日進市・日進市教育委員
会・日進市菊花大会実行委
員会

無料
http://www.mf.ccnw.
ne.jp/iwasakijo/

愛知県 日進市 ③
第27回日進市民俗芸
能発表会

民俗芸能連合会加盟団体による棒の手・神楽・木遣・囃子・巫
女の舞の発表会です。

10月21日 日進市民会館小ホール
日進市・日進市教育委員
会・日進市民俗芸能連合会

無料
日進市教育委員会生
涯学習課　電話0561
－73－7111（代表）

愛知県 日進市 ③
歴史講座「江戸時代の
旅」

江戸時代に庶民の旅が盛んになったことがうかがえる、日進
にも残る旅の記録を基に、当時の生活の一端を紹介します。

10月24日 岩崎城址公園 日進市・日進市教育委員会 無料
http://www.mf.ccnw.
ne.jp/iwasakijo/
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愛知県 日進市 ③ 和のミニコンサート 尺八・横笛と琴の合奏による秋を感じるミニコンサート。 11月3, 4日 岩崎城歴史記念館
日進市・日進市教育委員
会・日進市菊花大会実行委
員会

無料
http://www.mf.ccnw.
ne.jp/iwasakijo/

愛知県 日進市 ① 図書館まつり

読書週間にあわせ、図書館まつりを開催。図書館まつりでは
図書館主催のブッカーサービスや簡単な工作等を行います。
また、ボランティア団体によるおはなし会・朗読会の開催や作
品展示を行います。

11月3～11日 日進市立図書館 日進市立図書館 無料 0561-73-4123

愛知県 日進市 ①

中部大学連携講座
「世界遺産を通して知
る、遠くて近いメキシ
コ・中米」

メキシコや中南米には多くの世界遺産があるが、その古代文
明のあり方を学び、歴史の動きを楽しむ。

10月2～16日 市民会館
日進市
生涯学習課

0561-73-4191

愛知県 日進市 ①

愛知学院大学連携講
座
「法律って意外と身近!
知って得する法学入門

私達の生活と法律の関わりを学習し、法律が身近なものであ
ることを学ぶ。

10月6日～11月3
日

市民会館
日進市
生涯学習課

0561-73-4191

愛知県 日進市 ①

椙山女学園大学連携
講座
「災害時の安心安全の
話」

災害の前、災害時、その後のそれぞれの問題について、心理
学、社会学、民俗学の視点から安心安全学を考える。

10月6日～12月1
日

椙山女学園大学　日進
キャンパス

日進市
生涯学習課

0561-73-4191

愛知県 日進市 ①
名古屋学芸大学短期
大学連携講座
「旅行英会話（初級）」

海外旅行に必要な基本的な会話のリスニングとスピーキング
を行い、受講者同士でゲームや質問などをして積極的な学習
を行う。

10月16日～11月
13日

市民会館
日進市
生涯学習課

0561-73-4191

愛知県 半田市 ①
読書週間特別企画
秋の絵本クイズ

絵本の内容についてのクイズを行い、参加者には参加賞を贈
呈します。

10月27日～11月9
日のうちの１週間
程度

半田市立図書館 図書館 無料
半田市立図書館
0569-23-7171
tosho@city.handa.lg.jp

愛知県 半田市 ③ 小栗重吉展
半田出身の船頭小栗重吉の人生を展示と講演会にて紹介し
ます。

10月19日～11月4
日

半田市立図書館 図書館 無料
半田市立図書館
0569-23-7171
tosho@city.handa.lg.jp

愛知県 半田市 ③ 朗読会 大人の楽しめる本の朗読を行います。 11月4日 半田市立図書館 図書館 無料
半田市立図書館
0569-23-7171
tosho@city.handa.lg.jp

愛知県 半田市 ③
大人のためのおはなし
会

本を使わずに大人のためのお話を語る会です。 11月10日 半田市立図書館 図書館 無料
半田市立図書館
0569-23-7171
tosho@city.handa.lg.jp

愛知県 半田市 ③ 第６５回半田市美術展
絵画、工藝などの６部門の応募作品４００点あまりを展示しま
す。最終日には、呈茶コーナーが設けられます。

10月26～28日 半田市福祉文化会館 生涯学習課 無料

半田市生涯学習課
shougai@city.handa.lg
.jp
0569-23-7341

愛知県 半田市 ③ 文化財よもやま話 半田市文化財専門委員による研究発表会です。

10月12, １9, 26日,
11月2, 9, 16, 23
日,
12月7日

半田市福祉文化会館 生涯学習課 無料

半田市生涯学習課
shougai@city.handa.lg
.jp
0569-23-7341

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
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

愛知県 半田市 ①
２０１２はんだふれあい
産業まつり

半田市の産業をイベントとともに紹介します。 11月17日 JFEスチール 商工観光課 無料

半田市商工観光課
shoukou@city.handa.l
g.jp
0569-84-0634

愛知県 扶桑町 ③ 文化祭作品展示会 各団体の活動成果を発表する 11月2～11日 扶桑町中央公民館

扶桑町教育委員会　　　扶
桑町文化協会　　　　扶桑町
女性の会　　　　扶桑町老人
クラブ連合会

無料
http://www.town.fus
o.lg.jp/

愛知県 扶桑町 ③ 文化祭活動発表会 各団体の活動成果を発表する 11月4, 1１日 扶桑町中央公民館

扶桑町教育委員会　　　扶
桑町文化協会　　　　扶桑町
女性の会　　　　扶桑町老人
クラブ連合会

無料
http://www.town.fus
o.lg.jp/

愛知県 碧南市 ① 第64回碧南市文化祭
総合美術展、芸能発表会などを実施し、市民の文化意識の向
上と地域文化の発展に寄与することを目的とする。

11月2～5日 碧南市文化会館 碧南市・碧南市教育委員会 無料
http://www.city.hekin
an.aichi.jp/SHOGAIK
A/index.htm

愛知県 碧南市 ③ 文化財展
碧南鋳物業の祖である国松十兵衛家にまつわる文化祭を展
示する。

11月10～25日 碧南市文化会館 碧南市教育委員会 無料
http://www.city.hekin
an.aichi.jp/bunkazaika
/index.htm

愛知県 碧南市 ③ 椿寿文人　岡島秋花展

今年103歳を迎える碧南市在住の文人岡島秋花氏を紹介する
展示会です。岡島氏の書や俳句などを展示します。人生を豊
かにするものは何か？ということを来場者に考えていただきた
いと考えています。

9月19日～11月18
日

碧南市哲学たいけん村
無我苑

碧南市・碧南市教育委員会 無料
http://www.city.hekin
an.aichi.jp/MUGAEN/
index.htm

愛知県 碧南市 ③
哲学たいけん村無我苑
開村20周年記念茶会

碧南市哲学たいけん村無我苑の開村20周年を記念した茶会
を開催します。全国に2つしかない「露地囲い」を使用したお茶
会です。

10月13, 14日
碧南市哲学たいけん村
無我苑

碧南市・碧南市教育委員会
http://www.city.hekin
an.aichi.jp/MUGAEN/
index.htm

愛知県 碧南市 ① 着物着付け教室 初心者を対象にした着物の着付け教室です。
10月30日, 11月6,
13, 20, 27日, 12月
4, 11, 18日

碧南市哲学たいけん村
無我苑

碧南市・碧南市教育委員会
http://www.city.hekin
an.aichi.jp/MUGAEN/
index.htm

愛知県 碧南市 ① 哲学講座
哲学に関する講座を開講します。講師は久野昭氏。テーマは
「夜の思想」。自己を見つめる場としての「夜」について考えま
す。

11月3, 10, 17日
碧南市哲学たいけん村
無我苑

碧南市・碧南市教育委員会
http://www.city.hekin
an.aichi.jp/MUGAEN/
index.htm

愛知県 碧南市 ③
碧南市民茶会「涛々庵
茶会・三曲定期演奏」

どなたでもお気軽に参加していただける市民茶会です。また、
当日は箏、尺八、三弦による三曲定期演奏を無料でお楽しみ
いただくことができます。

11月25日
碧南市哲学たいけん村
無我苑

碧南市・碧南市教育委員会
http://www.city.hekin
an.aichi.jp/MUGAEN/
index.htm

愛知県 碧南市 ① お茶のいただき方教室
初心者を対象にしたお茶のいただき方教室です。お茶会に臨
むための簡単な作法を学びます。

11月30日, 12月7,
14, 16日

碧南市哲学たいけん村
無我苑

碧南市・碧南市教育委員会
http://www.city.hekin
an.aichi.jp/MUGAEN/
index.htm

愛知県 碧南市 ①
ばばばあちゃんのおは
なし会

図書館の職員が絵本の主人公に扮しておはなし会を開催 11月17日 碧南市民図書館本館 碧南市民図書館 無料
http://www.city.hekin
an.aichi.jp/TOSHOKA
N/index.htm
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愛知県 碧南市 ① コスプレでSHOW 図書館利用者に本の登場人物に扮してもらいショーを開催 11月24日 碧南市民図書館本館 碧南市民図書館 無料
http://www.city.hekin
an.aichi.jp/TOSHOKA
N/index.htm

愛知県 碧南市 ① 雑誌付録の抽選会 雑誌の付録を抽選で利用者に配布 10月21日
碧南市民図書館南部分
館

碧南市民図書館南部分館 無料
http://www.city.hekin
an.aichi.jp/TOSHOKA
N/index.htm

愛知県 碧南市 ① 読書クイズ 読書や本に関するクイズの開催 11月1日～
碧南市民図書館南部分
館

碧南市民図書館南部分館 無料
http://www.city.hekin
an.aichi.jp/TOSHOKA
N/index.htm

愛知県 碧南市 ① 雑誌の無料配布 保存期間切れの雑誌を利用者に配布 11月17, 18日
碧南市民図書館南部分
館

碧南市民図書館南部分館 無料
http://www.city.hekin
an.aichi.jp/TOSHOKA
N/index.htm

愛知県 碧南市 ① おりがみカーニバル
図書館の資料を参考に作ったした折り紙作品を利用者から提
供してもらい、展示する

作品受付：10月20
～28日　　　展示：
11月1日～

碧南市民図書館中部分
館

碧南市民図書館中部分館 無料
http://www.city.hekin
an.aichi.jp/TOSHOKA
N/index.htm

愛知県 碧南市 ③

おもしろクラシック・シ
リーズ第２０回
芸術の秋　心に響く歌
声
福井敬のテノール

輝かしい声、幅広い表現力、そしてダイナミックな演奏で世界
中を魅了する福井敬さん。 国際的指揮者から多くの賞賛を受
けている、豊かな歌声をどうぞご堪能ください。

11月4日
碧南市芸術文化ホール
（エメラルドホール）

碧南市
http://www.city.hekin
an.aichi.jp/GEIBUN/i
ndex.html

愛知県 南知多町 ③ 南知多町文化展 南知多町民による作品展示及び呈茶、各種文化教室 10月27, 28日 南知多町総合体育館 南知多町文化協会
南知多町
文化協会事務局
0569-65-2474

愛知県 南知多町 ③ ミニ太鼓打ち着物展 太鼓打ち着物展の一部を展示 10月27, 28日 南知多町総合体育館 豊浜まちづくり会 無料
豊浜まちづくり会
090-7315-0700

愛知県 南知多町 ③ 太鼓打ち着物展
豊浜鯛まつりで使用した太鼓打ち着物（明治末期～現在）約
150枚及び大漁旗約50枚の展示

11月10, 11日 南知多町総合体育館 豊浜まちづくり会 無料
豊浜まちづくり会
090-7315-0700

愛知県 美浜町 ③ 美浜町文化祭
日頃創作している作品、学んでいる芸能を発表します。町民公
開講座も開催します。

10月27, 28日 美浜町総合公園体育館 美浜町・美浜町教育委員会 無料

美浜町教育委員会
生涯学習課
電話（0569）
82-6464

愛知県 みよし市 ③ みよし市文化祭 みよし市文化協会会員の作品展示及び芸能発表
10月31日～11月3
日

みよし市文化センターサ
ンアート

みよし市 無料

みよし市教育委員会
教育行政課
電話：０５６１－３２－
８０２８

愛知県 みよし市 ①
みよし市と大学との連
携公開講座「平城京の
歩き方」

約１３００年前の平城京がどのような都であったのか、スライド
を使用しながらわかりやすく解説します。

10月27日 みよし市学習交流ｾﾝﾀｰ
国立大学法人愛知教育大
学およびみよし市

http://www.aichi-
edu.ac.jp/renkei/files
/kokaikoza_120612.pd
f

募集期間：7/17～
7/26(先着順）
対象：みよし市在住・
在勤の一般の方
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愛知県 安城市 ③ 第６９回安美展 日本画・洋画・書・工芸・彫塑部門の、公募による美術展です。
11月2～11日, 16
～25日

安城市民ギャラリー
安城市・安城市教育委員
会・安城文化協会

無料
http://www.city.anjo.
aichi.jp/

愛知県 安城市 ③
第２４回市民文芸まつ
り発表大会

文芸まつりで入選した俳句・短歌の作品発表、表彰、講評を行
う

11月17日
安城市民会館（大会議
室）

安城市・安城市教育委員
会・安城文化協会

無料
http://www.city.anjo.
aichi.jp/

愛知県 安城市 ③
第４５回市民芸能まつ
り

主に安城市内で活動する、民謡･舞踊･詩吟･筝曲･バレエ･フラ
メンコなど芸能団体の発表大会です。

10月21, 28日
安城市文化センター（マ
ツバホール）

安城市・安城市教育委員
会・安城文化協会

無料
http://www.city.anjo.
aichi.jp/

愛知県 安城市 ③
第２１回安城市吹奏楽
フェスティバル

安城市内の中学・高校・一般団体による吹奏楽の祭典です。 11月11日
安城市民会館（サルビア
ホール）

安城市・安城市教育委員会 無料
http://www.city.anjo.
aichi.jp/

入場整理券が必要で
す。

愛知県 弥富市 ③
第１３回洋邦楽舞発表
会

文化協会の洋楽・邦楽・舞踊の三部門の合同発表会 11月3日
弥富市総合社会教育セ
ンター

弥富市文化協会 無料 0567-65-0002

愛知県 弥富市 ③ 第１３回市民文化展 文化協会会員及び一般市民の作品を展示 11月2日～4日
弥富市総合社会教育セ
ンター

弥富市教育委員会
弥富市文化協会

無料 0567-65-0002

愛知県 弥富市 ③ 芸能大会
各地区に残っている郷土芸能の保存を図りつつ、市民に郷土
芸能を周知するための発表会

11月4日
弥富市総合社会教育セ
ンター

弥富市教育委員会
弥富市文化財保存会

無料 0567-65-4355
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