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奈良県 明日香村 ①,②,③ 特別展「クレパス画名作展」
岡本太郎、山下清、熊谷守一、山本鼎、小磯良平、加山又造といった、昭和の画壇で活躍
した巨匠から現代作家まで、多くの作家が手がけたクレパス画の名作を一挙に公開しま
す。

10月6日（土）～12月16日（日） 奈良県立万葉文化館 奈良県立万葉文化館 http://www.manyo.jp
奈良県立万葉文化館
0744－54－1850

奈良県 明日香村 ①,②,③,④ 万葉集をよむ
当館研究員が『万葉集』の歌々を数種ずつ取り上げて丁寧に読み解きます。
＊事前申込み不要・先着１５０名

10月17日（水）,11月21日（水） 奈良県立万葉文化館 奈良県立万葉文化館 無料 http://www.manyo.jp
奈良県立万葉文化館
0744－54－1850

奈良県 明日香村 ①,②,③ 第46回奈良県障害者作品展（中南和展）
絵画、書道、工芸、手芸など、障害のある人が制作した魅力あふれる作品を展示紹介しま
す。

11月3日（土・祝）～11月6日（火）
＊11月5日（月）は休館

奈良県立万葉文化館
奈良県
（障害福祉課）

無料
生涯福祉課
0742－27－8517

奈良県 明日香村 ①,②,③ あすかキッズFesta
村内の小学校3年生から高校3年生までの児童生徒が、個人・学校・地域などで取り組んで
いる文化活動や伝統芸能など、日頃の練習成果を発表します。

10月20日 明日香村中央公民館 明日香村教育委員会 無料
明日香村教育委員会
（0744－54－3636）

奈良県 明日香村 ①,②,③ 文化祭（芸能大会）
公民館クラブ等各種団体の芸能発表会を行い、日頃の活動成果を村民の方々に鑑賞して
いただきます。

10月21日 明日香村中央公民館
明日香村文化祭実行委員会・
明日香村教育委員会

無料
明日香村教育委員会
（0744－54－3636）

奈良県 明日香村 ①,②,③ 文化祭（美術展）
公民館クラブ受講生等や子どもの作品（図画工作・書道）の展示をし、保護者や村民の
方々、地域の方々に鑑賞していただきます。

10月28日～30日 明日香村中央公民館
明日香村文化祭実行委員会・
明日香村教育委員会

無料
明日香村教育委員会
（0744－54－3636）

奈良県 明日香村 ①,② 村民体育祭
村民参加の運動会。地区別に各ブロックに分けて、競い合います。競技を通して地域住民
の親睦を深め、スポーツに親しんでいただきます。

11月4日
近隣公園
多目的グラウンド

明日香村 無料
明日香村教育委員会
（0744－54－3636）

奈良県 明日香村 ①,②,③ 幼小中交流音楽会
幼稚園の全園児、小・中学校の全児童・生徒の合奏、合唱、吹奏楽部の演奏などを発表
し、保護者や地域の人々に鑑賞していただきます。

11月10日 聖徳中学校 明日香村教育委員会 無料
明日香村教育委員会
（0744－54－3636）

奈良県 安堵町 ③ 安堵町文化祭
生涯学習クラブや町民の方々によるステージ発表「あんどほっとステージ」や絵画・写真・書
芸・陶芸等の作品展示、文化講演会を行う。

11月2日～11月4日
トーク安堵カルチャーセン
ター

安堵町文化祭実行委員会 無料
https://www.town.ando.
nara.jp/

0743－57－2033

奈良県 斑鳩町 ③
史跡藤ノ木古墳開棺３０周年記念　斑鳩文
化財センター秋季特別展開催記念講演会

史跡藤ノ木古墳開棺３０周年記念　斑鳩文化財センター秋季特別展の開催を記念した講演
会を開催します。

11月17日 斑鳩町中央公民館 斑鳩町教育委員会 無料
http://www.town.ikarug
a.nara.jp/

斑鳩文化財センター
0745-70-1200

開催時間
午後1時30分から
午後3時30分（予定）
定員：100名程度
※事前申し込み不要

奈良県 斑鳩町 ③ 斑鳩の里文化芸術祭

町民の美術・文化の発展と意識の向上を図るため、芸術・文化にふれる機会づくりとして、
美術展覧会、菊花展等を開催します。
また、開会行事において、斑鳩町の自治振興及び公益の増進に寄与された方々を表彰し
ます。

11月3日～11月6日 斑鳩町中央公民館
斑鳩町
斑鳩町教育委員会

http://www.town.ikarug
a.nara.jp/

斑鳩町教育委員会
事務局生涯学習課
0745-74-1001

11月3日
式典
午前10時～11時15分
お茶会
午前9時30分～正午
11月3日～6日
美術展覧会・菊花展
午前9時～午後5時
※6日は午後4時まで

奈良県 生駒市 ①、③
公開講座
「公慶上人　江戸時代の大仏復興」

二度焼失した東大寺の大仏。江戸時代に、その復興にいどんだ公慶上人が、100年間、誰
もできなかった大仏と大仏殿の復興を、いったいどうやってやりとげたのでしょうか。大仏の
見方がすっかり変わってしまう驚きの物語が展開します。

10月17日
(水)

生駒市図書館 帝塚山大学・生駒市図書館（共催） 無料
http://www.tezukayama
-
u.ac.jp/social/lectures/

0742-48-9192 要事前申し込み

第60回「教育・文化週間」関連行事

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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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第60回「教育・文化週間」関連行事

奈良県 生駒市 ④
オープンキャンパス2018（高山サイエンスタ
ウンフェスティバル）

一般市民の方々に、展示やデモンストレーション等を通じて、最新の教育研究についてわ
かりやすく紹介します。

11月11日
国立大学法人奈良先端科学
技術大学院大学

国立大学法人
奈良先端科学技術大学院大学

無料

【オープンキャンパス
2018（高山サイエンスタ
ウンフェスティバル）】
http://www.naist.jp/coll
aboration/regional/open
_campus/

企画総務課広報渉外係
Tel:0743-72-5026

奈良県 生駒市 ①,④
公開講座2018「IT・バイオ・ナノ技術の融合
が拓く新・先端科学」

情報生命科学、知能社会創成科学、バイオナノ理工学、データサイエンスの各融合教育プ
ログラムにおいて開拓される新しい先端科学の方向性・未来像について紹介します。

10月 6日,13日,20日,27日
国立大学法人
奈良先端科学技術大学院
大学ミレニアムホール

国立大学法人
奈良先端科学技術大学院大学

無料

【奈良先端科学技術大
学院大学　公開講座
2018】
http://www.naist.jp/coll
aboration/regional/open
_lectures/

企画総務課広報渉外係
Tel:0743-72-5026

奈良県 宇陀市 ①，③ 平成30年度第13回宇陀市美術展覧会 絵画、書芸、写真、彫塑工芸の４部門に市民から募集した作品を展示します。 11月3日～6日 奈良カエデの郷　ひらら 宇陀市・宇陀市教育委員会 無料
https://www.city.uda.na
ra.jp/sypugaigagusyuu/b
ijyututenn.html

宇陀市教育委員会
事務局生涯学習課
0745-82-3975

奈良県 王寺町 ①、③ 王寺町文化祭
王寺町住民の文化芸術に対する認識と文化的創造活動の意識向上を図るとともに、文化
の発信を好機の一つとして捉え、地域の結びつきや住民相互の絆を深めます。

11/3、4 王寺町役場周辺 王寺町 無料
王寺町やわらぎ会館
0745-31-5555

大阪府 大阪市 ① 近鉄文化サロン奈良大学共催講座
近鉄文化サロンと奈良大学共催による公開講座です。今まで知らなかった奈良に出会う場
として、「奈良の歴史再発見」と題した奈良の魅力を紹介する講座。奈良の遺跡、歴史、文
学、鉄道等をテーマに各専門分野の本学講師陣が分かりやすく解説します。

10月21日,11月18日
近鉄文化サロン
阿倍野

株式会社近鉄百貨店・奈良大学
http://www.nara-
u.ac.jp/research/area/l
ec_public/

奈良大学総合研究所
TEL：0742-41-9508

奈良県 大淀町 ③
能楽ワークショップ・
面があれば裏があるpart8
能「谷行」と修験

能「谷行」は修験道の厳しさと孝行賛美の曲です。谷行とは山岳信仰の掟のひとつで病気
になった者は谷へ生埋めにされます。荒行百日回峰を満行された吉野山金峯山寺の五條
永教氏のお話と能楽師による仕舞を行います。

10月21日
大淀町文化会館
ひだまりホール

大淀町文化会館 無料
大淀町文化会館
0747-54-2110

奈良県 大淀町 ③ ０歳児からの「英語でハロウィンinあらかし」
０歳児から入場可能なイベントです。鍵盤ハーモニカの生演奏にあわせて楽しくハロウィン
の歌を英語で歌い、曲にあわせて踊ったりできます。英語でパネルシアターもあります。

10月28日
大淀町文化会館
ひだまりホール

大淀町文化会館 無料
大淀町文化会館
0747-54-2110

奈良県 大淀町 ③ 第44回大淀町文化祭
町民の文化に対する知識を高め、地域伝統文化の継承など住民の文化芸術活動の振興を
図ることを目的として作品展示や芸能発表、歴史講演会等を行います。

11月3日～4日
大淀町文化会館
あらかしホール

大淀町文化会館 無料
大淀町文化会館
0747-54-2110

奈良県 大淀町 ③ 能楽アウトリーチ「狂言」
大蔵流狂言方・茂山童司師が狂言についての説明や型、動き、セリフなどを教授します。来
場者も狂言のコミカルな動きを体験します。

11月5日 安養寺 大淀町文化会館 無料
大淀町文化会館
0747-54-2110

奈良県 大淀町 ③ ステップアップピアノコンサート
スタインウェイピアノ活用事業です。第1部は一般申込者によるリレー式コンサート、第2部
は左手のピアニスト岡田侑子さんによるリサイタルを行います。第1部は参加費500円で第2
部は無料です。

11月11日
大淀町文化会館
あらかしホール

大淀町文化会館
大淀町文化会館
0747-54-2110

奈良県 大淀町 ③
能楽ワークショップ・
面があれば裏があるpart8
お能を気楽に気軽にね！

観世流シテ方・立花香寿子師と大倉流小鼓方・久田陽春子師が講師となり舞台、所作、お
道具の話、独調「羽衣」などを見聞します。謡や舞、小鼓の体験もあります。能をお稽古する
子どもたちも謡や仕舞を披露します。

11月10日
大淀町文化会館
ひだまりホール

大淀町文化会館 無料
大淀町文化会館
0747-54-2110

奈良県 大淀町 ③ ボイス・オブ・タケル　２０１８
大淀町今木にある保久良古墳ゆかりの人物で、生まれつき声が出せず８歳で死去したと伝
える天智天皇の子・建皇子。朗読劇や漫画家・里中満智子さんの講演、パネルディスカッ
ションを通じて、その実像にせまります。

11月18日
大淀町文化会館
あらかしホール

大淀町文化会館 無料
大淀町文化会館
0747-54-2110

奈良県 香芝市 ③ ふれあいフェスタ
文化活動の発表、物品・飲食物の提供・販売、体験型ワークショップの実施など様々な出展
をしています。

11月4日 香芝市役所周辺 香芝ふれあいフェスタ実行委員
http://www.city.kashiba.
lg.jp

香芝市市民協働課
0745-76-2001

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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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第60回「教育・文化週間」関連行事

奈良県 香芝市 ② 土曜参観授業 土曜日に参観日を設定することで、より多くの保護者に参観していただく。 11月17日(土) 各教室・体育館 五位堂小学校 無料
0745－77－3133
五位堂小学校

奈良県 香芝市 ② ＰＴＡ教育講演会
今年度は、教育講演会に助産師会の助産師さんをお招きし性教育、育児についての講演
会を予定している。

11月17日(土) 体育館 五位堂小学校 無料
0745－77－3133
五位堂小学校

奈良県 香芝市 ② PTAこどもまつり
地域の方の協力を得て実施するゲームや工作などの体験参加型の催し物である。多くの園
児や児童は保護者とともに参加する。

10月20日（土）

教室
特別教室
学校図書館
体育館

下田小学校 無料
0745－77－3058
下田小学校

奈良県 香芝市 ② オープンスクール（授業参観） ２校時と５～６校時の二部構成で授業公開を行っている。 11月17日（土）
教室
体育館

下田小学校 無料
0745－77－3058
下田小学校

奈良県 香芝市 ② 絵本の広場
香芝市市民図書館と本校図書ボランティアさんの協力を得て、毎年本校多目的室を会場
に、約５００冊の本を準備して自由に好きな本を読めるスペースを提供している。

10月20日～.26日 多目的室 下田小学校 無料
0745－77－3058
下田小学校

奈良県 香芝市 ②
校内耐寒駆け足
マラソン大会

毎朝、全校児童が体力づくりの一環として耐寒駆け足を行っている。最終日に納め会として
マラソン大会を行い、保護者や地域の方に成果を披露する。

11月1日～27日
運動場及び
校区内コース

下田小学校 無料
0745－77－3058
下田小学校

奈良県 香芝市 ②
オープンスクール
教育講演会

午前中は、授業公開を行い、午後からは、育友会主催の教育講演会（講師：大阪樟蔭女子
大教授）を行う

11月17日（土） 各教室・体育館
二上小学校
育友会

無料
0745－77－3144
二上小学校

奈良県 香芝市 ② オータムフェスタ
PTA主催のバザー
（飲食コーナー・ゲームコーナーなどの出店あり）

10月27日（土） 各教室、体育館、運動場 志都美小学校 無料
0745－77－2352
志都美小学校

奈良県 香芝市 ② 学習発表会 教科学習を中心とした発表会 11月17日　（土） 体育館 志都美小学校 無料
0745－77－2352
志都美小学校

奈良県 香芝市 ② 関屋小学校校内作品展 全児童の作品を展示公開する。 11月15日～11月17日 校内・体育館 関屋小学校 無料
0745－77－7766
関屋小学校

奈良県 香芝市 ② オープンスクール 全学級で授業を公開する。 11月17日（土） 各教室・体育館 関屋小学校 無料
0745－77－7766
関屋小学校

奈良県 香芝市 ② 教育講演会 児童と保護者が共に学ぶことができる、参加型の教育講演会を実施する。 11月17日（土） 体育館 関屋小学校 無料
0745－77－7766
関屋小学校

奈良県 香芝市 ②
業間かけ足
持久走大会

業間に、全校児童が体力づくりとしてかけ足を行う。最終日に持久走大会を実施し、保護者
や地域の方に成果を披露する。

11月5日～29日
関屋小学校
学校周辺

関屋小学校 無料
0745－77－7766
関屋小学校

奈良県 香芝市 ② 秋季運動会 日頃の学習の成果を保護者をはじめ、地域の方等、多くの方々に披露する。 10月6日(土) 体育館 三和小学校 無料
0745－76－5260
三和小学校

奈良県 香芝市 ② ＰＴＡバザー
ＰＴＡが主催のバザーで、地域の方々が多く参加される。保護者や地域から多くの品が出品
される。

11月初旬
土曜日

教室・体育館
三和小学校
ＰＴＡ

無料
0745－76－5260
三和小学校

奈良県 香芝市 ② 学習発表会
香芝教育の日に、学習の成果を参観していただくため、体育館で各学年ごとに学習発表を
行い、保護者や地域の方に観覧していただく。

11月17日(土) 校内 三和小学校 無料
0745－76－5260
三和小学校

奈良県 香芝市 ② 校内持久走大会
駆け足で鍛えた成果を発揮することをねらいとして、校区内のコースを走りぬく持久走大会
を実施する。持久走大会 は12/5(水)予定。

10月17日～12月5日 運動場・学校周辺 三和小学校 無料
0745－76－5260
三和小学校

奈良県 香芝市 ② オープンスクール
朝登校時から、+H26:H37下校までの全日授業公開をし、学校の環境や児童達の様子を見
ていただく。

10月5日（金） 校内 鎌田小学校 無料
0745－76－7776
鎌田小学校

奈良県 香芝市 ②
くすの木まつり
（香芝市教育の日）

児童たちの学習発表会を観てもらい、児童会・PTA共催のバザーを実施する。 11月5日（金） 校内 鎌田小学校 無料
0745－76－7776
鎌田小学校

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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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奈良県 香芝市 ② 授業参観 授業参観ならびに学級懇談会 10月19日(金) 教室・運動場
真美ヶ丘
東小学校

無料
0745－78－1414
真美ヶ丘東小学校

奈良県 香芝市 ② 楽しい秋のつどい
ＰＴＡ主催で工作やゲーム、バザーなどを実施する。近隣の真美ヶ丘東幼稚園、香芝東中
学校、香芝高校も参加予定。

10月27日(土) 教室・運動場・体育館 真美ヶ丘東小学校ＰＴＡ 無料
0745－78－1414
真美ヶ丘東小学校

奈良県 香芝市 ② 香芝市教育の日
授業参観及び教育講演会を実施する。オープンスクールの形を取り，保護者や地域の方が
自由に参加できるようにしている。

11月17日(土) 教室・運動場・体育館
真美ヶ丘
東小学校

無料
0745－78－1414
真美ヶ丘東小学校

奈良県 香芝市 ②
授業参観
PTA教育講演会西小秋の集い
 （香芝市教育の日）

PTA教育講演会を行う。午後からは、ＰＴＡ主催で児童、保護者、地域の方を対象に、ドッジ
ボール大会を行い、ゲームコーナーや飲食コーナーなどを設置して、親睦を図る。

11月17日（土） 各教室・体育館 真美ヶ丘西小学校ＰＴＡ 無料
0745－77－5888
真美ヶ丘西小学校

奈良県 香芝市 ② サンライズフェスティバル PTAによる模擬店、児童作品展などの文化祭的行事を行う。 11月10日(土）
体育館
サブ体育館
運動場

旭ケ丘小学校 無料
0745－78－7123
旭ケ丘小学校

奈良県 香芝市 ② 休日参観 休日に授業参観を行い、広く子どもたちや学習の様子を保護者の方々に見ていただく。 11月17日(土)
各教室
運動場

旭ケ丘小学校 無料
0745－78－7123
旭ケ丘小学校

奈良県 香芝市 ② 教育講演会 参観後、保護者・学校評議員・自治会長・民生委員などを対象とした教育講演会を行う。 11月17日(土) 多目的ホール 旭ケ丘小学校 無料
0745－78－7123
旭ケ丘小学校

奈良県 香芝市 ②
かけ足タイム
持久走大会

期間中、体力づくりとしてかけ足を行う。最終日には持久走大会を行い、保護者や地域の
方に成果を披露する。

10月31日～11月29日
旭ヶ丘小学校
学校周辺

旭ケ丘小学校 無料
0745－78－7123
旭ケ丘小学校

奈良県 香芝市 ② 体育大会 本校の体育大会 10月3日(水) 運動場 香芝中学校 無料
0745－77－3161
香芝中学校

奈良県 香芝市 ② クリーン作戦
生徒会を中心にボランティア活動として、通学路や駅周辺、校区内コンビニ駐車場等の清
掃活動を行う。

10月16日（火） 校区内 香芝西中学校 無料
0745－76－8881
香芝西中学校

奈良県 香芝市 ②
香芝市教育の日
（オープンディ）

一日の学校生活をすべて公開し保護者や地域の方々に学校理解の推進と連携を図る。午
後からは、ＰＴＡ主催の講演会を予定している。

11月17日（土） 各教室等 香芝西中学校 無料
0745－76－8881
香芝西中学校

奈良県 香芝市 ② 花いっぱい運動
学校環境の整備・美化活動を、地域・保護者の方々から協力・指導いただきながらおこな
う。

11月13日（火） 正門前 香芝東中学校 無料
0745－78－2637
香芝東中学校

奈良県 香芝市 ②
オープンスクール
PTA教育講演会

朝の会から放課後の部活動までの時間帯すべての参観と、PTA主催による教育講演会を
おこなう。

11月17日（土） 各教室、体育館等 香芝東中学校 無料
0745－78－2637
香芝東中学校

奈良県 香芝市 ② 校内音楽会 各学年ごとに課題曲と自由曲の合唱発表をおこない、保護者や地域の方に参観いただく。 10月31日（金） 体育館 香芝北中学校 無料
0745－79－0200
香芝北中学校

奈良県 香芝市 ② オープンスクールおよび公開講座
保護者や地域の方々が本校を訪問し、学校や生徒の様子を参観いただくともに、公開講座
を通じて、共に学ぶ機会とする。

11月17日（土） 体育館等 香芝北中学校 無料
0745－79－0200
香芝北中学校

奈良県 香芝市 ② 運動会 保護者、未就園児、地域の方と園児が交流し、運動会を実施する 10月6日（土） 五位堂小学校運動場 五位堂幼稚園 無料
0745-76-1035
五位堂幼稚園

奈良県 香芝市 ② 園児作品展 園児が制作した作品を展示する。 11月16日～11月18日
五位堂幼稚園遊戯室・
保育室

五位堂幼稚園 無料
0745-76-1035
五位堂幼稚園

奈良県 香芝市 ② 運動会
体操やリズム・個人競争・団体競技など友達や先生、保護者の皆様、地域の方々と一緒に
思い切り体を動かす。

10月7日 下田小学校運動場
認定こども園
下田幼稚園

無料
0745-76-0958
下田幼稚園

奈良県 香芝市 ② 園児作品展 １年間の園児の絵やいろいろな素材を工夫して制作活動に取り組んだ作品を展示する。 11月16日 下田幼稚園
認定こども園
下田幼稚園

無料
0745-76-0958
下田幼稚園

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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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奈良県 香芝市 ②
香芝市教育の日
オープンスクール

オープンスクールを開催し保育参観を行う。（香芝市教育の日に開催）保護者や地域の方
に園児の様子などを見ていただき、園教育への理解を得る。

11月17日 下田幼稚園
認定こども園
下田幼稚園

無料
0745-76-0958
下田幼稚園

奈良県 香芝市 ② 秋季運動会 保護者・未就園児・地域の方と園児が交流し運動会を実施する。 10月6日（土） 二上小学校　運動場 二上幼稚園 無料
0745-76-4325
二上幼稚園

奈良県 香芝市 ② 園児作品展・未就園児交流会 園児作品展を実施する。未就園児も招待して作品展を見てもらう。 11月16日～11月17日 二上幼稚園　遊戯室 二上幼稚園 無料
0745-76-4325
二上幼稚園

奈良県 香芝市 ②
香芝市教育の日
保育参観

保護者に来ていただき、保育参観を実施する。 11月17日（土）
二上幼稚園
二上小学校

二上幼稚園 無料
0745-76-4325
二上幼稚園

奈良県 香芝市 ②
えほんの広場
大人の読み聞かせ

絵本に親しみ、保護者や未就園児にも開放する。 11月22日～11月30日 二上幼稚園 二上幼稚園 無料
0745-76-4325
二上幼稚園

奈良県 香芝市 ② 運動会 ・運動会を開催。 10月6日（土）
志都美幼稚園
（雨天）：志都美小学校体育
館

志都美幼稚園 無料
0745-76-3761
志都美幼稚園

奈良県 香芝市 ② オータムフェスタ ・ＰＴＡ主催で、飲食・ゲーム等模擬店や催し物で楽しむ。 10月27日（土） 志都美小学校 志都美幼稚園ＰＴＡ 無料
0745-76-3761
志都美幼稚園

奈良県 香芝市 ②
保育参観（ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ）
（香芝市教育の日）

・17日の午後から、保育参観（オープンスクール）で　「おみせやさんごっこ」を開催。 11月17日（土） 志都美幼稚園 志都美幼稚園 無料
0745-76-3761
志都美幼稚園

奈良県 香芝市 ② 作品展 16日（金）から17日（土）まで、園児作品展を行う。 11月16日（金）～17日（土） 志都美幼稚園 志都美幼稚園 無料
0745-76-3761
志都美幼稚園

奈良県 香芝市 ② 作品展 園児作品展を開催 11月15日～11月17日 関屋幼稚園 関屋幼稚園 無料
0745-76-1090
関屋幼稚園

奈良県 香芝市 ② オープンスクール 保護者や地域の方に一日幼稚園を公開し、本園教育について広く理解を深める。 11月17日（土） 関屋幼稚園 関屋幼稚園 無料
0745-76-1090
関屋幼稚園

奈良県 香芝市 ② 運動会
楽しい運動やリズム遊びで培った表現力、友達と力を合わせて活動する姿を、保護者や地
域の方に見ていただく。

10月13日 香芝市立三和小学校 三和幼稚園 無料
0745-76-7113
三和幼稚園

奈良県 香芝市 ② ヤッホー 未収園児（２才児・３才児）と園児との交流。素材を使って親子で遊ぶ。 10月26日 香芝市立三和幼稚園 三和幼稚園 無料
0745-76-7113
三和幼稚園

奈良県 香芝市 ② 澤田先生と遊ぼう
幼稚園の評価委員でもある澤田先生に、体幹を鍛えるための律動や楽しい運動遊びを教
えていただく。

10月17日 香芝市立三和幼稚園 三和幼稚園 無料
0745-76-7113
三和幼稚園

奈良県 香芝市 ② 園児作品展
日頃の幼稚園での様子や活動について知っていただいたり、園児や未収園児の作品を展
示して、見ていただいたりする。

11月16日.17日 香芝市立三和幼稚園 三和幼稚園 無料
0745-76-7113
三和幼稚園

奈良県 香芝市 ②
オープンスクール
ヤッホー(未就園児交流保育）

園児がお店屋さんを開き「わくわく秋まつり」をする。保護者にはお客さんとして保育参加し
ていただく。

11月17日 香芝市立三和幼稚園 三和幼稚園 無料
0745-76-7113
三和幼稚園

奈良県 香芝市 ② 園内研修
研究主題「体験的な活動を通して、豊かな心と学びのある子どもを育てる」に基づき、園内
で公開保育・研究協議を行なう。

10月17日(水) 認定こども園鎌田幼稚園
認定こども園
鎌田幼稚園

無料
0745-78-3877
鎌田幼稚園

奈良県 香芝市 ② 未就園児交流 未就園児とその保護者で簡単な制作を楽しみ、後日の園児作品展でも展示をする。 10月25日(木) 認定こども園鎌田幼稚園
認定こども園
鎌田幼稚園

無料
0745-78-3877
鎌田幼稚園

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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奈良県 香芝市 ② オープンスクール 保護者及び地域の方々に保育公開しこども園の保育・教育理解に努める。 11月17日(土) 認定こども園鎌田幼稚園
認定こども園
鎌田幼稚園

無料
0745-78-3877
鎌田幼稚園

奈良県 香芝市 ② 園児作品展
園児の作品を展示公開する。
未就園児交流を行う。

11月30日～12月1日 認定こども園鎌田幼稚園
認定こども園
鎌田幼稚園

無料
0745-78-3877
鎌田幼稚園

奈良県 香芝市 ② 運動会
・日頃の保育の成果、3年保育の発達段階に応じた育ちを通して、保護者・地域の方々に園
教育の発信をしていく。

10月7日（日） 真美ヶ丘東幼稚園 真美ヶ丘東幼稚園 無料
0745-78-3878
真美ヶ丘東幼稚園

奈良県 香芝市 ② 楽しい秋のつどい
・ＰＴＡ主催で、バザーや模擬店、催しを実施する。友達や保護者同士がふれ合える場とす
る。

10月27日（土） 真美ヶ丘東小学校 真美ヶ丘東幼稚園 無料
0745-78-3878
真美ヶ丘東幼稚園

奈良県 香芝市 ②
香芝市教育の日
オープンスクール

・保護者をはじめ、地域の方にも保育公開を行ない、園児の様子や教育内容を参観してい
ただく。香芝高校生との交流も行なう。

11月17日（土） 真美ヶ丘東幼稚園 真美ヶ丘東幼稚園 無料
0745-78-3878
真美ヶ丘東幼稚園

奈良県 香芝市 ② 作品展
・園児の作品を展示・公開し、幼児教育の発信の場とする。園児にはいろいろな人に見てい
ただく機会とする。

11月17日～11月18日 真美ヶ丘東幼稚園 真美ヶ丘東幼稚園 無料
0745-78-3878
真美ヶ丘東幼稚園

奈良県 香芝市 ② 運動会
発達年齢に即した競技内容を考え、リズム表現・個人・団体競技を行なう。また、未就園児
や祖父母・保護者の競技も取り入れ地域と共に親しまれる運動会になるように取り組む。

10月6日 旭ケ丘小学校 旭ケ丘幼稚園 無料
0745-71-3715
旭ケ丘幼稚園

奈良県 香芝市 ② 作品展
発達に即した技法や題材で制作を行なう。年長児は友だちと協力して話し合ったり、一緒に
力を合わせて作った作品を展示する。

11月16日～11月17日 旭ケ丘幼稚園 旭ケ丘幼稚園 無料
0745-71-3715
旭ケ丘幼稚園

奈良県 香芝市 ② 保育参観
「やってみたい！やってみよう！豊かな感性を育むために」というテーマのもと、一人ひとり
が主体的に遊ぶ保育をめざして取り組んできた遊びの一環を見ていただく。

11月17日 旭ケ丘幼稚園 旭ケ丘幼稚園 無料
0745-71-3715
旭ケ丘幼稚園

奈良県 香芝市 ② おたのしみコンサート 香芝北中学校の吹奏楽部の生徒に来ていただき、演奏をしていただき、一緒に楽しむ。 11月30日 旭ケ丘幼稚園 旭ケ丘幼稚園 無料
0745-71-3715
旭ケ丘幼稚園

奈良県 香芝市 ①
平成30年度二上山博物館特別展
「二上山麓と三輪山麓の考古学－古代大
和・東西の歴史と文化－」

三輪山麓はヤマト王権発祥の地として有名ですが、二上山麓は『古事記』や『日本書紀』に
大和と河内を結ぶ国境の地として強く意識されています。奈良盆地の西側と東側の山麓沿
いの遺跡から出土した旧石器時代から古代までの主な考古資料を通じて、歴史や文化に
ついて概観できる特別展です。

10月27日～12月9日
香芝市二上山博物館
特別展示室内

香芝市教育委員会・
二上山博物館

http://www.kashiba-
mirai.com

二上山博物館
0745-77-1700

奈良県 香芝市 ①
平成30年度二上山博物館特別展
特別展講演会

特別展に関連する講演会を２回開催します。
①10月28日
②11月3日

ふたかみ文化センター
市民ホール

香芝市教育委員会・
二上山博物館

http://www.kashiba-
mirai.com

二上山博物館
0745-77-1700

奈良県 香芝市 ① えほんたいむ・どようび（定例行事） 絵本の読み聞かせ、手遊び等 11月3日
香芝市民図書館・
おはなし室

市民図書館 無料
香芝市民図書館
0745-77-1600

奈良県 香芝市 ① 子どもフェスティバル
子どもたちの休日に、保護者や友達、地域社会の人たちとふれあい、共有した時間を過ご
すことにより、心にゆとりや豊かさをもたせることを目的として開催します。また、生涯学習
関係団体のみなさんにご協力いただいて模擬店を出店します。

11月4日
香芝市中央公民館・
モナミホール

香芝市教育委員会
http://www.city.kashiba.
lg.jp

香芝市生涯学習課
0745-44-3339

奈良県 香芝市 ① レクリエーション協会クラブフェスティバル レクリエーション協会加盟クラブによるダンスや体操等の発表会を行います。 11月4日 香芝市総合体育館 香芝市教育委員会 無料
http://www.city.kashiba.
lg.jp

香芝市生涯学習課
0745-44-3339

奈良県 香芝市 ① 公民館まつり
市民がひろく教育・文化に関する理解を深め、市民相互のふれあいや交流の場として開催
します。また、公民館で活動している団体の練習成果の発表の場でもあり、３部門（舞台・展
示・公開学習）にわかれて発表します。

11月10日～12日
香芝市中央公民館・
モナミホール

香芝市中央公民館
http://www.kashiba-
mirai.com

香芝市中央公民館
745-77-4981

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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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奈良県 香芝市 ①
第４回公開講演会
「二上山と三輪山－万葉集にみるヤマトの
西東－」

万葉集からみた大和盆地東西の山麓、二上山と三輪山について講演をおこないます。 11月11日
ふたかみ文化センター
市民ホール

香芝市教育委員会・
二上山博物館

http://www.kashiba-
mirai.com

二上山博物館
0745-77-1700

奈良県 香芝市 ①
第３回特別展公開講演会・シンポジウム
「二上山と三輪山の考古学」

二上山麓と三輪山麓の考古学を紹介するとともに、大和盆地東西の文化交流・信仰、祭祀
について、４人の研究者が講演をおこないます。

11月24日
ふたかみ文化センター
市民ホール

香芝市教育委員会・
二上山博物館

http://www.kashiba-
mirai.com

二上山博物館
0745-77-1700

奈良県 香芝市 ① 第２８回香芝市美術展覧会
市民の美術に対する関心と制作意欲を高め、本市の芸術文化振興に資することを目的とし
て開催します。また、作品の出品もでき、毎年市・県内外問わず約170作品（絵画・書芸・写
真）ほど出品していただいております。

11月24日～12月1日 香芝市中央公民館 香芝市教育委員会 無料
http://www.city.kashiba.
lg.jp

香芝市生涯学習課
0745-44-3339

奈良県 香芝市 ① 秋の子ども図書館員（仮称） 本の貸出や返却、整理などの体験
11月中の土休日の
いずれか１日程度（予定）

香芝市民図書館内 市民図書館 無料
香芝市民図書館
0745-77-1600

奈良県 香芝市 ①,③ ミニコンサート（仮称） ギターによる演奏
11月中の土休日の
いずれか１日程度（予定）

香芝市民図書館内 市民図書館 無料
香芝市民図書館
0745-77-1600

奈良県 香芝市 ① 香芝市中央公民館　音楽の日
毎週木曜日（第１木曜日を除く）市民の音楽活動を支援するため研修室を無料開放してい
ます。

原則年中 香芝市中央公民館 香芝市中央公民館 無料
http://www.kashiba-
mirai.com

香芝市中央公民館
0745-77-4981

奈良県 橿原市 ③ にじいろ吹奏楽2018
全国的な演奏団体を招いての本格吹奏楽演奏会。
若さあふれる吹奏楽の魅力をたっぷりと楽しめる、
県内のバンドも加わってのラストの大合奏は迫力があります。

10月27日 奈良県橿原文化会館

奈良県大芸術祭実行委員会
奈良県障害者
大芸術祭実行委員会
奈良県

無料
奈良県大芸術祭
実行委員会事務局
TEL:0742-27-8488

奈良県 橿原市 ③ ブラスエイド2018
県内の市民吹奏楽団が音楽で社会貢献を目指すチャリティイベント。今年は「平成30年7月
豪雨」の復興支援として義援金を募ります。平成のヒット曲でこの30年間を振り返ります。

11月3日 奈良県橿原文化会館

奈良県大芸術祭実行委員会
奈良県障害者
大芸術祭実行委員会
奈良県

無料
奈良県大芸術祭
実行委員会事務局
TEL:0742-27-8488

奈良県 橿原市 ③
橿原考古学研究所創立８０周年記念　秋季
特別展「古代の輝き－日本考古学と橿考研
８０年の軌跡Ⅱ－」

春季特別展に続き橿原考古学研究所創立期の昭和初期の調査から近年の調査までの学
史を飾った遺跡の資料を中心に展示します。

10月6日～11月25日
奈良県立橿原考古学
研究所附属博物館

奈良県立橿原考古学研究所
附属博物館

http://www.kashikoken.j
p/museum/

奈良県立橿原考古学
研究所附属博物館

奈良県 橿原市 ③
橿原考古学研究所創立８０周年記念　秋季
特別展「古代の輝き－日本考古学と橿考研
８０年の軌跡Ⅱ－」【関西文化の日】

「関西文化の日」に参加していますので、11月17日と18日はすべての展示が無料です。 11月17日, 18日
奈良県立橿原考古学
研究所附属博物館

奈良県立橿原考古学研究所
附属博物館

無料
http://www.kashikoken.j
p/museum/

奈良県立橿原考古学
研究所附属博物館

奈良県 橿原市 ③
橿原考古学研究所創立８０周年記念　秋季
特別展「古代の輝き－日本考古学と橿考研
８０年の軌跡Ⅱ－」研究講座

特別展に関連する研究講座を３回開催します。
①10月7日
②10月21日
③11月11日

奈良県立橿原考古学
研究所附属博物館

奈良県立橿原考古学研究所
附属博物館

無料
http://www.kashikoken.j
p/museum/

奈良県立橿原考古学
研究所附属博物館

奈良県 橿原市 ③
橿原考古学研究所創立８０周年記念　秋季
特別展「古代の輝き－日本考古学と橿考研
８０年の軌跡Ⅱ－」列品解説

特別展の列品解説を３回開催します。
①10月6日
②10月20日
③11月10日

奈良県立橿原考古学
研究所附属博物館
特別展示室

奈良県立橿原考古学研究所
附属博物館

http://www.kashikoken.j
p/museum/

奈良県立橿原考古学
研究所附属博物館

奈良県 上北山村 ①③ 上北山村文化展
上北山村で在住・勤在の方から出展したい作品（手芸・編物・絵画・写真・書道・工作等）を
募集し、一堂に展示します。

11月10日～12日 上北山旧小学校
上北山村
教育委員会

無料
上北山村教育委員会
07468-2-0066

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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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奈良県 河合町 ③ 平成30年度　河合町文化祭 町内の文化活動の創造と発展を目的に１年の成果を展示及び発表をする。
11月3・4

河合町立文化会館 河合町文化協会 無料 0745-57-2271

奈良県 黒滝村 ①③ 村内ウォーキング
村民の健康増進を図るとともに、有名なスポットを巡り、村に対する知識をさらに深めること
を目的としたイベントです。

10月27日 村内 黒滝村教育委員会 無料
黒滝村教育委員会
0747-62-2314

奈良県 黒滝村 ①②③ 黒滝村文化祭
生涯学習に関する村民意識の向上を目的とし、写真や編物、工芸品等の様々な作品を展
示します。また、村内で作られた農産物の品評会や吉野ユネスコ協会主催の絵画展なども
同時に開催されます。

11月9・10日 こもれびホール 黒滝村教育委員会 無料
黒滝村教育委員会
0747-62-2314

奈良県 広陵町 ①,③ 第５７回広陵町文化祭
文化展覧会、文化歴史講演会、公民館活動発表会、参加体験型教室など、さまざまな行事
で文化意識の高揚と文化活動の振興を図ります。

11月2日～4日 広陵中央公民館 広陵町 無料

広陵町教育委員会
事務局生涯学習
スポーツ課
0745－55－1181

奈良県 御所市 ① 第46回 御所市美術展覧会
①日本画、②洋画、③工芸・彫塑、④書芸、⑤写真、⑥俳画　　審査会・表彰式を実施。作
品については展示し、講評会を行う。

10月26日～28日 御所市中央公民館 御所市美術展覧会実行委員会 無料
御所市教育委員会
生涯学習課
0745－62－3001（692）

奈良県 御所市 ① 御所市文化協会 写真部展 それぞれの視点で捉えた時間と空間の一瞬を楽しむことができます。 11月23日～25日 アザレアホール 御所市文化協会写真部 無料
御所市教育委員会
生涯学習課
0745－62－3001（692）

奈良県 御所市 ①③
企画展「まちをあげてのおもてなし」
　　　　　文政十三年おかげ参り施行

御所市指定文化財「文政十三年おかげ参り施行関係文書」から様々な施行の内容を解説
する。御所市無形民俗文化財ビデオ上映会等。

11月3日～11日 アザレアホール 御所市教育委員会文化財課 無料
御所市教育委員会
文化財課
0745-60-1608

奈良県 御所市 ①③
講演会　江戸後期の町人文化とおかげ参り
施行

実演　伊勢音頭
講演　①御所町のおかげ参り施行
　　　  ②文政十三年のおかげ参りについて

11月4日 アザレアホール 御所市教育委員会文化財課 無料
御所市教育委員会
文化財課
0745-60-1609

奈良県 御所市 ② 「教育の日」授業参観
全学級で授業公開を実施。１年生は見守りたいの方々へ「お礼の会を実施。４年生は市内
音楽会で発表する曲を体育館で披露する。

11月3日～11日
御所小学校各学級教室
多目的ホール
体育館

御所小学校 無料 0745-62-2321

奈良県 御所市 ② 教育講演会
「教育の日」の参観に合わせて、毎年、テーマを設定して教育講演会を開催する。講師・講
演内容については、PTAと協議中。

11月3日～11日 御所小学校視聴覚室 御所小学校 無料 0745-62-2321

奈良県 御所市 ②
土曜参観と
ふれあい祭り

土曜参観
模擬店　等

11月3日～11日
掖上小学校内
及び校庭

掖上小学校 無料 0745-62-2149

奈良県 御所市 ② 授業参観 授業公開と学習発表会を実施する。 11月10日 秋津小学校 秋津小学校 無料 0745-62-2178

奈良県 御所市 ② ふれあい人権まつり
PTA・校区人権教育推進協議会・学校が合同で人権にかかわる講演会を実施し、模擬店や
展示なども行う。

11月10日 秋津小学校 秋津小学校 無料 0745-62-2178

奈良県 御所市 ② 文化芸術鑑賞 劇団による演劇鑑賞と児童生徒を交えての交流を行う。 10月18日 葛小中学校 葛小中学校 無料 0745-62-1448

奈良県 御所市 ② 葛小中祭・オープンスクール
オープンスクールとして授業を公開。午後からは、葛小中祭として各学年の音楽発表を行
う。また、1年生保護者を対象に給食試食会を実施。

11月9日 葛小中学校 葛小中学校 無料 0745-62-1448

奈良県 御所市 ② 市内音楽会 市内小中音楽会に参加して本校の伝統の和太鼓演奏を行う。 11月15日～11月17日 マルベリホール 葛小中学校 無料 0745-62-1448

奈良県 御所市 ② 市政60周年記念イベント プロの和太鼓奏者とともに本校の伝統の和太鼓演奏を行う。 11月17日 葛城公園 葛小中学校 無料 0745-62-1448

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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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奈良県 御所市 ② 授業参観 保護者を対象として、授業参観を実施する。学校評議員会も開催し、参観してもらう。 10月19日(金) 葛城小学校 葛城小学校 無料 0745-66-0212

奈良県 御所市 ②
関連行事
　（給食試食会　教育講演会）

保護者、教育関係者、地域の方を対象として、給食試食会、清掃参観、教育講演会を実施
する。

10月19日(金) 葛城小学校 葛城小学校 無料 0745-66-0212

奈良県 御所市 ②
すこやかマラソン
　　マラソン大会

体力向上のため、業間休みに運動場で継続してかけ足を行う。保護者や地域の方の協力
をいただきながら、マラソン大会を実施する。

11月1日～3日
葛城小学校
校区内道路

葛城小学校 無料 0745-66-0212

奈良県 御所市 ②
休日参観

人権教育をテーマにした授業参観　学校評価アンケートも実施 11月3日～11日 名柄小学校 名柄小学校 無料 0745-66-0043

奈良県 御所市 ② 地震災害時避難訓練
市生活安全課・地域・学校がコラボした震度５弱以上の地震を想定した避難訓練。避難所
開設訓練等も予定。

11月3日～11日 名柄小学校 名柄小学校 無料 0745-66-0043

奈良県 御所市 ② 文化芸術鑑賞会
文化芸術鑑賞会としてﾟ株式会社Ｂ・シャンブルウエストによるバレエシャンブルウエスト「く
るみ割り人形」なお、児童が一部参加できるよう７月４日にﾜｰｸｼｮｯｯﾌﾟを事前に行っている。

10月23日 大正小学校体育館 大正小学校 無料 0745-62-5221

奈良県 御所市 ② 学習発表会
各学年ごとに学習発表を行い、日頃の学習の成果を公開する。
（合唱、学習発表など）

11月3日 大正小学校体育館 大正小学校 無料 0745-62-5221

奈良県 御所市 ② 授業参観 公開授業・学級懇談会・進路保護者会を行う 10月24日 御所中学校 御所中学校 無料 0745-62-2002

奈良県 御所市 ② 文化活動発表会 音楽発表会・人権研修会を行う 11月6日 御所中学校 御所中学校 無料 0745-62-2002

奈良県 御所市 ②
オープンスクール
人権集会

オープンスクールを実施。授業を公開する。 11月19日 葛上中学校 葛上中学校 無料 0745-66-0946

奈良県 御所市 ② ボランティア活動 本校生徒と地域の老人会の方々が合同で学校周辺の美化作業を行う。 10月19日 葛上中学校とその周辺 葛上中学校 無料 0745-66-0946

奈良県 御所市 ② オープンスクール
午前中、オープンスクールの時間を設定し、ＰＴＡ役員の方々の協力の下、授業参観を開催
する。

11月19日 大正中学校 大正中学校 無料 0745-62-2508

奈良県 御所市 ② 合唱コンクール
午後に、合唱コンクールを行い、クラス別に課題曲・自由曲を歌い、学校評議員やＰＴＡ役員
等が審査し、賞を決定する。

11月19日 大正中学校 大正中学校 無料 0745-62-2508

奈良県 御所市 ② ふれあいまつり バザー、模擬店など開催。保護者や地域の方々との交流を図る。 10月27日 御所幼稚園 御所幼児園 無料 0745-62-2322

奈良県 御所市 ② 親子防火防災訓練 保護者と共に防災意識を高め、大きな地震等で必要となる保護者引き渡し訓練を行う。 11月19日 御所幼稚園 御所幼児園 無料 0745-62-2322

奈良県 御所市 ② 運動会
プログラムを工夫し、在園児や保護者だけでなく、未就園児とその保護者、小学生など、
様々な人との関わりを持てるようにする。

10月13日 御所市立秋津幼児園 秋津幼児園 無料 0745-62-4331

奈良県 御所市 ② ミュージックケア 保護者と共に心地良い刺激を与える集団音楽療法で心を癒せるようにする。 10月24日 御所市立秋津幼児園 秋津幼児園 無料 0745-62-4331

奈良県 御所市 ② 親子キッズサッカー
市内のスポーツクラブからボランティアで指導に来ていただき、親子でサッカー体験を楽し
む。

11月8日 御所市立秋津幼児園 秋津幼児園 無料 0745-62-4331

奈良県 御所市 ② 陶芸教室 在園児と小学生と陶芸を体験しながら交流を持つ。 11月21日 御所市立秋津幼児園 秋津幼児園 無料 0745-62-4331

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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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奈良県 桜井市 ③ フォーラム・ＮＡＲＡ
「奈良の歴史文化資源の魅力に触れる」をコンセプトに、奈良県の魅力やこれから取り組む
べき文化戦略等について考えるシンポジウムの第２回目です。
第２回目は、「日本（奈良）を取りまく現状を知る」をテーマに実施します。

10月27日 総本山　長谷寺

奈良県大芸術祭実行委員会
奈良県障害者
大芸術祭実行委員会
奈良県

無料
https://nara-arts.com/
「フォーラム・nara」開催
のお知らせと参加募集/

フォーラム・ＮＡＲＡ事務局
（株式会社奈読企画内）
TEL:0742-35-5190

事前申し込み制

奈良県 桜井市 ①、③ 文化講演会

市民の学習の機会を提供して学習意欲に応えると共に，生涯学習の機運を醸成するため
の事業です。今年度は「笑いと感動！　デュアルタスクと音楽体操で毎日元気」をテーマに、
お笑い理学療法士・おしゃべりステーションの会代表の日向亭　葵氏を招いて講演会を開
催します。

11月3日 桜井市立図書館 桜井市・桜井市教育委員会 無料

http://www.city.sakurai.l
g.jp/sosiki/kyouikuiinkaij
imukyoku/syakaikyouiku
/syogaigakusyuzyoho/1
394584234829.html

桜井市教育委員会
社会教育課
0744-42-9111
（内線608）

奈良県 桜井市 ③ 第54回桜井市展

市内外にかかわらず広く芸術作品を募集し、展示します。また、芸能部門の発表大会も行
います。
応募された中で優秀な作品については、各部門ごとに審査を行った後に、表彰を行いま
す。
展示期間中の鑑賞は自由に参加可能です。

10月21日、27日、
11月10日、23日～25日

桜井市立中央公民館 桜井市・桜井市教育委員会 無料

http://www.city.sakurai.l
g.jp/sosiki/kyouikuiinkaij
imukyoku/syakaikyouiku
/syogaigakusyuzyoho/1
394584234829.html

桜井市教育委員会
社会教育課
0744-42-9111
（内線608）

奈良県 三郷町 ③ 平成３０年度（第５０回）三郷町民文化祭
公募制の展示会及び演芸会の他、幼稚園・保育園、学校関係の発表や移動動物園、フリー
マーケット、町内や友好都市の物産展などの模擬店、将棋大会や囲碁大会を行う。

10月27日
～10月28日

三郷町文化センター、
スポーツセンター等

三郷町民文化祭実行委員会、三郷
町、三郷町教育委員会

三郷町教育委員会
事務局生涯学習課
0745－43－7332

奈良県 三郷町 ①
平成30年度 教育講演会
講師：大儀見 浩介　氏
（株式会社メンタリスタ代表取締役）

社会教育を目的として、保護者と子どもを対象にした体験イベントを行う。 10月27日
三郷町文化センター
文化ホール

青少年育成三郷町民会議 無料
三郷町教育委員会
事務局生涯学習課
0745－43－7332

奈良県 三郷町 ③

史学さんごう文化講演会
講師：三谷 博　先生
（東京大学名誉教授、跡見学園女子大学教
授）

明治150年を記念して、明治維新をテーマにした講演会を行う。 11月11日
三郷町文化センター
文化ホール

史学さんごう
三郷町教育委員会

無料
三郷町教育委員会
事務局生涯学習課
0745-43-7332

奈良県 三郷町 ③ かぐや with クレセントガーデン
ボーカリスト：かぐや　演奏：クレセントガーデン（ドラム・パーカッション：梵彩、ピアノ・キー
ボード：北村益実）による音楽コンサート

11月17日
三郷町文化センター
文化ホール

公益財団法人
三郷町文化振興財団

三郷町文化センター
0745-72-4461

奈良県 三郷町 ① 本の帯コンテスト（表彰式）
子ども達のお気に入りの本の帯を作ってもらうことで、その本をより深く
理解し、豊かな読書体験の推進を図る。また、コンテスト方式にすること
で、多くの人が本（帯）に興味を持ち、結果新たな利用促進に繋げる。

11月17日 三郷町立図書館 三郷町立図書館 無料 owl@lib.sango.nara.jp
三郷町立図書館
0745-33-3030

奈良県 三郷町 ③ 童謡コンサート（仮）
本町の「童謡のまち宣言」に伴い、町内のコーラス団体を中心に、コン
サートを行うことで、「童謡のまち」を内外に周知させ、地域文化の創造・振興を推進してい
く。

11月予定 三郷町立図書館 三郷町立図書館 無料 owl@lib.sango.nara.jp
三郷町立図書館
0745-33-3030

奈良県 下市町 ①③ 第５５回下市町展 町民による作品展 10月27・28日 下市観光文化センター 下市町文化連盟 無料 07475-52-1711

奈良県 下市町 ①③ 下市町芸能発表会 町民による芸能（民舞・詩吟・ダンス）発表会 11月3日 下市観光文化センター 下市町文化連盟 無料 07475-52-1711

奈良県 下市町 ①③ 下市町文化講演会 地域おこし協力隊の現在までの体験実施発表 10月20日 下市観光文化センター 下市町文化連盟 無料 07475-52-1711

奈良県 下北山村 ① 文化展
保育所の園児や老人クラブ等、幅広い年代の人々が作品を出展しそんな以外の人々に展
示します。

11月中旬 下北山村保育所体育館 下北山村教育委員会 無料
下北山村教育委員会07468-
6-901

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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奈良県 高取町 ① 高取町スポーツフェスティバル 町内にある各大字をひとチームとし、綱引きやリレー等の競技を行います。 10月8日 高取町健民運動場 高取町 無料 0744-52-3715

奈良県 高取町 ①③ 高取町文化祭 町内各種団体の展覧会や芸能発表会等を行い、町民の方々に鑑賞してもらいます。 11月10日～11日 高取町リベルテホール 高取町 無料 0744-52-3715

奈良県 高取町 ② オープンスクール 地域の方に対し学校を解放し、授業公開を行います。 11月3日 たかむち小学校 たかむち小学校 無料 0744-52-2132

奈良県 高取町 ②③ 文化発表会
文化発表会では、合唱コンクール、吹奏楽部の演奏、ダンス発表会、生徒・保護者の作品
展示等を行います。

10月26日 高取町リベルテホール 高取中学校 無料 0744-52-2151

奈良県 高取町 ① 高取町スポーツフェスティバル 町内にある各大字をひとチームとし、綱引きやリレー等の競技を行います。 10月9日 高取町健民運動場 高取町 無料 0744-52-3715

奈良県 高取町 ①③ 高取町文化祭 町内各種団体の展覧会や芸能発表会等を行い、町民の方々に鑑賞してもらいます。 11月10日～12日 高取町リベルテホール 高取町 無料 0744-52-3715

奈良県 高取町 ② オープンスクール 地域の方に対し学校を解放し、授業公開を行います。 10月18日 たかむち小学校 たかむち小学校 無料 0744-52-2132

奈良県 高取町 ②③ 文化発表会
文化発表会では、合唱コンクール、吹奏楽部の演奏、ダンス発表会、生徒・保護者の作品
展示等を行います。

10月10日 高取町リベルテホール 高取中学校 無料 0744-52-2151

奈良県 高取町 ① 高取町スポーツフェスティバル 町内にある各大字をひとチームとし、綱引きやリレー等の競技を行います。 10月10日 高取町健民運動場 高取町 無料 0744-52-3715

奈良県 高取町 ①③ 高取町文化祭 町内各種団体の展覧会や芸能発表会等を行い、町民の方々に鑑賞してもらいます。 11月10日～13日 高取町リベルテホール 高取町 無料 0744-52-3715

奈良県 高取町 ② オープンスクール 地域の方に対し学校を解放し、授業公開を行います。 10月2日 たかむち小学校 たかむち小学校 無料 0744-52-2132

奈良県 高取町 ②③ 文化発表会
文化発表会では、合唱コンクール、吹奏楽部の演奏、ダンス発表会、生徒・保護者の作品
展示等を行います。

9月24日 高取町リベルテホール 高取中学校 無料 0744-52-2151

奈良県 高取町 ① 高取町スポーツフェスティバル 町内にある各大字をひとチームとし、綱引きやリレー等の競技を行います。 10月11日 高取町健民運動場 高取町 無料 0744-52-3715

奈良県 高取町 ①③ 高取町文化祭 町内各種団体の展覧会や芸能発表会等を行い、町民の方々に鑑賞してもらいます。 11月10日～14日 高取町リベルテホール 高取町 無料 0744-52-3715

奈良県 高取町 ② オープンスクール 地域の方に対し学校を解放し、授業公開を行います。 9月16日 たかむち小学校 たかむち小学校 無料 0744-52-2132

奈良県 田原本町 ① 田原本町文化祭 作品展示、子ども映画会、古本市、芸能発表会、模擬店等 11/2～4
田原本青垣
生涯学習センター

田原本町 無料
shogai@town.tawaramot
o.nara.jp

教育委員会生涯教育課
TEL 0744-32-6191(直)

奈良県 天川村 ③ 天の川もみじまつり
役場会場では、天川村の特産品販売や、ヘリコプター遊覧飛行等を開催します。
洞川温泉会場ではウォークラリーを開催します。

11月3日～11月4日
天川村役場
洞川温泉街

天の川もみじまつり実行委員会
http://www.tenkawa.nar
a.jp/

0747-63-0321

奈良県 天理市 ①,③
公開講座『｢大和学｣への招待　～郡山の歴
史と文化～』

「郡山の歴史と文化」を統一テーマとして、
第1回「郡山の幕末維新と藩主柳沢保申」
第2回「大和郡山のじゃんじゃん火　～怪火伝承の地域性～」
第3回「西京の土器造りと赤膚焼」
第4回「郡山藩と文久修陵」
第5回「郡山の好敵手（ライヴァル）たち」
計5回の公開講座を開催します。

9月22日,29日,10月6日,13日,20日
大和郡山三の丸会館
（中央公民館）

天理大学 無料
http://www.tenri-
u.ac.jp/lifelng/dv457k00
0000cobp.html

天理大学　学長室
広報・社会連携課
0743-63-9006
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奈良県 天理市 ①,③
天理参考館第83回企画展「華麗なるササン
王朝―正倉院宝物の源流―」

3世紀に興り約400年もの間、現在のイランとイラクの大部分を支配していた帝国がササン
朝ペルシアです。制作された文物はシルクロードをわたり、多大な影響を与えていきまし
た。そして遠くは日本にももたらされているのです。正倉院宝物にはササン朝系文化が色濃
く見られるものも少なくありません。
本展ではササン王朝の遺宝を通してその文化を紹介します。正倉院へと伝わる長い道のり
とその悠久の歴史に思いを馳せていただければ幸いです。

9月26日～11月26日 天理大学附属天理参考館 天理大学附属天理参考館
http://www.sankokan.jp
/

天理大学附属
天理参考館
0743-63-8414

奈良県 天理市 ①,②,③
天理図書館開館88周年記念展
「小泉八雲　ラフカディオ・ハーン」

天理図書館所蔵の小泉八雲の自筆原稿、書簡、その他関係資料の展覧会 10月19日～11月11日
天理大学附属
天理図書館展示室

天理大学附属天理図書館 無料
http://www.tcl.gr.jp/ind
ex.htm

天理大学附属
天理図書館
0743-63-9200

奈良県 天理市 ①,②,③ 天理図書館開館88周年記念講演会
小泉八雲記念館館長小泉凡氏による記念講演
演題「小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)―開かれた精神(オープン・マインド)の航跡を辿る―」

10月20日
天理大学附属
天理図書館講堂

天理大学附属天理図書館 無料
http://www.tcl.gr.jp/ind
ex.htm

天理大学附属
天理図書館
0743-63-9200

奈良県 天理市 ①,③
天理大学おやさと研究所　平成30年度公開
教学講座　信仰に生きる『逸話篇』に学ぶ
（4）

教祖のご在世当時、道の先人たちは教祖から直接聞いたお言葉をしっかりと心に治め生涯
自ら信仰を生きる心の指針としました。そうした教祖の逸話は世代を超えて語り伝えられ、
お道の信仰の支えになっています。この公開教学講座では『稿本天理教教祖殿逸話篇』の
おける教祖の逸話を手がかりとして、お道の信仰世界の一端を明らかにしたいと思います

10月25日・11月25日 天理教道友社6階ホール
天理大学附属
おやさと研究所

無料
http://www.tenri-
u.ac.jp/oyaken/q3tncs0
000004y8q.html

天理大学
おやさと研究所
0743-63-9080

奈良県 天理市 ①,③ 「正倉院宝物に見られるササン朝文化」

正倉院宝物にはササン朝文化の影響が色濃く見受けられるものが少なくありません。一般
によく知られたものもあれば、そうでもないものも。
元正倉院事務所長の米田氏より、実例を通してササン朝文化がどのように伝わったのか、
そしてどのように理解されていたのかを解説いただきます。

11月3日 天理大学附属天理参考館 天理大学附属天理参考館
http://www.sankokan.jp
/

天理大学附属
天理参考館
0743-63-8414

奈良県 天理市 ① 鋳造体験　ミニ古墳出土鏡をつくろう！
市内の古墳より出土した銅鏡６種類の文様をデフォルメしたミニチュア鋳型と低融点合金を
使用した鋳造体験イベントを実施する。

11月3日、23日 天理市立黒塚古墳展示館 天理市教育委員会
http://www.city.tenri.na
ra.jp/

天理市教育委員会
文化財課

奈良県 天理市 ③ 第61回　天理市展
天理市民等（市内在勤・在職を含む）から公募の芸術作品を展示
（日本画、洋画、彫塑、工芸、書芸、写真、華道）

10月27日～11月3日 天理市文化センター 天理市 無料
http://www.city.tenri.na
ra.jp

天理市文化センター
0743-63-5779

奈良県 天理市 ③ 天理パフォーマンスフェスティバル2018

あらゆるジャンルのパフォーマンスを通じて、多世代の演者と観客が躍動感ある夢の舞台
を作り上げる。市民の日々の文化活動の集大成を披露するのみならず、天理の地で共演・
交流・切磋琢磨できる機会を創出する。演者に加え観客までもが舞台芸術、パフォーミング
アーツを通じて感動を共有する。

10月21日 天理市民会館
やまのべホール

天理市・
天理パフォーマンス
フェスティバル実行委員会

無料 http://tenri-pff.com/
天理市文化振興課
0743-63-9272

奈良県 十津川村 ① 明治１５０年記念講演会【十津川村】
明治改元から１５０年の節目に、現代に繋がる明治期について考える機会となる講演会で
す。

11月17日(土) 十津川村果無集落内民家 奈良県立図書情報館
奈良県立図書情報館0742-
34-2111

奈良県 十津川村 ①、②、③ 第３８回十津川村文化祭
展示・舞台発表・バザー部門に分かれ、文化活動等の発表の場をもつことで、村の文化活
動の振興と発展に寄与することを目的とし実施する。

11月1日～3日 十津川村体育文化センター 十津川村教育委員会 無料
十津川村教育委員会
0746-62-0003

奈良県 奈良市 ①, ③, ④ 博物館企画展の無料公開
大学蔵品展　文化財学科研究教育最前線2018（仮称）
考古学、保存科学、美術史、史料学などに関する教育研究活動を展示して、文化財学科の
役割と魅力を紹介する。

10月30日～12月22日（予定） 奈良大学博物館 奈良大学博物館 無料
http://www.nara-
u.ac.jp/museum/

奈良大学
TEL.0742-44-1251

奈良県 奈良市 ① 奈良大学臨床心理クリニック公開講座
奈良大学附属施設「臨床心理クリニック」における公開講座。地域のこころの健康をテーマ
に毎年実施しています。今回は「日本のひきこもり、フランスのHikikomori」と題した講演を予
定しています。

11月4日
奈良大学
臨床心理クリニック

奈良大学臨床心理クリニック 無料
http://www.nara-
u.ac.jp/clinic/index.html

奈良大学
臨床心理クリニック
TEL：0742-52-1120

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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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第60回「教育・文化週間」関連行事

奈良県 奈良市 ①,②,③

第410回　市民大学講座
（第12回企画展示関連講座）
「密教図像を語る～一意専心の芸術～」
講師：大和文華館学芸員　古川　攝一　氏

考古学研究所と共催で、普及活動の一環として一般市民を対象に講座を開催しています。
毎月第2・4土曜に行われ、今年400回を超えました。

10月20日（土）
帝塚山大学
奈良・東生駒キャンパス
2号館2101教室

帝塚山大学考古学研究所・
附属博物館共催

無料
http://www.tezukayama
-u.ac.jp/museum

0742-48-9700

奈良県 奈良市 ①、③
奈良学への招待１７
第2回「奈良晒と大和機」

奈良県全体を研究のフィールドとする本学独自の「奈良まるごとキャンパス®」構想にもとづ
き「帝塚山プラットフォーム」を構築します。6学部9学科を有する本学が、学際的な「奈良学」
研究を推進。その一環として、古代より伝承される奈良晒（さらし）と大和機（ばた）について
講演します。

10月27日
帝塚山大学
奈良・東生駒キャンパス

帝塚山大学・
帝塚山大学
奈良学総合文化研究所

無料
http://www.tezukayama
-
u.ac.jp/social/lectures/

0742-48-8842 要事前申し込み

奈良県 奈良市 ①、③
市民大学講座
第411回「近江の古代寺院を語る」

本学が所有する文化、教養などの普及活動の一環として一般市民を対象に開催している
講座です。帝塚山大学考古学研究所と大学の共催講座として開講しています。

10月27日
帝塚山大学
奈良・東生駒キャンパス

帝塚山大学考古学研究所・
帝塚山大学附属博物館（共催）

無料
http://www.tezukayama
-u.ac.jp/museum/

0742-48-9700 申込不要

奈良県 奈良市 ①、③ 第７０回正倉院展記念講座

第70回正倉院展開催に際し、一般市民の方々や大学で就学を希望する中学生・高校生の
皆さんにもその内容をより深く理解していただくため、正倉院展の展示宝物についてわかり
やすく解説いたします。今年は明治維新から１５０年。公開講座では、今年の正倉院展に出
品される宝物の解説だけでなく、正倉院宝物に魅せられた明治の人々の夢の跡をたどり紹
介します。

11月3日
東大寺総合文化センター・
東大寺ミュージアム

帝塚山大学 無料
http://www.tezukayama
-
u.ac.jp/social/lectures/

0742-48-9192

全て8月時点での暫定
内容となります。最終
確定内容は大学HP：
http://www.tezukayama
-u.ac.jp/にて10月にご
確認ください。

奈良県 奈良市 ①、③
市民大学講座　第412回
「蘇我氏を語る～古代史編」

本学が所有する文化、教養などの普及活動の一環として一般市民を対象に開催している
講座です。帝塚山大学考古学研究所と大学の共催講座として開講しています。

11月3日
帝塚山大学
奈良・東生駒キャンパス

帝塚山大学考古学研究所・帝塚山
大学附属博物館（共催）

無料
http://www.tezukayama
-u.ac.jp/museum/

0742-48-9700 申込不要

奈良県 奈良市 ①、③
奈良学への招待１７　第3回「永野鹿鳴荘の
仏像写真について」

奈良県全体を研究のフィールドとする本学独自の「奈良まるごとキャンパス®」構想にもとづ
き「帝塚山プラットフォーム」を構築します。6学部9学科を有する本学が、学際的な「奈良学」
研究を推進。奈良仏像史研究として、ガラス乾板を手掛かりとした仏像写真の紹介を行い
ます。

11月3日
帝塚山大学
奈良・学園前キャンパス

帝塚山大学 無料
http://www.tezukayama
-
u.ac.jp/social/lectures/

0742-48-8842 要事前申し込み

奈良県 奈良市 ①、③
市民大学講座
第413回「蘇我氏を語る～考古学編」

本学が所有する文化、教養などの普及活動の一環として一般市民を対象に開催している
講座です。平成１６年４月１日の帝塚山大学附属博物館開館に伴い市民大学講座は博物
館との共催になりました。

11月10日
帝塚山大学
奈良・東生駒キャンパス

帝塚山大学考古学研究所・
帝塚山大学附属博物館（共催）

無料
http://www.tezukayama
-u.ac.jp/museum/

0742-48-9700 申込不要

奈良県 奈良市 ①、③
奈良学への招待１７
第4回「斑鳩の民俗文化」

奈良県全体を研究のフィールドとする本学独自の「奈良まるごとキャンパス®」構想にもとづ
き「帝塚山プラットフォーム」を構築します。6学部9学科を有する本学が、学際的な「奈良学」
研究を推進。その一環として、奈良県の生活文化研究に基づく民俗講座を開講します。

11月10日
帝塚山大学
奈良・東生駒キャンパス

帝塚山大学・
帝塚山大学
奈良学総合文化研究所

無料
http://www.tezukayama
-
u.ac.jp/social/lectures/

0742-48-8842 要事前申し込み

奈良県 奈良市 ①,②,③
常設展示
「瓦の来た道－東アジアの瓦の歴史－」

朝鮮半島出土の高句麗、百済、新羅時代の瓦など約7,500点にも及ぶ貴重な資料を常時一
般に公開しています。

9月28日～2月2日 帝塚山大学附属博物館 帝塚山大学附属博物館 無料

http://www.tezukayama
-
u.ac.jp/museum/perman
ent/

0742-48-9700 申込不要

奈良県 奈良市 ①,②,③
第12回企画展示
「仏教美術のススメⅡ～仏画のヒミツ～」

本展では、本学が所蔵する仏教美術の中で仏の姿を描いた仏画を中心に取り上げて、多
彩な表現の魅力や込められた願いについて紹介致します。

10月3日～10月31日 帝塚山大学附属博物館 帝塚山大学附属博物館 無料

http://www.tezukayama
-
u.ac.jp/museum/tempor
ary/

0742-48-9700 申込不要

奈良県 奈良市 ③ 学園前アートフェスタ２０１８
地域協働による「街育（マチイク）」として、芸術との接点を見出しながら、住宅街を会場に、
住民自らが運営するアートプロジェクトです。４回目となる今年度は、「イマ・ココ・デアイ（出
合い）」をテーマに開催します。

11月3日～11月10日
近鉄「学園前」駅
南北エリア

学園前街育プロジェクト
実行委員会

http://gakuenmae-
af.com

学園前街育プロジェクト
実行委員会事務局
0742-41-4509

休館日：11月5日（月）

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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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奈良県 奈良市 ③ 第４１回なら芝能

日本の伝統古典芸能である能楽をより多くの人に親しんでいただくことを目的に、芝生を舞
台として演じる能発祥の姿の再現を試みた全国的にも珍しい演能会です。大自然を借景
に、情緒溢れる芝の舞台で演じられる幽玄の舞を、能楽にはじめて接する人から精通した
人までそれぞれの見方で新鮮な感動を覚えながら鑑賞していただきます。

10月27日
奈良県文化会館
県庁前芝生広場

奈良県
ＮＰＯ法人奈良能

ＮＰＯ法人奈良能
TEL:0742-22-2660

奈良県 奈良市 ③ 秋のゴスペル＆ビッグバンドコンサート
日本を代表するゴスペルグループ「SOULMATICS」、大阪スクールオブミュージック専門学
校の学生で構成される「OSMゴスペルアンサンブル」、迫力あるサウンドを届ける吹奏楽グ
ループ「COM BIGBAND OSAKA」によるコンサート。

11月10日 奈良県文化会館

奈良県大芸術祭実行委員会
奈良県障害者
大芸術祭実行委員会
奈良県

無料
奈良県大芸術祭
実行委員会事務局
TEL:0742-27-8488

奈良県 奈良市 ③
開館５０周年記念
「まほろばプロムナードコンサート２０１８」

奈良県文化会館開館５０周年を記念して、スペシャル編成「まほろば祝祭管弦楽団」による
オールベートーヴェンプログラムでの演奏をお届けします。
指揮者に三ツ橋敬子氏、大阪フィルハーモニー交響楽団主席コンサートマスターの田野倉
雅秋氏、関西フィルハーモニー管弦楽団コンサートマスターの岩谷祐之氏の出演が決定し
ています。

11月18日
奈良県文化会館
国際ホール

奈良県文化会館
www.pref.nara.jp/1717.h
tm

0742-22-0200

奈良県 奈良市 ③
特別展「ブラティスラヴァ世界絵本原画展
BIBで出会う絵本のいま」

ブラティスラヴァ世界絵本原画展は、スロヴァキア共和国の首都・ブラティスラヴァで２年毎
に開催される世界大規模の絵本原画展。本展では、BIB2017の受賞作品と日本からの参加
作品を展示するとともに、近年新たな展開を見せているアジア、中東の絵本や多様性に富
んだ世界の絵本原画の現代を紹介する。

10/6～12/2 奈良県立美術館
奈良県立美術館、読売新聞社、美
術館連絡協議会

http://www.pref.nara.jp/
11842htm

奈良県立美術館
0742-23-3968

開館時間
9時～17時（入館は30
分前）
休館日
月曜日、ただし10/8
（月）は開館、9日（火）
は休館。10/29（月）、
11/5（月）は開館。

奈良県 奈良市 ③ 奈良県美術展覧会
芸術に対する関心を高め、文化の振興と交流を図るとともに、その成果の発表の場として、
広く作品を募集します。鑑審査を行い、入賞・入選作品を選出し、公開展示します。

10月28日～11月3日 奈良県文化会館
奈良県美術展覧会実行委員会、奈
良県、奈良県教育委員会、奈良県
美術人協会

http://www.pref.nara.jp/
15754.htm

奈良県美術展覧会
実行委員会事務局
TEL:0742-27-8917

奈良県 奈良市 ① 第12回全国高校生歴史フォーラム
全国の高校生から応募いただいた研究レポートを厳正に審査した結果、優れたレポートを
まとめた個人やグループに「優秀賞」を授与し、優秀賞受賞者（代表者）は本フォーラムにお
いて、その研究成果を発表します。

11月17日（土）
奈良大学　講堂
（奈良市山陵町1500）

奈良大学、奈良県 無料
http://www.nara-
u.ac.jp/forum/

奈良県文化資源活用課
（0742-27-8975）

奈良県 奈良市 ①
学び直し講座「図書館学校」
平成３０年度第２期

主として高校時代の教科科目から、今に繋がるテーマをピックアップし、もう一度学ぶ講座
です。

9月～11月 奈良県立図書情報館 奈良県立図書情報館
http://www.library.pref.
nara.jp/event/2765

奈良県立図書情報館
0742-34-2111

奈良県 奈良市 ③ 学園前アートフェスタ 学園前地域住民や大学等が街の活性化のために連携協力し運営する現代アート展。 11月3日～10日
近鉄「学園前」駅
南北エリア

学園前街育プロジェクト
実行委員会

無料
http://gakuenmae-
af.com/

学園前街育プロジェクト
実行委員会　事務局
（学校法人帝塚山学園内）
TEL:0742‐41‐4509

奈良県 奈良市 ③ やわらぎコンサート
市民や観光客が音楽を楽しめる機会を提供することを目的に、一般募集したプロ・アマによ
るコンサートを行う。（11月３日：声楽、ピアノ／11月４日：ゴスペル）

11月3日、4日
奈良市音声館
エントランスホール

一般財団法人
奈良市総合財団　奈良市音声館

無料
http://onjokan.city.nara.
nara.jp/

一般財団法人
奈良市総合財団
奈良市音声館
TEL:0742‐27‐7700

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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



240

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 問合せ先 備考

第60回「教育・文化週間」関連行事

奈良県 奈良市 ③ 奈良女子大学ランチタイムコンサート
重要文化財である記念館講堂において、一般市民の方々向けに、国産最古級のグランドピ
アノ（通称「100年ピアノ」）等を使用したランチタイムコンサート（月１回、平日の昼間）を開催
しています。

10月16日 奈良女子大学記念館講堂 奈良女子大学 無料
奈良女子大学HP
http://www.nara-
wu.ac.jp/

総務・企画課広報係
Tel：0742-20-3220
Ｍａｉｌ：somu02@jimu.nara-
wu.ac.jp

奈良県 奈良市 ①，②，③
シェイクスピア解釈学の始まり
　－18世紀の編集者たち－

シェイクスピアの戯曲は、死後150年の言葉や風習の変化を経て、語句の意味が難解に
なってきました。本講座では、初めて本格的な集注版を編集したＪ・スティーヴンズら初期の
研究者たちの言葉との格闘を探ります。

10月20日
奈良女子大学
S棟LL2（S233）教室

奈良女子大学 無料

奈良女子大学平成30年
度公開講座HP：
http://www.nara-
wu.ac.jp/liaison/lecture
/info4.html

社会連携センター
Tel:0742-20-3734
Ｍａｉｌ：kouza@jimu.nara-
wu.ac.jp

奈良県 奈良市
①，②，③，
④

奈良女子大学記念館秋の一般公開
毎年春と秋の2回、重要文化財である記念館を一般に公開しており、公開に併せて大学の
所蔵している教育・研究に係る貴重資料の特別展示を行っています。

10月30日～11月5日 奈良女子大学記念館 奈良女子大学 無料

奈良女子大学記念館一
般公開についてHP：
http://koto.nara-
wu.ac.jp/kinenkan/kouk
ai.htm

総務・企画課広報係
Tel：0742-20-3220
Ｍａｉｌ：somu02@jimu.nara-
wu.ac.jp

奈良県 奈良市
①，②，③，
④

OPEN CAMPUS2018
学部学科紹介や研究室訪問、施設見学を実施するほか、受験や学生生活に関する個別相
談会などを実施します。

11月3日 奈良女子大学 奈良女子大学 無料

奈良女子大学オープン
キャンパスHP：
http://koto.nara-
wu.ac.jp/nyusi/open.ht
ml

入試課
Tel: 0742-20-3353
Ｍａｉｌ：nyusika@jimu.nara-
wu.ac.jp

奈良県 奈良市
①，②，③，
④

大学院オープンキャンパス
博士前期課程及び博士後期課程の各専攻・講座等紹介、教員との個別相談など、大学院
進学希望者に有用な情報の提供を目的に実施します。

11月3日 奈良女子大学 奈良女子大学 無料

奈良女子大学オープン
キャンパスHP：
http://koto.nara-
wu.ac.jp/nyusi/open.ht
ml

入試課大学院等入試係
Tel: 0742-20-3023
Ｍａｉｌ：nyusika@jimu.nara-
wu.ac.jp

奈良県 奈良市
①，②，③，
④

サイエンス・オープンラボ発表会
理学部共通科目「サイエンスオープンラボ」の一環で、理学部の学生が主体となって、小中
高校生を中心とする一般市民の方々向けに、科学の面白さを分かりやすく伝える展示や実
験等を実施します。

１１月3日～4日 奈良女子大学 奈良女子大学理学部 無料

奈良女子大学理学部
HP：
http://www.nara-
wu.ac.jp/rigaku/index.ht
ml

学務課理学部係
TEL 0742-20-3428
Ｍａｉｌ：ri.jimu@cc.nara-
wu.ac.jp

奈良県 奈良市 ③ 恋都祭（ことさい・学園祭）
学生有志の実行委員会が中心となり、舞踊部、Jazzy Club、合気道部、美術部などのサー
クルによる発表や作品展示を行います。また、食物栄養学科生による季節弁当の販売な
ど、模擬店も多数出店します。

11月3日～11月5日 奈良女子大学
奈良女子大学
恋都祭実行委員会

無料

奈良女子大学恋都祭実
行委員会HP：
https://kotosai67th.wixs
ite.com/kotosai67th

恋都祭実行委員会
Tel：0742-20-3235
（学生生活課課外事務室呼
出し）

奈良県 奈良市 ③ 奈良女子大学ランチタイムコンサート
重要文化財である記念館講堂において、一般市民の方々向けに、国産最古級のグランドピ
アノ（通称「100年ピアノ」）等を使用したランチタイムコンサート（月１回、平日の昼間）を開催
しています。

11月16日 奈良女子大学記念館講堂 奈良女子大学 無料
奈良女子大学HP
http://www.nara-
wu.ac.jp/

総務・企画課広報係
Tel：0742-20-3220
Ｍａｉｌ：somu02@jimu.nara-
wu.ac.jp

奈良県 奈良市 ①，②，③

明治維新１５０周年記念連続公開セミナー
明治維新とは何か？
【第６回】　分けられる人－明治維新と統計
の思想史－

今年は明治維新１５０周年記念の年であり、関心が高い明治維新についての公開セミナー
を全７回の予定で開催します。第６回である今回は、明治維新と統計学の関連をもとに、明
治維新の総合的な把握を目指します。

11月17日
奈良女子大学
S棟S228教室

奈良女子大学 無料

奈良女子大学平成30年
度公開講座HP：
http://www.nara-
wu.ac.jp/liaison/lecture
/info4.html

社会連携センター
Tel:0742-20-3734
Ｍａｉｌ：kouza@jimu.nara-
wu.ac.jp

奈良県 奈良市 ④
放射線の社会的利用と原子力発電を考え
る

現在研究が進んでいる新しい放射線の利用に関して二つのテーマを取り上げます。橋など
のインフラの老朽化を中性子で測定する研究、より安全な原子力発電法として加速器を用
いた発電法の研究、について解説します。

11月17日
奈良女子大学
G棟202教室

奈良女子大学 無料

奈良女子大学平成30年
度公開講座HP：
http://www.nara-
wu.ac.jp/liaison/lecture
/info4.html

社会連携センター
Tel:0742-20-3734
Ｍａｉｌ：kouza@jimu.nara-
wu.ac.jp

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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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奈良県
奈良市、橿
原市　ほか

③ プライベート美術館
県内の障害のある人のアート作品を、日常の中で楽しめるよう、店舗、カフェ、町屋などで
展示します。「ぜひこの作品を！」と店舗のスタッフが選んだ作品たちをまち歩きとともにお
楽しみください。

10月17日～31日
近鉄奈良駅周辺店舗、ほか
県内各地

奈良県大芸術祭実行委員会
奈良県障害者
大芸術祭実行委員会
奈良県

無料

プライベート美術館事務局
（一般財団法人たんぽぽの
家内）
TEL:0742-43-7055

奈良県 御杖村 ② 学習発表会
生活科や総合的な学習の時間に御杖小が取り組んでいる「ふるさと学習」の成果を地域の
方や保護者などに発表します。

11月20日 御杖小学校 小学校 無料 0745-95-2516

奈良県 御杖村 ② 校内マラソン大会
御杖小全校児童が約２週間、駆け足訓練を行った成果を、最終日の校内マラソン大会で保
護者や地域の方に披露します。

11月27日 御杖小学校区内 小学校 無料 0745-95-2516
悪天候の場合11月28
日

奈良県 御杖村 ②③
青少年劇場『ぼっこの会 語り芝居「青と緑と
茶色のおはなし」』

文化に触れる機会の少ない当地域の児童・生徒を対象に、優れた生の芸術に触れる機会
として当公演を開催します。

11月8日 御杖小学校 小学校 無料 0745-95-2004

奈良県 大和郡山市 ③ まほろば　あいのわ　コンサート
公募により集まった障害のある人ない人約１５０名が、合唱・小物楽器の演奏等で出演する
コンサートです。音楽指導・監督は松本真理子氏が担当。ゲストステージも必見！

11月10日
DMG　MORI
やまと郡山城ホール

奈良県大芸術祭実行委員会
奈良県障害者
大芸術祭実行委員会
奈良県

無料 https://nara-arts.com/

まほろばあいのわ
コンサート事務局
（株式会社タック内）
TEL:080-6234-1001

要事前申込

奈良県 大和郡山市 ①
昔のくらし関連展
「子どものくらし-あそびとまなび-」

教科書や玩具を中心に、「ちょっと昔」の子どもたちのくらしにふれる展示を行います。 9月22日(土)～1月27日(日) 民俗博物館 民俗博物館
http://www.pref.nara.jp/
1508.htm

奈良県立民俗博物館
(0743-53-3171)

奈良県 大和郡山市 ①
明治150年記念特別展
「くらしから読み解く明治150年」

明治維新150年を記念して、明治以降のくらしの変化について考える展示を行います。 10月6日(土)～12月16日(日) 民俗博物館 民俗博物館
http://www.pref.nara.jp/
1508.htm

奈良県立民俗博物館
(0743-53-3171)

奈良県 大和郡山市 ①
昔のくらし体験①
「昔のあかり＆秋の夜のおはなし会」

夕方の薄暗い古民家で、行灯などの昔の明かりに囲まれながら聞くおはなし会です。 10月20日(土) 民俗博物館 民俗博物館
http://www.pref.nara.jp/
1508.htm

奈良県立民俗博物館
(0743-53-3171)

奈良県 大和郡山市 ① 古民家活用イベント「奈良民話祭り　秋」 古民家で読み聞かせにより、民話に親しんで貰います。 10月21日(日)
民俗博物館の古民家
(旧臼井家住宅)

民俗博物館
奈良の民話を語りつぐ会

無料
http://www.pref.nara.jp/
1508.htm

奈良県立民俗博物館
(0743-53-3171)

奈良県 大和郡山市 ①
玄関ホール写真展
「わたしがとらえた大和の民俗-火-」

8名の写真家が奈良の民俗行事を写真作品にする競作展です。8回目の今年は「火」をテー
マに奈良の民俗を紹介します。

10月27日(土)～12月16日(日) 民俗博物館 民俗博物館
http://www.pref.nara.jp/
1508.htm

奈良県立民俗博物館
(0743-53-3171)

奈良県 大和郡山市 ①
古民家活用イベント
「ようこそ！お話の世界へ」

古民家で読み聞かせにより、昔話に親しんで貰います。 10月28日(日)
民俗博物館の古民家
(旧臼井家住宅)

民俗博物館
おはなしのいずみ

無料
http://www.pref.nara.jp/
1508.htm

奈良県立民俗博物館
(0743-53-3171)

奈良県 大和郡山市 ① 施設の無料公開【関西文化の日】 「関西文化の日」に参加していますので、11月10日と11日はすべての展示が無料です。 11月10日(土)11日(日) 民俗博物館 民俗博物館 無料
http://www.pref.nara.jp/
1508.htm

奈良県立民俗博物館
(0743-53-3171)

奈良県 大和郡山市 ① 第5回　なら民博ふるさとフェスタ
大和民俗公園内にある民俗博物館や移築復原民家もあわせた総合的な催しを開催しま
す。郷土が誇る伝承技術や文化にふれていただきます。

11月10日(土)11日(日) 民俗博物館・大和民俗公園 奈良県 無料
http://www.pref.nara.jp/
1508.htm

奈良県立民俗博物館
(0743-53-3171)

奈良県 大和郡山市 ①
明治150年記念講演会「明治維新と奈良の
祭り-おん祭・村落祭祀の近代-」

明治以降の大和の祭礼、祭祀の変容から維新と廃仏毀釈の意味を問う講演会です。(講
師：幡鎌一弘氏)

11月11日(日) 民俗博物館 民俗博物館
http://www.pref.nara.jp/
1508.htm

奈良県立民俗博物館
(0743-53-3171)

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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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奈良県 大和郡山市 ①、③ 第２１回こおりやま歴史フォーラム
本市に関連する歴史・文化財の中から適切なテーマを設定し、学識経験者の講演を基にシ
ンポジウムを行い、市民とともに考え、文化財保護思想の啓蒙を図る企画で、教育普及活
動の核となるもの。（ 平成７年度から実施している。）

11月10日
ＤＭＧ　ＭＯＲＩ
やまと郡山城ホール
小ホール

大和郡山市教育委員会 無料
https://www.city.yamat
okoriyama.nara.jp/

0743-53-1156

奈良県 吉野町 ③ 吉野町文化祭 文化協会による作品展示や出店等がだされます。 11月3～4日 三茶屋見附 吉野町文化協会 無料
吉野町教育委員会事務局
0746－32－0190

奈良県 吉野町 ① 歴史講演会「藤原京から見た吉野」 橿原市文化財課の竹田正則氏に「藤原京から見た吉野」と題してご講演をいただきます。 11月11日 吉野町中央公民館 吉野町教育委員会
吉野町教育委員会事務局
0746－32－0190

奈良県
県内市町村
全域

①②③
「奈良県教育の日」及び「奈良県教育週間」
における関連行事や授業公開等

毎年１１月１日～７日を「奈良県教育週間」とし、県、市町村教育委員会、関連団体におい
て、講演会や講座、音楽会等を開催したり、各学校・園において、授業公開等を行ったりし
ています。

奈良県教育週間
11月１日～7日
を中心とした前後１ヶ月

県内各地
※詳しくは県HPに

奈良県教育委員会
市町村教育委員会
各学校・園他

http://www.pref.nara.jp/
13643htm

奈良県教育委員会事務局
教育振興大綱推進課
0742-27-9830

H30.9月上旬に更新予
定

奈良県
奈良県下の
市町村

③
奈良県大芸術祭
奈良県障害者大芸術祭

奈良県大芸術祭、奈良県障害者大芸術祭の一体開催。
９月から１１月の３ヶ月間、「文化の力で奈良を元気に！」をテーマに、県内各地で催される
様々な文化・芸術イベントにより奈良の秋を彩る、文化・芸術の祭典です。

9月1日～11月30日 奈良県下

奈良県大芸術祭実行委員会
奈良県障害者
大芸術祭実行委員会
奈良県

https://nara-arts.com/

奈良県大芸術祭
実行委員会事務局
奈良県障害者大芸術祭
実行委員会事務局
TEL:0742-27-8488

奈良県 大和高田市 ① 人権セミナー２１
人権意識を高める機会として年４回開催され、幅広く人権課題について学び、豊かな人権
感覚を磨き、あらゆる差別をなくす力量を高め、地域・職場・各社会教育団体のリーダーを
養成することを目的としています。

10月23日 中央公民館 大和高田市 無料
大和高田市役所
人権施策課
0745-22-1101

奈良県 大和高田市 ①
第６回健康いきいきフェスタ2018
in大和高田市立病院

市民の方に、イベントや体験などを通じ、健康や介護についてあらためて考える機会を持っ
ていただくことを目的としています。

11月3日 大和高田市立病院 大和高田市 無料
大和高田市立病院
0745-53-2901

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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


