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岩手県 一関市 ② 高専祭 学生による様々な自主企画を催します。 11月3日～4日 一関工業高等専門学校 一関工業高等専門学校 無料
https://www.ichinoseki.a
c.jp/

一関工業高等専門学校
総務課総務係
0191-24-4704

一ノ関駅から高専会
場まではシャトルバス
運行

岩手県 一関市 ② 花高祭
文化部・委員会・クラスの展示発表を中心に、ステージ発表・模擬店
等を行います。また、ＰＴＡによるもちふるまい等も行います。

10月27日 花泉高校 花泉高校 無料
http://www2.iwate-
ed.jp/han-h/

花泉高校
0191-82-3363

岩手県 一関市 ② 学校へ行こう週間
期間中は通常の授業、部活動や施設設備等を見学していただきま
す。

10月9日～10月12日 花泉高校 花泉高校 無料
http://www2.iwate-
ed.jp/han-h/

花泉高校
0191-82-3363

岩手県 一関市 ② 清明祭
各学部、分教室ごとにステージ発表、作品展示、作業製品販売を行
います。

10月11日、10月13日
10月27日、10月28日
11月 3日

一関清明支援学校 一関清明支援学校 無料
一関清明支援学校
0191-33-1600

各校舎、分教室ごとに
開催日が異なります。

岩手県 一関市 ② 学習発表会 日ごろの学習の成果を劇や音楽などで発表します。 10月27日 一関小学校体育館 一関小学校 無料
一関小学校
23-5016

岩手県 一関市 ② 学習発表会 日ごろの学習の成果を劇や音楽などで発表します。 10月27日 山目小学校体育館 山目小学校 無料
山目小学校
23-2257

岩手県 一関市 ② 学習発表会 日ごろの学習の成果を劇や音楽などで発表します。 10月20日 赤荻小学校体育館 赤荻小学校 無料
赤荻小学校
 25-2130

岩手県 一関市 ② 学習発表会 日ごろの学習の成果を劇や音楽などで発表します。 10月27日 中里小学校体育館 中里小学校 無料
中里小学校
23-2231

岩手県 一関市 ② 学習発表会 日ごろの学習の成果を劇や音楽などで発表します。 10月27日 滝沢小学校体育館 滝沢小学校 無料
滝沢小学校
 23-4090

岩手県 一関市 ② 文化祭 日ごろの学習の成果を劇や音楽などで発表します。 10月20日 南小学校体育館 南小学校 無料
南小学校
23-3218

岩手県 一関市 ② 学習発表会 日ごろの学習の成果を劇や音楽などで発表します。 10月27日 弥栄小学校体育館 弥栄小学校 無料
弥栄小学校
43-3129

岩手県 一関市 ② 学習発表会 日ごろの学習の成果を劇や音楽などで発表します。 10月20日 萩荘小学校体育館 萩荘小学校 無料
萩荘小学校
24-2350

岩手県 一関市 ② 学習発表会 日ごろの学習の成果を劇や音楽などで発表します。 10月20日 厳美小学校体育館 厳美小学校 無料
厳美小学校
29-2114

岩手県 一関市 ② 学習発表会 日ごろの学習の成果を劇や音楽などで発表します。 10月13日 舞川小学校体育館 舞川小学校 無料
舞川小学校
28-2121

岩手県 一関市 ② 学習発表会 日ごろの学習の成果を劇や音楽などで発表します。 10月27日 永井小学校体育館 永井小学校 無料
永井小学校
84-2230

岩手県 一関市 ② 学習発表会 日ごろの学習の成果を劇や音楽などで発表します。 10月20日 涌津小学校体育館 涌津小学校 無料
涌津小学校
82-3326

岩手県 一関市 ② 学習発表会 日ごろの学習の成果を劇や音楽などで発表します。 10月20日 油島小学校体育館 油島小学校 無料
油島小学校
82-3328

岩手県 一関市 ② 学習発表会 日ごろの学習の成果を劇や音楽などで発表します。 10月13日 花泉小学校体育館 花泉小学校 無料
花泉小学校
82-3322

岩手県 一関市 ② 学習発表会 日ごろの学習の成果を劇や音楽などで発表します。 10月27日 老松小学校体育館 老松小学校 無料
老松小学校
82-3325

岩手県 一関市 ② 学習発表会 日ごろの学習の成果を劇や音楽などで発表します。 10月27日 金沢小学校体育館 金沢小学校 無料
金沢小学校
82-3323

岩手県 一関市 ② 学習発表会 日ごろの学習の成果を劇や音楽などで発表します。 10月27日 大原小学校体育館 大原小学校 無料
大原小学校
72-2132
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岩手県 一関市 ② 学習発表会 日ごろの学習の成果を劇や音楽などで発表します。 10月27日 大東小学校体育館 大東小学校 無料
大東小学校
75-2234

岩手県 一関市 ② 学習発表会 日ごろの学習の成果を劇や音楽などで発表します。 10月27日 興田小学校体育館 興田小学校 無料
興田小学校
74-2514

岩手県 一関市 ② 学習発表会 日ごろの学習の成果を劇や音楽などで発表します。 10月20日 猿沢小学校体育館 猿沢小学校 無料
猿沢小学校
76-2022

岩手県 一関市 ② 学習発表会 日ごろの学習の成果を劇や音楽などで発表します。 10月20日 千厩小学校体育館 千厩小学校 無料
千厩小学校
34-5102

岩手県 一関市 ② 学習発表会 日ごろの学習の成果を劇や音楽などで発表します。 10月20日 東山小学校体育館 東山小学校 無料
東山小学校
47-2144

岩手県 一関市 ② 学習発表会 日ごろの学習の成果を劇や音楽などで発表します。 10月20日 室根東小学校体育館 室根東小学校 無料
室根東小学校
64-2103

岩手県 一関市 ② 学習発表会 日ごろの学習の成果を劇や音楽などで発表します。 10月20日 室根西小学校体育館 室根西小学校 無料
室根西小学校
64-2106

岩手県 一関市 ② 学習発表会 日ごろの学習の成果を劇や音楽などで発表します。 10月27日 川崎小学校体育館 川崎小学校 無料
川崎小学校
43-3113

岩手県 一関市 ② 学習発表会 日ごろの学習の成果を劇や音楽などで発表します。 10月20日 藤沢小学校体育館 藤沢小学校 無料
藤沢小学校
63-2011

岩手県 一関市 ② 学習発表会 日ごろの学習の成果を劇や音楽などで発表します。 11月3日 黄海小学校体育館 黄海小学校 無料
黄海小学校
63-2017

岩手県 一関市 ② 学習発表会 日ごろの学習の成果を劇や音楽などで発表します。 10月20日 新沼小学校体育館 新沼小学校 無料
新沼小学校
63-2016

岩手県 一関市 ② 文化祭 ステージ発表や作品展を行います。 10月28日 一関中学校 一関中学校 無料
一関中学校
23-5120

岩手県 一関市 ② 文化祭 ステージ発表や作品展を行います。 10月28日 磐井中学校 磐井中学校 無料
磐井中学校
23-5233

岩手県 一関市 ② 文化祭 ステージ発表や作品展を行います。 10月28日 一関東中学校 一関東中学校 無料
一関東中学校
23-3411

岩手県 一関市 ② 文化祭 ステージ発表や作品展を行います。 10月28日 桜町中学校 桜町中学校 無料
桜町中学校
23-5249

岩手県 一関市 ② 文化祭 ステージ発表や作品展を行います。 10月28日 萩荘中学校 萩荘中学校 無料
萩荘中学校
24-2324

岩手県 一関市 ② 文化祭 ステージ発表や作品展を行います。 10月27日 厳美中学校 厳美中学校 無料
厳美中学校
29-2016

岩手県 一関市 ② 文化祭 ステージ発表や作品展を行います。 10月27日 舞川中学校 舞川中学校 無料
舞川中学校
28-2823

岩手県 一関市 ② 文化祭 ステージ発表や作品展を行います。 10月28日 花泉中学校 花泉中学校 無料
花泉中学校
82-5411

岩手県 一関市 ② 文化祭 ステージ発表や作品展を行います。 10月28日 大原中学校 大原中学校 無料
大原中学校
72-2239

岩手県 一関市 ② 文化祭 ステージ発表や作品展を行います。 10月28日 大東中学校 大東中学校 無料
大東中学校
75-2227

岩手県 一関市 ② 文化祭 ステージ発表や作品展を行います。 10月28日 興田中学校 興田中学校 無料
興田中学校
  74-2018
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岩手県 一関市 ② 文化祭 ステージ発表や作品展を行います。 10月28日 千厩中学校 千厩中学校 無料
千厩中学校
53-2146

岩手県 一関市 ② 文化祭 ステージ発表や作品展を行います。 10月27日 東山中学校 東山中学校 無料
東山中学校
47-2108

岩手県 一関市 ② 文化祭 ステージ発表や作品展を行います。 10月22日 室根中学校 室根中学校 無料
室根中学校
64-2131

岩手県 一関市 ② 文化祭 ステージ発表や作品展を行います。 10月28日 川崎中学校 川崎中学校 無料
川崎中学校
43-3115

岩手県 一関市 ② 文化祭 ステージ発表や作品展を行います。 10月28日 藤沢中学校 藤沢中学校 無料
藤沢中学校
63-2323

岩手県 一関市 ② 高専祭 学生による様々な自主企画を催します。
11月３～
４日

一関工業高等専門学校 一関工業高等専門学校 無料
https://www.ichinoseki.a
c.jp/

総務課総務係
0191-24-4704

岩手県 一戸町 2 まほろばの風学習発表会
学年の特性を生かして表現活動に取り組み、劇・音楽・地域伝承芸
能のステージ発表を行います。

10月28日 一戸南小学校 一戸南小学校 無料 0195-33-3071

岩手県 一戸町 2 学校へ行こう
授業参観の時間を一日取り、子どもたちの学習する姿を父母や地域
の方々に見てもらいます。

11月17日 一戸南小学校 一戸南小学校 無料 0195-33-3071

岩手県 一戸町 2 交流文化祭
奥中山中と盛岡みたけ支援学校奥中山校の生徒による作品展示と
ステージ発表（合唱・演劇など）を行います。

10月27日 奥中山中学校 奥中山中学校 無料
奥中山中学校
0195-35-2219

岩手県 一戸町 2 学校へ行こう
授業公開及び講演会を行います。
講演は「礼法教室」を予定しています。

11月23日 奥中山中学校 奥中山中学校 無料
奥中山中学校
0195-35-2219

岩手県 一戸町 ③ 一戸町文化祭
町民の芸術文化に対する意識の高揚を図るため、文化協会、公民館
利用団体、児童・生徒等による作品展示や舞台発表を行います。

11月2～4日 一戸町民文化センター
一戸町文化祭実行委員
会

無料
一戸町HP
http://www.town.ichinoh
e.iwate.jp

一戸町教育委員会生涯学習課
0195-33-2111

岩手県 一戸町 ③ 岩手芸術祭巡回美術展 第71回岩手芸術祭美術展の優秀作品を展示します。 11月13～15日 一戸町コミュニティセンター
特定非営利活動法人
いちのへ芸術・文化ＮＰ
Ｏ

無料
一戸町コミュニティセン
ターHPhttp://ichi-
culture.ｊｐ/komisen/

一戸町コミュニティセンター
0195-31-1400

岩手県 一戸町 ③ とことこおはなし会
0～3才児を対象に、絵本や紙芝居の読み聞かせ、手遊びを行いま
す。

10月19日
11月16日

地域子育て支援センター
「のびのび」
（一戸町役場隣旧保健セン
ター）

特定非営利活動法人
いちのへ芸術・文化ＮＰ
Ｏ

無料
一戸町立図書館HP
http://ichinohe-
lib.sakura.ne.jp

一戸町立図書館
0195-31-1400

岩手県 一戸町 ③ としょかん映画会
映画を通じて豊かな情緒・感性を育むことを目的に、幼児から小学生
向けの映画会を行います。

10月27日
11月24日

一戸町立図書館
特定非営利活動法人
いちのへ芸術・文化ＮＰ
Ｏ

無料
一戸町立図書館HP
http://ichinohe-
lib.sakura.ne.jp

一戸町立図書館
0195-31-1400

岩手県 一戸町 ③ リーヴルシネマ 一般の方向けに映画会を行います。 11月11日 一戸町立図書館
特定非営利活動法人
いちのへ芸術・文化ＮＰ
Ｏ

無料
一戸町立図書館HP
http://ichinohe-
lib.sakura.ne.jp

一戸町立図書館
0195-31-1400

岩手県 一戸町 ③ 第41回一戸町郷土芸能祭 町内の郷土芸能保存団体による神楽等を発表します。 11月25日 一戸町コミュニティセンター
一戸町
郷土芸能保存協議会

無料
一戸町HP
http://www.town.ichinoh
e.iwate.jp

一戸町教育委員会生涯学習課
0195-33-2111

岩手県 一戸町 ①、③ 二戸地区世界遺産フォーラム

一戸町にある御所野遺跡は「北海道・北東北の縄文遺跡群」のひと
つとして平成21年にユネスコの世界文化遺産暫定リストに記載され、
平成30年には文化遺産国内推薦候補として選定された。現在平成32
年の世界遺産登録をめざしており、縄文文化と御所野遺跡の価値を
広く周知するために実施する。

11月10日 二戸市民文化会館
一戸町
一戸町教育委員会

無料
御所野縄文博物館
（0195-32-2652）
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岩手県 岩手町 ③ 松井 利佳子　ピアノリサイタル
盛岡市出身のピアニスト松井利佳子氏によるピアノリサイタル。バッ
ハやベートーヴェン、チャイコフスキー、ショパンなどクラシックの珠玉
の名曲を演奏。

10月7日 石神の丘美術館 石神の丘美術館友の会
http://ishigami-
iwate.jp/index.php

石神の丘美術館
0195-62-1453

一般1,500円（前売り
1,200円）、友の会
1,200円（前売り1,000
円）、大学生・高校生
800円（前売り500
円）、中学生以下無料

岩手県 岩手町 ② 岩手町中学校英語暗唱発表会
岩手町内の中学生の英語運用能力の向上を目指し、英語に親しみ
英語学習への意欲向上を図る。

10月9日 一方井中学校 岩手町教育委員会 無料
岩手町教育委員会
0195-62-2111

岩手県 岩手町 ① 第2回吟行会
短歌の好きな方、興味をお持ちの方は誰でも参加可。バスで各所を
巡り短歌を作り合評会を行います。短歌は１人２首作ります。

10月11日 岩手町中央公民館出発 岩手町中央公民館
岩手町中央公民館
0195-62-2877

参加費700円（昼食
代、保険料）

岩手県 岩手町 ①②
町民体育祭
町民ホッケー大会（小・中学校の
部）

町内小中学生によるホッケー大会。中学校新人戦を兼ねる。 10月13日 岩手町ホッケー場 岩手町、県中体連 無料
岩手町体育協会
0195-62-4835

岩手県 岩手町 ①
町民体育祭
ニュースポーツ交流会

町民によるニュースポーツ交流会を行う。 10月14日 岩手町総合グラウンドほか 岩手町 無料
岩手町体育協会
0195-62-4835

岩手県 岩手町 ③ 川口地区文化祭 地域による文化祭（展示、舞台発表等） 10月20～21日 川口公民館 川口地区 無料
川口公民館
0195-65-2001

岩手県 岩手町 ③ 一方井地区文化祭 地域による文化祭（展示、舞台発表等） 10月20～21日 一方井公民館 一方井地区 無料
一方井公民館
0195-62-2015

岩手県 岩手町 ② 沼宮内小学校学習発表会
児童による合唱、演劇などのステージ発表、書写や絵画等の作品展
示。

10月20日 沼宮内小学校 沼宮内小学校 無料
沼宮内小学校
0195-62-2262

岩手県 岩手町 ② 一方井中学校文化祭
合唱コンクール、英語暗唱、学級展示、生徒会展示、各部の展示、総
合的な学習の展示等

10月20日 一方井中学校 一方井中学校 無料
一方井中学校
0195-62-2644

岩手県 岩手町 ①
町民体育祭
町民ホッケー大会（一般の部）

町民を対象としたホッケー大会 10月21日 岩手町ホッケー場 岩手町 無料
岩手町体育協会
0195-62-4835

岩手県 岩手町 ③ 沼宮内公民館まつり 地域による文化祭（展示、舞台発表等） 10月21日 沼宮内公民館 沼宮内地区 無料
沼宮内公民館
0195-62-2503

岩手県 岩手町 ③ 水堀地区文化祭 地域による文化祭（展示、舞台発表等） 10月27～28日 水堀公民館 水堀地区 無料
水堀公民館
0195-62-8400

岩手県 岩手町 ② 川口小学校学習発表会
児童による合唱、演劇などのステージ発表、書写や絵画等の作品展
示。

10月27日 川口小学校 川口小学校 無料
川口小学校
0195-65-2004

岩手県 岩手町 ② 沼宮内中学校飛翔祭
合唱コンクール、英語暗唱、学級展示、生徒会展示、各部の展示、総
合的な学習の展示等

10月27日 沼宮内中学校 沼宮内中学校 無料
沼宮内中学校
0195-62-2504

岩手県 岩手町 ② 川口中学校文化祭
合唱コンクール、英語暗唱、学級展示、生徒会展示、各部の展示、総
合的な学習の展示等

10月28日 川口中学校 川口中学校 無料
川口中学校
0195-65-2030

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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岩手県 岩手町 ①② 第63回町民駅伝大会 町民を対象とした駅伝大会（小学校の部、中学校の部、一般の部） 11月3日 町内 岩手町体育協会 無料
岩手町体育協会
0195-62-4835

岩手県 岩手町 ③ 北山形地区文化祭 地域による文化祭（展示、舞台発表等） 11月4日 北山形公民館 北山形地区 無料
北山形公民館
0195-62-9157

岩手県 岩手町 ②
小中連携ファミリースクールによる
教育実践発表会（学校公開）

授業公開、研究発表、授業研究会助言 11月6日
一方井小学校
一方井中学校

岩手町教育委員会 無料
一方井小学校
0195-62-2657

岩手県 岩手町 ② 久保小学校学習発表会
児童による合唱、演劇などのステージ発表、書写や絵画等の作品展
示。

11月10日 久保小学校 久保小学校 無料
久保小学校
0195-62-2563

岩手県 岩手町 ③ 久保地区文化祭 地域による文化祭（展示、舞台発表等） 11月10～11日 久保公民館 久保地区 無料
久保公民館
0195-62-2686

岩手県 岩手町 ③ 岩手町芸術祭（展示部門）
絵画、華道、写真、書道、手工芸、陶芸、文芸等、各部門の入賞作品
を展示

11月10～25日 石神の丘美術館 岩手町教育委員会 無料
岩手町教育委員会
0195-62-2111

岩手県 岩手町 ③ 岩手町芸術祭（舞台部門） 町内各団体による日本舞踊、合唱、吹奏楽等のステージ発表 11月11日 岩手町スポーツ文化センター 岩手町教育委員会
岩手町教育委員会
0195-62-2111

入場料一般500円、高
校生以下無料

岩手県 岩手町 ② 学校へ行こう週間 授業の参観を通じて日常の教育活動を知る 11月12～16日 川口中学校 川口中学校 無料
川口中学校
0195-65-2030

岩手県 岩手町 ②
第50回岩手町小中学校連合音楽
会

町内児童生徒による合唱や合奏の発表会 11月14日 岩手町スポーツ文化センター 岩手町学校教育研究会 無料
岩手町学校教育研究会
（事務局：沼宮内小学校）
0195-62-2262

岩手県 岩手町 ② 一方井小学校表現集会
児童による合唱、演劇などのステージ発表、書写や絵画等の作品展
示。

11月17日 一方井小学校 一方井小学校 無料
一方井小学校
0195-62-2657

岩手県 岩手町 ③ 第41回岩手町郷土芸能発表会 町内郷土芸能団体による郷土芸能の演舞 11月18日 岩手町スポーツ文化センター
岩手町郷土芸能団体連
絡協議会

無料
岩手町教育委員会
0195-62-2111

岩手県 奥州市 ② 文化祭
奥州市立大田代小学校・奥州市立田原中学校合同の文化祭。
劇の発表や作品展も行います。

10月20日
田原中学校
体育館

奥州市立大田代小学校
奥州市立田原中学校

無料

大田代小学校
0197-32-2333
田原中学校
0197-32-2361

岩手県 奥州市 ② 学校を市民に公開する日 日常の授業参観と児童会主催の行事を行います。 11月2日 大田代小学校
奥州市立大田代小学校
奥州市立田原中学校

無料

大田代小学校
0197-32-2333
田原中学校
0197-32-2361

岩手県 奥州市 ② 祖父母参観日
祖父母に園での生活の様子を見ていただき、一緒に遊んで、触れ合
いを深めます。

10月13日 あゆみ園
奥州市立
幼保連携型認定こども園
あゆみ園

無料
認定こども園あゆみ園
0197－52－3131

岩手県 奥州市 ② 防火パレード 園児が防火を呼び掛けながら、地域をパレードします。 10月30日 あゆみ園
奥州市立
幼保連携型認定こども園
あゆみ園

無料
認定こども園あゆみ園
0197－52－3131
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岩手県 奥州市 ② 自由参観日
保護者や地域の方々に園内、園児の様子を自由に参観していただき
ます。

10月12日 佐倉河幼稚園 奥州市立佐倉河幼稚園 無料
佐倉河幼稚園
0197-24-6147

岩手県 奥州市 ② 未就園児体験入園③
未就園児が、園舎内外で園児と一緒にふれあったり遊んだりしてもら
います。

10月23日 佐倉河幼稚園 奥州市立佐倉河幼稚園 無料
佐倉河幼稚園
0197-24-6147

岩手県 奥州市 ② 生活発表会
日々の保育活動の中から、歌、踊り、劇などの表現発表を行い、園児
の成長した姿を見ていただきます。

11月17日 佐倉河幼稚園 奥州市立佐倉河幼稚園 無料
佐倉河幼稚園
0197-24-6147

岩手県 奥州市 ② 未就園児体験入園④
未就園児が、園舎内外で園児と一緒にふれあったり遊んだりしてもら
います。また、発表会ごっことして、いろいろな表現遊びも体験しても
らいます。

11月20日 佐倉河幼稚園 奥州市立佐倉河幼稚園 無料
佐倉河幼稚園
0197-24-6147

岩手県 奥州市 ② 作品展
各学年が各教科の学習で製作した作品を展示します。また、４年生に
よる地域に伝わる鋳物太鼓、全校による合唱の発表も行います。

10月20日 羽田小学校 奥州市立羽田小学校 無料
羽田小学校
0197-24-7403

岩手県 奥州市 ②
親子地域研修会
「新小谷木橋と羽田」

平成３２年度に完成予定の「新小谷木橋」について、児童、保護者、
地域の方々を対象に講演会を開き、「新小谷木橋」と地域のかかわり
について理解を深めます。

10月20日 羽田小学校 奥州市立羽田小学校 無料
羽田小学校
0197-24-7403

岩手県 奥州市 ② 一斉参観日
保護者、地域の方々に、道徳、保健学習を含む全校の１日の学習の
様子を参観していただきます。

11月13日 羽田小学校 奥州市立羽田小学校 無料
羽田小学校
0197-24-7403

岩手県 奥州市 ② 作品展示会 本校児童の作品展示をします。 10月13日 前沢小学校 奥州市立前沢小学校 無料
前沢小学校
0197-56-2343

岩手県 奥州市 ② 校内ロードレース大会 学団ごとに学校周辺のコースを走ります。 11月14日 前沢小学校 奥州市立前沢小学校 無料
前沢小学校
0197-56-2343

岩手県 奥州市 ② 学習発表会 各学年ごとに、劇や合唱などのステージ発表を行います。 10月13日 梁川小学校体育館 奥州市立梁川小学校 無料
梁川小学校
0197-37-2220

岩手県 奥州市 ② 校内マラソン大会 低・中・高学年に分かれて、学校の周囲を走ります。 11月2日 梁川小学校周辺 奥州市立梁川小学校 無料
梁川小学校
0197-37-2220

岩手県 奥州市 ② 収穫感謝祭
米の収穫を喜び、お世話になった方々を招待して、炊事や食事の交
流を縦割り班活動で行います。

11月8日 梁川小学校みんなの広場 奥州市立梁川小学校 無料
梁川小学校
0197-37-2220

岩手県 奥州市 ② 学習発表会 学年毎に音楽や劇等のステージ発表をします。 10月20日 南都田小学校 奥州市立南都田小学校 無料
南都田小学校
0197-46-3130

岩手県 奥州市 ② 学校を市民に公開する日
日常の授業の様子を公開します（１～５校時）。マラソン大会・図書ま
つりも行います。

11月6日 南都田小学校 奥州市立南都田小学校 無料
南都田小学校
0197-46-3130

岩手県 奥州市 ② 学校を市民に公開する日 授業参観、校内マラソン大会を行います。 11月6日 胆沢愛宕小学校
奥州市立
胆沢愛宕小学校

無料
胆沢愛宕小学校
0197-49-2233

岩手県 奥州市 ② 文化祭　銀河の郷合唱祭
各学年・全校で取組んできた合唱を披露したり、生徒の活動を合唱と
呼び掛けにより表現します。

10月27日 衣川中学校 奥州市立衣川中学校 無料
衣川中学校
0197-52-3201

岩手県 奥州市 ② 学校を市民に公開する日
全学年の授業を公開します。3年生を対象にした高校入試説明会を
開催します。

11月9日 衣川中学校 奥州市立衣川中学校 無料
衣川中学校
0197-52-3201

岩手県 奥州市 ② 学習発表会
児童によるステージ発表です。各学年趣向を凝らした、笑いあり・涙
あり・感動ありの6つの劇と、全校児童による群読・合唱を披露しま
す。

10月20日 伊手小学校体育館 奥州市立伊手小学校 無料
伊手小学校
0197-39-2123

岩手県 奥州市 ② 学校を市民に公開する日
学校を１日公開する日です。(12:00～13:00を除く)児童・保護者・地域
の方3者が協力して作成した地域の防災マップ・お宝発見マップの発
表も行います。

11月6日 伊手小学校 奥州市立伊手小学校 無料
伊手小学校
0197-39-2123

岩手県 奥州市 ② 学習発表会
高めてきた表現力を発揮し，学年ごとに設定したテーマに基づき，演
劇や音楽等をステージで発表します。

10月27日 常盤小学校体育館 常盤小学校 無料
http://school.city.oshu.iw
ate.jp/tokiwa-e/

常盤小学校
0197-23-2641

岩手県 奥州市 ② 学校を市民に公開する日
地域の一般の方々に本校教育の様子を公開し，子どもたちの学習の
様子を参観していただきます。

11月14日 常盤小学校体育館 常盤小学校 無料
http://school.city.oshu.iw
ate.jp/tokiwa-e/

常盤小学校
0197-23-2641
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岩手県 奥州市 ② 幼小文化発表会
奥州市水沢の市立幼稚園や小学校の代表児童が，Ｚホールの大
ホールのステージに立ち，ダンスや音楽演奏を発表し合います。

10月11日 奥州市文化会館Ｚホール 実行委員会 無料
常盤小学校
0197-23-2641

岩手県 奥州市 ② 学校を市民に公開する日 授業公開及び文化講演会を行います。 9月14日 胆沢第一小学校
奥州市立胆沢第一小学
校

無料
胆沢第一小学校
0197-47-0323

岩手県 奥州市 ② 学習発表会 日常の学習成果をステージで発表します。 10月13日 胆沢第一小学校
奥州市立胆沢第一小学
校

無料
胆沢第一小学校
0197-47-0323

岩手県 奥州市 ② 校内マラソン大会 学校体育の発表の場としてマラソン大会を行います。 10月23日 胆沢第一小学校
奥州市立胆沢第一小学
校

無料
胆沢第一小学校
0197-47-0323

岩手県 奥州市 ② 田原小学校学習発表会 各学級の発表、全校合唱 10月20日
奥州市立田原小学校　体育
館

奥州市立田原小学校 無料
田原小学校
0197-35-1928

岩手県 奥州市 ② 学校を市民に公開する日
通常授業の様子を参観していただきます。また、この日は、祖父母参
観も兼ねており、ご来場の皆様とのふれあい活動も予定しています。

9月14日 人首小学校 奥州市立人首小学校 無料
人首小学校
0197-38-2061

岩手県 奥州市 ② マラソン大会・家庭教育講演会
全校が男女別に分かれてマラソンをします。その後、学校保健委員
会で「早寝・早起き・朝ごはん」の講演会もあります。

10月12日 人首小学校 奥州市立人首小学校 無料
人首小学校
0197-38-2061

岩手県 奥州市 ② 学習発表会
日常の学習活動の成果を劇や音楽で発表します。今年は、創立146
周年にあたり、本校の歩みにもふれた演目も用意しています。

10月20日 人首小学校 奥州市立人首小学校 無料
人首小学校
0197-38-2061

岩手県 奥州市 ② 学習発表会 劇や歌などにより、日ごろの学習の成果を学年ごとに発表します。 10月14日 広瀬小学校 奥州市立広瀬小学校 無料
広瀬小学校
0197-36-2117

岩手県 奥州市 ② 学校を市民に公開する日
日ごろの学校の教育活動を公開します。５校時（13:05～）は各学級で
道徳の授業を行います。

11月1日 広瀬小学校 奥州市立広瀬小学校 無料
広瀬小学校
0197-36-2117

岩手県 奥州市 ② 防火パレード・幼稚園自由参観日
消防署等の協力のもと、園児が防火を呼びかけながら地域をパレー
ドします。また、保護者や地域の方に園内・園児の様子を参観してい
ただきます。

10月29日 幼稚園から峠地区周辺 奥州市立小山東幼稚園 無料
小山東幼稚園
0197-47-0327

岩手県 奥州市 ② 地区センター祭り 地区センターの文化祭で『堀切囃子』の太鼓や作品を披露します。 11月18日 小山地区センター
奥州市小山地区セン
ター

無料
小山東幼稚園
0197-47-0327

岩手県 奥州市 ② 生活発表会 幼稚園のホールで楽器・劇・歌・遊戯等を発表します。 11月23日 小山東幼稚園 奥州市立小山東幼稚園 無料
小山東幼稚園
0197-47-0327

岩手県 奥州市 ②
ひがしっ子広場
（未就園児体験入園）

地域内の未就園児が来園し、園児と一緒に遊んだり、幼稚園の雰囲
気を楽しんだりします。

11月30日 小山東幼稚園 奥州市立小山東幼稚園 無料
小山東幼稚園
0197-47-0327

岩手県 奥州市 ② 江刺第一中学校文化祭
ステージ発表（一中太鼓、合唱、吹奏楽）、合唱コンクール、展示（教
科作品、新聞、生徒会、文化部）を行います。

10月27日 江刺第一中学校
奥州市立江刺第一中学
校

無料
江刺第一中学校
0197-35-1917

岩手県 奥州市 ② 学習発表会 日頃の学習の成果を劇や音楽によって発表します。 10月20日 衣川小学校 奥州市立衣川小学校 無料
0197-52-3202
衣川小学校

岩手県 奥州市 ② 学校を市民に公開する日
地域の皆様に学校を公開し、子どもたちの学習・活動の様子を参観し
ていただきます。

11月9日 衣川小学校 奥州市立衣川小学校 無料
0197-52-3202
衣川小学校

岩手県 奥州市 ② 学習発表会 全校音楽、各学年発表(劇、合唱・合奏、教科関連)、玉里甚句発表 10月20日 玉里小学校 奥州市立玉里小学校 無料
玉里小学校
0197‐36‐2122

岩手県 奥州市 ② 校内マラソン大会 学団別競技　低学年900ｍ 　中学年1200ｍ 　高学年1500ｍ 11月1日 玉里小学校 奥州市立玉里小学校 無料
玉里小学校
0197‐36‐2122

岩手県 奥州市 ② 感謝の会 ・南小フェスティバル
第１部感謝の会:防犯協会標語表彰・全校合唱
第２部:南小フェスティバル 神楽クラブ 学年発表を披露

10月13日 水沢南小学校体育館 奥州市立水沢南小学校 無料
水沢南小学校
0197-24-2470

岩手県 奥州市 ② 学校を市民に公開する日
地域の皆さまに学校を公開し、子ども達の学習、活動に様子を参観し
ていただきます。

11月2日 水沢南小学校 奥州市立水沢南小学校 無料
水沢南小学校
0197-24-2471

岩手県 奥州市 ② 鼓笛引継式 第６０代鼓笛隊(現６年生)から、第６１代鼓笛隊に引き継ぎをします。 12月1日 水沢南小学校体育館 奥州市立水沢南小学校 無料
水沢南小学校
0197-24-2472

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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岩手県 奥州市 ② 学習発表会
各学年ごとに劇・音楽などの表現活動を中心にステージ発表をしま
す。来場者全員で歌を歌うプログラムもあります。

10月20日 稲瀬小学校体育館 奥州市立稲瀬小学校 無料
稲瀬小学校
0197－35－1926

岩手県 奥州市 ② 校内マラソン大会
朝マラソンの成果を確かめるため、全学年児童が校庭とその周辺を
走ります。

10月31日 稲瀬小学校周辺 奥州市立稲瀬小学校 無料
稲瀬小学校
0197－35－1926

岩手県 奥州市 ② 江刺小学校音楽発表会
江刺地域の小学校１２校によるステージ発表。合唱や合奏を行いま
す。

10月17日 江刺体育文化会館 奥州市教育委員会他 無料

江刺小学校音楽会
実行委員会事務局
（稲瀬小学校）
0197－35－1926

岩手県 奥州市 ② 学習発表会 日常の学習の成果を、学年ごとに劇や音楽などで発表します。 10月13日 真城小学校体育館 奥州市立真城小学校 無料
真城小学校
0197-23-2959

岩手県 奥州市 ② 校内持久走大会 それぞれの学年に分かれて学校周辺のコースを走ります。 10月23日 真城小学校周辺 奥州市立真城小学校 無料
真城小学校
0197-23-2959

岩手県 奥州市 ② 学校を市民に公開する日
日ごろの学校の教育活動を公開します。保護者を交え、情報モラル
教室、生活習慣予防講演会も開催します。

11月1日 真城小学校 奥州市立真城小学校 無料
真城小学校
0197-23-2959

岩手県 奥州市 ③
平成30年度秋の企画展「欧米列強
の足音～長英と宇和島～」

高野長英が逃亡時代に滞在した宇和島藩において、藩主の依頼で
残した翻訳の著書や当時の足跡から、軍事政策に尽力した姿勢を紹
介します。

9月19日～11月18日 高野長英記念館
奥州市立
高野長英記念館

高野長英記念館HP
http://www.city.oshu.iwa
te.jp/syuzou01/

奥州市立高野長英記念館
0197-23-6034

岩手県 奥州市 ③ 国指定重要文化財公開 長英の著書や書状など重要文化財の公開を行います。 10月2日～11月4日 高野長英記念館
奥州市立
高野長英記念館

高野長英記念館HP
http://www.city.oshu.iwa
te.jp/syuzou01/

奥州市立高野長英記念館
0197-23-6034

岩手県 奥州市 ③
平成30年度第2回企画展
明治維新150年記念「エピソードで
綴る　明治の元勲と後藤新平」

明治維新を実現し、明治政府の樹立・安定に寄与した人物や、内閣
制度発足時に日本の政治をリードした人物たちと後藤新平の関わり
を紹介します。

7月20日～10月21日 後藤新平記念館展示室 後藤新平記念館
一般200円、高校
生以下無料

【後藤新平記念館HP】
http://www.city.oshu.iwa
te.jp/shinpei/

後藤新平記念館
0197-25-7870

岩手県 奥州市 ③
秋の企画展「新収蔵資料展～掛
軸・扁額・屏風～」

新規受理した寄贈資料等の展示を中心とした企画展です。 10月2日～11月18日
奥州市武家住宅資料館
資料センター

奥州市武家住宅資料館 無料

奥州市武家住宅資料館
TEL:0197-22-5642(FAX兼)
mail:bukejyutaku@city.oshu.iwate.j
p

岩手県 奥州市 ③
学芸調査員による企画展示資料説
明

新規受理した寄贈資料等の展示解説です。平成30年10月７日(日)
午後１時30分から30分程度の説明となります。

10月7日
奥州市武家住宅資料館
資料センター

奥州市武家住宅資料館 無料

奥州市武家住宅資料館
TEL:0197-22-5642(FAX兼)
mail:bukejyutaku@city.oshu.iwate.j
p

岩手県 奥州市 ③④
第２回歴史講演会「高野長英の学
究－胸に秘めた思い－」講師　高野
長英顕彰会会長　今野　健氏

高野長英顕彰会の会長・今野健氏による歴史講演会です。「高野長
英の学究－胸に秘めた思い－」と題し、平成30年10月７日(日)午後２
時から旧内田家住宅日本間にて開催いたします。

10月7日
奥州市武家住宅資料館
旧内田家住宅日本間

奥州市武家住宅資料館 無料

奥州市武家住宅資料館
TEL:0197-22-5642(FAX兼)
mail:bukejyutaku@city.oshu.iwate.j
p

岩手県 奥州市 ①③④
あそんでまなぼう！うしはく探検隊
(たんけんたい)　２０１８

牛の博物館を会場に子ども向けの工作イベントを行います。身のま
わりの自然に焦点を当て、参加者が家族で楽しい時間を過ごすこと
を目的とします。

11月4日 牛の博物館 牛の博物館 無料

牛の博物館
http://www.isop.ne.jp/atr
ui/mhaku.ht
ml

奥州市牛の博物館
0197-56-7666

岩手県 奥州市 ①③④
企画展「牛飼いたちの仕事－飼養
管理の昭和史-」

昭和の時代を中心とした飼養管理の道具を展示して牛飼いの仕事を
紹介し、現在につながる畜産の変化を解説します。

7月21日～10月14日 牛の博物館 牛の博物館

牛の博物館
http://www.isop.ne.jp/atr
ui/mhaku.ht
ml

奥州市牛の博物館
0197-56-7666

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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岩手県 奥州市 ①③ 白鳥舘遺跡・鮎まつり
国指定史跡柳之御所・平泉遺跡群(白鳥舘遺跡)地内等において、歴
史体験イベントの開催や伝統芸能の公演と、北上川産の焼き鮎をは
じめとした地元物産等の販売を行います。

10月14日(予定)
白鳥地区防災センター及び
史跡地内

白鳥舘遺跡・鮎まつり実
行委員会

奥州市教育委員会事務局
歴史遺産課
世界遺産登録推進室
0197-35-2111(内線444)

岩手県 奥州市 ③
奥州市文化会館公募展
「第3回　北上川が繋ぐとっておきの
風景展」

北上川とその支流が流れる地域の自然や風景、関わりのある暮らし
などをテーマに制作された絵画や版画、写真、工芸立体などの作品
を展示します。

10月24日～11月4日 奥州市文化会館展示室
一般財団法人奥州市文
化振興財団

無料
【奥州市文化会館HP】
http://www.oshu-
bunka.or.jp/zhall/

奥州市文化会館
0197-22-6622

岩手県 奥州市 ③ 第71回岩手芸術祭巡回美術展 岩手芸術祭美術展の上位入賞作品を巡回展示します。 11月21日～25日 奥州市文化会館展示室
一般財団法人奥州市文
化振興財団

無料
【奥州市文化会館HP】
http://www.oshu-
bunka.or.jp/zhall/

奥州市文化会館
0197-22-6622

岩手県 奥州市 ①③ ミュージアムナイト トークセッション＆ライブです。夜間特別開館します。 10月13日 えさし郷土文化館 えさし郷土文化館 ３００円
えさし郷土文化館㏋
http://www.esashi-
iwate.gr.jp/bunka/

えさし郷土文化館
0197-31-1600

岩手県 奥州市 ①③ 文学史講座⑥
「近世の紀行文等に記された平泉・衣川」と題して毎月開催している
館長による講座です。

10月25日 奥州市立江刺図書館
えさし郷土文化館、江刺
図書館共催

奥州市立江刺図書館
0197-35-2111（代）

岩手県 奥州市 ①③ 歴史茶話会④ 古代の食事についてのお話しをお茶と一緒に楽しむことができます。 10月19日 えさし郷土文化館 えさし郷土文化館 ３００円
えさし郷土文化館㏋
http://www.esashi-
iwate.gr.jp/bunka/

えさし郷土文化館
0197-31-1600

岩手県 奥州市 ①③ 館長のツキイチ講座⑦ 館長による定例講座です。 10月28日 えさし郷土文化館 えさし郷土文化館 ３００円
えさし郷土文化館㏋
http://www.esashi-
iwate.gr.jp/bunka/

えさし郷土文化館
0197-31-1600

岩手県 奥州市 ①③ ミュージアムフェア 文化の日無料開放日です。 11月3日 えさし郷土文化館 えさし郷土文化館 無料
えさし郷土文化館㏋
http://www.esashi-
iwate.gr.jp/bunka/

えさし郷土文化館
0197-31-1600

岩手県 奥州市 ①③ 文学史講座⑦ 近世の紀行文で見る平泉と衣川についての講座です。 11月22日 奥州市立江刺図書館
えさし郷土文化館、江刺
図書館共催

奥州市立江刺図書館
0197-35-2111（代）

岩手県 奥州市 ①③ 館長のツキイチ講座⑧ 館長による定例講座です。 11月25日 えさし郷土文化館 えさし郷土文化館 ３００円
えさし郷土文化館
0197-31-1600

岩手県 奥州市 ② 水農祭
一般公開・学科内容展示・収穫物の販売・模擬店・食堂・作品展示・
文化部ステージ（吹奏楽・民族舞踊）を行います。

10月28日 岩手県立水沢農業高等学校
岩手県立水沢農業高等
学校

無料
http://www2.iwate-
ed.jp/msa-h/

岩手県立水沢農業高等学校
0197-47-0312

岩手県 奥州市 ② 前高祭 クラス展示、ステージ発表、模擬店などを行います。
10月20日
～10月21日

前沢高等学校 前沢高等学校 無料
http://www2.iwate-
ed.jp/mae-h/

岩手県立前沢高等学校
0197-56-2241

岩手県 奥州市 ② 学校へ行こう週間
本校の普段の学習や、部活動の様子を保護者･地域のみなさんに公
開します。

10月29日
～11月2日

前沢高等学校 前沢高等学校 無料
http://www2.iwate-
ed.jp/mae-h/

岩手県立前沢高等学校
0197-56-2241

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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岩手県 奥州市 ②③ 第１８回前沢福祉の里まつり
３施設（前沢明峰支援学校・たばしね学園・白梅の園）の児童生徒、
保護者、利用者と地域住民が交流を楽しむイベントです。

11月3日
前沢明峰支援学校・たばしね
学園・白梅の園

前沢明峰支援学校、た
ばしね学園、白梅の園、
北前沢会館、前沢北地
区住民協議会

岩手県立前沢明峰支援
学校
HP:http://www2.iwate-
ed.jp/mae-y/

岩手県立前沢明峰支援学校
0197‐56‐6707

岩手県 奥州市 ② 学校に行こう週間
当校への理解や取組みを更に深めていただくために、学校公開を行
ないます。

10月16日～10月21日 岩谷堂高等学校 岩谷堂高等学校 無料
http://www2.iwate-
ed.jp/iyd-h/

教務課
0197-35-2018

岩手県 奥州市 ② 岩高祭
栽培・収穫した農産物及び加工品などの販売、食堂の開設、クラス展
示など、日頃の学習の成果を一般公開しながら、創立100周年を迎え
た岩谷堂高校の魅力や価値を発信します。

10月20日～10月21日 岩谷堂高等学校 岩谷堂高等学校 無料
http://www2.iwate-
ed.jp/iyd-h/

教務課
0197-35-2018

岩手県 奥州市 ② 学校へ行こう週間
周辺地域住民の方々に学校に来ていただき、授業見学などで奥州校
の様子、雰囲気について理解を深めてもらうため、学校を公開する。

11月5日～11月9日
県立杜陵高等学校奥州校定
時制

県立杜陵高等学校奥州
校定時制

無料
http://www2.iwate-
ed.jp/osh-h/

県立杜陵高等学校
奥州校定時制
0197-22-8611

岩手県 奥州市 ② 学校へ行こう週間
 開かれた学校づくりをめざし、スクーリングを公開することにより、受
講者の家族・学校評議員および地域の方々に、通信制高校の学習
環境と生徒の学校生活について理解していただく。

11月4日～11月11日
杜陵高等学校奥州校通信制
（水沢商業高校内）

杜陵高等学校奥州校通
信制（水沢商業高校内）

無料
http://www2.iwate-
ed.jp/osh-h/index.html

杜陵高等学校
奥州校通信制
（水沢商業高校内）
0197-25-2983

岩手県 奥州市      ② 学習発表会
１年生から6年生が、劇や合唱、合奏など、これまでの学習の成果を
発表します。

10月20日(土) 奥州市立藤里小学校体育館 奥州市立藤里小学校 無料
奥州市立藤里小学校
0197-39-3123

岩手県 奥州市      ②
授業参観、マラソン大会、
開校記念講演会

１・２校時は各学級、３・４校時校内マラソン大会（学校近くの道路を走
ります。）５・６校時は、開校記念講演会（講師、演題は未定)

11月１日（木） 奥州市立藤里小学校 奥州市立藤里小学校 無料
奥州市立藤里小学校
0197-39-3123

岩手県 大槌町 ③ 町民文化祭（発表部門） 町民の文化活動の成果を発表します。 11月3日 城山体育館
大槌町教育委員会、
大槌町芸術文化協会

無料
大槌町教育委員会生涯学習課
0193-42-2300

岩手県 大槌町 ③ 町民文化祭（展示部門） 町民の文化活動の成果を展示します。 11月2日～4日 城山体育館
大槌町教育委員会、
大槌町芸術文化協会

無料
大槌町教育委員会生涯学習課
0193-42-2300

岩手県 大槌町 ① 家庭教育講座 子育てに関する学習会を行います。 11月21日 吉里吉里学園小学部 大槌町教育委員会 無料
大槌町教育委員会生涯学習課
0193-42-2300

岩手県 大槌町 ② 吉里っ子文化祭 児童による作品の展示やステージ発表を行います。 10月13日 吉里吉里学園小学部 吉里吉里学園小学部 無料
吉里吉里学園小学部
0193-44-2210

岩手県 大槌町 ② 文化祭 生徒の作品の展示やステージ発表を行います。 10月27日 吉里吉里学園中学部 吉里吉里学園中学部 無料
吉里吉里学園中学部
0193-44-2310

岩手県 大槌町 ② 学習発表会・文化祭 児童生徒による合唱などのステージ発表を行います。 10月27日 大槌学園 大槌学園 無料
大槌学園
0193-42-2023

岩手県 大槌町 ②
第１３回小中一貫教育全国サミット
ｉｎおおつち

小中一貫教育連絡協議会、大槌町、大槌町教育委員会の主催で、１
日目は町内の各学園の学校公開、２日目は分科会と全体会を予定し
ています。

11月9日～10日 大槌学園・吉里吉里学園他
小中一貫教育連絡協議
会、大槌町、大槌町教育
委員会

大槌町教育委員会
学務課
0193-42-6100

岩手県 大船渡市 ①
第64回大船渡市民芸術祭
（部門別開催）

市民による俳句、短歌、舞踊、謡曲、演劇、音楽会等の発表会を行い
ます。

9月29日～12月2日
リアスホール、カメリアホー
ル、三陸公民館

大船渡市教育委員会・
大船渡市芸術文化協会

大船渡市教育委員会
生涯学習課
0192-27-3111（内線290

岩手県 大船渡市 ①
第64回大船渡市民芸術祭
（総合美術展）

市民による絵画、書写、工芸等の作品展示を行います。 11月3日～11月5日 市民体育館
大船渡市教育委員会・
大船渡市芸術文化協会

無料
大船渡市教育委員会
生涯学習課
0192-27-3111（内線290

岩手県 大船渡市 ① 地質観察会
野外での地質観察の方法を学びながら、生物の進化や地層・岩石の
成因を探り、郷土の生い立ちに関する理解を深めます。

10月21日 碁石海岸 大船渡市立博物館 無料
大船渡市立博物館
0192-29-2161

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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岩手県 大船渡市 ② 学習発表会 ステージ発表や作品展示を行います。 10月27日 盛小学校 盛小学校 無料
大船渡市立盛小学校
0192-26-3624

岩手県 大船渡市 ② 学習発表会 ステージ発表や作品展示を行います。 10月20日 大船渡小学校 大船渡小学校 無料
大船渡市立大船渡小学校
0192-26-3524

岩手県 大船渡市 ② 学習発表会 ステージ発表や作品展示を行います。 10月27日 末崎小学校 末崎小学校 無料
大船渡市立末崎小学校
0192-29-3928

岩手県 大船渡市 ② 学習発表会 ステージ発表や作品展示を行います。 10月27日 赤崎小学校 赤崎小学校 無料
大船渡市立赤崎小学校
0192-26-3625

岩手県 大船渡市 ② 学習発表会 ステージ発表や作品展示を行います。 10月27日 猪川小学校 猪川小学校 無料
大船渡市立猪川小学校
0192-26-3628

岩手県 大船渡市 ② 学習発表会 ステージ発表や作品展示を行います。 10月20日 立根小学校 立根小学校 無料
大船渡市立立根小学校
0192-26-3627

岩手県 大船渡市 ② 学習発表会 ステージ発表や作品展示を行います。 10月20日 日頃市小学校 日頃市小学校 無料
大船渡市立日頃市小学校
0192-28-2301

岩手県 大船渡市 ② 学習発表会 ステージ発表や作品展示を行います。 10月27日 大船渡北小学校 大船渡北小学校 無料
大船渡市立大船渡北小学校
0192-27-7107

岩手県 大船渡市 ② 学習発表会 ステージ発表や作品展示を行います。 10月20日 綾里小学校 綾里小学校 無料
大船渡市立綾里小学校
0192-42-2100

岩手県 大船渡市 ② 学習発表会 ステージ発表や作品展示を行います。 10月20日 越喜来小学校 越喜来小学校 無料
大船渡市立越喜来小学校
0192-44-2102

岩手県 大船渡市 ② 学習発表会 ステージ発表や作品展示を行います。 10月20日 吉浜小学校 吉浜小学校 無料
大船渡市立吉浜小学校
0192-45-2016

岩手県 大船渡市 ② 一中祭 ステージ発表や作品展示を行います。 10月28日 第一中学校 第一中学校 無料
大船渡市立第一中学校
0192-26-3527

岩手県 大船渡市 ② 文化祭 ステージ発表や作品展示を行います。 10月28日 大船渡中学校 大船渡中学校 無料
大船渡市立大船渡中学校
0192-27-6850

岩手県 大船渡市 ② 文化祭 ステージ発表や作品展示を行います。 10月28日 末崎中学校 末崎中学校 無料
大船渡市立末崎中学校
0192-29-3926

岩手県 大船渡市 ② 文化祭 ステージ発表や作品展示を行います。 10月28日 赤崎中学校 赤崎中学校 無料
大船渡市立赤崎中学校
0192-26-3525

岩手県 大船渡市 ② 文化祭 ステージ発表や作品展示を行います。 10月28日 日頃市中学校 日頃市中学校 無料
大船渡市立日頃市中学校
0192-28-2302

岩手県 大船渡市 ② 文化祭 ステージ発表や作品展示を行います。 10月28日 綾里中学校 綾里中学校 無料
大船渡市立綾里中学校
0192-42-2300

岩手県 大船渡市 ② 文化祭 ステージ発表や作品展示を行います。 10月28日 越喜来中学校 越喜来中学校 無料
大船渡市立越喜来中学校
0192-44-2104

岩手県 大船渡市 ② 文化祭 ステージ発表や作品展示を行います。 10月27日 吉浜中学校 吉浜中学校 無料
大船渡市立吉浜中学校
0192-45-2153

岩手県 大船渡市 ①
第64回大船渡市民芸術祭
（部門別開催）

市民による絵画、書写、工芸等の作品展示及び俳句、短歌、川柳、
舞踊、謡曲、音楽会等の発表会を行います。

9月29日～12月2日
リアスホール、カメリアホー
ル、市民体育館、三陸公民館
他

大船渡市教育委員会・
大船渡市芸術文化協会

無料
大船渡市教育委員会
生涯学習課
0192-27-3111（内線272）

岩手県 大船渡市 ①
第64回大船渡市民芸術祭
（総合美術展）

市民による絵画、書写、工芸等の作品展示及び俳句、短歌、川柳、
舞踊、謡曲、音楽会等の発表会を行います。

11月3日～11月5日 市民体育館
大船渡市教育委員会・
大船渡市芸術文化協会

無料
大船渡市教育委員会
生涯学習課
0192-27-3111（内線272）

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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岩手県 大船渡市 ①
第64回大船渡市民芸術祭
（部門別開催）

市民による俳句、短歌、舞踊、謡曲、演劇、音楽会等の発表会を行い
ます。

9月29日～12月2日
リアスホール、カメリアホー
ル、三陸公民館

大船渡市教育委員会・
大船渡市芸術文化協会

大船渡市教育委員会
生涯学習課
0192-27-3111（内線290

岩手県 大船渡市 ①
第64回大船渡市民芸術祭
（総合美術展）

市民による絵画、書写、工芸等の作品展示を行います。 11月3日～11月5日 市民体育館
大船渡市教育委員会・
大船渡市芸術文化協会

無料
大船渡市教育委員会
生涯学習課
0192-27-3111（内線290

岩手県 大船渡市 ① 地質観察会
野外での地質観察の方法を学びながら、生物の進化や地層・岩石の
成因を探り、郷土の生い立ちに関する理解を深めます。

10月21日 碁石海岸 大船渡市立博物館 無料
大船渡市立博物館
0192-29-2161

岩手県 大船渡市 ② 学校へ行こう週間 授業、部活動及び施設設備を公開します。 10月15日～10月19日 大船渡高等学校 大船渡高等学校 無料
http://www2.iwate-
ed.jp/ofu-h/

教務課
0192-26-4306

岩手県 大船渡市 ② 学校へ行こう週間 保護者、中学生、地域住民等への学校公開 10月22日～28日 大船渡東高等学校 大船渡東高等学校 無料
http://www2.iwate-
ed.jp/oft-h/

大船渡東高等学校
0192-26-2380

岩手県 大船渡市 ②
平成３０年度　東高祭
～「color」　みんなの色を一つに～

創立10周年記念文化祭。５学科の学習活動成果・文化部の活動発
表。保護者をはじめとする地域の方々に学校への理解を深めてもら
う。

10月27日～28日 大船渡東高等学校 大船渡東高等学校 無料
http://www3.iwate-
ed.jp/oft-h/

大船渡東高等学校
0192-26-2380

岩手県 大船渡市 ②
岩手県立気仙光陵支援学校光陵
祭

本校児童生徒の日頃の学習成果を発表する機会として開催いたしま
す。各学部による舞台発表、作品展示、作業性品等の販売を行いま
す。

11月10日 気仙光陵支援学校 気仙光陵支援学校 無料
http://www2.iwate-
ed.jp/kes-y/

気仙光陵支援学校
0192-27-8500

岩手県 大船渡市 ②
岩手県立気仙光陵支援学校｢学校
へ行こう週間｣

本校の日頃の教育活動を地域の方々に理解していただく機会として｢
学校へ行こう週間｣を行います。

11月10日～11月16日 気仙光陵支援学校 気仙光陵支援学校 無料
http://www2.iwate-
ed.jp/kes-y/

気仙光陵支援学校
0192-27-8500

岩手県 金ケ崎町 ② 金ケ崎小学校学習発表会
演劇、合奏、合唱、創作表現等、児童の学習成果をステージで発表し
ます。

10月20日 金ケ崎小学校体育館 金ケ崎小学校 無料
金ケ崎町立金ケ崎小学校
0197－44－6055

岩手県 金ケ崎町 ② 第一小学校学習発表会 １年生から６年生までのステージ発表（合唱・劇など）を行います。 10月20日
第一小学校
体育館

立第一小学校 無料
金ケ崎町立第一小学校
0197－43－2322

岩手県 金ケ崎町 ② 三ケ尻小学校学習発表会
１年生から６年生までのステージ発表（合唱、合奏、劇など）を行いま
す。

10月20日 三ケ尻小学校体育館 三ケ尻小学校 無料
金ケ崎町立三ケ尻小学校
0197-42-2226

岩手県 金ケ崎町 ② 永岡小学校学習発表会
劇や歌、合奏などにより、日頃の学習の成果を学年ごとに発表しま
す。

10月20日 永岡小学校体育館 永岡小学校 無料
金ケ崎町立永岡小学校
0197-44-3241

岩手県 金ケ崎町 ② 永岡小学校Let's go to school day 授業参観、ロードレース大会、総合防災学習等を行います。 10月27日
永岡小学校
教室・校庭等

永岡小学校 無料
金ケ崎町立永岡小学校
0197-44-3241

岩手県 金ケ崎町 ② 西小学校学習発表会
家庭や地域の方々へ演劇、合唱等の児童の学習の成果をステージ
で発表します。

10月20日
西小学校
体育館

西小学校 無料
金ケ崎町立西小学校
0197-44-2704

岩手県 金ケ崎町 ②
西小学校Let's go to school day
風っこマラソン大会

家庭や地域の方々に、1日の学習や生活の様子を公開します。合わ
せて全校児童が参加するマラソン大会を行います。

11月3日
西小学校
各教室・校庭等

西小学校 無料
金ケ崎町立西小学校
0197-44-2704

岩手県 金ケ崎町 ② 金ケ崎中学校文化祭
各教室には日頃の学習の成果を展示します。また体育館では合唱コ
ンクールが行われるほか、金中太鼓の披露、吹奏楽部の発表等も行
われます。

10月27日～28日 金ケ崎中学校 金ケ崎中学校 無料
http://www.town.kanegas
aki.iwate.jp/sc_kanegasak
i_chu/

金ケ崎町立金ケ崎中学校
0197-44-2020

10月27日（土）は午後
展示公開のみ

岩手県 金ケ崎町 ② 六原幼稚園生活発表会 歌・合奏・劇や遊戯劇など、日頃の表現活動を披露します。 11月24日 六原幼稚園 金ケ崎町教育委員会 無料
金ケ崎町立六原幼稚園
0197-43-2210

岩手県 金ケ崎町 ②
三ケ尻幼稚園Let's go to school
day

幼稚園の生活を一日公開し、家庭や地域の方々に、日常の保育を見
ていただきます。

11月10日 三ケ尻幼稚園 金ケ崎町教育委員会 無料
金ケ崎町立三ケ尻幼稚園
42-4111

岩手県 金ケ崎町 ② 永岡幼稚園Let's go to school day
幼稚園の生活を一日公開し、家庭や地域の方々に、日常の保育を見
ていただきます。

10月27日 永岡幼稚園 金ケ崎町教育委員会 無料
金ケ崎町立永岡幼稚園
0197－44－2231

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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岩手県 金ケ崎町 ② 南方幼稚園Let's go to school day
幼稚園の生活を一日公開し、家庭や地域の方々に、日常の保育を見
ていただきます。

10月27日 南方幼稚園 金ケ崎町教育委員会 無料
金ケ崎町立南方幼稚園
0197-44-3119

岩手県 釜石市 ② 運動会
園児の競技、親子レ－ス、虎舞の披露等、家族や地域の方々の参加
をいただき開催します。

10月6日 釜石市立鵜住居幼稚園 釜石市立鵜住居幼稚園 無料
釜石市立鵜住居幼稚園
0193-28-1733

岩手県 釜石市 ② 作品展
様々な教材を使用して表現した園児の作品を展示し、親子で一緒に
作品作りをします。

11月3日 釜石市立鵜住居幼稚園 釜石市立鵜住居幼稚園 無料
釜石市立鵜住居幼稚園
0193-28-1733

岩手県 釜石市 ② 学習発表会 学年ごとに、劇音楽等のステージ発表や全校虎舞を発表します。 10月27日 釜石市立釜石小学校体育館 釜石市立釜石小学校 無料
釜石市立釜石小学校
0193-22-3513

岩手県 釜石市 ② いのちの授業参観日
「いのち」を題材とした授業を参観していただき、大切な命について考
える機会とします。

11月16日 釜石市立釜石小学校体育館 釜石市立釜石小学校 無料
釜石市立釜石小学校
0193-22-3513

岩手県 釜石市 ② 学習発表会
学校生活での学びの成果を劇や音楽など様々な形で表現し、保護者
や地域の方々に向けて発表します。

10月17日 釜石市立双葉小学校体育館 釜石市立双葉小学校 無料
釜石市立双葉小学校
0193-23-5119

岩手県 釜石市 ② フリー参観
普段の子どもたちの活動や様子を参観していただくように、3校時か
ら帰りの会までの授業や学校生活を公開します。

11月15日 釜石市立双葉小学校 釜石市立双葉小学校 無料
釜石市立双葉小学校
0193-23-5119

岩手県 釜石市 ② 学習発表会
これまで学習したことをもとに、演劇や合唱等のステージ発表をしま
す。

10月20日 釜石市立白山小学校体育館 釜石市立白山小学校 無料
釜石市立白山小学校
0193-22-3834

岩手県 釜石市 ② 学習参観日 道徳の学習の様子を保護者に参観していただきます。 11月26日 釜石市立白山小学校 釜石市立白山小学校 無料
釜石市立白山小学校
0193-22-3834

岩手県 釜石市 ② 学習発表会
全学年によるステージ発表（劇合唱等）と金管バンド部による演奏を
行います。

10月20日 釜石市立平田小学校体育館 釜石市立平田小学校 無料
釜石市立平田小学校
0193-26-5230

岩手県 釜石市 ② 道徳防災授業
日頃の 道徳の学習の様子、防災の学習を保護者地域の方々に公開
し、道徳教育や防災教育についての理解と関心を高めてもらいます。

11月13日 釜石市立平田小学校 釜石市立平田小学校 無料
釜石市立平田小学校
0193-26-5231

岩手県 釜石市 ② 学習発表会
各学年のステージや発表、鹿踊りクラブによる鹿踊り披露、全校合唱
など

10月27日
釜石市立小佐野小学校体育
館

釜石市立小佐野小学校 無料
釜石市立小佐野小学校
0193-23-5539

岩手県 釜石市 ② 釜石祥雲支援学校との交流会 釜石祥雲支援学校との交流会 11月1日
釜石市立小佐野小学校体育
館

釜石市立小佐野小学校 無料
釜石市立小佐野小学校
0193-23-5539

岩手県 釜石市 ② 小佐野ふれあいデー
学校とＰＴＡが協力し、地域の方を招いての感謝の会、ふれあいの行
事

11月10日
釜石市立小佐野小学校体育
館

釜石市立小佐野小学校 無料
釜石市立小佐野小学校
0193-23-5539

岩手県 釜石市 ② 学習発表会
日頃の学習の成果を総合的に発展させ、演劇、合唱、合奏などでス
テージ発表を行います。

10月20日 釜石市立甲子小学校体育館 釜石市立甲子小学校 無料
釜石市立甲子小学校
0193-23-5525

岩手県 釜石市 ② フリー参観
日頃の学習の様子を保護者や地域の皆様に参観していただくため、
4校時以降学校生活を公開します。

11月16日 釜石市立甲子小学校 釜石市立甲子小学校 無料
釜石市立甲子小学校
0193-23-5525

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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岩手県 釜石市 ② 学習発表会
学年毎に、劇や合唱のステージ発表の他に、5，6年が大黒舞と虎舞
を、また全校で合唱を披露します。

10月13日
釜石市立鵜住居小学校第１
体育館

釜石市立鵜住居小学校 無料
釜石市立鵜住居小学校
0193-28-3705

岩手県 釜石市 ② 鵜小オリンピック
縦割り班で長縄や、タグラグビー等の種目を行い、縦割りでの交流や
親睦を図る。

11月19日
釜石市立鵜住居小学校特別
教室等

釜石市立鵜住居小学校 無料
釜石市立鵜住居小学校
0193-28-3705

岩手県 釜石市 ② 授業参観日 日常の学習の様子を保護者や地域の方に参観していただきます。 11月15日
釜石市立鵜住居小学校各教
室

釜石市立鵜住居小学校 無料
釜石市立鵜住居小学校
0193-28-3705

岩手県 釜石市 ② 学習発表会「栗っ子祭り」
児童のステージ発表やＰＴＡの合唱発表の他、児童・ＰＴＡ・地域の
方々の作品を会場に展示します。

10月14日 釜石市立栗林小学校体育館 釜石市立栗林小学校 無料
釜石市立栗林小学校
0193-28-2517

岩手県 釜石市 ② 学習参観日 日常の学習の様子を保護者や地域の方に参観していただきます。 11月22日 釜石市立栗林小学校 釜石市立栗林小学校 無料
釜石市立栗林小学校
0193-28-2517

岩手県 釜石市 ② 祖父母参観
学年ごとに、「昔遊び」「おやつ作り」などを通して祖父母の方々との
交流を行います。

10月2日
釜石市立唐丹小学校　各教
室

釜石市立唐丹小学校 無料
釜石市立唐丹小学校
0193-55-2105

岩手県 釜石市 ② 学習発表会
これまで学習したことをもとに、演劇、合唱等のステージ発表を行い
ます。

10月20日 釜石市立唐丹小学校体育館 釜石市立唐丹小学校 無料
釜石市立唐丹小学校
0193-55-2105

岩手県 釜石市 ② 校内マラソン大会 学年ごとに設定されたコースを一生懸命走ります。 11月2日 釜石市立唐丹小学校校庭 釜石市立唐丹小学校 無料
釜石市立唐丹小学校
0193-55-2105

岩手県 釜石市 ② 授業参観 「防災」「道徳」の授業を行います。 11月22日 唐丹小学校　各教室 釜石市立唐丹小学校 無料
釜石市立唐丹小学校
0193-55-2105

岩手県 釜石市 ② 文化祭
学年・文化部・PTA展示の他、壁新聞の掲示、英語弁論・私の主張・
合唱コンクールのステージ発表。

10月28日 釜石市立釜石中学校 釜石市立釜石中学校 無料
釜石市立釜石中学校
0193－23－5523

岩手県 釜石市 ② 授業見よう月間（１１月） 釜石中学校の日常の授業が参観できるもの。
11月の授業日8:45～
＊事前確認必要

釜石市立釜石中学校 釜石市立釜石中学校 無料
釜石市立釜石中学校
0193－23－5523

岩手県 釜石市 ② 愛校祭
各教科で作った作品、学級毎に制作する壁新聞・壁画の展示や合唱
コンクールなどを行います。

10月7日 釜石市立甲子中学校体育館 釜石市立甲子中学校 無料
釜石市立甲子中学校
0193-23-6520

岩手県 釜石市 ② 授業参観 日常の授業の様子を保護者や地域の方々に参観していただきます。 11月9日 釜石市立甲子中学校各教室 釜石市立甲子中学校 無料
釜石市立甲子中学校
0193-23-6520

岩手県 釜石市 ② 文化祭
総合的な学習のステージ発表や吹奏楽部の演奏、弁論大会（主
張）、合唱コンクール、各教科作品等の展示を行います。

10月28日 釜石市立釜石東中学校 釜石市立釜石東中学校 無料
釜石市立釜石東中学校
0193-28-3010

岩手県 釜石市 ② 授業参観 日常の授業の様子を保護者や地域の方々に参観していただきます。 11月10日 釜石市立釜石東中学校 釜石市立釜石東中学校 無料
釜石市立釜石東中学校
0193-28-3010

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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岩手県 釜石市 ② 文化祭
各教科の学習成果の発表、虎舞・演劇の発表を行います。合唱は、
生徒の発表のほか、地域の方も交えた唐丹合唱団の発表もありま
す。

10月28日
釜石市立唐丹中学校体育館
ほか

釜石市立唐丹中学校 無料
釜石市立唐丹中学校
0193-55-2106

岩手県 釜石市 ② 授業参観
授業の様子を保護者、地域の方に参観していただきます。アンケート
もお願いしています。

11月20日
釜石市立唐丹中学校各教
室・体育館

釜石市立唐丹中学校 無料
釜石市立唐丹中学校
0193-55-2106

岩手県 釜石市 ② 文化祭
総合的な学習や合唱，学年パフォーマンス等の発表を中心としたス
テージ発表、『教科』『学年行事』『総合的な学習のまとめ』等を中心と
した展示発表を行います。

10月28日 釜石市立大平中学校 釜石市立大平中学校 無料
釜石市立大平中学校
0193-22-4158

岩手県 釜石市 ② 総合防災訓練
防災について学習してきたことをもとに、避難所運営の訓練を行いま
す。１年生、ＰТＡ教養部を中心に避難民役として参加します。地域
のみなさんにも、避難民役として参加していただきます。

11月15日 釜石市立大平中学校 釜石市立大平中学校 無料
釜石市立大平中学校
0193-22-4158

岩手県 釜石市 ② 連合音楽会 各学校の代表が合唱や合奏を発表します 11月6日 釜石市民ホールTETTO
学校教育文化
連絡協議会

無料
釜石市立釜石小学校
0193-22-3513

岩手県 釜石市 ① 鵜住居公民館まつり
地域の自主活動グループが日頃の活動成果として、展示・発表を行
います。

11月2日～3日 釜石市立鵜住居公民館 釜石市立鵜住居公民館 無料
釜石市立鵜住居公民館
0193-28-2470

岩手県 釜石市 ➀ 小物づくり
PTAを主として、地域住民で小物づくりをおこない、完成品は栗林小
学校の学習発表会に展示します。

10月中旬 栗林小学校 釜石市立栗橋公民館 無料
釜石市立栗橋公民館
0193-54-5004

岩手県 釜石市 ➀ みんなの輪交流会
地域住民で、ユニバーサルスポーツである「卓球バレー」を行いま
す。

10月下旬 橋野ふれあいセンター 釜石市立栗橋公民館 無料
釜石市立栗橋公民館
0193-54-5004

岩手県 釜石市 ① 甲子公民館まつり
地域の自主活動グループが日頃の活動成果として、展示・発表を行
います。

11月17日～18日 甲子公民館 甲子公民館 無料
地域づくり推進課
甲子地区生活応援センター
0193-21-3151

岩手県 釜石市 ①
第9回　かまいし仙人峠マラソン大
会

起伏にとんだ鉱山事務所周辺の地形を利用し、ゲストランナーを迎え
て、峠コースと10kmコースの二部門でレースを開催します。

10月28日 旧釜石鉱山事務所周辺
かまいし仙人峠
マラソン大会実行会

一　般　4,000円
高校生 2,000円

釜石市体育協会
0193-23-1061

岩手県 釜石市 ① 第44回釜石健康マラソン大会
男女別・年齢別に設定されたコースを走り、スポーツを通じて参加者
同士の交流を図ります。

10月6日 釜石市球技場及びその周辺
釜石市、釜石市陸上競
技協会、釜石市体育協
会

一般1,500円、小
中高生1,000円、
幼児800円、ふれ
あい・親子の部1
人当たり600円、
リレー一般の部1
チーム1,000円

釜石市生涯学習文化スポーツ課
スポーツ推進係
0193-22-8835

岩手県 釜石市 ① 思春期講演会

明日の親となる中学生を対象として、「性」を人権の問題、人間の生
き方に関わる問題として捉えることができ、自己管理・自己決定でき
る人間として育つことを目的に、岩手県立大船渡病院副院長小笠原
敏浩氏を講師に迎え「思春期の心とからだについて」の講演を行う。

11月19日

13：30～14：30

釜石市立
釜石中学校

釜石市 無料
釜石市総合政策課
男女共同参画室
0193-27-8413
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料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



885

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

岩手県 釜石市 ① パープルリボンセミナー

「女性に対する暴力をなくす運動」実施期間にあわせ、DV予防啓発
事業として実施。女性の生きづらさ、複雑・多様化する暴力への理解
を深め、暴力防止の啓発に努める。また、今年度はデートDVについ
ても触れ、若年層の暴力防止についても啓発を行う。

11月18日
14：00～16：00

釜石市民ホール　ホールB 釜石市 無料
釜石市総合政策課
男女共同参画室
0193-27-8413

岩手県 釜石市 ①
釜石市
働く婦人の家まつり舞台発表会

当館で活動している自主グループの舞台発表会を行います。 10月6日 釜石市働く婦人の家 釜石市働く婦人の家 無料
釜石市働く婦人の家
0193-23-2017

岩手県 釜石市 ①
釜石市働く婦人の家
まつり作品展示発表会

当館で活動している自主グループの作品展示発表会を行います。 11月10日～11日 釜石市働く婦人の家 釜石市働く婦人の家 無料
釜石市働く婦人の家
0193-23-2017

岩手県 釜石市 ①
平田公民館事業
「認知症サポーター養成講座」

誰もが住み慣れた地域で安心して暮らしていくことができるよう、支え
合い・助け合いのある地域の一助とするため学習機会を提供する。

11月6日 上平田集会所 釜石市立平田公民館 無料
釜石市立平田公民館
0193-26-7655

岩手県 釜石市 ①

図書館市民教養講座①「釜石小学
校が残した遺産を伝えたい－『昭和
8年発行の地震並津浪の常識』ー②
岩手県郷土教育資料（昭和11年・
15年）について

防災についての対策が多くの人々の常識となるように発行された『地
震並津浪の常識』及び郷土教育資料に関する講座を開催します。

10月14日
釜石市立図書館
2階視聴覚室

釜石市立図書館 無料
釜石市立図書館
0193-25-2233

岩手県 釜石市 ①

図書館市民教養講座　（鉄の歴史
講座）①東アジアの鉄の歴史の話
②古代・中世の岩手県の鉄生産の
歴史③考古学から見た橋野鉄鉱山
④橋野鉄鉱山-大島高任の弟子と
支援者たち

鉄の歴史及び橋野鉄鉱山についての講座を開催します。 11月25日
釜石市立図書館
2階視聴覚室

釜石市立図書館 無料
釜石市立図書館
0193-25-2233

岩手県 釜石市 ① 企画展「あの人の本　本とあの人」

テレビやラジオなどで活躍する芸能人や作家以外でも、活躍する著
名人が書いた本の展示、加えて、昨年度まで定期購読していた雑誌
「ダ・ヴィンチ」を活用し、芸能人や著名人が勧める本なども併せて展
示する。

11月1日～16日
釜石市立図書館
１階展示ホール

釜石市立図書館 無料
釜石市立図書館
0193-25-2233

岩手県 釜石市 ①
教養講座「文学講座」
（声に出して楽しむ）

文学の世界に触れ、生きがいや教養を身につけることを目的に開催
します。

10月13日
11月17日

釜石市立小佐野公民館 釜石市立小佐野公民館 無料
釜石市立小佐野公民館
0193-23-5037

岩手県 釜石市 ①
市民講座「童謡・唱歌を楽しむ会」
（秋のうた）

市民が生きがいをもち、皆と交流する場を創出することを目的に開催
し、開催時期に応じた季節の童謡・唱歌を楽しみながら歌います。

11月5日 釜石市立小佐野公民館 釜石市立小佐野公民館 無料
釜石市立小佐野公民館
0193-23-5037

岩手県 釜石市 ① 小佐野公民館まつり
地域の自主活動グループが日頃の活動成果として、展示・発表しま
す。

11月25日 釜石市立小佐野公民館 釜石市立小佐野公民館 無料
釜石市立小佐野公民館
0193-23-5037

岩手県 釜石市 ① 釜石○○会議文化祭

釜石○○会議は釜石をより楽しく魅力的にしたい人が集い、チャレン
ジしたい人を後押しする場として開催してきました。釜石○○会議か
ら誕生した市民団体が一堂に会し、今までの活動をお披露目し、これ
からのチャレンジを宣言します。また、地域の魅力や歴史を実際に歩
いて発見するウォークラリーを開催します

11月24日
チームスマイル釜石PIT
市民ホールTETTO広場

釜石○○会議
実行委員会

無料

市オープンシティ推進室
TEL:0193-27-8463
yamaguchi7058@city.kamaishi.iwa
te.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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岩手県 釜石市 ③ 第48回　釜石市民芸術文化祭
絵画、書、切り絵等の展示、バレエ、大正琴等のステージ発表を行い
ます。また、9月から12月にかけて、市内各所で合唱等の発表も行わ
れます。

9月～12月
メイン会期は11月2日～4日

釜石市民ホール
釜石市芸術文化協会、
釜石市、釜石市教育委
員会

無料
釜石市　生涯学習文化スポーツ
課芸術・文化係
0193-22-8835

岩手県 釜石市 ③ 第32回　釜石市民劇場
「伝説　浜の孝子　両石村庄助と鐘」　江戸中期南部藩大槌領両石村
の一人の若者・庄助を主人公とする物語。

11月10日～11月11日 釜石市民ホール
釜石市民劇場実行委員
会

高校生以上前売
1,000円
（当日1,300円）
中学生以下無料

釜石市民劇場実行委員会
090-7798-2307

１日１公演

岩手県 釜石市 ①③ 人権マンガ展
市内中学生が描いた人権にちなんだマンガを展示し、人権の大切さ
をＰＲするため啓発活動を行います。

10月12日～10月21日 イオンタウン釜石
釜石市、宮古人権擁護
委員協議会

無料
釜石市役所
0193-22-2111

岩手県 釜石市 ➁ 商工祭
学習成果の展示発表、生徒の企画・仕入れによる商品の販売、ス
テージ発表等を行います。

10月27日～28日 釜石商工高校 釜石商工高校 無料
http://www2.iwate-
ed.jp/kat-h/

釜石商工高校
0193-22-3029

岩手県 釜石市 ➁ 学校へ行こう週間
特別支援教育（病弱・虚弱教育）についての理解を深めていただくた
め、一般の方々に学校の様子を公開します。

10月23日～27日 釜石祥雲支援学校 釜石祥雲支援学校 無料
http://www2.iwate-
ed.jp/kam-y/

教務部
0193-23-0663

岩手県 釜石市 ➁ 学習発表会
各学部・分教室のステージ発表、作品展示、作業製品販売などを行
います。

10月27日 釜石祥雲支援学校 釜石祥雲支援学校 無料
http://www2.iwate-
ed.jp/kam-y/

教務部
0193-23-0663

岩手県 軽米町 ①
第40回軽米町総合体育大会
町民体育祭

町民の体力づくりと運動機会の促進を目的とし、町民総参加の体育
祭を開催します。

10月7日 ハートフル・スポーツランド 軽米町 無料
http://www.town.karumai
.iwate.jp/

軽米町教育委員会
生涯学習担当
0195-46-4744

岩手県 軽米町 ② 軽米小学校学習発表会 各学年による音楽や劇の発表を行います。 10月20日 軽米小学校体育館 軽米小学校 無料
軽米小学校
0195-46-2614

岩手県 軽米町 ② 晴山小学校学習発表会 各学年による音楽や劇の発表を行います。 10月20日 晴山小学校体育館 晴山小学校 無料
晴山小学校
0195-47-2214

岩手県 軽米町 ② 小軽米小学校学習発表会 各学年による音楽や劇の発表を行います。 10月21日 小軽米小学校体育館 小軽米小学校 無料
小軽米小学校
0195-45-2312

岩手県 軽米町 ② 軽米中学校文化祭 音楽・演劇等の発表及び作品展示等を行います。 10月27日 軽米中学校 軽米中学校 無料
軽米中学校
0195-46-2414

岩手県 軽米町 ① 軽米町民文化祭（ステージ部門）
人形劇、和太鼓、コーラス、ビデオ、ソーラン、よさこい、芸能などス
テージ部門での発表を行います。

10月28日 軽米中央公民館 軽米町軽米町文化協会 無料
http://www.town.karumai
.iwate.jp/

軽米町教育委員会
生涯学習担当
0195-46-4744

岩手県 軽米町 ① 軽米町民文化祭（展示部門） 各幼稚園、保育園、小・中・高校生の書写、絵画の展示を行います。 10月28日～11月４日
軽米中央公民館
軽米町立図書館

軽米町軽米町文化協会 無料
http://www.town.karumai
.iwate.jp/

軽米町教育委員会
生涯学習担当
0195-46-4744

岩手県 軽米町 ① かるまい朗読会学校等巡回公演 幼児施設・小中学校で朗読会を開催します。
11月14日～
16日

学校等
かるまい朗読会
実行委員会

無料
http://www.town.karumai
.iwate.jp/

軽米町教育委員会
生涯学習担当
0195-46-4744

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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岩手県 軽米町 ① 第11回かるまい朗読会
全町民を対象に朗読会を開催し、子供向け1話、大人向け1話を行い
ます。

11月16日 朗読会（全町民）
かるまい朗読会
実行委員会

大人800円
http://www.town.karumai
.iwate.jp/

軽米町教育委員会
生涯学習担当
0195-46-4744

岩手県 軽米町 ② 軽米町小中学校音楽会 町内小中学校の音楽会を開催します。 10月31日 軽米小学校体育館 軽米町教育研究会 無料
軽米小学校
0195-46-2614

岩手県 軽米町 ② 軽米町学校一斉公開日 普段の授業風景を一般公開します。 11月30日
幼稚園・小学校・中学校・
軽米高校

軽米町教育委員会 無料
軽米町教育委員会
教育総務担当
0195-46-4743

岩手県 軽米町 ② 学校へ行こう週間
開かれた学校づくりの一環として、保護者及び地域住民に授業等を
公開する。

10月１日
～６日

軽米高等学校 軽米高等学校 無料
http://www2.iwate-
ed.jp/kar-h/

軽米高等学校
0195-46-2751

岩手県 軽米町 ② 軽高祭（文化祭）
開かれた学校づくりの一環として、保護者及び地域住民に学校を公
開する。

10月６日
軽米高等学校 軽米高等学校 無料

http://www2.iwate-
ed.jp/kar-h/

軽米高等学校
0195-46-2751

岩手県 北上市 ① 北上市立小学校音楽会 市内小学校児童の合唱、器楽演奏などの発表会 11月6日 さくらホール 北上市教委 無料
北上市教育委員会
学校教育課
0197-64-2111

岩手県 北上市 ②
和賀地区中学校総合文化祭
ステージ発表会

和賀地区中学校生徒の文化活動の発表 11月7日 さくらホール
和賀地区中学校
文化連盟

無料
和賀地区中学校
文化連盟事務局
上野中学校　0197-64-5371

岩手県 北上市 ① 北上市立小学校児童作品展 市内小学校児童の絵画、書写、工作作品の展示発表 11月24日～11月25日 江釣子地区交流センター 北上市教委 無料
北上市教育委員会
学校教育課
0197-64-2111

岩手県 北上市 ② 小学校学習発表会　17校 学習発表会 10月20日～11月10日 各小学校
小学生
一般市民

無料 各小学校

岩手県 北上市 ② 中学校文化祭　9校 文化祭 10月27日 各中学校
中学生
一般市民

無料 各中学校

岩手県 北上市 ① 二子小学校公開 学校での研究成果を関係者に公開 10月10日 二子小学校 学校関係者 無料
北上市教育委員会
学校教育課
0197-64-2111

岩手県 北上市 ① 東陵中学校公開 学校での研究成果を関係者に公開 10月4日 東陵中学校 学校関係者 無料
北上市教育委員
会学校教育課
0197-64-2111

岩手県 北上市 ① 江釣子幼稚園公開保育 幼稚園での保育状況を一般に公開 10月18日 江釣子幼稚園 幼稚園関係者 無料
北上市教育委員会
学校教育課
0197-64-2111

岩手県 北上市 ①
和賀西中学校
創立50周年記念式典

学校創立50周年記念式典 11月10日 和賀西中学校 学校関係者 無料
和賀西中学校
0197-72-2105

岩手県 北上市 ①
いわさき小学校
創立10周年記念式典

学校創立10周年記念式典 11月10日 いわさき小学校 学校関係者 無料
いわさき小学校
0197-71-7887

岩手県 久慈市 ③ アジア オーケストラ ウィーク 2018
文化庁芸術祭主催公演で、アジア太平洋地域の国のオーケストラと
日本のオーケストラの合同演奏会。東日本大震災被災地復興祈念
公演として開催。

10月4日
久慈市文化会館
(アンバーホール)

文化庁芸術祭
執行委員会

S 3,100円
A 2,060円

久慈市文化会館
(アンバーホール)
0194-52-2700
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岩手県 久慈市 ③
音楽の贈り物 vol.4
シュツゥットガルト室内管弦楽団
with ワルター・アウアー

アンバーホールの永峰高志芸術監督兼館長が監修する音楽の贈り
物公演第４弾の公演。今回は世界最高峰のアーティストの響演。

10月11日
久慈市文化会館
(アンバーホール)

久慈市教育委員会
一般 4,000円
高校生以下
2,000円

http://ahall.city.kuji.iwate
.jp

久慈市文化会館
(アンバーホール)
0194-52-2700

岩手県 久慈市 ③ 平成30年度久慈市民芸術文化祭
絵画・書道等の各部門の作品展示や音楽舞踊等の舞台発表を行い
ます。

11月2日～4日
久慈市文化会館
(アンバーホール)

久慈市教育委員会 無料
久慈市文化会館
(アンバーホール)
0194-52-2700

岩手県 久慈市 ①
第23回久慈もぐらんぴあ駅伝競走
大会

もぐらんぴあ周辺の海岸に沿った周回コースで、一般、高校生、中学
生、小学生のそれぞれの部門で駅伝競走を行います。

11月4日
日本地下石油備蓄㈱久慈事
業所

久慈市、久慈市教育委
員会、一般社団法人久
慈市体育協会

久慈市教育委員会
生涯学習課
0194-52-2156

岩手県 久慈市 ② 「学校へ行こう週間」
授業をはじめ、清掃時間、部活動時間まで普段の学校の活動全般に
ついて公開します。

10月22日～10月27日 岩手県立久慈高等学校 岩手県立久慈高等学校 無料
http://www2.iwate-
ed.jp/kuj-h/

岩手県立久慈高等学校
0194-55-2211

岩手県 久慈市 ② 40周年記念拓陽祭
小学部、中学部、高等部（音楽クラブ）のステージ発表や作品展示、
作業学習製品の販売、ＰＴＡバザー等を行います。

11月10日 久慈拓陽支援学校 久慈拓陽支援学校 無料
http://www2.iwate-
ed.jp/kuj-y/

久慈拓陽支援学校
0194-58-3004

岩手県 久慈市 ② 東高祭 久慈東高校　文化祭 10月21日～10月22日 久慈東高校 久慈東高校 無料
http://www2.iwate-
ed.jp/kue-h

久慈東高校
0194-53-4489

岩手県 久慈市 ② 学習成果発表会
久慈東高校のさまざまな専門教科や学年での行事などの紹介、海外
派遣報告会や文化講演会など

11月29日
久慈市文化会館
(アンバーﾎｰﾙ)

久慈東高校 無料
http://www2.iwate-
ed.jp/kue-h

久慈東高校
0194-53-4489

岩手県 葛巻町 ② 葛高祭 合唱や各種展示・発表等を行います。 10月12～13日 岩手県立葛巻高等学校 岩手県立葛巻高等学校 無料
【葛巻高校HP】
http://www2.iwate-
ed.jp/kuz-h/

岩手県立葛巻高等学校
0195-66-2253

岩手県 葛巻町 ② 江刈中・源流祭 合唱や各種展示・発表等を行います。 10月14日 葛巻町立江刈中学校 葛巻町立江刈中学校 無料
葛巻町立江刈中学校
0195-68-2132

岩手県 葛巻町 ③
第67回葛巻町小中学校連合音楽
会

町内保育園・小学校・中学校が一堂に会し、合唱や合奏を披露しま
す。

10月17日 葛巻町立葛巻小学校 葛巻町立葛巻小学校 無料
葛巻町教育委員会
0195-66-2111

岩手県 葛巻町 ② 小屋瀬小・学習発表会 各学年趣向を凝らし、劇や合唱等学習の成果を発表します。 10月20日 葛巻町立小屋瀬小学校 葛巻町立小屋瀬小学校 無料
葛巻町立小屋瀬小学校
0195-66-0003

岩手県 葛巻町 ② 江刈小・学習発表会 各学年趣向を凝らし、劇や合唱等学習の成果を発表します。 10月20日 葛巻町立江刈小学校 葛巻町立江刈小学校 無料
葛巻町立江刈小学校
0195-66-3475

岩手県 葛巻町 ② 五日市小・学習発表会 各学年趣向を凝らし、劇や合唱等学習の成果を発表します。 10月20日 葛巻町立五日市小学校 葛巻町立五日市小学校 無料
葛巻町立五日市小学校
0195-68-2130

岩手県 葛巻町 ② 小屋瀬中・萌黄祭 合唱や各種展示・発表等を行います。 10月20日 葛巻町立小屋瀬中学校 葛巻町立小屋瀬中学校 無料
葛巻町立小屋瀬中学校
0195-66-0631

岩手県 葛巻町 ①③ 生涯学習フェスティバル
各種サークル・教室等で創作した作品の展示や体験コーナーを設置
し、文化芸術にふれる機会を創出します。

10月20日～21日 葛巻町社会体育館
葛巻町
生涯学習推進本部

無料
【葛巻町】
http://www.town.kuzuma
ki.iwate.jp

葛巻町生涯学習推進本部
0195-66-2111

岩手県 葛巻町 ② 葛巻小・学習発表会 各学年趣向を凝らし、劇や合唱等学習の成果を発表します。 10月27日 葛巻町立葛巻小学校 葛巻町立葛巻小学校 無料
葛巻町立葛巻小学校
0195-66-2714

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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岩手県 葛巻町 ② 吉ヶ沢小・学習発表会 各学年趣向を凝らし、劇や合唱等学習の成果を発表します。 10月27日 葛巻町立吉ヶ沢小学校 葛巻町立吉ヶ沢小学校 無料
葛巻町立吉ヶ沢小学校
0195-66-0005

岩手県 葛巻町 ③ 第29回江刈地区文化祭 地区住民による作品展示やアトラクションを行います。 10月27日～28日 江刈農村センター
江刈地区文化祭実行委
員会

無料
葛巻町公民館
0195-66-2111

岩手県 葛巻町 ② 葛巻中・白樺祭 合唱や各種展示・発表等を行います。 10月28日 葛巻町立葛巻中学校 葛巻町立葛巻中学校 無料
葛巻町立葛巻中学校
0195-66-2614

岩手県 葛巻町 ② 江刈中・学校公開 普段の授業の様子を一般に公開します。 11月1日 葛巻町立江刈中学校 葛巻町立江刈中学校 無料
葛巻町立江刈中学校
0195-68-2132

岩手県 葛巻町 ①
中学生による
人権尊重に関する意見発表会

人権尊重思想の一層の高揚を図るため、中学生による意見発表会を
行います。

11月2日 葛巻町立葛巻小学校
盛岡人権擁護委員協議
会、葛巻町

無料
盛岡人権擁護委員協議会、
葛巻町
0195-66-2111

岩手県 葛巻町 ③
文化芸術による子どもの育成事業
「音楽朗読劇」

優れた文化芸術にふれる機会として、音楽朗読劇を鑑賞します。 11月19日 葛巻町立葛巻小学校
文化芸術による子どもの
育成事業事務局

無料
葛巻町立葛巻小学校
0195-66-2714

岩手県 葛巻町 ③ 北部地区文化祭 地区住民による作品展示やアトラクションを行います。 11月中 田野構造改善センター
北部地区文化祭実行委
員会

無料
葛巻町公民館
0195-66-2111

岩手県 葛巻町 ② 学校へ行こう週間 地域住民、保護者等に授業を公開します。 10月9日～13日 岩手県立葛巻高等学校 岩手県立葛巻高等学校 無料
【葛巻高校HP】
http://www2.iwate-
ed.jp/kuz-h/index.html

葛巻高校職員室
0195-66-2253

岩手県 葛巻町 ② 葛高祭（文化祭） 展示発表、合唱等ステージ発表等を行います。 10月12日～13日 岩手県立葛巻高等学校 岩手県立葛巻高等学校 無料
【葛巻高校HP】
http://www2.iwate-
ed.jp/kuz-h/index.html

葛巻高校職員室
0195-66-2253

岩手県 葛巻町 ② 授業公開週間 地域住民、保護者等に授業を公開します。 10月17日～26日 岩手県立葛巻高等学校 岩手県立葛巻高等学校 無料
【葛巻高校HP】
http://www2.iwate-
ed.jp/kuz-h/index.html

葛巻高校職員室
0195-66-2253

岩手県 九戸村 ② 伊保内小学校　学習発表会 合唱、合奏、劇、作品展示など児童の学習成果を発表します。 10月13日 伊保内小学校体育館 伊保内小学校 無料
九戸村立伊保内小学校
0195-42-2201

岩手県 九戸村 ② 長興寺小学校　学習発表会 合唱、合奏、劇、作品展示など児童の学習成果を発表します。 10月13日 長興寺小学校体育館 長興寺小学校 無料
九戸村立長興寺小学校
0195-42-2202

岩手県 九戸村 ② 戸田小学校　学習発表会 合唱、合奏、劇、作品展示など児童の学習成果を発表します。 10月20日 戸田小学校体育館 戸田小学校 無料
九戸村立戸田小学校
0195-43-2211

岩手県 九戸村 ② 山根小学校　学習発表会 合唱、合奏、劇、作品展示など児童の学習成果を発表します。 10月20日 山根小学校体育館 山根小学校 無料
九戸村立山根小学校
0195-43-2212

岩手県 九戸村 ② 江刺家小学校　学習発表会 合唱、合奏、劇、作品展示など児童の学習成果を発表します。 10月13日 江刺家小学校体育館 江刺家小学校 無料
九戸村立江刺家小学校
0195-42-2203

岩手県 九戸村 ② 伊保内高等学校　文化祭 作品展示、郷土芸能披露など、生徒の学習成果の発表を行います。 10月6日～10月7日 伊保内高等学校 伊保内高等学校 無料
岩手県立伊保内高等学校
0195-42-3191

岩手県 九戸村 ② 九戸中学校　文化祭
弁論、合唱、吹奏楽、総合的な学習の時間の発表、作品展示など生
徒の学習成果を発表します。

10月28日 九戸中学校 九戸中学校 無料
九戸村立九戸中学校
0195-43-2121

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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岩手県 九戸村 ①③
九戸村産業芸術文化まつり
（展示部門）

村民の制作品展示、特産品の即売等を行います。 10月26日～28日 HOZホール体育センター 九戸村総務企画課 無料
九戸村総務企画課地域振興班
0195-42-2111

岩手県 九戸村 ①③
九戸村産業芸術文化まつり
（発表部門）

郷土芸能等ステージ発表を行います。 11月3日 HOZホール 九戸村教育委員会 無料
九戸村教育委員会教育総務班
0195-42-2111

岩手県 九戸村 ② 村民に学校を公開する期間
村立小・中学校での学習や生活の様子を学校ごとに指定する日に公
開します。

11月2日～22日
小学校5校
中学校1校

九戸村教育委員会 無料
九戸村教育委員会教育総務班
0195-42-2111

岩手県 九戸村 ② 伊保内高等学校 文化祭 作品展示、郷土芸能披露など、生徒の学習成果の発表を行います。
10月6日
～10月7日

伊保内高等学校 伊保内高等学校 無料
http://www2.iwate-
ed.jp/ibn-h/

岩手県立伊保内高等学校
0195-42-3191

岩手県 九戸村 ② 学校へ行こう週間
開かれた学校づくりの一環として、保護者をはじめ地域住民や関係
諸機関、及び学校関係者に本校の日常的な様子を授業参観等を通
して公開するとともに、学校関係者評価の機会とする。

10月1日
～10月7日

伊保内高等学校 伊保内高等学校 無料
http://www2.iwate-
ed.jp/ibn-h/

岩手県立伊保内高等学校
0195-42-3191

岩手県 雫石町 ② 雫石小学校　学習発表会
日々の学習の成果を劇や合唱などに表現し、学年毎にステージ発表
します。

10月27日
雫石町中央公民館　野菊
ホール

雫石小学校 無料
雫石町立雫石小学校
019－692－2203

岩手県 雫石町 ① 雫石小学校PTA講演会 ＰＴＡ研修部の企画により、講演会を開催します。内容は未定。 11月17日 雫石小学校 雫石小学校 無料
雫石町立雫石小学校
019－692－2203

岩手県 雫石町 ② 七ツ森小学校　学習発表会
ステージ発表（学年・金管バンド・全校）等を通して、日頃の学習活動
の成果を、保護者・地域の方に公開します。

10月27日
七ツ森小学校
体育館

七ツ森小学校 無料
http://www.edu-
shizukuishi.jp/nanatsumo
ri

雫石町立七ツ森小学校
019－692－0571

岩手県 雫石町 ② 西山小学校　学習発表会
学年ごとのステージ発表（合唱、劇）のほか、伝承活動（よしゃれ）の
発表を行います。

10月27日
西山小学校
体育館

西山小学校 無料
雫石町立西山小学校
019－692－2224

岩手県 雫石町 ② 御明神小学校学習発表会
日常の学習活動の「発信・交流」の場とし、発表する活動を通して表
現力や聞く力を育てる。

10月27日
御明神小学校
体育館

御明神小学校 無料
雫石町立御明神小学校
019－692－3204

岩手県 雫石町 ② 御所小学校学習発表会
児童の学習活動等を保護者・地域に広く公開します。学習発表会で
は、伝統文化である「御所堰賛太鼓」を継承し、発表します。

10月27日 旧南畑小学校 御所小学校 無料
雫石町立御所小学校
019-692-2206

岩手県 雫石町 ② 雫中祭（文化祭）
ステージ発表（合唱コンクール、吹奏楽部演奏、応援・チア演技）
展示（美術部・家庭部作品）

10月13日
雫石町中央公民館　野菊
ホール

雫石中学校 無料
http://www.schoolweb.ne
.jp/shizukuishi/shizukuish
i-j

雫石町立雫石中学校
019-692-0321

岩手県 雫石町 ③ 第54回雫石町総合芸術祭
絵画・写真などの展示部門、洋舞・箏曲などの舞台部門のほか、町
の花「菊」や岩手県芸術祭入選作品を展示し、町民による優れた文
化活動の成果を公開します。

11/2～4 雫石町中央公民館
雫石町教育委員会・雫
石町総合芸術祭実行委
員会

無料
雫石町教育委員会
生涯学習スポーツ課
（019-692-4181）

岩手県 雫石町 ③ 第61回雫町無形文化財芸能祭
雫石よしゃれをはじめ、古くから地域に伝承されてきた約30演目の民
俗芸能を一斉に公開する町の一大イベントです。

11月23日
雫石町中央公民館　野菊
ホール

雫石町教育委員会・雫
石町無形文化財保存会

無料
雫石町教育委員会
生涯学習スポーツ課
（019-692-4181）

岩手県 雫石町 ①
平成30年度雫石町教育振興運動
実践交流会

雫石町内の教育振興運動実践区の活動を発表し、情報交流や講演
会を行います。

12月1日
雫石町中央公民館　野菊
ホール

雫石町教育振興運動推
進協議会・雫石町教育
委員会

無料

雫石町教育振興運動推進協議
会
事務局（雫石町教育委員会生涯
学習スポーツ課）

岩手県 雫石町 ① 第12回雫石町親子読書のつどい
「本の楽しさを伝えあおう」をテーマに、読み聞かせ、紙芝居、パネル
シアターなどを行います。

9月29日 雫石町中央公民館
雫石町教育振興運動推
進協議会

無料

雫石町教育振興運動推進協議
会
事務局（雫石町教育委員会生涯
学習スポーツ課）

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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岩手県 雫石町 ① 第44回雫石町継走大会 参加選手たちが町内特設コースをリレー方式で疾走します。 11月18日 雫石町総合運動公園・町内
雫石町教育委員会、
一般財団法人雫石町体
育協会

無料
一般財団法人
雫石町体育協会
019-692-5030

岩手県 紫波町 ③ 芸術祭　展示部門 町内芸術文化団体・一般募集作品の発表を行います。 11月2日～4日 紫波町中央公民館
紫波町芸術祭
展示部門実行委員会

無料
紫波町中央公民館
019-672-3372

岩手県 紫波町 ③ 芸術祭　舞台部門 町内芸術文化団体による舞台発表を行います。 11月11日 紫波町中央公民館
紫波町芸術祭
舞台部門実行委員会

無料
紫波町中央公民館
019-672-3372

岩手県 紫波町 ③ 芸術祭　小中学生作品展 町内小中学校児童生徒の作品展を行います。 11月23日～25日 紫波町中央公民館 紫波町教育委員会 無料
紫波町中央公民館
019-672-3372

岩手県 紫波町 ③ 芸術祭　合唱合奏部門
町内3中学校生徒・一般コーラスグループの合唱などの発表を行いま
す。

10月13日 紫波町中央公民館
紫波町音楽祭
合唱合奏部門
実行委員会

無料
紫波町中央公民館
019-672-3372

岩手県 紫波町 ③ 芸術祭　小学校音楽会 町内11小学校児童の合唱の発表を行います。 10月11日 田園ホール
小学校音楽祭
実行委員会

無料
紫波町中央公民館
019-672-3372

岩手県 紫波町 ③ 芸術祭　吹奏楽フェスティバル 町内小・中・高校生、一般による吹奏楽演奏の発表。 10月6日 田園ホール
紫波町吹奏楽フェスティ
バル実行委員会

無料
紫波町中央公民館
019-672-3372

岩手県 紫波町 ④
紫波っ子サイエンス教室
（縄文の科学）

小学生を対象としたサイエンス教室。土器の野焼きや火起こし体験を
します。

9月29日 船久保公民館
紫波町教育振興
運動推進委員会

大人800円、
子ども600円

紫波町HP:
http://www.town.shiwa.i
wate.jp/soshiki/5/2/1/4
189.html

紫波町教育委員会
事務局生涯学習課
019-672-5243

雨天の場合30日に延
期します

岩手県 紫波町 ③ 野村記念講座
名誉町民である野村胡堂・あらえびすの顕彰事業。講演とコンサート
の2部構成で開催。

10月21日 野村胡堂・あらえびす記念館
野村胡堂・あらえびす記
念館

無料
（整理券必要）

野村胡堂・あらえびす記
念館HP:
http://www.kodo-
araebisu.jp/

野村胡堂・あらえびす記念館
019-676-6896

岩手県 紫波町 ② 学習発表会
児童会スローガン『目指せオンリーワン　日詰の笑顔　太陽の子』を
掲げ、学年ごとに演劇等を発表します。「太陽の子」４５３名の全校合
唱も行います。

10月20日 日詰小　体育館 日詰小 無料
日詰小
019-672-3590

岩手県 紫波町 ② 校内マラソン大会
全校で練習した成果を発揮し、学区にある「紫波町陸上競技場」を活
用して、マラソン大会を行います。

11月2日
紫波町運動公園
陸上競技場

日詰小 無料
日詰小
019-672-3590

岩手県 紫波町 ② 学習発表会
学習の成果を各学年ごとに演劇や合唱等で発表します。全校児童73
名による合唱も行います。

10月20日 水分小学校体育館 水分小学校 無料
紫波町立水分小学校
019-673-7209

岩手県 紫波町 ② 校内マラソン大会
業間マラソンのまとめとして、低学年１㎞、中学年２㎞、高学年３㎞を
町道も利用して走ります。

10月30日 水分小学校校庭及び町道 水分小学校 無料
紫波町立水分小学校
019-673-7209

岩手県 紫波町 ① ＰＴＡ主催親子講演会
講演会とコンサートを隔年で開催しています。今年は岩手県警音楽
隊の演奏をお聞きします。

11月10日 水分小学校体育館 水分小学校 無料
紫波町立水分小学校
019-673-7209

岩手県 紫波町 ① 家庭教育講演会
岩手青少年育成県民会議副会長をお招きして、家庭での子育てにつ
いて、保護者や地域の方々と一緒にご講演をお聞きします。

11月16日 星山小学校体育館 星山小ＰＴＡ 無料
紫波町立星山小学校
019－672-3470

岩手県 紫波町 ② 学習発表会・収穫祭
学習の成果を、劇や合唱等で発表します。また、日頃お世話になって
いる地域の方々に感謝の気持ちを表すとともに、収穫の喜びを味わ
います。

10月27日 星山小学校体育館 星山小学校 無料
紫波町立星山小学校
019－672-3470

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



885

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

岩手県 紫波町 ② 学習発表会
児童一人ひとりが主役の学習発表会を開催いたします。これまで学
習してきた力を活用し，全校で詩の群読，合唱，学級ごとの劇・合唱
等の発表を行います。

11月10日 彦部小学校体育館 彦部小学校 無料
http://www.hikobe.shiwa
cho.ed.jp/

彦部小学校
019-676-3315

岩手県 紫波町 ②③
平成３０年度紫波町芸術祭
第１４回小学校音楽祭

町内の各小学校の該当学年が日頃の音楽学習の成果を他校児童
や地域の方や保護者に発表します。本校では、3・4年生が出演しま
す。

10月11日 矢巾町立田園ホール
紫波町小学校音楽実行
委員会

無料
紫波町小学校
音楽実行委員会事務局
紫波町立小学校

岩手県 紫波町 ②
平成３０年度紫波町立
赤沢小学校学習発表会

本校の児童が日頃の学習の成果として学年ごとに多様な表現方法
で地域の方や保護者に発表します。また、今年度も全校児童による
「赤沢の里物語」を音楽劇で披露します。

10月20日 紫波町立赤沢小学校 紫波町立赤沢小学校 無料
紫波町立赤沢小学校
電話019-672-3284

岩手県 紫波町 ②
平成３０年度紫波町
立赤沢小学校授業参観日

地域の方や保護者を対象に、学習等の様子の参観の機会とし、学校
教育への理解を図ります。

11月15日 紫波町立赤沢小学校 紫波町立赤沢小学校 無料
紫波町立赤沢小学校
電話019-672-3284

岩手県 紫波町 ① 平成３０年度赤沢地区教育講演会
児童、保護者、地域のを対象にした「将来への夢」に関わる教育講演
会を開催し、自分のこれからの生き方について考えます。

11月15日 紫波町立赤沢小学校
紫波町教育振興
運動赤沢実践区

無料
紫波町立赤沢小学校
019-672-3284

岩手県 紫波町 ② 文化祭
校内合唱コンクール、弁論発表、教科展示、壁新聞展示、ＰＴＡバ
ザー等を行います。

10月14日 紫波第二中学校 紫波第二中学校 無料
紫波第二中学校
019-672-3480

岩手県 紫波町 ② 三中祭（文化祭）
教科（作品）展示、総合文化部展示、総合的な学習ステージ発表、合
唱コンクール、壁新聞コンクール、ＰＴＡバザー

10月7日 紫波第三中学校 紫波第三中学校 無料
紫波第三中学校㏋
http://www.shiwa3.shiwa
cho.ed.jp/

紫波第三中学校
019-673-7305

岩手県 紫波町 ② 三中学区参観日 生徒保護者の他、広く地域の皆様に授業を参観指していただく機会 11月9日 紫波第三中学校 紫波第三中学校 無料

紫波第三中学校㏋
http://www.shiwa3.shiwa
cho.ed.jp/

紫波第三中学校
019-673-7305

岩手県 紫波町 ② 学習発表会 日常の学習の成果を保護者や地域の方々に見ていただきます。 10月20日 上平沢小体育館 上平沢小体育館 無料
上平沢小学校
019-673-7405

岩手県 紫波町 ③ 親子鑑賞教室 親子で音楽を楽しみます。地域の方もどうぞいらしてください。 11月9日 ふれあい広場 ふれあい広場 無料
上平沢小学校
019-673-7405

岩手県 紫波町 ③ 校内マラソン記録会
校舎周辺を，１年生800m,２年生1000m,３，４年生1600m,５，６年生
2200mのコースで走ります。

10月１日
10：30～12：00

長岡小学校校庭等 長岡小学校 無料 長岡小学校
紫波町立長岡小学校
019-676-3360

岩手県 紫波町 ③ 学習発表会
日常の学習の成果を劇や合唱等を通して，また，食育の成果を保護
者や地域の方々に発表します。

10月20日
8:45～11:30

長岡小学校体育館 長岡小学校 無料 長岡小学校
紫波町立長岡小学校
019-676-3360

岩手県 紫波町 ② 鑑賞教室
津軽三味線奏者であり本校ОＢでもある藤原翼さんをお招きして，演
奏会＆講演による鑑賞教室を行います。

11月６日
10:30～12:00

長岡小学校体育館 長岡小学校 無料 長岡小学校
紫波町立長岡小学校
019-676-3360

岩手県 紫波町 ② 学習発表会
学習の成果を、各学年毎に劇や合唱、合奏を通して保護者や地域の
方々に発表します。

10月20日 紫波町立赤石小学校体育館 紫波町立赤石小学校 無料
赤石小学校HP
http://www.akaishi.shiwa
cho.ed.jp

紫波町立赤石小学校
019-672-3460

岩手県 紫波町 ② 学習発表会 児童による合唱・演劇などのステージ発表を行います。 10月20日 片寄小学校体育館 紫波町立片寄小学校 無料
http://www.katayose.shi
wacho.ed.jp//user.php

紫波町立片寄小学校
019-673-7207

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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岩手県 紫波町 ② 校内マラソン大会
児童が、昨年度の自分の記録更新を目指し、学校周辺のコースを走
ります。１年生も、精一杯走ります。

11月10日 片寄小学校周辺の道路 紫波町立片寄小学校 無料
http://www.katayose.shi
wacho.ed.jp//user.php

紫波町立片寄小学校
019-673-7207

岩手県 紫波町 ② 学習発表会
児童一人ひとりが主役の学習発表会を開催いたします。これまで学
習してきた力を活用し，全校で詩の群読，合唱，学級ごとの劇・合唱
等の発表を行います。

10月20日 佐比内小学校体育館 紫波町立佐比内小学校 無料
http://www.sahinai.shiwa
cho.ed.jp/

紫波町立佐比内小学校
019-674-2201

岩手県 紫波町 ①②
ピカリン農園さつまいも
販売体験学習

ピカリン農園で収穫したさつまいもを子ども達が，直接販売いたしま
す。生活科の学習の一環として，自分達が育てたさつまいもを袋詰
め，値札つけ，直売，お金のやり取りなどの体験学習を行います。

10月27日 峠の駅　紫波ふる里センター
佐比内地区教育振興運
動実践協議会

無料
http://www.sahinai.shiwa
cho.ed.jp/

紫波町立佐比内小学校
019-674-2201

岩手県 紫波町 ①② ピカリン農園収穫祭
ピカリン農園で収穫したさつまいも・そばを調理し，指導していただい
た地域の方々に感謝をする会です。

11月18日 佐比内公民館
佐比内地区教育振興運
動実践協議会

無料
http://www.sahinai.shiwa
cho.ed.jp/

紫波町立佐比内小学校
019-674-2201

岩手県 紫波町 ② 文化祭 ステージ発表（弁論　学級合唱コンクール）　学習作品展示 10月27日 紫波第一中学校 紫波第一中学校 無料
紫波第一中学校
019-672-3580

岩手県 紫波町 ② 紫鷲祭（文化祭）
生徒による研究発表・展示、模擬店の出店、ステージ発表を行いま
す。

10月27日 県立紫波総合高等学校 県立紫波総合高等学校 無料
http://www2.iwate-
ed.jp/shw-h/

県立紫波総合高等学校
019-672-3691

岩手県 紫波町 ② 学校へ行こう週間
授業や部活動の参観をとおして、本校の日常における教育活動を知
ることができます。

11月1日～7日 県立紫波総合高等学校 県立紫波総合高等学校 無料
http://www2.iwate-
ed.jp/shw-h/

県立紫波総合高等学校
019-672-3691

岩手県 住田町 ② 文化祭「住高祭」
文化部発表や他校郷土芸能・弁論大会・よさこいコンテストなどのほ
か、屋台・学年展示などを行います。

10月7日 岩手県立住田高等学校 岩手県立住田高等学校 無料
http://www2.iwate-
ed.jp/smi-h/

住田高等学校
0192-46-3142

岩手県 住田町 ② 学校へ行こう週間 授業・部活動公開、施設見学を行います。
10月22日
10月26日

岩手県立住田高等学校 岩手県立住田高等学校 無料
http://www2.iwate-
ed.jp/smi-h/

住田高等学校
0192-46-3143

岩手県 住田町 ① 森の保育園（世田米保育園）
種山ケ原で自然と遊び、豊かな人間形成の資質を培う、保育園児を
対象とした行事。

9月28日
10月19日

種山ヶ原森林公園 世田米保育園 無料
住田町教育委員会
生涯学習係
0192-46-3863

岩手県 住田町 ② 有住保育園運動会 園児・父兄参加による運動会 9月29日 有住保育園 有住保育園 無料
住田町立有住保育園
0192-48-2704

岩手県 住田町 ②
世田米小学校マラソン大会・
親子駅伝大会

１～３年生は校庭でのマラソン大会、４～６年生の学年対抗と父兄
（全学年）の地区対抗による駅伝大会

9月29日 世田米小学校 世田米小学校 無料
住田町立世田米小学校
0192-46-3135

岩手県 住田町 ①
クッブ　ジャパン　オープン2018
in 住田町

いわて国体を記念しニュースポーツクッブの普及と町民のの健康増
進を図る

9月30日 住田町運動公園 住田町教育委員会ほか 3,000円
住田町教育委員会
生涯学習係
0192-46-3863

岩手県 住田町 ② 有住小学校ロードレース大会 全校生徒参加による学年ごとのロードレース大会 10月10日 有住小学校 有住小学校 無料
住田町立有住小学校
0192-48-2014

岩手県 住田町 ① 森の保育園（有住保育園）
種山ケ原で自然と遊び、豊かな人間形成の資質を培う、保育園児を
対象とした行事。

10月12日 種山ヶ原森林公園 有住保育園 無料
住田町教育委員会
生涯学習係
0192-46-3863

岩手県 住田町 ② 有住中学校文化祭 展示及びステージ発表 10月27日 有住中学校 有住中学校 無料
住田町立有住中学校
0192-48-2020

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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岩手県 住田町 ① 生涯スポーツ推進地区民体育祭 町内５地区で全町民対象の地区民体育祭 10月7日
住田町
生涯スポーツ推進協議会

住田町生涯スポーツ推
進協議会

無料
住田町教育委員会
生涯学習係
0192-46-3863

岩手県 住田町 ① 民俗資料館特別企画展 地区の特色を持った企画展の開催 未定 住田町民俗資料館 住田町民俗資料館 無料
住田町教育委員会
上有住地区公民館
0192-48-2013

岩手県 住田町 ①
住田町成人バレーボール
ナイターリーグ

町内自治公民館対抗でバレーボールのナイターリーグ戦 10月16日～11月20日
住田町
生涯スポーツ推進協議会

住田町生涯スポーツ
推進協議会

3,000円
住田町教育委員会
生涯学習係
0192-46-3863

岩手県 住田町 ② 有住小学校学習発表会 展示及びステージ発表 11月10日 有住小学校 有住小学校 無料
住田町立有住小学校
0192-48-2014

岩手県 住田町 ② 世田米小学校学習発表会 展示及びステージ発表 10月20日 世田米小学校 世田米小学校 無料
住田町立世田米小学校
0192-46-3135

岩手県 住田町 ② 世田米中学校文化祭 展示及びステージ発表 10月14日 世田米中学校 世田米中学校 無料
住田町立世田米中学校
0192-48-3155

岩手県 住田町 ① 文化産業まつり

展示：文化展・児童生徒作品展・木工作品展・登米伊達黎明展・川村
美術館移動美術展
舞台：文化発表会・芸能まつり
産業まつり：びっくり市ほか

10月26日～
10月28日

住田町役場・
社会体育館・農林会館

住田町・
住田町教育委員会

無料
住田町教育委員会
生涯学習係
0192-46-3863

岩手県 住田町 ① まちづくり大会 町民・各種団体の表彰、活動の事例発表、講演会を開催 11月18日 農林会館
住田町・
住田町教育委員会

無料
住田町教育委員会
生涯学習係
0192-46-3863

岩手県 住田町 ② 生活発表会 児童によるステージ発表 12月1日 世田米保育園 世田米保育園 無料
住田町立世田米保育園
0192-46-3049

岩手県 住田町 ② 生活発表会 児童によるステージ発表 12月1日 有住保育園 有住保育園 無料
住田町立有住保育園
0192-48-2704

岩手県 住田町 ② 住高祭
生徒の企画によるステージ発表、食堂等、ＰＴＡによる商品の販売等
を行います。

10月7日 住田高等学校 無料
http://www2.iwate-
ed.jp/smi-h/

住田高等学校
0192-46-3141

岩手県 住田町 ② 学校へ行こう週間
地域に開かれた学校づくりの一環として、保護者及び地域の方々に
日常の学習活動を公開します。

10月22日～26日 住田高等学校 無料
http://www2.iwate-
ed.jp/smi-h/

住田高等学校
0192-46-3141

岩手県 滝沢市 ①
平成30年度滝沢市ジュニアリー
ダーズセミナー

次代を担う青少年リーダーが、体験学習を通じて地域づくりのリー
ダーとしての資質を養います。

10月27日 国立岩手山青少年交流の家 滝沢市教育委員会
http://www.city.takizawa.
iwate.jp

滝沢市教育委員会
事務局生涯学習スポーツ課
019-656-6589

岩手県 滝沢市 ③ 学習発表会
総合的な学習の時間に学習したこと、合唱、劇などを学年ごとに発表
します。

10月20日 滝沢市立滝沢小学校体育館 滝沢市立滝澤小学校 無料
滝沢市立滝沢小学校
019-687-2314

岩手県 滝沢市 ② 道徳授業参観（４～６年　・特支）
道徳の授業を学校公開し、高学年全学級及び特別支援学級の授業
を参観していただきます。

11月13日 滝沢市立滝沢小学校 滝沢市立滝澤小学校 無料
滝沢市立滝沢小学校
019-687-2314

岩手県 滝沢市 ② 道徳授業参観（１～３年）
道徳の授業を学校公開し、低学年全学級の授業を参観していただき
ます。

11月27日 滝沢市立滝沢小学校 滝沢市立滝澤小学校 無料
滝沢市立滝沢小学校
019-687-2314

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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岩手県 滝沢市 ② 学習発表会
1年生～6年生の各教科・領域、吹奏楽団の学習の成果を発表しま
す。

10月13日 滝沢市立鵜飼小学校体育館 滝沢市立鵜飼小学校 無料
滝沢市立鵜飼小学校
019-687-2004

岩手県 滝沢市 ②

滝沢市ジョイントアップスクール事
業
滝沢南中学校区学校公開研究会
第５４回岩手県教育研究協議会滝
沢大会

滝沢市教育委員会指定を受け、小中連携テーマ「共に学び、生き生
きと表現する児童・生徒の育成」を柱とし、学校公開研修会を開催し、
皆様からご指導・ご助言を賜り、さらに授業改善を進めてまいります。

11月2日
滝沢市立滝沢南中学校・篠
木小学校・鵜飼小学校

滝沢市立鵜飼小学校 無料
滝沢市立鵜飼小学校
019-687-2004

国語授業及び研究会
は、第54回岩手県国
語教育研究協議会岩
手地区大会を兼ねて
開催します。

岩手県 滝沢市 ② 授業参観日 学校公開し、全学級の授業を参観していただきます。 11月20日 滝沢市立鵜飼小学校 滝沢市立鵜飼小学校 無料
滝沢市立鵜飼小学校
019-687-2004

岩手県 滝沢市 ② 学習発表会 学習の成果を発表や合唱、劇などで学年ごとに発表します。 10月20日 滝沢市立一本木小学校 滝沢市立一本木小学校 無料
滝沢市立一本木小学校
019-688-4253

岩手県 滝沢市 ② １日授業参観日 １日学校公開し、全学級の授業を参観していただきます。 11月15日 滝沢市立一本木小学校
滝沢市立
一本木小学校

無料
滝沢市立一本木小学校
019-688-4253

岩手県 滝沢市 ② 文化祭
作品展示、ハンドベル、合唱、英語暗唱、劇などを発表します。その
他に地域の方々の発表もあります。

10月20日 姥屋敷小中学校
滝沢市立
姥屋敷小中学校

無料
http://www.rnac.ne.jp/~u
bachu/index.html

滝沢市立姥屋敷小中学校
019-680-2401

岩手県 滝沢市 ②
道徳授業参観日
および家庭教育学級

全学級で道徳の授業を公開します。その後、講師を招いて「情報メ
ディアとの上手な付き合い方」についての講演会を行います。

11月9日 姥屋敷小中学校
滝沢市立
姥屋敷小中学校

無料
http://www.rnac.ne.jp/~u
bachu/index.html

滝沢市立姥屋敷小中学校
019-680-2401

岩手県 滝沢市 ② 学習発表会
小学校１年生～中学校３年生までの全学年が、劇や合唱などを発表
します。

10月20日 滝沢市柳沢小中学校 滝沢市柳沢小中学校 無料
滝沢市立柳沢小中学校
019-688-2221

岩手県 滝沢市 ② 道徳授業公開及び教育講演会
前学級で道徳の授業公開をし、その後講師を招いて、情報メディアに
ついての講演会を行います。

11月10日 滝沢市柳沢小中学校 滝沢市柳沢小中学校 無料
滝沢市立柳沢小中学校
019-688-2221

岩手県 滝沢市 ② 滝二祭（文化祭）
学習・部活動で作った作品の展示や生徒会活動の発表、合唱の発表
を行います。

10月6日 滝沢市立滝沢第二中学校
滝沢市立
滝沢第二中学校

無料
滝沢市立滝沢第二中学校
019-688-4907

岩手県 滝沢市 ② フリー参観ウィーク
期間中の全授業について、保護者や地域の方々が参観できるように
案内・開放します。

10月22日～26日 滝沢市立滝沢第二中学校
滝沢市立
滝沢第二中学校

無料
滝沢市立滝沢第二中学校
019-688-4907

岩手県 滝沢市 ② 地区道徳公開講座 各家庭・地域に対して、道徳の授業を公開します。 10月26日 滝沢市立滝沢第二中学校
滝沢市立
滝沢第二中学校

無料
滝沢市立滝沢第二中学校
019-688-4907

岩手県 滝沢市 ② 一中祭
教科作品の展示や英語暗唱、弁論、合唱発表、一本木さんさ、学年
毎の集団演技等のステージ発表を行います。

10月13日
9:00～12:30

滝沢市立一本木中 滝沢市立一本木中 無料
滝沢市立一本木中学校
019－688－4634

岩手県 滝沢市 ② 1日授業参観日
保護者や地域の方々に1日学校を開放し、授業や生徒の様子を参観
していただきます。

11月15日
8:45～15:00

滝沢市立一本木中 滝沢市立一本木中 無料
滝沢市立一本木中学校
019－688－4634

岩手県 滝沢市 ② 1日授業参観日
保護者や地域の方々に1日学校を開放し、授業や生徒の様子を参観
していいただきます。

11月9日 滝沢市立滝沢中学校 滝沢市立滝沢中学校 無料

滝沢市立滝沢中学校
HP:http://www.eins.rnac.
ne.jp/~taki-
chu/index.html

滝沢市立滝沢中学校
019-684-1771
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料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



885

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

岩手県 滝沢市 ② 滝沢中学校文化祭
合唱コンクール・弁論・英語暗唱等のステージ発表、新聞コンクール
を行います。

9月29日 滝沢市立滝沢中学校 滝沢市立滝沢中学校 無料

滝沢市立滝沢中学校
HP:http://www.eins.rnac.
ne.jp/~taki-
chu/index.html

滝沢市立滝沢中学校
019-684-1771

岩手県 滝沢市 ② 観武祭（みたけさい）小中学部 文化祭（ステージ発表、作品展示） 10月27日 小中校舎
岩手県立
盛岡みたけ支援学校

無料
http://www2.iwate-
ed.jp/mit-y/

岩手県立盛岡みたけ支援学校
019-641-0789

岩手県 滝沢市 ② 学校へ行こう週間（小中学部） 授業、学内設備自由見学 10月27日～11月2日 小中校舎
岩手県立
盛岡みたけ支援学校

無料
http://www2.iwate-
ed.jp/mit-y/

岩手県立盛岡みたけ支援学校
019-641-0789

岩手県 滝沢市 ② 盛農祭
一般公開・学科内容展示・収穫物の販売・模擬店・食堂・作品展示・
文化部ステージ（吹奏楽、演劇等の発表）を行います。

10月27日(土)～28日(日） 岩手県立盛岡農業高等学校
岩手県立
盛岡農業高等学校

無料
http://www2.iwate-
ed.jp/moa-h/

岩手県立盛岡農業高等学校
019-688-4212

岩手県 滝沢市 ② 学校へ行こう週間 保護者・中学校・地域に対して授業を公開します。 10月15日(月)～19日(金） 盛岡北高等学校 盛岡北高等学校 無料
http://www2.iwate-
ed.jp/mon-h/

盛岡北高等学校
019-687-2312

岩手県 滝沢市 ② 学習発表会 総合の時間の学習成果や演劇、合唱などを発表します 10月20日 篠木小学校　体育館 滝沢市立篠木小学校 無料
滝沢市立篠木小学校
019-687-2064

岩手県 滝沢市 ③ 滝二っ子フェスタ 合唱、劇などを学年ごとに発表します。 10月27日 滝二小体育館 滝沢第二小学校 無料
滝沢市立滝沢第二小学校
019-688-4002

岩手県 滝沢市 ②
授業参観日
（道徳授業地区公開講座）

全学年、全クラスが道徳の授業を公開し、参観していただきます。 11月13日 滝二小教室 滝沢第二小学校 無料
滝沢市立滝沢第二小学校
019-688-4002

岩手県 滝沢市 ② 学習発表会 総合的な学習の時間の発表、合唱、劇などを学年ごとに発表します
10月27日
8：45～12：00

滝沢東小学校体育館 滝沢市立滝沢東小学校 無料
滝沢市立滝沢東小学校
019-688-6602

岩手県 滝沢市 ② 縦割り班集会 たてわり班対抗で、大縄跳び大会をします
10月10日
14：00～14：45

滝沢東小学校校庭 滝沢市立滝沢東小学校 無料
滝沢市立滝沢東小学校
019-688-6602

岩手県 滝沢市 ② 南中祭
学年の合唱コンクール及び吹奏楽部、合唱部。生徒会等のステージ
発表、教科作品の展示等を行います。

10月6日 滝沢市立滝沢南中学校 滝沢市立滝沢南中学校 無料
滝沢市立滝沢南中学校
019-687-2021

岩手県 滝沢市 ② 授業参観日 学校公開日として全学級の授業を参観していただきます。 11月10日 滝沢市立滝沢南中学校 滝沢市立滝沢南中学校 無料
滝沢市立滝沢南中学校
019-687-2021

岩手県 田野畑村 ② 田野畑小学校学習発表会 各学年の演劇やスクールバンドの発表等を行います。 10月13.日
田野畑小学校
体育館

田野畑小学校 無料
田野畑村立田野畑小学校
0194-34-2050

岩手県 田野畑村 ② 田野畑中学校文化祭
作品展示、創作太鼓の発表、合唱コンクール、全校創作劇の発表を
行います。

10月27日
田野畑中学校
体育館

田野畑中学校 無料
田野畑村立田野畑中学校
0194-34-2301

岩手県 田野畑村 ② 文化の日無料開放
東北文化の日にあわせて、田野畑村民俗資料館の無料開放を行い
ます。

10月27日～28日(予定) 田野畑村民俗資料館 田野畑村教育委員会 無料
田野畑村民俗資料館
0194-33-2210

岩手県 田野畑村 ② 田野畑小学校校内マラソン大会 低学年１km、中学年２km、高学年３kmを村道等を利用して走ります。 11月1日
田野畑小学校グラウンド
及び周辺コース

田野畑小学校 無料
田野畑村立田野畑小学校
0194-34-2050

岩手県 田野畑村 ③ 第45回田野畑村民文化展
広く村民から美術作品を募り、優れた作品を展示することにより、創
作活動の振興を図るとともに、鑑賞の機会を提供するものです。

11月3日～6日 アズビィ楽習センター 田野畑村教育委員会 無料
田野畑村教育委員会
0194-34-2226

岩手県 遠野市 ① 市内小学校音楽祭 市内小学校児童の合唱、器楽演奏などの発表を行う。 10月23日
遠野市文化交流施設
「みやもりホール」

遠野市教育委員会 無料
遠野市教育委員会
事務局学校教育課
0198-62-4412

岩手県 遠野市 ① 企画展「外国語の本展」
アメリカ合衆国・チャタヌーガ市との友好都市締結１周年を迎えるに
当たり、外国語の本や、日本語に翻訳された外国語の本に親しむ機
会とする。

9月12日～10月7日 遠野市立図書館ホワイエ 遠野市立図書館 無料
http://library.city.tono.iw
ate.jp/

遠野市立図書館
0198-62-2340

岩手県 遠野市 ① 企画展「健康の本展」
スポーツの秋や体育の日にちなみ、体調管理を心がける機会とす
る。

10月24日～11月18日 遠野市立図書館ホワイエ 遠野市立図書館 無料
http://library.city.tono.iw
ate.jp/

遠野市立図書館
0198-62-2340
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岩手県 遠野市 ①
ミニコーナー敬老、お月見、
ハロウィン

歳時にちなんだ本をミニコーナーに展示する。 10月1日～31日
遠野市立図書館
ミニコーナー

遠野市立図書館 無料
http://library.city.tono.iw
ate.jp/

遠野市立図書館
0198-62-2340

岩手県 遠野市 ① 子ども映画会「たろうのおでかけ」
図書館に来館した子どもを対象に、毎月第１土曜日に視聴覚教材を
使用した映画を上映する。

10月6日
遠野市立図書館
視聴覚ホール

遠野市立図書館 無料
http://library.city.tono.iw
ate.jp/

遠野市立図書館
0198-62-2340

岩手県 遠野市 ①
子ども映画会
「ウォルト・ディズニー制作の名作ア
ニメ　アリとキリギリス」

図書館に来館した子どもを対象に、毎月第１土曜日に視聴覚教材を
使用した映画を上映する。

11月3日
遠野市立図書館
視聴覚ホール

遠野市立図書館 無料
http://library.city.tono.iw
ate.jp/

遠野市立図書館
0198-62-2340

岩手県 遠野市 ①
秋の特別映画会
「じゅげむじゅげむ」

図書館に来館した子どもを対象に、視聴覚教材を使用した映画を上
映する。

10月27日
遠野市立図書館
視聴覚ホール

遠野市立図書館 無料
http://library.city.tono.iw
ate.jp/

遠野市立図書館
0198-62-2340

岩手県 遠野市 ③ 第13回遠野市民芸術祭合同茶会

遠野市芸術文化協会会員による合同のお茶会を行う。
一般の方にも気軽にお茶の楽しんでいただける機会や、お茶の頂き
方を通して、日本の伝統文化である茶道に触れる機会として開催して
いる。

10月21日
遠野市民センター講義室・
勤労青少年ホーム和室

遠野市民芸術祭
実行委員会

一般財団法人
遠野市教育文化振興財団
0198-62-6191

岩手県 遠野市 ③
第13回遠野市民芸術祭
舞台合同発表会

遠野市芸術文化協会会員をはじめ一般参加者及び児童生徒による
日本舞踊、吟詠、吟舞、邦楽、合唱、吹奏楽などの舞台合同発表会
を行う。

11月3日～4日(3日のみ開催す
るものもあり)

遠野市民センター大ホール
遠野市民芸術祭
実行委員会

一般財団法人
遠野市教育文化振興財団
0198-62-6191

岩手県 遠野市 ③
第13回遠野市民芸術祭
総合展示会

遠野市芸術文化協会会員をはじめ一般参加者及び児童生徒による
作品展（書道・絵画・手芸・文芸・生け花など）の総合展示会を行う。

11月3日～4日 遠野市民体育館
遠野市民芸術祭
実行委員会

無料
一般財団法人
遠野市教育文化振興財団
0198-62-6191

岩手県 遠野市 ①③
第29回遠野少年少女合唱隊発表
会

遠野少年少女合唱隊による合唱の発表会を行う。県内からのゲスト
も招き、日頃の練習の成果を一般の方に披露する。

11月11日 あえりあ遠野中ホール
遠野市、遠野市教育委
員会、遠野少年少女合
唱隊父母会

一般財団法人
遠野市教育文化振興財団
0198-62-6191

岩手県 遠野市 ①③
第41回遠野市民センター
バレエスタジオ発表会

遠野市民センターバレエスタジオ生徒によるバレエ発表会を行う。ス
ターダンサーズバレエ団からの特別出演もあり、プロのダンサーと一
緒に踊り、日頃の練習の成果を一般の方に披露する。

11月18日 遠野市民センター大ホール
遠野市、遠野市教育委
員会、遠野市民センター
バレエスタジオ父母の会

一般財団法人
遠野市教育文化振興財団
0198-62-6191

岩手県 遠野市 ② 学習発表会 劇や歌、合奏等により、日頃の学習の成果を発表する。 11月18日 遠野北小学校 遠野市立遠野北小学校 無料
遠野北小学校
0198-62-2030

岩手県 遠野市 ② 薬研太鼓引継会
代々６年生が引継いでいる創作太鼓「薬研太鼓」を５年生に引き継
ぐ。６年生にとっては、最後の演奏披露の場となる。

11月30日 遠野北小学校 遠野市立遠野北小学校 無料
遠野北小学校
0198-62-2030

岩手県 遠野市 ② 学習発表会 学年毎に歌や劇、昔語りの発表を行う。 10月20日 綾織小学校体育館 遠野市立綾織小学校 無料
遠野市立綾織小学校
0198-62-2803

岩手県 遠野市 ② 校内ロードレース大会 低・中・高学団ごとに校庭、校舎周辺のコースを走る。 10月30日 綾織小学校校庭等 遠野市立綾織小学校 無料
遠野市立綾織小学校
0198-62-2803

岩手県 遠野市 ② 学習発表会 学習の成果の発表として、昔語りや劇を発表する。 10月20日 小友小学校体育館 遠野市立小友小学校 無料
遠野市立小友小学校
0198-68-2220

岩手県 遠野市 ② 校内マラソン大会
保護者に子どもたちの様子を見ていただき、本校の教育への理解を
深めてもらう。

10月26日 小友小学校校庭 遠野市立小友小学校 無料
遠野市立小友小学校
0198-68-2220

岩手県 遠野市 ② 学習発表会
日常の学習成果を保護者・地域の方々に発表する場として、合唱や
演劇、遠野物語の語り部などのステージ発表を行います。

10月20日 附馬牛小学校体育館 遠野市立附馬牛小学校 無料
遠野市立附馬牛小学校
0198-64-2220

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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岩手県 遠野市 ② 校内マラソン大会
体力の向上を目指した業間体育での取り組みの成果を保護者・地域
の方々の披露する場であり、低・中・高学団ごとに設定されたコース
を走ります。

10月5日 附馬牛小学校周辺道路 遠野市立附馬牛小学校 無料
遠野市立附馬牛小学校
0198-64-2220

岩手県 遠野市 ② 授業参観・家庭教育ゼミナール
児童の学習の様子を自由に参観していただき、その後、家庭教育に
関わる研修を保護者・地域の方々と共に行います。

11月21日 附馬牛小学校 遠野市立附馬牛小学校 無料
遠野市立附馬牛小学校
0198-64-2220

岩手県 遠野市 ② 学習発表会 学習の成果の発表として、合唱・演劇などのステージ発表を行う。 10月20日 土淵小学校体育館 遠野市立土淵小学校 無料
遠野市立土淵小学校
0198-62-2804

岩手県 遠野市 ② 校内マラソン大会
低学年・中学年・高学年ごとに自分の体力にあった目標を設定して走
るので、子どもたちのがんばる姿を参観していただく。

10月12日 上郷小学校周辺道路 遠野市立上郷小学校 無料
遠野市立上郷小学校
0198-65-2031

岩手県 遠野市 ② 学習発表会
日常の学習の成果を発表する。低学年は総合的表現活動、３年は遠
野昔話、４年は宮沢賢治の作品を題材として表現活動、高学年は演
劇を発表する。

10月20日 上郷小学校体育館 遠野市立上郷小学校 無料
遠野市立上郷小学校
0198-65-2031

岩手県 遠野市 ② 授業参観と家庭教育ゼミナール
学習の様子を自由に参観していただく。家庭教育ゼミナールでは、メ
ディアとの関わりについて親子で話を聞く。

11月16日 上郷小学校 遠野市立上郷小学校 無料
遠野市立上郷小学校
0198-65-2031

岩手県 遠野市 ② 校内マラソン大会 低・中・高学年ごとに、学団コースを走る。 10月1日 宮守小学校 遠野市立宮守小学校 無料
遠野市立宮守小学校
0198-67-2135

岩手県 遠野市 ② 学習発表会 歌や劇を発表する。 10月20日 宮守小学校体育館 遠野市立宮守小学校 無料
遠野市立宮守小学校
0198-67-2135

岩手県 遠野市 ②
授業参観日
（道徳授業公開・家庭教育ゼミナー
ル）

全学級道徳の授業公開と情報モラルの家庭教育ゼミナールを開催す
る。

11月15日 宮守小学校 遠野市立宮守小学校 無料
遠野市立宮守小学校
0198-67-2135

岩手県 遠野市 ② 学習発表会 学習の成果の発表として、劇や合唱等のステージ発表を行う。 10月20日 鱒沢小学校体育館 遠野市立鱒沢小学校 無料
遠野市立鱒沢小学校
0198-66-2270

岩手県 遠野市 ② 学校公開
研究主題「主体的に学び合う児童の育成～聞く力・話す力を高める指
導の工夫を通して～」として学校公開を行う。

10月5日 遠野市立達曽部小学校 遠野市教育委員会 無料
遠野市立達曽部小学校
0198-67-6133

岩手県 遠野市 ② 学習発表会 児童の演劇を中心とした学習発表会を行う。 11月3日 遠野市立達曽部小学校 遠野市立達曽部小学校 無料
遠野市立達曽部小学校
0198-67-6133

岩手県 遠野市 ② 文化祭
総合的な学習の成果発表、合唱コンクール、教科作品展示等を行
う。

10月28日
遠野中学校体育館、
多目的ホール

遠野市立遠野中学校 無料
遠野市立遠野中学校
0198-62-2814

岩手県 遠野市 ② 文化祭
合唱コンクール・演劇・吹奏楽演奏・弁論発表等を行い、日常の学習
活動の成果を発表する場とする。

10月27日 遠野東中学校体育館 遠野市立遠野東中学校 無料
遠野市立遠野東中学校
0198-62-2816

岩手県 遠野市 ② 文化祭 作品展示、合唱コンクール、ステージ発表、演劇などを行う。 10月28日 遠野西中学校体育館、教室 遠野市立遠野西中学校 無料
遠野市立遠野西中学校
0198-67-2139

岩手県 遠野市 ② 緑峰祭
一般公開・学科内容展示・生徒会展・文化部展・文化部ステージ発表
（吹奏楽）・茶会・食堂・農場生産物販売を行います。

10月27日～２８日 岩手県立遠野緑峰高等学校
岩手県立
遠野緑峰高等学校

無料
http://www2.iwate-
ed.jp/ryo-h/

0198-62-2827

岩手県 西和賀町 ②
岩手県立西和賀高等学校
「西高祭」

生徒による絵画等の展示、模擬店、ステージ発表を行います。(10月
14日一般公開）

10月14日 西和賀高等学校 西和賀高等学校 無料
西和賀高等学校
0197-84-2809

岩手県 西和賀町 ② 湯田小学校学習発表会 児童による絵画等の展示、ステージ発表を行います。 10月20日 湯田小学校 湯田小学校 無料
湯田小学校
0197-84-2816

岩手県 西和賀町 ② 沢内小学校学習発表会 児童による絵画等の展示、ステージ発表を行います。 10月27日 沢内小学校 沢内小学校 無料
沢内小学校
0197-85-2010

岩手県 西和賀町 ② 湯田中学校文化祭 生徒による絵画等の展示、ステージ発表を行います。 10月27日
西和賀町文化創造館
銀河ﾎｰﾙ

湯田中学校 無料
湯田中学校
0197-82-3105

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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岩手県 西和賀町 ② 沢内中学校文化祭 生徒による絵画等の展示、ステージ発表を行います。 10月28日 沢内中学校 沢内中学校 無料
沢内中学校
0197-85-2130

岩手県 西和賀町 ③ 西和賀町芸術文化祭(展示部門) 町民による絵画や習字、手芸作品等の展示を行います。 11月1日～3日
西和賀町文化創造館
銀河ﾎｰﾙ

・西和賀町教育委員会
・西和賀町芸術文化協
会

無料
西和賀町教育委員会
生涯学習課　0197-82-2045

岩手県 西和賀町 ③ 西和賀町芸術文化祭(舞台部門)
芸術文化協会所属団体による吹奏楽演奏や民舞、郷土芸能披露を
行います。

11月3日
西和賀町文化創造館
銀河ﾎｰﾙ

・西和賀町教育委員会
・西和賀町芸術文化協
会

500円
西和賀町教育委員会
生涯学習課　0197-82-2045

岩手県 二戸市 ③ 二戸市民文化祭
公民館教室や市内サークルなどによる絵画、写真、生け花、書道な
どの作品展示、市民が創作した作品の展示や発表を行う。

11月２日～４日
市内各公民館、
市民文化会館等

二戸市、
二戸市教育委員会

無料
二戸市教育委員会
生涯学習課
0195-23-3483

岩手県 二戸市 ③ 二戸市民文士劇「女たちの九戸城」
『九戸の乱』をテーマに中央の一方的な圧力に、郷土を守る義憤に燃
えた九戸党とそれを支える戦国の女達の物語を主軸にした市民文士
劇。（宝くじの助成事業により実施される）

10月20、21日 二戸市民文化会館
二戸市、
二戸市教育委員会

二戸市民文士劇実行委員会
0195-37-2116

岩手県 二戸市 ① 市民総参加スポーツ大会 ニュースポーツ６種類によるスポーツ交流会 10月7日
二戸市
総合スポーツセンター他

二戸市体育協会
二戸市体育協会
0195-23-7211

岩手県 二戸市 ① 体力つくりウォークラリー 自然や歴史的名所・旧跡を巡るウォーキングイベント 10月中旬 二戸市内 二戸市体力つくり振興会
二戸市教育委員会
生涯学習課
0195-23-3483

岩手県 二戸市 ②
二戸地区小中学校
児童生徒独唱大会

二戸地区の小・中学校の児童・生徒の独唱大会。 10月4日
浄法寺文化交流センター
（Ｊホール）

岩手県教職員組合
県北支部二戸地区

無料
岩手県教職員組合
県北支部二戸地区
0195-23-3306

岩手県 二戸市 ② 浄法寺地区教育連絡会研修会
地域とともに子供たちが成長していく姿を描いた映画「クラッチヒッ
ターみなみ」上映や、浄法寺小学校・合唱団かつら・浄法寺保育園・
浄法寺中学校の発表を行います。

11月23日
浄法寺文化交流センター
（Ｊホール）

浄法寺地区教育連絡会 無料
浄法寺中学校
0195-38-2126

岩手県 二戸市 ③ 講座「続・新にのへ物語Ⅲ」第5回
『【明治150年】二戸郡役所文書に見る明治の職業とその分布につい
て』をお話します。

10月2日 二戸市立中央公民館
二戸市立
二戸歴史民俗資料館

無料
http://www.edu.city.nino
he.iwate.jp/~maibun/n-
kouza.html

0195-23-9120

岩手県 二戸市 ① 古文書解読講座

　軟派・硬派の文書を織り交ぜて解読していきます。
　素行不良の息子のしつけに悩む親、福岡代官所の年中行事でのし
きたり、相馬大作の判決文など文書のレベルもいろいろな古文書を
解読します。

9月15日、10月6日
10月13日、11月10日

二戸市立図書館 二戸市立図書館 300円
http://lib.city.ninohe.iwat
e.jp/

0195-23-3447 定員　先着順30名

岩手県 二戸市 ① 日本古典文学講座 　「続・深イイ古典 ～東大入試問題より、心にしみる古典～」
11月17日、11月18日
11月24日

二戸市立図書館 二戸市立図書館 無料
http://lib.city.ninohe.iwat
e.jp/

0195-23-3447 定員　先着順30名

岩手県 二戸市 ①
平成３０年度
岩手県立図書館巡回展
「平民宰相と呼ばれた男」

　郷土の先人・原敬の業績や生涯に関する図書のほか、近代の政治
史・歴代宰相に関する図書や岩手出身の政治家に関する図書を巡
回展示します。

10月26日～11月4日 二戸市立図書館 二戸市立図書館 無料
http://lib.city.ninohe.iwat
e.jp/

0195-23-3447

岩手県 二戸市 ② 学習発表会 各学年による発表会「劇・合唱・総合的な学習のまとめ・クラブ」 10月20日 福岡小学校体育館 二戸市立福岡小学校 無料
福岡小学校
0195-23-7546

岩手県 二戸市 ② 市内音楽会 二戸市内の小学校が市民会館に集い合唱・合奏などの発表を行う。 10月25日 二戸市民文化会館 二戸市音楽連盟 無料
仁左平小学校
事務局
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岩手県 二戸市 ② 日曜参観日・福小バザー 休日に行われる授業参観日・その後「PTA主催のバザー・出店」 11月11日
福岡小学校
教室・体育館

二戸市立　福岡小学校 無料
福岡小学校
0195-23-7546

岩手県 二戸市 ② 学習発表会
各学年による劇や音楽の発表、４～６年生の陣太鼓発表の他、全校
の作品展も行います。

10月20日 仁左平小学校 仁左平小学校 無料
仁左平小学校
0195－23－7595

岩手県 二戸市 ② 二戸市小学校音楽会
二戸市内の小学校の児童が、学校ごとに合唱のステージ発表を行い
ます。

10月24日 二戸市民文化会館
二戸市小中学校
音楽連盟

無料
事務局　仁左平小学校
0195－23－7595

岩手県 二戸市 ② 学習発表会
各学年が日頃の学習の成果を劇・ダンス・音楽などでステージ発表し
ます。

10月13日
中央小学校
体育館

中央小学校 無料
http://www.edu.city.nino
he.iwate.jp/~chs/

中央小
0195-23-4711

岩手県 二戸市 ② 授業参観日 各学級の授業を保護者等に公開します。 11月23日
中央小学校
各教室

中央小学校 無料
http://www.edu.city.nino
he.iwate.jp/~chs/

中央小
0195-23-4711

岩手県 二戸市 ② 第３４回ＰＴＡふれあいバザー
家庭から提供していただいたものの販売やゲームコーナー等を開催
します。

11月23日
中央小学校
体育館

中央小PTA 無料
http://www.edu.city.nino
he.iwate.jp/~chs/

中央小
0195-23-4711

岩手県 二戸市 ② 学習発表会
全校劇「蛇沼政恒物語」、全校音読劇「どんぐりと山猫」、全校群読
「外郎売」など小規模校の全校児童によるステージ発表を行います。

10月13日 二戸西小学校 二戸西小学校 無料
二戸西小学校
0195-28-2114

岩手県 二戸市 ② 学習発表会 日頃の学習の成果をステージ発表などで披露します。 10月20日（土） 御返地小学校 御返地小学校 無料
http://edu.city.ninohe.iwa
te.jp/~gos/

二戸市立御返地小学校
0195－26－2114

岩手県 二戸市 ② 学習発表会
日頃の学習の成果を演劇や音楽などの文化的活動でステージ発表
します。盛岡みたけ支援学校二のヘブン教室の児童も一緒に参加し
て、１人１人の児童がもつ良さを生かした発表を行います。

10月20日（土） 石切所小学校 石切所小学校 無料
石切所小学校
0195-23-2881

岩手県 二戸市 ② 三世代交流会
収穫したお米で地域の皆さんと餅つきをしたり、昔遊びなどを一緒に
楽しんだりします。

11月17日（土） 御返地小学校 御返地小学校 無料
http://edu.city.ninohe.iwa
te.jp/~gos/

二戸市立御返地小学校
0195-26-2114

岩手県 二戸市 ② 学習発表会
これまでの学習によって身に付けた力を「ステージ発表」を中心に保
護者、地域の方に発表します。

10月20日 金田一小学校体育館 金田一小学校 無料
金田一小学校
0195-27-2201

岩手県 二戸市 ② 学習発表会
日ごろの学習の成果を各学年毎にステージ発表いたします。また、
オープニングで全校児童による群読・合唱等も行います。

10月20日 浄法寺小学校体育館 浄法寺小学校 無料
浄法寺小学校
0195-38-2026

岩手県 二戸市 ② 文化祭
福岡中学校の「総合的な学習の時間」のまとめの発表や吹奏楽部に
よる演奏等のステージ発表及び各学級の展示発表を行います。

10月27日9：30～14：00 福岡中学校 福岡中学校 無料
http://www.edu.city.nino
he.iwate.jp/~

福岡中学校
0195－23－3325

岩手県 二戸市 ② 文化祭合唱コンクール
福岡中学校の各学級による合唱発表や全校合唱、特設合唱部の発
表を行います。

10月28日9：20～12：10 二戸文化会館 福岡中学校 無料
http://www.edu.city.nino
he.iwate.jp/~

福岡中学校
0195－23－3325

岩手県 二戸市 ② 授業参観
１年生は学年で介助犬交流会を行います。２年生と３年生は、各学級
において授業を行います。

11月10日14：05～14：55 福岡中学校 福岡中学校 無料
http://www.edu.city.nino
he.iwate.jp/~

福岡中学校
0195－23－3325

岩手県 二戸市 ② 文化祭
弁論、英語暗唱、独唱、調査探究学習、音楽と演技によって構成され
るプログラム等のステージ発表と、教科作品、テーマ調査、PTA作品
等の展示を行います

10月28日 御返地中学校 御返地中学校 無料
御返地中学校
0195-26-2214

岩手県 二戸市 ② 青藍祭（文化祭）
合唱コンクールや全校演劇、作品展示を行います。PTA主催として、
バザー、作品展示を行います。

10月28日 金田一中学校 金田一中学校 無料
金田一中学校
0195-27-3101

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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岩手県 二戸市 ② 市民に学校を公開する日
教科の授業や生徒の活動を自由にご覧いただけます。全校生徒によ
る「いじめ防止集会」も実施します。

9月4日 浄法寺中学校 浄法寺中学校 無料
http://www.edu.city.nino
he.iwate.jp/~joc/

浄法寺中学校
0195-38-2126

岩手県 二戸市 ② 紫桂祭（文化祭）
総合的な学習成果発表、合唱コンクール、英語暗唱、弁論、独唱、作
品展示等を行います。

10月28日 浄法寺中学校 浄法寺中学校 無料
http://www.edu.city.nino
he.iwate.jp/~joc/

浄法寺中学校
0195-38-2126

岩手県 二戸市 ② 浄法寺地区教育連絡会研修会
映画上映や、浄法寺小学校、合唱団かつら、浄法寺保育園、浄法寺
中学校の発表を行います。

11月23日
浄法寺文化交流センター
（Ｊホール）

浄法寺地区教育連絡会 無料
浄法寺中学校
0195-38-2126

岩手県 二戸市 ① スケート場感謝デー
スケート場を無料開放し、自由滑走、スケート教室、氷上スポーツ体
験等を行います。

11月3日 県北青少年の家 岩手県教育委員会 無料
http://www.echna.ne.jp/^
kenritu3/

県北青少年の家
0195-23-9511

岩手県 二戸市 ① だれでもスケート教室① 初心者・初級者向けのスケート教室を行います。 11月11日 県北青少年の家 岩手県教育委員会
http://www.echna.ne.jp/^
kenritu3/

県北青少年の家
0195-23-9511

岩手県 二戸市 ① だれでもスケート教室② 初心者・初級者向けのスケート教室を行います。 11月23日 県北青少年の家 岩手県教育委員会
http://www.echna.ne.jp/^
kenritu3/

県北青少年の家
0195-23-9511

岩手県 野田村 ① 村民大運動会 地区別対抗により各種競技を行う 10月7日 山村広場 野田村 無料
野田村教育委員会事務局
0194-78-2936

岩手県 野田村 ② 野田小学校学習発表会 作品展示などによる日頃の学習成果を発表 10月20日 野田小学校 野田小学校 無料
野田小学校
0194-78-2166

岩手県 野田村 ② 野田中学校文化祭 本生徒による合唱や吹奏楽等によるステージ発表、作品展示等 10月27日 野田中学校 野田中学校 無料
野田中学校
0194-78-2170

岩手県 野田村 ③ 野田村総合文化祭公演部門 演劇、音楽、舞台等のステージ発表 10月28日 野田村体育館 野田村 無料
野田村教育委員会事務局
0194-78-2936

岩手県 野田村 ③ 野田村総合文化祭展示部門 書道や絵画等の作品展示
11月3日～
11月4日 野田村体育館 野田村 無料

野田村教育委員会事務局
0194-78-2936

岩手県 八幡平市 ② 大更小学習発表会・感謝の会
劇や音楽などにより日ごろの学習の成果を保護者・地域の方に発表
します。また、日頃お世話になったいる地域ボランティアなどの方々を
招いて「感謝の会」も併せて行います。

10月20日 大更小学校 大更小学校 無料
八幡平市立大更小学校
0195-76-2239

岩手県 八幡平市 ② 大更小一日授業参観
児童の学習の様子や生活の様子を、保護者・地域の方々、同じ中学
校区の教員に公開します。

11月21日 大更小学校 大更小学校 無料
八幡平市立大更小学校
0195-76-2239

岩手県 八幡平市 ② 学習発表会 日常の文化的学習活動の成果を発表する。 11月10日 田頭小学校 田頭小学校 無料
八幡平市立田頭小学校
0195-76-2732

岩手県 八幡平市 ② 平笠小学校学習発表会
全校による地域の伝統芸能「田植え踊り」や合唱、各学級による劇等
を発表します。

10月20日 平笠小学校体育館 平笠小学校 無料
八幡平市立平笠小学校
0195-76-3534

岩手県 八幡平市 ② 収穫感謝の会
児童と祖父母が交流をしたり５・６年生が祖父母や日頃お世話になっ
た方を招いて全校に振る舞いをしたりします。また、授業参観も行い
ます。

11月16日 平笠小学校各教室、体育館 平笠小学校 無料
八幡平市立平笠小学校
0195-76-3534

岩手県 八幡平市 ② 平舘小学校学習発表会
学年ごとに音楽や演劇など発表を行い、保護者をはじめ、地域の
方々に披露します。

10月20日 平舘小学校 平舘小学校 無料
八幡平市立平舘小学校
0195-74-2216

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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岩手県 八幡平市 ①
寺田実践区教育振興運動ふれあい
収穫祭

通年を通して実施してきた農業手体験学習のまとめとして、餅つき等
を行い、協力していただいた方々に感謝するとともに、日頃お世話に
なっいてる方々へも謝意を示す行事。三世代交流の趣旨も持つ。

11月10日 寺田小学校体育館
寺田地区教育振興運動
推進委員会・寺田小学
校

無料
八幡平市立寺田小学校
0195-77-2323

岩手県 八幡平市 ② 松野小学校学校学習発表会
子どもたちが「学習して自分はこんなにできるようになった。」姿を，お
家の方や地域の方々にお見せする場です。

10月27日 松野小学校体育館 松野小学校 無料
八幡平市立松野小学校
0195-74-3310

岩手県 八幡平市 ② 寄木小学校文化祭 ステージ発表・ＰＴＡバザー 10月20日 寄木小学校 寄木小学校 無料
八幡平市立寄木小学校
0195-76-3498

岩手県 八幡平市 ② 学習発表会及びＰＴＡバザー
児童の日頃の学習成果を発表したり、バザーや食堂・喫茶を開催し
たりして、学校と地域との一層の交流を深める。

10月21日 柏台小学校 柏台小学校 無料
八幡平市立柏台小学校
0195-78-2003

岩手県 八幡平市 ②③ 学習発表会
日頃学級で取り組んでいることや学習で積み重ねてきたことからの
発表（マーチング、劇、合唱、総合学習の発表など）

10月27日 安代小学校体育館 安代小学校 無料
八幡平市立安代小学校
0195-72-3310

岩手県 八幡平市 ② 田山小学校学習発表会
これまでの学習の成果（劇や合唱等）をステージ発表を通して行いま
す。

10月27日 田山小学校体育館 田山小学校 無料
八幡平市立田山小学校
0195-73-2047

岩手県 八幡平市 ②③ 西根中学校文化祭
教科、総合学習、復興教育、ボランテイア学習の成果展示、合唱、吹
奏楽の音楽発表会

10月7日 西根中学校 西根中学校 無料
八幡平市立西根中学校
0195-76-3530

岩手県 八幡平市 ② 文化祭 ステージ発表（演劇発表・合唱発表） 10月6日 西根第一中学校 西根第一中学校 無料
八幡平市立
西根第一中学校
0195-74-2514

岩手県 八幡平市 ② 情報モラル講演会
岩手警察署の方を講師に、内容はインターネットやＳＮＳにひそむ危
険性や安全に利用するコツを、生徒・保護者が共に学ぶ講演会

11月13日 松尾中学校体育館
松尾中学校、
松尾中学校ＰＴＡ

無料
八幡平市立松尾中学校
0195-76-4650

岩手県 八幡平市 ② 授業参観 本校の授業の様子を保護者の皆様等に見ていただく機会 11月13日 松尾中学校 松尾中学校 無料
八幡平市立松尾中学校
0195-76-4650

岩手県 八幡平市 ② 松尾中学校文化祭
生徒の文化的な学習内容の発表の場。総合的な学習の時間に、地
域から学んだ内容や、合唱の発表。美術、技術家庭の作品展示等

9月30日 松尾中学校 松尾中学校 無料
八幡平市立松尾中学校
0195-76-4650

岩手県 八幡平市 ➂ 八幡平市芸術祭　展示部門
市民に対し優れた芸術鑑賞機会を提供するとともに、広く作品を募集
し、芸術文化活動の発表の場を設ける。

10月27日～28日 西根地区市民センター
八幡平市芸術祭
実行委員会

無料
八幡平市役所地域振興課
電話：74-2111

岩手県 八幡平市 ➂ 八幡平市芸術祭　展示部門
市民に対し優れた芸術鑑賞機会を提供するとともに、市内で活動して
いる音楽・芸能団体の発表の場を設ける。

11月3日～4日 西根地区市民センター
八幡平市芸術祭
実行委員会

無料
八幡平市役所地域振興課
電話：74-2111

岩手県 花巻市 ② 賢治集会
宮沢賢治の作品をテーマにした集会活動を通して賢治の心に触れま
す。

10月20日 花巻小学校第一体育館 花巻小学校 無料 0198-23-2376

岩手県 花巻市 ② マラソン大会
保護者の方々等に子ども達の様子を参観いただき、本校の教育への
理解を深めていきます。

10月1日 花巻小学校校庭 花巻小学校 無料 0198-23-2376

岩手県 花巻市 ② 校内マラソン大会 全学年による校庭と校舎周辺を走路とするマラソン大会 11月6日 若葉小学校校庭 若葉小学校 無料
若葉小学校
23-3305

岩手県 花巻市 ② 学習発表会 全学年による学習の成果の発表会 10月20日
若葉小学校
体育館

若葉小学校 無料
若葉小学校
23-3305

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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岩手県 花巻市 ② ポラン学習発表会 宮澤賢治の精神を学び、劇や歌で表現します。 10月20日 南城小学校体育館 南城小学校 無料
花巻市立南城小学校
0198-23-2144

岩手県 花巻市 ② 学習発表会
保護者や地域の方に、今まで学習した教科や特活に創意工夫を加え
発表をする

10月20日 花巻市立湯口小学校 湯口小学校 無料
花巻市立湯口小学校
0198-28-2220

岩手県 花巻市 ② 校内マラソン大会
全学年児童が、校庭や学校周辺をコースとし、業間マラソンや体育で
の成果を発揮する

10月31日
花巻市立湯口小学校および
周辺

湯口小学校 無料
花巻市立湯口小学校
0198-28-2220

岩手県 花巻市 ② 家庭教育学級
講師を招聘し、児童、保護者、地域の方を対象に「いのちの授業」を
行う

11月9日 花巻市立湯口小学校 湯口小学校 無料
花巻市立湯口小学校
0198-28-2220

岩手県 花巻市 ② マラソン大会 本校校庭とその周辺を走路とする全学年対象のマラソン大会 10月2日 矢沢小学校　　　校庭 矢沢小学校 無料
矢沢小学校
0198-23-2179

岩手県 花巻市 ② 学習発表会 学習の成果の発表として、合唱・演劇などのステージ発表を実施 10月7日 矢沢小学校　　　体育館 矢沢小学校 無料
矢沢小学校
0198-23-2179

岩手県 花巻市 ② 学習発表会
日頃の学習活動の成果を発表し、学校教育に対する地域住民、父母
の関心を深める機会とする。

10月20日 太田小学校      体育館 太田小学校 無料
太田小学校
0198-28-2212

岩手県 花巻市 ② 学習発表会
保護者・地域の方がをお招きして、日ごろから指導いただいている地
域教材の学習成果等も含め、児童の学習状況を発表する。

10月20日 花巻小学校第一体育館 笹間第一小学校 無料
笹間第一小学校
0198-29-2320

岩手県 花巻市 ② マラソン大会
保護者の方々等に子ども達の様子を参観いただき、本校の教育への
理解を深めていきます。

10月2日 笹間第一小学校校庭 笹間第一小学校 無料
笹間第一小学校
0198-29-2320

岩手県 花巻市 ② 学習発表会
保護者・地域の皆様に、これまでの学習の成果を全校児童で又は各
学級ごとに発表する場です。

10月20日 笹間第二小学校 笹間第二小学校 無料
笹間第二小学校
0198-29-2327

岩手県 花巻市 ② 一日参観日 午前中の全学年の授業を自由に参観できます。 11月10日 笹間第二小学校 笹間第二小学校 無料
笹間第二小学校
0198-29-2327

岩手県 花巻市 ② 校内マラソン大会
朝運動の時間や体育で練習した成果を発揮し、自己ベストを目指し
て走ります。

10月1日 大迫小学校及び付近の道路 大迫小学校 無料
大迫小学校
0198-48-2226

岩手県 花巻市 ② 学習発表会 日頃の学習の成果を発揮し全校合唱や学年発表を披露します。 10月20日
大迫小学校
体育館

大迫小学校 無料
大迫小学校
0198-48-2226

岩手県 花巻市 ① 内川目地区文化祭
内川目地区振興センターにおいて地区の小学生が一人ひとり作品を
展示、さらには地区民の方々の有志による手作り作品も展示し、地域
の大きな行事となっている。作品の展示は約2週間。

10月20日 内川目地区振興センター
内川目地区
教育振興実践協議会

無料
内川目地区振興センター
0198-48-5301

岩手県 花巻市 ② 学習発表会 今までの学習の成果を劇や歌等で発表します。 10月20日 内川目小学校 内川目小学校 無料
内川目小学校
0198-48-5100

岩手県 花巻市 ② 学校公開 指導力向上を図ることを目的に学習活動を公開します。 10月5日
亀ケ森小学校
体育館

亀ケ森小学校 無料
亀ケ森小学校
0198-48-2229

岩手県 花巻市 ② 学習発表会
日頃の学習の成果を生かし、劇や音楽等のステージ発表を行いま
す。

10月27日
亀ケ森小学校
体育館

亀ケ森小学校 無料
亀ケ森小学校
0198-48-2229

岩手県 花巻市 ② 学習発表会
日頃の学習成果を劇や合奏などで発表し保護者や地域の方に見て
いただく

10月20日
8：40～11：50

石鳥谷小学校 石鳥谷小学校 無料
石鳥谷小学校
0198-45-2012

岩手県 花巻市 ② マラソン大会
自分の目標とした距離を選んで走ります。得意な子も苦手な子も満
足がいく形を考えました。沿道では保護者の声援が響き渡ります。

10月2日 新堀小近くの農道と校庭 新堀小学校 無料
新堀小学校
0198-45-3021

岩手県 花巻市 ② 学習発表会 日頃の学習を生かした演劇や音楽等のステージ発表をします。 10月20日 新堀小体育館 新堀小学校 無料
新堀小学校
0198-45-3021

岩手県 花巻市 ② 学習参観日
学習の様子を参観していただく。その後、家庭教育学級の講演会を
行う。

11月9日 新堀小学校 新堀小学校 無料
新堀小学校
0198-45-3021

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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岩手県 花巻市 ② 校内マラソン大会
業間マラソン及び体育で練習した成果を発揮し、自己ベストを目指し
て走ります。

10月2日
八幡小学校近くの農道と校
庭

八幡小学校 無料
八幡小学校
0198-45-3309

岩手県 花巻市 ② 学習発表会 日頃の学習の成果を劇や合唱等で総合的に発表します。 10月20日 八幡小学校体育館 八幡小学校 無料
八幡小学校
0198-45-3309

岩手県 花巻市 ② フリー参観週間
一週間学校を公開し、日頃の子ども達の学校での生活の様子を参観
していただきます。

11月13日～14日 八幡小学校 八幡小学校 無料
八幡小学校
0198-45-3309

岩手県 花巻市 ② 学習発表会
劇や歌、全校音読等により、子ども達の日頃の学習の成果を発表し
ます。

10月20日 八重畑小学校体育館 八重畑小学校 無料
https://www.city.hanama
ki.iwate.jp/shimin/shogak
ko/147/p005975.html

八重畑小学校
0198－47－2114

岩手県 花巻市 ② フリー参観日
終日学校を公開し、日頃の学校での子ども達の生活や活動の様子を
参観していただきます。

11月28日 八重畑小学校 八重畑小学校 無料
https://www.city.hanama
ki.iwate.jp/shimin/shogak
ko/147/p005975.html

八重畑小学校
0198－47－2114

岩手県 花巻市 ② 学習発表会
日頃の学習成果を劇や合奏などで発表し、保護者や地域の方に見て
いただく。

10月20日 東和小学校 東和小学校 無料
花巻市立東和小学校
0198-29-4334

岩手県 花巻市 ② ポプラ祭 合唱コンクール、作品展示、壁新聞コンクールを行います。 10月27日 花巻中学校 花巻中学校 無料
http://www.city.hanamak
i.iwate.jp/hanachu/

花巻中学校
0198-23-2151

岩手県 花巻市 ② ＰＴＡ教育文化研修会 アンガーマネージメントについて研修を行います。 10月27日 花巻中学校 花巻中学校 無料
http://www.city.hanamak
i.iwate.jp/hanachu/

花巻中学校
0198-23-2151

岩手県 花巻市 ② 北中祭 合唱コンク－ル・壁新聞・作品展示等を行う。 10月27日 花巻北中学校 花巻北中学校 無料
花巻市立花巻北中学校
0198-24-8766

岩手県 花巻市 ② 南中祭
合唱コンクール、マイメッセージ、壁新聞、作品展示、学年ステージ発
表、吹奏楽発表

10月28日 南城中体育館 南城中学校 無料
0198-23-4146
南城中

岩手県 花巻市 ② 秋桜祭（文化祭） 合唱コンクール、吹奏楽部発表、作品展示等 10月27日 湯本中学校 湯本中学校 無料
湯本中学校
0198-27-2719

岩手県 花巻市 ② 学校開放日 授業を地域・保護者に公開します。 11月19～21日 湯本中学校 湯本中学校 無料
湯本中学校
0198-27-2719

岩手県 花巻市 ② 東雲祭（文化祭） 作品展示、ステージ発表（英語暗唱、合唱、神楽など） 10月28日 矢沢中学校 矢沢中学校 無料
矢沢中学校
0198-31-2022

岩手県 花巻市 ② 宮中祭（文化祭） 作品展示、合唱、ステージ発表 10月28日 宮野目中学校 宮野目中学校 無料
宮野目中学校
0198-26-2117

岩手県 花巻市 ② 宮野目中学校ＰＴＡ講演会 情報モラル 11月2日 宮野目中学校 宮野目中学校 無料
宮野目中学校
0198-26-2117

岩手県 花巻市 ② 西南中文化祭 合唱コンクール、作品展示、吹奏楽部発表 10月28日 西南中学校 西南中学校 無料
西南中学校
0198-29-2321

岩手県 花巻市 ① 西南地区文化祭 作品展示、ステージ発表 11月11日 西南中学校
西南地区
教育振興協議会

無料
西南中学校
0198-29-2321

岩手県 花巻市 ② 迫中祭（文化祭）
作品展示、合唱発表、吹奏楽発表、学年ステージ発表、全校ステー
ジ発表を行います。

10月28日(日)
9:00-15:00

大迫中学校 大迫中学校 無料
花巻市立大迫中学校
0198-48-2221

岩手県 花巻市 ② 文化祭
作品展示、合唱コンクール、総合学習の発表、弁論、英語暗唱等を
行います。

10月27日 東和中体育館 東和中学校 無料
東和中学校
0198-42-4221

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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岩手県 花巻市 ③ 花巻ジュニアミュージックフェスタ
花巻で活動する子供たちの音楽団体３団体が第一線の音楽家によ
る体験型コンサートを行います。

10月7日
14：00～

花巻市文化会館 花巻市
花巻市文化会館
0198（24）6511

岩手県 花巻市 ③ 賢治葛丸祭
葛丸ダム湖畔の賢治詩碑前で賢治作品の朗読、野外劇、合唱などを
披露します。

10月8日 葛丸ダム湖畔 石鳥谷賢治の会 無料
賢治まちづくり課
0198-24-2111
（内371）

岩手県 花巻市 ③
宮沢賢治創造演劇公演「風の仲間
たちの音楽会」

劇団わらび座による和楽器ライブを行います。舞楽詩「風の又三
郎」、東北各地の郷土芸能をお届けします。

10月7日 宮沢賢治童話村 花巻市 無料
賢治まちづくり課
0198-24-2111
（内371）

岩手県 花巻市 ① 2018イーハトーブレディース駅伝
女性ランナーが花巻市役所前から花巻温泉までの15kmを5人でたす
きをつなぎます。
また、小学生の部は花巻温泉周回コースを大人と一緒に走ります。

１０月１4日（日）
8:15～13:00

花巻市役所～
花巻温泉

花巻市
テレビ岩手

1ﾁｰﾑ 8,000円
小学生
2名ﾁｰﾑ 2,500円
3名ﾁｰﾑ 3,500円

http://www.tvi.jp/ladies/
テレビ岩手販促事業部
019-624-1188

岩手県 花巻市 ① おはなし会 ０～２歳向けおはなし会を開催 10月19日 花巻図書館 花巻市立図書館 無料
花巻図書館
0198-23-5334

岩手県 花巻市 ① おはなし会 ０～２歳向けおはなし会を開催 11月16日 花巻図書館 花巻市立図書館 無料
花巻図書館
0198-23-5334

岩手県 花巻市 ① おはなし会 ３～４歳向けおはなし会を開催 10月13日 花巻図書館 花巻市立図書館 無料
花巻図書館
0198-23-5334

岩手県 花巻市 ① おはなし会 ３～４歳向けおはなし会を開催 11月10日 花巻図書館 花巻市立図書館 無料
花巻図書館
0198-23-5334

岩手県 花巻市 ① おはなし会 ５～６歳向けおはなし会を開催 10月27日 花巻図書館 花巻市立図書館 無料
花巻図書館
0198-23-5334

岩手県 花巻市 ① おはなし会 ５～６歳向けおはなし会を開催 11月24日 花巻図書館 花巻市立図書館 無料
花巻図書館
0198-23-5334

岩手県 花巻市 ① おはなし会 小学校低学年向けおはなし会を開催 10月27日 花巻図書館 花巻市立図書館 無料
花巻図書館
0198-23-5334

岩手県 花巻市 ① おはなし会 小学校低学年向けおはなし会を開催 11月24日 花巻図書館 花巻市立図書館 無料
花巻図書館
0198-23-5334

岩手県 花巻市 ① 休日ほっと映画会 一般市民向け映画等の上映 10月28日 花巻図書館 花巻市立図書館 無料
花巻図書館
0198-23-5334

岩手県 花巻市 ① 休日ほっと映画会 一般市民向け映画等の上映 11月25日 花巻図書館 花巻市立図書館 無料
花巻図書館
0198-23-5334

岩手県 花巻市 ① バリアフリー映画会 一般向け字幕（手話）入り映画等の上映 10月11日 花巻図書館 花巻市立図書館 無料
花巻図書館
0198-23-5334

岩手県 花巻市 ① こども映画会 幼児・小学生向けアニメ映画等の上映 10月11日 花巻図書館 花巻市立図書館 無料
花巻図書館
0198-23-5334

岩手県 花巻市 ① こども映画会 幼児・小学生向けアニメ映画等の上映 11月15日 花巻図書館 花巻市立図書館 無料
花巻図書館
0198-23-5334

岩手県 花巻市 ①
秋の読書週間関連行事
こども映画会

秋の読書週間に関連した幼児・小学生向けアニメ映画等の上映 11月17日 花巻図書館 花巻市立図書館 無料
花巻図書館
0198-23-5334

岩手県 花巻市 ①
テーマ図書展「リメイク・ハンドメイド
してみませんか？」「ハロウィーンの
絵本展」

一般閲覧室およびこども室において、季節や行事関連図書等の展
示・貸出

10月2日～31日 花巻図書館 花巻市立図書館 無料
花巻図書館
0198-23-5334

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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岩手県 花巻市 ①
テーマ図書展
「秋の夜長にミステリー特集」
「いわさきちひろ生誕１００年記念」

一般閲覧室およびこども室において、季節や行事関連図書等の展
示・貸出

11月2日～12月2日 花巻図書館 花巻市立図書館 無料
花巻図書館
0198-23-5334

岩手県 花巻市 ①③
みんなでライブラリー第５回
「ビブリオバトル総まとめ！」

市内各館で行ったビブリオバトルの結果公開や、おすすめ本を紹介
するポップづくりのイベントなどを開催

11月25日 花巻図書館 花巻市立図書館 無料
花巻図書館
0198-23-5334

岩手県 花巻市 ① 第７回もじもじ祭り
おはなし会やエプロンシアター、落語やマジックショーなどを通して、
本に親しむ機会を提供

11月10日 花巻図書館 花巻市立図書館 無料
花巻図書館
0198-23-5334

岩手県 花巻市 ① ③
ギャラリー展
「宮沢賢治原画展　どんぐりと山猫」

高野玲子さんによる「どんぐりと山猫」の原画を展示します。 9月4日～10月３１日 大迫図書館 大迫図書館 無料
大迫図書館
0198-48-2244

岩手県 花巻市 ① ②
企画展
「発表してみよう！参加してみよ
う！ビブリオバトル」

ビブリオバトルの紹介や関連する本を展示します。
9月8日～
10月30日

大迫図書館 大迫図書館 無料
大迫図書館
0198-48-2244

岩手県 花巻市 ① ③
テーマ図書展
「芸術の秋、感性を刺激しよう　目で
見て楽しむ本展」

芸術の秋をテーマに、感性を刺激できるような本を展示します。 10月6日～28日 大迫図書館 大迫図書館 無料
大迫図書館
0198-48-2244

岩手県 花巻市 ①
おはなし会
「図書館のおはなし」

図書館に関連する本の読み聞かせを行います。
10月14日
11：00～12：00

大迫図書館 大迫図書館 無料
大迫図書館
0198-48-2244

岩手県 花巻市 ① ③
読書週間関連企画
「本のくじ引き」

様々なジャンルの本を用意、くじ引きで当たった本を貸出します。 10月27日～11月11日 大迫図書館 大迫図書館 無料
大迫図書館
0198-48-2244

岩手県 花巻市 ①
平成３０年度花巻市読書活動推進
スキルアップ講座
「一緒に楽しもう！音読講座」

フリーアナウンサーの味園史湖さんによる講演会を開催します。
10月10日
14:00～16:00

大迫図書館 大迫図書館 無料
大迫図書館
0198-48-2244

岩手県 花巻市 ③
落語THE映画会
「六代目三遊亭圓楽襲名記念　三
遊亭楽太郎十八番集」

「藪入り」「お化け長屋」など、六代目三遊亭圓楽による落語を上映し
ます。

11月4日
①10：00～
②14：00～

大迫図書館 大迫図書館 無料
大迫図書館
0198-48-2244

岩手県 花巻市 ① ③
ギャラリー展
「畠山真与絵画展」

花巻市大迫町在住の畠山真与さんによる絵画を展示します。 11月4日～30日 大迫図書館 大迫図書館 無料
大迫図書館
0198-48-2244

岩手県 花巻市 ① ③
宮沢賢治コーナー企画展
「宮沢賢治と音楽の本展」

宮沢賢治と音楽の関わりについて関連した本を展示します。 11月4日～30日 大迫図書館 大迫図書館 無料
大迫図書館
0198-48-2244

岩手県 花巻市 ①③
テーマ図書展
「見るのが先？読むのが先？映像
化作品の本展」

映画化、ドラマ化された本をAV資料とともに展示します。 11月4日～25日 大迫図書館 大迫図書館 無料
大迫図書館
0198-48-2244

岩手県 花巻市 ①②
企画展
「大迫のうた・校歌」

大迫町に伝わる歌や、各学校の校歌を紹介します。 11月10日～12月2日 大迫図書館 大迫図書館 無料
大迫図書館
0198-48-2244

岩手県 花巻市 ①
おはなし会
「芸術のおはなし」

芸術の秋をテーマに、子どもたちの芸術を深めてもらうようなおはなし
を読み聞かせします。

11月11日
11：00～12：00

大迫図書館 大迫図書館 無料
大迫図書館
0198-48-2244

岩手県 花巻市 ① 土曜親子映画会
こども向け映画の上映会。映画の前にはボランティアさんによる読み
聞かせあり。幼児から小学生及びその保護者を対象に開催。

10月13日
11月10日

東和図書館視聴覚室 東和図書館 無料
https://www.city.hanama
ki.iwate.jp/bunkasports/5
01/504/p005466.html

東和図書館
0198-42-3202

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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岩手県 花巻市 ①
読書週間関連企画図書展
「ブックガイドでご紹介　読んでおき
たいこの1冊展―」

「いわ100」「いわ100きっず」そのほかブックガイドに載っている本のお
すすめポインなどの紹介と本の展示貸出。

10月3日～11月30日 東和図書館展示スペース 東和図書館 無料
https://www.city.hanama
ki.iwate.jp/bunkasports/5
01/504/p005466.html

東和図書館
0198-42-3202

岩手県 花巻市 ①
読書週間関連企画
「『秋』のイメージで挑戦！切り絵
ワークショップ」

切り絵作家を講師に、秋をイメージした切り絵を制作するワークショッ
プ。対象は、小学生から大人まで。

10月28日 東和図書館視聴覚室 東和図書館 無料
https://www.city.hanama
ki.iwate.jp/bunkasports/5
01/504/p005466.html

東和図書館
0198-42-3202

岩手県 花巻市 ①
11月のテーマ展
「芸術鑑賞　楽しく始めるには？展
―」

芸術鑑賞といっても、絵画や工芸など様々な芸術作品があるが、わ
かりやすく解説された本などを展示貸出し、鑑賞の手引きにしてもら
い、いろいろな作品に触れてもらうきっかけづくりの企画展

11月2日～11月30日 東和図書館展示スペース 東和図書館 無料
https://www.city.hanama
ki.iwate.jp/bunkasports/5
01/504/p005466.html

東和図書館
0198-42-3202

岩手県 花巻市 ③
開館記念行事「新渡戸フェスティバ
ル」

平成３年１０月の開館を記念して、講演会やお茶会等を行います。ま
た、開館時間から閉館時間まで無料開放します。

10月6日 花巻新渡戸記念館 花巻新渡戸記念館 無料
花巻新渡戸記念館
0198-31-2120

岩手県 花巻市 ③ 特別展「新渡戸家の武芸」 新渡戸家伝来の武芸について紹介します。  9月 7日～ 11月23日 花巻新渡戸記念館 花巻新渡戸記念館 入館料有
花巻新渡戸記念館
0198-31-2120

岩手県 花巻市 ③
花巻市青少年郷土芸能フェスティ
バル2018

市内及び市外の団体や学校等で郷土芸能の伝承に取り組む青少年
の活動成果の発表を行います。

11月25日　12:00～
（予定）

花巻市文化会館大ホール 花巻市教育委員会 無料
花巻市教育委員会文化財課
0198-45-1311

岩手県 花巻市 ③
ワークショップ「ミニチュア土器つく
り」

テーマ展「花巻の遺跡」関連イベント、ミニチュアの土器つくりの体験
をします。

10月6日 花巻市博物館 花巻市博物館

http://www.city.hanamak
i.iwate.jp/bunkasports/50
1/hanamakisihakubutuka
n/index.html

花巻市博物館
0198-32-1030

参加料２５０円定員１
０名

岩手県 花巻市 ③ テーマ展「花巻の遺跡」講演会
テーマ展「花巻の遺跡」講演会、演題「御所野遺跡と花巻の縄文文化
からみえる縄文時代の暮らし」講師菅野紀子氏（一戸町教育委員会
世界遺産登録推進室　文化財主任）

10月20日 花巻市博物館 花巻市博物館 無料

http://www.city.hanamak
i.iwate.jp/bunkasports/50
1/hanamakisihakubutuka
n/index.html

花巻市博物館
0198-32-1030

岩手県 花巻市 ③ テーマ展「花巻の遺跡」講演会
テーマ展「花巻の遺跡」関連講演会、演題「稗貫・和賀地方における
中近世城館の建築文化」講師中村隼人氏（日本建築学会会員）

11月17日 花巻市博物館 花巻市博物館 無料

http://www.city.hanamak
i.iwate.jp/bunkasports/50
1/hanamakisihakubutuka
n/index.html

花巻市博物館
0198-32-1030

岩手県 花巻市 ③ はじめての古文書① 古文書の入門講座 10月28日 花巻市博物館 花巻市博物館 無料

http://www.city.hanamak
i.iwate.jp/bunkasports/50
1/hanamakisihakubutuka
n/index.html

花巻市博物館
0198-32-1030

岩手県 花巻市 ③ はじめての古文書② 古文書の入門講座 11月11日 花巻市博物館 花巻市博物館 無料

http://www.city.hanamak
i.iwate.jp/bunkasports/50
1/hanamakisihakubutuka
n/index.html

花巻市博物館
0198-32-1030

岩手県 花巻市 ③ はじめての古文書③ 古文書の入門講座 11月18日 花巻市博物館 花巻市博物館 無料

http://www.city.hanamak
i.iwate.jp/bunkasports/50
1/hanamakisihakubutuka
n/index.html

花巻市博物館
0198-32-1030

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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岩手県 花巻市 ② 学校見学旬間
小学部・中学部・高等部の全学部の授業を公開します。また、校舎・
寄宿舎の見学が自由にできます。

10月29日～11月9日 花巻清風支援学校 花巻清風支援学校 無料

【岩手県立花巻清風支援
学校ＨＰ】
http://www2.iwate-
ed.jp/hki-y/

0198-28-2421（代表）

岩手県 花巻市 ② こたままつり
児童生徒の作品展示、舞台発表、作業製品の販売、「こたまの部屋」
（全校児童生徒の陶芸作品展示）、ＰＴＡ・協力団体によるバザー等を
行います。

11月3日 花巻清風支援学校 花巻清風支援学校 無料

【岩手県立花巻清風支援
学校ＨＰ】
http://www2.iwate-
ed.jp/hki-y/

0198-28-2421（代表）

岩手県 花巻市 ② 花農祭
学科展、即売・作品販売、教科展、文化部活動発表・実行委員会企
画展・食堂など、日頃の学習の成果を一般公開します。

10月27日 花巻農業高等学校 花巻農業高等学校 無料
http://www2.iwate-
ed.jp/hka-h/

花巻農業高等学校0198-26-
3131

岩手県 花巻市 ② 湯口中学校文化祭「若杉祭」
生徒たちが取り組んでいる合唱、吹奏楽、演劇を発表します。学校で
は学習成果の展示を行っています。

10月13日
8:30～15:40

湯口中学校 湯口中学校 無料 無料
花巻市立湯口中学校
0198-28-2220

岩手県 花巻市 ②
岩手県立花北青雲高等学校
「青雲祭」

花北青雲高校の文化祭。三学科の学習活動成果、文化部の活動発
表と共に模擬店なども催し、保護者をはじめとする地域の方々に学
校への理解を深めてもらう。

10月21日 花北青雲高等学校 花北青雲高等学校
http://www2.iwate-
ed.jp/hkb-h/

0198-45-3731

岩手県 花巻市 ① センター合同一般公開
施設設備の公開と職員による映画会やプラとんぼ作りなどの創作活
動、ニュースポーツなどの体験活動等を行います。

11月3日 生涯学習推進センター 生涯学習推進センター 無料
【生涯学習推進センター
HP】http：
//www2.pref.iwate.JP/~h
p1595

生涯学習推進センター
0198-27-4555

隣接する総合教育セ
ンターの一般公開と
合同実施

岩手県 花巻市 ② センター合同一般公開
プラネタリウムをはじめとする施設・設備を公開します。職員による化
学実験や木工等の製作体験、ICT機器の操作体験を行います。ま
た、明窓館食堂も開放します。

11月3日 総合教育センター 総合教育センター 無料
【総合教育センターHP】
http://www1.iwate-
ed.jp/

情報・産業教育担当
0198-27-2254

隣接する生涯学習推
進センターの一般公
開と合同実施

岩手県 洋野町 ① 第12回洋野町駅伝大会
チーム編成で小学生の部（8区間15.78km）、中学生の部・一般エン
ジョイの部（9区間29.09km）、地域・職場の部（9区間35.59km）を設置
して行います。

10月14日
洋野町大野地区
大野体育館（式典）

洋野町教育委員会 無料

洋野町教育委員会
生涯学習課（町民文化会館内）
TEL0194-65-5411
洋野町教育委員会
大野事務所
TEL0194-77-2115

岩手県 洋野町 ③ 第13回洋野町文化祭
町民の年間における芸術文化活動の成果の発表と鑑賞の場として、
町民等を対象としての作品展示、舞台発表を行います。

11月3日～5日
洋野町民文化会館、大野体
育館、種市図書館、大野図書
館

洋野町教育委員会 無料
洋野町教育委員会
生涯学習課（町民文化会館内）
TEL0194-65-5411

岩手県 洋野町 ①
久慈地区ＰＴＡ連絡協議会研究大
会 兼 洋野町ＰＴＡ連合会研究発表
大会

実践発表（１．久慈市立霜畑小学校、２．洋野町立宿戸中学校）、教
育講演

10月13日 洋野町民文化会館
久慈地区ＰＴＡ連絡協議
会及び洋野町ＰＴＡ連合
会

無料
種市中学校
0194-65-2138

岩手県 洋野町 ②③ 図書祭り
読書推進のため、児童会（図書委員会）と図書ボランティアが企画し
たステージ発表等を行う。

10月30日 洋野町立種市小学校
洋野町立
種市小学校

無料
種市小学校
0194-65-2128

岩手県 洋野町 ②③ 学習発表会
児童の様々な学習の成果を、保護者やお世話になった地域の方々
に発表します。主にステージ発表を披露します。

11月10日
洋野町立種市小学校
体育館

洋野町立
種市小学校

無料
種市小学校
0194-65-2128

岩手県 洋野町 ② 学習発表会
保護者やお世話になった地域の方々に児童によるステージ発表を披
露します。

10月27日
洋野町立角浜小学校
体育館

洋野町立角浜小学校 無料
角浜小学校
(0194)65-4622

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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岩手県 洋野町 ② 角小まつり
学校田の収穫を祝い、地域の方々に餅を振舞うなどし、感謝の気持
ちを表す行事を行います。

11月10日
洋野町立角浜小学校
体育館

洋野町立角浜小学校 無料
角浜小学校
(0194)65-4623

岩手県 洋野町 ②③
宿戸小学校創立140周年記念
音楽鑑賞会

創立140周年を祝い、さらに良い宿戸小学校にしていこうとする心情
を児童に培うとともに、美しい音楽を鑑賞することによって、美しさを
感じ取ったり音楽を楽しんだりするなど、豊かな情操を育てることを目
的に行う。

11月2日
洋野町立宿戸小学校
体育館

文化庁 無料
宿戸小学校
0194(65)4001

岩手県 洋野町 ② 学習発表会 学習の成果を劇や合唱等を通して保護者や地域の方に発表します。 10月20日
洋野町立中野小学校
体育館

洋野町立中野小学校 無料
中野小学校
（0194）67－2107

岩手県 洋野町 ② 道徳参観日・保健講演会 全学年による道徳の授業参観を実施します。 11月14日 洋野町立中野小学校 洋野町立中野小学校 無料
中野小学校
（0194）67－2108

岩手県 洋野町 ② 学習発表会
保護者や地域の方々に、「夢、仲間とともに」をテーマに取り組む表現
活動（学習の成果や合唱等）を発表します。

10月20日
洋野町立大野小学校
体育館

洋野町立大野小学校 無料
大野小学校
0194-77-2122

岩手県 洋野町 ② 学習発表会
日頃の学習の成果を劇や合唱等で発表します。また、低学年による
大黒舞、中・高学年による林郷ソーランも発表します。

10月27日
洋野町立林郷小学校
体育館

洋野町立林郷小学校 無料
林郷小学校
0194-77-2101

岩手県 洋野町 ② 学習発表会
学習の成果を劇や合唱を通して、保護者や地域の方々に発表しま
す。また、全校児童による伝承芸能「大渡えんぶり」も披露します。

10月20日
洋野町立帯島小学校
体育館

洋野町立帯島小学校 無料
帯島小学校
0194-77-5004

岩手県 洋野町 ② 学習発表会 学習の成果を劇や合唱を通して保護者や地域の方々に発表します。 10月20日
洋野町立向田小学校
体育館

洋野町立向田小学校 無料
向田小学校
0194-77-4112

岩手県 洋野町 ② 収穫祭
地域の皆さんを招待し、餅つきをして収穫を祝うとともに、日ごろのお
世話に対しての感謝を表します。

11月14日 洋野町立向田小学校 洋野町立向田小学校 無料
向田小学校
0194-77-4112

岩手県 洋野町 ② 文化祭
英語暗唱発表、わたしの主張発表、教科作品展示、総合的な学習の
発表、演劇発表、吹奏楽発表、合唱コンクール等を実施

10月28日
洋野町立種市中学校
体育館他

洋野町立種市中学校 無料
種市中学校
0194-65-2138

岩手県 洋野町 ② 文化祭
英語暗唱発表、わたしの主張発表、教科作品展示、学級合唱発表会
等を実施

10月28日
洋野町立宿戸中学校
体育館

洋野町立宿戸中学校 無料
宿戸中学校
0194-65-4002

岩手県 洋野町 ② 文化祭
わたしの主張、英語暗唱、合唱、総合的な学習の時間取組等の発表
と教科作品展示、PTA作品展示、バザーを実施します。

10月13日 洋野町立中野中学校 洋野町立中野中学校 無料
中野中学校
0194－67－2105

岩手県 洋野町 ② 文化祭
英語暗唱ｊ発表　意見発表　教科作品展示　学級合唱コンクール等実
施

10月28日 洋野町立大野中学校 洋野町立大野中学校 無料
大野中学校
０１９４（７７）２１２４

岩手県 洋野町 ② 「種高祭」 種市高等学校　文化祭 10月13日～10月14日 種市高等学校 種市高等学校 無料
http://www2.iwate-
ed.jp/tan-h/

種市高等学校
0194-65-2145

岩手県 洋野町 ② 「学校へ行こう週間」 授業等普段の教育活動の全般について公開 10月22日～10月26日 種市高等学校 種市高等学校 無料
http://www2.iwate-
ed.jp/tan-h/

種市高等学校
0194-65-2145

岩手県 普代村 ② スクールフェスタ 児童生徒によるステージ発表、作品展示等を行います。 10月13日 普代中学校 普代小・中学校 無料 0194-35-2551

岩手県 普代村 ① 北緯40度はまゆりマラソン大会
親子の部や小学生低学年の部、一般の部など9部門で記録を競い合
います。

10月27日 普代村内 普代村教育委員会 無料 0194-35-2711

岩手県 普代村 ①③ 普代村文化祭
村民の芸術文化活動、生涯学習発表の場として作品展示や音楽、舞
踏等のステージ発表を行います。

11月3日～4日 普代村社会体育館　他 普代村教育委員会 無料 0194-35-2711

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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岩手県 宮古市 ① 自然観察会
みちのく潮風トレイルを歩きながら、自然や生き物とのふれあいを通
して気候変動について考えます。

10月6日 﨑山潮吹穴周辺
宮古市
宮古市地球温暖化
対策地域協議会

市民生活部環境生活課
0193-68-9078

岩手県 宮古市 ① 自然観察会
十二神山自然観察教育林を含む道のりを歩きながら、自然や生き物
とのふれあいを通して自然の恵みの尊さを考えます。

10月下旬 十二神自然観察教育林
宮古市
日本野鳥の会宮古支部

無料
市民生活部環境生活課
0193-68-9078

岩手県 宮古市 ① 秋の大掃除
町内会・自治会などが協力し、地域で側溝清掃やごみ拾いなどを行
います。

10月13日～19日 宮古市内 宮古市 無料
市民生活部環境生活課
0193-68-9078

岩手県 宮古市 ③
宮古市をきれいにする運動
第49回市内小中学校児童生徒作
品展

児童生徒の環境美化に対する意識の高揚を図ることを目的とし、作
品の展示を行います。

10月27～28日 シートピアなあど
宮古市
公衆衛生組合連合会

無料
市民生活部環境生活課
0193-68-9080

岩手県 宮古市 ③ 千徳公民館まつり
公民館で活動しているサークルの作品展示や音楽、舞踊等のステー
ジ発表を行います。

10月6日～10月7日 千徳公民館・体育館・ 宮古市千徳公民館 無料
宮古市千徳公民館
（0193）63-5402

岩手県 宮古市 ③ 社会経験者大学祭
概ね60歳以上の方を対象とした講座の学習成果及びサークルの作
品展示やバザーを行います。

10月20日～10月21日 中央公民館分館 宮古市中央公民館 無料
宮古市中央公民館
（0193）62-5807

岩手県 宮古市 ③ 山口公民館まつり
公民館で活動しているサークルの作品展示や音楽、舞踊等のステー
ジ発表を行います。

11月17日～11月18日 山口公民館 宮古市山口公民館 無料
宮古市山口公民館
（0193）62-3670

岩手県 宮古市 ③ 田老公民館まつり
一般から募集した作品の展示や体験講座、鉱山資料室一般公開等
を行います。

11月3日～4日 田老公民館 宮古市田老公民館 無料
宮古市田老公民館
（0193）87-2976

岩手県 宮古市 ③ 玄翁館まつり
園児、小中学生の作品展示及び成人各部門作品展示、音楽、演舞
等のステージ発表を行います。

10月27日～28日
宮古市新里
生涯学習センター（玄翁館）

宮古市新里
生涯学習センター
（玄翁館）

無料
宮古市新里生涯学習センター
0193-72-2019

岩手県 宮古市 ③ 川井地域文化祭
園児、小中学生の作品展示及び成人各部門作品展示、音楽、演舞
等のステージ発表を行います。

10月27日～28日
宮古市川井
生涯学習センター

宮古市川井
生涯学習センター

無料
宮古市川井生涯学習センター
0193-76-2167

岩手県 宮古市 ①③
平成30年度
宮古市生涯学習市民講演会

「紺野美沙子の朗読座」等による、トークや朗読、ピアノ演奏などを行
う予定です。（詳細は今後決定）

10月19日 宮古市民文化会館 宮古市教育委員会 無料

生涯学習事業紹介：
http://www.city.miyako.i
wate.jp/shogai/shogai_ga
kushu_jigyo.html
宮古市フェイスブック：
https://www.facebook.co
m/city.miyako

広報みやこ：
http://www.city.miyako.i
wate.jp/index/sosiki/kou
hou_miyako.html

宮古市教育委員会
事務局生涯学習課
社会教育係
0193-68-9119

※入場には整理券が
必要になります。
　詳細は今後公開さ
れる広報、ホームペー
ジ等でご確認くださ
い。

岩手県 宮古市 ①

宮古市復興推進
スポーツチャレンジ事業
髙田式　体育教室
ダイヤモンドキッズカレッジ

宮古地区の満５歳児～小学生６年生を対象にアマチュアレスリング
の要素を取り入れた髙田道場オリジナルの体育教室を実施します。

10月21日
宮古市民総合体育館
メインアリーナ

髙田道場、宮古市、宮古
市教育委員会

無料
高田道場オフィシャルサ
イト
http://takada-dojo.com/

宮古市体育協会
0193-62-6000

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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岩手県 宮古市 ①
平成30年度
三陸シーカヤックマラソン

コースを5km、10km、17kmの部に分けて行う。シングル艇は男女で別
れ、シーカヤック、スプリント、シニア、グランドシニア部門を行い、タン
デム艇は男女・艇種を問わずに行います。

10月7日 宮古湾内
三陸シーカヤックマラソ
ン in 宮古実行委員会

リアスハーバー宮古公式
HP
http://riashb.com/

三陸シーカヤックマラソン
in 宮古実行委員会
0193-71-1120

岩手県 宮古市 ①
平成30年度
シーアリーナ体育まつり

ニュースポーツ大会、体力テストを行います。 10月8日 宮古市民総合体育館
一般財団法人
宮古市体育協会

無料
宮古市民総合体育館
0193-62-6000

岩手県 宮古市 ①
第32回宮古サーモン・ハーフマラソ
ン大会

5km、10km、ハーフ、ペアマラソン（2km）のマラソン大会を行います。 11月11日
宮古消防署前広場
（スタート、ゴール）

宮古サーモン・ハーフマ
ラソン大会実行委員会

宮古サーモン・
ハーフマラソン大会
実行委員会事務局
（宮古市民総合体育館内）
0193-62-6000

岩手県 宮古市 ③ 第６６回みやこ市民文化祭
市民の芸術文化活動の成果を発表する場として、舞台・展示発表な
どを行います。

10月上旬～11月下旬 宮古市民文化会館ほか 宮古市民文化会館ほか 一部有料
http://iwate-arts-
miyako.jp/

宮古市民文化会館
0193-63-2511

岩手県 宮古市 ③ 第３２回市民芸能まつり 宮古市内の芸術文化団体が舞踊や民謡などの発表を行います。 11月25日 宮古市民文化会館大ホール 宮古市民文化会館ほか 有料
http://iwate-arts-
miyako.jp/

宮古市民文化会館
0193-63-2511

岩手県 宮古市 ③ 崎山貝塚縄文まつり 縄文火おこし、弓矢体験、ペンダント作りなどの体験を行います。 11月3日
崎山貝塚
縄文の森ミュージアムほか

崎山貝塚縄
文まつり実行委員会

無料
宮古市教育委員会文化課
0193-65-7526

岩手県 宮古市 ③ みるみる宮古！体験めぐり 宮古市内の博物館や資料館を巡る体験ツアーを行います。 11月17日
崎山貝塚
縄文の森ミュージアムほか

崎山貝塚縄
文まつり実行委員会

無料
宮古市教育委員会文化課
0193-65-7526

岩手県 宮古市 ③ 川井郷土芸能祭

川井地域に受け継がれてきた郷土芸能を発表し、文化財愛護思想
の普及を図るとともに、記録保存や後継者育成に資する。旧川井村
時代から地域おこしの一環として継続されてきた事業であり、川井地
区の全ての団体が参加します。

11月4日 川井小学校　体育館
川井郷土芸能
団体連絡協議会

無料
宮古市教育委員会文化課
市史編さん室
0193-62-6447

岩手県 宮古市 ① 石碑見学会
川井地域の石碑調査の成果を元に、「石工亀次」の銘がある石碑を
中心にめぐる見学会を開催します。

10月14日 川井地域内 北上山地民俗資料館 無料
北上山地民俗資料館
0193－76－2167

岩手県 宮古市 ①
北上山地民俗資料館
第21回企画展

平成29年度から北上山地民俗資料館小国分館で一括管理すること
となった旧宮古市が収集した有形民俗資料を中心に紹介します。

10月19日～12月28日 北上山地民俗資料館 北上山地民俗資料館
北上山地民俗資料館
0193－76－2167

岩手県 宮古市 ① 「小国分館　畑の水車祭り」（仮称）
北上山地民俗資料館小国分館に移築した水車小屋を活用しながら、
雑穀を中心とした郷土食を体験するイベントです。

10月21日
北上山地民俗資料館
小国分館

北上山地民俗資料館 無料
北上山地民俗資料館
0193－76－2167

岩手県 宮古市 ②③ 宮古市立磯鶏小学校音楽発表会 学年ごとに練習してきた音楽を発表します。 10月13日 宮古市民文化会館 宮古市立磯鶏小学校 無料 宮古市立磯鶏小学校

岩手県 宮古市 ② 学習発表会
学年ごとのステージ発表と全校合唱・市連合音楽会の発表を行いま
す。

10月20日 花輪小学校体育館 花輪小学校 無料
宮古市立花輪小学校
0193‐69‐2022

岩手県 宮古市 ② 一日参観日・校内マラソン大会
学校を一日公開します。同日、路上コースを使ってのマラソン大会も
行います。

11月15日 花輪小学校 花輪小学校 無料
宮古市立花輪小学校
0193‐69‐2022

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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岩手県 宮古市 ② 学習発表会
学習の成果を発表する場として、学年ごと児童によるステージ発表を
行います。

10月20日 宮古小学校体育館 宮古小学校 無料
宮古小学校
0193-62-2009

岩手県 宮古市 ② 校内マラソン大会
日頃の体力づくりの成果を発揮し、学団ごとにマラソン大会を行いま
す。

11月1日 宮古小学校校庭 宮古小学校 無料
宮古小学校
 0193-62-2009

岩手県 宮古市 ② 文化活動発表会
宮古小学校の特色である、三大文化（合唱、ブラスバンド、伝承委員
会）の活動の成果を地域の方や保護者に発表します。

11月15日 宮古小学校体育館 宮古小学校 無料
宮古小学校
 0193-62-2009

岩手県 宮古市 ② 文化祭
生徒の主体的・創造的な学習活動を促す総合的な学習の発表の場
とすることを目的に『歌舞劇』を中心とした文化祭です。演劇と伝統芸
能、合唱を融合させた見応え、聞きごたえのある発表です。

10月28日
宮古西中学校
体育館

宮古西
中学校

無料
宮古市立宮古西中学校
0193-62-4643

岩手県 宮古市 ② 授業参観・音楽祭
『音楽祭』は日常的に取り組んでいる合唱や音楽の時間の成果を発
表する場です。各学級自由曲を１曲発表します。また、特設合唱部、
英語暗唱の発表もあります。

11月20日
宮古西中学校
体育館

宮古西
中学校

無料
宮古市立宮古西中学校
0193-62-4643

岩手県 宮古市 ② ロードレース大会 困難に立ち向かって、業間運動の成果を発揮します。 10月1日
鍬ヶ崎小学校校庭及び付近
の道路

鍬ヶ崎小学校 無料
鍬ヶ崎小学校
0193-62-6043

岩手県 宮古市 ② 学習発表会 全校合唱や各学年による劇、音楽等のステージ発表を行います。 10月20日 鍬ヶ崎小学校体育館 鍬ヶ崎小学校 無料
鍬ヶ崎小学校
0193-62-6043

岩手県 宮古市 ② 授業参観 各学年、道徳も含めた教科を保護者、地域の方に公開します。 11月20日 鍬ヶ崎小学校 鍬ヶ崎小学校 無料
鍬ヶ崎小学校
0193-62-6043

岩手県 宮古市 ② 学習発表会 全校合唱や各学年による劇等のステージ発表を行います。 10月20日
高浜小学校
体育館

宮古市立
高浜小学校

無料
http://www11.ocn.ne.jp/
~takashou/

高浜小学校
0193－62－5567

岩手県 宮古市 ② マラソン大会
児童が学年毎に路上コースを走ります。日頃の運動の成果を見てい
ただきます。

11月16日
高浜小学校
校庭及び小学校周辺道路

宮古市立
高浜小学校

無料
http://www11.ocn.ne.jp/
~takashou/

高浜小学校
0193－62－5567

岩手県 宮古市 ② 文化祭 作品展示、学級壁新聞、合唱コンクールなどを行います。 10月27日
崎山中学校
校舎及び体育館

崎山中学校 無料
宮古市立崎山中学校
0193－62－4158

岩手県 宮古市 ②③ 宮古市立新里小学校学習発表会 新里太鼓や各学年による劇・音楽等のステージ発表を行います。 10月20日 宮古市立新里小学校体育館 宮古市立新里小学校 無料
宮古市立新里小学校
0193-72-2014

岩手県 宮古市 ② 文化祭
　各学年生徒によるステージ発表(演劇、合唱)や、代表生徒による弁
論、英語暗唱、独唱などの発表の他、教科作品の展示を行います。

10月28日 宮古市立新里中学校 宮古市立新里中学校 無料
宮古市立新里中学校
0193－79－1788

岩手県 宮古市 ② ミニコンサート
　開かれた学校をめざし、特設音楽部による合唱や本校校長による
クラリネット演奏など、今年度は全６回のミニコンサートを開催してい
ます。

第４回
11月15日

宮古市立新里中学校 宮古市立新里中学校 無料
宮古市立新里中学校
0193－79－1788

第１回５月１日、第２
回６月４日、第３回９
月14日、第４回11月15
日、第５回12月12日、
第６回２月23日

岩手県 宮古市 ② 授業参観・授業公開 各学年の授業を保護者、地域の方に公開しています。
第４回
11月15日

宮古市立新里中学校 宮古市立新里中学校 無料
宮古市立新里中学校
0193－79－1788

第１回５月１日、第２
回６月４日、第３回９
月14日、第４回11月15
日、第５回12月12日、
第６回２月23日

岩手県 宮古市 ② 校内マラソン大会
学年ごとに校庭や山道コースを走ります。日頃の運動の成果を見て
いただきます。

10月10日 赤前小学校体育館 赤前小学校 無料
宮古市立赤前小学校
0193-67-2013

開催日が1週早まる可
能性があります。

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



885

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

岩手県 宮古市 ② 学習発表会 学団ごとのステージ発表と全校合唱を行います。 10月20日 赤前小学校体育館 赤前小学校 無料
宮古市立赤前小学校
0193-67-2013

岩手県 宮古市 ② 学習発表会
子供たちが学習してきた成果を劇やダンス、音楽等で発表します。ス
クールバンド委員会、合唱委員会、七つ踊り同好会の発表もありま
す。

10月27日 千徳小学校体育館 千徳小学校 無料
http://www14.ocn.ne.jp/
~sentoku/

宮古市立千徳小学校
0193－62－3934

岩手県 宮古市 ② フリー参観日 朝の会から帰りの会まで、一日の学習や生活の様子を公開します。 11月13日 千徳小学校教室 千徳小学校 無料
http://www14.ocn.ne.jp/
~sentoku/

宮古市立千徳小学校
0193－62－3934

岩手県 宮古市 ② 学習発表会

1年から6年までの全校児童がこれまでの楽宇してきたことを基に、音
楽や劇などの表現活動を行う。例えば、5年は、例年、総合的な学習
の一つとして郷土に伝わる「津軽石さんさ踊り」に係る学習を行ってい
ます。

10月20日
宮古市立
津軽石小学校体育館

宮古市立津軽石小学校 無料
宮古市立津軽石小学校
0193-67-2117

岩手県 宮古市 ②
授業参観日
校内ロードレース大会

低学年、中学年、高学年の男女別にコースと距離を変えてレースを
行う。スタートとゴールは校庭となり、一人一人のタイムを取って練習
の成果を確認します。

11月10日
宮古市立津軽石小学校・
校庭及び学校周辺道路

宮古市立津軽石小学校 無料
宮古市立津軽石小学校
0193-67-2117

岩手県 宮古市 ② 学習発表会
学年毎のステージ発表、郷土芸能（七つ物）、スクールバンド演奏、全
校合唱等を発表します。

10月13日 田老第一小学校　体育館 田老第一小学校 無料
田老第一小学校
0193-87-2521

岩手県 宮古市 ② 校内マラソン大会
子どもたちが目標に向かって、全力で走ります。互いに励まし合い、
人間関係を深め、地域の皆さんも温かい声援を送ってくれます。

11月1日
田老第一小学校　校庭およ
び周辺路上

田老第一小学校 無料
田老第一小学校
0193-87-2521

岩手県 宮古市 ② 授業参観（自由参観）
2校時から自由に参観できます。休み時間や給食・清掃、昼の活動も
参観できます。3年生以下は14：50まで、4年生以上が15：40までにな
ります。

11月13日 田老第一小学校　各教室 田老第一小学校 無料
田老第一小学校
0193-87-2521

岩手県 宮古市 ② １日参観
朝の会から帰りの会まで、学校の１日を保護者や学区民に公開しま
す。

10月5日 田老第三小学校 田老第三小学校 無料
https://www.facebook.co
m/宮古市立田老第三小
学校

田老第三小学校
0193-87-5433

岩手県 宮古市 ② 学習発表会 児童のステージ発表、作品のほか、ＰＴＡの作品展示も行います。 10月21日 田老第三小学校 田老第三小学校 無料
https://www.facebook.co
m/宮古市立田老第三小
学校

田老第三小学校
0193-87-5433

岩手県 宮古市 ② 学習発表会 各学年ごとのステージ発表、全校群読、全校合唱を行います。 10月20日 藤原小学校体育館 藤原小学校 無料
宮古市立藤原小学校
0193-62-3413

岩手県 宮古市 ② 校内マラソン大会 閉伊川堤防をコースに、マラソン大会を行います。 10月30日 閉伊川堤防コース 藤原小学校 無料
宮古市立藤原小学校
0193-62-3413

岩手県 宮古市 ② 授業参観 各学年で道徳の授業を公開します。 11月21日 藤原小学校 藤原小学校 無料
宮古市立藤原小学校
0193-62-3413

岩手県 宮古市 ② 宮商デパート
全校生徒による販売実習。生徒が自分たちで販売する商品を考えて
仕入れを行い、校舎と体育館で保護者や地域の方々に販売します。

10月27日～10月28日 宮古商業高校 宮古商業高校 無料
http://www2.iwate-
ed.jp/myc-h/

宮古商業高校
0193-62-6856

岩手県 盛岡市 ③ 図書館さんぽ
図書館コンシェルジュ（案内人）と一緒に館内をさんぽしながら、各
コーナーを巡ったり、機械類に触れたりします。

10月7日,22日
11月4日,26日

岩手県立図書館３階
コンシェルジュデスク前

岩手県立図書館 無料
http://www.library.pref.iw
ate.jp/info/evecale/index
.html

岩手県立図書館
019-606-1730

岩手県 盛岡市 ①②
盛岡市教育振興運動
第Ⅱ地区集会

地区（月が丘小学校区・北厨川小学校区）の教育振興運動の実践を
交流します。

10月27日 北厨川小学校 盛岡市教育委員会 無料
盛岡市教育委員会学校教育課
019-639-9045
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岩手県 盛岡市 ①②
盛岡市教育振興運動
第Ⅲ地区集会

地区（上田中学校区）の教育振興運動の実践を交流します。 10月28日 上田中学校 盛岡市教育委員会 無料
盛岡市教育委員会
学校教育課
019-639-9045

岩手県 盛岡市 ①②
盛岡市教育振興運動
第Ⅳ地区集会

地区（米内小・中学校区・松園小学校区）の教育振興運動の実践を
交流します。

11月4日 松園地区公民館 盛岡市教育委員会 無料
盛岡市教育委員会
学校教育課
019-639-9046

岩手県 盛岡市 ①②
盛岡市教育振興運動
第Ⅵ地区集会

地区（飯岡小学校区・飯岡中学校区）の教育振興運動の実践を交流
します。

11月10日 飯岡小学校 盛岡市教育委員会 無料
盛岡市教育委員会
学校教育課
019-639-9047

岩手県 盛岡市 ①②
盛岡市教育振興運動
第Ⅶ地区集会

地区（渋民小学校区・生出小学校区・渋民中学校区）の教育振興運
動の実践を交流します。

11月11日 姫神ホール 盛岡市教育委員会 無料
盛岡市教育委員会
学校教育課
019-639-9048

岩手県 盛岡市 ①②
盛岡市教育振興運動
第Ⅴ地区集会

地区（城南小学校区・城東中学校区）の教育振興運動の実践を交流
します。

11月17日 盛岡劇場 盛岡市教育委員会 無料
盛岡市教育委員会
学校教育課
019-639-9049

岩手県 盛岡市 ①②
盛岡市教育振興運動
第Ⅰ地区集会

地区（仙北小学校区・仙北中学校区）の教育振興運動の実践を交流
します。

11月18日 仙北小学校 盛岡市教育委員会 無料
盛岡市教育委員会
学校教育課
019-639-9050

岩手県 盛岡市 ①②
盛岡市教育振興運動
実践発表大会

教育振興運動の実践を交流及び市内小中学校児童生徒による舞台
発表を行います。

2月2日 盛岡市民文化ホール 盛岡市教育委員会 無料
盛岡市教育委員会
学校教育課
019-639-9051

岩手県 盛岡市 ①
地域社会教育促進事業
「公開講座Ⅱ」

地域社会における生涯学習を推進するため，講演会を実施する。
（演題「すきなんです　いわて（仮題）」：講師 NHK盛岡放送局大久保
局長）

11月17日 盛岡市上田公民館 盛岡市中央公民館 無料

http://www.city.morioka.i
wate.jp/kurashi/kokyoshi
setsu/kominkan/chuo/10
00673.html

盛岡市中央公民館
019-654-5366

事前申し込み必要

岩手県 盛岡市 ③ 西部公民館まつり2018
西部公民館を主たる活動拠点とするサークル等が日々の活動成果
を一堂に会し発表します。

11月9日～11日 盛岡市西部公民館
盛岡市西部公民館・西
部公民館利用サークル
団体協議会

無料
盛岡市西部公民館
019-643-2288

岩手県 盛岡市 ①③

民俗芸能鑑賞会～豪華共演！～
東安庭わかば会・山岸獅子踊・巻
堀神楽・岩手大学民俗芸能サーク
ルばっけ」

盛岡の「宝」である芸能団体が一堂に会し、伝統ある演舞を披露しま
す。躍動感あふれる迫力の舞台をご堪能ください。

10月14日 盛岡劇場 盛岡市河南公民館 無料 http://www.mfca.jp/
盛岡市河南公民館・盛岡劇場
019-622-2258

岩手県 盛岡市 ①
ふるさと歴史学習講座
「おでかけしましょ in 岩手公園」

岩手公園を舞台に、散策を通して郷土もりおかの歴史文化や自然に
触れ、その魅力を再発見する機会とします。

10月20日 岩手公園（盛岡城跡公園） 盛岡市河南公民館 http://www.mfca.jp/
盛岡市河南公民館・盛岡劇場
019-622-2258

岩手県 盛岡市 ①
まちしり隊おとな組
「珈琲あ～と倶楽部・秋」

珈琲喫茶店を会場に、店自慢の一杯を味わいながら、店主からとっ
ておきのお話をうかがいます。当館に集合し、お店までの道程を地域
の歴史文化を紹介しながら街歩きも楽しみます。

10月24日 河南公民館～本町界隈 盛岡市河南公民館 http://www.mfca.jp/
盛岡市河南公民館・盛岡劇場
019-622-2258
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岩手県 盛岡市 ①
～思い出の本を大切に～
図書修復講座

学校図書ボランティアの方のみに限らず、広く本を大切にする方に向
けて、図書の修復の方法や保管方法などを学ぶ講座。デジタル化が
進む昨今の風潮がある中で、現在あるものに目を向け、大切さを考
える機会とします。

11月9日 河南公民館 盛岡市河南公民館 http://www.mfca.jp/
盛岡市河南公民館・盛岡劇場
019-622-2258

岩手県 盛岡市 ① 秋のハンギングバスケット製作教室
秋のハンギングバスケットを製作しながら、植物・管理・器材等の基礎
知識を学びます。

10月5日 盛岡市渋民公民館 盛岡市渋民公民館
http://www.mfca.jp/hime
kami/

盛岡市渋民公民館・
姫神ホール
019-683-2354
019-683-3526

岩手県 盛岡市 ① 親子で登ろう!!田代山 登山を通して、親子で達成感を味わうことをねらいとして実施します。 10月8日 田代山（八幡平市） 盛岡市渋民公民館
http://www.mfca.jp/hime
kami/

盛岡市渋民公民館・
姫神ホール
019-683-2354
019-683-3526

岩手県 盛岡市 ①③ 第13回玉山地域公民館まつり
玉山地域内の公民館利用団体や芸術文化団体等の作品展示、舞台
発表等を実施し、玉山地域の芸術・文化の振興を図ります。

11月3日～4日
盛岡市渋民公民館・
姫神ホール

玉山地域公民館まつり
実行委員会

http://www.mfca.jp/hime
kami/

盛岡市渋民公民館・
姫神ホール
019-683-2354
019-683-3526

岩手県 盛岡市 ③
IBCラジオ公開録音
歌って!笑って!!民謡まわり舞台
in姫神ホール

民謡という伝統芸能分野において、活躍中の地元の唄い手、演奏家
を中心とした優れた芸術鑑賞の機会を提供します。

10月13日 姫神ホール 姫神ホール 無料
http://www.mfca.jp/hime
kami/

盛岡市渋民公民館・
姫神ホール
019-683-2354
019-683-3526

要入場整理券

岩手県 盛岡市 ③
姫神寄席
春風亭一朝　古今亭志ん輔
二人会

第一線で活躍する一流の落語家を招へいし、優れた芸術鑑賞の機
会を提供します。

11月18日 姫神ホール 姫神ホール
http://www.mfca.jp/hime
kami/

盛岡市渋民公民館・
姫神ホール
019-683-2354
019-683-3526

岩手県 盛岡市 ① 公民館まつり
市民が日頃の取り組みを発表する場として発表会と展示会を開催し
ます。また，公民館をもっと身近な公共施設と実感してもらえるよう，
移動動物園などのイベントも同時開催します。

11月17日、11月18日
盛岡市見前南地区
公民館

盛岡市
見前南地区公民館

無料
盛岡市見前南地区公民館
019-601-6735

岩手県 盛岡市 ① 太極拳講座（後期）
太極拳をとおして下肢を鍛え，脳の活性化も図りながら，
市民の心と身体の健康づくりを支援します。

H30年10月～H31年3月各第2・
第4月曜日

盛岡市見前南地区
公民館ホール

盛岡市
見前南地区公民館

無料
盛岡市見前南地区公民館
019-601-6735

定員18名

岩手県 盛岡市 ① 悠々閑々
高齢者の健康維持と引きこもり防止を目的とし，歌や俳句，ゲーム等
で交流を深める場を提供します。

10月1日、11月5日
盛岡市見前南地区
公民館ホール

盛岡市
見前南地区公民館

盛岡市見前南地区公民館
019-601-6735

定員20名

岩手県 盛岡市 ① 宮古街道探訪
藩政時代に使われていた自然の家～高畑公民館までの峠道を，秋
の自然を楽しみながら，歴史に思いをめぐらせて歩いてみましょう。

10月8日 宮古市，盛岡市 盛岡市教育委員会

http://www.city.morioka.i
wate.jp/kurashi/kokyoshi
setsu/taiken/kuzakai/10
00876.html

盛岡市立区界高原
少年自然の家
0193-77-2048

岩手県 盛岡市 ①③ 区界土遊塾４
馬と徒歩の時代から受けつがれる，区界高原産のそば粉のみを使っ
た田代そばを味わいましょう。

11月17日 宮古市区界 盛岡市教育委員会

http://www.city.morioka.i
wate.jp/kurashi/kokyoshi
setsu/taiken/kuzakai/10
00877.html

盛岡市立区界高原
少年自然の家
0193-77-2048

岩手県 盛岡市 ④ ナイトミュージアム
日中とは違う科学館の楽しみ方を提供します。「星空みどころ案内」
「星を見る会」「科学工作」「プラネタリウム」を開催します。

10月6日、11月3日 盛岡市子ども科学館 盛岡市子ども科学館
http://www.kodomokagak
ukan.com/

019-634-1171
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岩手県 盛岡市 ④ サイエンスショー「風であそぼう！」 年間テーマ「飛ぶ」に沿ったショー形式の実験を見せます。
10月7日、8日、14日、
21日、28日

盛岡市子ども科学館 盛岡市子ども科学館
http://www.kodomokagak
ukan.com/

019-634-1171

岩手県 盛岡市 ④ 第36回　星の写真展
県内天文サークル7団体による天体写真の展示をします。今年のメイ
ンテーマは「月・惑星のある風景」です。

10月28日～11月25日 盛岡市子ども科学館 盛岡市子ども科学館 無料
http://www.kodomokagak
ukan.com/

019-634-1171

岩手県 盛岡市 ④
ワークショップ「ハロウィンバッジ」
11月の題材は，検討中です。

ハロウィンにちなんだイラストのプラ板を利用したオリジナルバッジを
作成します。

10月7日、8日、14日、21日、28
日
11月4日、11日、18日,25日

盛岡市子ども科学館 盛岡市子ども科学館
http://www.kodomokagak
ukan.com/

019-634-1171

岩手県 盛岡市 ④ 中高生による科学実験ショー 中学生，高校生が科学館を舞台に，来館者に科学実験を見せます。 11月3日 盛岡市子ども科学館 盛岡市子ども科学館
http://www.kodomokagak
ukan.com/

019-634-1171

岩手県 盛岡市 ④ 太陽を見る会 太陽投影板と遮光プレートを使い，太陽黒点を観察します。 11月10日、24日 盛岡市子ども科学館 盛岡市子ども科学館 無料
http://www.kodomokagak
ukan.com/

019-634-1171

岩手県 盛岡市 ④ チャレンジサイエンス
岩手大学理工学部の先生方を講師としてお招きし，子どもたちに科
学の実験や工作を体験してもらうイベントを開催します。

10月7日、14日、21日、28日 盛岡市子ども科学館 盛岡市子ども科学館 無料
http://www.kodomokagak
ukan.com/

019-634-1171

岩手県 盛岡市 ①③
第10回企画展
「啄木第一号歌碑建立物語」

全国で一番初めに建てられた「啄木第一号歌碑」。多くの啄木ファン
が訪れる歌碑建立の背景や受容史に迫ります。

10月2日～１月20日 石川啄木記念館
公益財団法人
盛岡市文化振興事業団

http://www.mfca.jp/taku
boku/

石川啄木記念館
019-683-2315

岩手県 盛岡市 ①③
第10回企画展
「啄木第一号歌碑建立物語」
ギャラリートーク

企画展の内容をわかりやすく説明します。 10月2日、11月24日 石川啄木記念館
公益財団法人
盛岡市文化振興事業団

http://www.mfca.jp/taku
boku/

石川啄木記念館
019-683-2315

岩手県 盛岡市 ①③ 啄木ゆかりの地巡りバスツアー 玉山地域内の啄木関連場所を巡ります。 10月6日 玉山地域
公益財団法人
盛岡市文化振興事業団

http://www.mfca.jp/taku
boku/

石川啄木記念館
019-683-2315

岩手県 盛岡市 ①③
第10回企画展「啄木第一号歌碑建
立物語」講演会

企画展の内容をわかりやすく説明します。 10月21日 渋民公民館
公益財団法人
盛岡市文化振興事業団

無料
http://www.mfca.jp/taku
boku/

石川啄木記念館
019-683-2315

岩手県 盛岡市 ①③ 啄木スタンプラリー
館内をめぐりながら、啄木のかわいいスタンプを集めた方に、記念館
限定の啄木グッズを先着30名様へプレゼントします。

11月3日 石川啄木記念館
公益財団法人
盛岡市文化振興事業団

無料
http://www.mfca.jp/taku
boku/

石川啄木記念館
019-683-2315

岩手県 盛岡市 ①③ 文化の日無料開放 文化の日にちなみ，石川啄木記念館の入館料が無料になります。 11月3日 石川啄木記念館
公益財団法人
盛岡市文化振興事業団

無料
http://www.mfca.jp/taku
boku/

石川啄木記念館
019-683-2315

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

岩手県 盛岡市 ③ 企画展「資料から見る昭和のくらし」
都南歴史民俗資料館が収蔵する昭和の生活に使用された道具につ
いて、現在の生活の道具と比較しながら紹介します。

10月6日～12月16日 都南歴史民俗資料館
公益財団法人
盛岡市文化振興事業団

無料

http://www.city.morioka.i
wate.jp/kurashi/kokyoshi
setsu/kinenkan/tonanrek
ishi/1000856.html

都南歴史民俗資料館
019-638-7228

岩手県 盛岡市 ①②③ 企画展「繫遺跡」
重要文化財の深鉢形土器7点を中心に、現在までに発見された資料
を展示します。

10月6日～平成31年1月20日 盛岡市遺跡の学び館 盛岡市遺跡の学び館
http://www.city.morioka.i
wate.jp/

盛岡市遺跡の学び館
019-635-6600

11月3日は無料

岩手県 盛岡市 ②③ 縄文ふれあいＤＡＹ
毎月第２土曜日に開催しています。拓本作り・古代風ストラップ・土玉
彩色・古代のお守りストラップ・火おこしなど体験できます。

10月13日、11月10日 盛岡市遺跡の学び館 盛岡市遺跡の学び館
http://www.city.morioka.i
wate.jp/

盛岡市遺跡の学び館
019-635-6600

　

岩手県 盛岡市 ①②③ もりおか史跡・遺跡めぐり 盛岡市内の史跡・遺跡を職員の解説を聞きながら探索します。 10月14日 盛岡市遺跡の学び館 盛岡市遺跡の学び館
http://www.city.morioka.i
wate.jp/

盛岡市遺跡の学び館
019-635-6600

岩手県 盛岡市 ①②③ 学芸講座「発掘された繫遺跡」
繫遺跡で発見された資料をもとに、各地の人々との交流の様子など
を解説します。

10月21日
盛岡市遺跡の学び館
研修室

盛岡市遺跡の学び館 無料
http://www.city.morioka.i
wate.jp/

盛岡市遺跡の学び館
019-635-6600

岩手県 盛岡市 ①②③ 文化の日無料公開 文化の日にちなみ、入館料が無料となります。 11月3日 盛岡市遺跡の学び館 盛岡市遺跡の学び館 無料
http://www.city.morioka.i
wate.jp/

盛岡市遺跡の学び館
019-635-6600

岩手県 盛岡市 ①②③ 講演会「北東北縄文中期の土器」
北東北地方における縄文中期に出土した円筒式土器の特性を中心
に解説します。

11月11日
盛岡市遺跡の学び館
研修室

盛岡市遺跡の学び館 無料
http://www.city.morioka.i
wate.jp/

盛岡市遺跡の学び館
019-635-6600

岩手県 盛岡市 ③
演奏会
「壺打楽器　ウドゥコンサート」

秋田在住の音楽家、佐伯モリヤス氏による壺打楽器ウドゥの演奏
会。

11月17日 盛岡市遺跡の学び館 盛岡市遺跡の学び館 無料
http://www.city.morioka.i
wate.jp/

盛岡市遺跡の学び館
019-635-6600

岩手県 盛岡市 ①③
テーマ展「Where is this?  －写真の
情報探しています－」

時代も場所など詳細は不明ですが、どこか懐かしい写真を展示し、市
民の皆様から情報を集めます。

9月19日～12月17日 もりおか歴史文化館
もりおか歴史文化館活
性化グループ

https://www.morireki.jp/
もりおか歴史文化館
019-681-2100

岩手県 盛岡市 ①③ れきぶんナイトミュージアム
学芸員が様々な分野についてお話をしたり、夜の博物館をご案内し
ます。

10月10日 もりおか歴史文化館
もりおか歴史文化館活
性化グループ

無料 https://www.morireki.jp/
もりおか歴史文化館
019-681-2100

岩手県 盛岡市 ①,③ 盛岡城跡公園散策ツアー ガイドと一緒に盛岡城跡を探訪・公園内の紅葉を観察します。 10月21日 盛岡城跡公園
もりおか歴史文化館活
性化グループ

https://www.morireki.jp/
もりおか歴史文化館
019-681-2100

岩手県 盛岡市 ①③
企画展
「南部鉄器青年展 －南部の鐡学
－」

南部鉄器協同組合青年部による作品展を開催します。 10月7日～28日 もりおか歴史文化館 もりおか歴史文化館 無料 https://www.morireki.jp/
もりおか歴史文化館
019-681-2100

岩手県 盛岡市 ①③ れきぶん講座「雑書の世界②」
岩手大学名誉教授の細井計氏が家老席日誌「雑書」に基づき、盛岡
藩の実態を明らかにしていきます。

10月14日 もりおか歴史文化館 もりおか歴史文化館 無料 https://www.morireki.jp/
もりおか歴史文化館
019-681-2100

岩手県 盛岡市 ①③ 盛岡弁で語る昔話
ナレーターの小野寺瑞穂氏、語り探求部員が盛岡弁で昔話や伝説を
語ります。

10月20日 もりおか歴史文化館 もりおか歴史文化館 無料 https://www.morireki.jp/
もりおか歴史文化館
019-681-2100

岩手県 盛岡市 ①③ ギャラリートーク 学芸員が歴史常設展示室を中心に資料解説を行います。 10月21日 もりおか歴史文化館 もりおか歴史文化館 https://www.morireki.jp/
もりおか歴史文化館
019-681-2100

岩手県 盛岡市 ①③ 東北文化の無料公開
東北文化の日に因み、もりおか歴史文化館の入場料が無料となりま
す。

10月28日 もりおか歴史文化館 もりおか歴史文化館 無料 https://www.morireki.jp/
もりおか歴史文化館
019-681-2100

岩手県 盛岡市 ①③ もりおか昔話
ナレーターの小野寺瑞穂氏と館長の畑中美耶子が盛岡弁で昔話を
語ります。

10月28日 もりおか歴史文化館 もりおか歴史文化館 無料 https://www.morireki.jp/
もりおか歴史文化館
019-681-2100

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

岩手県 盛岡市 ①③ 芸術の秋　音楽鑑賞会 シンフォニエッタ盛岡による音楽鑑賞会を開催します。 11月3日 もりおか歴史文化館 もりおか歴史文化館 無料 https://www.morireki.jp/
もりおか歴史文化館
019-681-2100

岩手県 盛岡市 ①③ れきぶん講座 元岩手県立博物館館長の金野静一氏が『遠野物語』を解説します。 11月11日 もりおか歴史文化館 もりおか歴史文化館 無料 https://www.morireki.jp/
もりおか歴史文化館
019-681-2100

岩手県 盛岡市 ①③ 盛岡弁で語る昔話
ナレーターの小野寺瑞穂氏、語り探求部員が盛岡弁で昔話や伝説を
語ります。

11月17日 もりおか歴史文化館 もりおか歴史文化館 https://www.morireki.jp/
もりおか歴史文化館
019-681-2100

岩手県 盛岡市 ①③ ギャラリートーク 学芸員が歴史常設展示室を中心に資料解説を行います。 11月18日 もりおか歴史文化館 もりおか歴史文化館 https://www.morireki.jp/
もりおか歴史文化館
019-681-2100

岩手県 盛岡市 ①③
盛岡市先人記念館
文化の日記念茶会

　文化の日にちなみ、先人の遺徳を偲ぶとともに、市民等に対し、広く
その業績等の理解を深める機会として、金田一京助記念室内「錦木
荘」にて武者小路千家岩手官休会の方々を講師に記念茶会を開催し
ます。

11月3日 盛岡市先人記念館
公益財団法人
盛岡市文化振興事業団

http://www.mfca.jp/senji
n/

盛岡市先人記念館
019-659-3338

参加料300円

岩手県 盛岡市 ①③
第60回盛岡市先人記念館企画展
「明治150年と盛岡」

　戊辰戦争を経て明治へと時代が移りかわる中、盛岡は賊軍と呼ば
れ苦難の道を歩みました。その中で最後まで武士として命をかけた
人物や、新たな時代を迎えた盛岡について紹介します。

9月29日～12月2日 盛岡市先人記念館
公益財団法人
盛岡市文化振興事業団

http://www.mfca.jp/senji
n/

盛岡市先人記念館
019-659-3338

11月3日は
入館料無料

岩手県 盛岡市 ①③ 文化の日無料公開 文化の日に因み、先人記念館の入館料が無料となります。 11月3日 盛岡市先人記念館
公益財団法人
盛岡市文化振興事業団

無料
http://www.mfca.jp/senji
n/

盛岡市先人記念館
019-659-3338

岩手県 盛岡市 ①③
平成30年度盛岡市先人記念館第2
回シリーズ講座

第60回企画展「明治150年と盛岡」に関連した講座を平谷美樹氏を講
師として開催します。

11月10日 盛岡市先人記念館
公益財団法人
盛岡市文化振興事業団

無料
http://www.mfca.jp/senji
n/

盛岡市先人記念館
019-659-3338

岩手県 盛岡市 ①③
平成30年度盛岡市先人記念館第2
回学芸員講座「明治150年と盛岡」

第60回企画展「明治150年と盛岡」に関連した講座を当館学芸員を講
師として開催します。

11月17日 盛岡市先人記念館
公益財団法人
盛岡市文化振興事業団

無料
http://www.mfca.jp/senji
n/

盛岡市先人記念館
019-659-3338

岩手県 盛岡市 ①③
盛岡市先人記念館ボランティアによ
る「秋の樹木めぐり」

盛岡市先人記念館ボランティアが館庭園を案内し、植樹されている
先人ゆかりの樹木等について解説します。

11月3日 盛岡市先人記念館
公益財団法人
盛岡市文化振興事業団

無料
http://www.mfca.jp/senji
n/

盛岡市先人記念館
019-659-3338

岩手県 盛岡市 ①③ レガール・ポジティフ　コンサート
文化の日を記念して、盛岡市民文化ホールの演奏会などで使われる
小型のパイプオルガンを移動して盛岡市先人記念館ホールでミニコ
ンサートを開催します。

11月3日 盛岡市先人記念館
公益財団法人
盛岡市文化振興事業団

無料
http://www.mfca.jp/senji
n/

盛岡市先人記念館
019-659-3338

岩手県 盛岡市 ①③
第57回企画展「芸術家のてがみ～
あふれる想いをてがみに込めて～」

萬鐡五郎や舟越保武をはじめ、新たに寄贈された手紙などを展示
し、岩手にゆかりのある芸術家たちの業績や人柄を紹介します。

10月23日～2月18日 盛岡てがみ館
公益財団法人
盛岡市文化振興事業団

http://www.mfca.jp/tega
mi/

盛岡てがみ館
019-604-3302

11月3日は無料

岩手県 盛岡市 ①③ 特別展「竹久夢二の世界　其ノ二」
竹久夢二の絵はがきや表紙を手掛けた「セノオ楽譜」、装幀本などを
展示し、夢二作品の魅力を紹介します。

9月6日～1月10日 盛岡てがみ館
公益財団法人
盛岡市文化振興事業団

http://www.mfca.jp/tega
mi/

盛岡てがみ館
019-604-3302

11月3日は無料

岩手県 盛岡市 ①③ 文化の無料公開 文化の日に因み、盛岡てがみ館の入館料が無料となります。 11月3日 盛岡てがみ館
公益財団法人
盛岡市文化振興事業団

無料
http://www.mfca.jp/tega
mi/

盛岡てがみ館
019-604-3303

岩手県 盛岡市 ①③
ミニギャラリートーク
「芸術家のてがみ」

当館学芸員が企画展「芸術家のてがみ～あふれる想いをてがみに
込めて～」について、11時と14時から展示解説を行います。

11月3日 盛岡てがみ館
公益財団法人
盛岡市文化振興事業団

無料
http://www.mfca.jp/tega
mi/

盛岡てがみ館
019-604-3304

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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岩手県 盛岡市 ③ 秋の原敬生家公開 盛岡市指定有形文化財「原敬生家」の一般公開をします。 9月22日～10月28日 原敬記念館
公益財団法人
盛岡市文化振興事業団
原敬記念館

http://www.mfca.jp/hara
kei/

公益財団法人
盛岡市文化振興事業団
原敬記念館
019-636-1192

岩手県 盛岡市 ③ 企画展「原敬記念館誕生物語」
原敬記念館開館60周年を記念し、開館までの経緯や建設に尽力した
人々などを資料を通して紹介します。

10月20日～1月14日 原敬記念館
公益財団法人
盛岡市文化振興事業団
原敬記念館

http://www.mfca.jp/hara
kei/

公益財団法人
盛岡市文化振興事業団
原敬記念館
019-636-1192

岩手県 盛岡市 ③ 文化の日無料公開 文化の日に因み、原敬記念館の入館料が無料となります。 11月3日 原敬記念館
公益財団法人
盛岡市文化振興事業団
原敬記念館

無料
http://www.mfca.jp/hara
kei/

公益財団法人
盛岡市文化振興事業団
原敬記念館
019-636-1192

岩手県 盛岡市 ③ 原敬命日記念事業
11月4日の命日を偲び、「記念茶会」と「大宮さんさ踊り記念演舞」が
行われます。

11月4日 原敬記念館
公益財団法人
盛岡市文化振興事業団
原敬記念館

無料
http://www.mfca.jp/hara
kei/

公益財団法人
盛岡市文化振興事業団
原敬記念館
019-636-1192

岩手県 盛岡市 ③ ギャラリートーク 企画展に係る担当学芸員のギャラリートークを実施します。 11月11日 原敬記念館
公益財団法人
盛岡市文化振興事業団
原敬記念館

http://www.mfca.jp/hara
kei/

公益財団法人
盛岡市文化振興事業団
原敬記念館
019-636-1192

岩手県 盛岡市 ① 体育の日記念事業 各種教室や大会等のイベント，施設の無料開放を実施します。 10月8日 市内体育施設
盛岡市市民部スポーツ
推進課

盛岡市市民部スポーツ推進課
019-603-8013

岩手県 盛岡市 ① 健康体操教室
身体機能の衰えを防ぐとともに, 市民の体力づくり及び継続的スポー
ツ活動の機会とする。

10月31日、11月7日
盛岡市乙部
体育館

盛岡市乙部
体育館

無料
盛岡市乙部体育館
019-696-2129

岩手県 盛岡市 ③

盛岡市民文化ホール
開館20周年記念
パイプオルガン
プロムナードコンサート77th

気軽にパイプオルガンの音色を楽しめるミニコンサートです。パイプオ
ルガン設置20周年を記念して、盛岡市民文化ホール2代目オルガニ
ストによる特別なプログラムを楽しめます。

10月14日 盛岡市民文化ホール
公益財団法人
盛岡市文化振興事業団

無料
http://www.mfca.jp/shimi
nbunka/

盛岡市民文化ホール
019-621-5100

岩手県 盛岡市 ③
盛岡市民文化ホール
開館20周年記念
オータム・オルガン・カフェ

オルガンビルダー（製作者）によるトークや盛岡市民文化ホールオル
ガニストによるデモ演奏、演奏体験など、パイプオルガンの魅力に触
れるイベントです。カフェコーナーやぬり絵コーナーも楽しめます。

10月14日 盛岡市民文化ホール
公益財団法人
盛岡市文化振興事業団

無料
http://www/mfca.jp/shi
minbunka/

盛岡市民文化ホール
019-621-5100

岩手県 盛岡市 ③
盛岡市民文化ホール
開館20周年記念
スペシャル・ガラ・コンサート

音楽を中心にさまざまな舞台芸術分野で活動する幅広い世代の市民
の方々と仙台フィルハーモニー管弦楽団の共演で、開館20周年を記
念したコンサートを開催します。

11月11日 盛岡市民文化ホール
公益財団法人
盛岡市文化振興事業団

一般3,000円、U-
25チケット1,500
円

http://www/.mfca.jp/shi
minbunka/

盛岡市民文化ホール
019-621-5100

岩手県 盛岡市 ② 支援部学習会⑥
「ことばの発達①」と題して岩手大学教育学部准教授　池田泰子先生
より講義をいただきます。

10月23日
岩手大学教育学部附属特別
支援学校　会議室

岩手大学教育学部附属
特別支援学校

無料
http://ｗｗｗ.edu.iwate-
u.ac.jp/futoku/

支援部　田口ひろみ
TEL019-651-9002

岩手県 盛岡市 ② 岩手大学祭作業製品販売会
岩手大学祭「不来方祭」において、岩手大学教育学部附属特別支援
学校の中学部生徒が、自分たちの作った製品を販売します。中学部
の製品だけでなく、高等部の製品も販売します。

10月27日 岩手大学
岩手大学教育学部附属
特別支援学校

無料
http://www.edu.iwate-
u.ac.jp/futoku/

中学部　小山芳克
TEL019-651-9002

製品の購入にはお金
が必要です。

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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岩手県 盛岡市 ② あにわ祭
岩手大学教育学部附属特別支援学校の学習発表会です。ステージ
発表の他に販売等が行われます。

11月17日
岩手大学教育学部
附属特別支援学校　会議室

岩手大学教育学部附属
特別支援学校

無料
http://www.edu.iwate-
u.ac.jp/futoku/

教務部　齋藤貴子
TEL019-651-9002

岩手県 盛岡市 ② 若竹文化祭（ステージ発表会）
１年生～６年生までが，それまでの学習の成果を劇などで表現しま
す。

11月17日
岩手大学教育学部
附属小学校・体育館

岩手大学教育学部附属
小学校

無料
http://www.edu.iwate-
u.ac.jp/fusho/

岩手大学教育学部附属小学校
（019-623-7275)

岩手県 盛岡市 ② 若竹コンサート
合唱部，吹奏楽部，ＰＴＡコーラス，教職員が一緒になって演奏会を
行います。

11月24日 岩手県民会館
岩手大学教育学部附属
小学校

無料
http://www.edu.iwate-
u.ac.jp/fusho/

岩手大学教育学部附属小学校
（019-623-7275)

岩手県 盛岡市 ② スコーレ祭
文化祭。調理選択生徒の調理による大食堂運営、教科や部活動の
発表、お化け屋敷、例年好評のバザー等。ART＆CRAFT　shop　秋
の回も同時開催。

10月20日 盛岡スコーレ高等学校 盛岡スコーレ高等学校 無料
盛岡スコーレ高校
（019）636-0827（代）

岩手県 盛岡市 ③ としょかん映画会 一般向けの映画会です。
10月14日,15日,28日,29日
11月11日,12日,25日,26日

岩手県立図書館４階
ミニシアター

岩手県立図書館 無料
http://www.library.pref.iw
ate.jp/info/evecale/index
.html

岩手県立図書館
019-606-1730

岩手県 盛岡市 ③ としょかんこども映画会 子ども向けの映画会です。
10月14日,28日
11月11日,25日

岩手県立図書館４階
ミニシアター

岩手県立図書館 無料
http://www.library.pref.iw
ate.jp/info/evecale/index
.html

岩手県立図書館
019-606-1730

岩手県 盛岡市 ③ おはなし会
読み聞かせボランティアや図書館スタッフによる絵本や紙芝居の読
み聞かせを行ないます。

10月7日,13日,21日,28日
11月4日,10日,18日,25日

岩手県立図書館３階
おはなし室

岩手県立図書館 無料
http://www.library.pref.iw
ate.jp/info/evecale/index
.html

岩手県立図書館
019-606-1730

岩手県 盛岡市 ③ むかしの絵図を見てみよう
普段入ることができない書庫を見学し、古い絵図をご覧いただきま
す。

10月28日
岩手県立図書館３階
コンシェルジュデスク前

岩手県立図書館 無料
http://www.library.pref.iw
ate.jp/info/evecale/index
.html

岩手県立図書館
019-606-1730

岩手県 盛岡市 ③ 読書ノートをつくろう！
オリジナルの読書ノートをつくるイベントです。（※小学生未満の方は
保護者同伴です。）

11月4日
岩手県立図書館３階
児童図書研究室

岩手県立図書館 無料
http://www.library.pref.iw
ate.jp/info/evecale/index
.html

岩手県立図書館
019-606-1730

岩手県 盛岡市 ③ 企画展「第33回　啄木資料展」
過去2年間に県立図書館が新たに収集した石川啄木関連資料を一
堂に集め展示・紹介します。

9月14日～11月18日
（10月27日,31日は休館）

岩手県立図書館４階
展示コーナー

岩手県立図書館 無料
http://www.library.pref.iw
ate.jp/info/evecale/index
.html

岩手県立図書館
019-606-1730

岩手県 盛岡市 ③
おもしろ　かるた大会！
たくぼくさん編

企画展「啄木資料展」にあわせ、啄木カルタを使ったかるた大会を行
います。

11月3日
岩手県立図書館３階
児童コーナー（おはなし室）

岩手県立図書館 無料
http://www.library.pref.iw
ate.jp/info/evecale/index
.html

岩手県立図書館
019-606-1730

岩手県 盛岡市 ①③ 博物館まつり
工作教室やむかしのあそび、岩石・植物園ツアーなど、さまざまなイ
ベントがもりだくさんの１日です！

10月7日 県立博物館 県立博物館
http://www2.pref.iwate.jp
/~hp0910/

県立博物館
019-661-2831

岩手県 盛岡市 ①③ テーマ展「祈りに見る動物たち」
県内の馬・猿・牛・狐・狼・猫といった動物にまつわる特徴的な信仰を
ご紹介します。

9/22～11/25 県立博物館 県立博物館
http://www2.pref.iwate.jp
/~hp0910/

県立博物館
019-661-2831

岩手県 盛岡市 ①③
日曜講座「動物をめぐる俗信と伝承
～狐はなぜ化ける～」

狐や猫がなぜ化ける動物と認知されるに至ったか、県内の動物にま
つわる俗信や伝承を物語や石碑、信仰関係資料から読み解きます。

10月14日 県立博物館 県立博物館
http://www2.pref.iwate.jp
/~hp0910/

県立博物館
019-661-2831

岩手県 盛岡市 ③ クラシックカー＆ヒストリックカー
岩手県内外の貴重なヒストリックカーやクラシックカーが一堂に会しま
す。

10月21日 県立博物館 県立博物館
http://www2.pref.iwate.jp
/~hp0910/

県立博物館
019-661-2831

岩手県 盛岡市 ①③
日曜講座「動物神霊と信仰～江刺
地方を中心に～」

江刺地方を中心とした信仰史の中で顕現されてきた動物心霊。その
姿や役割について、地域の生活や民俗芸能などの諸相から探りま
す。

10月28日 県立博物館 県立博物館
http://www2.pref.iwate.jp
/~hp0910/

県立博物館
019-661-2831

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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岩手県 盛岡市 ①
文化講演会「馬と人の恋～遠野物
語とオシラ神～」

「遠野物語」のオシラサマ由来である馬と娘の悲恋物語を中心に、動
物と人間の婚姻譚から東北の人々の精神世界について紹介します。

11月3日 県立博物館 県立博物館 無料
http://www2.pref.iwate.jp
/~hp0910/

県立博物館
019-661-2831

岩手県 盛岡市 ③ ミュージアムシアター
「いのちと寄り添う」をテーマに、感動的な2作品『ここから歩き始める』
と『盲目の名馬　タカラコスモス』を上映いたします。

11月3日 県立博物館 県立博物館 無料
http://www2.pref.iwate.jp
/~hp0910/

県立博物館
019-661-2831

岩手県 盛岡市 ①③
日曜講座
「東北からみた明治～明治維新１５
０年～」

明治時代、東北は敗藩として遅れた地域とみなされてきました。しか
し、東北から国を変えようと活躍した人々がいたことを資料から紹介
します。

11月11日 県立博物館 県立博物館
http://www2.pref.iwate.jp
/~hp0910/

県立博物館
019-661-2831

岩手県 盛岡市 ①③
日曜講座
「最終講義ｰ鳥獣と自然環境を語
るｰ」

40年間の調査研究をもとに、シカ・クマ問題から興味深い鳥類の生態
や環境を、オリジナルスライド約100枚を使って解説・紹介します。

11月25日 県立博物館 県立博物館
http://www2.pref.iwate.jp
/~hp0910/

県立博物館
019-661-2831

岩手県 盛岡市 ① 秋の清掃ボランティア活動 高松の池一周及び各地区のクリーン活動 10月14日 高松の池
盛岡市子ども会
育成連絡協議会

無料 019-651-1000

岩手県 盛岡市 ② 観武祭（みたけさい）高等部 文化祭（ステージ発表、作品展示、バザー） 11月10日 高等部校舎
岩手県立
盛岡みたけ支援学校

無料
http://www2.iwate-
ed.jp/mit-y/

岩手県立盛岡みたけ支援学校
019-645-2188

岩手県 盛岡市 ② 学校へ行こう週間（高等部） 授業、学内設備自由見学 11月10日～11月16日 高等部校舎
岩手県立盛岡みたけ支
援学校

無料
http://www2.iwate-
ed.jp/mit-y/

岩手県立盛岡みたけ支援学校
019-645-2188

岩手県 盛岡市 ② 学校へ行こう週間
特別支援教育（病弱・虚弱教育）についての理解を深めていただくた
め、一般の方々に学校の様子を公開します。

10月22日～10月27日 盛岡青松支援学校 盛岡青松支援学校 無料
http://www2.iwate-
ed.jp/mat-y/

県立盛岡青松支援学校
019-661-5215

岩手県 盛岡市 ② 学校祭 作品展示、ステージ発表、模擬店、作業製品の販売を行います。 10月27日 盛岡青松支援学校 盛岡青松支援学校 無料
http://www2.iwate-
ed.jp/mat-y/

県立盛岡青松支援学校
019-661-5215

岩手県 盛岡市 ② 学校へ行こう週間 保護者、中学生、地域住民等への学校公開 10月22日～26日 盛岡第一高等学校 盛岡第一高等学校 無料
http://www2.iwate-
ed.jp/mo1-h/

盛岡第一高等学校
019-623-4227

岩手県 盛岡市 ② 「学校へ行こう週間」
普段の学校活動全般についてご理解いただくために、午前11時、午
後3時の1日2回本校職員が校内をご案内いたします。

10月29日～11月2日 盛岡第四高等学校 無料 www2.iwate-ed.jp/mo4-h
盛岡第四高等学校
019-636-0742

岩手県 盛岡市 ② 学校へ行こう週間 保護者、中学生、地域住民等への学校公開 11月5日(月)～9日(金） 盛岡第二高等学校 盛岡第二高等学校 無料
http://www2.iwate-
ed.jp/mo2-h/

盛岡第二高等学校
019-622-5101

岩手県 盛岡市 ③ ミュージアムコンサート 一般公募によるアーティストたちのミニコンサートを開催します。 10月8日、11月25日
岩手県立美術館
ｸﾞﾗﾝﾄﾞｷﾞｬﾗﾘｰ

公益財団法人岩手県文
化振興事業団美術館

無料 http://www.ima.or.jp/
岩手県立美術館
019-658-1711

岩手県 盛岡市 ③
「ブルーノ・ムナーリ　役に立たない
機械をつくった男」展

ムナーリは、イタリアの芸術家、デザイナーで、絵画はもちろん、絵本
や子どもの遊具など幅広い分野で活躍しました。日本初公開作品を
含む300点で、その作品世界をご紹介します。

9月8日～11月4日
岩手県立美術館
企画展示室

岩手県立美術館、公益
財団法人岩手県文化振
興事業団、読売新聞社、
美術館連絡協議会

http://www.ima.or.jp/
岩手県立美術館
019-658-1711

岩手県 盛岡市 ③ 2018美術館まつり
全展示室の観覧を無料開放するほか、全館施設を活用して美術関
連の盛り沢山なイベントを一日中開催し、美術の楽しさを全世代に楽
しんでいただくお祭りです。

11月3日 岩手県立美術館
公益財団法人岩手県文
化振興事業団美術館

無料 http://www.ima.or.jp/
岩手県立美術館
019-658-1711

岩手県 盛岡市 ③
“うつわ”ドラマチック展　世界の陶
芸家たちが極めた“うつわ”の美

本展では、約150点の作品により、世界の陶芸家たちが“うつわ”の中
にドラマチックに映し出す、美の競演をご覧いただきます。

11月14日～12月20日
岩手県立美術館
企画展示室

岩手県立美術館、公益
財団法人岩手県文化振
興事業団

http://www.ima.or.jp/
岩手県立美術館
019-658-1711

岩手県 盛岡市 ② 岩手大学オープンキャンパス
学部・学科説明会、ミニ講義、研究室公開などを実施します。なお、当
日は大学祭も開催しております。

10月27日 岩手大学 岩手大学 無料
https://www.iwate-
u.ac.jp/admission/iwateu
niv/open-campus.html

岩手大学学務部入試課
019-621-6064

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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岩手県 盛岡市 ② 若竹文化祭（ステージ発表会）
1年生～6年生までが、それまでの学習の成果を劇などで表現しま
す。

11月17日
岩手大学教育学部附属小学
校・体育館

岩手大学教育学部附属
小学校

無料
http://www.edu.iwate-
u.ac.jp/fusho/

岩手大学教育学部
附属小学校
019-623-7275

岩手県 盛岡市 ② 若竹コンサート
合唱部、吹奏楽部、PTAコーラス、教職員が一緒になって演奏会を行
います。

11月24日 岩手県民会館
岩手大学教育学部附属
小学校

無料
http://www.edu.iwate-
u.ac.jp/fusho/

岩手大学教育学部
附属小学校
019-623-7275

岩手県 盛岡市 ①，④
文部科学大臣表彰
受賞教育研究展２０１８

岩手大学の教育研究活動を広く学内外に周知することを目的として、
近年「科学技術分野の文部科学大臣表彰」を受賞した教員の業績を
取り上げ、企画展「文部科学大臣表彰受賞教育研究展２０１８」を実
施します。

10月22日～11月9日 岩手大学ミュージアム本館 岩手大学ミュージアム 無料
https://www.iwate-
u.ac.jp/

岩手大学
学術研究推進部
学術情報課
019-621-6082

岩手県 盛岡市 ①、③ 平泉文化セミナー第45回例会

講師：伊藤菊一（岩手大学農学部教授）
演題「中尊寺古代ハスの発熱現象」
概要：近年の我々の調査により明らかとなった中尊寺古代ハスの発
熱現象の解説及び平泉文化研究における生命科学の貢献の可能性
を考える。

10月30日17:00～18:30
岩手大学教育学部
1号館2階　E21講義室

岩手大学
平泉文化
研究センター

無料 http://chs.iwate-u.ac.jp/
岩手大学平泉文化研究センター
019-621-6529

岩手県 盛岡市 ①、④
あなたは下戸(げこ)？それとも蟒蛇
(うわばみ)？〜DNA鑑定を用いた実
験教室〜

ヒトのアルコール飲料に対する強さは遺伝的に決まっています。本教
室では参加者自身のDNAを用いてPCR-RFLPによりアルコール飲料
に対する耐性を分析し、生命科学の基礎技術がどのように応用され
ているかを体験します。

11月中旬
学内（人文社会科学部２号館
生物学学生実験室）

岩手大学
理工学部

無料
岩手大学理工学部化学・生命理
工学科生命コース　荒木功人
iaraki@iwate-u.ac.jp

岩手県 盛岡市 ① 施設の無料公開

明治時代に設立され，宮沢賢治も在学した農業教育資料館（旧盛岡
高等農林学校）の無料公開を行います。当時の情緒を色濃く残す館
内では高等農林時代の研究資料，教材のほか，宮沢賢治に関する
資料も展示しています。

11月1日～11月3日
岩手大学農学部附属農業教
育資料館

岩手大学
農学部

無料
http://news7a1.atm.iwat
e-u.ac.jp/edu/

岩手大学農学部
019-621-6103

岩手県 盛岡市ほか ① 宿泊トレッキング
岩手山青少年交流の家に宿泊し、盛岡地区周辺のトレッキングを行
います。

10月7日～8日
岩手山青少年交流の家、盛
岡周辺

岩手県教育委員会
http://www.echna.ne.jp/^
kenritu3/

県北青少年の家
0195-23-9511

岩手県 矢巾町 ② 矢巾中学校文化祭 各学級の悪品展示及び音楽発表会 10月6日 矢巾中学校 矢巾中学校 無料 019-697-3164

岩手県 矢巾町 ① 矢巾町芸術祭 舞踊部門の発表会 10月14日 矢巾町公民館 矢巾町教育委員会 無料 019-611-2852

岩手県 矢巾町 ① 矢巾町芸術祭 町民の作成した作品の展示 10月20～21日 矢巾町公民館 矢巾町教育委員会 無料 019-611-2862

岩手県 矢巾町 ② 町内小学校学習発表会 町内各小学校において各学年の学習発表 10月20日 町内各小学校 町内各小学校 無料 町内各小学校

岩手県 矢巾町 ② 矢巾北中学校文化祭 各学級の悪品展示及び音楽発表会 10月21日 矢巾北中学校 矢巾北中学校 無料 019-697-1921

岩手県 矢巾町 ② 矢巾町小学校音楽会 町内各小学校の音楽発表会 10月25日 矢巾町田園ホール 矢巾町教育委員会 無料 019-611-2647

岩手県 矢巾町 ① 矢巾町芸術祭 邦楽ダンス部門の発表会 10月28日 矢巾町田園ホール 矢巾町教育委員会 無料 019-611-2862

岩手県 矢巾町 ① 矢巾町芸術祭 器楽合唱部門の発表会 11月4日 矢巾町田園ホール 矢巾町教育委員会 無料 019-611-2862

岩手県 矢巾町 ③ 平成30年度文化講演会
PTA主催による文化講演会。講師の米津勝之氏に阪神淡路大震災
の体験を通じて、いのちの大切さについて語っていただく。

10月10日
不来方高等学校
第一体育館

不来方高等学校PTA 無料
不来方高等学校
019-697-8247

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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岩手県 矢巾町 ② 第110回音楽コースコンサート 芸術学系音楽コース第２学年による公開実技試験 11月8日
不来方高等学校
演奏室

不来方高等学校 無料
不来方高等学校
019-697-8247

岩手県 矢巾町 ②
芸術学系音楽コース第３１回定期
演奏会

芸術学系音楽コース生徒による演奏会
声楽、ピアノ、合唱、合奏

11月29日
盛岡市民文化会館　小ホー
ル

不来方高等学校 無料
不来方高等学校
019-697-8247

岩手県 矢巾町 ② けやき祭 盛岡となん支援学校文化祭（児童生徒作品展示、PTAバザー等） 10月13日 盛岡となん支援学校 盛岡となん支援学校 無料
盛岡となん支援学校
019-601-2227

岩手県 山田町 ② 学校へ行こう週間 保護者・地域住民に学校の授業等を公開します。 10月9日～10月13日 岩手県立山田高等学校 岩手県立山田高等学校 無料
http://www2.iwate-
ed.jp/ymd-h/

岩手県立山田高等学校
0193-82-2164

岩手県 山田町 ② さいかち祭（文化祭）

吹奏楽部のステージ発表他、各学年、部活動・委員会による展示や
模擬店販売を行います。
復興交流事業として、青森県立名久井農業高校との共同取組みも開
催します。（太鼓演技ステージ発表、農産物販売、フラワーアレンジメ
ント教室）

10月13日 岩手県立山田高等学校 岩手県立山田高等学校 無料
http://www2.iwate-
ed.jp/ymd-h/

岩手県立山田高等学校
0193-82-2164

岩手県 山田町 ①
第53回マリンランド陸中杯
グラウンド・ゴルフ交流会

グラウンド・ゴルフをとおして、参加者相互の交流を図り、生涯にわ
たってスポーツに親しむ機会を提供します。

10月4日 陸中海岸青少年の家 岩手県教育委員会

【陸中海岸青少年の家
HP】
http://www.echna.ne.jp/~
kenritu2/

陸中海岸青少年の家
0193-84-3311

岩手県 山田町 ①
ワンダフルネイチャー②
魹ヶ埼灯台トレッキング

登山やウォーキング等をとおして、三陸の海や山の美しさを味わいま
す。

10月21日 魹ヶ埼灯台
公益財団法人岩手県ス
ポーツ振興事業団

【陸中海岸青少年の家
HP】
http://www.echna.ne.jp/~
kenritu2/

陸中海岸青少年の家
0193-84-3311

岩手県 山田町 ① 親子でチャレンジ！
青少年の家３施設が連携し、スケート体験やカーリング体験等を通し
て、親子の触れ合いを深めると共に、郷土のすばらしさを知る機会を
提供します。

10月27日～10月28日 県北青少年の家
公益財団法人岩手県ス
ポーツ振興事業団

【陸中海岸青少年の家
HP】
http://www.echna.ne.jp/~
kenritu2/

陸中海岸青少年の家
0193-84-3311

岩手県 山田町 ①
ワンダフルネイチャー③
月山トレッキング

登山やウォーキング等をとおして、三陸の海や山の美しさを味わいま
す。

11月10日 月山
公益財団法人岩手県ス
ポーツ振興事業団

【陸中海岸青少年の家
HP】
http://www.echna.ne.jp/~
kenritu2/

陸中海岸青少年の家
0193-84-3311

岩手県 陸前高田市 ③
陸前高田市民芸術祭（部門別開
催）

市民による絵画、書、工芸等の作品展示及び俳句・短歌・川柳、舞
踊、謡曲、音楽会等の発表会を行います。

10月10日～11月18日
陸前高田市
コミュニティホールほか

市民芸術祭実行委員会 無料
陸前高田市教育委員会
生涯学習課
0192-54-2111（内線253）

岩手県 陸前高田市 ① 読み聞かせ朗読劇
劇団黒猫舎による宮澤賢治の童話の読み聞かせ朗読劇を行いま
す。

11月
アバッセたかた
パブリックスペース

陸前高田市立図書館 無料
陸前高田市立図書館
0912-54-3227

開催日は、11月24日
又は25日（調整中）

岩手県 陸前高田市 ①
ボードゲームで遊ぼう
ｉｎ陸前高田市立図書館

11月15日「図書館でゲームをする日」に、ちなんだボードゲーム体験
会を開催します。

10月28日
アバッセたかた
パブリックスペース

陸前高田市立図書館 無料
陸前高田市立図書館
0912-54-3228

岩手県 陸前高田市 ①
復活の道しるべ　陸前高田
応援マラソン大会2018

心と体の健康づくりとしてマラソンを行います。 11月18日 市内米崎町内
陸前高田市教育委員
会・特定非営利活動法
人陸前高田市体育協会

市民：無料
市外：3000円他

陸前高田市教育委員会
生涯学習課
（夢アリーナたかた）
0192-22-8448

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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岩手県 陸前高田市 ② 高田小学校　学習発表会 ステージでの発表や作品展示を行います。 10月27日 高田小学校 高田小学校 無料
陸前高田市教育委員会
学校教育課
0192-54-2111（内線285）

岩手県 陸前高田市 ② 気仙小学校　校内マラソン大会 日頃の練習の成果を発揮し、自己ベストの更新を目指します。 10月26日 気仙小学校 気仙小学校 無料
陸前高田市教育委員会
学校教育課
0192-54-2111（内線285）

岩手県 陸前高田市 ② 気仙小学校　学習発表会 ステージでの発表や作品展示を行います。 10月13日 気仙小学校 気仙小学校 無料
陸前高田市教育委員会
学校教育課
0192-54-2111（内線285）

岩手県 陸前高田市 ② 広田小学校　学習発表会 ステージでの発表や作品展示を行います。 10月27日 広田小学校 広田小学校 無料
陸前高田市教育委員会
学校教育課
0192-54-2111（内線285）

岩手県 陸前高田市 ② 小友小学校　学習発表会 ステージでの発表や作品展示を行います。 10月13日 小友小学校 小友小学校 無料
陸前高田市教育委員会
学校教育課
0192-54-2111（内線285）

岩手県 陸前高田市 ② 小友小学校　校内マラソン大会 日頃の練習の成果を発揮し、自己ベストの更新を目指します。 10月26日 小友小学校 小友小学校 無料
陸前高田市教育委員会
学校教育課
0192-54-2111（内線285）

岩手県 陸前高田市 ② 米崎小学校　しげくら祭 ステージでの発表や作品展示を行います。 10月20日 米崎小学校 米崎小学校 無料
陸前高田市教育委員会
学校教育課
0192-54-2111（内線285）

岩手県 陸前高田市 ② 米崎小学校　校内マラソン大会 日頃の練習の成果を発揮し、自己ベストの更新を目指します。 11月1日 米崎小学校 米崎小学校 無料
陸前高田市教育委員会
学校教育課
0192-54-2111（内線285）

岩手県 陸前高田市 ② 矢作小学校　学習発表会 ステージでの発表や作品展示を行います。 10月27日 矢作小学校 矢作小学校 無料
陸前高田市教育委員会
学校教育課
0192-54-2111（内線285）

岩手県 陸前高田市 ② 竹駒小学校　学習発表会 ステージでの発表や作品展示を行います。 10月20日 竹駒小学校 竹駒小学校 無料
陸前高田市教育委員会
学校教育課
0192-54-2111（内線285）

岩手県 陸前高田市 ② 横田小学校　学習発表会 ステージでの発表や作品展示を行います。 10月20日 横田小学校 横田小学校 無料
陸前高田市教育委員会
学校教育課
0192-54-2111（内線285）

岩手県 陸前高田市 ② 横田小学校　校内マラソン大会 日頃の練習の成果を発揮し、自己ベストの更新を目指します。 10月30日 横田小学校 横田小学校 無料
陸前高田市教育委員会
学校教育課
0192-54-2111（内線285）

岩手県 陸前高田市 ② 高田第一中学校　文化祭 日頃の練習の成果を発揮し、自己ベストの更新を目指します。 10月28日 高田第一中学校 高田第一中学校 無料
陸前高田市教育委員会
学校教育課
0192-54-2111（内線285）

岩手県 陸前高田市 ② 高田東中学校　文化祭 日頃の練習の成果を発揮し、自己ベストの更新を目指します。 10月28日 高田東中学校 高田東中学校 無料
陸前高田市教育委員会
学校教育課
0192-54-2111（内線285）

岩手県 陸前高田市 ②
陸前高田市民芸術祭
児童生徒合同音楽会

市内小中学校の児童生徒が一同に会し、日頃の練習の成果を発表
することにより音楽教育の振興に資するとともに、豊かな情操を育み
ます。

11月15日 リアスホール
市民芸術祭実行委員会
陸前高田市教育委員会

無料
陸前高田市教育委員会
学校教育課
0192-54-2111（内線285）

市民芸術祭の一部門
として開催
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第60回「教育・文化週間」関連行事

岩手県 陸前高田市 ② 陸前高田市長と児童の語る会
児童が市長と懇談することにより、市民の一員として、まちづくり、未
来づくりへの意識高揚を図ります。

11月21日
陸前高田市コミュニティホー
ル

陸前高田市教育委員会 無料
陸前高田市教育委員会
学校教育課
0192-54-2111（内線285）

岩手県 陸前高田市 ② 学校へ行こう週間 学習活動・部活動及び施設・設備を公開します。 10月22日～10月26日 高田高校 高田高校 無料
http://www2.iwate-
ed.jp/tak-h/

高田高校
0192-55-3154
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