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長野県 青木村 ①.③ 青木村総合文化祭
　青木村公民館で活動するクラブ・サークル並びに民俗芸能（指定文化財）が1年間の学習成果・維持活
動状況を発表します。

11/2～11/4 青木村文化会館 青木村公民館 無料 0268-49-2224

長野県 青木村 ①.③
没後１５年
沓掛利通展

郷土の作家「沓掛利通」氏の作品展示 11/11～12/2 青木村郷土美術館 青木村郷土美術館 0268-49-3838

長野県 上松町 ① 親子読み聞かせ講座
読書習慣の促進、親子ふれあいの機会の増加を図るため、絵本の紹介を兼ねて読み聞かせ講座を開催
します。

10月14日 上松町公民館 上松町公民館 無料
http://www.town.agematsu.naga
no.jp/gyousei/index.html

0264-52-2111

長野県 上松町 ① 講演会「夢と挑戦」
「夢と挑戦」をテーマに、小惑星探査機「はやぶさ」の開発に関わった方の講演会を開催します。夢を持っ
て挑戦し続けるには、自分の知識や技術を身に付けたりするための生涯学習も必要です。創意工夫と挑
戦を継続し続けてきた講師のお話を聴き、生涯学習の普及を図ります。

10月21日 上松町公民館 上松町公民館 無料
http://www.town.agematsu.naga
no.jp/gyousei/index.html

0264-52-2111

長野県 上松町 ① 上松町総合文化展 絵画、陶芸、写真、書道などの作品の発表・披露の場として文化展を開催します。 10月23日～28日
上松町公民館
社会体育館

上松町公民館 無料
http://www.town.agematsu.naga
no.jp/gyousei/index.html

0264-52-2111

長野県 朝日村 ③ 朝日村文化祭 村内で活動する文化、芸術グループなどの作品の展示や発表会を行います。 10月20日～21日 中央公民館等 朝日村公民館
朝日村教育委員会
0263-99-4105

長野県 安曇野市 ① 安曇野アカデミー
「水と山」をテーマに、普段身近にあるものを角度を変えて見る機会を設け、先人の暮らしや資源の共存
を知る。

10月11日、18日、25日、
11月1日

豊科交流学習センター
「きぼう」多目的交流ホール

安曇野市生涯学習課
安曇野市生涯学習課
社会教育担当
電話0263-72-2242

長野県 安曇野市 ③ 豊科地域文化祭 芸術や芸能など一年間の学びの成果や発表の場とします。 11月1日～11月18日

豊科公民館
豊科郷土博物館
豊科交流学習センター
「きぼう

安曇野市教育委員会
生涯学習課

無料
豊科公民館
電話0263-72-2158
FAX0263-73-6401

長野県 安曇野市 ③ 穂高地域文化祭 各サークルや地域住民、小・中学生・高校生の学習成果の発表の場として開催します。 10月26日～11月4日
穂高公民館
穂高総合体育館
穂高神社

安曇野市市民生活部
穂高地域課

無料
穂高公民館
電話0263-82-5970
FAX0263-82-3990

長野県 安曇野市 ③ 三郷祭 地域で活動している芸術団体や個人の作品発表、生涯学習活動の成果発表などを行います。 10月13日～11月3日
三郷公民館
三郷文化公園体育館
三郷中学校

安曇野市市民生活部
三郷地域課

無料
三郷公民館
電話0263-77-2109
FAX0263-77-6060

長野県 安曇野市 ③ 堀金文化祭
地域住民・団体等の作品展示、お茶席体験コーナー、地産地消料理の試食などを行います。術団体や個
人の作品発表、生涯学習活動の成果発表などを行います。

10月26日～10月28日 堀金総合体育館
安曇野市市民生活部
堀金地域課

無料
堀金公民館
電話0263-72-5796
FAX0263-72-4900

長野県 安曇野市 ③ 明科地域文化祭 １年間の各生涯学習の成果を発表します。芸能発表会、お楽しみサロン、展示発表を同時開催します。 11月2日～11月4日 明科公民館
安曇野市市民生活部
明科地域課

無料
明科公民館
電話0263-62-4605
FAX0263-62-5894

長野県 安曇野市 ①,③
明治150年記念
絵地図で見る安曇野市の明治維新

明治150年を機に、江戸時代の絵図と、明治初期に作成された村図を比較して展示し、地方制度の変遷
とともに変わっていく安曇野の姿を紹介します。

9月8日～10月28日 安曇野市豊科郷土博物館 安曇野市豊科郷土博物館
安曇野市豊科郷土博物館
電話0263‐72‐5672

長野県 安曇野市 ①,③ 150年前の地図を持って豊科村を歩こう 明治時代の地図を片手に旧豊科村域のフィールドワークを行います。 10月20日 安曇野市豊科地域 安曇野市豊科郷土博物館
安曇野市豊科郷土博物館
電話0263‐72‐5672

第60回「教育・文化週間」関連行事
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長野県 安曇野市 ①,③
巨大な明治維新の地図を見る
安曇郡第10大区地図

明治初年の大区・小区制の時代、安曇野市豊科・穂高地域は第10大区に編入されました。当時作成され
た巨大な地図を実際に見るイベントを開催します。

9月9日、9月16日、
10月14日、10月28日

安曇野市豊科郷土博物館 安曇野市豊科郷土博物館
安曇野市豊科郷土博物館
電話0263‐72‐5672

長野県 安曇野市 ①,③
安曇野市文書館記念展示企画
「松澤求策と国会開設運動」

自由民権運動の機運が盛り上がった明治前期に安曇平から国会開設運動を展開した松澤求策に係る展
示を行います。

10月1日～12月28日
安曇野市文書館
堀金支所

安曇野市文書館 無料
安曇野市文書館
電話0263‐71‐5123

長野県 安曇野市 ①,②,③ 人権ポスター展
長野県人権啓発センターから長野美術専門学校学生による人権パネル作品を借用して展示を行いま
す。

10月6日～10月17日 貞享義民記念館 貞享義民記念館 無料
貞享義民記念館
電話0263‐77‐7550

長野県 安曇野市 ①,③ 「おしゅん」朗読会
貞享騒動で処刑された唯一の女性とされる「おしゅん」の物語の朗読会を、絵本美術館森のおうちとの共
催で行います。

11月23日 貞享義民記念館 貞享義民記念館
貞享義民記念館
電話0263‐77‐7550

長野県 安曇野市 ③ 田淵行男写真展「北の山」
2017年に東京のJCIIフォトサロンで開催された田淵行男写真展「北の山」で初公開となった北海道の山々
の写真をご紹介します。

10月2日～
平成31年1月20日

田淵行男記念館
公益財団法人安曇野文化財団
田淵行男記念館

http://tabuchi-museum.com/
田淵行男記念館
電話0263-72-9964

長野県 安曇野市 ③ 水越武写真展　森林列島
1999年に第18回土門拳賞を受賞した写真集『森林列島』(1998年/岩波書店)掲載の作品を中心に、日本
列島各地の複雑多様な美しい自然の姿をご紹介します。豊橋市美術博物館所蔵作品。

9月19日～12月16日 田淵行男記念館
公益財団法人安曇野文化財団
田淵行男記念館

http://tabuchi-museum.com/
田淵行男記念館
電話0263-72-9964

長野県 安曇野市 ① 陶芸教室 長野県「家庭の日」の優待の一環として実施します。 10月21日 穂高陶芸会館 公益財団法人安曇野文化財団
http://azumino-
bunka.com/facility/pottery-
hall/

陶芸会館事務室
電話0263-82-6750

長野県 安曇野市 ③ 秋のお茶会”野点” 当館陶芸クラブ員の作った抹茶茶碗を使って野点を開催します。 10月21日 穂高陶芸会館 公益財団法人安曇野文化財団
http://azumino-
bunka.com/facility/pottery-
hall/

陶芸会館事務室
電話0263-82-6750

長野県 安曇野市 ③ 安曇野スタイル２０１８ 安曇野スタイル２０１８に参加し、陶芸クラブ員の作品を展示します。 11月1日～11月4日 穂高陶芸会館 安曇野スタイルネットワーク
http://azumino-
bunka.com/facility/pottery-
hall/

陶芸会館事務室
電話0263-82-6750

長野県 安曇野市 ① 親子陶芸教室 市民のための生涯学習の機会として実施します。 11月10日 穂高陶芸会館 公益財団法人安曇野文化財団
http://azumino-
bunka.com/facility/pottery-
hall/

陶芸会館事務室
電話0263-82-6750

長野県 安曇野市 ① 陶芸教室 長野県「家庭の日」の優待の一環として実施します。 11月18日 穂高陶芸会館 公益財団法人安曇野文化財団
http://azumino-
bunka.com/facility/pottery-
hall/

陶芸会館事務室
電話0263-82-6750

長野県 安曇野市 ① ボランティアグループ向け講演会 荒木文子さんのおはなし、紙芝居の実演などボランティア向け研修会 10月20日
穂高交流学習センター
「みらい」多目的交流ホール

中央図書館 無料
安曇野市図書館
http://www.city.azumino.nagano
.jp/site/tosho

安曇野市中央図書館
0263-84-0111

定員50名

長野県 安曇野市 ① 読書月間 市民に図書館の周知及び利用の向上と読書の推進を行います。 10月27日～11月9日 市内図書館 安曇野市図書館 無料
安曇野市図書館
http://www.city.azumino.nagano
.jp/site/tosho

安曇野市中央図書館
0263-84-0111

長野県 安曇野市 ① 手づくり＆手しごと展
当館の学習室で定期的に活動されている方々の活動紹介、作品の展示発表などを行います。また、プチ
講習会（ワークショップ等）も実施し、「手づくり」の楽しさを発信します。

10月20日、10月21日
豊科交流学習センター
「きぼう」多目的交流ホール

安曇野市図書館交流課
豊科交流学習センター「きぼう」
http://www.city.azumino.nagano
.jp/site/kibo/

安曇野市豊科交流学習センター
「きぼう」
0263-71-4033

長野県 安曇野市 ① あづみの新進音楽家コンサート
「あづみの新進音楽家公開オーディション」等で選出された若手音楽家の皆さんに出演いただくコンサー
トです。

10月20日
明科子どもと大人の交流学習
施設「ひまわり」ハーモニー
ホール

安曇野市図書館交流課
穂高交流学習センター「みらい」
http://www.city.azumino.nagano
.jp/site/mirai/

安曇野市穂高交流学習センター
「みらい」
0263-81-3111

長野県 安曇野市 ① あづみの新進音楽家コンサート
「あづみの新進音楽家公開オーディション」等で選出された若手音楽家の皆さんに出演いただくコンサー
トです。

11月24日
豊科交流学習センター
「きぼう」多目的交流ホール

安曇野市図書館交流課
穂高交流学習センター「みらい」
http://www.city.azumino.nagano
.jp/site/mirai/

安曇野市穂高交流学習センター
「みらい」
0263-81-3111
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長野県 阿南町 ①
親と子がつどう
感性と創造のフェスイィバル

町内小中学校、各種団体による自由発表会 11月 阿南文化会館 阿南町公民館 無料
阿南町公民館事務局
0260-22-2270

阿南町教育委員
会事務局内

長野県 阿南町 ① 通学宿泊体験学習「あなん元気塾」 町内小学５，６年生対象の通学合宿（３泊４日） 10月 長野県阿南少年自然の家 阿南町教育委員会 無料 阿南町教育員会事務局 0260-22-2270

長野県 飯島町 ① 忙しいママのお片づけセミナー
仕事と家事や育児を両立する女性が、整理・収納法の基礎知識を学び、家事時間の短縮や快適な住ま
い環境を実現するとともに、自身の生き方や家庭生活を振り返るための講座です。（女性対象、飯島町共
催）

10月20日 飯島町文化館 長野県男女共同参画センター 無料
https://www.pref.nagano.lg.jp/ai
topia/

飯島町子育て支援センター
電話：0265-86-8131

概ね１月前まで
にHPに掲載予
定

長野県 飯島町 ③ いいちゃん文化祭 町内で活動する文化団体や生涯学習センター講座の作品展示、ステージ発表、映画会が行われます。 10月27日～28日 飯島町文化館 飯島町生涯学習センター
飯島町教育委員会
生涯学習係
電話：0265-86-3111

長野県 飯島町 ③ 第27回町内文化財めぐり 町内の身近な文化財を見学します。 11月3日(予定) 町内 飯島町教育委員会
飯島町教育委員会
生涯学習係
電話：0265-86-3111

長野県 飯島町 ③ 飯島町陣嶺館特別開館
文化の秋に特別開館を行います。
縄文土器や石器、民具などを展示しています。

11月上旬の3日間 飯島町陣嶺館 飯島町教育委員会 無料
飯島町教育委員会
生涯学習係
電話：0265-86-3111

長野県 飯島町 ③ 第26回図書館まつり
絵本の読み聞かせや紙芝居、パネルシアター等のおはなし会、読書ゆうびん・読書感想文コンクールの
表彰式を行います。図書館開館25周年に合わせ、記念講演会も開催します。

10月27日～28日
飯島町図書館
飯島町文化館

飯島町図書館 無料
飯島町図書館
電話：0265-86-5871

長野県 飯田市 ③ 吉田誠クラリネットコンサート 伊那文化会館のアウトリーチコンサート「吉田誠クラリネットコンサート」を開催します。 11月23日 飯田人形劇場

長野県
一般財団
長野県文化振興事業団
飯田市教育委員会

【伊那文化会館ＨＰ】
http//www/inabun.or.jp

長野県伊那文化会館
電話：0265-73-8822
メール：ｉｎｆｏ＠inabun.or.jp

長野県 飯田市 ① 生活の中の生け花入門講座 四季折々の花を使った生け方の基礎を学びます。 10月13日 長野県飯田創造館
一般財団法人
長野県文化振興事業団

【長野県飯田創造館ＨＰ】
http://ｉｉｄａｓｏｚｏｋａｎ.sａｋｕｒａ.ｎ
ｅ.ｊｐ

長野県飯田創造館
電話：0265-52-0333
メール：iidasozo@galaxy.ocn.ne.jp

長野県 飯田市 ① 草木染め入門講座 草木染めの基礎基本を学びます。 10月14日 長野県飯田創造館
一般財団法人
長野県文化振興事業団

【長野県飯田創造館ＨＰ】
http://iidasozokan.sakura.ne.jp

長野県飯田創造館
電話：0265-52-0333
メール：iidasozo@galaxy.ocn.ne.jp

長野県 飯田市 ① ステンドグラス講習会 ステンドグラスの基礎基本を学びます。 10月20日 長野県飯田創造館
一般財団法人
長野県文化振興事業団

【長野県飯田創造館ＨＰ】
http://iidasozokan.sakura.ne.jp

長野県飯田創造館
電話：0265-52-0333
メール：iidasozo@galaxy.ocn.ne.jp

長野県 飯田市 ① 七宝焼き講習会 七宝焼きの基礎基本を学びます。 10月21日 長野県飯田創造館
一般財団法人
長野県文化振興事業団

【長野県飯田創造館ＨＰ】
http://iidasozokan.sakura.ne.jp

長野県飯田創造館
電話：0265-52-0333
メール：iidasozo@galaxy.ocn.ne.jp

長野県 飯田市 ① 第32回飯田創造館茶会 大日本茶道学会、表千家、裏千家の三会派による合同茶会です。 10月28日 長野県飯田創造館
一般財団法人
長野県文化振興事業団

【長野県飯田創造館ＨＰ】
http://iidasozokan.sakura.ne.jp

長野県飯田創造館
電話：0265-52-0333
メール：iidasozo@galaxy.ocn.ne.jp

長野県 飯田市 ① テンペラ画講習会 テンペラ画の基礎基本を学びます。
11月4日、11日、18日、25
日、12月8日

長野県飯田創造館
一般財団法人
長野県文化振興事業団

【長野県飯田創造館ＨＰ】
http://iidasozokan.sakura.ne.jp

長野県飯田創造館
電話：0265-52-0333
メール：iidasozo@galaxy.ocn.ne.jp

長野県 飯田市 ① 盆栽入門講座 盆栽の基礎基本を学びます。 11月10日 長野県飯田創造館
一般財団法人
長野県文化振興事業団

【長野県飯田創造館ＨＰ】
http://iidasozokan.sakura.ne.jp

長野県飯田創造館
電話：0265-52-0333
メール：iidasozo@galaxy.ocn.ne.jp
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長野県 飯田市 ① 折り紙入門講座 折り紙の基礎基本を学びます。 11月17日 長野県飯田創造館
一般財団法人
長野県文化振興事業団

【長野県飯田創造館ＨＰ】
http://iidasozokan.sakura.ne.jp

長野県飯田創造館
電話：0265-52-0333
メール：iidasozo@galaxy.ocn.ne.jp

長野県 飯田市 ① 木版画講習会 木版画の基礎基本を学びます。 11月18日 長野県飯田創造館
一般財団法人
長野県文化振興事業団

【長野県飯田創造館ＨＰ】
http://iidasozokan.sakura.ne.jp

長野県飯田創造館
電話：0265-52-0333
メール：iidasozo@galaxy.ocn.ne.jp

長野県 飯田市 ① 基礎からわかる俳句入門講座 俳句の基礎基本を学びます。 11月25日 長野県飯田創造館
一般財団法人
長野県文化振興事業団

【長野県飯田創造館ＨＰ】
http://iidasozokan.sakura.ne.jp

長野県飯田創造館
電話：0265-52-0333
メール：iidasozo@galaxy.ocn.ne.jp

長野県 飯田市 ①③④
飯田アカデミア2018　第85講座
「大地に時を刻む建築のかたち」

日本全国や世界史的な広い視野を重視し、多彩なテーマで第一線の研究者による最新の成果をどなた
でもご聴講いただけます。第85講座は「建築史」です。

10月20日～21日 松尾公民館 飯田市歴史研究所
【飯田市歴史研究所】
https://www.city.iida.lg.jp/soshi
ki/39/

飯田市歴史研究所
0265-53-4670

長野県 飯田市 ①③ 第３２回伊那谷文化芸術祭
飯田市及び下伊那郡地域で活動しているアマチュア芸術団体が一堂に会して、日頃の練習成果を発表
し合うとともに、団体相互の連携を図ることを目的として開催する年に一度の舞台芸術の祭典です。

11月4日，11日，
18日，25日

飯田文化会館ホール
飯田人形劇場

飯田文化協会
飯田文化会館

【飯田文化協会】
https://www.city.iida.lg.jp/soshi
ki/41/jigyou-kyoukai.html

飯田文化協会事務局
(飯田文化会館
　電話：0265-23-3552)

長野県 飯田市 ①③ 第64回風越登山マラソン大会
飯田市のシンボル「風越山（かざこしやま）」を駆け巡るマラソン大会と、ガイドの説明を受けながら旧跡を
巡るウォーキングを行います。また風越山開山1300年を記念した関連行事も実施します。

10月28日 飯田市今宮野球場 飯田市　ほか
https://www.city.iida.lg.jp/site/
sports/tozan.html

飯田市教育委員会
生涯学習・スポーツ課
電話0265-21-3001

長野県 飯田市 ①③ 第2回伊那民俗芸能研究集会
南信州に伝承されているさまざまな民俗芸能のひとつ、コト八日行事（国選択無形民俗文化財「伊那谷の
コト八日行事」）を中心に、盆行事などを含めた神送りについて、映像によって長野県内他地域と比較を
行いながら、その民俗的な意義を考えます。

10月27・28日 飯田市美術博物館
南信州
民俗芸能継承推進協議会
伊那民俗学研究所

飯田市美術博物館
0265-22-8118

長野県 飯田市 ①,③ 木箱でつくるわたしの「ひとはこ図書館」
地域産の木で本箱をつくり、おすすめの本を図書館の本の中から数冊選んで入れ、お気に入りの「ひとは
こ図書館」をつくる催しです。作成後は図書館内に展示します。

10月14,15日,
10月27日～11月22日

飯田市立中央図書館 飯田市立中央図書館 http://www.iida.nanshin-lib.jp/
飯田市立中央図書館
0265-22-0706

9月中旬に更新
予定

長野県 飯田市 ①,③
図書館特別資料資料展
「山と暮らす木と暮らす」

江戸時代から昭和までの伊那谷の山の仕事や山の生活を、図書館で所蔵する貴重資料とともに紹介す
る展示会を開催します。

10月27日～11月4日 飯田市立中央図書館 飯田市立中央図書館 無料 http://www.iida.nanshin-lib.jp/
飯田市立中央図書館
0265-22-0706

9月中旬に更新
予定

長野県 飯田市 ① 図書館おはなし会 絵本の読みきかせ、わらべうた、本の紹介、紙芝居などを行います。対象は乳幼児～児童です。 毎週土曜日 飯田市立中央図書館 飯田市立中央図書館 無料 http://www.iida.nanshin-lib.jp/
飯田市立中央図書館
0265-22-0706

長野県 飯田市 ① 図書館おはなし会
幼児～児童、親子を対象にした読みきかせの会です。絵本の読みきかせ、わらべうた、紙芝居、本の紹
介などを行います。

毎週土曜日 飯田市立鼎図書館 飯田市立鼎図書館 無料 http://www.iida.nanshin-lib.jp/
飯田市立鼎図書館
0265-23-9901

長野県 飯田市 ① 図書館おはなし会 絵本の読みきかせ、本の紹介、紙芝居などを行います。対象は児童です。 毎週水曜日 飯田市立上郷図書館 飯田市立上郷図書館 無料 http://www.iida.nanshin-lib.jp/
飯田市立上郷図書館
0265-52-2551

長野県 飯綱町 ① 長野県男女共同参画推進県民大会
男女共同参画社会づくりに貢献されている方を表彰し、その活動紹介を行います。また、長野県上水内
郡飯綱町の働き方改革事業等取組紹介や男性にとってのワーク・ライフ・バランスをテーマに講演会を行
います。

11月4日
上水内郡飯綱町
町民会館

長野県、
長野県男女共同参画
推進県民会議

無料

https://www.pref.nagano.lg.jp/ji
nken-
danjo/kurashi/jinkendanjo/danj
o/main/event.html

長野県県民文化部
人権・男女共同参画課
電話：026-235-7106

H30.9月～10月
上旬HP更新予
定

長野県 飯綱町 ③ りんごの森アート＆クラフト展
りんごの町で、町内外の芸術家の「りんご」または「秋」をテーマとした作品を展示した合同作品展を開催
し、多くの参観者に芸術、美術に親しんでいただき、地域文化の振興を図ります。同時期開催の「飯綱町
りんごスイーツフェア」と連動し「美しい田舎とおいしいりんごの町」を内外にPR。

2018．11/3～12/9
いいづなアップルミュージアム
企画展示室

いいづなアップルミュージアム 無料
https://www.town.iizuna.nagano
.jp/kanko/apple/

026－253-1071

長野県 飯綱町 ① 特別展「信州赤塩焼」 幕末から昭和初期にかけて飯綱町内で稼業した窯業「赤塩焼」を紹介。 10/13～12/16(予定) いいづな歴史ふれあい館
飯綱町教育委員会・
いいづな歴史ふれあい館

無料
[飯綱町HP]
http://www.town.iizuna.nagano.j
p/

いいづな歴史ふれあい館
電話：026-253-6646
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長野県 飯綱町 ① 特別展「信州赤塩焼」記念講演会 いいづな歴史ふれあい館で開催の特別展にちなむ講演会。 11月3日 飯綱町民会館
飯綱町教育委員会・
いいづな歴史ふれあい館

無料
[飯綱町HP]
http://www.town.iizuna.nagano.j
p/

いいづな歴史ふれあい館
電話：026-253-6646

長野県 飯山市
①、②、
③

飯山市青少年芸術祭
青少年の芸術文化活動を公開する機会を通じて、青少年はもちろん一般市民の芸術、文化に対する関
心を高め、青少年の健全な育成と市民文化の高揚をはかる。

10月27日、28日
11月3日

飯山市文化交流館なちゅら、
飯山市公民館２階講堂

飯山市公民館 無料 0269-62-3342

長野県 池田町 ③ 池田町芸術文化週間
10月26日から11月3日にかけ「芸術文化週間」と銘打ち、期間中、町内各種団体による文化活動作品発
表の場「文化祭」を始め、町民カラオケ大会、俳句教室、ビデオ上映会、芸能発表等を開催します。

10月26日～11月3日 池田町公民館 池田町公民館
池田町公民館
電話：0261-62-2058

長野県 池田町 ③ 安曇野キルト公募展2018

全国から寄せられたキルト作品を審査にて選出し、展示する公募展です。15周年を迎える本年は展示会
場を拡大し、全国のキルターと池田町内のキルターの作品を一堂に紹介。多種多様な手法で作られた豊
かな感性のキルト作品、そこに込められた想いや素晴らしい技術力をぜひこの機会にご覧ください。
会期中は関連イベントとしてキルトアーティストよる、ワークショップを開催します。

9月8日～10月21日
北アルプス展望美術館
（池田町立美術館）

北アルプス展望美術館
（池田町立美術館）

http://azumino-
artline.net/ikeda/index.php

北アルプス展望美術館
（池田町立美術館）
電話：0261-62-6600

長野県 池田町 ③ 池田美術協会展
池田町の美術活動並びに地域文化の振興をけん引してきた池田美術協会の展覧会です。活動２５年目
を迎え、日々創作や発表に取り組む個性豊かな会員の見ごたえある作品をぜひご覧ください。

11月1日～12月10日
北アルプス展望美術館
（池田町立美術館）

北アルプス展望美術館
（池田町立美術館）

http://azumino-
artline.net/ikeda/index.php

北アルプス展望美術館
（池田町立美術館）
電話：0261-62-6600

長野県 池田町 ③ 信州池田クラフト展
池田町や安曇野で活躍するクラフト作家の作品を展示・販売。生活を彩るクラフト作品の魅力を紹介しま
す。

11月1日～11月18日
北アルプス展望美術館
（池田町立美術館）

北アルプス展望美術館
（池田町立美術館）

http://azumino-
artline.net/ikeda/index.php

北アルプス展望美術館
（池田町立美術館）
電話：0261-62-6600

長野県 池田町 ① 図書館まつり 本のリサイクル広場を始め、工作教室、読み聞かせ、製本講座等、イベント盛りだくさんの2日間です。 10月13日～14日 池田町図書館 池田町図書館
池田町図書館
電話：0261-62-5659

長野県 伊那市 ③ 吉野直子ハープ・リサイタル 伊那文化会館のアウトリーチコンサート「吉野直子ハープ・リサイタル」を開催します。 10月14日 ニシザワいなっせホール

長野県
一般財団
長野県文化振興事業団
伊那市
伊那市教育委員会

【伊那文化会館ＨＰ】
http//www/inabun.or.jp

長野県伊那文化会館
電話：0265-73-8822
メール：ｉｎｆｏ＠inabun.or.jp

長野県 伊那市 ③ 私たちのコレクション展
地域の皆様が所蔵している伊那谷ゆかりの作家7名の作品を公募し、地域が誇る“宝”を再認識してもら
う企画展を開催します。

10月16日～11月22日 長野県伊那文化会館
長野県
一般財団
長野県文化振興事業団

無料
【伊那文化会館ＨＰ】
http//www/inabun.or.jp

長野県伊那文化会館
電話：0265-73-8822
メール：ｉｎｆｏ＠inabun.or.jp

長野県 伊那市 ③ 優秀映画鑑賞会
地域の皆様にスクリーンを通して映像芸術の原点となる映画の素晴らしさを理解していただき、地域にお
ける文化活動を活性化するための優秀映画の鑑賞会を開催します。

11月14日～16日 長野県伊那文化会館

文化庁
長野県
一般財団
長野県文化振興事業団

【伊那文化会館ＨＰ】
http//www/inabun.or.jp

長野県伊那文化会館
電話：0265-73-8822
メール：ｉｎｆｏ＠inabun.or.jp

長野県 伊那市 ① 伊那公民館文化祭
伊那公民館で活動する教室・講座・クラブ・サークルが１年間の学習成果を発表します。また平成３０年は
第４０回を記念して市内の４高校の出演・出展を予定します。

展示10/26～28
ステージ11/3

伊那公民館 伊那公民館文化祭実行委員会 無料

伊那市教育委員会生涯学習課
公民館係伊那公民館
電話:0265-78-3447
メール:kmk@inacity.jp

長野県 伊那市 ① 富県公民館文化祭 富県公民館で活動する教室・講座・クラブ・サークルが1年間の学習成果を発表します。 11/3～11/4 伊那市富県公民館 富県公民館 無料

伊那市教育委員会生涯学習課
公民館係富県公民館
電話:0265-72-2318
メール:kmk@inacity.jp

長野県 伊那市 ① 美篶公民館文化祭 美篶公民館で活動する教室・講座・クラブ・サークルが1年間の学習成果を発表します。 11/3～11/4 伊那市美篶公民館 美篶公民館 無料

伊那市教育委員会生涯学習課
公民館係美篶公民館
電話:0265-72-2360
メール:kmk@inacity.jp
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長野県 伊那市 ① 手良公民館文化祭 手良公民館で活動する教室・講座・クラブ・サークル等が1年間の学習成果を発表します。 10/27～10/28 伊那市手良公民館 手良公民館 無料

伊那市教育委員会生涯学習課
公民館係手良公民館
電話:0265-72-2755
メール:kmk@inacity.jp

長野県 伊那市 ① 東春近公民館文化祭 東春近公民館で活動する教室・講座・クラブ・サークル等が1年間の学習成果を発表します。 11/3～11/4 伊那市東春近公民館 東春近公民館 無料

伊那市教育委員会生涯学習課
公民館係東春近公民館
電話:0265-72-3202
メール:kmk@inacity.jp

長野県 伊那市 ① 西箕輪公民館文化祭 西箕輪公民館で活動する教室・講座・クラブ・サークル等が１年間の学習成果を発表します。 11/17～11/18 伊那市西箕輪公民館 西箕輪公民館 無料

伊那市教育委員会生涯学習課
公民館係西箕輪公民館
電話:0265-72－2319
メール:kmk@inacity.jp

長野県 伊那市 ① 西春近公民館文化祭 西春近公民館で活動する教室・講座・クラブ・サークルが1年間の学習成果を発表します。 11月17日～18日 伊那市西春近公民館 西春近公民館 無料

伊那市教育委員会生涯学習課
公民館係西春近公民館
電話:0265-72-4178
メール:kmk@inacity.jp

長野県 伊那市 ① 長谷公民館文化祭 長谷公民館で活動する教室・講座・クラブ・サークルが1年間の学習成果を発表します。 11月10日～11日 伊那市長谷公民館 長谷公民館 無料

伊那市教育委員会生涯学習課
公民館係長谷公民館
電話:0265-98-2009
メール:h-kys@inacity.jp

長野県 伊那市 ① 第40回高遠町桜大学第2講座 講演会（演題：福島県南部地方に伝わる高遠石工の足跡　講師：福島県石川町元助役　吉田利昭） 10月20日
高遠町総合福祉センター
やますそ

高遠町公民館 無料 高遠町公民館（94-2557）

長野県 伊那市 ① 第40回高遠町桜大学第3講座 講演会（演題：高遠町に期待すること　講師：長野県立歴史館館長　笹本正治） 11月23日
高遠町総合福祉センター
やますそ

高遠町公民館 無料 高遠町公民館（94-2557）

長野県 伊那市 ① 第32回伊澤修二記念音楽祭
高遠の生んだ偉人伊澤修二を顕彰し、東京藝術大学の協力による音楽祭です。藝大の指導を受けた小
学生の発表、藝大生によるオーケストラの演奏と市民合唱団のコラボレーションなどが行われます。

10月27日
第1部：高遠町文化体育館
第2部：長野県伊那文化会館

伊澤修二
記念音楽祭実行委員会

http://www.inacity.jp/kurashi/s
hogaigakushu_bunka/bunka/kine
nongakusai.html

伊那市教育委員会生涯学習課
電話:0265-78-4111
メール:sgs@inacity.jp

長野県 伊那市 ①
伊那市人権同和教育講演会
「仲島正教講演会」

学校と地域の皆さんを対象とする人権同和教育講座です。 10月27日 西箕輪小学校 伊那市教育委員会 無料
伊那市教育委員会生涯学習課
電話:0265-78-4111
メール:sgs@inacity.jp

長野県 伊那市 ①
伊那市人権同和教育講演会
「ちひろ　トーク＆コンサート」

金子みすゞの詩に作曲し、各地で歌い語る活動を行っているちひろさんの講演会です。 11月17日
伊那市生涯学習センター
ニシザワいなっせホール

伊那市教育委員会 無料
伊那市教育委員会生涯学習課
電話:0265-78-4111
メール:sgs@inacity.jp

長野県 伊那市 ① 第27回伊那能
重要無形文化財保持者の坂井音重師をはじめ、「能と狂言」の第一人者が公演を行います。定期的な実
施により、地域住民の皆さんが伝統芸能へ理解を深めることを目的としています。

11月17日 長野県伊那文化会館 伊那能実行委員会
http://www.inacity.jp/kurashi/s
hogaigakushu_bunka/bunka/sgs
-inanou.html

アド・コマーシャル株式会社
電話:0265-76-2121
メール:shiba@adcm.co.jp

詳細なHP情報
はアド・コマー
シャル社Hpで公
開の予定です

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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長野県 伊那市 ① 長谷地区生涯学習講演会
著名人の講師を招き、講師の実経験や学び得た知識など興味深い話しを聴く中で、地域住民の交流を図
るとともに生涯学習及び教育の振興を図ることを目的としています。

11月10日 伊那市長谷公民館 伊那市教育委員会 無料

伊那市教育委員会生涯学習課
長谷教育振興係
電話:0265-98-2009
メール:h-kys@inacity.jp

長野県 伊那市 ① 第９７回「戸台の化石」学習会
伊那市長谷戸台地区から産出する、約１億年前の「アンモナイト」や「サンカクガイ」などの化石を発掘し、
採集した化石の整理保存までの体験を通して親子で楽しく「戸台の化石」について学習します。

10月20日 伊那市長谷公民館ほか 「戸台の化石」保存会

戸台の化石保存会事務局
（伊那市教育委員会
生涯学習課長谷教育振興係）
電話:0265-98-2009
メール:h-kys@inacity.jp

長野県 伊那市 ③ 現代染色の世界展
日本の伝統工芸である染色などを用いた若手作家５人による展覧会。展覧会とともにワークショップに
よって染色をより身近に感じ、染色に関心を持ってもらう。

9月8日～10月21日 信州高遠美術館
伊那市、伊那市教育委員会、
信州高遠美術館

http://www.inacity.jp/shisetsu/l
ibrary_museum/takato_museum
/index.html

信州高遠美術館
0265-94-3666

長野県 伊那市 ③ 加藤邦彦・温子 移住帰国展
ドイツで活躍し、このたび伊那市に移住した彫刻家加藤邦彦氏と画家の加藤温子氏夫妻の展覧会及びド
イツ在住のバンネヴィッツ氏による石版画のワークショップを行う。

10月27日～12月2日 信州高遠美術館
伊那市、伊那市教育委員会、
信州高遠美術館

http://www.inacity.jp/shisetsu/l
ibrary_museum/takato_museum
/index.html

信州高遠美術館
0265-94-3666

長野県 伊那市 ① 除籍本無料頒布会
図書館利用の充実と中心市街地の活性化を推進するため、除籍本の無料頒布、古本市、クーポン券を
使ったまち歩きを行います。

10/27～28 伊那市立伊那図書館 同左 無料 http://www.inacity.jp/
伊那市立伊那図書館
0265-73-2222

長野県 伊那市 ①，③ 吉野直子ハープ・リサイタル 多くの市民に音楽鑑賞の機会を提供するため、ハープ奏者吉野直子氏によるリサイタルを開催する 10月14日 伊那市生涯学習センター
長野県伊那文化会館、
NPO法人クラシックワールド
（共催伊那市教育委員会）

伊那市生涯学習センター
0265-78-5801

長野県 伊那市 ①，③
山田姉妹・エーデルワイス
ジョイントコンサート

多くの市民に音楽鑑賞の機会を提供するため、山田麗、山田華姉妹によるソプラノデュオと、女性合唱
エーデルワイスのジョイントコンサートを開催する

10月21日 伊那市生涯学習センター
NPO法人クラシックワールド
（共催伊那市教育委員会）

伊那市生涯学習センター
0265-78-5801

長野県 伊那市 ②，③
特別展
「上伊那郡市小中学生社会科新聞展」

上伊那郡市の小中学生が制作した社会科新聞を一堂に展示し、児童生徒が社会科新聞を通して交流を
深めるとともに、よりよい新聞を作ろうとする意欲を高めることができる機会としていく。

10月20日～11月4日 伊那市立高遠町歴史博物館 伊那市立高遠町歴史博物館 無料
伊那市立高遠町歴史博物館
0265-94-4444

H28年度の出品
数440点

長野県 伊那市 ③ 歴博わくわく教室
国立信州高遠青少年自然の家の方を講師に招き、缶バッジ作りをする。併せて特別展「上伊那郡市小中
学生社会科新聞展」の見学、伊那市立高遠町歴史博物館収蔵の火縄銃に触れる体験をする。体験活動
を通して子どもたちが博物館への関心を高めることができるようにする。

11月3日、4日 伊那市立高遠町歴史博物館 伊那市立高遠町歴史博物館 無料
伊那市立高遠町歴史博物館
0265-94-4444

小学生対象

長野県 伊那市 ①，③ 特別展「高遠に残る武具」
地域から高遠藩ゆかりの武具をお借りし、伊那市立高遠町歴史博物館に収蔵されている高遠藩ゆかり
の武具と併せて展示する。地域資料への関心を高める一助とする。

10月12日～12月9日 伊那市立高遠町歴史博物館 伊那市立高遠町歴史博物館
伊那市立高遠町歴史博物館
0265-94-4444

長野県 伊那市 ①，③ 特別展「高遠に残る武具」関連講演会
特別展にかかわって、刀剣資料について専門家の方からお話ししていただく。展示を見ただけでは分か
らない様々な情報を得る機会とする。

11月10日
高遠町地域間交流施設
（伊那市立高遠町歴史博物館
隣）

伊那市立高遠町歴史博物館 無料
伊那市立高遠町歴史博物館
0265-94-4444

一般向け

長野県 伊那市 ③ 紙でかぶとを作ろう
特別展「高遠に残る武具」にかかわって、館の学芸員を講師とし、小学4年生以上を対象に紙製のかぶと
を作り、かぶとの構造を学ぶ。

11月11日 伊那市立高遠町歴史博物館 伊那市立高遠町歴史博物館
伊那市立高遠町歴史博物館
0265-94-4444

小学4年生以上
対象

長野県 上田市 ①②
うえだ5大学リレー講座2018
　「体力の変化を捉える」

上田市内5大学が、「共通の学びの場」をつくり、学ぶ意欲がある方ならどなたでも無料で受講していただ
ける講座です。講座は各大学内で行い、毎回キャンパスツアーを実施。地元の大学を身近に感じていた
だけます。

10月20日 上田女子短期大学
上田市教育委員会
生涯学習・文化財課

無料
上田市役所教育委員会
生涯学習係・青少年係
0268-23-6370

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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長野県 上田市 ①②
平成30年度まちなかキャンパス
うえだ市民向け講座
　「廃ガラスペンダントの制作」

まちなかキャンパスうえだは、上田市内の5大学（上田女子短期大学、信州大学（繊維学部）、長野県工
科短期大学校、長野大学、筑波大学山岳科学センター菅平高原実験所）と市が共同して運営する「学園
都市・上田」実現のための「地域と大学の連携拠点」です。各大学がまちなかキャンパスを活用し、各種
講座やイベントを行います。

11月3日
上田市まちなか
キャンパスうえだ

上田市役所政策企画部
政策企画課

無料
まちなかキャンパスうえだHP
https://machicam-
ueda.jimdo.com/

まちなかキャンパスうえだ
0268-75-0065
info_mcu@email.plala.or.jp

長野県 上田市 ①②
平成30年度まちなかキャンパス
うえだ市民向け講座
　「哲学カフェを体験しよう」

まちなかキャンパスうえだは、上田市内の5大学（上田女子短期大学、信州大学（繊維学部）、長野県工
科短期大学校、長野大学、筑波大学山岳科学センター菅平高原実験所）と市が共同して運営する「学園
都市・上田」実現のための「地域と大学の連携拠点」です。各大学がまちなかキャンパスを活用し、各種
講座やイベントを行います。

11月13日
上田市まちなか
キャンパスうえだ

上田市役所政策企画部
政策企画課

無料
まちなかキャンパスうえだHP
https://machicam-
ueda.jimdo.com/

まちなかキャンパスうえだ
0268-75-0065
info_mcu@email.plala.or.jp

長野県 上田市 ③ 芸術の森～北野講堂シリーズ2018～ melodica meets classicsと題し、鍵盤ハーモニカ・ヴァイオリン・チェンバロの異色コラボレーション 11月17日
上田女子短期大学
北野講堂

上田女子短期大学 無料
上田女子短期大学HP
http://www.uedawjc.ac.jp/

上田女子短期大学
地域連携センター

詳細は10月上旬
より
ちらし配布、HP
掲載予定

長野県 上田市 ① レジリエンス（回復力）をつけよう 子育て等に悩む女性のレジリエンスを高める講座です。（女性対象、上田市共催） 11月10日 市民プラザゆう 長野県男女共同参画センター 無料
https://www.pref.nagano.lg.jp/ai
topia/

上田市役所人権男女共同参画課
電話：0268-23-5245

概ね１月前まで
にHPに掲載予
定

長野県 上田市 ① 観光地域づくり寄附講座
観光地域づくりを推進する機運の醸成、観光業への就職の意欲を高めることを目的として、観光学を学
ぶ学生や観光事業者をはじめとする県民の皆様を対象に、先進的な観光経営を学ぶ寄附講座を開催し
ます。

10月～1月 公立大学法人長野大学
長野県
公立大学法人長野大学

無料
http://www.pref.nagano.lg.jp/ka
nkoshin/happyou/180820press.
html

長野県観光部
観光誘客課
TEL026-235-7253
FAX026-235-7257
kankoshin@pref.nagano.lg.jp

事前の申し込み
が必要
（申し込み締切：
9月13日）

長野県 上田市 ① ５大学リレー講座「未来学科」
　大学の最先端の学びを、生活に役立ててもらうため、市内の大学が学校の枠を超えて地域に開いた
「学科」を創設します。各大学を会場にし、テーマに沿った内容でリレー方式に講座を行い、講座終了後に
はキャンパスツアーもあります。

9月29日、
10月6日、20日、27日、
11月10日

信州大学繊維学部、
長野県工科短期大学校、
上田女子短期大学、
筑波大学山岳科学実験セン
ター菅平高原実験所、
長野大学

生涯学習・文化財課 無料
上田市教育委員会
生涯学習・文化財課
0268-23-6370

長野県 上田市 ① 青少年育成市民のつどい(講演会) 青少年関係の諸問題に焦点を当て、地域で子どもを育てるための方法等を学ぶ 11月9日 中央公民館
中央公民館･
人権男女共同参画課

無料
上田市中央公民館
0268-22-0760

長野県 上田市 ① 神川地区市民文化祭 　神川地区分館協議会と利用者団体による作品展示と舞台発表を行う。 11月10日～11日 神川地区公民館 神川地区公民館 無料
上田市神川地区公民館
0268-25-1682

長野県 上田市 ① 塩尻の今昔を知ろう！ 「長野県の生い立ち」、分県運動や県庁移庁、県歌「信濃の国」と上田市、旧塩尻村の関わりを学ぶ。 11月10日、17日 西部公民館 西部公民館 無料
上田市西部公民館
0268-27-7544

長野県 上田市 ① 学社連絡会
　小中学校の先生、児童館館長と市民会議理事・監事、青少年育成指導員による情報交換及び地域の
青少年問題に関する懇談会です。

11月21日 西部公民館
青少年育成西部・
塩尻地区市民会議

無料
上田市西部公民館
0268-27-7544

長野県 上田市 ① 第44回城南地区文化祭・展示会発表 　城南公民館利用者団体等による作品発表です。 11月17日～18日 城南公民館 城南公民館 無料
上田市城南公民館
0268-27-7618

長野県 上田市 ① 第44回城南地区文化祭・ステ－ジ発表 　城南公民館利用者団体等によるステ－ジ発表です。 11月4日 城南公民館 城南公民館 無料
上田市城南公民館
0268-27-7618

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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長野県 上田市 ① 公民館まつり（展示発表の部） 　上野が丘公民館利用者団体等による作品展示です。 10月20日～21日 上野が丘公民館 上野が丘公民館 無料
上田市上野が丘公民館
0268-24-0659

長野県 上田市 ① 公民館まつり（舞台発表の部） 　上野が丘公民館利用者団体等による舞台発表会です。 11月11日 上野が丘公民館 上野が丘公民館 無料
上田市上野が丘公民館
0268-24-0659

長野県 上田市 ① 塩田公民館文化祭 　塩田公民館利用者団体等 による作品展示、舞台発表、交流会です。 10月27日～28日 塩田公民館 塩田公民館 無料
上田市塩田公民館
0268-38-6883

長野県 上田市 ① 塩田平ため池・札所めぐり
　全国ため池百選に選定された「ため池群」や隠れた名所・旧跡、四国霊場・八十八体仏の札所を巡り、
先人の心に触れるとともに、紅葉に彩られた塩田平でウォーキングを通じて健康増進を図ります。

11月10日 中塩田地域 塩田公民館 無料
上田市塩田公民館
0268-38-6883

長野県 上田市 ① 人権を考える塩田地区市民の集い
　人権意識の向上を目的に、外国人を含めた様々な人権問題について理解を深める機会として、講演会
を開催します。

11月29日 塩田公民館 塩田公民館 無料
上田市塩田公民館
0268-38-6883

長野県 上田市 ① 川西地区子どもの明日を考えるつどい 　青少年育成について地域の皆さんが講演を通して研修します。 10月17日 川西公民館
川西地区青少年育成
関係団体連絡会

無料
上田市川西公民館
0268-22-5004

長野県 上田市 ① 音楽交流会「ひびけ川西の空に」
　川西地区の保育園児、小・中学校の児童・生徒や地域のコーラスグループが一堂に会し、音楽を通して
交流します。

10月27日 川西公民館
川西地区青少年育成
関係団体連絡会

無料
上田市川西公民館
0268-22-5004

長野県 上田市 ① 川西公民館まつり 　川西地区住民や利用者団体の皆さんによる舞台発表と作品の展示発表です。 10月27日～28日 川西公民館 川西公民館まつり実行委員会 無料
上田市川西公民館
0268-22-5004

長野県 上田市 ① 川西地区人権を考えるつどい 　人権意識の向上を目的に様々な人権問題について理解を深める機会として講演会を開催します。 11月14日 川西公民館 上田市川西公民館 無料
上田市川西公民館
0268-22-5004

長野県 上田市 ③ 依水館築１００周年記念見学会 上田市有形文化財である依水館を一般開放。展示会や映画上映会を行う。 10月27日～28日 依水館 丸子地域教育事務所 無料
上田市教育委員会
丸子地域教育事務所
0268-42-3147

長野県 上田市 ③ 真田総合文化祭 真田町文化協会のみなさんの作品展示、舞台発表です。 10月28日～30日 真田中央公民館 真田町文化協会 無料
上田市教育委員会
真田地域教育事務所
0268-72-2655

長野県 上田市 ③ ともしびの里文化祭 武石地域の文化団体・老人施設・保小中学生・個人の作品の展示です。 11月3日～4日 武石公民館 武石地域教育事務所 無料
上田市武石公民館
0268-85-2030

長野県 上田市 ① おはなしと本の会 おはなしざしきわらしの会によるお話し会です。
10月27日，
11月10日，24日

創造館分室
上田図書館
創造館分室

上田図書館
おはなしざしきわらしの会

無料

【上田図書館】
http://www.city.ueda.nagano.jp/
tanoshimu/toshokan/library/ind
ex.html

上田図書館
0268-22-0880

長野県 上田市 ① チームワークと行動力を磨くセミナー 起業者・就活者・企業の”考えるエンジン”を持つ人材育成のための講座です。 11月16日 上田情報ライブラリー 上田情報ライブラリー

【上田情報ライブラリー】
http://www.city.ueda.nagano.jp/
tanoshimu/toshokan/library/ind
ex.html

上田情報ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ
0268-29-0210

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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長野県 上田市 ① こころと頭の実用セミナー 大事なことを気持ちよくできるようになるための実用的な技術を楽しく身につける参加型セミナーです。 10月24日、11月21日 上田情報ライブラリー 上田情報ライブラリー

【上田情報ライブラリー】
http://www.city.ueda.nagano.jp/
tanoshimu/toshokan/library/ind
ex.html

上田情報ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ
0268-29-0210

長野県 上田市 ① 地域の文化を支えた人々（全６回）
文学・美術・スポーツなど、さまざまな分野で上田地域の文化の発展に貢献した方々を紹介する企画展
示講座です。

10月20日、11月24日 上田情報ライブラリー 上田情報ライブラリー

【上田情報ライブラリー】
http://www.city.ueda.nagano.jp/
tanoshimu/toshokan/library/ind
ex.html

上田情報ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ
0268-29-0210

長野県 上田市 ①
歴史講座
「江戸時代のお金と暮らし」（全５回）

江戸時代の人々の生活を、お金（銭）の使われ方を中心に地域の資料により見ていく講座です。 11月10日 上田情報ライブラリー 上田情報ライブラリー

【上田情報ライブラリー】
http://www.city.ueda.nagano.jp/
tanoshimu/toshokan/library/ind
ex.html

上田情報ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ
0268-29-0210

長野県 上田市 ① 文学講座「夏目漱石と森鴎外」（全８回）
近代日本の入り口で苦悩し、模索し続けた夏目漱石と森鴎外の文学作品を受講者の皆さんと読み解きな
がら困難な時代を行き抜く力について考えます。

10月29日
上田駅前ビル・
パレオ２階会議室

NPO法人　上田図書館倶楽部 http://ueda.zuku.jp/index/htmll
上田情報ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ
0268-29-0210

長野県 上田市 ① 絵本講座（大人向け・全８回） 大人を対象とした絵本講座です。毎回、一冊の絵本を深く読みます。 10月14日、11月11日
上田駅前ビル・
パレオ２階会議室

NPO法人　上田図書館倶楽部 http://ueda.zuku.jp/index/htmll
上田情報ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ
0268-29-0210

長野県 上田市 ① 大人の朗読会 表現を楽しむ会のメンバーによる、大人を対象とした朗読会です。 11月3日 上田情報ライブラリー 上田情報ライブラリー 無料
http://www.city.ueda.nagano.jp/
tanoshimu/toshokan/library/ind
ex.html

上田情報ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ
0268-29-0210

長野県 上田市 ①
お話の会
「あかちゃんと楽しむえほんの会」

図書館員と上田女子短期大学の学生による幼児向けのお話し会です。 10月21日、11月18日 上田情報ライブラリー 上田情報ライブラリー 無料
http://www.city.ueda.nagano.jp/
tanoshimu/toshokan/library/ind
ex.html

上田情報ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ
0268-29-0210

長野県 上田市 ① お話の会「絵本大好きっ子集まれ～」 読みの会「稲穂」の皆さんによる幼児向けお話し会です。 11月3日 上田情報ライブラリー NPO法人　上田図書館倶楽部 無料 http://ueda.zuku.jp/index/htmll
上田情報ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ
0268-29-0210

長野県 上田市 ① 民話塾スマイルキッズたんぽぽ 民話を通して、物語を深く理解する力や、想像力・文章力を身につけていくための講座です。
10月14日・28日
11月11日

上田駅前ビル・
パレオ２階会議室

NPO法人　上田図書館倶楽部 http://ueda.zuku.jp/index/htmll
上田情報ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ
0268-29-0210

長野県 上田市 ① ネット&カフェinライブラリー ワード・エクセル・インターネットの知識が習得できるパソコン講座です。 10月22日 上田情報ライブラリー NPO法人　上田図書館倶楽部 http://ueda.zuku.jp/index/htmll
上田情報ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ
0268-29-0210

長野県 上田市 ① 入船亭扇好師匠落語会 入船亭扇好師匠による落語会です。 10月20日 上田情報ライブラリー NPO法人　上田図書館倶楽部 http://ueda.zuku.jp/index/htmll
上田情報ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ
0268-29-0210

長野県 上田市 ① 「音の聞こえる本」読書会
生活の音、音楽、お話し、鳥の声など、その本を読むと「音が聞こえる」と思う本を持参し、本の魅力を語
り合う講座です。

10月28日 上田情報ライブラリー 図書館実験室 無料
上田情報ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ
0268-29-0210

長野県 上田市 ①
市民講座上野尚志の見た「信濃国小県
郡年表」と現在の研究者が解き明かす郡
年表

「信濃国小県郡年表」の再刊行にあわせて講座を開催し、地域の偉人である上野尚志の業績を広く一般
に周知します。

10月27日、11月17日 上田情報ライブラリー 上田ケーブルビジョン
上田情報ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ
0268-29-0210

長野県 上田市 ①
地域連携講座
～地域の過去を知り、未来を考える～

図書館・文書館が所蔵する史料を読み、地域を知り、地域を考えるとともに、市民の調査研究をサポート
する講座です。

11月1日 上田情報ライブラリー
NPO法人長野県図書館等
協働機構

http://www.city.ueda.nagano.jp/
tanoshimu/toshokan/library/ind
ex.html

上田情報ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ
0268-29-0210

長野県 上田市 ① 社会科新聞コンクール入選作品展示
豊かな表現力を育成するために、社会科新聞作りコンクールを実施しています。上小地区の各校で児童
が作成した社会科新聞の入選作品を毎年展示します。

11月23日～12月8日 上田情報ライブラリー 上小社会科教育研究会 無料
上田情報ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ
0268-29-0210

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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長野県 上田市 ①
図書館講座
平家物語読書講座

12世紀末の源平の争乱。平家一門の衰退を有名な名場面を読み合わせる。2年目の今年は平家一門の
最後と源の義経の悲劇を読み進めます。

10月11日11月8日 丸子図書館 丸子図書館

【丸子図書館】
http://www.city.ueda.nagano.jp/
marukot/tanoshimu/toshokan/
maruko/index.html

丸子図書館
0268-42-2414

長野県 上田市 ①
図書館講座
地域の歴史と古文書を楽しむ

上田地域の歴史を探りながら、古文書も楽しめる講座。古文書に親しみのない方にも分かりやすすい講
座。

10月2日
11月6日

丸子図書館 丸子図書館

【丸子図書館】
http://www.city.ueda.nagano.jp/
marukot/tanoshimu/toshokan/
maruko/index.html

丸子図書館
0268-42-2414

長野県 上田市 ① 図書館まつり
・ぬいぐるみお泊り会、おはなし会と工作、図書館探検、などを実施。　「ぬいぐるみお泊り会」は上田女子
短期大学との連携事業。

10月20日 丸子図書館 丸子図書館 無料

【丸子図書館】
http://www.city.ueda.nagano.jp/
marukot/tanoshimu/toshokan/
maruko/index.html

丸子図書館
0268-42-2414

長野県 上田市 ① おはなし会
「ひまわり人形サークル」の皆さんによる人形劇　・丸子修学館高等学校とパートナーシップ協定に基づき
生徒がおはなし会開催。

11月17日
丸子図書館 丸子図書館 無料

丸子図書館
0268-42-2414

長野県 上田市 ①
読書週間特別展示
（10/23～11/16）ごろ

テーマ本やお勧め本、推薦図書などを展示します。 10月23日～11月16日 丸子図書館 丸子図書館 無料
丸子図書館
0268-42-2414

長野県 上田市 ①
おはなし広場
（10月）

図書館サポーターの会サークルによる本の読み聞かせ等行います。 10月20日 真田図書館
図書館ｻﾎﾟｰﾀｰの会
真田図書館

無料
真田図書館
0268-72-8080

長野県 上田市 ①
おはなし広場
（11月）

図書館サポーターの会サークルによる本の読み聞かせ等行います。 11月17日 真田図書館
図書館ｻﾎﾟｰﾀｰの会
真田図書館

無料
真田図書館
0268-72-8080

長野県 上田市 ③
秋季企画展
「祈りの考古学～上田盆地の遺跡から
～」

人々は不安なこと、将来への希望・何かの実現など個人ではコントロールできないことについて、自然や
神仏などの人間を超えた何かにその思いを託します。今回は、人々の「祈り」という精神的な世界の様相
を上田盆地の遺跡から出土した遺物をとおして見ていきたいと思います。

9月22日～11月11日 信濃国分寺資料館 信濃国分寺資料館
信濃国分寺資料館
0268-27-8706

長野県 上田市 ①、④ 上田地域産業展

優れた製品、独自の技術を広く内外に発信することを目的に開催いたします。上田市、東御市、坂城町、
長和町、立科町、青木村そして小諸市、佐久市の千曲川流域　東信の魅力ある企業・団体が一堂に会
し、ビジネスマッチング、販路の拡大・PRを行い、産業の発展と振興を目指します。
期間中、ものづくり実演やものづくり講演会、こどもたちを対象としたものづくり出前事業を同時開催しま
す。

10月26日～27日
上田城跡公園体育館、
上田城跡公園第二体育館

上田地域産業展運営委員会 無料 http://www.ueda-sangyoten.jp/

上田商工会議所
中小企業相談所
地域振興課
大久保、篠原
TEL：0268-22-4500

長野県 上田市 ④ 計量記念日事業
計量思想の普及を目的とし、普段何気なく使っている体重計、キッチンスケール、体温計等の検査を行う
ことで測ることの大切さを学んでもらう。

11月13日～16日

上田市役所、丸子ふれあいス
テーション、武石公民館、真田
中央公民館、健康プラザうえ
だ

上田市
商工課

無料
上田市役所　商工観光部
商工課　商工振興担当
TEL：0268-23-5395

長野県 上田市 ③

企画展
ウィリアム・モリス
英国の風景とともにめぐる
デザインの軌跡

19世紀の偉大なデザイナー・詩人・社会思想家として知られるモリス。本展では、彼の活動拠点となった
英国の風景を、写真家・織作峰子の作品でたどりながら、テキスタイル、家具、書籍など約100点の作品
を公開します。

9月8日～11月11日 上田市立美術館
上田市（上田市立美術館）、
上田市教育委員会、
SBC信越放送

https://www.santomyuze.com/
上田市立美術館
0268-27-2300

長野県 上田市 ③

企画展
ウィリアム・モリス
英国の風景とともにめぐる
デザインの軌跡
関連企画：ギャラリートーク

学芸員が展覧会の見どころを解説します。 10月28日，11月8日 上田市立美術館
上田市（上田市立美術館）、
上田市教育委員会、
SBC信越放送

https://www.santomyuze.com/
上田市立美術館
0268-27-2300

長野県 上田市 ③
上田市立美術館コレクション展
山本鼎　農民美術のデザイン

今から100年前に芸術家・山本鼎の発案により生み出された手工芸品「農民美術」。地方の農民たちを指
導した鼎ら芸術家たちや農民の手による工芸デザインの作品をお楽しみください。

9月8日～11月11日 上田市立美術館 上田市立美術館 https://www.santomyuze.com/
上田市立美術館
0268-27-2300
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長野県 上田市 ③ マチ×マチフェスティバル2018UEDA
「マチがアートを待っている、マチにアートが出かけていく」
音楽とアートがサントミューゼを飛び出し、より身近な商店街などのまちなかでパフォーマンスや展示を行
う2日間です。

11月3日，4日 上田市内 うえださんと、実行委員会 https://www.santomyuze.com/
上田市立美術館
0268-27-2300

長野県 売木村 ①② うるぎ教育フォーラム 公開授業とフォーラムシンポジウム 11月10日
売木小中学校
文化交流センターぶなの木

売木村教育委員会 無料
売木村教育委員会
0260-28-2677

長野県 王滝村 ①② 王滝の未来を語る会
村内村民及び中学生による討論会。
地域課題の解決策や将来の村づくりについて意見交換

11/3予定 王滝村公民館
教育委員会
公民館

無料
王滝村公民館
0264-48-2134

長野県 王滝村 ① 第28回王滝村公民館まつり
村民の学習成果の発表の場として、作品展示や体験コーナー、王滝の物産を
販売。学習を通じた交流の場として開催

11/3・4 王滝村公民館
教育委員会
公民館

無料
王滝村公民館
0264-48-2135

長野県 王滝村 ①② わくわく人権みんなの樹業（じゅぎょう）
学校との協働による人権講座。ワークショップ学習を中心にし、みんなで話し合い
コミュニケ―ションをを主体とした学習講座

10/17（水）
11/15（水）

王滝小中学校
教育委員会
公民館

無料
王滝村公民館
0264-48-2136

長野県 大桑村 ①・③ 大桑村文化・生涯学習作品展
毎年、森の里の秋まつりの文化展示として開催しています。生涯学習講座の成果発表の場にもなってお
り、様々な分野の作品を展示します。

10月14日 大桑村村民体育館 大桑村教育委員会 無料 0264-55-1020

長野県 大桑村 ① コールマルベリー　フロアコンサート 生涯学習講座の女性コーラスグループの発表会です。 10月27日,28日 大桑村歴史民俗資料館 大桑村教育委員会 無料 0264-55-1020

長野県 大桑村 ①,② ふれあい講演会（人権講演会） 障がい者スポーツに関する講演会です。 11月5日 大桑小学校 大桑村教育委員会 無料 0264-55-1020

長野県 大桑村 ① 資料館コンサート
チェンバロとバイオリンのコンサートです。
※開演時間等調整中です。

11月24日 大桑村歴史民俗資料館 大桑元気な会 0264-55-1020

要事前申し込み
80席（村民優先）
高校生以下は無
料
後援：大桑村教
育委員会,大桑
村公民館

長野県 大鹿村 ③ 大鹿歌舞伎　秋の定期公演 国の重要無形民俗文化財である大鹿歌舞伎の秋の定期公演を年２回実施しています。 10月21日 市場神社 大鹿村 www.vill.ooshika.nagano.jp 教育委員会（0265-39-2100）

長野県 大鹿村 ①、③ 大鹿村産業文化祭 農産業を中心とした展示・販売・出店や、その他文化的な展示・販売もあります。 11月11日 大鹿村交流センター 大鹿村 www.vill.ooshika.nagano.jp 産業建設課（0265-39-2001）

長野県 大町市 ④ 平成30年度長野県食品衛生大会
消費者、食品等事業者及び行政が一堂に会し、食品の安全性に関する情報・意見交換を行うことによ
り、相互理解を進め、健康で豊かな食生活の向上を図る。

11月9日 大町市文化会館
一般社団法人
長野県食品衛生協会

一般社団法人
長野県食品衛生協会
電話026-234-5046

長野県 大町市 ①，③ 大町市文化祭（大町会場）
市民の芸術・文化等、日頃の学習活動の成果を発表する場として文化祭を開催し、その成果を社会生活
や地域づくりに活かすことのできる生涯学習社会を目指します。

11月2日～4日
大町市大町公民館・
文化会館

大町市教育委員会 無料
大町市大町公民館
電話：0261-22-9988

長野県 大町市 ① 平地区マレットゴルフ大会 平地区住民によるマレットゴルフ大会です。 10月8日 借馬ﾏﾚｯﾄｺﾞﾙﾌ場 平公民館 無料
大町市平公民館
電話：0261-22-0694

長野県 大町市 ① 平地区ゴルフ大会 平地区住民によるゴルフ大会です。 10月28日 日向山ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ 平公民館
大町市平公民館
電話：0261-22-0694

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



613

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

長野県 大町市 ①，③ ピュアフェスタ・ピュアコンサート
利用者の会による文化祭です。一般の方にもご来場いただけます。午後は、元H2O赤塩正樹とﾉｺさんコ
ラボコンサートを開催します（ピュア主催）。

11月11日～13日 平公民館
利用者の会
女性未来館ピュア

無料
大町市平公民館
女性未来館ピュア
電話：0261-22-0694

長野県 大町市
①，②，
③

平地区地域子育てセミナー
心身共に健やかでたくましい子どもを育むために、家庭や地域での子育て、家族とのコミュニケーションを
とるための観劇鑑賞（劇団こまねずみ）をします。

11月25日 平公民館 平公民館 無料
大町市平公民館
電話：0261-22-0694

長野県 大町市 ①，③ 社地区文化祭
公民館講座受講者や公民館利用団体、地域で活動する団体や個人が学んだ成果を発表する場を提供
し、地域に文化、芸術活動を広げます。

10月30日～11月4日 社公民館 社公民館 無料
大町市社公民館
電話：0261-22-0378

長野県 大町市
①，②，
③

社地区地域子育てセミナー
心身共に健やかでたくましい子どもを育むために、家庭や地域での子育てのあり方が問われています。
そこで、親や地域社会が果たすべき役割や、子どもたちへの具体的なかかわり方はどうであったらよいか
を学び、子育ての力の向上を図る為に、ものづくり体験、もちつき体験、読み聞かせなどを行います。

10月30日
～11月4日のうち1日

社公民館 社公民館 無料
大町市社公民館
電話：0261-22-0378

長野県 大町市
①，②，
③

八坂地区文化祭
八坂地区の団体、サークル、市民が日々活動している学習成果の発表と地域住民の交流を図り、生涯
学習の推進ときらり輝く潤いのある郷土の実現を目指します。

10月27日～28日 八坂小学校
八坂地区文化祭実行委員会
八坂公民館

無料
大町市八坂公民館
電話：0261-26-2380

長野県 大町市
①，②，
③

美麻地区子育てセミナー
元気で健やかな子どもたちを育むため、地域の方との関わりをもち、親子で地域の文化等について学び
ます。また、普段経験することのできない物づくり活動も併せて行います。

10月13日 ぽかぽかランド美遊 美麻公民館 無料
大町市美麻公民館
電話：0261-29-2311

長野県 大町市
①，②，
③

美麻地区文化祭
美麻地区のサークルや団体、美麻地区出身者の作品、保育園児、美麻小中学校生の学習活動の成果
の発表等、多くの方が参加できる行事として開催します。

10月13日～14日 ぽかぽかランド美遊
美麻地区文化祭実行委員会
美麻公民館

無料
大町市美麻公民館
電話：0261-29-2311

長野県 大町市 ①，③
平成30年度大町市
文化祭ファミリープログラム
「ケロポンズ　ファミリーコンサート」

大町市文化祭とタイアップして親子向けコンサートを開催します。「保育界のカリスマアイドル」ケロポンズ
による、遊びうた・体操・ミュージックパネル・読み聞かせなどで構成されたステージを楽しみながら親子の
ふれあいを図ります。

11月3日 大町市文化会館 大町市文化会館 http://echohall.jp
大町市文化会館
電話：0261-22-9988

長野県 大町市 ①，③
平成30年度大町市民芸術祭
ジャンル１，２

市民の生涯学習活動の発表機会として文化祭を開催していますが、そのうち、ステージでの実演発表を
行うものを「市民芸術祭」として開催しています。
ステージの仕様に合わせてジャンルを分けています。本日は各種芸能と日本舞踊の発表です。

11月4日 大町市文化会館 大町市文化会館 無料 http://echohall.jp
大町市文化会館
電話：0261-22-9988

長野県 大町市 ①，③
平成30年度大町市民芸術祭
ジャンル３

市民の生涯学習活動の発表機会として文化祭を開催していますが、そのうち、ステージでの実演発表を
行うものを「市民芸術祭」として開催しています。
ステージの仕様に合わせてジャンルを分けています。本日は洋舞の発表です。

11月11日 大町市文化会館 大町市文化会館 無料 http://echohall.jp
大町市文化会館
電話：0261-22-9988

長野県 大町市 ①，③
平成30年度大町市民芸術祭
ジャンル４

市民の生涯学習活動の発表機会として文化祭を開催していますが、そのうち、ステージでの実演発表を
行うものを「市民芸術祭」として開催しています。
ステージの仕様に合わせてジャンルを分けています。本日は合唱・器楽演奏のの発表です。

11月18日 大町市文化会館 大町市文化会館 無料 http://echohall.jp
大町市文化会館
電話：0261-22-9988
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長野県 大町市 ①，④
大町市民俗資料館
特別展・大町地震100年

1918年11月11日に発震した大町地震から100年目にあたり、当時撮影された災害写真を展示します。 10月30日～11月4日 大町市民俗資料館
大町市民俗資料館
大町市文化財センター

無料

大町市民俗資料館
電話：0261-22-0378
大町市文化財センター
電話：0261-23-4760

長野県 大町市 ①，④
おおまちの歴史と
自然・大町地震について

1918年11月11日に発震した大町地震から100年目にあたり、地質の専門家より大町地震についての講演
をいただきます。時間：午後2時～

11月10日
大町市文化財
センター

大町市文化財センター 無料
大町市文化財センター
電話：0261-23-4760

長野県 大町市 ① BOOK BOOK 2018
絵本の読み聞かせなど、市内ボランティアサークルによる発表を行います。会場ではわらべ歌絵本など
の展示も行います。

10月21日 市立大町図書館
大町市読書
ボランティアサークル連絡会
市立大町図書館

無料
大町市立大町図書館
電話：0261-21-1616

長野県 大町市 ①
山崎登先生　ボイストレーニング＆
朗読講座　朗読発表会

山崎登先生のボイストレーニング＆朗読講座が５年目を迎えたことを記念し、講座のOG・OBも参加して、
市民の方に向けて朗読の発表を行います。

10月21日 大町市文化会館大ホール 市立大町図書館 無料
大町市立大町図書館
電話：0261-21-1616

長野県 大町市 ①，④
山岳博物館企画展
「北アルプス誕生－激動の500万年史－」

本企画展では、北アルプスの500万年にわたる山の成り立ちについて、関連する岩石や化石を展示し、
山脈の形成史を紹介します。

7月21日～11月25日
市立大町山岳博物館
特別展示室

市立大町山岳博物館
【大町山岳博物館】
https://www.omachi-
sanpaku.com/

市立大町山岳博物館
電話：0261-22-0211

長野県 大町市 ①，④
企画展講演会「地質探偵ハラヤマ先生
北アルプス研究の最前線を語る」

北アルプス地質研究の第一人者・原山智先生をお迎えして、北アルプスの成り立ちについて研究最前線
をお話いただきます。

10月21日
市立大町山岳博物館
特別展示室

市立大町山岳博物館
【大町山岳博物館】
https://www.omachi-
sanpaku.com/

市立大町山岳博物館
電話：0261-22-0211

長野県 大町市 ①，④ 秋のテールーム「北アルプスのふしぎ」
日頃から北アルプスについて不思議に思っていること、考えていることなど、お茶を飲みながら、皆さんで
北アルプス談義をします。

11月4日
市立大町山岳博物館
特別展示室

市立大町山岳博物館
【大町山岳博物館】
https://www.omachi-
sanpaku.com/

市立大町山岳博物館
電話：0261-22-0211

長野県 岡谷市 ① プチ家事セミナー
男性でもできそうでなかなかうまくできない、洗濯、アイロンがけ等の簡単な家事を実技を交えて学ぶ講
座です。（男性又はご夫婦対象）

11月18日 長野県男女共同参画センター 長野県男女共同参画センター 無料
https://www.pref.nagano.lg.jp/ai
topia/

長野県男女共同参画センター
電話：0266-22-5781

概ね１月前まで
にHPに掲載予
定

長野県 岡谷市 ①,③ 旧林家住宅無料公開 11月3日の文化の日に、無料公開を実施します。 11月3日 旧林家住宅 岡谷市教育委員会 無料 http://www.okaya-museum.jp/
岡谷美術考古館
℡ 0266-22-5854
art@city.okaya.lg.jp

長野県 岡谷市 ①,③ 旧渡辺家住宅無料公開 11月3日の文化の日に、無料公開を実施します。 11月3日 旧渡辺家住宅 岡谷市教育委員会 無料 http://www.okaya-museum.jp/
岡谷美術考古館
℡ 0266-22-5854
art@city.okaya.lg.jp

長野県 岡谷市 ①,③ 伝統文化親子教室発表会 文化庁伝統文化親子教室事業「伝統文化いけばなこども親子教室」の発表会を行います。 10月27日～28日 旧林家住宅
小原流岡谷の会主催
岡谷市教育委員会後援

無料
岡谷美術考古館
℡ 0266-22-5854
art@city.okaya.lg.jp

長野県 岡谷市 ①,③ 市立岡谷美術考古館無料公開 11月3日の文化の日に、無料公開を実施します。 11月3日 岡谷美術考古館 岡谷市教育委員会 無料 http://www.okaya-museum.jp/
岡谷美術考古館
℡ 0266-22-5854
art@city.okaya.lg.jp
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長野県 岡谷市 ①,③
特別企画展
「県展70年を支えた岡谷の巨匠展」

歴代の岡谷市出身の県展審査員・役員を務めた作家の作品を展示します。 8月30日～11月4日 岡谷美術考古館 岡谷市教育委員会 http://www.okaya-museum.jp/
岡谷美術考古館
℡ 0266-22-5854
art@city.okaya.lg.jp

長野県 岡谷市 ①,③
特別企画展
「県展70年を支えた岡谷の巨匠展
ギャラリートーク

歴代の岡谷市出身の県展審査員・役員を務めた作家の展示解説を行います。 11月3日 岡谷美術考古館 岡谷市教育委員会 http://www.okaya-museum.jp/
岡谷美術考古館
℡ 0266-22-5854
art@city.okaya.lg.jp

長野県 岡谷市 ①
おはなしの森
～おはなし会～

絵本の読み聞かせ、語り、紙芝居、パネルシアターなど幼児から小学生までの楽しいおはなし会です。
10/13,20,
11/3,10,17,24

岡谷図書館 岡谷市教育委員会 無料
http://www.city.okaya.lg.jp/site
/kyouiku/

岡谷図書館
℡ 0266-22-2031

長野県 岡谷市 ①
ちいさなおはなしの森
～おはなし会～

乳幼児向けの絵本の読み聞かせやパネルシアター、手遊びや簡単な工作で親子で楽しみます。 10/16,11/20 岡谷図書館 岡谷市教育委員会 無料
http://www.city.okaya.lg.jp/site
/kyouiku/

岡谷図書館
℡ 0266-22-2031

長野県 岡谷市 ① としょかん子ども読書まつり
図書館のボランティア団体や高校生などによる読み聞かせや人形劇、パネルシアター、工作など楽しい
イベントです。

10/27-28 岡谷図書館 岡谷市教育委員会 無料
http://www.city.okaya.lg.jp/site
/kyouiku/

岡谷図書館
℡ 0266-22-2031

長野県 岡谷市 ① ぬいぐるみのおとまり会
お気に入りのぬいぐるみを図書館にお泊りさせて、ぬいぐるみにお仕事体験やおはなし会、図書館探検
に参加してもらいます。翌日のお迎えの際にぬいぐるみが気にいった絵本を借りて家で一緒に楽しんでも
らいます。

11月17日 岡谷図書館 岡谷市教育委員会 無料
http://www.city.okaya.lg.jp/site
/kyouiku/

岡谷図書館
℡ 0266-22-2031

長野県 岡谷市 ①、③ 岡谷市文化祭市民音楽祭 楽器演奏、合唱等の発表、披露を行います。 11月3日 カノラホール 岡谷市教育委員会 無料
岡谷市生涯学習活動センター
℡ 0266-24-8404

長野県 岡谷市 ①、③ 岡谷市伝統音楽芸能祭 国内・国外問わず様々な伝統音楽等の披露を行います。 11月4日 カノラホール 岡谷市教育委員会 無料
岡谷市生涯学習活動センター
℡ 0266-24-8404

長野県 岡谷市 ①、③ 岡谷市朗吟の夕べ 朗吟の発表、披露を行います。 11月4日 カノラホール 岡谷市教育委員会 無料
岡谷市生涯学習活動センター
℡ 0266-24-8404

長野県 岡谷市 ①、③ 岡谷市文化祭市民舞踊祭 様々な舞踊の発表、披露を行います。 11月11日 カノラホール 岡谷市教育委員会 無料
岡谷市生涯学習活動センター
℡ 0266-24-8404

長野県 岡谷市 ①、③ 岡谷市文化祭演劇祭 様々な団体による演劇等の発表、披露を行います。 11月23日～25日 カノラホール 岡谷市教育委員会 無料
岡谷市生涯学習活動センター
℡ 0266-24-8404

長野県 小谷村 ① 小谷村文化祭 作品展示、講演会、企画展、各種イベント 10/27，28 小谷村役場 文化祭実行委員会 無料 0261-82-2587

長野県 小布施町 ①，③ 第58回総合文化祭　作品展 町民の皆さんが個人やグループで学習・制作した書道や華道などの作品を展示する作品展です。 10月13日～14日 小布施町総合体育館 小布施町公民館 無料
小布施町公民館
026-214-9111

長野県 小布施町 ① 雁田山登山
秋の景色を楽しみながら、体力づくり、交流の場として雁田山に登ります。子どもから大人までどなたでも
参加できます。

10月20日 雁田山 小布施町教育委員会 無料
小布施町教育委員会生涯学習係
026-214-9111

長野県 小布施町 ①，③
歴史民俗資料館秋のイベント
「北斎よもやま話、林柳波・日本の音楽
家・童謡の里づくり」

葛飾北斎の小布施での生活についてのお話を聞き、小布施ゆかりの作詞家である林柳波の童謡などを
歌うミニコンサートを行います。

10月21日 小布施町立歴史民俗資料館 小布施町立歴史民俗資料館 無料
小布施町教育委員会生涯学習係
026-214-9111

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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長野県 小布施町 ①，③ 第58回総合文化祭　菊花展 町民の皆さんが育てた小布施の伝統菊「巴錦」などの菊花を展示します。 11月1日～9日 皇大神社境内 小布施町公民館 無料
小布施町公民館
026-214-9111

長野県 小布施町 ①，③ 第58回総合文化祭　芸能祭
町民の皆さんが個人やグループ、分館などで学習してきた成果を発表する場、参加者の交流の場として
芸能祭を開催します。

11月4日 小布施町北斎ホール 小布施町公民館 無料
小布施町公民館
026-214-9111

長野県 小布施町 ①，③ 第32回髙井鴻山席書大会
江戸時代末期の小布施の豪農商で、書家としても優れていた文化人・髙井鴻山の顕彰と、書道を通じて
豊かな心を養うことを目的とした書道大会です。

11月11日
鳳凰アリーナ
（小布施中学校体育館）

小布施町教育委員会 無料
小布施町教育委員会生涯学習係
026-214-9111

長野県 小布施町 ① 人権同和教育研修会 人権同和に関する様々な問題や課題について現地に赴き学習する研修会です。 11月14日 松代町（予定） 小布施町公民館
小布施町公民館
026-214-9111

要申込

長野県 小布施町 ①，③ 第5回おぶせ能
小布施町の伝統文化「お肴謡」の継承と活性を目的とした能公演です。町民・子どもたちによる能の発表
のほか、能楽師との合同による町民参加型能として「船弁慶」を披露します。

11月25日 小布施町北斎ホール おぶせ能実行委員会
小布施町教育委員会生涯学習係
026-214-9111

長野県 麻績村 ③ 文化祭
日頃の公民館クラブ活動で培われた芸術・芸能の発表の場として芸能発表や作品の展示、クラシックコン
サートなどを行う

11月3日～4日 麻績村地域交流センター 麻績村公民館 無料
麻績村教育委員会公民館
電話：0263-67-2240

長野県 軽井沢町 ③ 軽井沢町植物園無料公開 町内7つの文化施設等の無料公開です。 11月3日 軽井沢町植物園
軽井沢町教育委員会
生涯学習課

無料
【軽井沢町ＨＰ】
http://www.town.karuizawa.lg.jp
/

軽井沢町教育委員会
生涯学習課文化振興係
電話：0267-45-8695

長野県 軽井沢町 ③ 堀辰雄文学記念館無料公開 町内7つの文化施設等の無料公開です。 11月3日 堀辰雄文学記念館
軽井沢町教育委員会
生涯学習課

無料
【軽井沢町ＨＰ】
http://www.town.karuizawa.lg.jp
/

軽井沢町教育委員会
生涯学習課文化振興係
電話：0267-45-8695

長野県 軽井沢町 ③ 追分宿郷土館無料公開 町内7つの文化施設等の無料公開です。 11月3日 追分宿郷土館
軽井沢町教育委員会
生涯学習課

無料
【軽井沢町ＨＰ】
http://www.town.karuizawa.lg.jp
/

軽井沢町教育委員会
生涯学習課文化振興係
電話：0267-45-8695

長野県 軽井沢町 ①、③
特別企画展
「堀辰雄の世界　－堀辰雄・多恵結婚80
年によせて－」

堀辰雄の書籍や書簡及び新発見の多恵から辰雄に宛てた書簡を中心に展示します。 12月2日まで 堀辰雄文学記念館
軽井沢町教育委員会
生涯学習課

【軽井沢町ＨＰ】
http://www.town.karuizawa.lg.jp
/

堀辰雄文学記念館
℡0267-45-2050

大人：400円・小
人200円(追分宿
郷土館と共通）

長野県 軽井沢町 ①、③ 秋の講演会 毎年恒例の講演会を今年も開催します。 10月21日 追分公民館
軽井沢町教育委員会
生涯学習課

無料
【軽井沢町ＨＰ】
http://www.town.karuizawa.lg.jp
/

堀辰雄文学記念館
℡0267-45-2050

長野県 軽井沢町 ①、③
追分宿郷土館企画展
「ポール・ジャクレーと軽井沢」

軽井沢で没したフランス人版画家のポール・ジャクレーについて、作品や遺愛品等関係資料により紹介し
ます。

11月11日まで 追分宿郷土館
軽井沢町教育委員会
生涯学習課

【軽井沢町ＨＰ】
http://www.town.karuizawa.lg.jp
/

追分宿郷土館
℡0267-45-1466

大人：400円・小
人200円(堀辰雄
文学記念館と共
通）

長野県 軽井沢町 ③ 歴史民俗資料館無料公開 町内7つの文化施設等の無料公開です。 11月3日 歴史民俗資料館
軽井沢町教育委員会
生涯学習課

無料
【軽井沢町ＨＰ】
http://www.town.karuizawa.lg.jp
/

軽井沢町教育委員会
生涯学習課文化振興係
電話：0267-45-8695

長野県 軽井沢町 ③ 旧近衛文麿別荘（市村記念館）無料公開 町内7つの文化施設等の無料公開です。 11月3日
旧近衛文麿別荘
（市村記念館）

軽井沢町教育委員会
生涯学習課

無料
【軽井沢町ＨＰ】
http://www.town.karuizawa.lg.jp
/

軽井沢町教育委員会
生涯学習課文化振興係
電話：0267-45-8695

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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長野県 軽井沢町 ③ 旧三笠ホテル無料公開 町内7つの文化施設等の無料公開です。 11月3日 旧三笠ホテル
軽井沢町教育委員会
生涯学習課

無料
【軽井沢町ＨＰ】
http://www.town.karuizawa.lg.jp
/

軽井沢町教育委員会
生涯学習課文化振興係
電話：0267-45-8695

長野県 軽井沢町 ① 第34回　軽井沢町総合文化展
公民館活動グループ等が日頃より丹精した作品の発表をするとともに、相互の交流を深めることを目的
に、陶器や生け花などのさまざまな作品展示を行います。

11月1日～4日
軽井沢町中央公民館・
老人福祉センター

軽井沢町
中央公民館

無料
【軽井沢町ＨＰ】
http://www.town.karuizawa.lg.jp
/

軽井沢町中央公民館
0267-45-8446

長野県 軽井沢町 ① 第４７回　軽井沢文化祭
町内の文化サークルの発表の場として、また地域の住民のふれあいの場として、大正琴や舞踊などのス
テージ発表を行います。

11月17日
軽井沢町
中央公民館

軽井沢町
中央公民館

無料
【軽井沢町ＨＰ】
http://www.town.karuizawa.lg.jp
/

軽井沢町中央公民館
0267-45-8446

長野県 軽井沢町 ①、③
図書館文化講座―軽井沢町立中軽井沢
図書館来館者100万人達成記念講演会
―「信濃追分の思い出と『古事記』の話」

図書館文化講座を軽井沢町立中軽井沢図書館来館者100万人記念講演会と題して作家の池澤夏樹氏
に講演いただきます。

10月14日
中軽井沢図書館
多目的室

軽井沢町立図書館 無料
【軽井沢町立図書館ＨＰ】
http://www.library-
karuizawa.jp/

軽井沢町立中軽井沢図書館
電話：0267-41-0850

長野県 軽井沢町 ①
第１６回軽井沢町
男女共同参画フォーラム

１１月を「男女共同参画推進月間」とし、男女共同参画の推進を図るためフォーラムを開催します。 11月12日 軽井沢町中央公民館講義室
軽井沢町男女共同
参画フォーラム実行委員会

無料
【軽井沢町ＨＰ】
http://www.town.karuizawa.lg.jp
/

軽井沢町教育委員会
生涯学習課生涯学習係
電話：0267-45-8695

長野県 軽井沢町 ③ 軽井沢型絵染美術館無料公開 町内7つの文化施設等の無料公開です。 11月3日 軽井沢型絵染美術館
軽井沢町教育委員会
生涯学習課

無料
【軽井沢町ＨＰ】
http://www.town.karuizawa.lg.jp
/

軽井沢町教育委員会
生涯学習課文化振興係
電話：0267-45-8695

長野県 木島平村 ② 木島平小学校校内音楽会 毎年秋に行われる小学校の音楽会です。 10月26日 木島平小学校体育館 木島平小学校 無料
木島平小学校
0269-82-2029

長野県 木島平村 ③ 第39回村民祭
文化祭、商工祭、JA祭、ふれあい広場、農業祭、人権フェスティバルなど、村内の団体が主催・共催して
実施しています。文化祭部門では、村内各種団体の作品展示、また芸能発表が行われます。

10月27日
木島平村若者センター
及びその周辺施設

木島平村、木島平村教育委員
会、木島平村公民館、木島平村
商工会、JAながの木島平支所、
木島平村社会福祉協議会、木島
平村農業委員会ほか

無料 http://www.vill.kijimadaira.lg.jp
木島平村公民館
0269-82-2041

長野県 木島平村 ④
歴史講演会
「古代の韓半島情勢と日本海域」

弥生時代の鉄剣が出土した根塚遺跡の真相に迫るため、当時の韓半島情勢や日本海における交易の
歴史を紐解きます。
講師　鈴木靖民（横浜市歴史博物館長）

10月28日
木島平村農村交流館・
ふるさと資料館

木島平村教育委員会 無料 http://www.vill.kijimadaira.lg.jp
木島平村教育委員会生涯学習課
0269-82-2041

長野県 木島平村 ① こども文化教室～話題のモノに挑戦～

小学生を対象に、今話題となっている対局等に挑戦し、きっかけづくりにします。
10月　木島平村文化財かるた
11月　将棋（日本将棋連盟中高支部長指導）
12月　五色百人一首（木島平わかな会指導）

10月　１回
11月　2回
12月　2回

木島平村農村交流館 木島平村公民館 無料 http://www.vill.kijimadaira.lg.jp
木島平村公民館
0269-82-2041

長野県 木島平村 ③ 第13回みゆき野の風景画展
木島平村及びその周辺地域の魅力を再認識するため、風景画の展覧会を行います。出品作品のジャン
ルは、水彩、油彩、水墨画、押し花絵など様々です。入賞作品には賞品が授与されます。

11月3日～12月1日 木島平村中町展示館 木島平村・実行委員会 無料 http://www.vill.kijimadaira.lg.jp
木島平村教育委員会生涯学習課
0269-82-2041

長野県 木島平村 ① わら細工教室
昔、農家で当たり前に行われていた「わら細工」ですが、今、できる人が少なくなっています。「わら草履」
をつくる技術を磨き、ゆくゆくは、アクセサリーとしての「ミニわら草履ストラップ」を目指します。

11月～12月 木島平村農村交流館 木島平村公民館 無料 http://www.vill.kijimadaira.lg.jp
木島平村公民館
0269-82-2041

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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長野県 木曽町 ③ 山崎伸子チェロリサイタル 伊那文化会館のアウトリーチコンサート「山崎伸子チェロリサイタル」を開催します。 10月21日 木曽町文化交流センター

長野県
一般財団
長野県文化振興事業団
木曽町
木曽町教育委員会

【伊那文化会館ＨＰ】
http//www/inabun.or.jp

長野県伊那文化会館
電話：0265-73-8822
メール：ｉｎｆｏ＠inabun.or.jp

長野県 木祖村 3 木祖村文化祭展示会 公民館サークルや個人で制作した作品を、村内6会場で展示を行ないます。 10月 村内各会場 木祖村公民館
木祖村教育委員会
下條　久佳
0264-36-3348

長野県 木祖村 3 木祖村文化祭芸能祭 公民館サークルや有志の団体で、コーラスやダンスなどの発表を行ないます。 11月 木祖村村民センター 木祖村公民館
木祖村教育委員会
下條　久佳
0264-36-3348

長野県 小海町 ①③ 小海町文化祭 公民館登録グループ等の作品、学習成果の展示、発表をします。 10月27日～11月4日 北牧楽集館 小海町公民館 無料 http://ｗｗｗ.koumi-town.jp
生涯学習課生涯学習課
0267-92-4391
sougoucenter@koumi-town.jp

長野県 小海町 ①③ 小海町文化祭　合同音楽祭
小・中・高の合唱クラブ、吹奏楽部と公民館登録の合唱、舞踊、詩吟などのグループによる合同の音楽祭
を行います。

11月3日 北牧楽集館 小海町公民館 無料 http://ｗｗｗ.koumi-town.jp
生涯学習課生涯学習課
0267-92-4392
sougoucenter@koumi-town.jp

長野県 小海町 ①③ 小海町図書館祭 町の文化祭にあわせて開催。１日司書体験やワークショップを開催。 10月27日 北牧楽集館 小海町公民館 無料
生涯学習課生涯学習課
0267-92-4393
sougoucenter@koumi-town.jp

長野県 小海町 ① 郷土資料館歴史セミナー 東京国立博物館の井出浩正研究員を迎え「縄文造形の美を楽しむ」と題した講演会を開催。 11月4日 北牧楽集館 小海町公民館 無料
生涯学習課生涯学習課
0267-92-4394
sougoucenter@koumi-town.jp

長野県 駒ケ根市 ① アサーショントレーニング
コミュニケーションに役立つ「自分も相手も大切にする」自己表現力を身に付ける講座です。（女性対象、
駒ケ根市共催）

10月13日
駒ケ根駅前アルパ
多目的ホール

長野県男女共同参画センター 無料
https://www.pref.nagano.lg.jp/ai
topia/

駒ケ根市総務課
電話：0265-83-2111（内211）

概ね１月前まで
にHPに掲載予
定

長野県 駒ヶ根市
①，②，
③，④

こまがね国際広場
　みなこいワールドフェスタの週間事業のフィナーレを飾る一つの事業として、青年海外協力隊経験者に
よる各国の紹介ブースやステージ発表などの様々なツールを通じて、国際社会への関心や理解を醸成す
る場として開催されている事業です。

10月28日 駒ヶ根駅前周辺
みなこいワールドフェスタ
実行委員会

無料 www.facebook.com/minakoiwf/
駒ヶ根市役所　総務部
企画振興課
0265-83-2111

長野県 駒ヶ根市
①，③，
④

第5１回　赤穂文化祭
　公民館に所属する各種団体の活動発表を通じ、市民等の生涯学習への周知や生きがいづくりにつなげ
ていくことを目的に、例年開催されている事業です。

10月27日･28日 赤穂公民館 赤穂公民館 無料
赤穂公民館
0265-83-4060

長野県 駒ヶ根市
①，②，
③，④

平成30年度　中沢区文化祭
　公民館に所属する各種団体の活動発表を通じ、市民等の生涯学習への周知や生きがいづくりにつなげ
ていくことを目的に、例年開催されている事業です。

11月3日･4日 中沢公民館 中沢公民館 無料
中沢公民館
0265-83-5125

長野県 駒ヶ根市
①，②，
③，④

平成30年度　東伊那文化祭
　公民館に所属する各種団体の活動発表を通じ、市民等の生涯学習への周知や生きがいづくりにつなげ
ていくことを目的に、例年開催されている事業です。

11月3日.4日 東伊那公民館 東伊那公民館 無料
東伊那公民館
0265-82-4664

長野県 駒ヶ根市
①，③，
④

第33回勤青ホーム・女性館ホーム祭
　勤労青少年ホーム及び女性館に所属する各種団体の活動発表を通じ、市民等の生涯学習への周知や
生きがいづくりにつなげていくことを目的に、例年開催されている事業です。

11月3日･4日 駒ヶ根市文化会館 駒ヶ根市文化会館 無料
駒ヶ根市文化会館
0265-83-1131

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



613

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

長野県 駒ヶ根市
①，②，
③，④

第17回駒展・ジュニア駒展

　絵画の発表の機会を通じ、市民等への芸術の周知や生涯学習・生きがいづくりに寄与する事業として、
例年開催されている事業です。
　また、昨年から始めた小中学生を対象としたジュニア駒展は、若年期からの芸術への興味や自己表現
の場として、将来的な芸術の発展に期待しつつ、本年度も継続実施します。

11月10日～25日 駒ヶ根市博物館 駒ヶ根市博物館 無料
駒ヶ根市博物館
0265-83-1135

長野県 駒ヶ根市
①，②，
③，④

第59回　市民音楽祭
　音楽の活動団体等による発表を通じ、市民等への周知や生涯学習・生きがいづくりに寄与する事業とし
て、例年開催されている事業です。

11月25日 駒ヶ根市文化会館 駒ヶ根市文化会館 無料
駒ヶ根市文化会館
0265-83-1131

長野県

駒ヶ根市
飯島町
中川村
宮田村

①，②，
③，④

第25回　みなこいワールドフェスタ
　協力隊訓練所がある駒ヶ根市を中心とした伊南４市町村で、ＪＩＣＡや行政と共に住民を中心とした実行
委員会を組織し、青年海外協力隊ＯＢ、ＯＧによる各国での活動報告や発表などの様々な事業を通じて、
国際社会への関心や理解を醸成する場とし、例年開催されている事業です。

10月20日～28日 伊南4市町村
みなこいワールドフェスタ
実行委員会

www.facebook.com/minakoiwf/
駒ヶ根市役所総務部
企画振興課
0265-83-2111

事業によって
は、材料費等の
自己負担あり。

長野県 小諸市 ①，②

「信州発・これからの図書館フォーラム」
ｉｎ小諸
「わたしたちの図書館」をめざして
－「市民」が図書館をつくるということ－

　どんな地域においても図書館が市民に開かれた場所であり続けるために、いま改めて「市民が図書館
をつくること」について考える。
　全国の様々な事例をもとに、自分のまちの図書館運営のあり方や、市民が図書館をつくることとはどう
いうことなのか等についてみんなで話し合う。

10月21日 市立小諸図書館 県立長野図書館 無料
http://www.librarypref.nagano.lg
.jp/

県立長野図書館企画協力課
電話：026-228-4939
FAX：026-291-6252
ken-tosho@library.pref.nagano.lg.jp

長野県 小諸市 ③ ロビーコンサート 利用者によるロビーコンサートです。ピアノ演奏を行い、一般の方（どなたでも）にもご鑑賞いただけます。 10月3日
小諸市文化センター
（乙女湖公園内）
内文化会館ホワイエ

利用者 無料

小諸市教育委員会
事務局生涯学習課
小諸市文化センター
電話：0267-23-8880
FAX：0267-25-2224
bunka@city.komoro.nagano.jp

長野県 小諸市 ①，③ 第５６回小諸市社会福祉大会

人と人とのつながりが弱まるなかで、全ての人々が地域、暮らし、生きがいを共に創り、高め合い、支え
て側と受けて側に分かれるのではなく、住民が役割を持ち、自分らしく活躍できる地域コミュニティの育成
が図られています。また、福祉などの公的サービスと協働して助け合いながら、暮らすことのできる仕組
みを構築していく、地域共生社会の実現も推進されています。
　地域共生社会の実現に向けて、地域の皆さんと共に取り組んでいきたいと考えます。地域でお互いを
支え合う仕組みづくりについて考える一助となるような大会です。なお、主題は「お互いさまで支える地域
づくりに向けて」であり、内容は、寸劇とシンポジウム（地域で行われている実践発表を予定）です。

10月10日
小諸市文化センター
（乙女湖公園内）内文化会館

小諸市
小諸市社会福祉協議会
小諸市共同募金委員会

無料

小諸市社会福祉協議会
地域福祉係
電話：0267-25-7337
FAX：0267-25-5332

長野県 小諸市 ①，③ 第３４回小諸市公民館まつり

公民館活動に対する理解を深め、生きがいづくりや地域づくりに生かされる生涯学習の推進を目的に、
サークル等の自主的な各種団体の活動や公民館及び支館・分館の講座・学級等の学習成果を発表する
ことにより、活動団体の更なる活性化とネットワーク化を図り、相互の学習交流を進めます。さらにに、既
存の公民館利用者・利用団体を超えて、小諸市市民全体が公民館に親しむ機会とし、今後の小諸市生
涯学習を盛り上げることを目指します。

10月13日～14日
小諸市文化センター
（乙女湖公園内）

小諸市教育委員会・
小諸市公民館

無料
http://www.city.komoro.lg.jp/ca
tegory/institution/bunka-
kyouyo/bunka-center/

小諸市教育委員会
事務局生涯学習課
小諸市文化センター
電話：0267-23-8880
FAX：0267-25-2224
bunka@city.komoro.nagano.jp

今後、小諸市文
化センターHPに
掲載予定

長野県 小諸市 ① ひだまりサロン ミニコンサート 10月20日 市立小諸図書館 市立小諸図書館 無料 http://www.city.kmoro.lg.jp/ 市立小諸図書館　0267-22-1019

長野県 小諸市 ①、③ 小山敬三記念小諸公募展
小山敬三を記念して浅間山・千曲川・小諸の風景を描いた絵画を募集し、展示・審査・表彰を行います。
（作品の搬入期間　10月14日～１６日）

10月21日～11月25日
小諸市立小諸高原美術館・
白鳥映雪館

小諸市立小山敬三美術館
今後、小諸市ホームページに掲
載予定

小諸市立小山敬三美術館
電話：0267-22-3428
ＦＡＸ：0267-22-3428
kogen@city.komoro.nagano.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
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長野県 小諸市 ①

第16回「信州発・これからの図書館フォー
ラム」in小諸　わたしたちの図書館をめざ
して　第3回「わたしたちの図書館」をめざ
して

どんな地域においても図書館が市民に開かれた場所であり続けるために、いま改めて「市民が図書館を
つくること」について考えます。

10月21日
小諸市市民交流センター
ステラホール

県立長野図書館
（共催　市立小諸図書館）

無料
http://www.city.komoro.lg.jp/att
ention/2018052100096/

県立長野図書館　026-228-4939
市立小諸図書館　0267-22-1019

長野県 小諸市 ①,③ 小諸市藤村記念館開館60周年記念式典
本年度、小諸市立藤村記念館は、会館から６０周年を迎えるため、節目の年として記念式典を開催しま
す。藤村作詩の合唱曲の披露、詩の朗読などを行います。

11月1日
小諸市市民交流センター
ステラホール

小諸市立藤村記念館 無料
今後、小諸市ホームページに掲
載予定

小諸市立藤村記念館
電話：0267-22-1130
ＦＡＸ：0267-22-1130
toson@city.komoro.nagano.jp

長野県 小諸市 ① ひだまりサロン ＪＰＩＣ読書アドバイザーによる本の紹介 11月4日 市立小諸図書館 市立小諸図書館 無料 http://www.city.kmoro.lg.jp/ 市立小諸図書館　0267-22-1019

長野県 小諸市 ① 小諸市公民館　研修講座　大里支館

少子高齢化と人口減少が進むに伴い、市内各地においては、福祉や教育、伝統行事、環境、防災、住民
自治等多面にわたっての課題が生じています。また、公民館活動においても、役員の担い手不足、参加
者の高齢化・固定化、事業のマンネリ化などの問題に対し対応に苦慮しています。このような市全体に共
通する問題も多くありますが、より各地域の実態に即した学習内容を設定した研修会を各支館ごとに開
設することにより、支館・分館役員だけでなく、市全体の研修会にはなかなか参加しにくく感じていられる
いろいろな立場の方に参加していただけるのではないかと考えます。そして、「地域住民に何を学んでも
らえばよいか。公民館はそれをどのように支えることができるか。」など今後の「学習の場」としての公民
館のあり方について考える機会として設定します。

11月11日 諸公民館
長野県生涯学習推進センター・
小諸市公民館

無料
http://www.city.komoro.lg.jp/ca
tegory/institution/bunka-
kyouyo/bunka-center/

小諸市教育委員会
事務局生涯学習課
小諸市文化センター
電話：0267-23-8880
FAX： 0267-25-2224
bunka@city.komoro.nagano.jp

今後、小諸市文
化センターＨＰに
掲載予定

長野県 小諸市 ① ひだまりサロン ミニコンサート 11月17日 市立小諸図書館 市立小諸図書館 無料 http://www.city.kmoro.lg.jp/ 市立小諸図書館　0267-22-1019

長野県 小諸市 ① 小諸市公民館　研修講座　北大井支館

少子高齢化と人口減少が進むに伴い、市内各地においては、福祉や教育、伝統行事、環境、防災、住民
自治等多面にわたっての課題が生じています。また、公民館活動においても、役員の担い手不足、参加
者の高齢化・固定化、事業のマンネリ化などの問題に対し対応に苦慮しています。このような市全体に共
通する問題も多くありますが、より各地域の実態に即した学習内容を設定した研修会を各支館ごとに開
設することにより、支館・分館役員だけでなく、市全体の研修会にはなかなか参加しにくく感じていられる
いろいろな立場の方に参加していただけるのではないかと考えます。そして、「地域住民に何を学んでも
らえばよいか。公民館はそれをどのように支えることができるか。」など今後の「学習の場」としての公民
館のあり方について考える機会として設定します。

11月18日
小諸市市民交流センター
ステラホール

小諸市公民館 無料
http://www.city.komoro.lg.jp/ca
tegory/institution/bunka-
kyouyo/bunka-center/

小諸市教育委員会
事務局生涯学習課
小諸市文化センター
電話：0267-23-8880
FAX： 0267-25-2224
bunka@city.komoro.nagano.jp

今後、小諸市文
化センターＨＰに
掲載予定

長野県 小諸市 ① 第3回朗読イベント　「ロウドクノセカイ」
朗読を通した文化的活動の振興、小諸の風土に関連のある事柄をテーマに設定し、文学作品をより身近
に感じ読書活動の普及を図り、観光・地域振興に寄与、朗読活動の普及

11月23日
小諸市市民交流センター
ステラホール

市立小諸図書館 無料 http://www.city.kmoro.lg.jp/ 市立小諸図書館　0267-22-1019

長野県 小諸市 ① すみれちゃん　おはなしの森フェスタ2018 市内外の読み聞かせボランティアの皆さんによるおはなしフェスタです。 11月24日 市立小諸図書館 市立小諸図書館 無料 http://www.city.kmoro.lg.jp/ 市立小諸図書館　0267-22-1019

長野県 栄村 ①②③ 栄村総合文化祭
村民が一堂に会し、文化活動の成果を発表しあい交流する中で、村の文化の振興と発展をめざすととも
に、村民の元気を発信し村の活力へ繋げる。
　保小中音楽発表、展示・展覧、みんなのステージ

10月21日 栄村文化会館 栄村、栄村公民館 無料
栄村教育委員会
事務局生涯学習係

長野県 坂城町 ①，③ 青少年健全育成ウォークラリー大会 ウォークラリーを通じて地域の史跡、名勝等を訪ねます。 10月13日 坂城町立坂城小学校他 坂城町教育委員会教育文化課 無料
http://www.town.sakaki.nagano.j
p/www/index.html

坂城町教育委員会教育文化課
電話：0268-82-2069

長野県 坂城町 ①,③ 第13回お守り刀展
全国の刀匠・刀職者から作品を募り、刀剣に関係する伝統技術の継承と向上を図ると共に我が国の伝統
に基づく刀剣作品のうちから優秀なものを選んで展示します。

9月1日～11月4日 坂城町鉄の展示館
お守り刀展覧会実行委員会、
全日本刀匠会、林原美術館、
坂城町鉄の展示館

http://tetsu-museum.info
坂城町鉄の展示館
電話:0268-82-1128

長野県 坂城町 ①，③ クラシックコンサート サックス、ピアノ、チェロによる室内楽のコンサートです。 10月27日 坂城町文化センター 坂城町教育委員会教育文化課 無料
http://www.town.sakaki.nagano.j
p/www/index.html

坂城町教育委員会
教育文化課
電話：0268-82-2069

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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長野県 坂城町 ①，③ 坂城町文化祭 町内の団体・サークルの作品及びステージ発表を行います。 10月27日～28日 坂城町文化センター 坂城町教育委員会教育文化課 無料
http://www.town.sakaki.nagano.j
p/www/index.html

坂城町教育委員会
教育文化課
電話：0268-82-2069

長野県 坂城町 ①，③ 文化の館俳句会 小中学校の俳句作品の選考会及び展示です。 10月27日～28日 坂城町文化の館他 坂城町教育委員会教育文化課 無料
http://www.town.sakaki.nagano.j
p/www/index.html

坂城町教育委員会
教育文化課
電話：0268-82-2069

長野県 坂城町 ①，③ 図書館まつり 本のリサイクル市及び展示を行います。 10月27日～28日 坂城町立図書館 坂城町教育委員会教育文化課 無料
http://www.town.sakaki.nagano.j
p/www/index.html

坂城町立図書館
電話：0268-82-3371

長野県 坂城町
①，③，
④

格致学校特別展 坂城町の古文書展や、坂城町の土木遺産のパネル展を実施します。 10月27日～28日
坂城町格致学校歴史民俗資
料館

坂城町教育委員会教育文化課 無料
http://www.town.sakaki.nagano.j
p/www/index.html

坂城町立図書館
電話：0268-82-3371

長野県 坂城町 ② 坂城町ＰＴＡ連合会研究集会 講演会と分散会による研究集会です。 11月10日 坂城町立南条小学校 坂城町教育委員会教育文化課 無料
http://www.town.sakaki.nagano.j
p/www/index.html

坂城町教育委員会
0268-82-3111

長野県 坂城町 ①，③ スケート教室 小学生を対象としています。 11月10日 長野市Mウェーブ 坂城町教育委員会教育文化課
http://www.town.sakaki.nagano.j
p/www/index.html

坂城町教育委員会
教育文化課
電話：0268-82-2069

長野県
坂城町・
千曲市

①，③ 更埴地区短詩型文学祭 俳句・短歌等の作品応募による選考・発表を行います。 11月17日 更埴公民館運営協議会 坂城町教育委員会教育文化課
坂城町教育委員会
教育文化課
電話：0268-82-2069

長野県 佐久市 ① もちづきタイニーキャンプ

　小学校１・２年生の子どもたちが、親元を離れて自然の中で共同生活することにより、自分に自信をつ
けたり、社会性を身につけたり仲間づくりのきっかけとなることを目的としている。
　初　日　午後　　森とあそぼう～フィールドアスレチックなどを使って～
　２日目　午前　　野外炊飯

10月13日～14日 長野県望月少年自然の家 長野県望月少年自然の家 http://moti-shizen.com/
長野県望月少年自然の家
0267－54－2405

長野県 佐久市 ① 望月体験の森
自然の中で森林浴をしつつ、樹木や動物たちの痕跡を観察し、野生動物との共生･棲み分けの仕方など
を学ぶ（熊と森の関係観察は期間中1日のみ）。
樹木（ヒノキ）の伐採（間伐）を体験し、輪切りにした材に焼印を押した入浴材等を作る。

11月23日～25日 長野県望月少年自然の家 長野県望月少年自然の家 http://moti-shizen.com/
長野県望月少年自然の家
0267－54－2405

長野県 佐久市 ①、③ 佐久創造館能楽特別講座 宝生流能楽師（重要無形文化財保持者）金井雄資氏による能楽講座受講生の指導を公開します。 10月23日 長野県佐久創造館 長野県佐久創造館
長野県佐久創造館
電話：0267-68-2811

長野県 佐久市 ①
平成30年度長野県青少年
インターネット適正利用推進フォーラム

講演、パネルディスカッション等による、インターネットの適正利用に関する啓発のためのフォーラムで
す。

10月28日 佐久大学2号館大講義室
長野県青少年インターネット適正
利用推進協議会、長野県将来世
代応援県民会議

無料
【長野県ＨＰ】
https://www.pref.nagano.lg.jp/

長野県県民文化部
次世代サポート課
電話：026-235-7210

長野県 佐久市 ① 人権・男女共生フェスティバル

部落差別をはじめ、あらゆる人権問題の撤廃と、男女共同参画社会の実現に向け、佐久市民一人ひとり
が自らの課題として受け止め、一丸となった人権を尊重したまちづくりを目指し開催します。
主な内容
〇人権啓発標語優秀賞 受賞者表彰式
〇講演「これってセクハラ？パワハラ？」
　　　　～被害者にも加害者にもならないために～
　講師：三木 啓子氏　　　（産業カウンセラー、アトリエエム株式会社代表取締役）
〇隣保館各種教室生の作品展示

11月23日 佐久平交流センター
佐久市、佐久市教育委員会、佐
久地域人権啓発活動ネットワーク
協議会

無料

【佐久市役所市民健康部人権
同和課】
http://www.city.saku.nagano.jp/
kurasi/jinnken_danjyokyoodo/jin
ken/inex.html

佐久市市民健康部人権同和課
0267－62－3135

長野県 佐久市 ① カブトムシの幼虫観察会
カブトムシの生態について、講師の先生から説明をいただきます。また、観察した幼虫については持ち帰
ることができます。

10月13日
パラダ
昆虫体験学習館

佐久市 無料
佐久市環境部環境政策課
0267－62－2917

長野県 佐久市 ①，③ スマホで星を撮ろう！(月)
お手持ちのカメラ付き携帯電話、コンパクトデジカメ等を使って、望遠鏡を使った月面撮影を体験していた
だけます。

10月17日～21日
19:30～21:00

佐久市天体観測施設
うすだスタードーム

佐久市教育委員会
【うすだスタードームＨＰ】
https://www.city.saku.nagano.jp
/star-dome/

佐久市教育委員会
社会教育部文化振興課
天体化観測施設
0267－82－0200

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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長野県 佐久市 ①，③
第3回星座教室「アンドロメダ銀河と秋の
星座を見つけよう！」

季節の星空を楽しむ星座教室。第3回となる今回はアンドロメダ銀河と秋の星座の見つけ方、星座神話
のご紹介です。

11月9日
19:30～21:00

佐久市天体観測施設
うすだスタードーム

佐久市教育委員会
【うすだスタードームＨＰ】
https://www.city.saku.nagano.jp
/star-dome/

佐久市教育委員会
社会教育部文化振興課
天体化観測施設
0267－82－0200

長野県 佐久市 ①，③ 開館記念日無料開放
うすだスタードームは開館22周年を迎え、終日無料開放となります。昼間は望遠鏡の観覧や昼間の星の
観望、夜間は天体観望会を行います。

11月24日
佐久市天体観測施設
うすだスタードーム

佐久市教育委員会 無料
【うすだスタードームＨＰ】
https://www.city.saku.nagano.jp
/star-dome/

佐久市教育委員会
社会教育部文化振興課
天体化観測施設
0267－82－0200

長野県 佐久市 ①，③ 第14回佐久市民総合文化祭
佐久市民の制作活動によって生まれる作品を一堂に展示し、広く公開することによって、市民の芸術意
欲の振興と明るく人間性豊かな人づくりに貢献することを目的としています。 11月2日～4日 野沢会館

佐久市、佐久市教育委員会、
第14回佐久市民総合文化祭運営
委員会

無料

佐久市教育委員会
社会教育部
中央公民館
0267－66－0551

長野県 佐久市 ①
平成３０年度
図書館講座

図書館や読書に関する講演会の開催
講師：　尹　美亜　　氏
演題：「目には見えないことで人はつながる」
～東北が教えてくれたこと～
映画上映：　「一陽来復」

10月20日 穂の香ホ－ル
主催：佐久市教育委員会
共催：佐久市ＰＴＡ親子文庫
協力：心の復興映画製作委員会

無料

佐久市教育委員会
社会教育部
中央図書館
0267－67－2111

長野県 佐久市 ① 秋の読書まつり 図書館職員が選ぶお薦め本の展示・ベスト本等の紹介
10月27日～11月9日

市立図書館全館 佐久市教育委員会 無料
佐久市教育委員会
社会教育部中央図書館
0267－67－2111

長野県 佐久市 ③
収蔵品展
版画交響楽－魅惑の小宇宙－

収蔵品の中から95作家100点の版画作品を展示。 9月15日～11月11日 佐久市立近代美術館
佐久市
佐久市教育委員会

一般500円
高大生400円
小中生250円

【佐久市立近代美術館】
https://www.city.saku.nagano.jp
/museum/

佐久市教育委員会
社会教育部
近代美術館
0267－67－1055

長野県 佐久市 ①，③
第7回比田井天来・
小琴顕彰佐久全国臨書展

現代書道の祖と言われる、比田井天来とその妻小琴の功績を顕彰するため、臨書作品を全国より公募
し、毎年３，０００点を超える作品を展示しています。

11月17日～12月9日 佐久市立近代美術館
佐久市
佐久市教育委員会

無料

【佐久市立天来記念館】
https://www.city.saku.nagano.jp
/shisetsu/sakubun/tenraikinenk
an/rinsyoten7

佐久市教育委員会
社会教育部文化振興課
天来記念館
0267－62－5535

長野県 佐久市 ① 第14回健康づくり佐久市民のつどい

・健康づくりコーナー（各種健康相談、測定、体験等）
・ステージ発表（寸劇、体操、各種発表等）
・講演会
　講演１　ＮＰＯ法人佐久平総合リハビリセンター　　副理事　関口　憲治　先生
　講演２（佐久医師会公開講座）　医療法人直心会　帯津三敬病院　名誉院長　帯津　良一　先生

10月27日 佐久市佐久平交流センター
実行委員会
佐久医師会
佐久市

無料
佐久市
市民健康部健康づくり推進課
0267－62－3524

長野県 佐久市 ① 第28回佐久市ハーフマラソン大会

佐久総合運動公園陸上競技場を発着とした下記5コースで行います。
　○種目及び参加資格
・ハーフマラソン（日本陸連公認コース）一般男女
・10ｋｍ（日本陸連公認コース）高校生以上男女
・5ｋｍ　高校生以上男女・中学生男子
・3ｋｍ　中学生以上女子・小学生5,6年男女
・1.5ｋｍ　小学生１～6年男女

10月14日
佐久総合運動公園
陸上競技場

佐久市、佐久市教育委員会

ハーフの部
4,000円
ハーフの部以
外（一般）3,000
円
高校生1,500円
小中学生1,000
円

【佐久市役所ＨＰ】
http://sakutaikyo.pasmail.jp/?p
=4311

佐久市教育委員会
社会教育部体育課
0267－62－2020

長野県 佐久市 ① 第14回佐久市少年少女サッカー大会
○チーム編成　市内の各小学校で編成された４年生以上のチーム（学年・男女別）
○競技方法　男子１５分ハーフ、女子１０分ハーフ　トーナメント方式

10月27日
佐久総合運動公園
陸上競技場ほか

佐久市、佐久市教育委員会
1チーム
1,500円

【佐久市体育協会ＨＰ】
http://sakutaikyo.pasmail.jp/

佐久市教育委員会
社会教育部体育課
0267－62－2020
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長野県 佐久市 ① 第14回佐久市小学生ドッジボール大会
○競技種別　小学校３・４・５・６年（学年ごと）　男子の部、女子の部
○チーム編成　学校、学年単位の男女別
○競技方法　初戦のみ１セット５分・２セットマッチ　それ以降は５分１セットマッチ

11月24日 佐久市総合体育館ほか 佐久市、佐久市教育委員会
1チーム
2,000円

【佐久市体育協会ＨＰ】
http://sakutaikyo.pasmail.jp/

佐久市教育委員会
社会教育部体育課
0267－62－2020

長野県 佐久市 ①
第35回佐久市・静岡市親善スポーツ交流
大会

〇佐久市の友好都市である静岡市との市民スポーツ交流を行います。
〇競技は家庭婦人バレーボール・ソフトテニス・少年野球
〇競技後は交流を深めるレセプションを開催
〇少年野球はホームステイを行います。

10月27日～28日 佐久市総合体育館 佐久市、佐久市教育委員会 無料
【佐久市体育協会ＨＰ】
http://sakutaikyo.pasmail.jp/

佐久市教育委員会
社会教育部体育課
0267－62－2020

長野県 佐久市 ①
第12回佐久市小学生駅伝大会兼市町村
対抗駅伝佐久市代表選手選考会

〇佐久市内の小学校児童で保護者の同意を得たうえ、学校長へ届出た者で構成
〇競技は３年生以上として１チーム６名
〇佐久市駒場公園内周回コース（１周　１．２ｋｍ）駅伝方式

11月18日 佐久市総合体育館ほか

特定非営利活動法人
佐久市体育協会
共催：佐久市、
佐久市教育委員会

1人200円
【佐久市体育協会ＨＰ】
http://sakutaikyo.pasmail.jp/

佐久市教育委員会
社会教育部体育課
0267－62－2020

長野県 佐久市 ①，③

2020年東京オリンピック・
パラリンピック競技大会
エストニア共和国ホストタウン交流事業
エストニア音楽祭・佐久

エストニア共和国で今注目の３組のアーティストを迎え、「エストニア音楽祭・佐久」を開催します。この機
会にぜひご鑑賞いただき、エストニア共和国のホストタウンとして、応援機運を高めていきましょう。
●公演名　「エストニア音楽祭・佐久」
●出演者　ポルカドット・アコーディオン、マリ・カルクン、トラッド・アタック！

10月10日 佐久平交流センター
佐久市、佐久市姉妹都市・友好
都市親善協会

一般
前売：2,000円
当日：2,500円
学生
前売：1,000円
当日：1,500円

【エストニア音楽祭・佐久HP】
https://www.harmony-
fields.com/event/estonia-
nagano.html

佐久市
経済部移住交流推進課
0267－62－3283

長野県 佐久市 ①，② 佐久市青少年健全育成市民集会

急激な社会の変化は、青少年を取り巻く環境にも大きな影響を及ぼし、いじめや暴力、携帯電話等イン
ターネット上の有害情報を介した事件のほか、青少年を巻き込んだ凶悪事件の多発や犯罪の低年齢化
など深刻な問題となっています。こうした環境の中で、青少年をいちばん身近で支える家庭、学校、地域、
青少年関係団体が一体となり、「青少年は地域からはぐくむ」という観点に立ち、青少年の健全育成を推
進する機会とします。
内容○ 講師：ＮＰＯ法人　子ども・人権・エンパワメント　ＣＡＰながの
　　　　　演題：「おとなワークショップ」
　　　○ 佐久市子どもとメディア作品コンクール2018表彰式
　　　○ 市内中学生による意見発表
　　　○ 長野県警　薬物乱用防止広報車による啓発活動

11月18日
佐久市民創錬センター 佐久市、佐久市教育委員会 無料

佐久市教育委員会
社会教育部生涯学習課
0267－62－0671

長野県 佐久市 　① 第１４回佐久市社会福祉大会
多くの市民が地域福祉活動への理解を深め参加する機会とするとともに、これまで社会福祉の発展に功
績のあった個人・団体を表彰し、感謝の意を表することを目的に開催します。

11月20日 佐久平交流センター
佐久市
佐久市社会福祉協議会

無料
佐久市福祉部福祉課
0267－62－2919

長野県 佐久市 ① 第１４回佐久市障がい者福祉展 障がいをお持ちの方の作品展示、施設団体等の関係資料展示、作品販売等を行います。 11月2日～4日 野沢会館
佐久市障がい者福祉展
運営委員会

無料
佐久市福祉部福祉課
0267－62－3147

長野県 佐久市 ①，③ ランチタイムコンサート
プレミアムフライデーのお昼に開催されるクラシックコンサート。出演は中野亜維里（ソプラノ）、青山瑠美
子（ピアノ）です。

10月26日
佐久平交流センター

佐久市文化事業団
佐久市振興公社

無料
【佐久市文化事業団ＨＰ】http：
//www.saku-cosmohall.jp/

佐久市文化事業団
0267－82－3962

長野県 佐久市 ①，③
こころのミュージカル2018
心の中の光となって
～人間物語　丸岡秀子～

市民参加型ミュージカルの10周年記念公演
佐久の先人シリーズ第３弾となる今年は、婦人の地位向上と命の大切さを守るために生涯を捧げた丸岡
女史の半生を描きます。

11月11日 佐久市コスモホール
「こころのミュージカル」
製作委員会
佐久市文化事業団

前売り
2,000円
当日
2,500円

【佐久市文化事業団ＨＰ】http：
//www.saku-cosmohall.jp/

佐久市文化事業団
0267－82－3962

長野県 佐久市 ①，③ ランチタイムコンサート プレミアムフライデーのお昼に開催されるクラシックコンサート。出演は福井マナ（ピアノ）です。 11月30日 佐久平交流センター
佐久市文化事業団
佐久市振興公社

無料
【佐久市文化事業団ＨＰ】http：
//www.saku-cosmohall.jp/

佐久市文化事業団
0267－82－3962

長野県 佐久穂町 ③ 佐久穂町文化祭 町内文化団体の1年間の成果の発表　ステージ・展示 2.3日 茂来館 佐久穂公民館 無料 0267-86-2041

長野県 塩尻市 ④ 長野県野菜花き試験場一般公開
長野県野菜花き試験場の研究成果の紹介等を通して、試験場の取組や県民及び農家の理解を深めて
いただくため、試験場の一般公開を開催する。

10月13日 長野県野菜花き試験場 長野県 無料
http://www.pref.nagano.lg.jp/ya
saikaki/index.html

長野県野菜花き試験場
0263‐52‐1148

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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長野県 塩尻市 ④ 長野県畜産試験場一般公開
長野県畜産試験場の研究成果の紹介等を通して、試験場の取組や県民及び農家の理解を深めていた
だくため、試験場の一般公開を開催する。

10月13日 長野県畜産試験場 長野県 無料
http://www.pref.nagano.lg.jp/chi
kusanshiken/index.html

長野県畜産試験場
0263‐52‐1188

長野県 塩尻市 ①、③ 第13回塩尻市民洋楽舞踊フェスティバル
塩尻市芸術文化振興協会に所属する団体が、クラシックバレエやヒップホップダンスなど、日頃の練習の
成果を披露します。

11月18日 レザンホール
塩尻市洋楽舞踊フェスティバル実
行委員会、塩尻市、塩尻市教育
委員会

無料
【塩尻市HP】
http://www.city.shiojiri.lg.jp/

塩尻市社会教育課
社会教育係
電話：0263-52-0905

HPには10月掲
載予定

長野県 塩尻市 ①、③ 平成30年度塩尻市民文化祭
塩尻市芸術文化振興協会に所属する団体を中心に、展示と舞台の発表に分かれ、盆栽、絵画、書道、
切り絵といった作品の展示や、吟道、民謡・器楽、太鼓、日本舞踊、歌謡の舞台発表を行います。

11月2日～4日
塩尻総合文化センター
塩尻市体育館
レザンホール

塩尻市民文化祭実行委員会、
塩尻市、塩尻市教育委員会

【塩尻市HP】
http://www.city.shiojiri.lg.jp/

塩尻市社会教育課
社会教育係
電話：0263-52-0905

HPには10月掲
載予定

長野県 塩尻市 ②、③ 全国短歌フォーラムin塩尻「学生の部」
全国の小学生から高校生までの学生から募集した短歌を、歌人（小島ゆかり氏、穂村弘氏）が選評しま
す。表彰式の他、市内小中学校による短歌学習の発表を行います。

11月24日 レザンホール
全国短歌フォーラム
実行委員会、
塩尻市、塩尻市教育委員会

無料
【全国短歌フォーラムin塩尻HP】
https://tanka.shiojiri.com/forum
/

塩尻市社会教育課
社会教育係
電話：0263-52-0903

長野県 信濃町 ①、③ 県民コンサートｉｎ信濃町 長野市交響楽団による演奏会 11月17日 信濃小中学校 信濃町公民館 無料
地域交流施設
026－255-4127
syougaku@town.shinano.lg.jp

長野県 信濃町 ①② 所蔵絵本原画展
挿絵画家　桜井誠の「少年探偵ブラウン」シリーズ（偕成社）と絵本作家　大友康夫の「くまくんの絵本」シ
リーズ（福音館書店）を展示します。

10月3日～11月30日 童話の森ギャラリー 黒姫童話館
黒姫童話館
026-255-2250

長野県 信濃町 ①②③ 森の音楽会 童話の森ホールにおいて、信濃町から音楽の魅力をお届けします。 10月14日 黒姫童話館 黒姫童話館
黒姫童話館
026-255-2250

長野県 信濃町 ①② いわさきちひろピエゾグラフ展
ちひろは黒姫山荘の日々の中で草花や豊かな自然を愛しました。ピエゾグラフ作品の中から四季を感じ
る作品を展示します。

9月1日～10月30日 黒姫童話館 黒姫童話館
黒姫童話館
026-255-2250

長野県 信濃町 ①② 童話館を楽しもう！紙芝居の日 黒姫童話館内の本と人形の部屋において紙芝居の上演をします。 10月13日 黒姫童話館 黒姫童話館
黒姫童話館
026-255-2250

長野県 信濃町 ①② 童話の森は絵本の森
信濃町森林メディカルトレーナーが、植物や森の生き物の説明をしながら案内し、森にまつわる絵本や紙
芝居の読聞かせをします。

10月20日 黒姫童話館 黒姫童話館
黒姫童話館
026-255-2250

申込制
定員20名

長野県 信濃町 ①②③ 黒姫童話館の「エンデ講座」
所蔵する資料と共にエンデとも親交のあった堀内美江先生といっしょにエンデの人生や作品について学
びます。

10月21日 黒姫童話館 黒姫童話館
黒姫童話館
026-255-2250

申込制
定員15名

長野県 信濃町 ①② 物語のなかの香りたち
おはなしを彩る要素のひとつに植物があります。クリスマスツリー、モミの木はどんな香りでしょうか？今
回はクリスマスの香りを作ります。

11月10日 黒姫童話館 黒姫童話館
黒姫童話館
026-255-2250

申込制
定員10名

長野県 下諏訪町 ①，③ 町内一斉家庭読書の日 毎月第２日曜日を家庭読書の日と定め、家庭で親子一緒に本を読むことで絆を深めます。
10月14日
11月11日

各家庭 下諏訪町読書推進委員会 無料
下諏訪町教育委員会
生涯学習係
0266-27-1111(内線:719)

長野県 下諏訪町 ①，③
町民総合文化祭
（音楽祭）

下諏訪町で活動している自主グループによる音楽発表です。 10月28日 下諏訪総合文化センター 民公協働 無料
下諏訪町公民館
0266-28-0002

長野県 下諏訪町 ①，③ 図書館まつり お話広場、マジックショー、音楽鑑賞、朗読会、ブックカフェなどの企画で図書館に親しんでもらいます。 10月20日～21日 下諏訪町立図書館 下諏訪町立図書館 無料
下諏訪町立図書館
0266-27-5555

長野県 下諏訪町 ① 町民大学 下諏訪の文学〈１１〉時代の切れ目の下諏訪を描いた「文学作品」が多いのは何故か…を探る 10月21日 下諏訪総合文化センター 下諏訪町公民館
下諏訪町公民館
0266-28-0002

長野県 下諏訪町 ① 町民大学 メンデルの遺伝に関する講演 11月24日 下諏訪総合文化センター 下諏訪町公民館
下諏訪町公民館
0266-28-0002

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



613

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

長野県 下諏訪町 ① おはなしのへや
絵本の読み聞かせや紙芝居、パネルシアターなどを行います。
（４歳以上、定員:３０名）

毎週土曜日 下諏訪町立図書館 下諏訪町立図書館 無料
下諏訪町立図書館
0266-27-5555

長野県 下諏訪町 ① おはなしのへやプチ
手遊び、絵本の読み聞かせ、紙芝居、パネルシアターなどを行います。
（３歳以下、定員３０名）

毎週木曜日 下諏訪町立図書館 下諏訪町立図書館 無料
下諏訪町立図書館
0266-27-5555

長野県 下諏訪町 ① 語りの夕べ 昔語りの勉強会を行います。 11月2日 下諏訪町立図書館 下諏訪町立図書館 無料
下諏訪町立図書館
0266-27-5555

長野県 須坂市 ③ 第56回須坂市民文化祭
茶席：（裏千家）の開催します。
音楽祭：邦楽（箏･三弦･尺八）、ハーモニカ、民謡三味線、オカリナ、昔語り等多彩な発表をします。

10月8日
須坂市文化会館
メセナホール
小ホール・ホワイエ

須坂市文化芸術協会 無料
須坂市文化芸術協会（花房）
電話：026-245-1380

長野県 須坂市 ③ 第56回須坂市民文化祭 謡曲会：観世・宝生両派、日本最古の伝統芸能を披露します。 10月27日
須坂市中央公民館
3階ホール

須坂市文化芸術協会 無料
須坂市文化芸術協会（花房）
電話：026-245-1380

長野県 須坂市 ③ 第56回須坂市民文化祭
展示会：生花、書道、フラワーアレンジメント、絵画、デカンフラワー、版画、短歌などの伝統作品展示で
す。

10月27日～28日

須坂市文化会館
メセナホール
小ホール・
エントランスホール

須坂市文化芸術協会 無料
須坂市文化芸術協会（花房）
電話：026-245-1380

長野県 須坂市 ③ 第56回須坂市民文化祭 芸能祭：バレエ、日本舞踊、詩吟、吟剣詩舞、木遣、フラダンスなどの多彩な芸能発表をします。 10月28日
須坂市文化会館
メセナホール
大ホール

須坂市文化芸術協会 無料
須坂市文化芸術協会（花房）
電話：026-245-1380

長野県 須坂市 ① 米子大瀑布紅葉ハイキング 紅葉と絶景を満喫!地元ガイドが「日本の滝100選」の景勝地をご案内しながら歩きます。 10月20日 米子大瀑布 須坂市観光協会 info@suzaka-kankokyokai.jp
須坂市観光協会
電話：026-215-2225

長野県 須坂市 ① 須坂健康まつり 健康に関する展示等を行います。信州医療センター病院祭と同時開催します。 10月20日
長野県立信州医療センター
須坂市
医療法人公仁会 轟病院

須坂市健康づくり課 無料
s-
kenkodukuri@city.suzaka.nagano
.jp

須坂市健康づくり課
電話：026-248-9018

長野県 須坂市 ① ブックリサイクル市
27日：ご家庭で不要になった本の受入をします。
28日：提供された本や図書館で除籍した本の配布をします。
（1人20冊まで。絵本は3冊まで）

10月27日～28日 須坂市剣道場 市立須坂図書館 無料
https://www.city.suzaka.nagano
.jp/library/

市立須坂図書館
電話：026-245-0784

長野県 須坂市 ① お茶席
お茶席体験会です。
協力：石州流
（服装自由・手ぶらで参加できます）

10月28日 須坂市旧小田切家住宅 須坂市旧小田切家住宅
http://www.culture-
suzaka.or.jp/otagiri/

須坂市旧小田切家住宅
電話：026-246-2220

長野県 須坂市 ① きもの試着体験
当館制作の「復刻銘仙」等アンティークきものを着て町へ出かけませんか？
今回より、男性着物1着と長身の女性のためにはかま2着をご用意しました。

10月、11月
（木曜休館）

須坂クラシック美術館 須坂クラシック美術館
http://www.culture-
suzaka.or.jp/classic/

須坂クラシック美術館
電話：026-246-6474

長野県 須坂市 ③
企画展
信州の人形作家たち

信州で活躍する作家による、幻想的で独創性に溢れる創作人形の世界を紹介します。 ～10月14日
世界の民俗人形博物館
展示ホール

世界の人形博物館
http://www.culture-
suzaka.or.jp/doll/

世界の民俗人形博物館
電話：026-245-2340

長野県 須坂市 ①
第30回
信州須坂ハーフマラソン（旧名称:竜の里
須坂健康マラソン全国大会）

ハーフマラソン（21.09km）、５km、３kmマラソン、ウォーキ
ングを開催します。参加者が完走・完歩を目指します。当日、会場での物販もありますので、ご声援も兼
ねて会場へお越しください。（参加申し込み：8月31日まで）

10月21日 臥竜公園庭球場駐車場発 須坂市生涯学習スポーツ課
shogaigakushusports@city.suzak
a.nagano.jp

須坂市生涯学習スポーツ課
スポーツ振興係
電話：026-248-2020

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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長野県 須坂市 ③ 第９回八丁鎧塚まつり
東日本最古最大級の積石塚古墳で、長野県史跡にも指定されている八丁鎧塚古墳を舞台に、地域の文
化を発信。八丁鎧塚が良くわかるガイドや美味しいものたくさんの物産市も開催します。

10月27日 八丁鎧塚まつり実行委員会 須坂市立博物館
https://www.city.suzaka.nagano
.jp/enjoy/shisetsu/hakubutsuka
n/

須坂市立博物館
電話：026-245-0407

長野県 須坂市 ① ito縁市　～クラフトフェア～ クラフトフェアを開催します。体験型の出展があります。 11月3日 須坂市旧小田切家住宅 須坂市旧小田切家住宅
http://www.culture-
suzaka.or.jp/otagiri/

須坂市旧小田切家住宅
電話：026-246-2220

長野県 須坂市 ① 須坂えびす講 各種イベント（福まき他） 11月3日 須坂市墨坂神社（芝宮）境内
須坂えびす講実行委員会
事務局（須坂商工会議所内）

無料 https://www.suzaka.or.jp/
須坂えびす講実行委員会
事務局（須坂商工会議所内）
電話：026-245-0031

長野県 須坂市 ①
第13回 ジュニア・エコノミーカレッジ
inすざか実践販売

小学生が自ら企画して作った商品の実践販売をします。 11月3日
須坂市墨坂神社（芝宮）
境内参道

須坂商工会議所青年部事務局 https://www.suzaka.or.jp/
須坂商工会議所青年部事務局
電話：0266-245-0031

長野県 須坂市 ① 蔵のまち須坂銀座通りうまいもん市
秋の味覚の「軽トラック市」や飲食や雑貨等のお店が出店！毎年恒例の大人気の宮城県塩竈市や姉妹
都市の神奈川県三浦市等からの海産物販売もあります

11月3日
市道銀座通り線
（須坂クラシック美
術館～中町信号）

実行委員会事務局
（蔵のまち観光交流センター）

info@suzaka-kankokyokai.jp
実行委員会事務局
（蔵のまち観光交流センター）
電話：026-248-6867

長野県 須坂市 ①

すざか子ども読書ちゃれんじ
─中学生版─
やってみよう！聞いてみよう！
ビブリオトーク

中学生対象のビブリオトーク（ブックトーク型書評合戦）。自分の好きな本を持ち寄り発表しあいます。 11月3日 市立須坂図書館西館 市立須坂図書館西館 無料
shogaigakushusports@city.suzak
a.nagano.jp

須坂市生涯学習スポーツ課
生涯学習係
電話：026-248-9027

長野県 須坂市 ③ いにしえの祗園祭 常設展示してある屋台の上でのお囃子と日本舞踊を披露します。 11月3日
須坂市笠鉾会館
ドリームホール
1階展示ホール

信州・須坂笠鉾会館
ドリームホール

無料
http://www.culture-
suzaka.or.jp/kasaboko/

信州・須坂笠鉾会館ドリームホール
電話：026-246-7100

長野県 須坂市 ①
紙芝居口演
「須坂のとのさま物語　堀直虎」

須坂藩第13代藩主・堀直虎の生涯を描いた感動的な紙芝居の口演をします。
口演：蔵の町すざか昔を語る会

11月3日
須坂市
笠鉾会館ドリームホール
(予定）

須坂市立博物館 無料
https://www.city.suzaka.nagano
.jp/enjoy/shisetsu/hakubutsuka
n/

須坂市立博物館
電話：026-245-0407

長野県 須坂市 ③ 邦楽コンサート
南澤汎山さん、南澤雅尚さんとお弟子さん（幼児～高校生）らによる尺八・箏のコンサートを開催します。
須坂藩第13代藩主・堀直虎を題材にした「語りと箏・尺八による堀直虎の生涯」も上演します。

11月3日
須坂市
笠鉾会館ドリームホール
(予定）

須坂市立博物館 無料
https://www.city.suzaka.nagano
.jp/enjoy/shisetsu/hakubutsuka
n/

須坂市立博物館
電話：026-245-0407

長野県 須坂市 ① きもの日和
『秋の大虫干し会』の他、『きものでそぞろ歩き』など、着物に
関わるイベントを開催します。各種体験等あります。
今年は2日間にわたって開催します。

11月3日～4日 須坂クラシック美術館 須坂クラシック美術館
http://www.culture-
suzaka.or.jp/classic/

須坂クラシック美術館
電話：026-246-6474

長野県 須坂市 ③
明治150年記念・
堀直虎没後150周年記念展示
「幕末・明治期の須坂」

江戸幕府将軍・慶喜に何事かを進言して諌死した須坂藩第13代藩主堀直虎をはじめ、幕末から明治期
にかけて揺れ動く須坂の歴史について展示・紹介します。

～11月4日
須坂市笠鉾会館
ドリームホール
３階展示ホール

須坂市立博物館 無料
https://www.city.suzaka.nagano
.jp/enjoy/shisetsu/hakubutsuka
n/

須坂市立博物館
電話：026-245-0407

長野県 須坂市 ① 文化財保存活用倉庫公開 須坂で最後の製糸器械などを公開します。 11月10日
文化財保存活用倉庫
（旧富士通倉庫）

須坂市生涯学習スポーツ課 無料
shogaigakushusports@city.suzak
a.nagano.jp

須坂市生涯学習スポーツ課
文化財係
電話：026-248-9027

長野県 須坂市 ① 秋の里山ハイキング 紅葉の坂田山の共生の森を散策します。天気がよければ北信五岳や北アルプスの眺望が楽しめます。 11月11日 須坂市内 須坂市観光協会 info@suzaka-kankokyokai.jp
須坂市観光協会
電話：026-215-2225

長野県 須坂市 ①
須坂市民総合大学公開必修講座「一茶
の時代の須坂の文化」

小林一茶が生きた時代の主に文化10年（西暦1813年）～文政10年（西暦1827年）に焦点を当て、その時
代の須坂の文化について学びます。
講師：田子修一さん

11月17日 須坂市旧上高井郡役所 須坂市生涯学習推進センター 無料
s-
syogaigakusyusuisin@city.suzak
a.nagano.jp

須坂市生涯学習推進センター
電話：026-214-6086

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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長野県 須坂市 ①
2018ニュースポーツ大会
ワンバウンドふらば～るバレー

おにぎり型の柔らかいボールをワンバウンドさせて行うバレーボールの大会 （男女混合の部、レディース
の部を予定）

11月18日 須坂市民体育館 須坂市スポーツ推進委員会
shogaigakushusports@city.suzak
a.nagano.jp

須坂市生涯学習スポーツ課
スポーツ振興係
電話：026-248-2020

長野県 須坂市 ① 第25回 信州須坂とよおか新そば祭り
自家栽培・手打ちそばの提供をします（限定350食・予定）。
農産物、おやき、須坂銘菓、ブルーベリー加工分、はちみつ等販売をします。

11月23日
須坂市豊丘活性化施設
そのさとホール

須坂市豊丘地域公民館
c-
toyooka@city.suzaka.nagano.jp

須坂市豊丘地域公民館
電話：026-245-9768

長野県 須坂市 ① お茶席
お抹茶体験と季節の和菓子作り体験会です。（協力：江戸千家・こし乃菓子工房）※服装自由・手ぶらで
参加できます

11月23日 須坂市旧小田切家住宅 須坂市旧小田切家住宅
http://www.culture-
suzaka.or.jp/otagiri/

須坂市旧小田切家住宅
電話：026-246-2220

長野県 須坂市 ①③ 文化講縁会 各界の専門家・職人・芸術家の話を聞き、その後、茶話会を開催します。 11月25日 須坂市旧小田切家住宅 須坂市旧小田切家住宅
http://www.culture-
suzaka.or.jp/otagiri/

須坂市旧小田切家住宅
電話：026-246-2220

長野県 須坂市 ① 語りと紙芝居 須坂に伝わる歴史と伝説を語りと紙芝居で口演します。 11月25日
須坂市旧越家住宅

（山丸一番館）
蔵の町すざか昔を語る会 無料

蔵の町すざか昔を語る会
電話：026-245-0996（佐藤）

長野県 須坂市 ③
収蔵品展
日本創作版画展1918 年～100年の歩み

収蔵品より恩地孝四郎や平塚運一、戸張孤雁、前川千帆、藤森静雄、谷中安規らの作品を中心に紹介
します。

～11月25日 須坂版画美術館（展示室１） 須坂版画美術館
http://www.culture-
suzaka.or.jp/hanga/

須坂版画美術館
電話：026-248-6633

長野県 須坂市 ③ 『落葉、踏みしめる。』
哀歓溢れる岡画伯の風景画を中心に展示します。岡画伯と共に旅をしているような気分になってみませ
んか。

10月12日～12月12日
須坂クラシック美術館
岡信孝記念展示室
（土蔵）

須坂クラシック美術館
岡信孝記念展示室
（土蔵）

http://www.culture-
suzaka.or.jp/classic/

須坂クラシック美術館
電話：026-246-6474

長野県 須坂市 ③ 須高書の友の会展 須高書の友の会との共催による書道展です。 10月下旬から11月上旬
須坂市笠鉾会館
ドリームホール
1階２階

信州・須坂笠鉾会館
ドリームホール

無料
http://www.culture-
suzaka.or.jp/kasaboko/

信州・須坂笠鉾会館
ドリームホール
電話：026-246-7100

長野県 須坂市 ③ 笹本恒子写真展
日本初の女性報道写真家と呼ばれ、100歳を越えた今でも活躍されている笹本恒子氏の写真展。須坂市
が寄贈をけた写真（写真集『100歳のファインダー』掲載）から約40点を展示します。

11月9日～
12月24日

須坂市旧小田切家住宅
３号土蔵

須坂市旧小田切家住宅
http://www.culture-
suzaka.or.jp/otagiri/

須坂市生涯学習スポーツ課生涯学
習係
電話：026-248-9027

長野県 諏訪市 ①
平成30年度
長野県青少年健全育成県民大会

青少年が心身ともに健やかに育つことを願い、よりよい社会環境づくりを県民総ぐるみで推進するための
大会を開催し、講演会等を行います。

11月10日 諏訪市文化センター
長野県子ども・若者育成支援推
進本部、長野県将来世代応援県
民会議

無料
【長野県ＨＰ】
https://www.pref.nagano.lg.jp/

長野県県民文化部
次世代サポート課
電話：026-235-7210

長野県 諏訪市 ①、④ ガイドウォーク

　霧ヶ峰をインタープリター（自然解説員）と一緒に散策します。
　風の音や野烏のさえずり、草花の香りなど、五感を感じて楽しめます。 はじめて霧ヶ峰を訪れた方、
霧ヶ峰のことをもっと深く知りたい方におすすめです。
　（先着10名）

土日及び祝日
11:00～12:00

霧ヶ峰自然保護センター 霧ヶ峰自然保護センター
http://www.lcv.ne.jp/~kirivc/gui
dewalk.htm

霧ヶ峰自然保護センター
　TEL/FAX ： 0266-53-6456

長野県 諏訪市 ③
開館20周年記念特別企画展
　新しい風―故郷の四季―
　中島潔絵画展

郷愁を誘う童画やはかなげな女性画を得意とし、ＮＨＫ「みんなのうた」のイメージ画でも知られる中島潔
氏の、「新しい風」シリーズ作品を中心に展示します。年代・性別・地域を問わず観る者をその世界観に引
き付ける魅力を感じられる展示です。

8月1日～11月11日 諏訪市原田泰治美術館
諏訪市
原田泰治美術館

820円
【諏訪市原田泰治美術館HP】
https://www.taizi-artmuseum.jp

諏訪市原田泰治
美術館電話：0266-54-1881

長野県 諏訪市 ③
開館20周年記念特別企画展
　原田泰治大型作品展「広い世界」

原田泰治氏の大型作品23点を一堂に展示します。同氏の大型作品のみの絵画展は初めてとなります。
日本国内はもとより、アメリカ、ブラジル、クロアチア、中国を描いた作品も展示します。

8月1日～1月14日 諏訪市原田泰治美術館
諏訪市
原田泰治美術館

820円
【諏訪市原田泰治美術館HP】
https://www.taizi-artmuseum.jp

諏訪市原田泰治
美術館電話：0266-54-1881

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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長野県 諏訪市 ③

収蔵作品展
　「描かれた信州―諏訪」
コーナー展示
　「平成28・29年度　新収蔵作品展」
コーナー展示
　「よみがえる収蔵作品の輝き
　―平成28・29年度　修復完了作品展」

当館で収蔵している作品の中から、信州や諏訪がモチーフとなった作品を展示します。同時開催として、
平成28・29年度に新収蔵となった作品、修復が完了して展示可能となった作品のお披露目展示も行いま
す。

10月6日～10月26日
11月17日～12月9日

諏訪市美術館 諏訪市美術館 300円
【諏訪市美術館HP】
https://www.city.suwa.lg.jp/scm
art/

諏訪市美術館
電話：0266-52-1217
メール：scm-art@
city.suwa.lg.jp

長野県 諏訪市 ③
第4回すわ大昔フォーラム
「県宝指定答申記念
信州と諏訪の縄文土器」

諏訪市博物館所蔵の蛇体把手付釣手土器等の県宝指定答申を
記念して開催。諏訪の縄文土器について詳しく知ることのできる機会。

10月13日 諏訪市博物館 諏訪市博物館 300円
【諏訪市博物館HP】
https://suwacitymuseum.jp

諏訪市博物館
電話：0266-52-7080

長野県 諏訪市 ③ 秋香会菊花展 会員が丹精込めて育てた菊の花を展示します。 10月30日～11月6日 高島城 秋香会 無料
生涯学習課
電話：0266-52-4141
（内線595）

長野県 諏訪市 ①,③ 諏訪市文化祭
芸能祭、コーラス祭、文化財パネル展、華道展、文芸作品展、
学習グループ活動発表　等を行います。

10月31日～11月4日
諏訪市文化センター、
公民館、公民館別館

諏訪市 無料
生涯学習課
電話：0266-52-4141
（内線595）

長野県 諏訪市 ① 図書館まつり2018 おはなし会・工作教室・星を見る会・館内ツアー　等を行います。 11月1日～11月4日 諏訪市図書館
諏訪市
図書館

無料
【諏訪図書館HP】
https://www.libnet-
suwa.gr.jp/sw01

諏訪市図書館
電話：0266-52-0429

長野県 諏訪市 ①,③
共催展
「諏訪市美術会創立40周年記念展」

今年は諏訪市美術会創立40周年の節目の年であり、同時に、毎年開催している諏訪市美術展も40回目
となります。例年の会員作品や公募作品の展示に加えて、物故作家の作品やジュニア部門の作品展示
も予定されています。

11月3日～11月11日 諏訪市美術館
諏訪市
美術会

無料
【諏訪市美術館HP】
https://www.city.suwa.lg.jp/scm
art/

諏訪市美術館
電話：0266-52-1217
メール：scm-art@
city.suwa.lg.jp

長野県 諏訪市 ③
未来に伝えよう諏訪市の文化財
中洲編

市の指定文化財を地域ごとに順次紹介するシリーズ第一弾です。
今年度は、中洲地区の文化財を展示紹介します。
※生涯学習課文化財係と共催で行います。

11月3日～12月2日 諏訪市博物館 生涯学習課 300円
【諏訪市博物館HP】
https://suwacitymuseum.jp

諏訪市博物館
電話：0266-52-7080

長野県 諏訪市 ③
第5回すわ大昔フォーラム
大昔音楽会「縄文太鼓でＤＯＮ！」

縄文土器で奏でる‘縄文音楽’を行います。 11月10日 諏訪市博物館 諏訪市博物館 300円
【諏訪市博物館HP】
https://suwacitymuseum.jp

諏訪市博物館
電話：0266-52-7080

長野県 諏訪市 ① 公開講演会(演題は未定） 新潟県立看護大学　舟島 なをみ教授による公開講演会 10月27日 諏訪市公民館２階講義室 放送大学 無料
放送大学長野学習センター
0266-58-2332

長野県 喬木村 ③ 喬木村総合文化祭 総合表彰式、文化サークルや学校、保育園の作品展示やステージ発表、出展等 11／16.17.18
喬木村農村交流研修センター
前、喬木村』中央社会体育館

喬木村、喬木村商工会、
ＪＡみなみ信州喬木支所

無料 0265－33－2001

長野県 高森町 ③ 山下洋輔ライブｉｎ高森 伊那文化会館のアウトリーチコンサート「山下洋輔ライブｉｎ高森」を開催します。 11月8日 高森町立高森中学校体育館

長野県
一般財団
長野県文化振興事業団
高森町教育委員会

【伊那文化会館ＨＰ】
http//www/inabun.or.jp

長野県伊那文化会館
電話：0265-73-8822
メール：ｉｎｆｏ＠inabun.or.jp

長野県 高森町 ①②③ 山下洋輔ライヴin高森
戦後を疎開先の当町で迎えたご縁もあり、今回伊那文化会館と共催で世界的に有名なジャズピアニスト
山下洋輔氏をお招きしコンサートを行う。

11月8日 高森中学校体育館
高森町教育委員会
高森町公民館
長野県伊那文化会館

高森町教育委員会
0265-35-9416

伊那文化会館の
アウトリーチ事
業の一環。料金
は1000円。11/9
は小学校5年生
～中学3年生む
けの無料コン
サート。

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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長野県 高山村 ③ 第22回　一茶ゆかりの里俳句大会
俳人の矢島渚男さんの講演会を行い、事前に応募のあった俳句の表彰を行う。また当日は席題に従って
俳句を詠み、表彰を行う。

10月21日 一茶ゆかりの里一茶館 高山村教育委員会 https://www.kobayashi-issa.jp/
一茶ゆかりの里一茶館
026－248－1389

入館料　500円
が必要です。

長野県 高山村 ① 第25回高山村文化祭
落語家の林家源平さんによる落語や村内合唱グループやダンスグループなどによる芸能発表のほか、
華道・書道などの各種展示、体験会などを予定しています。

10月27日～28日 高山村公民館
高山村
高山村教育委員会

無料
高山村公民館
026－214－9762

長野県 高山村 ③ 一茶館新そば祭り 先着200名に地元産のそば粉を使い地元のそば打ち団体が打った蕎麦を振舞います。 11月4日 一茶ゆかりの里一茶館 高山村教育委員会 https://www.kobayashi-issa.jp/
一茶ゆかりの里一茶館
026－248－1389

入館料　500円
が必要です。

長野県 辰野町 ① たつの芸術文化祭 町民の皆様が日頃の芸術文化活動を広く発表し、地域に根ざした文化交流の促進を目的とする。 10月19日～11月18日 辰野町民会館 辰野町教育委員会 無料
辰野町教育委員会
生涯学習課
0266-41-1681

長野県 立科町 ③ 第４６回　文化展 町内の創作グループ、一般、児童、生徒、友好都市文化協会の作品展示 11月2日～4日 立科町中央公民館 立科町教育委員会 無料
立科町中央公民館
0267-88-8417

長野県 筑北村 ③ 筑北村文化祭
村の文化発表会、園児・児童・中学生・一般活動グループ等の作品展示と歌・演奏等のステージ発表（ス
テージ発表は筑北小学校体育館で10月27日のみの予定）

10月26～29日 坂北体育館 筑北村公民館 無料

筑北村教育委員会
生涯学習係
電話：0263-67-2064
ＦＡＸ：0263-67-2170

長野県 筑北村 ③ 筑北村図書館まつり 講演会、ＤＶＤ上映、古本（雑誌）リサイクル、その他 11月11日 筑北村図書館 筑北村図書館 無料
筑北村図書館
電話：0263-66-1115
ＦＡＸ：0263-66-3656

長野県 千曲市 ①③
秋季企画展「最古の信州ブランド黒曜石
－流れるもようと区画もよう～」先史社会
の石材獲得と流通－」

文化の十字路信州、旧石器時代より黒曜石を求めて人びとは集い、縄文王国といわれるほどの繁栄を
遂げました。日本の中の信州文化について黒曜石を通じて描き出します。

9月15日～11月25日 長野県立歴史館 長野県立歴史館
長野県立歴史館ＨＰ
http://npmh.net/index.php

026-274-2000

長野県 千曲市 ①③ ワークショップ「英国フリントの石器作り」 石器の原料であるイギリスのフリントと日本の黒曜石を使った石器作り。 10月20日 長野県立歴史館 長野県立歴史館
長野県立歴史館ＨＰ
http://npmh.net/index.php

026-274-2000

長野県 千曲市 ①③
国際交流子どもサミット
「歴史遺産の未来を考える」

日本とイギリスの子どもたちが歴史遺産の重要性を語り合う。 10月20日 長野県立歴史館 長野県立歴史館
長野県立歴史館ＨＰ
http://npmh.net/index.php

026-274-2000

長野県 千曲市 ①③
国際シンポシンポジウム
講演会「先史時代における採掘活動の社
会的背景」

講師　ピーター・トッピング博士（イングリッシュヘリテイジ）
講演会終了後、シンポジウム「地球資源の開発とその社会」を開催。

10月21日 長野県立歴史館 長野県立歴史館
長野県立歴史館ＨＰ
http://npmh.net/index.php

026-274-2000

長野県 千曲市 ①③ コンサート・トークショー「黒曜石の世界」
出演　シンガーソングライター　葦木ヒロカ氏　他
当日、当館周辺で開催される「森将軍塚まつり」ステージにて開催予定。

11月3日 長野県立歴史館 長野県立歴史館
長野県立歴史館ＨＰ
http://npmh.net/index.php

026-274-2000

長野県 千曲市 ①③
巡回展「長野県の遺跡発掘2018」
東信会場

弥生時代をテーマに、昨年度までに発掘や整理を行った遺跡の出土品を中心に展示します。 9月26日～11月25日
浅間縄文ミュージアム
（御代田町）

長野県立歴史館
長野県立歴史館ＨＰ
http://npmh.net/index.php

026-274-2000

長野県 千曲市 ①③ 無料開放
当館周辺で開催される「森将軍塚まつり」に合わせ、終日無料開放いたします。当日は、当館を始め、周
辺の科野の里歴史公園内で様々なイベントが実施されます。

11月3日 長野県立歴史館 長野県立歴史館 無料
長野県立歴史館ＨＰ
http://npmh.net/index.php

026-274-2000

長野県 千曲市 ① こどものためのおはなし会 保育園児～小学生を対象とした読み聞かせ会｡大型絵本･パネルシアターの上演などを予定｡ 11月3日 千曲市立戸倉図書館 千曲市立戸倉図書館 026-276-7001

長野県 千曲市 ① 更埴図書館まつり おはなし会・通年講座受講生の朗読発表会・古書市など､年一度の恒例事業 10月27日 千曲市立更埴図書案 千曲市立更埴図書館 026-273-2989

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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長野県 茅野市 ① 「多留姫文学自然の里」神田脱穀まつり ９月にはぜにかけた稲を、千歯扱きや足踏み脱穀機などの懐かしい農機具を使って脱穀します。 10月13日 「多留姫文学自然の里」神田
多留姫文学自然の里
創造委員会

無料 http://www.city.chino.lg.jp
茅野市役所生涯学習課
0266-72-2101（634）

長野県 茅野市 ① 「多留姫文学自然の里」餅つき大会 多留姫文学自然の里「神田」で育ち、１０月に脱穀したもち米でお餅をつきます。 11月3日 中沢公民館
多留姫文学自然の里
創造委員会

無料 http://www.city.chino.lg.jp
茅野市役所生涯学習課
0266-72-2101（634）

長野県 茅野市 ①，③ 第31回市民芸能祭 ダンス、舞踊、民謡（踊り有）等芸能関係の実践発表を行います。 10月7日 茅野市民館
茅野市中央公民館
茅野市芸術文化協会

無料 http://www.city.chino.lg.jp
茅野市中央公民館
電話：0266-72-3266

長野県 茅野市 ①，③ 第31回市民音楽祭 合唱、吹奏楽、琴、ギター等音楽関係の実践発表を行います。 10月14日 茅野市民館
茅野市中央公民館
茅野市芸術文化協会

無料 http://www.city.chino.lg.jp
茅野市中央公民館
電話：0266-72-3266

長野県 茅野市 ①，③ 第44回茅野市芸術祭 作品展示を行います。 10月20日～10月24日 茅野市中央公民館
茅野市中央公民館
茅野市芸術文化協会

無料 http://www.city.chino.lg.jp
茅野市中央公民館
電話：0266-72-3266

長野県 茅野市 ①，③ 第44回茅野市芸術祭菊花展 作品展示を行います。 10月26日～11月5日
オギノ茅野
ショッピングセンター

秋楽会 無料
茅野市中央公民館
電話：0266-72-3266

長野県 茅野市 ① 茅野学講座「郷土の偉人」 講演と現地探索を行います。
10月11日、18日
25日、28日

茅野市中央公民館
大河原堰方面

茅野市中央公民館 無料 http://www.city.chino.lg.jp
茅野市中央公民館
電話：0266-72-3266

長野県 茅野市 ① 食育講座 季節を味わう行事食をクッキングします。
11月8日、22月
12月2日、20日

茅野市中央公民館 茅野市中央公民館 http://www.city.chino.lg.jp
茅野市中央公民館
電話：0266-72-3266

長野県 茅野市 ① おもしろ自然講座 八ケ岳山麓に生息する動物たちについて学習します。 11月6日 茅野市中央公民館 茅野市中央公民館 無料 http://www.city.chino.lg.jp
茅野市中央公民館
電話：0266-72-3266

長野県 茅野市 ① おはなし会「えほんとなかよし」 「ブックメイトぐりとぐら」による遊びや歌を交えながら、絵本の紹介と読み聞かせを行います。 11月6日 茅野市家庭教育センター 茅野市家庭教育センター 無料 http://www.city.chino.lg.jp
茅野市家庭教育センター
電話：0266-73-0888

長野県 茅野市 ①
絵本で子育て
～絵本のひみつ探し読み聞かせの基本
～

絵本のひみつ探しや親子で絵本を一緒に楽しみ、子育てに絵本を使う喜びを味わいます。 11月21日, 28日 茅野市家庭教育センター 茅野市家庭教育センター 無料 http://www.city.chino.lg.jp
茅野市家庭教育センター
電話：0266-73-0888

長野県 茅野市 ①
茅野市制施行60周年
博物館開館30周年記念事業
企画展「茅野市60年　博物館30周年」

昭和33年に茅野市が誕生してから60年。家並みや生活風景の移り変わりが感じられる昔懐かしい写真を
展示します。また、博物館の古いポスター・チラシなどを展示し、30年の歩みを紹介します。

9/15～11/25 茅野市八ヶ岳総合博物館 茅野市八ヶ岳総合博物館 通常入館料 http://www.city.chino.lg.jp
茅野市八ヶ岳総合博物館
電話：0266-73-0300

長野県 茅野市 ① さきおりでランチョンマット

博物館はたおりボランティア「ねじばな」による定例のはたおり体験講座です。昔ながらの高機（たかば
た）を使ってランチョンマットを織ります。
（毎月第2土・日曜日の午前と午後の2回。定員各回5名。小学校高学年以上、踏み木に足が届く身長の
方が対象。）

10月13日・14日、
11月10日・11日

茅野市八ヶ岳総合博物館 茅野市八ヶ岳総合博物館 参加費400円 http://www.city.chino.lg.jp
茅野市八ヶ岳総合博物館
電話：0266-73-0300

年間行事です。

長野県 茅野市 ① 星空観望会
季節の星座探訪と大型天体望遠鏡による見ごろの惑星・天体の観察を行います。
（定員毎回20名）

10月13日、11月17日
茅野市立
北部中学校天体ドーム
（北部生涯学習センター）

茅野市八ヶ岳総合博物館 無料 http://www.city.chino.lg.jp
茅野市八ヶ岳総合博物館
電話：0266-73-0300

年間行事です。

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
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長野県 茅野市 ① 古文書相談会
古文書学習における疑問・質問などにお答えします。
（毎月1回、土曜日）

10月13日、11月17日 茅野市八ヶ岳総合博物館 茅野市八ヶ岳総合博物館 無料 http://www.city.chino.lg.jp
茅野市八ヶ岳総合博物館
電話：0266-73-0300

年間行事です。

長野県 茅野市 ①
開館30周年記念事業「プレイベント」
巣箱作り、自然観察路開通式、記念植樹

開館30周年記念事業のプレイベントとして、「作って楽しもう」をテーマに行います。
（巣箱作りは、定員親子10組）

10月14日 茅野市八ヶ岳総合博物館 茅野市八ヶ岳総合博物館
無料
巣箱作りは参
加費300円

http://www.city.chino.lg.jp
茅野市八ヶ岳総合博物館
電話：0266-73-0300

長野県 茅野市 ①
開館30周年記念事業「本イベント」
ドキドキ科学サイエンスショー

開館30周年記念事業の本イベントとして、「見て楽しもう」をテーマに行います。
（定員親子40組）

10月20日 茅野市八ヶ岳総合博物館 茅野市八ヶ岳総合博物館 無料 http://www.city.chino.lg.jp
茅野市八ヶ岳総合博物館
電話：0266-73-0300

長野県 茅野市 ①
開館30周年記念事業「本イベント」
花炭と焼き芋づくり

開館30周年記念事業の本イベントとして、「作って楽しもう」をテーマに、木の実など、その形のまま炭にし
たり、焼き芋を作って食べたりします。
（定員20名）

10月21日 茅野市八ヶ岳総合博物館 茅野市八ヶ岳総合博物館 参加費100円 http://www.city.chino.lg.jp
茅野市八ヶ岳総合博物館
電話：0266-73-0300

長野県 茅野市 ①
開館30周年記念事業「本イベント」
振動モーターカー作り

開館30周年記念事業の本イベントとして、「作って楽しもう」をテーマに、ブルブル振動させることで動き出
す不思議な科学模型を工作します。
（定員20名）

10月21日 茅野市八ヶ岳総合博物館 茅野市八ヶ岳総合博物館 参加費300円 http://www.city.chino.lg.jp
茅野市八ヶ岳総合博物館
電話：0266-73-0300

長野県 茅野市 ① 子ども科学工作クラブ
身近な素材を利用したおもしろい工作を通じ、子どもたちの科学的な見方・考え方の育成を目指します。
（活動期間・1年間、毎月第3土曜日。小学生4～6年生。定員25名）

10月27日 茅野市八ヶ岳総合博物館 茅野市八ヶ岳総合博物館
受講料、年間
3,000円

http://www.city.chino.lg.jp
茅野市八ヶ岳総合博物館
電話：0266-73-0300

年間行事です。

長野県 茅野市 ① ワクワク科学工作
やさしい科学工作を通じて、科学の不思議さやおもしろさを体験してもらいます。
（小学生以上、定員毎回16名）

10月28日、11月18日 茅野市八ヶ岳総合博物館 茅野市八ヶ岳総合博物館 参加費300円 http://www.city.chino.lg.jp
茅野市八ヶ岳総合博物館
電話：0266-73-0300

年間行事です。

長野県 茅野市 ① 第30回研究・創意工夫展
茅野市内の小中学生が夏休みに行った自由見学や図画工作を展示します。優秀作品は、市長・教育長・
博物館長によって表彰されます。（表彰式は、11月23日）

11月3日～12月9日 茅野市八ヶ岳総合博物館 茅野市八ヶ岳総合博物館 無料 http://www.city.chino.lg.jp
茅野市八ヶ岳総合博物館
電話：0266-73-0300

長野県 茅野市 ① 湧水見学会
前宮西の水眼川と芳久保水源を歩いて見学し、周辺の地形・地質との関わりを探ます。
（定員20名）

11月4日 茅野市八ヶ岳総合博物館 茅野市八ヶ岳総合博物館 無料 http://www.city.chino.lg.jp
茅野市八ヶ岳総合博物館
電話：0266-73-0300

長野県 茅野市 ① 子ども自然研究クラブ
水生昆虫による水質調査、化石の採集、野鳥や植物の観察など、継続的な活動を通して、子どもたちの
自然に対する見方・考え方の育成を目指します。
（活動期間・1年間、毎月第2土曜日。小学生4～6年生。定員25名）

11月10日 茅野市八ヶ岳総合博物館 茅野市八ヶ岳総合博物館
受講料、年間
3,000円

http://www.city.chino.lg.jp
茅野市八ヶ岳総合博物館
電話：0266-73-0300

年間行事です。

長野県 茅野市 ① 昼間の星を見る会
大型天体望遠鏡を使って昼間の空の星を観察します。
（定員毎回20名）

11月11日
茅野市立
北部中学校天体ドーム
（北部生涯学習センター）

茅野市八ヶ岳総合博物館 無料 http://www.city.chino.lg.jp
茅野市八ヶ岳総合博物館
電話：0266-73-0300

年間行事です。

長野県 茅野市 ①
開館30周年記念事業
「毎月お楽しみ会」囲炉裏端おはなし会

囲炉裏端で昔話を聞きましょう。 11月23日 茅野市八ヶ岳総合博物館 茅野市八ヶ岳総合博物館 通常入館料 http://www.city.chino.lg.jp
茅野市八ヶ岳総合博物館
電話：0266-73-0300

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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長野県 茅野市 ①
開館31周年記念事業
「毎月お楽しみ会」囲炉裏端おはなし会

囲炉裏端で昔話を聞きましょう。 11月24日 茅野市八ヶ岳総合博物館 茅野市八ヶ岳総合博物館 通常入館料 http://www.city.chino.lg.jp
茅野市八ヶ岳総合博物館
電話：0266-73-0301

長野県 茅野市 ① プラネタリウム投影

空気で膨らませた直径5メートルのエアドームの中で美しい星空を体験できるプラネタリウム投影を行って
います。季節の星座や天文現象、宇宙の話題を解説します。
10月のテーマは「地球の兄弟星」、11月のテーマは「織姫が北極星に」です。
（1日2回投影、定員各回20名）

毎週土・日曜日
及び祝日

茅野市八ヶ岳総合博物館 茅野市八ヶ岳総合博物館 通常入館料 http://www.city.chino.lg.jp
茅野市八ヶ岳総合博物館
電話：0266-73-0300

年間行事です。

長野県 茅野市 ③ 中高生へのおすすめ本特集 中学生・高校生にお勧めする本を図書館職員が選び、展示・貸出をします。 10/27～11/9 茅野市図書館 茅野市図書館 無料 http://www.city.chino.lg.jp
茅野市図書館
0266-72-9085

長野県 茅野市 ① 読書教育講演会
茅野市では、読書の森読りーむinちのとともに公民協働で「ことばとこころを育てる読書活動」の推進をし
ており、これからもさらに読書活動を充実させ地域や家庭へ広げていくことを願って、読書に詳しい講師を
招聘し「なぜ、読書は大切なのか」について講演会を開催します。

11月18日 茅野市役所8階大ホール
茅野市生涯学習課
読書の森読りーむinちの

無料 http://www.city.chino.lg.jp
茅野市
こども読書活動応援センター
0266-75-1250

長野県 茅野市 ①
平成30年度第12回茅野市小中高校生
調べ学習コンクール表彰式

児童・生徒の情報活用能力の育成と課題を考え自ら学ぶ探究的な力をつけるために調べ学習コンクール
を開催しています。今年度も調べ学習コンクールに応募した作品について表彰式を開催し、市民への周
知を図るとともに調べ学習の取組への意欲を高めています。

11月13日 茅野市役所ロビー
茅野市生涯学習課
読書の森読りーむinちの

無料 http://www.city.chino.lg.jp
茅野市
こども読書活動応援センター
0266-75-1250

長野県 東御市 ① 東御市総合文化フェスティバル
日頃、生涯学習を実践している市民グループや個人の作品発表等を行い、　お互いの研修を深め、地域
文化の向上及び市民の交流を図ります。

11月3日～4日
AM9:00～PM4:00
（最終日はPM3:00）

東御市中央公民館
東御市総合
文化フェスティバル実行委員会

無料

東御市教育委員会
生涯学習課
社会教育･公民館係
0268－64－5885

長野県 東御市 ①、③ 東御市短詩型文学祭
６月～７月に募集した、短詩型文学作品（短歌、俳句、川柳、現代詩）の表彰式と選者を囲んでの部門別
研究会を開催します。

11月3日 東御市中央公民館
東御市短詩型
文学祭実行委員会

無料

東御市教育委員会
生涯学習課
社会教育･公民館係
0268－64－5886

長野県 東御市 ① 図書館まつり 本のリユース市やパネルシアターの上演等の開催 11月3日 東御市立図書館 東御市立図書館 無料
東御市立図書館
0268－64－5886

長野県 東御市 ① 東御市民大学講演会 鎌倉女子大教授、東京大学名誉教授でいらっしゃいます竹内整一氏をお迎えしてご講演いただきます。
11月17日
PM2:00～PM4:30

東御市中央公民館
2階講義室

市民大学運営委員会 無料
東御市民大学
運営委員会事務局
0268－64－5885

長野県 豊丘村 ① 図書館お楽しみ会 ボランティアグループによる歌や読み聞かせを親子で楽しむ。 10月13日
交流学習センター
ゆめあるて

豊丘村公民館 無料
豊丘村図書館
0265-35-2286

長野県 豊丘村 ①、③ 大鹿歌舞伎鑑賞ツアー
下伊那北部地区の共同事業。「下伊那の自然と文化探訪」をテーマとして、今年度は大鹿歌舞伎鑑賞ツ
アーを開催する。（当番：豊丘村）

10月21日 大鹿村市場神社 北部地区公民館運営協議会
豊丘村公民館
0265-35-9066

長野県 豊丘村 ① 第5回公民館学習会
今回は「目で見る　心で感じる　歌の世界」と題して、手話ダンスを通して様々な障害を知り、前向きに生
きることを学ぶ。

10月23日
交流学習センター
ゆめあるて

豊丘村公民館 無料
豊丘村公民館
0265-35-9066

長野県 豊丘村 ① 第16回さんかくセミナー 昨年に引き続き、家庭の中から男女共同参画を見直す「パパとママの子育てセミナーpart２」を開催する。 11月4日
交流学習センター
ゆめあるて

豊丘村教育委員会 無料
豊丘村公民館
0265-35-9066

長野県 豊丘村 ① 公民館文化祭作品展 公民館グループなどの一年間の活動の成果を発表する。 11月18日～25日
交流学習センター
ゆめあるて

豊丘村公民館 無料
豊丘村公民館
0265-35-9066

長野県 豊丘村 ① 第6回公民館学習会 住職の講話から、終活に向けて、日々の暮らしを穏やかに過ごす術を探る。 11月30日
交流学習センター
ゆめあるて

豊丘村公民館 無料
豊丘村公民館
0265-35-9066

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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長野県 中川村 ③
村の文化祭
展示の部

村内のクラブ、サークル、個人による、生け花、写真、書道、絵画、クラフト等の作品及び活動記録の展
示。約800点の出展予定。

11月2日～11月4日 中川村社会体育館
中川村公民館
中川村文化団体連絡協議会

無料
中川村公民館
TEL:0265-88-1005

長野県 中川村 ③
村の文化祭
ステージの部

村内のクラブ、サークル、個人による、踊り、コーラス、太鼓、バンド等のステージ発表。
約200人、20ステージの予定。

11月4日 中川文化センター
中川村公民館
中川村文化団体連絡協議会

無料
中川村公民館
TEL:0265-88-1005

長野県 中川村 ①
第19回
中川アルプス展望さわやかウオーク

12ｋｍりんご街道コース(美しい日本の歩きたくなるみち500選)
15ｋｍ天竜・里山コース
6ｋｍファミリーお散歩コース
15ｋｍコースはりんごのもぎ取り体験有

11月24日・25日 村内各コース
中川アルプス展望
さわやかウオーク実行委員会

中川村教育委員会
TEL:0265-88-1005

長野県 中川村 ③ 歴史民俗資料館特別展

村歴史民俗資料館秋の特別展として、昨年度開催した中川村の養蚕の歴史の続編として～繭から糸
へ、そして着物へ～としてパネル展示等にて公開。
繭から糸を紡ぎ、機織り器などの道具を使って着物を作った様子などを、記録写真や、携わっていた方々
への聞き取り調査をまとめて紹介する。

10月27日～11月11日
中川村
歴史民俗資料館

中川村
歴史民俗資料館

中川村歴史民俗資料館
TEL:0265-88-3452

長野県 中野市 ①、③ 第14回中野市図書館まつり
　図書館に親しむきっかけを創出し、もって市立図書館の新規利用者の獲得を図るため、図書館利用登
録団体の協力のもと、　文化講演会、読み聞かせ会、古本市、書庫一般開放、工作教室等の各種参加型
イベントを実施します。

10月27日～28日 中野市立図書館 中野市立図書館 無料 http://www.nakano-lib.jp
中野市立図書館
0269-26-5841

長野県 中野市 ③ 第28回西部公民館文化祭
西部地域で活動する個人やグループの発表の場とし、西部地域住民の学習の向上を図るため、作品展
示と芸能発表を行います。

11月3日～4日
中野市西部文化センター
（西部公民館）

中野市西部公民館 無料
中野市西部公民館
0269-23-1024

長野県 中野市 ① 秋の星空観望会
当館プラネタリウム室にて秋の星空解説を聞いたあと、博物館の庭にて、大型望遠鏡で天体や秋の星空
を観望します。

10月13日 中野市立博物館 中野市教育委員会 無料
http://www.city.nakano.nagano.j
p/city/hakubutukan/index.htm

中野市立博物館
0269-22-2005
（ＦＡＸ兼）

【雨天】
ドーム内で星空
解説のみ
＊中学生以下は
保護者同伴

長野県 中野市 ③ 信州なかの音楽祭2018
市民が主体的に事業を企画・立案し、運営する音楽祭を開催することにより、音楽によるまちづくりの推
進と音楽文化の向上を図ることを目的とします。

10月14,27,28日
11月3,4日

中野市役所、
中野市市民会館、
豊田文化センター、
高社中学校、
中野陣屋・県庁記念館

信州なかの音楽祭実行委員会 http://www.nakanomf.jp/

信州なかの音楽祭
実行委員会事務局
（中野市くらしと文化部文化スポーツ
振興課内）
0269-22-2111

長野県 中野市 ① 古文書講座 古文書の基礎となる「くずし字」について実際の古文書を見ながら解説を行います。 10月17日11月21日 中野市立博物館 中野市教育委員会 無料
http://www.city.nakano.nagano.j
p/city/hakubutukan/index.htm

中野市立博物館
0269-22-2005
（ＦＡＸ兼）

長野県 中野市 ③ 第37回礰珉展 風土に根ざした新たな美の創造を目指し、公募作品による絵画展を開催します。 10月18日～11月4日 中野市一本木公園展示館 中野市・岺樹会 無料
中野市くらしと文化部
文化スポーツ振興課
0269-22-2111

作品の応募には
規定あり。

長野県 中野市 ① 野鳥観察会 サンコウチョウ、オオルリ、ベニマシコなど特定の種に注目して観察し、生息環境の調査を行います。 10月20日11月17日 中野市立博物館 中野市教育委員会 無料
http://www.city.nakano.nagano.j
p/city/hakubutukan/index.htm

中野市立博物館
0269-22-2005（ＦＡＸ兼）

長野県 中野市 ① 植物観察会 北信濃ふるさとの森文化公園一帯における、貴重植物の実態と周辺群落の植物調査を行います。 10月27日11月24日 中野市立博物館 中野市教育委員会 無料
http://www.city.nakano.nagano.j
p/city/hakubutukan/index.htm

中野市立博物館
0269-22-2005（ＦＡＸ兼）

長野県 中野市 ① 豊田の石仏を調べよう
豊田地区に点在する石神、石仏の特徴、造立の目的など、フィールドワークを通して学習しながら地域の
歴史や信仰を学びます。

11月3日 中野市立博物館 中野市教育委員会 無料
http://www.city.nakano.nagano.j
p/city/hakubutukan/index.htm

中野市立博物館
0269-22-2005（ＦＡＸ兼）

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



613

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

長野県 中野市 ③ 第14回豊田公民館文化祭 各種作品展示、映画上映会、音楽祭など 10月12日～14日
豊田公民館
（豊田文化センター）

豊田公民館 無料
豊田公民館
0269-38-2922

長野県 中野市 ③ 第46回中野市総合文化祭　芸能祭
中野市文化芸術協会に加盟している芸能部門の団体が、日頃の活動成果を発表します。主な演目は、
合唱、太鼓、落語、舞踊、歌謡、謡曲、バレエ。

10月21日 中野市市民会館
中野市文化芸術協会
中野市中央公民館

無料
中野市中央公民館
0269-22-2691

長野県 中野市 ③ 第32回北部公民館文化祭
市民の文化芸術活動を発表する機会を提供し、地域文化活動の活性化を図るため、作品展や芸能祭を
開催します。

10月27日～28日 中野市北部公民館
北部公民館文化祭実行委員会・
中野市北部公民館

無料
http://www.city.nakano.nagano.j
p/categories/kouminkan/hokub
u/kouza/

中野市北部公民館
0269-26-0677

長野県 中野市 ① 豊田公民館講座「ねこはんてんづくり」 南木曽発祥の伝統の防寒着を製作する講座 10月29日
豊田公民館
（豊田文化センター）

豊田公民館
豊田公民館
0269-38-2922

要事前申し込み

長野県 中野市 ① 豊田公民館講座「音楽で脳がイキイキ」 音楽療法を取り入れた高齢者向けの認知症予防講座 11月1日
豊田公民館
（豊田文化センター）

豊田公民館 無料
豊田公民館
0269-38-2922

長野県 中野市 ③ 第46回中野市総合文化祭　文化展
中野市文化芸術協会に加盟している芸術部門の団体が、日頃の活動成果を発表します。主な展示品
は、書道、華道、絵画、俳句、短歌、写真。

11月10日、11日 中野市中央公民館
中野市文化芸術協会
中野市中央公民館

無料
中野市中央公民館
0269-22-2691

長野県 長野市 ①
長野県防犯セミナー・
防犯ボランティア地域交流会

安全で安心なまちづくりの実現に向け、地域住民が防犯意識の向上と、地域住民による見守りやパト
ロールなどの自主防犯ボランティア活動の活性化を図るため、各地区防犯ボランティアの交流を図る「防
犯ボランティア地域交流会」、及び有識者から防犯に関する先進的な理論や効果的な活動方法を学ぶ
「長野県防犯セミナー」を開催します。

10月12日
ホクト文化ホール
（長野県民文化会館）

長野県、長野県警察本部、
長野県防犯協会連合会

無料

長野県県民文化部
くらし安全・消費生活課
電話：026-235-7174
メール：kurashi-
shohi@pref.nagano.lg.jp

H30.9中旬頃に
プレスリリース予
定

長野県 長野市 ①
女性のための「自分を護る力に気づく」
ワークショップ

自分を守るための知恵と技「WEN-DO」の実践により、自分の力に気づくための講座です。（女性対象、長
野市共催）

11月17日
長野市勤労者女性会館
しなのき

長野県男女共同参画センター 無料
https://www.pref.nagano.lg.jp/ai
topia/

長野市男女共同参画センター
電話：026-237-8303

概ね１月前まで
にHPに掲載予
定

長野県 長野市 ④ 山と自然のサイエンスカフェ＠信州
くつろいだ雰囲気で「山と自然」の科学について参加者間で語り合うサイエンスカフェ。平成30年度5回目
は「信州の自然の恵みとしての食文化をさぐる」についてお話しします。

10月30日
ｽﾃｰｼｮﾝﾋﾞﾙMIDORI長野 3F
“りんごのひろば”

長野県 無料
【長野県環境保全研究所HP】
http://www.pref.nagano.lg.jp/ka
nken/index.html

長野県環境保全研究所
自然環境部
電話：026-239-1031
メール：kanken-
shizen@pref.nagano.lg.jp

長野県 長野市 ④ 山と自然のサイエンスカフェ＠信州
くつろいだ雰囲気で「山と自然」の科学について参加者間で語り合うサイエンスカフェ。平成30年度6回目
は「古民家は何の木でつくられているか？」についてお話しします。

11月30日
ｽﾃｰｼｮﾝﾋﾞﾙMIDORI長野 3F
“りんごのひろば”

長野県 無料
【長野県環境保全研究所HP】
http://www.pref.nagano.lg.jp/ka
nken/index.html

長野県環境保全研究所
自然環境部
電話：026-239-1031
メール：kanken-
shizen@pref.nagano.lg.jp

長野県 長野市
①，③，
④

全国発酵食品サミット in NAGANO

全国発酵食品サミットは、全国発酵のまちづくりネットワーク協議会（会長：小泉武夫東京農業大学名誉
教授、本県おいしい信州ふーど大使）を構成する自治体を中心に、発酵文化に関する講演会やパネル
ディスカッション、発酵食品等の展示販売などを実施している。
11回目となる今回は、全国初となる甘酒鑑評会を開催するなど、県内外に本県の「発酵・長寿」ブランドを
発信する。

11月16日～18日

ホクト文化ホール、
若里公園、
しあわせ信州食品開発セン
ター等

全国発酵食品サミット in
NAGANO 実行委員会

作成中

全国発酵食品サミット in NAGANO
実行委員会事務局
（長野県産業労働部ものづくり振興
課）
TEL：026-235-7132
FAX：026-235-7197

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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長野県 長野市 ① NAGANO コーラス・フェス 各団体の発表や合唱指導、全体合唱などを行います。 11月20日 長野市立東部文化ホール
長野市教育委員会事務局家庭・
地域学びの課

無料
長野市教育委員会事務局
家庭・地域学びの課
026-224-5082

長野県 長野市 ③ あいあいオータムコンサート 幅広い年代の方に参加していただけるよう、夜間講座として、箏と尺八のコンサートを開催します。 10月5日 若槻コミュニティセンター 長野市立若槻公民館 無料
長野市立若槻公民館
026-295-3355

長野県 長野市 ③ 若槻あいあい文化祭
若槻公民館成人学校およびサークルの展示・ステージ発表。日頃の成果を発表し自らの生涯学習意欲を
更に高めるとともに、地区内外の多くの住民に鑑賞いただける文化祭を開催します。

11月16日・17日 若槻コミュニティセンター 長野市立若槻公民館 無料
長野市立若槻公民館
026-295-3355

長野県 長野市 ③ 第20回南部図書館まつり

市内外の子どもから大人を対象に、講演会、ワークショップ、おはなし会、押し花体験と展示、工作、ｽﾀﾝ
ﾌﾟﾗﾘｰ、本の福袋、地元スポーツチーム展示、除籍本を無料配布する「リサイクル広場」、おすすめ本の展
示・小冊子の配布など、イベントを通じて図書館や本に親しんでいただくことにより、図書館利用者の増加
の促進と本市の文化の普及の推進を図ります。

10月27日～28日
長野市立南部図書館
２階他

長野市立南部図書館 無料
長野市立南部図書館
026-292-0143

長野県 長野市 ③ 鬼無里文化芸術祭
多くの地域住民が集った会場で、地域で活動しているグループ、サークル等の活動の舞台発表（会場：鬼
無里ふれあいセンター）と作品展示（会場：鬼無里公民館）を行います。

11月2日～4日
長野市立鬼無里公民館及び
鬼無里ふれあいセンター

長野市立鬼無里公民館 無料
長野市立鬼無里公民館
026-256-2055

長野県 長野市 ① フラワーアレンジメント教室
講師からおしゃれな飾り方のコツなどを学びながら、アレンジメントの技術を身につけます。また、鬼無里
文化芸術祭の展示に向けた作品に仕上げます。

11月1日 長野市立鬼無里公民館 長野市立鬼無里公民館
長野市立鬼無里公民館
026-256-2055

材料代（料金未
定）

長野県 長野市 ③ 篠ノ井文化芸能祭
高めよう　文化芸能を！！　　広めよう　信頼と友愛の心を！！
展示・芸能発表及びお抹茶席を設けます。

展示11月1日～3日
芸能、お抹茶席3日

展示、お抹茶席
【篠ノ井公民館】
芸能【通明小学校　体育館】

長野市立篠ノ井公民館
【篠ノ井公民館HP】
https://sites.google.com/a/shin
onoi.org/ph/

長野市立篠ノ井公民館
026-292-2121

開催期間中、ど
なたでもお越しく
ださい

長野県 長野市 ① 生ごみ堆肥を使ったガーデニング
こんな活用方法があったの？
講義をしてからの、実施となります。

10月26日 長野市立篠ノ井公民館 長野市立篠ノ井公民館
【篠ノ井公民館HP】
https://sites.google.com/a/shin
onoi.org/ph/

長野市立篠ノ井公民館
026-292-2121

2ヶ月前から受
付開始

長野県 長野市 ① 小物づくり 端切れとタオルなどで小物を作ります。 10月12日、19日、26日 長野市立篠ノ井公民館 長野市立篠ノ井公民館
【篠ノ井公民館HP】
https://sites.google.com/a/shin
onoi.org/ph/

長野市立篠ノ井公民館
026-292-2121

2ヶ月前から受
付開始

長野県 長野市 ① 初歩のデジカメ写真教室 デジカメを楽しく使いこなそう！教室学習後、撮影会へ。11月には作品発表展があります。
10月11日,10月24日
（館外10月17日）

長野市立篠ノ井公民館
（館外：志賀方面）

長野市立篠ノ井公民館
【篠ノ井公民館HP】
https://sites.google.com/a/shin
onoi.org/ph/

長野市立篠ノ井公民館
026-292-2121

3日間参加でき
る方に限ります

長野県 長野市 ① MIJIKANIクラシックロビーコンサート 弦楽四重奏。生演奏の本物の楽器の響きを味わいます。 10月27日 長野市立篠ノ井公民館 長野市立篠ノ井公民館 無料
【篠ノ井公民館HP】
https://sites.google.com/a/shin
onoi.org/ph/

長野市立篠ノ井公民館
026-292-2121

2ヶ月前から受
付開始

長野県 長野市 ① かぎ針で編んでみよう かぎ針編みのハンドウォーマーをつくります。 11月6日、13日、20日 長野市立篠ノ井公民館 長野市立篠ノ井公民館
【篠ノ井公民館HP】
https://sites.google.com/a/shin
onoi.org/ph/

長野市立篠ノ井公民館
026-292-2121

2ヶ月前から受
付開始

長野県 長野市 ① 体幹を鍛えてビューティースタイルづくり 体幹を鍛えて美しい身体づくりを目指します。 11月15日、21日、27日 長野市立篠ノ井公民館 長野市立篠ノ井公民館 無料
【篠ノ井公民館HP】
https://sites.google.com/a/shin
onoi.org/ph/

長野市立篠ノ井公民館
026-292-2121

2ヶ月前から受
付開始

長野県 長野市 ① 絵本の読みがたり
3歳～6歳のお子さま、お孫様向け絵本の紹介や、読み方のコツを学びます。
保育園児への「おはなし会」を参観します。

11月7日 長野市立篠ノ井公民館 長野市立篠ノ井公民館 無料
【篠ノ井公民館HP】
https://sites.google.com/a/shin
onoi.org/ph/

長野市立篠ノ井公民館
026-292-2121

2ヶ月前から受
付開始

長野県 長野市 ① 人権を尊重し合う篠ノ井市民のつどい 人権教育をテーマとした住民集会を開催し、人権教育・啓発活動を実施します。 11月25日 JAグレーンパレス 篠ノ井地区住民自治協議会 無料
【篠ノ井公民館HP】
https://sites.google.com/a/shin
onoi.org/ph/

長野市立篠ノ井公民館
026-292-2121

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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長野県 長野市 ① 歴史講座①「古里と天領」
市民を対象に受講者を募り、歴史に関する講座を5回シリーズで開催します。第1回目は、地元（古里地
区）の天領について講師を招き座学で学びます。

10月 長野市立古里公民館 長野市立古里公民館 無料
長野市立古里公民館
026-295-9707

長野県 長野市 ① 歴史講座②「善光寺めぐりと絵解き」 第2回目は、善光寺界隈をめぐります。宿坊（淵之坊）にて絵解きを学び、精進料理を体験します。 10月 善光寺界隈（淵之坊ほか） 長野市立古里公民館
長野市立古里公民館
026-295-9707

長野県 長野市 ① 歴史講座③「古里の戦国時代」 地元（古里地区）の戦国時代について講師を招き座学で学びます。 10月 長野市立古里公民館 長野市立古里公民館 無料
長野市立古里公民館
026-295-9707

長野県 長野市 ① 歴史講座④「松代歴史まち歩き」 真田宝物館、文武学校、象山記念館など松代町の歴史施設を見学し、松代の歴史について学びます。 10月 松代（真田宝物館ほか） 長野市立古里公民館
長野市立古里公民館
026-295-9707

長野県 長野市 ① 歴史講座⑤「古里の遺跡Ⅰ」 地元（古里地区）の遺跡について講師を招き座学で学びます。 11月 長野市立古里公民館 長野市立古里公民館 無料
長野市立古里公民館
026-295-9707

長野県 長野市 ① 童謡唱歌をみんなで歌いましょう
地元合唱サークルが中心となり、曲の背景や作詞・作曲者の思いについての解説を受けながら、なつか
しい抒情歌を歌います。

11月 長野市立古里公民館 長野市立古里公民館 無料
長野市立古里公民館
026-295-9707

長野県 長野市 ③ 松代総合美術展
松代地区で活動する各種芸術団体で構成する総合美術展実行委員会が主催し、日頃の努力の成果を
発表します。その他松代高校、松代小・中学校の生徒及び保育園児の作品も展示します。来場者は、毎
年約1,000人

11月3日・4日 長野市立松代公民館 総合美術展実行委員会 無料
長野市立松代公民館
026-278-3912

長野県 長野市 ③ 気軽に楽しむおうちカフェ
様々なお茶の入れ方や、現在大変人気のあるカフェメニューを自宅で出来るようアレンジした実習を通
じ、最先端の料理について学びます。

11月5日 長野市立三輪公民館 長野市立三輪公民館
長野市立三輪公民館
026-234-4430

長野県 長野市 ③ 三輪教養大學　三輪地区の近現代史
様々な年代の人々が講師から三輪地区における現代史の講義を受け、学んでいただくと共に、機会を通
して受講生の交流の輪を広げます。

11月9日 長野市立三輪公民館 長野市立三輪公民館
長野市立三輪公民館
026-234-4430

長野県 長野市 ① 合唱サークル交流会
三輪公民館において活動している合唱サークルの皆さんによる合唱発表・交流会であり、一般の皆さん
にも広く参加していただきます。

11月18日 長野市立三輪公民館 長野市立三輪公民館 無料
長野市立三輪公民館
026-234-4430

長野県 長野市 ③ パッチワーク講座 初心者から経験者まで幅広い層にパッチワーク手芸の実習を行います。 11月27日 長野市立三輪公民館 長野市立三輪公民館
長野市立三輪公民館
026-234-4430

長野県 長野市 ① 古牧地区第35回ふるさと文化芸能祭
地区内の小中学校の合唱、金管バンド、公民館を利用している団体、地区住民が日ごろ学んでいる成果
を発表したり、作品の展示をします。

11月3日
長野市立古牧小学校
及び長野市立古牧公民館

古牧地区住民自治協議会 無料
長野市立古牧公民館
026-243-3524

長野県 長野市 ①
こまき講座
「和紙ちぎり絵」講座

日本和紙ちぎり絵協会会員による「和紙ちぎり絵」講座を行います。来年の干支、「亥」を製作する予定で
す。

11月6日 長野市立古牧公民館 長野市立古牧公民館
長野市立古牧公民館
026-243-3525

長野県 長野市 ① 市民カレッジ「私たちの環境を考える」② 人間工学とデザインから考えるヒトとモノとの関わり（仮題） 10月23日 長野市生涯学習センター
長野市教育委員会
生涯学習センター

長野市教育委員会
生涯学習センター
026-233-8080

長野県短期大学
と共催

長野県 長野市 ① 市民カレッジ「私たちの環境を考える」③ 環境と食　スウェーデンの学校給食（仮題） 10月30日 長野市生涯学習センター
長野市教育委員会
生涯学習センター

長野市教育委員会
生涯学習センター
026-233-8080

長野県短期大学
と共催

長野県 長野市 ① 市民カレッジ「私たちの環境を考える」④ 身体と心の自己調整力を高める（仮題） 11月6日 長野市生涯学習センター
長野市教育委員会
生涯学習センター

長野市教育委員会
生涯学習センター
026-233-8080

長野県短期大学
と共催

長野県 長野市 ①
トイーゴセミナー
「健康・長寿の秘訣を学ぶ講座」⑥

健康長寿の延伸の秘訣を学びます。 10月30日 長野市生涯学習センター
長野市教育委員会
生涯学習センター

http://www.city.nagano.nagano.j
p/site/kyouiku/415966.html

長野市教育委員会
生涯学習センター
026-233-8080

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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長野県 長野市 ① 市民カレッジ「私たちの環境を考える」⑤ 日本の家族とその変動（仮題） 11月13日 長野市生涯学習センター
長野市教育委員会
生涯学習センター

長野市教育委員会
生涯学習センター
026-233-8080

長野県短期大学
と共催

長野県 長野市 ① 親子わくわくフェスタ2018
親子の学びを通したふれあいの機会を提供する１日イベントを開催します。
（親子の学び講演会、工作、木工作、将棋教室、絵本の読み聞かせ等10教室）

11月11日 長野市生涯学習センター
長野市教育委員会
生涯学習センター

無料
長野市教育委員会
生涯学習センター
026-233-8080

長野県 長野市 ① 市民カレッジ「私たちの環境を考える」⑥ ご存知ですか？地域包括ケアシステム（仮題） 11月20日 長野市生涯学習センター
長野市教育委員会
生涯学習センター

長野市教育委員会
生涯学習センター
026-233-8080

長野県短期大学
と共催

長野県 長野市 ① 無料公開 文化の日に因み、市立博物館の本館、分館とも入館料を無料とします。 11月3日

博物館（ﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑを含む）、
信州新町美術館・有島生馬記
念館・信州新町化石博物館、
戸隠地質化石博物館、鬼無里
ふるさと資料館

博物館 無料
http://www.city.nagano.nagano.j
p/museum

博物館
026-284-9011

長野県 長野市 ① ながのベジライフ宣言市民の集い 講演会「糖尿病予防と歯と口の健康管理」 10月21日 長野市若里市民文化ホール 長野市 無料
http://www.city.nagano.nagano.j
p/

保健所健康課
026-226-9961

駐車台数に限り
がありますので
公共交通機関で
の来所をお願い
します

長野県 長野市 ②，③ わらべうたの会 日本各地のわらべうたを鑑賞し、日本のことばの大切さを学び、心を癒すひとときを過ごします。 10月18日 七二会公民館 長野市立七二会公民館 無料
七二会公民館
026-229-2761

長野県 長野市 ① 第38回七二会地区文化芸能祭
舞踊・語学・陶芸など、公民館サークルで活動している皆さんをはじめ、地区の皆さんが、日頃の練習の
成果を発表します。

11月4日
長野市立七二会公民館、
七二会体育館、
七二会郷土歴史資料館

七二会地域公民館連絡委員会、
長野市立七二会公民館

無料
七二会公民館
026-229-2761

長野県 長野市 ③ 長野市野外彫刻めぐり 市内に149点ある野外彫刻の内、毎回場所を変え、約10点余りを講師の解説付きで巡るツアーです。 10月19日 長野市内 長野市 無料
http://www.city.nagano.nagano.j
p/soshiki/geijutsu/

長野市文化芸術課
026-224-7504

長野県 長野市 ③ 街角アート＆ミュージック
市民が気軽に芸術や音楽に親しめて、発表できる場を提供するため、市内各地で開催するにぎわいイベ
ントです。

10月13日 善光寺境内　六地蔵広場 長野市 無料
http://www.city.nagano.nagano.j
p/soshiki/geijutsu/

長野市文化芸術課
026-224-7504

長野県 長野市 ③ 街角アート＆ミュージック
市民が気軽に芸術や音楽に親しめて、発表できる場を提供するため、市内各地で開催するにぎわいイベ
ントです。

10月20日 ＴＯｉＧＯ広場 長野市 無料
http://www.city.nagano.nagano.j
p/soshiki/geijutsu/

長野市文化芸術課
026-224-7504

長野県 長野市 ③ 街角アート＆ミュージック
市民が気軽に芸術や音楽に親しめて、発表できる場を提供するため、市内各地で開催するにぎわいイベ
ントです。

11月10日 善光寺境内　六地蔵広場 長野市 無料
http://www.city.nagano.nagano.j
p/soshiki/geijutsu/

長野市文化芸術課
026-224-7504

長野県 長野市 ③ わが街ながののアート探訪
市内の魅力ある文化芸術を再認識し、わが街「長野」の愛着を深めます。
今回は、戸隠地区の鬼女紅葉祭りの能舞台での獅子舞や謡曲の鑑賞等を行います。

10月28日 戸隠地区 長野市 無料
http://www.city.nagano.nagano.j
p/soshiki/geijutsu/

長野市文化芸術課
026-224-7504

長野県 長野市 ③
中条アーティスト・イン・レジデンス2018
作品展示会

自然豊かな中条地区で芸術家が一定期間暮らし、住民との交流を通じて創作した作品の展示会を行い
ます。

10月24日～29日
長野市芸術館
展示サロン

長野市 無料
http://www.city.nagano.nagano.j
p/soshiki/geijutsu/

長野市文化芸術課
026-224-7504

長野県 長野市 ③
コミュニケーション・ワークショップ・
ファシリテーター養成講座（第３回）

「演劇」を通じてコミュニティー・ワークショップの作り方を体験します。 10月14日
長野市芸術館
アクトスペース

長野市文化芸術振興財団 http://www.nagano-arts.or.jp/
一般財団法人
長野市文化芸術振興財団
026-219-3100

長野県 長野市 ③
コミュニケーション・ワークショップ・
ファシリテーター養成講座（第４回）

「演劇」を通じてコミュニティー・ワークショップの作り方を体験します。 11月4日
長野市芸術館
アクトスペース

長野市文化芸術振興財団 http://www.nagano-arts.or.jp/
一般財団法人
長野市文化芸術振興財団
026-219-3100

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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長野県 長野市 ③
【水曜ひるまのクラシック・リサイタルシ
リーズ】福川伸陽　ホルン・リサイタル

平日昼下がりのリサイタルホールで上演される、ちょっと上質でちょっと贅沢なクラシック・コンサートで
す。

10月17日
長野市芸術館
リサイタルホール

長野市文化芸術振興財団 http://www.nagano-arts.or.jp/
一般財団法人
長野市文化芸術振興財団
026-219-3100

長野県 長野市 ③
【水曜ひるまのクラシック・リサイタルシ
リーズ】佐藤　俊介　無伴奏ヴァイオリン・
リサイタル

平日昼下がりのリサイタルホールで上演される、ちょっと上質でちょっと贅沢なクラシック・コンサートで
す。

11月14日
長野市芸術館
リサイタルホール

長野市文化芸術振興財団 http://www.nagano-arts.or.jp/
一般財団法人
長野市文化芸術振興財団
026-219-3100

長野県 長野市 ③
【０歳から入場ＯＫコンサート②】ともとも
の「ガラクタ」音楽会

０歳から入場ＯＫコンサート第２弾！誰もがみたことある生活廃品から楽器を創り出し、音楽の身近さや
楽しさを伝える新感覚のパフォーマンスです。

10月21日
長野市芸術館
アクトスペース

長野市文化芸術振興財団 http://www.nagano-arts.or.jp/
一般財団法人
長野市文化芸術振興財団
026-219-3100

長野県 長野市 ③
【１歳から入場ＯＫコンサート③】
子どものためのリトミック・コンサート

０歳から入場ＯＫコンサート第３弾！子どものためのリトミック・コンサートです。 11月24日
長野市芸術館
リサイタルホール

長野市文化芸術振興財団 http://www.nagano-arts.or.jp/
一般財団法人
長野市文化芸術振興財団
026-219-3100

長野県 長野市 ③
加藤昌則のぶっとび！クラシック
[作曲家編]①

クラシックの奥深い世界への"とびら”を作曲家・ピアニストの加藤昌則が、ひとつ、ふたつと開けちゃうレ
クチャー講座です。

10月31日
長野市芸術館
リサイタルホール

長野市文化芸術振興財団 http://www.nagano-arts.or.jp/
一般財団法人
長野市文化芸術振興財団
026-219-3100

長野県 長野市 ③
加藤昌則のぶっとび！クラシック
[作曲家編]②

クラシックの奥深い世界への"とびら”を作曲家・ピアニストの加藤昌則が、ひとつ、ふたつと開けちゃうレ
クチャー講座です。

11月28日
長野市芸術館
リサイタルホール

長野市文化芸術振興財団 http://www.nagano-arts.or.jp/
一般財団法人
長野市文化芸術振興財団
026-219-3100

長野県 長野市 ③
デーモン閣下と一噌幸弘が贈る
能楽入門コンサート「幽玄悪魔」

悪魔なのに日本の伝統文化と深く交わり続けているデーモン閣下と、安土桃山時代から続く一噌流笛方
の一噌幸弘のタッグで贈る本格能楽講座です。

11月17日
長野市芸術館
メインホール

長野市文化芸術振興財団 http://www.nagano-arts.or.jp/
一般財団法人
長野市文化芸術振興財団
026-219-3100

長野県 長野市 ① 歴史と自然を歩く 戸隠地区内の史跡を訪ねて、戸隠の魅力を再発見します。 10月25．11月8日 戸隠地区内 長野市立戸隠公民館 無料
長野市立戸隠公民館
026-252-2221

長野県 長野市 ① すこやか学級【子育て応援講座】 子育て中の保護者を対象に、「性の多様性」、「性の成長」をテーマに講演会を開催します。 10月17日．31日 戸隠保健センター 長野市立戸隠公民館 無料
長野市立戸隠公民館
026-252-2221

長野県 長野市 ③ せりた健康セミナー　③、④
健康で楽しく生活するための心と体づくりを学びます。手先を使って消しゴムはんこや折り紙などを作り、
脳を活性化し健康意識を高めます。

10月23日,11月21日
芹田公民館 長野市立芹田公民館

長野市立芹田公民館
026-228-3659

長野県 長野市 ① 親子わくわく体験
おやきを作ったり一緒に身体を動かしたりするなど、普段なかなか取れない親子の時間を楽しみ絆を深
めます。

10月27日
鬼無里活性化センター
戸隠民族館

長野市立芹田公民館
長野市立芹田公民館
026-228-3659

長野県 長野市 ① 芹の里散策講座
芹田地区の史跡と文化財について芹田地区観光マップを基に散策し、今まで知らなかった地域の魅力を
再発見することにより地域への関心を高めます。

10月13日,11月10日
芹田地区の野外 長野市立芹田公民館 無料

長野市立芹田公民館
026-228-3659

長野県 長野市 ① 第19回みんなで森林体験学習
地域のボランティア指導員と一緒に、枝打ち、間伐体験等をとおして楽しみながら森の素晴らしさ及び環
境の保全について学びます。

10月16日 飯綱高原
長野市立芹田公民館
芹田地区住民自治協議会
　（青少年育成委員会）

長野市立芹田公民館
026-228-3659

長野県 長野市 ②
第15回「長野県高校生 英語スピーチ・レ
シテーション コンテスト」

長野県の高校生英語表現力向上を目的に開催いたします。レシテーション部門、スピーチ/プレゼンテー
ション部門の２部門でのコンテストを行います。

11月11日 清泉女学院大学 清泉女学院大学 無料
https://www.seisen-
jc.ac.jp/info/2018/07/hs-
contest2018.php

教務学生部ｺﾝﾃｽﾄ係
026-295-1312

長野県 長野市 ② キッズカルチャーEXPO2016 清泉女学院短期大学幼児教育科がプロデュースする子ども文化に関する総合イベントを開催します。 10月28日 清泉女学院短期大学 清泉女学院短期大学 無料 http://www.seisen-jc.ac.jp/
地域連携センター
026-295-1325

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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長野県 長野市 ④ 長野高専キッズサイエンス2018 工作教室、科学実験コーナーなど、数多くの体験型テーマからなるイベントを実施します。 11月3日 長野工業高等専門学校 キッズサイエンス実行委員会 http://www.nagano-nct.ac.jp/
総務課総務係
026-295-7003

一部テーマで材
料費をご負担い
ただく場合があ
ります。詳細は、
本校ホームペー
ジをご覧くださ
い。

長野県
長野市、
松本市

① 長野県消費者大学
消費者問題の歴史、法律、環境問題などについて、現在起きている消費者被害の実態をもとに、講義と
グループワークを通して幅広く学びます（全６回）。

9月～11月
JA長野県ビル、
松本市中央公民館
（Ｍウイング）

長野県 無料
http://www.nagano-
shohi.net/news/2018/07/30-
2.html

長野県県民文化部
くらし安全・消費生活課
電話：026-223-6770
kurashi-shohi@pref.nagano.lg.jp

長野県 長和町 ①．③ 長和町総合文化祭 小集団グループによる作品の展示、芸能発表 11月3日～4日 長門町民体育館 長和町公民館 無料
長和町教育委員会
0268-68-2127

長野県 南木曽町 ① 南木曽町民展
絵画・版画・書・手工芸・写真などの作品展示を行います。
応募資格：南木曽町内居住者・勤務者・町出身者及び町内に活動の拠点を持つ者

11/3～7 南木曽会館ホール 南木曽町公民館 無料
http://www.town.nagiso.nagano.
jp

教育委員会事務局
生涯学習係

長野県
野沢温泉
村

①②③ 野沢温泉村総合文化祭
村民の文化活動の発表の場を提供することにより、文化活動への参加意欲を喚起し、新しい芸能、文化
の創造を促し、文化発展と健康の村づくりに寄与すると共に、村民生活のより一層の充実に資する。各団
体、保小中学校児童及び個人の作品展示、ステージ発表会、ワークショップ、健康コーナーなど。

10月20日～21日 野沢温泉村公民館
総合文化祭実行委員会、
野沢温泉村公民館

無料
野沢温泉村公民館
0269-85-2618

長野県 白馬村 ① 白馬村青少年育成村民大会 青少年育成の啓発と講演会を行う 10月20日 ウイング21 白馬村青少年育成村民大会 無料
白馬村公民館
0261-85-0726

長野県 白馬村 ③ 席書大会 小中学生による書道の大会 10月27日 白馬村役場多目的ホール 白馬村公民館
白馬村公民館
0261-85-0726

長野県 白馬村 ③ 第48回白馬村文化祭 文化祭（発表・出店・出展） 11/2,3,4 ウイング21 白馬村公民館 無料
白馬村公民館
0261-85-0726

長野県 白馬村 ③ 自衛隊音楽隊コンサート 音楽コンサート 11月30日 ウイング21
ウイング21
芸術文化シリーズ実行委員会

無料
白馬村公民館
0261-85-0726

長野県 原村 ①，③ 村民文化祭 グループ、団体、住民、生徒・児童らの作品を展示発表します。 11月3日～4日 原村中央公民館 原村教育委員会 無料
原村中央公民館
電話:0266-79-7940

長野県 原村 ①，③ 芸能フェスティバル
村内の芸能グループが日ごろの活動の成果を発表し、意識の高揚を高めるとともに村民の交流の場とし
ます。

11月3日 原村中央公民館 原村教育委員会 無料
原村中央公民館
電話:0266-79-7940

長野県 富士見町 ③ 企画展「赤羽栄子　押し花アート展」
伊那市在住の押し花アート作家の作品展。
人気の押し花アートを体験する企画も予定しています。

9月22日～11月11日 富士見町高原のミュージアム 富士見町高原のミュージアム
富士見町高原のミュージアム
電話：0266-62-7930

長野県 富士見町 ③ 第52回総合文化祭・芸能音楽祭 団体、個人による作品の展示や、芸能音楽発表を行います。 11月2日～4日
富士見町コミュニティ・プラザ
富士見グリーンカルチャーセ
ンター

富士見町公民館 無料
富士見町公民館
電話：0266-62-7900

長野県 富士見町 ①③ 高原の縄文王国収穫祭
富士見町藤内遺跡出土品199点が国の重要文化財に指定されたことを記念して平成14年よりスタートし
た祭典です。地域住民や地元団体の参加・協力により毎年続けられています。「考古」「民俗」「地域」の３
つの柱をコンセプトとしており、町内外から多くの参加者があります。

10月21日 井戸尻史跡公園
高原の縄文王国収穫祭実行委員
会

無料
【井戸尻考古館】
http://userweb.alles.or.jp/fujimi
/idojiri.html

井戸尻考古館
電話：0266-64-2044
メール：idojiri@town.fujimi.lg.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
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長野県 松川町 ① 活き生きウォーキング
①健康の維持増進（生活習慣病要望、高齢期に向けての筋力アップ）
②運動学習（気力と体力、学び、コミュニティ）
上記をねらい、自ら実践する継続的運動につなげることを目的とする。

10月14日，28日，
11月15日

町民体育館アリーナ，
町内野外

松川町スポーツ推進委員会
松川町生涯学習課

無料
松川町生涯学習課
0265-36-2622

長野県 松川町 ①、③ ツツザキヤマジノギク観察会
松川町にのみ存在する、絶滅危惧種を保護する活動。
生育に支障となる外来植物の除去及び、その保護活動の普及。

10月14日 町内天竜川河川敷 松川町中央公民館 無料
松川町中央公民館
0265-36-2622

長野県 松川町 ① 第34回松川町駅伝大会
走るという誰もが取り組みやすい競技を通じて町民の親睦と健康づくり、併せて生涯スポーツとしての普
及を図る。

11月4日 町内駅伝コース 松川町中央公民館 無料
松川町中央公民館
0265-36-2622

長野県 松川村 ① 谷川俊太郎によるトークと詩の朗読 安曇野ちひろ美術館で開催する特別展示に関連した谷川氏による講演会 10月14日 松川村すずの音ホール
安曇野ちひろ美術館、松川村図
書館、松川村教育委員会、松川
村公民館

松川村公民館
0261-62-2481

長野県 松川村 ①
新沢としひこ＆工藤直子
すずの音ホールでたのしいコンサート

新沢としひこ氏と工藤直子氏による詩の朗読と歌のファミリーコンサート 10月20日 松川村すずの音ホール 松川村公民館、松川村図書館
松川村公民館
0261-62-2481

長野県 松川村 ① 松川村文化祭
村民の自主的文化活動の成果の発表の場として実施。活動団体が世代や地域を越え、互いの作品を鑑
賞し、村民の文化の意識向上を目指す。展示発表、芸能発表を行う。

10月27日～28日 松川村すずの音ホール 松川村公民館 無料
松川村公民館
0261-62-2481

長野県 松川村 ① ぬいぐるみのハロウィンパーティー ぬいぐるみがちひろ公園図書室に泊る。幼児の図書館への興味深める。 10月27日 松川村ちひろ公園 松川村図書館 無料
松川村図書館
0261-62-0450

長野県 松川村 ① としょかんカフェ 村文化祭に合わせ、一箱古本市、カフェ、フリーマーケットなどを行う。 10月28日 松川村図書館 松川村図書館 無料
松川村図書館
0261-62-0450

長野県 松川村 ① 「ぐりとぐら」のカステラ作り 絵本「ぐりとぐら」に登場する大きなカステラを実際に作って、本の世界への興味を深めてもらう。 10月28日 松川村すずの音ホール 松川村公民館、松川村図書館 無料
松川村図書館
0261-62-0450

長野県 松川村 ① 読書月間 村民に図書館の周知及び利用の向上と読書の推進を行う。 11月 松川村図書館 松川村図書館 無料
松川村図書館
0261-62-0450

長野県 松本市 ③ しばふコンサート
演奏会等から離れている層（乳幼児子育て中の親子）をターゲットに、会館前芝生広場でお昼を食べなが
ら、生演奏等を楽しんでいただきます。

10月18日
キッセイ文化ホール
北側しばふ
雨天の場合は国際会議室

一般財団法人
長野県文化振興事業団

無料 http://www.matsubun.jp/
キッセイ文化ホール
電話：0263‐34‐7100
メール：info@matsubun.jp

長野県 松本市 ③ CDコンサート
様々なジャンルで芸術文化活動をしている人を講師に、文化講座を開催します。サイトウキネンオーケス
トラの録音コーディネーターを長年務められた新忠篤氏の案内で、往年の名曲、名演奏録音（SPレコー
ド）をCDに移したものなどを、厳選された再生機材で鑑賞していただきます。

11月10日
キッセイ文化ホール
国際会議室

一般財団法人
長野県文化振興事業団

無料 http://www.matsubun.jp/
キッセイ文化ホール
電話：0263‐34‐7100
メール：info@matsubun.jp

長野県 松本市 ① 信州あいサポートフォーラム2018

多様な障がい特性を理解し、障がいのある方への配慮や手助けを実践することにより、障がいのある方
が暮らしやすい地域社会（共生社会）を目指す「信州あいサポート運動」を推進するとともに、障がい者の
社会参加や共生社会の実現に関する有識者による講演会等を通じて、共生社会の実現に向けた取組の
促進と機運を醸成するため、フォーラムを開催する。

別紙 別紙
・長野県
・長野県障がい者
社会参加推進センター

無料
長野県障がい者
社会参加推進センター
又は県庁障がい者支援課

長野県 松本市 ①，③ 第59回松本市芸術文化祭
松本市芸術文化祭実行委員会に所属している各団体（上演部門・展示部門）が繰り広げる文化芸術活動
の発表の機会を設けるものです。

年中行事だが、
主に10月～12月

松本市内（美術館・芸術館他） 松本市芸術文化祭実行委員会 無料
生涯学習課・中央公民館
電話：0263-32-1132

長野県 松本市 ①，③ 安原地区文化祭・ひろば祭り 利用者団体の日頃の成果の発表、軽食等の案内、バザーなどを行い、地区住民の交流の場とします。 10月13日，14日
松本市安原地区公民館、
安原地区福祉ひろば

安原地区まちづくり協議会 無料
安原地区公民館、
福祉ひろば
電話：0263-39-0701

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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長野県 松本市 ①，② お味噌づくり講座 日本の伝統調味料のお味噌を手作りし、お味噌の持つ効能、文化に触れるます。 10月下旬 松本市安原地区公民館 松本市安原地区公民館
安原地区公民館、
福祉ひろば
電話：0263-39-0701

長野県 松本市 ① 男の料理教室
主に定年退職した男性を中心に、家庭で作れる料理を学ぶだけでなく、栄養バランス、盛り付けの仕方、
旬の食材についてなども学ぶものです。

10月中旬 松本市安原地区公民館 松本市安原地区公民館
安原地区公民館、
福祉ひろば
電話：0263-39-0701

長野県 松本市 ① パンとスイーツ教室 パンとスイーツをつくり、地区の参加者同士の親睦も深めます。 11月上旬 松本市安原地区公民館 松本市安原地区公民館
安原地区公民館、
福祉ひろば
電話：0263-39-0701

長野県 松本市 ①，② 小・中・高・大合同音楽祭
安原地区の小、中、高、大学の吹奏楽部を中心に音楽会を行い、地区住民全体を巻き込んだ発表の場
とします。

11月17日 松本市立旭町小学校体育館 未定 無料
安原地区公民館、
福祉ひろば
電話：0263-39-0701

長野県 松本市 ①，③ 第21回田川ふれあい文化祭
田川地区を拠点に活動する団体・サークル等が、日頃の学習成果を発信する機会として、作品展示・ス
テージ発表を行うほか、小中学生による金管演奏、リサイクル古本市など各種交流イベントを開催しま
す。

10月14日 松本市田川公民館
田川ふれあい文化祭
実行委員会

無料
松本市田川公民館
電話：0263-27-3840

長野県 松本市 ①，③
第42回
中山地区文化祭

公民館で活動するサークル等が小学校のステージを舞台に日頃の成果を発表します。また、作品展示、
露店等により文化祭を大いに盛り上げるとともに、住民相互の交流を図ります。

11月3，4日 松本市中山小学校 中山地区文化祭実行委員会 無料
松本市中山公民館
電話：0263-58-5822

長野県 松本市 ①，③ 第47回島立地区芸術文化祭
地区文化活動者の発表の場を提供することで、活動者がより活発な文化活動を行なうこと、またその他
の参加者が身近な文化・芸術に触れることで、新たな文化活動の担い手となることを期待し、開催しま
す。

11月3，4日
松本市島立公民館、
島立体育館

第47回島立地区芸術文化祭
実行委員会

無料
松本市島立公民館
電話：0263-47-2049

長野県 松本市 ①，③ 第48回神林ふれあい文化祭
地域の芸術、文化及び交流の1年間の集大成の場とし、個人、サークル・団体活動の成果を発表する場
を提供することにより地区の芸術、文化の向上と交流を図るため開催するものです。

10月14日 松本市神林公民館 松本市神林公民館 無料
松本市神林公民館
電話：0263-58-2039

長野県 松本市
①，②，
③

芳川地区文化祭
芳川公民館をはじめ、芳川地区で活動をする各サークルの発表・展示、ドリームコンサートなど日頃の活
動の成果発表の場です。文化活動を通して地区住民の輪を広げ絆を深めることを目的とし開催します。

11月3日，4日 松本市芳川体育館他 松本市芳川公民館 無料
松本市芳川公民館
電話：0263-58-2034

長野県 松本市 ①，③ 第41回寿地区文化祭
地区内で芸術・文化活動を行っている団体や個人の発表・交流の場として、作品展示やステージ発表等
を行います。

11月10日，11日
松本市寿公民館、
寿体育館、
寿地区福祉ひろば

寿地区文化祭実行委員会 無料
松本市寿公民館
電話：0263-58-2038

長野県 松本市
①，②，
③，④

第9回松原地区文化祭・
福祉ひろばまつり

松原地区住民の文化活動・学習活動等、生涯学習の成果を発表・発信し、相互の親睦・交流・コミュニ
ケーションを深めるものです。
①幅広い世代の作品展示　　②芸術文化サークルの公演
③サークル活動の体験　　　④工作ワークショップ　　　等

11月3日
松本市松原地区公民館、
松原地区福祉ひろば

松原地区文化祭実行委員会 無料
松本市松原地区公民館
電話：0263-57-2322

長野県 松本市 ①，③ 新そばを楽しむ会
日頃そば打ちに取り組むサークルを中心に、有志が地区住民に対して新そばでもてなす行事です。
また信州の郷土食であるそばに親しむ機会として伝統文化の継承の催しでもあります。

11月20日 松本市松原地区公民館 新そばを楽しむ会実行委員会
松本市松原地区公民館
電話：0263-57-2322
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長野県 松本市 ①，③ 第44回里山辺地区文化祭
地区住民が日頃から行っている芸術活動の発表の場として、また、交流の場として開催。作品展示やス
テージ発表、本の読み聞かせなど、住民誰もが文化芸術に親しめるように地区全体で取組みます。

11月3，4日
松本市里山辺公民館、松本市
教育文化センター

松本市里山辺公民館 無料
松本市里山辺公民館
電話:0263-32-1077

長野県 松本市 ①，③
第41回内田地区文化祭・
第20回内田地区福祉ひろばまつり

内田地区の住民によるステージ発表や作品展示を行う文化祭です。日頃、公民館で活動するサークル等
が成果を発表します。

11月3，4日
松本市内田公民館、
内田地区福祉ひろば

内田地区文化祭・内田地区福祉
ひろばまつり実行委員会

無料
松本市内田公民館
電話：0263-58-2494

長野県 松本市 ①，③ 第34回梓川文化祭（梓秋祭）
梓川地区内で芸術文化活動（絵画、彫刻、生け花、コーラス、金管楽器など）を行う住民が、日頃の活動
の成果の発表や展示を行う機会です。

11月7日～11日
松本市梓川公民館、
梓川アカデミア館

梓川文化祭実行委員会 無料
松本市梓川公民館
電話：0263-78-3000

長野県 松本市 ①，③ 平成30年度波田文化祭
波田地区内で文化・芸術活動を行っている団体や個人が学習活動の成果を発表する場として、展示やス
テージ発表等を行います。

11月3，4日
松本市波田公民館、
波田体育館、
波田文化センターアクトホール

波田文化祭実行委員会 無料
松本市波田公民館
電話：0263-92-2268

長野県 松本市 ① 図書館まつり
読書週間に合わせて市民に図書館に親しんでもらい、読書活動の啓発及び普及を図るため、講演会、リ
サイクル本配布、お話会を開催するものです。

10月27日 松本市中央図書館 松本市 無料
【松本市中央図書館HP】
http://www.lib.city.matsumoto.lg
.jp/

松本市中央図書館
電話：0263-32-0099
tosyokan@city.matsumoto.lg.jp

長野県 松本市 ①，③
講座　史跡小笠原氏を学ぶ
「信濃守護小笠原氏とその足跡」

井川城や林城を築いた信濃守護小笠原氏とはどのような人たちだったのか、小笠原氏がたどった歴史に
ついて市民に関心を持ってもらうための講演会です。

10月14日 松本市中央公民館 松本市教育委員会 無料
http://www.city.matsumoto.nag
ano.jp/miryoku/index.html

松本市文化財課史跡整備担当
電話0263-85-7064

HPには平成30
年9月上旬に掲
載予定

長野県 松本市 ①，③ 林小城を歩く（仮） 国史跡指定をめざす林城跡（小城）を市民にしってもらうため、現地をあるいて学ぶ講座です。 11月10日 林城跡（小城）ほか 松本市教育委員会 無料
http://www.city.matsumoto.nag
ano.jp/miryoku/index.html

松本市文化財課史跡整備担当
電話0263-85-7065

HPには平成30
年10月上旬に掲
載予定

長野県 松本市 ③ 特別展「太田南海展」
松本市出身の彫刻家・大田南海（1888～1959年）の作品約70点を展示し、市井に眠る作品群を紹介しま
す。

9月15日～11月25日 松本市美術館 松本市美術館
【松本市美術館HP】
http://matsumoto-artmuse.jp

松本市美術館
電話：0263-39-7400

長野県 松本市 ③
特別展「太田南海展」関連プログラム
ワークショップ 木を削って
「手のりサイズのオブジェ」作り

彫刻等や切出しナイフを使い、動物、くだもの、植物などを作ります。 10月21日 松本市美術館 松本市美術館
【松本市美術館HP】
http://matsumoto-artmuse.jp

松本市美術館
電話：0263-39-7400

長野県 松本市 ③
特別展「太田南海展」関連プログラム
街なか探訪ツアー

①太田南海が建築監修した老舗割烹「松本館」（国登録有形文化財）を鑑賞します。
②太田南海が手がけた祭りの舞台（山車）の見学と展覧会会場を鑑賞します。

①10月28日
②11月3日

松本市美術館 松本市美術館
【松本市美術館HP】
http://matsumoto-artmuse.jp

松本市美術館
電話：0263-39-7400

長野県 松本市 ③
特別展「太田南海展」関連プログラム
みんなで楽しく、トークフリーデー

気兼ねなくお話ししながら展覧会を楽しむ日です。 10月23日24日25日 松本市美術館 松本市美術館
【松本市美術館HP】
http://matsumoto-artmuse.jp

松本市美術館
電話：0263-39-7400

長野県 松本市 ③
コレクション展示
新収蔵作品おひろめ展

2017年度に新たに収蔵した作品をお披露目します。 10月3日～12月24日 松本市美術館 松本市美術館
【松本市美術館HP】
http://matsumoto-artmuse.jp

松本市美術館
電話：0263-39-7400

長野県 松本市 ①，② パネル展　松本のたてもの2018 市内で活躍する一級建築士とともに、市内にある歴史的な建築を紹介します。 9/29～12/24 松本市歴史の里 松本市歴史の里
松本市歴史の里
電話：0263-47-4515

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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長野県 松本市 ①，② 歴史の里建築講座
専門家による展示解説や講演愛などを通じ、上記パネル展で取り上げた歴史的な建造物のより具体的
な魅力や特徴を紹介します。

10/6,10/13，10/27 松本市歴史の里 松本市歴史の里
松本市歴史の里
電話：0263-47-4515

長野県 松本市 ①，②
はた織り体験講座／親子機織り体験講
座

機織り機を使った裂き織りの作品を作ります。 10/23，11/25 松本市歴史の里 松本市歴史の里
松本市歴史の里
電話：0263-47-4515

長野県 松本市 ①，② 草木染め体験教室 天然の草木を使ってストールを染めます。 10月28日 松本市歴史の里 松本市歴史の里
松本市歴史の里
電話：0263-47-4515

長野県 松本市 ①，② みすず細工制作実演 松本の伝統工芸品であるみすず細工の製作を実演しています。 毎週日曜日 松本市歴史の里 松本市歴史の里
松本市歴史の里
電話：0263-47-4515

長野県 松本市 ①，② 囲炉裏端でおはなし会 移築された古民家の囲炉裏端で民話の語りを行います。 10月21日 松本市歴史の里 松本市歴史の里
松本市歴史の里
電話：0263-47-4515

長野県 松本市 ①、③
企画展
「いのち愛しむ　～獄窓の歌人 島秋人
～」

死刑囚であり歌人の島秋人に関する展覧会です。直筆の書簡を中心に展示し、空穂を始めとする人々と
の交流を取り上げるとともに、秋人の、死への恐怖と向き合う姿や、「いのち」に対する考えをご覧いただ
きます。

9月15日～11月25日 窪田空穂記念館 窪田空穂記念館
窪田空穂記念館
電話：0263-48-3440

長野県 松本市 ①、③
講演会「「死刑囚の短歌は問い掛ける～
連載「いのちと償い」から」

企画展「いのち愛しむ　獄窓の歌人 島秋人」の記念講演会です。信濃毎日新聞記者の上野啓祐氏をお
招きします。

10月20日 窪田空穂生家 窪田空穂記念館 無料
窪田空穂記念館
電話：0263-48-3440

長野県 松本市 ①、③ Tango Duo Concert in 窪田空穂生家
窪田空穂生家を会場にコンサートを開きます。歴史と趣のある空間で、ヴァイオリンとピアノによる秋の調
べをお楽しみください。

10月28日 窪田空穂生家 窪田空穂記念館
窪田空穂記念館
電話：0263-48-3440

長野県 松本市 ①、③ 将棋教室 恒例の空穂生家将棋教室です。プロ棋士を招いて指導していただきます。 11月17日 窪田空穂生家 窪田空穂記念館 無料
窪田空穂記念館
電話：0263-48-3440

長野県 松本市 ①，③ 蓄音機で聴く SPレコードコンサート 11月3日の「レコードの日」にちなみ、時計博物館の蓄音機でSPレコードを演奏します。 11月3日 松本市時計博物館 松本市時計博物館 無料 http://matsu-haku.com/tokei/
松本市時計博物館
電話：0263-36-0969

長野県 松本市 ①，③ 企画展「今昔はかり展」 はかり資料館が所蔵する資料の中から、江戸時代の棹秤・錘を展示します。 10月26日～11月25日 松本市はかり資料館 松本市はかり資料館
松本市はかり資料館
電話：0263-36-1191

長野県 松本市 ①，③ 計量記念日　無料開館 計量記念日に隣接する11月3日に、はかり資料館を無料開館します。 11月3日 松本市はかり資料館 松本市はかり資料館
松本市はかり資料館
電話：0263-36-1191

長野県 松本市 ①，③
県歌制定５０周年記念特別展
「信濃の国と浅井洌」

県歌「信濃の国」と作詞者浅井洌に関する特別展を開催します。 10月13日～11月25日
松本市立博物館
重文旧開智学校

松本市立博物館
重文旧開智学校

松本市立博物館　0263-32-0133
旧開智学校　0263-32-5725

長野県 松本市 ③ 大学祭（第53回銀嶺祭）
今年の銀嶺祭のテーマは「PUZZLE～connect piece～」です。毎年恒例のサークルによるライブパフォー
マンス、模擬店や教室企画。さらに今年は来場者参加型の野外イベントも開催します。

10月27日～28日 信州大学松本キャンパス 国立大学法人信州大学 無料 http://ginrei-fes.com/
銀嶺祭実行委員会
mail:ginreifes@gmail.com

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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長野県 南相木村 ③ 南相木村総合文化祭前夜祭 村総合文化祭前夜祭として、映画上映会を行います。 11月3日 南相木村公民館 南相木村公民館 無料
南相木村公民館
電話：0267-78-2433
kyouiku@vill.minamiaiki.nagano.jp

長野県 南相木村 ③ 南相木村総合文化祭
一般住民・小学生・保育園児等の作品展示を行います。また、午前中は各クラブ等の発表、午後は講演
会を行います。

11月4日 南相木村公民館 南相木村公民館 無料
南相木村公民館
電話：0267-78-2433
kyouiku@vill.minamiaiki.nagano.jp

長野県 南箕輪村 ①，③ 村郷土館特別展 村文化祭の時期にあわせて、村郷土館にて通常の常設展とは別に特別展を企画します。 11月上旬予定 村郷土館 南箕輪村教育委員会 無料
http://www.vill.minamiminowa.n
agano.jp/

南箕輪村教育委員会
事務局社会教育係
0265-76-7007

長野県 南箕輪村 ①，③ 南箕輪村民文化祭 村民の文化向上のため、文化祭を開催します。ステージ発表や作品の展示が行われます。 11月3日～4日 村民センター 南箕輪村文化団体連絡協議会 無料
http://www.vill.minamiminowa.n
agano.jp/

南箕輪村教育委員会
事務局社会教育係
0265-76-7007

長野県 南箕輪村 ①，② 人材育成事業（南箕輪中学校） 講師を招き中学生の人材育成のための講演会を行います。対象者は南箕輪中学校の生徒です。 11月1日 南箕輪中学校体育館 南箕輪村教育委員会 無料
http://www.vill.minamiminowa.n
agano.jp/

南箕輪村教育委員会
事務局社会教育係
0265-76-7007

長野県 南箕輪村 ① 人材育成事業（地域づくり講演会）
村文化祭にあわせて講師を招き、講演会を実施します。講演は地域づくりに必要な情報を住民に提供
し、魅力ある地域づくり推進の一助となる内容となっています。

11月3日 村民センター 南箕輪村教育委員会 無料
http://www.vill.minamiminowa.n
agano.jp/

南箕輪村教育委員会
事務局社会教育係
0265-76-7007

長野県 南箕輪村 ①，③ 図書館リサイクル本市 村文化祭の時期にあわせて、併設する村図書館にてリサイクル本市を開催します。 11月3日～4日 村図書館 南箕輪村図書館 無料
http://www.vill.minamiminowa.lg.
jp/site/library/tosyokanosirase.
html

南箕輪村図書館
0265-73-4946

長野県 南箕輪村 ①，③ 図書館読書週間 読書週間にあわせて、子ども向けのイベントを通して読書活動の啓発をしています。 10月27日～11月9日 村図書館 南箕輪村図書館
http://www.vill.minamiminowa.lg.
jp/site/library/tosyokanosirase.
html

南箕輪村図書館
0265-73-4946

長野県 箕輪町
①，②，
③

2018みのわ町民文化祭

町民の皆さんの芸術文化活動の発表の場として町内100以上の団体にご参加いただき、毎年実施してい
ます。展示の広場では町民の皆さんや小中学生、保育園児が製作した合計1000以上の作品を見ること
ができます。11月3日は音楽の広場、11月4日は芸能の広場が文化センターホールで開催され、町内の
音楽団体や踊りのサークルなどによる発表があります。その他にも茶道サークルによる野点コーナーや
立体書画の体験コーナーなど多くの催し物が開催されます。

11月2日～11月4日 箕輪町文化センター 箕輪町公民館 無料
箕輪町HP
http://www.town.minowa.lg.jp/b
unka/shogai0004.html

箕輪町公民館
0265-79-2178

長野県 箕輪町 ①
平成30年度特別展
「わしらのおごっつぉ～伝えたい郷土の行
事食～」

一年や人生の節目（年中行事・人生儀礼）などに食されてきた行事食と、その背景について紹介します。 10月13日～11月11日 箕輪町郷土博物館 箕輪町郷土博物館 無料 http://www.town..minowa.lg.jp/
箕輪町教育委員会
郷土博物館
0265-79-4860

長野県 箕輪町 ① 秋の夜長の博物館

①夕暮れミュージアム（17：00～19：00）
開館時間を延長して、夕暮れの博物館を楽しんでいただきます。
②十三夜の星空観察会（19：00～20：30）
十三夜前夜にお月見のお供えをして、星空を観察します。

10月20日 箕輪町郷土博物館 箕輪町郷土博物館 無料 http://www.town..minowa.lg.jp/
箕輪町教育委員会
郷土博物館
0265-79-4860

長野県 箕輪町 ①，③ リサイクル本プレゼント 図書館で除籍された本や雑誌を無料配布する「リサイクル本プレゼント」を開催します。 10月27日～11月4日 箕輪町図書館 箕輪町図書館 無料
箕輪町HP
http://www.town.minowa.lg.jp/b
unka/shogai0004.html

箕輪町図書館
0265-79-6950

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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長野県 箕輪町 ①，③ 「人形劇団やまいも」人形劇公演 「人形劇団やまいも」による人形劇公演を開催します。 10月20日 箕輪町図書館 箕輪町図書館 無料
箕輪町HP
http://www.town.minowa.lg.jp/b
unka/shogai0004.html

箕輪町図書館
0265-79-6950

事前申し込み
定員70名予定

長野県 箕輪町 ① 人権尊重のまちづくり講演会inみのわ 「劇団ムカシ現具」の舞香さんによる一人芝居をとおしてアイヌの人々の人権を学びます。 11月25日 箕輪町文化センター
箕輪町教育委員会
文化スポーツ課

無料
http://www.town.minowa.lg.jp/b
unka/shogai0004.html

箕輪町教育委員会
文化スポーツ課
0265-70-6602

長野県 宮田村
①②③
④

第45回宮田村文化祭
展示の部

村内の登録団体・サークル・公民館学級・小中学校・個人による、絵画・書道・写真・生け花・盆栽・手芸品
等の作品展示

11月3日・4日 宮田村体育センター 宮田村公民館 無料
https://www.vill.miyada.nagano.j
p/

宮田村公民館
0265-85-2314

長野県 宮田村 ①②③
第45回宮田村文化祭
芸能発表の部

村内の登録団体・サークル・小中学校合唱団による、コーラス・楽器演奏・ダンス・日舞等のステージ発表 11月3日・4日 宮田村民会館 宮田村公民館 無料
https://www.vill.miyada.nagano.j
p/

宮田村公民館
0265-85-2314

長野県 宮田村 ①②③ 第25回宮田村図書館まつり
絵本の読み聞かせ、パネルシアター、大型紙芝居、音楽演奏、雑誌の無料頒布会、うたごえ図書館、図
書館職員体験等

11月24日・25日
宮田村民会館
（宮田村図書館）

宮田村図書館 無料
https://www.vill.miyada.nagano.j
p/

宮田村図書館
0265-85-2314

長野県 御代田町 ①
きなんしまつり
芸能発表会

御代田町で活動する団体や個人が、日頃の成果を発表し、各団体の魅力を伝えます。 10月28日
複合文化施設
エコールみよた

御代田町公民館 無料
御代田町教育委員会
生涯学習係　0267-32-2770

長野県 御代田町 ①③
きなんしまつり
総合文化展

御代田町で活動する団体や個人が、日頃の成果である作品を展示し、各団体の魅力を伝えます。 11月2日～4日
複合文化施設
エコールみよた

御代田町公民館 無料
御代田町教育委員会
生涯学習係　0267-32-2770

長野県 御代田町 ③ 博物館無料開放日 博物館無料開放他イベントを開催します。 11月3日 浅間縄文ミュージアム 御代田町教育委員会 無料
御代田町教育委員会
博物館係　0267-32-8922

長野県 御代田町 ① 図書館ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
大型ｽｸﾘｰﾝ絵本、朗読会、しおりｳﾛｺﾗﾘｰなど、読書を振興するために図書館を多くの方に利用してもらう
イベントを開催します。

10月27日
複合文化施設
エコールみよた

御代田町教育委員会 無料
御代田町教育委員会
図書館係　0267-32-0800

長野県 御代田町 ① 読書週間
読み聞かせ、朗読会、しおりスタンプラリーなど、読書を振興するために図書館を多くの方に利用してもら
うイベントを開催します。

10月27日～11月9日 御代田町立図書館 御代田町教育委員会 無料
御代田町教育委員会
図書館係　0267-32-0800

長野県 山形村 ③ 第68回総合文化祭
保育園児から大人まで、1年間の学びの成果を発表する場とし、みんなが協力して作りあげます。また、
発表者も鑑賞する人も、お互いを認め合い讃えあって心を通わせることができます。

11月3日～4日
山形村
農業者トレーニングセンター

山形村公民館 無料
山形村公民館
0263-98-3155

長野県 山ノ内町 ③ 第49回山ノ内町総合文化祭 町の文化祭として展覧会、芸能祭、古本市、菊花展、青空広場を開催します。 11月3日～4日 山ノ内町文化センター 山ノ内町中央公民館
【中央公民館】
http://www.town.yamanouchi.na
gano.jp/kominkan/index.html

山ノ内町中央公民館
電話：0269-33-1120

長野県 県内全域
①，②，
③

平成30年度生涯学習月間
生涯学習に対する県民の意識の高揚を図るとともに、家庭・学校・職場・地域社会などのあらゆる生活領
域を通じて学習活動に取り組むことができるよう、その環境整備を推進していくため、11月を「生涯学習月
間」と定め、各地で様々なイベントが実施されます。

11月1日～30日 長野県内各地 長野県教育委員会
http://www.pref.nagano.lg.jp/ky
oiku/bunsho/bunka/shogai/gek
kan.html

長野県教育委員会事務局
文化財・生涯学習課
電話：026-235-7437
FAX：026-235-7493
メール：bunsho@pref.nagano.lg.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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長野県 ①② 子どもの貧困問題と対策
子どもの貧困問題に高い関心が寄せられるなか，子ども食堂などの様々な支援の輪も広がっています。
困難を抱える子どもたちのために有効な貧困対策をさらに進めるにはどうすればよいか，対策を学びま
す。

10月26日
長野県総合
教育センター講堂

長野県生涯学習推進センター 無料
http://www.pref.nagano.lg.jp/sh
ogaigakushu/

長野県生涯学習推進センター
0263-53-8822
shogaigakushu@pref.nagano.lg.jp

長野県 ①② 幼児期にふさわしい運動遊び
幼児期の運動遊びは，体力や運動能力の基礎を培うだけでなく，脳の発達に大きな影響を与えます。バ
ランスの良い運動と脳の関係，小学生向けにもアレンジできる効果的な運動遊びについて学びます。

11月6日
長野県総合
教育センター講堂

長野県生涯学習推進センター 無料
http://www.pref.nagano.lg.jp/sh
ogaigakushu/

長野県生涯学習推進センター
0263-53-8822
shogaigakushu@pref.nagano.lg.jp

長野県 ①②
共生社会の実現
～だれもが安心して暮らせる地域づくり
～

共生社会の現状と課題を，その研究の第一線で活躍してこられた講師から学ぶとともに，難病や聴覚障
がいをかかえながら，障がい者の自立支援のため奮闘されている方のお話をお聞きし，地域づくりを考え
ます。

11月29日
長野県総合教育センター
生涯学習研修室

長野県生涯学習推進センター 無料
http://www.pref.nagano.lg.jp/sh
ogaigakushu/

長野県生涯学習推進センター
0263-53-8822
shogaigakushu@pref.nagano.lg.jp

長野県 ①、③ 遺跡の現地説明会 今年度、長野県埋蔵文化財センターが実施している発掘調査遺跡の現地公開を行う。 11月 長野市石川条里遺跡 長野県埋蔵文化財センター 無料 http://naganomaibun.or.jp/
長野県埋蔵文化財センター
026-293-5926
info@naganomaibun.or.jp

H29.10月頃にお
知らせ（概要）を
告知予定

長野県 ①
「信濃の国」県歌制定50周年記念
未来へつなごう！信濃の国　（仮）

講演会及び投稿キャンペーン優秀作品表彰 未定(11月～12月頃） 未定 長野県 無料

長野県企画振興部
広報県民課
026-235-7110
koho@pref.nagano.lg.jp

長野県 県内全域 ③ 長野県県民芸術祭2018
長野県県民芸術祭では、毎年度優れた芸術文化の鑑賞の機会を県民の皆様に提供しています。
県内各地で日ごろの芸術活動の成果発表が行われていますので、お誘い合わせのうえ、ぜひ御鑑賞くだ
さい。

9月～11月 長野県内各地

長野県、長野県教育委員会、一
般財団法人長野県文化振興事業
団、開催地市町村、開催地市町
村教育委員会、長野県芸術文化
協会、参加芸出文化団体

【長野県県民芸術祭2018（長野
県HP）】
http://www.pref.nagano.lg.jp/sei
bun/kyoiku/bunka/bunka/joho/
gejutsusai.html

長野県県民文化部
文化政策課
電話：026-235-7282
FAX：026-235-7284
メール：geijutsu@pref.nagano.lg.jp

各事業の詳細は
HPをご覧くださ
い。

長野県 全県 ① 県民向け手話講座（入門編）
平成28年3月に施行された長野県手話言語条例に基づき、県民の皆さんが身近で手話を学ぶ機会を確
保できるよう県内10圏域ごと年４回手話講座を開催します。

長野県 無料

https://www.pref.nagano.lg.jp/s
hogai-
shien/shuwajorei/kenminsyuwa
kouza.html

保健福祉事務所福祉課
又は県庁障がい者支援課
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