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三重県 伊賀市 ③ いがまち展覧会 地域住民の創作や芸術にふれ、文化の向上を図る。 10月27日～28日
いがまち公民館
西柘植地区市民センター
伊賀市商工会

いがまち公民館
やまなみ文化協会
いがまち老人クラブ連合会
柘植地域まちづくり協議会
西柘植地域まちづくり協議会
壬生野地域まちづくり協議会

無料 https://www.city.iga.lg.jp/
いがまち公民館
0595-45-9122

三重県 伊賀市 ③ やまなみ文化祭
文化協会に所属する文化団体が日頃の活動成果を発表し、文化の発
展に寄与することと、会員相互の協調・親睦を深める。

11月4日 ふるさと会館いが　大ホール やまなみ文化協会 無料 https://www.city.iga.lg.jp/
いがまち公民館
0595-45-9122

三重県 伊賀市 ①、③ 『源氏物語絵巻』展
古典の日にちなみ、身近な古典「源氏物語」を展示し、古典に親しむ機
会を提供します。

10月31日～11月27日 青山図書室 青山公民館 無料
青山公民館
0595－52－1110

三重県 伊賀市 ①、③ 青山ふるさと美術文化展覧会
文化サークル、老人クラブ、福祉団体、一般の方などが日頃取り組んで
いる書や写真、絵画や工芸などの生涯学習活動の成果を発表、展示し
ます。

11月10日～12日 青山ホール 青山公民館 無料
青山公民館
0595－52－1110

三重県 伊賀市 ①、③ 第１４回あやま展覧会
あやま文化協会主催による文化サークル活動で制作した作品や阿山地
域に居住する方々の文化芸術作品を展示する展覧会を開催し、広く市
民の方々に鑑賞いただき交流･情報交換していただきます。

11月2日～4日 あやま文化センター あやま文化協会 無料
阿山公民館
0595-43-0154

三重県 伊賀市 ①
伊賀連携フィールド2018年度後期
市民講座：忍者・忍術学講座

2018年度後期は「近現代忍者の虚像と実像」を中心に開講します。
10月27日～3月16日
（全6回）

ハイトピア伊賀
（3階コミュニティ情報プラザホール）

三重大学
伊賀サテライト伊賀連携フィールド

無料
http://www.human.mie-
u.ac.jp/kenkyu/ken-
prj/iga/kouza.html

三重大学
人文学部チーム
務担当
059-231-6991

三重県 伊賀市 ①
伊賀連携フィールド2018年度
英語講座

フロストはケネディ大統領の就任式で詩を読んだ国民的詩人です。農村
の生活を語りながら精神性にあふれる詩は、芭蕉に通じるものがありま
す。翻訳もありますので、ご自分にとっての宝石のようなことばを見つけ
てください。

10月12日～3月8日
（全6回）

ハイトピア伊賀
（3階上野商工会議所会議室）

三重大学
伊賀サテライト伊賀連携フィールド

http://www.human.mie-
u.ac.jp/news/2018-3.html

上野商工会議所
0595-21-0527

全6回3,000円
事前申込（先着順、定員20
名）

三重県 伊賀市 ①
伊賀連携フィールド2018年度
伊賀忍者古文書講座

伊賀忍者に関する古文書を解読し、忍者の実像に迫ります。くずし字に
初めて接する方でも全６回の講座を受講すれば、ひととおり読めるよう
になります。

10月15日～3月4日
（全6回）

ハイトピア伊賀
（3階上野商工会議所会議室）

三重大学伊賀サテライト
伊賀連携フィールド

http://www.human.mie-
u.ac.jp/news/post-
114.html

上野商工会議所
0595-21-0527

全6回3,000円
事前申込（先着順、定員20
名）

三重県 伊勢市 ① 読書感想画展 募集した読書感想画を展示します。 9月15日～30日 伊勢市立伊勢図書館 伊勢市立伊勢図書館 無料
【伊勢市立図書館HP】
http://iselib.city.ise.mie.jp
/

伊勢市立伊勢図書館
0596-21-0077

三重県 伊勢市 ①

秋の読書週間関連行事
小俣図書館20周年記念
～資料で振り返る　これまでの軌跡
～

図書館が開館した20年前から現在に至るまでのベストセラー作品をはじ
め、受賞作品や映像化作品を紹介する特集コーナーを設置します。

10月7日～11月8日 伊勢市立小俣図書館 伊勢市立小俣図書館 無料
【伊勢市立図書館HP】
http://iselib.city.ise.mie.jp
/

伊勢市立小俣図書館
0596-29-3900

三重県 伊勢市 ① 読書感想画展 募集した読書感想画を展示します。 10月15日～24日 イオンタウン伊勢ララパーク 伊勢市立図書館 無料
【伊勢市立図書館HP】
http://iselib.city.ise.mie.jp
/

伊勢市立伊勢図書館
0596-21-0077

三重県 伊勢市 ①
ハロウィン2018！英語えほんおはな
し会

ハロウィンにちなみ、英語絵本の読み聞かせをします。 10月28日 伊勢市立小俣図書館 伊勢市立小俣図書館 無料
【伊勢市立図書館HP】
http://iselib.city.ise.mie.jp
/

伊勢市立小俣図書館
0596-29-3900

第60回「教育・文化週間」関連行事

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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第60回「教育・文化週間」関連行事

三重県 伊勢市 ① 図書館まつり
文化サークル展示、上映会、おはなし会スペシャル、皇學館大学幼児教
育サークルによる児童向け行事、大人のための図書館ツアー、図書館
90周年記念講演などを実施します。

11月10日～25日 伊勢市立伊勢図書館 伊勢市立伊勢図書館 無料
【伊勢市立図書館HP】
http://iselib.city.ise.mie.jp
/

伊勢市立伊勢図書館
0596-21-0077

三重県 伊勢市 ① 読書感想画展 募集した読書感想画の展示をします。 11月10日～25日 伊勢市立小俣図書館 伊勢市立小俣図書館 無料
【伊勢市立図書館HP】
http://iselib.city.ise.mie.jp
/

伊勢市立小俣図書館
0596-29-3900

三重県 伊勢市 ① 図書館まつり 上映会、おはなし会、ビブリオバトルなどを実施します。 11月23日～25日 伊勢市立小俣図書館 伊勢市立小俣図書館 無料
【伊勢市立図書館HP】
http://iselib.city.ise.mie.jp
/

伊勢市立小俣図書館
0596-29-3900

三重県 伊勢市 ①

みえアカデミックセミナー2018
移動講座
「認知症とともにいきる、それを支え
る５つのヒント」

四日市看護医療大学の先生による認知症の基礎的な知識から、認知
症の方がどんなことに困っている事、周囲がどのように関わればよいの
かといった内容の講演です。

11月24日 伊勢市立伊勢図書館
四日市看護医療大学
三重県生涯学習ｾﾝﾀｰ
伊勢市立伊勢図書館

無料
【伊勢市立図書館HP】
http://iselib.city.ise.mie.jp
/

伊勢市立伊勢図書館
0596-21-0077
三重県生涯学習ｾﾝﾀｰ
059-233-1151

三重県 伊勢市 ①
第34回 神宮奉納
全日本ソフトテニス大会

男子50歳以上、女子30歳以上が参加できるソフトテニス大会で、年齢に
より亀・鶴・松・竹・梅・杉の６ブロックで競います。毎年、全国各地から約
300人の選手が集います（事前申込）。

10月20日
・21日

伊勢市市営庭球場
伊勢市・
伊勢市教育委員会

伊勢市教育委員会
事務局スポーツ課
0596-22-7895

参加費　1ペア6,000円

三重県 伊勢市 ①
伊勢市民ダンス＆
体操フェスティバル2018

いろいろなジャンルの踊りと体操の発表と、参加者の交流を楽しむ集い
です。1チーム（サークル）10名以上、発表時間は原則5分以内です（事
前申込:先着25団体）。
参加費　１人　100円（当日徴収）

10月21日 小俣総合体育館
伊勢市・
伊勢市教育委員会

【伊勢市HP】
http://www.city.ise.mie.jp/

伊勢市教育委員会
事務局スポーツ課
0596-22-7895
伊勢市レクレーション協会
伊勢市民ダンス＆体操フェス
ティバル担当
平沼さん
0596-25-7867

見学無料
※踊りの体験をしていただ
けます

三重県 伊勢市 ①
第4回
市民ふれあいスポカルウォーク

市民が気軽に参加できる、地域に残る歴史・文化施設などを巡るウォー
キングを開催します。事前の申込みは不要です。

11月11日 伊勢河崎商人館周辺 伊勢市教育委員会
【伊勢市HP】
http://www.city.ise.mie.jp/

伊勢市レクレーション協会
奥田さん
090-7696-2862

参加費　1人100円
（当日徴収）

三重県 伊勢市 ③
2018 ISE COLLECTION
伊勢市芸術祭
第62回伊勢市民芸能祭

邦楽、吟詠剣詩舞、合唱、器楽、舞台芸能、洋舞、邦舞、能楽の部門を
開催します。市内公募出演延べ81団体による自主運営の祭典です。

10月7日，21日，28日，11月
11日，18日，23日，25日，12
月2日

シンフォニアテクノロジー
響ホール伊勢
（伊勢市観光文化会館）及び
伊勢市生涯学習センターいせトピア

伊勢市・伊勢市教育委員会 無料
【伊勢市HP】
http://www.city.ise.mie.jp/
4280.htm

伊勢市教育委員会
事務局文化振興課
TEL 0596-22-7885
FAX 0596-23-8641

三重県 伊勢市 ③
2018 ISE COLLECTION
伊勢市芸術祭
第65回伊勢市美術展覧会

平面造形、立体造形・工芸、写真、書、グラフィックデザインの作品展示
をします。

10月30日～11月4日
シンフォニアテクノロジー
響ホール伊勢
（伊勢市観光文化会館）

伊勢市・伊勢市教育委員会・
伊勢市観光文化会館指定管理者
株式会社スコルチャ三重

無料
【伊勢市HP】http://ise-
kanbun.jp/sibiten/index.ht
ml

伊勢市教育委員会
事務局文化振興課
0596-22-7885
シンフォニアテクノロジー
響ホール伊勢
（伊勢市観光文化会館）
0596-28-5105

出品料は有料

三重県 伊勢市
①,②,③,
④

伊勢国際宗教フォーラム
第12回大会

「宗教とことば～きく、きこえる、共感する～」をテーマに仏教、イスラム
教、修験道の専門の先生方にご講演頂き、その後シンポジウムを行い
ます。

11月18日 皇學館大学431教室 伊勢国際宗教フォーラム http://www.iifr.jp/
0596-22-6455
iifr@hotmail.co.jp

参加費1,000円
事前申し込み不要です。

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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第60回「教育・文化週間」関連行事

三重県 伊勢市 ③ 皇學館大学国文学会研究発表会 前年度優秀な成績をおさめた卒業論文に基づく研究発表会 10月27日 皇學館大学224教室 皇學館大学国文学会 無料
皇學館大学
国文学科研究室
0596-22-6457

聴講無料
事前申込不要
ご来場の際は、公共交通機
関を御利用ください。

三重県 伊勢市 ③ 皇學館大学国文学会講演会
髙城弘一先生（大東文化大学）による講演会
演題未定

11月15日 皇學館大学431教室 皇學館大学国文学会 無料
皇學館大学
国文学科研究室
0596-22-6457

聴講無料
事前申込不要
ご来場の際は、公共交通機
関を御利用ください。

三重県 伊勢市 ③ 伊勢河崎一箱古本市
・皇學館大学の学生による地域連携事業として、全国的に広まっている
「一箱古本市」を伊勢河崎地区で実施する。
・平成27年度から毎年続けており、本年度は4回目の開催となる。

10月28日
伊勢市河崎
勢田川遊歩道
河崎川の駅周辺

・伊勢河崎一箱古本市実行委員会
（主催）
・皇學館大学（主催）
・河崎商人市実行委員会（共催）
・NPO法人伊勢河崎まちづくり衆（共
催）

無料

皇學館大学
文学部国文学科
岡野研究室
0596-22-6385

・毎年開催されている「河崎
商人市」のなかで実施する。
・伊勢河崎一箱古本市実行
委員会は、国文学科准教授
の岡野と、河崎地区で古本
屋ぽらんを営む奥村氏に
よって構成される。

三重県 伊勢市 ③ 皇學館大學史學會研究発表会
昨年度優秀論文を提出した国史学科卒業生・大学院生による研究発表
会を行います。

11月15日 皇學館大学2号館3階234教室 皇學館大學史學會 無料
皇學館大學史學會
0596-22-6456

事前の申し込みは不要で
す。
公共交通機関でお越し下さ
い。

三重県 伊勢市 ②
第19回高校生
英語スピーチコンテスト

高校生に英語により興味をもってもらうために、教科書等の英文を暗唱
し発表していただくスピーチコンテストを開催します。

10月21日 皇學館大学4号館3階431教室
皇學館大学
文学部コミュニケーション学科

無料
皇學館大学文学部
コミュニケーション学科研究室
0596-22-6472

聴衆の方は、どなたでも参
加頂けます。
公共交通機関でお越し下さ
い。

三重県 伊勢市
①,②,③,
④

皇學館大学
コミュニケーション学会講演会

コミュニケーションに関する内容の講演会を行います。 11月15日 皇學館大学5号館1階511教室
皇學館大学
コミュニケーション学会

無料
皇學館大学
コミュニケーション学会
0596-22-6472

事前の申し込みは不要で
す。
公共交通機関でお越し下さ
い。

三重県 伊勢市 ①,② 現代日本学会記念講演

大阪大谷大学人間社会学部の荻野勝行教授による講演です。演題は
「情報の解釈と理解についてのメカニズムに関して～私達は日常的に
触れる文章や映像をどのように解釈し、理解しているのであろうか～」で
す。

11月15日
皇學館大学
621教室

皇學館大学
現代日本学会

無料

0596-22-6380
皇學館大学
現代日本社会学部
現代日本社会学科研究室

事前の申込みは、不要で
す。

三重県 伊勢市
①,②,③,
④

皇學館大学研究開発推進センター
史料編纂所
古文書講座

「近世文書を読む」と題して、伊勢参宮のお世話をする神職･御師の文
書を取り上げます。

11月10日
皇學館大学佐川記念神道博物館
講義室

皇學館大学
研究開発推進センター史料編纂所

無料

皇學館大学研究開発推進
センター
史料編纂所HP：
http://kenkyu.kogakkan-
u.ac.jp/shiryo/

電話：0596-22-6466
ＦＡＸ：0596-22-6463
皇學館大学研究開発推進セン
ター

各講座申込制ですので、電
話かＦＡＸで直接お申込み下
さい。(定員60名)
公共交通機関でお越し下さ
い。

三重県 伊勢市
①,②,③,
④

皇學館大学佐川記念神道博物館
教養講座

テーマ：伊勢学事始Ⅰ
第3回「伊勢志摩から考える　これからの地域コミュニティ」

(第3回)
10月20日

皇學館大学佐川記念神道博物館
講義室

皇學館大学佐川記念神道博物館 無料

皇學館大学佐川記念神道
博物館HP：
http://kenkyu.kogakkan-
u.ac.jp/museum/

電話：0596-22-6471
皇學館大学佐川記念神道博物
館

申込制ですので、電話か直
接ご来場の上、お申込み下
さい。(定員60名)
公共交通機関でお越し下さ
い。

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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第60回「教育・文化週間」関連行事

三重県 伊勢市
①,②,③,
④

平成30年度博物館
学芸員課程実習生卒業展示

本学で博物館学芸員課程を履修している学生による卒業展示を行いま
す。期間中は学生による展示室の案内も行います。

10月27日～11月24日
皇學館大学佐川記念神道博物館
第2展示室他

皇學館大学佐川記念神道博物館 無料

皇學館大学佐川記念神道
博物館HP：
http://kenkyu.kogakkan-
u.ac.jp/museum/

電話：0596-22-6471
皇學館大学
佐川記念神道博物館

公共交通機関でお越し下さ
い。

三重県 伊勢市 ①③
皇學館大学
平成30年度　高齢者向
生涯学習事業　月例文化講座

【年間テーマ：さまざまな資源からみた伊勢神宮の魅力】
「心身の健康からみた伊勢神宮の魅力」と題して　本学、小木曽　一之
氏（教授）が講演を行います。

11月17日
皇學館大学
４号館431教室

皇學館大学
地域連携推進室

無料

【皇學館大学HP】
https://www.kogakkan-
u.ac.jp/information/detail.
php?mdid=4507

0596-22-8635
皇學館大学企画部
地域連携推進室

事前の申込みは、不要で
す。
公共交通機関でお越し下さ
い。

三重県 いなべ市 ①,③
図書館まつり
～おやこブックフェスティバル～

読書の楽しさや重要性について知る機会を提供し、市民の読書意欲の
向上を目的に開催します。今年度は移動紙芝居や、ワークショップ、図
書館員体験などを行います。

11月23日 いなべ市藤原文化センター いなべ市教育委員会 無料
http://www.city.inabe.mie.j
p/book/index.html

いなべ市北勢図書館
059472-2200

三重県 いなべ市 ① 秋の動植物をたずねて 藤原岳自然科学館～大貝戸～坂本のコースで、秋の自然を観察する。 10月20日 藤原岳山麓 いなべ市教育委員会
藤原岳自然科学館
0594-46-8488

三重県 いなべ市 ① クモを調べる会 クモを調べ、驚くべき生活や習性を観察します。 11月3日
藤原文化センター
藤原岳山麓

いなべ市教育委員会
藤原岳自然科学館
0594-46-8488

三重県 いなべ市 ① 色づきはじめた植物と万葉集
万葉集を通して1300年の昔を偲び、植物についての基礎的な学習を重
ね人生を送る一助にする。

11月16日 いなべ公園 いなべ市教育委員会
藤原岳自然科学館
0594-46-8488

年３回の連続講座の３回目

三重県 いなべ市 ① びっくり生きものアラカルト
いろいろな生き物の専門家が、面白いお話や実験・実習・観察など楽し
い体験を用意しています

11月3日 屋根のない学校 いなべ市教育委員会
屋根のない学校
0594-46-4311

第１土曜日（年11回）

三重県 いなべ市 ① 昆虫と遊ぼう 昆虫と私たちの体のつくりの違いと大きくなれない理由 11月10日 屋根のない学校 いなべ市教育委員会
屋根のない学校
0594-46-4311

第２土曜日（年11回）

三重県 いなべ市 ① 人びとのいのちとくらしを守る植物
春の山菜、夏の薬草、秋の味覚、冬の草木など、ふるさとの植物と深い
絆の再発見につとめましょう

11月10日 屋根のない学校 いなべ市教育委員会
屋根のない学校
0594-46-4311

第２土曜日（年10回）

三重県 いなべ市 ① この指と～まれ
いろいろな道具をおぼえて、自分のおもちゃは自分で作ろう（木の枝で
虫、竹で竹とんぼや水鉄砲をつくりましょう）

10月21日
11月18日

屋根のない学校 いなべ市教育委員会
屋根のない学校
0594-46-4311

第３日曜日（年11回）

三重県 いなべ市 ① 田んぼと畑の学校
自分達で植えた餅米の苗を、秋に鎌を使って手作業で収穫し、冬には
餅つきをします。さつまいもなどの野菜も作ります。

10月21日
11月3日

屋根のない学校 いなべ市教育委員会
屋根のない学校
0594-46-4311

指定日（年８回）

三重県 いなべ市 ① 自然とふれあって遊ぼう
ゲームを通じて、自然・環境、具体的には森やそこに居るさまざまな生
物、風や太陽の光などの自然に楽しくふれあっていこう

11月18日 屋根のない学校 いなべ市教育委員会
屋根のない学校
0594-46-4311

指定日（年11回）

三重県 大台町 ② 大台中学校　学校祭
【ステージ発表】クラス別劇やダンスの発表、全校合唱
【展示発表】習字、美術作品、技術家庭作品、科学作品、修学旅行新
聞、陶芸、工芸作品

11月3日 大台中学校 大台中学校生徒会 無料 0598-82-1045

三重県 大台町 ② 宮川中学校　学校祭 中学生の劇・合唱の発表と高校生の太鼓演奏・吹奏楽演奏 11月3日 宮川中学校体育館
大台町立
宮川中学校

無料 0598-76-0010

三重県 大台町 ② 川添小学校　学校祭 各学年の発表、人形劇「アラビアンナイト」 11月10日 川添小学校体育館
川添小学校
川添小学校ＰＴＡ

無料 0598-83-2254

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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三重県 大台町 ②
日進小学校授業参観・
第2回日進っ子集会

授業参観と１・４・５年生による学習発表会を行う。 11月10日 日進小学校体育館 日進小学校ＰＴＡ 無料 0598-85-0028

三重県 大台町 ② 三瀬谷小学校　学習発表会 各学年の発表 11月17日 三瀬谷小学校 三瀬谷小学校 無料 0598-82-1036

三重県 大台町 ② 宮川小学校　学習発表会 各学年の発表 11月17日 宮川小学校 宮川小学校 無料 0598-76-8800

三重県 大台町 ② 日進地区文化祭
日進地区住民と小中学校児童の作品を展示して鑑賞し合い、食べ物も
ふるまわれる中で地域住民が交流する。

11月18日 日進小学校 日進会 無料 0598-85-0162

三重県 大台町 ② 日進小学校ＰＴＡ芸術鑑賞会 全校児童と参加可能な保護者対象の観劇 11月19日 日進小学校 日進小学校 無料 0598-85-0028

三重県 尾鷲市 ③ 尾鷲市民文化展

市民や文化協会会員らが出展するこの文化展は、四十数年の歴史が
あり、絵画・書道・陶芸・写真・生け花など多岐にわたる作品は、総数４５
０点を超える。
尾鷲高校吹奏楽部による演奏や放課後児童クラブの児童による特別展
も開催予定です。

11月3日～4日
尾鷲市立中央公民館
尾鷲市体育文化会館

尾鷲市文化協会 無料
尾鷲市教育委員会
生涯学習課
0597-23-8293

三重県 尾鷲市 ② 輪内中学校文化祭 演劇や合唱など 11月11日 輪内中学校 輪内中学校 無料
尾鷲市教育委員会
教育総務課
0597-23-8291

三重県 尾鷲市 ② 尾鷲中学校文化祭 舞台発表や合唱コンクールなど 11月18日
尾鷲市民文化会館
（せぎやまホール）

尾鷲中学校 無料
尾鷲市教育委員会
教育総務課
0597-23-8291

三重県 亀山市 ③ 亀山市民俳句会 事前に応募された俳句の表彰式と当日句会を開催します。 11月4日 亀山市文化会館２階会議室 亀山市 無料

https://www.city.kameyam
a.mie.jp/soshiki/seibun/bu
nsupo/bunkyou/docs/201
8070600134/

文化スポーツ課
文化共生グループ
0595-96-1223

三重県 亀山市 ①，③
第31回企画展 明治150年
「幕末明治 そのときの亀山」

幕末から現在の亀山市の原形ともなる明治4年（1871）を軸に、江戸幕
府や明治政府による政治、経済、宗教、教育等の政策が、亀山市域に
どのように現れたのかをうかがい、「そのときの亀山」の姿を展示しま
す。

10月6日～12月9日 亀山市歴史博物館 亀山市 無料
http://kameyamarekihaku.j
p

亀山市歴史博物館
0595-83-3000

三重県 亀山市 ①，③ 企画展記念講演会
幕末明治初期の「そのときの亀山」について、当時の人々の動向や社会
の実態を、企画展と関連付けて基調講演と特別講演の二本立てで開催
します。特別講演では、当時の宗教政策とその受け容れに注目します。

11月18日 亀山市歴史博物館 亀山市 無料
http://kameyamarekihaku.j
p

亀山市歴史博物館
0595-83-3000

事前申し込みが必要

三重県 亀山市 ② 第70回亀山市小中音楽会

亀山市の小中学校における音楽学習の成果を発表し、聴き合うことを通
して音楽教育の向上、交流をはかります。また、児童・生徒が優れた音
楽を鑑賞する機会として、招待演奏を実施しています。今年度は亀山文
化大使の原正美さんをお招きする予定です。伝統ある文化的行事で、
保護者・地域の方々も多数ご来場いただいております。

11月6日 亀山市文化会館 亀山市教育委員会 無料

亀山市教育委員会
学校教育課
教育支援グループ
0595-84-5076

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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三重県 亀山市 ④
「青少年のための科学の祭典」
第15回亀山大会

亀山地区を中心とした教職員や企業、地域の方々が、子ども達のため
に面白い実験を見せたりいろいろな体験活動をさせたりします。子ども
達が自然に関心を持ち、科学することの楽しさを創造する喜びを提供し
ます。亀山地区では、平成16年11月に初開催を行って以来、毎年開催
を続け、これまでに延べ1万人を超える多くの子ども達の来場と好評を
得ています。

11月10日 亀山市青少年研修センター
「青少年のための科学の祭典」
亀山大会実行委員会

無料

「青少年のための科学の祭典」
亀山大会実行委員会事務局
0595－96－0115
関中学校

三重県 亀山市 ①，③
三重大学応援団
第23回翠旗仰ぎて

いつも選手を応援する側の応援団が主役になって演舞・演奏を披露す
るステージです。「リーダー部」「ブラスバンド部」「チアリーダー部」が三
位一体となり日頃の成果を発表します。

11月17日 亀山市文化会館 三重大学応援団 無料
http://miecheer.fc2-
rentalserver.com/

三重大学学務部
学生支援チーム
059-231-9060

三重県 木曽岬町 ③ 秋の文化祭
町文化協会主催による各サークル団体ならびに幼稚園、小・中学校の
園児児童生徒の作品展示・舞台発表などを行う

11月4日 木曽岬町民ホール 木曽岬町文化協会 無料
教育委員会事務局
教育課
0567-68-1617

三重県 木曽岬町 ② 文化に触れる日（文化講座）
中学校の文化的行事「文化に触れる日」の中で、文化講座（手芸・フラ
ワーアレンジメント・フラダンス・琴・手話・和太鼓など）を実施する

10月20日 木曽岬中学校 木曽岬中学校 無料
教育委員会事務局
教育課
0567-68-1617

三重県 紀宝町 ① 紀宝町文化展 紀宝町民が制作した、絵画、書道などの芸術作品を展示します。 11月3日～4日
紀宝町生涯学習センター
まなびの郷他

紀宝町 無料
紀宝町生涯学習センター
まなびの郷
０７３５－３２－０２４１

三重県 紀北町 ② 焼きいも集会
地区の老人会を招き、グランドゴルフや昔遊びを一緒に楽しんだ後、児
童が育て収穫したサツマイモで焼きいもをしてみんなで食べます。

11月9日 三浦小グラウンド 三浦小学校 無料 0597-49-3013

三重県 紀北町 ②,③ 土曜参観会
休日の参観会として保護者や地区の方に授業の様子を見てもらった
後、全校での太鼓の演奏披露や給食の試食会をします。

12月1日 三浦小学校内 三浦小学校 無料 0597-49-3013

三重県 紀北町 ② 土曜参観会
児童発表のあと焼き芋集会として、学校園で栽培・収穫したサツマイモ
を焼き芋にして、参加者（児童、教職員、保護者、地域の人）で食べま
す。

11月17日 海野小学校体育館 海野小学校 無料 0597-47-1300

三重県 紀北町 ①,② アカペラコンサート
紀北町の文化行事として、紀伊長島地区の小学校５校がアカペラコン
サートを聴きます。

10月30日 東長島公民館 紀北町教育委員会生涯学習課 無料 0597-46-3125

三重県 紀北町 ② 赤羽中学校文化発表会
作文発表・合唱発表・楽器演奏・全校劇・赤羽小学生による合唱・合奏
発表、会場ロビｰにおいて児童・生徒図工作品等を掲示します。

11月11日 紀北町若者センター 赤羽中学校 無料 0597-47-0417

三重県 紀北町 ② 読み聞かせ 特別非常勤講師を招いた「読み聞かせ」による読書活動 11月13日 相賀小学校多目的ホール 相賀小学校 無料 0597-32-0112

三重県 紀北町 ①,② 紀北町社会福祉大会 社会福祉大会において福祉作文の発表をします。 11月24日 海山公民館 紀北町社会福祉協議会 無料 0547-47-0725

三重県 紀北町 ①,③ 引本文化展
引本公民館講座の作品展示に合わせ、引小児童が授業で制作した作
品を展示しています。

11月１0日～11日 引本公民館
紀北町教育委員会
生涯学習課引本公民館

無料 0597-32-2026

三重県 紀北町 ② やきいも祭 やきいも作り　ふれ合いレク　合唱発表　やきいも会食 11月17日 矢口小学校運動場・多目的ホール 矢口小学校 無料 0597-39-0724

三重県 紀北町 ② 児童作品展 児童作品（書写、図工、調べ学習等）を発表します。 12月3日～7日 矢口小学校多目的ホール 矢口小学校 無料 0597-39-0724

三重県 紀北町 ② 全校児童集会 読書感想文発表と合奏・合唱発表を行います。 11月5日 船津小学校体育館 船津小学校 無料 0597-35-0020

三重県 紀北町 ② やきいも大会 合奏・合唱発表とやきいも大会を行います。 11月17日 船津小学校体育館・運動場 船津小学校 無料 0597-35-0020

三重県 紀北町 ② 紀北中学校文化祭 作文発表・合唱コンクール・学年劇・文化作品展示 11月18日 紀北中学校体育館 紀北中学校 無料 0597-47-0269

三重県 紀北町 ②,③ 赤羽神社祭礼 赤羽神社祭礼において全校生徒による篠笛、和太鼓演奏をします。 11月11日 赤羽神社
赤羽神社氏子
赤羽中学校

無料 0597-47-0471

三重県 紀北町 ② 潮南中学校文化祭
作文発表、学年劇、各クラス合唱コンクール、文化総合部による楽器演
奏

11月18日 海山公民館 潮南中学校 無料 0597-32-0017

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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三重県 紀北町 ② 三船中学校文化祭 作文発表、学年劇、合唱コンクール、招待校によるブラスバンド演奏 11月18日 三船中学校体育館 三船中学校 無料 0597-35-0011

三重県 熊野市 ① 文学講座「国木田独歩」
近代文学を題材として、読解力を深め、作品のもつ優れた文学性を読
みとり、鑑賞する講座を開催します。

10月17日 熊野市文化交流センター 熊野市図書館 無料 0597‐89‐3686

三重県 熊野市 ①③ 子ども歴史教室
熊野市内の小学生を対象として、紀和町の歴史と史跡に親しむ学習会
を開催します。

10月27日 熊野市紀和町内 熊野市歴史民俗資料館 無料 0597‐89‐5161

三重県 熊野市 ①③ 熊野市民大学
熊野地域に伝承されてきた歴史と文化を研究対象として学習を行い、将
来にわたって熊野の文化を醸成する人材を養成する講座を開催しま
す。

10月28日 熊野市文化交流センター 熊野市教育委員会 無料 0597‐89‐4111内線414

三重県 熊野市 ①④ チャレンジ科学教室
身近な科学の実験や物作りを行う教室を開催することにより、自然科学
に対する興味を育みます。

11月18日 熊野市文化交流センター 熊野市教育委員会 無料 0597‐89‐4111内線418

三重県 熊野市 ① 文学講座「尾崎一雄」
近代文学を題材として、読解力を深め、作品のもつ優れた文学性を読
みとり、鑑賞する講座を開催します。

11月21日 熊野市文化交流センター 熊野市図書館 無料 0597‐89‐3686

三重県 桑名市 ①，③ 第49回桑名市中央公民館文化祭 中央公民館で活動している講座・サークルの作品を展示します。 11月2日～4日 桑名市中央公民館
桑名市中央公民館
文化祭実行委員会

無料
桑名市中央公民館
0594-23-4103

三重県 桑名市 ①，③ 精義まちづくり拠点施設文化祭
精義まちづくり拠点施設で活動している講座・サークルの作品を展示し
ます。

11月10日～11日 桑名市精義まちづくり拠点施設
桑名市精義まちづくり拠点施設
文化祭実行委員会

無料
桑名市
精義まちづくり拠点施設
0594-21-3521

三重県 桑名市 ①，③ 精義まちづくり拠点施設舞台発表会
精義まちづくり拠点施設で活動している講座・サークルの日頃の練習の
成果を舞台で発表します。

11月24日
ＮＴＮシティホール（桑名市民会館）小
ホール

桑名市精義まちづくり拠点施設
文化祭実行委員会

無料
桑名市
精義まちづくり拠点施設
0594-21-3521

三重県 桑名市 ①，③ 立教まちづくり拠点施設文化祭
立教まちづくり拠点施設で活動している講座・サークルの作品を展示し
ます。

10月27日～28日 桑名市立教まちづくり拠点施設
桑名市精義まちづくり拠点施設
文化祭実行委員会

無料
桑名市
立教まちづくり拠点施設
0594-21-4843

三重県 桑名市 ①，③ 城東まちづくり拠点施設文化祭
城東まちづくり拠点施設（はまぐりプラザ内）で活動している講座・サーク
ルならびに地域住民希望者の作品を展示します。

11月3日～4日 桑名市城東まちづくり拠点施設
桑名市精義まちづくり拠点施設
文化祭実行委員会

無料

桑名市城東
まちづくり拠点施設
（はまぐりプラザ内）
0594-22-6010

三重県 桑名市 ①，③ 大成まちづくり拠点施設文化祭
大成まちづくり拠点施設で活動している講座・サークルの作品を展示し
ます。18日は、桑名市大成小学校体育館で舞台発表も行います。

11月17日～18日 桑名市大成まちづくり拠点施設
桑名市精義まちづくり拠点施設
文化祭実行委員会

無料
桑名市
大成まちづくり拠点施設
0594-25-1118

三重県 桑名市 ①，③ 大和まちづくり拠点施設文化祭
大和まちづくり拠点施設で活動している講座・サークルの作品を展示し
ます。11日は、桑名市大和小学校体育館で舞台発表も行います。

11月10日～11日 桑名市大和まちづくり拠点施設
桑名市精義まちづくり拠点施設
文化祭実行委員会

無料
桑名市
大和まちづくり拠点施設
0594-24-6127

三重県 桑名市 ①，③ 城南まちづくり拠点施設文化祭
城南まちづくり拠点施設で活動している講座・サークルの作品を展示し
ます。

11月10日～11日 桑名市城南まちづくり拠点施設
桑名市精義まちづくり拠点施設
文化祭実行委員会

無料
桑名市
城南まちづくり拠点施設
0594-22-0034

三重県 桑名市 ①，③ 城南まちづくり拠点施設舞台発表会
城南まちづくり拠点施設で活動しているサークルの日頃の練習の成果
を舞台で発表します。

11月23日 桑名市城南まちづくり拠点施設
桑名市城南まちづくり拠点施設
文化祭実行委員会

無料
桑名市
城南まちづくり拠点施設
0594-22-0034

三重県 桑名市 ①，③ 大山田まちづくり拠点施設発表会
大山田まちづくり拠点施設で活動しているサークルの皆さんが作品を展
示したり、舞台で演じ、日頃の活動の成果を発表します。

11月11日 桑名市大山田まちづくり拠点施設
桑名市大山田まちづくり拠点施設
発表会実行委員会

無料
桑名市
大山田まちづくり拠点施設
0594-31-0282

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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三重県 桑名市 ①，③ 第41回多度文化祭
多度まちづくり拠点施設で活動している講座・サークルの皆さんが作品
を展示したり、舞台で演じ、日頃の活動の成果を発表します。

11月3日～4日 桑名市多度まちづくり拠点施設 多度文化祭実行委員会 無料
桑名市
多度まちづくり拠点施設
0594-49-2020

三重県 桑名市 ①，③
第57回
桑名市長島町文化祭舞台発表会

長島まちづくり拠点施設で活動している講座・サークル生等の舞台発表
を行ってもらいます。

11月3日～4日 桑名市長島まちづくり拠点施設
桑名市長島まちづくり拠点施設文化
祭実行委員会

無料
桑名市
長島まちづくり拠点施設
0594-42-1000

三重県 桑名市
①、②、
③

第13回「昭和の記憶」収集資料展

桑名市立中央図書館では、“桑名の薄れ行く昭和の記憶の風化を防ぐ”
ことを目的に、市内の昭和時代に関する写真・書類等を市民の皆さんに
提供いただき、地域資料として整理・保存・公開する「昭和の記憶」事業
を行っている。また、記憶の聞き取りなど、市民の方々と協働で事業を
継続している。本年は平成最後の年であることから、うつりゆく桑名の風
景を古写真と現代の写真でつなぎ、市民の方々に桑名の変遷を知って
いただくほか、本年度市民の方から提供を受けた郷土資料を公開する。

9月27日から10月30日まで 桑名市立中央図書館 桑名市立中央図書館 無料
http://kcl.kuwana-
library.jp/

桑名市立中央図書館
（0594-22-0562）

三重県 桑名市
①、②、
③

東海地域の六次産業化を
もっと身近に

東海地域の六次産業化について市民、図書館利用者に知ってもらうた
め、農林水産省東海農政局と連携し啓発展示を行う。現物の展示のほ
か、専門機関作成による啓発パネル展示や、図書館に所蔵する関連書
籍を紹介し、六次産業について身近に感じてもらう取り組みを実施す
る。

11月8日から27日 桑名市立中央図書館 桑名市立中央図書館・東海農政局 無料
http://kcl.kuwana-
library.jp/

桑名市立中央図書館
（0594-22-0562）

三重県 桑名市 ③
第27回桑名市民芸術文化祭
趣味教養祭
桑名愛石会第45回水石展

自然石で演出する山水景情の世界をお楽しみください。員弁川を中心
に東海三県、全国の有名河川より会員が探石した自然石を40石程展示
します。
探石体験コーナーもあります。

10月20日～21日 くわなメディアライヴ 桑名市・桑名市文化協会 無料 bunkyo-kuwana.jp
桑名市文化協会事務局
（桑名市観光文化課内）
0594-24-1361

三重県 桑名市 ③
第27回桑名市民芸術文化祭
くわコレ’18

20日　ニットによるファッションショー。　1年の成果を小ホールにて、
ショーでご覧ください。21日　手編み･手織り・手芸作品の展示。体験講
習も実施します。

10月20日～21日 ＮＴＮシティホール（桑名市民会館） 桑名市・桑名市文化協会 無料 bunkyo-kuwana.jp
桑名市文化協会事務局
（桑名市観光文化課内）
0594-24-1361

三重県 桑名市 ③
第27回桑名市民芸術文化祭
芸能の祭典

日本舞踊・箏曲・民謡・大正琴等30団体300名による舞台発表です。
「桑名の邦楽」をお楽しみください。

10月27日～28日 ＮＴＮシティホール（桑名市民会館） 桑名市・桑名市文化協会 無料 bunkyo-kuwana.jp
桑名市文化協会事務局
（桑名市観光文化課内）
0594-24-1361

三重県 桑名市 ③
第27回桑名市民芸術文化祭
お茶会

六華苑一の間では煎茶松風流、離れ屋では茶道裏千家により、晩秋に
ちなんだ趣向で一服のお茶をお楽しみいただきます。

11月3日 六華苑 桑名市・桑名市文化協会 bunkyo-kuwana.jp
桑名市文化協会事務局
（桑名市観光文化課内）
0594-24-1361

三重県 桑名市 ③
第27回桑名市民芸術文化祭
華道展

六華苑の番蔵棟、会議室において6流派の特色を活かした季節の花を
展示いたします。

11月3日～4日 六華苑 桑名市・桑名市文化協会 無料 bunkyo-kuwana.jp
桑名市文化協会事務局
（桑名市観光文化課内）
0594-24-1361

三重県 桑名市 ③
第27回桑名市民芸術文化祭
吟剣詩舞道の祭典

詩吟・詩舞・剣舞があり、流派を越え、会員が一堂に集い演技を披露し
ます。

11月4日 ＮＴＮシティホール（桑名市民会館） 桑名市・桑名市文化協会 無料 bunkyo-kuwana.jp
桑名市文化協会事務局
（桑名市観光文化課内）
0594-24-1361

三重県 桑名市 ③
第27回桑名市民芸術文化祭
趣味教養祭

装賀きもの学院、パッチワーク等の展示及び体験講習（材料費必要）を
行います。

11月17日～18日 ＮＴＮシティホール（桑名市民会館） 桑名市・桑名市文化協会 bunkyo-kuwana.jp
桑名市文化協会事務局
（桑名市観光文化課内）
0594-24-1361

三重県 桑名市 ③
第27回桑名市民芸術文化祭
音楽のフルコース

芸術の秋です。午後のひとときを“音楽のフルコース”で過ごしてみませ
んか？　皆様に親しまれている数々の曲、初めて出会うメロディ、様々な
ジャンルで演奏・表現いたしますのでお楽しみください。

11月18日 ＮＴＮシティホール（桑名市民会館） 桑名市・桑名市文化協会 無料 bunkyo-kuwana.jp
桑名市文化協会事務局
（桑名市観光文化課内）
0594-24-1361

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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三重県 志摩市 ③ 真打ち競演
NHK津放送局と志摩市・志摩市教育委員会の共催でNHKラジオ全国放
送公開番組「真打ち競演」の公開録音を行います。ベテラン芸人によ
る、落語・漫才・漫談の至芸をお楽しみいただけます。

11月7日 志摩市阿児アリーナ　ベイホール 志摩市教育委員会・阿児アリーナ 無料 志摩市教育委員会

事前申し込み要。郵便往復
はがきにてNHK津放送局
「真打ち競演」係までお申し
込みください。応募多数の場
合、抽選のうえ、入場整理
券をお送りします。

三重県 鈴鹿市 ③
第28回鈴鹿医療科学大学大学祭
『碧鈴祭』

今年度は「笑顔満祭」をテーマに、学科やサークルの発表、模擬店、音
楽ライブ等、楽しいイベントを実施する予定です。

11月10日〜11日
鈴鹿医療科学大学
千代崎キャンパス

学校法人鈴鹿医療科学大学 無料
http://www.suzuka-
u.ac.jp/campuslife/hekirei

鈴鹿医療科学大学 学生課
059-383-8991(代表)

三重県 鈴鹿市 ①
不登校を考える親の会6週間セミ
ナー

鈴鹿医療科学大学教員兼こころの相談センター相談員が不登校の家族
を持つ保護者対象に各回でミニ講義（45分）とグループカウンセリング
（45分）＋もう少し話したい方（60分程度）を実施する予定です。

9月14日・28日・10月12日・26
日・11月9日・30日

鈴鹿医療科学大学
千代崎キャンパス

鈴鹿医療科学大学附属
こころの相談センター

http://www.suzuka-
u.ac.jp/wp-
content/uploads/2018/07
/20180803_oyanokai.pdf

鈴鹿医療科学大学附属
こころの相談センター
059-373-5701

三重県 鈴鹿市 ② 第5１回中学校音楽会 市内中学生による音楽会です。 11月5日 鈴鹿市民会館
鈴鹿市教育研究会
鈴鹿市教育委員会

無料
http://www.city.suzuka.lg.j
p/

鈴鹿市教育委員会事務局
教育指導課
059-382-9028

三重県 鈴鹿市 ② 中学校美術作品展 市内公立中学校の生徒の美術作品を展示します。 11月17日～19日 イオンモール鈴鹿
鈴鹿市教育研究会
鈴鹿市教育委員会

無料
http://www.city.suzuka.lg.j
p/

鈴鹿市教育委員会事務局
教育指導課
059-382-9028

三重県 鈴鹿市 ① みえ森と緑の県民税啓発事業（仮）
森や自然の大切さ，みえ森と緑の県民税について，理解を深めていた
だくためのパネル展示を行います。（予定）

11月10日～11日 鈴鹿市立図書館 鈴鹿市 無料
鈴鹿市立図書館
059-382-0347

みえ森と緑の県民税市町交
付金事業

三重県 鈴鹿市 ② 職業体験学習
市内の中学校1校から1～3名（予定）の生徒を受け入れ，図書館業務を
通し社会経験と職業観を身に付けてもらいます。

11月13日～15日 鈴鹿市立図書館 鈴鹿市 無料
鈴鹿市立図書館
059-382-0347

年間を通し，各学校から随
時受け入れを行っており，教
育文化週間中には神戸中
学校が実施予定

三重県 鈴鹿市 ① 本の国のアリス×鈴鹿市立図書館
体験型謎解きイベントです。参加者には図書館に関する謎解きや，館全
体に散りばめられたヒントや仕掛けを通して，楽しみながら図書館の活
用方法を学び，理解・関心を深めてもらいます。

11月23日～24日 鈴鹿市立図書館 鈴鹿市 無料
鈴鹿市立図書館
059-382-0347

小学生以上対象
要事前申込み

三重県 鈴鹿市 ① ストーリーテリングのおはなし会
ボランティアグループによるストーリーテリングのおはなし会を行い，読
書活動の推進を図ります。

11月25日 鈴鹿市立図書館 鈴鹿市 無料
鈴鹿市立図書館
059-382-0347

5歳以上対象

三重県 鈴鹿市 ③ 第11回 Live in　愛宕
保育園・小・中・高・大学生が参加する合唱や演奏など，音楽を通した地
域交流イベントです。

10月20日 愛宕小学校 愛宕校区ライブ実行委員会 無料
鈴鹿市立愛宕公民館
059-388-5909

鈴鹿市役所HP公民館の
ページ参照
http://www.city.suzuka.lg.jp
/life/shisetsu/9901.html
毎月１日更新

三重県 鈴鹿市 ① 若松公民館サークル発表会
若松公民館で活動しているサークル生の舞台発表と作品展示を行いま
す。

10月20日～21日
鈴鹿市立若松公民館
若松小学校体育館およびその周辺

若松地域づくり協議会
若松地域づくり協議会
(鈴鹿市若松公民館)
059-385-1919

鈴鹿市役所HP公民館の
ページ参照
http://www.city.suzuka.lg.jp
/life/shisetsu/9901.html
毎月１日更新

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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三重県 鈴鹿市 ① 箕田地区文化祭
公民館サークル，地域住民の発表の場として，また地域住民の交流の
機会として，舞台発表，展示発表などを行います。

10月21日 箕田公民館 箕田地区文化祭実行委員会 無料
鈴鹿市箕田公民館
059-382-5202

鈴鹿市役所HP公民館の
ページ参照
http://www.city.suzuka.lg.jp
/life/shisetsu/9901.html
毎月１日更新

三重県 鈴鹿市 ① 文化祭 稲生公民館で活動しているサークル生の舞台発表を行います。 10月21日 稲生公民館 稲生公民館運営委員会 無料
鈴鹿市立稲生公民館
059-387-0479

鈴鹿市役所HP公民館の
ページ参照
http://www.city.suzuka.lg.jp
/life/shisetsu/9901.html
毎月１日更新

三重県 鈴鹿市 ① 栄公民館文化祭
公民館サークルやその他団体による舞台発表と公民館サークルや幼小
中の作品展示を行います。

10月27日，11月3日～11月4
日

栄公民館 栄公民館運営委員会 無料
栄公民館
059-387-0452

鈴鹿市役所HP公民館の
ページ参照
http://www.city.suzuka.lg.jp
/life/shisetsu/9901.html
毎月１日更新

三重県 鈴鹿市 ① 生涯学習発表会
合川公民館で活動しているサークル生と地域の方の作品展示と舞台発
表

11月3日～4日 合川公民館 合川公民館運営委員会 無料
鈴鹿市立合川公民館
059-372-0432

鈴鹿市役所HP公民館の
ページ参照
http://www.city.suzuka.lg.jp
/life/shisetsu/9901.html
毎月１日更新

三重県 鈴鹿市 ① 天名町民文化祭
天名公民館で活動しているサークル生・一般公募者・書道教室生徒によ
る展示発表と舞台発表（敬老会を兼ねる）を行います。

11月3日～4日
天名公民館
天名小学校体育館

天名公民館運営委員会 無料
鈴鹿市立天名公民館
059-372-0430

鈴鹿市役所HP公民館の
ページ参照
http://www.city.suzuka.lg.jp
/life/shisetsu/9901.html
毎月１日更新

三重県 鈴鹿市 ① 公民館発表会
椿公民館で活動しているサークル生の展示発表と舞台発表を行いま
す。

11月3日～4日 椿公民館 椿公民館運営委員会 無料
鈴鹿市立椿公民館
059-371-1786

鈴鹿市役所HP公民館の
ページ参照
http://www.city.suzuka.lg.jp
/life/shisetsu/9901.html
毎月１日更新

三重県 鈴鹿市 ① 長太地区町民文化祭
地域の一般公募者・長太小学校児童・大木中学校美術部員の作品展
示を行います。

11月3日～4日 長太公民館 長太地区まちづくり協議会 無料
鈴鹿市立長太公民館
059-385-3927

鈴鹿市役所HP公民館の
ページ参照
http://www.city.suzuka.lg.jp
/life/shisetsu/9901.html
毎月１日更新

三重県 鈴鹿市 ③ 歴史講座
来年は日本の歴史始まって以来の天皇の退位が行われます。
その儀式を見ていくと共に、古代にさかのぼり歴史、文化に関わり
が強い天皇の制度を学びます。

11月6日 鼓ヶ浦公民館 鼓ヶ浦公民館　運営委員会 無料
鈴鹿市立鼓ヶ浦公民館
059-386-9184

鈴鹿市役所HP公民館の
ページ参照
http://www.city.suzuka.lg.jp
/life/shisetsu/9901.html
毎月１日更新

三重県 鈴鹿市 ① 藤原京・キトラ古墳歴史文化講座 藤原京・キトラ古墳の発掘成果を現地を訪れ学習します。 11月6日 藤原京跡 愛宕公民館運営委員会
愛宕公民館ホームページ
atago-kmk.net

鈴鹿市立愛宕公民館
059-388-5909

鈴鹿市役所HP公民館の
ページ参照
http://www.city.suzuka.lg.jp
/life/shisetsu/9901.html
毎月１日更新

三重県 鈴鹿市 ① 旭が丘公民館文化祭
旭が丘公民館で活動しているサ－クルの作品展示を２部制で行いま
す。呈茶や手作り体験もあります。

11月9日～12日 旭が丘公民館 旭が丘公民館運営委員会
鈴鹿市立旭が丘公民館
059-386-5399

鈴鹿市役所HP公民館の
ページ参照
http://www.city.suzuka.lg.jp
/life/shisetsu/9901.html
毎月１日更新

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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三重県 鈴鹿市 ② 土曜体験学習　鼓・夢工房

鼓ヶ浦小学校の児童を対象に、貝殻を材料にした貝殻アートを制作
することにより、創造力を膨らませ、造形する楽しさを学ぶことを
目的とした事業です。年間を通して9回開催を予定しており、11月
10日は螺鈿細工に挑戦します。

11月10日 鼓ヶ浦公民館 鼓ヶ浦公民館運営委員会
鈴鹿市立鼓ヶ浦公民館
059-386-9184

鼓ヶ浦小学校との
協働事業
（土曜学習）

三重県 鈴鹿市 ① サークル発表会
井田川公民館で活動しているサークル生の舞台発表と展示を行いま
す。

11月10日～11日 井田川公民館 マイタウン井田川まちづくり委員会 無料
鈴鹿市立井田川公民館
059-378-9390

鈴鹿市役所HP公民館の
ページ参照
http://www.city.suzuka.lg.jp
/life/shisetsu/9901.html
毎月１日更新

三重県 鈴鹿市 ① 住吉公民館文化祭
住吉公民館で活動しているサークル生の舞台発表と作品展示を行いま
す。

11月10日～11日 住吉公民館 住吉公民館運営委員会 無料
鈴鹿市立住吉公民館
059-378-9684

鈴鹿市役所HP公民館の
ページ参照
http://www.city.suzuka.lg.jp
/life/shisetsu/9901.html
毎月１日更新

三重県 鈴鹿市 ① 河曲公民館文化祭
河曲公民館で活動しているサークル生の展示発表と舞台発表を行いま
す。また，地域の学校や保育園にも出場いただき，合唱や演奏を行いま
す。

11月10日～11日 河曲小学校 河曲公民館運営委員会 無料
鈴鹿市立河曲公民館
059-382-5837

鈴鹿市役所HP公民館の
ページ参照
http://www.city.suzuka.lg.jp
/life/shisetsu/9901.html
毎月１日更新

三重県 鈴鹿市 ① 文化祭 稲生公民館で活動しているサークル生の作品展示を行います。 11月10日～11日 稲生公民館 稲生公民館運営委員会 無料
鈴鹿市立稲生公民館
059-387-0479

鈴鹿市役所HP公民館の
ページ参照
http://www.city.suzuka.lg.jp
/life/shisetsu/9901.html
毎月１日更新

三重県 鈴鹿市 ① 秋の公民館祭 飯野公民館で活動しているサークル生の作品展示を行います。 11月10日～11日 飯野公民館 飯野公民館運営委員会 無料
鈴鹿市立飯野公民館
059-382-4954

鈴鹿市役所HP公民館の
ページ参照
http://www.city.suzuka.lg.jp
/life/shisetsu/9901.html
毎月１日更新

三重県 鈴鹿市 ① 文化の集い
一ノ宮公民館で活動しているサークル生による作品展示・舞台発表会を
行います。一部、公民館講座の作品や地域の方の作品展示も行いま
す。

11月16日～17日 一ノ宮公民館 一ノ宮公民館運営委員会 無料
鈴鹿市立一ノ宮公民館
059-383-8858

鈴鹿市役所HP公民館の
ページ参照
http://www.city.suzuka.lg.jp
/life/shisetsu/9901.html
毎月１日更新

三重県 鈴鹿市 ① まきた文化祭
牧田公民館及び牧田コミュニティセンターで活動しているサークル生の
舞台発表と展示，また，地域の方による特別イベントを予定しています。

11月17日～18日
牧田公民館
牧田コミュニティセンター

牧田公民館運営委員会 無料
鈴鹿市立牧田公民館
059-370-2978

鈴鹿市役所HP公民館の
ページ参照
http://www.city.suzuka.lg.jp
/life/shisetsu/9901.html
毎月１日更新

三重県 鈴鹿市 ① 石薬師地区ふれ愛フェスティバル
・地域住民や公民館サークルによる舞台発表や作品展示
・地域の特産品紹介と販売

11月18日 石薬師小学校
石薬師地区
明るいまちづくり推進協議会

無料

石薬師地区
明るいまちづくり
推進協議会事務局
(石薬師公民館)
059-374-2990

鈴鹿市役所HP公民館の
ページ参照
http://www.city.suzuka.lg.jp
/life/shisetsu/9901.html
毎月１日更新

三重県 鈴鹿市 ① 郡山公民館　文化祭
郡山公民館で活動しているサークル生の作品展示と舞台発表，体験
コーナーがあります。

11月23日～25日 郡山公民館 郡山公民館運営委員会
鈴鹿市立郡山公民館
059-372-2833

鈴鹿市役所HP公民館の
ページ参照
http://www.city.suzuka.lg.jp
/life/shisetsu/9901.html
毎月１日更新

三重県 鈴鹿市 ① サークル活動発表会
清和公民館で活動しているサークル生の活動の１年間の成果の発表を
行います。

11月23日～25日 清和公民館 清和公民館運営委員会 無料
鈴鹿市立清和公民館
059-379-4140

鈴鹿市役所HP公民館の
ページ参照
http://www.city.suzuka.lg.jp
/life/shisetsu/9901.html
毎月１日更新
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三重県 鈴鹿市 ①，③ 大黒屋光太夫記念館特別展
大黒屋光太夫の研究者として名高い歴史学者・亀井高孝の業績を紹介
する特別展です。亀井旧蔵の北槎聞略附図や大黒屋光太夫墨書なども
公開します。

10月18日～12月24日 大黒屋光太夫記念館 鈴鹿市 無料
【鈴鹿市文化財課HP】
http://suzuka-
bunka.jp/kodayu/

鈴鹿市文化スポーツ部
文化財課
電話　059-382-9031

三重県 鈴鹿市 ①，③ 佐佐木信綱記念館特別展
信綱が中心となって創刊された短歌雑誌『心の花』の歴史を辿り，明治
から昭和にかけて『心の花』から出た歌人たちを紹介します。歌人たち
の歌集や短冊を中心に展示します。

11月7日～12月16日 佐佐木信綱記念館 鈴鹿市 無料
【鈴鹿市文化財課HP】
http://suzuka-
bunka.jp/sasaki/

鈴鹿市文化スポーツ部
文化財課
電話　059-382-9031

三重県 鈴鹿市 ①，③
鈴鹿市考古博物館企画展①
「中世陶器の魅力－椎山の中世陶
器part3－」

平成１３年に市の有形文化財に指定された椎山中世墓から出土した常
滑焼・古瀬戸焼の優品を展示します。備前焼や越前焼など椎山中世墓
にもたらされなかった主要な古窯の製品等をあわせて紹介します。

10月27日～12月2日 鈴鹿市考古博物館特別展示室 鈴鹿市
鈴鹿市考古博物館HP
http://www.edu.city.suzuk
a.mie.jp/museum/

鈴鹿市考古博物館
059-374-1994

三重県 鈴鹿市 ①，③ 企画展関連講座「中世陶器の魅力」
企画展に関連して，考古学の専門家から見た中世陶器の魅力とは何
か，信楽焼を中心に各地の焼き物についてお話していただきます。

11月10日 鈴鹿市考古博物館講堂 鈴鹿市 無料
鈴鹿市考古博物館HP
http://www.edu.city.suzuk
a.mie.jp/museum/

鈴鹿市考古博物館
059-374-1994

三重県 鈴鹿市 ①，③
入門講座「中世陶器って何？―三
重県の出土事例から―」

中世陶器の特徴など基礎的なことを三重県内から出土した資料から学
びます。

10月28日 鈴鹿市考古博物館講堂 鈴鹿市 無料
鈴鹿市考古博物館HP
http://www.edu.city.suzuk
a.mie.jp/museum/

鈴鹿市考古博物館
059-374-1994

三重県 鈴鹿市 ③ 第51回鈴鹿市美術展
鈴鹿市及び近隣市町の美術分野の振興を図るため，美術活動の成果
を発表する場としてコンクール及び展覧会を開催。日本画・洋画・彫刻・
美術工芸・写真・書道の6部門。

10月31日～11月4日 鈴鹿市文化会館 鈴鹿市 http://www.s-bunka.net/

鈴鹿市文化振興事業団
電話　059-384-7000
FAX　059-384-7755
Email　since-97@s-bunka.net

三重県 鈴鹿市 ③ 鈴鹿の街音楽祭2018
音楽活動を行っている市民や学校の子どもたちで作る音楽イベント。あ
らゆるジャンルの演奏を文化会館内各所で同時進行で行います。

11月18日 鈴鹿市文化会館 鈴鹿市 無料 http://www.s-bunka.net/

鈴鹿市文化振興事業団
電話　059-384-7000
FAX　059-384-7755
Email　since-97@s-bunka.net

三重県 鈴鹿市 ④ 天体観望会
土星探査衛星カッシーニの解説後に，天体望遠鏡で土星のリングの観
察をします。

10月27日 鈴鹿市文化会館 鈴鹿市 無料
http://www.city.suzuka.lg.j
p/life/calendar/planetariu
m/index.html

鈴鹿市文化会館
電話　059-382-8111
FAX　059-382-8580

毎年5月～10月の月1回異
なったテーマで，合計6回開
催。

三重県
鈴鹿市
白子町

① すずか市民アカデミー「まなベル」

「細胞と分子とそれに働く力の話」
ヒトの体は数十兆個の細胞からできていますが、細胞はどのような仕組
みで成り立ち、どのように活動しているのか。本講座では、タンパク質や
脂質といった生体分子に働く力についてお話しし、その仕組みについて
考えていきます。

11月3日 鈴鹿工業高等専門学校 鈴鹿市
鈴鹿市文化スポーツ部
文化振興課
059-382-7619

応募定員50名程度
申込期間
8月6日～8月31日（必着）
1講座500円

三重県 玉城町 ③ 玉城町民創作・美術・文化展 町内在住又は在勤者の作品展示 11月3日～11月4日 玉城町体育センター 玉城町教育委員会 無料
玉城町教育委員会事務局
0596-58-8212

三重県 津市 ② 三重県いじめ防止フォーラム
いじめ防止条例の制定を受け、いじめの防止等に向けた機運の醸成を
図り、社会総がかりでいじめの問題を克服していくため、県民、事業者、
保護者、大学生、教育関係者等を対象としたフォーラムを開催します。

11月1日 三重県総合文化センター　大ホール 三重県教育委員会 無料

いじめ問題への取組
http://www.pref.mie.lg.jp/
common/04/ci500002385.
htm
三重県いじめ防止フォーラ
ム参加申し込み
shinsei.pref.mie.lg.jp

三重県教育委員会
事務局生徒指導課
059－224-2372

参加者の人数を把握するた
め、事前に参加申し込みを
行ってください。
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262

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

三重県 津市 ① 文学講座「東海道中膝栗毛」
江戸時代、日本に大旅行ブームが起こりました。『東海道中膝栗毛』は
旅へのあこがれを見せてくれる本。今回は弥次さんと喜多さんが津を旅
した時のお話です。

11月17日 津市中央公民館　会議室 津市教育委員会生涯学習課

【津市ＨＰ】
http://www.info.city.tsu.mi
e.jp/www/genre/1510198
896065/index.html

津市教育委員会
生涯学習課
生涯学習振興担当
059-229-3248

三重県 津市 ①
教養教育院公開講座
「教養教育ウィーク　－Refresh教
養!!－」

３日間にわたって、バラエティとインテリジェンスに富んだ講座を開講し
ます。

11月12日,
14日,16日

三重大学教養教育校舎3号館 国立大学法人三重大学教養教育院
http://www.ars.mie-
u.ac.jp/news-
exp/refresh.html

三重大学教養教育院チーム
059-231-9841、9827
kyoyosomu@ab.mie-u.ac.jp

三重県 津市 ③
プリザーブドフラワーと
書道コラボ
作品展

プリザーブドフラワーと書道コラボの作品展示と作製の体験教室 11月3日～24日予定
三重大学
レーモンドホール

国立大学法人三重大学施設部
http://www.mie-
u.ac.jp/topics/events/

三重大学施設部
施設企画チーム　企画担当
059-231-9037
(施設部 事務室)
059-231-9966
(ﾚｰﾓﾝﾄﾞﾎｰﾙ)

三重県 津市 ①
人文学部公開ゼミ：国立大学がか
かえる諸問題－市民との協力・連携
のあり方

今、三重大学をはじめとして全国の国立大学が、政府・財界の圧力のな
かで揺れている。地域への貢献のあり方、軍学共同問題、そして大学法
人統合などなど。このゼミは、これらの事例と通して、大学と地域との関
係を問い直す。

10月17日，10月24日 三重大学人文学部 三重大学人文学部 無料
http://www.human.mie-
u.ac.jp/chiiki/kouza/index.
html

三重大学人文学部チーム
総務担当
059-231-6991

三重県 津市 ①
人文学部公開ゼミ：前近代中国に
おける権力を握った女性

前近代中国でもっとも権力を握った女性といえば則天武后を想起される
方も多いでしょう。近年、評価の高まっている中国唯一の女帝につい
て、史料を読みながら再検討していきます。なお、史料は書き下し文か
日本語訳を用います。

10月19日，10月26日 三重大学人文学部 三重大学人文学部 無料
http://www.human.mie-
u.ac.jp/chiiki/kouza/index.
html

三重大学人文学部チーム
総務担当
059-231-6991

三重県 津市 ①
平成30年度第2回
仏教教育研究センター公開講座

仏教教育研究センター研究員安藤章仁氏による「明治維新150年－真
宗サンガの動向－」と題する講話を実施します

10月17日（水） 高田派本山専修寺宗務院 高田短期大学 無料
http://www.takada-
jc.ac.jp/campus/bukkyo/k
ouza.html

059-232-2310

三重県 津市 ③ 第53回高短祭
施設を一般開放し「Are you ready?　平成最後の高短祭」をテーマに大
学祭を開催します

10月20日,21日 高田短期大学 高田短期大学 無料
http://www.takada-
jc.ac.jp/

059-232-2310

三重県
津市→
伊勢市等

①，③
第６回三重大学
伊勢神宮ウォーキング

三重大学から旧伊勢街道を通って伊勢神宮まで歴史の息吹を感じなが
ら歩きます。健康増進と学内・地域での親睦やつながりを深めます。

11月3日 旧伊勢街道及び周辺道路
三重大学生物資源学部ピアサポー
ト、生物資源学部走ろう会

生物資源ピアサポート
http://peersupport.bio.mie
-u.ac.jp/

生物資源ピアサポート
517M222@m.mie-u.ac.jp

旧伊勢街道を三重大から伊
勢神宮まで歴史を感じなが
ら歩くイベント。参加者の体
力に応じ出発場所を三重大
学・松阪駅・明野駅が選べま
す。
料金は保険料の100円

三重県 東員町 ① 読み聞かせ会 絵本等の読み聞かせを通じて、子どもの読書活動の振興を図ります。 10月27日、11月10日 東員町立図書館横プレールーム 東員町教育委員会 無料
社会教育課
0594-86-2818

三重県 東員町 ① 人形劇の上演 人形劇の鑑賞を通じて、子どもの読書活動の振興を図ります。 11月3日 東員町立図書館横プレールーム 東員町教育委員会 無料
社会教育課
0594-86-2818

三重県 東員町 ③ 第51回東員町文化祭
公民館講座、文協講座受講者や文協会員、一般及び小中学生による
作品展の他、体験教室、大茶会等

10月27日～11月4日 東員町総合文化センター 東員町、東員町教育委員会
社会教育課
0594-86-2818

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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三重県 東員町 ③ ミュージカル 東員町を題材としたミュージカル 11月24日、25日 東員町総合文化センター 東員町、東員町教育委員会
社会教育課
0594-86-2818

三重県 鳥羽市 ① 第43回鳥羽市民文化祭 鳥羽市民文化祭として、市民文化会館を会場に2日間開催します。 11月3～4日 鳥羽市民文化会館
鳥羽市教育委員会
生涯学習課社会教育係

無料 0599-25-1268

三重県 鳥羽市 ① 竹あかりと星あかり
鳥羽市立海の博物館において竹あかりによる幻想的な空間を演出しま
す。

11月9～10日 鳥羽市立海の博物館
鳥羽市教育委員会
生涯学習課社会教育係

http:www.umihaku.com/ 0599-25-1268

三重県 鳥羽市 ③ 第53回海学祭
鳥羽商船高等専門学校の文化祭です。
各学科紹介、研究室公開、練習船鳥羽丸一般公開等があります。

10月20日～21日
鳥羽商船高
等専門学校

鳥羽商船高等専門学校 無料
http://www.toba-
cmt.ac.jp/

学生課学生生活係
0599-25-8033

うち、一般公開は10月21日
のみとなります。

三重県 名張市 ③ 第49回　観阿弥祭・名張能楽祭

≪観阿弥創座の地 名張≫
わがまち名張は、世界的芸術「能」の大成者・観阿弥が座をおこしたとこ
ろであり、「能」とゆかりの深い地であります。
　この文化遺産に親しみ、守り、引き継いでいくために『観阿弥祭』を行
います。地元の能楽愛好者の団体による謡曲・仕舞や、名張子ども狂
言の会の狂言などを披露します。
また、観世流能楽師　上野朝義（うえの　ともよし）先生・上野雄三（うえ
の　ゆうぞう）先生を迎え、＜名張能楽祭＞を開催します。【入場無料】
当日は、名張茶華道会による呈茶や、豚汁（いずれも有料）のコーナー
もあります。

11月4日 名張市観阿弥ふるさと公園 名張市 無料 名張市文化生涯学習室

三重県 松阪市 ① 射和公民館文化祭 射和公民館趣味クラブの作品展示や芸能発表会を行います。 10月21日 射和小学校 射和公民館 無料
射和公民館
℡0598-29-2002

三重県 松阪市 ① 第四地区芸能大会 公民館、小学校などの所属芸能サークルの発表会を行います。 10月21日 第四小学校体育館
第四公民館
第四地区住民協議会共催

無料
第四公民館
℡0598-52-1854

三重県 松阪市 ① 東部管内芸能まつり 一般・公民館趣味クラブの発表を行います。 10月27日 松阪農業協同組合本店3階 東部中学校管内各公民館 無料
西黒部公民館
℡0598-52-0020

三重県 松阪市 ① 徳和公民館文化祭 趣味クラブの芸能発表・作品展示をします。 10月28日 徳和公民館 徳和住民協議会 無料
徳和公民館
℡0598-20-1100

三重県 松阪市
①、②、
③

大石地区文化祭・芸能発表会
地域の中学校（大江中学校）と合同開催で地域の方による作品展示・歌
や踊りの発表を行います。

11月4日 大江中学校
大石公民館
大石地区まちづくり協議会

無料
大石公民館
℡0598-34-0004

三重県 松阪市 ① 豊田地区文化祭

地区民・小学生・幼稚園児・保育園児・中学生等の書道・絵画・手芸等
の作品展示及び地区育成会活動報告の掲示です。うどんとそばの販売
コーナーや野菜即売コーナーもあります。幼稚園児・中学生のステージ
発表を行います。

11月4日 豊田公民館 豊田まちづくり協議会 無料
豊田公民館
℡0598-42-6939

三重県 松阪市 ① なかざと文化祭
自主クラブ・一般・幼稚園・小学生・中学生の作品展示と発表、招待イベ
ントやカラオケの発表、食品開発チームの販売や育成会の親子体験教
室があります。

11月4日 中郷公民館 中郷まちづくり協議会 無料
中郷公民館
℡0598-43-2844

三重県 松阪市 ① 中原地区文化祭
作品展示・特別出演・各種即売会・野店等です。
体験コーナーもあり。

11月4日 中原文化センター 中原まちづくり協議会 無料
中原公民館
℡0598-42-2400

三重県 松阪市 ① 西黒部地区文化祭 西黒部公民館趣味クラブ及び地域の方々が作品を展示します。 11月10日 西黒部公民館 西黒部まちづくり協議会 無料
西黒部公民館
℡0598-52-0020

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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三重県 松阪市 ① 櫛田地区文化祭 一般・公民館趣味クラブの作品展示等を行います。 11月10・11日 櫛田公民館 揥水まちづくり協議会 無料
櫛田公民館
℡0598-28-2675

三重県 松阪市 ① 大河内小学校文化祭
地区民・小学生・ＰＴＡの図画、工作、書道、自由作品、木工作品、家庭
科作品、盆栽、手芸、写真等の作品展示です。うどんの販売コーナーや
野菜即売コーナーもあります。

11月11日 大河内小学校 大河内小学校、大河内小学校ＰＴＡ 無料

大河内小学校
℡0598-36-0004
大河内公民館
℡0598-36-0001

三重県 松阪市 ① 松尾地区文化祭 松尾公民館趣味クラブ等による作品展示を行います。 11月11日 松尾公民館 松尾まちづくり協議会 無料
松尾公民館
℡0598-58-2648

三重県 松阪市 ① 朝見公民館文化祭 朝見公民館の趣味クラブによる作品展示及び試食提供を行います。 11月11日 朝見公民館 朝見公民館 無料
朝見公民館
℡0598-51-5643

三重県 松阪市 ① 東黒部公民館文化祭 東黒部公民館の趣味クラブ等による作品を展示します。 11月11日 旧東黒部幼稚園遊戯室 東黒部公民館 無料
東黒部公民館
℡0598-59-0001

三重県 松阪市 ① 文化祭（芸能発表） 一年間取り組んできた練習の成果を発表します。 11月11日 花岡公民館 花岡公民館 無料
花岡公民館
℡0598-21-5646

三重県 松阪市 ① 幸公民館文化祭
幸公民館で開催している講座で、展示可能なサークル活動の展示・親
子茶道教室による茶会・バルーンアート等を行います。

11月11日 幸公民館 幸公民館 無料
幸公民館
℡0598-23-9549

三重県 松阪市 ① まっさきフェスティバル
松ヶ崎小学校と合同で、松ヶ崎公民館趣味クラブおよび地域住民の作
品を展示します。

11月17日 松ヶ崎小学校
松ヶ崎小学校
松ヶ崎公民館

無料
松ヶ崎公民館
℡0598-51-5036

三重県 松阪市 ① 文化祭 公民館趣味クラブの作品展示等を行います。 11月17日 阿坂小学校
阿坂小学校、阿坂まちづくり協議会、
阿坂公民館

無料
阿坂公民館
℡0598-58-2645

三重県 松阪市 ① 漕代地区文化祭 一般・公民館趣味クラブの作品展示等を行います。 11月17日 漕代小学校 漕代公民館 無料
漕代公民館
℡0598-28-2500

三重県 松阪市 ① 文化祭（作品展示）
趣味クラブの作品展示等、一年間取り組んできた練習の成果を発表し
ます。

11月17・18日 花岡公民館 花岡公民館 無料
花岡公民館
℡0598-21-5646

三重県 松阪市 ① 文化祭・ふれあいウォーク 公民館趣味クラブ、小学校クラブの作品展示などを行います。 11月18日 第四公民館
第四公民館
第四地区住民協議会共催

無料
第四公民館
℡0598-52-1854

三重県 松阪市
①、②、
③

機殿公民館まつり
児童・趣味クラブの作品展示、健康相談、児童発表会、飲食物の販売を
行います。

11月18日 機殿小学校 機殿公民館 無料
機殿公民館
℡0598-59-0351

三重県 松阪市 ① 茅広江ふれあいまつり 講座・趣味クラブ・地域の方々の作品の展示等を行います。 11月25日
茅広江公民館
つばな保育園

茅広江公民館 無料
茅広江公民館
℡0598-34-1001

三重県 松阪市 ①、③ ふれあい文化祭
東地区住民協議会と第二隣保館の共催事業です。
東地区住民協議会手芸教室やバルーン教室の作品展示、健康相談等
行います。

11月10日 第二隣保館
東地区住民協議会
第二隣保館

無料
東公民館
℡0598-51-5641

三重県 松阪市 ① 伊勢寺フェスティバル 公民館趣味クラブの作品展示等を行います。 11月18日 伊勢寺小学校
伊勢寺幼稚園、伊勢寺小学校、伊勢
寺幼小ＰＴＡ主催、伊勢寺地区住民
協議会、伊勢寺公民館共催

無料
伊勢寺公民館
℡0598－58-2647

三重県 松阪市 ①、③ 三雲文化祭 三雲地域の個人・サークル等の作品展示、体験等の催しです。 10月27日・28日 ハートフルみくもスポーツ文化センター 三雲文化祭実行委員会 無料
三雲地域振興局地域振興課
℡0598-56-7905

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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三重県 松阪市 ①、③ 三雲文化祭 三雲地域の個人・サークル等の舞台発表の催しです。 11月11日 ハートフルみくもスポーツ文化センター 三雲文化祭実行委員会 無料
三雲地域振興局地域振興課
℡0598-56-7905

三重県 松阪市 ① 神戸地区文化祭 神戸公民館の趣味クラブの作品展示、芸能発表を行います。 10月20日・21日 神戸公民館 神戸公民館 無料
神戸公民館
TEL0598-29-1024

三重県 松阪市 ① 芸能クラブ発表会 第一公民館の芸能クラブによる日頃の練習の成果の発表を行います。 10月27日 第一小学校体育館 松阪中央住民協議会 無料
第一公民館
TEL0598-23-4265

三重県 松阪市 ① 地区文化祭
第一公民館の趣味クラブによる作品を展示します。（第一小学校文化祭
共催）

11月11日 第一小学校 教室 松阪中央住民協議会 無料 　
第一公民館
TEL0598-23-4265

　

三重県 松阪市
①、②、
③

いいたか文化祭２０１８

飯高管内で活躍しているグループの作品展示、舞台発表、バザー等や
飯高管内小中学生による主張発表を行います。また文化講演会や盆お
どり交流会、他地域との交流で、文化に対する意識を深め、市民の交流
の場となるよう図ります。

10月27日
・28日

飯高総合開発センター、
飯高B＆G海洋センター

飯高文化祭実行委員会 無料
飯高文化祭
実行委員会事務局
TEL0598-46-7110

三重県 松阪市 ①、③ 飯南公民館いいこい祭
松阪市飯南管内で実施される、文化に関する行事です。
公民館講座・サークルの舞台発表、作品展示などの催しとなっていま
す。

11月11日 松阪市飯南産業文化センター周辺
飯南公民館いいこい祭
実行委員会

無料
飯南公民館
TEL0598-32-3950

三重県 松阪市 ①、③ 飯南ふれあい祭り
松阪市飯南管内で実施される、文化・健康・産業に関する行事です。深
野和紙の紙漉き体験、関連団体の出展や各種体験コーナーなどがあ
り、一日楽しめる催しとなっています。

11月18日 松阪市産業文化センター周辺
いいなんふれあい祭り
実行委員会

無料
飯南地域振興局地域振興課
TEL0598-32-2511

三重県 松阪市 ① 文化グループ展（前期）
松阪公民館で活動されているグループの作品を前期と後期に分かれて
展示します。

10月12日～15日 松阪公民館 松阪公民館 無料
松阪公民館
℡0598-20-9091

三重県 松阪市 ① 文化グループ展（後期）
松阪公民館で活動されているグループの作品を前期と後期に分かれて
展示します。

10月19日～22日 松阪公民館 松阪公民館 無料
松阪公民館
℡0598-20-9091

三重県 松阪市 ① 小菊の盆栽仕立て教室作品展 公民館主催の小菊の盆栽仕立て講座の受講生の作品を展示します。 11月9日～13日 松阪公民館 松阪公民館 無料
松阪公民館
℡0598-20-9091

三重県 松阪市 ③ 市民菊花展 菊の愛好家が丹精込めて育てた菊を一堂に集め展示します。 11月5日～12日 ﾎﾟｹｯﾄﾊﾟｰｸ 松阪菊友会 無料
松阪公民館
℡0598-20-9091

三重県 松阪市 ③ 松阪菊展 三珍花が松阪菊を一堂に集め展示します。 11月13日～17日 ﾎﾟｹｯﾄﾊﾟｰｸ 松阪三珍花保存会 無料
松阪公民館
℡0598-20-9091

三重県 松阪市 ① 豊地地区文化祭
地区民・小学生・幼稚園児等の書道・絵画・手芸等の作品展示及び地区
育成会活動報告の掲示をします。また、地区民・小学生・幼稚園児のス
テージ発表や屋外では、物産品等の販売も行います。

11月4日
豊地公民館
豊地小学校体育館

豊地まちづくり協議会 無料
豊地公民館
℡0598-42-4253

三重県 松阪市 ①、③ 中川地区文化祭
一般・保育園・幼稚園・小学校・中学校・サークル生による作品展示・ス
テージ発表・お楽しみコーナー・バザー等です。

11月4日 中川コミュニティセンター 中川まちづくり協議会 無料
中川公民館
℡0598-42-5574

三重県 松阪市 ③

中部フィルハーモニー交響楽団
松阪特別演奏会
青島広志先生のハラショーロシア音
楽！

日本人が大好きなロシア音楽を集めた大演奏会です。テレビでおなじみ
の青島広志先生によるトークとオーケストラ演奏をされます。

10月27日 クラギ文化ホール
認定NPO法人
中部フィルハーモニー交響楽団、
松阪市

クラギ文化ホール
管理事務所
℡0598-23-2111

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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三重県 松阪市 ③ 第5回松阪市民能
「第一部」で市民参加による能、「第二部」で能楽師による公演、和谷式
「翁」が開催されます。

11月2日 農業屋コミュニティ文化センター 松阪能楽連盟、松阪市
クラギ文化ホール
管理事務所
℡0598-23-2111

三重県 松阪市 ①②③ 嬉野文化祭

松阪市嬉野管内を中心とした、公民館サークルや一般の方の作品展示
及び文化協会や様々な文化団体によるステージ発表を実施します。
公民館教室・サークルの舞台発表、作品展示などの催しとなっていま
す。

10月27日・28日
嬉野ふるさと会館・
嬉野生涯学習センター

松阪市嬉野地域振興局 無料
松阪市嬉野地域振興局
地域振興課
℡0598-48-3800

三重県 松阪市 ③
文化財センター　秋季特別展
「人とともに生きた馬」

古墳時代に朝鮮半島から日本へやってきた馬が、近・現代にいたるまで
に、どのように人とかかわって来たかをテーマに展示を行います。また、
期間中に勾玉づくりのﾜｰｸｼｮｯﾌﾟを行います。

10月27日～
12月9日

松阪市文化財センター
はにわ館　第二展示室

松阪市文化財センター
https://www.city.matsusa
ka.mie.jp/site/bunkazai-
center/

松阪市文化財センター
0598-26-7330

入館料100円(団体80円）、
高校生以下は無料

三重県 松阪市 ③
開館40周年記念特別企画
松坂城1588-2018
～天下人も認めた武将 氏郷の城～

松坂城は、信長の安土城、秀吉の聚楽第の普請にも関わった築城の名
手、蒲生氏郷が四五百の森に築いた城である。稀代の戦国武将、蒲生
氏郷とともに松坂城430年の変遷を残された文献資料や近年の発掘資
料にとともに、見ていきます。

11月3日～2月17日 松阪市立歴史民俗資料館 松阪市立歴史民俗資料館
http://www.city.matsusak
a.mie.jp/site/rekisiminzoku
/

松阪市立歴史民俗資料館
℡0598-23-2381

一般100円・
小中高校生50円

三重県 松阪市 ③
「鬼が来た！！」
大江山屏風特別公開

「大江山屏風」は、久留家旧蔵の大変貴重な屏風です。本作品は、源頼
光の四天王の一人である渡辺綱が、羅生門に住む鬼を退治する、いわ
ゆる「羅生門」の物語を題材とした屏風です。

11月4日～18日 松阪商人の館 松阪市立歴史民俗資料館
http://www.city.matsusak
a.mie.jp/site/matsusaka-
syounin/

松阪市立歴史民俗資料館
℡0598-23-2381

一般200円・
小中高校生100円

三重県 松阪市 ①③
松阪歴史文化塾事業
「旧長谷川家庭園の楽しみ方」

三重県指定史跡及び名勝の旧長谷川家の庭園に関して、庭園のスペ
シャリストの解説により、魅力を存分に楽しんでいただきます。

11月4日 旧長谷川邸離れ座敷及び庭園 松阪市 無料
松阪市産業文化部
文化課
℡0598-53-4393

葉書による事前申込制

三重県 松阪市 ③ 第28回松阪合唱フェスティバル2018 子どもから大人まで市内の合唱団による合唱の祭典です。 10月21日 クラギ文化ホール 松阪市合唱友の会、松阪市 無料
松阪市産業文化部
文化課
℡0598-53-4397

三重県 松阪市 ③ 第59回松阪市美術展覧会
市民から出品された絵画、彫刻・工芸、写真、書道の作品で、審査の結
果、入選・入賞した作品を展示します。

（第1部）
9月29日～10月6日,
（第2部）
10月20日～27日

松阪市文化財センター 松阪市 無料

松阪市美術展覧会HP（松
阪市HP内）
http://www.city.matsusak
a.mie.jp/site/culture-
info/59siten.html

松阪市産業文化部
文化課
℡0598-53-4397

三重県 松阪市 ③ 展示「武四郎の古銭収集」
生誕から200年を迎えた松浦武四郎は古銭収集家としても知られてお
り、武四郎が収集した古銭に関する資料を展示します。

8月28日～11月4日 松浦武四郎記念館 松阪市 https://www.takeshiro.net
松浦武四郎記念館
℡0598-56-6847

入館料一般310円、 6～18
歳まで200円、未就学児は
無料（団体割引あり）

三重県 松阪市 ③ 展示「錦絵の世界」
武四郎を生んだ松浦家は、地域をまとめる大きな家であり、松浦家には
多くの錦絵が残されていました。今回は明治の初めに出版された錦絵を
紹介します。

11月6日～1月14日 松浦武四郎記念館 松阪市 https://www.takeshiro.net
松浦武四郎記念館
℡0598-56-6847

入館料一般310円、 6～18
歳まで200円、未就学児は
無料（団体割引あり）

三重県 松阪市 ③
松浦武四郎生誕200年記念講座 第
8回

松浦武四郎の生誕200年を記念して、札幌大学副学長の本田優子先生
と歴史作家の河治和香さんによる、武四郎にちなんだお座敷トークを行
います。

11月11日 松浦武四郎記念館 松阪市 無料 https://www.takeshiro.net
松浦武四郎記念館
℡0598-56-6847

三重県 南伊勢町 ①③
企画展「河村瑞賢の西廻り航路が
伝えた文化と湊町酒田の傘福」

江戸時代には「西の堺、東の酒田」と称された酒田。
河村瑞賢が整備した西廻り航路により、酒田は上方と直結することで大
発展をとげました。北前船による交易では、人や荷物の往来だけではな
く、京文化も一緒に運ばれています。
今回の企画展では、当町出身の偉人河村瑞賢生誕400年に合わせ、河
村瑞賢や北前船をはじめとする日本遺産 酒田市の文化財群を紹介す
るパネル展とともに、西廻り航路によってもたらせた京文化をルーツにも
つ「湊町酒田の傘福」の展示を行います。

10月3日～12月2日
愛洲の館
東宮資料保存館

南伊勢町教育委員会 無料
南伊勢町教育委員会
0596-77-0002

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
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三重県 南伊勢町 ①③ 南伊勢町文化祭 作品展示、芸能発表 10月27日.28日.11月3日.4日
ふれあいセンターなんとう
町民文化会館

南伊勢町文化協会 無料
南伊勢町教育委員会
0596-77-0002

三重県 御浜町 ③ 自衛隊音楽隊演奏会（仮）
町制６０周年記念事業として、自衛隊音楽隊による演奏会を開催しま
す。

11月3日 御浜町中央公民館 御浜町 無料
御浜町中央公民館
05979-2-3151

三重県 御浜町 ③ 御浜町民文化祭
御浜町民が作成した書、俳句・俳画、絵画、写真、生け花、民芸などの
作品と、児童・生徒の書写、図画、工作、保育園児の図画、工作を展示
します。

11月3日～4日
ＪＡ三重南紀団地センター・
阿田和公民館

御浜町・御浜町教育委員会・
御浜町文化協会

無料
御浜町中央公民館
05979-2-3151

三重県 御浜町 ①　④ 御浜みかん祭り
御浜町の特産品である「みかん」をテーマに、地域の活性化を目的とし
たステージイベント、物産テント村、みかん品評会、みかん狩りツアーの
実施などの集客交流型イベント

11月4日
道の駅パーク七里御浜前駐車場「ふ
れあい広場」

御浜町みかん祭り実行委員会 無料
（御浜町役場HP）
http://www.town.mihama.
mie.jp/

御浜町役場
農林水産課
05979‐3‐0517

三重県 明和町 ① 文化祭 ①中央公民館講座生等の作品展示および発表会です。 11月3日～11月4日 明和町中央公民館、総合体育館 明和町教育委員会 無料
明和町中央公民館
TEL　0596-52-7132

三重県 明和町 ① 図書館市 廃棄になった本を、希望者に配布します。 11月4日～9日 明和町ふるさと会館 明和町ふるさと会館 無料 http://meiwa-li.hp4u.jp/
明和町ふるさと会館
TEL　0596-52-7131

三重県 四日市市 ③ 四郷ふるさとの道ウォーキング
市指定文化財「旧四日市市役所四郷出張所（四郷村役場）」を中心とし
た地域の歴史や自然を巡るウォーキングを開催します。

10月28日 市内四郷地区
四日市市教育委員会
社会教育課

無料

四日市市文化財HP
http://www.city.yokkaichi.l
g.jp/www/genre/10001000
00356/index.html

四日市市教育委員会
社会教育課
059-354-8238

三重県 四日市市 ③ 久留倍遺跡まつり
国指定史跡「久留倍官衙遺跡」周辺史跡のウォーキングと講演会を開
催します。また、復元工事中の「八脚門」の現地見学会も併せて開催し
ます。

11月11日
くるべ古代歴史館
あさけプラザ

四日市市教育委員会
社会教育課

無料
久留倍官衙遺跡HP
http://www.city.yokkaichi.
mie.jp/kyouiku/kurube/

四日市市教育委員会
社会教育課
059-354-8240

三重県 四日市市 ③ 久留倍官衙遺跡出土品展示
国指定史跡「久留倍官衙遺跡」を中心に、古代朝明郡衙に関わる遺跡
の出土品を展示します。

10月3日～
12月24日

あさけプラザ
四日市市教育委員会
社会教育課

無料
久留倍官衙遺跡HP
http://www.city.yokkaichi.
mie.jp/kyouiku/kurube/

四日市市教育委員会
社会教育課
059-354-8240

三重県 四日市市 ③ (仮称)平安時代のくるべの郷 古代の訓覇郷(くるべのさと)から出土した遺物とパネルを展示します。 9月上旬～11月上旬 くるべ古代歴史館
四日市市教育委員会
社会教育課

無料
久留倍官衙遺跡HP
http://www.city.yokkaichi.
mie.jp/kyouiku/kurube/

くるべ古代歴史館
059-365-2277

三重県 四日市市 ③
(仮称)聖武天皇の東国行幸に関連
して

行幸の地の写真パネルを中心に展示します。 11月上旬～12月下旬 くるべ古代歴史館
四日市市
教育委員会社会教育課

無料
久留倍官衙遺跡HP
http://www.city.yokkaichi.
mie.jp/kyouiku/kurube/

くるべ古代歴史館
059-365-2277

三重県 四日市市 ① パパ’ｓ絵本ライブ
「パパ’ｓ絵本プロジェクト」メンバーが幼児から小学生の子どもとその保
護者を対象にギター、ウクレレ、マラカス等の楽器を用いての参加型絵
本ライブを行い、家族みんなで絵本と音楽を楽しんでもらう。

10月21日 四日市市立図書館 四日市市立図書館 無料
http://www.yokkaichi-
lib.jp/

四日市市立図書館
059-352-5108

三重県 四日市市 ① 手づくり絵本の展示
図書館で夏休みに小学生を対象として開催した手づくり絵本講座で、参
加者が作成した手づくり絵本を展示する。

10月24日～11月4日 四日市市立図書館 四日市市立図書館 無料
http://www.yokkaichi-
lib.jp/

四日市市立図書館
059-352-5108

三重県 四日市市 ① おとなのためのストーリーテリング
本や道具を使わず語りきかせをするストーリーテリングの対象を大人向
きに行い、おはなしの世界を楽しんでもらう。

10月28日 四日市市立図書館 四日市市立図書館 無料
http://www.yokkaichi-
lib.jp/

四日市市立図書館
059-352-5108

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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三重県 四日市市 ① おしゃべり絵本の会
テーマを決めて絵本の楽しさを自由に語り合う、大人向けの講座を行
う。

11月1日 四日市市立図書館 四日市市立図書館 無料
http://www.yokkaichi-
lib.jp/

四日市市立図書館
059-352-5108

三重県 四日市市 ①
プラネタリウム一般番組
「南極ふしぎ探検」

南極大陸の発見や探検の歴史に触れながら、地球最南端で輝く南極大
陸の星空を満喫する番組です。2021年に見られる南極での皆既日食再
現もします。

9月11日～12月9日 四日市市立博物館プラネタリウム 四日市市立博物館
四日市立博物館
059-355-2700

三重県 四日市市 ①
プラネタリウムファミリー番組
「ポケットモンスター サン＆ムーン
プラネタリウム」

幅広い世代に大人気のポケットモンスターが登場するプラネタリウムで
す。シリーズ第5作目は、日食をテーマにしています。

9月15日～12月9日 四日市市立博物館プラネタリウム 四日市市立博物館
四日市立博物館
059-355-2700

三重県 四日市市 ①
プラネタリウム星空番組
「12の星ものがたり・秋 ～あなたの
誕生日の星空は？～」

今夜の星空を紹介し、誕生日の星空の星座物語の世界にご招待しま
す。あなたの誕生日の星空が見られるかもしれません（その月生まれの
方限定）。

9月11日～12月9日 四日市市立博物館プラネタリウム 四日市市立博物館
四日市立博物館
059-355-2700

三重県 四日市市 ①
プラネタリウム夜間特別番組
「君と見る流れ星 starring 秦基博」

毎週土曜日の18時30分から19時15分までの特別投映です。秦基博さん
のハートフルな音楽とともに主な流星群の紹介や、星座たちをご案内し
ます。

9月15日～12月8日 四日市市立博物館プラネタリウム 四日市市立博物館
四日市立博物館
059-355-2700

三重県 四日市市 ①
プラネタリウムCDコンサート
「ジブリ音楽特集」

ハイレゾ音源によるジブリ音楽と高精細な映像によるコンサート。美しい
自然の映像と星空、ジブリ音楽を聴きながら「自然の大切さ」について感
じてもらいます。

10月20日 四日市市立博物館プラネタリウム 四日市市立博物館 無料
四日市立博物館
059-355-2700

三重県 四日市市 ① オリオン座流星群観望会
開催時間は、19時から21時までです。なお、移動天文車「きらら号」は出
動しません。

10月21日
伊坂ダムサイクルパーク
管理事務所付近

四日市市立博物館 無料
四日市立博物館
059-355-2700

三重県 四日市市 ① 火星と秋の四辺形を探そう
移動天文車「きらら号」による観望会です。開催時間は、18時から19時
30分までです。

10月27日 市民公園（市立博物館前） 四日市市立博物館 無料
四日市立博物館
059-355-2700

三重県 四日市市 ① プラネタリウム無料開放日 プラネタリウム番組の全ての回を無料で観覧していただけます。 11月3日 四日市市立博物館プラネタリウム 四日市市立博物館 無料
四日市立博物館
059-355-2700

140人限定

三重県 四日市市 ①
宇宙塾「宇宙はどのように始まった
のか？-先端科学の描く創世記-」

日本を代表する天文学者で宇宙論で有名な佐藤勝彦教授による講演で
す。

11月10日 四日市市立博物館プラネタリウム 四日市市立博物館 無料
四日市立博物館
059-355-2700

140人限定

三重県 四日市市 ①
特別展「2018イタリア・ボローニャ国
際絵本原画展」

2018年のコンクールに入選した日本人10人を含む25か国77作家の絵本
原画385点を展示。

9月29日～10月28日 四日市市立博物館プラネタリウム 四日市市立博物館
四日市立博物館
059-355-2700

三重県 四日市市 ① 館蔵品展「文字の世界」 古文書などの書体や文体から読み取れる文字の世界の魅力を伝える。 10月27日～12月9日 四日市市立博物館プラネタリウム 四日市市立博物館 無料
四日市立博物館
059-355-2700

三重県 四日市市 ①
開館25周年記念講演会
「歴史に学び、未来を読む」

歴史家・作家の加来耕三氏による記念講演。 10月21日 じばさん三重 四日市市立博物館 無料
四日市立博物館
059-355-2700

定員200人

三重県 四日市市 ①
いちにの散策よっかいち
「四郷ふるさとの道」

まちなかでちいさな発見！散歩のようなフィールドワーク。四郷地区を歩
きます。

10月27日 四日市市四郷地区 四日市市立博物館 無料
四日市立博物館
059-355-2700

10日前までに申し込み

三重県 四日市市 ① 時空街道ツアー
体感型常設展を博物館ボランティアが案内。まちの発展とくらしの変化
を感じるツアー。

11月4日 四日市市立博物館プラネタリウム 四日市市立博物館 無料
四日市立博物館
059-355-2700

三重県 四日市市 ①
ミュージアムセミナー
「歴史資料からみた萬古焼」

萬古焼の祖、沼波弄山の生誕300年にちなんだセミナー。 11月10日 四日市市立博物館プラネタリウム 四日市市立博物館 無料
四日市立博物館
059-355-2700

三重県 四日市市 ① 講座　丹羽文雄 丹羽文雄の作品世界を知る講座。 11月17日 四日市市立博物館プラネタリウム 四日市市立博物館 無料
四日市立博物館
059-355-2700

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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三重県 四日市市 ③
第7回全国ファミリー
音楽コンクールinよっかいち

音楽が持つ力で人々を感動させ、共感しあう音楽コンクールを開催し、
四日市の文化力を全国へ発信します。また、音楽を通じて、四日市から
全国へ向け「家族」の「絆」の素晴らしさを発信します。

10月14日 四日市市文化会館第1ホール
四日市市・
全国ファミリー音楽コンクール
実行委員会

無料
http://www.city.yokkaichi.
mie.jp/music/

全国ファミリー
音楽コンクール
実行委員会事務局
(四日市市文化振興課内）
059－354－8239

入場には整理券が必要。

三重県 四日市市 ③ 日本舞踊まつり
幕開け、長唄「松の緑」に始まり千穐楽常磐津「東都獅子」まで全１５
番、古典日本舞踊のプログラムにより構成されている、㈳日本舞踊協会
に所属する６流派８社中による伝統芸能の舞台です。

10月28日 四日市地域総合会館あさけプラザ
四日市市・
一般社団法人四日市市文化協会

http://www.yokkaichishibu
nkakyoukai.com/

四日市市文化振興課
059－354－8239
一般社団法人
四日市市文化協会
059－351－3729

三重県 四日市市 ③
平成30年度
四日市市文化功労者および
四日市市民文化奨励賞表彰式

本市の文化振興に寄与し、その功績が顕著な方、あるいは今後の活躍
が期待される方を表彰します。式典中にミニコンサートも実施します。

11月3日 四日市市文化会館 四日市市 無料
四日市市文化振興課
059－354－8239

三重県 四日市市 ③ 第17回短詩型文学祭
短歌・俳句・川柳・現代詩・連句の５部門が一同に会し，小・中学生の作
品を加えた催しです。

11月3日 四日市市文化会館
四日市市・
一般社団法人四日市市文化協会

http://www.yokkaichishibu
nkakyoukai.com/

四日市市文化振興課
059－354－8239
一般社団法人
四日市市文化協会
059－351－3729

三重県 四日市市 ③
Yonbun Drama Collection　ala
collection演劇公演｢移動」

竹下景子、たかお鷹、嵐圭史をはじめ顔揃いの別役ワールドを堪能す
ることができる、不条理演劇の巨匠・別役実がユーモアあふれる視点で
人生を綴る傑作戯曲です。変化の激しい時代の中で生きていく人々の
人生を、どこか寂しく、どこかコミカルに淡々と舞台に綴ります。竹下景
子を主演に迎え、文学座の西川信廣が初めて別役ワールドに挑みま
す。

11月3日 四日市地域総合会館あさけプラザ
公益財団法人
四日市市文化まちづくり財団

https://yonbun.com/
四日市市文化会館
059－354－4501

三重県 四日市市 ③
Yajikita Project「たびの途中」
～四日市かいわいの旅事情～

江戸時代以降、宿場町として四日市が発展してきたことから、江戸時代
のお伊勢参りを描いた東海道中膝栗毛の登場人物「弥次さん」、「喜多
さん」に注目し、当時の旅文化にゆかりのある品の展示を行います。

11月10日～1月20日 四日市市文化会館常設展示室
公益財団法人
四日市市文化まちづくり財団

https://yonbun.com/
四日市市文化会館
059－354－4501

三重県 四日市市 ③ こどもとおとなのアートまつり
三浜文化会館開館2周年を記念して、平成30年11月11日に文化のお祭
りイベントを開催します。

11月11日 四日市市三浜文化会館 四日市市
http://www.city.yokkaichi.
mie.jp/culture-
mihama/index.html

四日市市文化振興課
059－354－8239
四日市市三浜文化会館
059-348-5380

三重県 四日市市 ③ 2018秋！　市民社交舞踏会
健康と音楽、ファッションをたのしみながら踊りましょう！
社交ダンスファンならどなたでも踊れます。

11月11日 中央緑地第２体育館
四日市市・
一般社団法人四日市市文化協会

http://www.yokkaichishibu
nkakyoukai.com/

四日市市文化振興課
059－354－8239
一般社団法人
四日市市文化協会
059－351－3729

女性は革製ヒールカバーを
着用してください。

三重県 四日市市 ③ 総合美術展
美術部門（書道・写真・俳画・尾張絵・押し花・手書き染・銅板工芸・彫
刻・染色工芸・陶芸・他）の会員による作品と、一般公募を募り広く市民
の皆様から応募頂き幅広い分野の作品も展示します。

11月15日～17日 四日市市文化会館
四日市市・
一般社団法人四日市市文化協会

http://www.yokkaichishibu
nkakyoukai.com/

四日市市文化振興課
059－354－8239
一般社団法人
四日市市文化協会
059－351－3729

三重県 四日市市 ③ ネイチャーフォト市民公募展 自然に関する写真を市民から公募し、展示します。 11月15日～17日 四日市市文化会館
四日市市・
一般社団法人四日市市文化協会

http://www.yokkaichishibu
nkakyoukai.com/

四日市市文化振興課
059－354－8239
一般社団法人
四日市市文化協会
059－351－3729

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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三重県 度会町 ② 度会小フェスタ 児童の学習活動等の成果を保護者、地域住民に公開します。 11月17日 度会小学校 度会小学校 無料
度会小学校
0596-62-0004

三重県 度会町 ③ 度会町民文化祭
度会町における文化活動の集大成として作品展示や芸能発表会を開
催

11月3日
11月4日

度会町民体育館 度会町民文化祭実行委員会 無料
度会町教育委員会
0596-62-2422

三重県 度会町 ① 度会町文化人権講演会 著名人を講師に招いて、人権啓発等に関する講演会を開催 11月10日 度会中学校 度会町人権教育推進協議会 無料
度会町教育委員会
0596-62-2422

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


