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佐賀県 有田町 ③ 国際学芸員サミット2018

有田焼を所蔵する海外の著名な博物館から学芸員や研究者を招聘
し、世界で珍重されている有田焼について海外の学芸員に語っていた
だくことで、佐賀県が持つ本物の資源としての有田焼の素晴らしさを県
内外へ広く発信していくため、国際学芸員サミット2018を開催します。

10月27日 県立九州陶磁文化館　講堂 佐賀県 無料
【佐賀県HP】
http://www.pref.saga.lg.jp/

県文化・スポーツ交流局文化課
文化振興担当
0952-25-7236
Mail:bunka@pref.saga.lg.jp

佐賀県 有田町 ②
ミュージアム・キャラバン隊「近くで見よう、ホ
ンモノの美術作品」

事前に応募いただいた学校へ、持参した画や工芸品など美術作品を
目の前に、学芸員が児童へ鑑賞のポイントを解説します。

10月31日 有田町立曲川小学校 佐賀県立博物館・美術館 無料
佐賀県立博物館・美術館
0952-24-3950

対象は会場校児童の
み

佐賀県 有田町 ③
寄贈記念特別企画展
人間国宝 中島宏氏寄贈
古武雄－ふるさと大地の記憶－

人間国宝中島宏氏から寄贈された古武雄をお披露目し、そのダイナ
ミックな魅力を紹介します。

10月6日～11月25日
県立
九州陶磁文化館

佐賀県
【九州陶磁文化館HP】
http://saga-
museum.jp/ceramic/

県立九州陶磁文化館
0955-43-3681
Mail:kyuto@pref.saga.lg.jp

佐賀県 有田町 ② 有田工業高校授業参観週間
教職員が相互に授業を参観し、授業者と参観者が感想や気づき等を
交わすことで授業力向上を図ります。

10月23日～11月7日 有田工業高校 有田工業高校 無料

【有田工業高校ＨＰ】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/aritakougyoukouko
u/

連絡先：有田工業高校
電話番号：0955－42－3136

佐賀県 有田町 ② 平成３０年度有田工業高等学校文化祭
１日目：各クラスや有志等によるステージ発表、文化部作品展示や発
表など
２日目：クラス・文化部等による作品展示や発表、模擬店、バザーなど

11月16日～17日 有田工業高校 有田工業学校 無料

【有田工業高校ＨＰ】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/aritakougyoukouko
u/

連絡先：有田工業高校
電話番号：0955－42－3136

佐賀県 有田町 ② 公開授業週間
終日学校を開放し、保護者や生徒が就業している事業所の方々に授
業参観をしていただきます。また、最終日には給食の試食会も行いま
す。

10月15日～26日 有田工業高校 有田工業高校定時制 無料

【有田工業高校定時制HP】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/aritakougyoukouko
u-p

有田工業高校
（定時制）
0955-42-3136

給食試食会の給食費
は負担していただきま
す。

佐賀県 有田町 ② 日曜参観 道徳意識を高めるために、全クラスが道徳の授業公開を行います。 11月4日 有田小学校 有田小学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/arita-e

有田小学校

佐賀県 有田町 ③ 学習発表会 各学年の学習成果の発表等 11月4日 有田中部小学校 有田中部小学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/aritachuubu-e

有田中部小学校

佐賀県 有田町 ③ 大山わくわく発表会

・各学年で学習したことを全校に発信し、学習の成果を高めると共に、
異学年の交流をします。
・保護者をはじめ、地域の方々に自分たちの取り組みを伝えることによ
り、学校理解の場とします。

11月4日 大山小学校 大山小学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/oyama-e

大山小学校

佐賀県 有田町 ③ 文化発表会
有田中学校で日頃行っている学習や部活動の成果を発表し、文化
的、芸術的な活動を通して豊かな心情を養い、文化に対する意識を高
めます。

10月26日 有田中学校 有田中学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/arita-j

有田中学校

佐賀県 有田町 ③ 文化発表会 日常の学習活動・文化活動をステージや展示で発表します。 10月31日 西有田中学校 西有田中学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/nishiarita-j

西有田中学校

佐賀県 有田町 ②
西有田中学校
新入生体験入学・説明会

校区内の小学6年生とその保護者を対象に、全体会では作文発表や
プレゼンテーションで学校紹介をします。その後、授業見学や部活動
体験を行います。また入学準備に関する説明会を行います。

11月7日 西有田中学校 西有田中学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/nishiarita-j

西有田中学校
0955-46-4171

佐賀県 伊万里市 ②
ミュージアム・キャラバン隊
「近くで見よう、ホンモノの美術作品」

事前に応募いただいた学校へ、持参した画や工芸品など美術作品を
目の前に、学芸員が生徒へ鑑賞のポイントを解説します。

10月26日 伊万里市立山代中学校 佐賀県立博物館・美術館 無料
佐賀県立博物館・美術館
0952-24-3949

対象は会場校児童の
み

佐賀県 伊万里市 ② さがを誇りに思う講演会
150年前の佐賀藩が全国的にみて最先端であったことを紹介すること
により、郷土を誇りに思えるような時間とする。

10月24日 伊万里商業高校体育館 佐賀県立伊万里商業高等学校 無料
伊万里商業高等学校
TEL 0955-23-5191

佐賀県 伊万里市 ②
伊万里商業高等学校人権・同和教育講演
会

同和問題をはじめとする様々な人権問題に対する認識を深めるととも
に、人権問題を自らの問題として捉え、日頃の言動に反映させること
ができるような人権意識の高揚を図ることを目的として講演会を開催
します。

11月21日 伊万里商業高校体育館 佐賀県立伊万里商業高等学校 無料
伊万里商業高等学校
TEL 0955-23-5191

佐賀県 伊万里市 ② 人権･同和教育講演会

演題「臓器提供と移植に関する権利」
　臓器移植に関する４つの権利をメインテーマとして、実際の移植の流
れを説明。『自己決定権』などについて自分のこととして『考える』とい
う内容を予定。

10月25日 伊万里農林高校 伊万里農林高校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/imarinourinkoukou
/

伊万里農林高校
0955-23-4138

佐賀県 伊万里市 ② ICT校内公開授業週間 ICT機器を利用した授業を公開し、ICTの利活用の推進を図ります。 10月29日～11月2日 伊万里農林高校 伊万里農林高校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/imarinourinkoukou
/

伊万里農林高校
0955-23-4138

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

佐賀県 伊万里市 ①② カトリック幼稚園芋ほり
交流学習の一環として実施。生徒が教師役となって、幼稚園児に芋ほ
りの手順や手助けを行い、農業の楽しさを教えます。

11月7日 伊万里農林高校 伊万里農林高校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/imarinourinkoukou
/

伊万里農林高校
0955-23-4138

佐賀県 伊万里市 ② 伊万里農林高等学校　農業文化祭
農業３学科並びに文化部の展示
クラス制作物展示、バザー模擬店
学校生産物販売、PTAイベント等

11月16日～11月17日 伊万里農林高校 伊万里農林高校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/imarinourinkoukou
/

伊万里農林高校
0955-23-4138

佐賀県 伊万里市 ①,② 人権学習・同和教育講演会
講演会を通して望ましい人権感覚を身につけ、差別に負けない・差別
を許さない態度の育成を図ります。

10月16日 伊万里高校 伊万里高校 無料
【伊万里高校HP】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/imarikoukou

伊万里高校
0955-23-3101

佐賀県 伊万里市 ①,② 校内読書会（ビブリオバトル）
自分のお気に入りの一冊を紹介し、クラス内で「一番読みたくなった
本」を投票で決定する活動で、読書に取り組む姿勢を養うとともにプレ
ゼンテーション能力の向上を目指します。

10月30日 伊万里高校 伊万里高校 無料
【伊万里高校HP】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/imarikoukou

伊万里高校
0955-23-3101

佐賀県 伊万里市 ①,② がんの教育
がんに対する正しい知識を身につけ、自己の健康管理・健康増進へ
の意欲を醸成します。

11月6日 伊万里高校 伊万里高校 無料
【伊万里高校HP】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/imarikoukou

伊万里高校
0955-23-3101

佐賀県 伊万里市 ①
平成３０年度
子ども伊万里塾

お祭り会場で花を飾ろう
トンテントンのポスターで祭りを盛り上げよう
トンテントン祭りの前に会場をきれいにしよう
トンテントン祭りの後に会場をきれいにしよう

10月 伊万里町市街地 響け伊小の会 無料
伊万里公民館
0955-23-9988

佐賀県 伊万里市 ①
平成３０年度
第５回啓蒙舎塾

現地研修（国史跡大川内鍋島窯跡）　市教育委員会 10月29日 伊万里公民館 啓蒙舎塾実行委員会 無料
伊万里公民館
0955-23-9988

佐賀県 伊万里市 ①③ 第31回伊万里公民館まつり 芸能発表・文化発表等 11月4日 伊万里公民館 伊万里公民館まつり実行委員会 無料
伊万里公民館
0955-23-9988

佐賀県 伊万里市 ①
平成３０年度
第４回子ども啓蒙舎塾

企業を知ろう 11月10日 山代町、立花町 子ども啓蒙舎塾実行委員会 無料
伊万里公民館
0955-23-9988

佐賀県 伊万里市 ① 第３６回ナイトハイク 子ども達による夜間約２４ｋｍのハイキング 11月17日～18日 伊万里町～黒川町 伊万里地区子ども会連合会 無料
伊万里公民館
0955-23-9988

佐賀県 伊万里市 ①③ 大坪公民館まつり
各種イベントや食品バザー、地域住民による芸能発表会等を行いま
す。

11月18日 大坪公民館 大坪公民館まつり実行委員会 無料
大坪公民館
0955-23-9898

佐賀県 伊万里市 ④ 第１６回立花公民館まつり 芸能発表・作品展示 11月18日 立花公民館 立花公民館実行委員会 無料
tachibana-
kou@city.imari.lg.jp

立花公民館
0955-20-4567

佐賀県 伊万里市 ① 大川内公民館まつり
地域の親睦を深めるため、集い、交流し、各種団体による芸能発表、
子どもの主張、バザー等を実施。

11月18日 大川内公民館 大川内公民館 無料
大川内公民館
0955-23-2774

佐賀県 伊万里市 ① 牧島公民館まつり

地区対抗駅伝、保育園児、小・中学生、一般の方の作品展、芸能発
表、子ども話し方の披露、農協青年部による農産品バザー、子ども会
による出店、壁新聞、食改善推進協議会による昼食バザーを行いま
す。

11月18日
牧島公民館
及びその周辺

牧島公民館まつり実行委員会 無料
makishima-
kou@city.imari.lg.jp

牧島公民館
0955-22-5783

農産品、昼食のバザー
等の購入は、有料と
なっています。

佐賀県 伊万里市 ①②③ 平成３０年度黒川町ふるさとまつり
町民、学校および企業等へ参加を呼びかけ、芸能発表を行うととも
に、功績者の表彰、少年の主張や創作品の展示、即売会やお楽しみ
抽選会等を実施します。

11月18日 黒川公民館
黒川町ふるさとまつり実行委員
会、黒川公民館

無料 kurogawa-kou@city.imari.lg.jp
黒川公民館
0955-27-0001

各団体等の出店あり。
有料で販売。

佐賀県 伊万里市 ①,②
平成３０年度
波多津公民館大会

生涯学習及び学校教育の成果を発表する場を設け、学習活動に対す
る町民の理解と認識を深めてもらい、さらに、町民自らが学習の実践
者となるきっかけを提供します。

11月11日
伊万里市
波多津公民館

伊万里市波多津公民館 無料 hatatsu-kou@city.imari.lg.jp
波多津公民館
0955-25-0001

佐賀県 伊万里市 ①
やってみゅ～だ２０１８ｉｎ大川町　、　ふるさ
と祭り

グラウンドゴルフ大会・ジュニア駅伝・バーベキュー大会・佐賀県玉入
れ選手権大会・作品展示・ふるさと祭り

11月4日 大川運動広場
やってみゅ～だ実行委員会・大川
町区長会

大川公民館
0955-29-2001

参加料有
(ふるさと祭り無料）

佐賀県 伊万里市 ①,②
松浦公民館まつり・松浦小学校教育フェス
ティバル

　公民館まつりでは、各種イベントや食品バザー、地域住民による芸
能発表を行います。町民へ家読の浸透を図りまちづくりの発展のた
め、家読フェスティバルと合同で開催します。

11月18日 松浦公民館 松浦公民館まつり実行委員会 無料
【松浦公民館HP】
http://www.city.imari.saga.jp
/2666.htm

松浦公民館
0955-26-2001

佐賀県 伊万里市 ① 平成３０年度二里町民ふれあいまつり
町民が相集い、連帯感を深め、心豊かで活力あふれるまちづくりめざ
し、明日の「ふたさと」を考える機会とするため、各種サークルの発表
や作品展示、小・中学生の主張発表、ふれあい販売等を実施します。

11月18日 二里公民館 二里公民館 無料 niri-kou@city.imari.lg.jp
二里公民館
0955-23-3024

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



667

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

佐賀県 伊万里市 ①、③ 東山代町ふるさとふれあいまつり
小・中学生、一般の方の作品展示、芸能発表、子ども話し方大会、各
種バザーを行います。

11月11日 東山代公民館
東山代町ふるさとふれあいまつり
実行委員会

無料
東山代公民館
0955-28-0001

佐賀県 伊万里市 ③ パレードフェスティバル鼓笛
地元の祭りである「伊万里トンテントン」のメイン会場で鼓笛隊の演奏
を行います。

10月28日 伊万里浜町交差点 無料
伊万里市観光課戦略室
0955-20-9031

佐賀県 伊万里市 ② 秋の遠足 全校で大平山まで忍耐力を養うための遠足をします。 11月2日 大平山 無料
伊万里小学校
0955-23-4128

佐賀県 伊万里市 ①② 子ども話し方大会
伊万里市小中学校代表児童が自分の主張（がんばっていることや夢
等）をステージにてスピーチします。

11月3日 立花公民館 伊万里市子ども会連合会 無料
伊万里市子ども会連合会
0952-22-1262

佐賀県 伊万里市 ② ゆめひろば 町民授業参観、育友会主催バザー、児童発表を行います。 11月11日 伊万里小学校 無料
伊万里小学校
0955-23-4128

佐賀県 伊万里市 ② 秋の鍛錬遠足 低学年は都川内ダム、高学年は大平山へ遠足に行きます。 10月19日
都川内ダム
大平山

大坪小学校 無料
大坪小学校
http://cms.saga-
ed.jp/hp/otsubo-e/

大坪小学校
0955-23-6148

佐賀県 伊万里市 ② 火災避難訓練
学校敷地内で火災が起きた場合に、どういった経路でどのように避難
すればよいのかを考え、実行に移すための訓練。

7月4日 大坪小学校 大坪小学校 無料
大坪小学校
http://cms.saga-
ed.jp/hp/otsubo-e/

大坪小学校
0955-23-6149

佐賀県 伊万里市 ③ 「伊万里トンテントン祭り」鼓笛隊出演
地元の祭りである「伊万里トンテントン」のメイン会場で鼓笛隊の演奏
を行います。

10月28日 大坪小学校 大坪小学校 無料
大坪小学校
http://cms.saga-
ed.jp/hp/otsubo-e/

大坪小学校
0955-23-6150

佐賀県 伊万里市 ② 日曜参観・育友会バザー
授業参観と育友会バザーを行い、日頃の児童の生活・学習を見てい
ただくと同時に、バザーを通して育友会の交流を楽しんだり親睦を図っ
たりします。

11月4日 大坪小学校 大坪小学校 無料
大坪小学校
http://cms.saga-
ed.jp/hp/otsubo-e/

大坪小学校
0955-23-6151

佐賀県 伊万里市 ② 感謝の会
大坪小学校の児童のために活動してくださっている方々に、日頃の感
謝の気持ちを込めて行う会。

10月17日 大坪小学校 大坪小学校 無料
大坪小学校
http://cms.saga-
ed.jp/hp/otsubo-e/

大坪小学校
0955-23-6152

佐賀県 伊万里市 ③ 「大坪公民館祭り」鼓笛隊出演 地元の「大坪公民館祭り」で鼓笛隊の演奏を行います。 11月18日 大坪小学校 大坪小学校 無料
大坪小学校
http://cms.saga-
ed.jp/hp/otsubo-e/

大坪小学校
0955-23-6153

佐賀県 伊万里市 ② 立花フェスタ
日曜参観の後、育友会主催の「まごころバザー」を開催。各学年分会
での食品バザー他、日用品リサイクルバザーを行います。

11月4日 立花小学校
立花小学校
育友会

無料
立花小学校
055-23-2100

佐賀県 伊万里市 ② ありがとう集会
学校生活や授業等でお世話になっている地域の方々等を招いて、感
謝の気持ちを伝える集会を行います。

11月20日 立花小学校 立花小学校 無料
立花小学校
055-23-2100

佐賀県 伊万里市 ② 田んぼの学校稲刈り
田んぼの学校(地域の方々が児童に米作りについて教えてくださる組
織)の指導により、全校児童と園児が稲刈りの体験活動を行います。

10月19日 大川内小学校体験実習田 大川内小学校
大川内小学校
0955-23-2542

佐賀県 伊万里市 ② ありがとう感謝の会
日頃お世話になっている地域の方々に、出し物や歌を通して感謝の思
いを伝えます。30名以上の方を招待する予定です。

11月22日 大川内小学校 大川内小学校
大川内小学校
0955-23-2542

佐賀県 伊万里市 ② 稲刈り体験
5年生がJA青年部の方の指導による、鎌やコンバインによる稲刈り体
験を行う。

10月31日 牧島小近くの田圃 牧島小学校 無料
【牧島小HP】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/makishima-e/

牧島小学校
0955-23-3350

佐賀県 伊万里市 ② 授業参観（感謝の会）・育友会バザー
日頃お世話になっている方々を招待し、感謝の気持ちを表す児童の
様子を見ていただくとともに、バザーを通して育友会員や地域住民と
の交流を図る。

11月11日 牧島小学校 牧島小学校 無料
牧島小学校
0955-23-3350

佐賀県 伊万里市 ② テカピカ運動
啓成中校区の三校児童生徒で、トンテントン祭り会場の清掃を行いま
す。

10月30日
（予定）

伊万里駅付近 啓成中校区小中学校 無料
牧島小学校
0955-23-3350

事務局は牧島小

佐賀県 伊万里市 ①②③ 黒川町ふるさとまつり
町民、学校及び企業等への参加を呼びかけ、芸能発表を行うと共に、
功績者の表彰、少年の主張や創作品の展示、即売会やお楽しみ抽選
会等を実施します。

11月18日 黒川公民館
黒川町ふるさとまつり実行委員
会・黒川公民館

無料 kurogawa-kou@city.imari.lg.jp
黒川公民館
0955-27-0001

各団体等の出店あり。
有料で販売

佐賀県 伊万里市
①②③
④

きらりフェスタ

地域・保護者の方々を招いて、各学年からの発表会、講演会、餅つき
会を行います。講演会は「いのち」について、餅つき会は全校児童で
田植え、稲刈りをしたもち米を使います。これまでお世話になった方々
へ感謝の思いを伝えます。

11月18日 波多津小学校 波多津小学校 無料
http://www2.saga-
ed.jp/school/hatatu-e/

波多津小学校
0955－25－0064

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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佐賀県 伊万里市 ② 芸術鑑賞

南波多郷学館においてサックス四重奏の演奏会を行います。日頃生
演奏を身近で見聴きすることがないので、この機会に生演奏を身近で
見聴きするなかで音楽に一層親しみをもってもらう取り組みを行ってい
ます。

10月18日
南波多郷学館
体育館

南波多郷学館 無料
【郷学館HP】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/minamihata-e/

南波多郷学館
0955-24-2007

佐賀県 伊万里市 ② 文化発表会
南波多郷学館全校児童生徒による学習発表会を行います。地域にも
呼び掛け毎年多数の参観者があります。

10月21日
南波多郷学館
体育館

南波多郷学館 無料
【郷学館HP】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/minamihata-e/

南波多郷学館
0955-24-2007

佐賀県 伊万里市 ①,③ フル―ツの里南波多ふれあいまつり
家庭、学校、地域が連携し、町民のふれあいと伝統の継承、文化の創
造を図るため、子どもの主張や各種団体による芸能発表、バザー等を
実施します。

11月18日 南波多公民館
フルーツの里南波多ふれあいま
つり実行委員会

無料
南波多公民館
0955-24-2001

佐賀県 伊万里市 ①,② 松浦小学校教育フェスティバル
子どもたちの日ごろの学びを参観し学校教育への理解を深めてもらう
ため、松浦小学校を訪れていただき教育フェスティバルを開催します。

11月10日 松浦小学校 松浦小学校 無料
松浦小学校
0955-26－2050

佐賀県 伊万里市 ①,② 松浦公民館まつり
子どもたちと地域とのふれあいと学校教育への理解を深めてもらうた
め、公民館まつりに参加します。参加内容：全校合唱・家読フェスタ・少
年の主張

11月18日 松浦公民館 松浦公民館まつり実行委員会 無料
http://www.city.imari.saga.jp
/2666.htm

松浦公民館
0955-26-2001

佐賀県 伊万里市 ②
文化芸術による子どもの育成事業
～巡回公演事業～

一流の文化芸術にふれることで子どもたちの豊かな感性を育てる。
・公演内容　　邦楽
・公演団体　　さくらこまち和楽団

10月16日 松浦小学校 文化庁 無料
松浦小学校
0955-26－2050

佐賀県 伊万里市 ① 平成３０年度二里町民ふれあいまつり
町民が相集い、連帯感を深め、心豊かで活力あふれるまちづくりめざ
し、明日の「ふたさと」を考える機会とするため、各種サークルの発表
や作品展示、小・中学生の主張発表、ふれあい販売等を実施する。

11月18日 二里公民館 二里公民館 無料
二里公民館
0955-23-3024

佐賀県 伊万里市 ② フリー参観デー
保護者・地域の方の授業参観（フリー参観デー）並びに育友会による
バザー

11月11日 二里小学校 二里小学校
【二里小学校HP】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/niri-e/

二里小学校
0955-23-3463

佐賀県 伊万里市 ② わいわいフェスタ 授業参観・ＰＴＡバザー・教育講演会 11月18日 東山代小学校 小学校・ＰＴＡ 無料
東山代小学校
0955-28-0024

佐賀県 伊万里市 ② ふれあいサンデー
日曜参観日として、「ふれあい道徳」の授業参観及び教育講演会、バ
ザー等を開催します。

11月4日 山代東小学校 山代東小学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/yamashirohigashi-

伊万里市立山代東小学校
℡　0955-28-2009

佐賀県 伊万里市 ② 西の谷ふれあいまつりin山西小 授業参観・育友会バザー・学年発表等 11月4日
山代西小学校
体育館

山代西小学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/yamashironishi-e/

山代西小学校
0955-28-3015

佐賀県 伊万里市 ② 文化発表会
総合的な学習の時間のまとめや演劇等を学年ごとに発表し，広く保護
者・地域の方々に学習の様子を公開します。

10月21日 伊万里中学校 伊万里中学校
伊万里中学校
0955-23-4158

佐賀県 伊万里市 ②
伊万里市
中学校音楽会

市内中学校3年生が一堂に会し，課題曲及び自由曲を合唱し，広く広
く保護者・地域の方々に公開します。

10月31日 伊万里市民会館 伊万里市教育研究会
伊万里中学校
0955-23-4158

佐賀県 伊万里市 ②
伊西地区
英語暗唱大会

伊西地区中学校の各代表が課題文の英語暗唱を競います。 10月23日 伊万里市民センター 伊万里市教育研究会
伊万里中学校
0955-23-4158

佐賀県 伊万里市 ② オープンスクール
保護者・地域の方へ学校を開放し，生徒の学習の様子等自由に参観
してもらいます。

11月5日～9日 伊万里中学校 伊万里中学校
伊万里中学校
0955-23-4158

佐賀県 伊万里市 ② 啓成中学校文化発表会 生徒によるステージ発表、作品展示等 10月21日 啓成中学校 啓成中学校 無料
啓成中学校
0955-22-3600

佐賀県 伊万里市 ② 文化発表会
総合的な学習の時間のまとめや演劇等を学年ごとに発表し，広く保護
者・地域の方々に学習の様子を公開します。

10月21日 青嶺中学校 青嶺中学校 無料
青嶺中学校
0955-27-0053

佐賀県 伊万里市 ③ 文化発表会 学年劇・学年合唱・総合的な学習の時間での学習発表・展示等 10月28日
東陵中学校
体育館

東陵中学校 無料
【東陵中学校HP】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/toryo-j/

東陵中学校
0955-26-2012

佐賀県 伊万里市 ② 校内合唱コンクール 校内でクラス対抗で合唱コンクールを実施します。 10月21日 国見中学校体育館 国見中学校 無料
【国見中学校HP】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/kunimi-j/

国見中学校　0955-23-5195

佐賀県 伊万里市 ② 学習発表会 日頃の学習の成果について展示・実演などの発表を行います。 10月21日 国見中学校体育館 国見中学校 無料
【国見中学校HP】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/kunimi-j/

国見中学校　0955-23-5195
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佐賀県 伊万里市 ② 教育公演会 がん教育、命の尊さをテーマにした教育講演会 10月21日 国見中学校体育館 国見中学校 無料
【国見中学校HP】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/kunimi-j/

国見中学校　0955-23-5195

佐賀県 伊万里市 ②
小中一貫校滝野校
学習発表会・地域ふれあい行事

生活科や総合的な学習の時間等で学習したことを、保護者や地域の
方々に発表します。午後は、地域の方々と昔遊びで親睦を深めます。

10月21日
小中一貫校
滝野校体育館

小中一貫校滝野校 無料
【滝野校HP】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/takino-j

小中一貫校
滝野校小学部
0955-28-0023

佐賀県 伊万里市 ② 文化発表会
学校での教育活動の学習成果と文化活動について地域・保護者に発
表し交流を深めます。

10月21日 山代中学校体育館 山代中学校 無料
山代中
0955－28－2026

佐賀県 伊万里市 ② 親子ふれあいデー
保育参観・教育講演会
親子ふれあい給食

11月2日 黒川幼稚園 黒川幼稚園 無料 kurogawa-you@city.imari.lg.jp
黒川幼稚園
0955-27-0609

佐賀県 嬉野市 ② 就業体験発表会

7月10日から12日、8月27日から29日それぞれの3日間、嬉野、武雄、
鹿島地区の各事業所において、本校生徒2年生が就業体験を行いま
した。就業体験で得られた成果等を全校生徒、保護者に対して発表し
ます。

9月11日
塩田工業高等学校
(新)嬉野高等学校

塩田工業高等学校
(新)嬉野高等学校

無料

http://cms.saga-
ed.jp/hp/shiotakougyoukouk
ou/

佐賀県立塩田工業高等学校
佐賀県立（新）嬉野高等学校
0954-66-2044

佐賀県 嬉野市 ②
人権・同和教育講演会
（課外授業～みんなちがってみんないい）

障害者に対する理解の促進を図ることを目的として、外部より講師を
招聘し本校生徒対象の講演会が開催されます。

9月18日
塩田工業高等学校
(新)嬉野高等学校

佐賀県障害福祉課 無料
佐賀県障害福祉課
0952-25-7064

佐賀県 嬉野市 ② 第55回塩工祭

毎年、「塩工祭」のテーマを設定し文化祭と体育祭を実施します。文化
祭では、テーマに基づいた各クラスでの作品制作や、研究発表、各種
模擬店の出店、PTAによるバザーを行います。また、体育祭では生徒
が３つの団に分かれ、優勝を目指して15の競技を行います。

10月14日、16日
塩田工業高等学校
(新)嬉野高等学校

塩田工業高等学校
(新)嬉野高等学校

無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/shiotakougyoukouk
ou/

佐賀県立塩田工業高等学校
佐賀県立（新）嬉野高等学校
0954-66-2044

佐賀県 嬉野市 ② 薬物乱用防止講演会
外部より講師を招聘し、薬物使用等について本校生徒対象の講演会
を行います。

10月23日
塩田工業高等学校
(新)嬉野高等学校

塩田工業高等学校
(新)嬉野高等学校

無料
佐賀県立塩田工業高等学校
佐賀県立（新）嬉野高等学校
0954-66-2044

佐賀県 嬉野市 ② 芸術鑑賞会

演劇「ＥＤＤＩＥ」
ジプシートレーナーと言われ、数多くのチャンピオンを育ててきたエ
ディ・タウンゼント。ある日、ダイヤの原石の少年と出います。まだ中学
2年生だった井岡弘樹です。友であり、師弟である二人は、互いに信頼
を深めながら、チャンピオンロードを歩んでいきます。この物語は、井
岡がチャンピオンになり、初防衛戦に勝利するまでを描いた物語を劇
団イングが公演を行います。

10月31日
塩田工業高等学校
(新)嬉野高等学校

塩田工業高等学校
(新)嬉野高等学校

http://www.gekidan-
ing.co.jp/

佐賀県立塩田工業高等学校
0954-66-2044

生徒徴収金による芸術
鑑賞会

佐賀県 嬉野市 ①,② 食育教育

「嬉野市食育推進計画」のもと、市民が主体となって、関係者と連携を
深めながら、嬉野市の食育推進活動が展開されています。今回の食
育教育では、高校を卒業するまでに、簡単な料理が自分で作れるよう
に体験学習を行うことで、卒業後自立した食生活を営むことができるよ
うになることを目的として開催されます。また、地域の人と交流しなが
ら、郷土料理の実習をとおして「食文化」や「地産地消」等、食育への
関心を深め実践に繋げることも目的としています。

10月25日、26日、31日
(新)嬉野高等学校

嬉野市 無料

http://cms.saga-
ed.jp/hp/shiotakougyoukouk
ou/

佐賀県立（新）嬉野高等学校
0954-66-2044

佐賀県 嬉野市 ② 交通講話
外部より講師を招聘し、実演もまじえて、本校生徒対象の講話を行い
ます。

10月30日
塩田工業高等学校
(新)嬉野高等学校

塩田工業高等学校
(新)嬉野高等学校

無料
佐賀県立塩田工業高等学校
佐賀県立（新）嬉野高等学校
0954-66-2044

佐賀県 嬉野市 ②
人権・同和教育
（いじめ防止について）

いじめ防止に対する考え方の促進を図ることを目的として、本校職員
が本校生徒対象にクラス単位で討議を実施します。

11月20日
塩田工業高等学校
(新)嬉野高等学校

塩田工業高等学校
(新)嬉野高等学校

無料
佐賀県立塩田工業高等学校
佐賀県立（新）嬉野高等学校
0954-66-2044

佐賀県 嬉野市 ② 塩田中学校文化発表会
全校生徒が体育館ステージで劇や合唱等の発表 を行います。また、
各学年の共同作品や各教科の作品、美術部の作品等を展示します。

10月31日
塩田中学校
体育館

塩田中学校 無料
塩田中学校
0954－66－2030

佐賀県 嬉野市 ② 嬉野中文化発表会
合唱コンクール、学年劇、体験活動発表、クラス対抗パラパラ漫画コ
ンテストなど

10月21日 嬉野中学校 嬉野中学校 無料
嬉野中学校
0954-43-0244

佐賀県 嬉野市 ②
大野原小中学校文化祭・ふるさとの集い・嬉
野市教育の日講演会

児童生徒の劇や総合的な学習の時間の成果発表、作品展示、バザー 11月11日
大野原小中学校
体育館

大野原小中学校 無料
大野原中学校
0954-43-0807

佐賀県 嬉野市 ② 吉田中学校文化祭 生徒全員による展示・ステージ発表・合唱コンクール 10月27日
吉田中学校
体育館

吉田中学校 無料
吉田中学校
0954‐43‐9321

佐賀県 嬉野市 ②③
文化庁の文化芸術による子供の育成事業
（巡回公演）

東京佼成ウインドオーケストラによる公演 10月24日 久間小学校 文化庁・嬉野市教育委員会 無料
久間小学校
0954-66-2204

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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佐賀県 嬉野市 ②③ アルモニア管弦楽団コンサート 武雄法人会主催のアルモニア管弦楽団によるコンサート 11月5日
轟小学校
嬉野中学校

武雄法人会 無料
轟小学校
0954-43-1349

佐賀県 嬉野市 ② 嬉野市教育の日 嬉野市内の小中学校で授業参観、講演会などを実施します。 11月11日 市内小中学校 嬉野市教育委員会 無料
嬉野市教育委員会
0954-66-9128

佐賀県 嬉野市 ①，③ 嬉野市文化祭（塩田文化祭、嬉野文化祭）

　嬉野市文化連盟会員及び公民館教室会員の日頃の活動成果を合
同で発表するとともに、地域文化の継承・向上を図る。その他市内の
園、学校、施設の児童・生徒の作品も展示することによって、文化につ
いての啓発と普及を推進する。

10月27日～11月3日
塩田27・28
嬉野28～3

嬉野市社会文化会館
嬉野市公会堂
嬉野市体育館

嬉野市文化連盟 無料
https://www.city.ureshino.lg.j
p/top.html

塩田0954-66-9129
嬉野0954-42-3316

佐賀県 嬉野市 ③
ワハハ本舗・実験コメディー劇場
「名もなく貧しくもなく美しくもなく」
～最強じゃない２人～

嬉野市は「こころの架け橋手話言語条例」を制定しており、この芝居を
きっかけに演劇や手話に興味を持っていただき、より心豊かに暮らし
ていける地域社会の実現に寄与することを目的とします。
内容はろう者の女優・大橋ひろえと聴者の女優・大窪みこえによる２人
芝居。手話と口話で会話を繰り広げ、聴者のお客様にもろう者のお客
様にもハンデを持ってもらいます。役者がどのようなことを言っている
のかを推理しながら観劇し、役者と一緒の空気を感じてもらいます。

11月4日
嬉野市社会文化会館[リバ
ティ]
文化ホール

嬉野市文化振興事業実行委員会
嬉野市ＨＰ
https://www.city.ureshino.lg.j
p/

嬉野市文化振興事業実行委員
会事務局（リバティ内）
0954-66-9320

佐賀県 大町町 ② 聖陵祭文化祭 ステージ発表、クラス・部活動展示、模擬店 11月2日 杵島商業高等学校 杵島商業高等学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/kishimashougyouko
ukou

杵島商業高等学校
0952-82-3241

佐賀県 大町町 ② 芸術鑑賞 演劇 11月6日
白石高等学校普通科キャン
パス

杵島商業高等学校・白石高等学
校

http://cms.saga-
ed.jp/hp/kishimashougyouko
ukou

杵島商業高等学校
0952-82-3241

部外者鑑賞不可

佐賀県 大町町 ② オープンスクール 地域の皆さんに生徒の学習の様子を参観してもらいます 10月14日 大町ひじり学園 大町ひじり学園 無料
大町町教育委員会
学校教育係
0952-82-3177

佐賀県 大町町 ② 文化発表会・きらきら集会 大町町立小中一貫校の学習発表・文化発表会です 10月27日 大町ひじり学園 大町ひじり学園 無料
大町町教育委員会
学校教育係
0952-82-3177

佐賀県 大町町 ③ ふるさと文化まつり 町文化連盟を中心に作品展示と芸能発表が行われます 11月1日～4日 大町町公民館 大町町文化連盟 無料
大町町教育委員会
社会教育係
0952-82-3177

佐賀県 小城市 ② 第55回牛津高等学校文化祭
本校4学科の日頃の学習成果を発表する場です。文化部等による作
品等の展示発表があります

11月4日、5日 牛津高校 牛津高校 無料
【牛津高校HP】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/ushidukoukou/

牛津高校
0952-66-1811

佐賀県 小城市 ③ 小城市民文化祭　　小城町文化展 市民及び文化連盟会員の一年間の集大成ともいえる作品の展示 11月2日～4日 ゆめぷらっと小城
小城市　　　　協力：小城市文化連
盟

無料
【小城市HP】
http://www.city.ogi.lg.jp/

小城公民館
　0952-73-3215

佐賀県 小城市 ③ 小城市民文化祭　三日月作品展 市民及び文化連盟会員の一年間の集大成ともいえる作品の展示 11月2日～4日 ドゥイング三日月
小城市　　　　協力：小城市文化連
盟

無料
【小城市HP】
http://www.city.ogi.lg.jp/

三日月公民館
0952-72-1616

佐賀県 小城市 ③ 小城市民文化祭　　牛津作品展示会 市民及び文化連盟会員の一年間の集大成ともいえる作品の展示 11月2日～4日 牛津公民館
小城市　　　　委託：小城市文化連
盟

無料
【小城市HP】
http://www.city.ogi.lg.jp/

牛津公民館　　　　　0952-37-
6143

佐賀県 小城市 ③
小城市民文化祭　　あしかり文化まつり展
示会

市民及び文化連盟会員の一年間の集大成ともいえる作品の展示 11月2日～4日
芦刈地域交流
センター

小城市　　　　協力：小城市文化連
盟

無料
【小城市HP】
http://www.city.ogi.lg.jp/

芦刈公民館　　　　　0952-37-
6140

佐賀県 小城市 ③
小城市民文化祭　　あしかり文化まつり公
演会

音楽、舞踏など舞台公演会の開催 11月4日
芦刈地域交流
センター

小城市　　　　協力：小城市文化連
盟

無料
【小城市HP】
http://www.city.ogi.lg.jp/

芦刈公民館　　　　　0952-37-
6140

佐賀県 小城市 ③ 小城市民文化祭　小城町芸能祭 音楽、舞踏など舞台公演会の開催 11月10日 ゆめぷらっと小城
小城市　　　　協力：小城市文化連
盟

無料
【小城市HP】
http://www.city.ogi.lg.jp/

小城公民館
0952-73-3215

佐賀県 小城市 ① 小城市少年少女の声大会 小学生、中学生が日頃考えていることや感じていることを発表 11月17日 ドゥイング三日月 小城市 無料
【小城市HP】
http://www.city.ogi.lg.jp/

生涯学習課
　0952-37-6132

佐賀県 小城市 ③ 小城市民文化祭　　牛津一般公演会 音楽、舞踏など舞台公演会の開催 11月18日 牛津公民館
小城市　　　　委託：小城市文化連
盟

無料
【小城市HP】
http://www.city.ogi.lg.jp/

牛津公民館
0952-37-6143

佐賀県 小城市 ③ 小城市民文化祭　三日月子ども文化まつり 子どもを主体とした団体の日頃の成果を発表 11月24日 ドゥイング三日月
小城市　　　　協力：小城市文化連
盟

無料
【小城市HP】
http://www.city.ogi.lg.jp/

三日月公民館
0952-72-1616

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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佐賀県 小城市 ③ 佐賀大学・小城市交流事業展 小城市内の城跡を紹介し、当時の領主について考えます 11月2日～12月16日
小城市立
歴史資料館

小城市教育委員会
佐賀大学

無料
小城市教育委員会
文化課文化振興係
0952-71-1132

佐賀県 小城市 ③ 土生遺跡公園まつり
主に小学生及びその保護者を対象として土器つくりや火起こし体験、
古代食体験をおこなう。子供たちが作成した土器等は後に焼成し、歴
史資料館で企画展示をおこないます。

10月20日 史跡土生遺跡公園 小城市教育委員会
小城市教育委員会
文化課文化財保護係
0952-73-8809

料金は材料費500円程
度

佐賀県 小城市 ③ 書に親しむ日 小城出身の書家中林梧竹を顕彰するため、書道体験を行います 10月27日 幕末維新記念館西側広場 小城市教育委員会 無料
小城市民図書館
三日月館
0952-72-4946

メールアドレ
ス:tosyokan-
mikatsuki@city.ogi.lg.jp

佐賀県 小城市 ③ 中林梧竹特別展 小城出身の書家中林梧竹の作品を紹介します 10月20日～1月14日 小城市立中林梧竹記念館 小城市教育委員会
小城市教育委員会
文化課文化振興係
0952-71-1132

入場料大人200円

佐賀県 小城市 ① ブックリサイクル
市民図書館で除籍された図書資料約３，０００冊を図書館利用者に、
読書の推進と感謝の意を持って無料譲渡します。

10月27日 ドゥイング三日月 小城市民図書館 無料
【小城市民図書館HP】
http://library.city.ogi.saga.jp
/

小城市民図書館
三日月館
0952-72-4946

メールアドレ
ス:tosyokan-
mikatsuki@city.ogi.lg.jp

佐賀県 小城市 ① 秋の夜の おはなし会
施設内を３つのブースを分け、参加者に施設の夜を探検しながらおは
なしを聞いてもらいます。読み聞かせボランティアグループと協働で実
施します。

11月17日
小城市地域交流センターあ
しぱる

小城市民図書館 無料
【小城市民図書館HP】
http://library.city.ogi.saga.jp
/

小城市民図書館
芦刈分室
0952-37-6141

メールアドレ
ス:tosyokan-
mikatsuki@city.ogi.lg.jp

佐賀県 小城市 ②
小城中学校フリー参観デー
文化発表会

学習活動公開及び文化発表会 10月27日 小城中学校 小城中学校 無料
http://www.ogicity.ed.jp/jh-
ogi/

小城中学校
0952-73-2191

佐賀県 小城市 ② 三日月中学校　合唱コンクール 各学級の合唱発表会 10月19日 三日月中学校 三日月中学校 無料
三日月中学校
0952-73-2016

佐賀県 小城市 ②
三日月中学校　小城市民参観日
文化発表会

学習活動公開及び文化発表会 10月28日 三日月中学校 三日月中学校 無料
三日月中学校
0952-73-2016

佐賀県 小城市 ②
牛津中学校フリー参観デー
津拓祭（しんたくさい）

学習活動公開及び文化発表会・合唱コンクール 10月28日 牛津中学校 牛津中学校 無料 www.ogicity.ed.jp/jh-ushizu/
牛津中学校
0952-66-0022

佐賀県 小城市 ② 桜岡小学校フリー参観日 学習活動公開(授業公開・全校集会）　　少年少女の声発表会 10月21日 桜岡小学校 桜岡小学校 無料
桜岡小学校
0952-73-3070

佐賀県 小城市 ② 日曜参観デー「三里フェスタ」 学習活動公開 11月11日 三里小学校 三里小学校 無料
三里小学校
0952-73-3239

佐賀県 小城市 ② 晴田小学校区フリー参観デー 学習活動公開及び人権フェスタ 11月18日 晴田小学校 晴田小学校 無料
晴田小学校
0952-73-3226

佐賀県 小城市 ② 学校公開日・「少年の声」発表大会
地域の方に児童の学習の様子及び代表児童による「少年の声」発表
会を参観してもらいます。

11月11日 岩松小学校 岩松小学校
岩松小学校
0952-73-2555

佐賀県 小城市 ②③ 三日月小学校　三日月デー 学習活動公開　親子観劇会 11月11日 三日月小学校 学校・育友会
http://www.ogicity.ed.jp/e-
mikatsuki/

三日月小学校
0952-73-2950

佐賀県 小城市 ② 牛津小学校フリー参観デー 学習活動公開　、教育講演会 9月30日 牛津小学校 牛津小学校 無料
牛津小学校
0952-66-0047

佐賀県 小城市 ② 砥川小学校フリー参観デー 学習活動公開及びもちつき大会 12月1日 砥川小学校 砥川小学校 無料
http://www.ogicity.ed.jp/e-
togawa/

砥川小学校
0952-66-0130

佐賀県 小城市 ②
芦刈観瀾校フリー参観デー
文化発表会

学習活動公開及び文化発表会 10月27日 芦刈観瀾校 芦刈観瀾校 無料
芦刈観瀾校
0952-66-0403

佐賀県 鹿島市 ② 授業公開
日頃の授業の様子を保護者、市民の皆様に公開することにより、本校
に対する理解を深めていただきます。

11月5日 両校各教室
鹿島高校・鹿島実業高校
新鹿島高校

無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/kashimakoukou-n/
（新鹿島Hp）

鹿島高校
0954-62-4136

佐賀県 鹿島市 ② 牡丹餅会
鹿島高校と鹿島実業高校の3年生が合同で牡丹餅を食べ、進路決定
に際し粘り強く取り組む決意を表明する伝統行事です。

11月2日 鹿島実業高校体育館
鹿島高校・鹿島実業高校
新鹿島高校

無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/kashimakoukou-n/
（新鹿島Hp）

鹿島高校
0954-62-4136
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佐賀県 鹿島市 ①
えいぶる講座
「はじめての編み物教室②(水曜コース)」

個々の編みたいものを中心に編んでいきます。 5月23日～11月6日
鹿島市生涯学習センター・
エイブル

一般財団法人
鹿島市民立生涯学習・文化振興
財団

【エイブルHP】
http://kashima-able.com/

エイブル
0954-63-2138

受講料：500円
エイブル倶楽部会員対
象（入会随時）
※別途材料費が必要
です

佐賀県 鹿島市 ①
えいぶる講座
「笑って健康！笑いヨガ②」

笑いエクササイズとヨガの呼吸法を組み合わせた「笑う」体操です。笑
う機会を増やして、ストレス解消や免疫力アップを目指します。

7月11日～12月26日
鹿島市生涯学習センター・
エイブル

一般財団法人
鹿島市民立生涯学習・文化振興
財団

【エイブルHP】
http://kashima-able.com/

エイブル
0954-63-2138

受講料：500円
エイブル倶楽部会員対
象（入会随時）

佐賀県 鹿島市 ①
えいぶる講座
「書道教室②」

王羲之の『集字聖教序』と、いろは歌を中心に書いていきます。 7月12日～12月20日
鹿島市生涯学習センター・
エイブル

一般財団法人
鹿島市民立生涯学習・文化振興
財団

【エイブルHP】
http://kashima-able.com/

エイブル
0954-63-2138

受講料：500円
エイブル倶楽部会員対
象（入会随時）
※別途材料費が必要
です

佐賀県 鹿島市 ③
床の間コーナー
「雲谷等顔展」

鹿島市能古見出身で、桃山時代を代表する画家　雲谷等顔の作品を
展示します。

10月2日～12月24日
鹿島市生涯学習センター・
エイブル
2階床の間コーナー

一般財団法人
鹿島市民立生涯学習・文化振興
財団

無料
【エイブルHP】
http://kashima-able.com/

エイブル
0954-63-2138

佐賀県 鹿島市 ② 鹿島小学校日曜フリー参観
校区内の住民に広く呼びかけ、授業参観や講演会、PTAのバザー等
の活動に参加していただくことで、学校教育への理解を促進している。

10月21日 鹿島小学校
鹿島市立
鹿島小学校

無料
【鹿島小学校HP】
https://cms.saga-
ed.jp/hp/kashima-e

鹿島市立鹿島小学校
0954-63-5255

佐賀県 鹿島市 ① おほしんたろうさん講演会＆ワークショップ
図書館100周年記念事業で中高生から一般の方を対象に夢の実現に
ついての講演とワークショップを楽しんでいただく。

10月21日 エイブル研修室 鹿島市民図書館 無料
【鹿島市民図書館HP】
https://www.library.city.kash
ima.saga.jp/

鹿島市民図書館
0954-63-4343

佐賀県 鹿島市 ③ 東部中学校文化発表会
各学級による合唱コンクール等、生徒による各種文化的な出し物が披
露されます。

10月24日 東部中学校 鹿島市立東部中学校 無料
【鹿島東部中学校HP】
https://cms.saga-
ed.jp/hp/tobu-kashima-e

鹿島市立東部中学校
0954-63-5245

佐賀県 鹿島市 ③ 西部中学校第44回文化祭
各学級による合唱コンクール等、生徒による各種文化的な出し物が披
露されます。

10月26日 西部中学校
鹿島市立
西部中学校

無料
【鹿島西部中学校HP】
https://cms.saga-
ed.jp/hp/seibu-kashima-e

鹿島市立西部中学校
0954-62-1211

佐賀県 鹿島市 ①
えいぶる講座
「秋色のお茶を楽しむ！」

秋のテーブルコーディネートと、烏龍茶をいろいろなアレンジで楽しみ
ます。

10月27日
鹿島市生涯学習センター・
エイブル

一般財団法人鹿島市民立生涯学
習・文化振興財団

【エイブルHP】
http://kashima-able.com/

エイブル
0954-63-2138

受講料：500円
エイブル倶楽部会員対
象（入会随時）
※別途材料費が必要
です

佐賀県 鹿島市 ③
床の間コーナー　「雲谷等顔展ギャラリー
トーク」

床の間コーナーでの作品展示に伴い、より深く雲谷等顔について知っ
てもらうため「雲谷等顔について」という演題でギャラリートークを行い
ます。
講師：福井尚寿氏（佐賀県立博物館・佐賀県立美術館　副館長）

10月28日
鹿島市生涯学習センター・
エイブル
3階研修室

一般財団法人鹿島市民立生涯学
習・文化振興財団

無料
【エイブルHP】
http://kashima-able.com/

エイブル
0954-63-2138

佐賀県 鹿島市 ① 図書館サポーター活動
市内小学4,5年生の図書館サポーターが貸出・返却・配架・館内ディス
プレイ作成を行います。

11月初～中旬予定 鹿島市民図書館 鹿島市民図書館 無料
【鹿島市民図書館HP】
https://www.library.city.kash
ima.saga.jp/

鹿島市民図書館
0954-63-4343

佐賀県 鹿島市 ③ 鹿島市文化祭
文化に対する市民意識の高揚を目的とし、作品等の発表の場の提
供、文化講演会を開催します。

11月2日～4日
鹿島市生涯学習センター・
エイブル

鹿島市文化連盟 無料
鹿島市教育委員会
生涯学習課
0954-63-2125

佐賀県 鹿島市 ③ 鹿島市小中学校書道・美術展
市内小学校７校、中学校２校のそれぞれの学校から、児童生徒の書
写・図画の作品を持ち寄り、一斉に展示しています。

11月2日～4日 鹿島市民会館 鹿島市教育委員会 無料
【鹿島市HP】
http://www.city.saga-
kashima.lg.jp/main/23html

鹿島市教育委員会
0954-63-2103

佐賀県 鹿島市 ① 本をゆずる市
図書館で不要になった本および市民の方から集めた自宅で不要に
なった本を、希望者に無料で配布します。

11月3,4,6,7日 鹿島市民図書館 鹿島市民図書館 無料
【鹿島市民図書館HP】
https://www.library.city.kash
ima.saga.jp/

鹿島市民図書館
0954-63-4343

佐賀県 鹿島市 ① 本の修理に挑戦！
本の修理体験をとおして資料を大切にし、利用のマナーに関心を持っ
てもらう催し。自宅にある傷んだ本を持参し修理体験ができます。

11月4日 鹿島市民図書館 鹿島市民図書館 無料
【鹿島市民図書館HP】
https://www.library.city.kash
ima.saga.jp/

鹿島市民図書館
0954-63-4343

佐賀県 鹿島市 ③ 市内小学校音楽会 市内７校から代表の学年が合唱や合奏を披露します。 11月8日
鹿島市民会館
ホール

鹿島市教育委員会 無料
【鹿島市HP】
http://www.city.saga-
kashima.lg.jp/main/23html

鹿島市教育委員会
TEL0954-63-2103

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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佐賀県 鹿島市 ① 絵本読み語り隊
図書館利用が困難な高齢者の方に向けたサービス。市内高齢者施設
を訪問し、絵本や紙芝居の読み語り等を行う催し。
あわせて高齢者施設で活用できる資料の紹介等も行います。

11月8日 市内各高齢者施設 鹿島市民図書館 無料
【鹿島市民図書館HP】
https://www.library.city.kash
ima.saga.jp/

鹿島市民図書館
0954-63-4343

佐賀県 鹿島市 ① えいぶる講座「便利で楽しい！iPad」
初心者向けのiPad講座です。持っているけれど使い方が分からない
方や、持っていないけれど使ってみたい方におすすめです。LINEにも
チャレンジします。

11月9日、16日、30日
鹿島市生涯学習センター・
エイブル

一般財団法人鹿島市民立生涯学
習・文化振興財団

【エイブルHP】
http://kashima-able.com/

エイブル
0954-63-2138

受講料：500円
エイブル倶楽部会員対
象（入会随時）
※別途テキスト代が必
要です

佐賀県 鹿島市 ② のごみっ子発表会 授業参観やPTA教育講演会、PTAほのぼのバザーが行われます。 11月11日 能古見小学校 鹿島市立能古見小学校 無料
【野古見小学校】
https://cms.saga-
ed.jp/hp/nogomi-e

鹿島市立
能古見小学校
0954-63-3983

佐賀県 鹿島市 ② 明倫祭り
明倫小学校校区内の住民に広く呼びかけ、授業参観や地域に伝わる
民俗芸能等の発表会を行なうことで、学校教育への理解を促進してい
ます。

11月11日 明倫小学校
鹿島市立
明倫小学校

無料
【明倫小学校HP】
https://cms.saga-
ed.jp/hp/meirin-e

鹿島市立明倫小学校
0954-62-5252

佐賀県 鹿島市 ③
えいぶる事業
「Baby booコンサート」

Baby boo(ベイビー・ブー)は、男性5人組のアカペラコーラスグループ
です。一度は聞いたことのある曲の数々を圧倒的な歌唱力と美しい
ハーモニーで魅了します。

11月17日
鹿島市生涯学習センター・
エイブル
2階エイブルホール

一般財団法人鹿島市民立生涯学
習・文化振興財団

【エイブルHP】
http://kashima-able.com/

エイブル
0954-63-2138

チケット代
大人　　　：2,000円
高校生以下：1,000円
※エイブル倶楽部会員
各500円引き

佐賀県 鹿島市 ① 第６回中木庭ダムフェスタinのごみ
幼稚園児・保育園児や小学生の出し物があったり、地元の食材の提
供が有料であったりする。

11月18日
中木庭ダム
やまびこ広場周辺

実行委員会
【鹿島市HP】
http://www.city.saga-
kashima.lg.jp/main/23html

のごみふれあい楽習館
0954-62-3373

佐賀県 鹿島市 ① 庭木のお手入れ講座 お正月へ向けて庭木の手入れ法を学びます。 11月中旬 エイブル研修室 鹿島市民図書館 無料
【鹿島市民図書館HP】
https://www.library.city.kash
ima.saga.jp/

鹿島市民図書館
0954-63-4343

佐賀県 鹿島市 ① おはなしとどけ隊
自分たちだけでは来館できない、遠隔地の小学校にて、方言での紙
芝居やパネルシアターを使用し、お話の楽しさを伝えます。

日程詳細未定
能古見小学校
古枝小学校

鹿島市民図書館 無料
【鹿島市民図書館HP】
https://www.library.city.kash
ima.saga.jp/

鹿島市民図書館
0954-63-4343

佐賀県 鹿島市 ② 鹿島市教育研究大会
市内の教職員の指導力向上のために授業公開を行います。担当した
学校の研究テーマにしたがった研究協議を参加者全員で行います。

10月25日 鹿島市立浜小学校 鹿島市教育委員会 無料
http://www.city.saga-
kashima.lg.jp/main/23.html

鹿島市教育委員会
TEL0954-63-2103

佐賀県 鹿島市 ④ ものづくりの日イベント
市内の企業等および近隣の高校（専門高校）による体験・展示を通し
て、子どもたちにものづくりの魅力や市内の企業の技術のすばらしさ
を感じさせます。

10月28日 鹿島市民会館 鹿島市教育委員会 無料
http://www.city.saga-
kashima.lg.jp/main/23.html

鹿島市教育委員会
TEL0954-63-2103

佐賀県 鹿島市 ② ひかりの子集会
授業参観や総合的な学習や生活科でお世話になっている地域の方々
への感謝の会を行います。

11月11日 鹿島市立浜小学校 鹿島市立浜小学校 無料
鹿島市立浜小学校
0954-62-2444

佐賀県 鹿島市 ② 鹿島小学校日曜フリー参観
校区内の住民に広く呼びかけ、授業参観や講演会、PTAのバザー等
の活動に参加していただくことで、学校教育への理解を促進していま
す。

10月21日 鹿島市立鹿島小学校 鹿島市立鹿島小学校 無料
https://cms.saga-
ed.jp/hp/kashima-e

鹿島市立鹿島小学校
TEL0954-63-5255

佐賀県 鹿島市 ② のごみっ子発表会 授業参観やPTA教育講演会、PTAほのぼのバザーが行われます。 11月11日 鹿島市立能古見小学校 鹿島市立能古見小学校 無料
https://cms.saga-
ed.jp/hp/nogomi-e

鹿島市立能古見小学校
TEL0954-63-3983

佐賀県 上峰町 ② 上峰中学校文化発表会
総合的な学習や教科等で学習した成果をステージで発表したり、作品
を展示したりします。

10月24日 上峰中学校 上峰中学校 無料
上峰中学校
0952-52-3834

佐賀県 上峰町 ③ 第３３回上峰町文化祭
公民館利用サークル、幼稚園、保育園、小中学校、町在住者等による
作品展示、演芸発表などの文化祭を行います。

11月1日～4日 上峰町民センター 上峰町文化協会 無料
上峰町教育委員会
生涯学習課
0952-52-3833

佐賀県 上峰町 ② 日曜授業参観
開かれた学校づくりの一環として行う休日開催の授業参観です。全ク
ラスが授業を公開します。多くの保護者が参観されます。

11月11日 上峰小学校 上峰小学校 無料
上峰小学校
0952-52-3835

佐賀県 上峰町 ①,③ 上小祭
上峰小の子どもたちが所属している社会体育の団体による活動体験
コーナーで体を動かしたり、子どもたちのバレエや演奏、ダンス等の発
表を見たりすることができます。

11月11日 上峰小学校 上峰小学校 無料
上峰小学校
0952-52-3835

佐賀県 上峰町 ② 上峰中学校土曜参観、ＰＴＡ親子豚汁会 授業参観、ＰＴＡ主催の豚汁会を行います。 11月17日 上峰中学校 上峰中学校 無料
上峰中学校
0952-52-3834

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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佐賀県 上峰町 ① 青少年健全育成大会
小学５年生～中学生までを対象に青少年育成に関する内容の講演会
を行います。

11月28日 上峰町民センター 上峰町青少年育成町民会議 無料
上峰町教育委員会
生涯学習課
0952-52-3833

佐賀県 唐津市 ② 日曜参観・高峰中文化発表会の見学 授業参観後、保護者と一緒に高峰中の文化発表会を見学 10月28日 教室・体育館 竹木場小学校 無料
竹木場小学校
0955-72-3475

佐賀県 唐津市 ③ 浜玉町文化祭 作品展・芸能発表 11月10日　～11日 ひれふりランド 唐津市 無料
浜玉公民館
0955－56－8315

佐賀県 唐津市 ③ 車椅子バスケットボール大会

日本トップクラスの車椅子バスケットボールチーム「宮城MAX」を佐賀
県に招待し、九州選抜チームとのゲーム等を通じて、障害の有無に関
係なく、県民のスポーツに対する関心を高め、スポーツの実践及び競
技人口拡大のきっかけづくりとするためのイベントを開催します。

10月28日 唐津市内 佐賀県バスケットボール協会 無料
佐賀県バスケットボール協会
0952-37-0503

佐賀県 唐津市 ③
開館25周年記念特別企画展
肥前名護屋　-幻の巨大都市-

歴史上類例を見ない軍事都市が形成された肥前名護屋のすがたを浮
き彫りにします。

9月28日～11月11日
県立
名護屋城博物館

佐賀県
【名護屋城博物館ＨＰ】
http://saga-
museum.jp/nagoya/

県立名護屋城博物館
0955-82-4905
mail:nagoyajouhakubutsukan@pre
f.saga.lg.jp

佐賀県 唐津市 ②③ 芸術鑑賞会 「学校寄席落語」(上方・江戸)、曲ゴマを解説付きで、鑑賞します。 10月26日
唐津西高校
体育館

唐津西高校 無料
佐賀県立唐津西高校
0955-72-7184

公演時間1時間30分

佐賀県 唐津市 ② 学校開放日
広く市民に学校を開放し、学校の施設や生徒の様子、授業風景などを
見学していただき、本校の現状や取組を理解していただく機会として
います。

10月27日 唐津西高校 唐津西高校 無料
佐賀県立唐津西高校
0955-72-7184

佐賀県 唐津市 ② 歯科講話
「葉から始まる健康な生活」と題して、学校歯科医の牟田悟朗先生に
講演していただきます。

11月6日
唐津西高校
体育館

唐津西高校 無料
佐賀県立唐津西高校
0955-72-7184

14:50～15:35

佐賀県 唐津市 ② あいさつ運動
本校振興会が主催し、保護者と教職員と生徒が一緒に本校正門前で
あいさつ運動を行います。

11月13日・14日
唐津西高校
正門前

唐津西高校
振興会

無料
佐賀県立唐津西高校
0955-72-7184

7:50～8:20

佐賀県 唐津市 ② 授業公開 期間中の全授業の公開 11月5日～9日 佐賀県立唐津南高等学校 佐賀県立唐津南高等学校 無料
佐賀県立唐津南高等学校
0955-72-4123

佐賀県 唐津市 ② 講演 グローバル人材育成のための講師派遣事業 11月5日 佐賀県立唐津南高等学校 佐賀県立唐津南高等学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/karatsuminamikouk
ou/

佐賀県立唐津南高等学校
0955-72-4123

予定

佐賀県 唐津市 ②③ 第５７回南高祭（文化祭）
はじめてのまなび応援事業
（サックス四重奏の演奏会）

11月16日 佐賀県立唐津南高等学校 佐賀県立唐津南高等学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/karatsuminamikouk
ou/

佐賀県立唐津南高等学校
0955-72-4123

佐賀県 唐津市 ② 第５７回南高祭（文化祭）
専門分野の研究発表、クラス企画。生徒の作品展示、生産物・製造物
の販売実習。ＰＴＡバザー等

11月16日～17日 佐賀県立唐津南高等学校 佐賀県立唐津南高等学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/karatsuminamikouk
ou/

佐賀県立唐津南高等学校
0955-72-4123

佐賀県 唐津市 ② 学校開放
公開授業
（一般の参観も可能です。）

10月27日
唐津東高校
唐津東中学校

唐津東高校
・中学校

無料
karatsuhigashicyuugakkou@
mail.saga-ed.jp

唐津東高校・中学校
0955-77-1984

佐賀県 唐津市 ② 学校開放週間
学校を終日開放し，保護者や地域の方々に授業参観や部活動の見学
をしていただきます。

11月5日～11月9日 唐津商業高等学校 唐津商業高等学校 無料

【唐津商業高校HP】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/karatsusyougyouko
ukou/

唐津商業高校
0955-72-7196

佐賀県 唐津市 ②
若杉文化フェスタ
（学校開放日）

学校を終日開放し，保護者や地域の方々に文化祭及び校内活動（授
業参観・部活動）の見学をしていただきます。

10月27日 厳木高等学校 厳木高等学校 無料
【厳木高校HP】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/kyuuragikoukou/

厳木高等学校
0955-63-2535

佐賀県 唐津市 ② まつら祭（学校祭）

・全学部美術作品等の展示
・小学部遊び場の公開・体験
・中学部・高等部作業学習製品の展示・販売（８作業班）
・卒業生の発表
・ステージ発表（合唱など）
・PTA食品バザー
・障害者施設等バザー

10月21日 唐津特別支援学校 唐津特別支援学校 無料

【唐津特別支援学校HP】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/karatsutokubetsusi
en/

唐津特別支援学校
0955-78-2394

佐賀県 唐津市 ② ステージ発表会 各学年の学習の成果を、保護者・地域の方に発表します。 10月14日 東唐津小体育館 東唐津小 無料
唐津市立東唐津小学校
0955-72-3501

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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佐賀県 唐津市 ② PTAバザー
休眠品や手作り品・協賛品などを販売し、保護者・地域の交流と活性
化を図ります。

10月14日 東唐津小体育館 東唐津PTA
唐津市立東唐津小学校
0955-72-3501

佐賀県 唐津市 ② 授業参観日 ハートフル人権集会・講演会・授業参観（全て午前） 10月29日 外町小学校 外町小学校 無料
外町小学校
0955-73-1161

佐賀県 唐津市 ② 公演 スクールコンサート（午前）「神田将エレクトーンアンサンブル」 11月6日 外町小学校 外町小学校 無料
外町小学校
0955-73-1161

佐賀県 唐津市 ② 演奏体験・鑑賞教室
関屋　真一郎アンサンブルグループによるマリンバ・パーカッションコン
サート

11月27日 西唐津小学校 県まなび課 無料
西唐津小学校
０９５５－７２－３１６５

佐賀県 唐津市 ② 西唐津小中　ふれあいまつり
休眠品や出店販売、各種団体のステージ発表で、地域の交流と活性
化を図ります。

12月2日 西唐津小学校 西唐津小中PTA 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/sashi-e/

西唐津小学校
０９５５－７２－３１６５

佐賀県 唐津市 ② 高島区文化祭 作品展示、児童の学習発表、地域住民の踊り等 11月17日 高島小体育館 学校・地区 無料 takashima-e@mail.saga-ed.jp
高島小学校
0955-72-4387

佐賀県 唐津市 ②
授業参観
ＰＴＡ主催バザー

保護者だけでなく、地域の方にも学校を公開し、授業の様子を見てい
ただきます。また、休眠品や手作り品などの販売、イベントコーナーと
いった企画で、地域の交流と活性化を図ります。

11月18日
佐志小学校
体育館

佐志小学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/sashi-e/

佐志小学校
0955-74-3445

佐賀県 唐津市 ② 授業参観・バザー・もちつき 授業参観・もちつき・物品販売等 11月11日 鏡山小学校 鏡山小及びPTA 無料
鏡山小
0955-77-0305

佐賀県 唐津市 ② マリンバ演奏鑑賞会
関谷真一郎アンサンブルグループによるマリンバ･パーカッションコン
サート

11月27日 鏡山小学校 県まなび課 無料
鏡山小
0955-77-0305

佐賀県 唐津市 ② 久里小フェスタ
縦割りグループで、児童が作成したぽかぽかカルタのカルタ取り大会
を行う。保護者、地域の方に活動を公開します。

11月18日 久里小学校 久里小学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/kuri-e

久里小学校
0955-78-0012

佐賀県 唐津市 ② 日曜参観・ＰＴＡバザー
・３，４校時　全校授業参観
・午後　ＰＴＡバザー

10月21日 鬼塚小学校
鬼塚小学校
鬼塚小ＰＴＡ

無料
鬼塚小学校
0955\78-0013

佐賀県 唐津市 ② 授業参観
・５校時　下学年（１～３年）授業参観
・６校時　上学年（４～６年）授業参観

11月22日 鬼塚小学校 鬼塚小学校 無料
鬼塚小学校
0955\78-0013

佐賀県 唐津市 ②
授業参観
集会

授業参観、アピール集会(児童集会） 11月22日 湊小学校 学校・育友会 無料 minato-e@mail.saga-ed.jp
湊小学校
0955-79-0004

佐賀県 唐津市 ②
持久走大会
育友会バザー

持久走大会及び育友会バザーを行います。 10月14日 湊小学校 学校・育友会 無料 minato-e@mail.saga-ed.jp
湊小学校
0955-79-0004

バザー用品の購入は
有料

佐賀県 唐津市 ② ２年生ポニー体験教室 ２年生のポニー乗馬体験 6月21,22日 成和小学校 成和小学校 無料
成和小学校
0955-75-0174

佐賀県 唐津市 ② 成和小鼓笛隊パレード 小学校６年生による校区のパレード 11月9日 成和小学校 成和小学校 無料
成和小学校
0955-75-0174

佐賀県 唐津市 ② 読み聞かせ ＰＴＡによる読み聞かせ 10月22日 大志小学校 大志小学校ＰＴＡ 無料
大志小学校
0955-73-1165

佐賀県 唐津市 ② 読み聞かせ ＰＴＡによる読み聞かせ 10月25日 大志小学校 大志小学校ＰＴＡ 無料
大志小学校
0955-73-1165

佐賀県 唐津市 ② 大志の日 中学校区の教員が授業を参観し、教育について協議を行う。 10月29日 大志小学校 大志小学校ＰＴＡ 無料
大志小学校
0955-73-1165

佐賀県 唐津市 ② ノーテレビ・ノーゲームデー
全校児童・保護者に呼びかけ、親子のコミュニケーションを図る場を設
定します。

11月1日 大志小学校 大志小学校ＰＴＡ 無料
大志小学校
0955-73-1165

佐賀県 唐津市 ② くんち清掃ボランティア
地朝の時間を活用して、唐津くんち後の学校周辺の清掃活動をしま
す。

11月5日 大志小学校 大志小学校ＰＴＡ 無料
大志小学校
0955-73-1165

佐賀県 唐津市 ② 読み聞かせ ＰＴＡによる読み聞かせ 11月12日 大志小学校 大志小学校ＰＴＡ 無料
大志小学校
0955-73-1165

佐賀県 唐津市 ② 授業参観 児童の学習の様子を公開し、保護者等に参観していただきます。 10月25日 浜崎小学校 浜崎小学校 無料
浜崎小学校
0955-56-6116

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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佐賀県 唐津市 ② 持久走大会 体育の授業等の練習の成果を発表し、その頑張りを認め合います。 11月16日 浜崎小学校 浜崎小学校 無料
浜崎小学校
0955-56-6116

佐賀県 唐津市 ②,③ 玉小学習フェスタ
日頃の学習成果の発表（合唱、合奏、劇、学習発表等）の活動を公開
し、ともに楽しみながら地域連携を図ります。地域の方の参加可（大歓
迎）

10月21日
玉島小学校
体育館・教室

玉島小学校 無料
玉島小学校
0955-56-6953

佐賀県 唐津市 ② 授業参観 全学年の授業の様子を公開します。 11月21日 平原小学校 平原小学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/hirabaru-
e/home/homeMain.do

平原小学校
0955-56-6503

佐賀県 唐津市 ② やまびこ発表会 日頃の学習の成果を保護者や地域の方々へ発表します。 11月21日 平原小学校体育館 平原小学校・ＰＴＡ 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/hirabaru-
e/home/homeMain.do

平原小学校
0955-56-6504

佐賀県 唐津市 ② 授業参観
保護者や地域住民を対象に授業参観・給食試食会・家庭教育講座を
開催します。

11月8日 厳木小学校 厳木小学校 無料
厳木小学校
0955-63-2621

佐賀県 唐津市 ② 授業参観・駅伝大会・講演会
授業参観と駅伝大会を実施します。その後，育友会主催の教育講演
会を行います。

11月22日 箞木小学校 箞木小学校・育友会 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/utsubogi-e

箞木小学校
0955-63-2635

佐賀県 唐津市 ③ 音楽鑑賞会 全校児童と保護者で、音楽鑑賞を楽しみます。 10月18日
相知小学校
体育館

相知小学校 無料
相知小学校
0955-62-2355

佐賀県 唐津市 ② 小中連携ボランティア清掃 相知くんちの後の、校区内清掃を相知中学校生徒と一緒に行います。 10月22日
相知町内くんち会場
周辺

相知小学校
相知中学校

無料
相知小学校
0955-62-2355

佐賀県 唐津市 ② ノーテレビ・ノーゲームデー
各家庭で子どもたちとふれあい、親子で語り合う時間をとり、楽しい時
を過ごします。

11月1日 各家庭 相知小学校 無料
相知小学校
0955-62-2355

佐賀県 唐津市 ②
自然教室
「稲刈り体験学習」

６月に田植えを実施した５年生が、稲の実りを実感しながら、アザメの
会や保護者とともに稲刈りを行います。

10月30日 相知町アザメの瀬 相知小学校アザメの会 無料
相知小学校
0955-62-2355

佐賀県 唐津市 ② 児童集会 ６年生が修学旅行の報告を行います。 11月13日 相知小学校体育館 相知小学校 無料
相知小学校
0955-62-2355

佐賀県 唐津市 ② 認知症理解のための絵本教室
４年生の子どもたちがワークショップ形式で話し合い活動を行い、認知
症を持つ高齢者に対する接し方や思いやりの心などについて学びま
す。

11月30日
相知小学校
体育館

相知小学校 無料
相知小学校
0955-62-2355

佐賀県 唐津市 ② 『歯・口の健康づくり』研究発表会公開授業 ２年生と６年生の授業を公開します。 11月15日 伊岐佐小学校 伊岐佐小学校 無料
伊岐佐小学校
0955-62-2701

佐賀県 唐津市 ①，②
読み語り
授業参観
教育講演会

切っ子ママさんによる読み語り。
全学年の授業の様子を公開します。
外部講師を招き、家庭教育や地域の教育に関する講演会を開催しま
す。

10月26日 切木小学校 切木小学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/kirigo-e/

切木小学校　　　　　0955-53-
2200

佐賀県 唐津市 ② 切っ子発表会 各学年の児童がそれまでの学習の成果を発表する。 11月22日 切木小学校体育館 切木小学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/kirigo-e/

切木小学校　　　　　0955-53-
2200

佐賀県 唐津市 ② 入小文化祭
児童の学習成果を体育館ステージで発表します。保護者や地域の人
たちも参観します。また，ＰＴＡによるバザーや食育講演会も行いま
す。

11月18日
入野小学校
体育館

入野小学校 無料
【入野小学校HP】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/irino-e

入野小学校
0955-54-1103

佐賀県 唐津市 ② 学習発表会
各学年ごとに日頃の学習の成果を保護者や地域の方々に発表しま
す。
育友会バザーも行います。

11月18日
納所小学校
体育館

納所小学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/nosa-e

納所小学校
0955-54-0203

佐賀県 唐津市 ② 音読フェスタ・おもしろ落語笑学校
各学年の音読・暗唱の発表
佐賀大学落研ＯＢ会「笑菱会」による、落語講演会

11月16日
田野小学校
体育館

田野小学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/tano-e

田野小学校
0955-54-0335

佐賀県 唐津市 ② 授業参観 授業公開・学級レク 10月25日 打上小学校 学校・育友会 無料 uchiage-e@mail.saga-ed.jp
打上小学校
0955-82-3700

佐賀県 唐津市 ② 学習発表会 学習発表会・合唱 11月25日 打上小学校 学校・育友会 無料 uchiage-e@mail.saga-ed.jp
打上小学校
0955-82-3700

佐賀県 唐津市 ② ノーテレビノーゲームデー テレビ、ゲームに触れず、家族で団らんの時間を過ごす。 11月1日 各家庭 学校・育友会 無料 uchiage-e@mail.saga-ed.jp
打上小学校
0955-82-3700

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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佐賀県 唐津市 ② ものづくり出前講座
『飛鳥工房』の方に来ていただき、小中学校の児童生徒・保護者でペ
ン立てを作成します。

10月23日 小川小中学校
小川
 小中学校

無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/ogawa-i

小川小中学校
0955－82－8009

佐賀県 唐津市 ② 駅伝大会 小中学校の児童生徒・全員で、駅伝を行います。 11月16日 小川島漁協前
小川
 小中学校

無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/ogawa-i

小川小中学校
0955－82－8009

佐賀県 唐津市 ② ２年生くんち前清掃活動
唐津くんちをよりよい環境で行い、観光客や曳山関係者の方々に喜ん
でいただくために、地元の中学校として、２年生全員及び保護者有志
で地域の清掃活動をします。

11月1日 校区内各所 唐津市立第一中学校 無料
第一中学校
0955-73-2815

佐賀県 唐津市 ② 学習文化発表会

・総合的な学習、職場体験、劇、音楽(吹奏楽部発表・合唱）、英語(暗
唱)等各教科のステージ発表
・美術、国語、技術・家庭科等の作品展示
・ＰＴＡバザー・合唱

10月28日 本校体育館 佐志中学校 無料
佐志中学校
0955-73-3361

佐賀県 唐津市 ② 文化発表会
ステージ発表（合唱コンクール、総合学習の発表等）展示発表（美術、
職場体験等）

10月28日
高峰中学校
体育館

高峰中学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/koho-j

高峰中学校
0955-72-3475

佐賀県 唐津市 ② 文化発表会
午前：合唱コンクール・英語暗唱・総合的な学習の時間の発表及び展
示
午後：吹奏楽部演奏、３年生学年発表（歌）

10月28日 学校 第五中 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/daigo-j/

第五中学校
0955-72-2134

佐賀県 唐津市 ② 文化発表会 合唱コンクール・英語暗唱・総合的な学習の時間の発表・劇及び展示 10月28日 鏡中学校 鏡中学校 無料
鏡中学校
0955-77-0500

佐賀県 唐津市 ② 文化発表会 合唱コンクール・英語暗唱・総合的な学習の時間の発表・劇及び展示 10月28日 鬼塚中学校 鬼塚中学校 無料

【鬼塚中学校HP】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/onizuka-
j/home/homeMain.do

鬼塚中学校
0955-78-0135

佐賀県 唐津市 ②,③ 湊中学校文化発表会
総合的な学習の時間の学習成果などをステージ発表や展示発表しま
す。

10月21日 湊中体育館 湊中学校 無料
湊中学校
0955-79-0009

佐賀県 唐津市 ② 文化発表会
ステージ発表（合唱コンクール、総合学習の発表等）、展示発表（美
術、職場体験等）

10月28日
西唐津中学校
体育館

西唐津中学校 無料
西唐津中学校
0955-74-8651

佐賀県 唐津市 ② 文化発表会
ステージ発表：合唱コンクール・英語暗唱・学年発表・ブラスバンド部
演奏・生徒会
展示発表：各学年・ひまわりバザー・各教科･専門委員会

10月28日
ひれふりランド
浜玉中学校

浜玉中学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/hamatama-j/

浜玉中学校
0955-56-6650

佐賀県 唐津市 ② 文化発表会
・総合的な学習、職場体験などの取組発表
・英語暗唱、学年劇の発表
・吹奏楽部の演奏、合唱コンクール

10月29日 相知中学校 相知中学校 無料 相知中学校

佐賀県 唐津市 ② 文化発表会
ステージ発表（合唱コンクール、総合的な学習の発表等）展示発表（製
作物、美術作品、総合的な学習まとめレポート等）

10月28日
肥前中学校
体育館

肥前中学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/hizen-j

肥前中学校
0955-54-1105

佐賀県 唐津市 ② 文化発表会 発表（劇・合唱コンクール等）、展示（国語・美術作品等） 10月28日
海青中学校
体育館

海青中学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/kaisei-j

海青中学校
0955-82-0515

佐賀県 唐津市 ①，② 子育てサロン
乳幼児を子育て中の方に呼びかけ、参加する乳幼児親子を募集し、
中学生が地域の乳幼児親子と触れ合う機会を持つことで、命の大切さ
や将来の父親像・母親像を描いてもらうために行います。

11月8日,9日,12日
海青中学校
多目的ホール

NPO法人 唐津市 子育て支援情
報センター
海青中学校

無料

http://cms.saga-
ed.jp/hp/kaisei-j
http://karatsu-
kosodate.net/kosodate_salon
.html

海青中学校
0955-82-0515
NPO法人唐津市
子育て支援情報センター
0955-72-2288

佐賀県 唐津市 ②,③ 馬渡小中学校文化祭

馬渡小中学校の児童生徒の文化的な学習活動の発表の場です。小・
中学生児童生徒による劇や合唱のステージ発表。中学生による英語
暗唱、生徒会活動の発表。児童生徒作品を展示し、地域・保護者の方
も招待して参観してもらいます。

10月20日
馬渡小中学校
体育館

馬渡小中学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/madara-j/

馬渡小中学校
0955-82-9003

佐賀県 唐津市 ② 文化祭
加唐小中学校の児童生徒の文化的な学習活動の発表の場です。小・
中学生児童生徒による合唱やダンスのステージ発表、児童生徒作品
を展示を行います。地域・保護者の方に参観してもらいます。

10月20日
加唐小中学校
体育館

加唐小中学校 無料
加唐小中学校
0955-82-9303

佐賀県 唐津市 ② 授業参観
児童・生徒全員参加のマラソン大会を行った後、老人会の方々とゲー
トボール交流を行います。

11月1日
加唐小中学校周辺道路
加唐島ゲートボール場

加唐小中学校 無料
加唐小中学校
0955-82-9303

佐賀県 唐津市 ③ 久里地区文化祭 久里小学生別発表会・作品展示・舞台発表など 11月18日 久里公民館 久里地区文化祭実行委員会
久里公民館
0955-78-1029

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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佐賀県 唐津市 ③ 鏡校区産業文化祭
舞台発表・作品展示、物品販売、餅まき、抽選会、小学生かるた大会
ほか

11月23日
鏡公民館
鏡神社神苑宮の原

産業文化祭実行委員会・公民館 無料
鏡公民館
0955-77-0510

佐賀県 唐津市 ③ 鬼塚ふれあいまつり 舞台発表、作品展示、バザーなど 11月18日
鬼塚公民館
鬼塚中学校体育館

鬼塚ふれあいまつり実行委員会 無料
鬼塚公民館
0955-78-1083

佐賀県 唐津市 ①，③ 成和まつり
舞台発表、作品展示、バザー、子供の主張、児童作品展示、お楽しみ
抽選会、移動動物園、農産物販売、緊急車両展示・試乗

11月18日
成和小学校
成和公民館

成和まつり実行委員会
成和公民館
０９５５－７３－７０８６

佐賀県 唐津市 ①，③ 大成地区文化祭
三世代ふれあいグラウンドゴルフ大会、休眠品バザー、昼食バザー、
舞台発表、作品展示、小学生・中学生作品展示、呈茶コーナーなど

11月18日 大成公民館
大成地区文化祭実行委員会、
大成公民館

大成公民館
0955-74-6272

佐賀県 唐津市 ③ 長松地区産業文化祭
舞台発表、作品展示、バザー、長松小・一中児童生徒作品展示、昼食
コーナー

11月11日 長松公民館
長松公民館・長松産業文化祭運
営委員会

無料
長松公民館
0955-72-8906

佐賀県 唐津市 ③ やまとみ文化祭
大良地域芸能発表、作品展示、児童・生徒作品展示、ビンゴ大会、バ
ザー等

11月18日 大良公民館 大良各種団体、大良公民館 無料
大良公民館
0955－74－1584

佐賀県 唐津市 ③ 唐津市民文化祭つまみ絵展 つまみ絵会によるつまみ絵の展示会 10月26日～28日 唐津市近代図書館 唐津市 無料
唐津市未来創生部文化振興課
0955-53-7129

佐賀県 唐津市 ③
唐津市民文化祭日本盆栽協会唐津支部展
示会

日本盆栽協会唐津支部による盆栽の展示会 11月2日～4日 唐津市文化体育館 唐津市 無料
唐津市未来創生部文化振興課
0955-53-7129

佐賀県 唐津市 ③ 唐津市民文化祭絵画展（ゴタール会） ゴタール会による絵画の展示会 11月15日～18日 唐津市民会館 唐津市 無料
唐津市未来創生部文化振興課
0955-53-7129

佐賀県 唐津市 ③ 唐津市民文化祭唐津寒蘭会展示会 唐津寒蘭会による寒蘭の展示会 11月16日～17日 都市コミュニティセンター 唐津市 無料
唐津市未来創生部文化振興課
0955-53-7129

佐賀県 唐津市 ③ 唐津市民文化祭合唱祭 合唱グループによる発表会 11月17日 唐津市文化体育館 唐津市 無料
唐津市未来創生部文化振興課
0955-53-7129

佐賀県 唐津市 ③ 唐津市民文化祭協賛茶会 表千家唐津による茶会 11月18日 旧大島邸 唐津市 無料
唐津市未来創生部文化振興課
0955-53-7129

佐賀県 唐津市 ③ 唐津市民文化祭各流合同謡曲大会唐謡会 唐謡会による謡曲の発表会 11月18日 長松公民館 唐津市 無料
唐津市未来創生部文化振興課
0955-53-7129

佐賀県 唐津市 ③
近図ぎゃらりぃ VOL.11「お習字　七夕書き
方会」

小中学生の「七夕書き方会」の唐津地区特選受賞作品約350点を展示
します。

10月19日～11月18日
唐津市近代図書館４階ロ
ビー等

唐津市近代図書館 無料
【唐津市近代図書館HP】
http://www.city.karatsu.lg.jp
/kyoiku/toshokan/index.html

唐津市近代図書館
学芸係
0955-72-3467

佐賀県 唐津市 ③ 「第68回　佐賀県美術展覧会 唐津会場」
「第68回　佐賀県美術展覧会（県展）」の入賞者と唐津・東松浦地区の
入選者の作品約100点を展示します。部門は、日本画・洋画・彫刻・工
芸・書・写真・デザインの7部門です。

10月13日～10月21日
唐津市近代図書館美術
ホール

唐津市近代図書館
【唐津市近代図書館HP】
http://www.city.karatsu.lg.jp
/kyoiku/toshokan/index.html

唐津市近代図書館
学芸係
0955-72-3467

佐賀県 唐津市 ③ 特別展「百花繚乱　浮世絵十人絵師展」

江戸時代中期から幕末にかけて浮世絵発展の中心的役割を担った10
人の絵師（鈴木春信、鳥居清長、東洲斎写楽、喜多川歌麿、葛飾北
斎、歌川豊国、歌川国貞、歌川国芳、溪斎英泉、歌川広重）の作品約
120点（うち肉筆画10点）を展示します。

10月27日～12月9日
唐津市近代図書館美術
ホール

唐津市近代図書館
【唐津市近代図書館HP】
http://www.city.karatsu.lg.jp
/kyoiku/toshokan/index.html

唐津市近代図書館
学芸係
0955-72-3467

佐賀県 唐津市 ③ 相知図書館おはなし会
毎月、第１・第3土曜日に行っている幼児・児童向けの読み聞かせで
す。（１０月のみ第３を第４に変更）

10月27日
唐津市相知図書館児童室 唐津市相知図書館 無料

【唐津市近代図書館HP】
http://www.city.karatsu.lg.jp
/kyoiku/toshokan/index.html

唐津市近代図書館
（相知図書館）
0955-62-4194

佐賀県 唐津市 ③ 近代図書館おはなし会（幼児向け）
毎週土曜日に行っているボランティアグループ「まつぼっくり」などによ
る幼児向け絵本の読み聞かせです。

10月20日、27日
11月10日、17日

唐津市近代図書館 唐津市近代図書館 無料
【唐津市近代図書館HP】
http://www.city.karatsu.lg.jp
/kyoiku/toshokan/index.html

唐津市近代図書館
図書サービス係
0955-72-3467

佐賀県 唐津市 ③ ぴよぴよおはなし会 0歳児向け絵本の読み聞かせを行います。
10月17日
10月24日
11月14日

唐津市近代図書館 唐津市近代図書館 無料
【唐津市近代図書館HP】
http://www.city.karatsu.lg.jp
/kyoiku/toshokan/index.html

唐津市近代図書館
図書サービス係
0955-72-3467

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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佐賀県 唐津市 ③ 子ども向け図書館探検ツアー(仮) 図書館の案内や子どもたちに図書館の仕事を体験してもらいます。 11月11日 唐津市近代図書館 唐津市近代図書館 無料
【唐津市近代図書館HP】
http://www.city.karatsu.lg.jp
/kyoiku/toshokan/index.html

唐津市近代図書館
図書サービス係
0955-72-3467

事前に窓口または電
話での申し込みが必要
です。
申込受付：10/2～
10/28

佐賀県 唐津市 ③ 唐津市近代図書館シャンデリアコンサート
シャンデリアのある図書館のエントランスホールで行われるコンサート
です。

11月10日
唐津市近代図書館エントラ
ンスホール

唐津市近代図書館 無料
【唐津市近代図書館HP】
http://www.city.karatsu.lg.jp
/kyoiku/toshokan/index.html

唐津市近代図書館
庶務係
　　0955-72-3467

事前に往復はがきでの
申し込みが必要です。
申込受付：10/2～
10/23

佐賀県 唐津市 ③ 近代図書館おはなし会（小学生向け）
毎週土曜日に行っているボランティアグループ「まつぼっくり」などによ
る小学生向け絵本の読み聞かせです。
毎月、第1、第2土曜日に行っています。

11月10日 唐津市近代図書館 唐津市近代図書館 無料
【唐津市近代図書館HP】
http://www.city.karatsu.lg.jp
/kyoiku/toshokan/index.html

唐津市近代図書館
図書サービス係
0955-72-3467

佐賀県 唐津市 ②，③
唐津市教育文化祭
中学校英語暗唱大会

日頃の英語学習の成果を発表する。県大会につながります。 10月30日 相知交流文化センター 地区英語部会（唐津市教委） 無料
https://www.city.karatsu.lg.j
p/kyoiku/kyoiku/inkai/index.
html

部会長　藤井昭三
（小川中学校）
0955-72-9158

佐賀県 唐津市 ②，③
唐津市教育文化祭
児童生徒理科研究発表会

理科の研究発表会。県大会につながります。 10月19日 都市コミュニティセンター 地区理科部会（唐津市教委） 無料
https://www.city.karatsu.lg.j
p/kyoiku/kyoiku/inkai/index.
html

部会長　江川俊之
（馬渡中学校）
0955-72-9158

佐賀県 唐津市 ②，③
唐津市教育文化祭
作品展示

幼・小・中の各種作品展示を実施します。 11/9～13 唐津市民会館 唐津市教育委員会 無料
https://www.city.karatsu.lg.j
p/kyoiku/kyoiku/inkai/index.
html

唐津市教育委員会
学校教育課　内川
0955-72-9158

佐賀県 唐津市 ②，③
唐津市教育文化祭
児童生徒音楽会

文化祭の一貫として児童生徒の音楽発表会を行います。 11月13日 唐津市民会館 唐津市教育委員会 無料
https://www.city.karatsu.lg.j
p/kyoiku/kyoiku/inkai/index.
html

部会長　副島　和久（伊岐佐小）
0955-73-9158

佐賀県 唐津市 ③ 厳木町文化祭 作品展示、ステージ発表等 10月28日 厳木コミュニティセンター 厳木町文化連盟 無料
厳木市民センター
産業課
0955-53-7115

佐賀県 唐津市 ①②
相知町民まつり「ちょっと遊

アソ

びに来
コ

んね。米
コ

んね祭
サイ

」
町内小中学生の舞台発表、町内サークル活動の発表 11月11日 相知交流文化センター周辺 唐津市 無料

相知市民センター産業課
0955－53－7125

佐賀県 唐津市 ③ 相知地区市民文化祭 文化祭（町民による作品等の展示、舞台発表等） 11月10日・11日 相知交流文化センター 唐津市 無料
相知市民センター産業課
0955－53－7125

佐賀県 唐津市 ③ 相知リトルピアニストフレッシュコンサート 市内小学生から高校生によるピアノ発表会 11月23日 相知交流文化センター 唐津市 無料
相知公民館
0955-62-3111

佐賀県 唐津市 ② 授業参観・祖父母学級
授業を公開
全学年、お年寄りとの交流活動

11月1日 北波多小学校 北波多小学校 無料
北波多小学校
0955-64-2020

佐賀県 唐津市 ② 文化発表会
・総合的な学習、職場体験、合唱などのステージ発表
・国語、美術、学年などの展示発表

10月28日
北波多中学校
体育館

北波多中学校 無料
北波多中学校
0955-64-2009

佐賀県 唐津市 ②
文部科学省委託
人権教育総合推進地域事業　公開授業

文部科学省委託の「人権教育総合推進地域事業」の一環として、保護
者と県内外各学校に向けて授業公開を行います。

11月22日
北波多中学校
体育館

北波多中学校 無料
北波多中学校
0955-64-2009

佐賀県 唐津市 ③ 北波多ふれあいフェスタ 北波多地区における文化祭、工作・陶芸作品展・PTAバザー 11月11日 北波多中央広場 北波多ふれあいフェスタ実行委員 無料
北波多市民センター
産業課
0955-53-7135

佐賀県 唐津市 ③ 唐津市肥前文化祭 市民の文化活動の作品展示及び舞台発表、小中学生による合唱。 11月11日
唐津市肥前文化会館及び
肥前市民センター

唐津市 無料
肥前市民センター
産業課
0955‐53‐7145

佐賀県 唐津市 ③ 唐津市鎮西地区市民文化祭
11/17・18　作品展示・・・鎮西町公民館
11/18　舞台発表・・・名護屋城博物館ホール

11/17～11/18
鎮西公民館
名護屋城博物館ホール

唐津市鎮西市民センター産業課 無料
唐津市鎮西市民センター産業課
0955-53-7155

佐賀県 唐津市 ➂ 唐津市呼子地区市民文化祭 舞台発表、作品展示 11/10～11(予定) 呼子公民館 唐津市 無料
呼子市民センター産業課
0955-53-7165

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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佐賀県 唐津市 ➁ イカす発表会 学習発表会 11月18日
呼子小学校
体育館

呼子小学校 無料
呼子小学校
0955-82-3534

佐賀県 唐津市 ➁ 祖父母参観 ・学年毎の親子体験学習（親子「もの作り授業」） 10月30日 呼子小学校 呼子小学校 無料
呼子小学校
0955-82-3534

佐賀県 唐津市 ➀ いきいき学ぶからつっ子事業（小学４年生） ・体験学習（甘夏ゼリー作り） 10月25日 呼子小学校 呼子小学校 無料
呼子小学校
0955-82-3534

佐賀県 唐津市 ②,③ 文化発表会
小中学校児童生徒の総合的な学習や授業の成果を、体育館ステージ
パフォーマンスや展示作品として発表し合い、鑑賞し合うことで相互に
高め合います。

10月28日
（予定）

七山小中学校
体育館

七山小中学校 無料
七山小中学校
0955-58-2009

佐賀県 唐津市 ①,③ ななやま観音の滝俳句会
景勝地：観音の滝を散策しながら、自然の中で俳句を創作することに
より、七山の文化の高揚を図ります。

11月下旬
（予定）

観音の滝周辺 七山文化連盟
七山公民館
0955-58-3039

佐賀県 神埼市 ② エイズ予防講演会
エイズに対する基礎的な知識と理解を深め、感染予防を図り感染者に
対する偏見をなくすための講演会。（講師交渉中）

10月16日 神埼高校体育館 神埼高校 無料
【神埼高校HP】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/kanzakikoukou/

神埼高校
0952-52-3118

佐賀県 神埼市 ① 校外清掃活動
日ごろからお世話になっている地域住民の方へ、感謝の気持ちを込め
て神埼高校周辺の清掃ボランティア活動を実施。

10月29日 神埼高校周辺 神埼高校 無料
【神埼高校HP】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/kanzakikoukou/

神埼高校
0952-52-3118

佐賀県 神埼市 ② 佐賀を誇りに思う教育講演会
生まれ育った佐賀に誇りと愛着を持ち、これからの人生を有意義に過
ごしていくための教育講演会。（講師交渉中）

11月6日 神埼高校体育館 神埼高校 無料
【神埼高校HP】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/kanzakikoukou/

神埼高校
0952-52-3118

佐賀県 神埼市 ② 人権・同和教育講演会
外部より講師を招へいし講演を聴くことで、人権・同和教育について理
解を深めます。

10月24日 神埼清明高校 神埼清明高校 無料

【神埼清明ＨＰ】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/kanzakiseimeikouko
u/

神埼清明高校
0952-52-3191

佐賀県 神埼市 ② 異年齢交流会
神埼市西郷小の児童と神埼清明高校生が、授業や実習を通して交流
します。

10月22日
10月31日

神埼清明高校 神埼清明高校 無料

【神埼清明ＨＰ】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/kanzakiseimeikouko
u/

神埼清明高校
0952-52-3191

佐賀県 神埼市 ①,② 神埼市「教育の日」記念行事
神埼市「教育の日」に伴う記念行事として式典を開催し、地域の教育
への貢献者を表彰します。また、講師を招いて講演会も行います。

11月4日 神埼市千代田文化会館 神埼市教育委員会 無料
神埼市教育委員会
学校教育総務課
0952-44-2296

佐賀県 神埼市 ② 神埼市内小中学校フリー参観 学校を開放し、保護者及び地域の方に自由な授業参観です。 指定なし
神埼市内
各小中学校

各小中学校 無料
神埼市教育委員会
学校教育課
0952-44-2384

佐賀県 神埼市 ③ 神埼町文化祭
10月19日～21日に作品展示部門を行い、10月19日・21日にステージ
部門を開催します。

10月19日～10月21日 神埼市中央公民館
神埼市文化連盟
神埼支部

無料
神埼市中央公民館
0952-53-2325

佐賀県 神埼市 ③ 千代田町文化祭
10月26日～28日に作品展示部門を行い、28日にステージ部門を開催
します。

10月26日～10月28日
神埼市千代田文化会館
千代田町保健センター

神埼市文化連盟
千代田支部

無料
神埼市教育委員会
社会教育課
0952-44-2731

佐賀県 神埼市 ③
第32回脊振森林の里
文化フェスティバル

保育園・小学校・各団体の展示と出し物のほか、餅やカレーライスを
振る舞っています。

11月10日～11月11日 脊振勤労者体育館
神埼市文化連盟
脊振支部

無料
神埼市脊振公民館
0952-59-2131

佐賀県 基山町 ③ 基山町文化祭
町民文化会館にて、書道や絵画、手芸ほか様々な展示や茶道、謡曲
の披露を行います

11月1日～11月3日 基山町民会館 基山町 無料
まちづくり課
0942-92-7935

佐賀県 玄海町 ②,③ 第２回文化発表会
玄海みらい学園の児童・生徒がこれまで学んできたことを玄海町民に
向けて発表します。

10月21日
玄海町民会館
体育館

玄海みらい学園 無料
玄海みらい学園
0955-80-0234

佐賀県 玄海町 ①,③ 産業文化祭
産業・学術・芸能等が一堂に会し、広く町内外に玄海町の文化や産業
等を紹介します。

11月17日
11月18日

玄海町民会館 教育課 無料
教育課
0955-80-0233

佐賀県 玄海町 ①
公民館講座
フラワーアレンジ教室

生花や造花を用いるフラワーアレンジメント教室
10月16日
11月6日

玄海町町民会館 教育課
教育課
0955-80-0233

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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佐賀県 玄海町 ①
公民館講座
リフレッシュヨガ教室

日々の疲れや運動不足解消のため、呼吸を合わせてヨガ教室。 10月17日 玄海町町民会館 教育課
教育課
0955-80-0233

佐賀県 玄海町 ①
公民館講座
ハンドメイドアクセサリー教室

ビーズ・石・木などを使い、ピアスやネックレスなど好みのアクセサリー
を作成する教室。

10月19日
11月16日

玄海町町民会館 教育課
教育課
0955-80-0233

佐賀県 玄海町 ① 図書館読書週間
図書館イベントの一環で、お話会＆ミニ工作会、ハロウィンまつり、古
本まつりなどを開催。

10月27日～11月30日 玄海町町民会館 教育課
町立図書館
0955-52-6688

佐賀県 玄海町 ①
公民館講座
銅版画教室

銅板をコーティングした後、線描を腐食させ原版を作成する。これをプ
レス・印刷したものが銅版画で、時間をかけて作成する教室。

10月13日
10月27日

玄海町町民会館 教育課
教育課
0955-80-0233

佐賀県 玄海町 ①
公民館講座
楽しい絵手紙教室

初心者でも楽しく始められる絵手紙教室。 11月2日 玄海町町民会館 教育課
教育課
0955-80-0233

佐賀県 玄海町 ①
公民館講座
古典臨書講座

書の古典を学ぶ書道教室。 11月8日 玄海町町民会館 教育課
教育課
0955-80-0233

佐賀県 玄海町 ①
公民館講座
俳句講座

投句、披講、吟句等の俳句教室。 11月9日 玄海町町民会館 教育課
教育課
0955-80-0233

佐賀県 玄海町 ①
公民館講座
玄海盆栽愛好会

盆栽の作成・手入れ方法を学ぶ教室。
10月14日
11月11日

玄海町町民会館 教育課
教育課
0955-80-0233

佐賀県 玄海町 ①
公民館講座
ハンドクラフト

初心者でもできる工芸品作り教室。 11月2日 玄海町町民会館 教育課
教育課
0955-80-0233

佐賀県 玄海町 ①
公民館講座
手編み講座

自分だけのマフラーやストールを手編みして作る教室。
11月2日
11月16日

玄海町町民会館 教育課
教育課
0955-80-0233

佐賀県 玄海町 ①
公民館講座
パッチワークキルト

初心者からでも気軽にパッチワークに触れて楽しめる教室。 11月10日 玄海町町民会館 教育課
教育課
0955-80-0233

佐賀県 玄海町 ①
第46回玄海町10㎞ロードレース大会
第37回小学生健康ロードレース大会

健康増進とスポーツ奨励を目的に開催。
性別･年齢により、1～10㎞のコースに分かれます。
町内外を問わず参加可能。

11月23日
玄海町総合グラウンド及び
周辺

玄海町体育協会
玄海町体育協会
0955-80-0361

佐賀県 玄海町 ② 公開授業
保護者や地域の方々に学校の様子を知ってもらうために、すべてのク
ラスの授業を公開します。

10月27日
佐賀県立唐津青翔高等学
校

佐賀県立唐津青翔高等学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/karatsuseishoukouk
ou/

唐津青翔高等学校
0955－52－2347

佐賀県 玄海町 ② 性教育講演会
外部講師を招き、生徒、保護者を対象にした「生・性」についての講演
会を実施します。

10月27日
佐賀県立唐津青翔高等学
校

佐賀県立唐津青翔高等学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/karatsuseishoukouk
ou/

唐津青翔高等学校
0955－52－2347

佐賀県 江北町 ②
江北中学校
文化発表会

劇、合唱等の舞台発表及び作品展示を行います。 10月27日 江北中学校 江北中学校 無料
江北中学校
0952-86-2241

佐賀県 江北町 ③
江北町
文化協会発表会

舞台発表及び作品展示を行います。 11月2日～11月4日
江北町ふれあい
交流センター

江北町文化協会 無料
江北町教育委員会
0952-86-5623

佐賀県 江北町 ③
江北町表彰式
(文化協会表彰)

文化振興に寄与された個人・団体へ表彰を行います。 11月4日 江北町公民館 江北町文化協会 無料
江北町教育委員会
0952-86-5623

佐賀県 江北町 ②
江北小学校
授業参観

江北小学校にて授業参観を開催します。 11月7日 江北小学校 江北小学校 無料
江北小学校
0952-86-2251

佐賀県 佐賀市 ① 【多文化共生講座】ベトナム・ネパール編
本学のベトナム・ネパール出身の留学生が母国の文化について紹介
し、参加者共に語り合える時間を設けています。

10月20日 佐賀女子短期大学 佐賀女子短期大学
佐賀女子短期大学総務課大山
0952-23-5145

佐賀県 佐賀市 ① 【リカレント講座】ブックトークとは
ブックトークは、一つのテーマのもと関連のある図書を順序良く紹介
し、子どもの読書意欲を喚起するのに有効な手法です。実演を行い、
やり方の説明をします。

10月22日 佐賀女子短期大学 佐賀女子短期大学
佐賀女子短期大学総務課大山
0952-23-5145

佐賀県 佐賀市 ①
【歴史講座】江戸時代の食事
～日本人は何を食べて来たのか～

江戸時代の古文書を読み解きながら、食文化について参加者と理解
を深める。具体的には、佐賀藩鍋島家の古文書の中から献立をピック
アップし、食事の内容、またそれにかかる行事などを合わせてみてい
く。

11月9日 佐賀女子短期大学 佐賀女子短期大学
佐賀女子短期大学総務課大山
0952-23-5145
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佐賀県 佐賀市 ③ 佐賀さいこうフェス2018
「アートで佐賀を“再興”し、人々に楽しさや感動を与える“最高”の佐
賀をつくりだす」をテーマに、第一線で活躍する県出身アーティスト等
が出演するライブイベント・ワークショップなどを開催します。

10月20日
10月21日

県立佐賀城本丸歴史館、県
立博物館・美術館周辺

佐賀県
サガテレビ

無料
http://www.sagatv.co.jp/nx/
art-project/fes.html

県文化・スポーツ交流局文化課
芸術担当
0952-25-7236
Mail:bunka@pref.saga.lg.jp

佐賀県 佐賀市 ③ タイフェスin SAGA 2018
佐賀県のホストタウン相手国であるタイと佐賀の文化に触れることの
できるステージイベント、展示、体験コーナー、飲食等が楽しめる文化
交流プログラムを実施します。

10月20日、21日
こころざしの森（県立図書館
横広場）

佐賀県 無料
【佐賀文化プログラム推進プ
ロジェクトHP】
http://www.saga-bunpro.jp

県文化・スポーツ交流局文化課
芸術担当
0952-25-7236
Mail:bunka@pref.saga.lg.jp

佐賀県 佐賀市 ③ ニュージーランドとの文化交流事業
佐賀県のホストタウン相手国であるニュージーランドの伝統文化と佐
賀県の歴史や伝統文化を紹介する講演会及び公演等を行います。

11月10日 県立佐賀城本丸歴史館 佐賀県 無料
【佐賀文化プログラム推進プ
ロジェクトHP】
http://www.saga-bunpro.jp

県文化・スポーツ交流局文化課
芸術担当
0952-25-7236
Mail:bunka@pref.saga.lg.jp

佐賀県 佐賀市 ③ ストリート陸上

日本トップクラスの陸上競技アスリートを佐賀県に招待し、トップレベ
ルの短距離走、跳躍競技等のパフォーマンス等を通じて、県民のス
ポーツに対する関心を高め、スポーツ実践のきっかけづくりとするとと
もに、誰もがスポーツを楽しむ環境づくりを推進するためのイベントを
開催。

10月21日 佐賀市内 佐賀県 無料
佐賀県スポーツ課
0952-25-7334

佐賀県 佐賀市 ①③

弘道館２―藩校しようぜ。
９時間目　右脳と感性を磨く術
―クリエーティブに生きよう！教科書は「薔
薇」―

「Aoyama Flower Market」井上英明社長の講話
薔薇で美を観察するワークショップなど

10月14日 鹿島市「祐徳稲荷神社」 佐賀県 無料 https://www.kodokan2.jp

弘道館２事務局
（株式会社プライム内）
0952-40-8820
受付/平日9：00～18：00

事前応募が必要
「オンライン講座」「オン
デマンド講座」での受
講も可

佐賀県 佐賀市 ②
ミュージアム・キャラバン隊「近くで見よう、ホ
ンモノの美術作品」

事前に応募いただいた学校へ、持参した画や工芸品など美術作品を
目の前に、学芸員が児童へ鑑賞のポイントを解説します。

10月24日 佐賀県立盲学校 佐賀県立博物館・美術館 無料
佐賀県立博物館・美術館
0952-24-3948

対象は会場校児童の
み

佐賀県 佐賀市 ①③④
博物館・美術館セミナー「岡田アトリエの遺
品」

博物館および美術館の特色を活かし、学芸員がわかりやすく解説する
講座。

11月10日 佐賀県立美術館 佐賀県立博物館・美術館 無料
佐賀県立博物館・美術館
0952-24-3952

申し込み不要

佐賀県 佐賀市 ③④
肥前さが幕末維新博覧会
SAGAものづくり夢ラボ展

県内ものづくり企業の製品や技術力の紹介と、ロボットやVRなどの最
先端技術を体感しながらお楽しみいただけます。

10月19日～12月2日 佐賀県立博物館 佐賀県立博物館・美術館 無料
佐賀県産業労働部ものづくり産
業課　0952-25-7421

佐賀県 佐賀市 ③
肥前さが幕末維新博覧会　特別展
三人展－Forward　Stroke　明日への眼差し
－

佐賀県出身、日本・世界で活躍するアーテイスト池田学、葉山有樹、
八谷和彦による展覧会。

9月30日～11月18日 佐賀県立美術館 佐賀県立博物館・美術館
佐賀県立博物館・美術館
0952-24-3952

有料

佐賀県 佐賀市 ③
特別展「肥前さが幕末維新の「志」―北へ南
へ、佐賀人が道を拓いた―」

北海道開拓や沖縄の行政等で活躍した島義勇と11代齋藤用之助の
事績を主に紹介し、彼らの偉業が基になった現在の交流についても紹
介します。

11月1日～翌1月14日
佐賀県立佐賀城本丸歴史
館

佐賀県立佐賀城本丸歴史館 無料

佐賀県立佐賀城本丸歴史館
ＨＰ
http://saga-
museum.jp/sagajou

佐賀県立佐賀城本丸歴史館
0952-41-7550

10月に更新予定

佐賀県 佐賀市 ③ 肥前さが幕末維新の「志」展関連イベント 肥前さが幕末維新の「志」展に関連したイベントを行います。
11月1日～
翌1月14日の土日祝

佐賀県立佐賀城本丸歴史
館

佐賀県立佐賀城本丸歴史館 無料

佐賀県立佐賀城本丸歴史館
ＨＰ
http://saga-
museum.jp/sagajou

佐賀県立佐賀城本丸歴史館
0952-41-7550

10月に更新予定

佐賀県 佐賀市 ③ 肥前さが幕末維新の「志」展記念講演会

講師をお招きして肥前さが幕末維新の「志」展に関連した講演会を行
います。
開催時間：14時～15時30分
講師：榎本洋介氏（札幌市公文書館）

11月11日
佐賀県立佐賀城本丸歴史
館

佐賀県立佐賀城本丸歴史館 無料

佐賀県立佐賀城本丸歴史館
ＨＰ
http://saga-
museum.jp/sagajou

佐賀県立佐賀城本丸歴史館
0952-41-7550

10月に更新予定

佐賀県 佐賀市 ③ 肥前さが幕末維新の「志」展記念講演会

講師をお招きして肥前さが幕末維新の「志」展に関連した講演会を行
います。
開催時間：13時30分～15時
講師：萩尾俊章氏（沖縄県立博物館・美術館）

11月17日
佐賀県立佐賀城本丸歴史
館

佐賀県立佐賀城本丸歴史館 無料

佐賀県立佐賀城本丸歴史館
ＨＰ
http://saga-
museum.jp/sagajou

佐賀県立佐賀城本丸歴史館
0952-41-7550

10月に更新予定

佐賀県 佐賀市 ③ 子ども着付体験
打掛、裃、甲冑を着て、お姫様、お殿様、武将に変身し、記念撮影が
できます。
開催時間：13時30分～15時

11月3日（毎月第1土曜
日）

佐賀県立佐賀城本丸歴史
館

佐賀県立佐賀城本丸歴史館 無料

佐賀県立佐賀城本丸歴史館
ＨＰ
http://saga-
museum.jp/sagajou

佐賀県立佐賀城本丸歴史館
0952-41-7550

佐賀県 佐賀市 ① おはなし会 職員が絵本の読み語りなどを行います。 10月20日 県立図書館 県立図書館 無料
http://www.tosyo-
saga.jp/kentosyo/kodomo/s
toryhour/

県立図書館
利用サービス課
0952-24-2900

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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佐賀県 佐賀市 ① おはなし会ピヨピヨ 職員が赤ちゃん向けおはなし会を行います。
10月17日
11月7日
11月21日

県立図書館 県立図書館 無料
http://www.tosyo-
saga.jp/kentosyo/kodomo/s
toryhour/

県立図書館
利用サービス課
0952-24-2900

佐賀県 佐賀市 ①③ 読書推進運動県大会
優良読書グループの表彰と活動報告に加え佐賀藩に関する講演会を
行います。

10月26日 県立図書館 県立図書館 無料
http://www.tosyo-
saga.jp/kentosyo/kodomo/s
toryhour/

県立図書館
企画課
0952-24-2900

佐賀県 佐賀市 ①③ 本のリサイクルフェア
佐賀県読書推進運動協議会員等が提供するリサイクル本を御希望の
方に無料でお譲りします。

10月28日 県立図書館 県立図書館 無料
http://www.tosyo-
saga.jp/kentosyo/kodomo/s
toryhour/

県立図書館
企画課
0952-24-2900

佐賀県 佐賀市 ①③ ＳＰレコード鑑賞会
今では大変珍しくなっている「ＳＰレコード」の貴重な音色を楽しんでい
ただく鑑賞会です。

11月3日 県立図書館 県立図書館 無料
http://www.tosyo-
saga.jp/kentosyo/kodomo/s
toryhour/

県立図書館
企画課
0952-24-2900

佐賀県 佐賀市 ①,② 消費者教育講演会
消費者として自らの利益の擁護及び増進を図り、実践的な知識や能
力を身につけるための講演会です。

10月10日 佐賀西高校 佐賀西高等学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/saganishikoukou

佐賀西高等学校
TEL 0952-24-4331

生徒対象

佐賀県 佐賀市 ②,③ 芸術鑑賞会
優れた文化・芸術に親しみ、感性や教養、興味を深め、豊かな心を育
成することを目的としています。
今回は演劇鑑賞です。

10月30日 佐賀市文化会館 佐賀西高等学校
http://cms.saga-
ed.jp/hp/saganishikoukou

佐賀西高等学校
TEL 0952-24-4331

一般参加不可

佐賀県 佐賀市 ②
学校開放週間
10/29～11/1

保護者や地域の方々に、授業や部活動の参観等、普段の学校の様
子を見ていただき、学校教育への理解を深めていただくものです。

10月29日～11月1日 佐賀西高等学校 佐賀西高等学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/saganishikoukou

佐賀西高等学校
TEL 0952-24-4331

佐賀県 佐賀市 ②,③ 人権･同和教育講演会
他者との違いを認め、許容する姿勢を育み、差別や偏見のない社会
を作る一員として、持つべき人権感覚を高めることを目的として、講演
会を行います。

11月9日 佐賀西高等学校 佐賀西高等学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/saganishikoukou

佐賀西高等学校
TEL 0952-24-4331

生徒対象

佐賀県 佐賀市 ② 校内読書会
読書を通して、クラス内で意見交換を行い、言語活動の充実を図りま
す。

11月16日 佐賀西高等学校 佐賀西高等学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/saganishikoukou

佐賀西高等学校
TEL 0952-24-4331

生徒対象

佐賀県 佐賀市 ② 人権・同和教育研修会 佐賀県高等学校人権･同和教育研究会の講師による講演会 11月15日 佐賀東高校体育館 県教委 無料
佐賀東高等学校
0952-24-0141

日程変更もありえます

佐賀県 佐賀市 ① エイズ講演会 佐賀市保健所の看護師・助産師による講演会 10月25日 佐賀東高校体育館 中部保健福祉事務所 無料
佐賀東高等学校
0952-24-0141

日程変更もありえます

佐賀県 佐賀市 ① 主権者教育講演会 教育センター指導主事による講演会 10月16日 佐賀東高校体育館 県教委 無料
佐賀東高等学校
0952-24-0141

日程変更もありえます

佐賀県 佐賀市 ②
佐賀北高校
人権・同和教育
講演会

講演を聞き、人権や同和問題について主体的に考える態度を育みま
す。

10月16日 佐賀北高校体育館 佐賀北高校 無料
佐賀北高校
電話：0952-26-3211

生徒・保護者・
教職員対象

佐賀県 佐賀市 ②
佐賀北高校
芸術鑑賞会

演劇等の鑑賞を通じて、芸術に直接触れる機会をもちます。 10月30日 佐賀市文化会館 佐賀北高校
佐賀北高校
電話：0952-26-3211

生徒・教職員対象

佐賀県 佐賀市 ②
佐賀北高校
校内読書会

読書会を通して意見を交換し、言語活動を充実させます。 11月12日 佐賀北高校各教室 佐賀北高校 無料
佐賀北高校
電話：0952-26-3211

生徒対象

佐賀県 佐賀市 ③ 芸術鑑賞会 劇団「風」による演劇「タッチ」の鑑賞 10月31日 佐賀市文化会館 佐賀商業高校 無料
http://cms.sagaed.jp/hp/sag
ashougyoukoukou/

佐賀商業高校
0952-30-8571

佐賀県 佐賀市 ② 学校開放日
保護者や中学生及び地域の人々へ学校を開放し、自由に参観しても
らいます。

11月7日（予定） 佐賀商業高校 佐賀商業高校 無料
http://cms.sagaed.jp/hp/sag
ashougyoukoukou/

佐賀商業高校
0952-30-8571

佐賀県 佐賀市 ② 致遠館中学校・高等学校保護者授業参観
保護者対象に保護者授業参観を行ってもらいます。その中で、中学校
1年生、中学校2年生は総合的な学習における各自の個人研究の中
間発表会を行います。また、高等学校の授業も自由に参観できます。

11月13日
佐賀県立致遠館中学校・高
等学校

致遠館中学校教務部 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/chienkanchuugakko
u/

致遠館中学校教務部
0952-33-0401

佐賀県 佐賀市 ② ゆめタウン秋の収穫祭 高志館高校の実験・実習の生産物をゆめタウンで販売します。 11月 ゆめタウン佐賀 高志館高校 無料
高志館高校
0952-62-1331

佐賀県 佐賀市 ② 高志祭
高志館高校の生徒会・農業クラブが中心となり、日頃学校で学んでい
る学習成果を発表したり、地域の方々に学校生産物販売を実施してい
ます。

11月 高志館高校 高志館高校 無料
高志館高校
0952-62-1331

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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佐賀県 佐賀市 ②
佐賀県立盲学校
公開授業

幼小学部、中学部、高等部普通科、保健理療科、専攻科理療科の授
業を公開します。また、見えにくさや見えないことでお困りの方へ個別
の相談会も行います。(8:30～12:30)

10月28日
佐賀県立盲学校
教室

佐賀県立盲学校 無料
佐賀県立盲学校
「目の支援センターゆうあい」
0952-23-4672

随時、視覚障害に関す
る個別の相談に応じま
す。

佐賀県 佐賀市 ②
佐賀県立盲学校
佐賀を誇りに思う事業講演会

佐賀を誇りに思う児童生徒の育成のために講演会を開催します。本年
度は、佐賀テレビのキャスター”ボビー・ジュード”さんが来校し、佐賀
のすばらしさを講演していただきます。

11月13日
佐賀県立盲学校
体育館

佐賀県立盲学校 無料
佐賀県立盲学校
0952-23-4672

佐賀県 佐賀市 ② 学校公開 授業参観、ミニ手話講座、補聴援助システム体験を行います。 10月27日 佐賀県立ろう学校 佐賀県立ろう学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/rougakkou/

佐賀県立ろう学校0952-30-5368

佐賀県 佐賀市 ② 第17回たつのこまつり
学校文化祭で、幼稚部・小学部・中学部・高等部の子どもたちのス
テージ発表、作品展示・販売等を行います。

11月18日 佐賀県立ろう学校 佐賀県立ろう学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/rougakkou/

佐賀県立ろう学校0952-30-5368

佐賀県 佐賀市 ② 晴田小学校との交流（小学部３年生）
交流及び共同学習の一環として、学校間交流を行います。小城市立
晴田小学校３年生の児童が来校し、小学部３年生児童と、歌やダン
ス、ゲーム等を通して交流をします。

10月18日 大和特別支援学校体育館 大和特別支援学校
大和特別支援学校
0952-62-1221

佐賀県 佐賀市 ② どろんこ祭り（中学部）
10/29～11/9に中学部後期校内実習を実施し、その最終日に作業学
習で出来上がった製品の販売を行い、小学部・高等部の児童生徒と
先生、地域の方も参加されます。

11月9日 大和特別支援学校体育館 大和特別支援学校
大和特別支援学校
0952-62-1221

佐賀県 佐賀市 ①,② 勧興校区少年の主張大会
校区内の小･中学生が、日頃考えていることや将来の夢を発表しま
す。

11月10日 勧興公民館 校区青少年健全育成協議会 無料 http://www.tsunasaga.jp/kka
nko/kominkan.html

勧興公民館
0952-23-6303

佐賀県 佐賀市 ③ 勧興まつり
公民館サークルを中心に校区住民などあらゆる世代のステージ発表
と作品展示。小学校もフリー参観デーで参加、児童の発表もあり、校
区全体の文化交流として開催します。

11月11日 勧興小学校
勧興まちづくり協議会・勧興公民
館

無料 http://www.tsunasaga.jp/kka
nko/kominkan.html

勧興公民館
0952-23-6303

佐賀県 佐賀市 ① 福々カレッジ （座学）上手な医者のかかり方 11月20日 佐賀市立循誘公民館 循誘公民館 無料
http://www.tsunasaga.jp/jun
yu/calendar.html

循誘公民館
0952-23-3759

佐賀県 佐賀市 ① じゅんゆう歴史クラブ （座学）循誘校区の町並みの今昔ものがたり 10月17日 佐賀市立循誘公民館 循誘公民館
http://www.tsunasaga.jp/jun
yu/calendar.html

循誘公民館
0952-23-3759

佐賀県 佐賀市 ① じゅんゆう歴史クラブ （自主活動）未定 11月21日 佐賀市立循誘公民館 循誘公民館
http://www.tsunasaga.jp/jun
yu/calendar.html

循誘公民館
0952-23-3759

佐賀県 佐賀市 ①
子ども食育講座　“ご近所ばあば”の料理教
室

（実習）お米の秘密 10月27日 佐賀市立循誘公民館 循誘公民館
http://www.tsunasaga.jp/jun
yu/calendar.html

循誘公民館
0952-23-3759

佐賀県 佐賀市 ①
子ども食育講座　“ご近所ばあば”の料理教
室

（実習）お魚をさばく 11月17日 佐賀市立循誘公民館 循誘公民館
http://www.tsunasaga.jp/jun
yu/calendar.html

循誘公民館
0952-23-3759

佐賀県 佐賀市 ① YOU誘大学 （座学）相続・遺言セミナー 10月19日 佐賀市立循誘公民館 循誘公民館 無料
http://www.tsunasaga.jp/jun
yu/calendar.html

循誘公民館
0952-23-3759

佐賀県 佐賀市 ① 人権学習会 （座学）障がい者のヒューマンライツについて 11月3日 佐賀市立循誘公民館
循誘校区人権･同和教育推進協
議会

無料
http://www.tsunasaga.jp/jun
yu/calendar.html

循誘公民館
0952-23-3759

佐賀県 佐賀市 ①,② 循誘小ものづくりクラブ （実技）紙飛行機を飛ばします。 10月22日 佐賀市立循誘公民館 循誘公民館 無料
http://www.tsunasaga.jp/jun
yu/calendar.html

循誘公民館
0952-23-3759

佐賀県 佐賀市 ①,② 循誘小ものづくりクラブ （実技）風力発電機を作ってＬＥＤを点灯します。 10月29日 佐賀市立循誘公民館 循誘公民館 無料
http://www.tsunasaga.jp/jun
yu/calendar.html

循誘公民館
0952-23-3759

佐賀県 佐賀市 ①,③ 日新さが学講座
佐賀について、歴史や経済、文化など、あらゆる面から郷土愛を育
み、次世代へとつないでいきます。

10月23日 肥前国庁（大和） 日新公民館
【日新公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/nis
shin/kominkan.html

日新公民館
0952-26-9216

佐賀県 佐賀市 ①,③,④ 日新校区観月会
芸術の秋、月を愛でながら日本の情緒や文化に触れます。太鼓や
琴、席上揮毫といった演出のほか琴の音色を聞きながら、子どもたち
による抹茶のおもてなしを行います。

10月下旬予定
日新公民館
多目的ホール

日新校区まちづくり協議会日新公
民館

【日新公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/nis
shin/kominkan.html

日新公民館
0952-26-9216

佐賀県 佐賀市 ①,② 日新校区少年の主張大会
子どもたちが、日ごろ考えていること、訴えたいこと、願い、希望、将来
の夢などを発表します。

11月17日
日新公民館
多目的ホール

日新青少年育成会 無料
【日新公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/nis
shin/kominkan.html

日新公民館
0952-26-9216

佐賀県 佐賀市 ② 赤松校区少年の主張大会
校区内の小・中学生が、日頃考えていることや訴えたいことを発表しま
す。

10月28日 赤松公民館 赤松校区青少健・赤松公民館 無料
http://www.tsunasaga.jp/aka
matsu/kominkan.html

赤松公民館
0952-23-6002

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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佐賀県 佐賀市 ③ 赤松文化まつり
日頃生涯学習に取り組んでいる公民館利用サークルや地域住民が、
その成果を発表する機会を設けるとともに、赤松校区の文化の発展を
図るための場です。

11月10日 赤松公民館
赤松まちづくり協議会・赤松公民
館

無料
http://www.tsunasaga.jp/aka
matsu/kominkan.html

赤松公民館
0952-23-6002

佐賀県 佐賀市
①，②，
③

第13回神野芸術祭
神野小児童・成章中生徒の合唱や演奏、ゲストの出し物などが披露さ
れ、地域の子どもから大人までが文化・芸術に触れることができます。

10月28日 神野小学校体育館 神野まちづくり協議会 無料
http://www.tsunasaga.jp/ko
no/kominkan.html

神野公民館
0952-30-6702

佐賀県 佐賀市 ① 少年の主張大会
校区内の小・中学生が日頃考えていることや将来の夢などを発表しま
す。

10月28日 神野小学校体育館 神野青少年健全育成協議会 無料
http://www.tsunasaga.jp/ko
no/kominkan.html

神野公民館
0952-30-6702

佐賀県 佐賀市 ①,③ にしよか文化祭
校区住民などあらゆる世代のステージ発表と作品展示。小学校もフ
リー参観デーで参加、児童の発表や地域の有志の発表など文化に親
しみふれあう1日です。

11月11日 西与賀小学校体育館 にしよか文化祭実行委員会 無料
http://www.tsunasaga.jp/nis
hiyoka/kominkan.html

西与賀公民館
0952-23-4683

佐賀県 佐賀市 ① ふれあい広場「とまりぎ」
高齢者の方々が地域の中で心身ともに元気で楽しく暮らしていけるよ
うな場の提供と居場所づくり活動の支援をします。毎月1回開催しま
す。

11月9日 西与賀公民館 西与賀公民館 無料
http://www.tsunasaga.jp/nis
hiyoka/kominkan.html

西与賀公民館
0952-23-4683

佐賀県 佐賀市 ① 西与賀キッズクラブ
毎月1回、佐賀大学団体、学生と協働で開催。11月は小学校振り替え
休日に里山ハイキングを開催します。自然体験活動を通してふれあい
交流をします。

11月12日 佐賀市三瀬高原予定 西与賀公民館 無料
http://www.tsunasaga.jp/nis
hiyoka/kominkan.html

西与賀公民館
0952-23-4683

佐賀県 佐賀市 ①,② 少年の主張大会
校区内の小･中学生が、日頃考えていることや将来の夢を発表しま
す。

10月31日 西与賀小学校 校区青少年健全育成協議会 無料
http://www.tsunasaga.jp/nis
hiyoka/kominkan.html

西与賀公民館
0952-23-4683

佐賀県 佐賀市 ① 通学合宿
小学生が公民館に（2泊3日）寝泊りし通学します。生活体験や社会体
験等の実体験の機会を提供し、「生きる力」をはぐくむきっかけづくりと
します。

10月25日～27日 西与賀公民館
まちづくり協議会子育て部会・西
与賀公民館

http://www.tsunasaga.jp/nis
hiyoka/kominkan.html

西与賀公民館
0952-23-4683

佐賀県 佐賀市 ①,③ 生涯学習“学びの泉”
毎月1回開催。佐賀の歴史や文化、身近な問題、さが学を学びます。
明治維新150年講座や現地研修など。

10月19日,11月30日 西与賀公民館 西与賀公民館 無料
http://www.tsunasaga.jp/nis
hiyoka/kominkan.html

西与賀公民館
0952-23-4683

佐賀県 佐賀 ① 第29回嘉瀬町少年の主張大会 校区内の小・中学生が、日頃、考えている事や願い等を発表します。 10月21日 嘉瀬公民館 嘉瀬町青少年健全育成協議会 無料
【嘉瀬公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/kas
e/kominkan.html

嘉瀬公民館
0952-26-5208

佐賀県 佐賀 ③ 嘉瀬かかしまつり
まちづくり協議会が中心となり、佐賀熱気球大会期間中大会会場近く
に嘉瀬町の個人･団体、企業が作ったかかしを陳列して来場者へのお
もてなしをします。

10月29日～11月4日
嘉瀬川防災
ステーション

嘉瀬かかしまつり企画委員会 無料
【嘉瀬公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/kas
e/kominkan.html

嘉瀬公民館
0952-26-5208

佐賀県 佐賀市 ① 巨勢町少年の主張大会
校区内の小･中学生が、日頃考えていることや訴えたい思いをを発表
します。

11月10日 巨勢公民館 巨勢校区青少年健全育成会 無料
【巨勢公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/kos
e/kominkan.html

巨勢公民館
0952-26-9218

佐賀県 佐賀市 ①,③ 第３０回　巨勢町文化祭

校区内の文化振興を目的に、サークル・町民の作品展示や発表を披
露する場です。
日曜日は小学校フリー参観デーと合同開催し、小学生の発表、中学
校吹奏楽演奏、地域の大人と子どもが演じるにわか劇発表など、互い
の交流を図る場でもある。

11月10日～11日 巨勢公民館
巨勢公民館・
巨勢まちづくり協議会

無料
【巨勢公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/kos
e/kominkan.html

巨勢公民館
0952-26-9218

佐賀県 佐賀市 ①,② 第３１回兵庫町少年の主張大会 小学校、中学校の子どもたちの主張大会 11月3日 メートプラザ 兵庫町青少年健全育成協議会 無料
【兵庫公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/hy
ogo/kominkan.html

兵庫公民館
0952-23-3566

佐賀県 佐賀市 ①,②,③ 第４回兵庫町民文化祭
学校と公民館サークルとのコラボ発表、作品展示など、農業まつりも
併催

11月11日
兵庫小学校
兵庫公民館

兵庫まちづくり協議会 無料
【兵庫公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/hy
ogo/kominkan.html

兵庫公民館
0952-23-3566

佐賀県 佐賀市 ①,② 高木瀬校区少年の主張大会
校区内の小・中学生が、日頃考えていることや訴えたいことを発表しま
す。

11月10日 高木瀬公民館
高木瀬校区青少年健全育成協議
会

無料
【高木瀬公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/tak
akise/kominkan.html

高木瀬公民館
0952-31-3400

佐賀県 佐賀市 ①,③ 高木瀬町民文化祭 公民館自主サークルの発表会、伝統文化を披露します。 11月11日 高木瀬公民館
高木瀬校区まちづくり協議会・
高木瀬公民館

無料
【高木瀬公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/tak
akise/kominkan.html

高木瀬公民館
0952-31-3400

駐車場が使用できませ
ん。公共交通機関でご
来場ください。

佐賀県 佐賀市 ③ 北川副校区民文化祭 公民館サークル及び校区民の文化活動の発表です。 11月17日～18日 北川副公民館
北川副まちづくり協議会・北川副
公民館文化祭実行委員会

無料
【北川副公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/kit
akawasoe/kominkan.html

北川副公民館
0952-23-3086

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



667

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

佐賀県 佐賀市 ③ 本庄校区少年の主張大会 校区内の小・中学生が日頃の思いを発表します。 10月27日 本庄公民館 本庄校区青少年健全育成協議会 無料
【本庄公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/ho
njou/kominkan.html

本庄公民館
0952-23-2691

佐賀県 佐賀市 ③ 本庄公民館文化祭
公民館自主サークル活動や地域の住民による趣味の成果の展示・発
表会です。

11月24日～25日 本庄公民館 文化祭実行委員会 無料
【本庄公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/ho
njou/kominkan.html

本庄公民館
0952-23-2691

佐賀県 佐賀市 ③ 養正ふれあいまつり
鍋島校区民がふれあう秋祭りで、公民館サークルや校区民の文化活
動の発表の場にもなっています。

10月21日 鍋島小学校 鍋島まちづくり協議会 無料
【鍋島公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/na
beshima/kominkan.html

鍋島公民館
0952-31-2984

佐賀県 佐賀市 ① 子育てのヒント
乳幼児をもつお母さんたちが、日々の子育てで悩んでいることを互い
に出し合い、専門家のアドバイスを聴きながらその解決法をみんなで
考えていきます。（全5回のうちの2回目と3回目にあたります。）

10月23日,11月13日 鍋島公民館 鍋島公民館 無料
【鍋島公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/na
beshima/kominkan.html

鍋島公民館
0952-31-2984

佐賀県 佐賀市 ① 認知症のいろはをもう一度
昨年度に引き続き、高齢者にとって関心度の高い「認知症」について
学習します。自分にできることや、地域でできるサポートのあり方を考
えます。（全4回のうちの2回目にあたります。）

10月25日 鍋島公民館 鍋島公民館 無料
【鍋島公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/na
beshima/kominkan.html

鍋島公民館
0952-31-2984

佐賀県 佐賀市 ③ 金立町民ふれあい文化祭（作品展示）
公民館サークルや町民、小学校児童、幼稚園園児の作品を展示しま
す。

11月10日～11月17日 金立公民館 金立公民館 無料
【金立公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/kin
ryu/kominkan.html

金立公民館
0952-98-1016

佐賀県 佐賀市 ③ 金立町民ふれあい文化祭（舞台発表） 公民館サークルが日頃の練習の成果を発表します。 11月11日 金立公民館 金立公民館 無料
【金立公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/kin
ryu/kominkan.html

金立公民館
0952-98-1016

佐賀県 佐賀市 ① 金立校区少年の主張大会
校区在住の小学生４名、中学生４名が出場し、体験したことや、日頃
感じていることについて発表します。

11月18日 金立小学校 金立町青少年健全育成会 無料
【金立公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/kin
ryu/kominkan.html

金立公民館
0952-98-1016

佐賀県 佐賀市 ③ 久保泉町民文化祭 舞台発表・作品展示・少年の主張大会 11月1日～4日 久保泉公民館 久保泉公民館 無料

【久保泉公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/ku
boizumi/kominkan.html

久保泉公民館
0952-98-0001

佐賀県 佐賀市 ①,②,③ 蓮池町歴史文化祭

2日間開催とし、1日目は芙蓉校体育館にて芙蓉小中学部文化発表会
の中に、地域で長年受け継がれている郷土芸能を児童生徒及び地域
住民に披露します。2日目は、蓮池公民館にて、ペタンク大会や歴史
記念講演会、文化発表会、作品展示、野外販売、お楽しみ各種イベン
ト等を開催し「郷土を楽しむ」2日間とします。

10月27日～28日
芙蓉校体育館
蓮池公民館

蓮池まちづくり協議会・佐賀市立
小中一貫校芙蓉校

無料
【蓮池公民館HP】
http//www.tsunasaga.jp/has
uike/kominkan.html

蓮池公民館
0952-97-0070

佐賀県 佐賀市 ③ 新栄公民館文化祭
公民館で活動する自主サークルが日頃の練習の成果を発表します。
ステージ発表を１0日午後に行い、絵手紙や洋裁等の作品を期間中館
内で展示します。

11月10日～12日 新栄公民館 新栄公民館 無料
【新栄公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/shi
nei/kominkan.html

新栄公民館
0952-23-4907

佐賀県 佐賀市 ①,②,③ 若楠文化祭 公民館サークルと小中学生が日頃の学習成果を発表します。 11月18日 若楠小学校
若楠公民館
若楠小学校

無料
http://www.tsunasaga.jp/wa
kakusu/kominkan.html

若楠公民館
0952-31-6358

佐賀県 佐賀市 ① 歌声喫茶かいせい 伴奏に合わせて歌い、地域交流をします。 10月26日 開成公民館　集会室 開成公民館
【開成公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/kai
sei/

開成公民館
0952-33-9581

佐賀県 佐賀市 ① 開成コンサート 校区在住の音楽家によるコンサート 10月28日 開成公民館　集会室
開成まちづくり協議会文化スポー
ツ部会

無料
【開成公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/kai
sei/

開成公民館
0952-33-9581

佐賀県 佐賀市 ① 子育てリフレッシュ講座 地域交流をはかりながら子育てについて学ぶ家庭教育講座 11月1日 開成公民館　集会室 開成公民館 無料
【開成公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/kai
sei/

開成公民館
0952-33-9581

佐賀県 佐賀市 ①,② 開成校区少年の主張大会
開成校区の児童生徒が日ごろ考えていること、や将来の夢などを発表
します。

11月3日 開成公民館　集会室 開成校区青少年健全育成協議会 無料
【開成公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/kai
sei/

開成公民館
0952-33-9581

佐賀県 佐賀市 ① 開成ライトファンタジー点灯式
地域の住民が交流を通して自分の地域に愛着を持つイルミネーション
イベント

11月3日 開成公民館 開成っ子はぐくみ会
【開成公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/kai
sei/

開成公民館
0952-33-9581

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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佐賀県 佐賀市 ② 鍋島中学校文化祭 鍋島中学校の生徒が文化発表します。 11月3日 佐賀市立鍋島中学校 鍋島中学校 無料
【開成公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/kai
sei/

開成公民館
0952-33-9581

佐賀県 佐賀市 ① 人権同和研修会 身近な人権について知り、人権の大切さを学ぶ研修会 11月6日 開成公民館　集会室
開成校区人権同和教育推進協議
会

無料
【開成公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/kai
sei/

開成公民館
0952-33-9581

佐賀県 佐賀市 ① タブレット入門講座
タブレットの使い方を習得し、地域活動に意欲的になるきっかけとしま
す。

11月7日 開成公民館　会議室 開成公民館
【開成公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/kai
sei/

開成公民館
0952-33-9581

佐賀県 佐賀市 ①,② 開成文化祭
公民館利用自主サークルと町民と開成小学校の児童が合同で文化発
表します。

11月11日 佐賀市立開成小学校 開成校区文化祭実行委員会 無料
【開成公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/kai
sei/

開成公民館
0952-33-9581

佐賀県 佐賀市 ① 振休ふれあいパーク 振り替え休日日の子どもの居場所づくりと交流 11月12日 開成公民館 開成まちづくり協議会子ども部会
【開成公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/kai
sei/

開成公民館
0952-33-9581

佐賀県 佐賀市 ① 秋の園芸教室
花の植え方などを学び、公民館や地域、自宅などの緑化推進をしま
す。

11月16日 開成公民館 開成公民館
【開成公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/kai
sei/

開成公民館
0952-33-9581

佐賀県 佐賀市 ①,③

「生きがい講座～映画編～」
第3回　映画をふり返る
～映画を通してあなたの人生を見つめ直し
ます～

　人生の楽しみ方や生きがい、幸せな生き方について学ぶとともに仲
間づくりの場とすることを目的としており、まちづくりや地域活性化を目
的とした活動をしている「シアターシエマ」支配人の重松氏を講師に招
き、映画にヒントを得ながら人生の在り方について、講話や映像、参加
者同士が思いや行動を共有するといった座学、体験型ワークショップ
で学び合うと共に仲間づくりに繋げる。また、地域住民同士が交流を
深めることで、地域活動に従事できる人材育成につなげるものです。
　今回は、第1、2回講座で映画の楽しみ方を学び、実際に映画を鑑賞
したことで、映画のストーリーと参加者のこれまでの人生、また、これ
からの人生を照らし合わせながら実施するワークショップです。

10月19日 諸富町公民館 諸富町公民館 無料
【諸富町公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/mo
rodomi/kominkan.html

諸富町公民館
0952-47-4995

第2回映画鑑賞会の必
要経費として、バス代
700円、映画料金
1,100円の合計1,800円
を参加費として集めて
いるが、第3回以降は
無料でOK

佐賀県 佐賀市 ①,③
「生きがい講座～映画編～」
第4回　あなたにとっての映画を見つけませ
んか！

　人生の楽しみ方や生きがい、幸せな生き方について学ぶとともに仲
間づくりの場とすることを目的としており、まちづくりや地域活性化を目
的とした活動をしている「シアターシエマ」支配人の重松氏を講師に招
き、映画にヒントを得ながら人生の在り方について、講話や映像、参加
者同士が思いや行動を共有するといった座学、体験型ワークショップ
で学び合うと共に仲間づくりに繋げる。また、地域住民同士が交流を
深めることで、地域活動に従事できる人材育成につなげるものです。
　今回は、映画を人生になぞらえて、これからチャレンジしたい事、得
意だった事、好きだった事などを参加者同士で発表して共有すること
で、これからの人生を生き良く生きるヒントさがしと、仲間づくりに繋げ
ます。

11月9日 諸富町公民館 諸富町公民館 無料
【諸富町公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/mo
rodomi/kominkan.html

諸富町公民館
0952-47-4995

第2回映画鑑賞会の必
要経費として、バス代
700円、映画料金
1,100円の合計1,800円
を参加費として集めて
いるが、第3回以降は
無料でOK

佐賀県 佐賀市 ① 諸富町通学合宿

小学生が公民館で2泊3日の通学を伴う宿泊体験の中で、自主性を重
んじながら、日常生活体験の場を作り、生きる基本を身につけるきっ
かけづくりを目的とし、子ども同士の異年齢交流や地域の大人との関
わりを通して、地域ぐるみで子どもの健全育成を図ります。

10月下旬 諸富町公民館 諸富町通学合宿実行委員会
【諸富町公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/mo
rodomi/kominkan.html

諸富町公民館
0952-47-4995

佐賀県 佐賀市 ① 家庭園芸講座

　家庭菜園や花壇づくり、寄せ植え等の講義と実技を通して家庭での
園芸の楽しみ方を学ぶ。また、共通の趣味をもつ参加者の交流を通じ
て地域の人々との仲間づくりを目指します。
　今回は、佐賀市周辺の名木・古木をめぐる紅葉バスツアー

11月13日 佐賀市北部方面 諸富町公民館
【諸富町公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/mo
rodomi/kominkan.html

諸富町公民館
0952-47-4995

佐賀県 佐賀市 ① 第4回いきいき大学

時事問題、教養、健康などについての講義や実習、受講生同士での
ワークショップを用いた意見交換等を通して健康で心豊かに活き活き
と生活を営むために知識や教養を身につけ、地域交流活性化を目的
とした講座です。今回は、素話を中心に活動している「リーフ」の会員
である地域住民が講師となり、健康増進につながる詩の朗読や読み
聞かせ、発声の手法を学びます。また、仲間作りを図ります。

10月18日 諸富町公民館 諸富町公民館 無料
【諸富町公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/mo
rodomi/kominkan.html

諸富町公民館
0952-47-4995

佐賀県 佐賀市 ③ 第４２回諸富町文化祭

地域文化の育成と文化振興及び市民の芸術・文化・芸能への関心を
高め、共に楽しめる場づくりと生きがいづくり、及び仲間づくりを目的と
しています。また、多彩な文化活動の展示、発表等をすることで、サー
クルや関係者同志の交流を深め、地域づくりの一端を担うことを目的
としています。

11月24日～25日
諸富文化体育館
諸富町公民館

佐賀市文化連盟諸富支部 無料
【諸富町公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/mo
rodomi/kominkan.html

佐賀市文化連盟諸富支部支部
長　土師清介
0952-47-2154

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



667

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

佐賀県 佐賀市 ① 大和町少年の主張大会 大和町の小学生・中学生が訴えたいこと、思うことなどを発表します。 10月20日 春日公民館 青少年育成大和町民会議 無料
【春日公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/kas
uga/kominkan.html

春日公民館
0952-62-3151

佐賀県 佐賀市 ③ 第５回春日の郷ふれあい祭り
校区住民のふれあいの場として、日ごろ学んでいる、習い事、趣味、
特技の発表や浮立の奉納を行います。

11月16日～18日 春日公民館
春日まちづくり協議会
春日校区自治会

無料
【春日公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/kas
uga/kominkan.html

春日公民館
0952-62-3151

佐賀県 佐賀市 ① かすが北ミニ文化祭
公民館利用者や地域の方のサークル活動や趣味の成果の展示・発
表会です。

10月27日～28日 春日北公民館 春日北公民館 無料
【春日北公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/kas
ugakita/kominkan.html

春日公民館
0952-62-3151

佐賀県 佐賀市 ① 川上版カルチャー教室
「楽しい学び」を通じ新しい知識を得たり、多くの方々との出会いを大
切にすることで、賢く･楽しく暮らしていくことを目的としています。

10月25日 川上公民館研修室 川上公民館 無料
http://www.tsunasaga.jp/ka
wakami/

川上公民館
0952-62-5775

佐賀県 佐賀市 ① 川上版カルチャー教室
「楽しい学び」を通じ新しい知識を得たり、多くの方々との出会いを大
切にすることで、賢く･楽しく暮らしていくことを目的としています。

11月13日 川上公民館研修室 川上公民館 無料
http://www.tsunasaga.jp/ka
wakami/

川上公民館
0952-62-5775

佐賀県 佐賀市 ①,② 富士町少年の主張大会 少年達が日頃思っている事や将来の夢等について発表します。 10月28日 富士公民館 富士町青少年健全育成協議会 無料
【富士公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/fuji
/kominkan.html

富士公民館
0952-58-2882

佐賀県 佐賀市 ② つくらん場
食育と健康を目的とし、調理実習や健康体操、現地研修をおこないま
す。

10月15日
富士公民館
その他

富士公民館 無料
【富士公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/fuji
/kominkan.html

富士公民館
0952-58-2882

佐賀県 佐賀市 ①,④ 学ばん場
地域事情を考慮した講演、さが学等を実施することにより、生活力・知
識を向上させます。

11月6日 富士公民館 富士公民館 無料
【富士公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/fuji
/kominkan.html

富士公民館
0952-58-2882

佐賀県 佐賀市 ② つくらん場
食育と健康を目的とし、調理実習や健康体操、現地研修をおこないま
す。

11月16日
富士公民館
その他

富士公民館 無料
【富士公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/fuji
/kominkan.html

富士公民館
0952-58-2882

佐賀県 佐賀市 ①,② 三瀬村少年の主張大会
児童生徒が、日頃考えていること、訴えたいこと、願い、希望などを発
表します。

11月12日 三瀬校体育館 三瀬村青少年健全育成村民会議 無料
http://www.tsunasaga.jp/mit
suse/kominkan.html

三瀬公民館
0952-56-2003

佐賀県 佐賀市 ② 三瀬寄席
プロの落語家に来て頂き、世代に関わらず身近に落語を鑑賞していた
だき、落語家さんとの交流を図ります。

11月11日 三瀬公民館 三瀬寄席実行委員会
http://www.tsunasaga.jp/mit
suse/kominkan.html

三瀬公民館
0952-56-2003

佐賀県 佐賀市 ② 私の趣味展
地域住民が、日々の生活やサークル活動で学んだ成果を発表しま
す。

10月27日～28日 三瀬公民館 三瀬公民館 無料
http://www.tsunasaga.jp/mit
suse/kominkan.html

三瀬公民館
0952-56-2003

佐賀県 佐賀市 ③ 舞踏発表会 川副町内の文化団体がステージにて踊りを発表します。 10月28日 南川副公民館 佐賀市文化連盟川副支部 無料
【南川副公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/min
amikawasoe/kominkan.html

佐賀市文化連盟
川副支部
0952-45-8918

佐賀県 佐賀市 ①,② 「少年の主張」大会
川副町内の小・中学生が、日頃、考えている事や願い等を発表しま
す。

11月10日 南川副公民館 川副町青少年健全育成協議会 無料
【南川副公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/min
amikawasoe/kominkan.html

南川副公民館
0952-45-8919

佐賀県 佐賀市 ① 家庭教育講演会（人づくり講演会）

核家族が進む中、子育ての悩みをひとりで抱えている保護者も多く
なっていることを踏まえ、家庭教育の一助になるよう講演会を開きま
す。また、本年より、地域の連携も視野に入れ、青少年健全育成会、
公民館も共催します。

11月2日
東与賀農村環境
改善センター

東与賀小・中学校ＰＴＡ、東与賀
町青少年健全育成協議会、東与
賀公民館

無料
http://www.tsunasaga.jp/hig
ashiyoka/kominkan.html

東与賀公民館
0952-45-0375

佐賀県 佐賀市 ①,② 東与賀校区少年の主張大会
東与賀校区内の小・中学生が、日頃感じていることや、将来の夢、社
会問題等について発表します。

11月11日
東与賀農村環境
改善センター

東与賀町青少年健全育成協議会 無料
http://www.tsunasaga.jp/hig
ashiyoka/kominkan.html

東与賀公民館
0952-45-0375

佐賀県 佐賀市 ①,②,③ 久保田町文化祭
文化連盟サークル活動や趣味の成果の展示、発表会。裏千家の方に
よるお茶席、お楽しみ抽選会、オープニングには、中学部吹奏楽演奏
や町内の保育園・幼稚園児の合唱なども発表します。

11月11日
久保田農村環境
改善センター

佐賀市文化連盟久保田支部 無料
【久保田公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/ku
bota/kominkan.html

佐賀市文化連盟
久保田支部事務局
0952-68-3611

佐賀県 佐賀市 ①,②,③ 久保田町まなざしフェスティバル
「子どもへのまなざし運動」の一環として、小中学生による少年の主張
大会、中学部7年生による浮立披露、人形劇・トロッコ　潟見英明氏を
迎えて公演を開催します。

11月17日
久保田農村環境
改善センター

久保田町まなざしフェスティバル
実行委員会

無料
【久保田公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/ku
bota/kominkan.html

久保田公民館
0952-68-3611

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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佐賀県 佐賀市 ① 平成30年度　佐賀市女・男フォーラム
「男性の家事・育児参画促進」をテーマに、主夫の専門家による講演と
家事の実演を実施します。

11月11日 ほほえみ館 佐賀市 無料 https://www.city.saga.lg.jp
佐賀市市民生活部
人権・同和政策・男女参画課
0952-40-7014

佐賀県 佐賀市 ③
佐賀市文化会館開館30周年記念
サンクトペテルブルグ・フィルハーモニー交
響楽団公演

佐賀市文化会館開館30周年を記念して、平成元年の開館記念公演で
招聘したサンクトペテルブルグ・フィルハーモニー交響楽団（当時はレ
ニングラード・フィルハーモニー交響楽団）の30年ぶりの佐賀公演を行
います。

11月16日 佐賀市文化会館大ホール （公財）佐賀市文化振興財団
【（公財）佐賀市文化振興財
団HP】
http://www.shinpoo.jp/

（公財）佐賀市文化振興財団
0952-32-3000

佐賀県 佐賀市 ③ 肥前国庁講座「北部九州の古代寺院」
北部九州の古代寺院について、発掘調査や研究成果を盛り込んだ一
般向けの講座を行います。佐賀・大宰府・小郡・熊本から専門家をお
招きして全4回開催を予定しています。

11月～2月 肥前国庁跡資料館 佐賀市教育委員会文化振興課 無料
佐賀市教育委員会文化振興課
0952-40-7368

11月１日より受講者受
付
佐賀市広報等で周知

佐賀県 佐賀市 ③
肥前国庁資料館企画展「肥前国の郡衙と関
連遺跡」展

古代肥前国の郡衙や関連遺跡について、各郡ごとに発掘調査で出土
した遺物を展示し調査成果等を公開します。今年度は「佐賀郡」「神埼
郡」「小城郡」「彼杵郡」をとりあげます。

11月23日～3月24日 肥前国庁跡資料館 佐賀市教育委員会文化振興課 無料
佐賀市教育委員会文化振興課
0952-40-7368

佐賀県 佐賀市 ③
東名遺跡企画展「有明海の恵みと縄文文
化」

東名遺跡の成立と関係の深い有明海を取り上げ、縄文人は有明海の
恵みをどのように利用したのか、また現在の有明海との違いなどにつ
いて紹介します。

10月25日～11月25日 東名縄文館 佐賀市教育委員会文化振興課 無料
佐賀市教育委員会文化振興課
0952-40-7369

佐賀県 佐賀市 ③
第6回佐賀市民芸術祭プレ企画
ピアノマラソン

楽しく参加できるピアノフェスティバル、腕に覚えありのみなさんにお薦
めのピアノコンサートの2部構成で、出演者を募集して実施します。

10月14日
佐賀市立東与賀文化ホー
ル

佐賀市文化振興財団 無料
佐賀市ホームページ
https://www.city.saga.lg.jp/
市民芸術祭フェイスブック

東与賀文化ホール
0952-45-3939

佐賀県 佐賀市 ③ 第24回佐賀市文化連盟合同文化祭
佐賀市文化連盟８支部による、芸術・伝統文化の発表会を開催しま
す。

11月25日
久保田農村環境改善セン
ター

佐賀市文化連盟
佐賀市教育委員会文化振興課
0952-40-7369

佐賀県 佐賀市 ③ 第6回佐賀市民芸術祭
佐賀出身又は佐賀で活躍するアーティストを広く紹介するとともに、誰
もが気軽に文化芸術に親しむことができる機会を提供することを目的
とするイベントです。

11月9日～11日 佐賀市文化会館 佐賀市民芸術祭実行委員会
佐賀市ホームページ
https://www.city.saga.lg.jp/
市民芸術祭フェイスブック

佐賀市民芸術祭実行委員会（佐
賀市文化会館内）
0952-32-3000
佐賀市教育委員会文化振興課
0952-40-7369

佐賀県 佐賀市 ③ 第4回肥前国庁南門ライトアップ＆芸能祭
肥前国庁跡歴史公園の南門をライトアップして薩摩琵琶と揚琴、打楽
器アンサンブルの演奏を行います。

10月20日 肥前国庁跡歴史公園 佐賀市教育委員会文化振興課 無料
佐賀市教育委員会文化振興課
0952-40-7369

佐賀県 佐賀市 ②
こどもの教育を考える日
(学校フリー参観デー)

保護者や地域の方々に授業や給食、休み時間など学校生活全体を
見ていただき、学校教育についてご理解とご協力をいただきます。

11月11日 勧興小学校 勧興小学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/kanko-e/

勧興小
0952-24－4235
FAX:0952-24-4236

佐賀県 佐賀市 ②
こどもの教育を考える日
(学校フリー参観デー)

保護者や地域の方々に授業や給食、休み時間など学校生活全体を
見ていただき、学校教育についてご理解とご協力をいただきます。

11月11日 循誘小学校 循誘小学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/junyu-e/

循誘小
　0952-22－4436
FAX:0952-22-4437

佐賀県 佐賀市 ②
こどもの教育を考える日
(学校フリー参観デー)

保護者や地域の方々に授業や給食、休み時間など学校生活全体を
見ていただき、学校教育についてご理解とご協力をいただきます。

11月11日 日新小学校 日新小学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/nisshin-e/

日新小
0952-24－4261
FAX:0952-24－4262

佐賀県 佐賀市 ②
こどもの教育を考える日
(学校フリー参観デー)

保護者や地域の方々に授業や給食、休み時間など学校生活全体を
見ていただき、学校教育についてご理解とご協力をいただきます。

11月11日 赤松小学校 赤松小学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/akamatsu-e/

赤松小
　0952-24－4225
FAX:0952-24－4226

佐賀県 佐賀市 ②
こどもの教育を考える日
(学校フリー参観デー)

保護者や地域の方々に授業や給食、休み時間など学校生活全体を
見ていただき、学校教育についてご理解とご協力をいただきます。

10月28日 神野小学校 神野小学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/kono-e/

神野小
　0952-30－4255
FAX:0952-30－4256

佐賀県 佐賀市 ②
こどもの教育を考える日
(学校フリー参観デー)

保護者や地域の方々に授業や給食、休み時間など学校生活全体を
見ていただき、学校教育についてご理解とご協力をいただきます。

11月11日 西与賀小学校 西与賀小学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/nishiyoka-e/

西与賀小
　0952-23－6300
ＦAX:0952-23－6330

佐賀県 佐賀市 ②
こどもの教育を考える日
(学校フリー参観デー)

保護者や地域の方々に授業や給食、休み時間など学校生活全体を
見ていただき、学校教育についてご理解とご協力をいただきます。

10月21日 嘉瀬小学校 嘉瀬小学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/kase-e/

嘉瀬小
　0952-23－6400
ＦAX:0952-23－6427

佐賀県 佐賀市 ②
こどもの教育を考える日
(学校フリー参観デー)

保護者や地域の方々に授業や給食、休み時間など学校生活全体を
見ていただき、学校教育についてご理解とご協力をいただきます。

11月11日 巨勢小学校 巨勢小学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/kose-e/

巨勢小
　0952-23－6500
ＦAX:0952-23－6599

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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佐賀県 佐賀市 ②
こどもの教育を考える日
(学校フリー参観デー)

保護者や地域の方々に授業や給食、休み時間など学校生活全体を
見ていただき、学校教育についてご理解とご協力をいただきます。

11月11日 兵庫小学校 兵庫小学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/hyogo-e/

兵庫小
　0952-23－5791
ＦAX：0952-23－5796

佐賀県 佐賀市 ②
こどもの教育を考える日
(学校フリー参観デー)

保護者や地域の方々に授業や給食、休み時間など学校生活全体を
見ていただき、学校教育についてご理解とご協力をいただきます。

11月18日 高木瀬小学校 高木瀬小学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/takagise-e/

高木瀬小
　0952-31－3398
ＦAX:0952-31－3399

佐賀県 佐賀市 ②
こどもの教育を考える日
(学校フリー参観デー)

保護者や地域の方々に授業や給食、休み時間など学校生活全体を
見ていただき、学校教育についてご理解とご協力をいただきます。

11月11日 北川副小学校 北川副小学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/kitakawasoe-e/

北川副小
　0952-23－6096
ＦAX:0952-23－6064

佐賀県 佐賀市 ②
こどもの教育を考える日
(学校フリー参観デー)

保護者や地域の方々に授業や給食、休み時間など学校生活全体を
見ていただき、学校教育についてご理解とご協力をいただきます。

11月18日 本庄小学校 本庄小学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/honjo-e/

本庄小
　0952-22－3266
ＦAX:0952-22－3267

佐賀県 佐賀市 ②
こどもの教育を考える日
(学校フリー参観デー)

保護者や地域の方々に授業や給食、休み時間など学校生活全体を
見ていただき、学校教育についてご理解とご協力をいただきます。

11月18日 鍋島小学校 鍋島小学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/nabeshima-e/

鍋島小
0952-31-2629
ＦAX:0952-31－2646

佐賀県 佐賀市 ②
こどもの教育を考える日
(学校フリー参観デー)

保護者や地域の方々に授業や給食、休み時間など学校生活全体を
見ていただき、学校教育についてご理解とご協力をいただきます。

11月18日 金立小学校 金立小学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/kinryuu-e/

金立小
　0952-98－1161
ＦAX:0952-98－1180

佐賀県 佐賀市 ②
こどもの教育を考える日
(学校フリー参観デー)

保護者や地域の方々に授業や給食、休み時間など学校生活全体を
見ていただき、学校教育についてご理解とご協力をいただきます。

11月11日 久保泉小学校 久保泉小学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/kuboizumi-e/

久保泉小
　0952-98－1171
ＦAX:0952-98－1190

佐賀県 佐賀市 ②
こどもの教育を考える日
(学校フリー参観デー)

保護者や地域の方々に授業や給食、休み時間など学校生活全体を
見ていただき、学校教育についてご理解とご協力をいただきます。

10月27日
小中一貫校
芙蓉校

小中一貫校芙蓉校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/fuyo-e/

芙蓉校
　0952-97－1175
ＦAX:0952-97－1179

佐賀県 佐賀市 ②
こどもの教育を考える日
(学校フリー参観デー)
なかよしフェスタ

保護者や地域の方々に授業や給食、休み時間など学校生活全体を
見ていただき、学校教育についてご理解とご協力をいただきます。

12月1日 新栄小学校 新栄小学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/shinei-e/

新栄小
　0952-22－8111
ＦAX:0952-22－8112

佐賀県 佐賀市 ②
こどもの教育を考える日
(学校フリー参観デー)
若楠文化祭

保護者や地域の方々に授業や給食、休み時間など学校生活全体を
見ていただき、学校教育についてご理解とご協力をいただきます。

11月18日 若楠小学校 若楠小学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/wakakusu-e/

若楠小
　0952-31－5051
ＦAX:0952-31－5009

佐賀県 佐賀市 ②
こどもの教育を考える日
(学校フリー参観デー)
開成文化祭

保護者や地域の方々に授業や給食、休み時間など学校生活全体を
見ていただき、学校教育についてご理解とご協力をいただきます。

11月11日 開成小学校 開成小学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/kaisei-e/

開成小
　0952-33－2975
ＦAX:095233－2976

佐賀県 佐賀市 ②
こどもの教育を考える日
(学校フリー参観デー)

保護者や地域の方々に授業や給食、休み時間など学校生活全体を
見ていただき、学校教育についてご理解とご協力をいただきます。

10月28日 諸富北小学校 諸富北小学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/morodomikita-e/

諸富北小
　0952-47－2834
ＦAX:0952-34－8055

佐賀県 佐賀市 ②
こどもの教育を考える日
(学校フリー参観デー)

保護者や地域の方々に授業や給食、休み時間など学校生活全体を
見ていただき、学校教育についてご理解とご協力をいただきます。

10月28日 諸富南小学校 諸富南小学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/morodomiminami-
e/

諸富南小
　0952-47－2824
ＦAX:0952-34－8046

佐賀県 佐賀市 ②
こどもの教育を考える日
(学校フリー参観デー)

保護者や地域の方々に授業や給食、休み時間など学校生活全体を
見ていただき、学校教育についてご理解とご協力をいただきます。

11月11日 春日小学校 春日小学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/kasuga-e/

春日小
　0952-62－2128
ＦAX:0952-51－2080

佐賀県 佐賀市 ②
こどもの教育を考える日
(学校フリー参観デー)

保護者や地域の方々に授業や給食、休み時間など学校生活全体を
見ていただき、学校教育についてご理解とご協力をいただきます。

11月18日 川上小学校 川上小学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/kawakami-e/

川上小
　0952-62－2137
ＦAX:0952-62－2143

佐賀県 佐賀市 ②
こどもの教育を考える日
(学校フリー参観デー)

保護者や地域の方々に授業や給食、休み時間など学校生活全体を
見ていただき、学校教育についてご理解とご協力をいただきます。

10月27日
小中一貫校
松梅校小学部

小中一貫校松梅校小学部 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/matsuume-e/

松梅校小
　0952-63－0012
Ｆax:0952-51－0002

佐賀県 佐賀市 ②
こどもの教育を考える日
(学校フリー参観デー)

保護者や地域の方々に授業や給食、休み時間など学校生活全体を
見ていただき、学校教育についてご理解とご協力をいただきます。

11月10日 春日北小学校 春日北小学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/kasugakita-e/

　春日北小
0952-63－0012
ＦAX:0952-51－2090

佐賀県 佐賀市 ②
こどもの教育を考える日
(学校フリー参観デー)

保護者や地域の方々に授業や給食、休み時間など学校生活全体を
見ていただき、学校教育についてご理解とご協力をいただきます。

11月11日
小中一貫校
富士校小学部

小中一貫校富士校小学部 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/fuji-e/

富士校小
　0952-63－0013
ＦAX:0952-63－0173

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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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

佐賀県 佐賀市 ②
こどもの教育を考える日
(学校フリー参観デー)

保護者や地域の方々に授業や給食、休み時間など学校生活全体を
見ていただき、学校教育についてご理解とご協力をいただきます。

10月27日
小中一貫校
北山校

小中一貫校北山校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/fuyo-e/

北山校
0952-57－2211
ＦAX:0952-57－2212

佐賀県 佐賀市 ②
こどもの教育を考える日
(学校フリー参観デー)

保護者や地域の方々に授業や給食、休み時間など学校生活全体を
見ていただき、学校教育についてご理解とご協力をいただきます。

10月21日 北山東部小学校 北山東部小学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/hokuzantobu-e/

北山東部小
　0952-57－2441
ＦAX:0952-57－2484

佐賀県 佐賀市 ②
こどもの教育を考える日
(学校フリー参観デー)

保護者や地域の方々に授業や給食、休み時間など学校生活全体を
見ていただき、学校教育についてご理解とご協力をいただきます。

10月27日
小中一貫校
三瀬校小学部

小中一貫校三瀬校小学部 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/mitsuse-e/

三瀬校小
0952- 56 - 2004
FAX:0952-56－2374

佐賀県 佐賀市 ②
こどもの教育を考える日
(学校フリー参観デー)

保護者や地域の方々に授業や給食、休み時間など学校生活全体を
見ていただき、学校教育についてご理解とご協力をいただきます。

11月18日 中川副小学校 中川副小学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/nakakawasoe-e/

中川副小
　0952-45－0219
ＦAX:0952-34－7015

佐賀県 佐賀市 ②
こどもの教育を考える日
(学校フリー参観デー)

保護者や地域の方々に授業や給食、休み時間など学校生活全体を
見ていただき、学校教育についてご理解とご協力をいただきます。

11月11日 大詫間小学校 大詫間小学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/odakuma-e/

大詫間小
　0952-45－0147
FAX:0952-34-7017

佐賀県 佐賀市 ②
こどもの教育を考える日
(学校フリー参観デー)

保護者や地域の方々に授業や給食、休み時間など学校生活全体を
見ていただき、学校教育についてご理解とご協力をいただきます。

10月28日 南川副小学校 南川副小学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/minamikawasoe-e/

南川副小
　0952-45- 0049
FAX:0952-34-7014

佐賀県 佐賀市 ②
こどもの教育を考える日
(学校フリー参観デー)

保護者や地域の方々に授業や給食、休み時間など学校生活全体を
見ていただき、学校教育についてご理解とご協力をいただきます。

10月28日 西川副小学校 西川副小学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/nishikawasoe-e/

西川副小
0952-45 - 0319
FAX:0952-34-7013

佐賀県 佐賀市 ②
こどもの教育を考える日
(学校フリー参観デー)

保護者や地域の方々に授業や給食、休み時間など学校生活全体を
見ていただき、学校教育についてご理解とご協力をいただきます。

11月18日 東与賀小学校 東与賀小学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/higashiyoka-e/

東与賀小
0952-45 - 0321
FAX:0952-45 - 8718

佐賀県 佐賀市 ②
こどもの教育を考える日
(学校フリー参観デー)

保護者や地域の方々に授業や給食、休み時間など学校生活全体を
見ていただき、学校教育についてご理解とご協力をいただきます。

10月27日 思斉館小学部 思斉館小学部 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/shisei-e/

思斉館小
0952-68 - 2151
FAX:0952-68-3667

佐賀県 佐賀市 ②
こどもの教育を考える日
(学校フリー参観デー)

保護者や地域の方々に授業や給食、休み時間など学校生活全体を
見ていただき、学校教育についてご理解とご協力をいただきます。

11月2日 成章中学校 成章中学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/seisho-j/

成章中
　0952-24－4265
ＦAX:0952-24－4266

佐賀県 佐賀市 ②
こどもの教育を考える日
(学校フリー参観デー)

保護者や地域の方々に授業や給食、休み時間など学校生活全体を
見ていただき、学校教育についてご理解とご協力をいただきます。

11月11日 城南中学校 城南中学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/jonan-j/

城南中
　0952-24－4338
ＦAX:0952-24－4339

佐賀県 佐賀市 ②
こどもの教育を考える日
(学校フリー参観デー)

保護者や地域の方々に授業や給食、休み時間など学校生活全体を
見ていただき、学校教育についてご理解とご協力をいただきます。

11月2日 昭栄中学校 昭栄中学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/shoei-j/

昭栄中
0952-24－4238
ＦAX:0952-24－4239

佐賀県 佐賀市 ②
こどもの教育を考える日
(学校フリー参観デー)

保護者や地域の方々に授業や給食、休み時間など学校生活全体を
見ていただき、学校教育についてご理解とご協力をいただきます。

10月24日 城東中学校 城東中学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/joto-j/

城東中
　0952-24－4286
ＦAX:0952-24－4287

佐賀県 佐賀市 ②
こどもの教育を考える日
(学校フリー参観デー)

保護者や地域の方々に授業や給食、休み時間など学校生活全体を
見ていただき、学校教育についてご理解とご協力をいただきます。

10月26日 城西中学校 城西中学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/josai-j/

城西中
0952-24－9220
ＦAX:0952-24－9219

佐賀県 佐賀市 ②
こどもの教育を考える日
(学校フリー参観デー)

保護者や地域の方々に授業や給食、休み時間など学校生活全体を
見ていただき、学校教育についてご理解とご協力をいただきます。

10月31日 城北中学校 城北中学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/johoku-j/

城北中
　0952-30－9258
ＦAX:0952-30－2360

佐賀県 佐賀市 ②
こどもの教育を考える日
(学校フリー参観デー)

保護者や地域の方々に授業や給食、休み時間など学校生活全体を
見ていただき、学校教育についてご理解とご協力をいただきます。

11月2日 金泉中学校 金泉中学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/kinsen-j/

金泉中
0952-98－1181
ＦAX:0952-98－1119

佐賀県 佐賀市 ②
こどもの教育を考える日
(学校フリー参観デー)

保護者や地域の方々に授業や給食、休み時間など学校生活全体を
見ていただき、学校教育についてご理解とご協力をいただきます。

10月27日
小中一貫校
芙蓉校

小中一貫校芙蓉校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/fuyo-e/

芙蓉校
　0952-97－1171
ＦAX:0952-97－1174

佐賀県 佐賀市 ②
こどもの教育を考える日
(学校フリー参観デー)

保護者や地域の方々に授業や給食、休み時間など学校生活全体を
見ていただき、学校教育についてご理解とご協力をいただきます。

11月2日 鍋島中学校 鍋島中学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/nabeshima-j/

鍋島中
　0952-30－5811
ＦAX:0952-30－5812

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

佐賀県 佐賀市 ②
こどもの教育を考える日
(学校フリー参観デー)

保護者や地域の方々に授業や給食、休み時間など学校生活全体を
見ていただき、学校教育についてご理解とご協力をいただきます。

10月11日
11月26日

諸富中学校 諸富中学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/morodomi-j/

諸富中
　0952-47－2331
ＦAX:0952-34－8014

佐賀県 佐賀市 ②
こどもの教育を考える日
(学校フリー参観デー)

保護者や地域の方々に授業や給食、休み時間など学校生活全体を
見ていただき、学校教育についてご理解とご協力をいただきます。

10月21日 大和中学校 大和中学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/yamato-j/

大和中
0952-62－1315
ＦAX:0952-62－0251

佐賀県 佐賀市 ②
こどもの教育を考える日
(学校フリー参観デー)

保護者や地域の方々に授業や給食、休み時間など学校生活全体を
見ていただき、学校教育についてご理解とご協力をいただきます。

10月27日
小中一貫校
松梅校中学部

小中一貫校松梅校中学部 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/matsuume-j/

松梅校中
　0952-63－0812
ＦAX:0952-51－0003

佐賀県 佐賀市 ②
こどもの教育を考える日
(学校フリー参観デー)

保護者や地域の方々に授業や給食、休み時間など学校生活全体を
見ていただき、学校教育についてご理解とご協力をいただきます。

10月28日
小中一貫校
富士校中学部

小中一貫校富士校中学部 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/fuji-j/

富士校中
　0952-58－2201
ＦAX:0952-58－2202

佐賀県 佐賀市 ②
こどもの教育を考える日
(学校フリー参観デー)

保護者や地域の方々に授業や給食、休み時間など学校生活全体を
見ていただき、学校教育についてご理解とご協力をいただきます。

10月27日
小中一貫校
北山校

小中一貫校北山校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/fuyo-e/

北山校
　0952-57－2211
ＦAX:0952-57－2212

佐賀県 佐賀市 ②
こどもの教育を考える日
(学校フリー参観デー)

保護者や地域の方々に授業や給食、休み時間など学校生活全体を
見ていただき、学校教育についてご理解とご協力をいただきます。

10月27日
小中一貫校
三瀬校中学部

小中一貫校三瀬校中学部 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/mitsuse-j/

三瀬校中
　0952-56－2106
ＦAX:0952-56－2005

佐賀県 佐賀市 ②
こどもの教育を考える日
(学校フリー参観デー)

保護者や地域の方々に授業や給食、休み時間など学校生活全体を
見ていただき、学校教育についてご理解とご協力をいただきます。

11月2日 川副中学校 川副中学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/kawasoe-j/

川副中
 0952-45 - 1251
FAX:0952-45-3957

佐賀県 佐賀市 ②
こどもの教育を考える日
(学校フリー参観デー)

保護者や地域の方々に授業や給食、休み時間など学校生活全体を
見ていただき、学校教育についてご理解とご協力をいただきます。

10月26日 東与賀中学校 東与賀中学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/higashiyoka-j/

東与賀中
0952-34-7102
FAX:0952-45-0688

佐賀県 佐賀市 ②
こどもの教育を考える日
(学校フリー参観デー)

保護者や地域の方々に授業や給食、休み時間など学校生活全体を
見ていただき、学校教育についてご理解とご協力をいただきます。

10月27日 思斉館中学部 思斉館中学部 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/shisei-j/

思斉館中
0952-68-2161
FAX:0952-68-2989

佐賀県 佐賀市 ② 文化発表会 生徒による文化活動の発表 11月2日 成章中学校 成章中学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/seisho-j/

成章中
　0952-24－4265
ＦAX:0952-24－4266

佐賀県 佐賀市 ② 文化発表会 生徒による文化活動の発表 11月2日 城南中学校 城南中学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/jonan-j/

城南中
　0952-24－4338
ＦAX:0952-24－4339

佐賀県 佐賀市 ② 文化発表会 生徒による文化活動の発表 11月2日 昭栄中学校 昭栄中学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/shoei-j/

昭栄中
0952-24－4238
ＦAX:0952-24－4239

佐賀県 佐賀市 ② 文化発表会 生徒による文化活動の発表 11月2日 城東中学校 城東中学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/joto-j/

城東中
　0952-24－4286
ＦAX:0952-24－4287

佐賀県 佐賀市 ② 文化発表会 生徒による文化活動の発表 10月26日 城西中学校 城西中学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/josai-j/

城西中
0952-24－9220
ＦAX:0952-24－9219

佐賀県 佐賀市 ② 文化発表会 生徒による文化活動の発表 10月31日 城北中学校 城北中学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/johoku-j/

城北中
　0952-30－9258
ＦAX:0952-30－2360

佐賀県 佐賀市 ② 文化発表会 生徒による文化活動の発表 11月2日 金泉中学校 金泉中学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/kinsen-j/

金泉中
0952-98－1181
ＦAX:0952-98－1119

佐賀県 佐賀市 ② 文化発表会 生徒による文化活動の発表 10月26日
小中一貫校
芙蓉校

小中一貫校芙蓉校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/fuyo-e/

芙蓉校
　0952-97－1171
ＦAX:0952-97－1174

佐賀県 佐賀市 ② 文化発表会 生徒による文化活動の発表 11月2日 鍋島中学校 鍋島中学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/nabeshima-j/

鍋島中
　0952-30－5811
ＦAX:0952-30－5812

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

佐賀県 佐賀市 ② 文化発表会 生徒による文化活動の発表 10月26日 諸富中学校 諸富中学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/morodomi-j/

諸富中
　0952-47－2331
ＦAX:0952-34－8014

佐賀県 佐賀市 ② 文化発表会 生徒による文化活動の発表 11月2日 大和中学校 大和中学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/yamato-j/

大和中
0952-62－1315
ＦAX:0952-62－0251

佐賀県 佐賀市 ② 松梅フェスタ 生徒による文化活動の発表 10月27日
小中一貫校
松梅校中学部

小中一貫校松梅校中学部 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/matsuume-j/

松梅校中
　0952-63－0812
ＦAX:0952-51－0003

佐賀県 佐賀市 ② 文化発表会 生徒による文化活動の発表 10月26日
小中一貫校
富士校中学部

小中一貫校富士校中学部 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/fuji-j/

富士校中
　0952-58－2201
ＦAX:0952-58－2202

佐賀県 佐賀市 ② 文化発表会 生徒による文化活動の発表 9月15日
小中一貫校
北山校

小中一貫校北山校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/fuyo-e/

北山校
　0952-57－2211
ＦAX:0952-57－2212

佐賀県 佐賀市 ② 文化発表会 生徒による文化活動の発表 10月28日
小中一貫校
三瀬校中学部

小中一貫校三瀬校中学部 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/mitsuse-j/

三瀬校中
　0952-56－2106
ＦAX:0952-56－2005

佐賀県 佐賀市 ② 文化発表会 生徒による文化活動の発表 11月2日 川副中学校 川副中学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/kawasoe-j/

川副中
 0952-45 - 1251
FAX:0952-45-3957

佐賀県 佐賀市 ② 文化発表会 生徒による文化活動の発表 10月26日 東与賀中学校 東与賀中学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/higashiyoka-j/

東与賀中
0952-34-7102
FAX:0952-45-0688

佐賀県 佐賀市 ② 文化発表会 生徒による文化活動の発表 10月27日 思斉館中学部 思斉館中学部 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/shisei-j/

思斉館中
0952-68-2161
FAX:0952-68-2989

佐賀県 佐賀市 ① 親と子の英会話講座

英語の絵本や歌を使って、たのしく英語を学んでいきます。
【講座の目標】
・身の回り物や動物等の名前を英語で言えるようになる
・毎日の挨拶が英語でできるようになる
・自分のことを英語で紹介できるようになる
・英語で２～３曲の歌を歌えるようになる
・簡単な英語の本を少し読めるようになる

9月20日～1月17日
※毎週木曜日

佐賀メディカルセンタービル
1階
健康支援センター

西九州大学
グループ健康
支援センター

https://www.nisikyuu.ac.jp/h
ealth_center/event/

西九州大学グループ
健康支援センター
TEL：0952-20-6249
（直通）

佐賀県 佐賀市 ① すこやか元気力アップ講座

西九州大学スポーツ健康福祉学科の教員が講義した後、学生と一緒
にレクリエーションや簡単な体操を実施します。
10月6日：認知症予防に役立つ運動～運動しながら脳を鍛える～
11月10日：健康とスポーツ～どんなスポーツ（身体運動）がよいのか～
12月1日：心と体をほぐす運動

10月6日,11月10日,
12月1日

佐賀メディカルセンタービル
1階
健康支援センター

西九州大学
グループ健康
支援センター

https://www.nisikyuu.ac.jp/h
ealth_center/event/

西九州大学グループ
健康支援センター
TEL：0952-20-6249
（直通）

佐賀県 佐賀市 ① 腕まくり料理教室
10月20日：「食べるエステ-マクロビオティック料理-」
11月17日：「簡単焼き菓子とラッピング」
12月1日：「クリスマスケーキ」

10月20日,11月17日,
12月1日

佐賀メディカルセンタービル
1階
健康支援センター

西九州大学
グループ健康
支援センター

https://www.nisikyuu.ac.jp/h
ealth_center/event/

西九州大学グループ
健康支援センター
TEL：0952-20-6249
（直通）

佐賀県 佐賀市 ① 日々の生活における音楽の活用術
音楽に触れた瞬間に、私たちの脳裏には様々な思い出がよみがえっ
てきます。今回は、日常生活に役立つ音楽の活用について取上げま
す。

10月30日

西九州大学
佐賀キャンパス
健康福祉・生涯学習セン
ター

西九州大学、西九州大学
短期大学部健康福祉・
生涯学習センター

http://www.nisikyu-
u.ac.jp/syogai/

西九州大学、西九州大学短期
大学部健康福祉・生涯学習セン
ター
TEL：0952-32-1314（直通）

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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佐賀県 佐賀市 ①
ライフステージにあわせた「健康な食事」に
ついて知ろう

各ライフステージで陥りやすい問題点とその改善策について紹介しま
す。また、各講座の後半には、ライフステージにあわせた健康な食事
について、”おすすめ料理”の試食も行います。
11月1日：メタボなんていわせない！！～今日からあなたもスマートボ
ディ～
11月8日：”高齢者”の低栄養対策～イキイキとした生活を送るための
栄養～
12月6日：食事を制する女性は将来を制する～やせ対策！子を産み育
てる世代への栄養～

11月1日,8日,12月6日
佐賀メディカルセンタービル
1階
健康支援センター

西九州大学
グループ健康
支援センター

無料
https://www.nisikyuu.ac.jp/h
ealth_center/event/

西九州大学グループ
健康支援センター
TEL：0952-20-6249
（直通）

佐賀県 佐賀市 ① 腰痛を自分で治そう

非特異的（明らかな原因が分からない）な腰痛は、病院を受診しても
直ぐには治らず難渋し、忙しいヒトにとっては通院する暇がなくて慢性
化していきます。そこで、自宅でできる腰痛体操の理論を学び、自分で
治してもらおうという企画です。
※動きやすい服装でお越しください。

11月2日
佐賀メディカルセンタービル
1階
健康支援センター

西九州大学、西九州大学
短期大学部健康福祉・
生涯学習センター

http://www.nisikyu-
u.ac.jp/syogai/

西九州大学、西九州大学短期
大学部健康福祉・生涯学習セン
ター
TEL：0952-32-1314（直通）

佐賀県 佐賀市 ① 心ほぐし体ほぐし

健康つくりのために、手軽な運動で楽しく動き、ストレス解消を目指し
ます。
※動きやすい服装でご参加ください。
　室内シューズ、タオル、飲み物をご持参ください。

11月5日
佐賀メディカルセンタービル
1階
健康支援センター

西九州大学、西九州大学
短期大学部健康福祉・
生涯学習センター

http://www.nisikyu-
u.ac.jp/syogai/

西九州大学、西九州大学短期
大学部健康福祉・生涯学習セン
ター
TEL：0952-32-1314（直通）

佐賀県 佐賀市 ① 陶芸と文化

陶芸が、「こと的側面（作る行為）」と「もの的側面（食器・美術品など）」
から、時代の文化にどのように関わってきたかを考えてみます。
1回目：陶芸と文化　1
2回目：陶芸と文化　2

11月5日,12日

西九州大学
佐賀キャンパス
健康福祉・生涯学習セン
ター

西九州大学、
西九州大学
短期大学部
健康福祉・
生涯学習
センター

http://www.nisikyu-
u.ac.jp/syogai/

西九州大学、西九州大学短期
大学部健康福祉・生涯学習セン
ター
TEL：0952-32-1314（直通）

佐賀県 佐賀市 ①
生活習慣病予防のための「健康な食事」に
ついて知ろう

さまざな生活習慣病と食生活での予防策について紹介します。また、
各講座の後半には、生活習慣病予防のための健康な食事につい
て、”おすすめ料理”の調理実習や試食があります。

11月9日,30日,12月14日
佐賀メディカルセンタービル
1階
健康支援センター

西九州大学
グループ健康
支援センター

無料
https://www.nisikyuu.ac.jp/h
ealth_center/event/

西九州大学グループ
健康支援センター
TEL：0952-20-6249
（直通）

佐賀県 佐賀市 ① アンチエイジング（AGES）

AGES (Advanced glycation endproducts：終末糖化産物)は、「糖化
（焦げ）」によって作られます。から揚げ、たこ焼き等のおいしそうな焼
き色がつくときに生まれているのがAGESです。AGESは老化の元凶で
す。
パワーポイントによる講義を行います。

11月13日

西九州大学
佐賀キャンパス
健康福祉・生涯学習セン
ター

西九州大学、西九州大学
短期大学部健康福祉・
生涯学習センター

http://www.nisikyu-
u.ac.jp/syogai/

西九州大学、西九州大学短期
大学部健康福祉・生涯学習セン
ター
TEL：0952-32-1314（直通）

佐賀県 佐賀市 ① 佐賀の魅力を考える
佐賀には多くの魅力があるのに気づかないことが多いのでは？本講
座では、「佐賀の魅力」について、グループワークで考えます。

11月15日

西九州大学
佐賀キャンパス
健康福祉・生涯学習セン
ター

西九州大学、西九州大学
短期大学部健康福祉・
生涯学習センター

http://www.nisikyu-
u.ac.jp/syogai/

西九州大学、西九州大学短期
大学部健康福祉・生涯学習セン
ター
TEL：0952-32-1314（直通）

佐賀県 佐賀市 ① はたらくこととメンタルヘルス（心の健康）
長時間労働やパワハラなど働くことと、心の健康を保つことの両立が
難しい局面が報道されることが増えました。労働とメンタルヘルスに焦
点をあてて皆さんと一緒に考えていきましょう。

11月16日

西九州大学
佐賀キャンパス
健康福祉・生涯学習セン
ター

西九州大学、西九州大学
短期大学部健康福祉・
生涯学習センター

http://www.nisikyu-
u.ac.jp/syogai/

西九州大学、西九州大学短期
大学部健康福祉・生涯学習セン
ター
TEL：0952-32-1314（直通）

佐賀県 佐賀市 ① 健康・生き甲斐づくり講座
自身のからだの機能や特性を知り、ヘルスプロモーションを実践する
ことで、健康生活を送ることができることを目指します。

11月19日

西九州大学
佐賀キャンパス
健康福祉・生涯学習セン
ター

西九州大学、西九州大学
短期大学部健康福祉・
生涯学習センター

http://www.nisikyu-
u.ac.jp/syogai/

西九州大学、西九州大学短期
大学部健康福祉・生涯学習セン
ター
TEL：0952-32-1314（直通）

佐賀県 佐賀市 ①,④
佐賀大学附属図書館
「図書館月間2018」

　佐賀大学附属図書館では、毎年11月を「図書館月間」と銘打ち、地
域住民の方々に生涯学習の場を提供するというコンセプトのもと各種
イベントを行っています。
　今年度は、「逢いに来んしゃい！佐賀大学の「宝」の数々に－小城鍋
島家のコレクションをわかりやすくご紹介します－」（仮称）と題し、講演
会及び資料展示等を実施します。

11月
（講演会：11月11日）

佐賀大学附属図書館
国立大学法人佐賀大学附属図書
館、同大学全学教育機構、小城
鍋島文庫研究会

無料 http://www.lib.saga-u.ac.jp/
0952-28-8902又は
0952-28-8911
FAX 0952-28-8909

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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佐賀県 白石町 ②
ミュージアム・キャラバン隊「近くで見よう、ホ
ンモノの美術作品」

事前に応募いただいた学校へ、持参した画や工芸品など美術作品を
目の前に、学芸員が児童へ鑑賞のポイントを解説します。

10月24日 白石町立北明小学校 佐賀県立博物館・美術館 無料
佐賀県立博物館・美術館
0952-24-3947

対象は会場校児童の
み

佐賀県 白石町 ② キャリア教育講演会
外部講師を招へいし講演を聴くことで、生徒が将来の職業を考え、自
分の生き方を考えるきっかけにします。

11月5日 白石高等学校 佐賀県立白石高等学校 無料
白石高校
0952-84-2131

佐賀県 白石町 ②、④ 芸術鑑賞会
劇団アルファによる演劇「爺さんの空」を鑑賞し、感受性を高め、芸術
に対する理解を深めます。

11月6日 白石高等学校 佐賀県立白石高等学校
白石高校
0952-84-2131

佐賀県 白石町 ② 仕事について学ぼう
各方面で活躍している先輩を講師に招き、職業に関する講義をしてい
ただきます。

11月17日 白石高等学校 佐賀県立白石高等学校 無料
白石高校
0952-84-2131

佐賀県 白石町 ②
佐賀農業高等学校　第53回佐農祭（農業文
化祭）

農業３学科並びに文化部の展示
SGHに係る展示並びに発表
バザー模擬店、学校生産物販売
PTAイベント等

11月16日～17日 県立佐賀農業高等学校 県立佐賀農業高等学校
http://cms.saga-
ed.jp/hp/saganougyoukouko
u/

県立佐賀農業高等学校
0952-84-2611

2日目（17日）のみ
一般公開、見学等は無
料、学校生産物販売あ
り

佐賀県 白石町 ① ゆうあい図書館まつり ブックリサイクル・おはなし会等を開催します。 10月21日 福富ゆうあい館
生涯学習課
福富ゆうあい館係

無料

【福富ゆうあい館HP】
http://www.town.shiroishi.lg.j
p/jyuumin/manabu/toshokan
.html

福富ゆうあい館係
0952-87-2149

佐賀県 白石町 ① おおどぼう倶楽部 小学4～6年生計42名が、農村民泊を通じて農業体験等を行います。 10月27日～28日 大分県宇佐市安心院町他
生涯学習課
生涯学習係

生涯学習係
0952-87-7129

佐賀県 白石町 ① おはなし会 本の読み聞かせ・手遊び等を行います。 10月27日、11月10日 福富ゆうあい館図書室
生涯学習課
福富ゆうあい館係

無料

【福富ゆうあい館HP】
http://www.town.shiroishi.lg.j
p/jyuumin/manabu/toshokan
.html

福富ゆうあい館係
0952-87-2149

佐賀県 白石町 ① 秋の陶芸教室
①陶土をこねて、湯のみや皿などを作り、②形を仕上げ、③下絵・色
づけをし、④焼きあがった作品を鑑賞します。

11月15日,17日,24日,
12月1日

陶芸館
生涯学習課
生涯学習係

生涯学習係
0952-87-7129

佐賀県 白石町 ①
ゆうあい教室
「紙ひこう機を作って飛ばそう｣

紙ひこうきを作ります。 11月25日 福富ゆうあい館
生涯学習課
福富ゆうあい館係

【福富ゆうあい館HP】
http://www.town.shiroishi.lg.j
p/jyuumin/manabu/toshokan
.html

福富ゆうあい館係
0952-87-2149

佐賀県 白石町 ②
有明中学校
文化発表会

演劇や合唱などの学年の発表や英語暗唱などの授業の取組、吹奏
楽などの部活動の成果を発表します。

10月21日
有明スカイパークふれあい
郷自有館

白石町立有明中学校 無料
【有明中学校HP】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/ariake-j

有明中学校
0954-65-2127

佐賀県 白石町 ②
福富中学校
文化発表会

総合的な学習の時間に取り組んだ探究活動(演劇･合唱･郷土芸能等)
の成果を地域の方へ発表します。

10月27日 福富ゆうあい館 白石町立福富中学校 無料
【福富中学校HP】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/fukudomi-j

福富中学校
0952-87-3531

佐賀県 白石町 ②
白石中学校
文化発表会

舞台発表では、英語暗唱･吹奏楽部演奏･学年劇等を行います。午後
は、合唱コンクールを開催します。また、美術作品･書写作品･調べ学
習のレポート･学年作品等を掲示します。

10月28日 白石中学校体育館 白石町立白石中学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/shiroishi-j

白石中学校
0952-84-2411

佐賀県 白石町 ② 南小まつり
保護者や地域の方をお招きし，日頃の学習の成果を発表します。ま
た、地域の人材を生かした様々な参加体験型の教室を設定し、地域
の方との交流を図ります。

11月4日 有明南小学校 白石町立有明南小学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/ariakeminami-e

白石町立有明南小学校
0954-65-4169

佐賀県 白石町 ② 東っこフェスティバル
各学年からのステージ発表や子ども達の自慢大会、地区の子ども浮
立などの文化的発表の場を設定し、保護者や地域の方に参観してい
ただきます。

11月10日 有明東小学校体育館 白石町立有明東小学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/ariakehigashi-e

有明東小学校
0954-65-4038

佐賀県 白石町 ② 須古まつり
地域の方をお招きし、日頃の感謝の気持ちを伝えます。また、地域の
方や保護者に向けての学習発表会や読書会を開催します。

11月11日 須古小学校 白石町立須古小学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/suko-e

須古小学校
0952-84-2219

佐賀県 白石町 ②
六角小
コミュニティーデー

学習発表会やＰＴＡ主催のバザー・だご汁会等を行います。地域の方
をお招きし、日頃の感謝の気持ちを伝えます。また、授業参観も兼ね
ています。

11月11日 六角小学校
白石町立六角小学校･六角小学
校PTA

無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/rokkaku-e

六角小学校
0952-84-2009

佐賀県 白石町 ② 北明小秋祭り
午前中は、保護者や地域の方々をお招きし、学習発表会や感謝の会
を行います。午後は、PTA主催によるバザーやセレモニー、体験コー
ナー（昔遊び等）を行います。

11月11日 北明小学校
白石町立北明小学校・北明小学
校PTA

無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/hokumei-e

北明小学校
0952-84-2240-

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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佐賀県 白石町 ② にしきえ祭り
①　学習成果を発信する場として学習発表会を行います。
②　保護者や家族だけでなく、お世話になっている地域の方々を招い
て交流を深めます。

11月17日 有明西小学校体育館 白石町立有明西小学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/ariakenishi-e

有明西小学校
0954-65-4137

佐賀県 白石町 ③ 有明文化まつり 舞踊等の芸能の発表や、会員による作品の展示を行います。 11月10日～11日
有明スカイパークふれあい
郷自有館他

有明文化協会 無料
有明文化協会事務局
0954-65-3366

佐賀県 白石町 ③ 白石文化祭 舞踊等の芸能の発表や、会員による作品の展示を行います。 11月3日～4日 白石町総合センター他 白石文化協会 無料
白石文化協会事務局
0952-84-6925

佐賀県 多久市 ②,③ 多久高等学校芸術鑑賞会
劇団イング(影向舎）による演劇
劇題：「EDDIE」

10月19日 多久市中央公民館 佐賀県立多久高等学校 無料

【佐賀県立多久高等学校Ｈ
Ｐ】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/takukoukou/home/
homeMain.do

多久高等学校
0952-75-3191（代表）

佐賀県 多久市 ② 小高連携事業
多久市内の小学生と多久高校生が、授業や実習を通して交流しま
す。

10月31日 佐賀県立多久高等学校 佐賀県立多久高等学校 無料

【佐賀県立多久高等学校Ｈ
Ｐ】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/takukoukou/home/
homeMain.do

多久高等学校
0952-75-3191（代表）

佐賀県 多久市 ② 多久高等学校公開授業
２日間、保護者や多久市民の皆様に自由に来校いただき、授業を参
観していただきます。

11月5日,6日 佐賀県立多久高等学校 佐賀県立多久高等学校 無料

【佐賀県立多久高等学校Ｈ
Ｐ】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/takukoukou/home/
homeMain.do

多久高等学校
0952-75-3191（代表）

佐賀県 多久市 ② 人権・同和教育講演会 ＬＨＲの時間を使い、講師を招いて人権に関する講演があります。 11月13日 佐賀県立多久高等学校 佐賀県立多久高等学校 無料

【佐賀県立多久高等学校Ｈ
Ｐ】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/takukoukou/home/
homeMain.do

多久高等学校
0952-75-3191（代表）

佐賀県 多久市 ① 多久市論語かるた大会
多久市で作成している論語かるたを使い、百人一首形式で「幼児の
部・小学生の部・中学生の部・一般の部（高校生以上）」に分かれて、
論語かるた大会を行います。

11月23日
多久市立東原庠舎中央校
体育館

多久市教育委員会・公益財団法
人孔子の里・多久市児童愛護班・
多久市中央公民館

無料

多久市教育委員会
教育振興課
社会教育係
0952-74-3241

佐賀県 多久市 ③ 多久市文化まつり 文化作品展示及び芸能披露を行います。 11月11日～12日 多久市中央公民館 多久市文化連盟
多久市教育委員会
教育振興課
0952-74-3241

芸能披露に関しては入
場料500円

佐賀県 多久市 ① 家庭教育学級 料理教室を開催します。 11月9日 東多久公民館集合 東多久公民館 無料
東多久公民館
0952-76-2402

佐賀県 多久市 ③ ふれあいまつり
町民の生きがい・健康づくりを目的とした文化活動発表会・綱引き大会
や、町づくりを推進する為に必要な意思疎通を目的とした親睦会、青
少年健全育成を考えた子供の演劇・郷土芸能披露などを行います。

11月5日 西多久公民館広場 ふれあいまつり実行委員会
西多久公民館
0952-75-2205

男性：2,000円　女性：
1,000円　中高生：1,000
円　小学生：500円（た
だし、親睦会に参加す
る者のみ）

佐賀県 多久市 ③ 北多久町文化祭 サークル団体等の芸能披露を行います。 11月3日 北多久公民館 北多久公民館 無料
北多久公民館
0952-75-2586

佐賀県 多久市 ① 読書週間行事：図書館クイズ
市内児童を対象に本や物語、図書館、郷土に関するクイズを出題しま
す。

10月27日～28日 多久市立図書館 多久市立図書館 無料
多久市立図書館
0952-75-2233

佐賀県 多久市 ②
多久市小中一貫教育研究発表会 多久市教委委嘱「小中一貫教育・学力向上」研究発表会を開催。公開

自問清掃や公開授業，授業研究会が行われます。
11月8日 多久市立東原庠舎中央校 多久市教育委員会 無料

多久市教育委員会
学校教育課
0952-75-2227

佐賀県 多久市 ② 学校訪問
校長等との意見交換，及び全学級の授業参観，学校施設等の視察を
行います。

10月3日 多久市立東原庠舎東部校 多久市教育委員会 無料
多久市教育委員会
学校教育課
0952-75-2227

佐賀県 多久市 ② 学校訪問
校長等との意見交換，及び全学級の授業参観，学校施設等の視察を
行います。

11月14日 多久市立東原庠舎西渓校 多久市教育委員会 無料
多久市教育委員会
学校教育課
0952-75-2227

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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佐賀県 多久市 ②
ノーテレビ・
ノーゲームデー

佐賀県教育週間における佐賀県ＰＴＡ連合会一斉取り組み活動で，こ
の日はテレビやゲームをやめて，読書をしたり，家族で語らう時間を設
けたりして家庭や地域で，楽しいひとときを過ごします。

11月1日 市内一円
多久市教育委員会・多久市ＰＴＡ
連合会

無料
多久市教育委員会
学校教育課
0952-75-2227

佐賀県 多久市 ①,②,③ 多久市教育委員会表彰
多久市の社会教育・学校教育・文化・体育等における功労者・業績を
残した方を教育委員会で表彰します。

11月2日 多久市役所 多久市教育委員会 無料
多久市教育委員会
教育振興課
0952-75-8022

佐賀県 多久市 ② 多久市就学相談
特別支援学校の入学、転入学、義務教育学校の特別支援学級の入
級、通級
指導教室の入級に関する保護者対象の就学相談会を実施します。

10月下旬 多久市保健センター 多久市教育委員会 無料
多久市教育委員会
学校教育課
0952-75-2227

佐賀県 多久市 ② 多久市教育の日
「多久市教育の日」として，日頃の義務教育学校としての学校づくりや
教育実践，教育環境の整備等について，広く市民に学校を公開しま
す。教育講演会も行います。（当日は，土曜開校日）

12月1日
市内各学校

多久市教育委員会 無料
多久市教育委員会
学校教育課
0952-75-2227

佐賀県 武雄市 ② ふれあい道徳
・各学級「命について」をテーマに道徳の授業を行い、授業参観を実施
します。

9月1日 武雄青陵中学校 武雄青陵中学校 無料
武雄青陵中学校
0954-22-3177

佐賀県 武雄市 ② 教育講演会
・本校体育館で、講師を招へいして、「命について」の講演会を実施し
ます。保護者にも案内を配布し、保護者、生徒、職員で講演を聴く予
定。

9月1日 武雄青陵中学校 武雄青陵中学校 無料
武雄青陵中学校
0954-22-3177

佐賀県 武雄市 ② 中高合同芸術鑑賞会

・武雄高等学校と合同での「落語」鑑賞会。能楽や歌舞伎などと異な
り、衣装や道具、音曲に頼ることが比較的少なく、ひとりで何役も演
じ、語りのほかは身振り・手振りのみで物語を進め、また扇子や手拭
を使ってあらゆるものを表現する独特の伝統芸能に親しませます。

10月29日
武雄市文化会館
大ホール

・武雄高等学校
・武雄青陵中学校

950円
武雄青陵中学校
0954-22-3177

佐賀県 武雄市 ② 武雄青陵中学校文化発表会

・午前に、部活動や学習の成果発表を行います。
・午後に、各学級ごとの合唱の披露およびコンクールを行います。
・校舎内では、部活動や学習の成果発表の展示を行い、近隣小学校
にも来場案内を行います。
・ステージ発表や展示を参観してもらうように保護者等に案内をしま
す。

11月3日 武雄青陵中学校 武雄青陵中学校 無料
武雄青陵中学校
0954-22-3177

佐賀県 武雄市 ② 中高授業参観・相互研究会
中高一貫教育校としての教科指導力向上と中高一貫教育の充実のた
め、併設中学校と合同で授業研究会を行います。

10月7日 武雄高校会議室 武雄高校 無料
武雄高校
0954-22-3103

佐賀県 武雄市 ② 進路講演会及び授業参観
１・２年生の保護者を対象として、進路講演会及び授業参観を実施し、
学校の教育活動への理解の促進と進路意識の向上、進路情報の共
有を図ります。

10月26日 武雄高校体育館 武雄高校 無料
武雄高校
0954-22-3103

佐賀県 武雄市 ③ 芸術鑑賞会 古典芸能としての「落語」を鑑賞。 10月29日 武雄市文化会館 武雄高校 無料
武雄高校
0954-22-3103

佐賀県 武雄市 ③ クラス読書会
本を読むことの意義やおもしろさを発見（再発見）し、あらゆる活動の
基盤となる「教養・価値観・感性等」を生涯を通じて身に付けていく「自
ら本に手を伸ばす」生徒を育成します。（生涯学習）

11月13日 武雄高校各教室 武雄高校 無料
武雄高校
0954-22-3103

佐賀県 武雄市 ② 主権者教育講演会
講演を通して社会人としての自立、他者との連携を通して社会を生き
抜く力や様々な課題解決を図ります。

11月27日 武雄高校体育館 武雄高校 無料
武雄高校
0954-22-3103

佐賀県 武雄市 ①、② 育ちあい講座
市内６園の園児が来校し、本校生徒と触れ合う時間を持ちます。生徒
の進路意識の醸成の一助とし、生徒の親になりたいと思う心情を育み
ます。

１１月中
武雄高校
図書館棟

武雄高校 無料
武雄高校
0954-22-3103

佐賀県 武雄市 ①③ 北方町文化発表会 毎年開催されている北方町民による文化発表会です。 11月1日～3日 北方公民館 北方町文化連盟・北方公民館 無料
北方公民館
0954-36-2515

佐賀県 武雄市 ①③ 山内町文化祭 毎年開催されている山内町民による文化発表会です。 11月2日～4日 山内農村環境改善センター 山内町文化連盟・山内公民館 無料
山内公民館
0954-45-2139

佐賀県 武雄市 ①③ 第49回(平成30年度)寒蘭展示会 武雄愛蘭会による寒蘭の展示会です。 11月3日～4日 武雄市文化会館 大集会室 武雄愛蘭会 無料
武雄市文化連盟
0954-23-5166

佐賀県 武雄市 ①③ 秋の謡と仕舞の会 謡曲同好会による謡曲と仕舞の発表会です。 11月4日 八並公民館 謡曲同好会 無料
武雄市文化連盟
0954-23-5166

佐賀県 武雄市 ①③ 清堂書峰社中色紙展 清堂書峰会による書の展示会です。 10月1日～26日 九州ひぜん信用金庫 清堂書峰会 無料
武雄市文化連盟
0954-23-5166

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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佐賀県 武雄市 ①③ つわぶき俳句会 つわぶき俳句会による句の展示会です。 10月27日～11月11日 武雄市文化会館 つわぶき俳句会 無料
武雄市文化連盟
0954-23-5166

佐賀県 武雄市 ①② たけおこどもフェスタ
親子が一緒になって、手作り遊具などを通して、ふれあい活動をしま
す。

11月18日
武雄市文化会館（物産祭り
内）

武雄市子育て総合支援センター 無料
武雄市子育て総合支援センター
０９５４－３６－３７００

佐賀県 武雄市 ② 御船が丘小学校ふれあい道徳 授業参観・育友会バザー 11月4日 御船が丘小学校 御船が丘小学校 無料
御船が丘小学校
0954-23-8660

佐賀県 武雄市 ①② 朝日町ふれあい祭り
朝日町民による芸能発表や作品展示。また、バザーなどの催し物もあ
ります。

11月3日、4日 朝日町公民館 朝日町町づくり推進会 無料
朝日公民館
0954-22-3872

佐賀県 武雄市 ② 朝日小親子ふれあい活動
生け花・米料理・ミニスポーツなど、親子や地域の方に指導をいただい
て行う活動。

11月18日 朝日小学校 朝日小育友会 無料
朝日小学校
0954-22-2834

佐賀県 武雄市 ② 教育フェスタ ふれあい道徳・教育講演会 10月27日 東川登小学校 東川登小学校 無料
東川登小学校
0954-23-2905

佐賀県 武雄市 ①③ 第27回　橘町ふれあいまつり
文化や芸術等を通じて，町民が交流する場。文化作品展，ふれあい
の集い（ステージ発表），バザー，町民駅伝大会などが行われます。

11月2～4日
橘公民館
橘小学校

橘町まちづくり推進協議会 無料
橘公民館
0954-22-3884

佐賀県 武雄市 ② 橘小学校ときわ祭り 全校もちつき会，感謝の会等を通した地域の方とのふれあい行事 11月18日 橘小学校 橘小学校 無料
橘小学校
0954-22-2925

佐賀県 武雄市 ② ふれあい祭り 授業参観・ふれあい祭り 11月4日 山内東小学校 山内東小学校 無料
山内東小学校
０９５４－４５－３５６５

佐賀県 武雄市 ② ふれあい・感謝の集い
保護者や地域等の日頃お世話になっている方々へ感謝の気持ちを伝
えるとともに，ゲーム等を通したふれあい活動を行う。ＰＴＡによるバ
ザーも行います。

11月10日 北方小学校体育館
北方小学校
およびＰＴＡ

無料 kitagata-e@mail.saga-ed.jp
北方小学校
0954-36-2006

佐賀県 武雄市 ② 武雄中学校合唱コンクール 課題曲・自由曲による学級対抗の合唱コンクール（学年毎） 11月2日
武雄中学校
武雄市文化会館

武雄中学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/takeo-j

武雄中学校
0954-22-4105

佐賀県 武雄市 ②
武雄北中学校　夢プロジェクト
～夢よはばたけ世界へ未来へ～

被災地の復興を願って、【祭り】をテーマに全国に元気や勇気を届けよ
うとするプロジェクト。オリジナルの曲を歌唱したり劇・地域社会貢献活
動の発表等を行う。地域の方も参加する地域一体型の行事であり、最
後には、抽選会や全員でオリジナル曲のフォークダンスを踊る。

10月28日
武雄市立
武雄北中学校
体育館

武雄市立
武雄北中学校

無料 takeokita-j@mail.saga-ed.jp
武雄北中学校
0954-27-2004

佐賀県 武雄市 ② 川登中学校学習成果発表会
合唱などの舞台発表、調べ学習や制作物の展示など、学習活動の成
果を発表します。

11月10日 川登中学校 川登中学校 無料
川登中学校
0954-28-2001

佐賀県 武雄市 ② 山内中学校文化発表会
合唱などの舞台発表、調べ学習や制作物の展示など、学習活動の成
果を発表します。

10月28日 山内中学校 山内中学校 無料
山内中学校
0954-45-3555

佐賀県 武雄市 ② 北方中学校文化活動発表会
合唱などの舞台発表、調べ学習や制作物の展示など、学習活動の成
果を発表します。

10月27日 北方中学校 北方中学校 無料
北方中学校
0954-36-2069

佐賀県 太良町 ②
ミュージアム・キャラバン隊「近くで見よう、ホ
ンモノの美術作品」

事前に応募いただいた学校へ、持参した画や工芸品など美術作品を
目の前に、学芸員が児童へ鑑賞のポイントを解説します。

11月21日 太良町立多良小学校 佐賀県立博物館・美術館 無料
佐賀県立博物館・美術館
0952-24-3951

対象は会場校児童の
み

佐賀県 太良町 ②
学校祭
｢豊峯祭(文化祭)｣

日頃の学習活動の成果あるいは文化部の部活動の成果を発表し、保
護者や地域の方に参観していただきます。

10月13日
佐賀県立
太良高等学校

佐賀県立
太良高等学校

無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/tarakoukou/home/
homeMain.do

太良高等学校
0954-67-1811

佐賀県 太良町 ② 授業公開
11月5日～8日を授業研究週間としており、その日程中について、保護
者や地域の方に終日授業を公開します。

11月5日～8日
佐賀県立
太良高等学校

佐賀県立
太良高等学校

無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/tarakoukou/home/
homeMain.do

太良高等学校
0954-67-1811

佐賀県 太良町 ②
学校説明会
および
授業公開

中学生･保護者及び中学校関係者の方へ本校の特徴や取り組みを紹
介します。
午前中３時限を公開にして、保護者や地域の方、あるいは説明会に参
加された方へ参観していただきます。

11月10日
佐賀県立
太良高等学校

佐賀県立
太良高等学校

無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/tarakoukou/home/
homeMain.do

太良高等学校
0954-67-1811

佐賀県 太良町 ③ 太良町文化祭 音楽等のステージ発表、作品展示、茶席等の公開活動を開催します。
11月
3～4日

太良町自然休養村管理セ
ンター大ホール他

太良町・太良町教育委員会・太良
町文化連盟

無料
太良町教育委員会
0954-67-0317

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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佐賀県 太良町 ② たらっこ学習発表会
児童が、日頃の学習の成果を歌や劇など工夫した表現方法で発表し
ます。

10月21日
太良町立
多良小学校

太良町立多良小学校 無料
多良小学校
0954-67-0044

佐賀県 太良町 ② ひこばえ学習発表会
児童が、日頃の学習の成果を歌や劇など工夫した表現方法で発表し
ます。

11月7日
太良町立
大浦小学校

太良町立大浦小学校 無料
大浦小学校
0954-68-2129

佐賀県 太良町 ② 多良中学校文化祭
各学級による合唱コンクール等、生徒による各種文化的な出し物を披
露します。

10月26日
太良町立
多良中学校

太良町立多良中学校 無料
多良中学校
0954-67-0222

佐賀県 太良町 ② 大浦中学校文化学習発表会
各学級による合唱コンクール等、生徒による各種文化的な出し物を披
露します。

10月26日
太良町立
大浦中学校

太良町立大浦中学校 無料
大浦中学校
0954-68-2029

佐賀県 鳥栖市 ② ＩＣＴ公開授業
ＩＣＴ機器(タブレットＰＣ・電子黒板等)を利用した授業を保護者や地域
住民公開します。具体的には月曜日の授業を公開し、授業後には、ア
ンケートに協力してもらいます。

11月5日 佐賀県立香楠中学校 佐賀県立香楠中学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/kounanchuugakkou

香楠中学校
0942-83-2211

佐賀県 鳥栖市 ②,③ 芸術鑑賞会
優れた文化・芸術に親しみ、感性や教養、興味を深め、豊かな心を育
成することを目的としています。今回は「古典芸能」鑑賞です。

10月22日 鳥栖市民文化会館 鳥栖高校 無料
【鳥栖高校】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/tosukoukou

鳥栖高校
0942-83-2211

佐賀県 鳥栖市 ② 大学とのジョントセミナー
講師の先生が専門とされている分野の模擬講義を受講し、各分野の
内容や学問の面白さを感じとり、将来の進路選択の一助となることを
目的としています。

10月26日 鳥栖高校 鳥栖高校 無料
【鳥栖高校】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/tosukoukou

鳥栖高校
0942-83-2211

佐賀県 鳥栖市 ③ 校内読書会
読書を通して、クラス内で意見交換を行い、言語活動の充実を図りま
す。

10月30日 鳥栖高校 鳥栖高校 無料
【鳥栖高校】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/tosukoukou

鳥栖高校
0942-83-2211

佐賀県 鳥栖市 ① 佐賀を誇りに思う講演会
国内外で活躍されている方を講師としてお招きし、郷土との関わりやさ
まざまな取り組み等について講演をしていただきます。

10月30日 鳥栖高校 鳥栖高校 無料
【鳥栖高校】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/tosukoukou

鳥栖高校
0942-83-2211

佐賀県 鳥栖市 ② 授業公開
授業を公開し、保護者や地域住民に学校活動を周知し、語り合う場を
設けます。具体的には月曜日の授業を保護者・学校教員・地域住民に
公開します。

11月5日 鳥栖高校 鳥栖高校 無料
【鳥栖高校】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/tosukoukou

鳥栖高校
0942-83-2211

佐賀県 鳥栖市 ②,③
芸術鑑賞会
演劇「オールライト」

鳥栖工業、鳥栖商業、三養基高校の３校合同芸術鑑賞会
１０月２５日(木)～２６日(金)計３回公演

10月25日～26日 鳥栖市民文化会館
鳥栖工業高校
鳥栖商業高校
三養基高校

鳥栖工業高校
0942-83-4134

鳥栖工業高校鑑賞会
10月26日(金)午前中

佐賀県 鳥栖市 ② 鳥栖商フェスティバル
本校生徒だけなく、地域の方や保護者等を招いて、本校文化部の舞
台発表や展示等を行います。

10月19日 鳥栖市文化会館 鳥栖商業高等学校 無料
鳥栖商業高等学校
0942-83-2153

佐賀県 鳥栖市 ③ 第57回鳥栖市民文化祭とすフェス
市民参加により、舞台発表や作品展示を行う。また、鳥栖基山地区小
中学校音楽祭及び合同茶会も同時に行われます。

11/3.4.7
鳥栖市民文化会館
鳥栖市民体育館

鳥栖市、鳥栖市教育委員会、鳥
栖市文化連盟

bunkakaikan@city.tosu.lg.jp
鳥栖市民文化会館
0942-85-3645

佐賀県 鳥栖市 ② にこにこ集会
各教科、生活科、総合的な学習の時間等で、人権について学習した
内容をもとに、各学年ごとに発表します。また、防災研修をした児童の
発表もあります。

11月9日 鳥栖小学校 鳥栖小学校 無料
【鳥栖小HP】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/tosu-e

鳥栖小学校
0942-83-2535

佐賀県 鳥栖市 ② 授業参観

保護者や地域の方に教育活動を公開し、内にも外にも開かれた学校
を目指します。
下学年：２校時　9:30～10:15
上学年：３校時　10:35～11:20

11月1日
鳥栖北小学校
体育館

鳥栖北小学校 無料
【鳥栖小HP】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/tosu-e

鳥栖北小学校
0942-83-2296

佐賀県 鳥栖市 ② なかよし集会
学校全体で、人権について考え、意識する学習を通して、みんなで仲
良く過ごせる学校を目指して取り組みます。
２、３校時　9:30～11:20

11月28日
鳥栖北小学校
体育館

鳥栖北小学校 無料
【鳥栖小HP】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/tosu-e

鳥栖北小学校
0942-83-2296

佐賀県 鳥栖市 ② 授業参観 保護者や地域の方に教育活動を参観してもらいます。 10月12日 田代小学校 田代小学校 無料
【田代小HP】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/tashiro-e/

田代小学校
0942-83-2744

佐賀県 鳥栖市 ② 対馬大船越小との交流
旧対馬藩としての史跡をウォークラリーを通して探訪することで交流を
深めます。

11月1日
田代小学校
体育館

田代小学校 無料
【田代小HP】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/tashiro-e/

田代小学校
0942-83-2744
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佐賀県 鳥栖市 ② 田代祭
学習成果の発表会です。ステージ発表やワークショップ形式での発表
を行います。

11月6日 田代小学校 田代小学校 無料
【田代小HP】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/tashiro-e/

田代小学校
0942-83-2744

佐賀県 鳥栖市 ② 弥生フェスタ
○各教科や生活科，総合的な学習の時間で学んだ内容を発表するこ
とで，児童や保護者が相互交流をします。
・11月2日「児童向け・保護者向けのステージ発表」

11月 2日 弥生が丘小学校 弥生が丘小学校 無料
【弥生が丘小HP】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/yayoigaoka-e/

弥生が丘小学校
0942-48-3100

佐賀県 鳥栖市 ② ③ アウトリーチ訪問演奏会 派遣アーティストによる訪問演奏を鑑賞します。 10月22日
鳥栖市立
若葉小学校体育館

鳥栖市立
若葉小学校

無料
【若葉小学校HP】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/wakaba-e/

鳥栖市立若葉小学校
0942-82-8722

佐賀県 鳥栖市 ②③ 人権ふれあいコンサート
女性の方でＡＤＨＤ，在日韓国人ということで，小さいときにいじめられ
た経験があり，歌を歌うことでいじめをなくそうという働きかけをされて
います。

10月29日
鳥栖市立
若葉小学校体育館

鳥栖市立
若葉小学校

無料
【若葉小学校HP】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/wakaba-e/

鳥栖市立若葉小学校
0942-82-8722

佐賀県 鳥栖市 ②
若葉フェスタ 各教科等の時間で学習した内容について、ステージ発表等を行いま

す。
11月20日

鳥栖市立
若葉小学校体育館

鳥栖市立
若葉小学校

無料
【若葉小学校HP】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/wakaba-e/

鳥栖市立若葉小学校
0942-82-8722

佐賀県 鳥栖市
②

授業参観
各教科や教科「日本語」、「ふれあい道徳」などの授業を公開する予定
です。

10月18日 基里小学校 基里小学校 無料
【基里小HP】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/kizato-e

基里小学校
0942-83-2288

佐賀県 鳥栖市
②

基里っ子集会
各教科等の時間に学習した内容について、ステージ発表を行います。
各学年、委員会・クラブ等で作成した作品を体育館の壁面に掲示しま
す。

11月1日
基里小学校
体育館

基里小学校 無料
【基里小HP】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/kizato-e

基里小学校
0942-83-2288

佐賀県 鳥栖市 ②,③ アウトリーチ訪問演奏会 派遣アーティストによる訪問演奏を鑑賞します。 10月11日
麓小学校
体育館

鳥栖市文化芸術振興課 無料
【麓小HP】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/fumoto-e/

麓小学校
0942-83-2013

佐賀県 鳥栖市 ② 授業参観及び教育講演会
保護者や地域の方に教育活動を参観してもらいます。また、児童・保
護者・地域の方向けに講演会を開催します。

10月18日 麓小学校 麓小学校 無料
【麓小HP】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/fumoto-e/

麓小学校
0942-83-2013

佐賀県 鳥栖市 ①,②,③ 麓ふれあい祭り
地域と学校が一体となって、全校児童が参加する集会活動です。家
庭・地域・学校の協働体制による様々なワークショップがあります。

11月30日 麓小学校 開かれた学校推進委員会 無料
【麓小HP】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/fumoto-e/

麓小学校
0942-83-2013

佐賀県 鳥栖市 ①② 授業参観　教育講演会
全クラスで授業を公開します。教科「日本語」や「ふれあい道徳」など
の授業も行います。ＰＴＡ主催の教育講演会も行います。

10月19日 旭小学校 旭小学校 無料
【旭小HP】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/asahi-tosu-e/

旭小学校
0942-83-2806

佐賀県 鳥栖市 ② 文化発表会 日頃の学習の成果の発表と合唱コンクール全校大会を行います。 11月2日
鳥栖市立
鳥栖中学校

鳥栖市立
鳥栖中学校

無料
【鳥栖中学校HP】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/tosu-j

鳥栖市立鳥栖中学校
0942-83-2537

佐賀県 鳥栖市 ② 田代中学校文化発表会 やまなみ賞の発表、合唱コンクール、教科での取組を発表します。 10月26日 田代中学校体育館 田代中学校 無料
【田代中HP】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/tashiro-j

田代中学校
0942-83-2758

佐賀県 鳥栖市 ② 文化発表会

文化発表会を通して，充実感・達成感・満足感を味わうことで鳥栖西中
学校を誇りに思う心を育てます。
　・英語暗唱発表会
　・各学年ステージ発表(学年劇）
　・吹奏楽部演奏会
　・全校合唱コンクール

11月2日
鳥栖西中学校
体育館

鳥栖西中学校 無料
【鳥栖西中HP】
http:cms.saga-
ed.jp/hp/tosunishi-j

鳥栖西中学校
0942-83-2083

佐賀県 みやき町 ②
ミュージアム・キャラバン隊「近くで見よう、ホ
ンモノの美術作品」

事前に応募いただいた学校へ、持参した画や工芸品など美術作品を
目の前に、学芸員が児童へ鑑賞のポイントを解説します。

11月22日 中原特別支援学校 佐賀県立博物館・美術館 無料
佐賀県立博物館・美術館
0952-24-3952

対象は会場校児童の
み

佐賀県 みやき町 ② 芸術鑑賞会
高校生を描いてきた青年劇場による演劇「オールライト」を上演しま
す。

10月25日 鳥栖市民文化会館 三養基高校
三養基高校
0942-94-2345

佐賀県 みやき町 ② 「いのちの大切さを学ぶ教室」講演会 「命の重みや尊さ」を学ぶ講演会を実施します。 11月1日 三養基高校 三養基高校
三養基高校
0942-94-2345

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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佐賀県 みやき町 ② フリー参観デー 保護者、地域の方々に生徒の学校生活を公開します。 10月18日～10月27日 三根中学校 三根中学校 無料
三根中学校
0942-96-2229

佐賀県 みやき町 ② 授業参観・教育講演会
授業参観後、保護者を対象にＳＮＳについての教育講演会を行いま
す。

10月19日 三根西小学校 三根西小学校 無料
三根西小学校
0942-96-3040

佐賀県 みやき町 ② 北茂安中学校文化発表会 日頃の学習成果等を舞台および展示発表します。 10月26日 北茂安中学校 北茂安中学校 無料
北茂安中学校
0942-89-2008

佐賀県 みやき町 ② 中原中学校文化発表会 日頃の学習成果等を舞台および展示発表します。 10月27日 中原中学校 中原中学校 無料
中原中学校
0942-94-2038

佐賀県 みやき町 ② 三根中学校文化発表会 日頃の学習成果等を舞台および展示発表します。 10月27日 三根中学校 三根中学校 無料
三根中学校
0942-96-2229

佐賀県 みやき町 ② 学校開放デー 土曜授業を公開します。 11月2日 中原中学校 中原中学校 無料
中原中学校
0942-94-2038

佐賀県 みやき町 ② 三根校区文化祭に参加
４年生が、三根校区の文化祭に出演し、出し物を行います。（音楽関
係）

11月3日 三根改善センター みやき町文化連盟 無料
三根西小学校
0942-96-3040

佐賀県 みやき町 ① 中原校区小・中学校　交流主張会
小・中学生が学校・家庭・郷土および友人との関わり合いの中で、日ご
ろ考えていることや感じていることを発表します。

11月8日 中原小学校 みやき町青少年育成町民会議 無料
社会教育課
0942-89-3163

佐賀県 みやき町 ① 北茂安校区小・中学校　交流主張会
小・中学生が学校・家庭・郷土および友人との関わり合いの中で、日ご
ろ考えていることや感じていることを発表します。

11月17日 北茂安小学校 みやき町青少年育成町民会議 無料
社会教育課
0942-89-3163

佐賀県 みやき町 ② 授業参観 １～６年生の全クラスで土曜授業を公開します。 11月17日 中原小学校 中原小学校 無料
中原小学校
0942-94-2044

佐賀県 みやき町 ② 授業参観 １～４年生の土曜授業を公開します。 11月17日 北茂安小学校 北茂安小学校 無料
北茂安小学校
0942-89-2123

佐賀県 みやき町 ② 授業参観 土曜授業を公開します。 11月17日 三根東小学校 三根東小学校 無料
三根東小学校
0942-96-3106

佐賀県 みやき町 ② 授業参観・親子ふれあい交流会
学校開放として、土曜授業を全学年で公開します。
昼から父親委員会主催で、親子でのふれあい交流会を行います。

11月17日 三根西小学校 三根西小学校 無料
三根西小学校
0942-96-3040

佐賀県 みやき町 ① 三根校区小・中学校　交流主張会
小・中学生が学校・家庭・郷土および友人との関わり合いの中で、日ご
ろ考えていることや感じていることを発表します。

11月22日 三根中学校 みやき町青少年育成町民会議 無料
社会教育課
0942-89-3163

佐賀県 吉野ヶ里町 ③ 吉野ヶ里町文化祭 文化協会の会員の発表、一般町民の発表 11月10日～11月11日
吉野ヶ里町三田川健康福
祉センター・中央公民館･東
脊振公民館

吉野ヶ里町･吉野ヶ里町教育委員
会・吉野ヶ里町文化協会

無料
【吉野ヶ里町HP】
http://www.town.yoshinogari
.saga.jp/

吉野ヶ里町
社会教育課
0952-52-3499

佐賀県 吉野ヶ里町 ② 文化発表会(三田川中学校) 中学生文化発表会 10月27日 三田川中学校 三田川中学校 無料
【三田川中学校HP】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/mitagawa-j

三田川中学校
0952-52-2195

佐賀県 吉野ヶ里町 ② フリー参観デー(三田川中学校) 保護者、地域の方々に生徒の学校生活を公開します。 11月5日 三田川中学校 三田川中学校 無料
【三田川中学校HP】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/mitagawa-j

三田川中学校
0952-52-2195

佐賀県 吉野ヶ里町 ② フリー参観デー(東脊振小学校) 保護者、地域の方々に生徒の学校生活を公開します。 10月28日 東脊振小学校 東脊振小学校 無料
【東脊振小学校】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/higashisefuri-e

東脊振小学校
0952-52-2370

佐賀県 吉野ヶ里町 ② 文化発表会(東脊振中学校) 中学生文化発表会 10月28日 東脊振中学校 東脊振中学校 無料
【東脊振中学校】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/higashisefuri-j

東脊振中学校
0952-52-2529

佐賀県 県内全域 ② 佐賀県特別支援学校就労支援フォーラム
特別支援学校における就職を希望する生徒等の資質・能力等及び特
別支援学校における企業等と連携した取組を広く周知し、障害のある
生徒の雇用促進及び理解啓発を図ります。

10月17日 アバンセ
佐賀県
教育委員会

無料

佐賀県教育庁
教育振興課
特別支援教育室
0952-25-7475

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


