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大阪府 池田市 ③ 市政功労者表彰式 池田市表彰条例に基づき市政に寄与・貢献のあった方々を表彰します。 11月3日 池田市役所 池田市 無料
池田市秘書・広報課
072-754-6201

大阪府 池田市 ③ 第6１回　池田市民短歌大会 自主作品を発表し、歌評などをおこないます。 10月27日 池田市中央公民館 池田市中央公民館 無料
池田市中央公民館
072-754-6299

大阪府 池田市 ③ 第62回　池田市民俳句大会 創作した俳句を募集し、選考のうえ表彰します。 11月3日 池田市中央公民館 池田市中央公民館 無料
池田市中央公民館
072-754-6299

大阪府 池田市 ① 中央公民館講座「犬と文学」（全5回）
武庫川女子大学  名誉教授により、「文学」の中に描かれた「犬」に焦点を合わせて
作品を読み解く講座を実施します。10/24は、芥川龍之介作品「白」。

10月24日 池田市中央公民館 池田市中央公民館 無料
池田市中央公民館
072-754-6299

大阪府 池田市 ①
特別展「クレハトリ・アヤハトリ －池田に伝わ
る機織りの伝承－ 」

池田に伝わる「クレハトリ・アヤハトリ伝承」に関するさまざまな資料を紹介します。 10月12日～12月2日 池田市立歴史民俗資料館 池田市立歴史民俗資料館 無料
池田市立歴史民俗資料館
072-751-3019

大阪府 池田市 ① 特別展関連イベント「ミュージアム・トーク」 学芸員が特別展の展示解説をします。 10月20日 池田市立歴史民俗資料館 池田市立歴史民俗資料館 無料
池田市立歴史民俗資料館
072-751-3019

大阪府 池田市 ① 特別展関連イベント「手織りコースター作り」 織物の基本を手織り作業で学ぶ子ども向けのワークショップです。 10月27日 池田市立歴史民俗資料館 池田市立歴史民俗資料館 無料
池田市立歴史民俗資料館
072-751-3019

大阪府 池田市 ① 特別展関連イベント「機織りの実演」
特別展「クレハトリ・アヤハトリ －池田に伝わる機織りの伝承－ 」に展示中の原始機
（復元）などを使って、機織り技術の解説をします。

11月3日 池田市立歴史民俗資料館 池田市立歴史民俗資料館 無料
池田市立歴史民俗資料館
072-751-3019

大阪府 池田市 ①
特別展記念講演会「クレハトリ・アヤハトリの
伝承地について」

特別展「クレハトリ・アヤハトリ －池田に伝わる機織りの伝承－ 」の開催にあわせ、
専門講師による講演を行います。

11月11日 池田市立歴史民俗資料館 池田市立歴史民俗資料館 無料
池田市立歴史民俗資料館
072-751-3019

大阪府 池田市 ①，③ 図書館まつり
講演会・おはなし会・リサイクルブックフェア・コンサート・図書館に携わるボランティア
展など、さまざまなイベントを開催します。

10月13日～28日
池田市立図書館・石橋プラザ・
図書コーナー

池田市立図書館 無料 http://lib-ikedacity.jp
池田市立図書館
072-751-2508

各イベントの日程と場
所はそれぞれ確認し
てください。

大阪府 池田市 ①，③ 大人のための音読会 有名な文学作品や昔話などを声に出して読む音読会です。 10月24日 図書コーナー 池田市立図書館 無料 http://lib-ikedacity.jp
池田市立図書館
072-751-2508

大阪府 池田市 ①，③ 幼児向けおはなし会ぷくたんのおへや 幼児向けのおはなし会とミニ工作を実施します。 10月25日 池田市立図書館 池田市立図書館 無料 http://lib-ikedacity.jp
池田市立図書館
072-751-2508

大阪府 池田市 ③
第29回IKEDA文化DAY
文化探訪ウォークラリー

対象の文化施設をまわると商品がもらえるスタンプラリーを実施します。 11月2日～4日

逸翁美術館、池田市中央公民館、池
田商工会議所、小林一三記念館、池
田城跡公園、五月山児童文化セン
ター、みどりのセンター、池田市立歴
史民俗資料館、落語みゅーじあむ、
カップヌードルミュージアム大阪池
田、ギャルリVEGA、市立ギャラリー

いけだ市民文化振興財団 無料
一般財団法人
いけだ市民文化財団
072－761－3131

大阪府 池田市 ③
第29回IKEDA文化DAY 特別イベント
弦楽ミニコンサート

池田弦楽アンサンブル出演によるミニクラシックコンサートを開催します。 11月3日
逸翁美術館
マグノリアホール

いけだ市民文化振興財団 無料
一般財団法人
いけだ市民文化財団
072－761－3131

大阪府 池田市 ③
第29回IKEDA文化DAY特別イベント
子どものためのモダンバレエリサイタル

モダンバレエの公演を行います。 11月3日
池田市民文化会館
アゼリアホール

ｲﾘｴ・ﾕｷ/ﾓﾀﾞﾝﾊﾞﾚｴ研究所 無料
ｲﾘｴ・ﾕｷ/ﾓﾀﾞﾝﾊﾞﾚｴ研究所
072－763－2701

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

大阪府 池田市 ③
第29回IKEDA文化DAY特別イベント
手回し蓄音機鑑賞会

蓄音機ディレクター川村輝夫氏の楽しい解説による、ＳＰ鑑賞会を開催します。 11月3日 コミュニティセンター いけだ市民文化振興財団 無料
一般財団法人
いけだ市民文化財団
072－761－3131

大阪府 池田市 ③
第29回IKEDA文化DAY特別イベント
らくごの花道（落語会）

落語家 桂花團治による落語会を開催します。 11月4日 池田呉服座 いけだ市民文化振興財団 無料
一般財団法人
いけだ市民文化財団
072－761－3131

大阪府 池田市 ③
第29回IKEDA文化DAY特別イベント
いけだ観光スポット写真コンクール

一般公募した池田の風景や催しの写真約100店を展示します。
写真評論家による選考と来場者による人気投票で賞を決定します。

11月2日～4日 池田市中央公民館
いけだ市民文化振興財団・池田市
観光協会

無料
一般財団法人
いけだ市民文化財団
072－761－3131

大阪府 池田市 ③
第29回IKEDA文化DAY特別イベント
大茶会

お茶会を開催します。有料　大人：500円　小学生以下：300円 11月3日,4日 池田文庫 いけだ市民文化振興財団
一般財団法人
いけだ市民文化財団
072－761－3131

大阪府 池田市 ③
第29回IKEDA文化DAY　協賛企画
綾羽こども館　だのーんびりふーわふわ♪の
３日間

人形劇や工作、ミニシアターなどを行います。 11月2日～4日 綾羽こども館 綾羽こども館 無料
ねこじゃらし 吉田
090－7343－9367

大阪府 池田市 ③
第29回IKEDA文化DAY　関連イベント
第34回み～んなでふれあい広場

ステージイベントや模擬店を行います。 11月3日 池田駅前てるてる広場
池田市
障害者団体連合会事務局

池田市
障害者団体連合会事務局
072－753－6776

大阪府 池田市 ③
第29回IKEDA文化DAY　関連イベント
商工会議所女性会ｲﾍﾞﾝﾄ

飲食コーナー、ステージ、遊びコーナーがあります。 11月4日 池田駅前てるてる広場 池田商工会議所女性会
池田商工会議所女性会
072－751－3344

大阪府 池田市 ③
第29回IKEDA文化DAY　関連イベント
第3回メイプルリーフコンサート
premium　～プレミアム～

池田市音楽連盟加盟15団体などによる合唱・合奏を2会場で開催します。 11月4日
中央公民館
くれは音楽堂

池田市音楽連盟 無料
池田市教育委員会
生涯学習推進課
072－754－6295

大阪府 池田市 ③
第29回IKEDA文化DAY　関連イベント
秋の古本再利用市・市民朝市

古本再利用市・市民朝市を開催します。 11月4日 池田駅前公園
池田市ﾘｻｲｸﾙ協会・池田のまち角
に図書館をつくる実行委員会・池
田の市民朝市実行委員会

事務局
（池田市環境政策課内）
072－754－6240

大阪府 泉大津市 ①
泉大津市　生活習慣フォーラム　講演
「子どもたちの学ぶ力・生きる力をはぐくむ眠
育」

「早寝・早起き・朝ごはん」運動による、基本的な生活習慣の見直しをはかり、重要性
についての理解を深める。

10月20日
テクスピア大阪
小ホール

泉大津市教育委員会 無料 0725-33-9357

大阪府 泉大津市 ③ 第４３回南公民館まつり クラブ員の演技発表、作品展示、模擬店 11月10日～11月11日 南公民館 南公民館クラブ連絡会 0725-33-1764

大阪府 泉大津市 ③ ふれあいまつり クラブ員の演技発表、作品展示、模擬店 11月17日～11月18日 北公民館 北公民館クラブ連絡会 0725-23-0505

大阪府 泉大津市 ③ 平成３０年度文化財公開展 泉大津市の文化財を訪ねるウォーキング 10月28日 地域未定
泉大津市教育委員会、
泉大津市文化財保護委員会

無料 0725-33-1131

大阪府 泉大津市 ③ 安藤百福がくらしたまち泉大津 展示「安藤百福がくらしたまち泉大津」 11月3日～11月18日 あすとホール
泉大津市、泉大津市教育委員会、
あすとホール、泉大津市文化祭実
行委員会

無料 0725-20-6778 月曜休館

大阪府 泉大津市 ③ 人形劇ハロウィンフェスティバル 人形劇、ハロウィンパーティ 10月28日 あすとホール あすとホール 0725-20-6778

大阪府 泉大津市 ③ 泉大津市文化祭
文化の秋に毎年行われる文化の祭典、市民の皆さんの文化活動を一挙に集め、盛
り上げます。

10月28日、11月16日～
11月18日、11月24日～
11月25日、11月29日～
12月2日

南公民館、
テクスピア大阪

泉大津市教育委員会、泉大津市
文化祭実行委員会

0725-33-1131

大阪府 泉佐野市 ① 日根荘大木の里　コスモス園
「日根荘大木の農村景観」として国の重要文化的景観の選定された大木地区。休耕
田を活用して、コスモス園を開園します。伝統的な農村景観を次世代に継承し、地域
の在り方を考えます。

10月13日～11月4日 日根荘大木の里　コスモス園 大木まちづくり協議会 無料
http://www.city.izumisan
o.lg.jp

泉佐野市教育委員会
文化財保護課
072-463-1212

大阪府 泉佐野市 ① いずみさの検定 泉佐野市を広く知っていただくため、検定試験を実施します。 11月3日(土・祝) 泉の森ホール 泉佐野市教育委員会
http://www.city.izumisan
o.lg.jp

泉佐野市教育委員会
文化財保護課
072-463-1212

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

大阪府 泉佐野市 ① おはなし会 絵本の読み聞かせ、紙芝居、手遊び、その他 11月7日(水)
泉佐野市立中央図書館
2階視聴覚室

泉佐野市立中央図書館 無料
http://library.city.izumisa
no.lg.jp/event/event.html

泉佐野市立中央図書館
072-469-7130

毎月第1・第2水曜日
開催

大阪府 泉佐野市 ① 日曜・祝日おはなし会 絵本の読み聞かせ、紙芝居、手遊び、その他 10月21日(日)
泉佐野市立中央図書館
2階視聴覚室

泉佐野市立中央図書館 無料
http://library.city.izumisa
no.lg.jp/event/event.html

泉佐野市立中央図書館
072-469-7130

不定期

大阪府 泉佐野市 ① 土曜子どもシアター アニメ・ドラマ等で主に児童向けのものを鑑賞する 11月10日(土)
泉佐野市立中央図書館
2階視聴覚室

泉佐野市立中央図書館 無料
http://library.city.izumisa
no.lg.jp/event/event.html

泉佐野市立中央図書館
072-469-7130

毎月第2土曜日開催

大阪府 泉佐野市 ③ 午後のキネマ 一般向けの懐かしの名画を鑑賞する 10月20日(土)
泉佐野市立中央図書館
2階視聴覚室

泉佐野市立中央図書館 無料
http://library.city.izumisa
no.lg.jp/event/event.html

泉佐野市立中央図書館
072-469-7130

隔月第3土曜日開催

大阪府 泉佐野市 ③ 文化祭（市民展）
市内在住又は在学、在勤もしくは市内で活動している人が創作した洋画・日本画・俳
画・絵手紙・書道・写真・陶芸・立体造形・工芸の作品を展示しています。

10月19日～21日
エブノ泉の森ホール（ギャラリー・マル
チスペース・レセプションホール）

泉佐野市・泉佐野市教育委員会・
一般財団法人泉佐野市文化振興
財団

無料

http://www.city.izumisan
o.lg.jp/kakuka/kyoiku/sho
gaigakushu/menu/bunkas
ai.html

泉佐野市教育委員会
生涯学習課
072-469-7120内線3000

大阪府 泉佐野市 ③
文化祭
（泉佐野高齢者ふれあい交流会　敬老大会）

式典及び演芸発表会 10月19日（金）
エブノ泉の森ホール
（大ホール）

泉佐野市
泉佐野市長生会連合会

無料

http://www.city.izumisan
o.lg.jp/kakuka/kyoiku/sho
gaigakushu/menu/bunkas
ai.html

泉佐野市教育委員会
生涯学習課
072-469-7120

大阪府 泉佐野市 ③ 文化祭（第41回民謡民踊発表会） 民謡民踊発表会 10月21日（日）
エブノ泉の森ホール
（小ホール）

泉佐野民謡連合会 無料

http://www.city.izumisan
o.lg.jp/kakuka/kyoiku/sho
gaigakushu/menu/bunkas
ai.html

泉佐野市教育委員会
生涯学習課
072-469-7120

大阪府 泉佐野市 ③ 文化祭（第51回泉佐野詩吟発表会） 詩吟発表会 11月3日(土・祝)
エブノ泉の森ホール
（小ホール）

泉佐野詩吟発表会実行委員会 無料

http://www.city.izumisan
o.lg.jp/kakuka/kyoiku/sho
gaigakushu/menu/bunkas
ai.html

泉佐野市教育委員会
生涯学習課
072-469-7120

大阪府 泉佐野市 ③
文化祭
（‘18泉佐野市茶華道連合会茶華道展）

いけばな展示と茶会 11月17日～18日
エブノ泉の森ホール
（和室・茶室）

泉佐野茶華道連合会

http://www.city.izumisan
o.lg.jp/kakuka/kyoiku/sho
gaigakushu/menu/bunkas
ai.html

泉佐野市教育委員会
生涯学習課
072-469-7120

茶代（材料費のみ）必
要

大阪府 泉佐野市 ③ 文化祭（フラワーデザイン連盟作品展） フラワーデザインの作品展示 11月17日～18日 エブノ泉の森ホール（ギャラリー） フラワーデザイン連盟 無料

http://www.city.izumisan
o.lg.jp/kakuka/kyoiku/sho
gaigakushu/menu/bunkas
ai.html

泉佐野市教育委員会
生涯学習課
072-469-7120

大阪府 泉佐野市 ①
文化祭（佐野ウインドオーケストラ第11回定
期演奏会）

オーケストラ音楽の演奏会 11月18日（日）
エブノ泉の森ホール
（小ホール）

佐野ウインドオーケストラ 無料

http://www.city.izumisan
o.lg.jp/kakuka/kyoiku/sho
gaigakushu/menu/bunkas
ai.html

泉佐野市教育委員会
生涯学習課
072-469-7120

大阪府 泉佐野市 ① プレイパーク（秋の巻） 子ども達と成人が楽しく遊べる場所づくり 10月28日（日）
市内
檀波羅公園

泉佐野市教育委員会 無料

http://www.city.izumisan
o.lg.jp/kakuka/kyoiku/sho
gaigakushu/menu/bunkas
ai.html

泉佐野市教育委員会
生涯学習課
072-469-7120

大阪府 和泉市 ①，③
和泉市久保惣記念美術館
特別展関連イベント
「篠笛コンサート（仮称）」

和泉市久保惣記念美術館の平成30年度特別展「土佐派と住吉派－やまと絵の荘重
と軽妙－」の開催期間中に、関西広域連合と関西元気文化圏推進協議会が主催す
る「関西文化の日」に参加し、入館料を無料とするとともに、併設された音楽ホール
での無料コンサートを開催いたします。
出演は、玲月流初代篠笛奏者で株式会社「篠笛文化研究社」代表取締役の森田玲
（あきら）氏。一部：11時～、二部：13時30分～(各45分間）、要当日受付、各先着120
名。

11月10日 和泉市久保惣記念美術館 和泉市久保惣記念美術館 無料
【和泉市久保惣記念美術
館ＨＰ】
ｈｔｔｐ//www.ikm-art.jp

和泉市教育委員会
生涯学習部
和泉市久保惣記念美術館
電話　0725-54-0001

現在、詳細打合せ中。

大阪府 和泉市 ①，③
和泉市久保惣記念美術館
特別展関連イベント
「Ｅｉ愛チャリティコンサート(仮称）」

和泉市久保惣記念美術館の平成30年度特別展「土佐派と住吉派－やまと絵の荘重
と軽妙－」の開催期間中に、関西広域連合と関西元気文化圏推進協議会が主催す
る「関西文化の日」に参加し、入館料を無料とするとともに、併設された音楽ホール
での無料コンサートを開催いたします。出演は久保惣Ｅｉ＜アイ＞ホールコンサート委
員。13時30分開場、14時開演、要当日受付、先着120名。

11月11日 和泉市久保惣記念美術館 和泉市久保惣記念美術館 無料
【和泉市久保惣記念美術
館ＨＰ】
ｈｔｔｐ//www.ikm-art.jp

和泉市教育委員会
生涯学習部
和泉市久保惣記念美術館
電話　0725-54-0001

現在、詳細打合せ中。

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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大阪府 和泉市 ①

和泉市の歴史７『和泉市の近世』刊行記念
和泉市いずみの国歴史館　平成30年度秋季
特別展
「時をかける文書」

和泉市の歴史7『和泉市の近世』（2018年9月）の刊行を記念した特別展を開催しま
す。日本は大量の古文書が残されているという点で、世界的にも珍しい国です。和
泉の地も例外ではなく、村々には非常にたくさんの古文書が伝えられており、これら
の史料は当時の人びとの暮らしを私達に伝えてくれます。そこで、本展では、これら
の史料を伝え続けて来た村々と家に注目しながら、近世の和泉を古文書から読み解
きます。また、明治150年にちなみ、明治期の和泉に関連する資料も一部展示しま
す。

10月13日～12月12日 和泉市いずみの国歴史館 和泉市教育委員会 無料

http://www.city.osaka-
izumi.lg.jp/bizikankosan/r
ekishi/1317803751262.ht
ml

和泉市いずみの国歴史館
電話・ファックス
0725-53-0802

大阪府 和泉市 ①
いずみ歴史トーク「ココロ　トリコ　イズミ　和
泉の歴史は面白い！」

季刊　郷土誌『大阪春秋』和泉市特集号の発刊記念として、和泉市久保惣記念美術
館を会場に、トカイナカなまちイズミの歴史の魅力を探ります。
第１部　講演　「美術の魅力と「久保惣」―和泉の文化力をたどる―」河田　昌之(和
泉市久保惣記念美術館　館長)
　　　　　報告　「ふたつの山寺―施福寺と松尾寺―」　乾　哲也(和泉市教育委員会)
　　　　　　　　　「江戸時代の道と旅」　永 　啓子(和泉市教育委員会)
第２部　パネルディスカッション　「歴史文化豊かなまち和泉の魅力発信！」
　　　　　コーディネーター　森下　徹(和泉市教育委員会)
　　　　　パネラー　　　　　　河田　昌之(和泉市久保惣記念美術館　館長)
　　　　　　　　　　　　　　　　 乾　哲也(和泉市教育委員会)
　　　　　　　　　　　　　　　　 井上　敏(桃山学院大学　准教授)
　　　　　　　　　　　　　　　　 永 　啓子(和泉市教育委員会)

11月4日(日)
13時30分～16時

和泉市久保惣記念美術館　Ｅｉホール
主催　和泉市文化財活性化推進
実行委員会、和泉市教育委員会
共催　大阪春秋編集室

和泉市教育委員会
生涯学習部文化財振興課
電話　0725-99-8163(直通)
ファックス　0725-41-0599

大阪府 和泉市 ①
和泉市歴史ウォーク「近世和泉の名所を訪
ねるー伏屋氏と意賀美山ー」

「和泉名所図会」に記された「おがみ山」はじめ、和泉に伝わる「名所」をめぐります。
11月4日(日)
　午前10時～

和泉市内
和泉市文化財活性化推進実行委
員会、和泉市教育委員会

無料

和泉市教育委員会
生涯学習部文化財振興課
電話　0725-99-8163(直通)
ファックス　0725-41-0599

大阪府 和泉市 ① 第６回IZUMIキッズスポーツフェスティバル
和泉市内のこどもを対象にダンス、新体操等の舞台発表や、スタンプラリーを通じて
ニュースポーツの体験してもらう。

10月28日 光明池緑地運動場 和泉市教育委員会 無料
和泉市教育委員会
スポーツ振興課
0725-99-8162(直通)

大阪府 和泉市 ①，③
平成30年度秋季特別展「発見！古代エジプ
ト－7つのひみつと最新エジプト研究－」

国内の古代エジプト資料や美しい写真パネルで「古代エジプト7つのひみつ」をご覧
いただきます。また、現在、進められている発掘調査や先進科学を用いた挑戦など、
エジプト研究の最前線を紹介します。

9月24日～12月16日
大阪府立弥生文化博物館
特別展示室

大阪府立弥生文化博物館
http://www.kanku-
city.or.jp/yayoi/

大阪府立弥生文化博物館
0725-46-2162

大阪府 和泉市 ①，③
平成30年度秋季特別展「発見！古代エジプ
ト－7つのひみつと最新エジプト研究－」

「先端技術が探るピラミッドのひみつ」をテーマとし、河江肖剰氏（名古屋大学）の講
演会を行います。

11月3日
大阪府立弥生文化博物館
１階ホール

大阪府立弥生文化博物館
http://www.kanku-
city.or.jp/yayoi/

大阪府立弥生文化博物館：0725-
46-2162

大阪府 和泉市 ①，③ 関西文化の日 「関西文化の日」にあわせ入館料を無料とします。
11月17日
11月18日

大阪府立弥生文化博物館
展示室

大阪府立弥生文化博物館
http://www.kanku-
city.or.jp/yayoi/

大阪府立弥生文化博物館：0725-
46-2162

大阪府 茨木市
①，③，
④

文化財資料館テーマ展「総持寺展」
初公開作品を含む総持寺の宝物を展示するとともに、近年発見された総持寺縁起
絵巻などの作品から歴史を紐とき、総持寺の新たな魅力を引き出します。

10月6日～12月3日 茨木市立文化財資料館 茨木市教育委員会 無料

http://www.city.ibaraki.os
aka.jp/kikou/kyoikuiinkaik
yoikusoumu/rekibun/reki
shibunkazai_jigyou/bunka
zai_sihryoukan/tematen_k
ikakuten_konaten/144532
4015533.html

茨木市立文化財資料館
072-634-3433

大阪府 茨木市 ①
青少年による青少年のためのイベント（仮
称）

市内の大学生・高校生が小学生・中学生のためにクラブ活動やサークルの経験を生
かした体験活動のコーナーを開催し、交流を深めます。

11月25日 上中条青少年センター 茨木市教育委員会

茨木市教育委員会
教育総務部
社会教育振興課
072-622-5180

大阪府 茨木市 ① 第46回ライブラリーフェスティバル

　
　企画展・講演会・映画会・朗読会・おはなし会・子どもの本交換会・リサイクル図書
フェアなどを開催します。

10月30日～11月11日 茨木市立中央図書館　ほか
茨木市・茨木市教育委員会・
茨木市立中央図書館

無料
http://www.lib.ibaraki.osa
ka.jp/

茨木市立中央図書館
072-627-4129

一部事前申し込み要

大阪府 茨木市 ①,② 第39回やってみよう運動会
市立小・中学校の支援学級在籍児童生徒および市内在住の支援学校（小・中学部）
在籍児童生徒のスポーツ活動を広げ、お互いのふれあいの機会とするとともに、保
護者同士の交流の場とします。

10月13日 茨木市立南市民体育館 茨木市・茨木市教育委員会 無料

茨木市教育委員会
学校教育部
学校教育推進課
072-620-1683

所属の学校を通して
申し込み

大阪府 茨木市 ② 第71回茨木市小学校連合運動会
市内32小学校の６年生児童全員が４会場に集う運動会で、学校体育によって養わ
れた陸上運動と表現運動の力を発表し合うことや他校との親睦をはかることを趣旨
として行います。

10月17日
予備日：
10月18日，22日

茨木市立
彩都西小学校
郡小学校
庄栄小学校
東奈良小学校

茨木市、茨木市教育委員会、茨木
市教育研究会

無料

茨木市教育委員会
学校教育部
学校教育推進課
072-620-1683

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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大阪府 茨木市 ②,③ 第54回茨木市中学校連合音楽会
中学校の生徒の平素の音楽学習の成果を発表することにより表現の喜びを感得す
るとともに、他校生徒の発表する音楽を観賞する心を習得します。

10月31日
立命館いばらき
フューチャープラザ
グランドホール

茨木市、茨木市教育委員会、茨木
市教育研究会

無料

茨木市教育委員会
学校教育部
学校教育推進課
072-620-1683

各学校からの発表

大阪府 茨木市 ②,③ 第70回茨木市小学校連合音楽会
茨木市内の小学校が平素の学習成果を発表し、互いに観賞することを通して、音楽
への興味関心を高めるとともに、心のふれあいの機会とします。

11月6日
立命館いばらき
フューチャープラザ
グランドホール

茨木市、茨木市教育委員会、茨木
市教育研究会小学校音楽部

無料

茨木市教育委員会
学校教育部
学校教育推進課
072-620-1683

各学校からの発表

大阪府 茨木市 ②，③
第61回茨木市立幼稚園・認定こども園・小学
校・中学校総合展

幼・認・小・中学校、園幼児、児童、生徒の造形・図工・美術・技術家庭・書の作品や
総合的な学習の時間の作品、人権作品入選作品、姉妹都市交流作品の展示を行い
ます。

11月10日～12日
茨木市役所
南館８階中会議室、10階大会議室

茨木市、茨木市教育委員会、茨木
市教育研究会

無料

茨木市教育委員会
学校教育部
学校教育推進課
072-620-1683

各学校からの発表

大阪府 茨木市 ②，④ 第５回茨木市相馬芳枝科学賞
本市の科学教育の振興を図るため、小・中学生の優れた自由研究の表彰を行うと共
に、自由研究の展示や科学に親しむ場として実験ブースを設けます。

10月27日，28日
市民総合センター
（クリエイトセンター）

茨木市 無料
http://www.educ.city.ibar
aki.osaka.jp

茨木市教育センター
072-626-4400

大阪府 茨木市 ②，③
第39回茨木市立幼稚園・認定こども園こども
のつどい

市立幼稚園・認定こども園児による演技発表、大阪府警察本部生活安全指導班に
よる防犯教室、茨木市消防音楽隊による吹奏楽等を行います。

11月28日
立命館いばらき
フューチャープラザ
グランドホール

茨木市・
茨木市教育委員会

無料

茨木市
こども育成部
保育幼稚園総務課
072-655-2753

大阪府 茨木市 ②
第35回茨木市国際親善都市協会英語スピー
チ大会

次代を担う青少年の国際感覚の向上を目的とし、中学・高校生が英語スピーチを行
います。

11月11日 福祉文化会館
茨木市国際親善都市協会、
茨木市、茨木市教育委員会

無料
茨木市市民文化部
文化振興課
072-620-1810

大阪府 茨木市 ③
川端康成文学館
テーマ展示：川端康成と映画

川端康成と映画、川端文学と映画の関係について紹介します 9月1日～11月30日 茨木市立川端康成文学館 茨木市立川端康成文学館 無料

http://www.city.ibaraki.os
aka.jp/kikou/shimin/bunk
a/menu/kawabata/index.
html

茨木市市民文化部文化振興課
川端康成文学館（072）625-5978

開館時間：9:00～17:00
休館：火曜日、10月6
日、
11月24日

大阪府 茨木市 ③ 邦楽名演会 邦楽の演奏 10月21日 福祉文化会館　文化ホール 茨木市 無料
茨木市市民文化部
文化振興課
072-620-1810

大阪府 茨木市 ③ 愛石・盆栽展 愛石・盆栽の展示 10月19日～21日
大池コミュニティセンター
多目的室２

茨木市 無料
茨木市市民文化部
文化振興課
072-620-1810

大阪府 茨木市 ③ 市民吟詠大会 合吟、独吟、競吟、少年少女吟詠、テーマ吟詠 10月7日
立命館いばらき
フューチャープラザ
グランドホール

茨木市、茨木市教育委員会 無料
茨木市市民文化部
文化振興課
072-620-1810

大阪府 茨木市 ③ 茶華道展 各流派による生花の展示と茶席の開設 11月9日～11日
生涯学習センターきらめき　きらめき
ホール

茨木市
茨木市市民文化部
文化振興課
072-620-1810

茶席500円

大阪府 茨木市 ③ 茨木市吹奏楽団オータムコンサート2018 クラシック等の演奏 11月18日
立命館いばらき
フューチャープラザ
グランドホール

茨木市 無料
茨木市市民文化部
文化振興課
072-620-1810

大阪府 茨木市 ③ 市民謡曲大会 日本の伝統芸能である能楽を、謡や仕舞などの形式で発表します。 11月25日 福祉文化会館　文化ホール 茨木市 無料
茨木市市民文化部
文化振興課
072-620-1810

大阪府 茨木市 ③
川端康成文学館ギャラりー企画
田主　誠　展「川端康成とふるさと」

茨木市在住の版画家・田主誠氏が産経新聞で連載中の「川端康成とふるさと」に掲
載した作品を中心に、川端康成と茨木を描いた版画を展示

10月17日～31日 茨木市立川端康成文学館 茨木市立川端康成文学館 無料

http://www.city.ibaraki.os
aka.jp/kikou/shimin/bunk
a/menu/kawabata/index.
html

茨木市市民文化部文化振興課
川端康成文学館（072）625-5978

開館時間：9:00～17:00
休館：火曜日

大阪府 茨木市 ③
川端康成文学館第33回文学講座（後期）
映画上映会

①「伊豆の踊子」（1954年、主演：美空ひばり）
②「伊豆の踊子」（1963年、主演：吉永小百合）

①10月18日
②10月25日

茨木市立男女共生センターローズＷ
ＡＭ　ＷＡＭホール

茨木市立川端康成文学館 無料

http://www.city.ibaraki.os
aka.jp/kikou/shimin/bunk
a/menu/kawabata/index.
html

茨木市市民文化部文化振興課
川端康成文学館（072）625-5978

時間：14:00～16:00
定員：各回当日先着
150人

大阪府 茨木市 ① 第２７回市民ウォークラリー大会 周辺のポイントを巡りながら時間得点と課題得点、ゲーム得点を競います。 10月21日
中央公園北グラウンド、
市内各所

茨木市、茨木市ウォークラリー協
会

茨木市市民文化部
スポーツ推進課
072-620-1608

大阪府 茨木市 ① 第４３回公民館区対抗ソフトボール大会 小学校区公民館から選ばれたチームによるソフトボール大会 10月14日、10月21日
東雲運動広場グラウンド、
若園運動広場グラウンド

茨木市
茨木市スポーツ推進委員協議会

無料
茨木市市民文化部
スポーツ推進課
072-620-1608

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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大阪府 茨木市 ① 第４８回市民ゲートボール大会 各チーム３回競技できるリンク戦方式のゲートボール大会 10月20日 西河原公園南グラウンド
茨木市、茨木市ゲートボール連
盟、茨木市老人クラブ連合会

茨木市市民文化部
スポーツ推進課
072-620-1608

大阪府 茨木市 ① 第２６回市民グラウンド・ゴルフ大会 24ホールストロークプレーによる個人戦のグラウンド・ゴルフ大会 11月10日 中央公園南・北グラウンド
茨木市
茨木市グラウンド・ゴルフ連盟

茨木市市民文化部
スポーツ推進課
072-620-1608

大阪府 茨木市 ① 第５２回公民館区対抗３点バレーボール大会 小学校区公民館から選ばれたチームによる３点バレーボール大会 11月11日，18日 市民体育館
茨木市
茨木市スポーツ推進委員協議会

無料
茨木市市民文化部
スポーツ推進課
072-620-1608

大阪府 茨木市 ① 第２６回市民スポーツフェスティバル ドッヂビーによるドッヂボール大会やニュースポーツと体育館の無料開放 11月23日
市民体育館、東市民体育館、南市民
体育館、水尾公園グラウンドほか

茨木市
茨木市スポーツ推進委員協議会

無料
茨木市市民文化部
スポーツ推進課
072-620-1608

大阪府 茨木市 ①
2018年度追手門学院大学オーストラリア・ア
ジア研究所公開講座
「アジア・オーストラリア・アジアと日本」

アジア・オーストラリアには、歴史や文化、経済など様々な面で日本と関係が深い
国・地域が多いです。一方、日本と比べると、かなり異質な社会や制度もあります。
日本とのつながりや日本との比較に焦点を当てることで、アジア・オーストラリアを身
近に感じてもらうことのできる講座です。

11月10日、17日、24日
茨木市生涯学習センター
きらめき
(大阪府茨木市畑田1-43 3)

追手門学院大学
オーストラリア・アジア研究所

無料

追手門学院大学
オーストラリア・アジア研究所
〒567-8502
大阪府茨木市西安威12-1-15
TEL:072-641-9667
FAX:072-643-9476
メールアドレス：cas@otemon.ac.jp

大阪府 茨木市 ①

追手門学院大学スポーツ研究センター2018
年度セミナー
「あなたもロコモ～ロコモを調べて予防しよう
～」

受講者全員のロコモチェックをトレーナーと実践性、それぞれのロコモ度合いを、実
習形式で実測し講義を行います。
ロコモとは・・・運動器の障害のためにいどう機能の低下をきたした状態を「ロコモティ
ブシンドローム（略称：ロコモ、和名：運動器症候群）」といいます。

11月25日
10時30分～12時

茨木市生涯学習センター
きらめき　　302・303号室

追手門学院大学
スポーツ研究センター

無料

追手門学院大学
スポーツ研究センター
〒567-8502
大阪府茨木市西安威12-1-15
TEL:072-641-9690 
FAX:072-641-9695
メールアドレス：
sports@otemon.ac.jp

大阪府 茨木市 ①

2018年度追手門学院大学地域支援心理研
究センター講演会（第14回）
「ネット」「スマホ」に依存する人々～その傾向
と対策～

久里浜医療センター・ネット依存治療部門の調査（2012年）によると、ネット・スマホ依
存傾向がある成人は421万人（推計）となり、5年前と比べ約1.5倍に増加しています。
男性の4.5％、女性の3.5％が「問題使用者」に該当しており、年齢が若いほどその割
合が高くなっています。中高生では約52万人（厚生労働省推計）、実に12人に1人が
依存症傾向を示しています。
依存症が生じるメカニズムを、生物学的観点（脳）と心理学的観点（心）から解説し、
対応法についてお話しする予定です。

11月17日
14時30分～16時

茨木市生涯学習センターきらめき　　
302・304号室

追手門学院大学
地域支援心理研究センター分室

無料

追手門学院大学　地域
支援心理研究センター分
室
https.www.otemon.ac.jp/r
esearch/labo/prccs
茨木市立生涯学習セン
ター (※電話またはHPで
受付)
ｈｔｔｐｓ：
//www.kira.city.ibaraki.os
aka.jp/

追手門学院大学
地域支援心理研究センター分室
FAX:072-665-7082
茨木市立生涯学習センター
(※電話またはＨＰで受付)
TEL:072-624-8182

大阪府 大阪狭山市 ① ぽっぽえんまつり
地域全体で子育て家庭を支援するため、関係機関や団体、市民ボランティア等の協
力を得て、子育て家庭にふれあいの機会や情報を提供するとともに、楽しいイベント
やゲームを実施します。

10月27日
大阪狭山市立
子育て支援センター

大阪狭山市教育委員会

大阪狭山市教育委員会事務局
こども政策部
子育て支援センター
電話番号：072-360-0022

大阪府 大阪狭山市 ③
平成30年度大阪狭山市
功労者・善行者表彰式

市政又は公益に関し、功労又は善行のあった方を表彰します。 11月3日
大阪狭山市文化会館
(SAYAKAホール)

大阪狭山市 無料
大阪狭山市
政策推進部　秘書グループ
電話番号：072-366-0011

大阪府 大阪狭山市 ②，③
平成30年度大阪狭山市教育委員会
文化教育功労者表彰式

教育の振興、発展に功績のあった個人や団体を表彰します。 11月3日
大阪狭山市文化会館
(SAYAKAホール)

大阪狭山市教育委員会 無料
大阪狭山市教育委員会事務局
教育部　教育総務グループ
電話番号：072-366-0011

大阪府 大阪狭山市 ① 第10回健康ウォーキング
健康大阪さやま21（第2次計画）推進事業として、楽しみながら運動できるよう、狭山
池周回路および副池周回路をウォーキングします。

11月4日 集合：さやか公園
大阪狭山市健康ウォーキング大会
実行委員会

http://www.city.osakasay
ama.osaka.jp/

大阪狭山市保健センター
電話番号：072-367-1300

平成30年10月中旬
にＨＰ掲載予定

大阪府 大阪狭山市 ①,③ はばたきフェスタ
福祉と社会教育施設を利用する団体等が、一同に会し日頃の成果を発表するととも
に、市民との交流を深める事を目的に、市民総参加、参画による楽しいイベントづく
りを実施する。

11月10日～11日

大阪狭山市立保健センター
大阪狭山市立福祉センタ―
大阪狭山市立公民館
大阪狭山市立市史編さん所

はばたきフェスタ
実行委員会

無料

大阪狭山市立保健センター
電話番号：072-367-1300
大阪狭山市立福祉センタ―
電話番号：072-366-2022
大阪狭山市立公民館
電話番号：072-366-0070
大阪狭山市立市史編さん所
電話番号：072-367-1070

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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大阪府 大阪狭山市 ① 第21回健康まつり
市民の健康増進をめざし、健康チェックやお口の健康チェック、健康茶試飲、食育教
育の紹介、大腸がん検診、献血など、健康づくりに関するイベントを開催します。

11月11日
大阪狭山市立
保健センター

大阪狭山市健康まつり
実行委員会

http://www.city.osakasay
ama.osaka.jp/

大阪狭山市保健センター
電話番号：072-367-1300

平成30年10月中旬
にＨＰ掲載予定

大阪府 大阪狭山市 ①
狭山池シンポジウム2018
「史跡　狭山池とともに」

狭山池は平成27年に国の史跡の指定を受け、その指針となる『史跡狭山池保存活
用計画書』を刊行しました。今回のシンポジウムではそれを記念して文化財としての
「池」の保存と活用の先進事例を紹介し、これからどのように史跡狭山池を文化遺産
として守り活用していくのかを考えます。

11月17日
大阪狭山市文化会館
(SAYAKAホール)

大阪狭山市教育委員会 無料
大阪狭山市教育委員会事務局
教育部　歴史文化グループ
電話番号：072-366-0011

定員200名

大阪府 大阪狭山市 ① 第11回おおさかさやまこどもフェスティバル 市内の子どもたちがダンスや読書感想文の発表など、日頃の成果を発表します。 11月24日
大阪狭山市文化会館
（SAYAKAホール）

大阪狭山市教育委員会 無料

大阪狭山市教育委員会事務局
こども政策部
子育て支援グループ
電話番号：072-366-0011

大阪府 大阪狭山市 ③ 金剛祭
本学学生、地域の皆様、本医学部附属病院の患者様が楽しめるイベントを企画して
います。イベントを通じて学生間の相互理解、地域の皆様・患者様の学生に対する
学生教育への理解を深める一助になればと考えています。

11月3日,4日
近畿大学
大阪狭山キャンパス

近畿大学医学部金剛祭実行委員
会

無料
近畿大学医学部
https://www.kindai.ac.jp/
medicine/

近畿大学医学部
教育グループ学務課
（072）366-0221（代表）

大阪府 大阪狭山市 ① 第4回「世界糖尿病デー」イベント
世界糖尿病デーは、世界16ヵ国から10億人以上が参加する世界でも有数な疾患啓
発の日です。糖尿病について周知する機会として、ミニセミナー、体験型企画「測れ
ば安心　生活習慣病」、糖尿病食などの展示をします。

11月24日
近畿大学医学部附属病
院専門棟2階8・9講義室

近畿大学医学部　内分泌代謝糖
尿病内科

無料

近畿大学医学部附属病
院
http://www.med.kindai.ac
.jp/

近畿大学医学部
内分泌代謝糖尿病内科
（072）366-0221(代表)
内線（3125）

大阪府 大阪狭山市 ①

肝臓病教室
「お酒を減らしたいと思っているあなたへ
　～肝臓を大切にするお酒との付き合い方
～」

肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれるほど我慢強く、肝炎が進行していても自覚症状が
無いことも珍しくありません。
肝炎ウィルスから肝炎、肝硬変、肝がんについて、わかりやすく説明致します。

11月7日
近畿大学医学部附属病院PET棟4階
大会議室

近畿大学医学部附属病院肝疾患
相談支援センター

無料

近畿大学医学部附属病
院
http://www.med.kindai.ac
.jp/

近畿大学医学部附属病院
肝疾患相談支援センター
（072）366-0221（代表）
内線（3803）

大阪府 大阪狭山市 ④

近畿大学医学部附属病院
ロボット支援手術（da Vinci）セミナー
～当院のがん治療の取り組みと今後の展望
～

当院のがん治療の取り組みについての講演や、中学生を対象としたブラックジャック
セミナーを開催致します。

11月17日
近畿大学医学部附属病院
円形大講堂

近畿大学医学部附属病院地域連
携課（セミナー事務局）

無料

近畿大学医学部附属病
院
http://www.med.kindai.ac
.jp/

近畿大学医学部附属病院
地域連携課（セミナー事務局）
（072）366-0257（直通）

大阪府 大阪狭山市 ① 第５回　緩和トータルケア研究会
近畿大学医学部附属病院は、平成21 年より地域がん診療連携拠点病院に指定さ
れ、厚生労働省の指針に基づきがん医療に従事する医師、医療スタッフを対象とす
る研究会を開催いたしております。

11月16日
近畿大学医学部附属病院
円形小講堂

近畿大学医学部附属病院患者相
談課

無料

近畿大学医学部附属病
院
http://www.med.kindai.ac
.jp/

近畿大学医学部附属病院
患者相談課
（072）366-0221
内線（3803）

大阪府 大阪市 ④ 大阪科学賞表彰式・記念講演

大阪府、大阪市及び一般財団法人大阪科学技術センターが、大阪における創造的
科学技術の振興を図り、21世紀の新たな発展と人類社会の未来に貢献するため、
科学や新技術の発展に寄与した者に対して「大阪科学賞」を贈呈するとともに、受賞
者による記念講演を開催します。

10月31日 大阪科学技術センター
大阪府、大阪市、
一般財団法人大阪科学技術セン
ター

無料
一般財団法人大阪科学
技術センターHP：
http://www.ostec.or.jp/

大阪科学賞運営委員会事務局
06-6443-5320

大阪府 大阪市 ①，④ おおさかものづくりコレクション２０１８
身のまわりにある製品の製造に携わる人たちの技能を紹介し、実演やものづくり体
験・展示等を通じて「ものづくり」への関心を高めていただきます。

11月25日 ハービスホール
大阪府地域技能振興コーナー
（大阪府職業能力開発協会）

大阪府職業能力開発協
会
https://www.osaka-
noukai.jp/

大阪府職業能力開発協会
大阪府地域技能振興コーナー
06-4394-7833

ものづくり体験参加者
は材料費が別途かか
ります（100円から500
円程度）。

大阪府 大阪市
①，②，
④

環農水研シンポジウム2018
「生物多様性」について理解を深め、様々な主体の活動に役立てていただけるよう、
話題のトピックスなどを提供するシンポジウムを開催します。また、大阪府立環境農
林水産総合研究所で取り組んでいる研究についても御紹介します。

11月8日 大阪歴史博物館
地方独立行政法人大阪府立環境
農林水産総合研究所

無料
http://www.kannousuiken
-osaka.or.jp/

地方独立行政法人
大阪府立環境農林水産
総合研究所企画部企画グループ
TEL　072-979-7070

シンポジウムの案内
ウェブページは9月中
旬頃に公表します。

大阪府 大阪市 ① 公開講座フェスタ２０１８

高度で良質な生涯学習機会の継続的な提供のために、毎年11月に大阪、兵庫、和
歌山の大学・研究機関及び大阪府で構成する阪神奈大学・研究機関生涯学習ネット
による生涯学習講座を開催しています。21回目を迎える今年は、特別講演に、
ウォーキングトレーナーの池田ノリアキ氏をお招きする他、19の大学・研究機関によ
る講座を開催します。

11月1日～11月14日
大阪府新別館南館8階
大研修室

阪神奈大学・研究機関生涯学習
ネット

大阪府文化課HP：
http://www.pref.osaka.lg.j
p/bunka/news/festa2018
.html

府民お問合せセンター
（ピピっとらいん）
06－6910ー8001

大阪府 大阪市 ① 大阪府消費者フェア
多くの府民の方々に消費者問題についての理解を深めていただくため、消費者団
体、事業者団体、行政等、多様な主体が連携し、消費生活に関するさまざまな情報
をわかりやすく提供する、府民参加型イベントを開催する

11月4日 咲洲庁舎１階フェスパ
・大阪府消費生活センター
・大阪府消費者フェア実行委員会

無料
10/1に大阪府ＨＰと（公
財）関西消費者協会ＨＰ
に掲載します。

公益財団法人関西消費者協会

※９月下旬に報道提
供予定。それまで取扱
い注意でお願いしま
す。

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



594

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

大阪府 大阪市 ①，② ビブリオバトル大会（中学生大会）
子どもどうしがゲーム感覚でお勧めの本を紹介しあう「ビブリオバトル」の府下中学
生大会を開催します。

11月11日 府咲洲庁舎 大阪府教育委員会 無料
http://www.pref.osaka.lg.j
p/chikikyoiku/4biburio/in
dex.html

大阪府教育庁　市町村教育室
地域教育振興課
Tel:06-6944-9372

バトラー要事前申し込
み（10月19日締切）

大阪府 大阪市
①，②，
③

文化の日の表彰　表彰式
府内に居住し、もしくは勤務する個人又は府内に所在する団体で、教育振興に関し
顕著な功績のあった方を「文化の日の表彰」として表彰します。

11月13日
ホテルプリムローズ大阪
２階　鳳凰の間

大阪府教育庁　教育総務企画課 無料
大阪府教育庁教育総務企画課
広報・議事グループ
06-6941-0351

大阪府 大阪市 ① 書庫見学ツアー
ふだんは入ることのできない書庫を
を図書館の司書がご案内します。

2018/11/9,11/16 大阪府立中之島図書館 大阪府立中之島図書館 無料
大阪府立中之島図書館
指定管理者アスウェル
06-6203-0474

事前申込不要
（先着15名。15分前か
ら2階ライブラリー
ショップにて受付開
始）

大阪府 大阪市 ①
大阪産業・経済を知る！第3回
「企業と社会の関わり（CSR）」

持続可能な社会の形成とその次世代への継承を可能とするものとして、企業におけ
る社会的責任（CSR）に対する認識や社会課題の解決の目的を有する取組の実態と
課題についてお話しいただきます。

11月2日 大阪府立中之島図書館 大阪府立中之島図書館 無料
大阪府立中之島図書館
ビジネス支援課
06-6203-0474

要事前申し込み

大阪府 大阪市 ①
大阪産業・経済を知る！第4回
「ベンチャー企業に変革する中小企業」

世界初の技術やビジネスモデルを持たない中小企業が、既存の経営資源を活用し
事業の高付加価値化を実現した事例についてお話しいただきます。

11月9日 大阪府立中之島図書館 大阪府立中之島図書館 無料
大阪府立中之島図書館
ビジネス支援課
06-6203-0474

要事前申し込み

大阪府 大阪市 ① 初級・古文書講座
初めて古文書に触れる方々を対象として、当館所蔵資料をテキストに、古文書に対
する理解と興味を深めていただくことを目的とした古文書の判読講座です。

11月15日,22日,29日 大阪府立中之島図書館 大阪府立中之島図書館 無料
大阪府立中之島図書館
大阪資料・古典籍課
06-6203-0474

要事前申し込み

大阪府 大阪市 ①
2018大阪市
生涯学習ルームふぇすてぃばる

各小学校で開設している「生涯学習ルーム事業」の取り組みを発信し、広く市民の
方々にふれていただく機会として開催します。各区の生涯学習ルームによる特色あ
ふれる体験コーナーや、制作作品の展示や手作り市など盛りだくさんな内容でどな
たでも楽しめる催しです。

10月28日(日)
大阪市立総合生涯学習センター 大阪市教育委員会 無料

大阪市教育委員会事務局
生涯学習担当
（06-6539-3347）

大阪府 大阪市 ③
生きた建築ミュージアムフェスティバル
大阪2018

普段はめったに入ることができない‘生きた建築’を建物所有者等の協力により2日
間限定で公開し、いつもとは一味違う大阪を感じていただく日本最大級の建物一斉
特別公開イベント

10月27日～28日を中心
に開催

御堂筋及びその周辺エリア
生きた建築ミュージアム大阪実行
委員会（民間企業、有識者、大阪
市により構成）

生きた建築ミュージアム
大阪実行委員会HP
http://ikenchiku.jp/

・詳細情報は9月中～
下旬頃、左記ＵＲＬで
発表予定

大阪府 大阪市 ①、④
平成30年度　大阪大学薬学部
第6回卒後研修会

「薬物治療の最前線 （精神疾患）」という演題で、講演を行います。 11月4日
大阪大学中之島センター　3階講義
室304号室

大阪大学薬友会・大阪大学大学院
薬学研究科

無料
http://www.phs.osaka-
u.ac.jp/homepage/yaku/s
otugo/sotugo-index.html

薬学研究科庶務係
TEL: 06-6879-8144

大阪府 大阪市 ① 第80回大阪薬科大学公開教育講座
「薬剤師の生涯教育」として年3回開催しています。テーマは「くすりの作用と副作用
～薬物治療における安全管理のために～」とし、医薬品の適正使用をめぐる様々な
問題点について議論します。

11月17日 新大阪丸ビル別館 大阪薬科大学

大阪薬科大学 公開教育
講座のご案内HP
http://www.oups.ac.jp/ko
uza/koukaikouza/index.ht
ml

大阪薬科大学
臨床教育・研究支援課
072-690-1101

大阪府 大阪市 ② 第41回邦楽演奏会 本学の大学、短大の邦楽専攻・コースの学生と教員による邦楽曲の演奏会です。 11月16日 常翔ホール 大阪音楽大学 http://daion.ac.jp
大阪音楽大学コンサートセンター
06-6334-2242

大阪府 大阪市 ③ 常翔学園ロビーコンサート
常翔学園と大阪音楽大学の連携により、教育研究活動の充実と発展、梅田を拠点
に「工学と音楽」が融合した新たな芸術を世界に向けて発信するための事業の一環
として、毎月、さまざまなジャンルのコンサートを開催。

11月10日 OIT梅田タワー1Fロビー 常翔学園・大阪音楽大学 無料 http://daion.ac.jp
大阪音楽大学連携支援センター
06-6334-2249

大阪府 大阪市 ① 近鉄文化サロン奈良大学共催講座

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

10月21日,11月18日
近鉄文化サロン
阿倍野

株式会社近鉄百貨店・奈良大学

奈良大学ＨＰ
http://www.nara-
u.ac.jp/research/area/le
c_public/

奈良大学総合研究所
TEL：0742-41-9508

大阪府
大阪市
平野区

①
常磐会学園教育センター
公開講座

子どもを育てる絵本の世界
10/17、24、31、11/14、
21、28

常磐会学園大学 常磐会学園教育センター 無料
https://www.sftokiwakai.
ac.jp/public/open-
lecture/

常磐会学園大学内
常磐会学園　教育センター事務局　
TEL06（4302）8880

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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大阪府
大阪市
平野区

①
常磐会学園教育センター
公開講座

茶道体験
10/23、30、11/6、13、
20、27

常磐会学園大学 常磐会学園教育センター 無料
https://www.sftokiwakai.
ac.jp/public/open-
lecture/

常磐会学園大学内
常磐会学園　教育センター事務局　
TEL06（4302）8880

大阪府
大阪市
平野区

①
常磐会学園教育センター
公開講座

楽しく描くやさしい俳画入門 10/25、11/1、8、15、22 常磐会学園大学 常磐会学園教育センター
https://www.sftokiwakai.
ac.jp/public/open-
lecture/

常磐会学園大学内
常磐会学園　教育センター事務局　
TEL06（4302）8880

大阪府
大阪市
平野区

①
常磐会学園教育センター
公開講座

シニアパソコン講座
10/22、29、11/5、12、
19、26、12/3、10、17、
1/7

常磐会学園大学 常磐会学園教育センター
https://www.sftokiwakai.
ac.jp/public/open-
lecture/

常磐会学園大学内
常磐会学園　教育センター事務局　
TEL06（4302）8880

大阪府
大阪市
平野区

①
常磐会学園教育センター
公開講座

楽しいパソコン入門
10/25、11/1、8、15、
22、29、12/6、13、
1/10、17

常磐会学園大学 常磐会学園教育センター
https://www.sftokiwakai.
ac.jp/public/open-
lecture/

常磐会学園大学内
常磐会学園　教育センター事務局　
TEL06（4302）8880

大阪府
大阪市
平野区

①
常磐会学園教育センター
公開講座

英字新聞を読もう！ 11/1、8、15、22、29 常磐会学園大学 常磐会学園教育センター
https://www.sftokiwakai.
ac.jp/public/open-
lecture/

常磐会学園大学内
常磐会学園　教育センター事務局　
TEL06（4302）8880

大阪府
大阪市
平野区

①
常磐会学園教育センター
公開講座

Let’ｓ　Enjoy　Singing！歌って学ぶ英語
10/26、11/2、9、16、
30、12/7、14

常磐会学園大学 常磐会学園教育センター
https://www.sftokiwakai.
ac.jp/public/open-
lecture/

常磐会学園大学内
常磐会学園　教育センター事務局　
TEL06（4302）8880

大阪府
大阪市
平野区

①
常磐会学園教育センター
公開講座

やさしい英語講座（初級）
10/27、11/10、17、24、
12/1、8

常磐会学園大学 常磐会学園教育センター
https://www.sftokiwakai.
ac.jp/public/open-
lecture/

常磐会学園大学内
常磐会学園　教育センター事務局　
TEL06（4302）8880

大阪府
大阪市
平野区

①
常磐会学園教育センター
公開講座

やさしい英語講座（中級）
10/27、11/10、17、24、
12/1、8

常磐会学園大学 常磐会学園教育センター
https://www.sftokiwakai.
ac.jp/public/open-
lecture/

常磐会学園大学内
常磐会学園　教育センター事務局　
TEL06（4302）8880

大阪府
大阪市
平野区

①
常磐会学園教育センター
公開講座

キッズ運動教室（なわとび）
10/25、11/1、8、15、
22、29、12/6

常磐会学園大学 常磐会学園教育センター
https://www.sftokiwakai.
ac.jp/public/open-
lecture/

常磐会学園大学内
常磐会学園　教育センター事務局　
TEL06（4302）8880

大阪府
大阪市
平野区

①
常磐会学園教育センター
公開講座

シニア健康運動講座
10/26、11/2、9、16、
30、12/7、14

常磐会学園大学 常磐会学園教育センター
https://www.sftokiwakai.
ac.jp/public/open-
lecture/

常磐会学園大学内
常磐会学園　教育センター事務局　
TEL06（4302）8880

大阪府
大阪市
旭区

① 淀川クリーンキャンペーン
毎年の恒例行事であり、クラブ生や教職員、地域の方々などの有志で淀川の清掃
活動を行います。

10月6日
城北公園、
淀川沿い

大阪工業大学
学生課

無料
大阪工業大学
学生課
06-6954-4651

大阪府
大阪市
旭区

③ 第70回城北祭（大学祭）
毎年恒例の学園祭であり、ライブやトークショー、クラブによる展示発表、模擬店など
を予定しています。

10月26日～28日
大阪工業大学
大宮キャンパス

大阪工業大学
学生課

城北祭実行委員会HP：
http://shirokitapost.wixsi
te.com/sirokitasai

大阪工業大学
学生課
06-6954-4651

大阪府
大阪市
旭区

③
大阪工業大学図書館　企画展
「百人一首大会～気軽にカルタを楽しもう～」

第70回城北祭（大学祭）当日、図書館２階玄関ホールにて、「チラシ取り」「競技かる
た」「源平合戦」などを行います。一般の方のご参加もお待ちしています。

10月26日～28日
大阪工業大学
大宮キャンパス
８号館２階玄関ホール

大阪工業大学　
図書館事務室

無料
http://www.oit.ac.jp/japa
nese/toshokan/index.htm
l

大阪工業大学
図書館事務室
06-6954-4108

大阪府
大阪市
北区

①,②,③
建築家・都市計画家 片岡 安 と大阪市中央
公会堂

2018年11月17日に開館100周年を迎える大阪市中央公会堂とその建設に携わった
片岡 安に焦点を当て、大大阪時代に建築界・教育界・実業界等で多彩な活躍をした
片岡の人物・功績を紹介します。

9月8日～11月26日 大阪市中央公会堂
学校法人常翔学園
常翔歴史館
大阪市中央公会堂

無料
【常翔歴史館HP】
http://www.josho.ac.jp/a
yumi/

学校法人常翔学園
常翔歴史館
06-6955-7762

大阪府
大阪市
北区

①,②,③
建築家 片岡 安～その人物像と多彩な業績
～

明治後期から昭和初期までに西日本で建造された多数の建物の実施設計に関わっ
た我が国の都市計画家の先駆者である片岡安の人物像と業績をパネル展示でたど
ります。

10月5日～10月22日 OIT梅田タワー
学校法人常翔学園
常翔歴史館

無料
【常翔歴史館HP】
http://www.josho.ac.jp/a
yumi/

学校法人常翔学園
常翔歴史館
06-6955-7762

大阪府
大阪市
北区

①,②,③
建築から都市へ、そして社会へ－片岡 安を
語る

上記パネル展示と同様に、明治後期から昭和初期までに西日本で建造された多数
の建物の実施設計に関わった我が国の都市計画家の先駆者である片岡安の人物
像と業績についての講演会を実施します。

10月22日 OIT梅田タワー
学校法人常翔学園
常翔歴史館

無料
【常翔歴史館HP】
http://www.josho.ac.jp/a
yumi/

学校法人常翔学園
常翔歴史館
06-6955-7762

大阪府
大阪市
北区

③ 第13回　ロビーコンサート

毎月第２土曜日、大阪工業大学 梅田キャンパス（OIT梅田タワー）１階のロビーに
て、大阪工業大学と連携協定を締結している大阪音楽大学の学生によるコンサート
を実施します。演奏のほか、楽器紹介など、市民の皆さまに、音楽と文化に触れ親
しんでいただく機会を創出しています。

11月10日
OIT梅田タワー
１階ロビー

学校法人常翔学園
学校法人大阪音楽大学

無料
http://www.oit.ac.jp/insti
tution/

学校法人常翔学園
社会連携機構社学連携
06-6147-6268

毎月第２土曜日に開
催中

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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大阪府
大阪市
北区

③ 第2回茶屋町祭（大学祭） 今年度で2回目を迎える学園祭であり、研究成果発表・展示などを予定しています。 11月3日
大阪工業大学
梅田キャンパス

大阪工業大学ロボティクス＆デザ
イン工学部
茶屋町祭実行委員会

https://chayamachipost.
wixsite.com/mysite

大阪工業大学ロボティクス＆
デザイン工学部事務室
06-6147-6830

大阪府
大阪市
北区

① 摂南大学薬学部公開講座

生涯学習支援の一環として開催します。
テーマ
10/21（日）  「薬剤師が知っておきたい、医師の目線」
11/11（日）　「薬剤師の知識を更に活かすためには」

10月21日、
11月11日

OIT梅田タワー　セミナー室 摂南大学薬学部
http://www.setsunan.ac.j
p/~pharm/syogai/

●講座内容について
摂南大学薬学部　高田雅弘
072-800-1200
●申し込みについて
近畿日本ツーリスト北海道
011-280-8855

大阪府
大阪市
北区

②，③ 相愛オーケストラ第70回定期演奏会

指揮：尾高忠明
オーケストラ：相愛オーケストラ
プログラム：チャイコフスキー/組曲「白鳥の湖」より  Ⅰ.情景 Ⅱ.ワルツ  Ⅲ.白鳥たち
の踊り Ⅴ.ハンガリーの踊り Ⅵ.終幕の情景
シベリウス／交響曲第2番 ニ長調 作品43 他

10月19日 ザ・シンフォニーホール 相愛大学音楽学部
相愛大学
オーケストラ合同研究室
06-6612-3954

前売り2.500円  当日
3.000円

大阪府 大阪市北区 ②，③ 相愛ウィンドオーケストラ第40回定期演奏会

指揮：新田ユリ、若林義人
ソリスト：山本 英二
吹奏楽：相愛ウィンドオーケストラ
プログラム：バルトーク/舞踏組曲
ガーシュウィン/ラプソディ・イン・ブルー
ガーシュウィン/パリのアメリカ人　他

11月16日 ザ・シンフォニーホール 相愛大学音楽学部
相愛大学
オーケストラ合同研究室
06-6612-3954

前売当日共1,000円

大阪府
大阪市
住之江区

②，③ 愛響祭 大学祭 10月13日,14日 相愛大学南港キャンパス 相愛大学大学祭実行委員会
相愛大学
学生支援センター事務室
06-6612-5932

各種イベント(無料)
各種出店(有料)

大阪府
大阪市
住之江区

③ さざぴー音楽祭
住之江区青少年福祉委員連絡協議会等が主催する、住之江区内の小・中・高等学
校、特別支援学校による音楽祭。

10月20日 相愛大学南港ホール
住之江区青少年福祉委員
連絡協議会
住之江区役所　　他

無料
相愛大学　学長室
06-6612-5902

大阪府
大阪市
住之江区

②，③ 管打楽器専攻成績優秀者による独奏演奏会 相愛大学の管打楽器専攻選抜生による演奏会 10月23日 相愛大学南港ホール 相愛大学音楽学部 無料
相愛大学
オーケストラ合同研究室
06-6612-3954

大阪府
大阪市
住之江区

②，③ トロンボーン・アンサンブル演奏会 相愛大学のトロンボーン専攻生による演奏会 10月25日 相愛大学南港ホール 相愛大学音楽学部 無料
相愛大学
オーケストラ合同研究室
06-6612-3954

大阪府
大阪市
住之江区

②，③ フルートオケ演奏会 相愛大学のフルート専攻生による演奏会 10月27日 相愛大学南港ホール 相愛大学音楽学部 無料
相愛大学
オーケストラ合同研究室
06-6612-3954

大阪府
大阪市
住之江区

①，② 相愛子どもわくわく遊び広場
地域と連携した世代間プログラム。けん玉・ブーメラン・ドミノ・手づくりあそび・昔あそ
び・学生ステージ・乳児コーナーなど、多彩な遊びを通して、地域の人々と学生が交
流する事業。

10月27日 相愛大学南港キャンパス 相愛大学人間発達学部 無料

相愛大学
子ども発達学科
小学校教育実習指導室　
06-6612-6273

大阪府
大阪市
住之江区

②，③ 報恩講法要
報恩講法要とは浄土真宗の宗祖親鸞聖人のご命日(旧暦：弘長2年11月28日)にあ
たり、親鸞聖人のご恩をしのび、阿弥陀如来のお心をあらためて深く味わわせてい
ただく法要。

11月1日 相愛大学南港ホール 相愛大学宗教部 無料
相愛大学
学生支援センター事務室
06-6612-5932

大阪府
大阪市
住之江区

②，③ ホルン・アンサンブル演奏会 相愛大学のホルン専攻生による演奏会 11月1日 相愛大学南港ホール 相愛大学音楽学部 無料
相愛大学
オーケストラ合同研究室
06-6612-3954

大阪府
大阪市
住之江区

②，③ クラリネット・アンサンブル演奏会 相愛大学のクラリネット専攻生による演奏会 11月3日 相愛大学南港ホール 相愛大学音楽学部 無料
相愛大学
オーケストラ合同研究室
06-6612-3954

大阪府
大阪市
住之江区

① 市民仏教講座
議題：木の葉をゆらす風のはたらきのごとくに―行一念義―
講師：本多彩氏（本学非常勤講師）

11月17日 相愛大学南港キャンパス（S307） 相愛大学宗教部 無料
相愛大学
学生支援センター事務室
06-6612-5932

大阪府
大阪市
中央区

①、②
宮崎哲弥客員教授による「仏教原論」
（第7回）

政治哲学・仏教論・サブカルチャー分析を主軸として宮崎哲弥客員教授が「近代日
本が出会った初期仏教」について語ります。
講師：宮崎哲弥（人文学部客員教授）

10月20日 相愛大学本町学舎C601教室 相愛大学人文学部
相愛大学
人文学科合同研究室
06-6612-6247

2,000円（※要事前申
込）

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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大阪府
大阪市
中央区

①、②
名越康文客員教授による
「宗教心理学」（第8回）

精神科医の名越康文客員教授からみた「宗教」とは？カウンセリングの技法や人格
分類とともに学びます。
講師：名越康文（人文学部客員教授）

11月8日 相愛大学本町学舎C601教室 相愛大学人文学部
相愛大学
人文学科合同研究室
06-6612-6247

2,000円（※要事前申
込）

大阪府
大阪市
中央区

①、②
宮崎哲弥客員教授による
「仏教原論」（第8回）

政治哲学・仏教論・サブカルチャー分析を主軸として宮崎哲弥客員教授が「近代日
本が出会った初期仏教」について語ります。
講師：宮崎哲弥（人文学部客員教授）

11月10日 相愛大学本町学舎C601教室 相愛大学人文学部
相愛大学
人文学科合同研究室
06-6612-6247

2,000円（※要事前申
込）

大阪府
大阪市東淀
川区

③
第8回　大阪成蹊アート＆デザインコンペティ
ション　受賞作品展

大阪成蹊学園で実施する高校生と中学生を対象としたコンペティションの受賞作品
を展示します。

11月18日～12月2日
大阪成蹊大学　芸術学部棟（南館）1
Ｆ

学校法人大阪成蹊学園／大阪成
蹊大学 芸術学部／大阪成蹊女子
高等学校 美術科

無料
大阪成蹊大学HP
http://univ.osaka-
seikei.jp/

大阪成蹊大学
教育研究支援センター
06-6829-2630

大阪府
大阪市平野
区

③ 伝承あそび
平野には古い歴史があり、「わたしの大阪遊び唄辞典」著者の山野良子氏により、
語り継がれたわらべ歌・季節の遊び等は、今も保育所やお寺で継承されており、「と
きわっこ」でも「伝承遊び」に取り組んでいます。

10月31日 つどいの広場ときわっこ つどいの広場ときわっこ 無料
つどいの広場ときわっこ
http://www.tokiwakai-
kodomocenter.jp/

つどいの広場ときわっこ
06-6790-3830

大阪府 貝塚市 ③ 文化の日のつどい 教育・文化に関する功労者等の表彰、記念講演 11月3日 コスモスシアター 貝塚市教育委員会 無料
貝塚市社会教育課
072-433-7215

大阪府 貝塚市 ③ 貝 市市民文化祭
公募により組織された運営委員会において企画・運営を行い、作品展示やロビーコ
ンサート、体験コーナーなど、市民へ文化芸術に触れる機会を提供する。

11月3日 コスモスシアター
貝塚市教育委員会・
貝塚市市民文化祭運営委員会

無料
貝塚市社会教育課
072-433-7215

大阪府 貝塚市 ①
「かいづか家族の日」エッセイ・写真コンクー
ル 表彰式

「家族」に関するエッセイ・写真コンクールの入賞者表彰式 11月18日 山手地区公民館 貝塚市教育委員会 無料
貝塚市社会教育課
072-433-7215

大阪府 貝塚市 ①
「かいづか家族の日」料理コンクール実技選
考・表彰式

市内在住の小学4年から中学3年生以下と保護者の2名1チームで作る家族の料理
のレシピを募集し、選ばれた5チームで実技選考、表彰式を行う。

11月18日 山手地区公民館 貝塚市教育委員会 無料
貝塚市社会教育課
072-433-7215

大阪府 貝塚市 ③
クラシック音楽家協会がお贈りする
祭りde紅白！ファミリーコンサート

貝塚市クラシック音楽家協会会員によるコンサートで、クラシック・童謡・民謡など
ジャンルも幅広く、子供のまつり・体育祭・音楽祭などいろんな祭に関する曲を紅白
チームに分かれて歌合戦式に進行します。

11月11日 貝塚市立中央公民館 貝塚市立中央公民館 無料
貝塚市立中央公民館
072-433-7222

大阪府 貝塚市 ③ 民謡フェスティバル
貝塚市日本民謡連合会会員の唄、三味線等日本民謡のフェスティバルで貝塚市立
中央公民館との共催事業です。

11月18日 コスモスシアター
貝塚市日本民謡連合会・
貝塚市立中央公民館

無料
貝塚市立中央公民館
072-433-7222

大阪府 貝塚市 ③
話題の日用品演奏ユニット”Kajii”の
食器は歌う♪

食器でできた世界初の創作楽器「食器」をメインに、スプーン、金ダライ、お菓子の箱
や洗濯板まで身の回りのあらゆるものが楽器に！？
さらにはお客様まで巻き込んで大合唱！そんなKajiiの日用品コンサートです。

11月18日 貝塚市立東小学校
貝塚ファミリー劇場・
貝塚市立中央公民館

無料
貝塚市立中央公民館
072-433-7222

大阪府 貝塚市 ③ 貝塚プレイパーク
普段あまり触れる機会のない〝火・水・木・土”を使って、子どもの「やってみたい！」
を最大限カタチにするチャンスのある遊び場です。

11月17日、18日
貝塚市立青少年野外広場

貝塚子育てネットワークの会・
貝塚市立中央公民館

無料
貝塚市立中央公民館
072-433-7222

大阪府 貝塚市 ①，③ 第30回ふれあいまつり
公民館で活動するクラブの活動発表(作品展示・舞台発表)、および、地域団体の参
加も含む模擬店で、普段利用していない市民にも公民館活動を知ってもらい交流し
ます。

10月28日 浜手地区公民館
浜手地区公民館
ふれあいまつり実行委員会

http://www.city.kaizuka.lg
.jp/kakuka/kyoiku/hamat
ekominkan/index.html

貝塚市立浜手地区公民館
(072-431-0926）

大阪府 貝塚市
①，②，
③，④

「太陽系展」
小惑星（リュウグウ）にはやぶさ２が到着しサンプル採集が始まり、2020年に帰還す
る予定です。これを契機に、これまでのＮＡＳＡやＪＡＸＡの資料を基に、太陽系を分
かりやすく解説し、身近な宇宙の太陽系に興味を持ってもらう。

11月1日～18日 善兵衛ランド １Ｆロビー 貝塚市立善兵衛ランド 無料

善兵衛ランド太陽系展：
http://www.city.kaizuka.lg
.jp/zenbe/event/taiyokei.
html

072-447-2020

11月11日（日）
絵本”「はやぶさ」から
「はやぶさ２」へ”の読
み聞かせ会（計画中）

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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大阪府 貝塚市 ①
自然と絵本のコラボレーション
森の絵本づくり

自然の家の豊かな自然を利用し、散策しながら絵本の素材集め、専門機関との連
携を図りながら絵本を制作します。

10月21日 大阪府立少年自然の家 大阪府立少年自然の家
http://shizen.osaka-
yha.or.jp/

大阪府立少年自然の家
TEL：072-478-8331

http://shizen.osaka-
yha.or.jp/event/sanka
/index.html

大阪府 貝塚市 ① 和泉葛城山ナイトハイキング
小学３年生以上を含む家族等を対象に、夕闇から夜にかけて森の変化を感じなが
ら、山頂から望む大阪の夜景を楽しむナイトハイキングを開催します。

10月27日～28日 大阪府立少年自然の家 大阪府立少年自然の家
http://shizen.osaka-
yha.or.jp/

大阪府立少年自然の家
TEL：072-478-8331

http://shizen.osaka-
yha.or.jp/event/sanka
/index.html
大人　宿泊　3,000円
大人　日帰り　1,100円
小人　宿泊　2,000円
小人　日帰り　600円

大阪府 貝塚市 ①，③ 少年自然の家オープンデー
施設を開放し、施設見学会、プログラム体験会、野外コンサート（音楽祭）、屋台（有
料）、手作りおもちゃ出店等をします。

11月4日
大阪府立少年自然の家
その周辺地域

「奥貝塚農と緑のゆったりウォー
ク」実行委員会

http://shizen.osaka-
yha.or.jp/

大阪府立少年自然の家
TEL：072-478-8331

http://shizen.osaka-
yha.or.jp/event/sanka
/index.html
屋台など有料

大阪府 貝塚市 ①
自然の中で読書活動
森の中で読み聞かせ

自然の中で「えほんのひろば」や、絵本を読み聞かせを行います。（少年自然の家
オープンデーと共催）

11月4日 大阪府立少年自然の家 大阪府立少年自然の家
http://shizen.osaka-
yha.or.jp/

大阪府立少年自然の家
TEL：072-478-8331

http://shizen.osaka-
yha.or.jp/event/sanka
/index.html

大阪府 貝塚市 ①
知的障がいのある子どもとその家族のため
の一日体験
臨床動作法と乗馬体験

知的障がいのある子どもとその家族に対して、近隣の乗馬センターを活用し、餌やり
や乗馬、引き馬体験等の「遊び体験」と「臨床動作法の講習」を実施します。

11月11日 FRT 大阪府立少年自然の家 無料
http://shizen.osaka-
yha.or.jp/

大阪府立少年自然の家
TEL：072-478-8331

熊取町乗馬センター
FRT
http://frt.nomaki.jp/

大阪府 貝塚市 ① 第15回アドプトフォレスト
自然の家の周囲の森林、竹林を活用し、参加者が杉や竹の間伐や木登り等の体験
を実践します。

11月17日 大阪府立少年自然の家 大阪府立少年自然の家 無料
http://shizen.osaka-
yha.or.jp/

大阪府立少年自然の家
TEL：072-478-8331

http://shizen.osaka-
yha.or.jp/event/sanka
/index.html

大阪府 貝塚市 ①
おとなのための自然塾
おとなのえんそく

自然観察、野鳥等の生き物観察、トレッキング、ツリーリング、間伐体験、野外料理
等を実施します。

11月18日 大阪府立少年自然の家 大阪府立少年自然の家 無料
http://shizen.osaka-
yha.or.jp/

大阪府立少年自然の家
TEL：072-478-8331

http://shizen.osaka-
yha.or.jp/event/sanka
/index.html

大阪府 柏原市 ①，③ 史跡高井田横穴特別公開
普段は施錠している史跡高井田横穴公園の横穴を公開。10時～15時。10時、11時、
13時、14時には、職員のガイドツアーもある。

10月20日 史跡高井田横穴公園 柏原市教育委員会 無料
http://www.city.kashiwar
a.osaka.jp/docs/2014081
900065

柏原市立歴史資料館
072-976-3430

大阪府 柏原市 ③ 第31回柏原市民文化祭
市民から出展や出演等の参加者を募集し、生け花・書道、美術、手工芸等の展示部
門や、音楽、芸能、謡曲等の舞台部門の催しなどを開催します。

10月
6日(土)～8日(月祝)、
13日(土)～14日(日)、
20日(土)～21日(日)

柏原市民文化センター、リビエール
ホール、堅下合同会館

柏原市、柏原市教育委員会 無料
http://www.city.kashiwar
a.osaka.jp

柏原市立公民館
072-971-0013

大阪府 柏原市 ② 市制60周年　第39回教育月間全体会

子どもたちを取り巻く環境が決して良いとは言えない現在、親だけでも、学校だけで
も子どもは育ちません。立場を越えて、お互いの意思の疎通を図り、話し合い、実践
することがとても大切です。今年で39回目を迎える教育月間全体会では、テーマ「い
ま、子どもたちを取り巻く人間関係について考える」をともに考える取組みを全体会
以外にも学校・幼稚園を中心に様々な行事や教育実践をとおして行います。

11月14日 リビエールホール大ホール 柏原市教育委員会 無料
http://www.city.kashiwar
a.osaka.jp

柏原市教育委員会指導課
shidou@city.kashiwara.osaka.jp

大阪府 柏原市 ③ 第６８回　神霜祭 大学祭 11月1日～4日
大阪教育大学
柏原キャンパス

大阪教育大学 無料
http://osaka-
kyoiku.ac.jp/index.html

学生支援課課外活動係
072-978-3310

大阪府 柏原市 ②③ 子どもフェスタ
地域の子どもたちに遊んでもらうブースを学生たちが複数制作し、柏原キャンパス体
育館に設置します。15年以上続けている授業の一環としての取り組みで、学生は学
校外での子どもたちの様子を学びます。

2018/11/2～11/4のい
ずれかの日

大阪教育大学
柏原キャンパス体育館

大阪教育大学
フレンドシップ事業委員会

無料
大阪教育大学音楽教育講座
072-978-3707

大阪府 交野市 ①，③ 第42回交野市文化祭
交野市文化祭の開催を通して市民憲章に掲げる和のひとつ、文化の振興、市民活
動の交流による文化意識の向上を図ることを目的とする。

10月28日
11月2日～4日

青年の家
星の里いわふね

交野市教育委員会・
交野市文化連盟

社会教育課
892‐7721

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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大阪府 交野市 ①，④ 摂南大学薬用植物展（交野セミナー）
文化祭開催中に包括連携協定に基づき同大学の薬学部附属植物園で栽培されて
いる薬用植物や希少な植物の展示を行う。

青年の家
摂南大学・
交野市教育委員会

社会教育課
892‐7721

大阪府 門真市 ① 書庫開放 読書推進の一環として、普段見ることのできない書庫資料を市民に公開します。 11月6日～8日 門真市立図書館 門真市立図書館 無料
http://www.library.kadom
a.osaka.jp/

06－6908－2828

大阪府 門真市 ①
秋のグリム絵本館へようこそ！～たくさんの
秋に触れてみよう～

絵本の読み聞かせや工作などを行います。 11月10日 門真市立図書館
門真市立図書館、大阪樟蔭女子
大学（グリムプロジェクト）

無料
http://www.library.kadom
a.osaka.jp/

06－6908－2828

大阪府 門真市 ① 朗読で楽しむ文学の世界 小説や随筆、詩等を朗読で楽しみ、文学の世界に親しんでもらいます。 11月17日 門真市立図書館 門真市立図書館 無料
http://www.library.kadom
a.osaka.jp/

06－6908－2828

大阪府 門真市 ①
名誉市民松下幸之助創業100周年　松下電
気器具製作所からパナソニックへ

松下文庫コレクションを中心とした展示会を開催します。 10月27日～11月11日 門真市立図書館 門真市立図書館 無料
http://www.library.kadom
a.osaka.jp/

06－6908－2828

大阪府 門真市 ①
かどま市スポーツ・レクリエーションフェスティ
バル2018

市民のスポーツの振興、健康の増進を図るため、市民の誰もが参加でき、スポーツ・
レクリエーション活動のきっかけづくりとなる「スポーツレクリエーションフェスティバ
ル」を開催する。

11月11日 門真市立門真市民プラザ
門真市生涯スポーツ推進協議会
及び門真市・門真市教育委員会

門真市生涯スポーツ推進協議会　
（門真市教育委員会事務局教育
部社会教育課　℡：06-6902-
7195）

大阪府 河南町 ③ 第１６回　秋の文化祭典
河南町文化協会所属クラブを中心に一般参加も含め、舞台発表及び作品展示を行
います。

11月3日・4日
ぷくぷくドーム・
大宝地区公民館

河南町文化協会 無料
河南町教育委員会事務局教育課　
0721-93-6222

大阪府 河南町 ①，③
平成30年度秋季特別展「４世紀のヤマト王権
と対外交渉―東アジア情勢と古墳の変化―」

３世紀中頃から４世紀後半の東アジア史の中で古墳時代の対外交渉と古墳の変化
がうかがえる考古資料、約４００点を展示します

10月6日～12月2日
大阪府立近つ飛鳥博物館　特別展
示室

大阪府立近つ飛鳥博物館・
毎日新聞社

http://www.chikatsu-
asuka.jp

大阪府立近つ飛鳥博物館
0721-93-8321

大阪府 河南町 ①，③ 関西文化の日 「関西文化の日」にあわせ入館料を無料とします。 11月17日，11月18日 大阪府立近つ飛鳥博物館展示室 大阪府立近つ飛鳥博物館 無料
http://www.chikatsu-
asuka.jp

大阪府立近つ飛鳥博物館
0721-93-8321

大阪府 河南町 ①，③ 平成30年度秋季特別展講演会
 「日本古代史からみた対外交渉」をテーマとし、舘野　和己　（近つ飛鳥博物館館
長）の講演会を行います。

10月21日
大阪府立近つ飛鳥博物館
地階ホール

大阪府立近つ飛鳥博物館・
毎日新聞社

http://www.chikatsu-
asuka.jp

大阪府立近つ飛鳥博物館
0721-93-8321

大阪府 河南町 ①，③ 平成30年度秋季特別展講演会
 「ヤマト王権の政権争奪と軍事」をテーマとし、田中 晋作氏　（山口大学教授）の講
演会を行います。

11月11日
大阪府立近つ飛鳥博物館
地階ホール

大阪府立近つ飛鳥博物館・
毎日新聞社

http://www.chikatsu-
asuka.jp

大阪府立近つ飛鳥博物館
0721-93-8321

大阪府 河内長野市 ①，③ ぐるっとまちじゅう博物館2018
河内長野市の史跡 烏帽子形城跡を会場に、現地説明会等のイベントを開催、郷土
の歴史や魅力を発信します。

10月28日 史跡烏帽子形城跡 河内長野市 無料

http://www.city.kawachin
agano.lg.jp/kakuka/syoug
aigakusyuu/furusato/inde
x.html

河内長野市教育委員会
ふるさと文化財課

大阪府 河内長野市 ①，③ 市指定文化財　旧三日市交番秋期特別開館 三日市地区のだんじりについて、写真パネルにより紹介します。 10月27日～11月4日 旧三日市交番 河内長野市 無料

http://www.city.kawachin
agano.lg.jp/kakuka/syoug
aigakusyuu/furusato/inde
x.html

河内長野市教育委員会
ふるさと文化財課

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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大阪府 河内長野市 ① 読書週間おはなしウォッチング
親子連れなどの方々に大型絵本の読み聞かせや手遊びなどを楽しんでもらい、広く
読書活動についての関心と理解を深めてもらうとともに、子どもが積極的に読書活
動を行う契機とします。

10月28日
河内長野市立図書館おはなしのへ
や

河内長野市立図書館 無料
https://www1.city.kawac
hinagano.lg.jp/

河内長野市立図書館
（代表0721-52-6933）

大阪府 河内長野市 ① 古文書講座入門編
本市に伝わる古い資料を使って、古文書の読み解き方を学ぶ初心者向けの連続講
座（全3回）で、積極的な生涯学習を促す契機とします。

11月13，27日，
12月11日

河内長野市立市民交流センター大会
議室

河内長野市立図書館 無料
https://www2.city.kawac
hinagano.lg.jp/

河内長野市立図書館
（代表0721-52-6933）

大阪府 河内長野市 ②
第15回河内長野イングリッシュ・フェスティバ
ル

日頃の学習成果を踏まえ、生徒たちが自らの意見を英語で発表（詩朗読、暗唱、ス
ピ ーチ、プレゼンテショなど）する。優秀者は表彰。

H30.11.10(土)
11:30～17:00

市民交流センター「キックス」

大阪府立長野高等学校、大阪府
立長野北高等学校、清教学園高
等学校、大阪暁光高等学校、河内
長野市教育委員会

無料

大阪府立長野高等学校
〒586-0021
河内長野市原町2-1-1
Tel: (0721)53-7371
Fax: (0721)53-7384
e-mail: T-
ChibaYas8217@medu.pref.osaka.jp

H30.9.10
応募締切

大阪府 河内長野市 ③ 第64回河内長野市文化祭
河内長野市立文化会館等において、市民の日頃の芸術・芸能・文化活動を一般に
公開します。

10月26日～11月5日

市立文化会館
「ラブリーホール」、
市民交流センター「キックス」
他

河内長野市、河内長野市文化連
盟、公益財団法人河内長野市文
化振興財団

市立文化会館　「ラブリー
ホール」HP
http://www.lovelyhall.co
m/index.cgi

河内長野市教育委員会
文化・スポーツ振興課

大阪府 河内長野市 ① 植物アレンジレッスン 木の実で小物作りを行います。 11月11日 大阪府立花の文化園 大阪府立花の文化園 http://gfc-osaka.com/
大阪府立花の文化園
TEL：0721-63-8739

参加費:1000円（別途
入園料が必要）
※要事前申し込み

大阪府 岸和田市 ③ 第70回岸和田市文化祭
市民の自主的な文化活動の発表の場として、舞台部門・展示部門に分かれ、市内
各所で開催します。

9月20日～11月16日 文化会館、他
岸和田市・岸和田市教育委員会
文化祭実行委員会

無料
魅力創造部文化国際課
072-443-3800

大阪府 岸和田市
①，②，
③

文化の日祝典
11月３日の文化の日に際し、本市の文化教育の振興に貢献された方々の功績をた
たえ、表彰状・感謝状の贈呈及び記念事業を行います。

11月3日
市立文化会館
（マドカホール）

岸和田市・岸和田市教育委員会 無料
魅力創造部文化国際課
072-443-3800

大阪府 岸和田市 ③
文化の日祝典記念コンサート
「旅するマリンバ～音楽のルーツを訪ねて
～」

文化の日を記念し、打楽器の魅力を伝える、マリンバのコンサートを開催します。音
楽のルーツをたどり、大人も子どもも楽しむことができる演奏会です。

11月3日
市立文化会館
（マドカホール）

岸和田市 無料
魅力創造部文化国際課
072-443-3800

要整理券

大阪府 岸和田市 ③ 第69回岸和田市市展受賞作品展
春に開催した岸和田市市展（全７部門：洋画・染織・陶芸・書・日本画・俳画・写真）に
おいて受賞した作品、約80点を一堂に集めた展覧会。

11月1日～4日
市立文化会館
（マドカホール）

岸和田市 無料
魅力創造部文化国際課
072-443-3800

大阪府 熊取町 ①，③ 第２８回　町民文化祭
（目的）芸術、文化等住民の成果を発表する機会を提供し交流とふれあいの場を創
出します。(内容）作品展、舞台発表、模擬店・バザー・体験コーナー、活動紹介、お
話会、折り紙遊びコーナー、体操コーナーです。

11月3日 ・4日

熊取町公民館,町民会館
熊取ふれあいセンター
熊取交流センター
煉瓦館,中家住宅,図書館

熊取町民文化祭実行委員会 無料
http://www.town.kumator
i.lg.jp

熊取町公民館
072-452-6363
熊取図書館
072-451-2828

大阪府 堺市 ①
企画展
「平和をつむぐ
　第6回 自由都市・堺　平和貢献賞」

「自由都市・堺　平和貢献賞」授賞団体と、その活動の一端を紹介することで国際協
力、貢献活動において私たちにできることは何かを考えていく機会とします。

10月2日～12月28日 堺市立平和と人権資料館 堺市 無料

【堺市HP】
http://www.city.sakai.lg.jp
/shisei/jinken/jinken/hei
wajinkenshiryokan/index.
html

堺市立平和と人権資料館
電話：072-270-8150

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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大阪府 堺市 ③
第2回堺W-1グランプリ
～堺の和菓子を食べつくす～

千利休のふるさと・堺を代表する和菓子の名店（13店舗）のお菓子食べ比べコー
ナー、呈茶コーナー、茶筅振り体験コーナーで和菓子・茶の湯の世界を堪能できるイ
ベントです。お客様からの投票でグランプリを決定します。

11月3日 さかい利晶の杜
堺W-1グランプリ
実行委員会　事務局

有料
http://www.sakai-
rishonomori.com

堺W-1グランプリ実行委員会
事務局（さかい利晶の杜内）
電話：072-260-4386

◆食べ比べチケット（6
枚つづり）前売り・当日
販売(600円）・（800円）
その他当日販売の食
べ比べチケット（150円
/枚）あり。
◆まんぷくセット
当日のみ販売　1500
円（呈茶チケット付き）
◆呈茶チケット
当日のみ販売　100円
◆茶筅振り体験チケッ
ト
当日のみ販売　200円　
◆和菓子作り体験チ
ケット
当日のみ販売　500円

大阪府 堺市 ① 第61回堺市緑化祭

都市緑化月間の10月に全国統一テーマ「ひろげよう 育てよう みどりの都市」の一環
として、関係諸団体や地域住民の参加と協力を得て、市民の緑化意識の醸成や、住
民参加による緑のまちづくりの推進を目的としています。
緑化祭当日は、緑化に貢献された方の表彰式のほか、寄せ植えレッスン、花と緑の
キッズファッションショー、緑化活動団体による活動の紹介や緑の物品販売コー
ナー、ガーデニングなどの体験ブースやグルメブースなど楽しい催しを開催します。

10月28日 大仙公園
堺市
公益財団法人堺市公園協会 無料

http://www.city.sakai.lg.jp
/kurashi/koen/event/sak
ai_event/sakai_sakaishiry
okkasai.html

堺市建設局公園緑地部
公園緑地整備課
電話：072-228-7424

物品販売のみ料金要

大阪府 堺市 ③ 第66回堺市菊花大会

本大会は、一般菊愛好家を始め、市民に菊花を通じて花に対する関心を高めるとと
もに、情操教育の向上と本市で提唱している“ともに育む花と緑のまちづくり”に資す
るものであり、あわせて菊花園芸の向上と菊花の改良・普及のため大菊・小菊盆栽・
切花等の展覧会を開催します。

10月20日～11月17日 大仙公園日本庭園

堺市
浪速菊花協会
南海・田中・大阪造園共同企業体

http://www.city.sakai.lg.jp
/kurashi/koen/event/sak
ai_event/sakai_kikkataikai.
html

日本庭園管理事務所
電話：072-247-3670
FAX：072-247-3670

入園料要

大阪府 堺市 ③ 第23回（平成30年度） みはら芸術展
区民から応募のあった絵画・陶芸・彫刻・写真・書の展覧会です。作品の展示作業や
開催期間中の運営は、区内を中心に活動する芸術の愛好家らが行っています。ま
た、みはら小中学生作品展も同時開催します。

10月19日
～21日

堺市立美原文化会館（アルテベル）
及び美原区役所本館

みはら芸術展実行委員会 無料

【堺市HP】
https://www.city.sakai.lg.j
p/mihara/machizukuri/to
rikumi/m_art/df_filename_
geijyutu30ed.html

美原区役所自治推進課
電話：072-363-9312

大阪府 堺市 ③
懐かしの名曲コンサート
～ジャズ・ポピュラー・映画音楽～

馴染みのあるヒット曲の演奏と、その曲にまつわるトークを交えたコンサートを開催し
ます。

10月21日
堺市教育文化センター
ソフィア・堺 中文化会館

指定管理者
JTBコミュニケーションズグループ

【ソフィア・堺HP】
http://sofia-
sakai.jp/event/index.html
#181021

ソフィア・堺　中文化会館
電話：072-270-8110

一般　2,000円
中学生以下　500円

大阪府 堺市 ①,③ 第22回 ソフィア・堺 作品展
ソフィア・堺で活動する創作サークルの展示会、お茶サークルによるお茶席、料理
サークルによる飲食コーナー、音楽サークルのロビーコンサートを開催します。

11月16～18日
堺市教育文化センター
ソフィア・堺 中文化会館

指定管理者
JTBコミュニケーションズグループ

無料

【ソフィア・堺HP】
http://sofia-
sakai.jp/event/index.html
#181021

ソフィア・堺　中文化会館
電話：072-270-8110

お茶席と飲食コーナー
は有料。
H30.10にHP掲載予定

大阪府 堺市 ①,③ ハロウィン親子クッキング 親子でシチュー、ピラフ、チーズミートパイ、クッキーを作ります。 10月28日
堺市教育文化センター
ソフィア・堺 中文化会館

指定管理者
JTBコミュニケーションズグループ

【ソフィア・堺HP】
http://sofia-
sakai.jp/culture/index.ht
ml

ソフィア・堺　中文化会館
電話：072-270-8110

1組2名 2,808円
1組3名 4,212円
※材料費込
H30.10にHP掲載予定

大阪府 堺市 ①,④ こども科学実験教室
オリジナル実験キットを使って、科学の不思議を学習し、子どもの「科学する心」を楽
しく育てます。身近な感動体験・ふしぎ体験を通じて、子どもの知的好奇心を育み、
自分で考え、工夫する力をのばします。

10月20日,11月10,17日
堺市教育文化センター
ソフィア・堺 中文化会館

指定管理者
JTBコミュニケーションズグループ

【ソフィア・堺HP】
http://sofia-
sakai.jp/culture/index.ht
ml

ソフィア・堺　中文化会館
電話：072-270-8110

14,256円（全6回分）
長期講座（9月8,15
日,10月13,20日,11月
10,17日）
H30.10にHP掲載予定

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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大阪府 堺市 ①,③ 絶品！しあわせのパンづくり
基本のパンから人気の菓子パン、お惣菜パン、米粉パンなど、生地作りから本格的
に学びます。

10月18日
堺市教育文化センター
ソフィア・堺 中文化会館

指定管理者
JTBコミュニケーションズグループ

【ソフィア・堺HP】
http://sofia-
sakai.jp/culture/index.ht
ml

ソフィア・堺　中文化会館
電話：072-270-8110

6,480円（全3回分）
長期講座（10月18
日,11月22日,12月20
日）
H30.10にHP掲載予定

大阪府 堺市 ①,③ 現役プロに教わる！和太鼓教室 幅広く活躍中の現役和太鼓奏者による太鼓教室を開講します。 10月31日,11月７日
堺市教育文化センター
ソフィア・堺 中文化会館

指定管理者
JTBコミュニケーションズグループ

【ソフィア・堺HP】
http://sofia-
sakai.jp/culture/index.ht
ml

ソフィア・堺　中文化会館
電話：072-270-8110

16,200円（全6回分）
長期講座（10月10,31
日,11月7,21日,12月
5,19日）
H30.10にHP掲載予定

大阪府 堺市 ①,③ 仏像拝観入門 ～仏師の系譜～
定朝、運慶、快慶が手がけた作品や、果たした役割を考察し、仏像のさらなる魅力
に迫ります。

11月8日
堺市教育文化センター
ソフィア・堺 中文化会館

指定管理者
JTBコミュニケーションズグループ

【ソフィア・堺HP】
http://sofia-
sakai.jp/culture/index.ht
ml

ソフィア・堺　中文化会館
電話：072-270-8110

2,430円（全3回分）※
教材費込
短期講座（11月8,22
日,12月6日）
H30.10にHP掲載予定

大阪府 堺市 ①,④ 天文教室「変光星」
秋の星空で見られる「変光星」がテーマです。プラネタリウムでの解説の後、晴れて
いれば屋上の天文台で観察します（定例星空観察会）。先着166名、事前申込み制
です。

11月9日
堺市教育文化センター
ソフィア・堺 中文化会館
2Fプラネタリウム（堺星空館）

指定管理者
JTBコミュニケーションズグループ

無料

【ソフィア・堺】
http://sofia-
sakai.jp/planetarium/eve
nt.html

ソフィア・堺　中文化会館
電話：072-270-8110

事前申込制

大阪府 堺市 ①,④ 天体観察会
府内最大級の口径60cm反射望遠鏡などで、月や惑星、秋の星雲・星団を観察しま
す。

10月20,26日,11月3,9,17
日

堺市教育文化センター
ソフィア・堺 中文化会館
天文台

指定管理者
JTBコミュニケーションズグループ

無料
【ソフィア・堺】
http://sofia-
sakai.jp/astro/index.html

ソフィア・堺　中文化会館
電話：072-270-8110

大阪府 堺市 ① 大人も楽しめるおはなし会
少し長い昔話などを中心にしたストーリーテリングを実演し、おはなしを聞く楽しさを
大人にも味わってもらいます

11月13日 東図書館おはなし室 堺市立東図書館 無料

【堺市HP】
http://www.city.sakai.lg.jp
/kosodate/library/index.h
tml

堺市立東図書館
電話:072-235-1345

大阪府 堺市 ① 絵本の読み聞かせボランティア養成講座
絵本の読み聞かせボランティアとして図書館で活動したいという方を対象に、絵本の
選び方や読み聞かせの方法を学んでもらう講座です

11月21日・28日・12月5
日（予定）

東図書館会議室・おはなし室 堺市立東図書館 無料

【堺市HP】
http://www.city.sakai.lg.jp
/kosodate/library/index.h
tml

堺市立東図書館
電話:072-235-1345

大阪府 堺市 ① 南図書館おたのしみフェア
えほんライブ、手作り工作、朗読会、手話講座、おはなし大会、乳幼児向け読み聞か
せ会などを行います

11月3日・4日
堺市立南図書館ホール、集会室、ロ
ビー、おはなし室

堺市立南図書館 無料

【堺市HP】
http://www.city.sakai.lg.jp
/kosodate/library/index.h
tml

堺市立南図書館
電話：072-294-0123

大阪府 堺市 ①
お気に入りの本にブックカバーをかけよう
（仮）
～南図書館おたのしみフェア～

手持ちの本にブックコートをかける体験をします 11月4日 堺市立栂文化会館和室 堺市立南図書館栂分館 無料

【堺市HP】
http://www.city.sakai.lg.jp
/kosodate/library/index.h
tml

堺市立南図書館栂分館
電話：072-296-0025

大阪府 堺市 ①
絵本を楽しもう！（仮）
～南図書館おたのしみフェア～

読み聞かせと絵本の展示を行います 11月4日 堺市立鴨谷体育館研修室 堺市立南図書館美木多分館 無料

【堺市HP】
http://www.city.sakai.lg.jp
/kosodate/library/index.h
tml

堺市立南図書館美木多分館
電話：072-296-2111

大阪府 堺市 ① 郷土資料展「堺の鉄道130年」 堺と鉄道をテーマに関連資料を展示します 11月3日～25日 堺市立中央図書館ロビー 堺市立中央図書館 無料

【堺市HP】
http://www.city.sakai.lg.jp
/kosodate/library/index.h
tml

堺市立中央図書館
電話072-244-3811

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



594

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

大阪府 堺市 ①
郷土資料講演会記念講演会
「パンフレットに見る阪和電気鉄道のあゆみ」

開催中の郷土資料展に合わせ、『阪和電気鉄道史』著者の竹田辰男氏に語ってい
ただきます

11月11日 堺市立中央図書館集会室 堺市立中央図書館 無料

【堺市HP】
http://www.city.sakai.lg.jp
/kosodate/library/index.h
tml

堺市立中央図書館
電話072-244-3811

大阪府 堺市 ①
郷土資料展イベント
「時刻表を読んで作る自分だけの旅プラン」

武田幸司氏を講師に、時刻表の読み方や利用法を知って自分だけの旅行プランを
たてるイベントです

11月4日 堺市立中央図書館集会室 堺市立中央図書館 無料

【堺市HP】
http://www.city.sakai.lg.jp
/kosodate/library/index.h
tml

堺市立中央図書館
電話072-244-3811

大阪府 堺市 ①
堺歴史文化市民講座「大阪府立農芸高等学
校　地域と歩んできた100年」（仮）

「大阪府立農芸高等学校　地域と歩んできた100年」（仮）と題して、地域に根付いた
学校となった100年の歩みなどを語っていただきます

10月27日 大阪府立農芸高等学校 堺市立美原図書館 無料
【堺市HP】
http://www.city.sakai.lg.jp
/mihara/index.html

堺市立美原図書館
電話：072-369-1166

大阪府 堺市 ① 本のリサイクルフェア（予定）
市民から寄贈された、図書館では受け入れなかった図書を中心に希望する利用者
へ譲渡します

11月4日 堺市美原区役所 堺市立美原図書館 無料
【堺市HP】
http://www.city.sakai.lg.jp
/mihara/index.html

堺市立美原図書館
電話：072-369-1166

大阪府 堺市 ① おはなし・読み聞かせボランティア養成講座
「おはなし会」「絵本の読み聞かせ会」など、図書館で開催する行事を支援してもらう
ための図書館協力ボランティアを養成するための講座です

10月26日～11月30日ま
での間に全5回

堺市立西図書館 堺市立西図書館 無料

【堺市HP】
http://www.city.sakai.lg.jp
/kosodate/library/index.h
tml

堺市立西図書館
電話：072-271-2032

大阪府 堺市 ① 読み聞かせボランティア養成講座
絵本の読み聞かせボランティアとして図書館で活動したいという方を対象に、絵本の
選び方や読み聞かせの方法を学んでもらう講座です

10月12日,18日,25日,11
月9日

堺市立中図書館・東百舌鳥分館 堺市立中図書館 無料

【堺市HP】
http://www.city.sakai.lg.jp
/kosodate/library/index.h
tml

堺市立中図書館
電話：072-270-8140

大阪府 堺市 ① おはなしボランティア養成講座
図書館の行事に協力してもらうおはなしボランティアを養成するための初心者向講
座です

10月19日,26日,11月2日 堺市立北図書館 堺市立北図書館 無料

【堺市HP】
http://www.city.sakai.lg.jp
/kosodate/library/index.h
tml

堺市立北図書館
電話：072-258-6850

大阪府 堺市 ① 第16回市民公開講座
地域への社会貢献と市民の健康維持、また更なる保健・医療に関する知識の向上
を目的に公開講座を実施しています。第16回は『知って得する！特養サービスと施
設選びのポイント』をテーマに公開講座を開催します。

10月27日
大阪物療大学
4号館（アリーナ）

大阪物療大学 無料
http://www.butsuryo.ac.j
p/activity/

大阪物療大学
渉外係
(072-260-0095）

大阪府 四條畷市 ①
第３３回特別展「卑弥呼、ヤマト王権と北河
内　―弥生時代末から古墳時代前期の集落
と墳墓―」

卑弥呼の死と相前後するころ、日本列島には大きな墳丘を持った墓である古墳が各
地で築かれるようになります。その中でも最大規模のものは大和盆地に築かれてお
り、このころヤマトに、列島の大半の豪族を束ねる大王が存在するようになったと考
えられています。
古墳時代前期の北河内では、枚方市、交野市、四條畷市で100ｍ級の古墳が築か
れました。近年それらの豪族を支えた集落の存在も判明してきました。今回の展示
では、北河内の弥生時代末～古墳時代前期遺跡を概観し、ヤマトにあった王権と北
河内の関係を考えます。

10月2日～12月9日 四條畷市立歴史民俗資料館
四條畷市教育委員会、四條畷市
立歴史民俗資料館指定管理者地
域文化財研究所・ケントクグループ

無料

四條畷市ＨＰ：
http://www.city.shijonaw
ate.lg.jp/
四條畷市立歴史民俗資
料館ＨＰ：
http://www.shijonawate-
rekishi.jp/

教育委員会生涯学習推進課
072-877-2121
四條畷市立歴史民俗資料館
072-878-4558

H30.9月中旬に更新予
定

大阪府 四條畷市 ①，③ 市民文化祭２０１８
市民みんなでつくる文化祭として展示・舞台・模擬店バザー、アートものづくりワーク
ショップの出展者及びＭＣを市民から広く公募して開催します。

11月3日、4日 四條畷市市民総合センター 四條畷市教育委員会 無料
四條畷市ＨＰ：
http://www.city.shijonaw
ate.lg.jp/

教育委員会生涯学習推進課
072-877-2121

大阪府 四條畷市 ③ 第21回コーラスフェスティバル 主に市内コーラスグループが中心となり年一回行われている合同合唱会です。 11月18日(日) 四條畷市市民総合センター
四條畷市教育委員会、
四條畷市合唱連盟

無料
四條畷市ＨＰ：
http://www.city.shijonaw
ate.lg.jp/

教育委員会生涯学習推進課
072-877-2121

大阪府 四條畷市 ② ビブリオバトル市内中学生大会inなわて
知的書評合戦といわれるコミュニケーションゲーム「ビブリオバトル」の市内中学生大
会を開催する。市内の各市立中学校から選出された生徒が集まってバトルを行う。

10月20日
四條畷市役所
議場

市立図書館
学校教育課

無料 072-878-3743

大阪府 四條畷市 ① おはなし会
図書館職員、またはおはなしボランティアによる
絵本の読み聞かせやおはなし

10月20日、
11月3日、10日、17日

四條畷市立四條畷図書館 市立図書館 無料 072-878-3743

大阪府 四條畷市 ① おはなし会
図書館職員、またはおはなしボランティアによる
絵本の読み聞かせやおはなし

10月20日、27日、
11月3日、10日、17日

四條畷市立田原図書館 市立図書館 無料 0743-78-8844

大阪府 四條畷市 ① リサイクルフェアｉｎ北出 図書館で役割を終えた本等をお持ち帰りいただく。 11月4日
市民活動センター１階北出リサイク
ル図書室

市立図書館 無料 072-878-3743

大阪府 四條畷市 ① 人形劇 人形劇団による人形劇 10月27日 市民活動センター１階 市立図書館 無料 072-878-3743

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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大阪府 四條畷市 ①
摂南大学地域連携型公開講座第3回
「ココロとカラダのヘルスアップ作戦」

応用生理学の専門家であり、メンタルヘルスを研究テーマとしている講師が、身体と
心の健康のためにできる日常のちょっとした心がけについて、研究結果に基づいて
具体的に説明します。

10月31日
イオンモール
四條畷3階イオンホール

摂南大学、
研究支援・社会連携センター

無料
摂南大学　
研究支援・社会連携センター
072-829-0385

大阪府 島本町 ② 公開保育
地域における幼稚園教育の理解を深めるとともに、園児ならびに教師の意欲向上を
目指し、保育風景を公開します。

11月1日～2日 島本町立第一幼稚園 島本町教育委員会 無料
島本町教育委員会事務局
教育こども部教育推進課
075-962-0391

大阪府 島本町 ② 公開保育
地域における幼稚園教育の理解を深めるとともに、園児ならびに教師の意欲向上を
目指し、保育風景を公開します。

11月1日～2日 島本町立第二幼稚園 島本町教育委員会 無料
島本町教育委員会事務局
教育こども部教育推進課
075-962-0391

大阪府 島本町 ② 公開授業
地域における学校教育の理解を深めるとともに、児童ならびに教師の意欲向上を目
指し、授業風景を公開します。

10月26日～27日 島本町立第一小学校 島本町教育委員会 無料
島本町教育委員会事務局
教育こども部教育推進課
075-962-0391

大阪府 島本町 ② 公開授業
地域における学校教育の理解を深めるとともに、児童ならびに教師の意欲向上を目
指し、授業風景を公開します。

10月26日～27日 島本町立第二小学校 島本町教育委員会 無料
島本町教育委員会事務局
教育こども部教育推進課
075-962-0391

大阪府 島本町 ② 公開授業
地域における学校教育の理解を深めるとともに、児童ならびに教師の意欲向上を目
指し、授業風景を公開します。

10月26日～27日 島本町立第三小学校 島本町教育委員会 無料
島本町教育委員会事務局
教育こども部教育推進課
075-962-0391

大阪府 島本町 ② 公開授業
地域における学校教育の理解を深めるとともに、児童ならびに教師の意欲向上を目
指し、授業風景を公開します。

10月26日～27日 島本町立第四小学校 島本町教育委員会 無料
島本町教育委員会事務局
教育こども部教育推進課
075-962-0391

大阪府 島本町 ② 公開授業・部活動公開
地域における学校教育の理解を深めるとともに、生徒並びに教師の意欲向上をめざ
し、授業及び部活動を公開します。

11月1日～2日 島本町立第一中学校 島本町教育委員会 無料
島本町教育委員会事務局
教育こども部教育推進課
075-962-0391

大阪府 島本町 ② 公開授業・部活動公開
地域における学校教育の理解を深めるとともに、生徒並びに教師の意欲向上をめざ
し、授業及び部活動を公開します。

11月1日～2日 島本町立第二中学校 島本町教育委員会 無料
島本町教育委員会事務局
教育こども部教育推進課
075-962-0391

大阪府 島本町 ③
企画展
「若山神社の文化財～本殿と絵馬～」

国登録有形文化財に登録された「若山神社本殿」と神社の所蔵する江戸時代の「絵
馬」五面と写真パネルで紹介する。

10月11日～12月2日 島本町立歴史文化資料館 島本町教育委員会 無料
島本町立歴史文化資料館
075-961-3411

大阪府 島本町 ③
講演会「登録有形文化財若山神社本殿―そ
の特徴と建築経緯を探る―」

企画展「若山神社の文化財～本殿と絵馬～」に関連した講演会を開催。 10月14日 島本町立歴史文化資料館 島本町教育委員会 無料
島本町立歴史文化資料館
075-961-3411

大阪府 島本町 ③ 体験講座「絵馬ジグソーパズルづくり」 企画展「若山神社の文化財～本殿と絵馬～」に関連した体験講座を開催。 10月20日 島本町立歴史文化資料館 島本町教育委員会 無料
島本町立歴史文化資料館
075-961-3411

大阪府 島本町 ③
講演会「絵馬を語る～考古学からみた絵馬
の歴史～」

企画展「若山神社の文化財～本殿と絵馬～」に関連した講演会を開催。 10月28日 島本町立歴史文化資料館 島本町教育委員会 無料
島本町立歴史文化資料館
075-961-3411

大阪府 島本町 ③ 若山神社の文化財現地一般公開
企画展「若山神社の文化財～本殿と絵馬～」に関連し、普段は非公開である本殿と
絵馬の現地一般公開を同時開催。

11月23日 若山神社 島本町教育委員会 無料
島本町教育こども部生涯学習課
075-962-6316

大阪府 島本町 ③ 「水無瀬駒　関連資料」実物展示 町指定文化財である「水無瀬駒　関連資料」の実物の一般公開の実施。 11月3日～4日 島本町立歴史文化資料館 島本町教育委員会 無料
島本町立歴史文化資料館
075-961-3411

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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大阪府 島本町 ③ 島本町文化祭
文化の推進・向上を目的に、作品展示や舞台発表、模擬店やクラフト体験等のコー
ナーを開催。

11月3日～4日
島本町ふれあいセンター、
史跡桜井駅跡史跡公園

島本町文化祭事業実行委員会

島本町文化祭
事業実行委員会事務局
島本町教育こども部
生涯学習課内
075-961-1011

大阪府 島本町 ③ 図書館まつり 「おはなしかい」「講座」「コンサート」の三部構成で実施。 10月27日 島本町立図書館 島本町教育委員会 無料
島本町立図書館
075-962-4364

大阪府 吹田市 ① 地区公民館文化祭 作品展示、演芸発表、模擬店など。 11月2,3,4日 各地区公民館 各地区公民館文化祭実行委員会
吹田市教育委員会
地域教育部まなびの支援課
06-6155-8257

大阪府 吹田市 ①
はじめませんか？朗読―読みつたえ朗読の
時間―　いき・こえ・ことばでととのえよう朗読
力

花むらてんさんによる、「読みつたえ朗読」について学ぶ3回連続講座です。
9月24日、10月29日、
11月26日

吹田市立江坂図書館 吹田市立江坂図書館 無料

【吹田市立図書館HP】
http://www.lib.suita.osak
a.jp/

吹田市立江坂図書館
06-6385-3766

要事前申し込み。

大阪府 吹田市 ①
秋のおたのしみ会
朗読工房おはなし隊がやってくる！

朗読工房おはなし隊による、うたとおなはしを楽しみます。 10月21日
吹田市立さんくす図書館
多目的室

吹田市立さんくす図書館 無料

【吹田市立図書館HP】
http://www.lib.suita.osak
a.jp/

吹田市立さんくす図書館
06-6317-0037

大阪府 吹田市 ① 運動講座「呼吸を意識した体幹トレーニング」 呼吸を意識することで体幹を効果的に鍛え、心と体を整える方法をご紹介します。 10月23日 青少年活動サポートプラザ
吹田市立子育て青少年拠点夢つ
ながり未来館山田駅前図書館

無料

【吹田市立図書館HP】
http://www.lib.suita.osak
a.jp/

吹田市立山田駅前図書館
06-6816-7722

要事前申し込み。

大阪府 吹田市 ① どくしょゆうびん展示 子どもたちにおすすめの本を用紙に記入してもらい、図書館内で展示します。 10月26日～11月9日
吹田市立千里山・
佐井寺図書館

吹田市立千里山・佐井寺図書館 無料

【吹田市立図書館HP】
http://www.lib.suita.osak
a.jp/

吹田市立千里山・佐井寺図書館
06‐6192‐0516

大阪府 吹田市 ③ どうぶつクイズ
館内にあるどうぶつの写真を見て答えるクイズを実施します。問題が解けたら、カウ
ンターで答え合わせをします。

10月27日～11月11日 吹田市立中央図書館 吹田市立中央図書館 無料

【吹田市立図書館HP】
http://www.lib.suita.osak
a.jp/

吹田市立中央図書館
06-6387-0071

大阪府 吹田市 ①

平成30年度（第15回）
図書館講座じゅずつなぎ
「温かな”さようなら”～おくりびとの記録から
～」

元葬祭ディレクター の辻井康祐さんが、葬儀にまつわる作法から終活までお話しし
ます。

11月1日
吹田市立千里山・
佐井寺図書館多目的室

吹田市立千里山・佐井寺図書館 無料

【吹田市立図書館HP】
http://www.lib.suita.osak
a.jp/

吹田市立千里山・
佐井寺図書館
06‐6192‐0516

当日先着40人。

大阪府 吹田市 ① ブックスタートのひろば（定例会）
えほんの読み聞かせやわらべうたを実施する（対象：０～１歳の子どもとその保護
者）

11月1日
吹田市北千里地区公民館
和室

吹田市立千里図書館北千里分室 無料

【吹田市立図書館HP】
http://www.lib.suita.osak
a.jp/

吹田市立
千里図書館北千里分室
06-6834-2922

大阪府 吹田市 ③ 風のぶらんこ劇場 紙芝居や腹話術、絵本の読みがたりなどの子供を対象とした行事です。 11月3日
吹田市立千里丘図書館
多目的室

吹田市立千里丘図書館 無料

【吹田市立図書館HP】
http://www.lib.suita.osak
a.jp/

吹田市立千里丘図書館
06-6877-4060

大阪府 吹田市 ① おはなし会（定例会） ストーリーテリングと絵本の読み聞かせの会。（対象：4歳～） 11月3日
吹田市立千里図書館
多目的室

吹田市立千里図書館 無料

【吹田市立図書館HP】
http://www.lib.suita.osak
a.jp/

吹田市立千里図書館
06-6834-0132

大阪府 吹田市 ③ ぬいぐるみのおとまり会
ぬいぐるみと一緒におはなし会に参加後、ぬいぐるみは図書館にお泊まりします。
翌日図書館にお迎えに来てもらい、記念写真とぬいぐるみが気に入った絵本を紹介
し、貸出につなげる行事です。

11月3日～4日 吹田市立中央図書館 吹田市立中央図書館 無料

【吹田市立図書館HP】
http://www.lib.suita.osak
a.jp/

吹田市立中央図書館
06-6387-0071

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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大阪府 吹田市 ③ えほんのじかん 絵本や紙芝居の読み聞かせを行います。 11月4日 吹田市立中央図書館 吹田市立中央図書館 無料
【吹田市立図書館HP】
http://www.lib.suita.osak
a.jp/

吹田市立中央図書館
06-6387-0071

大阪府 吹田市 ① おひざで絵本 2～3歳向けの絵本の読み聞かせや手遊び、わらべうたの会です。 11月6日 吹田市立中央図書館 吹田市立中央図書館 無料
【吹田市立図書館HP】
http://www.lib.suita.osak
a.jp/

吹田市立中央図書館
06-6387-0071

大阪府 吹田市 ① おひざで絵本（定例会） 絵本の読み聞かせと手あそび、わらべうたの会。（対象：2歳、3歳） 11月6日
吹田市立千里図書館
多目的室

吹田市立千里図書館 無料
【吹田市立図書館HP】
http://www.lib.suita.osak
a.jp/

吹田市立千里図書館
06-6834-0132

大阪府 吹田市 ① おひざでえほん（定例会） えほんの読み聞かせやわらべうたを実施する（対象：2～3歳の子どもとその保護者） 11月7日
吹田市北千里地区公民館
和室

吹田市立千里図書館北千里分室 無料
【吹田市立図書館HP】
http://www.lib.suita.osak
a.jp/

吹田市立千里図書館北千里分室
06-6834-2922

大阪府 吹田市 ①，③

平成30年度（第15回）
図書館講座じゅずつなぎ
「古墳空中探訪～古墳美・鳥になって楽しむ
～」

日本写真家協会会員の梅原章一さんに空から見た古墳の美しさについてお話しい
ただきます。

11月11日 吹田市立中央図書館 吹田市立中央図書館 無料
【吹田市立図書館HP】
http://www.lib.suita.osak
a.jp/

吹田市立中央図書館
06-6387-0071

要事前申し込み。

大阪府 吹田市 ① 抱っこで絵本講座
1歳の幼児とその保護者を対象に、読み聞かせや手遊びを楽しみながら、絵本の選
び方や読み方のコツを学ぶ講座です。

11月13日，20日，27日
吹田市立千里山・
佐井寺図書館多目的室

吹田市立千里山・佐井寺図書館 無料
【吹田市立図書館HP】
http://www.lib.suita.osak
a.jp/

吹田市立千里山・佐井寺図書館
06‐6192‐0516

要事前申込。7組。申
込み多数の場合は抽
選。

大阪府 吹田市 ①，③ 芸術講座　新聞ちぎり絵 デザインを考えて、新聞の中から色を探し、指でちぎって葉書に絵を描きます。 11月16日
吹田市立千里丘図書館
多目的室

吹田市立千里丘図書館 無料
【吹田市立図書館HP】
http://www.lib.suita.osak
a.jp/

吹田市立千里丘図書館
06-6877-4060 要事前申し込み。

大阪府 吹田市 ③ 江坂ロビーフェスタ　ライアー（竪琴）聞こな 毎月恒例の江坂ロビーフェスタ。今月は、ライアー（竪琴）の演奏で楽しみます。 11月17日
花とみどりの情報センター
ロビー

吹田市立江坂図書館、
花とみどりの情報センター

無料
【吹田市立図書館HP】
http://www.lib.suita.osak
a.jp/

吹田市立江坂図書館
06-6385-3766

大阪府 吹田市 ①

平成30年度（第15回）
図書館講座じゅずつなぎ
「もっと知りたい！おとなりの国第6弾　スリラ
ンカ」

吹田市の友好都市「モラトワ市」があるスリランカの魅力を在大阪スリランカ民主社
会主義共和国名誉総領事Ｄ・Ｗ・アルッガマゲさんにお話しいただきます。

11月18日
吹田市立千里市民センター
8階多目的ルーム

吹田市立千里図書館 無料
【吹田市立図書館HP】
http://www.lib.suita.osak
a.jp/

吹田市立千里図書館
06-6834-0132

要事前申し込み。

大阪府 吹田市 ①
平成30年度（第15回）
図書館講座じゅずつなぎ
「旧山田村を訪ね歩く」

旧山田村の歴史を吹田まち案内人のガイドで訪ね歩きます。 11月20日
吹田市子育て青少年拠点夢つながり
未来館（ゆいぴあ）集合

吹田市立子育て青少年拠点夢つ
ながり未来館山田駅前図書館

無料
【吹田市立図書館HP】
http://www.lib.suita.osak
a.jp/

吹田市立山田駅前図書館
06-6816-7722

要事前申し込み。

大阪府 吹田市 ①
平成30年度（第15回）
図書館講座じゅずつなぎ　
「旧吹田村の地名あれこれ パート2」

昨年に引き続き、吹田市の郷土研究家を講師に迎え、旧吹田村の地名についてお
話をしていただきます。

11月22日 吹一地区公民館さんくす分館 吹田市立図書館 無料
【吹田市立図書館HP】
http://www.lib.suita.osak
a.jp/

吹田市立さんくす図書館
06-6317-0037

要事前申し込み。

大阪府 吹田市 ①，③
平成30年度（第15回）
図書館講座じゅずつなぎ
「川柳講座、はじめの一歩」

川柳の歴史を学び、実際に句を作ります。 11月22日
吹田市立千里丘市民センター会議室
兼練習室 吹田市立千里丘図書館 無料

【吹田市立図書館HP】
http://www.lib.suita.osak
a.jp/

吹田市立千里丘図書館
06-6877-4060

要事前申し込み。

大阪府 吹田市 ①
平成30年度（第15回）
図書館講座じゅずつなぎ
　「遺跡からみる垂水・江坂の歴史」

文献が少なく、なかなか知ることができない垂水・江坂の歴史を点在する遺跡からひ
もときます。

11月27日 吹田市立江坂図書館 吹田市立江坂図書館 無料
【吹田市立図書館HP】
http://www.lib.suita.osak
a.jp/

吹田市立江坂図書館
06-6385-3766

要事前申し込み。

大阪府 吹田市 ③
吹田市立博物館平成30年度秋季特別展
「（仮称）吹田操車場遺跡展」

考古資料を中心とした資料を展示します。 10月6日～12月2日 吹田市立博物館 吹田市立博物館
http://www2.suita.ed.jp/
hak/index.html

吹田市立博物館
06-6338-5500

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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大阪府 吹田市 ③ 「関西文化の日」秋の無料デー
関西が誇る長い歴史に培われた豊かな文化資源に気軽に接する機会を提供すると
いう趣旨に賛同して、この２日間は自然文化園、日本庭園、EXPO'70パビリオンの入
園・入館料が無料になります

11月17・18日 万博記念公園
大阪府日本万国博覧会
記念公園事務所

無料
http://www.expo70-
park.jp/

万博記念公園総合案内所
06-6877-7387

万博記念公園（自然
文化園・日本庭園）入
園料、EXPO'70パビリ
オン常設展及び大阪
日本民芸館特別展の
入館料が無料

大阪府 摂津市 ① 安威川公民館まつり 安威川公民館で活動する各種団体が日頃の学習成果を発表する。 10月20日・21日 摂津市立安威川公民館 安威川公民館まつり実行委員会 無料
【摂津市ＷＥＢ】
http://www.city.settsu.os
aka.jp/

安威川公民館
06-6383-6690

大阪府 摂津市 ① 新鳥飼公民館まつり 新鳥飼公民館で活動する各種団体が日頃の学習成果を発表する。 10月27日・28日 摂津市立新鳥飼公民館 新鳥飼公民館まつり実行委員会 無料
【摂津市ＷＥＢ】
http://www.city.settsu.os
aka.jp/

新鳥飼公民館
072-654-6954

大阪府 摂津市 ①，③ 第43回摂津市美術展
日本画・洋画・彫刻・工芸・書・写真・デザインの7部門の作品を展示し、その中から
市長賞、議長賞などの各賞を決定する行事

10月25日～28日 摂津市立コミュニティプラザ 摂津市 無料
【摂津市ＷＥＢ】
http://www.city.settsu.os
aka.jp/

文化スポーツ課
06-6383-5790

大阪府 摂津市 ①，③ 第30回せっつしこども展覧会 市内在住・在学・在園の4歳児～小学6年生の絵画・書・工作の作品を展示する行事 10月25日～28日 摂津市立コミュニティプラザ 摂津市 無料
【摂津市ＷＥＢ】
http://www.city.settsu.os
aka.jp/

文化スポーツ課
06-6383-5790

大阪府 摂津市 ①，③ 第49回摂津市民芸能文化祭　発表の部
市内を中心に活動する団体や個人が、ダンス、舞踊、詩吟、大正琴、カラオケ等の
演目を発表する行事

10月28日，
11月3日～4日

摂津市民文化ホール、摂津市立コ
ミュニティプラザ

摂津市 無料
【摂津市ＷＥＢ】
http://www.city.settsu.os
aka.jp/

文化スポーツ課
06-6383-5790

大阪府 摂津市 ①，③ 第49回摂津市民芸能文化祭　展示の部
市内を中心に活動する団体や個人が、絵画、写真、書、陶芸、華道等の作品を展示
する行事

11月3日～4日 摂津市立コミュニティプラザ 摂津市 無料
【摂津市ＷＥＢ】
http://www.city.settsu.os
aka.jp/

文化スポーツ課
06-6383-5790

大阪府 摂津市 ①，③ 第32回摂津音楽祭リトルカメリアコンクール
クラシック分野での有能な音楽家を発掘し、合わせて音楽文化の発展と向上を目指
し、市民の審査による賞や伴走者に贈る伴奏賞を設けるなど、特色のある音楽コン
クール

11月18日 摂津市民文化ホール 摂津市
【摂津市ＷＥＢ】
http://www.city.settsu.os
aka.jp/

文化スポーツ課
06-6383-5790

大阪府
泉南郡熊取
町

② アトムサイエンスフェア実験教室
小・中学生を対象とした科学実験教室です。簡単な実験を通してアトムや放射線の
世界が体験できます。他にも科学の楽しさを体験できるイベントが盛りだくさんです。

10月28日 京都大学複合原子力科学研究所 京都大学複合原子力科学研究所 無料
複合原子力科学研究所
https://www.rri.kyoto-
u.ac.jp/public/asf/

複合原子力科学研究所総務掛・
072-451-2300

大阪府 泉南市 ① おはなしひろば　ぴよぴよ＆てくてく
乳幼児と保護者を対象としたおはなし会で、絵本の読み聞かせや紹介、わらべうた
遊びなどをします。（0～3歳向き）。

11月2日 泉南市立図書館 泉南市立図書館 無料
http://www.toshokan-
sennan.jp/

泉南市立図書館
072-482-7766

大阪府 泉南市 ① 本と雑誌のリサイクル市 図書館の除籍本や寄贈本を再活用するための無料譲渡会です。 11月3日、4日、6日 泉南市立図書館 泉南市立図書館 無料
http://www.toshokan-
sennan.jp/

泉南市立図書館
072-482-7766

対象：泉南市在住、
在勤、在学者

大阪府 泉南市 ① 本の修理屋さん
図書館応援団（市民ボランティア）の修理グループのみなさんと一緒に、本の修理体
験をおこないます。

11月3日 泉南市立図書館 泉南市立図書館 無料
http://www.toshokan-
sennan.jp/

泉南市立図書館
072-482-7766

大阪府 泉南市 ① 土曜おはなしひろば ストーリーテリング、大型絵本の読み聞かせ、科学あそび、本の紹介などをします。 11月10日 泉南市立図書館 泉南市立図書館 無料
http://www.toshokan-
sennan.jp/

泉南市立図書館
072-482-7766

大阪府 泉南市 ① ボランティア団体共催おたのしみ会
図書館と4つのボランティア団体が一緒に、ストーリーテリング、紙芝居、絵本の読み
聞かせなどをおこないます。（10月～11月の土曜日に開催）

日程調整中 泉南市立図書館 泉南市立図書館 無料
http://www.toshokan-
sennan.jp/

泉南市立図書館
072-482-7766

大阪府 泉南市 ① 第３４回泉南市りんくうマラソン大会 市民のスポーツ交流の場づくりのため、マラソン大会を開催します。 11月3日
大阪府南部広域防災拠点
及び周辺

泉南市体育協会・泉南市教育委員
会

教育委員会生涯学習課
生涯学習推進係
072-483-2583

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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大阪府 泉南市 ① 第２３回ちびっこずもう泉南場所
青少年の健全育成とたくましい子ども達の成長を図るため、市内在住の小学１年生
から小学６年生までの男女及び泉南市スポーツ少年団加入者にて開催します。

11月4日 泉南市立市民体育館
泉南市青少年指導員協議会・
泉南市教育委員会

無料
教育委員会
生涯学習課青少年係
072-483-2582

大阪府 泉南市 ③
シルキーサウンズオーケストラ
「オータムコンサート」

ビッグバンドによる、ジャズの楽しさを、市民に楽しんで貰えるよう開催します。 11月10日 泉南市立文化ホール
泉南市文化協会・
泉南市立文化ホール

教育委員会生涯学習課
生涯学習推進係
072-483-2583

大阪府 泉南市 ③ ＡＢＣフェスティバル
劇団による楽しい催しと、歌や、楽器（トロンボーン）に親しんで貰い楽しいひと時を
過ごして頂けるように開催します。

11月11日 泉南市立文化ホール 泉南市ＡＢＣ委員会
教育委員会生涯学習課
生涯学習推進係
072-483-2583

大阪府 泉南市 ①
第３３回泉南市吹奏楽祭「せんなんブラスフェ
スティバル」

市内中学校吹奏楽部と市内吹奏楽団との交流を図るとともに、音楽の楽しさ、素晴
らしさを市民に伝えます。

11月18日 泉南市立文化ホール
泉南市青少年吹奏楽団・
泉南市教育委員会

無料
教育委員会生涯学習課
青少年係
072-483-2582

大阪府 泉南市 ② ふれあいﾌｫｰﾗﾑ 中学校区を対象とした地域フェスタを開催します。 10月21日 泉南中学校 泉南中学校区地域教育協議会 無料
教育委員会指導課
072-483-3671

大阪府 泉南市 ② ふれあいフェスタ 中学校区を対象とした地域フェスタを開催します。 10月28日 西信達中学校 西信達中学校区地域教育協議会 無料
教育委員会指導課
072-483-3671

大阪府 泉南市 ② フェスタしんだちのワッ！ 中学校区を対象とした地域フェスタを開催します。 10月28日 信達中学校 信達中学校区地域教育協議会 無料
教育委員会指導課
072-483-3671

大阪府 泉南市 ② リサイクル＆ふれあいデー 中学校区を対象とした地域フェスタを開催します。 10月5日 一丘中学校 一丘中学校区地域教育協議会 無料
教育委員会指導課
072-483-3671

大阪府 太子町 ①，③ 太子町文化祭
公民館クラブ、文化団体、一般の方が作成された作品の展示や、、民謡、踊り、など
の発表会を催し、文化団体や地域の人々との文化交流の場として開催します。

10月27日～10月28日 太子町立公民館他
太子町文化連盟・太子町教育委員
会

無料

太子町教育委員会事務局
生涯学習課
0721－98－5534
syougaigakusayuu@town.osaka-
taishi.lg.jp

大阪府 太子町 ① 竹内街道歴史資料館平成30年度企画展 竹内街道に関する企画展示を行います。 9月29日～12月2日
太子町立竹内街道歴史資料館　第2
展示室

太子町立竹内街道歴史資料館・
太子町教育委員会

太子町教育委員会事務局
生涯学習課
0721－98－5534
syougaigakusayuu@town.osaka-
taishi.lg.jp

大阪府 太子町 ① ふれあいTAISHI2018
町内の各種団体が出店する模擬店や各種イベントを通じて、親子、大人とこども、地
域の人々の交流の場を設定し、青少年の健全育成を図るとともに、地域の仲間づく
りを促進します。

11月11日 太子・和みの広場 ふれあいTAISHI実行委員会 無料

太子町教育委員会事務局
生涯学習課
0721－98－5534
syougaigakusayuu@town.osaka-
taishi.lg.jp

大阪府 大東市 ③ 第63回大東市民文化祭
文化の日を中心に第63回 大東市民文化祭を開催します。「秋を彩る」市民の皆さん
の舞台発表と自慢の作品が展示されます。

11月1日～4日 大東市立総合文化センター 大東市・大東市教育委員会 無料
大東市文化協会
TEL072-873-0810

大阪府 大東市 ①，③ 本のリサイクル展
除籍本や雑誌、寄贈された図書を市民の方々へ譲渡すると共に、図書館行事のア
ピール等を行います。

11月4日 大東市立総合文化センター 大東市立中央図書館 無料
【大東市立図書館HP】
http://www.librarydaito.jp
/

大東市立中央図書館
TEL072-873-3523

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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大阪府 大東市 ①，③ 2018年秋の古典文学講座 随筆「方丈記」を鑑賞します。 11月18日 大東市立総合文化センター 大東市立中央図書館 無料
【大東市立図書館HP】
http://www.librarydaito.jp
/

大東市立中央図書館
TEL072-873-3523

大阪府 大東市 ① おりがみ教室 事前申込不要のおりがみ教室です。季節にちなんだおりがみをします。 10月21日 生涯学習ルームまなび南郷 生涯学習ルームまなび南郷 無料
【大東市立図書館HP】
http://www.librarydaito.jp
/

大東市立西部図書館
TEL072-873-1451

大阪府 大東市 ① ボードゲームであそぼう！ ナンジャモンジャやナインタイルなどのボードゲームであそびます。 10月24日，11月14日 生涯学習ルームまなび南郷 生涯学習ルームまなび南郷 無料
【大東市立図書館HP】
http://www.librarydaito.jp
/

大東市立西部図書館　
TEL072-873-1451

大阪府 大東市 ① 本のリサイクル展 図書館で除籍した本をお譲りいたします。 11月11日 生涯学習ルームまなび南郷 大東市立西部図書館 無料
【大東市立図書館HP】
http://www.librarydaito.jp
/

大東市立西部図書館
TEL072-873-1451

大阪府 大東市 ③ 0歳から楽しむファミリーコンサート
楽器の生演奏を聴きながら、赤ちゃんやお子様と一緒に歌ったり、リズムをとったり、
心とからだで自由に感じる笑顔いっぱいのコンサートです。

10月21日
大東市立文化ホール
多目的小ホール

大東市文化協会

大東市文化協会
TEL 072-873-0810
総合文化センター　
TEL072-873-0030

大阪府 大東市 ③ ハロウィンおたのしみデイズ2018
文化センター全館を使った、ハロウィン特別企画。工作やスタンプラリー、お楽しみな
企画が盛りだくさん。

10月21日
大東市立総合文化センター
全館

大東市立総合文化センター
（サーティホール、公民館、中央図
書館）

【大東市立総合文化セン
ターHP】
http://www.daito-30.jp

大東市立総合文化センター　
TEL072-873-0030

大阪府 大東市 ③
「大東のだんじりまつり」写真コンテスト～あ
なたが未来に残したいまちの風景

平成30年度開催の市内で撮影された「だんじりまつり」の“あなたが未来に残したい
まちの風景”をテーマを表現した写真を募集します。
人々のふれあい、まちの表情など、だんじりの魅力を伝える意欲的なショットをお待
ちしています。

11月21～12月5日
大東市立総合文化センター
エントランス

大東市立総合文化センター
【大東市立総合文化セン
ターHP】
http://www.daito-31.jp

大東市立総合文化センター
TEL072-873-0030

大阪府 大東市 ①
だいとう人財問屋活用講座
ゆっくりパソコンシリーズ
エクセル講座（初級実践編）

エクセル初級の方を対象とした講座で、白紙の状態から様々な表やグラフを作る実
践的な内容。

11月12日, 15日, 19日, 
22日, 26日, 29日

大東市立生涯学習センター
アクロス

大東市立生涯学習センター
アクロス

大東市立生涯学習セン
ターアクロスＨＰ
http://www.daito-
across.jp/

大東市立生涯学習センター
アクロス
TEL072-869-6505

10月頃
ホームページ
更新予定

大阪府 大東市 ①
音楽×運動＝太鼓演奏を楽しく学ぶ
「太鼓会」

初心者・未経験者でも安心して参加できる内容で、実際に叩きながら太鼓演奏を学
びます。

10月28日,11月4日 大東市立文化情報センターDIC21
大東市立生涯学習センター
アクロス

大東市立生涯学習セン
ターアクロスＨＰ
http://www.daito-
across.jp/

大東市立生涯学習センター
アクロス
TEL072-869-6505

10月頃
ホームページ
更新予定

大阪府 大東市 ①，③
NHK公開講演会　
「藤田嗣治　―郷愁と敬虔の画業をたどる
―」

京都国立近代美術館で開催される「没後50年　藤田嗣治展」（10月19日～12月16
日）の関連イベントとして、NHK公開講演会を実施。展覧会では、藤田の代名詞でも
ある≪乳白色の裸婦≫の代表作のほか、初来日となる作品やこれまで紹介される
機会の少なかった作品などを一堂に展覧します。
本講演会では展覧会のみどころや作品紹介をします。

10月26日 大東市立生涯学習センターアクロス
大東市立生涯学習センター
アクロス、NHK大阪放送局

大東市立生涯学習セン
ターアクロスＨＰ
http://www.daito-
across.jp/

大東市立生涯学習センター
アクロス
TEL072-869-6505

10月頃
ホームページ
更新予定

大阪府 大東市 ①
DIC小劇場
「みんなの学校」（2014年）

映画「みんなの学校」を上映。
大空小学校がめざすのは、「不登校ゼロ」。ここでは、特別支援教育の対象となる障
害がある子も、自分の気持ちをうまくコントロールできない子も、みんな同じ教室で学
びます。

11月11日 大東市立文化情報センターDIC21
大東市立生涯学習センター
アクロス

大東市立生涯学習セン
ターアクロスＨＰ
http://www.daito-
across.jp/

大東市立生涯学習センター
アクロス
TEL072-869-6505

10月頃
ホームページ
更新予定

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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大阪府 大東市 ① だいとうアクロス・歴史文化カレッジ【後期】

大東市を中心に河内の歴史・文化の最新の研究成果を学びます。
前期３コースに続いて、後期４コースの受講者を募集。
Ⅰ. 第２日曜日・岡村喜史さん
　　「　河内における浄土真宗について　」
Ⅱ. 第３土曜日・天野忠幸さん
「　歴代飯盛城主列伝　」
Ⅲ.　第1火曜日・生駒孝臣さん
　「　源平合戦・南北朝内乱と河内武士団　
～　楠木武士団の黎明と盛衰　～　」
Ⅳ.  第３月曜日・大畑博嗣さん
「　大東市の文化財　～　西部　中部　東部　～　」

Ⅰ.
10月14日,11月11日,
12月9日,1月13日,
2月10日
Ⅱ.
10月20日,11月17日,
12月15日
※会場DIC
1月12日,2月16日
Ⅲ.
10月2日,11月6日,
12月4日,1月8日,
2月5日
Ⅳ.
10月15日,11月19日,
12月17日

大東市立生涯学習センターアクロス

大東市立文化情報センターDIC21

大東市教育委員会、摂河泉地域
文化研究所、大東市立歴史民俗
資料館、大東市立生涯学習セン
ターアクロス

大東市立生涯学習セン
ターアクロスＨＰ
http://www.daito-
across.jp/

大東市立生涯学習センター
アクロス
TEL072-869-6505

10月頃
ホームページ
更新予定

大阪府 大東市 ①.③
寝屋川流域の村―東家文書から見る諸福村
の歴史―

大東市史編纂史料集8『諸福村東家文書』の出版を記念し、史料集に掲載されてい
る古文書を中心に、諸福村の歴史を紹介します。

10月6日～12月2日 大東市立歴史民俗資料館
大東市教育委員会・
大東市立歴史民俗資料館

無料 http://www.rekisupo.com
大東市立歴史民俗資料館
TEL072-876-7011

大阪府 大東市 ③ ハロウィンで仮装しよう 親子でハロウィンの仮装を自作/自演することで欧米の文化的行事に親しむ 10月28日 大東市立東部図書館 大東市立東部図書館 無料
http://www.librarydaito.jp
/

大東市立東部図書館
TEL072-812-6768

大阪府 大東市 ④ 折り紙ヒコーキを作って飛ばそう 空気抵抗、揚力など科学的要素も学習しながら良く飛ぶ飛行機を作り、飛ばす 11月11日 大東市立東部図書館 大東市立東部図書館 無料
http://www.librarydaito.jp
/

大東市立東部図書館
TEL072-812-6768

大阪府 大東市 ① 点字体験教室 点字器の取り扱いを体験することで、視覚障がい者学習を行う 11月18日 大東市立東部図書館 大東市立東部図書館 無料
http://www.librarydaito.jp
/

大東市立東部図書館
TEL072-812-6768

大阪府 大東市 ① 大阪産業大学市民講座 市民講座の開講
10/27～12/1
(毎週土曜日)

大阪産業大学　本館3階 大阪産業大学　地域社会連携課 無料

【市民講座】
http://www.osaka-
sandai.ac.jp/rs/society/l
e

大阪産業大学地域社会連携課
「市民講座」係　072-875-3001

大阪府 大東市 ③ 学園創立90周年事業　「青柳美扇」 「青柳美扇」書道パフォーマンス 10月30日
大阪産業大学
多目的ホール

大阪産業大学　学会
大阪産業大学学会　
072-875-3001(内線2815)

大阪府 高石市 ①，③ 市民文化祭 市内で活動されている文化団体が作品展、演奏会、舞踊の披露等を行います。 11月1日～11月17日 アプラたかいし 高石市 無料

【高石市ホームページ社
会教育課】
http://www.city.takaishi.l
g.jp/kakuka/kyouiku/syak
aikyouiku__ka/index.html

高石市教育委員会社会教育課
072-275-6437

大阪府 高槻市 ①，④ 企画展「ひっつきむし」
種子散布戦略の１つである付着散布の代表格であり、身近な植物である「ひっつき
むし」を標本やパネル等を展示し、種子散布について紹介します。

10月6日～12月16日
あくあぴあ芥川
１階企画展示スペース

高槻市立自然博物館 無料
高槻市立自然博物館
（あくあぴあ芥川）
072－692-5041

庁内担当
地域教育青少年課
072-674-7654

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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大阪府 高槻市 ①
森のキッズﾙｰﾑそうべえ　
第3回オーバーナイト！56(ゴロ)ベンチャー

小学5、6年生を対象とした宿泊キャンプ事業です。「森でおもいきり楽しむ」こと、そ
のためにひとりひとりが「やってみたいこと」を考え、実現していくプログラムです。

10月20日
11月3日・4日
11月18日

富田青少年交流センター
摂津峡青少年キャンプ場

富田青少年交流センター 無料

高槻市教育委員会教育管理部
地域教育青少年課
富田青少年交流センター
072-694-5454

大阪府 高槻市 ①，④
自然と本と博物館
～むしとうんこと自然について～

生き物大好き・好奇心全開の子どもだった著者が、自身の出会った本と自然、そして
大人になってから関わった本づくりの裏話までをたっぷりお話します。

10月20日
あくあぴあ芥川
3階多目的ホール

高槻市立
自然博物館

無料
高槻市立自然博物館
（あくあぴあ芥川）
072－692-5041

要事前申込
（10月3日　午前9時～
　申込み方法：電話
　申込み順30人）
庁内担当
地域教育青少年課
072－674－7654

大阪府 高槻市 ①，④ あくあぴあのおはなし会 生きものがテーマのおはなし会です。 10月24日
あくあぴあ芥川
3階多目的ホール

高槻市立
自然博物館

無料
高槻市立自然博物館
（あくあぴあ芥川）
072－692-5041

当日先着順40人
庁内担当
地域教育青少年課
072－674－7654

大阪府 高槻市 ① マジックで楽しむコミュニケーション！
マジックショーを鑑賞しながら、マジックをコミュニケーションツールとして、相手を思
いやる心と自分の気持ちを伝えることの大切さを学ぶ

11月3日
春日ふれあい
文化センター

春日青少年交流センター 無料

高槻市教育委員会教育管理部
地域教育青少年課
春日青少年交流センター
072－676－7123

大阪府 高槻市 ①，④
あくあぴあの研究活動報告会
鳥類＆外来水草編

芥川に生息する鳥類の長期調査から分かった生態や食性、特定外来生物の駆除事
業の実績や課題について分かりやすく解説します。

11月4日
あくあぴあ芥川
3階多目的ホール

高槻市立自然博物館 無料
高槻市立自然博物館
（あくあぴあ芥川）
072－692-5041

要事前申込
（10月3日　午前9時～
　申込み方法：電話
　申込み順30人）
庁内担当：
地域教育青少年課
072－674－7654

大阪府 高槻市 ① 人権ばらえてぃセミナー
子どもの健やかな成長を支え、子どもの尊厳と人権を守るために大人が集い、学
び、つながり、人権感覚を身につけ行動することを目的に、5回連続の人権教育講座
を実施する。

11月9日、16日、30日
12月7日、14日

高槻市総合センター
14階C1401会議室

高槻市教育委員会
高槻市PTA協議会

無料
高槻市教育委員会
教育管理部地域教育青少年課
072-674-7654

大阪府 高槻市 ①，④
子どもワークショップ
「くらべて　ならべて　いろんなタネ」

博物館で研究されている「分類」に着目し、自分だけのルールで植物の種子を仲間
分けをしてみる、子ども向けワークショップです。

11月10日、11日
あくあぴあ芥川
2階水族展示コーナー

高槻市立
自然博物館

無料
高槻市立自然博物館
（あくあぴあ芥川）
072－692-5041

当日先着順56人
（1日7回、各回8人）
庁内担当
地域教育青少年課
072－674－7654

大阪府 高槻市 ①，③ はばたくこども会展
こども会の子どもたちによる夏休みの自由研究や地域活動の報告などを展示しま
す。

11月10～11月12日
高槻市立
生涯学習センター

高槻市こども会連合会 無料
高槻市こども会連合会
072－676－1813

毎週木曜日
午後1時～5時
庁内担当
地域教育青少年課
072－674－7654

大阪府 高槻市 ①，④
自然観察会
「秋の木の実」

木の実を中心に秋の植物を観察します。 11月11日 摂津峡など
高槻市立
自然博物館

無料
高槻市立自然博物館
（あくあぴあ芥川）
072－692-5041

要事前申込
（11月3日　午前9時～
　申込み方法：電話
　申込み順30人）
小学生以上
（小学生は保護者同
伴）
庁内担当：
地域教育青少年課
072－674－7654

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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大阪府 高槻市 ①，③ こども大会 こども会活動で練習している合唱、合奏及びダンス等の成果を舞台で発表します。 11月11日
高槻市立
生涯学習センター

高槻市こども会連合会 無料
高槻市こども会連合会
072－676－1813

毎週木曜日
午後1時～5時
庁内担当
地域教育青少年課
072－674－7654

大阪府 高槻市 ①
子ども・若者育成支援強調月間
高槻市民の集い

内閣府が提唱する11月の「子ども・若者育成支援強調月間」における取組として、
「高槻市民の集い」を開催し、青少年の健全育成に資する講演会を実施します。

11月17日
高槻市立
生涯学習センター

高槻市教育委員会
高槻市青少年指導員協議会

無料
高槻市教育委員会
教育管理部地域教育青少年課
072－674－7654

大阪府 高槻市 ①
防災講座「知恵を蓄え生き抜こう！
発災後サバイバル術」

概ね29歳までの青少年、関心のある方が対象の事業です。災害時に役立つアウトド
アの知恵や古武術を活用した抱っこ・おんぶの方法等、発災後に生き抜く術を実践
的に学ぶ講座です。

11月18日 クロスパル高槻 青少年センター 無料

高槻市教育委員会教育管理部
地域教育青少年課青少年セン
ター
072-685-3724

大阪府 高槻市 ①，④
自然観察会
「芥川の石ころ」

高槻北部の山で、特徴的な地質を見学したあと、芥川の河川敷で岩石を観察しま
す。

11月23日 摂津峡など
高槻市立
自然博物館

無料
高槻市立自然博物館
（あくあぴあ芥川）
072－692-5041

要事前申込
（11月3日　午前9時～
　申込み方法：電話
　申込み順30人）
小学生以上
（小学生は保護者同
伴）
庁内担当
地域教育青少年課
072－674－7654

大阪府 高槻市 ①，③
高槻市立今城塚古代歴史館・しろあと歴史
館秋季合同特別展「藤原鎌足と阿武山古墳」

　高槻市西部の阿武山古墳とその被葬者として有力視されている藤原鎌足に焦点
を当てた合同特別展を開催します。
 第1会場となる今城塚古代歴史館では、「藤原鎌足の足跡をたどる」と題し、鎌足の
活躍した時代の宮都や寺院から出土した考古資料、昭和9年の発掘調査時の貴重
な古写真をパネルで紹介します。
 第2会場のしろあと歴史館では、「藤原鎌足の姿・三島の大織冠信仰」と題し、後の
世に理想的な功臣として神格化された鎌足の肖像画や木像、茨木市の安威地域に
伝わる信仰を紹介します。

10月6日～12月2日

第１会場：
高槻市立今城塚古代歴史館
（大阪府高槻市郡家新町48-8）

第２会場：
高槻市立しろあと歴史館
（大阪府高槻市城内町1-7）

高槻市教育委員会
教育管理部文化財課

http://www.city.takatsuki
.osaka.jp/rekishi_kanko/r
ekishi/rekishikan/shiroat
o/

高槻市立今城塚古代歴史館
(072)682-0820

高槻市立しろあと歴史館
(072)673-3987

開館について
10:00～17:00
（入館は16:30まで）
休館日：月曜日
※10月8日(祝)は開
館、翌9日(火)は休館
観覧料
一般200円、小・中学
生100円（2館共通）　
関西文化の日（11月
17日（土）・18日（日））
は無料

大阪府 高槻市 ③ えほんでつづる音楽会　vol.2
０才から３才までの乳幼児が親子で一緒に参加できる音楽会。うた、ピアノ、絵本を
楽しめます。

10月28日 芥川公民館 芥川公民館 無料
芥川公民館
072-683-1423

事前申込み
(10/5～申込順)

大阪府 高槻市 ①，③ 真上地区コミュニティ文化祭
真上地区コミュニティ協議会との共催事業で地域、公民館が一丸となり、舞台発表
や作品展示の運営をおこないます。

11月18日 真上公民館
真上地区コミュニティ協議会、
真上公民館

無料

http://www.city.takatsuki
.osaka.jp/kakuka/kyoikuk
anribu/kominkan/gyomua
nnai/makami/index.html

真上公民館
072-683-2509

大阪府 高槻市 ①，③ 第33回南大冠東地区文化祭
南大冠東地区住民会議との共催による文化祭（公民館サークル、地域住民、園児、
小・中学校児童生徒の作品展示など）

11月10日～11日 南大冠公民館他
南大冠東地区住民会議、
南大冠公民館（共催）

無料
南大冠公民館
072-673-1477

大阪府 高槻市 ①，③ 第11回今城塚公民館文化祭
今城塚公民館を利用しているサークルの日頃の成果発表として作品展示・舞台発
表・体験コーナーを展開します。サークル間の親睦を深め、市民・地域の方々に参加
いただき交流を広げます。

11月10日～11日 今城塚公民館
今城塚公民館、
文化祭実行委員会

今城塚公民館
072-683-3331

お茶席・食事と一部の
体験コーナーは有料

大阪府 高槻市 ①，③ 城内フェスタ2018
公民館利用グループが日頃の成果を発表する場として、舞台発表や作品展示等を
行います。

10月20日～21日 城内公民館
城内公民館、
城内フェスタ実行委員会

無料
城内公民館
072-671-4644

大阪府 高槻市 ①，③ 第９回阿武山公民館文化祭
阿武山公民館で活動されているサークルの日頃の成果を発表・展示します。
コーラスやギター、キッズダンス、着付け等の発表の部、陶芸や絵画、ガーデニン
グ、絵手紙等の展示の部、お茶席・喫茶コーナーもあります。

11月4日 阿武山公民館
阿武山公民館、
文化祭実行委員会

阿武山公民館
072-693-0188

お茶席・喫茶コーナー
は有料
お茶席は、事前申込
が必要

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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大阪府 高槻市 ②
スクールフェスタたかつき2018
小学生音楽交流会～けやき音楽祭～

高槻市立小学校の代表校が歌や演奏を発表します。 11月30日 高槻市現代劇場中ホール
高槻市
高槻市教育委員会

無料
高槻市教育委員会
教育指導課
072-674-7631

大阪府 高槻市 ②
スクールフェスタたかつき2018
中学生交流会

市内中学校の障がいのある生徒とその仲間による舞台発表や意見交流等を行いま
す。

12月1日
高槻市生涯学習センター
多目的ホール

高槻市
高槻市教育委員会

無料
高槻市教育委員会
教育指導課
072-674-7631

大阪府 高槻市 ②
スクールフェスタたかつき2018
中学生主張大会

中学生が体験や社会の一員として日頃考えていることを発表し、 ものの見方や考え
方をより深め、 中学生の社会参加への意識高揚と健全育成を図ることを目的として
実施します。

12月1日
高槻市現代劇場
4F 集会室

高槻市
高槻市教育委員会

無料
高槻市教育委員会
教育指導課
072-674-7631

大阪府 高槻市 ②
スクールフェスタたかつき2018
読書感想文コンクール表彰式

高槻市読書感想文コンクールの表彰式を行います。 12月1日
高槻市現代劇場
4F 集会室

高槻市
高槻市教育委員会

無料
高槻市教育委員会
教育指導課
072-674-7631

大阪府 高槻市 ②
スクールフェスタたかつき2018
英語スピーチ大会

暗誦、スキット、スピーチなどの英語プレゼンテーション大会を行います。 12月1日
高槻市文化ホール
3F レセプションルーム

高槻市
高槻市教育委員会

無料
高槻市教育委員会
教育指導課
072-674-7631

大阪府 高槻市 ① 大阪医科大学市民看護講座
「子どもの安全、地域で見守り～誰でも子どもサポーター」
子どもの世界を知るとともに子どもに起こりやすい事故とその対処について学び、子
どもの健やかな成長と安全を守るための地域づくりを考える機会とします。

11月3日 大阪医科大学看護学部講堂
大阪医科大学
看護学実践研究センター

無料
http://www.osaka-
med.ac.jp/

政策経営室
072-674-7392

要事前申込
（10/3～申込順）
※定員に達しなかった
場合、当日参加可

大阪府 高槻市 ③ 平成３０年度高槻市文化祭
文化の日を中心に、市及び市内の文化団体が文化芸術に関する催しを計３７事業を
実施します。

10月6日～11月12日
高槻現代劇場、
高槻市立生涯学習センター
他

高槻市、高槻市教育委員会、
高槻市文化祭実行委員会

【高槻市文化祭HP】
http://www.city.takatsuki
.osaka.jp/kakuka/shimin/
bunkasp/gyomuannai/bu
nkagyomuannai/bunka_ive
nt/bunka_sai/index.html

高槻市市民生活部
文化スポーツ振興課
072-674-7414

大阪府 高槻市 ① けやきの森市民大学　秋期講座

・大阪成蹊大学・短期大学公開講座「摂津国を歩いてみましょう」
・同志社大学提携講座「タイトル未定」
・龍谷大学提携講座「目で見る仏教の昔ばなし２」
・関西大学公開講座「三国志の英雄たち」
・ＮＨＫ大阪放送局提携講座「テレビ番組はこうして作られる」

10月11日～12月6日
高槻市立生涯学習センター
3階　研修室ほか

高槻市
高槻市立生涯学習センター
℡072-674-7700

大阪府 高槻市 ①,③
大阪音楽大学公開講座「音楽の宝石箱～
様々な輝きとの出会い～」

コンサート形式の講座です。ピアノ、ギター、歌、オペラといった様々な楽器・音楽の
歴史や魅力について、ホールで生演奏を聴きながら学びます。

10月5日、19日、11月9
日、30日

高槻市立生涯学習センター
2階　多目的ホールほか

高槻市
高槻市立生涯学習センター
℡072-674-7700

大阪府 高槻市 ① NHK公開講演会 「『太陽の塔展』見どころ紹介」 10月1日
高槻市立生涯学習センター
2階　多目的ホール

高槻市 無料
高槻市立生涯学習センター
℡072-674-7700

大阪府 高槻市 ③ ランチタイム・ロビーコンサート
高槻音楽家協会の協力により、高槻市で活躍されている音楽家のみなさんに出演し
ていただき、クラシック音楽を中心に開催します。

11月28日
高槻市立生涯学習センター
1階　ロビー

高槻市 無料
高槻市立生涯学習センター
℡072-674-7700

大阪府 高槻市 ③ 高槻市民寄席
噺の会じゅげむの協力により、高槻市で活躍されている落語愛好家のみなさんに出
演していただき、市民寄席を開催します。

11月19日
高槻市立生涯学習センター
1階　展示ホール

高槻市 無料
高槻市立生涯学習センター
℡072-674-7700

大阪府 高槻市 ①，④
京都大学防災研究所阿武山観測所 地震サ
イエンスミュージアムDAY2018【京大ウィーク
ス2018】

「地殻変動連続観測」に焦点を当て、観測機器等の展示を増設し、特別レクチャーを
実施します。また最新の地震観測「満点計画」の成果、サイエンスミュージアム活動
の動向の紹介と意義についてレクチャーを設けます。

11月3日
11月4日

阿武山観測所 京都大学防災研究所 無料
阿武山観測所
http://abuyama.com

防災研究所　 阿武山観測所 
E-mail： info＊abuyama.com （＊を
@に変えてください）
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大阪府 高槻市 ① 保護者のための学習会
「幼児期の子どもへのソーシャルスキル指導」と題し、人との関わりの中でよく使うこ
とばをどのようにして練習し、覚えていくかを学んで頂きます。

10月23日
大阪医科大学
ＬＤセンター

大阪医科大学　ＬＤセンター

大阪医科大学 LDセン
ターHP
http://www.osaka-
med.ac.jp/deps/ldc/index
.html

大阪医科大学LDセンター
072-683-1221（代表）

大阪府 高槻市 ① 発達障害の早期支援を学ぶ講演会
「幼児期の発達障害のある子どもへのコミュニケーション」と題し、発達障害を疑う子
どもの言語・コミュニケーションの様子をどうとらえるか、そこからわかる子どもの状
態と具体的な手立ての方法について学んで頂きます。

10月27日
大阪医科大学
看護学部講堂

大阪医科大学　ＬＤセンター

大阪医科大学 LDセン
ターHP
http://www.osaka-
med.ac.jp/deps/ldc/index
.html

大阪医科大学LDセンター
072-683-1221（代表）

大阪府 高槻市 ① 教師力を高める研修会
「ソーシャルスキルトレーニングの理解と実際」と題し、ソーシャルスキルとはどんな
スキルを言い、どのような活動をするとソーシャルスキルが育てられるかを学んで頂
きます。

10月27日
大阪医科大学
看護学部講堂

大阪医科大学　ＬＤセンター

大阪医科大学 LDセン
ターHP
http://www.osaka-
med.ac.jp/deps/ldc/index
.html

大阪医科大学LDセンター
072-683-1221（代表）

大阪府 高槻市 ① 保護者のための学習会
「幼児期に経験する身体の動きは学習や社会性の土台」と題し、姿勢の保持や身体
の動きについて考え、家庭でどのような経験をさせたり、援助をしたりすればよいの
かについて学んで頂きます。

10月30日
大阪医科大学
LDセンター

大阪医科大学　ＬＤセンター

大阪医科大学 LDセン
ターHP
http://www.osaka-
med.ac.jp/deps/ldc/index
.html

大阪医科大学LDセンター
072-683-1221（代表）

大阪府 高槻市 ① 第7回大阪医科大学市民看護講座
高槻市民および本学学生、関連施設の医療従事者等を対象に講師を招聘し、『子ど
もの安全、地域で見守り～誰でも子どもサポーター～』をテーマに講演、実技指導
（定員あり）します。

11月3日
大阪医科大学
看護学部講堂

大阪医科大学　看護学部 無料

大阪医科大学 看護学部
HP
http://www.osaka-
med.ac.jp/deps/dns/inde
x.html

看護学実践研究センター　
072-684-6782

大阪府 高槻市 ②，③ 第53回　大薬祭
学生が主体となり、クラブの活動報告、展示、模擬店の出店や地域住民も参加可能
なイベント等を開催します。

11月3日，4日 大阪薬科大学
大阪薬科大学　大薬祭実行委員
会

無料
大阪薬科大学学生課
072-690-1014

大阪府 高槻市 ① サテライトセミナー
各回のテーマに沿った内容を基礎から応用にわたって学習する、少人数演習形式
のセミナーです。

11月4日 大阪薬科大学サテライト研修室 大阪薬科大学

大阪薬科大学
サテライトセミナーHP
http://www.oups.ac.jp/ko
uza/satellite/index.html

大阪薬科大学
臨床教育・研究支援課
072-690-1101

大阪府 高槻市 ① 教師力を高める研修会
｢発達障害のある子どもにタブレット端末を使ってどのように学習支援ができるか」と
題し、特別支援教育におけるＩＣＴ活用について学んで頂きます。

11月10日
大阪医科大学
新講義実習棟

大阪医科大学　ＬＤセンター

大阪医科大学 LDセン
ターHP
http://www.osaka-
med.ac.jp/deps/ldc/index
.html

大阪医科大学LDセンター
072-683-1221（代表）

大阪府 高槻市 ① 幼児期の発達障害支援を学ぶ講演会
「保育所･幼稚園で行いたい支援と配慮」と題し、発達障害を疑う子ども、ことばの遅
れがある子どもをどう援助するかを学んで頂きます。

11月10日
大阪医科大学
新講義実習棟

大阪医科大学　ＬＤセンター

大阪医科大学 LDセン
ターHP
http://www.osaka-
med.ac.jp/deps/ldc/index
.html

大阪医科大学LDセンター
072-683-1221（代表）

大阪府 高槻市 ①
薬剤師のためのフィジカルアセスメントセミ
ナー（ベーシック編）

薬剤師に必要なフィジカルアセスメントの基礎知識の講義のほか、アネロイド式血圧
計を用いた血圧測定及び心音の聴診、簡易心電計を用いた心電図の基本などを学
ぶ演習形式のセミナーです。

11月11日 大阪薬科大学 大阪薬科大学

大阪薬科大学 薬剤師の
ためのフィジカルアセスメ
ントセミナーHP
http://www.oups.ac.jp/ko
uza/physical/index.html

大阪薬科大学
臨床教育・研究支援課
072-690-1101

大阪府 高槻市 ② 中学生職場体験学習

中学校からの依頼を受け、図書館の業務（貸出・返却・受入・装備・配架、学術雑誌
の製本準備、文献複写依頼の受付など）を3日間実際に体験してもらいます。図書館
についての理解をより深めてもらうために「図書館利用案内」を用い、各種サービス
の説明後、図書館や資料展示室を案内します。

11月14～16日 大阪薬科大学図書館 大阪薬科大学 無料
大阪薬科大学
図書・情報課
072-690-1000（代表）

大阪府 高槻市 ①
平成３０年度
第４回大阪医科大学市民公開講座

地域社会の知的向上と医学知識等の普及を図ることを目的に、市民を対象とした公
開講座を実施します。第4回は『話題てんこ盛りの放射線治療』という演題の公開講
座を開催します。看護相談・お薬相談会も実施します。

11月17日
大阪医科大学
新講義実習棟

大阪医科大学 無料

学校法人大阪医科薬科
大学 市民公開講座
https://www.omp.ac.jp/le
cture/2018.html

大阪医科大学
総務課
072-683-1221（代表）

事前申込不要
先着190名
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大阪府 高槻市 ① 保護者のための学習会
｢手先が不器用な子どもの理解と支援を考える」と題し、環境調整を含む援助の仕方
を考え、合理的配慮にもなる今すぐ役立つ工夫と、子どものできないことについてど
うアプローチしていくかを学んで頂きます。

11月20日
大阪医科大学
ＬＤセンター

大阪医科大学　ＬＤセンター

大阪医科大学 LDセン
ターHP
http://www.osaka-
med.ac.jp/deps/ldc/index
.html

大阪医科大学
LDセンター
072-683-1221（代表）

大阪府 高槻市 ①、③
大阪音楽大学公開講座
音楽の宝石箱

高槻市と大阪音楽大学が連携して行う音楽講座。全４回の講座で、11月9日は、木
村寛仁教授によるユーフォニアムの演奏とお話。

11月9日
高槻市立生涯学習センター 多目的
ホール

高槻市・大阪音楽大学 http://daion.ac.jp
高槻市立生涯学習センター
072-674-7700

大阪府 田尻町 ①，③ 公民館まつり
公民館利用者連絡協議会クラブによる舞台発表と作品展示を行います。公民館との
共催事業です。

11月10日～12日 田尻町立公民館 公民館まつり実行委員会 無料
田尻町立公民館
072-466-0030

大阪府 忠岡町 ③ 忠岡町ふれあいフェスティバル 会館利用の披露部門クラブ生の練習成果を発表する。 11月4日 忠岡町文化会館 忠岡町文化協会 無料
http://www.town.tadaoka
.osaka.jp/

0725-33-1151

大阪府 忠岡町 ① 忠岡町こどもカーニバル
毎年11月3日（文化の日）にグラウンドで各地区のこども会が集まり、様々なゲーム
やビンゴ等を行い交流する。

11月3日 忠岡町民グラウンド 忠岡町こども会育成者協議会 無料
0725-22-1122
（内線：285）

大阪府 忠岡町 ③ 忠岡町民音楽祭 町内で活動する音楽団体の出演とゲストを迎えた音楽祭を開催する。 11月18日 ふれあいホール 忠岡町文化協会 無料 0725-33-1151

大阪府 千早赤阪村 ③ ふれあい展・コンサート

　千早赤阪村の文化の祭典。
　千早赤阪村在住・在勤の個人、グループ、村立幼・小・中学校等の手作り作品の展
示、コーラス、楽器演奏、踊り等の披露が行われ、同時に、手作り作品体験コー
ナー、抹茶コーナー、学校給食コーナー、手作り作品の即売コーナーなどもあり、村
の文化の振興、発展に寄与している。

11月24日（土）、25日
（日）

くすのきホール
ふれあい展・コンサート実行委員
会

無料
千早赤阪村教育委員会
事務局教育課
0721-72-1300（直通）

物販等一部有料

大阪府 千早赤阪村 ③
金剛山

こ ご せ

の里　棚田夢灯り×アートフェスティ

バル2018

　日本の棚田百選のひとつである千早赤阪村の「下赤阪の棚田」を約3千個の灯ろう
で灯す。（平成２１年１１月から毎年開催、昨年度は台風被害により中止）
　今年度から新たな実行委員会による『感じよう、再自然。』をキャッチワードに、地
域内外のアーティストを募り、音楽や芸術作品等を通じて、千早赤阪村に残る自然
の魅力や健康で共に支えあい安心して暮らせるライフスタイルを発信するとともに、
参加型のイベントとして、地域内外の交流を図ることで理解と親しみを深め、移住定
住を促進するきっかけづくりを行うことを目標に実施します。

11月10日（土）※雨天中
止

下赤阪の棚田
金剛山の里　棚田夢灯り×アート
フェスティバル2018実行委員会

https://sites.google.com/
view/yumeakari-
artfestival

千早赤阪村　観光・産業振興課
0721-72-0081（代）
https://m.facebook.com/Yumeaka
riArtFestival/ からも問い合わせ可

物販等一部有料
※実施に向け調整中

大阪府 千早赤阪村 ① ちはや星と自然のミュージアム星空観察会
金剛山稜部大阪府民の森ちはや園地内の博物展示施設ちはや星と自然のミュージ
アムで、この季節に観察できる天文（惑星、星雲、星団等）を400mmの反射望遠鏡で
観察していただきます。

11月3日 大阪府民の森ちはや園地 一般財団法人大阪府みどり公社
http://osaka-
midori.jp/mori/chihaya/

ちはや星と自然のミュージアム
0721-74-0056

1か月前から電話で受
付　参加費700円
近隣施設での宿泊要

大阪府 豊中市 ① 人権教育をすすめる市民の集い 市民等の人権感覚を高め、人権文化の輪を広げる。 11月9日 アクア文化ホール 人権教育推進委員協議会 無料 人権教育課　6858-2580

大阪府 豊中市 ① 第34回青少年健全育成市民のつどい
青少年健全育成について広く市民への広報と啓発を図ることを目的に、各中学校区
青少年健全育成会の実践発表及び講師による講演を行います。

11月15日 豊中市立文化芸術センター中ホール 豊中市青少年健全育成会 無料
https://www.city.toyonak
a.osaka.jp/kosodate/kyo_i
in/jidoseito/SHIMIN.html

豊中市教育委員会事務局
児童生徒課
06-6866-0101

大阪府 豊中市 ③ ほたるシネマ 映画会 10月24日 蛍池公民館 蛍池図書館・蛍池公民館 無料
http://www.lib.toyonaka.o
saka.jp/index.html

06-6840-8000

大阪府 豊中市 ① レコード展 所蔵レコード資料を中心に音楽に関する資料を展示 11月1日～11月28日 高川図書館 豊中市立高川図書館 無料
http://www.lib.toyonaka.o
saka.jp/index.html

06‐6336‐6901

大阪府 豊中市 ①
音楽に関する資料・
本の展示…本・ＣＤを中心に

図書館内の展示スペースで音楽に関する資料を展示・貸出 10月3日～10月31日 野畑図書館 豊中市立野畑図書館 無料
http://www.lib.toyonaka.o
saka.jp/index.html

06-6845-2400

大阪府 豊中市 ① 豊中四中夜間学級作品展 四中夜間学級の生徒さんが授業で作った作品の展示 9月29日～10月24日 野畑図書館 豊中市立野畑図書館 無料
http://www.lib.toyonaka.o
saka.jp/index.html

06-6845-2400

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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大阪府 豊中市 ①
合唱。コーラス。　みんなで奏でるハーモニー　
（図書やＣＤの展示）

とよなか音楽月間事業　図書館展示スペースで音楽（合唱・コーラス）に関する資料
を展示します

10月1日～31 蛍池図書館 蛍池図書館 無料
http://www.lib.toyonaka.o
saka.jp/index.html

06-6840-8000

大阪府 豊中市 ①
音楽に関する資料・本の展示…楽譜・ＣＤを
中心に

とよなか音楽月間事業　図書館内の展示スペースで音楽に関する資料を展示・貸出
します。

11月1日～11月29日 岡町図書館 岡町図書館 無料
http://www.lib.toyonaka.o
saka.jp/index.html

06-6843-4553

大阪府 豊中市 ③ 山田洋次ライブラリー講読会
岡町図書館の「名誉市民・山田洋次ライブラリー」に所蔵する資料を監督の様々なエ
ピソードを交えながら紹介し、本や映画について語り合う連続講座。

10月19日・11月16日 岡町図書館 岡町図書館 無料
http://www.lib.toyonaka.o
saka.jp/index.html

06-6843-4553

大阪府 豊中市 ①
ビジネスゼミナール
「ちょっとだけ創業を身近に～創業のイロハ
の「イ」を学ぼう～」

図書館における「暮らしの課題解決サービス」の一環である「ビジネス・就労支援」の
一つとして定期的に開催している講座。

10月21日（日） 岡町図書館
読書振興課・産業振興課・
日本政策金融公庫

無料
http://www.lib.toyonaka.o
saka.jp/index.html

06-6843-4553

大阪府 豊中市 ① 子ども読書活動交流会 子どもの読書活動に関わる人の交流会 11月14日（水） 千里図書館 岡町図書館 無料
http://www.lib.toyonaka.o
saka.jp/index.html

06-6843-4553

大阪府 豊中市 ① 音楽と仕事（図書の展示） 図書館内の展示スペースで音楽と仕事に関する資料を展示・貸出 11月1日～11月29日 千里図書館 豊中市立千里図書館 無料
http://www.lib.toyonaka.o
saka.jp/index.html

06-6831-0225

大阪府 豊中市 ① 音楽と芸術についての子どもの本の展示 図書館内の展示スペースで音楽と芸術についての子どもの本を展示・貸出 11月1日～11月29日 千里図書館 豊中市立千里図書館 無料
http://www.lib.toyonaka.o
saka.jp/index.html

06-6831-0225

大阪府 豊中市 ③ 豊中市高校生軽音楽フェスティバル
豊中市内の高校７校の軽音楽系クラブが出演し、熱いステージを繰り広げます。「と
よなか音楽月間」の一環として、市民に気軽に音楽を楽しんでもらうことをねらいとし
ています。

11月11日 服部緑地野外音楽堂 豊中市 無料
https://www.city.toyonak
a.osaka.jp/miryoku/kagay
aku/keionfes.html

豊中市都市活力部
魅力創造課
06-6858-2863

大阪府 豊中市 ③ きむらとしろうじんじん　野点

四季の風物を取り込みながら、野外で茶を点(た)てる野点。美術家・きむらとしろうじ
んじんが独自の感性と卓越した技術の裏付けのもとに創造する野点では、参加者が
自ら茶碗に絵付けを行い、リヤカーに積み込まれた移動式の楽焼(らくやき)の窯(か
ま)で焼成。陶芸の醍醐味である窯出しの瞬間にも立ち会い、焼き立ての茶碗で抹
茶を楽しむ。

11月25日、12月1日 未定 豊中市
https://www.city.toyonak
a.osaka.jp/miryoku/kagay
aku/jinjin-nodate.html

豊中市都市活力部
魅力創造課
06-6858-2863

大阪府 豊中市 ③
豊中市ネーミングライツ
「きたしん豊中広場」夕暮れコンサート

豊中市内の高校生によるバンド演奏、アマチュアバンドコンサート 10月28日
豊中市ネーミングライツ　豊中駅前人
口広場「きたしん豊中広場」

北おおさか信用金庫 無料
北おおさか信用金庫
業務推進部地域支援室
072-621-9367

大阪府 豊中市 ③ ギタースナップスフェスティバル2018 街角ギター写真「Guitarsnaps」でつながったアーティストたちによる野外音楽フェス 11月17日 服部緑地野外音楽堂
2018ギタースナップスフェスティバ
ル
実行委員会

無料
https://guitarsnapsfestiv
al.wixsite.com/2018

2018ギタースナップス
フェスティバル実行委員会
070-5346-5461

大阪府 豊中市 ③ 第64回豊中市美術展
豊中市と豊中市美術協会が美術作品を広く公募し、審査によって優れた作品の展
示を行う。

（前期）
10月31日～11月4日
（後期）
11月10日～11月14日

豊中市立文化芸術センター 豊中市、豊中市美術協会 無料

https://www.city.toyonak
a.osaka.jp/jinken_gakushu
/bunka/event/ev_art/biju
tsu/index.html

豊中市都市活力部文化芸術課
06-6858-2551

大阪府 豊中市 ③ ヤノシュ・オレイニチャクピアノリサイタル
ショパンの化身と言われたポーランドの巨匠、ヤノシュ・オレイニチャクによるピアノリ
サイタル

11月3日 豊中市立文化芸術センター 豊中市市民ホール指定管理者
http://www.toyonaka-
hall.jp/event/event-
7371/

豊中市立文化芸術センター
06-6864-5000

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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大阪府 豊中市 ③ まちなかミュージカル
広場で行うミュージカル。懐かしの名曲やディズニー音楽など、年代問わず楽しめる
ナンバーをお届けします。

①10月27日
②11月10日

①豊中駅前人工広場
②服部緑地西中央広場

豊中市、大阪音楽大学 無料
豊中市都市活力部
文化芸術課
06-6858-2503

大阪府 豊中市 ③
人形浄瑠璃文楽　解説とミニ文楽公演
文楽にふれてみよう！

【要事前申込：詳細は9月25日頃に当館ホームページにて公開予定】人間国宝に認
定された文楽人形遣いの吉田和生さんと人形浄瑠璃文楽座技芸員の皆さんによる
文楽の三業（太夫・三味線・人形遣い）の解説ほか、三業の体験コーナーもありま
す。

10月28日
豊中市立伝統芸能館
2階多目的ホール

豊中市立伝統芸能館（主催）NPO
法人　人形浄瑠璃文楽座（協力）

無料

http://www.city.toyonaka
.osaka.jp/shisetsu/hall/d
entougeinoukan/event/H
30bunnrakukouhou.html

豊中市立伝統芸能館
06-6850-1313

大阪府 豊中市 ③ 第16回豊中市文化芸術祭 豊中市文化芸術連盟に加盟する12団体による舞台公演や作品の展示を行う。 11月10日、11日 豊中市立文化芸術センター 豊中市、豊中市文化芸術連盟 無料
豊中市都市活力部
文化芸術課
06-6858-2499

大阪府 豊中市 ③、④ 大学祭及び学内研究室等施設開放
学生団体による課外活動の成果発表、各種アトラクション、園遊会及び豊中地区部
局の共催による施設開放等が行われます。

11月2日～11月4日 豊中キャンパス 国立大学法人大阪大学
http://machikanesai.com
/

豊中学生センター
TEL: 06-6850-5022

大阪府 豊中市 ④
大阪大学総合学術博物館特別展
The Mineral World　～人と鉱物のつむぐ物語
～

本展覧会では、石の研究で特に活躍した本草学者たちを紹介するとともに、最先端
の鉱物研究と活用、日本が世界に先駆けて成功した惑星探査“はやぶさ”における
宇宙鉱物学の成果を展示します。

10月22日～12月21日
大阪大学総合学術博物館
待兼山修学館

大阪大学総合学術博物館 無料
https://www.museum.osa
ka-u.ac.jp/

総合学術博物館　待兼山修学館
TEL: :06-6850-6284

大阪府 豊中市 ②③ クラシック・ジャム・カルテット コンサート
3本のサクソフォーンと1本のバス・クラリネットからなるカルテットで、本学管楽器学
生が聴衆として出席する演奏会です。

10月26日
大阪音楽大学
ミレニアムホール

大阪音楽大学・株式会社ビュッ
フェ・グループ・ジャパン

http://daion.ac.jp
大阪音楽大学コンサートセンター
06-6334-2242

大阪府 豊中市 ③
第54回オペラ公演
メノッティ「テレフォン」「泥棒とオールドミス」

G.C.メノッティ作曲・台本のオペラ「テレフォン」「泥棒とオールドミス」を、関西を代表す
るキャストで上演します。

11月
2日、4日

大阪音楽大学
ザ・カレッジ・オペラハウス

大阪音楽大学 http://daion.ac.jp
大阪音楽大学コンサートセンター
06-6334-2242

大阪府 豊中市 ② 第30回ザ・コンチェルト・コンサート
本学の選抜学生による協奏曲演奏会です。オーケストラは大学所属のプロの管弦
楽団です。

11月8日
大阪音楽大学
ザ・カレッジ・オペラハウス

大阪音楽大学 http://daion.ac.jp
大阪音楽大学コンサートセンター
06-6334-2242

大阪府 豊中市 ② 第59回ミレニアム・スチューデント・コンサート
本学の選抜学生による声楽、ピアノ、管弦打楽器等のソロ及びアンサンブル曲によ
る演奏会です。

11月
12日、14日

大阪音楽大学
ミレニアムホール

大阪音楽大学 無料 http://daion.ac.jp
大阪音楽大学コンサートセンター
06-6334-2242

要整理券

大阪府 豊中市 ②
大阪音楽大学
大学院定期演奏会2018

大学院各研究室の研究成果を一般社会に広く公開するための演奏会です。 11月19日
大阪音楽大学
ザ・カレッジ・オペラハウス

大阪音楽大学 http://daion.ac.jp
大阪音楽大学コンサートセンター
06-6334-2242

大阪府 豊中市 ③ まちなかミュージカル①
大阪音楽大学短期大学部ミュージカル・コースの卒業生が所属する『DAION座』のメ
ンバーが、懐かしの名曲やディズニーなど、世代を超えて楽しんで頂けるプログラム
を用意し、市民にお贈りするコンサート。

10月27日
きたしん豊中広場
(豊中駅前人工広場)

豊中市・大阪音楽大学 無料 http://daion.ac.jp
大阪音楽大学連携支援センター
06-6334-2249

大阪府 豊中市 ③ まちなかミュージカル②
大阪音楽大学短期大学部ミュージカル・コースの卒業生が所属する『DAION座』のメ
ンバーが、懐かしの名曲やディズニーなど、世代を超えて楽しんで頂けるプログラム
を用意し、市民にお贈りするコンサート。

11月10日
服部緑地
西中央広場

豊中市・大阪音楽大学 無料 http://daion.ac.jp
大阪音楽大学連携支援センター
06-6334-2249

大阪府 豊中市 ③
Daion吹奏楽フェスティバル
～吹奏楽の饗宴～

大阪音楽大学創立100周年を記念し企画された演奏会。関西で吹奏楽を指導する
大阪音楽大学卒業生を中心に、関西のさまざまな吹奏楽団体に出演いただき吹奏
楽の魅力を楽しんでいただく演奏会。

11月11日 ザ・カレッジ・オペラハウス 大阪音楽大学 無料 http://daion.ac.jp
大阪音楽大学連携支援センター
06-6334-2249

要整理券

大阪府 豊中市 ①、③
大阪音楽大学開放講座
音楽・心の旅32

豊中市と大阪音楽大学が連携して行う音楽講座。全2回の講座で、11月22日は、油
井美加子教授によるピアノの演奏とお話。

11月22日
豊中市立中央公民館
多目的ホール

豊中市・大阪音楽大学 無料 http://daion.ac.jp
豊中市立中央公民館
06-6866-0555

要申込

大阪府 豊能町 ①，③ 第８回とよのまつり　文化展 豊能町内在住・在勤または豊能町内に活動拠点を持つ人々の作品展。 11月10日．11日 豊能町立西公民館 とよのまつり文化展実行委員会 無料
https://toyonobunka.jimd
o.com/

豊能町教育委員会生涯学習課
072-738-4628

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



594

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

大阪府 富田林市 ①
音声訳ボランティア養成講習会・実践編（全６
回）

音声訳技術を習得し、視覚障がい者への録音図書（デイジー図書）を作製するため
のボランティアを育成することを目的とする連続講座です。

第3回11月20日 富田林市立金剛図書館 富田林市立図書館 無料
http://www.city.tondabay
ashi.lg.jp/site/library/

富田林市立金剛図書館
（0721）28-1171

大阪府 富田林市 ③ おとなのための朗読会
朗読ボランティアグループに詩や小説などの文学作品を朗読していただき、聴く読書
を楽しむ講座です。

①10月26日
②11月16日

①富田林市立中央図書館
②富田林市立金剛図書館

富田林市立図書館 無料
http://www.city.tondabay
ashi.lg.jp/site/library/

①富田林市立中央図書館
（0721）25-4921
②富田林市立金剛図書館
（0721）28-1171

大阪府 富田林市 ② 中学生職業体験学習
学校からの依頼を受け、図書館の仕事（貸出・返却・配架作業など）を２日間体験し
てもらう。そして、図書館について理解を深めてもらうために、サービスの説明の時
間も設けています。

①11月8日・9日
②11月14日・15日
③11月1日・2日
④11月8日・9日
⑤11月14日・15日

①②富田林市立中央図書館
③④⑤富田林市立金剛図書館 富田林市立図書館 無料

http://www.city.tondabay
ashi.lg.jp/site/library/

①②富田林市立中央図書館
（0721）25-4921
③④⑤富田林市立金剛図書館
（0721）28-1171

大阪府 富田林市 ① おはなし会 子ども向けに絵本の読み聞かせとおはなし（語り）をおこないます。
①10月28日②11月11日
③10月20日④11月17日

①②富田林市立中央図書館
③④富田林市立金剛図書館

富田林市立図書館 無料
http://www.city.tondabay
ashi.lg.jp/site/library/

①②富田林市立中央図書館
(0721)25-4921
③④富田林市立金剛図書館
（0721）28-1171

大阪府 富田林市 ① じゅうたんコーナーでのよみきかせ 子ども向けに図書館職員が絵本の読み聞かせをおこないます。

①10月21日②11月4日
③11月18日
④10月27日⑤11月3日
⑥11月10日

①②③富田林市立中央図書館
④⑤⑥富田林市立金剛図書館

富田林市立図書館 無料
http://www.city.tondabay
ashi.lg.jp/site/library/

①②③富田林市立中央図書館
（0721）25-4921
④⑤⑥富田林市立金剛図書館
（0721）28-1171

大阪府 富田林市 ① あかちゃんのおはなし会 あかちゃんと保護者向けに、絵本の読み聞かせとわらべうたをおこないます。
①10月19日②11月16日
③10月18日④11月8日
⑤11月15日

①②富田林市立中央図書館
③④⑤富田林市立金剛図書館

富田林市立図書館 無料
http://www.city.tondabay
ashi.lg.jp/site/library/

①②富田林市立中央図書館
（0721）25-4921
③④⑤富田林市立金剛図書館
（0721）28-1171

大阪府 富田林市 ① 100万年　人と自然の石川谷
足型模型、キバレプリカ、市内出土旧石器の展示、公開講座、100万年の自然と人
をめぐる石川ハイキング

10月4日～11月4日、
10月14日、10月28日

Topic富田林市きらめき創造館（富田
林市常盤町16-11）、石川

富田林市教育委員会文化財課 無料
富田林市教育委員会文化財課
(0721)25-1000（内線504）

大阪府 富田林市 ③ 石上露子を偲ぶ着物展
富田林寺内町が生んだ歌人・石上露子の幻の着物と語り伝えられてきた訪問着3点
と掛け軸1点を特別公開します。

10月6日～28日
重要文化財旧杉山家住宅
（富田林市富田林町14番31号）

富田林市教育委員会文化財課
富田林市教育委員会文化財課
(0721)25-1000（内線508）

入館料要：大人（16歳
以上）400円、小人200
円

大阪府 富田林市 ③ 河内の古民家巡りスタンプラリー
河内の古民家が集まり、スタンプラリーを実施することで、歴史的な建造物を身近に
感じてもらおうという試みです。関西文化の日に連携して開催します。

11月1日～11月30日
河内の古民家
（重要文化財旧杉山家住宅他15箇
所）

河内の古民家巡りスタンプラリー
実行委員会

富田林市教育委員会文化財課
(0721)25-1000（内線508）

入館料要：大人（16歳
以上）400円、小人200
円
スタンプラリー台紙100
円

大阪府 富田林市 ③ 重要文化財旧杉山家住宅特別無料開館
平成29年度「関西文化の日」事業に参加し、本市の文化資源を広くアピールするた
めに、重要文化財旧杉山家住宅の入館料を無料にして公開します。

11月23日
重要文化財旧杉山家住宅
（富田林市富田林町14番31号）

富田林市教育委員会 無料
富田林市教育委員会文化財課
(0721)25-1000（内線508）

大阪府 富田林市 ③
重要伝統的建造物群保存地区拡大記念事
業

富田林の重要伝統的建造物群保存地区が拡大した記念として、講演会、お茶会、ま
ち歩きツアー、町家公開、寺内町パネル展示などを開催します。

11月23日 富田林寺内町
富田林市教育委員会、富田林寺
内町連絡協議会、富田林寺内町を
まもり・そだてる会

無料
富田林市教育委員会文化財課
(0721)25-1000（内線508）

大阪府 富田林市 ③ 絵図（仮称） 江戸～明治半ば頃までの絵図を展示 11月13日～12月27日
寺内町センター
（富田林市富田林町15番4号）

富田林市教育委員会 無料
富田林市教育委員会文化財課
(0721)25-1000（内線507）

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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大阪府 富田林市 ① 100万年　人と自然の石川谷
足型模型、キバレプリカ、市内出土旧石器の展示、公開講座、100万年の自然と人
をめぐる石川ハイキング

10月4日～11月4日、10
月14日、10月28日

Topic富田林市きらめき創造館（富田
林市常盤町16-11）、石川

富田林市教育委員会文化財課 無料
富田林市教育委員会文化財課
(0721)25-1000（内線504）

大阪府 富田林市 ③ 石上露子を偲ぶ着物展
富田林寺内町が生んだ歌人・石上露子の幻の着物と語り伝えられてきた訪問着3点
と掛け軸1点を特別公開します。

10月6日～28日
重要文化財旧杉山家住宅
（富田林市富田林町14番31号）

富田林市教育委員会文化財課
富田林市教育委員会文化財課
(0721)25-1000（内線508）

入館料要：大人（16歳
以上）400円、小人200
円

大阪府 富田林市 ③ 河内の古民家巡りスタンプラリー
河内の古民家が集まり、スタンプラリーを実施することで、歴史的な建造物を身近に
感じてもらおうという試みです。関西文化の日に連携して開催します。

11月1日～11月30日
河内の古民家
（重要文化財旧杉山家住宅他15箇
所）

河内の古民家巡りスタンプラリー
実行委員会

富田林市教育委員会文化財課
(0721)25-1000（内線508）

入館料要：大人（16歳
以上）400円、小人200
円
スタンプラリー台紙100
円

大阪府 富田林市 ③ 重要文化財旧杉山家住宅特別無料開館
平成29年度「関西文化の日」事業に参加し、本市の文化資源を広くアピールするた
めに、重要文化財旧杉山家住宅の入館料を無料にして公開します。

11月23日
重要文化財旧杉山家住宅
（富田林市富田林町14番31号）

富田林市教育委員会 無料
富田林市教育委員会文化財課
(0721)25-1000（内線508）

大阪府 富田林市 ③
重要伝統的建造物群保存地区拡大記念事
業

富田林の重要伝統的建造物群保存地区が拡大した記念として、講演会、お茶会、ま
ち歩きツアー、町家公開、寺内町パネル展示などを開催します。

11月23日 富田林寺内町
富田林市教育委員会、富田林寺
内町連絡協議会、富田林寺内町を
まもり・そだてる会

無料
富田林市教育委員会文化財課
(0721)25-1000（内線508）

大阪府 富田林市 ③ 絵図（仮称） 江戸～明治半ば頃までの絵図を展示 11月13日～12月27日
寺内町センター
（富田林市富田林町15番4号）

富田林市教育委員会 無料
富田林市教育委員会文化財課
(0721)25-1000（内線507）

大阪府 寝屋川市 ③ 寝屋川文化芸術祭

「みる」「きく」「ふれる」をキーワードに、様々な文化・芸術活動の紹介・体験、市民の
日頃の活動の成果発表など、文化・芸術に関する芸術体験事業・文化事業発表・鑑
賞事業・文化発表及び鑑賞事業を融合した事業・食文化や衣食住を振興する模擬
店等の実施・事前芸術体験事業を開催します。

11月３日・４日

アルカスホール（寝屋川市立地域交
流センター）、寝屋川市立市民会館、
大阪電気通信大学　駅前キャンパス　
ほか寝屋川市駅周辺

寝屋川文化芸術祭実行委員会 無料

http://www.city.neyagaw
a.osaka.jp/organization_lis
t/kyoiku_shakaikyoiku/bu
nkasport/bunka/1530617
889624.html

寝屋川市教育委員会
社会教育部　文化スポーツ室
072－814－0074
bunaka@city.neyagawa.osaka.jp

大阪府 寝屋川市 ③ アルカジュニアスピアノコンクール
大阪府内公共ホールでは唯一のスタインウェイフルコンサートグランドピアノ2台を有
するアルカスホールで、寝屋川市をはじめとする地域の音楽文化のさらなる発展と
未来を担う子どもたちの育成を目指し、ジュニアピアノコンクールを開催します。

予選：10月27日、28日,
本選：12月１日

アルカスホール
（寝屋川市立地域交流センター）

寝屋川市、寝屋川市教育委員会、
アルカスホール指定管理者（株）ア
ステム

http://www.arukas-
hall.jp/competition.html

アルカスホール
（寝屋川市立地域交流センター）
072－821－1240

予選は入場無料（出
場料は別途募集要項
を参照のこと。）

大阪府 寝屋川市 ①，③ 門井慶喜さん講演会
読書活動の推進を目的として、寝屋川市在住の直木賞作家「門井慶喜さん」を招い
てオーサービジット講演会を開催します。寝屋川文化芸術祭の開会式典講演会とし
て実施します。

11月3日 寝屋川市立市民会館 寝屋川市 無料

市ＨＰ文化芸術祭：
http://www.city.neyagaw
a.osaka.jp/organization_lis
t/kyoiku_shakaikyoiku/bu
nkasport/bunka/1530617
889624.html

寝屋川市中央図書館
072‐824-1181(代表)

大阪府 寝屋川市 ① 青年祭

平成22年度から、「青少年のネットワークづくり」を目的に掲げ、青年交流事業として
「青年祭」を開催しています。
昨年度までは単独事業として開催しましたが、今年度は、自己の特技や活動をより
幅広い世代へ披露する場として、また、多様な文化交流の推進を図るため、新規事
業である「寝屋川文化芸術祭」と同日に開催します。

11月3日、4日
市民会館、アルカスホール
（寝屋川市立地域交流センター）

寝屋川市・寝屋川市教育委員会・
青年祭実行委員会

無料

http://www.city.neyagaw
a.osaka.jp/organization_lis
t/kyoiku_shakaikyoiku/tiik
ihyouiku/seisyounennkyo
uiku/seinensai/index.html

寝屋川市教育委員会
社会教育部　青少年課
072‐813‐0075
seishonen@city.neyagawa.osaka.jp

大阪府 寝屋川市
①、②、
④

テクノフェアinねやがわ
実験や体験を通じ、多くの方にテクノロジーの素晴らしさを体感していただき、今後
の科学発展への貢献を目的とした体験型イベントです。

11月4日
大阪電気通信大学
寝屋川キャンパス

大阪電気通信大学 無料 http://www.osakac.ac.jp/ 072-824-1131

大阪府 能勢町 ① 能勢文化フェスティバル
様々な文化作品の展示と様々な団体による舞台発表、能勢の伝統芸能である浄瑠
璃の上演、模擬店、その他のイベント等で広く町民に町内各所での文化活動をＰＲし
ます。

11月2日、3日 淨るりシアター
能勢文化フェスティバル実行委員
会

能勢町教育委員会
生涯教育課生涯教育係
072-734-2452

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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大阪府 能勢町 ③ としょしつまつり
生涯学習センター図書室のイベントとして、町民が広く本に親しめる場として開催し
ます。

11月3日 生涯学習センター 能勢町教育委員会 無料
能勢町教育委員会
生涯教育課生涯教育係
072-734-2452

大阪府 能勢町 ① ふれあいフェスタ

子どもから高齢者まで、障がいの有無にかかわらず、みんなが地域福祉に関心を持
ち、地域総ぐるみで住みよい福祉のまちづくりをすすめるために、相互理解を深める
場として、音楽発表、各種活動の発表、模擬店、バザー、その他イベントで広く町民
にPRします。

11月11日 淨るりシアター 能勢ふれあいフェスタ実行委員会
能勢町社会福祉協議会
072-734-0770

大阪府 羽曳野市 ①，③ 河内の古民家巡りスタンプラリー2018
河内地域の古民家について多くの人々に現地を訪れていただき、古民家建築の価
値を広く知ってもらうため、スタンプラリーを実施します。

11月13日～11月30日
重要文化財吉村家住宅
他15軒の古民家

河内の古民家巡りスタンプラリー
実行委員会

無料
河内の古民家巡りスタンプラリー
実行委員会

大阪府 羽曳野市 ①，④
畑田家住宅一般公開及び科学フォーラム
「巨大分子の面白さ～プラスチックとゴム～」

畑田家住宅では主屋や長屋門とそれに続く蔵や納屋など明治時代初め頃の旧家の
趣を良く残しており、これを一般公開します。また、この住宅の座敷を使ってフォーラ
ムを開催します。

11月11日 市指定文化財畑田家住宅 畑田家住宅活用保存会 無料
http://culture-
h.jp/hatadake-
katsuyo/index.html

畑田家住宅活用保存会

大阪府 羽曳野市 ① おはなし会
子どもたちに、おはなしを語ったり読み聞かせを行い、図書館利用の促進を図りま
す。

11月4日 羽曳野市立図書館 羽曳野市立図書館 無料
https://www3.city.habikin
o.lg.jp/toshow/index.asp

羽曳野市教育委員会
生涯学習室図書館課
TEL072‐950-5501

大阪府 羽曳野市 ① スタンプラリー
市内各図書館で、貸出毎にスタンプを押し、カードいっぱいになると、図書館員手作
りの景品を贈呈

10月下旬～ 市内各図書館 羽曳野市立図書館 無料
羽曳野市教育委員会
生涯学習室図書館課
TEL072‐950-5501

大阪府 羽曳野市 ①，③ 第35回陵南ふれあいフェスタ
日頃の、公民館グループ・老人福祉センタークラブ他施設の活動の成果を作品展
示、舞台発表、バザー・模擬店、人形劇、お茶席、その他のイベント等で広く市民に
PRします。

9月27～30日
羽曳野市立陵南の森総合センター
（公民館、老人福祉センター）

陵南ふれあいフェスタ実行委員会
（公民館協議会、老人福祉セン
ター協議会、公民館、老人福祉セ
ンター等で構成）

https://www.city.habikino
.lg.jp/

羽曳野市立陵南の森公民館
℡　072-952-2751

大阪府 羽曳野市 ①，③ 歴史文化講座「はびきの古代史博物館」
広い観点から羽曳野の郷土史を学び、博物館への認識を深める講座を大阪府文化
財センター理事長をはじめ、各博物館館長、文化財職員が講演し、開催します。

11月5日、12日、26日、
12月3日、17日

羽曳野市立陵南の森公民館 羽曳野市立陵南の森公民館
https://www.city.habikino
.lg.jp/

羽曳野市立陵南の森公民館
℡　072-952-2751

公益財団法人　大阪
府文化財センター連
携講座

大阪府 羽曳野市 ①
防災講座「水災害のメカニズムと備えについ
て」

避けられない災害発生に対し、災害被害（減災）ために知っておきたいことを防災講
座として開催します。

10月4日、17日 羽曳野市立陵南の森公民館 羽曳野市立陵南の森公民館
https://www.city.habikino
.lg.jp/

羽曳野市立陵南の森公民館
℡　072-952-2751

大阪市立大学都市防
災教育研究センター
協賛講座

大阪府 羽曳野市 ③ 第６１回市民文化祭
羽曳野市文化連盟に加入の20部門約70団体を中心に一般市民の参加も含め、舞
台での発表及び作品の展示を行います。

10月20日～11月4 日
LICはびきの、市民会館、
公民館

羽曳野市、羽曳野市教育委員会、
羽曳野市民文化祭実行委員会

無料

羽曳野市教育委員会
生涯学習室社会教育課
TEL072-958-1111
（内線4450,4451）

大阪府 羽曳野市 ①
青少年健全育成推進大会及びＰＴＡ連絡協
議会全体研修会

青少年の健全育成のため、教育に関する講演会を行います。今年度は睡眠による
生活習慣の確立について講師を招いて行う予定です。

11月10日 ＬＩＣはびきの
羽曳野市青少年健全育成推進協
議会、羽曳野市ＰＴＡ連絡協議会

無料

羽曳野市教育委員会
生涯学習室社会教育課
TEL072-958-1111
（内線4452，4420）

大阪府 阪南市 ① みんなのスポーツ祭

日常生活の一環として気軽にスポーツを親しめる機会を提供し、世代を超えた人々
との交流を深めるとともに、生涯スポーツの振興に寄与することを目的として、
ニュースポーツやアトラクション、健康体力相談コーナーや、健幸体験スタンプラリー
等を実施する。

11月3日 阪南市総合体育館・中央運動広場 阪南市スポーツ推進委員協議会
http://www.city.hannan.lg
.jp/

生涯学習推進室
072-471-5678（代）

料金：1 種目につき小
学生400円、中学生以
上600 円

大阪府 阪南市 ① 阪南市民健康マラソン大会
スポーツや運動に関心のない方にも参加を促し、子どもからおとなまで幅広い年齢
層の市民がスポーツに親しめるよう、親子ペアや中学生の部、一般の部において2Ｋ
ｍ～10Ｋｍの健康マラソン大会を実施する。

11月23日 せんなん里海公園
阪南市体育協会、阪南市、
阪南市教育委員会

http://www.city.hannan.lg
.jp/

生涯学習推進室
072-471-5678（代）

高校生以上1,000円、
小・中学生500円（予
定）

大阪府 阪南市 ① 親子自然体験講座
自然体験を通じて、五感や感性を磨き、自然との調和、人に対する思いやりや親子
のふれあいを深めることを目的に実施します。
自然体験（ネイチャーゲームと自然観察）

11月18日 阪南市玉田山公園（予定）
阪南市立
東鳥取公民館

無料
http://www.city.hannan.lg
.jp/

阪南市立東鳥取公民館
072-471-0050

要事前申し込み

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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大阪府 阪南市 ①,③ ミニやぐら展覧会
伝統文化のミニやぐら講座受講生の作品及びOBが作成した作品を一堂に集めて展
示します。

11月24日,25日
阪南市立
東鳥取公民館

阪南市立
東鳥取公民館

無料
http://www.city.hannan.lg
.jp/

阪南市立東鳥取公民館
072-471-0050

申し込み不要

大阪府 阪南市 ① 読みメンおはなし会
図書館の誕生日行事の一環として、男性ボランティアのみによるおはなし会を開催
する。

11月3日 阪南市立図書館 阪南市立図書館 無料
https://www4.city.hanna
n.osaka.jp/

阪南市立図書館
072-471-9000

大阪府 阪南市 ① 図書館おたのしみ会 図書館の誕生日行事の一環として、マジックや腹話術などを楽しむ会を開催する。 11月3日 阪南市立図書館 阪南市立図書館 無料
https://www5.city.hanna
n.osaka.jp/

阪南市立図書館
072-471-9000

大阪府 阪南市 ① 書庫開放デー
普段は関係者以外立ち入り禁止となっている書庫に図書館利用者が入り、自由に
本を見て借りる。

11月3日 阪南市立図書館 阪南市立図書館 無料
https://www6.city.hanna
n.osaka.jp/

阪南市立図書館
072-471-9000

大阪府 東大阪市 ②，③ 御厨祭（大学祭）
課外活動の活動報告や、地域との連携によるイベントの開催、模擬店の出店等を行
います。

10月27日～28日 大阪商業大学 大阪商業大学 無料
http://ouc.daishodai.ac.jp
/

大阪商業大学学生生活課
06-6782-2297

大阪府 東大阪市 ① クイズ＆スタンプラリー 図書館の資料の分類に合わせたクイズに答えてもらい、スタンプを集める 10月24日～11月10日
東大阪市立永和図書館
大蓮分室

東大阪市立図書館 無料
http://www.lib-
higashiosaka.jp

06-6728-0200

大阪府 東大阪市 ① えほんであそぼうきらりっこ 絵本の読み聞かせ・紙芝居 11月1日 東大阪市立花園図書館 東大阪市立図書館 無料
http://www.lib-
higashiosaka.jp

072-965-7700

大阪府 東大阪市 ① 絵本作家　谷口智則さん講演会 読み聞かせ＆ライブペインティング 11月3日 東大阪市立花園図書館 東大阪市立図書館 無料
http://www.lib-
higashiosaka.jp

072-965-7700

大阪府 東大阪市 ① おはなしのじかん 昔話を中心とした絵本の読み聞かせなど 11月3日 東大阪市立永和図書館 東大阪市立図書館 無料
http://www.lib-
higashiosaka.jp

06-6781-5500

大阪府 東大阪市 ① おはなしのへや ストーリーテリング・絵本の読み聞かせ 11月3日 東大阪市立花園図書館 東大阪市立図書館 無料
http://www.lib-
higashiosaka.jp

072-965-7700

大阪府 東大阪市 ① キュ～たんおはなし会 紙芝居・絵本の読み聞かせ・手遊び・ストーリーテリング 11月3日 東大阪市立四条図書館 東大阪市立図書館 無料
http://www.lib-
higashiosaka.jp

072-965-7700

大阪府 東大阪市 ① えほんでわくわく 絵本の読み聞かせ・手遊び 11月3日 東大阪市立永和図書館大蓮分室 東大阪市立図書館 無料
http://www.lib-
higashiosaka.jp

06-6728-0200

大阪府 東大阪市 ① 花園図書館書庫見学ツアー 閉架書庫の蔵書内容や並び方などを案内し、実際に見て探して借りていただく 11月4日 東大阪市立花園図書館 東大阪市立図書館 無料
http://www.lib-
higashiosaka.jp

072-965-7700

大阪府 東大阪市 ① かみしばい会 絵本の読み聞かせ・紙芝居 11月4日 東大阪市立花園図書館 東大阪市立図書館 無料
http://www.lib-
higashiosaka.jp

072-965-7700

大阪府 東大阪市 ① ほんをよもう 季節の本の紹介・絵本などの読み聞かせ 11月4日 東大阪市立四条図書館 東大阪市立図書館 無料
http://www.lib-
higashiosaka.jp

072-965-7700

大阪府 東大阪市 ① おはなしランドセル 絵本の読み聞かせ・紙芝居 11月5日 東大阪市立花園図書館 東大阪市立図書館 無料
http://www.lib-
higashiosaka.jp

072-965-7700

大阪府 東大阪市 ① そらとぶじゅうたんおはなし会 絵本の読み聞かせ・紙芝居 11月7日 東大阪市立花園図書館 東大阪市立図書館 無料
http://www.lib-
higashiosaka.jp

072-965-7700

大阪府 東大阪市 ① おはなしのたからばこ 紙芝居・絵本の読み聞かせ 11月7日 東大阪市立四条図書館 東大阪市立図書館 無料
http://www.lib-
higashiosaka.jp

072-965-7700

大阪府 東大阪市 ① 親子でたのしむえほんとわらべうた 絵本などの読み聞かせ・ストーリーテリング 11月7日 東大阪市立永和図書館 東大阪市立図書館 無料
http://www.lib-
higashiosaka.jp

06-6781-5500

大阪府 東大阪市 ①
秋の史跡ハイキング
市内の縄文・弥生遺跡を訪ねる

生駒山麓にある縄文・弥生時代の遺跡を訪ねる 11月4日 郷土博物館 東大阪市教育委員会 無料
http://www.bunkazaishis
etsu.or.jp/k_hakubutsuka
n/index.html

郷土博物館
072-984-6341

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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大阪府 東大阪市 ① 特別展示 「海の幸　山の幸」展   9月13日～12月2日 郷土博物館 東大阪市教育委員会
http://www.bunkazaishis
etsu.or.jp/k_hakubutsuka
n/index.html

郷土博物館
072-984-6341

大阪府 東大阪市 ① 特別展示に伴う記念講演会 「生駒山の山仕事-山行車の調査から-」　「河内湾の生き物と縄文人のくらし」 11月17日～11月18日 郷土博物館 東大阪市教育委員会 無料
http://www.bunkazaishis
etsu.or.jp/k_hakubutsuka
n/index.html

郷土博物館
072-984-6341

大阪府 東大阪市 ① 歴史講座 江戸時代の庄屋の暮らしについての講演 10月28日 旧河澄家 東大阪市教育委員会 無料
http://www.kyu-
kawazumike.jp/

旧河澄家
072-984-1640

大阪府 東大阪市 ① 大阪文化講座・大正琴演奏会 大阪の言葉や生活についての講演と大正琴の演奏 11月11日 旧河澄家 東大阪市教育委員会 無料
http://www.kyu-
kawazumike.jp/

旧河澄家
072-984-1640

大阪府 東大阪市 ① 河内木綿展 河内木綿の生産・加工に関する民具の展示 11月13日～12月16日 旧河澄家 東大阪市教育委員会 無料
http://www.kyu-
kawazumike.jp/

旧河澄家
072-984-1640

大阪府 東大阪市 ① 秋季ウォーキング 日下・石切周辺の古墳を中心とする史跡めぐり 11月18日 旧河澄家 東大阪市教育委員会 無料
http://www.kyu-
kawazumike.jp/

旧河澄家
072-984-1640

大阪府 東大阪市 ① 歴史講演会 戦国時代の河内 10月20日 埋蔵文化財センター 東大阪市教育委員会 無料
埋蔵文化財センター
072-983-2340

大阪府 東大阪市 ① 史跡ハイキング 秋の野山を歩いて史跡をたずねる 10月21日 鴻池新田会所 東大阪市教育委員会 無料
http://www.bunkazaishis
etsu.or.jp/kaisho/index.ht
ml

鴻池新田会所
06-6745-6409

大阪府 東大阪市 ① 鴻池新田会所寄席 素人寄席 天満天神の会による落語。「鴻池の犬」も上演 11月3日 鴻池新田会所 東大阪市教育委員会
http://www.bunkazaishis
etsu.or.jp/kaisho/index.ht
ml

鴻池新田会所
06-6745-6409

大阪府 東大阪市 ③
第52回（平成30年度）
東大阪市民文化祭

茶花道大会 10月6日～10月7日  東大阪市民美術センター 東大阪市文化連盟加盟各団体 無料
http://h-
bunren.sansak.jp/109.php

072-985-1085

「東大阪市民文化祭」
は、市民の皆様が文
化・芸術に触れたり、
参加する機会を提供
し、市民文化の向上・
発展を目的とし、東大
阪市文化連盟加盟各
団体の皆様の手によ
り、毎年9月頃から11
月頃にかけて開催し
ています。

大阪府 東大阪市 ③
第52回（平成30年度）
東大阪市民文化祭

秋の山野草　展示会 10月6日～10月7日
東大阪市立
勤労市民センター
（ユトリート東大阪）

東大阪市文化連盟加盟各団体 無料
http://h-
bunren.sansak.jp/109.php

06-6721-3113

大阪府 東大阪市 ③
第52回（平成30年度）
東大阪市民文化祭

第52回東大阪市民文化祭
工芸展

10月12日～10月13日
東大阪市立
社会教育センター

東大阪市文化連盟加盟各団体 無料
http://h-
bunren.sansak.jp/109.php

06-6782-3377

大阪府 東大阪市 ③
第52回（平成30年度）
東大阪市民文化祭

第52回　東大阪市民文化祭参加
書道展

10月１2日～10月１4日  東大阪市民美術センター 東大阪市文化連盟加盟各団体 無料
http://h-
bunren.sansak.jp/109.php

072-924-1440

大阪府 東大阪市 ③
第52回（平成30年度）
東大阪市民文化祭

第52回　民謡東大阪連合会文化祭 10月13日 希来里イコーラムホール 東大阪市文化連盟加盟各団体 無料
http://h-
bunren.sansak.jp/109.php

06-6789-6507

大阪府 東大阪市 ③
第52回（平成30年度）
東大阪市民文化祭

第52回　東大阪三曲協会演奏会
10月13日

大阪府立中央図書館
（ライティホール）

東大阪市文化連盟加盟各団体 無料
http://h-
bunren.sansak.jp/109.php

072-984-2065

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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大阪府 東大阪市 ③
第52回（平成30年度）
東大阪市民文化祭

東大阪市合唱連盟
「第52回合唱祭」

10月20日
大阪府立中央図書館
（ライティホール）

東大阪市文化連盟加盟各団体 無料
http://h-
bunren.sansak.jp/109.php

072-981-8787

大阪府 東大阪市 ③
第52回（平成30年度）
東大阪市民文化祭

自然の美　第60回　水石展 10月20日～10月21日
 婦美会館　２・３階
（大阪市東成区 山内ビル）

東大阪市文化連盟加盟各団体 無料
http://h-
bunren.sansak.jp/109.php 0745-74-2410

大阪府 東大阪市 ③
第52回（平成30年度）
東大阪市民文化祭

吟詠歌謡を楽しむ 大会 10月21日
大阪商業大学
ユニバーシティホール蒼天

東大阪市文化連盟加盟各団体 無料
http://h-
bunren.sansak.jp/109.php

06-7161-1928

大阪府 東大阪市 ③
第52回（平成30年度）
東大阪市民文化祭

第52回　 東大阪市民俳句大会 10月28日
東大阪市立
社会教育センター

東大阪市文化連盟加盟各団体 無料
http://h-
bunren.sansak.jp/109.php

072-985-3061

大阪府 東大阪市 ③
第52回（平成30年度）
東大阪市民文化祭

第52回　
民踊・新舞踊大会

10月28日
大阪府立中央図書館
（ライティホール）

東大阪市文化連盟加盟各団体 無料
http://h-
bunren.sansak.jp/109.php

072-987-0638

大阪府 東大阪市 ③
第52回（平成30年度）
東大阪市民文化祭

大正琴演奏会 10月28日
街の駅
クレアホール・ふせ

東大阪市文化連盟加盟各団体 無料
http://h-
bunren.sansak.jp/109.php

06-6721-3065

大阪府 東大阪市 ③
第52回（平成30年度）
東大阪市民文化祭

「彩」絵手紙 展 10月29日～10月30日 布施イオン５Ｆ　夢広場 東大阪市文化連盟加盟各団体 無料
http://h-
bunren.sansak.jp/109.php

06-6782-3392

大阪府 東大阪市 ③
第52回（平成30年度）
東大阪市民文化祭

詩舞粋扇流コンクール大会 11月18日
東大阪市立
市民多目的センター

東大阪市文化連盟加盟各団体 無料
http://h-
bunren.sansak.jp/109.php

06-6714-3403

大阪府 東大阪市 ③
資料展示「発見！『明治ポンチ本』―明治末
期の出版流通空間」

明治30年～40年代にかけて刊行された「ポンチ」本。その作られていた場、売られて
いく場について、資料とともに紹介します。

8月1日～10月31日
大阪府立中央図書館
国際児童文学館

大阪府立中央図書館
国際児童文学館

無料
http://www.library.pref.os
aka.jp/site/jibunkan/pon
chi.html

大阪府立中央図書館
国際児童文学館
06-6745-0710(内)150

事前申込不要

大阪府 東大阪市 ③
企画展示「ふしぎの描き方 －あまんきみこ＆
富安陽子の世界－」

日本を代表する2人の児童文学作家、あまんきみこさんと富安陽子さんについて、
「ふしぎ」をテーマに資料を展示し、魅力的なキャラクターや作品世界を紹介します。

11月9日～12月28日
大阪府立中央図書館
展示コーナー

大阪府立中央図書館
国際児童文学館

無料
大阪府立中央図書館
国際児童文学館
06-6745-0710(内)150

事前申込不要
9/20広報開始予定

大阪府 東大阪市 ① 「図書館でボードゲームをする日」
ボードゲームを題材に遊びながら、論理的思考力や幅広いコミュニケーションスキル
を学習することを目指します。企業やゲームサークルの方々にもご協力いただき、数
十種類のゲームを準備しています。

11月4日 大阪府立中央図書館2階多目的室 大阪府立中央図書館 無料
http://www.library.pref.os
aka.jp/site/central/board
game2018.html

大阪府立中央図書館
生涯学習担当
06-6745-0710(内)252

事前申込不要

大阪府 東大阪市 ①
講演会「古代・激動の中国三国時代と邪馬台
国の卑弥呼」

古代中国史（三国時代）をとおして、繰り広げられた歴史や我が国にもたらされた文
化について学習し、発見ある楽しい講演会をして頂きます。

11月17日 大阪府立中央図書館2階多目的室 大阪府立中央図書館 無料
大阪府立中央図書館
生涯学習担当
06-6745-0710(内)252

先着順・事前申込不
要

大阪府 東大阪市 ① 講演会「源氏物語の恋と和歌」
『源氏物語』研究の研究成果をもとに講演して頂きます。また、関連図書を紹介しま
す。

11月18日 大阪府立中央図書館2階多目的室 大阪府立中央図書館 無料
大阪府立中央図書館
生涯学習担当
06-6745-0710(内)252

先着順・事前申込不
要

大阪府 東大阪市 ① 地下書庫見学ツアー
ふだんは入ることのできない地下書庫を
をご覧いただきます。

11月3日 大阪府立中央図書館 大阪府立中央図書館 無料
https://www.library.pref.o
saka.jp/site/central/shok
o2018.html

大阪府立中央図書館
協力振興課
06-6745-0170(内)258

事前申込不要
（先着20名。15分前か
ら1階エントランスホー
ルにて受付開始）

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

大阪府 東大阪市 ③
生駒ネイチャークラフトクラブ
とつくる工作教室

木の実などの自然素材をつかって、楽しく工作を行います。 11月4日
大阪府立中央図書館
エントランスホール

大阪府立中央図書館指定管理者　
長谷工・大阪協立・TRCグループ

大阪府立中央図書館
指定管理者
長谷工・大阪共立・TRCグループ
06-6745-0170(内)218

要事前申し込み

大阪府 東大阪市 ③ 生駒祭
学生の運営による学術・文化・体育の日頃の成果の発表の場として大学公認・非公
認団体を含めイベント・展示等を行います。学生が自主的に主体性をもって協働作
業を行う学部を超えた交流行事です。

11月2日～4日 近畿大学東大阪キャンパス 大学祭実行委員会 無料
近畿大学
https://www.kindai.ac.jp/

近畿大学学生部学生課
（06）4307-3063（直通）

大阪府 東大阪市 ① 第25回近畿大学中央図書館貴重書展 本学所蔵貴重書等の展示公開、ミニ講義を行います。 10月15日～10月20日 近畿大学中央図書館 近畿大学中央図書館 無料
近畿大学中央図書館
https://www.clib.kindai.ac
.jp/

近畿大学中央図書館
(06)4307-3086（直通）

大阪府 東大阪市 ①,②
大阪府教育庁地域教育振興課×近畿大学　
「えほんのひろば」

大阪府と近畿大学との包括連携にもとづき、子ども読書活動の推進に向け子どもに
本の楽しさを知ってもらうきっかけづくりとなる「えほんのひろば」を、東大阪キャンパ
ス内で開催します。

10月27日 近畿大学アカデミックシアター
大阪府教育庁地域教育振興課、
近畿大学中央図書館

無料
大阪府
http://www.pref.osaka.lg.j
p/

近畿大学中央図書館
(06)4307-3086（直通）

大阪府 東大阪市 ①，③
平成30年度大阪商業大学商業史博物館
秋季企画展「はかりの文化史」

重さだけに限らず、長さ・角度・広さ・体積・時間などを“はかる”道具は、いつの時代
も生活とは切っても切り離せないものです。展示を通じて主に近世から現代までの
計量文化の推移をふりかえってみたいと思います。

10月20日～11月30日
大阪商業大学
商業史博物館2階企画展示室

大阪商業大学
商業史博物館

無料
http://ouc.daishodai.ac.jp
/museum/

大阪商業大学
学術研究事務室
06-6785-6139

大阪府 東大阪市 ①，③
平成30年度大阪商業大学商業史博物館
秋季企画展「はかりの文化史」
連続講座

秋季企画展「はかりの文化史」に関連した連続講座（全3回）です。学芸員や「はかり
のプロ」が、「弥生分銅について」「匠原コレクションの様々なはかり」「江戸時代の針
口天秤」をテーマに講義します。

10月20日，27日，
11月10日

大阪商業大学
GATEWAY4階
ネットワークレクチャールーム

大阪商業大学
商業史博物館

http://ouc.daishodai.ac.jp
/museum/

大阪商業大学
学術研究事務室
06-6785-6139

大阪府 東大阪市 ①，③

平成30年度大阪商業大学商業史博物館
秋季企画展「はかりの文化史」
ハンズオン「江戸時代のお金をはかってみよ
う」

江戸時代の両替商には必ずはかりがありました。それはなぜでしょう。その理由を解
説しながら、江戸時代に使われたお金を、実際の両替天秤で量って作る体験講座で
す。

11月24日
大阪商業大学
商業史博物館1階会議室

大阪商業大学
商業史博物館

http://ouc.daishodai.ac.jp
/museum/

大阪商業大学
学術研究事務室
06-6785-6139

大阪府 東大阪市 ①，③
平成30年度大阪商業大学商業史博物館
秋季企画展
シンポジウム「はかりの文化史」

文明の基礎的営為である計量について、制度と生活の両面からその文化の推移を
考えます。

11月17日
大阪商業大学
ユニバーシティホール蒼天

大阪商業大学
商業史博物館

無料
http://ouc.daishodai.ac.jp
/museum/

大阪商業大学
学術研究事務室
06-6785-6139

文化庁支援事業

大阪府 東大阪市 ①，③
平成30年度大阪商業大学商業史博物館
秋季企画展「はかりの文化史」
ギャラリートーク

秋季企画展「はかりの文化史」の展示解説会を実施します。展示の見どころについ
て、本館学芸員が分かりやすく解説します。

10月23日，30日
大阪商業大学
商業史博物館2階企画展示室

大阪商業大学
商業史博物館

無料
http://ouc.daishodai.ac.jp
/museum/

大阪商業大学
学術研究事務室
06-6785-6139

小阪まちゼミの会連携
事業

大阪府 東大阪市 ①，③

大阪商業大学アミューズメント産業研究所
第17回特別展示「日本における囲碁の歴史
と文化―本因坊算砂から本因坊文裕まで
―」

江戸時代に活躍した囲碁の家元本因坊家算砂から現代のプロ棋士本因坊文裕まで
の時代を中心に、日本の囲碁の歴史と文化を振り返ります。

10月1日～11月4日
大阪商業大学
アミューズメント産業研究所

大阪商業大学
アミューズメント産業研究所

無料
http://ouc.daishodai.ac.jp
/ams_labo/

大阪商業大学
学術研究事務室
06-6785-6139

大阪府 東大阪市 ①，④
大阪商業大学比較地域研究所
第７回市民ビジネス講座「躍動するアセアン
経済圏に進出して」

地域市民、地域企業を対象に、社会を大局的に捉えるための講座を実施します。
11月15日，29日
12月6日

大阪商業大学
GATEWAY4階
ネットワークレクチャールーム

大阪商業大学比較地域研究所 無料
http://ouc.daishodai.ac.jp
/ca_labo/

大阪商業大学学術研究事務室
06-6785-6139

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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大阪府 東大阪市 ①，② 秋のスポーツ教室
地域スポーツ振興を目的として、地域住民を対象にスポーツ教室を開催します。2教
室で合計13回行います。

10月18日，25日
11月8日，15日，21日，
22日，28日，29日
12月5日，6日，12日，
13日，19日

大阪商業大学
ユニバーシティ・コモンズ リアクト4階

大阪商業大学
総合交流センター

http://ouc.daishodai.ac.jp
/general/activity/lecture
/

大阪商業大学総合交流支援課
06-6785-6286

大阪府 東大阪市 ①，②
大阪商業大学
公開講座「地域産業振興論」

自治体や地域産業政策担当者、地域の経営革新支援者等の外部講師を招聘して
行う正規授業の「地域産業振興論」を、広く地域住民に「大阪商業大学公開講座」と
して開放します。

10月11日，18日，25日
11月1日，8日，15日，
22日，29日
12月6日

大阪商業大学
ユニバーシティホール蒼天

大阪商業大学 無料
http://ouc.daishodai.ac.jp
/research/at_university/
events/schedule.html

大阪商業大学総合交流支援課
06-6785-6286

大阪府 東大阪市 ①，③

「朝活」地域密着型セミナー　Early Bird 
University
「時代を語り、社会を考える～自然の営みと
人間の畏敬表現～」

本学学長プロデュースによる早朝のレクチャーシリーズです。秋季は「時代を語り、
社会を考える～自然の営みと人間の畏敬表現～」をメインテーマに、アンモナイトや
古墳、数学パズル等について全5回の講演を実施します。

9月25日，10月2日，16
日，23日，30日

大阪商業大学
ユニバーシティ・コモンズ リアクト内
リアクトカフェ

大阪商業大学 無料
http://ouc.daishodai.ac.jp
/

大阪商業大学
学長企画室
06-6781-0381

大阪府 枚方市 ③ 枚方宿ジャズストリート2018
枚方宿地区の街道沿い、公園や近辺の店舗内で様々なジャズグループがジャズの
演奏をします。

11月10日，11日
京阪枚方市駅から
枚方公園駅周辺

ひらかた菊音楽祭実行委員会 無料 http://hirakatajazz.com/
ひらかた菊音楽祭実行委員会
072-833-1560

大阪府 枚方市 ③ 枚方宿くらわんか五六市
枚方宿地区の街道沿いで雑貨や小物、陶器などの手づくり・こだわりの品を販売す
るお店が約200店出店。毎月第2日曜日に開催します。

11月11日
京阪枚方市駅から
枚方公園駅周辺

枚方宿地区まちづくり協議会 無料
http://www.gorokuichi.ne
t

枚方宿くらわんか五六市
080-1440-5611

大阪府 枚方市 ③ 枚方宿街道菊花祭
市内小・中学校で育てられた大菊三本立て約200鉢を枚方市駅～枚方公園駅の京
街道沿いに展示します。
期間内に投句された俳句の表彰を行う俳句大会を12月4日に開催します。

10月24日～11月12日
京阪枚方市駅から
枚方公園駅周辺

枚方宿地区まちづくり協議会 無料
http://hirakata-
shuku.org/

枚方宿地区まちづくり協議会事務
局（ひらかた賑わい課）
072-841-1475

大阪府 枚方市 ③ 平成30年度ひらかた菊花展 菊愛好家や市内幼稚園、小中学校の子どもたちが育てた菊などを展示します。 10月24日～11月12日
岡東中央公園
枚方市役所周辺

枚方市菊花展実行委員会 無料

枚方市菊花展実行委員会
072－805-3527
枚方土木部
みち・みどり室
072-841-1435

広報ひらかた10月号
で案内

大阪府 枚方市 ① 天の川クリーン&ウォーク
市民や市内事業者等に、天の川河川敷を歩いてもらい、ごみ拾いをおこなうととも
に、川を愛し、「ごみを捨てない」気持ちを醸成することを図ります。

11月 天の川下流河川敷

天の川再生実行委員会（天野川沿
いの、自治会、市内事業所・学校、
ＮＰＯ法人等、枚方市、大阪府枚方
土木事務所）

無料
http://www.city.hirakata.
osaka.jp/0000003898.htm
l

枚方市環境部
環境保全課
050-7102-6006

11月第1土曜

大阪府 枚方市 ① クリーンリバー穂谷川 市民及び市内事業者に、穂谷川堤防をウォーキングしながらごみ拾いを行います。 11月 穂谷川堤防 枚方市、大阪府枚方土木事務所 無料
http://www.city.hirakata.
osaka.jp/0000003898.htm
l

枚方市環境部
環境保全課
050-7102-6006

11月第1日曜

大阪府 枚方市 ① 環境フェスタ「ごみ減量フェア」

フリーマーケットや、辻学園栄養専門学校によるエコメニュー試食、ひらかた夢工房
のボランティアグループの活動発表、市職員によるリサイクル品の無料抽選会、パッ
カー車を使ってごみの積み込み体験及び記念撮影、重機展示、工場見学などごみ
減量施策についての啓発型イベントです。

11月4日 穂谷川清掃工場 枚方市 無料
枚方市環境部
減量業務室

大阪府 枚方市 ① ウィル・フェスタ２０１８
市民主体の男女共同参画を推進するため、実行委員会形式で、市民グループによ
る展示や講座等を実施します。

11月17日 メセナひらかた会館 ウィル・フェスタ実行委員会 無料

人権政策室
050-7102-3239
男女共生フロア・ウィル
072-843-5636

大阪府 枚方市 ① 環境フェスタ氷室ふれあい里の駅
枚方市東部清掃工場の施設見学、煙突登頂、地元農作物の販売、山羊とのふれあ
い、枚方東消防署、市内大学とのコラボレーションなどを行います。

10月28日 東部清掃工場 枚方市環境部東部清掃工場 無料

枚方市環境部
東部清掃工場
072-858-6962
t-sisetu@city.hirakata.osaka.jp

開催時刻
10:00～15:00
煙突登頂は中学生以
上となります。
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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

大阪府 枚方市 ①，③
平成30年おおさかふみんネット
「聞く・見る・歩く 北河内パート19」

大阪府と北河内７市が協力して、各市域にある歴史や文化を身近に学び、あらため
て地域の良さを発見します。遺跡などを歩いて巡ります。

1回目：10月17日
2回目：10月25日
3回目：10月31日
予備日：11月7日

1回目：（集合場所）
四條畷市立歴史民俗資料館
2回目：（集合場所）
大東市のざきまいり公園
3回目：（集合場所）
枚方市立旧田中家鋳物民俗資料館

枚方市教育委員会
文化財課

無料
http://www.city.hirakata.
osaka.jp/soshiki/11-2-0-
0-0_13.html

枚方市教育委員会文化財課
（050-7105-8058）

要事前申込
対象は原則として全3
回参加可能な方

大阪府 枚方市 ①、③ ひらかた歴史探検隊－枚方宿を歩こう－
枚方宿鍵屋資料館を中心に枚方宿を親子で歩きながら、枚方宿に残る文化財や景
観を調べます。

11月3日
（集合場所）
市立枚方宿鍵屋資料館

枚方市教育委員会
文化財課

無料
http://www.city.hirakata.
osaka.jp/soshiki/11-2-0-
0-0_13.html

枚方市教育委員会文化財課
（050-7105-8058）

要事前申込
定員：先着15組（１組５
人まで）

大阪府 枚方市 ①
文化財連続講座③「古墳終末の様相‐群集
墳を中心に‐」

柏原市立歴史資料館館長の安村俊史氏による講演を行います。 11月18日
メセナひらかた会館
６階大会議室

枚方市教育委員会
文化財課

http://www.city.hirakata.
osaka.jp/soshiki/11-2-0-
0-0_13.html

枚方市教育委員会文化財課
（050-7105-8058）

要事前申込
参加費：100円
定員：先着

大阪府 枚方市 ① ジュニア文化財学級
小中学生を対象に、枚方市内にある弥生時代の遺跡についてのミニ講義やワーク
ショップを通して、当時の人びとの営みについて考えます。

10月13日 旧田中家鋳物民俗資料館
枚方市教育委員会
文化財課

http://www.city.hirakata.
osaka.jp/soshiki/11-2-0-
0-0_14.html

枚方市教育委員会文化財課
050-7105-8058

大阪府 枚方市 ① ちょこっと展「ひらかた大箱覧会」（予定）
箱は中身（内容物）の収納や運搬に用いられる副次的な道具ですが、過去から現在
にかけて用いられる大変身近なものです。今回のちょこっと展では、こうした箱から、
中身を守る工夫や、人々の中身への思い、地域の歴史や文化を紹介します。

10月28日～1月14日 旧田中家鋳物民俗資料館 旧田中家鋳物民俗資料館 無料
http://www.city.hirakata.
osaka.jp/0000002648.htm
l

旧田中家鋳物民俗資料館
（072‐858‐4665）

大阪府 枚方市 ① 鋳造講座（予定） ブロンズで表札やランプシェードなどを作ります。
11月10日，17日，24
日，12月1日，8日，15
日

旧田中家鋳物民俗資料館 旧田中家鋳物民俗資料館
http://www.city.hirakata.
osaka.jp/0000002648.htm
l

旧田中家鋳物民俗資料館
（072‐858‐4665）

対象は原則として全6
回参加可能な方
要事前申込
参加費：4,000円　
募集人数：16人

大阪府 枚方市 ① ステンドグラス講座（予定） 古典技法（ケイム）でA3サイズのウィンドウパネルを作ります。
10月23日，30日，
11月6日，13日，20日

旧田中家鋳物民俗資料館 旧田中家鋳物民俗資料館
http://www.city.hirakata.
osaka.jp/0000002648.htm
l

旧田中家鋳物民俗資料館
（072‐858‐4665）

対象は原則として全5
回参加可能な方
要事前申込
参加費：16,000円　
募集人数：12人

大阪府 枚方市 ① 七宝講座（予定） 内容未定です。 11月15日 旧田中家鋳物民俗資料館 旧田中家鋳物民俗資料館
http://www.city.hirakata.
osaka.jp/0000002648.htm
l

旧田中家鋳物民俗資料館
（072‐858‐4665）

要事前申込
参加費：1,100円
募集人数：16人

大阪府 枚方市 ①
企画展　門真市立歴史資料館・市立枚方宿
鍵屋資料館・淀川資料館合同展示「北河内
の交通史」

近世・近代の北河内は、「淀川」という日本でも有数の大河川と、「京街道」という京
都と大坂を結ぶ主要路を持ち、淀川舟運や街道交通によって栄えてきました。今回
の企画展では、近世から近代にかけての北河内の交通史（街道や河川交通）に注
目した合同展示を開催します。

10月10日～12月9日 市立枚方宿鍵屋資料館 市立枚方宿鍵屋資料館
http://kagiya.hirakata-
kanko.org/

市立枚方宿鍵屋資料館
（072-843-5128）

休館：毎週火曜日（祝
日の場合は開館、翌
平日休館）

大阪府 枚方市 ①
企画展関連講座「絵地図・古写真からみた明
治18年淀川大洪水」

立命館大学衣笠総合研究機構専門研究員の谷端郷氏による講演を行います。 10月29日 市立枚方宿鍵屋資料館 市立枚方宿鍵屋資料館
http://kagiya.hirakata-
kanko.org/

市立枚方宿鍵屋資料館
（072-843-5128）

要事前申込
参加費：500円
（小中生400円）
定員：80名

大阪府 枚方市 ①
企画展関連シンポジウム「近世淀川交通と
北河内」

大阪城天守閣研究副主幹　宮本裕次氏、門真市立歴史資料館学芸員　常松隆嗣氏
を招き、「近世淀川交通と北河内」をテーマにシンポジウムを開催します。

11月21日 市立枚方宿鍵屋資料館 市立枚方宿鍵屋資料館
http://kagiya.hirakata-
kanko.org/

市立枚方宿鍵屋資料館
（072-843-5128）

要事前申込
参加費：500円
（小中生400円）
定員：50名

大阪府 枚方市 ① お抹茶のいただき方 お抹茶の飲み方のマナーや作法を体験します。 10月28日 市立枚方宿鍵屋資料館 市立枚方宿鍵屋資料館
http://kagiya.hirakata-
kanko.org/

市立枚方宿鍵屋資料館
（072-843-5128）

要事前申込
参加費：800円
（小中生700円）
定員：各回20名

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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大阪府 枚方市 ① 鍵屋の調べ 鍵屋資料館大広間で、箏・三味線・尺八で奏でる三曲の演奏会を行います。 11月10日 市立枚方宿鍵屋資料館 市立枚方宿鍵屋資料館
http://kagiya.hirakata-
kanko.org/

市立枚方宿鍵屋資料館
（072-843-5128）

要事前申込
参加費：1,200円
（小中生600円）
定員：110名

大阪府 枚方市 ③
イベント
「五六市・大広間茶屋」

毎月第２日曜日に開催される「くらわんか五六市」に合わせて、大広間でくらわんか
鮨やごんぼ汁などの軽食や枚方銘菓等の販売を行っています。

11月11日 市立枚方宿鍵屋資料館 市立枚方宿鍵屋資料館
http://kagiya.hirakata-
kanko.org/

市立枚方宿鍵屋資料館
（072-843-5128）

要入館料

大阪府 枚方市 ③
イベント
「うまいもん市」

関西文化の日のイベントで、入館料無料で見学できます。また大広間では、地元・枚
方のうまいものを集めて販売しています。

11月17日，18日 市立枚方宿鍵屋資料館 市立枚方宿鍵屋資料館
http://kagiya.hirakata-
kanko.org/

市立枚方宿鍵屋資料館
（072-843-5128）

入館無料（関西文化
の日につき）

大阪府 枚方市 ①，③
ひらかたアルテアチェンバーオーケストラ
2018

枚方市出身、在住の京都市交響楽団ヴィオラ奏者・金本洋子氏に企画段階より協
力を得、奏者に、ＮＨＫ交響楽団第２ヴァイオリン首席代行の白井篤氏、日本セン
チュリー交響楽団コンサートマスターの松浦奈々氏をはじめ国内の楽団からトップレ
ベルの奏者を招き、枚方発の室内オーケストラを編成、質の高い演奏でクラシックの
名曲を楽しんでいただきます。

10月13日 メセナひらかた会館　多目的ホール
公益財団法人
枚方市文化国際財団

http://www.hirabunkoku.
or.jp/

文化国際財団
072－843-1123

大阪府 枚方市 ①，③
2018演劇ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ
「～かじってみよう！役者体験～」

発声練習や台本の読み方から始めて、舞台の上で小さな作品を発表するまでを2週
に渡って味わえるワークショップ。

10月14日
10月21日

メセナひらかた会館大会議室
枚方公園青少年センター　ホール

枚方演劇連絡会・
公益財団法人
枚方市文化国際財団

http://www.hirabunkoku.
or.jp/

文化国際財団
072－843-1123

大阪府 枚方市 ①，③ 錦秋の美術鑑賞バスツアー 学芸員の解説付きで、市民の方に身近に優れた美術作品を鑑賞していただきます。 11月21日 徳島県鳴門市「大塚国際美術館」
公益財団法人
枚方市文化国際財団

http://www.hirabunkoku.
or.jp/

文化国際財団
072－843-1123

大阪府 枚方市 ①，③ 第19回ひらかた多文化ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ

枚方市に在住する外国人とともに生き、異文化を共有することによって、多文化に彩
られた平和なまちを創造し、国籍を問わず枚方で生活するすべての市民が、それぞ
れの民族文化や音楽を通して相互理解と共生の場を作り出していくことを目的に実
施します。

11月23日 岡東中央公園
ひらかた多文化フェスティバル
実行委員会

無料
http://www.hirabunkoku.
or.jp/

文化国際財団
072－843-1123

大阪府 枚方市 ①，③ 2018ひらかた市民合唱祭

市内の合唱団が日頃の練習成果を発表することで、団体相互の交歓と連帯意識の
高揚を図り、市民の文化芸術活動の推進の資することを目的とし、子どもから大人
まで幅広い世代が、会場と一体となって合唱を楽しみ、教育、文化の創造を発信し
ます。

11月24日，25日
関西外国語大学　谷本記念講堂（中
宮キャンパス）

枚方合唱協会・
公益財団法人枚方市文化国際財
団

無料
http://www.hirabunkoku.
or.jp/

文化国際財団
072－843-1123

大阪府 枚方市 ①
中高生を対象とした大学体験事業
（大阪工業大学）

中高生を対象に、市内大学を体験できる事業を実施。 11月3日 大阪工業大学 学園都市ひらかた推進協議会 無料
枚方市総合政策部
ひらかた魅力推進課
072-841-1229

大阪府 枚方市 ①
中高生を対象とした大学体験事業
（関西医科大学）

中高生を対象に、市内大学を体験できる事業を実施。 10月20日 関西外国語大学 学園都市ひらかた推進協議会 無料
枚方市総合政策部
ひらかた魅力推進課
072-841-1229

大阪府 枚方市 ①
中高生を対象とした大学体験事業
（関西外国語大学）

中高生を対象に、市内大学を体験できる事業を実施。 10月20日 関西外国語大学 学園都市ひらかた推進協議会 無料
枚方市総合政策部
ひらかた魅力推進課
072-841-1229

大阪府 枚方市 ③ 第22回北山祭（大学祭）
毎年恒例の学園祭であり、課外活動団の展示や催しを実施するほか、一般市民に
よるフリーマーケットなどを行います。

11月3日
大阪工業大学
枚方キャンパス

大阪工業大学情報科学部
北山祭実行委員会

大阪工業大学
情報科学部事務室
072-866-5301

大阪府 枚方市 ① ひらかた市民大学
テーマ「おとなのためのプログラミング体験」
本講座では、プログラミングを体験することで、コンピュータがどのようなものかを理
解してもらうことを目的とします。

11月3日
大阪工業大学
枚方キャンパス

枚方市 無料
枚方市役所
産業文化部生涯学習課
072-841-1221

大阪府 枚方市 ④ 子ども大学探検隊
「Oh!ITカーニバル」として各研究室が一堂に集まり、研究内容を発表します。ＶＲ
（バーチャル・リアリティ）やロボット操作など、体験型のブースも多くあり、自由に探
検することができます。

11月3日
大阪工業大学
枚方キャンパス

枚方市 無料
枚方市役所
産業文化部生涯学習課
072-841-1221

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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大阪府 枚方市 ④ 中高生を対象とした大学体験事業

「Oh! IT カーニバル」を開催しています。情報科学部のほぼすべての研究室が大会
場にブースを構え、研究の成果をさまざまな形式で紹介します。プレゼンテーション
では、卒業研究などで行っている難解な技術課題をそのまま紹介するのではなく、
一般来場者に研究の趣旨を理解してもらうことを主眼として構成しています。体験型
プレゼンテーションとして実施する研究室が多く、学生の手作りによるデモンストレー
ションシステムで大学研究の一端とその雰囲気を体験することができます。

11月3日
大阪工業大学
枚方キャンパス

枚方市 無料
枚方市役所総合政策部
ひらかた魅力推進課
072-841-1221

大阪府 枚方市 ①
摂南大学薬学部附属薬用植物園
「2018年度　秋の薬草見学会」

生涯学習支援を主な目的とした地域貢献活動の一環として、一般市民を対象に薬
学部附属薬用植物園で栽培している薬用植物や有用植物などの見学をします。見
学後は、漢方の健康茶やハーブティの試飲、ミニ講座があります。

10月27日 摂南大学枚方キャンパス薬用植物園
摂南大学薬学部、
研究支援・社会連携センター

無料
摂南大学　
研究支援・社会連携センター
072-829-0385

大阪府 枚方市 ① 摂南大学看護学研究科公開講座 大学院看護学研究科主催の公開講座（タイトル等未定） 11月17日 メディックスホール 摂南大学大学院看護学研究科 無料
摂南大学　枚方事務室
072-866-3100

大阪府 藤井寺市
①，②，
③

藤井寺市民表彰・感謝状贈呈式
市の政治、経済、文化、社会その他各般にわたり市政振興に寄与した個人又は団
体を表彰 （表彰区分には教育文化功労以外も含まれています。）

11月3日 市立市民総合会館別館中ホール 藤井寺市 無料
http://www.city.fujiidera.l
g.jp/

教育総務課
℡072-939-1401

大阪府 藤井寺市 ① 文化財講座
5回に亘って、外部から招聘した専門の講師や市教委職員が、市民に歴史関連の講
義を行います。

10月27日,11月10日,12
月22日,1月26日,2月23
日

藤井寺市立生涯学習センター 藤井寺市教育委員会

【市民文化財講座HP】
http://www.city.fujiidera.l
g.jp/rekishikanko/ibento/
1387843926764.html

文化財保護課
072－939－1419

大阪府 藤井寺市 ① 古代史料展
遺跡・古墳が多く所在する藤井寺市の特色を活かし、収集した古代史に関する本を
展示・貸し出します。

9月29日～10月30日 藤井寺市立図書館 藤井寺市立図書館 無料
http://www.lib.city.fujiide
ra.osaka.jp/

藤井寺市立図書館

大阪府 藤井寺市 ① 蔵出し本展 書庫に所蔵している資料を閲覧室で展示・貸し出します。 9月29日～10月30日 藤井寺市立図書館 藤井寺市立図書館 無料
http://www.lib.city.fujiide
ra.osaka.jp/

藤井寺市立図書館

大阪府 藤井寺市 ① 大人のための絵本展 大人も楽しめる絵本を展示・貸し出します。 9月29日～10月30日 藤井寺市立図書館 藤井寺市立図書館 無料
http://www.lib.city.fujiide
ra.osaka.jp/

藤井寺市立図書館

大阪府 藤井寺市 ① 藤井寺市立図書館おすすめの本展 当館職員がおすすめする図書を展示・貸し出します。 9月29日～10月30日 藤井寺市立図書館 藤井寺市立図書館 無料
http://www.lib.city.fujiide
ra.osaka.jp/

藤井寺市立図書館

大阪府 藤井寺市 ① 英語のおはなし会
市立小・中学校英語指導助手の協力により、英語の絵本の読み聞かせなどを行い
ます。

10月20日 藤井寺市立図書館 藤井寺市立図書館 無料
http://www.lib.city.fujiide
ra.osaka.jp/

藤井寺市立図書館 事前募集あり

大阪府 藤井寺市 ① 紙芝居と絵本の読み聞かせ ボランティアの協力により、紙芝居と絵本の読み聞かせを行います。
10月24日
11月・7・14・21日

藤井寺市立図書館 藤井寺市立図書館 無料
http://www.lib.city.fujiide
ra.osaka.jp/

藤井寺市立図書館

大阪府 藤井寺市 ① えほんとおはなしのへや ボランティアの協力により、おはなしと絵本の読み聞かせなどを行います。 10月27日．11月10日 藤井寺市立図書館 藤井寺市立図書館 無料
http://www.lib.city.fujiide
ra.osaka.jp/

藤井寺市立図書館

大阪府 藤井寺市 ① 健康に関する本展 健康に関する本を展示・貸し出します。 11月1日～11月29日 藤井寺市立図書館 藤井寺市立図書館 無料
http://www.lib.city.fujiide
ra.osaka.jp/

藤井寺市立図書館

大阪府 藤井寺市 ① 「古典の日」展
11月1日は「古典の日」です。秋の夜長にじっくり読みたい、古典の数々を展示・貸し
出します。

11月1日～11月29日 藤井寺市立図書館 藤井寺市立図書館 無料
http://www.lib.city.fujiide
ra.osaka.jp/

藤井寺市立図書館

大阪府 藤井寺市 ① クリスマスの本展 クリスマスに関する本を展示・貸し出します。 11月1日～11月29日 藤井寺市立図書館 藤井寺市立図書館 無料
http://www.lib.city.fujiide
ra.osaka.jp/

藤井寺市立図書館

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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大阪府 藤井寺市 ① 赤ちゃんのおはなし会
乳幼児と保護者を対象に、健康に関するアドバイスと絵本の読み聞かせを行いま
す。

11月15日 藤井寺市立図書館 藤井寺市立図書館 無料
http://www.lib.city.fujiide
ra.osaka.jp/

藤井寺市立図書館

大阪府 藤井寺市 ① リサイクルフェア 図書館で使わなくなった図書を市民の皆さんに無償でお譲りします。
11月17日．
18日

藤井寺市立図書館 藤井寺市立図書館 無料
http://www.lib.city.fujiide
ra.osaka.jp/

藤井寺市立図書館

大阪府 松原市 ① 本の展示・貸出
『ええやんか～図書館「人権ってな～に」図書展』と題して、本の展示・貸出をしま
す。

10月2日～31日 松原市民松原図書館 松原市民図書館 無料

松原市民図書館ＨＰ：
http://www.city.matsubar
a.osaka.jp/index.cfm/10,0
,27,html

松原市民松原図書館
(072)334-8060

大阪府 松原市 ① 第４２回　図書館まつり 図書館にかかわる市民グループによる、おはなし会や催し物を行います。 10月20日 松原市民松原図書館 松原市民図書館 無料

松原市民図書館ＨＰ：
http://www.city.matsubar
a.osaka.jp/index.cfm/10,0
,27,html

松原市民松原図書館
(072)334-8060

大阪府 松原市 ① 本の展示・貸出 「外国人の人権」をテーマに本の展示・貸出をします。 11月1日～30日 松原市民松原図書館 松原市民図書館 無料

松原市民図書館ＨＰ：
http://www.city.matsubar
a.osaka.jp/index.cfm/10,0
,27,html

松原市民松原図書館
(072)334-8060

大阪府 松原市 ① あかちゃんタイム
０から３歳の子どもとその保護者を対象に、絵本の読み聞かせやわらべうた、手遊び
などをします。

11月8日 松原市民松原図書館 松原市民図書館 無料

松原市民図書館ＨＰ：
http://www.city.matsubar
a.osaka.jp/index.cfm/10,0
,27,html

松原市民松原図書館
(072)334-8060

大阪府 松原市 ①，③ 第32回松原市音楽祭
市内で練習、活動している団体（コーラス、ブラスバンド、ギター、琴、尺八など）の演
奏が行われます。

11月4日 松原市文化会館 松原市音楽祭実行委員会 無料
市民協働部いきがい学習課　
(072)334-1550
（内線2526）

大阪府 松原市 ①，③ 松原市民文化祭
市内在住・在学・在勤の方が制作した作品の展示や、俳句・詩吟・囲碁・将棋・社交
ダンスの大会が行われます。

10月27～28日（展示）
　11月3日（大会）

松原市立各公民館、松原図書館、
まつばらテラス（輝）、市民道夢館

松原市文化祭実行委員会 無料
市民協働部いきがい学習課　
(072)334-1550
（内線2526）

大阪府 岬町 ③ 岬町文化祭
文化の日を中心とした町民参加型の文化祭です。作品等の展示や、舞踏・民謡・芸
能、コーラス、マンドリンの演奏などを催します。

10月27日～11月4日 岬町文化実行委員会・海風館 岬町文化祭実行委員会 無料
岬町教育委員会
生涯学習課
072-492-2715

大阪府 箕面市 ① 手話奉仕員養成講座
地域生活支援事業。聴覚障害者の生活及び関連する福祉制度についての理解と認
識を深めると共に、日常会話を行うに必要な手話を習得する。

H30年6月～H31年2月

箕面市立障害者福祉センター
ささゆり園
箕面市立総合保健福祉センター
ライフプラザ

箕面市立障害者福祉センター
ささゆり園　
（社福）あかつき福祉会
(指定管理業務)

箕面市立障害者福祉センター
ささゆり園　072-724-2940

テキスト代実費負担

大阪府 箕面市 ① 手話通訳技能研修および自主学習
本市の登録手話通訳者および登録をめざすかたを対象を対象とし、自らの手話通
訳の技術及び知識の向上を促進し、合わせて人材育成を図ることを目的とした研
修。

H30年8月～H31年3月
箕面市立障害者福祉センターささゆ
り園

障害福祉課
障害福祉課
072-727-9506

教材実費負担

大阪府 箕面市 ①，③ 戦没者追悼式
先の大戦における戦没者並びに多数の戦争受難者に対し、追悼の誠を捧げ、恒久
平和への誓いをこめ、平成

11月11日 箕面市立メイプルホール
戦没者遺族会
健康福祉政策室

無料
健康福祉政策室
072-727-9512

大阪府 箕面市 ① まるごと1日あそびing
主に0歳から就学前児童を育てている子育て家庭を対象として、「親子で遊ぶ」「子育
てに関する情報提供」「地域で子どもに関する事業や活動を展開している団体（個
人）との連携」等を盛り込んだ、子育て支援センターの年一回のイベントです。

11月17日 箕面市萱野中央人権文化センター 箕面市子育て支援センター 無料
箕面市中央子育て支援センター
072-723-5433

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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大阪府 箕面市 ①，② 星を観る会（観望会）
　天体観測室の望遠鏡を用いて季節ごとに変わる月や惑星の観察、星座に関する
説明をもって知識を深めてもら、興味を持ってもらう。

10月19日 箕面市教育センター 箕面市教育委員会 無料

箕面市教育センターHP
教育文化活動
http://www.city.minoh.lg.j
p/edu-
center/zigyou/bunka.htm
l

箕面市教育センター
072-727-5112

大阪府 箕面市 ①，③ 食育フェア
・市がすすめる食育の啓発を行います。
・市の食育の取り組みや地産地消の良さを紹介し、家庭での食育に取り入れてもら
います。

11月23日
・メイプルホール
・中央生涯学習センター

箕面市
【箕面市HP】
http://www.city.minoh.lg.j
p/

みどりまちづくり部
箕面産と食の推進室
072-724-6159
syokuiku@maple.city.minoh.lg.jp

大阪府 箕面市 ①，②
201８みのおアイデアメニューコンテスト表彰
式

・市内在住、在学の小学校5年生から中学生を対象に、箕面市で収穫された秋野菜
を使用した料理コンテストを実施し、食に関する興味・関心を深めます。
・箕面市で収穫される野菜を使用することにより、箕面産野菜及び地産地消への関
心を深めます。

11月23日 箕面市農業祭会場 箕面市 無料
【箕面市HP】
http://www.city.minoh.lg.j
p/

みどりまちづくり部
箕面産と食の推進室
072-724-6159
syokuiku@maple.city.minoh.lg.jp

大阪府 箕面市 ① みのお山とみどりのフェスティバル
自然素材を使った工作や体験コーナー、活動写真の展示、山麓ファンド募金、音楽
ステージ等

11月3日
箕面公園瀧安寺前広場、 
箕面駅前ステージ、夫婦橋、
梅屋敷、他

NPO山麓保全委員会 無料 072-724-3615

大阪府 箕面市 ① 第3７回箕面市青少年弁論大会 中学生の意見表明の場として弁論大会を行う。 11月10日（土）
箕面市立
箕面文化・交流センター

箕面市
箕面市教育委員会
箕面ライオンズクラブ

無料
箕面市教育委員会事務局
子ども未来創造局青少年育成室
072-724-6968

大阪府 箕面市 ③ 第６１回箕面市民展
市民が誰でも参加できる美術展を開催し、絵画・彫塑の部、写真の部、工芸の部、
書の部の４部門で展示を行う。

10月19日～28日
箕面市立
箕面文化・交流センター

箕面市・箕面市教育委員会・
箕面市美術協会

無料
公益財団法人
箕面市メイプル文化財団
072-723-2525

業務を（公財）箕面市
メイプル文化財団に委
託

大阪府 箕面市 ①
第３０回生涯学習センターまつり
　「まなび・つどい・ふれあいまつり」

生涯学習センター利用者グループの日頃の学習活動の発表や展示を行います。 10月20日10月21日
箕面市立
中央生涯学習センター
箕面市立メイプルホール

まなび・つどい・ふれあいまつり
実行委員会

箕面市立中央生涯学習センター    
072-721-4094

大阪府 箕面市 ①，③ みのおNPOフェスタ2018
箕面市内等で活動するNPO約30団体が、パネル展やブース出展等によりその活動
の内容や意義等をアピールします。

パネル展：
10月12日～26日
フェスタ当日：10月28日

箕面市立みのお市民活動センター他 みのお市民活動センター
【みのお市民活動セン
ターHP】
http://www.shimink.jp/

箕面市立みのお市民活動セン
ター
072-720-3386

大阪府 箕面市 ①
第30回生涯学習センターなつり
｢まなび･つどい･ふれあいまつり｣

生涯学習センター利用者グループの日頃の学習活動の発表や展示を行います。 10月20日10月21日
箕面市立
中央生涯学習センター
箕面市立メイプルホール

まなび・つどい・ふれあいまつり
実行委員会

箕面市立中央生涯学習センター    
072-721-4094

大阪府 箕面市 ①
フェルトで手作りの壁飾りを作ろう！
～クリスマス・お正月に～

【生涯学習講座】季節にぴったりの壁飾りを手作りする講座です。
11月8日・29日、12月6
日・20日

箕面市立
中央生涯学習センター

箕面市教育委員会
公益財団法人
箕面市メイプル文化財団
072-721-2123

受講申込締切10月25
日

大阪府 箕面市 ①
60歳から始める男の料理
～煮物・蒸し物・焼き物編～

【生涯学習講座】シニア男性を対象とした、料理の基本から学ぶ講座です。
11月10日24日、
12月8日

箕面市立
西南生涯学習センター

箕面市教育委員会
公益財団法人
箕面市メイプル文化財団
072-721-2123

受講申込締切10月27
日

大阪府 箕面市 ①
赤ちゃんのそばでリラックス！
産後ママのためのエクササイズ講座

【生涯学習講座】赤ちゃんと一緒に参加できる、産後の身体に優しく安心して行える
エクササイズの講座です。

10月11日・25日、11月8
日・22日

おひさまルームひじり 箕面市教育委員会
公益財団法人
箕面市メイプル文化財団
072-721-2123

受講申込締切9月27
日

大阪府 箕面市 ①
ハンガリーの文化を知ろう！
ハンガリー刺繍体験

大阪大学卒業生でハンガリー伝統手芸研究家の講師によるハンガリー刺繍の紹介
とワークショップを行います。

10月24日
箕面市立
東生涯学習センター

箕面市教育委員会、大阪大学大
学院言語文化研究科・外国語学部

箕面市教育委員会
子ども未来創造局
生涯学習・市民活動室
072-724-6729

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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大阪府 箕面市 ①
ベトナムの文化を知ろう！
阪大生が見た生きた学び

大阪大学の学生によるベトナムの文化などについての公開プレゼンテーション及び
交流会です。

10月21日 箕面市立みのお市民活動センター
箕面市教育委員会、大阪大学大
学院言語文化研究科・外国語学部

箕面市教育委員会
子ども未来創造局
生涯学習・市民活動室
072-724-6729

大阪府 箕面市 ①，② 「箕面・世界子どもの本アカデミー賞」授賞式
ノミネート本の中から箕面市の児童・生徒の投票により5部門の受賞作を決定しま
す。児童生徒が司会、進行する授賞式に受賞者等を招き、手作りのオスカー像を贈
呈する授賞式を開催します。

11月17日 メイプルホール
「箕面・世界子どもの本アカデミー
賞」選定プロジェクト実行委員会

無料
https://www.city.minoh.lg
.jp/library/katsudou/aca
demy/academy2018.html

子ども未来創造局
中央図書館
TEL：072-722-4580

大阪府 守口市
①，②，
③

守口市教育委員会表彰
教育の発展や文化・体育活動に関して、優れた業績を挙げた個人・団体を表彰しま
す。

11月1日 守口市役所
守口市
教育委員会

無料
守口市教育委員会
管理部　総務課
06-6995-3152

大阪府 守口市 ①，② 第８回守口市読書感想文発表会
青少年読書感想文全国コンクールにおいて、市内審査で受賞した児童・生徒への表
彰及び当該児童・生徒による読書感想文の発表を行う。

10月20日 守口市役所
守口市
教育委員会

無料
守口市教育委員会
指導部 学校教育課
06-6995-3151

大阪府 守口市 ③ 第62回守口市美術展覧会
本市における美術の発展並びに市民の文化活動及び意識の向上に資することを目
的に開催する公募美術展。日本画・洋画の部、彫刻・工芸の部、書道の部、写真の
部の４部門で実施。

11月15日～18日 守口市役所
守口市・守口市教育委員会・守口
市総合美術協会

無料
守口市市民生活部
生涯学習・スポーツ振興課
06-6995-3158

大阪府 守口市 ③
もりぐち歴史館「旧中西家住宅」関西文化の
日

関西が誇る長い歴史に培われた豊かな文化資源に気軽に接する機会を提供するこ
とにより、美術・学術愛好者の増大を図るとともに、域外に向けても、文化が息づく関
西を広く、かつ強くアピールし、関西への集客を図ることを目的とする「関西文化の
日」に合わせ、11月17日、18日の２日間もりぐち歴史館「旧中西家住宅」の入館料を
無料とするもの。

11月17日～18日
もりぐち歴史館
「旧中西家住宅」

守口市教育委員会 無料
守口市市民生活部
生涯学習・スポーツ振興課
06-6995-3158

大阪府 八尾市 ①，③ 第65回　八尾市文化芸術芸能祭
市民の日常の学習・文化・芸術活動の発表、交流の場として開催。作品展示や舞台
発表等を行います。

11月4日、9～11日
八尾市文化会館
（プリズムホール）

八尾市文化芸術芸能祭実行委員
会

http://www.kagayaki-
yao.or.jp/

八尾市立生涯学習センター
電話072-924-3876

※展示・発表は有料
（受付終了）です。
※観覧は無料です。

大阪府 八尾市 ①，③
八尾市立埋蔵文化財調査センター平成30年
度秋季企画展『やおの弥生時代(前期～中
期) ―弥生文化の導入と集落の広がり―』

今回の企画展は、弥生時代前期の稲作文化の受容期から弥生文化が華開く中期
後半までの時期を対象とし、八尾の人々が自然環境の変化のなかでどのような生活
を営んでいたのかを調査成果をもとに紹介します。

9月27日
～H31年2月15日

八尾市立
埋蔵文化財調査センター

公益財団法人
八尾市文化財調査研究会

無料
http://www17.plala.or.jp/
zyao_maibun/center/inde
x.html

公益財団法人
八尾市文化財調査研究会
(八尾市立埋蔵文化財調査セン
ター)
072-994-4700

午前9時～午後5時　　
休館日：土・日・祝日、
12月29日～1月3日
但し10月28日（日）、
11月17日(土)・18日
（日）、平成31年1月20
日（日）は開館。

大阪府 八尾市 ①，③
平成30年度秋季企画展関連講演会①「弥生
時代の金属器―八尾市域出土の銅鐸につ
いて―」

市域の出土の金属器、特に弥生時代中期の銅鐸について、これまでに判ったことを
紹介します。

10月28日（日）
八尾市立
埋蔵文化財調査センター

公益財団法人
八尾市文化財調査研究会

http://www17.plala.or.jp/
zyao_maibun/center/inde
x.html

公益財団法人
八尾市文化財調査研究会
(八尾市立埋蔵文化財調査セン
ター)
072-994-4700

講演会13：30～15：00
事前申込不要　当日
先着30人　当日受付
12：30～　資料代200
円

大阪府 八尾市 ①，③
「関西文化の日」連携イベント 火おこし体験

石包丁による穂摘み体験
11月17日、18日

八尾市立
埋蔵文化財調査センター

公益財団法人
八尾市文化財調査研究会

無料
http://www17.plala.or.jp/
zyao_maibun/center/inde
x.html

公益財団法人
八尾市文化財調査研究会
(八尾市立埋蔵文化財調査セン
ター)
072-994-4700

休日開館
開館時間午前９時～
午後５時　事前申込不
要

大阪府 八尾市 ①，③
「由義寺跡」国史跡指定記念シンポジウムの
開催

「由義寺跡」国史跡指定記念を、学識やマンガ家の里中満智子氏によるシンポジウ
ムを開催します。

10月28日（日） 八尾市文化会館 文化財課 無料
http://www.city.yao.osak
a.jp/0000043362.html

八尾市役所　文化財課
072-924-8555

開催時間10：00～16：
00
事前申込制
定員270名
応募期間9月1日～10
月5日まで

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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大阪府 八尾市 ③ 菊花展
八尾市市民憲章推進協議会の緑化部会による活動であり、みどり豊かなまちづくり
に向けた啓発活動の一環として、八尾市市民憲章推進協議会と菊友会が共催し、
やおの花である菊の展示を行います。

11月3日前後の1週間く
らい

八尾市役所正面玄関外 菊友会 無料

八尾市市民憲章
推進協議会事務局
（八尾市市コミュニティ政策推進
課）
TEL 072-924-3827

大阪府 八尾市 ① 家庭教育を考える市民集会

青少年非行の低年齢化が大きな社会問題となり、その背景の一つに家庭の教育力
の低下があげられています。次代を担う青少年の健全な育成にとって家庭教育は極
めて重要な役割を持つため、市民をあげて家庭教育に対する関心と理解を深め、そ
のあり方について考える機会として講演を行います。

11月17日
八尾市文化会館
（プリズムホール）小ホール

青少年健全育成八尾市民会議、
八尾市

無料
http://www.city.yao.osak
a.jp/soshiki/6-15-0-0-
0_4.html

八尾市こども未来部青少年課
TEL072-924-3874

大阪府 八尾市 ③
ぷらっとプリズム
「ずっと・もっと　プリズム～30th Anniversary
＆ Episode of 30～」

「プリズムホール開館30周年」を記念して、八尾の町に夢と感動を届けた30年の「過
去」と、多くの人々が輝く舞台で心豊かになれる「未来」をテーマに展示を開催。メッ
セージや作文を募集しプリズムホールの歴史とともに振り返ります。

10月24日～11月2日
プリズムホール
光のプラザ展示室

公益財団法人
八尾市文化振興事業団

無料
【プリズムホールＨＰ】
https://prismhall.jp/

八尾市文化会館
（プリズムホール）
072-924-9999

大阪府 八尾市 ③ 子ども河内音頭講座
地元八尾の特色を読み込んだ河内音頭「八尾百選景」を題材に、音頭の歴史、詠み
方、踊り、太鼓などの鳴り物等といった様々な角度から河内音頭について楽しく学ん
でいただく講座を毎月１回開催しています。

10月28、11月18日
プリズムホール
練習室１
練習室２

公益財団法人
八尾市文化振興事業団

無料
【プリズムホールＨＰ】
https://prismhall.jp/

八尾市文化会館
（プリズムホール）
072-924-9999

大阪府 八尾市 ③
八尾プリズムホール演劇助成事業　
Prism Partner’s Produce　iaku　ワークショッ
プ

あなたの脳が活性化！劇作家・iaku横山拓也と演劇に浸る2日間
①自己紹介の台本を書いてみる！
②短いセリフを演じてみる！

11月3日～4日
プリズムホール
会議室1

公益財団法人
八尾市文化振興事業団

【プリズムホールＨＰ】
https://prismhall.jp/

八尾市文化会館
（プリズムホール）
072-924-9999

PPPiaku本公演
12/21～22

大阪府 八尾市 ③
八尾市制施行70周年・
八老劇団創立45周年記念公演
八老劇団「河内版　源氏物語」（仮）

八尾市制施行70周年・八老劇団創立45周年を記念して「河内版　源氏物語」を実
施。
演劇を通して仲間づくり・生きがいづくりに取り組み、いきいきとした八老劇団の姿を
舞台公演で披露する。

11月24日、25日
プリズムホール
小ホール

公益財団法人
八尾市文化振興事業団

無料
【プリズムホールＨＰ】
https://prismhall.jp/

八尾市文化会館
（プリズムホール）
072-924-9999

大阪府 関係県市 ①
平成30年度
生駒花屏風ハイキング（枚方市尊延寺）

生駒山系花屏風活動の一環として“おおさか山の日”に開催するハイキングイベント
です。参加者による花木の植樹や記念品抽選会、地元物産の展示販売などお楽し
みがいっぱいです。

11月10日 王仁公園小グラウンド 生駒山系森づくりサポート協議会 無料
http://www.pref.osaka.lg.j
p/chubunm/chubu_nm/2
018hanabyobuhaiku.html

大阪府中部
農と緑の総合事務所　
みどり環境課
TEL：072-994-1515

大阪府
関係県
市町村

①
第37回全国・自然歩道を歩こう大阪府大会
生駒山麓ウォーク

生駒山系広域利用促進協議会が作成している「いこいこまっぷ」で紹介しているコー
スを歩くハイキングイベントです。三郷町中央公園いこいの森を出発し、信貴山朝護
孫子寺を巡りながら近鉄西信貴ケーブル高安山駅までを歩くコースで生駒山麓（三
郷町～平群町～八尾市）の自然を楽しみます。

11月3日 三郷町中央公園いこいの森 生駒山系広域利用促進協議会

生駒山系広域利用
促進協議会事務局
大阪府みどり推進室みどり企画課
TEL：06-6210-9555

当日受付 定員300名
参加費300円/人
（保険料・地図等含）

大阪府 関係県市町 ① 第６回ダイトレ・ウォーク
ダイヤモンドトレール及びその周辺に存在する自然・歴史・文化の魅力に触れる
ウォーキング開催します。

11月17日 滝畑ダム湖畔観光前
ダイヤモンドトレール活性化
実行委員会

ダイヤモンドトレール活性化実行
委員会　事務局　大阪府南河内農
と緑の総合事務所 地域政策室　
TEL：0721-25-1131

当日受付 定員100名　
参加費有料
（保険料・資料代等
含）

大阪府 府内全域 ③ 大阪文化芸術フェス２０１８

大阪の都市魅力を創造していくため、文化を核とした大阪発展のムーブメントにつな
がるプロモーションとして「大阪文化芸術フェス」を実施する。
府内のホール・劇場や公園に、上方伝統芸能、上方演芸等の大阪が誇るコンテンツ
や、音楽、演劇、アート等の国内外のコンテンツを一堂に集めて実施し、文化を楽し
む機会を創出するとともに、府内全域に多くの観光客を呼び込み、大阪が持つ多彩
で豊かな文化の魅力を積極的に発信する。

平成30年9月29日から
11月4日

万博記念公園会場のほか、
府内各地域

大阪文化芸術フェス実行委員会 https://osaka-ca-fes.jp/
大阪府府民文化部
文化・スポーツ室文化課
06-6210-9306

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


