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都道府県 市区町村
古典の

日
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

青森県 青森市 沖館市民センターまつり
生涯学習を行うセンター利用者等が学習成果を発表することにより、自己実現
の達成と生涯学習活動に対する意欲・関心を高めます。当日は、作品展示や芸
能発表など、さまざまな部門での催しがあります。

10月19日～20日 沖館市民センター 沖館市民センター 無料
沖館市民センター
017-761-4161

青森県 青森市 西部市民センターまつり
生涯学習を行うセンター利用者等が学習成果を発表することにより、自己実現
の達成と生涯学習活動に対する意欲・関心を高めます。当日は、作品展示や芸
能発表など、さまざまな部門での催しがあります。

10月19日～20日 西部市民センター 西部市民センター 無料
西部市民センター
017-788-2491

青森県 青森市 東部市民センターまつり
生涯学習を行うセンター利用者等が学習成果を発表することにより、自己実現
の達成と生涯学習活動に対する意欲・関心を高めます。当日は、作品展示や芸
能発表など、さまざまな部門での催しがあります。

10月26日～27日 東部市民センター 東部市民センター 無料
東部市民センター
017-736-6255

青森県 青森市
令和元年度　小学生職業体験講座開催
事業「ワラッシ」

職業体験を通して、就労の楽しさや大切さを知るとともに、労働によって得た対
価の消費を体験することによる経済活動の仕組みを学ぶ機会と交流の場を提
供し、キャリア教育の推進に寄与します。

11月2日 中央市民センター 中央市民センター 無料
中央市民センター
017-734-0164

青森県 青森市 大野市民センターまつり
生涯学習を行うセンター利用者等が学習成果を発表することにより、自己実現
の達成と生涯学習活動に対する意欲・関心を高めます。当日は、作品展示や芸
能発表など、さまざまな部門での催しがあります。

11月2日～3日 大野市民センター 大野市民センター 無料
大野市民センター
017-739-6228

青森県 青森市 横内市民センターまつり
生涯学習を行うセンター利用者等が学習成果を発表することにより、自己実現
の達成と生涯学習活動に対する意欲・関心を高めます。当日は、作品展示や芸
能発表など、さまざまな部門での催しがあります。

11月2日～3日 横内市民センター 横内市民センター 無料
横内市民センター
017-738-8723

青森県 青森市 戸山市民センターまつり
生涯学習を行うセンター利用者等が学習成果を発表することにより、自己実現
の達成と生涯学習活動に対する意欲・関心を高めます。当日は、作品展示や芸
能発表など、さまざまな部門での催しがあります。

11月2日～3日 戸山市民センター 戸山市民センター 無料
戸山市民センター
017-743-0720

青森県 青森市 荒川市民センターまつり
生涯学習を行うセンター利用者等が学習成果を発表することにより、自己実現
の達成と生涯学習活動に対する意欲・関心を高めます。当日は、作品展示や芸
能発表など、さまざまな部門での催しがあります。

11月2日～3日 荒川市民センター 荒川市民センター 無料
荒川市民センター
017739-2343

青森県 青森市 北部市民センターまつり
生涯学習を行うセンター利用者等が学習成果を発表することにより、自己実現
の達成と生涯学習活動に対する意欲・関心を高めます。当日は、作品展示や芸
能発表など、さまざまな部門での催しがあります。

11月3日 北部市民センター 北部市民センター 無料
北部市民センター
017-754-2244

青森県 青森市
子育て講座
（ファミリー講座きらきら塾）

「教育や発達の現状や原理」「友人関係のあり方」を「子どもの人権の視点」で見
つめ直し、いじめや子育ての不安等について共に考える。
テーマ：子どもたちの今～友人関係のあれこれ～
講師：青森市子どもの権利擁護委員　弘前大学教授　小林　央美さん

10月18日 中央市民センター 青森市子育てサポートセンター 無料
電話：017-718-1376
FAX：017-718-1371

青森県 青森市
子育て講座
（ファミリー講座きらきら塾）

料理を通して、郷土料理の作り方や県産の食材について知る機会とし、試食を
しながら、子育てについての悩みを話し合う。
テーマ：家庭でできる郷土料理～がっぱらもち・けの汁など～
講師：青森市食生活改善推進員5名

11月15日 西部市民センター 青森市子育てサポートセンター 無料
電話：017-718-1376
FAX：017-718-1371

材料費別途

青森県 青森市
令和元年度　｢食育の日｣学校給食体験
会

学校給食を通じて家庭における食育の推進を図るため、小学校給食センターの
見学・栄養教諭による食育講話・給食の試食等を活用して、保護者の食につい
ての理解を深めてもらう体験会を行います。

11月19日 青森市小学校給食センター 青森市教育委員会学校給食課
shogaku-
kyushoku@city.aomori.aomori.jp

青森市小学校給食センター
電話017-766-5890

青森県 青森市
令和元年度第2回おはなし・読み聞かせ
講習会

おはなし（ストーリーテリング）の仕方や、絵本・紙芝居の読み聞かせ方につい
ての講義、実演・実習等を行います。

10月18日，11月1日，
22日

青森市民図書館 青森市民図書館 無料
https://www.library.city.aomori.ao
mori.jp/acl/index.html

青森市民図書館
電話017-776-2455

青森県 青森市 おはなし会 絵本や紙芝居の読み聞かせ、ブックトークを行います。 10月27日 大野市民センター 青森市読書団体連絡会 無料
https://www.library.city.aomori.ao
mori.jp/acl/index.html

青森市民図書館
電話017-776-2455

青森県 青森市 おはなし会 絵本や紙芝居の読み聞かせ、ブックトークを行います。 10月27日 中央市民センター 青森市読書団体連絡会 無料
https://www.library.city.aomori.ao
mori.jp/acl/index.html

青森市民図書館
電話017-776-2455

青森県 青森市 おはなし会 絵本や紙芝居の読み聞かせ、ブックトークを行います。 10月27日 戸山市民センター 青森市読書団体連絡会 無料
https://www.library.city.aomori.ao
mori.jp/acl/index.html

青森市民図書館
電話017-776-2455

青森県 青森市 おはなし会 絵本や紙芝居の読み聞かせ、ブックトークを行います。 11月19日 油川市民センター 青森市読書団体連絡会 無料
https://www.library.city.aomori.ao
mori.jp/acl/index.html

青森市民図書館
電話017-776-2455

青森県 青森市 図書館資料の展示 読書週間にちなんだ資料展示を行います。 10月15日～11月30日 青森市民図書館 青森市民図書館 無料
https://www.library.city.aomori.ao
mori.jp/acl/index.html

青森市民図書館
電話017-776-2455

青森県 青森市 おはなし会 絵本や紙芝居の読み聞かせ、ブックトークを行います。
10月25～27日
11月1～3、8～10日
11月15～17日

青森市民図書館 青森市民図書館 無料
https://www.library.city.aomori.ao
mori.jp/acl/index.html

青森市民図書館
電話017-776-2455

青森県 青森市 第65回　あおもり歴史トリビアを読む会
毎週金曜日配信のメールマガジン「あおもり歴史トリビア」を活用した歴史講座
です。

11月20日 青森市民図書館 青森市民図書館歴史資料室 無料
https://www.library.city.aomori.ao
mori.jp/aomoricity_history/frame0
0.html

青森市民図書館歴史資料室
電話：017(732）5271

青森県 青森市 あおもり教育フェスタ2019
青森県総合学校教育センターにおける研究成果について発表・展示するととも
に、教育に関心を持つ方々との情報交換・情報共有をすることで、本県教育の
充実を図る場です。

11月15日～16日 青森県総合学校教育センター 青森県総合学校教育センター 無料
http://www.edu-
c.pref.aomori.jp/?page_id=650

青森県総合学校教育センター
教育相談課
TEL:017-764-1990

R01.10月に最終案内に更
新予定

青森県 青森市
特別展 ひらく・つくる・みのる
 ―青森の湿地と稲作のはなし―

青森の広大な湿地を切りひらき、稲をつくり、豊かなみのりを目指した先人のい
となみと、湿地の豊かな自然を多角的に紹介する特別展です。

9月12日～11月4日 青森県立郷土館大ホール 青森県立郷土館 https://www.kyodokan.com
青森県立郷土館
017-777-1585

青森県 青森市 「東北文化の日」関連イベント
「東北文化の日」推進事業の一環として、常設展及び特別展の観覧料を無料と
します。

10月26日．27日 青森県立郷土館 TTHAグループ 無料 https://www.kyodokan.com
青森県立郷土館
017-777-1585

青森県 青森市 第87回東奥児童美術展
県内の子どもたちが表現力豊かにのびのびと描いた応募作品（図画と版画）の
中から、推奨・特選・準特選・入選・佳作の入選作品を展示します。

11月15日～11月24日 青森県立郷土館大ホール TTHAグループ 無料 https://www.kyodokan.com
青森県立郷土館
017-777-1585

青森県 青森市 「青聾祭」 幼児児童生徒の演劇発表及び作品展示等を行います 10月26日 青森県立青森聾学校 青森県立青森聾学校 無料
http://www.aomoriro-
shien.asn.ed.jp/

青森県立青森聾学校
017-766-1834

青森県 青森市 青森県立青森第二養護学校「二養祭」
小学部児童及び中学部生徒が舞台発表や作品展示を通して、豊かな情操や表
現力を育んでいます。また、保護者や同窓会会員、地域社会等の方々に参観し
ていただき、本校への理解啓発の機会としています。

10月19日 青森県立青森第二養護学校 青森県立青森第二養護学校 無料
本校HP：
http://www.aomori2-
shien.asn.ed.jp

青森県立青森第二
養護学校
017-743-4115

青森県 青森市 青森県立青森第二養護学校「バザー」
中学部及び高等部生徒が授業で製作した製品の販売学習を行ったり、ＰＴＡが
フリーマーケットや喫茶を行ったりします。保護者だけでなく、一般の方々もご自
由にお買い求めいただけます。

11月30日 青森県立青森第二養護学校 青森県立青森第二養護学校 無料
本校HP：
http://www.aomori2-
shien.asn.ed.jp

青森県立青森第二
養護学校
017-743-4115

青森県 青森市 青森県美術展覧会
県民が制作した美術作品の発表・鑑賞の機会の拡大を図り、創作意欲の喚起
と県民文化の高揚に寄与するため、一般社団法人青森県文化振興会議が主催
する美術展を開催します。

10月31日～11月3日
青森県立美術館コミュニティー
ギャラリー

一般社団法人青森県文化振興会
議

無料
https://www.pref.aomori.lg.jp/bun
ka/culture/kenten2018.html

一般社団法人青森県文化振興会
議
017-718-5454

第29回青森県民文化祭分
野別フェスティバルとして
開催

青森県 青森市 消費生活大学講座

消費生活に関する問題を把握するとともに、多様な社会生活に自主的・合理的
に対応し行動するために必要な知識を継続的に学習するための講座です。
テーマ「その製品は大丈夫？ ～製造物責任（ＰＬ）法と長期使用製品安全点検
制度が生活にもたらしたもの～」

10月23日 県民福祉プラザ 青森県消費生活センター 無料
http://www.aca.or.jp/contents/ev
ent/

特定非営利活動法人青森県消費
者協会青森県消費生活センター
業務部教育啓発課
017-722-3348

青森県 青森市 第５５回青森県消費者大会
消費者団体と一般消費者、生産者、企業、行政が一堂に会し、「ともに築こう
豊かな消費社会 ～みんなの行動が未来を創る～」をテーマに、消費生活を取り
巻く問題について、学び考える大会です。

11月6日 県民福祉プラザ
特定非営利活動法人青森県消費
者協会

無料 http://web-aca.org/
特定非営利活動法人
青森県消費者協会
017-722-3348

県後援

第61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61回「教育・文化週間」関連行事

青森県 青森市 令和元年交通安全青森県民大会
交通安全意識の高揚を図るため、交通安全活動に功労のあった団体・個人に
対する知事表彰等の授与を行います。

11月13日
リンクステーションホール青森
（青森市文化会館）

青森県交通対策協議会 無料
環境生活部県民生活文化課
017-734-9232

青森県 青森市 令和元年度青森りんご勲章表彰式

りんごを通じた生産流通はもとより、文化・観光･健康など多面的な活動により、
青森県の産業･経済の発展に寄与したもの又は青森県の名誉を高揚したもの
に対し、その功績を讃えるため、平成11年度に「青森りんご勲章」を創設し､毎年
度授章しています。

11月5日 アップルパレス青森 青森県 無料
青森県農林水産部りんご果樹課
企画管理グループ
電話:017-734-9489

青森県 青森市
基調講演「りんごの機能性について
（仮）」

県民のりんごの食習慣づくりを推進するため、一般県民を対象とした、りんごの
機能性等に関する知識を学ぶ、基調講演を開催します。

11月5日 アップルパレス青森 青森県 無料
青森県農林水産部りんご果樹課
企画管理グループ
電話:017-734-9489

青森県 青森市 令和元年度防災啓発研修会
将来の地域防災を担う子ども達への防災教育・防災学習を継続的に実施する
環境づくりを進めることを目的に、「地域で考える防災と教育」をテーマとして、
標記研修会を開催します。

11月2日 青森県総合社会教育センター
青森県、一般財団法人消防防災
科学センター※後援として、青森
県PTA連合会

無料
【青森県防災HP】
http://www.bousai.pref.aomori.jp/

青森県危機管理局
防災危機管理課
防災企画グループ
017-734-9181

青森県 青森市
弘前大学大学院地域社会研究科
令和元年度「公開セミナー」

「自治体政策の課題と展望」をテーマに、地域の社会人を対象とした大学院レベ
ルの講義を実施する。

11月
青森観光物産館
アスパム

弘前大学
大学院地域社会研究科

無料
大学院地域社会研究科
https://www.hirosaki-

学務部教務課
教務企画グループ

9月中旬に詳細確定し、
募集開始予定

青森県
おいらせ
町

学校公開
開かれた学校を目指し、本校の様子や授業内容を公開し、本校の教育活動に
ついて理解を深めてもらうとともに、地域の方々や小学校・中学校関係者及び
中学生等に本校の特色を知ってもらう機会としています。

11月15日 青森県立百石高等学校 青森県立百石高等学校 無料 http://www.momoishi-h.asn.ed.jp/
青森県立百石高等
学校　教務部
0178-52-2088

青森県 大間町 第４４回町民文化祭
町民の制作した作品を発表する場とし、文化団体サークルの活動の活性化を
図ります。

11月2日
11月3日

大間町立公民館 大間町教育委員会 無料 http://www.town.ooma.lg.jp
大間町教育委員会
0175-37-2103

青森県 大間町 第41回大間町音楽祭
音楽に親しみ、音楽のもつ高い香りに触れながら、心の潤いと故郷愛を養いま
す。

11月2日
北通り総合文化センター「ウイ
ング」

大間町教育委員会 無料 http://www.town.ooma.lg.jp
大間町教育委員会
0175-37-2103

青森県
五所川原
市

五農祭

本校で栽培・収穫・加工をした農産物等の販売や研究内容の発表をとおして、
保護者や地域住民に本校の魅力を発信するとともに、生徒が自主的に計画し
たステージ発表や各科の展示、模擬店販売などにより、生徒の創意工夫・自主
活動の推進を図ります。

11月2日
～3日

青森県立五所川原農林高等
学校

青森県立
五所川原農林高等学校

無料
http://www.goshogawara-
ah.asn.ed.jp/

青森県立五所川原
農林高等学校
0173－37－2121

青森県
五所川原
市

五工祭
各クラス、各学科（機械、電子機械、電気、情報技術）、部活動等の活動の成果
を地域の皆様に公開、展示、発表します。

10月19日～20日
青森県立五所川原工業高等
学校

青森県立五所川原工業高等学校 無料
http://www.goshogawara-
th.asn.ed.jp/

青森県立五所川原
工業高等学校
0173-35-3444

青森県 三戸町 第２７回南部俵づみ唄全国大会
当地発祥の民謡「南部俵づみ唄」をさらに全国に広めるとともに、伝統文化であ
る民謡への関心を高め次世代へ引き継ぐため、本大会を開催いたします。

10月27日
三戸町民体育館
・中央公民館

三戸町教育委員会
https://www.town.sannohe.aomori
.jp/event/1441.html

三戸町中央公民館
0179-22-2186

青森県 三戸町 ○ 第５１回三戸町総合文化祭 芸術文化の振興を目的とし、展示と舞台発表を行います。 11月2日～4日
三戸町民体育館、ジョイワーク
三戸

三戸町文化協会 無料
https://www.town.sannohe.aomori
.jp/soshiki/ibentokarenda_keisai/k
youiku/kyouiku/2184.html

三戸町中央公民館
0179-22-2186

青森県 三戸町 令和元年度公民館まつり
公民館を学習拠点とした自己の啓発・向上を目指した生涯学習活動について、
広く町民に紹介するとともに、今後の社会教育活動の発展を目的として開催し
ます。

11月2日～4日
三戸町民体育館
・中央公民館

三戸町教育委員会 無料
https://www.town.sannohe.aomori
.jp./soshiki/ibentokarenda_keisai/
kyouiku/2185.html

三戸町中央公民館
0179-22-2186

青森県 三戸町 令和元年度三戸町子ども文化作品展
各校の優秀な芸術・文化作品（絵画、版画、毛筆、硬筆）の展示会を実施し三戸
町内小中学校児童生徒の文化的レベルを向上させることを目的としています。

11月2日～4日 三戸町民体育館
三戸町教育振興協議会、三戸町
教育委員会

無料 (現時点では無し)
三戸町教育委員会事務局
0179-20-1157

青森県 七戸町 七戸町民文化祭2019
町民による絵画、写真、書道、俳句などの作品展示や、伝統芸能、ダンス、和
太鼓、吹奏楽などの舞台発表を実施します。

１０月２６日～２７日 七戸町屋内スポーツセンター 七戸町 無料
七戸町教育委員会生涯学習課
0176-62-9702

青森県 七戸町 七養学習発表会
小中学部の児童生徒が、家庭や地域の方に日常の学習成果をステージ発表し
たり、フロア発表（展示）したりします。

11月3日 青森県立七戸養護学校 青森県立七戸養護学校 無料
http://www.shichinohe-
shien.asn.ed.jp/

青森県立七戸養護学校
0176-62-2331

青森県 七戸町 芸術鑑賞会
全校児童生徒が、青森県警察音楽隊による楽器演奏を聴いて、豊かな情操を
育みます。

11月8日 青森県立七戸養護学校 青森県立七戸養護学校 無料
http://www.shichinohe-
shien.asn.ed.jp/

青森県立七戸養護学校
0176-62-2331

青森県 つがる市
放送大学青森学習センター公開講演会
「どうすべ？農産物のこれからの販売戦
略とその悩み」

放送大学青森学習センターが市町村と連携しながら開催する公開講演会です。
青森県の農産物や流通について、国際的な視野から学びます。

11月9日 つがる市立図書館
放送大学青森学習センター
つがる市立図書館

無料
https://www.sc.ouj.ac.jp/center/a
omori/about/2017/06/02180843.
html

放送大学青森学習センター
TEL 0172-38-0500

青森県民カレッジ単位認定
講座

青森県 東北町 東北町民大学第２回
公立七戸病院院長小野正人氏による講演を行います。
演題　「ぴんぴんころり」の秘訣

10月17日 東北町民文化センター 東北町・東北町教育委員会 無料
東北町教育委員会社会教育課
0176-56-5180

青森県 東北町 秋の町民歩くつどい
町民を募り、自然に親しみながら、歩くことによって健康増進と相互のふれあい
を深めます。

10月20日 未定 東北町 無料
東北町教育委員会中央公民館
0175-63-2741

青森県 東北町 東北町生き活き産業文化まつり
文化団体、社会教育団体等の文化・芸術活動を発表すると共に町民に芸術鑑
賞の機会提供します。

11月2日～3日
東北町民文化センター並びに
東北町北総合運動公園

東北町・東北町教育委員会 無料
東北町教育委員会社会教育課
0176-56-5180

青森県 東北町 東北町民大学第３回 映画 「ケアニン～あなたでよかった～」の上映を行います。 11月10日 東北町民文化センター 東北町・東北町教育委員会 無料
東北町教育委員会社会教育課
0176-56-5180

東北町福祉課包括支援セ
ンター室と共催、「介護の
日」普及啓発事業

青森県 東北町 高齢者いきいき教室「昔あそび」 高齢者が小学校低学年の生徒に、昔の遊びを教えながら交流を深めます。 11月21日,25日
東北町民文化センター・東北
町立東北小学校

東北町・東北町教育委員会 無料
東北町教育委員会社会教育課
0176-56-5180

青森県 十和田市 十和工祭 各クラス、各学科等の活動の成果を地域の皆様に公開、展示、発表します。 10月19日～20日
青森県立十和田工業高等学
校

青森県立十和田工業高等学校 無料 http://www.towada-th.asn.ed.jp
青森県立十和田工業高等学校
0176-23-6178

青森県 十和田市 令和元年度十和田湖環境保全会議
十和田湖の水質の状況やその周辺を含む環境の保全に関する取組状況等を
報告することにより、関係機関、地域住民に対し、十和田湖の水質及びその周
辺地域における環境の保全の必要性を啓発します。

11月7日 十和田富士屋ホテル 青森県 無料 青森県環境保全課017-734-9242
青森県と秋田県が隔年で
開催

青森県 中泊町
中泊町社会教育課研修会「社会教育を
広めよう」

中泊町教育委員会社会教育課職員及び社会教育委員を対象として、勉強会を
開催し、生涯学習の振興に資するとともに，社会教育推進基盤の整備・充実に

11月1日
中泊町総合文化センター「パ
ルナス」

中泊町、弘前大学生涯学習教育
研究センター

無料
中泊町教育委員会社会教育課
TEL：0173-57-2111

青森県 南部町 名農祭（県立名久井農業高校文化祭）
県立名久井農業高校で文化祭を行います。（ステージ発表、展示物、農産物の
即売、３年生による屋台出店など）

10月26,27日 青森県立名久井農業高校 青森県立名久井農業高校 無料 http://www.nakui-ah.asn.ed.jp/
青森県立名久井農業高等学校
0178-76-2215

青森県 階上町 階上町民文化祭
町民が生涯学習の成果として文化作品の展示やステージ発表、また農林水産
品等の展示を行い地場産業の振興と文化活動の推進を図るとともに、町民相
互の交流機会の提供を行います。

11月2日～3日
ハートフルプラザ・はしかみ、
町民体育館

階上町民文化祭実行委員会 無料 http://www.town.hashikami.lg.jp/
階上町教育委員会
教育課社会教育グループ
0178-88-2698

青森県 八戸市
「住みたい家・住みたい街コンクール」
2019
作品展示

子どもたちに自分たちの家や街について考えてもらい、地域社会の担い手とし
て育ってもらいたいと考え、家・街・その他について子どもたちが関心を高める
機会としてコンクールを開催します。

11月3日～9日
八戸ポータルミュージアム
「はっち」ギャラリー２

八戸工業大学
八戸市教育委員会

無料
https://www.hi-
tech.ac.jp/study/kouza/

八戸工業大学土木建築工学科
公開講座係
kouza@cea.hi-tech.ac.jp

青森県 八戸市
「住みたい家・住みたい街コンクール」
2019
優秀作品発表会・最優秀作品選考会・表

子どもたちに自分たちの家や街について考えてもらい、地域社会の担い手とし
て育ってもらいたいと考え、家・街・その他について子どもたちが関心を高める
機会としてコンクールを開催します。

11月9日
八戸ポータルミュージアム
「はっち」シアター２

八戸工業大学
八戸市教育委員会

無料
https://www.hi-
tech.ac.jp/study/kouza/

八戸工業大学土木建築工学科
公開講座係
kouza@cea.hi-tech.ac.jp

青森県 八戸市 八戸市民大学講座第16講義

市民の生涯学習の一環として、様々な分野で活躍する講師を迎えて講座を開
設します。
講師：世代・トレンド評論家、マーケティングライター
　　　 有限会社インフィニティ　代表取締役　　牛窪　恵　氏

10月16日 八戸市公会堂文化ホール 八戸市教育委員会 無料
八戸市民大学講座
http://www.city.hachinohe.aomori.
jp/index.cfm/12,130276,128,html

社会教育課
0178-43-9154

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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青森県 八戸市 八戸市民大学講座第17講義
市民の生涯学習の一環として、様々な分野で活躍する講師を迎えて講座を開
設します。
講師：調理師、第57次南極地域観測隊　調理隊員　　渡貫　淳子　氏

10月23日 八戸市公会堂文化ホール 八戸市教育委員会 無料
八戸市民大学講座
http://www.city.hachinohe.aomori.
jp/index.cfm/12,130276,128,html

社会教育課
0178-43-9154

青森県 八戸市 八戸市民大学講座第18講義
市民の生涯学習の一環として、様々な分野で活躍する講師を迎えて講座を開
設します。
講師：経済ジャーナリスト、作家、大正大学客員教授　　渋谷　和宏　氏

10月30日 八戸市公会堂文化ホール 八戸市教育委員会 無料
八戸市民大学講座
http://www.city.hachinohe.aomori.
jp/index.cfm/12,130276,128,html

社会教育課
0178-43-9154

青森県 八戸市
市民パソコン教室
「Word」の基本操作を学ぼう

「Word」の基礎・基本を学びます（写真の挿入、ワードアートの作成・編集方法、
図形の作成等）。
講師：（株）サン・コンピュータ　インストラクター

11月7日・8日 八戸市総合教育センター 八戸市教育委員会 無料
八戸市総合教育センターHP
http://www.hachinohe.ed.jp/hens
/

総合教育センター
0178-46-0521

要事前申込

青森県 八戸市
市民英会話教室
ネイティブスピーカーとの英会話を楽しも

初級・中級・上級等の各コース（案）に分かれて英会話を楽しみます。
講師：八戸市ALT

11月7日・8日 八戸市総合教育センター 八戸市教育委員会 無料
八戸市総合教育センターHP
http://www.hachinohe.ed.jp/hens

総合教育センター
0178-46-0521

要事前申込

青森県 八戸市 市民教育公開講座
子どもたちの怒りの感情について理解し、大人がイライラしないで子どもに向き
合う方法等を学びます。
講師：アンガーマネジメントジャパン代表理事 臨床心理士 佐藤 恵子 氏

11月16日 八戸市総合教育センター 八戸市教育委員会 無料
八戸市総合教育センターHP
http://www.hachinohe.ed.jp/hens
/

総合教育センター
0178-46-0521

要事前申込

青森県 八戸市 「さわやか八戸あいさつ運動」街ぐるみ編 中学生が、あいさつ運動と非行防止の啓発活動を実施します。 11月3日
・八戸駅・湊地区
・八食センター

八戸市教育委員会 無料
教育指導課
0178-43-9461

青森県 八戸市 企画展「山のいとなみ」
縄文時代から現代までの伐採具や木で作られた道具などを展示し、縄文時代
から続く人と森との関係を紹介します。

10月5日～11月24日
八戸市埋蔵文化財センター
是川縄文館企画展示室

八戸市教育委員会
是川縄文館HP
https://www.korekawa-jomon.jp

八戸市埋蔵文化財センター
是川縄文館
0178-38-9511

常設展のみの観覧料で観
覧可能（大人250円、大学・
高校生150円、小・中学生
50円）

青森県 八戸市 縄文土器作り講座 ２回の講座を通して土器の作製過程を全て体験していただけます。 10月19日，26日
八戸市埋蔵文化財センター
是川縄文館体験交流室

八戸市教育委員会
是川縄文館HP
https://www.korekawa-jomon.jp

八戸市埋蔵文化財センター
是川縄文館
0178-38-9511

３講座全てに参加が必要
（要申込）
材料代600円。

青森県 八戸市 縄文体験コーナー
火起こしや勾玉作りなど、縄文人の"ものづくり"が体験できる、いろいろなメ
ニューを用意しています。

10月20日，27日，11
月3日，10日，17日

八戸市埋蔵文化財センター
是川縄文館体験交流室

八戸市教育委員会
是川縄文館HP
https://www.korekawa-jomon.jp

八戸市埋蔵文化財センター
是川縄文館
0178-38-9511

材料代100円～1,000円

青森県 八戸市 「文化の日」無料開放
多くの皆さんに郷土八戸の歴史・文化に親しんでいただくため、文化の日に無
料開放します。

11月3日
八戸市埋蔵文化財センター
是川縄文館

八戸市教育委員会 無料
是川縄文館HP
https://www.korekawa-jomon.jp

八戸市埋蔵文化財センター
是川縄文館
0178-38-9511

青森県 八戸市 企画展考古学講座
開催中の企画展にちなみ、縄文時代における木材利用についての講演を行い
ます。

11月2日
八戸市埋蔵文化財センター
是川縄文館体験交流室

八戸市教育委員会 無料
是川縄文館HP
https://www.korekawa-jomon.jp

八戸市埋蔵文化財センター
是川縄文館
0178-38-9511

定員100名（要申込）

青森県 八戸市 令和元年度八戸市遺跡調査報告会
令和元年度中に八戸市内の遺跡で行った発掘調査の成果を担当学芸員が報
告します。

11月9日
八戸市埋蔵文化財センター
是川縄文館体験交流室

八戸市教育委員会 無料
是川縄文館HP
https://www.korekawa-jomon.jp

八戸市埋蔵文化財センター
是川縄文館
0178-38-9511

青森県 八戸市 トチの実で縄文cooking トチの実のアク抜きと調理方法を学び、試食を行います。 11月16日

八戸市埋蔵文化財センター
是川縄文館分館（縄文学習
館）
体験学習室

八戸市教育委員会
是川縄文館HP
https://www.korekawa-jomon.jp

八戸市埋蔵文化財センター
是川縄文館
0178-38-9511

対象は小学4年生以上
定員15名（要申込）
筆記用具、エプロン持参
参加料200円

青森県 八戸市
秋季特別展「クマと生きる－資料でたど
る人と熊－」

八戸地域を中心に、縄文時代から現代に至るまでのクマ関係資料から、クマと
生きてきた歴史を振り返りながら、クマと人との関係を多角的に紹介します。

10月5日～11月17日 八戸市博物館 八戸市博物館
八戸市博物館ＨＰ
http://www.hachinohe.ed.jp/haku

八戸市博物館
0178-44-8111

青森県 八戸市 館外フィールドワーク「八戸城下めぐり」 八戸市中心街を歩いてめぐりながら、八戸城下の名残を解説します。 10月19日 八戸市博物館 八戸市博物館
八戸市博物館ＨＰ
http://www.hachinohe.ed.jp/haku

八戸市博物館
0178-44-8111

定員：15名（要申込）

青森県 八戸市 特別展併催体験講座「クマの教室」
ツキノワグマの骨や毛皮など、実際の資料を見て・さわって、クマの生態や特徴
を学ぶ体験学習会です。

10月20日 八戸市博物館 八戸市博物館
八戸市博物館ＨＰ
http://www.hachinohe.ed.jp/haku

八戸市博物館
0178-44-8111

同日2回
定員：15組（要申込）

青森県 八戸市 特別展併催講演会
東北芸術工科大学の田口 洋美 教授を講師にお招きし、クマと人とのかかわり
についてお話いただきます。

10月26日 八戸市博物館 八戸市博物館
八戸市博物館ＨＰ
http://www.hachinohe.ed.jp/haku

八戸市博物館
0178-44-8111

定員：50名（要申込）

青森県 八戸市 「文化の日」無料開放
「文化の日」にあわせ、郷土の歴史・文化に親しんでいただくため、無料開放と
なります。

11月3日
八戸市博物館・史跡根城の広
場・南郷歴史民俗資料館

八戸市博物館
八戸市博物館ＨＰ
http://www.hachinohe.ed.jp/haku

八戸市博物館
0178-44-8111

青森県 八戸市
八戸市制施行90周年記念シンポジウム
「根城・再考」

全国の城郭に精通した研究者及び北東北の城郭研究者をお招きし、シンポジ
ウムを開催します。

11月4日 はちふくプラザ ねじょう 八戸市博物館
八戸市博物館ＨＰ
http://www.hachinohe.ed.jp/haku

八戸市博物館
0178-44-8111

青森県 八戸市 博物館クラブ「つるの編み方」
縄文時代から続く“編む”という技術を体験し、身近な植物を生活の中で活用し
てきた先人の知恵と工夫を学びます。

11月16日 八戸市博物館 八戸市博物館
八戸市博物館ＨＰ
http://www.hachinohe.ed.jp/haku

八戸市博物館
0178-44-8111

定員：10組（要申込）

青森県 八戸市 特別展ギャラリートーク
開催中の特別展「クマと生きる－資料でたどる人と熊－」の展示内容について、
担当学芸員がわかりやすく解説します。

11月17日 八戸市博物館 八戸市博物館
八戸市博物館ＨＰ
http://www.hachinohe.ed.jp/haku

八戸市博物館
0178-44-8111

青森県 八戸市 ミニ企画「八戸の映画館と看板絵師」
元映画看板絵師であり、八戸三社大祭の山車職人として有名な和山孝一氏ゆ
かりの映画看板に関する資料と共に、かつて八戸に存在した映画館を紹介しま
す。

10月5日～翌年3月22
日

八戸市南郷歴史民俗資料館 八戸市南郷歴史民俗資料館
八戸市南郷歴史民俗資料館
http://www.hachinohe.ed.jp/haku
/nango

八戸市南郷歴史民俗資料館
0178-83-2443

青森県 八戸市 南郷一周めぐり 八戸市南郷地区内の施設や文化財をマイクロバスで巡ります。 11月2日 南郷地内 八戸市南郷歴史民俗資料館 無料
八戸市南郷歴史民俗資料館
http://www.hachinohe.ed.jp/haku
/nango

八戸市南郷歴史民俗資料館
0178-83-2443

定員24名
要事前申込(10/24より)

青森県 八戸市 ハッピーハロウィン！
魔女、かぼちゃ、モンスターなどが出てくるハロウィンらしい絵本や児童書を展
示・貸し出しします。

10月16日～30日 八戸市立図書館 八戸市立図書館 無料
http://www.lib.hachinohe.aomori.j
p/

八戸市立図書館
0178-22-0266

青森県 八戸市 もっと知りたい！ノーベル賞 ノーベル賞に関する本や、受賞者の著作、伝記などを展示・貸し出しします。 10月1日～30日 八戸市立図書館 八戸市立図書館 無料
http://www.lib.hachinohe.aomori.j
p/

八戸市立図書館
0178-22-0266

青森県 八戸市
秋の読書週間行事　秋の朗読会
『三浦文学を楽しむ』

「やまびこの会」（朗読奉仕グループ）による、郷土の作家三浦哲郎氏著作の朗
読と森林康氏（三浦哲郎文学顕彰協議会副会長)による作品の解説を行いま

10月27日 八戸市立図書館 八戸市立図書館 無料
http://www.lib.hachinohe.aomori.j
p/

八戸市立図書館
0178-22-0266

青森県 八戸市
秋の読書週間企画展示　『作家・三浦哲
郎』

三浦哲郎氏の著書や手紙・はがきを展示します。 10月24日～11月10日 八戸市立図書館 八戸市立図書館 無料
http://www.lib.hachinohe.aomori.j
p/

八戸市立図書館
0178-22-0266

青森県 八戸市 オビコレ　de　コレカリ
館内に設置している本の帯のコレクションを利用し、帯から読みたい本を選んで
もらう展示をおこないます。展示している本は貸出します。

10月1日～30日 八戸市立南郷図書館 八戸市立南郷図書館 無料
http://www.lib.hachinohe.aomori.j
p/

八戸市立南郷図書館
0178-60-8100

青森県 八戸市 文庫・新書特集
手軽に読める文庫や新書にスポットをあて、今読みたい、読んでほしい作品を
展示・貸出します。

10月1日～30日 八戸市立南郷図書館 八戸市立南郷図書館 無料
http://www.lib.hachinohe.aomori.j
p/

八戸市立南郷図書館
0178-60-8100

青森県 八戸市 秋のおはなし会
幼児・児童を対象に、秋らしい絵本の読み聞かせとちょっとした遊びをおこない
ます。

10月20日 八戸市立南郷図書館 八戸市立南郷図書館 無料
http://www.lib.hachinohe.aomori.j
p/

八戸市立南郷図書館
0178-60-8100

青森県 八戸市 おいしいワインは良いワイナリーから
南郷地区で力をいれているブドウ栽培やワインづくりの紹介もかねて、関連する
図書を展示・貸出します。

11月1日～24日 八戸市立南郷図書館 八戸市立南郷図書館 無料
http://www.lib.hachinohe.aomori.j
p/

八戸市立南郷図書館
0178-60-8100

青森県 八戸市 おすすめＹＡ本
実は大人も子どもも楽しめるＹＡ向け図書の中でも、おすすめの作品を展示・貸
出します。

11月1日～24日 八戸市立南郷図書館 八戸市立南郷図書館 無料
http://www.lib.hachinohe.aomori.j
p/

八戸市立南郷図書館
0178-60-8100

青森県 八戸市 第２２回ＮＡＮ号てんもん教室
講師を招いて秋に見られる星座の紹介と星の観察を行ないます。雨天の場合
は屋内で楽しめる講座を行ないます。

11月3日（予） 八戸市立南郷図書館駐車場 八戸市立南郷図書館 無料
http://www.lib.hachinohe.aomori.j
p/

八戸市立南郷図書館
0178-60-8100

青森県 八戸市 雑誌のリサイクルフェア
保存期間が経過し、除籍処理した雑誌資料を市民に提供することにより、資料
の有効活用と市民の知識・教養の向上を図ることを目的とする。

10月26日 上長公民館 八戸市図書情報センター 無料
http://www.lib.hachinohe.aomori.j
p/

八戸市図書情報センター
0178-70-2600

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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青森県 八戸市 野菜づくり講習会 DVD「野菜つくりのコツと裏ワザ」を上映し、講師による講習会を開催します。 10月27日 上長公民館 八戸市図書情報センター 無料
http://www.lib.hachinohe.aomori.j
p/

八戸市図書情報センター
0178-70-2600

青森県 八戸市 展示「耳で愉しむ読書のすすめ」（予定） 朗読CDを展示・貸出します。 11月1日～11月24日 八戸市図書情報センター 八戸市図書情報センター 無料
http://www.lib.hachinohe.aomori.j
p/

八戸市図書情報センター
0178-70-2600

青森県 八戸市
展示「勇者になりたい!プリンセスになりた
い!」（予定）

勇者（ヒーロー）やお姫様が出てくる絵本、児童書を展示・貸出します。 10月1日～11月24日 八戸市図書情報センター 八戸市図書情報センター 無料
http://www.lib.hachinohe.aomori.j
p/

八戸市図書情報センター
0178-70-2600

青森県
八戸市ほ
か各所

子ども・若者支援地域フォーラム

ひきこもりや不登校など、社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若
者の現状や社会的サポートの必要性について県民の理解を促進し、地域にお
ける支援の拡大を図るため、県内３地域でフォーラムを開催します。

11月18日～20日
（予定）

デーリー東北新聞社ほか
（予定）

青森県 無料
青森県環境生活部青少年・男女
共同参画課
017-734-9226

９月中旬頃確定予定

青森県 八戸市
新しくなったスクラッチでプログラミング体
験～段ボールで楽器を作ろう！AR（拡張
現実）を体験しよう！～

2019年1月にスクラッチが新しくなりました。この講座では、新しくなったスクラッ
チを使って、段ボールで楽器を作ったり、AR（拡張現実）などを体験します。2020
年度から小学校でプログラミングが必修になり、プログラミングが必須のスキル
になっています。はじめての方でもプログラムを作ることができるスクラッチを用
いて、プログラミングの基本的な考え方を楽しく学びませんか。

10月26日(土)
八戸工業大学
メディアセンター

八戸工業大学 無料 ｋｏｕｚａ@cea.hi.tech.ac.jp
八戸工業大学
システム情報工学科事務室
0178-25-2911

10組
（1組2名まで）

青森県 八戸市
「住みたい家・住みたい街」コンクール
2019

子供たちに自分たちの家や町について考えてもらい、地域社会の担い手として
育ってもらいたいと考え、家・街・その他について子供たちが関心を高める機会
としてコンクールを開催します。

優秀作品発表会・最
優秀作品選考会・表
彰式
11月9日(土)
作品展示：11/3～

八戸ポータルミュージアムはっ
ち(シアター2、ギャラリー２)
八戸市庁舎本館 市民ホール

八戸工業大学 無料 ｋｏｕｚａ@cea.hi.tech.ac.jp
八戸工業大学
土木建築工学科
0178-25-2720

コンクール作品応募受付
期間：8月1日～9月6日

青森県 八戸市
おもしろ電子工房～「オルゴールごま」を
つくろう！～＜岩手県久慈市＞

回転させることで発生する遠心力を利用して、スイッチがONになる「オルゴール
ごま」を作ります。ICを使った電子工作で、電子回路や制御についての基礎を学
びます。

11月10日
岩手県 久慈市立中央市民セ
ンター

八戸工業大学
岩手県 久慈市中央市民センター
0194-52-7057

15名
高校生： 500円
一　般：1500円
※部品代

青森県 平川市 平川市民文化祭2019

〇中学校吹奏楽部の演奏等によるオープニングフェスティバル
〇2部構成での総合作品展示　〇市内児童、生徒による作品展示
〇市民などから募集した川柳のコンクールを実施
〇知覧特攻平和会館パネル展　〇特別展「下川原焼土人形展（仮）」
〇ワークショップ　〇市内の文化団体などによる舞台発表

11月2日～11月24日 平川市文化センター 平川市民文化祭実行委員会 無料
平川市文化協会事務局
0172-44-1221

青森県 平川市 尾総祭
課題研究や職業人インタビューなどの学習活動や、年次・生徒会・委員会・教
科・部活動等の成果を展示・公開します。

10月19日～20日 青森県立尾上総合高等学校 青森県立尾上総合高等学校 無料 http://www.onoe-ih.asn.ed.jp
青森県立尾上総合
高等学校
0172-57-3500

一般公開は10/20のみ

青森県 弘前市 令和元年度学習発表会
本校の幼児児童が学習成果を舞台発表や作品展で発表します。また、ＰＴＡに
よる模擬店等も開催します。卒業生、同窓会、地域住民に加え、交流している
子ども園、小学校、高等学校や大学等、地域の関係者が参観、交流する場で

11月2日 青森県立弘前聾学校 青森県立弘前聾学校 無料
http://www.hirosakiro-
shien.asn.ed.jp/

青森県立弘前聾学校
0172-87-2171

青森県 弘前市 第58回弘前市子どもの祭典
公募により集まった中・高校生の組織（子どもの祭典実行委員会）が、市内全域
の子ども達の交流の場でもある「子どもの祭典」を盛り上げるべく、舞台発表や
体験コーナー等を様々なアイディアを出しあい企画・運営します。

11月3日
弘前文化センター（青森県弘
前市下白銀町19-4）

弘前市子どもの活動支援会 無料
http://www.city.hirosaki.aomori.jp
/chuokominkan/

弘前市子どもの祭典実行委員会
（弘前市立中央公民館内）電話：
0172-33-6561

主管：子どもの祭典実行委
員会

青森県 弘前市
これで読めるようになる！チョー初心者
のためのくずし字講座

小学生以上の市民（古文書ビギナー）を対象に「くずし字」の基本を学んで、古
文書への興味・関心を持ってもらいます。

10月20日、11月4日、
17日、24日

市内相馬地区及び弘前市立
弘前図書館

弘前市教育委員会
http://www.city.hirosaki.aomori.jp
/tosho/

生涯学習課図書館・郷土文学館
運営推進室0172-32-3794

青森県 弘前市 スクールコンサート
情操教育の一環として、本校児童を対象に、パーカッショングループ「ファルサ」
のコンサートを行います。

11月1日 弘前市立自得小学校体育館 弘前市立自得小学校 無料
弘前市立自得小学校
0172-98-2221

青森県 弘前市 授業公開
開かれた学校づくりを目指して授業公開を実施します。保護者や地域の方々
に、生徒の様子や本校の教育活動を参観していただき、今後の学校運営に活
用していくことを目的としています。

11月12日,13日 青森県立弘前工業高等学校 青森県立弘前工業高等学校 無料 http://www.hirosaki-th.asn.ed.jp/
青森県立弘前工業
高等学校
0172-32-6241

青森県 弘前市
放送大学青森学習センター公開講演会
「大好きなことで 誰かの役に立つ」

放送大学青森学習センターが市町村と連携しながら開催する公開講演会です。
りんご娘の活動事例から、地域活性化をテーマに学びます。

10月26日 コラボ弘大 八甲田ホール 放送大学青森学習センター 無料
https://www.sc.ouj.ac.jp/center/a
omori/about/2017/06/03172309.
html

放送大学青森学習センター
TEL 0172-38-0500

青森県民カレッジ単位認定
講座

青森県 深浦町 深浦町公民館文化祭作品展
町民に芸術文化の良さや美しさを認識させ地域文化の向上を図るため、町民
の文化作品を展示します。

11月2日～3日 深浦町公民館 深浦町公民館 無料
深浦町公民館
0173-74-2031

青森県 深浦町 岩崎分館文化祭作品展
町民に芸術文化の良さや美しさを認識させ地域文化の向上を図るため、町民
の文化作品を展示します。

11月2日～3日 ふれあいと創造の館
岩崎分館
（岩崎支所）

無料
岩崎支所
0173-77-2111

青森県 深浦町 大戸瀬分館文化祭作品展
町民に芸術文化の良さや美しさを認識させ地域文化の向上を図るため、町民
の文化作品を展示します。

11月9日～10日 深浦町農村環境改善センター
大戸瀬分館
（大戸瀬支所）

無料
大戸瀬支所
0173-76-2111

青森県 三沢市 第43回三沢市民文化祭
文化芸術活動の成果の場を提供するとともに、広く市民に文化芸術と接する機
会を提供し、一層の文化活動の促進と市民相互の交流を図り、地域の文化芸
術の発展に寄与することを目的に実施します。

11月　　　　2日～4日 三沢市公会堂 三沢市文化協会 無料
三沢市公会堂
0176-53-8711

青森県 三沢市
三沢市民大学第３講座
「人口減少よりも怖いのは無関心」

人生100年時代を生き抜くための生涯学習講座を実施します。 11月9日 三沢市公会堂 三沢市公会堂 無料
三沢市公会堂
0176-53-8711

青森県 むつ市 一般特別展示 月ごとにテーマを決め、それに基づいた本の展示をします。 10月24日～11月20日 むつ市立図書館 むつ市立図書館 無料
http://www.city.mutsu.lg.jp/index.
cfm/41,html

むつ市立図書館
℡0175-28-3500

青森県 むつ市 児童特別展示 月ごとにテーマを決め、それに基づいた本の展示をします。 10月24日～11月20日 むつ市立図書館 むつ市立図書館 無料
http://www.city.mutsu.lg.jp/index.
cfm/41,html

むつ市立図書館
℡0175-28-3500

青森県 むつ市
読書週間
スタンプラリー

資料貸出の際、専用カードにスタンプを押します。
スタンプがたまると図書館オリジナル景品をプレゼントします。

10月27日～12月1日 むつ市立図書館 むつ市立図書館 無料
http://www.city.mutsu.lg.jp/index.
cfm/41,html

むつ市立図書館
℡0175-28-3500

青森県 むつ市 ブックフェスティバル 除籍になった本や雑誌等の無料配布、イベントに関する展示を行います。 10月27日 むつ市立図書館 むつ市立図書館 無料
http://www.city.mutsu.lg.jp/index.
cfm/41,html

むつ市立図書館
℡0175-28-3500

青森県 むつ市

むつ市民大学 公開講座第７講
～ステージⅣから還ってきた男～
講師：協同組合タッケン　理事長　川嶋勝
美氏

市民の多種多様化する学習ニーズに応え、生きがいの創造を推進し「自ら学
び、自ら運営する」ことを基本方針に、地域の特色をいかした講師陣による講座
を行います。

11月7日 むつ市中央公民館 むつ市中央公民館 無料
むつ市中央公民館
℡0175-24-1224

青森兼 むつ市 川内公民館まつり
公民館を拠点に活動している地域の団体・サークル等の学習成果発表を主とし
て地域住民との交流と文化活動の推進を図るため開催します。

10月20日 川内公民館 むつ市川内公民館 無料
むつ市川内公民館
0175-42-3113

同日に　かわうちうまいも
んまつりを川内体育館にて
実施

青森県 むつ市 大畑公民館まつり
公民館を拠点に活動している地域の団体・サークル等の学習の成果発表を主と
して、地域住民との交流と文化の推進を図るため開催します。

10月26日～27日
大畑公民館
大畑体育館

むつ市大畑公民館 無料 http://www.city.mutsu.lg.jp/
むつ市大畑公民館
℡0175-34-2321

青森県 むつ市 脇野沢公民館まつり
公民館を拠点に活動している地域の団体・サークル等の学習成果発表を主とし
地域住民との交流と文化活動の推進を図るため開催します。

11月3日 脇野沢地域交流センター むつ脇野沢公民館 無料
むつ脇野沢公民館
℡0175-44-2110

青森県 むつ市
市制施行60周年記念第50回むつ市民文
化祭

むつ市における芸術文化団体相互の交流と芸術文化活動の振興を図り、個性
豊かな芸術文化の普及向上に努めます。なお、今回は第50回記念として、総合
フェスティバルを開催します。

11月2日～10日 下北文化会館 むつ市文化団体協議会 無料
事務局：気仙
℡0175-23-3269

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61回「教育・文化週間」関連行事

青森県 むつ市 むつ市文化賞受賞者紹介展
芸術、文化活動の研鑽に努めその功績が高く評価され、令和元年度むつ市文
化賞及び文化奨励賞を受賞された方々の作品及び活動成果等を広く市民に公
開し、むつ市における芸術・文化活動のさらなる振興に寄与するため開催しま

11月4日～10日
北の防人大湊
弐番館

むつ市教育委員会
生涯学習課

無料
むつ市教育委員会
生涯学習課
℡0175-22-1111

青森県 むつ市 芸術鑑賞教室 優れた芸術に親しみ、健全な情操と鑑賞態度を育成することを目的とします。 10月24日 下北文化会館 青森県立むつ工業高等学校 無料 http://www.mutsu-th.asn.ed.jp/
青森県立むつ工業
高等学校
0175-24-2164

青森県 むつ市 授業公開
保護者、地域の方に、本校の実習や授業における生徒の学習活動の様子を見
学してもらう機会とします。

11月7日～11月8日 青森県立むつ工業高等学校 青森県立むつ工業高等学校 無料 http://www.mutsu-th.asn.ed.jp/
青森県立むつ工業
高等学校
0175-24-2164

青森県 むつ市
放送大学青森学習センター公開講演会
「土の話」

放送大学青森学習センターが市町村と連携しながら開催する公開講演会です。
身近にありながら、あまり知られていない土壌について学びます。

10月26日 むつ市立図書館
放送大学青森学習センター
むつ市教育委員会

無料
https://www.sc.ouj.ac.jp/center/a
omori/about/2017/06/04105506.
html

放送大学青森学習センター
TEL 0172-38-0500

青森県民カレッジ単位認定
講座

青森県 六ヶ所村 第45回　村民文化祭
生涯学習に対する意識の高揚を図ることを目的に、各講座及び個人の作品の
展示、文化協会等各団体による舞発表、村内教育機関（幼保、小中高）による
音楽発表等を行います。

10月25日・26日
六ヶ所村文化交流プラザ「ス
ワニ－」

六ヶ所村教育委員会 無料 http://www.rokkasho.jp/
六ヶ所村教育委員会　社会教育
課　　　　　0175-72-2111

青森県 六ヶ所村 学習発表会（小学校）、文化祭（中学校）
村内小・中学校において、児童生徒が各教科などにおける日頃の学習の成果
を発表します。

10月12日・13日、11
月9日・16日

各学校 各学校 無料

泊小　0175-77-3014
尾駮小　0175-72-2016
南小　0175-73-8835
千歳平小　0175-74-2161
泊中　0175-77-2033
一中　0175-72-2040
二中　0175-75-3141
千歳中　0175-74-2166

10/12（第一中・第二中）
10/13（泊・千歳中）
11/9（泊小、尾駮小、千歳
平小）
11/16（南小）

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


