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岩手県 一関市 ② 清明祭
各学部、分教室ごとにステージ発表、作品展示、作業製品販売などを
行います。

10月10、12、26、27日
11月2日

一関清明支援学校 一関清明支援学校 無料
岩手県立一関清明支援学校
0191-33-1643

各校舎、分教室ごとに開催日が
異なります。詳細はお問い合わ
せ下さい。

岩手県 一戸町 ③ 一戸町文化祭
町民の芸術文化に対する意識の高揚を図るため、文化協会、公民館
利用団体、児童・生徒等による作品展示や舞台発表を行います。

11月1～3日 一戸町民文化センター 一戸町文化祭実行委員会 無料
http://www.town.ichin
ohe.iwate.jp

一戸町教育委員会生涯学習課
0195-33-2111

岩手県 一戸町 ③
第46回二戸地区郷土芸能発表会
兼　第42回一戸町郷土芸能祭

二戸地区内の郷土芸能保存団体による神楽等を発表します。 11月24日 一戸町コミュニティセンター
二戸地区
郷土芸能発表会実行委員会

無料
http://www.town.ichin
ohe.iwate.jp

一戸町教育委員会生涯学習課
0195-33-2111

岩手県 一戸町 ② 学習発表会
今年度の学習の成果をステージ発表を中心に行い、保護者や地域住
民に披露します。

10月19日 一戸小学校　アリーナ 一戸小学校 無料
一戸小学校
（0195）33-2181

岩手県 一戸町 ② 学校へ行こう
授業公開及びPTA講演会を行います。
全学級が道徳の授業を公開します。

11月16日 一戸小学校 一戸小学校 無料
一戸小学校
（0195）33-2181

岩手県 一戸町 ② まほろばの風学習発表会
学年の特性を生かして表現活動に取り組み、劇・音楽・地域伝承芸能
のステージ発表を行います。

10月27日 一戸南小学校 一戸南小学校 無料 0195-33-3071

岩手県 一戸町 ② 学校へ行こう
授業参観の時間を一日取り、子どもたちの学習する姿を父母や地域
の方々に見てもらいます。

11月16日 一戸南小学校 一戸南小学校 無料 0195-33-3071

岩手県 一戸町 ② 学習発表会 日頃の教育の成果を保護者や地域の方に発表する。 10月19日 一戸町立鳥海小学校 鳥海小学校 無料
一戸町立鳥海小学校
33-1077

岩手県 一戸町 ② 三世代交流会
自分たちで育てたもち米で餅つきをしたり，お年寄りと縄ないや遊びを
通して交流したりする。

11月16日 一戸町立鳥海小学校 鳥海小学校 無料
一戸町立鳥海小学校
33-1077

岩手県 一戸町 ② 交流文化祭
奥中山中と盛岡みたけ支援学校奥中山校の生徒による作品展示とス
テージ発表（合唱・演劇など）を行います。

10月27日 奥中山地区公民館 一戸町立奥中山中学校 無料
奥中山中学校
0195-35-2219

岩手県 一戸町 ② 学校へ行こう
授業公開及び講演会を行います。
講演は「情報モラル教室」を予定しています。

11月30日 奥中山中学校 一戸町立奥中山中学校 無料
奥中山中学校
0195-35-2219

岩手県 一戸町 ② 学校へ行こう週間 授業公開を含む学校公開週間 10月7日～12日 一戸高校 一戸高校 無料
http://www2.iwate-
ed.jp/inh-h/

一戸高校
0195-33-3042

岩手県 一戸町 ② 桜陵祭 本校文化祭 10月11日～12日 一戸高校 一戸高校 無料
http://www2.iwate-
ed.jp/inh-h/

一戸高校
0195-33-3042

岩手県 岩泉町 ② 岩泉町ロードレース大会
小学校から一般まで、健康づくり、体力増進の一環として、2・3Kmの
コースを部門ごとに疾走する。

10月12日 はまの駅おもと愛土館 岩泉町教育委員会
岩泉町教育委員会
0194-22-2111

岩手県 岩泉町 ② 小中学校ステージ発表会
町内小中学校13校の児童生徒が、一堂に会し、歌や演奏の練習の成
果を発表する。

11月1日 岩泉町民会館 岩泉町教育委員会 無料
岩泉町教育委員会
0194-22-2112

岩手県 岩泉町 ① 歴史民俗資料館まつり
岩泉町歴史民俗資料館において、昔遊びや田楽などの郷土食の試
食、昔ばなしの読み聞かせ、砂鉄採集体験、天体観察など多種多様
な体験コーナーを準備。

11月3日 岩泉町歴史民俗資料館 岩泉町教育委員会 無料
岩泉町教育委員会
0194-22-2111

岩手県 岩泉町 ① 第５０回岩泉町民文化展 岩泉町民が、日頃取り組んでいる芸術作品を、一堂に会し展示する。 １１月２３日～２４日 岩泉町民会館 岩泉町教育委員会 無料
岩泉町教育委員会
0194-22-2112

岩手県 岩泉町 ① 宮古地区家庭教育セミナー
ＰＴＡ会員個々の資質向上と親の役割や家族の在り方等について研
修を深めながら、家庭の教育力を高める機会として開催します。
野口晃男氏による講演「子育て・孫育て・自分育ち」が主な内容です。

10月13日 岩泉町民会館
一般社団法人岩手県ＰＴＡ連合
会

無料
一般社団法人岩手県PTA連合会
℡：019-641-6444
e-mail：pta2@iwate-pta.or.jp

岩手県 岩手町 ② 沼宮内小学校学習発表会
児童による合唱、演劇などのステージ発表、書写や絵画等の作品展
示。

10月12日 沼宮内小学校 沼宮内小学校 無料
沼宮内小学校
0195-62-2262

岩手県 岩手町 ①
町民体育祭
ニュースポーツ交流会

町民によるニュースポーツ交流会を行う。 10月13日 岩手町総合グラウンドほか 岩手町 無料
岩手町体育協会
0195-62-4835

岩手県 岩手町 ①②
町民体育祭
町民ホッケー大会（小・中学校の部）

町内小中学生によるホッケー大会。中学校新人戦を兼ねる。 10月19日 岩手町ホッケー場 岩手町、県中体連 無料
岩手町体育協会
0195-62-4835

岩手県 岩手町 ③ 川口地区文化祭 地域による文化祭（展示、舞台発表等） 10月19～20日 川口公民館 川口地区 無料
川口公民館
0195-65-2001

岩手県 岩手町 ③ 一方井地区文化祭 地域による文化祭（展示、舞台発表等） 10月19～20日 一方井公民館 一方井地区 無料
一方井公民館
0195-62-2015

岩手県 岩手町 ①
町民体育祭
町民ホッケー大会（一般の部）

町民を対象としたホッケー大会 10月20日 岩手町ホッケー場 岩手町 無料
岩手町体育協会
0195-62-4835

岩手県 岩手町 ③ 沼宮内公民館まつり 地域による文化祭（展示、舞台発表等） 10月20日 沼宮内公民館 沼宮内地区 無料
沼宮内公民館
0195-62-2503

岩手県 岩手町 ① 森林セラピー啓発イベント 森林セラピーロードを活用し森林浴効果を体験する 10月22日 子抱山・嵐山 岩手町教育委員会 無料
岩手町教育委員会
0195-62-2111

岩手県 岩手町 ② 沼宮内中学校飛翔祭
合唱コンクール、英語暗唱、学級展示、生徒会展示、各部の展示、総
合的な学習の展示等

10月26日 沼宮内中学校 沼宮内中学校 無料
沼宮内中学校
0195-62-2504

岩手県 岩手町 ③ 水堀地区文化祭 地域による文化祭（展示、舞台発表等） 10月26～27日 水堀公民館 水堀地区 無料
水堀公民館
0195-62-8400

岩手県 岩手町 ② 一方井中学校文化祭
合唱コンクール、英語暗唱、学級展示、生徒会展示、各部の展示、総
合的な学習の展示等

10月27日 一方井中学校 一方井中学校 無料
一方井中学校
0195-62-2644

岩手県 岩手町 ② 川口中学校文化祭
合唱コンクール、英語暗唱、学級展示、生徒会展示、各部の展示、総
合的な学習の展示等

10月27日 川口中学校 川口中学校 無料
川口中学校
0195-65-2030

岩手県 岩手町 ② 南山形地区文化祭 地域による文化祭（展示、舞台発表等） 10月27日 南山形公民館 南山形地区
中央公民館
0195-62-2877

岩手県 岩手町 ①② 第64回町民駅伝大会 町民を対象とした駅伝大会（小学校の部、中学校の部、一般の部） 11月3日 町内 岩手町体育協会 無料
岩手町体育協会
0195-62-4835

岩手県 岩手町 ②
小中連携ファミリースクールによる教育
実践発表会（学校公開）

授業公開、研究発表、授業研究会助言 11月7日
川口小学校
川口中学校

岩手町教育委員会 無料
川口小学校
0195-65-2004

岩手県 岩手町 ② 一方井小学校表現集会
児童による合唱、演劇などのステージ発表、書写や絵画等の作品展
示。

11月9日 一方井小学校 一方井小学校 無料
一方井小学校
0195-62-2657

岩手県 岩手町 ③ 久保地区文化祭 地域による文化祭（展示、舞台発表等） 11月９～10日 久保公民館 久保地区 無料
久保公民館
0195-62-2686

岩手県 岩手町 ③ 岩手町芸術祭（展示部門）
絵画、華道、写真、書道、手工芸、陶芸、文芸等、各部門の入賞作品
を展示

11月９～24日 石神の丘美術館 岩手町教育委員会 無料
岩手町教育委員会
0195-62-2111

岩手県 岩手町 ③ 北山形地区文化祭 地域による文化祭（展示、舞台発表等） 11月10日 北山形公民館 北山形地区 無料
北山形公民館
0195-62-9157

岩手県 岩手町 ③ 岩手町芸術祭（舞台部門） 町内各団体による日本舞踊、合唱、吹奏楽等のステージ発表 11月10日 岩手町スポーツ文化センター 岩手町教育委員会
岩手町教育委員会
0195-62-2111

入場料一般1,000円、高校生以
下無料

岩手県 岩手町 ② 学校へ行こう週間 授業の参観を通じて日常の教育活動を知る 11月11～15日 川口中学校 川口中学校 無料
川口中学校
0195-65-2030

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

岩手県 岩手町 ② 第51回岩手町小中学校連合音楽会 町内児童生徒による合唱や合奏の発表会 11月12日 岩手町スポーツ文化センター 岩手町学校教育研究会 無料
岩手町学校教育研究会
（事務局：沼宮内小学校）
0195-62-2262

岩手県 岩手町 ③ 第42回岩手町郷土芸能発表会 町内郷土芸能団体による郷土芸能の演舞 11月17日 岩手町スポーツ文化センター
岩手町郷土芸能団体連絡協議
会

無料
岩手町教育委員会
0195-62-2111

岩手県 岩手町 ② 川口小学校学習発表会
児童による合唱、演劇などのステージ発表、書写や絵画等の作品展
示。

11月30日 川口小学校 川口小学校 無料
川口小学校
0195-65-2004

岩手県 奥州市 ③

令和元年度第２回企画展
欧米視察100年～6,000億円の芝居見
物～〔併催〕改元記念特別展「明治・大
正・昭和天皇に関わるエピソード」

第１次世界大戦終結後の欧米情勢を視察するため、238日間の旅に
出た後藤新平。欧米で何を見て、何を感じたか。当時発行された旅行
のビザや新平を紹介したアメリカの新聞記事、日本で帰りを待つ家族
からの手紙等も紹介します。

7月19日～10月20日
後藤新平記念館
展示室

後藤新平記念館
http://www.city.oshu.i
wate.jp/shinpei/

後藤新平記念館
0197-25-7870

一般200円、高校生以下無料

岩手県 奥州市 ②
学校を市民に公開する日（三世代間交
流）

授業公開　三世代間交流（防災授業・昔遊び等）　情報モラル講演会 9月11日 玉里小学校 玉里小学校 無料
玉里小学校
0197‐36‐2122

岩手県 奥州市 ③
令和元年度秋の企画展「長英の隠れ
家-各地に残る足跡-」

長英が逃亡後に立ち寄った土地に残る、逸話や関連する資料を紹介
します。

9月18日(水)～11月17日(日) 高野長英記念館 高野長英記念館
高野長英記念館HP
https://www.city.oshu.i
wate.jp/syuzou01/

高野長英記念館
0197-23-6034

一般200円、高校生以下無料

岩手県 奥州市 ③ 国指定重要文化財公開 長英の著書や書状など重要文化財の公開を行います。 10月8日(火)～11月4日(月) 高野長英記念館 高野長英記念館
高野長英記念館HP
https://www.city.oshu.i
wate.jp/syuzou01/

高野長英記念館
0197-23-6034

一般200円、高校生以下無料

岩手県 奥州市 ①③④ 講演会「クマゲラの世界」
日本最大のキツツキ「クマゲラ」を長年調査してきた学芸員が、その生
態・形態などを分かりやすく説明します。
講師：岩手県立博物館上席専門学芸員 藤井忠志氏

10月12日 奥州市牛の博物館 別棟

岩手県立博物館
奥州市牛の博物館
岩手県文化振興事業団
NPO法人本州産クマゲラ研究会

無料
http://www.isop.ne.jp/
atrui/mhaku.html

奥州市牛の博物館
0197-56-7666

岩手県 奥州市 ② 学習発表会 学年毎に音楽や劇等のステージ発表をします。 10月19日 南都田小学校 奥州市立南都田小学校 無料
南都田小学校
0197-46-3130

岩手県 奥州市 ② 学習発表会 劇や歌などにより日頃の学習の成果を学年ごとに発表します。 10月19日 広瀬小学校 奥州市立広瀬小学校 無料
広瀬小学校
0197-36-2117

岩手県 奥州市 ② 学習発表会
児童によるステージ発表です。各学年趣向を凝らした、笑いあり・涙あ
り・感動ありの劇と、全校児童による合唱を披露します。

10月19日 伊手小学校体育館 伊手小学校 無料
伊手小学校
0197-39-2123

岩手県 奥州市 ② 学習発表会 日頃の学習の成果を劇や音楽によって発表します。 10月19日 衣川小学校 奥州市立衣川小学校 無料
0197-52-3202
衣川小学校

岩手県 奥州市 ② 学習発表会
各学年ごとに劇・音楽などの表現活動を中心にステージ発表をしま
す。

10月19日 稲瀬小学校体育館
奥州市立稲
瀬小学校

無料
稲瀬小学校
0197-35-1926

岩手県 奥州市 ② 学習発表会 全校音楽、各学年発表(劇、合唱・合奏、教科関連)、江刺甚句発表 10月19日 玉里小学校 玉里小学校 無料
玉里小学校
0197‐36‐2122

岩手県 奥州市 ② 校内マラソン大会
全校で取り組んでいるマラソンの成果を確かめるため、全学年児童が
校庭とその周辺を走ります。

10月25日 稲瀬小学校周辺
奥州市立稲
瀬小学校

無料
稲瀬小学校
0197-35-1926

岩手県 奥州市 ② 江刺小学校音楽発表会
江刺地域の小学校１２校によるステージ発表。合唱や合奏を行いま
す。

10月30日 江刺体育文化会館
江刺小学校音楽会実行委員会
他

無料
江刺小学校音楽会
実行委員会事務局
(玉里小学校)0197-36-2122

岩手県 奥州市 ② 校内マラソン大会
業間マラソンの成果を確かめるため、全学年児童が校庭とその周辺
を走ります。

10月31日 衣川小学校 奥州市立衣川小学校 無料
0197-52-3202
衣川小学校

岩手県 奥州市 ② 学校を市民に公開する日 日頃の学校の教育活動（学習、活動の様子）を公開します。 11月1日 広瀬小学校 奥州市立広瀬小学校 無料
広瀬小学校
0197-36-2117

岩手県 奥州市 ② 校内マラソン大会 学団別競技　低学年900ｍ 　中学年1200ｍ 　高学年1500ｍ 11月1日 玉里小学校 玉里小学校 無料
玉里小学校
0197‐36‐2122

岩手県 奥州市 ①③④
あそんでまなぼう！うしはく探検隊（た
んけんたい）２０１９

牛の博物館を会場に子ども向け工作イベントを行います。「つながる
命」をテーマにした工作体験を通して、参加者が家族で楽しい時間を
過ごすことを目的とします。

11月3日 奥州市牛の博物館 別棟 奥州市牛の博物館 無料
http://www.isop.ne.jp/
atrui/mhaku.html

奥州市牛の博物館
0197-56-7666

岩手県 奥州市 ② 学校を市民に公開する日
日常の授業の様子を公開します（１～５校時）。マラソン大会・図書ま
つりも行います。

11月7日 南都田小学校 奥州市立南都田小学校 無料
南都田小学校
0197-46-3130

岩手県 奥州市 ② 学校を市民に公開する日
地域の皆様に学校を公開し、子どもたちの学習・活動の様子を参観し
ていただきます。

11月7日 衣川小学校 奥州市立衣川小学校 無料
0197-52-3202
衣川小学校

岩手県 奥州市 ② 未就園児体験入園（給食試食会）
地域内の未就園児が来園し、園児と一緒に遊んだり、園児の発表を
観たり、親子で給食を体験したりします。

11月15日 衣里幼稚園 奥州市立衣里幼稚園
衣里幼稚園
0197-52-3816

給食1食200円

岩手県 奥州市 ② 学校を市民に公開する日
学校を１日公開する日です。(12:00～13:00を除く)児童・保護者・地域
の方3者が地域に出かけ協力して作成した防災マップの発表も行いま

11月20日 伊手小学校 伊手小学校 無料
伊手小学校
0197-39-2123

岩手県 奥州市 ② 発表会
歌や楽器演奏、踊りや劇等、園児がこれまで取り組んできた表現活動
を発表します。年長児の保護者による発表もあります。

11月30日 衣里幼稚園 奥州市立衣里幼稚園 無料
衣里幼稚園
0197-52-3816

岩手県 奥州市 ② 学校に行こう週間
当校への理解や取組みを更に深めていただくために、学校公開を行
ないます。

10月15日～19日 岩谷堂高等学校 岩谷堂高等学校 無料
http://www2.iwate-
ed.jp/iyd-h/

岩谷堂高校
0197-35-2018

岩手県 奥州市 ② 岩高祭
文化部の発表、本校生徒が栽培・収穫した農産物及び加工品などの
販売、食堂の開設、クラス展示など、日頃の学習の成果を一般公開し
ながら、創立100周年を迎えた岩谷堂高校の魅力や価値を発信しま

10月18日～19日 岩谷堂高等学校 岩谷堂高等学校 無料
http://www2.iwate-
ed.jp/iyd-h/

岩谷堂高校
0197-35-2018

岩手県 大槌町 ③ 町民文化祭（発表部門） 町民の文化活動の成果を発表します。 11月3日 城山体育館
大槌町教育委員会
大槌町芸術文化協会

無料
大槌町教育委員会生涯学習課
0193-42-2300

岩手県 大槌町 ③ 町民文化祭（展示部門） 町民の文化活動の成果を展示します。
11月2日
～4日

城山体育館
大槌町教育委員会
大槌町芸術文化協会

無料
大槌町教育委員会生涯学習課
0193-42-2300

岩手県 大槌町 ① 家庭教育講座 子育てに関する学習会を行います。 11月15日
吉里吉里学園
小学部

大槌町教育委員会 無料
大槌町教育委員会生涯学習課
0193-42-2300

岩手県 大槌町 ② 吉里っ子文化祭 児童による作品の展示やステージ発表を行います。 10月19日
吉里吉里学園
小学部

吉里吉里学園小学部 無料
吉里吉里学園小学部
0193-44-2210

岩手県 大槌町 ② 文化祭 生徒の作品の展示やステージ発表を行います。 10月26日
吉里吉里学園
中学部

吉里吉里学園中学部 無料
吉里吉里学園中学部
0193-44-2310

岩手県 大槌町 ② 学習発表会・文化祭 児童生徒による劇や合唱などのステージ発表を行います。 10月26日 大槌学園 大槌学園 無料
大槌学園
0193-42-2023

岩手県 大船渡市 ② 学習発表会 ステージ発表や作品展示を行います。 10月19日 盛小学校 盛小学校 無料
大船渡市立盛小学校
0192-26-3624

岩手県 大船渡市 ② 学習発表会 ステージ発表や作品展示を行います。 10月26日 大船渡小学校 大船渡小学校 無料
大船渡市立大船渡小学校
0192-26-3524

岩手県 大船渡市 ② 学習発表会 ステージ発表や作品展示を行います。 10月26日 末崎小学校 末崎小学校 無料
大船渡市立末崎小学校
0192-29-3928

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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岩手県 大船渡市 ② 学習発表会 ステージ発表や作品展示を行います。 10月26日 赤崎小学校 赤崎小学校 無料
大船渡市立赤崎小学校
0192-26-3625

岩手県 大船渡市 ② 学習発表会 ステージ発表や作品展示を行います。 10月26日 猪川小学校 猪川小学校 無料
大船渡市立猪川小学校
0192-26-3628

岩手県 大船渡市 ② 学習発表会 ステージ発表や作品展示を行います。 10月26日 立根小学校 立根小学校 無料
大船渡市立立根小学校
0192-26-3627

岩手県 大船渡市 ② 学習発表会 ステージ発表や作品展示を行います。 10月19日 日頃市小学校 日頃市小学校 無料
大船渡市立日頃市小学校
0192-28-2301

岩手県 大船渡市 ② 学習発表会 ステージ発表や作品展示を行います。 10月26日 大船渡北小学校 大船渡北小学校 無料
大船渡市立大船渡北小学校
0192-27-7107

岩手県 大船渡市 ② 学習発表会 ステージ発表や作品展示を行います。 10月19日 綾里小学校 綾里小学校 無料
大船渡市立綾里小学校
0192-42-2100

岩手県 大船渡市 ② 学習発表会 ステージ発表や作品展示を行います。 10月19日 越喜来小学校 越喜来小学校 無料
大船渡市立越喜来小学校
0192-44-2102

岩手県 大船渡市 ② 学習発表会 ステージ発表や作品展示を行います。 10月19日 吉浜小学校 吉浜小学校 無料
大船渡市立吉浜小学校
0192-45-2016

岩手県 大船渡市 ② 一中祭 ステージ発表や作品展示を行います。 10月27日 第一中学校 第一中学校 無料
大船渡市立第一中学校
0192-26-3527

岩手県 大船渡市 ② 文化祭 ステージ発表や作品展示を行います。 10月27日 大船渡中学校 大船渡中学校 無料
大船渡市立大船渡中学校
0192-27-6850

岩手県 大船渡市 ② 文化祭 ステージ発表や作品展示を行います。 10月27日 末崎中学校 末崎中学校 無料
大船渡市立末崎中学校
0192-29-3926

岩手県 大船渡市 ② 文化祭 ステージ発表や作品展示を行います。 10月27日 赤崎中学校 赤崎中学校 無料
大船渡市立赤崎中学校
0192-26-3525

岩手県 大船渡市 ② 文化祭 ステージ発表や作品展示を行います。 10月20日 日頃市中学校 日頃市中学校 無料
大船渡市立日頃市中学校
0192-28-2302

岩手県 大船渡市 ② 文化祭 ステージ発表や作品展示を行います。 10月27日 綾里中学校 綾里中学校 無料
大船渡市立綾里中学校
0192-42-2300

岩手県 大船渡市 ② 文化祭 ステージ発表や作品展示を行います。 10月27日 越喜来中学校 越喜来中学校 無料
大船渡市立越喜来中学校
0192-44-2104

岩手県 大船渡市 ② 文化祭 ステージ発表や作品展示を行います。 10月27日 吉浜中学校 吉浜中学校 無料
大船渡市立吉浜中学校
0192-45-2153

岩手県 大船渡市 ①
第65回大船渡市民芸術祭
（部門別開催）

市民による絵画、書写、工芸等の作品展示及び俳句、短歌、川柳、舞
踊、謡曲、音楽会等の発表会を行います。

10月2日～12月1日
リアスホール、カメリアホール、
市民体育館、三陸公民館他

大船渡市教育委員会・大船渡市
芸術文化協会

無料
大船渡市教育委員会生涯学習課
0192-27-3111（内線272）

岩手県 大船渡市 ①
第65回大船渡市民芸術祭
（総合美術展）

市民による絵画、書写、工芸等の作品展示及び俳句、短歌、川柳、舞
踊、謡曲、音楽会等の発表会を行います。

11月2日～11月4日 市民体育館
大船渡市教育委員会・大船渡市
芸術文化協会

無料
大船渡市教育委員会生涯学習課
0192-27-3111（内線272）

岩手県 大船渡市 ② 学校へ行こう週間
保護者・中学生・地域の方々に学校を公開して、学校への理解を深め
ていただく機会とします。

10月28日～11月3日 大船渡東高等学校 大船渡東高等学校 無料
http://www2.iwate-
ed.jp/oft-h/

大船渡東高等学校
0192-26-2380

岩手県 大船渡市 ②
令和元年度　東高祭
　（大船渡東高校 文化祭）

各学科の学習活動成果や文化部の活動を発表します。
保護者・中学生・地域の方々に学校への理解を深めていただく機会と
します。

11月2～3日 大船渡東高等学校 大船渡東高等学校 無料
http://www2.iwate-
ed.jp/oft-h/

大船渡東高等学校
0192-26-2380

岩手県 大船渡市 ② 光陵祭
小学部、中学部、高等部のステージ発表、作品展示、作業学習製品
の販売、ＰＴＡバザー、福祉サービス事業所製品販売等を行います。

11月9日 気仙光陵支援学校 気仙光陵支援学校 無料
http://www2.iwate-
ed.jp/kes-y/

気仙光陵支援学校
0192-27-8500

岩手県 大船渡市 ② 学校へ行こう週間 作品展示及び学校施設、授業を参観できます。 11月9日～15日 気仙光陵支援学校 気仙光陵支援学校 無料
http://www2.iwate-
ed.jp/kes-y/

気仙光陵支援学校
0192-27-8500

岩手県 金ケ崎町 ② 金ケ崎小学校学習発表会
演劇、合奏、合唱、創作表現等、児童の学習成果をステージで発表し
ます。

10月19日 金ケ崎小学校体育館 金ケ崎小学校 無料
金ケ崎町立金ケ崎小学校
0197-44-6055

岩手県 金ケ崎町 ② 金ケ崎小学校マラソン大会
全校児童が各学年ごとに、学校周辺の道路を使って、マラソン大会を
行います。

11月1日
金ケ崎小学校校庭及び周辺道
路

金ケ崎小学校 無料
金ケ崎町立金ケ崎小学校
0197-44-6055

岩手県 金ケ崎町 ② 第一小学校学習発表会 １年生から６年生までのステージ発表（合唱・劇など）を行います。 10月19日
第一小学校
体育館

立第一小学校 無料
金ケ崎町立第一小学校
℡：0197-43-2322

岩手県 金ケ崎町 ② 三ケ尻小学校学習発表会
１年生から６年生までのステージ発表（合唱、合奏、劇など）を行いま
す。

10月19日 三ケ尻小学校体育館 三ケ尻小学校 無料
金ケ崎町立三ケ尻小学校
Tel:0197-42-2226

岩手県 金ケ崎町 ② 永岡小学校学習発表会
劇や歌、合奏などにより、日頃の学習の成果を学年ごとに発表しま
す。

10月19日 永岡小学校体育館 永岡小学校 無料
金ケ崎町立永岡小学校
0197-44-3241

岩手県 金ケ崎町 ② 西小学校学習発表会
家庭や地域の方々へ演劇、合唱等の児童の学習の成果をステージで
発表します。

11月19日
西小学校
体育館

西小学校 無料
金ケ崎町立西小学校
℡：0197-44-2704

岩手県 金ケ崎町 ②
西小学校Let's go to school day
風っこマラソン大会

家庭や地域の方々に、1日の学習や生活の様子を公開します。合わ
せて全校児童が参加するマラソン大会を行います。

11月2日
西小学校
各教室・校庭等

西小学校 無料
金ケ崎町立西小学校
℡：0197-44-2704

岩手県 金ケ崎町 ② 金ケ崎中学校文化祭
各教室には日頃の学習の成果を展示します。また体育館では合唱コ
ンクールが行われるほか、金中太鼓の披露、吹奏楽部の発表等も行
われます。

10月26日～27日 金ケ崎中学校 金ケ崎中学校 無料
http://www.town.kaneg
asaki.iwate.jp/sc_kaneg
asaki_chu/

金ケ崎町立金ケ崎中学校
℡:0197-44-2020

10月26日（土）は午後展示公開
のみ

岩手県 金ケ崎町 ② 六原幼稚園生活発表会 歌・合奏・劇や遊戯劇など、日ごろの表現活動を披露します。 11月30日 六原幼稚園 六原幼稚園 無料
金ケ崎町立六原幼稚園
0197-43-2210

岩手県 金ケ崎町 ② 三ケ尻幼稚園生活発表会 歌・合奏・劇や遊戯など、日頃の表現活動を披露します。 11月30日 三ケ尻幼稚園 三ケ尻幼稚園 無料
金ケ崎町立三ケ尻幼稚園
0197-42-4111

岩手県 金ケ崎町 ② 永岡幼稚園生活発表会 歌・合奏・劇や遊戯劇など、日頃の表現活動を披露します 11月30日 永岡幼稚園 永岡幼稚園 無料
金ケ崎町立永岡幼稚園
0197-44－2231

岩手県 金ケ崎町 ② 南方幼稚園Let's go to school day
保護者、地域の方、町内地区外の方等、幼稚園の一日の生活を見て
いただき、幼稚園の教育について関心を持っていただくとともに、幼稚
園教育について理解してもらう機会としています。

10月26日 南方幼稚園 金ケ崎町教育委員会 無料
金ケ崎町立南方幼稚園
0197-44-3119

岩手県 金ケ崎町 ③ 第11回町民劇場公演 町民劇団による公演を実施します。 10月6日 中央生涯教育センター 金ケ崎町民劇場実行委員会
金ケ崎町中央生涯教育センター
tel　0197-44-3123

チケット　大人：前売り1,000円、
当日1,200円、子供：前売り　500
円、当日　700円

岩手県 金ケ崎町 ③ 街地区文化祭 地区民による作品展示等、学習成果の発表を行います。 10月11日～13日 街地区生涯教育センター
街地区自治会連合会、街地区生
涯教育センター

無料
街地区生涯教育センター
tel　0197-42-3608

岩手県 金ケ崎町 ①
金ケ崎町「生涯教育の町」宣言40周年
記念式典

昭和54年6月に「生涯教育の町」を宣言し今年で記念となる40周年を
迎えることから、この「生涯教育の町」宣言40周年という大きな節目を
町民と共に祝い、これまで本町が歩んできた生涯教育40年の歴史と
その取組みを再確認するとともに、今後の町における生涯教育のあり
方について考えるきっかけとし、さらに今後の町の生涯教育への取組
みが、これからの町を支えて行く次世代の未来への希望につながるも
のとなるよう、記念事業を実施します。

10月19日～20日 中央生涯教育センター 中央生涯教育センター 無料
金ケ崎町中央生涯教育センター
tel　0197-44-3123

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



710

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61回「教育・文化週間」関連行事

岩手県 金ケ崎町 ③ 金ケ崎町芸術文化祭
日頃の芸術文化活動の成果を発表するとともに、鑑賞や体験の場を
提供し、芸術文化活動を広める機会とし、交流・知識・技術の向上を
図ります。

11月4日～11月24日 中央生涯教育センター 金ケ崎町芸術文化協会
金ケ崎町中央生涯教育センター
内
芸術文化協会

入場料無料、展示料金5000円、
※金ケ崎町芸術文化協会会員：
無料

岩手県 釜石市 ② 学習発表会 全校虎舞や各学年による劇・歌等を発表する 10月26日 釜石小学校体育館 釜石小学校 無料 釜石小学校　　　　0193-22-3513

岩手県 釜石市 ②
令和元年度釜石市立双葉小学校学習
発表会

保護者や地域の方々に向けて，劇や合唱を通して日頃の学習の成果
を発表します。

10月26日 双葉小学校体育館 双葉小学校 無料
双葉小
0193-23-5119

岩手県 釜石市 ② PTAワールドカフェ・バザー
PTAが中心となり，世界各国の講師を招き，各国の文化や生活，食べ
物等について交流を深める。バザーでは，日用品等を販売します。

11月16日 双葉小並びに地域連携施設 双葉小学校ＰＴＡ 無料
双葉小
0193-23-5119

岩手県 釜石市 ② 学習発表会
これまでに学習したことをもとに､劇や合唱等のステージ発表をしま
す。

10月26日 釜石市立白山小学校 釜石市立白山小学校 無料
釜石市立白山小学校
0193-22-3834

岩手県 釜石市 ② 学習参観日 道徳の学習の様子を､保護者に参観していただきます。 11月25日 釜石市立白山小学校 釜石市立白山小学校 無料
釜石市立白山小学校
0193-22-3834

岩手県 釜石市 ② 学習発表会 児童が各学年の劇や歌、金管バンドの演奏などします。 10月26日 釜石市立平田小学校 釜石市立平田小学校 無料
釜石市立平田小学校
0193-26-5248

岩手県 釜石市 ② 学習発表会
各学年のステージや発表、鹿踊りクラブによる鹿踊り披露、全校合唱
など

10月26日 釜石市立小佐野小学校体育館 釜石市立小佐野小学校 無料
釜石市立小佐野小学校
0193-23-5539

岩手県 釜石市 ② 小佐野ふれあいデー
学校とＰＴＡが協力し、地域の方を招いての感謝の会、ふれあいの行
事

11月16日 釜石市立小佐野小学校体育館 釜石市立小佐野小学校・ＰＴＡ 無料
釜石市立小佐野小学校
0193-23-5539

岩手県 釜石市 ② 釜石祥雲支援学校との交流会 釜石祥雲支援学校との交流会 11月8日 釜石市立小佐野小学校体育館 釜石市立小佐野小学校 無料
釜石市立小佐野小学校
0193-23-5539

岩手県 釜石市 ② 学習発表会
日頃の学習の成果を総合的に発展させ、演劇、合唱、合奏などでス
テージ発表を行います。

10月27日 釜石市立甲子小学校体育館 釜石市立甲子小学校 無料
釜石市立甲子小学校
0193-23-5525

岩手県 釜石市 ② フリー参観
日頃の学習の様子を保護者や地域の皆様に参観していただくため、4
校時以降学校生活を公開します。

11月15日 釜石市立甲子小学校 釜石市立甲子小学校 無料
釜石市立甲子小学校
0193-23-5525

岩手県 釜石市 ② 学習発表会
学年毎に、劇や合唱のステージ発表の他に、5，6年が虎舞を、また全
校で合唱を披露します。

10月19日
釜石市立鵜住居小学校第１体育
館

釜石市立鵜住居小学校 無料
釜石市立鵜住居小学校
0193-28-3705

岩手県 釜石市 ② 学校公開研究会

「児童生徒が主体的に学び行動する防災学習のあり方」を研究主題
に小学校と中学校、地域が連携した防災教育について研究してきた
内容を各学年の公開授業を通して発表します。授業後には、地域の
関係機関の方々を招いてシンポジウムを行い、これからの防災教育
のあり方について協議します。平成30・31年度　釜石市教育委員会指
定。隣接する釜石東中学校との合同開催です。

10月30日
釜石市立鵜住居小学校/釜石東
中学校各教室など

釜石市教育委員会
（釜石市立鵜住居小学校・釜石
東中学校）

無料
釜石市立鵜住居小学校
0193-28-3705

岩手県 釜石市 ② 授業参観 日常の学習の様子を保護者や地域の方に参観していただきます。 11月26日 釜石市立鵜住居小学校各教室 釜石市立鵜住居小学校 無料
釜石市立鵜住居小学校
0193-28-3705

岩手県 釜石市 ② 栗っ子祭り
各学年ごとに児童のステージ発表があります。ＰＴＡコーラスもあるの
で、練習に参加できれば、保護者や地域の方の参加も可能です。ま
た、作品展も同時に開催しており、保護者や地域の方の作品も会場に

10月12日 栗林小学校体育館
釜石市立
栗林小学校

無料
釜石市立栗林小学校
0193-28-2517

岩手県 釜石市 ② 祖父母参観
祖父母の方々と一緒に様々な活動を通して交流を深める。活動内容
は昔遊び、郷土料理作り　リンゴの皮向きなど

10月26日 唐丹小学校 唐丹小学校 無料
唐丹小学校
0193-55-2105

岩手県 釜石市 ② うのすまいっ子まつり
様々な教材を使用して表現した園児の作品を提示し、親子で一緒に
作品作りをします。同時に劇や遊戯、歌などの発表も行います。

11月30日 釜石市立鵜住居幼稚園 釜石市立鵜住居幼稚園 無料
釜石市立鵜住居幼稚園
0193-28-1733

岩手県 釜石市 ② 文化祭
学年・文化部・PTA展示の他、壁新聞の掲示、英語弁論・私の主張・
合唱コンクールのステージ発表。

10月27日
9：00～15：25

釜石中学校 釜石中学校 無料
釜石市立釜石中学校
0193－23－5523

岩手県 釜石市 ② 授業見よう月間（11・２月） 釜石中学校の日常の授業が参観できるもの。
11・2月の授業日
8:45～

釜石中学校 釜石中学校 無料
釜石市立釜石中学校
0193－23－5523

＊教育関係者他は、事前の確
認が必要

岩手県 釜石市 ② 愛校祭
午前中は「総合発表」「弁論・英語弁論」「郷土芸能」午後は「合唱コン
クール」を実施している。

10月26日 釜石市立甲子中学校 釜石市立甲子中学校 無料
釜石市立甲子中学校
0193-23-6520

岩手県 釜石市 ② 文化祭
総合的な学習のステージ発表や吹奏楽部の演奏、弁論大会(主張)、
合唱コンクール、各教科作品等の展示を行います。

10月5日 釜石市立釜石東中学校 釜石市立釜石東中学校 無料
釜石東中学校
0193-28-3010

岩手県 釜石市 ② 唐丹小中合同文化祭
小中合同で学習発表会・文化祭を開催する。教科作品展示、ステージ
発表（演劇、合唱、郷土芸能、弁論、英語暗唱)を行い、保護者及び地
域の方々に披露する。

10月26日 唐丹小中学校 唐丹小中学校 無料
唐丹中学校
0193-55-2106

岩手県 釜石市 ② 授業参観
教科の授業を保護者に公開し、生徒の学習の様子とともに本校の学
習指導を理解していただく機会とする。

11月19日 唐丹中学校 唐丹中学校 無料
唐丹中学校
0193-55-2106

岩手県 釜石市 ② 文化祭

「地域の方々に感謝の気持ちを伝え，元気・勇気を与える場」「取り組
み過程で，学級や学年への所属感・連帯感を深め，協力性，連帯感な
ど社会生活に必要な態度・能力を養う場」「日常の学習活動の発表の
場として，真摯な態度で作品の作成や発表を行うこと」をねらいとした
本校学校行事の文化祭であり，ステージによる発表と展示による発表

10月27日 釜石市立大平中学校 釜石市立大平中学校 無料
釜石市立大平中学校
0193-22-4158

岩手県 釜石市 ③ 連合音楽会
釜石大槌地区各中学校の合唱の発表による各校の文化活動向上と
地区の音楽教育発展のための行事。

11月6日 釜石市民ホールTETTO

釜石学校教育文化活動連絡協
議会・釜石地区中学校文化連
盟・大槌町学校教育文化活動連
絡協議会

無料
釜石市立大平中学校
0193-22-4158

岩手県 釜石市 甲子公民館まつり
地域の自主活動グループが日頃の活動成果として、展示・発表を行
います。

11月16日～17日 甲子公民館 甲子公民館 無料
地域づくり推進課
甲子地区生活応援センター
0193-21-3151

岩手県 釜石市 ① 鵜住居公民館まつり

鵜住居地区住民の交流を図り、今後の地域活動意欲の高揚を目指す
ものです。また、公民館自主活動グループや、鵜住居小学校児童の
発表を行うことで、芸術・文化活動の継続意欲向上を図ります。加え
て、鵜住居地域で活動する各種団体と協働し催し物を出展ことで、地
域の盛り上げの一助とすることを目的とします。

11月1日
～
11月2日

釜石市立鵜住居公民館 釜石市

釜石市市民生活部
地域づくり推進課
鵜住居地区生活応援センター
（鵜住居公民館）
℡0193-28-2470

岩手県 釜石市 ① 第17回『唐丹の日』地域安全大会
唐丹地域の活性化・交通安全・防犯意識の向上を目的として「唐丹
（102）」にちなみ、毎年10月2日頃に地域安全大会を実施しており、交
通安全講話や各種ステージ発表等で構成している。

10月 唐丹小中学校体育館 唐丹駐在所連絡協議会 無料
唐丹公民館
0193-55-2111

岩手県 釜石市 ① 橋野鉄鉱山見学会
　「明治日本の産業革命遺産」として世界遺産に登録された橋野鉄鉱
山を見学し、鉄づくりの歴史について学ぶ。

10月29日 橋野鉄鉱山 釜石市立平田公民館 無料
釜石市立平田公民館
0193-26-7655

岩手県 釜石市 ③ ハロウィンコンサート
　音楽鑑賞を通じて、心豊かな生活を送れるよう支援するとともに、住
民同士のコミュニケーションの場を設ける。

10月30日 平田公民館 釜石市立平田公民館 無料
釜石市立平田公民館
0193-26-7655

岩手県 釜石市 ① 釜石市働く婦人の家まつり舞台発表会 当館で活動している自主グループの舞台発表会を行います。 10月5日 釜石市働く婦人の家 釜石市働く婦人の家 無料
釜石市働く婦人の家
0193-23-2017

岩手県 釜石市 ①
釜石市働く婦人の家まつり作品展示発
表会

当館で活動している自主グループの作品展示発表会を行います。 11月23日～24日 釜石市働く婦人の家 釜石市働く婦人の家 無料
釜石市働く婦人の家
0193-23-2017

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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岩手県 釜石市 ③ 第49回　釜石市民芸術文化祭
絵画、書、切り絵等の展示、バレエ、大正琴等のステージ発表を行い
ます。また、9月から12月にかけて、市内各所で合唱等の発表も行わ
れます。

9月～12月
メイン会期は11月2日～4日

釜石市民ホール
釜石市芸術文化協会、釜石市、
釜石市教育委員会

無料
釜石市生涯学習文化スポーツ課
芸術・文化係
0193-22-8835

岩手県 釜石市 ① 第10回　かまいし仙人峠マラソン大会
起伏にとんだ鉱山事務所周辺の地形を利用し、ゲストランナーを迎え
て、峠コースと10kmコースの二部門でレースを開催します。

11月4日 旧釜石鉱山事務所周辺
かまいし仙人峠マラソン大会実
行会

釜石市体育協会
0193-23-1061

一　般　4,000円
高校生 2,000円

岩手県 釜石市 ① 第45回釜石健康マラソン大会
男女別・年齢別に設定されたコースを走り、スポーツを通じて参加者
同士の交流を図ります。

10月5日 釜石市球技場及びその周辺
釜石市、釜石市陸上競技協会、
釜石市体育協会

釜石市民劇場実行委員会
090-7798-2307

一般1,500円、小中高生1,000
円、幼児800円、ふれあい・親子
の部1人当たり600円、リレー一
般の部1チーム1,000円

岩手県 釜石市 ①③ 人権マンガ展
市内中学生が描いた人権にちなんだマンガを展示し、人権の大切さを
PRするため啓発活動を行います。

10月18日～27日 イオンタウン釜石
釜石市、宮古人権擁護委員協議
会

無料
釜石市役所
0193-27-8451

岩手県 釜石市 ① 思春期講演会
市内中学生を対象に、｢性｣を人権の問題、人間の生き方に関わる問
題として捉えることができ、自己管理・自己決定できる人間として育つ
ことを目的に講演会を開催します。

11月11日 釜石市立大平中学校 釜石市 無料
釜石市総合政策課
男女共同参画室
0193-27-8413

岩手県 釜石市 ① 危機対応学トークイベント

危機対応学（社会に発生する様々な危機について、そのメカニズムと
対応策を社会科学の観点から考察する新たな学問）プロジェクトの一
環で開催しているトークイベントにおいて、今回のテーマ「三陸鉄道」
について、中村社長をお招きし、三陸鉄道とその沿線地域における震
災復興への道のり、事後的に生じた様々な問題への対応、リアス線
誕生の意義と課題、そして三陸鉄道の今後の展開について、議論す

11月16日
15：00～16：30

釜石情報交流センターラウンジ
危機対応研究センター（東京大
学社会科学研究所・釜石市）

無料
釜石市総合政策課
0193-27-8413

岩手県 釜石市 ① パープルセミナー
女性に対する暴力の現状と対処について認識を深めるとともに、DV
防止やDVがもたらすトラウマ、DID(解離性同一障害)等について学ぶ
機会としてセミナーを開催します。

11月24日 釜石市市民ホールTETTO　ホー
ルB

釜石市 無料
釜石市総合政策課
男女共同参画室
0193-27-8413

岩手県 釜石市 ①
企画展「ラグビーのまち釜石へようこそ
～ふるさとを知ろう～」

ラグビーワールドカップ開催を受けて、開催地のひとつである当市に
ついて紹介する図書展。

９月19日～10月13日
釜石市立図書館　１階展示ホー
ル

釜石市立図書館 無料 釜石市立図書館　0193-25-2233

岩手県 釜石市 ① 企画展「かわいそうな本」
長い間大人や子どもに親しまれてきたが、経年劣化や乱暴な扱いに
より傷んでしまった本を展示し、資料の大切さを知らせる。

10月26日～11月10日
釜石市立図書館　１階展示ホー
ル

釜石市立図書館 無料 釜石市立図書館　0193-25-2233

岩手県 釜石市 ② 学校へ行こう週間
特別支援教育（病弱・虚弱教育）についての理解を深めていただくた
め、一般の方々に学校の様子を公開します。

10月21日～26日 釜石祥雲支援学校 釜石祥雲支援学校学校 無料
http://www2.iwate-
ed.jp/kam-y/

教務部
0193－23－0663

岩手県 釜石市 ② 学習発表会
各学部・分教室のステージ発表、作品展示、作業製品販売などを行い
ます。

10月26日 釜石祥雲支援学校 釜石祥雲支援学校学校 無料
http://www2.iwate-
ed.jp/kam-y/

教務部
0193－23－0663

岩手県 軽米町 ①
第41回軽米町総合体育大会 町民体育
祭

町民の体力づくりと運動機会の促進を目的とし、町民総参加の体育祭
を開催します。

10月6日 ハートフル・スポーツランド 軽米町 無料
http://www.town.karu
mai.iwate.jp/

軽米町教育委員会生涯学習担当
0195-46-4744

岩手県 軽米町 ② 軽米小学校学習発表会 各学年による音楽や劇の発表を行います。 10月19日 軽米小学校体育館 軽米小学校 無料 軽米小学校　0195-46-2614
岩手県 軽米町 ② 晴山小学校学習発表会 各学年による音楽や劇の発表を行います。 10月19日 晴山小学校体育館 晴山小学校 無料 晴山小学校　0195-47-2214
岩手県 軽米町 ② 小軽米小学校学習発表会 各学年による音楽や劇の発表を行います。 10月20日 小軽米小学校体育館 小軽米小学校 無料 小軽米小学校　0195-45-2312
岩手県 軽米町 ② 軽米中学校文化祭 音楽・演劇等の発表及び作品展示等を行います。 10月26日 軽米中学校 軽米中学校 無料 軽米中学校　0195-46-2414

岩手県 軽米町 ③ 軽米町民文化祭（ステージ部門）
人形劇、和太鼓、コーラス、ビデオ、ソーラン、よさこい、芸能などス
テージ部門での発表を行います。

10月27日 軽米中央公民館 軽米町軽米町文化協会 無料
http://www.town.karu
mai.iwate.jp/

軽米町教育委員会生涯学習担当
0195-46-4744

岩手県 軽米町 ③ 軽米町民文化祭（展示部門） 各幼稚園、保育園、小・中・高校生の書写、絵画の展示を行います。
10月27日～
11月４日

軽米中央公民館
軽米町立図書館

軽米町軽米町文化協会 無料
http://www.town.karu
mai.iwate.jp/

軽米町教育委員会生涯学習担当
0195-46-4744

岩手県 軽米町 ① かるまい朗読会学校等巡回公演 幼児施設・小中学校で朗読会を開催します。
11月13日～
15日

学校等 かるまい朗読会実行委員会 無料
http://www.town.karu
mai.iwate.jp/

軽米町教育委員会生涯学習担当
0195-46-4744

岩手県 軽米町 ① 第12回かるまい朗読会
全町民を対象に朗読会を開催し、子供向け1話、大人向け1話を行い
ます。

11月15日 朗読会（全町民） かるまい朗読会実行委員会
http://www.town.karu
mai.iwate.jp/

軽米町教育委員会生涯学習担当
0195-46-4744

大人800円

岩手県 軽米町 ② 軽米町小中学校音楽会 町内小中学校の音楽会を開催します。 10月31日 軽米小学校体育館 軽米町教育研究会 無料
軽米小学校
0195-46-2614

岩手県 軽米町 ② 軽米町学校一斉公開日 普段の授業風景を一般公開します。 11月28日
幼稚園・小学校・中学校・軽米高
校

軽米町教育委員会 無料
軽米町教育委員会教育総務担当
0195-46-4743

岩手県 北上市 ③ 北上市立小学校音楽会 市内小学校児童の合唱、器楽演奏などの発表会 11月12日 さくらホール 北上市教委 無料
北上市教育委員会学校教育課
0197-64-2111

岩手県 北上市 ③
和賀地区中学校総合文化祭ステージ
発表会

和賀地区中学校生徒の文化活動の発表 11月13日 さくらホール 和賀地区中学校文化連盟 無料
和賀地区中学校文化連盟事務局
北上北中学校　0197-66-2518

岩手県 北上市 ③ 北上市立小学校児童作品展 市内小学校児童の絵画、書写、工作作品の展示発表 11月23日～11月24日 市民交流プラザ 北上市教委 無料
北上市教育委員会学校教育課
0197-64-2111

岩手県 北上市 ② 小学校学習発表会　17校 学習発表会 10月20日～11月10日 各小学校 各小学校 無料 各小学校
岩手県 北上市 ② 中学校文化祭　9校 文化祭 10月27日 各中学校 各中学校 無料 各中学校

岩手県 北上市 ① 企画展「鬼と女のものがたり」
女性の鬼にまつわる物語や、鬼と女性との関係性を紹介する企画展
を開催します。

11月2日～2月11日 北上市立鬼の館 北上市立鬼の館
北上市立鬼の館
0197-73-8488

岩手県 北上市 ③ 芸能公演
北上市内に伝承される民俗芸能「鬼剣舞」の定期公演を開催します。
11月3日は、公演テーマを「神社参詣～村祭りのひと時～」と題し、解
説付きで公演を行います。出演は、滑田鬼剣舞保存会です。

11月3日 北上市立鬼の館 北上市立鬼の館 無料
北上市立鬼の館
0197-73-8488

岩手県 北上市 ① ワールドウィーク
海外の文化であるハロウィンが注目される時期に合わせ、当館の世
界の鬼面コーナーへ関心を高めてもらうとともに、世界の文化へ触れ
る機会を作ります。

10月28日～11月2日 北上市立鬼の館 北上市立鬼の館
北上市立鬼の館
0197-73-8489

岩手県 北上市 ①③
ワン・ワールドフェスタ（同時開催：きた
かみ55人カフェ）

国際交流及び多文化共生について、市民へ広く啓発・周知するイベン
ト。同時開催のきたかみ55人カフェは、誰もが生き生きと自分らしく暮
らせる北上の未来を考える会。

11月10日 北上市生涯学習センター 北上市国際交流ルーム 無料 http://www.k-iah.com/
北上市国際交流ルーム
（0197-63-4497）

市の窓口（北上市まちづくり部
生涯学習文化課）

岩手県 久慈市 ② 文化祭
ステージ発表（演劇・合唱・生徒会・英語暗唱・わたしの主張）、教科作
品展示を行います。

10月26日 おらほーる 久慈市立山形中学校 無料
久慈市立山形中学校
0194-72-2050

岩手県 久慈市 ① 第24回久慈もぐらんぴあ駅伝競走大会
もぐらんぴあ周辺の海岸に沿った周回コースで、一般、高校生、中学
生、小学生のそれぞれの部門で駅伝競走を行います。

11月3日
日本地下石油備蓄
㈱久慈事業所

久慈市、久慈市教育委員会、一
般社団法人久慈市体育協会

久慈市教育委員会生涯学習課
0194-52-2156

岩手県 久慈市 ①
令和元年度久慈市教育振興運動実践
交流大会 兼 地域活性化推進事業・放
課後子ども教室活動者等研修会

久慈市における教育振興運動の充実・発展を図るため、関係者が一
堂に会し、各実践区における事例の交流と協議を行うとともに、学校、
保護者、地域、行政の意識の高揚を図り、青少年の望ましい育成に

11月23日
久慈市文化会館（アンバーホー
ル）

久慈市教育委員会、久慈市教育
振興連絡協議会、県北教育事務
所

無料
久慈市教育委員会生涯学習課
0194-52-2156

岩手県 久慈市 ② 東高祭 本校文化祭 10月19日～20日 久慈東高校 久慈東高校 無料
http://www2.iwate-
ed.jp/kue-h/

久慈東高校
0194-53-4489

岩手県 久慈市 ② 学校へ行こう週間 授業公開を含む学校公開週間 11月25日～29日 久慈東高校 久慈東高校 無料
http://www2.iwate-
ed.jp/kue-h/

久慈東高校
0194-53-4489

岩手県 久慈市 ② 学習成果発表会 各系列の学習内容の発表、外部講師の講演会 11月28日 久慈市民会館 久慈東高校 無料
http://www2.iwate-
ed.jp/kue-h/

久慈東高校
0194-53-4489

岩手県 久慈市 ② 拓陽祭
小学部、中学部、高等部（音楽クラブ）のステージ発表や作品展示、作
業学習製品の販売、ＰＴＡバザー等を行います。

11月9日 久慈拓陽支援学校 久慈拓陽支援学校 無料
http://www2.iwate-
ed.jp/kuj-y/

久慈拓陽支援学校
0194-58-3004

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

岩手県 葛巻町 ③ 第68回葛巻町小中学校連合音楽会
町内保育園・小学校・中学校が一堂に会し、合唱や合奏を披露しま
す。

10月16日 葛巻町立葛巻小学校 葛巻町立葛巻小学校 無料
葛巻町教育委員会
0195-66-2111

岩手県 葛巻町 ①③ 生涯学習フェスティバル
各種サークル・教室等で創作した作品の展示や体験コーナーを設置
し、文化芸術にふれる機会を創出します。

10月19日～20日 葛巻町社会体育館 葛巻町生涯学習推進本部 無料
【葛巻町】
http://www.town.kuzu
maki.iwate.jp

葛巻町生涯学習推進本部
0195-66-2111

岩手県 葛巻町 ② 江刈小・学習発表会 各学年趣向を凝らし、劇や合唱等学習の成果を発表します。 10月19日 葛巻町立江刈小学校 葛巻町立江刈小学校 無料
葛巻町立江刈小学校
0195-66-3475

岩手県 葛巻町 ② 小屋瀬中・萌黄祭 合唱や各種展示・発表等を行います。 10月19日 葛巻町立小屋瀬中学校 葛巻町立小屋瀬中学校 無料
葛巻町立小屋瀬中学校
0195-66-0631

岩手県 葛巻町 ② 江刈中・源流祭 合唱や各種展示・発表等を行います。 10月22日 葛巻町立江刈中学校 葛巻町立江刈中学校 無料
葛巻町立江刈中学校
0195-68-2132

岩手県 葛巻町 ② 葛巻小・学習発表会 各学年趣向を凝らし、劇や合唱等学習の成果を発表します。 10月26日 葛巻町立葛巻小学校 葛巻町立葛巻小学校 無料
葛巻町立葛巻小学校
0195-66-2714

岩手県 葛巻町 ② 小屋瀬小・学習発表会 各学年趣向を凝らし、劇や合唱等学習の成果を発表します。 10月26日 葛巻町立小屋瀬小学校 葛巻町立小屋瀬小学校 無料
葛巻町立小屋瀬小学校
0195-66-0003

岩手県 葛巻町 ③ 第30回江刈地区文化祭 地区住民による作品展示やアトラクションを行います。 10月26日～27日 江刈農村センター 江刈地区文化祭実行委員会 無料
葛巻町公民館
0195-66-2111

岩手県 葛巻町 ② 葛巻中・白樺祭 合唱や各種展示・発表等を行います。 10月27日 葛巻町立葛巻中学校 葛巻町立葛巻中学校 無料
葛巻町立葛巻中学校
0195-66-2614

岩手県 葛巻町 ② 五日市小・学習発表会 各学年趣向を凝らし、劇や合唱等学習の成果を発表します。 11月2日 葛巻町立五日市小学校 葛巻町立五日市小学校 無料
葛巻町立五日市小学校
0195-68-2130

岩手県 葛巻町 ③ 第30回北部地区文化祭 地区住民による作品展示やアトラクションを行います。 11月中 旧冬部小学校 北部地区文化祭実行委員会 無料
葛巻町公民館
0195-66-2111

岩手県 葛巻町 ③ 第39回葛巻町子ども芸術展
町内小学生・中学生の書写・絵画・工作等における優秀作品を展示し
ます。

11月30日～12月9日 葛巻町総合センター 葛巻町公民館 無料
葛巻町公民館
0195-66-2111

岩手県 九戸村 ② 学習発表会 合唱、合奏、劇、作品展示など児童の学習成果を発表します。 10月12日 伊保内小学校体育館 伊保内小学校 無料
九戸村立伊保内小学校
0195-42-2201

岩手県 九戸村 ② 学習発表会 合唱、合奏、劇、作品展示など児童の学習成果を発表します。 10月19日 長興寺小学校体育館 長興寺小学校 無料
九戸村立長興寺小学校
0195-42-2202

岩手県 九戸村 ② 学習発表会 合唱、合奏、劇、作品展示など児童の学習成果を発表します。 10月19日 戸田小学校体育館 戸田小学校 無料
九戸村立戸田小学校
0195-43-2211

岩手県 九戸村 ② 学習発表会 合唱、合奏、劇、作品展示など児童の学習成果を発表します。 10月19日 山根小学校体育館 山根小学校 無料
九戸村立山根小学校
0195-43-2212

岩手県 九戸村 ② 学習発表会 合唱、合奏、劇、作品展示など児童の学習成果を発表します。 10月12日 江刺家小学校体育館 江刺家小学校 無料
九戸村立江刺家小学校
0195-42-2203

岩手県 九戸村 ② 文化祭 作品展示、郷土芸能披露など、生徒の学習成果の発表を行います。 10月19日 伊保内高等学校 伊保内高等学校 無料
岩手県立伊保内高等学校
0195-42-3191

岩手県 九戸村 ② 文化祭
弁論、合唱、吹奏楽、総合的な学習の時間の発表、作品展示など生
徒の学習成果を発表します。

10月27日 九戸中学校 九戸中学校 無料
九戸村立九戸中学校
0195-43-2121

岩手県 九戸村 ①③ 九戸村産業芸術文化まつり
村民の制作品展示、郷土芸能等ステージ発表、特産品の即売等を行
います。

11月1日～11月4日
HOZホール　　　　　　　　体育セ
ンター

九戸村総務企画課 無料
九戸村総務企画課地域振興班
0195-42-2111

岩手県 九戸村 ② 村民に学校を公開する期間
村立小・中学校での学習や生活の様子を学校ごとに指定する日に公
開します。

11月1日～11月22日
小学校5校　　　　　　　　　中学校
1校

九戸村教育委員会 無料
九戸村教育委員会教育総務班
0195-42-2111

岩手県 雫石町 ② 雫石小学校学習発表会
日々の学習の成果を劇や合唱などに表現し、学年ごとにステージ発
表します。6年生代表による「青空太鼓」（伝承活動）の発表もありま

10月26日 雫石町中央公民館野菊ホール 雫石小学校 無料
雫石町立雫石小学校
019-692-2203

岩手県 雫石町 ① 雫石小学校PTA講演会 PTA研修部の企画により、講演会を開催します。 11月9日 雫石小学校 雫石小学校 無料
雫石町立雫石小学校
019-692-2203

岩手県 雫石町 ② 学習発表会
家庭や地域の方々へ、日常の学習の成果を総合的に発表する場とし
て実施する。

10月26日 雫石町立西山小学校　体育館 西山小学校 無料
雫石町立西山小学校
019-692-2224

岩手県 雫石町 ② 七ツ森小学校学習発表会
ステージ発表等を通して、日頃の学習活動の成果を、保護者・地域の
方に公開します。

10月26日 七ツ森小学校 七ツ森小学校 無料
雫石町立七ツ森小学校
019-692-0571

岩手県 雫石町 ② 御明神小学校学習発表会
御明神校舎改修工事のため、旧橋場小学校を使って、学年ごとのス
テージ発表を行います。

10月26日 旧橋場小学校 御明神小学校 無料
雫石町立御明神小学校
019-692-3204

岩手県 雫石町 ② 御所小学校学習発表会
児童の学習活動等を保護者・地域に広く公開します。学習発表会で
は、伝統文化である「御所堰賛太鼓」を継承し、発表します。

10月26日 御所小学校 雫石町立御所小学校 無料
雫石町立御所小学校
019-692-2206

岩手県 雫石町 ② 雫中祭（文化祭）
ステージ発表（合唱コンクール、吹奏楽部演奏、応援・チア演技）
展示（美術部・家庭部作品）

10月12日
雫石町中央公民館
野菊ホール

雫石中学校 無料
雫石町立雫石中学校
019ｰ692ｰ0321

岩手県 雫石町 ③ 第55回雫石町総合芸術祭
絵画・写真などの展示部門、洋舞・箏曲などの舞台部門のほか、町の
花「菊」や岩手県芸術祭入選作品を展示し、町民による優れた文化活
動の成果を公開します。

11月２日～４日 雫石町中央公民館
雫石町教育委員会・雫石町総合
芸術祭実行委員会

無料
雫石町教育委員会
生涯学習スポーツ課
（019-692-4181）

岩手県 雫石町 ③ 第62回雫石町無形文化財芸能祭
雫石よしゃれをはじめ、古くから地域に伝承されてきた約30演目の民
俗芸能を一斉に公開する町の一大イベントです。

11月23日 雫石町中央公民館　野菊ホール
雫石町教育委員会・雫石町無形
文化財保存会

無料
雫石町教育委員会
生涯学習スポーツ課
（019-692-4181）

岩手県 雫石町 ① 雫石町教育振興運動実践交流会
雫石町内の教育振興運動実践区の活動を発表し、情報交流や講演
会を行います。

11月30日 雫石町中央公民館　野菊ホール
雫石町教育振興運動推進協議
会・雫石町教育委員会

無料
雫石町教育振興運動推進協議会
事務局（雫石町教育委員会生涯
学習スポーツ課）

岩手県 雫石町 ① 第13回雫石町親子読書のつどい
「本の楽しさを伝えあおう」をテーマに、読み聞かせ、紙芝居、パネル
シアターなどを行います。

9月28日 雫石町中央公民館
雫石町教育振興運動推進協議
会

無料
雫石町教育振興運動推進協議会
事務局（雫石町教育委員会生涯
学習スポーツ課）

岩手県 雫石町 ① 第45回雫石町継走大会 参加選手たちが町内特設コースをリレー方式で疾走します。 11月10日 雫石町総合運動公園・町内
雫石町教育委員会、一般財団法
人雫石町体育協会

無料
一般財団法人
雫石町体育協会
019-692-5030

岩手県 紫波町 ② マラソン大会 児童が、自分の目標をもって長い距離を走ります。 10月3日 紫波町総合運動公園 紫波町立日詰小学校 無料
http://www.hizume.shi
wacho.ed.jp/

紫波町立日詰小学校
019-672-3590

岩手県 紫波町 ② 学習発表会 児童による合唱や演劇等のステージ発表を行います。 10月19日 紫波町立日詰小学校 紫波町立日詰小学校 無料
http://www.hizume.shi
wacho.ed.jp/

紫波町立日詰小学校
019-672-3591

岩手県 紫波町 ② 授業参観日
普段の授業の様子を保護者の方へ公開します。午後は特設クラブ
シャイニィメイツによる吹奏楽のコンサートを行います。

11月9日 紫波町立日詰小学校 紫波町立日詰小学校 無料
http://www.hizume.shi
wacho.ed.jp/

紫波町立日詰小学校
019-672-3592

岩手県 紫波町 ② 学習発表会
学習の成果を各学年ごとに演劇や合唱などで発表します。全校児童
76名による合唱も行います。

10月19日 水分小学校体育館 水分小学校 無料
http://www.mizuwake.
shiwacho.ed.jp/

紫波町立水分小学校
019-673-7209

岩手県 紫波町 ② 校内マラソン大会
業間マラソンのまとめとして、低学年1㎞、中学年２㎞、高学年３㎞を
町道を利用して走ります。

10月30日 水分小学校校庭及び町道 水分小学校 無料
http://www.mizuwake.
shiwacho.ed.jp/

紫波町立水分小学校
019-673-7209

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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岩手県 紫波町 ① ＰＴＡ親子講演会
講演会とコンサートを隔年で開催しています。今年度は、SNSやAIの
話題について、親子でお話を聞きます。

11月9日 水分小学校体育館 水分小学校 無料
http://www.mizuwake.
shiwacho.ed.jp/

紫波町立水分小学校
019-673-7209

岩手県 紫波町 ① 家庭教育講演会
「いのちの電話」に関わっている方を講師としてお招きし、講演してい
ただく

10月25日 彦部公民館
彦部地区教育振興運動実践協
議会

無料
彦部公民館
019-676-4670

岩手県 紫波町 ② 文化祭 ステージ発表　学級合唱コンクール　学習作品展示 10月28日 紫波第一中学校 紫波第一中学校 無料
紫波町立紫波第一中学校
019-672-3580

岩手県 紫波町 ② 一日授業参観 一日授業参観 9月19日 紫波第一中学校 紫波第一中学校 無料
紫波町立紫波第一中学校
019-672-3580

岩手県 紫波町 ② 学習発表会
学習の成果を、各学年毎に劇や合唱、合奏を通して保護者や地域の
方々に発表します。

10月19日 紫波町立赤石小学校体育館 紫波町立赤石小学校 無料
http://www.akaishi.shi
wacho.ed.jp

紫波町立赤石小学校
019-672-3460

岩手県 紫波町 ② 学習発表会 日常の学習の成果を保護者や地域の方々の見ていただきます。 10月19日 上平沢小学校 上平沢小学校 無料
上平沢小学校
019-673-7405

岩手県 紫波町 ②
参観日鑑賞ｊ教室
　西村由紀江ピアノコンサート

親子で音楽を楽しみます。地域の方もどうぞいらしてください。 11月7日 上平沢小学校 上平沢小学校 無料
上平沢小学校
019-673-7405

岩手県 紫波町 ② 学習発表会
全校児童による合唱や、各学年による合唱・演劇などのステージ発表
を行います。

10月26日 片寄小学校体育館 片寄小学校 無料
http:wwwkatayose.shiw
acho.ed.jp

紫波町立片寄小学校
019-673-7207

岩手県 紫波町 ② 三中学区参観日 児童の学習の様子を保護者だけでなく地域の方にも公開します。 11月9日 片寄小学校体育館 三中学区の小中学校 無料
http:wwwkatayose.shiw
acho.ed.jp

紫波町立片寄小学校
019-673-7207

岩手県 紫波町 ② 校内マラソン大会
児童が昨年度の自己記録更新を目指し、学校周辺のコースを走りま
す。

11月9日 片寄小学校周辺の道路 片寄小学校 無料
http:wwwkatayose.shiw
acho.ed.jp

紫波町立片寄小学校
019-673-7207

岩手県 紫波町 ②③
令和元年度紫波町芸術祭第１５回小学
校音楽祭

町内の各小学校の該当学年が日頃の音楽学習の成果を他校児童や
地域の方や保護者に発表します。本校では、２・3・4年生が出演しま
す。

10月9日 矢巾町立田園ホール
紫波町小学校音楽祭実行委員
会

無料
紫波町小学校委員会
音楽祭事務局
紫波町立水分小学校

岩手県 紫波町 ②
令和元年度紫波町立赤沢小学校学習
発表会

本校の児童が日頃の学習の成果として学年ごとに多様な表現方法で
地域の方や保護者に発表します。また、今年度も全校児童による「赤
沢の里物語」を音楽劇で披露します。

10月19日 紫波町立赤沢小学校 紫波町立赤沢小学校 無料
紫波町立赤沢小学校
電話019-672-3284

岩手県 紫波町 ②
令和元年度紫波町立赤沢小学校授業
参観日

地域の方や保護者を対象に、学習等の様子の参観の機会とし、学校
教育への理解を図ります。

11月15日 紫波町立赤沢小学校 紫波町立赤沢小学校 無料
紫波町立赤沢小学校
電話019-672-3284

岩手県 紫波町 ① 度赤沢地区教育講演会
児童、保護者、地域を対象に宮澤賢治に関わる教育講演会を開催
し、郷土の偉人についての理解を深めたり、これからの読書活動につ
いて考えたりします。

11月15日 紫波町立赤沢小学校
紫波町教育振興運動赤沢実践
区

無料
紫波町立赤沢小学校
電話019-672-3284

岩手県 紫波町 ② 学校公開研究会
研究主題「事象を統合的捉え，発展的に考察する児童の育成」のも
と，主体的で対話的な授業の実現を目指した授業改善について提案
させていただきます。

9月27日 長岡小学校 長岡小学校 無料
http://www.nagaoka.sh
iwacho.ed.jp/

019-676-3360

岩手県 紫波町 ② 学習発表会
これまでの学習の成果を演劇・合唱等としてステージ発表を行いま
す。

10月19日 長岡小学校体育館 長岡小学校 無料
http://www.nagaoka.sh
iwacho.ed.jp/

019-676-3360

岩手県 紫波町 ② 校内マラソン記録会
長距離を走りぬくことを通して最後まで頑張ろうとする心を育てるとと
もに体力の向上を図ります。距離：低学年１ｋｍ、中学年１．６ｋｍ、高

11月3日 長岡小学校校庭及び周辺町道 長岡小学校 無料
http://www.nagaoka.sh
iwacho.ed.jp/

019-676-3360

岩手県 紫波町 ② 校内マラソン大会
業間マラソン等の取組の成果を発揮し、学校周辺のコースや校庭を走
ります。

10月1日 星山小学校周辺の道路、校庭 星山小学校 無料
http://www.hoshiyama.
shiwacho.ed.jp/

紫波町立星山小学校
019－672-3470

岩手県 紫波町 ② 学習発表会・収穫祭
学習の成果を、劇や合唱等で発表します。また、日頃お世話になって
いる地域の方々に感謝の気持ちを表すとともに、収穫の喜びを味わい

10月26日 星山小学校体育館 星山小学校 無料
http://www.hoshiyama.
shiwacho.ed.jp/

紫波町立星山小学校
019－672-3470

岩手県 紫波町 ② チャレンジランキング大会
全校児童が、縦割り班ごとに長なわとびや紙飛行機飛ばし等を行って
競い合います。

11月22日 星山小学校体育館 星山小学校 無料
http://www.hoshiyama.
shiwacho.ed.jp/

紫波町立星山小学校
019－672-3470

岩手県 紫波町 ② 授業参観 各学級の学習の様子を公開します。 11月22日 星山小学校各学級教室等 星山小学校 無料
http://www.hoshiyama.
shiwacho.ed.jp/

紫波町立星山小学校
019－672-3470

岩手県 紫波町 ① 家庭教育講演会
岩手県立生涯学習推進センター社会教育主事をお招きして、情報モ
ラルについて、児童や保護者、地域の方々と一緒にご講演をお聞きし

11月22日 星山小学校体育館 星山小ＰＴＡ 無料
http://www.hoshiyama.
shiwacho.ed.jp/

紫波町立星山小学校
019－672-3470

岩手県 紫波町 ② 学習発表会
児童一人ひとりが主役の学習発表会を開催いたします。これまで学習
してきた力を活用し，全校で詩の群読，合唱，学級ごとの劇・合唱等の
発表を行います。

10月19日 佐比内小学校体育館 紫波町立佐比内小学校 無料
http://www.sahinai.shi
wacho.ed.jp/

紫波町立佐比内小学校
019-674-2201

岩手県 紫波町 ①② ピカリン農園さつまいも販売体験学習
ピカリン農園で収穫したさつまいもを子ども達が，直接販売いたしま
す。生活科の学習の一環として，自分達が育てたさつまいもを袋詰
め，値札つけ，直売，お金のやり取りなどの体験学習を行います。

10月26日 峠の駅　紫波ふる里センター
佐比内地区教育振興運動実践
協議会

無料
http://www.sahinai.shi
wacho.ed.jp/

紫波町立佐比内小学校
019-674-2201

岩手県 紫波町 ①② ピカリン農園収穫祭
ピカリン農園で収穫したさつまいも・そばを調理し，指導していただい
た地域の方々に感謝をする会です。

11月17日 佐比内公民館
佐比内地区教育振興運動実践
協議会

無料
http://www.sahinai.shi
wacho.ed.jp/

紫波町立佐比内小学校
019-674-2201

岩手県 紫波町 ② 授業参観日
日常の授業を保護者の方々へ公開します。また、参観授業後に各地
区で取り組んだ社会参加活動の実践発表会を行います。

11月10日 紫波第二中学校 紫波第二中学校 無料
紫波町立紫波第二中学校
019-672-3480

午前中開催予定

岩手県 紫波町 ② 創立60周年記念式典
生徒、保護者、同窓生、地域の方々などが一堂に会して、創立60周年
を祝う。

11月10日 紫波第二中学校 紫波第二中学校 無料
紫波町立紫波第二中学校
019-672-3481

岩手県 紫波町 ② 創立60周年記念式典
生徒、保護者、同窓生、地域の方々などが一堂に会して、創立60周年
を祝う。

11月10日 紫波第二中学校 紫波第二中学校 無料
紫波町立紫波第二中学校
019-672-3481

岩手県 紫波町 ①
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」

「本当に必要な公民連携」を主なテーマに紫波町と連携し、地域の社
会人を対象とした講義・現地視察を実施する。

11月
オガール紫波
紫波町情報交流館

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

岩手県 住田町 ② 文化祭「住高祭」
文化部発表や他校郷土芸能・弁論大会・よさこいコンテストなどのほ
か、屋台・学年展示などを行います。

10月6日 岩手県立住田高等学校 岩手県立住田高等学校 無料
http://www2.iwate-
ed.jp/smi-h/

住田高等学校
0192-46-3142

岩手県 住田町 ② 学校へ行こう週間 授業・部活動公開、施設見学を行います。 未定 岩手県立住田高等学校 岩手県立住田高等学校 無料
http://www2.iwate-
ed.jp/smi-h/

住田高等学校
0192-46-3143

岩手県 住田町 ① 森の保育園（世田米保育園）
種山ケ原で自然と遊び、豊かな人間形成の資質を培う、保育園児を
対象とした行事。

9月27日（年中）、
10月18日（年長）

住田町教育委員会 住田町教育委員会 無料
住田町教育委員会
生涯学習係
0192-46-3863

岩手県 住田町 ② 有住保育園運動会 園児・父兄参加による運動会 9月28日 有住保育園 有住保育園 無料
住田町立有住保育園
0192-48-2704

岩手県 住田町 ②
世田米小学校マラソン大会・親子駅伝
大会

1～3年生は校庭でのマラソン大会、４～６年生の学年対抗と父兄（全
学年）の地区対抗による駅伝大会

9月28日 世田米小学校 世田米小学校 無料
住田町立世田米小学校
0192-46-3135

岩手県 住田町 ①
クッブ　ジャパン　オープン2019in 住田
町

いわて国体を記念しニュースポーツクッブの普及と町民のの健康増進
を図る

10月6日 住田町教育委員会ほか 住田町教育委員会ほか
住田町教育委員会
生涯学習係
0192-46-3863

1,000円

岩手県 住田町 ② 有住小学校ロードレース大会 全校生徒参加による学年ごとのロードレース大会 11月6日 有住小学校 有住小学校 無料
住田町立有住小学校
0192-48-2014

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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岩手県 住田町 ① 森の保育園（有住保育園）
種山ケ原で自然と遊び、豊かな人間形成の資質を培う、保育園児を
対象とした行事。

10月11日 住田町教育委員会 住田町教育委員会 無料
住田町教育委員会
生涯学習係
0192-46-3863

岩手県 住田町 ② 有住中学校文化祭 展示及びステージ発表 10月26日 有住中学校 有住中学校 無料
住田町立有住中学校
0192-48-2020

岩手県 住田町 ① 生涯スポーツ推進地区民体育祭 町内５地区で全町民対象の地区民体育祭 10月13日 住田町生涯スポーツ推進協議会 住田町生涯スポーツ推進協議会 無料
住田町教育委員会
生涯学習係
0192-46-3863

岩手県 住田町 ① 民俗資料館特別企画展 地区の特色を持った企画展の開催 11月1日～3日 住田町民俗資料館 住田町民俗資料館 無料
住田町教育委員会
上有住地区公民館
0192-48-2013

岩手県 住田町 ①
住田町成人バレーボールナイターリー
グ

町内自治公民館対抗でバレーボールのナイターリーグ戦 10月15日～11月22日 住田町生涯スポーツ推進協議会 住田町生涯スポーツ推進協議会
住田町教育委員会
生涯学習係
0192-46-3863

3,000円

岩手県 住田町 ② 有住小学校学習発表会 展示及びステージ発表 10月19日 有住小学校 有住小学校 無料
住田町立有住小学校
0192-48-2014

岩手県 住田町 ② 世田米小学校学習発表会 展示及びステージ発表 10月19日 世田米小学校 世田米小学校 無料
住田町立世田米小学校
0192-46-3135

岩手県 住田町 ② 世田米中学校文化祭 展示及びステージ発表 11月2日 世田米中学校 世田米中学校 無料
住田町立世田米中学校
0192-48-3155

岩手県 住田町 ① 文化産業まつり

展示：文化展・児童生徒作品展・木工作品展
　　　　登米伊達黎明展・川村美術館移動美術展
舞台：文化発表会・芸能まつり・全国民俗芸能学会
産業まつり：びっくり市ほか

10月25日～10月27日 住田町・住田町教育委員会 住田町・住田町教育委員会 無料
住田町教育委員会
生涯学習係
0192-46-3863

岩手県 住田町 ① まちづくり大会 町民・各種団体の表彰、活動の事例発表、講演会を開催 11月17日 住田町・住田町教育委員会 住田町・住田町教育委員会 無料
住田町教育委員会
生涯学習係
0192-46-3863

岩手県 住田町 ② 生活発表会（世田米保育園） 児童によるステージ発表 12月7日 世田米保育園 世田米保育園 無料
住田町立世田米保育園
0192-46-3049

岩手県 住田町 ② 生活発表会（有住保育園） 児童によるステージ発表 11月30日 有住保育園 有住保育園 無料
住田町立有住保育園
0192-48-2704

岩手県 住田町 ② 学校へ行こう週間 （一般向け）公開授業日 10月21日～25日 住田高校 住田高校 無料
住田高校
0192-46-3141

岩手県 住田町 ② 住高祭 文化的学校行事 10月6日～7日 住田高校 住田高校 無料
住田高校
0192-46-3141

岩手県 滝沢市 ② 学習発表会 総合の時間の学習成果や演劇、合唱などを発表します 10月19日 篠木小学校　体育館 滝沢市立篠木小学校 無料
滝沢市立篠木小学校
019-687-2064

岩手県 滝沢市 ③ 学習発表会
総合的な学習の時間に学習したこと、合唱、劇などを学年ごとに発表
します。

10月19日 滝沢市立滝沢小学校体育館 滝沢市立滝澤小学校 無料
滝沢市立滝沢小学校
019-687-2314

岩手県 滝沢市 ② 道徳授業参観（１～６年　・特支）
道徳の授業を学校公開し、全学級及び特別支援学級の授業を参観し
ていただきます。

11月14日 滝沢市立滝沢小学校 滝沢市立滝澤小学校 無料
滝沢市立滝沢小学校
019-687-2314

岩手県 滝沢市 ② １２０周年記念　滝二っ子フェスタ 合唱、劇などを学年ごとに発表します。 10月26日
滝沢市立滝沢第二小学校体育
館

滝沢市立滝沢第二小学校 無料
滝沢市立滝沢第二小学校
019-688-4002

岩手県 滝沢市 ② 授業参観　１２０周年記念式典
学校公開し、全学年の授業を見ていただきます。その後、記念式典を
行います。

11月16日 滝沢市立滝沢第二小学校 滝沢市立滝沢第二小学校 無料
滝沢市立滝沢第二小学校
019-688-4002

岩手県 滝沢市 ② うかいっこ劇場
1年生から６年生の各教科・領域、吹奏楽団の学習の成果を発表しま
す。

10月12日 滝沢市立鵜飼小学校体育館 滝沢市立鵜飼小学校 無料
滝沢市立鵜飼小学校
019-687-2004

岩手県 滝沢市 ② 道徳授業参観日 学校公開し、全学級の道徳授業を参観していただきます。 11月8日 滝沢市立鵜飼小学校 滝沢市立鵜飼小学校 無料
滝沢市立鵜飼小学校
019-687-2004

岩手県 滝沢市 ② 学習発表会 学習の成果を発表や合唱、劇などで学年ごとに発表します。 10月19日 一本木小学校 滝沢市立一本木小学校 無料
滝沢市立一本木小学校
019-688-4253

岩手県 滝沢市 ② １日授業参観日 １日学校公開し、全学級の授業を参観していただきます。 11月14日 一本木小学校 滝沢市立一本木小学校 無料
滝沢市立一本木小学校
019-688-4253

岩手県 滝沢市 ② 学習発表会
小学校１年生～中学校３年生までの全学年が、劇や合唱などを発表
します。

10月19日 滝沢市柳沢小中学校 滝沢市柳沢小中学校 無料
滝沢市立柳沢小中学校
019-688-2221

岩手県 滝沢市 ② 学習発表会 総合的な学習の時間の発表、合唱、劇などを学年ごとに発表します
10月26日
8：45～12：00

滝沢東小学校体育館 滝沢市立滝沢東小学校 無料
滝沢市立滝沢東小学校
019-688-6602

岩手県 滝沢市 ② 縦割り班集会 たてわり班対抗で、大縄跳び大会をします 10月7日14：00～14：45 滝沢東小学校校庭 滝沢市立滝沢東小学校 無料
滝沢市立滝沢東小学校
019-688-6602

岩手県 滝沢市 ③ 音楽会 学年ごとの合唱や全校での合唱を発表します。 10月26日
滝沢中央小学校
体育館

滝沢市立滝沢中央小学校 無料
滝沢市立滝沢中央
小学校019‐601‐3311

岩手県 滝沢市 ② 道徳授業参観 全学級が道徳の授業を公開し、参観していただきます。 11月22日 滝沢中央小学校 滝沢市立滝沢中央小学校 無料
滝沢市立滝沢中央
小学校019‐601‐3312

岩手県 滝沢市 ② 道徳授業公開及び教育講演会
全学級で道徳の授業公開をし、その後講師を招いて講演会を行いま
す。

11月9日 滝沢市柳沢小中学校 滝沢市柳沢小中学校 無料
滝沢市立柳沢小中学校
019-688-2222

岩手県 滝沢市 ② 文化祭
作品展示、ハンドベル、合唱、英語暗唱、劇などを発表します。その他
に地域の方々の発表もあります。

10月19日 姥屋敷小中学校 滝沢市立姥屋敷小中学校 無料
http://www.rnac.ne.jp/
~ubachu/index.html

滝沢市立姥屋敷小中学校
019-680-2401

岩手県 滝沢市 ② 道徳授業参観日および家庭教育学級
全学級で道徳の授業を公開します。その後、講師を招いて「情報メディ
アとの上手な付き合い方」についての講演会を行います。

11月8日 姥屋敷小中学校 滝沢市立姥屋敷小中学校 無料
http://www.rnac.ne.jp/
~ubachu/index.html

滝沢市立姥屋敷小中学校
019-680-2401

岩手県 滝沢市 ② 滝二祭（文化祭）
学習・部活動で作った作品の展示や生徒会活動の発表、合唱の発表
を行います。

10月5日 滝沢市立滝沢第二中学校 滝沢市立滝沢第二中学校 無料
滝沢市立滝沢第二中学校
019-688-4907

岩手県 滝沢市 ② フリー参観ウィーク
期間中の全授業について、保護者や地域の方々が参観できるように
案内・開放します。

10月21日、23～25日 滝沢市立滝沢第二中学校 滝沢市立滝沢第二中学校 無料
滝沢市立滝沢第二中学校
019-688-4907

岩手県 滝沢市 ② 地区道徳公開講座 各家庭・地域に対して、道徳の授業を公開します。 10月25日 滝沢市立滝沢第二中学校 滝沢市立滝沢第二中学校 無料
滝沢市立滝沢第二中学校
019-688-4907

岩手県 滝沢市 ② 一中祭
教科作品の展示や英語暗唱、弁論、合唱発表、一本木さんさ、学年
毎の集団演技等のステージ発表を行います。

10月12日
9:00～12:30

滝沢市立一本木中 滝沢市立一本木中学校 無料
滝沢市立一本木中学校
019－688－4634

岩手県 滝沢市 ② 1日授業参観日(道徳公開)
保護者や地域の方々に1日学校を開放し、授業や生徒の様子を参観
していただきます。

11月14日
8:45～15:00

滝沢市立一本木中 滝沢市立一本木中学校 無料
滝沢市立一本木中学校
019－688－4634

岩手県 滝沢市 ② 滝沢中学校文化祭
合唱コンクール・弁論・英語暗唱等のステージ発表、新聞コンクールを
行います。

10月5日 滝沢市立滝沢中学校 滝沢市立滝沢中学校 無料
滝沢市立滝沢中学校
019-684-1771

岩手県 滝沢市 ② 1日授業参観日
保護者の方や地域の方々に1日学校を開放し、授業や生徒の様子を
参観していただきます。

11月15日 滝沢市立滝沢中学校 滝沢市立滝沢中学校 無料
滝沢市立滝沢中学校
019-684-1771

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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岩手県 滝沢市 ② 南中祭
学年の合唱コンクール及び吹奏楽部、合唱部。生徒会等のステージ
発表、教科作品の展示等を行います。

10月5日 滝沢市立滝沢南中学校 滝沢市立滝沢南中学校 無料
滝沢市立滝沢南中学校
019-687-2021

岩手県 滝沢市 ② 授業参観日 学校公開日として全学級の授業を参観していただきます。 11月8日 滝沢市立滝沢南中学校 滝沢市立滝沢南中学校 無料
滝沢市立滝沢南中学校
019-687-2021

岩手県 滝沢市 ② 学校へ行こう週間 保護者・中学生・地域に対して授業を公開します。 10月15日（火）～18日(金） 盛岡北高等学校 盛岡北高等学校 無料
http://www2.iwate-
ed.jp/mon-h/

盛岡北高等学校
019-687-2312

岩手県 滝沢市 ② 歓武祭(みたけさい)小中学部 文化祭(ステージ発表、作品展示) 10月19日 盛岡みたけ支援学校小中校舎 盛岡みたけ支援学校 無料
http://www2.iwate-
ed.jp/mit-y/

岩手県立盛岡みたけ支援学校
019-641-0789

岩手県 滝沢市 ② 学校へ行こう週間(小中学部) 授業、学校内施設見学
10月19日、
21日～25日

盛岡みたけ支援学校小中校舎 盛岡みたけ支援学校 無料
http://www2.iwate-
ed.jp/mit-y/

岩手県立盛岡みたけ支援学校
019-641-0789

岩手県 滝沢市 ② 第6回こども発達支援講座

　近年、幼稚園、保育所、認定こども園、などの子育てにかかわる専
門機関において、子どもへの支援や地域とのかかわりなど今日的な
課題が山積みになっております。そのような時代に呼応して、地域の
教育の発展に貢献することを目的として「第6回こども発達支援講座」

10月20日 盛岡大学D校舎 盛岡大学短期大学部 無料
www.morioka-
u.ac.jp/jc/yokyo/kosod
ate_shien

盛岡大学地域連携センター
TEL019-601-2615

岩手県 滝沢市 ①
フィールドセミナー　－ウォッチングビン
ゴをしながら親子で楽しむ秋の森－

滝沢演習林でウォッチングビンゴをしながら森の樹木、草木、虫、鳥な
どを観察するセミナーを開催し、秋の森の様子、生き物の姿について
理解を深めてもらう。

11月10日
岩手大学
滝沢演習林

岩手大学 無料
岩手大学附属寒冷フィールドサイ
エンス教育研究センター
019-621-6232

詳細が決まり次第、岩手大学三
陸復興・地域創生推進機構web
サイト（http://www.ccrd.iwate-
u.ac.jp/）でお知らせします。

岩手県 田野畑村 ② 田野畑小学校学習発表会 各学年の演劇やスクールバンドの発表等を行います。 10月12日
田野畑小学校
体育館

田野畑小学校 無料
田野畑村立田野畑小学校
0194-34-2050

岩手県 田野畑村 ② 田野畑中学校文化祭
作品展示、創作太鼓の発表、合唱コンクール、前項創作劇の発表を
行います。

10月26日
田野畑中学校
校舎及び体育館

田野畑中学校 無料
田野畑村立田野畑中学校
0194-34-2301

岩手県 田野畑村 ③ 文化の日無料開放（予定）
「東北文化の日」にあわせて、田野畑村民俗資料館の無料開放を行
います。

10月26～27日 田野畑村民俗資料館 田野畑村教育委員会 無料
田野畑村民俗資料館
0194-33-2210

岩手県 田野畑村 ② 田野畑小学校校内マラソン大会
低学年1ｋｍ、中学年2ｋｍ、高学年3ｋｍの村道等を利用して走りま
す。

10月31日予定
田野畑小学校グラウンド及び周
辺コース

田野畑小学校 無料
田野畑村立田野畑小学校
0194-34-2050

岩手県 田野畑村 ③ 第46回田野畑村民文化展
広く村民から美術作品等を募り、優れた作品を展示することにより、創
作活動の振興を図るとともに、鑑賞の機会を提供するものです。

11月2～6日 アズビィ楽習センター 田野畑村教育委員会 無料
田野畑村教育委員会
0194-34-2226

岩手県 遠野市 ③ 健康の本展
令和元年10月23日（水）から11月17日（日）
健康に関係する本を120点の館内展示、貸出を行います。

10月23日から11月17日 遠野市立図書館 遠野市 無料
httｐ
ｓ://www.city.tono.iwat
e.jp

遠野市立図書館
0198-62-2340

岩手県 遠野市 ③ 特別映画 子どもから大人まで、楽しんで鑑賞できる映画会です。 10月26日（土） 遠野市立図書館 遠野市 無料
httｐｓ：
//www.city.tono.iwate.j

遠野市立図書館
0198-62-2340

岩手県 遠野市 ③ 読み聞かせ
図書ボランティアグループ等による、絵本、大型紙芝居等の読み聞か
せを行います。

10月5、27日
11月2日

遠野市立図書館 遠野市 無料
httｐｓ：
//www.city.tono.iwate.j

遠野市立図書館
0198-62-2340

岩手県 遠野市 ③
遠野市民センター自主事業「“わ”で奏
でる東日本応援コンサート2019in遠野」

“わ”に色々な意味を込めてコンサートを開催します。歌手の渡辺真知
子さんの出演、地元の市民バンド、合唱隊、高校吹奏楽部・音楽部も
出演し、一緒に舞台を盛り上げます。

10月5日 遠野市民センター
“わ”で奏でる東日本応援コン
サートin遠野実行委員会

無料
一般財団法人遠野市
教育文化振興財団　0198-62-
6191

岩手県 遠野市 ③ 第14回遠野市民芸術祭合同茶会
遠野市芸術文化協会会員による合同茶会で、煎茶と抹茶を提供し、
市民の方が気軽にお茶を楽しめる機会やお茶の頂き方を通して、日
本の伝統文化に触れる機会とし開催します。

10月19日 遠野市民センター 遠野市民芸術祭実行委員会 無料
一般財団法人遠野市
教育文化振興財団　0198-62-
6191

岩手県 遠野市 ③
第14回遠野市民芸術祭舞台合同発表
会

遠野市芸術文化協会会員をはじめ一般参加者及び児童生徒による
日本舞踊、吟詠、吟舞、邦楽、合唱、吹奏楽などの舞台合同発表会を

11月2日・3日 遠野市民センター 遠野市民芸術祭実行委員会 無料
一般財団法人遠野市
教育文化振興財団　0198-62-

岩手県 遠野市 ③ 第14回遠野市民芸術祭総合展示会
遠野市芸術文化協会会員をはじめ一般参加者及び児童生徒による
作品展（書道・絵画・手芸・文芸・生け花など）の総合展示会を行いま

11月2日・3日 遠野市民体育館 遠野市民芸術祭実行委員会 無料
一般財団法人遠野市
教育文化振興財団　0198-62-

岩手県 遠野市 ③
第14回遠野市シルバー文化祭「展示部
門」

高齢者による作品展（書道・絵画・手芸・文芸・生け花など）の総合展
示会を行います。（第14回遠野市民芸術祭総合展示会と同時開催）

11月2日・3日 遠野市民体育館 遠野市老人クラブ連合会 無料
遠野市老人クラブ連合会
0198-62-4828

岩手県 遠野市 ①③
第14回遠野市シルバー文化祭「舞台部
門」

高齢者による舞台芸術の発表会 11月19日 遠野市民センター 遠野市老人クラブ連合会 無料
遠野市老人クラブ連合会
0198-62-4828

岩手県 遠野市 ①③
第42回遠野市民センターバレエスタジ
オ発表会

遠野市民センターバレエスタジオ生徒によるバレエ発表会を行いま
す。スターダンサーズバレエ団からの特別出演もあり、プロのダン
サーと一緒に踊り、日頃の練習の成果を一般の方に披露します。

11月24日 遠野市民センター
遠野市、遠野市民センターバレ
エスタジオ父母の会

一般財団法人遠野市
教育文化振興財団　0198-62-
6191

岩手県 遠野市 ② 緑峰祭
一般公開、学科内容展示、生徒会展、文化部展、文化部ステージ発
表（吹奏楽）、茶会、食堂、農場生産物展示販売を行います。

10月26日～27日 岩手県立遠野緑峰高等学校 岩手県立遠野緑峰高等学校 無料
http://www2.iwate-
ed.jp/ryo-h/

遠野緑峰高等学校
0198-62-2827

岩手県 西和賀町 ② 岩手県立西和賀高等学校「西高祭」
生徒による絵画等の展示、模擬店、ステージ発表を行います。(10月
12日一般公開）

10月11日～12日 西和賀高等学校 県立西和賀高等学校 無料
西和賀高等学校
0197-84-2809

岩手県 西和賀町 ③ 西和賀町民文化祭(展示部門) 町民による絵画や習字、手芸作品の展示を行います。
11月1日～
3日

銀河ホール 銀河ホール 無料
西和賀町教育委員会生涯学習課
0197-82-2045

岩手県 西和賀町 ③ 西和賀町民文化祭(舞台部門)
芸術文化協会所属団体による吹奏楽演奏や民舞、郷土芸能披露を
行います。

11月3日 銀河ホール 銀河ホール
西和賀町教育委員会生涯学習課
0197-82-2045

岩手県 西和賀町 ② 湯田小学校学習発表会 児童による絵画等の展示、ステージ発表を行います。 10月31日 湯田小学校 湯田小学校 無料
西和賀町立湯田小学校
0197-84-2816

岩手県 西和賀町 ② 沢内小学校学習発表会 児童による絵画等の展示、ステージ発表を行います。 10月26日 沢内小学校 沢内小学校 無料
西和賀町立沢内小学校
0197-85-2010

岩手県 西和賀町 ② 湯田中学校文化祭 生徒による絵画等の展示、ステージ発表を行います。 10月26日 銀河ホール 銀河ホール 無料
西和賀町立湯田中学校
0197-82-3105

岩手県 西和賀町 ② 沢内中学校文化祭 生徒による絵画等の展示、ステージ発表を行います。 10月27日 沢内中学校 沢内中学校 無料
西和賀町立沢内中学校
0197-85-2130

岩手県 二戸市 ② 福岡小学校　学習発表会

１年生から６年生までの、音年度の学習の成果を発表する会です。
劇・合唱・ダンス・詩の音読・合奏・総合的な学習の発表等。さらに、白
鳥・坂本地区に伝わる「七つもの」の発表(保護者・地域の方・児童の
合同発表)もありす。さらに、会場までのホール・廊下等に、児童の作

10月19日
福岡小学校
体育館

福岡小学校 無料
福岡小学校
0195-23-2779

岩手県 二戸市 ①②
福岡小学校　授業参観・ＰＴＡ主催バ
ザー

第4回目の授業参観になります。授業参観の後、5学年の児童と保護
者さんが中心となって、準備を進めてきたバザーが開催されます。
体育館では食べ物の販売です。会議室等では、日用品の販売・本の
販売等が行われます。地域の方々も毎年たくさんの方々が参加して

11月10日 福岡小学校 福岡小学校 無料
福岡小学校
0195-23-2779

岩手県 二戸市 ② 仁左平小学校　学習発表会
各学年による劇や合唱の発表、4～6年生の陣太鼓発表の他、全校の
作品展も行います。

10月19日 仁左平小学校 仁左平小学校 無料
仁左平小学校
0195-23-7595

岩手県 二戸市 ② 二戸市小学校音楽会
二戸市内の小学校の児童が、学校ごとに合唱のステージ発表を行い
ます。

10月24日 二戸市民文化会館 二戸市小中学校音楽連盟 無料
事務局
仁左平小学校
0195-23-7595

岩手県 二戸市 ②③ 中央小学校　学習発表会
各学年による発表（日常の学習の成果を歌・劇等で表現）。時間8：40
～11：50

10月19日
中央小学校
体育館

中央小学校 無料
http://www.edu.city.ni
nohe.iwate.jp/~chs/

中央小学校
0195-23-4711

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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岩手県 二戸市 ② 中央小学校　みなわ集会
校舎内を巡りながら、縦割り班グループでクイズに答えるオリエンテー
リング（一般参加者も参加可能）　。時間10：35～12：15

11月14日
中央小学校
校舎内

中央小学校 無料
http://www.edu.city.ni
nohe.iwate.jp/~chs/

中央小学校
0195-23-4711

岩手県 二戸市 ①②③ 中央小学校　授業参観・バザー
全学級による授業参観（10：35～11：20）後に、体育館でバザー（販
売、遊び、飲食）を実施（1時間程度）

11月16日
中央小学校
各教室・体育館

中央小学校 無料
http://www.edu.city.ni
nohe.iwate.jp/~chs/

中央小学校
0195-23-4711

岩手県 二戸市 ② 二戸西小学校　学習発表会
全校劇「ユタとふしぎな仲間たち」、全校群読「外郎売」、「あめ」など小
規模校の全校児童によるステージ発表を行います。

10月12日 二戸西小学校 二戸西小学校 無料
http://www.edu.city.ni
nohe.iwate.jp/~nws/

二戸西小学校
0195-28-2114

岩手県 二戸市 ② 石切所小学校　学習発表会

日ごろの学習の成果を演劇や音楽などの文化的活動でステージ発表
します。同じ校舎で生活している盛岡みたけ支援学校二戸分教室の
児童も一緒に演じます。一人一人の児童がもつ良さと集団の良さが現
れるよう演出を工夫しています。

10月19日 石切所小学校 石切所小学校 無料
石切所小学校
0195－23－2881

岩手県 二戸市 ② 御返地小学校　学習発表会 日頃の学習の成果をステージ発表などで披露します。 10月19日 御返地小学校 御返地小学校 無料
http://edu.city.ninohe.i
wate.jp/~gos/

御返地小学校
0195-26-2114

岩手県 二戸市 ② 御返地小学校　三世代交流会
収穫したお米で地域の皆さんと餅つきをしたり、昔遊びなどを一緒に
楽しんだりします。

11月16日 御返地小学校 御返地小学校 無料
http://edu.city.ninohe.i
wate.jp/~gos/

御返地小学校
0195-26-2114

岩手県 二戸市 ② 金田一小学校　学習発表会
これまでの学習によって身に付けた力を「ステージ発表」を中心に保
護者、地域の方に発表します。

10月19日
金田一小学校
体育館

金田一小学校 無料
金田一小学校
0195-27-2201

岩手県 二戸市 ② 浄法寺小学校　学習発表会
日頃の学習の成果を各学年毎にステージ発表をいたします。また、
オープニングで全校児童による群読・合唱も行います。

10月19日
浄法寺小学校
体育館

浄法寺小学校 無料
浄法寺小学校
0195-38-2026

岩手県 二戸市 ② 福岡中学校　文化祭
福岡中学校の「総合的な学習の時間」のまとめの発表や吹奏楽部に
よる演奏等のステージ発表を行います。

10月25日
福岡中学校
体育館

福岡中学校 無料
http://www.edu.city.ni
nohe.iwate.jp/~

福岡中学校
0195-23-3325

岩手県 二戸市 ② 福岡中学校　文化祭合唱コンクール
福岡中学校の各学級による合唱発表や全校合唱、特設合唱部の発
表を行います。

10月26日 二戸市民文化会館 福岡中学校 無料
http://www.edu.city.ni
nohe.iwate.jp/~

福岡中学校
0195-23-3325

岩手県 二戸市 ② 金田一中学校　青藍祭（文化祭）
日常の学習成果の発表の場として、ステージ発表や展示発表を行い
ます。

10月5日 金田一中学校 金田一中学校 無料
金田一中学校
0195-27-3101

岩手県 二戸市 ② 市民に学校を公開する日 教科の授業や生徒の活動を自由にご覧いただけます。 9月18日 浄法寺中学校 浄法寺中学校 無料
http://www.edu.city.ni
nohe.iwate.jp/~joc/

浄法寺中学校
0195-38-2126

岩手県 二戸市 ② 浄法寺中学校　紫桂祭（文化祭）
総合的な学習成果発表、合唱コンクール、英語暗唱、弁論、独唱、作
品展示等を行います。

10月26日 浄法寺中学校 浄法寺中学校 無料
http://www.edu.city.ni
nohe.iwate.jp/~joc/

浄法寺中学校
0195-38-2126

岩手県 二戸市 ② 浄法寺地区教育連絡会研修会
映画上映や、浄法寺小学校、合唱団かつら、浄法寺保育園、浄法寺
中学校の発表を行います。

11月23日
浄法寺文化交流センター（Ｊホー
ル）

浄法寺地区教育連絡会 無料
浄法寺中学校
0195-38-2126

岩手県 二戸市 ③
日本文化のつどい
（二戸市文化祭ステージ部門）

日本舞踊、箏曲、尺八、詩吟の発表 10月13日 二戸市民文化会館 二戸市、二戸市芸術文化協会等 無料
二戸市芸術文化協会事務局
080-6019-5525

岩手県 二戸市 ③
二戸吹奏楽団演奏会
（二戸市文化祭ステージ部門）

二戸吹奏楽団による定期演奏会 11月24日 二戸市民文化会館 二戸市、二戸吹奏楽団等
二戸市芸術文化協会事務局
080-6019-5525

500円

岩手県 二戸市 ③ 二戸市文化祭（展示部門）
公民館教室や市内サークルなどによる絵画、写真、生け花、書道など
の作品展示、市民が創作した作品の展示や発表を行う。

11月2日～4日 二戸市民文化会館
二戸市、二戸市教育委員会、市
芸術文化協会等

無料
二戸市教育委員会
生涯学習課
0195-23-3483

岩手県 二戸市 ③
二戸市民文士劇「その名は伊加古～
爾薩体・エミシの英雄～」

岩手県北地域の歴史文化等を題材にした市民文士劇の公演。律令政
府の征伐、「蝦夷征伐」をテーマに40年およぶ戦いにおいて地元の民
の厚い信頼のもと最後の戦いを先導した首長「伊加古」を主役とし、ふ
るさとの地と民を守るため戦った武将の生き様を描いた舞台。

11月9日～10日 二戸市民文化会館
二戸市民文士劇実行委員会、二
戸市、二戸市教育委員会等

二戸市教育委員会
生涯学習課
0195-23-3483

前売 1,500円　当日 1,900円
中高生 1,000円
(小学生以下無料)

岩手県 二戸市 ① 市民総参加スポーツ大会 ニュースポーツ６種類によるスポーツ交流会 10月13日 二戸市総合スポーツセンター他 (一社）二戸市体育協会 無料
二戸市体育協会
0195-23-7211

岩手県 二戸市 ①
二戸市教育振興運動集約集会・二戸
市PTA研究大会

PTAの運営及び地域の教育課題に関する研究協議や実践区の活動
状況の発表交流を行い、課題やその解決方法について共通理解を図
り、今後の活動に資するとともに、教育振興運動の基本理念と運動の
進め方について理解を深める。

11月9日 二戸市シビックセンター
二戸市教育振興運動推進協議
会、二戸市PTA連合会等

無料
二戸市教育委員会
生涯学習課
0195-23-3483

岩手県 二戸市 ①
浄法寺地区教育連絡会　第11回研修
会

防災講話、音楽演奏、浄法寺地区の保育園、小学生、中学生による
発表により、子育てについて学ぶとともに、地域住民の参加により「地
域の子を地域で育てる」という意識を広める。

11月23日 浄法寺文化交流センター 浄法寺地区教育連絡会 無料
浄法寺地区教育連絡会事務局
（浄法寺中学校内）0195-38-2126

岩手県 二戸市 ① 古文書解読講座
「北奥路程記」を道案内に、　幕末の二戸の歴史や街並・言い伝えな
ど、古文書を読み解きます

10月5日、19日 二戸市立図書館 二戸市立図書館
http://ninohe-
library.sakura.ne.jp/

二戸市立図書館
0195-23-3447

資料代 300円

岩手県 二戸市 ① 日本古典文学講座
新元号「令和」で注目を集める『万葉集』について高校の国語教科書
に載っている作品を鑑賞します。また、「令和」の典拠についても解説

11月2日、9日、16日 二戸市立図書館 二戸市立図書館 無料
http://ninohe-
library.sakura.ne.jp/

二戸市立図書館
0195-23-3447

岩手県 二戸市 ①
岩手県立図書館企画展巡回展示
「岩手の馬文化」

岩手の人々の生活と古くからかかわりのある馬との、歴史や文化に関
する図書約70点を展示します。

11月8日～17日 二戸市立図書館 二戸市立図書館 無料
http://ninohe-
library.sakura.ne.jp/

二戸市立図書館
0195-23-3447

岩手県 野田村 ① 村民大運動会 地区別対抗により各種競技を行う 10月6日 山村広場 野田村 無料
野田村教育委員会事務局
0194-78-2936

岩手県 野田村 ② 野田小学校学習発表会 作品展示などによる日頃の学習成果を発表 10月19日 野田小学校 野田小学校 無料
野田小学校
0194-78-2166

岩手県 野田村 ② 野田中学校文化祭 生徒による合唱や吹奏楽等によるステージ発表、作品展示等 10月26日 野田中学校 野田中学校 無料
野田中学校
0194-78-2170

岩手県 野田村 ③ 野田村総合文化祭公演部門 演劇、音楽、舞台等のステージ発表 10月27日 野田村体育館 野田村 無料
野田村教育委員会事務局
0194-78-2936

岩手県 野田村 ③ 野田村総合文化祭展示部門 書道や絵画等の作品展示 11月2～3日 野田村体育館 野田村 無料
野田村教育委員会事務局
0194-78-2936

岩手県 八幡平市 ② 西中祭
教科、総合学習、復興教育、ボランティア学習の成果展示、合唱、吹
奏楽の音楽発表会

10月5日 西根中学校 西根中学校 無料
西根中学校
0195-76-3530

岩手県 八幡平市 ② 西鈴祭 ステージ発表（演劇・合唱） 10月5日 西根第一中学校 西根第一中学校 無料
西根第一中学校
0195-74-2514

岩手県 八幡平市 ② 松尾中学校文化祭
生徒の文化的な学習内容の発表の場。総合的な学習の時間に、地域
から学んだ内容や合唱の発表。美術、技術家庭の作品展示等

10月5日 松尾中学校 松尾中学校 無料
松尾中学校
0195-76-4650

岩手県 八幡平市 ② 安代中学校文化祭
教科展示、スピーチ発表、音楽部の発表、1・2年、3年の演劇、各学
年・全校合唱の発表を行います。

10月5日 安代中学校 安代中学校 無料
安代中学校
0195-72-2430

岩手県 八幡平市 ② 大更小学校学習発表会
劇や音楽などにより日ごろの学習の成果を保護者・地域の方に発表し
ます。

10月19日 大更小学校 大更小学校 無料
大更小学校
0195-76-2239

岩手県 八幡平市 ② 平笠小学校学習発表会
全校による地域の伝統芸能「田植え踊り」や合唱、各学級による劇等
を発表します。

10月19日 平笠小学校 平笠小学校 無料
平笠小学校
0195-76-3534

岩手県 八幡平市 ② 寺田小学校学習発表会 ステージ発表を通して、全校児童の日々の学習の成果を発表します。 10月19日 寺田小学校 寺田小学校 無料
寺田小学校
0195-77-2323

岩手県 八幡平市 ② 松野小学校学習発表会
子どもたちが「学習してこんなにできるようになった。」姿を、お家の方
や地域の方々にお見せする場です。

10月19日 松野小学校 松野小学校 無料
松野小学校
0195-74-3310

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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岩手県 八幡平市 ② 寄木小学校文化祭 ステージ発表、PTAバザーなどを行います。 10月19日 寄木小学校 寄木小学校 無料
寄木小学校
0195-76-3498

岩手県 八幡平市 ② 柏台小学校学習発表会 児童の日ごろの学習成果を発表します。 10月19日 柏台小学校 柏台小学校 無料
柏台小学校
0195-78-2003

岩手県 八幡平市 ② 安代小学校学習発表会
日ごろ学級で取り組んでいることや学習で積み重ねてきたことことから
の発表。

10月26日 安代小学校 安代小学校 無料
安代小学校
0195-72-3310

岩手県 八幡平市 ② 田山小学校学習発表会
これまでの学習の成果（劇や合唱等）をステージ発表を通して行いま
す。

10月26日 田山小学校 田山小学校 無料
田山小学校
0195-73-2047

岩手県 八幡平市 ③ 八幡平市芸術祭（舞台部門）
市民に対し優れた芸術鑑賞機会を提供するとともに、市内で活動して
いる音楽・芸術団体の発表の場を設ける。

10月26日～27日 西根地区市民センター 八幡平市芸術祭実行委員会 無料
八幡平市役所地域振興課
0195-74-2111（内線1142）

岩手県 八幡平市 ③ 八幡平市芸術祭（展示部門）
市民に対し優れた芸術鑑賞機会を提供するとともに、広く作品を募集
し、芸術文化活動の発表の場を設ける。

11月2日～4日 西根地区市民センター 八幡平市芸術祭実行委員会 無料
八幡平市役所地域振興課
0195-74-2111（内線1142）

岩手県 八幡平市 ② 田頭小学校学習発表会 日常の文化的学習活動の成果を発表する。 11月9日 田頭小学校 田頭小学校 無料
田頭小学校
0195-76-2732

岩手県 八幡平市 ② 平舘小学校学習発表会
学年ごとに音楽や演劇などの発表を行い、保護者をはじめ地域の
方々に披露します。

11月9日 平舘小学校 平舘小学校 無料
平舘小学校
0195-74-2216

岩手県 八幡平市 ② 平舘高校文化祭「紫薫祭」 生徒・PTA・同窓会等による展示・ステージ発表 10月20日 平舘高等学校 平舘高等学校 無料
http://www2.iwate-
ed.jp/tar-h/index.html

平舘高等学校
0195-74-2609

岩手県 花巻市 ② 賢治集会
宮澤賢治の作品をテーマにした集会活動を通して賢治の心に触れま
す。

10月19日 花巻小学校第一体育館 花巻小学校 無料
花巻小学校
0198-23-2376

岩手県 花巻市 ② 校内マラソン大会
全校児童が走る様子を保護者の方々等に参観していただき、本校の
教育への理解を深めていきます。

10月3日 花巻小学校校庭 花巻小学校 無料
花巻小学校
0198-23-2376

岩手県 花巻市 ② 学習発表会 全学年による学習の成果の発表会 10月19日 若葉小学校体育館 若葉小学校 無料
若葉小学校
0198-23-3305

岩手県 花巻市 ② 学校公開 児童の主体的に考え、学び続ける学習活動を公開します。 10月31日 若葉小学校 若葉小学校 無料
若葉小学校
0198-23-3305

岩手県 花巻市 ② 校内マラソン大会 全学年による校庭と校舎周りを走路とするマラソン大会 11月6日 若葉小学校校庭とその周り 若葉小学校 無料
若葉小学校
0198-23-3305

岩手県 花巻市 ② 校内マラソン大会 全学年による校庭と校庭周辺を走路とするマラソン大会 10月1日 南城小学校校庭 南城小学校 無料
南城小学校
0198－23－2144

岩手県 花巻市 ② ポラン学習発表会 宮沢賢治の精神を学び、劇や歌で表現します。 10月19日 南城小学校体育館 南城小学校 無料
南城小学校
0198－23－2144

岩手県 花巻市 ② 校内マラソン大会
校庭や学校周辺をコースとして全校児童を対象に開催し、業間マラソ
ンや体育での成果を発表します。

10月4日 湯口小学校体育館 湯口小学校 無料
湯口小学校
0198-28-2220

岩手県 花巻市 ② 学習発表会
保護者や地域の方に、教科や総合的な学習の時間、特別活動等で学
習した内容を発表します。

10月19日 湯口小学校校庭及び周辺コース 湯口小学校 無料
湯口小学校
0198-28-2220

岩手県 花巻市 ① 湯口地区教育交流会
４年生が音楽発表会での合唱等を、６年生が総合的な学習の時間に
取り組んだ内容を発表します。

11月2日 湯口振興センター 湯口地区教育振興協議会 無料
湯口小学校
0198-28-2220

岩手県 花巻市 ② 学習発表会 学習の成果の発表として、合唱・演劇などのステージ発表を実施 10月19日 矢沢小学校体育館 矢沢小学校 無料
矢沢小学校
0198-23-2179

岩手県 花巻市 ② 学習発表会
学習の成果を演劇や合唱に表現し，保護者や地域の方々に向けて発
表しています。

10月19日 宮野目小学校体育館 宮野目小学校 無料
宮野目小学校
0198-26-3119

岩手県 花巻市 ② 校内マラソン大会
業間マラソンや体育の時間などに練習した成果を発揮し､自己ベスト
を目指して走ります。

10月3日
太田小学校校庭及び付近の道
路

太田小学校 無料
太田小学校
0198-28-2212

岩手県 花巻市 ② 学習発表会
日頃の学習活動の成果を発表し､学校教育に対する地域住民、父母
の関心を深める機会とします。

10月19日 太田小学校体育館 太田小学校 無料
太田小学校
0198-28-2212

岩手県 花巻市 ② 学習発表会
保護者や地域の方をお招きして、一昨年東京フィルハーモニーの皆さ
んと創り上げた｢フィンランディア笹間｣の全校発表や日頃の学習の成
果を発表します。

10月19日 笹間第一小学校体育館 笹間第一小学校 無料
笹間第一小学校
0198-29-2320

岩手県 花巻市 ② 校内マラソン大会
全学年児童が校庭や学校周辺をコースとして、業間マラソンや体育で
練習した成果を発揮して走ります。

10月4日 笹間第一小学校校庭 笹間第一小学校 無料
笹間第一小学校
0198-29-2321

岩手県 花巻市 ② 学習発表会
保護者・地域の皆様に、これまでの学習の成果を　全校児童で又は各
学年毎に発表する場です。

10月19日
笹間第二小学校
体育館

笹間第二小学校 無料
笹間第二小学校
0198-29-2327

岩手県 花巻市 ② 1日参観日 午前中の全学年のクラスの授業を自由に参観できます。 11月9日 笹間第二小学校 笹間第二小学校 無料
笹間第二小学校
0198-29-2327

岩手県 花巻市 ② 校内マラソン大会
業間マラソンの成果として長い距離を走り通すことによって、ねばり強
い心身を養い、自分の記録の向上を目指します。

11月9日
笹間第二小学校
校庭・周回コース

笹間第二小学校 無料
笹間第二小学校
0198-29-2327

岩手県 花巻市 ② 学習発表会
日頃の学習の成果を発揮し、全校合唱や学年発表を披露します。ま
た、学習の成果を展示します。「早池峰山と高山植物」の写真展も開

10月19日 大迫小学校体育館 大迫小学校 無料
大迫小学校
0198-48-2226

岩手県 花巻市 ② 内川目地区文化祭
内川目地区振興センターにおいて、地区の小学校が一人一人作品を
展示し、さらには地区民の方々の有志にによる手作り作品も展示し、
地域の大きな行事となっている。

10月19日 内川目地区振興センター
内川目地区教育振興実践協議
会

無料
内川目地区振興センター
0198-48-5301

岩手県 花巻市 ② 学習発表会 今までの学習の成果を劇や歌等で発表します。 10月19日 内川目小学校体育館 内川目小学校 無料
内川目小学校
0198-48-5100

岩手県 花巻市 ② 校内マラソン大会 学年によって距離を設定し、校庭と校舎周辺を走ります。 10月31日 内川目小学校校庭 内川目小学校 無料
内川目小学校
0198-48-5100

岩手県 花巻市 ② 学習発表会
日頃の学習の成果を生かし、劇や音楽等のステージ発表を行いま
す。

10月19日 亀ケ森小学校体育館 亀ケ森小学校 無料
亀ケ森小学校
0198-48-2229

岩手県 花巻市 ② 学習発表会
日頃の学習成果を劇や合奏などで発表し保護者や地域の方々に見て
いただきます。

10月26日 石鳥谷小学校 石鳥谷小学校 無料

https://www.city.hana
maki.iwate.jp/kosodate
_kyoiku/sho_chugakko/
website/1001533/inde
x.html

石鳥谷小学校
0198-45-2012

岩手県 花巻市 ② マラソン大会
自分の目標とした距離を選んで走ります。得意な子も苦手な子も満足
がいく形を考えました。沿道では保護者の声援が響き渡ります。

10月1日 新堀小学校近くの能動と校庭 新堀小学校 無料
新堀小学校
0198-45-3021

岩手県 花巻市 ② 学習発表会 日頃の学習を生かした演劇や音楽等のステージ発表をします。 10月19日 新堀小学校体育館 新堀小学校 無料
新堀小学校
0198-45-3021

岩手県 花巻市 ② 学習参観日
学習の様子を参観していただく。その後、家庭教育学級の講演会を行
う。

11月8日 新堀小学校 新堀小学校 無料
新堀小学校
0198-45-3021

岩手県 花巻市 ② 校内マラソン大会
業間マラソン及び体育で練習した成果を発揮し、自己記録更新を目指
して走ります。

10月1日 八幡小学校近くの農道と校庭 八幡小学校 無料
八幡小学校
0198-45-3309

岩手県 花巻市 ② 学習発表会 日頃の学習の成果を総合的に発表します。 10月19日 八幡小学校体育館 八幡小学校 無料
八幡小学校
0198-45-3309

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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岩手県 花巻市 ② 授業参観 日頃の子ども達の学校での生活の様子を参観していただきます。 11月21日 八幡小学校 八幡小学校 無料
八幡小学校
0198-45-3309

岩手県 花巻市 ② 学習発表会
劇や歌、全校音読等により、子ども達の日頃の学習の成果を発表しま
す。

10月19日 八重畑小学校   体育館 八重畑小学校 無料
八重畑小学校
0198-47-2114

岩手県 花巻市 ② 学習発表会
日頃の学習成果を劇や合唱・合奏などで発表し、保護者や地域の方
に見ていただく。

11月2日 東和小学校 東和小学校 無料
東和小学校
0198-29-4334

岩手県 花巻市 ② ポプラ祭（文化祭） 合唱コンクール、作品展示、壁新聞コンクールを行います。 10月12日 花巻中学校 花巻中学校 無料
花巻中学校
0198-23-2151

岩手県 花巻市 ②

ＰＴＡ教育文化研修会
「楽しいコミュニケーション」を考えよ
う！「家庭での対話」編～子どものネッ
トトラブルを防ぐための3つの対策～

「スマホを持たせるのはなんとなく不安」「ルールをつくってもなかなか
守られない」といった保護者の不安や悩みに応えるため、子どもの
ネット利用においてトラブルの要因となる行動を3つに整理し、それぞ
れの要因に対応した、1設定の確認，2ルールの工夫，3コミュニケー
ションのトレーニングという3つの対策から家庭での「自律を促す指導」
を考える内容になっています。

11月7日 花巻中学校 花巻中学校 無料
https://www.city.hana
maki.iwate.jp/hanachu/

花巻中学校
0198-23-2151

岩手県 花巻市 ② 北中祭 合唱コンクール、壁新聞、作品展示等を行う。 10月27日 花巻北中学校 花巻北中学校 無料
花巻北中学校
0198-24-8766

岩手県 花巻市 ② 授業参観及び講演会 全校授業参観及びＰＴＡ主催の講演会を行う。 11月1日(予定） 花巻北中学校 花巻北中学校 無料
花巻北中学校
0198-24-8766

日程調整中

岩手県 花巻市 ➁ 南中祭
合唱コンクール、マイメッセージ、壁新聞、作品展示、学年ステージ発
表、吹奏楽発表

10月26日 南城中学校体育館 南城中学校 無料
南城中学校
0198-23-4146

岩手県 花巻市 ② 若杉祭 学年発表、合唱発表、全校演劇、吹奏楽部発表、作品展示 10月25～26日 湯口中学校 湯口中学校 無料
湯口中学校
0198-28-2233

岩手県 花巻市 ② 授業参観日 授業を公開 11月7日 湯口中学校 湯口中学校 無料
湯口中学校
0198-28-2233

岩手県 花巻市 ② 秋桜祭（文化祭） 合唱コンクール、吹奏楽部発表、作品展示等 10月26日 湯本中学校 湯本中学校 無料
湯本中学校
0198-27-2719

岩手県 花巻市 ② 学校参観日 授業を地域・保護者に公開します。 11月18～20日 湯本中学校 湯本中学校 無料
湯本中学校
0198-27-2719

岩手県 花巻市 ② 授業実践公開研究会
「特別の教科　道徳」における生徒の成長を支える指導と評価につい
ての研究。当日は道徳の授業公開実践と研究協議を行います。

10月11日 矢沢中学校 矢沢中学校　　　花巻市教委 無料
http://yasawajhs.sakur
a.ne.jp/

矢沢中学校
0198-31-2022

岩手県 花巻市 ② 東雲祭（文化祭） 作品展示、ステージ発表（英語暗唱、合唱、神楽など） 10月28日 矢沢中学校 矢沢中学校 無料
http://yasawajhs.sakur
a.ne.jp/

矢沢中学校
0198-31-2022

岩手県 花巻市 ② 宮中祭（文化祭）
作品展示、合唱発表、演劇発表、吹奏楽演奏発表、意見文発表、英
語弁論

10月27日 宮野目中学校 宮野目中学校 無料
宮野目中学校
0198-26-2117

岩手県 花巻市 ② 宮野目中学校PTA講演会 講師を依頼しての講演会 11月1日 宮野目中学校 宮野目中学校 無料
宮野目中学校
0198-26-2117

岩手県 花巻市 ② 学校公開
研究主題　　　共に学び、共に育ち合う子供の育成
　　　　　　　　～「対話」を重視した授業づくりを通して～ 10月1日 西南中学校

西南中学校
花巻市教委

無料
西南中学校
0198-29-2320

岩手県 花巻市 ② 西南中文化祭 合唱コンクール、作品展示、吹奏楽部発表など 10月26日 西南中学校 西南中学校 無料
西南中学校
0198-29-2321

岩手県 花巻市 ③ 西南地区文化祭 作品展示、ステージ発表 11月10日 西南中学校 西南中学校 無料
西南中学校
0198-29-2322

岩手県 花巻市 ② 迫中祭（文化祭）
作品展示、合唱発表、吹奏楽発表、学年ステージ発表、全校ステージ
発表を行います。

10月28日 大迫中学校 大迫中学校 無料
大迫中学校
0198-48-2221

岩手県 花巻市 ② 石中祭（文化祭）
合唱ｺﾝｸｰﾙ、壁新聞ｺﾝｸｰﾙ、作品展示、ステージ発表（合唱団、英語
暗唱、弁論）などを行います。

10月27日 石鳥谷中学校 石鳥谷中学校 無料
石鳥谷中学校
0198-45-3117

岩手県 花巻市 ② 文化祭
作品展示、合唱コンクール、総合学習の発表、弁論・英語暗唱発表、
吹奏楽部発表等を行います。

10月26日 東和中学校 東和中学校 無料
東和中学校
0198-42-4221

岩手県 花巻市 ①② 2019イーハトーブレディース駅伝
宮沢賢治がこよなく愛した生誕の地、夢に描いた理想郷イーハトーブ
花巻の大自然の中で、参加者が楽しみながら、健康と体力づくりをめ
ざします。

10月20日
テレビ岩手
花巻市役所

https://www.tvi.jp/ladi
es/

【テレビ岩手販促事業部】
019-624-1188
【花巻市役所スポーツ振興課】
0198-24-2111

岩手県 花巻市 ③ 花巻ジュニアミュージックフェスタ
花巻で活動する子供たちの音楽団体３団体が、劇中音楽の生演奏に
挑戦します。

10月14日
14：00～

花巻市文化会館 花巻市
花巻市文化会館
0198（24）6511

岩手県 花巻市 ③ 開館記念行事「新渡戸フェスティバル」
平成3年10月の開館を記念して、地元の方と園児による神楽や和太鼓
の公演やお茶会等を行います。また、開館時間から閉館時間まで無
料開放します。

10月5日 花巻新渡戸記念館 花巻新渡戸記念館 無料
花巻新渡戸記念館
0198-31-2120

岩手県 花巻市 ③ 特別展「佐藤昌介」 花巻出身の佐藤昌介について紹介します。
9月7日～
11月23日

花巻新渡戸記念館 花巻新渡戸記念館 無料
花巻新渡戸記念館
0198-31-2121

岩手県 花巻市 ③
ライトアップ中間イベント「朗読と鹿踊の
夕べ」

童話村の森ライトアップの点灯に合わせ、かがり火の中で賢治作品の
朗読や鹿踊の演舞を行います。

10月5日 宮沢賢治童話村 賢治フェスティバル実行委員会 無料

https://www.city.hana
maki.iwate.jp/miyazawa
kenji/town_kenji/10079
93/index.html

賢治まちづくり課
0198-24-2111

岩手県 花巻市 ③ 賢治葛丸祭
葛丸ダム湖畔の賢治詩碑前で賢治作品の朗読、野外劇、合唱などを
披露します。

10月14日 葛丸ダム湖畔 石鳥谷賢治の会 無料
賢治まちづくり課
0198-24-2111

岩手県 花巻市 ①
花巻市みんなでライブラリー「図書館ク
イズラリー」

本や図書館に関連したクイズラリーを行います。 10月2日～31日 花巻市立図書館 花巻市立図書館 無料

花巻図書館0198-23-5334・大迫
図書館0198-48-2244・石鳥谷図
書館0198-45-6882・東和図書館
0198-42-3202

岩手県 花巻市 ①
テーマ図書展　「ラグビーワールドカッ
プ開催！」「ハロウィーンの絵本/秋の
読書週間」

一般閲覧室およびこども室において、季節や行事関連図書等の展示・
貸出

10月2日～31日 花巻図書館 花巻図書館 無料
花巻図書館
0198-23-5334

岩手県 花巻市 ① おはなし会 ３～４歳向けのおはなし会を開催します。 10月12日 花巻図書館 花巻図書館 無料
花巻図書館
0198-23-5334

岩手県 花巻市 ① こども映画会 こども向け映画会を開催します。 10月17日 花巻図書館 花巻図書館 無料
花巻図書館
0198-23-5334

岩手県 花巻市 ①
花巻市読書推進活動スキルアップ講座
「本の楽しさを伝えるPOPを作る」

自分のお気に入りの本を紹介するPOPを作成します。 10月18日 花巻図書館 花巻市立図書館 無料
花巻図書館
0198-23-5334

岩手県 花巻市 ① おはなし会 ０～２歳向けのおはなし会を開催します。 10月18日 花巻図書館 花巻図書館 無料
花巻図書館
0198-23-5334

岩手県 花巻市 ① おはなし会 ５～６歳向けのおはなし会を開催します。 10月26日 花巻図書館 花巻図書館 無料
花巻図書館
0198-23-5334

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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岩手県 花巻市 ① おはなし会 小学生低学年向けのおはなし会を開催します。 10月26日 花巻図書館 花巻図書館 無料
花巻図書館
0198-23-5334

岩手県 花巻市 ① 休日ほっと映画会 一般向け映画会を開催します。 10月27日 花巻図書館 花巻図書館 無料
花巻図書館
0198-23-5334

岩手県 花巻市 ①
テーマ図書展　「読書の秋には図書館
へ行こう～図書館関連本～」「タイムト
ラベル絵本/色いろいろ絵本」

一般閲覧室およびこども室において、季節や行事関連図書等の展示・
貸出

11月1日～12月1日 花巻図書館 花巻図書館 無料
花巻図書館
0198-23-5334

岩手県 花巻市 ① 秋の読書週間関連行事こども映画会 こども向け映画会を開催します。 11月2日 花巻図書館 花巻図書館 無料
花巻図書館
0198-23-5334

岩手県 花巻市 ① おはなし会 ３～４歳向けのおはなし会を開催します。 11月9日 花巻図書館 花巻図書館 無料
花巻図書館
0198-23-5334

岩手県 花巻市 ① おはなし会 ０～２歳向けのおはなし会を開催します。 11月22日 花巻図書館 花巻図書館 無料
花巻図書館
0198-23-5334

岩手県 花巻市 ① おはなし会 ５～６歳向けのおはなし会を開催します。 11月23日 花巻図書館 花巻図書館 無料
花巻図書館
0198-23-5334

岩手県 花巻市 ① おはなし会 小学生低学年向けのおはなし会を開催します。 11月23日 花巻図書館 花巻図書館 無料
花巻図書館
0198-23-5334

岩手県 花巻市 ① 休日ほっと映画会 一般向け映画会を開催します。 11月24日 花巻図書館 花巻図書館 無料
花巻図書館
0198-23-5334

岩手県 花巻市 ① こども映画会 こども向け映画会を開催します。 11月28日 花巻図書館 花巻図書館 無料
花巻図書館
0198-23-5334

岩手県 花巻市 ①③
ギャラリー展
「フォトうすゆき写真展」

花巻市大迫町亀ケ森写真同好会による地域の自然を撮った写真を展
示します。

後期10月２日～31日 大迫図書館 大迫図書館 無料
大迫図書館
0198-48-2244

岩手県 花巻市 ①③
テーマ図書展
「感性を豊かにする音楽の本展」

感性を豊かにできるような音楽の本について展示します。 10月２日～27日 大迫図書館 大迫図書館 無料
大迫図書館
0198-48-2244

岩手県 花巻市 ①③
宮沢賢治コーナー企画展
「宮沢賢治と楽器」

宮沢賢治と楽器の関わりについて関連した本を展示します。 10月5日～31日 大迫図書館 大迫図書館 無料
大迫図書館
0198-48-2244

岩手県 花巻市 ①
おはなし会
「ハロウィンのおはなし」

ハロウィンに関連する本の読み聞かせを行います。
10月13日
11：00～12：00

大迫図書館 大迫図書館 無料
大迫図書館
0198-48-2244

岩手県 花巻市 ①③
読書週間関連企画
「本のくじ引き」

様々なジャンルの本を用意、くじ引きで当たった本を貸出します。 10月26日～11月17日 大迫図書館 大迫図書館 無料
大迫図書館
0198-48-2244

岩手県 花巻市 ①③
テーマ図書展
「世界に誇れる日本の伝統芸能・工芸
の本展」

日本の伝統芸能・工芸についての本を展示します。 11月2日～24日 大迫図書館 大迫図書館 無料
大迫図書館
0198-48-2244

岩手県 花巻市 ①③
宮沢賢治コーナー企画展
「宮沢賢治と食」

宮沢賢治と食の関わりについて関連した本を展示します。 11月2日～30日 大迫図書館 大迫図書館 無料
大迫図書館
0198-48-2244

岩手県 花巻市 ①③
ギャラリー展
「パッチワークとビーズ展」

花巻市大迫町在住の照井優子さんによる作品を展示します。 11月5日～30日 大迫図書館 大迫図書館 無料
大迫図書館
0198-48-2244

岩手県 花巻市 ①
おはなし会
「秋のおはなし」

秋に関連する本の読み聞かせを行います。 11月10日　11：00～12：00 大迫図書館 大迫図書館 無料
大迫図書館
0198-48-2244

岩手県 花巻市 ① 土曜わくわくタイム
幼児・小学生とその保護者を対象にしたお話し会と映画会を開催しま
す。

10月5日 石鳥谷図書館 石鳥谷図書館 無料
石鳥谷図書館
0198-45-6882

岩手県 花巻市 ① 土曜わくわくタイム
幼児・小学生とその保護者を対象にしたお話し会と映画会を開催しま
す。

10月12日 石鳥谷図書館 石鳥谷図書館 無料
石鳥谷図書館
0198-45-6882

岩手県 花巻市 ① 土曜わくわくタイム
幼児・小学生とその保護者を対象にしたお話し会と映画会を開催しま
す。

10月19日 石鳥谷図書館 石鳥谷図書館 無料
石鳥谷図書館
0198-45-6882

岩手県 花巻市 ① 土曜わくわくタイム
幼児・小学生とその保護者を対象にしたお話し会と映画会を開催しま
す。

10月26日 石鳥谷図書館 石鳥谷図書館 無料
石鳥谷図書館
0198-45-6882

岩手県 花巻市 ① 土曜わくわくタイム
幼児・小学生とその保護者を対象にしたお話し会と映画会を開催しま
す。

11月2日 石鳥谷図書館 石鳥谷図書館 無料
石鳥谷図書館
0198-45-6882

岩手県 花巻市 ① 土曜わくわくタイム
幼児・小学生とその保護者を対象にしたお話し会と映画会を開催しま
す。

11月9日 石鳥谷図書館 石鳥谷図書館 無料
石鳥谷図書館
0198-45-6882

岩手県 花巻市 ① 土曜わくわくタイム
幼児・小学生とその保護者を対象にしたお話し会と映画会を開催しま
す。

11月16日 石鳥谷図書館 石鳥谷図書館 無料
石鳥谷図書館
0198-45-6882

岩手県 花巻市 ① 土曜わくわくタイム
幼児・小学生とその保護者を対象にしたお話し会と映画会を開催しま
す。

11月30日 石鳥谷図書館 石鳥谷図書館 無料
石鳥谷図書館
0198-45-6882

岩手県 花巻市 ① シーズン企画展「秋を識り愉しむ」 秋にちなんだ本の企画展を開催します。 10月16日～12月1日 石鳥谷図書館 石鳥谷図書館 無料
石鳥谷図書館
0198-45-6882

岩手県 花巻市 ① 実はすごい‼石鳥谷の匠展台３３回
石鳥谷地域で技術を持った方の紹介と関連する本の企画展を開催し
ます。

11月2日～2月2日 石鳥谷図書館 石鳥谷図書館 無料
石鳥谷図書館
0198-45-6882

岩手県 花巻市 ①
世界にトライ！応援ラグビーワールド
カップ展

ラグビーワールドカップ開催に合わせて、ラグビーに関連する本など
の企画展を開催します。

9月18日～11月10日 石鳥谷図書館 石鳥谷図書館 無料
石鳥谷図書館
0198-45-6882

岩手県 花巻市 ③ 花巻市民芸術祭合同文芸大会
短歌、俳句、川柳、詩、随筆など文芸の鑑賞と入選作品の選考を行い
ます。

11月16日 東和総合支所 花巻市民芸術祭実行委員会
花巻市民芸術祭実行委員会
℡　0198-23-0766

岩手県 花巻市 ③ 生涯学習フェア2019 　まなび学園祭
「学ぶ喜び　学ぶ楽しみ　～繋ごう！広げよう！まなびの輪～」をテー
マに、まなび学園で生涯学習活動を行っているみなさんによる学習成

10月12～14日 花巻市生涯学園都市会館 まなび学園祭実行委員会
まなび学園祭実行委員会
0198-23-4234

岩手県 花巻市 ③
花巻市青少年郷土芸能フェスティバル
2019

市内及び市外の団体や学校等で郷土芸能の伝承に取り組む青少年
が、日頃の活動成果として演舞を披露します。

11月17日
花巻市文化会館
大ホール

花巻市教育委員会 無料

https://www.city.hana
maki.iwate.jp/bunkaspo
rts/bunka/bunkazai/10
02087.html

花巻市教育委員会 文化財課
0198-45-1311

12時開演（予定）

岩手県 花巻市 ③
花巻市総合文化財センター企画展
「遺跡のモノがたり 発掘資料から見え
る花巻（２）～東和地域の遺跡から～」

花巻市東和町の遺跡にスポットをあて、地中に眠っていた遺構や遺物
などの埋蔵文化財が語るモノから当時の暮らしを考えます。

10月12日～
11月17日

花巻市総合文化財センター 花巻市教育委員会

https://www.city.hana
maki.iwate.jp/bunkaspo
rts/bunka/sogobunkaz
ai/1002065.html

花巻市総合文化財センター
0198-29-4567

岩手県 花巻市 ③ 収蔵資料展「動物集合」
いつの時代も私たちのそばには動物がいました。本展では、博物館所
蔵資料の中から動物に関する資料を紹介するとともに、動物と人間の
関わりについて探ります。

9/24～11/17 花巻市博物館 花巻市博物館
https//www.city.hana
maki.iwate.jp/

0198-32-1030

岩手県 花巻市 ② センター合同一般公開
プラネタリウムをはじめとする施設・設備を公開します。職員による化
学実験や木工等の製作体験、ICT機器の操作体験を行います。また、
明窓館食堂も開放します。

11月2日 総合教育センター 総合教育センター 無料
【総合教育センター
HP】
http://www1.iwate-

情報・産業教育担当
0198-27-2254

隣接する生涯学習推進センター
の一般公開と合同実施

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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岩手県 花巻市 ① センター合同一般公開
施設設備の公開と職員による映画会やプラとんぼ作りなどの創作活
動、ニュースポーツなどの体験活動等を行います。

11月2日 生涯学習推進センター 生涯学習推進センター 無料

【生涯学習推進セン
ターHP】http：
//www2.pref.iwate.JP/
~hp1595

生涯学習推進センター
0198-27-4555

隣接する総合教育センターの一
般公開と合同実施

岩手県 花巻市 ② 学校へ行こう週間 授業公開を含む学校公開週間 10月28日～11月1日 花巻北高校 花巻北高校 無料
花巻北高校
0198-23-4135

岩手県 花巻市 ④ 花農祭
日頃の生徒会・農業ｸﾗﾌﾞ・学習活動の成果を展示発表します。生産物
や加工品などの即売なども行います。

10月26日 岩手県立花巻農業高等学校 岩手県立花巻農業高等学校
http://www2.iwate-
ed.jp/hka-h/

総務部
0198-26-3131

岩手県 花巻市 ② 岩手県立花北青雲高等学校「青雲祭」
花北青雲高校の文化祭。三学科の学習活動成果、文化部の活動発
表と共に模擬店なども催し、保護者をはじめとする地域の方々に学校
への理解を深めてもらう。

10月19日 花北青雲高等学校 花北青雲高等学校
http://www2.iwate-
ed.jp/hkb-h/

花北青雲高等学校
0198-45-3731

岩手県 花巻市 ③ 台焼　染付体験 台焼への染付体験 10月26日 花巻市博物館 花巻市博物館
https//www.city.hana
maki.iwate.jp/

0198-32-1030

岩手県 洋野町 ① 第13回洋野町駅伝大会
チーム編成で小学生の部（8区間15.78km）、中学生の部・一般エンジョ
イの部（9区間29.09km）、地域・職場の部（9区間35.59km）を設置して
行います。

10月13日
洋野町大野地区
大野体育館（式典）

洋野町教育委員会 無料

洋野町教育委員会
生涯学習課（町民文化会館内）
TEL0194-65-5411
洋野町教育委員会大野事務所
TEL0194-77-2115

岩手県 洋野町 ③ 第14回洋野町文化祭
町民の年間における芸術文化活動の成果の発表と鑑賞の場として、
町民等を対象としての作品展示、舞台発表を行います。

11月2日～4日
洋野町民文化会館、大野体育
館、種市図書館、大野図書館

洋野町教育委員会 無料
洋野町教育委員会
生涯学習課（町民文化会館内）
TEL0194-65-5411

岩手県 洋野町 ② マラソン大会 学年に応じた距離で、校地周回コースのタイムレースを行います。 10月9日 種市小学校 洋野町立　　種市小学校 無料
種市小学校
0194-65-2128

岩手県 洋野町 ② 学習発表会
日頃の学習の成果を、演劇・合唱・合奏、身体表現様々な形でステー
ジ発表します。

11月9日 種市小学校 洋野町立　　種市小学校 無料
種市小学校
0194-65-2128

岩手県 洋野町 ② 「ようこそ先輩」講演会
開校記念日に因み、卒業生を講師に招き、小学生を対象とした講話を
いただきます。例年、多くの地域の方にもご来場いただいております。

11月22日 種市小学校 洋野町立　　種市小学校 無料
種市小学校
0194-65-2128

岩手県 洋野町 ② 図書祭り

読書推進をねらいとする児童会行事です。童話劇、読み聞かせ、図書
クイズ等、本の楽しさが伝わるように図書委員会が企画し、図書ボラ
ンティアさん等の協力を得て行います。児童以外にも保護者や地域の
方にも楽しんでいただける内容です。

11月27日 種市小学校 洋野町立　　種市小学校 無料
種市小学校
0194-65-2128

岩手県 洋野町 ② 学習発表会
保護者やお世話になった地域の方々に児童によるステージ発表を披
露します。

10月19日 角浜小学校体育館 洋野町立　　角浜小学校 無料
角浜小学校
0194-65-4622

岩手県 洋野町 ② 角小まつり
学校田の収穫を祝い、地域の方々に餅を振舞うなどし、感謝の気持ち
を表す行事を行います。

11月16日 角浜小学校体育館 洋野町立　　角浜小学校 無料
角浜小学校
0194-65-4622

岩手県 洋野町 ② 学習発表会
児童が学年ごとに学習の成果を歌や楽器演奏、劇、踊りなどで発表し
ます。保護者や地域の方々に鑑賞していただき、感想もいただくこと
により、その後の学習にもいかしています。

10月19日 宿戸小学校体育館
洋野町立
宿戸小学校

無料
宿戸小学校
0194-65-4001

岩手県 洋野町 ② 学習発表会 学習の成果を劇や合唱等で保護者や地域の方々へ発表します。 10月19日 中野小学校体育館 洋野町立　　中野小学校 無料
中野小学校
0194-67-2107

岩手県 洋野町 ②
祖父母参観・教育振興中野実践区大
会

祖父母参観と、教育振興運動の中野実践区の大会で、健康作りにつ
いて学びます。

11月9日 中野小学校体育館 洋野町立　　中野小学校 無料
中野小学校
0194-67-2107

岩手県 洋野町 ② 学習発表会
保護者や地域の方々に、「知る力、謙虚に豊かに」をテーマに取り組
む表現活動（学習の成果や合唱等）を発表します。

10月19日 大野小学校体育館 洋野町立　　大野小学校 無料
http://ohnosho.web.fc
2.com/

大野小学校
0194-77-2122

岩手県 洋野町 ② 学習発表会
日頃の学習の成果を劇や合唱等で発表します。また、低学年による
大黒舞、中・高学年による林郷ソーランも発表します。

10月19日 林郷小学校体育館 洋野町立　　林郷小学校 無料
林郷小学校
0194-77-2102

岩手県 洋野町 ② 学習発表会
保護者やお世話になった地域の方々に、児童が日頃の学習の成果
（表現力等）を発表します。

10月19日 帯島小学校体育館 洋野町立　　帯島小学校 無料
帯島小学校
0194-77-5004

岩手県 洋野町 ② 学習発表会
保護者やお世話になった地域の方々に、児童が日頃の学習の成果
（表現力等）を発表します。

10月19日 帯島小学校体育館 洋野町立　　帯島小学校 無料
帯島小学校
0194-77-5004

岩手県 洋野町 ② 学習発表会
学習の成果を劇や合唱等を通して、保護者や地域の方々に発表しま
す。

10月19日 向田小学校体育館 洋野町立　　向田小学校 無料
向田小学校
0194-77-4112

岩手県 洋野町 ② 収穫祭
地域の皆さんを招待し、餅つきをして収穫を祝うとともに日頃のお世話
に対して感謝を表します。

11月13日 向田小学校食堂 洋野町立　　向田小学校 無料
向田小学校
0194-77-4112

岩手県 洋野町 ② 文化祭
種市中学校の活動や考え方を地域に発信する場とし、教科展示・学
年展示等で日頃の成果を発表。また、合唱コンクール・演劇等でス
テージ発表を行います。

10月27日 種市中学校 洋野町立　　種市中学校 無料
種市中学校
0194-65-2138

岩手県 洋野町 ② 授業参観日 保護者及び、地域の方に授業を公開する。 11月9日 種市中学校 洋野町立　　種市中学校 無料
種市中学校
0194-65-2138

岩手県 洋野町 ② 文化祭
英語暗唱発表、わたしの主張発表、教科作品展示、全校生徒による
演劇発表等を実施します。

10月27日 宿戸中体育館 洋野町立　　宿戸中学校 無料
宿戸中学校
0194-65-4002

岩手県 洋野町 ② 文化祭 作品展示　ステージ発表等を行います。 10月27日 中野中学校 洋野町立　　中野中学校 無料
中野中学校
0194-67-2105

岩手県 洋野町 ② 文化祭
英語暗唱ｊ発表　意見発表　教科作品展示　学級合唱コンクール等を
実施します。

10月27日 大野中学校 洋野町立　　大野中学校 無料
大野中学校
0194-77-2124

岩手県 洋野町 ② 「種高祭」 種市高等学校　文化祭 10月12日～13日 種市高等学校 種市高等学校 無料
http://www2.iwate-
ed.jp/tan-h/

種市高等学校
0194-65-2145

岩手県 洋野町 ② 「学校へ行こう週間」 授業等普段の教育活動の全般について公開 10月21日～25日 種市高等学校 種市高等学校 無料
http://www2.iwate-
ed.jp/tan-h/

種市高等学校
0194-65-2145

岩手県 洋野町 ② 「大野高祭」 大野高等学校　文化祭 10月19日 大野高等学校 大野高等学校 無料
http://www2.iwate-
ed.jp/ohn-h/

大野高等学校
0194-77-2125

岩手県 普代村 ① 北緯40度はまゆりマラソン大会
親子の部や小学生低学年の部、一般の部など9部門で記録を競い合
います。

10月12日 普代村内 普代村教育委員会 無料
普代村教育委員会
0194-35-2711

岩手県 普代村 ② スクールフェスタ 児童生徒によるステージ発表、作品展示等を行います。 10月26日 普代中学校 普代小・中学校 無料
普代中学校
0194-35-2551

岩手県 普代村 ①③ 普代村文化祭
村民の芸術文化活動、生涯学習発表の場として作品展示や音楽、舞
踏等のステージ発表を行います。

11月2日,3日 普代村社会体育館　他 普代村教育委員会 無料
普代村教育委員会
0194-35-2711

岩手県 宮古市 ① 自然観察会
みちのく潮風トレイルを歩きながら、自然や生き物とのふれあいを通し
て気候変動について考えます。

10月12日 樫内～佐賀部
宮古市
宮古市地球温暖化対策地域協
議会

市民生活部環境生活課
0193-68-9078

岩手県 宮古市 ① 自然観察会
十二神山自然観察教育林を含む道のりを歩きながら、自然や生き物
とのふれあいを通して自然の恵みの尊さを考えます。

10月下旬 十二神自然観察教育林
宮古市
日本野鳥の会宮古支部

無料
市民生活部環境生活課
0193-68-9078

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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岩手県 宮古市 ① 秋の大掃除
町内会・自治会などが協力し、地域で側溝清掃やごみ拾いなどを行い
ます。

10月12日～18日 宮古市内 宮古市 無料
市民生活部環境生活課
0193-68-9078

岩手県 宮古市 ③
宮古市をきれいにする運動
第50回市内小中学校児童生徒作品展

児童生徒の環境美化に対する意識の高揚を図ることを目的とし、市内
小中学校から作品を募集し、展示を行います。

10月中 イーストピアみやこ 宮古市公衆衛生組合連合会 無料
市民生活部環境生活課
0193-68-9080

岩手県 宮古市 ① 令和元年度三陸シーカヤックマラソン
コースを5km、10km、17kmの部に分けて行う。シングル艇は男女で別
れ、シーカヤック、スプリント、シニア部門を行い、タンデム艇は男女・
艇種を問わずに行います。

10月13日 宮古湾内
三陸シーカヤックマラソン in 宮
古実行委員会

リアスハーバー宮古公
式HP
http://riashb.com/

三陸シーカヤックマラソン in 宮古
実行委員会
0193-71-1120

岩手県 宮古市 ① 令和元年度シーアリーナ体育まつり ニュースポーツ大会、体力テストを行います。 10月14日 宮古市民総合体育館 一般財団法人宮古市体育協会 無料
宮古市民総合体育館
0193-62-6000

岩手県 宮古市 ①
第33回宮古サーモン・ハーフマラソン大
会

5km、10km、ハーフ、ペアマラソン（2km）のマラソン大会を行います。 11月10日
宮古消防署前広場（スタート、
ゴール）

宮古サーモン・ハーフマラソン大
会実行委員会

宮古サーモン・ハーフマラソン大
会実行委員会事務局
（宮古市民総合体育館内）
0193-62-6000

岩手県 宮古市 ③ 千徳公民館まつり
公民館で活動しているサークルの作品展示や音楽、舞踊等のステー
ジ発表を行います。

10月12日～10月13日 千徳公民館・体育館・ 宮古市千徳公民館 無料
宮古市千徳公民館　（0193）63-
5402

岩手県 宮古市 ③ 社会経験者大学祭
概ね60歳以上の方を対象とした講座の学習成果及びサークルの作品
展示やバザーを行います。

10月19日～10月20日 中央公民館分館 宮古市中央公民館 無料
宮古市中央公民館　（0193）62-
5807

岩手県 宮古市 ③ 山口公民館まつり
公民館で活動しているサークルの作品展示や音楽、舞踊等のステー
ジ発表を行います。

11月16日～11月17日 山口公民館 宮古市山口公民館 無料
宮古市山口公民館　（0193）62-
3670

岩手県 宮古市 ③ 田老公民館まつり
一般から募集した作品の展示、体験講座の開催、鉱山資料の一般公
開等を行います。

11月2日～11月3日 田老公民館 宮古市田老公民館 無料
宮古市田老公民館
(0193)87-2976

岩手県 宮古市 ③ 玄翁館まつり
園児、小中学生の作品展示及び成人各部門作品展示、音楽、演舞等
のステージ発表を行います。

10月26日～27日
宮古市新里生涯学習センター
（玄翁館）

宮古市新里生涯学習センター
（玄翁館）

無料
宮古市新里生涯学習センター
0193-72-2019

岩手県 宮古市 ③ 第67回みやこ市民文化祭
市民の芸術文化活動の成果を発表する場として、舞台・展示発表など
を行います。

10月6日～11月27日 宮古市民文化会館ほか 宮古市民文化会館ほか
https://iwate-arts-
miyako.jp/

宮古市民文化会館
0193-63-2511

一部有料

岩手県 宮古市 ① 北上山地民俗資料館第22回企画展
平成29年度から北上山地民俗資料館小国分館で一括管理することと
なった旧宮古市が収集した有形民俗資料を中心に紹介します。

10月18 日～12月28日 北上山地民俗資料館 北上山地民俗資料館
北上山地民俗資料館
0193－76－2167

岩手県 宮古市 ① 第2回小国分館　畑の水車祭り
北上山地民俗資料館小国分館に移築した水車小屋を活用しながら、
雑穀を中心とした郷土食を体験するイベントです。

10月20日 北上山地民俗資料館小国分館 北上山地民俗資料館 無料
北上山地民俗資料館
0193－76－2167

岩手県 宮古市 ③ 第47回川井郷土芸能祭

川井地域に受け継がれてきた郷土芸能を発表し、文化財愛護思想の
普及を図るとともに、記録保存や後継者育成に資する。旧川井村時代
から地域おこしの一環として継続されてきた事業であり、川井地区の
全ての団体が参加します。

11月3日 川井小学校　体育館 川井郷土芸能団体連絡協議会 無料
宮古市教育委員会文化課
市史編さん室
0193-62-6447

岩手県 宮古市 ③ 崎山貝塚縄文まつり 縄文火おこし、弓矢体験、ペンダント作りなどの体験を行います。 11月3日
崎山貝塚縄文の森ミュージアム
ほか

崎山貝塚縄文まつり実行委員会 無料
宮古市教育委員会文化課
0193-65-7526

岩手県 宮古市 ③ みるみる宮古！体験めぐり 宮古市内の博物館や資料館を巡り、見学・体験を行います。 11月10日
崎山貝塚縄文の森ミュージアム
ほか

宮古市教育委員会文化課 無料
宮古市教育委員会文化課
0193-65-7526

岩手県 宮古市 ②③ 宮古市立磯鶏小学校学習発表会 学年ごとに練習してきた学習内容を発表します。 10月19日 宮古市立磯鶏小学校 宮古市立磯鶏小学校 無料 宮古市立磯鶏小学校

岩手県 宮古市 ② 文化祭
合唱コンクール、演劇発表などステージ発表、各学年作品展示などを
行います。

10月27日
河南中学校教室
体育館

河南中学校 無料
宮古市立河南中学校
0193-62-2602

岩手県 宮古市 ② 学習発表会
学年ごとのステージ発表と全校合唱・市連合音楽会の発表を行いま
す。

10月19日 花輪小学校体育館 花輪小学校 無料
花輪小学校
0193-69-2022

岩手県 宮古市 ② 一日参観日・校内マラソン大会
学校を一日公開します。同日、路上コースを使ってのマラソン大会も
行います。

11月7日 花輪小学校 花輪小学校 無料
花輪小学校
0193-69-2022

岩手県 宮古市 ② 花中祭（文化祭）
合唱、伝統芸能、演劇などの発表、作品展示、PTAバザーを行いま
す。

10月27日 花輪中学校 花輪中学校 無料
宮古市立花輪中学校
0193-69-2034

岩手県 宮古市 ② 学校公開研究会
平成30・令和元年度の２年間にわたり研究実践を重ねてきた各教科
の授業を公開します。また、授業後には各教科ごとの分科会を行いま

11月8日 花輪中学校 花輪中学校 無料
宮古市立花輪中学校
0193-69-2034

事前に申し込みが必要です。締
切10/18

岩手県 宮古市 ② 文化祭
演劇、吹奏楽部の演奏、特設合唱部の発表、合唱コンクール、PTA合
唱をステージで発表します。教科作品や生徒会活動の展示も行いま

10月27日 宮古市立第一中学校 宮古市立第一中学校 無料
宮古市立第一中学校
0193-62-4209

岩手県 宮古市 ② 学校へ行こうday 各学年の授業を保護者、地域の方に公開します。 11月6日 宮古市立第一中学校 宮古市立第一中学校 無料
宮古市立第一中学校
0193-62-4209

岩手県 宮古市 ② 作品展示会
学習の成果を発表する場として、作品展示会（習字・絵画・工作等）を
行います。

10月16日～18日 宮古小学校マルチホール 宮古小学校 無料
宮古小学校
 0193-62-2009

岩手県 宮古市 ② 校内マラソン大会
日頃の体力づくりの成果を発揮し、学団ごとにマラソン大会を行いま
す。

10月30日 宮古小学校校庭 宮古小学校 無料
宮古小学校
 0193-62-2009

岩手県 宮古市 ② 文化活動発表会
宮古小学校の特色である、三大文化（合唱、ブラスバンド、伝承委員
会）の活動の成果を地域の方や保護者に発表します。

11月8日 宮古小学校体育館 宮古小学校 無料
宮古小学校
 0193-62-2009

岩手県 宮古市 ② 文化祭
　生徒の主体的・創造的な学習活動を促す総合的な学習の発表の場
とすることを目的に『歌舞劇』を中心とした文化祭です。演劇と伝統芸
能、合唱を融合させた見応え、聞きごたえのある発表です。

10月26日
宮古西中学校
体育館

宮古西
中学校

無料
宮古市立宮古西中学校
0193-62-4643

岩手県 宮古市 ② 授業参観・音楽祭
　『音楽祭』は日常的に取り組んでいる合唱や音楽の時間の成果を発
表する場です。各学級自由曲を１曲発表します。また、特設合唱部、
英語暗唱の発表もあります。

11月20日
宮古西中学校
体育館

宮古西
中学校

無料
宮古市立宮古西中学校
0193-62-4643

岩手県 宮古市 ② マラソン大会
児童が学年ごとに路上コースを走ります。日頃の運動の成果を見てい
ただきます。

10月4日
高浜小学校　校庭及び小学校周
道路

宮古市立高浜小学校 無料
高浜小学校
0193-62-5567

岩手県 宮古市 ② 作品展示会 作品の展示と全校合唱の発表を行います。 10月26日 高浜小学校 宮古市立高浜小学校 無料
高浜小学校
0193-62-5567

岩手県 宮古市 ② 学習発表会
みんなで創り上げる喜びや表現する楽しさを味わわせ、各学年の劇
発表、全校合唱、復興ソーラン「崎山魂」の発表を公開します。

10月19日 崎山小学校体育館 崎山小学校 無料
崎山小学校
0193-62-3680

岩手県 宮古市 ② 校内ロードレース大会
業間運動「サンマラソン」を始め、日頃の体力作りの成果を発揮し、学
年ごとにロードレース（持久走）を行います。

11月9日 崎山小学校校庭及び周辺道路 崎山小学校 無料
崎山小学校
0193-62-3680

岩手県 宮古市 ②③ 学習発表会
日常の学習の成果を音楽や呼びかけなどで発表します。スクールバ
ンドの発表もあります。

10月12日 山口小学校体育館 山口小学校 無料
山口小学校
0193-62-2723

岩手県 宮古市 ② 校内マラソン大会
学年毎に路上コースを走ります。日頃の体力向上の取組みの成果を
発揮し、自己ベストの更新を目指して走ります。

10月31日
山口小学校
校庭および小学校周辺道路

山口小学校 無料
山口小学校
0193-62-2723

岩手県 宮古市 ② 学習発表会
全校合唱や各学年による劇・表現等のステージ発表。絵画・工作等の
作品展示を行います。

10月12日
重茂小学校
体育館・集会室

宮古市立
重茂小学校

無料
重茂小学校
0193－68－2034

岩手県 宮古市 ③ ハンドベル・コンサート
青山学院女子短期大学生による、ハンドベルコンサートが開催されま
す。

10月12日
重茂小学校
体育館

重茂公民館 無料
重茂小学校
0193－68－2034

岩手県 宮古市 ② 宮古市小規模・複式指導研究会
小規模・複式指導に係る授業の拡大校内研究会を行います。１・２・５・
６年通常学級、３・４年複式学級、１年特別支援学級が授業公開となり

11月20日
重茂小学校
各教室

宮古市立
重茂小学校

無料
重茂小学校
0193－68－2034

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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岩手県 宮古市 ② 授業参観（道徳公開講座）
全学級道徳での公開授業参観です。保護者に加え、民生委員をはじ
め地域の方にも足を運んでいただく予定です。

11月28日
重茂小学校
各教室

宮古市立
重茂小学校

無料
重茂小学校
0193－68－2034

岩手県 宮古市 ② 学習発表会
学習の成果を発表する場として、学年ごと児童によるステージ発表を
行います。

10月19日 新里小学校体育館 新里小学校 無料 新里小学校      0193-72-2014

岩手県 宮古市 ② 校内ロードレース大会 日頃の体力づくりの成果を発揮し、全校でマラソン大会を行います。 10月29日 新里小学校周辺 新里小学校 無料 新里小学校      0193-72-2014

岩手県 宮古市 ①②③ 文化祭
各学年によるステージ発表(演劇・合唱)や、代表者による弁論、英語
暗唱、独唱等の発表の他、各教科の作品展示を行います。宮古高等
学校音楽部の特別演奏会も開催します。

10月27日 新里中学校 新里中学校 無料
宮古市立新里中学校
0193-79-1788

岩手県 宮古市 ②③ 宮古市立赤前小学校　学習発表会
全校児童36名が、日頃の学習活動の成果を歌や劇などの表現活動と
して、総合的に発表します。低学年・中学年・高学年のステージ発表
のほか、全校児童による美しい合唱もお聞かせします。

10月19日 宮古市立赤前小学校（体育館） 宮古市立赤前小学校 無料
宮古市立赤前小学校
0193-67-2013

岩手県 宮古市 ② 学習発表会
子供たちが学習してきた成果を劇やダンス、音楽等で発表します。ス
クールバンドクラブ、合唱クラブ、七つ踊り同好会の発表もあります。

10月5日 千徳小学校体育館 千徳小学校 無料
宮古市立千徳小学校
0193－62－3934

岩手県 宮古市 ②③ 令和元年度　川井小学校　学習発表会
学習成果の発表の場として、集団で創り上げる喜びと表現する楽しさ
を味わい互いに学び合うため、全校合唱や全校ソーラン、各学年・学
級での演劇・音楽等の発表を行います。

10月26日 宮古市立川井小学校 宮古市立川井小学校 無料
川井小学校
0193-76-2010

岩手県 宮古市 ①②③
宮古市立川井中学校
①授業参観、②PTA講演会、③PTA環
境整備

授業参観、PTA講演会、PTA環境整備を行います。 10月5日
宮古市立川井中学校　教室　体
育館

宮古市立川井中学校 無料
宮古市立川井中学校
0193-74-2015

岩手県 宮古市 ②③ 宮古市立川井中学校　文化祭
演劇発表、合唱発表、総合的学習の時間発表、作品展示や各種発表
を行います。

10月19日 宮古市立川井中学校　体育館 宮古市立川井中学校 無料
宮古市立川井中学校
0193-74-2015

岩手県 宮古市 ②③ 宮古市立第二中学校　文化祭
ステージ発表（弁論・合唱・吹奏楽）、総合的学習の時間発表、並びに
作品展示を行います。

10月27日 宮古市立第二中学校　体育館 宮古市立第二中学校 無料
宮古市立川井中学校
0193-74-2015

岩手県 宮古市 ② 津波模型実演会
岩手県立宮古工業高等学校の生徒８名が来校し、地区民を対象に、
津波災害についてのプレゼンテーションや模型での演示を行います。

9月28日 宮古市立津軽石小学校体育館 岩手県立宮古工業高等学校 無料
宮古市立津軽石小学校
0193-67-2117

岩手県 宮古市 ② 学習発表会
全校児童がこれまで学習してきたことを基に、音楽や劇などの表現活
動を行います。

10月19日 宮古市立津軽石小学校体育館 宮古市立津軽石小学校 無料
宮古市立津軽石小学校
0193-67-2117

岩手県 宮古市 ② 授業参観日　校内ロードレース
低学年、中学年、高学年毎に異なる距離でレースを行います。スター
トとゴールは校庭となり、一人一人のタイムをとって日頃の練習の成
果を確かめます。

11月12日
宮古市立津軽石小学校・校庭及
び学校周辺道路

宮古市立津軽石小学校 無料
宮古市立津軽石小学校
0193-67-2117

岩手県 宮古市 ② 津軽石中学校文化祭
作品展示、バザー、ステージ発表（わたしの主張、英語弁論、独唱、合
唱コンクール(午前）、郷土芸能発表(午後））を行います。

10月27日 津軽石中学校 津軽石中学校 無料
津軽石中学校
0193-67-2015

岩手県 宮古市 ② 一中祭
合唱発表会、演劇、教科作品公開、わたしの主張、英語弁論、吹奏楽
発表などを行います。

10月26日 田老第一中学校 田老第一中学校 無料
田老第一中学校
0193-87-2531

岩手県 宮古市 ② 水高祭

各教科、学科による展示や販売、食物科生徒の運営する食堂、家政
系のファッションショー、食品系の缶詰販売等などをとおして、日頃の
学習活動等について保護者や地域の人に理解を深めてもらうことを目
的として、一般公開をおこないます。

10月27日 宮古水産高等学校 宮古水産高等学校 無料
http://www2.iwate-
ed.jp/myf-h/

宮古水産高校
0193-62-1430

岩手県 宮古市 ② 学校へ行こう週間 保護者・地域住民に学校の授業等を公開します。
10月23日
～28日

宮古水産高等学校 宮古水産高等学校 無料
http://www2.iwate-
ed.jp/myf-h/

宮古水産高校
0193-62-1430

岩手県 宮古市 ② 宮商デパート
全校生徒による販売実習。生徒が取扱商品を考えて交渉・仕入れを
行い、体育館を中心に学校を開放して保護者や地域の方々に販売し

10月19日～10月20日 宮古商業高校 宮古商業高校 無料
http://www2.iwate-
ed.jp/myc-h/

宮古商業高校
0193-62-6856

岩手県 宮古市 ② 工業祭

工業科施設・設備及び実習内容の公開
生徒会・各委員会・各部の活動内容の発表及び公開
食堂・喫茶店等の開設
PTA母親委員会によるバザー・出店等

10月26日～27日 宮古工業高等学校 宮古工業高等学校 無料
http://www2.iwate-
ed.jp/myt-h/

宮古工業高等学校
0193-67-2201

岩手県 宮古市 ② 恵風祭
小学部・中学部・高等部のステージ発表、作品展示、作業学習製品販
売、ＰＴＡバザー、福祉事業所製品販売、高等部喫茶コーナー等を行

11月9日 宮古恵風支援学校 宮古恵風支援学校 無料
http://www2.iwate-
ed.jp/myk-y/

宮古恵風支援学校
0193-63-0400

岩手県 宮古市 ② 学校へ行こう週間
授業参観、校内掲示作品の閲覧、学校施設見学をすることができま
す。

11月9日～18日 宮古恵風支援学校 宮古恵風支援学校 無料
http://www2.iwate-
ed.jp/myk-y/

宮古恵風支援学校
0193-63-0400

岩手県 盛岡市 ①② 盛岡市教育振興運動第Ⅱ地区集会 地区（河北小学校区）の教育振興運動の実践を交流します。 9月21日 河北小学校 盛岡市教育委員会 無料
盛岡市教育委員会学校教育課
019-639-9045

岩手県 盛岡市 ①② 盛岡市教育振興運動第Ⅲ地区集会 地区（河南中学校区）の教育振興運動の実践を交流します。 10月5日 盛岡劇場 盛岡市教育委員会 無料
盛岡市教育委員会学校教育課
019-639-9045

岩手県 盛岡市 ①② 盛岡市教育振興運動第Ⅳ地区集会
地区（厨川小学校区・土淵小・中学校区）の教育振興運動の実践を交
流します。

10月19日
土淵小学校
土淵中学校

盛岡市教育委員会 無料
盛岡市教育委員会学校教育課
019-639-9045

岩手県 盛岡市 ①② 盛岡市教育振興運動第Ⅵ地区集会
地区（永井小学校区・見前南小学校区・見前南中学校区）の教育振興
運動の実践を交流します。

11月9日 見前南中学校 盛岡市教育委員会 無料
盛岡市教育委員会学校教育課
019-639-9045

岩手県 盛岡市 ①② 盛岡市教育振興運動第Ⅶ地区集会
地区（太田小学校区・太田東小学校区）の教育振興運動の実践を交
流します。

11月16日 太田東小学校 盛岡市教育委員会 無料
盛岡市教育委員会学校教育課
019-639-9045

岩手県 盛岡市 ①② 盛岡市教育振興運動第Ⅴ地区集会
地区（高松小学校区・黒石野中学校区）の教育振興運動の実践を交
流します。

11月17日 松園地区公民館 盛岡市教育委員会 無料
盛岡市教育委員会学校教育課
019-639-9045

岩手県 盛岡市 ①② 盛岡市教育振興運動実践発表大会
教育振興運動の実践を交流及び市内小中学校児童生徒による舞台
発表を行います。

2月1日 盛岡市民文化ホール 盛岡市教育委員会 無料
盛岡市教育委員会学校教育課
019-639-9045

岩手県 盛岡市 ① 盛岡市上田公民館まつり

日頃から公民館を利用している公民館登録等の団体の活動や取組の
成果を発表する場として，絵画や書，生け花などの作品展示，茶会，
社交ダンス，楽器演奏や合唱，軽運動などのステージ発表を３日間の
日程で開催して市民に披露する。

10月12日
～14日

盛岡市上田公民館 盛岡市上田公民館 無料
盛岡市上田四丁目１－１
ＴＥＬ019-654-2333
ＦＡＸ019-654-2335

岩手県 盛岡市 ③ 西部公民館祭2019
西部公民館を主たる活動拠点とするサークル団体が，日頃の活動成
果を発表する場として，作品の展示やステージ発表を開催し，市民に

11月8日～10日 盛岡市西部公民館
西部公民館，西部公民館利用
サークル団体協議会

無料
盛岡市西部公民館
019-643-2288

岩手県 盛岡市 ① 宮古街道探訪
藩政時代から使われていた旧宮古街道に触れ，自然の家から高畑公
民館までの峠道を，秋の自然を楽しみながら，歴史に思いをめぐらせ
て歩いてみましょう。

10月6日 宮古市区界，盛岡市 盛岡市教育委員会

区界高原少年自然の
家 行事案内：
http://www.city.moriok
a.iwate.jp/kurashi/koky
oshisetsu/taiken/kuza
kai/1026182/index.htm

盛岡市立区界高原少年自然の家
0193-77-2048

岩手県 盛岡市 ①③ 区界土遊塾４
馬と徒歩の時代から受けつがれる，区界高原産のそば粉のみを使っ
た田代そばを味わいましょう。

11月16日
盛岡市立区界高原少年自然の
家

盛岡市教育委員会

区界高原少年自然の
家 行事案内：
http://www.city.moriok
a.iwate.jp/kurashi/koky
oshisetsu/taiken/kuza
kai/1026182/index.htm

盛岡市立区界高原少年自然の家
0193-77-2048

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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岩手県 盛岡市 ① イキイキライフ応援講座

シニア世代がはつらつとした毎日を送る一助となるよう、多様なテーマ
での体験活動や学びの機会を提供します。
・盛岡てがみ館所蔵の手紙の解説と街なか散策
・日常生活におけるアンガ―マネジメントの活用

10月2日、9日
河南公民館，盛岡てがみ館及び
その周辺

盛岡市河南公民館 http://www.mfca.jp/
盛岡市河南公民館・盛岡劇場
019-622-2258

岩手県 盛岡市 ①
まちしり隊おとな組
「珈琲あ～と倶楽部・秋」

珈琲喫茶店を会場に、店自慢の一杯を味わいながら、店主からとって
おきのお話をうかがいます。河南公民館に集合し、お店までの道程を
地域の歴史文化を紹介しながら街歩きも楽しみます。

10月24日 河南公民館～中央通界隈 盛岡市河南公民館 http://www.mfca.jp/
盛岡市河南公民館・盛岡劇場
019-622-2258

岩手県 盛岡市 ①③
民俗芸能鑑賞会～豪華共演！～大宮
神楽・天然理心流 東北道場盛岡稽古
会・新庄さんさ踊り花垣会

地域の民俗芸能を広く発掘・紹介する場として、同時に実演団体同士
の交流の場として、盛岡の「宝」である芸能団体が一堂に会し、伝統
ある演舞を披露します。躍動感あふれる迫力の舞台を鑑賞していただ

10月27日 盛岡劇場 盛岡市河南公民館 無料 http://www.mfca.jp/
盛岡市河南公民館・盛岡劇場
019-622-2258

岩手県 盛岡市 ① 秋のハンギングバスケット製作教室
季節ごとのハンギングバスケットを製作しながら，植物・管理・器材等
の基礎知識を学ぶ。

10月9日 都南公民館 盛岡市文化振興事業団
http://www.mfca.jp/ky
arahall/

都南公民館・都南文化会館（キャ
ラホール）
019-637-6611

岩手県 盛岡市 ①
子育て応援講座「将来安心！子育て世
代のためのライフとお金の基本講座」

未来のために明日から始められるお金のノウハウを専門家に学ぶ。 10月8日 都南公民館 盛岡市文化振興事業団 無料
http://www.mfca.jp/ky
arahall/

都南公民館・都南文化会館（キャ
ラホール）
019-637-6611

岩手県 盛岡市 ① 子どもシネマランド
幼児と小学生が親子で優れた映画を鑑賞し，豊かな情操を育むととも
に，親子が触れ合う機会を提供する。

11月14日 都南公民館 盛岡市文化振興事業団 無料
http://www.mfca.jp/ky
arahall/

都南公民館・都南文化会館（キャ
ラホール）
019-637-6611

奇数月第2土曜日に開催（年6
回）

岩手県 盛岡市 ③ 都南公民館まつり・都南芸術祭
公民館を拠点に学習活動・文化芸術活動を行っている団体等が，日
頃の活動成果を発表して相互の交流を図るとともに，学習活動を奨励
し，文化を育み，学習の輪を広げる。

10月18日～20日
都南公民館
都南文化会館

盛岡市文化振興事業団 無料
http://www.mfca.jp/ky
arahall/

都南公民館・都南文化会館（キャ
ラホール）
019-637-6611

岩手県 盛岡市 ① にこにこルーム
0歳児からの親子が気軽に集まり，同年代の子どもと遊び，親同士が
育児について話し合い交流する。

10月24日
11月14日

都南公民館 盛岡市文化振興事業団 無料
http://www.mfca.jp/ky
arahall/

都南公民館・都南文化会館（キャ
ラホール）
019-637-6611

岩手県 盛岡市 ① 都南歴史民俗資料館　移動資料展
都南歴史民俗資料館所蔵資料を公民館で展示し，地域の歴史・文化
に関する理解を深める。

10月26日
10月27日

都南公民館 盛岡市文化振興事業団 無料
http://www.mfca.jp/ky
arahall/

都南公民館・都南文化会館（キャ
ラホール）
019-637-6611

岩手県 盛岡市 ① 地元学講座
主に都南地域の史跡や先人，民俗芸能に触れ，学ぶことで地域の歴
史・文化に関する理解を深め，郷土愛を育む。

10月22日、26日、27日 都南公民館 盛岡市文化振興事業団
http://www.mfca.jp/ky
arahall/

都南公民館・都南文化会館（キャ
ラホール）
019-637-6611

岩手県 盛岡市 ① 食費と食品ロスを減らす料理教室
楽しくお話を聞きながら，仲間と語り合い，日々の家庭の料理に生か
せる知識や技術を学習し，豊かで健康な暮らしに役立てる。

10月31日、11月6日、13日、20日 都南公民館 盛岡市文化振興事業団
http://www.mfca.jp/ky
arahall/

都南公民館・都南文化会館（キャ
ラホール）
019-637-6611

岩手県 盛岡市 ① 大人のための健康講座
疲れた体をリラックスする体操やストレッチなどを通して，健康につい
て考え，実践する機会を提供する。

11月5日、12日、19日 都南公民館 盛岡市文化振興事業団
http://www.mfca.jp/ky
arahall/

都南公民館・都南文化会館（キャ
ラホール）
019-637-6611

岩手県 盛岡市 ① 夜の料理教室
料理の技術や知識習得，また料理を通したコミュニケーションの場を
提供し，豊かな生活に役立てる。

11月26日 都南公民館 盛岡市文化振興事業団
http://www.mfca.jp/ky
arahall/

都南公民館・都南文化会館（キャ
ラホール）
019-637-6611

岩手県 盛岡市 ③ オペラ鑑賞講座
様々な視点からオペラの楽しみ方を学ぶとともに、市民が音楽に触れ
る
機会を設けることにより、芸術文化の振興を図る。

10月4日、9日、23日 都南文化会館 盛岡市文化振興事業団
http://www.mfca.jp/ky
arahall/

都南公民館・都南文化会館（キャ
ラホール）
019-637-6611

9月18日（水）、25日（水）、10月4
日（金）、9日（水）、23日（水）
全5回

岩手県 盛岡市 ① 田代山登山 余暇を活かし、登山を通して健康的な趣味を持つ機会を提供します。 10月5日 田代山（八幡平市） 盛岡市渋民公民館
http://www.mfca.jp/hi
mekami

盛岡市渋民文化会館・渋民公民
館
019-683-3526

岩手県 盛岡市 ① 秋のハンギングバスケット製作教室
秋のハンギングバスケットを製作しながら、植物・管理・器材等の基礎
知識を学びます。

10月11日 渋民公民館 盛岡市渋民公民館
http://www.mfca.jp/hi
mekami

盛岡市渋民文化会館・渋民公民
館
019-683-3526

岩手県 盛岡市 ③
IBCラジオ公開録音
歌って!笑って!!民謡まわり舞台in姫神
ホール

民謡という伝統芸能分野において、活躍中の地元の唄い手、演奏家
を中心とした優れた芸術鑑賞の機会を提供します。

10月19日 渋民文化会館 盛岡市渋民文化会館 無料
http://www.mfca.jp/hi
mekami

盛岡市渋民文化会館・渋民公民
館
019-683-3526

要入場整理券

岩手県 盛岡市 ①③ 第14回玉山地域公民館まつり
玉山地域内の公民館利用団体や芸術文化団体等の作品展示、舞台
発表等を実施し、玉山地域の芸術・文化の振興を図ります。

11月2日～3日 渋民文化会館・渋民公民館
玉山地域公民館まつり実行委員
会

http://www.mfca.jp/hi
mekami

盛岡市渋民文化会館・渋民公民
館
019-683-3526

岩手県 盛岡市 ③
姫神寄席
春風亭一之輔　古今亭文菊　二人会

第一線で活躍する一流の落語家を招へいし、優れた芸術鑑賞の機会
を提供します。

11月23日 渋民文化会館 盛岡市渋民文化会館
http://www.mfca.jp/hi
mekami

盛岡市渋民文化会館・渋民公民
館
019-683-3526

岩手県 盛岡市 ③ 公民館文化まつり
市民が日頃の取り組みを発表する場として発表会と展示会を開催しま
す。
また，公民館をもっと身近な公共施設と実感してもらえるよう，移動動

11月15日～　　　　11月17日 盛岡市見前南地区公民館 盛岡市見前南地区公民館 無料
盛岡市見前南地区公民館
019-601-6735

岩手県 盛岡市 ① 太極拳講座（後期）
太極拳をとおして下肢を鍛え，脳の活性化も図りながら，
市民の心と身体の健康づくりを支援します。

10月～R2年3月各第2・第4月曜
日

盛岡市見前南地区公民館ホー
ル

盛岡市見前南地区公民館 無料
盛岡市見前南地区公民館
019-601-6735

岩手県 盛岡市 ① 悠々閑々
70歳以上の高齢者の健康維持と引きこもり防止を目的とし，音楽療法
士による歌やシルバーリハビリ体操，調理等で交流を深める場を提供

10月7日、11月3日
盛岡市見前南地区公民館ホー
ル

盛岡市見前南地区公民館
盛岡市見前南地区公民館
019-601-6735

岩手県 盛岡市 ④ ナイトミュージアム
日中とは違う科学館の楽しみ方を提供します。「星空見どころ案内」
「星を見る会」「科学工作」「プラネタリウム」を開催します。

10月5日、11月2日 盛岡市子ども科学館 盛岡市子ども科学館
http://www.kodomokag
akukan.com/

盛岡市子ども科学館
019-634-1171

岩手県 盛岡市 ④
サイエンスショー「『かわる』で科学マ
ジック！」

年間テーマ「かわる」に沿ったショー形式の実験を見せます。
10月6、13、14、20、22、27日
11月2、4、23日

盛岡市子ども科学館 盛岡市子ども科学館
http://www.kodomokag
akukan.com/

盛岡市子ども科学館
019-634-1171

無料（ただし展示室入館料が必
要）

岩手県 盛岡市 ④
ワークショップ10月「スライム」
11月の題材は検討中です。

スライムづくりをしながら、化学反応による感触の変化を楽しんでもら
います。

10月6、12、13、14、20、22、27日
11月2、4、10、17、23、24日

盛岡市子ども科学館 盛岡市子ども科学館
http://www.kodomokag
akukan.com/

盛岡市子ども科学館
019-634-1171

無料（ただし展示室入館料が必
要）

岩手県 盛岡市 ④ チャレンジサイエンス
岩手大学理工学部の先生方を講師としてお招きし、子どもたちに科学
実験や工作を体験してもらいます。

10月6日、14日、20日、22日 盛岡市子ども科学館 盛岡市子ども科学館 無料
http://www.kodomokag
akukan.com/

盛岡市子ども科学館
019-634-1171

岩手県 盛岡市 ④ 第37回星の写真展
県内天文サークル7団体と連携した天体写真の展示会を開催します。
今年のメインテーマは「あなたの誕生星座は何？」です。

10月27日～11月24日 盛岡市子ども科学館 盛岡市子ども科学館 無料
http://www.kodomokag
akukan.com/

盛岡市子ども科学館
019-634-1171

岩手県 盛岡市 ④ 中高生による科学実験ショー 中学生、高校生が科学館を舞台に、入館者に科学実験を見せます。 11月3日 盛岡市子ども科学館 盛岡市子ども科学館
http://www.kodomokag
akukan.com/

盛岡市子ども科学館
019-634-1171

無料（ただし展示室入館料が必
要）

岩手県 盛岡市 ④ サイエンスな日曜日
岩手大学と一関工業高等専門学校の先生方を講師としてお招きし、
専門的な科学・技術に触れる機会を提供します。

11月10日、17日、24日 盛岡市子ども科学館 盛岡市子ども科学館
http://www.kodomokag
akukan.com/

盛岡市子ども科学館
019-634-1171

無料（ただし展示室入館料が必
要）

岩手県 盛岡市 ④ 太陽を見る会 太陽投影板と遮光プレートを使い,太陽黒点を観察します。 11月16日、30日 盛岡市子ども科学館 盛岡市子ども科学館 無料
http://www.kodomokag
akukan.com/

盛岡市子ども科学館
019-634-1171

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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岩手県 盛岡市 ①③ 企画展「都南の近代教育」
学制以降の都南地区の各学校の歴史の紹介と、館所蔵の近代教科
書を展示します。

9月28日～12月15日 都南歴史民俗資料館 都南歴史民俗資料館 無料

http://www.city.moriok
a.iwate.jp/kurashi/koky
oshisetsu/kinenkan/to
nanrekishi/1000856.ht

都南歴史民俗資料館
019-638-7228

岩手県 盛岡市 ①③
第60回企画展「郵便の歴史－前島密
没後100年記念―」

郵便事業を基礎を確立した前島密の没後を100年を記念して、日本に
おける郵便の歴史を紹介します。

10月15日～2月3日 盛岡てがみ館
公益財団法人盛岡市文化振興
事業団

http://www.mfca.jp/te
gami/

盛岡てがみ館
019-604-3302

11月3日は入館料無料

岩手県 盛岡市 ①③ 特別展「山屋他人（仮）」
天皇陛下即位の儀を記念し、皇后陛下の曽祖父で盛岡出身の海軍
大将・山屋他人の手紙を展示します。

10月1日～2月26日 盛岡てがみ館
公益財団法人盛岡市文化振興
事業団

http://www.mfca.jp/te
gami/

盛岡てがみ館
019-604-3303

11月3日は入館料無料

岩手県 盛岡市 ①③ 文化の日無料公開 文化の日に因み、盛岡てがみ館の入館料が無料となります。 11月3日 盛岡てがみ館
公益財団法人盛岡市文化振興
事業団

無料
http://www.mfca.jp/te
gami/

盛岡てがみ館
019-604-3304

岩手県 盛岡市 ①③ ミニギャラリートーク「郵便の歴史」
当館学芸員が第60回企画展「郵便の歴史－前島密没後100年記念
―」について、11時と14時から展示解説を行います。

11月3日 盛岡てがみ館
公益財団法人盛岡市文化振興
事業団

無料
http://www.mfca.jp/te
gami/

盛岡てがみ館
019-604-3305

岩手県 盛岡市 ①③ テーマ展　「観賞 -日本の四季-」
「雪月花」「花鳥風月」に象徴される様々な自然の風物をはじめ、日本
の四季を表現した資料を紹介します。

8月21日～10月14日 もりおか歴史文化館
もりおか歴史文化館活性化グ
ループ

https://www.morireki.j
p/

もりおか歴史文化館
019-681-2100

岩手県 盛岡市 ①③ 企画展「南部鉄器青年展」 南部鉄器協同組合青年部による作品展を開催します。 10月6日～10月27日 もりおか歴史文化館
もりおか歴史文化館活性化グ
ループ

無料
https://www.morireki.j
p/

もりおか歴史文化館
019-681-2100

岩手県 盛岡市 ①③ テーマ展　「新収蔵資料展」
開館以来、当館が収集し新たに収蔵庫に収められた資料の一部を紹
介します。

10月16日～12月16日 もりおか歴史文化館
もりおか歴史文化館活性化グ
ループ

https://www.morireki.j
p/

もりおか歴史文化館
019-681-2100

岩手県 盛岡市 ①③ ギャラリートーク 学芸員が歴史常設展示室を中心に資料解説を行います。 10月13日 もりおか歴史文化館
もりおか歴史文化館活性化グ
ループ

https://www.morireki.j
p/

もりおか歴史文化館
019-681-2100

岩手県 盛岡市 ①③ 即位礼正殿の儀のため無料公開
即位礼正殿の儀のため、もりおか歴史文化館の入場料が無料となり
ます。

10月22日 もりおか歴史文化館
もりおか歴史文化館活性化グ
ループ

無料
https://www.morireki.j
p/

もりおか歴史文化館
019-681-2100

岩手県 盛岡市 ①③ 東北文化の日無料公開
東北文化の日に因み、もりおか歴史文化館の入場料が無料となりま
す。

10月27日 もりおか歴史文化館
もりおか歴史文化館活性化グ
ループ

無料
https://www.morireki.j
p/

もりおか歴史文化館
019-681-2100

岩手県 盛岡市 ①③
東北文化の日特別イベント「もりおか昔
話」

ナレーターの小野寺瑞穂氏と館長の畑中美耶子が盛岡弁で昔話を語
ります。

10月27日 もりおか歴史文化館
もりおか歴史文化館活性化グ
ループ

無料
https://www.morireki.j
p/

もりおか歴史文化館
019-681-2100

岩手県 盛岡市 ①③ 芸術の秋 音楽鑑賞会 シンフォニエッタ盛岡による音楽鑑賞会を開催します。 11月3日 もりおか歴史文化館
もりおか歴史文化館活性化グ
ループ

無料
https://www.morireki.j
p/

もりおか歴史文化館
019-681-2100

岩手県 盛岡市 ①③ 第二回自由研究コンクール「モリガク」
盛岡の「歴史と文化」をテーマにした小学生による自由研究発表会で
す。

11月9日～11月24日 もりおか歴史文化館
もりおか歴史文化館活性化グ
ループ

無料
https://www.morireki.j
p/

もりおか歴史文化館
019-681-2100

岩手県 盛岡市 ①③ ギャラリートーク 学芸員が歴史常設展示室を中心に資料解説を行います。 11月24日 もりおか歴史文化館
もりおか歴史文化館活性化グ
ループ

https://www.morireki.j
p/

もりおか歴史文化館
019-681-2100

岩手県 盛岡市 ①③ 秋の生家公開 盛岡市指定有形文化財「原敬生家」の一般公開をします。 9月21日～10月27日 原敬記念館
公益財団法人盛岡市文化振興
事業団原敬記念館

http://www.mfca.jp/ha
rakei/

原敬記念館
019-636-1192

岩手県 盛岡市 ①③ 秋の生家・庭園案内 原敬の生家や庭園の植物などを分かりやすく解説します。 10月14日 原敬記念館
公益財団法人盛岡市文化振興
事業団原敬記念館

http://www.mfca.jp/ha
rakei/

原敬記念館
019-636-1192

岩手県 盛岡市 ①③
御即位記念 特別収蔵資料展「原敬と
皇室」

原敬と皇室との関係を物語る当館収蔵資料を公開します。 10月12日～11月24日 原敬記念館
公益財団法人盛岡市文化振興
事業団原敬記念館

http://www.mfca.jp/ha
rakei/

原敬記念館
019-636-1192

岩手県 盛岡市 ①③ 企画展「家族の肖像－原敬と浅・貢」
原敬と後妻・浅、養子となる貢の3人が家族になっていく過程をひも解
きながら、家庭人としての原の素顔や家族の交流を紹介します。

10月19日～1月13日 原敬記念館
公益財団法人盛岡市文化振興
事業団原敬記念館

http://www.mfca.jp/ha
rakei/

原敬記念館
019-636-1192

岩手県 盛岡市 ①③ 文化の日無料公開 文化の日に因み、原敬記念館の入館料が無料となります。 11月3日 原敬記念館
公益財団法人盛岡市文化振興
事業団原敬記念館

無料
http://www.mfca.jp/ha
rakei/

原敬記念館
019-636-1192

岩手県 盛岡市 ①③ 原敬命日記念事業
11月4日の原敬命日を偲び、「記念茶会」と「大宮さんさ踊り記念演舞」
が行われます。

11月4日 原敬記念館
公益財団法人盛岡市文化振興
事業団原敬記念館

無料
http://www.mfca.jp/ha
rakei/

原敬記念館
019-636-1192

岩手県 盛岡市 ①③ 企画展ギャラリートーク 企画展について、担当学芸員が展示解説を実施します。 11月10日 原敬記念館
公益財団法人盛岡市文化振興
事業団原敬記念館

http://www.mfca.jp/ha
rakei/

原敬記念館
019-636-1192

岩手県 盛岡市 ①③ 市民講座「原敬日記を読もう」 学芸員の解説のもと、原敬日記に関する輪読会を開催します。 11月23日、30日 原敬記念館
公益財団法人盛岡市文化振興
事業団原敬記念館

http://www.mfca.jp/ha
rakei/

原敬記念館
019-636-1192

岩手県 盛岡市 ①③
盛岡市先人記念館　文化の日記念茶
会

　文化の日にちなみ、先人の遺徳を偲ぶとともに、市民等に対し、広く
その業績等の理解を深める機会として、金田一京助記念室内「錦木
荘」にて武者小路千家岩手官休会の方々を講師に記念茶会を開催し

11月3日 盛岡市先人記念館
公益財団法人盛岡市文化振興
事業団

http://www.mfca.jp/se
njin/

盛岡市先人記念館
019-659-3338

参加料300円

岩手県 盛岡市 ①③
第62回盛岡市先人記念館企画展「金
田一京助－盛岡市と文京区を中心に
－」

　2019年に盛岡市と東京都文京区が友好都市協定を結んだことにち
なみ、盛岡市出身で文京区にもゆかりがある言語学者・金田一京助
について紹介します。

9月28日～12月1日 盛岡市先人記念館
公益財団法人盛岡市文化振興
事業団

http://www.mfca.jp/se
njin/

盛岡市先人記念館
019-659-3338

11月3日は入館料無料

岩手県 盛岡市 ①③ 文化の日無料公開 文化の日にちなみ、先人記念館の入館料が無料となります。 11月3日 盛岡市先人記念館
公益財団法人盛岡市文化振興
事業団

無料
http://www.mfca.jp/se
njin/

盛岡市先人記念館
019-659-3338

岩手県 盛岡市 ①③
令和元年度盛岡市先人記念館第2回
シリーズ講座

　第62回盛岡市先人記念館企画展「金田一京助－盛岡市と文京区を
中心に－」に関連した講座を、金田一秀穂氏を講師として開催しま

11月16日 盛岡市先人記念館
公益財団法人盛岡市文化振興
事業団

無料
http://www.mfca.jp/se
njin/

盛岡市先人記念館
019-659-3338

岩手県 盛岡市 ①③
令和元年度盛岡市先人記念館第2回
学芸員講座

　第62回盛岡市先人記念館企画展「金田一京助－盛岡市と文京区を
中心に－」に関連した講座を当館学芸員を講師として開催します。

11月30日 盛岡市先人記念館
公益財団法人盛岡市文化振興
事業団

無料
http://www.mfca.jp/se
njin/

盛岡市先人記念館
019-659-3338

岩手県 盛岡市 ①③
盛岡市先人記念館ボランティアによる
「秋の樹木めぐり」

　盛岡市先人記念館ボランティアが館庭園を案内し、植樹されている
先人ゆかりの樹木等について解説します。

11月3日 盛岡市先人記念館
公益財団法人盛岡市文化振興
事業団

無料
http://www.mfca.jp/se
njin/

盛岡市先人記念館
019-659-3338

岩手県 盛岡市 ①③ 第12回企画展「啄木と文の京」
盛岡市・文京区友好都市提携を記念し、啄木が晩年時代を過ごし、終
焉の地となった東京・文京区と啄木の縁について紹介します。

10月1日～1月19日 石川啄木記念館
公益財団法人盛岡市文化振興
事業団

http://www.mfca.jp/ta
kuboku/

公益財団法人
盛岡市文化振興事業団
石川啄木記念館019-683-2315

11月3日は入館料無料

岩手県 盛岡市 ①③
第12回企画展「啄木と文の京」ギャラ
リートーク

企画展の内容を担当学芸員が詳しく説明します。 10月1日 石川啄木記念館
公益財団法人盛岡市文化振興
事業団

http://www.mfca.jp/ta
kuboku/

公益財団法人
盛岡市文化振興事業団
石川啄木記念館019-683-2315

岩手県 盛岡市 ①③ 第12回企画展「啄木と文の京」講演会 企画展の内容を担当学芸員が詳しく説明します。 10月20日 渋民公民館
公益財団法人盛岡市文化振興
事業団

無料
http://www.mfca.jp/ta
kuboku/

公益財団法人
盛岡市文化振興事業団
石川啄木記念館019-683-2315

岩手県 盛岡市 ①③ 文化の日無料開放 文化の日にちなみ、石川啄木記念館の入館料が無料となります。 11月3日 石川啄木記念館
公益財団法人盛岡市文化振興
事業団

無料
http://www.mfca.jp/ta
kuboku/

公益財団法人
盛岡市文化振興事業団
石川啄木記念館019-683-2315

岩手県 盛岡市 ①③ 文化の日スタンプラリー
来館者が気軽に石川啄木に触れる機会とするため、敷地内にあるス
タンプを集めます。またスタンプを集めた方で先着30名様に記念館限
定啄木グッズをプレゼントします。

11月3日 石川啄木記念館
公益財団法人盛岡市文化振興
事業団

無料
http://www.mfca.jp/ta
kuboku/

公益財団法人
盛岡市文化振興事業団
石川啄木記念館019-683-2315

岩手県 盛岡市 ①③
第12回企画展「啄木と文の京」ギャラ
リートーク

企画展の内容を担当学芸員が詳しく説明します。 11月24日 石川啄木記念館
公益財団法人盛岡市文化振興
事業団

http://www.mfca.jp/ta
kuboku/

公益財団法人
盛岡市文化振興事業団
石川啄木記念館019-683-2315

岩手県 盛岡市 ①②③ 企画展「安倍氏最後の拠点　厨川」
前九年合戦で最後の戦場となった厨川を中心に、安倍氏の軌跡をた
どります。

10月5日～1月19日 盛岡市遺跡の学び館 盛岡市遺跡の学び館
http://www.city.moriok
a.iwate.jp/

盛岡市遺跡の学び館
019-635-6600

11月3日は入館無料

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



710

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61回「教育・文化週間」関連行事

岩手県 盛岡市 ②③ 縄文ふれあいDAY
毎月第2土曜日に開催しています。拓本作り・古代風ストラップ・土玉
彩色（ブレスレット）・古代のお守りストラップ・火おこし体験などが体験

10月12日,11月9日 盛岡市遺跡の学び館 盛岡市遺跡の学び館
http://www.city.moriok
a.iwate.jp/

盛岡市遺跡の学び館
019-635-6600

岩手県 盛岡市 ①②③ もりおか史跡・遺跡めぐり 国史跡盛岡城跡を、当館職員が詳しく解説しながら探索します。 10月20日 盛岡市遺跡の学び館（集合） 盛岡市遺跡の学び館
http://www.city.moriok
a.iwate.jp/

盛岡市遺跡の学び館
019-635-6600

岩手県 盛岡市 ①②③ 文化の日無料公開 文化の日にちなみ、入館料が無料となります。 11月3日 盛岡市遺跡の学び館 盛岡市遺跡の学び館 無料
http://www.city.moriok
a.iwate.jp/

盛岡市遺跡の学び館
019-635-6600

岩手県 盛岡市 ①②③
学芸講座「厨川柵と嫗戸柵（うばとのさ
く）」

安倍氏最後の拠点であった岩手郡の厨川柵と嫗戸柵について、詳しく
解説します。

11月3日 盛岡市遺跡の学び館 盛岡市遺跡の学び館 無料
http://www.city.moriok
a.iwate.jp/

盛岡市遺跡の学び館
019-635-6600

岩手県 盛岡市 ①②③
特別講演会「安倍氏と前九年合戦」
鼎談「安倍氏と柵を語る」

岩手大学教授・樋口知志氏が、陸奥国でおきた安倍氏と源氏との戦
いである前九年の合戦について検証します。引き続き専門家3名によ
る討論を行います。

11月10日 盛岡市遺跡の学び館 盛岡市遺跡の学び館 無料
http://www.city.moriok
a.iwate.jp/

盛岡市遺跡の学び館
019-635-6600

岩手県 盛岡市 ① 体育の日記念事業 各種教室や大会等のイベント，施設の無料開放を実施します。 10月14日 市内体育施設 盛岡市市民部スポーツ推進課
盛岡市市民部スポーツ推進課
019-603-8013

岩手県 盛岡市 ① いわて盛岡シティマラソン2019
盛岡市制施行130周年記念事業として，盛岡市で初めてのフルマラソ
ン大会を実施します。

10月27日 盛岡市内 盛岡市市民部スポーツ推進課

いわて盛岡シティマラソン実行委
員会事務局（盛岡市市民部ス
ポーツ推進課内）
019-603-8013

岩手県 盛岡市 ③
アルフィート・ガスト
パイプオルガン・リサイタル

ドイツが誇るヨーロッパ屈指の名匠、アルフィート･ガストさんによるパ
イプオルガン・リサイタルです。

9月7日 盛岡市民文化ホール
公益財団法人盛岡市文化振興
事業団

http://www.mfca.jp/shi
minbunka/jigyo

盛岡市民文化ホール
019-621-5100

岩手県 盛岡市 ③ オータム・オルガン・カフェ
オルガン制作者によるトークや盛岡市民文化ホールオルガニストによ
るデモ演奏、演奏体験など、パイプオルガンの魅力に触れるイベント
です。カフェコーナーやぬり絵コーナーも楽しめます。

10月12日 盛岡市民文化ホール
公益財団法人盛岡市文化振興
事業団

無料
盛岡市民文化ホール
019-621-5100

岩手県 盛岡市 ①③
キッズ･アート･ワークショップ
自然大好き！オブジェづくりに挑戦！
つなぐ/むすぶ/つくる/アート

自然の中の木や木の実、葉、枝などを活かして、自分だけのオブジェ
づくりに挑戦できるワークショップです。

10月26日、27日 盛岡市民文化ホール
公益財団法人盛岡市文化振興
事業団

盛岡市民文化ホール
019-621-5100

岩手県 盛岡市 ③
トリエステ・ヴェルディ歌劇場
「椿姫」

ヴェルディの名を冠したイタリアで最初の劇場、トリエステ・ヴェルディ
歌劇場が贈るオペラ「椿姫」です。誇り高く生き抜いた女性の姿を鮮や
かに描き出し、深い感動を誘います。

10月30日 盛岡市民文化ホール
公益財団法人盛岡市文化振興
事業団

http://www.mfca.jp/shi
minbunka/jigyo

盛岡市民文化ホール
019-621-5100

岩手県 盛岡市 ③
森のささやきが聞こえますか
倉本聰の世界展

北海道を拠点に数多くの名作を世に送り続けてきた脚本家、倉本聰さ
んが、多忙な仕事の合間を縫って描き続けた点描画や、これまでの作
品の資料などを展示します。

11月2日～12月15日 盛岡市民文化ホール
公益財団法人盛岡市文化振興
事業団

http://www.mfca.jp/shi
minbunka/jigyo

盛岡市民文化ホール
019-621-5100

岩手県 盛岡市 ③ 倉本聰　講演会

数々の名作を生み出した脚本家、倉本聰さんが、作品への思いやテ
レビドラマ制作の裏側、点描画の題材である森や樹々との向き合い、
創作活動など、展覧会をより楽しんでいただける内容のほか、今の時
代に思う事などを伝えます。

11月5日 盛岡市民文化ホール
公益財団法人盛岡市文化振興
事業団

盛岡市民文化ホール
019-621-5100

岩手県 盛岡市 ② 授業参観
普段の授業の様子を見ていただく機会としており、仕事をしている方
でも参加しやすいように土曜日を設定しています。在校生保護者が主
な対象者ですが、希望する方を拒否するものではありません。

10月26日 盛岡白百合学園小学校 盛岡白百合学園小学校 無料
http://morioka-
shirayurisyo.ed.jp

盛岡白百合学園小学校
019-661-6331

岩手県 盛岡市 ② 若竹文化祭（作品展示会）
１年生～６年生まで全児童の絵画，立体作品，書写作品を展示しま
す。また，PTAサークルの作品も展示します。

11月16日
岩手大学教育学部附属小学校・
体育館　他

岩手大学教育学部附属小学校 無料
岩手大学教育学部附属小学校
623-7275

岩手県 盛岡市 ② 若竹コンサート
附属小学校合唱部，吹奏楽部，ＰＴＡコーラス，教職員が一緒になって
演奏会を行います。

11月30日
盛岡市民文化会館マリオス大
ホール

岩手大学教育学部附属小学校 無料
岩手大学教育学部附属小学校
623-7275

岩手県 盛岡市 ② あにわ祭
岩手大学教育学部附属特別支援学校の文化祭です。ステージ発表の
他、作業製品販売等を行います。

11月9日
岩手大学教育学部附属特別支
援学校体育館ほか

岩手大学教育学部附属特別支
援学校

無料
http://www.edu.iwate-
u.ac.jp/futoku/

岩手大学教育学部
附属特別支援学校
019-651-9002

岩手県 盛岡市 ② 学校へ行こう週間 保護者、中学生、地域住民等への学校公開 11月5日（火）～8日(金） 盛岡第二高等学校 盛岡第二高等学校 無料
http://www2.iwate-
ed.jp/mo2-h/

盛岡第二高等学校
019-622-5101

岩手県 盛岡市 ② 学校へ行こう週間 保護者、中学生、地域住民等への学校公開 10月15日（火）～18日(金） 盛岡第三高等学校 盛岡第三高等学校 無料
http://www2.iwate-
ed.jp/mo3-h/

盛岡第三高等学校
019-661-1735

岩手県 盛岡市 ② 盛工祭 学校を公開し、普段の学習の取組みと成果を知ってもらう 11月2日 盛岡工業高等学校 盛岡工業高等学校 無料
http://www2.iwate-
ed.jp/mot-h/

盛岡工業高等学校
019-638-3141

岩手県 盛岡市 ② 歓武祭(みたけさい)高等部 文化祭(ステージ発表、作品展示、バザー) 11月9日
盛岡みたけ支援学校高等部校
舎

盛岡みたけ支援学校 無料
http://www2.iwate-
ed.jp/mit-y/

岩手県立盛岡みたけ支援学校
019-645-2188

岩手県 盛岡市 ② 学校へ行こう週間(高等部) 授業、学校内施設見学
11月9日、
11日～15日

盛岡みたけ支援学校高等部校
舎

盛岡みたけ支援学校 無料
http://www2.iwate-
ed.jp/mit-y/

岩手県立盛岡みたけ支援学校
019-645-2188

岩手県 盛岡市 ② 学校へ行こう週間 （一般向け）公開授業日 10月7日～11日 杜陵高等学校 杜陵高等学校 無料
杜陵高等学校
019-652-1813

岩手県 盛岡市 ② 杜高祭 文化的学校行事 11月2日 杜陵高等学校 杜陵高等学校 無料
杜陵高等学校
019-652-1813

岩手県 盛岡市 ① 盛岡大学栄養科学部公開講座

　高齢者が増加し、超高齢社会となることは避けられない現状にあり
ます。そこで、健康で自立した生活を送ることができるようになることを
目的として、「科学的根拠に基づいた健康的な食事で健康寿命を延ば
そう～知識を深めて自分の活動に生かす～」をテーマに講座を開講い

10月6日、20日、11月17日 盛岡市立病院会議室
盛岡大学　　　　　　　　盛岡大学
栄養科学部

無料

http://www.morioka-
u.ac.jp/home/chiren/s
eminar/2019eiyo_semin
ar.php

盛岡大学地域連携センター
TEL019-601-2615

岩手県 盛岡市 ①②④

岩手大学創立70周年記念事業岩手大
学ミュージアム特別企画展
「Build Back Better－岩手大学震災復
興活動展2019」

東日本大震災発災からの時間経過に沿って本学の震災復興支援の
取組を紹介する特別企画展を開催します。写真やパネルのみならず、
三陸沿岸地域ものづくり企業様との共同研究開発品や、三陸沿岸地
域での農業復興に向けて栽培を進めている園芸作物、三陸沿岸地域
の水産加工企業との共同開発品等の実物資料の展示も行う予定で

10月16日～11月15日
岩手大学図書館１階　アザリア
ギャラリー

岩手大学ミュージアム 無料
https://www.iwate-
u.ac.jp/70th-
anniversary.html

岩手大学
学術研究推進部
学術情報課
019-621-6082

岩手県 盛岡市 ①④
岩手大学公開講座「海のパイナップル」
の子供で働く遺伝子を可視化する

岩手県のスーパーマーケットで私たちが良く目にするマボヤ（成体）
は、「海のパイナップル」と呼ばれるとおり姿形は私たちと全く異なりま
すが、実は、私たちと同じ、脊索動物に属します。その事実が最も良く
わかるのが、マボヤのオタマジャクシ幼生です。本プログラムでは、こ
の私たちにとって馴染みの生き物であるマボヤの幼生を用いて、遺伝
子がどこで働いているかを可視化する技術WISHを体験して頂きます。

11月上旬
岩手大学
人文社会科学部2号館

岩手大学 無料
岩手大学理工学部化学・生命理
工学科生命コース　荒木功人
iaraki@iwate-u.ac.jp

詳細が決まり次第、岩手大学三
陸復興・地域創生推進機構web
サイト（http://www.ccrd.iwate-
u.ac.jp/）でお知らせします。

岩手県 盛岡市 ① 施設の無料公開

明治時代に設立され，宮沢賢治も在学した農業教育資料館（旧盛岡
高等農林学校）の無料公開を行います。当時の情緒を色濃く残す館
内では高等農林時代の研究資料，教材のほか，宮沢賢治に関する資
料も展示しています。

11月1～3日
岩手大学農学部附属農業教育
資料館

岩手大学
農学部

無料
http://news7a1.atm.iw
ate-u.ac.jp/edu/

岩手大学農学部
019-621-6103

岩手県 盛岡市 ② 岩手大学「学校安全学」シンポジウム
「学校安全学」の構築のために、①授業での取り組みを発表するとと
もに、②大震災の教訓をどのように生かしていくか、岩手県や宮城県
の教育関係者を招いて討議します。

11月2日
岩手大学学生センターC棟2階
ＧC2大講義室

岩手大学
教育学部

無料
岩手大学教育学部
019-621-6504

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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岩手県 盛岡市 ④
岩手大学７０周年記念事業　国際シン
ポジウム　農学部分科会「ＳＤＧｓの実
現に向けた農学の貢献」

国際交流協定校の研究者・県内の高校生・岩手大学の教員が、それ
ぞれの専門分野からＳＤＧｓの実現に向けた農学の貢献について発表
します。また、国際的に活躍されているＮＰＯ法人の方をお招きして基
調講演を行います。

11月14日
岩手大学農学部附属農業教育
資料館

岩手大学農学部 無料
岩手大学農学部
019-621-6103

岩手県 盛岡市 ④
岩手大学７０周年記念事業
｢グローカル人材で未来創造｣国際シン
ポジウム

海外協定校の学長、副学長を招き｢グローカル人材｣の育成及び国際
的な学術交流の継続・促進について未来志向で議論するシンポジウ
ムを開催します。今後岩手大学が地域の中核的学術拠点として、地
域のグローバル化を先導するための方策や課題を探っていきます。

11月14～11月15日 岩手大学 岩手大学 無料
https://www.iwate-
u.ac.jp/iuic/symposium
/70/70.html

岩手大学学務部国際課
019-621-6076

岩手県 盛岡市 ② 若竹文化祭（作品展示会）
1年生～6年生まで全児童の絵画、立体作品、書写作品を展示しま
す。またPTAサークルの作品も展示します。

11月16日
岩手大学教育学部附属小学校・
体育館　他

岩手大学教育学部附属小学校 無料
http://www.edu.iwate-
u.ac.jp/fusho/

岩手大学教育学部附属小学校
019-623-7275

岩手県 盛岡市 ② 若竹コンサート
附属小学校合唱部、吹奏楽部、PTAコーラス、教職員が一緒になって
演奏会を行います。

11月30日
盛岡市民文化会館マリオス大
ホール

岩手大学教育学部附属小学校 無料
http://www.edu.iwate-
u.ac.jp/fusho/

岩手大学教育学部附属小学校
019-623-7275

岩手県 矢巾町 ② 矢巾町立矢巾中学校文化祭 各学級の作品展示及び音楽発表会 10月5日 矢巾中学校 矢巾中学校 無料
矢巾中学校
019-697-3164

岩手県 矢巾町 ② 矢巾町立矢巾北中学校文化祭 各学級の作品展示及び音楽発表会 10月11日 矢巾北中学校 矢巾北中学校 無料
矢巾北中学校
019-697-1921

岩手県 矢巾町 ② 矢巾町立徳田小学校学習発表会 各学年の学習発表 10月19日 徳田小学校 徳田小学校 無料
徳田小学校
019-697-3138

岩手県 矢巾町 ② 矢巾町立煙山小学校学習発表会 各学年の学習発表 10月19日 煙山小学校 煙山小学校 無料
煙山小学校
019-697-3075

岩手県 矢巾町 ② 矢巾町立不動小学校学習発表会 各学年の学習発表 10月19日 不動小学校 不動小学校 無料
不動小学校
019-697-1377

岩手県 矢巾町 ② 矢巾町立矢巾東小学校学習発表会 各学年の学習発表 10月19日 矢巾東小学校 矢巾東小学校 無料
矢巾東小学校
019-698-1588

岩手県 矢巾町 ① 矢巾町芸術祭 各部門の展示 10月19日～20日 矢巾町公民館 矢巾町教育委員会 無料
社会教育課
019-611-2862

岩手県 矢巾町 ② 矢巾町小学校音楽会 町内各小学校の音楽発表会 10月25日 矢巾町田園ホール 矢巾町教育委員会 無料
学務課
019-611-2643

岩手県 矢巾町 ① 矢巾町芸術祭 邦楽・ダンス部門の発表 10月27日 矢巾町田園ホール 矢巾町教育委員会 無料
社会教育課
019-611-2862

岩手県 矢巾町 ① 矢巾町芸術祭 器楽・合唱部門の発表会 11月4日 矢巾町田園ホール 矢巾町教育委員会 無料
社会教育課
019-611-2862

岩手県 矢巾町 ① 矢巾町芸術祭 吹奏楽部門の発表会 11月17日 矢巾町田園ホール 矢巾町教育委員会 無料
社会教育課
019-611-2862

岩手県 矢巾町 ① 矢巾町芸術祭 吹奏楽部門の発表会 11月10日 矢巾町田園ホール 矢巾町教育委員会 無料
社会教育課
019-611-2862

岩手県 矢巾町 ② けやき祭 盛岡となん支援学校文化祭（児童生徒作品展示、PTAバザー等） 10月12日 盛岡となん支援学校 盛岡となん支援学校 無料 盛岡となん支援学校019-601-

岩手県 山田町 ② 学校へ行こう週間 （一般向け）公開授業日 10月7日～9日 山田高校 山田高校 無料
http://www2.iwate-
ed.jp/ymd-h/

山田高校
0193-82-2637

岩手県 山田町 ② さいかち祭 文化的学校行事 10月12日 山田高校 山田高校 無料
http://www2.iwate-
ed.jp/ymd-h/

山田高校
0193-82-2637

岩手県 陸前高田市 ③ 陸前高田市民芸術祭（部門別開催）
市民による絵画、書、工芸等の作品展示及び俳句・短歌・川柳、舞
踊、謡曲、音楽会等の発表会を行います。

10月8日～11月24日
夢アリーナたかた・市コミュニティ
ホールほか

市民芸術祭実行委員会 無料
陸前高田市まちづくり推進課
0192-54-2111（内線284）

岩手県 陸前高田市 ①
読書の秋　お薦めの本の特集展示
（子供向け・大人向け）

読書の秋に図書館職員がおすすめする本の特集展示を行います。
10月31日～
11月26日

陸前高田市立図書館 陸前高田市立図書館 無料
陸前高田市立図書館　0912-54-
3227

岩手県 陸前高田市 ①
復活の道しるべ2019　陸前高田応援マ
ラソン

心と体の健康づくりとしてマラソンを行います。 11月17日 夢アリーナたかた
特定非営利活動法人陸前高田
市体育協会

http://i-sam.co.jp/
rikuzentakata_oenmara
thon/

夢アリーナたかた0192-22-8448
市外：5.5㎞・11㎞　3,000円
Ｃ1名～2名　3,000円/3名　4,000
円/4名　5,000円　市民：500円

岩手県 陸前高田市 ② 高田小学校　学習発表会 ステージでの発表や作品展示を行います。 10月19日 高田小学校 高田小学校 無料
陸前高田市教育委員会学校教育
課

岩手県 陸前高田市 ② 気仙小学校　学習発表会 ステージでの発表や作品展示を行います。 10月19日 気仙小学校 気仙小学校 無料
陸前高田市教育委員会学校教育
課

岩手県 陸前高田市 ② 広田小学校　学習発表会 ステージでの発表や作品展示を行います。 10月19日 広田小学校 広田小学校 無料
陸前高田市教育委員会学校教育
課

岩手県 陸前高田市 ② 小友小学校　学習発表会 ステージでの発表や作品展示を行います。 10月12日 小友小学校 小友小学校 無料
陸前高田市教育委員会学校教育
課

岩手県 陸前高田市 ② 米崎小学校　しげくら祭 ステージでの発表や作品展示を行います。 10月12日 米崎小学校 米崎小学校 無料
陸前高田市教育委員会学校教育
課

岩手県 陸前高田市 ② 矢作小学校　学習発表会 ステージでの発表や作品展示を行います。 10月19日 矢作小学校 矢作小学校 無料
陸前高田市教育委員会学校教育
課

岩手県 陸前高田市 ② 竹駒小学校　学習発表会 ステージでの発表や作品展示を行います。 10月19日 竹駒小学校 竹駒小学校 無料
陸前高田市教育委員会学校教育
課

岩手県 陸前高田市 ② 横田小学校　学習発表会 ステージでの発表や作品展示を行います。 10月26日 横田小学校 横田小学校 無料
陸前高田市教育委員会学校教育
課

岩手県 陸前高田市 ② 高田第一中学校　文化祭 日頃の練習の成果を発揮し、自己ベストの更新を目指します。 10月27日 高田第一中学校 高田第一中学校 無料
陸前高田市教育委員会学校教育
課

岩手県 陸前高田市 ② 高田東中学校　文化祭 日頃の練習の成果を発揮し、自己ベストの更新を目指します。 10月27日 高田東中学校 高田東中学校 無料
陸前高田市教育委員会学校教育
課

岩手県 陸前高田市 ② 学校へ行こう週間 学習活動・部活動及び施設・設備を公開します。
10月7日
～10月11日

高田高校 高田高校 無料
http://www2.iwate-
ed.jp/tak-h/

高田高校
0192-55-3154

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


