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秋田県 秋田市 ③
企画展「写真絵はがきでめぐるむかし
の秋田の街かど展」PartⅡ

見覚えのある風景や、衝撃的な出来事などが記録された写真絵はがき
により、むかしの秋田の街かど風景を楽しむ展覧会のPartⅡです。近い
時代の写真資料なども加え、『我が街・秋田』の変遷を振り返ります。

7月20日～10月20日
秋田市立
赤れんが郷土館

秋田市立
赤れんが郷土館

【秋田市HP展示のご案内】
https://www.city.akita.lg.jp/shisetsu/ha
kubutukan-
tpsyokan/1011113/11006759.html

赤れんが郷土館
018-864-6851

秋田県 秋田市 ③
【企画展】
江戸時代のお姫様

嫁入り道具や調度品、着物類など、当時の女性たちの暮らしに関連し
た資料を紹介します。

8月31日～11月24日 秋田市立佐竹史料館 秋田市立佐竹史料館
【秋田市立佐竹史料館ＨＰ】
https://www.city.akita.lg.jp/kanko/kanr
enshisetsu/1002685/index.html

秋田県 秋田市 ③
【常設展】
江戸中期の佐竹氏

秋田藩4代藩主義格(よしただ)から8代藩主義敦(よしあつ)の頃の資料
を中心に紹介します。

8月31日～4月19日 秋田市立佐竹史料館 秋田市立佐竹史料館
【秋田市立佐竹史料館ＨＰ】
https://www.city.akita.lg.jp/kanko/kanr
enshisetsu/1002685/index.html

秋田県 秋田市 ③
【展示事業】
秋田藩 武家の生活

調度品や生活用具を展示し、藩政時代の武家の生活を紹介します。 9月21日～10月6日 旧黒澤家住宅 秋田市立佐竹史料館
【秋田市立佐竹史料館ＨＰ】
https://www.city.akita.lg.jp/kanko/kanr
enshisetsu/1002685/index.html

秋田県 秋田市 ①②③
企画展「永青文庫所蔵　近代日本画
の名作　春草「黒き猫」がやってく
る！」

大名細川家16代当主細川護立によるコレクションから重要文化財の菱
田春草「黒き猫」「落葉」をはじめ、秋田出身の平福百穂「豫譲」など近
代日本画の名作を中心に展示します。

9月21日～11月4日 秋田市立千秋美術館 秋田市立千秋美術館
【秋田市立千秋美術館HP】
https://www.city.akita.lg.jp/kanko/kanr
enshisetsu/1003643/index.html

秋田市立千秋美術館
018-836-7860

秋田県 秋田市 ①
秋田の先覚記念室企画コーナー展
「斎藤宇一郎と斎藤憲三」

にかほ市出身の農政家斎藤宇一郎とその子でTDKの設立者憲三の生
涯と功績を紹介します。

9月28日～11月24日 秋田県立博物館 秋田県立博物館 無料
【秋田県立博物館HP】
http://www.akihaku.jp

秋田県 秋田市 ①③
秋田県立図書館創立120周年記念展
示

あきた文学資料館（県立図書館分館）が創立以来、収集してきた資料
の中から、高浜虚子や鈴木三重吉の書簡等の貴重資料を展示します。

9月28日～11月5日 秋田県立図書館
秋田県立図書館
あきた文学資料館

無料
【秋田県立図書館HP】
https://www.apl.pref.akita.jp/

秋田県立図書館
018-866-8400

秋田県 秋田市 ①②③ キスリング展 エコール・ド・パリを代表する画家キスリングの展覧会を開催します。 9月29日～11月24日 県立美術館 県立美術館
県立美術館
018-853-8686

秋田県 秋田市 ①
新屋図書館ボランティアおはなしのし
ずくのおはなし会

月2回、テーマを決めて、絵本や紙芝居、手遊びなどを入れたおはなし
会を開催します。

10月～11月
ほくとライブラリー新屋図書館
おはなしの部屋

新屋図書館 無料
【ほくとライブラリー新屋図書館HP】
http://www.city.akita.lg.jp/kurashi/shak
ai-shogai-1008469/1008848/index.html

ほくとライブラリー新屋図書館
018-828－4215

秋田県 秋田市 ①
秋の読書週間資料展示
「タイトル未定」

読書週間に合わせ、秋のブックフェアを開催、資料の展示・貸出を行い
ます。(予定)

10月～11月
ほくとライブラリー新屋図書館
本館

新屋図書館 無料
【ほくとライブラリー新屋図書館HP】
http://www.city.akita.lg.jp/kurashi/shak
ai-shogai-1008469/1008848/index.html

ほくとライブラリー新屋図書館
018-828－4215

秋田県 秋田市 ② 千秋公園マラソン
保護者や地域の方に保戸野小・明徳小・中通小3校合同のマラソン大
会の様子を公開します。

10月2日 千秋公園
保戸野小学校、明徳小学校、中通小
学校

無料
【保戸野小学校HP】
https://www.edu.city.akita.akita.jp/hdn
-s/

保戸野小学校　018-865-0987
明徳小学校　018-833-4737
中通小学校　018-833-4341

秋田県 秋田市 ② 持久走記録会 学団ごとに持久走記録会を公開します。 10月2日 土崎小学校 土崎小学校 無料
土崎小学校
018-845-3271

秋田県 秋田市 ② 秋の丘を走る(持久走記録会） 秋田城跡史跡公園で，学年毎に持久走をします。 10月2日 秋田城跡史跡公園 高清水小学校 無料
【高清水小学校HP】
https://www.edu.city.akita.akita.jp/^tks
-s/index.html

高清水小学校
018-845-0831

秋田県 秋田市 ② 秋の持久走記録会 春に続き2回目の持久走記録会を全学年で実施し記録に挑戦します。 10月2日 下新城小学校 下新城小学校 無料
【下新城小学校HP】
https://www.edu.city.akita.akita.jp/ssj-
s/wp/

下新城小学校
018-873-3441

秋田県 秋田市 ① 博物館教室「樹皮を編む」 オニグルミの樹皮を編んで小物入れを作ります。 10月2日,3日 秋田県立博物館 秋田県立博物館 無料
【秋田県立博物館HP】
http://www.akihaku.jp

秋田県 秋田市 ③ 第62回秋田市芸術祭「総合美術展」
美術部門（絵画・書道・俳画・工芸・手芸等）による出品展を開催しま
す。

10月2日～7日 秋田市文化会館展示ホール
秋田市・一般社団法人秋田市文化団
体連盟

無料
【秋田市芸術祭】
http://www.city.akita.lg.jp/kurashi/rekis
hi-bunka/1002214.html

一般社団法人
秋田市文化団体連盟
018-866-4026

秋田県 秋田市 ② 持久走記録会
6月に実施した持久走記録会でのタイムを更新することを目指して、10
月の記録会を設定しています。

10月3日 東小学校グラウンド 東小学校 無料
【東小学校HP】
https://www.edu.city.akita.akita.jp/hgs-
s/wp/

東小学校
018-834-9291

秋田県 秋田市 ②
雲隊対抗球技大会（みんなの登校日
⑦）

全校を縦割りのグループに分けて球技を楽しみます。また、生徒の活
動を保護者や地域の方に参観していただきます。

10月3日 太平中学校 太平中学校 無料
【太平中学校HP】
https://www.edu.akita.akita.jp/tah-c/

太平中学校
018-838-2344

秋田県 秋田市 ② チャレンジマラソン大会 保護者や地域の方にマラソン大会の様子を公開します。 10月4日 勝平小学校 勝平小学校 無料
【勝平小学校HP】
https://www.edu.city.akita.akita.jp/kth-

勝平小学校
018-823-5660

秋田県 秋田市 ② 教育講演会 本校卒業生で作曲家の方を講師に招き、講演会を行います。 10月4日 城東中学校 創立40周年記念事業実行委員会 無料
【城東中学校HP】
https://www.edu.city.akita.akita.jp/jot-

城東中学校
018-834-9281

秋田県 秋田市 ②
秋田県特別支援学校文化祭「スマイ
ル・ステージ2019」

秋田県内の全特別支援学校の児童生徒が集まり、ステージ発表を行っ
たり、鑑賞したりします。

10月4日 大曲市民会館
県特別支援学校文化連盟、県教育委
員会

無料
聴覚支援学校（事務局）
018-889-8572

秋田県 秋田市 ③ 旭北バザール
PTA役員が中心となり出店やステージ発表など、地域や子どもたちが
楽しむ催し物を行います。

10月5日 旭北小学校 旭北小学校PTA 無料
旭北小学校
018-823-8544

秋田県 秋田市 ①②③ 高階秀爾　名画を読み解く 県立美術館顧問の高階秀爾氏による講演会を開催します。 10月5日 カレッジプラザ講堂 秋田県教育委員会 無料
県教育庁生涯学習課
018-860-5183

秋田県 秋田市 ③
第62回秋田市芸術祭「総合芸能公
演」

大衆芸能部門（湊ばやし・新舞踊）による公演を開催します。 10月5日 秋田市文化会館大ホール
秋田市・一般社団法人秋田市文化団
体連盟

【秋田市芸術祭】
http://www.city.akita.lg.jp/kurashi/rekis
hi-bunka/1002214.html

一般社団法人
秋田市文化団体連盟
018-866-4027

秋田県 秋田市 ① おはなしの会
幼児から小学校低学年までのお子さんと保護者を対象に、絵本や紙芝
居の読み聞かせをします。

毎週土曜日 ほくとライブラリー明徳館 秋田市立中央図書館明徳館 無料
【ほくとライブラリー明徳館HP】
https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/sha
kai-

ほくとライブラリー明徳館
018-832-9220

秋田県 秋田市 ① 親子で英語inフォンテ文庫
0歳から小学校2年生までのお子さんと保護者を対象に、英語でのトー
ク、読み聞かせ、リズム遊びを行います。

10月5日,11月2日 フォンテ文庫
秋田市立中央図書館明徳館文庫(フォ
ンテ文庫)

無料

【フォンテ文庫HP】
https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/sha
kai-
shogai/1008469/1009708/1008550.htm

フォンテ文庫
018-893-6167

秋田県 秋田市 ① おはなしの会
土崎図書館ボランティアおはなしの会によるおはなし会です。幼児～小
学校低学年の子どもとその保護者を対象に、絵本の読み聞かせや、紙
芝居、おりがみ制作などを楽しんでいただきます。

10月5日,19日,26日,11月2
日,16日

ほくとライブラリー土崎図書館 土崎図書館 無料
【ほくとライブラリー土崎図書館HP】
https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/sha
kai-

秋田県 秋田市 ① 企画展「北前船と秋田」
北前船が秋田にもたらしたものとは？忘れられた海とのつながりの歴
史をたどる展示です。

10月5日～11月17日 秋田県立博物館 秋田県立博物館 無料
【秋田県立博物館HP】
http://www.akihaku.jp

秋田県 秋田市 ③ 第62回秋田市芸術祭「バレエ公演」 洋舞部門による公演を開催します。 10月6日 秋田市文化会館大ホール
秋田市・一般社団法人秋田市文化団
体連盟

【秋田市芸術祭】
http://www.city.akita.lg.jp/kurashi/rekis
hi-bunka/1002214.html

一般社団法人
秋田市文化団体連盟
018-866-4028

秋田県 秋田市 ①④ 秋の動物ふれあいフェスティバル
来園者に動物たちをより身近に感じてもらえるようなイベント（動物パ
レードなど）を開催します。

10月6日 秋田市大森山動物園 秋田市大森山動物園
【大森山動物園HP】
http://www.city.akita.lg.jp/zoo/ndex.ht

秋田市大森山動物園
018-828-5508

秋田県 秋田市 ③ 秋田城跡東門ふれあいデー
史跡秋田城跡を会場に地元の各種団体が母体となり、史跡公園内で
各種催しを行い、たくさんの方々に楽しみながら国指定史跡である秋田
城跡を知ってもらうとともに地域に誇りをもってもらうイベントです。

10月6日 秋田城跡史跡公園 東門ふれあいデー実行委員会 無料
【秋田城跡歴史資料館HP】
https://www.city.akita.lg.jp/kanko/kanr
enshisetsu/1003616/index.html

秋田城跡歴史資料館
018-845-1837
ro-edac@city.akita.lg.jp

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

秋田県 秋田市 ① おはなしタイム
閲覧室内えほんのへやにて、子ども読書支援センター支援員による読
み聞かせを行います。

10月6,20日
11月3,17日

秋田県立図書館 秋田県立図書館 無料
【秋田県立図書館HP】
https://www.apl.pref.akita.jp/

秋田県立図書館
018-866-8400

秋田県 秋田市 ② 第2回校内持久走大会
第1回大会の記録を越すことを目標に、各学団ごとに持久走大会を実
施します。

10月8日 四ツ小屋小学校 四ツ小屋小学校 無料
【四ツ小屋小学校HP】
https://www.edu.city.akita.jp/ygy-s

四ツ小屋小学校
018-839-2050

秋田県 秋田市 ② マラソン大会 各学年の児童が，グラウンドで決められた距離を走ります。 10月8日 寺内小学校 寺内小学校 無料
【寺内小学校HP】
https://www.edu.city.akita.akita.jp/tru-
s/wp/

寺内小学校
018-846-8502

秋田県 秋田市 ③ 市民の座1230ミニコンサート
お昼休みのひととき、市役所庁舎１階市民の座を会場に、クラシック音
楽や合唱によるミニコンサートを行います。

10月9日,11月13日 秋田市役所1階市民の座 秋田市文化振興課 無料

【市民の座1230（イチニサンマル）ミニコ
ンサート】
https://www.city.akita.lg.jp/event/moy
ooshi/1016248.html

秋田市観光文化スポーツ部
文化振興課　振興担当
018-888-5607

秋田県 秋田市 ①③ 「回顧　平成秋田の文学」展
秋田という地方において、平成の文学とはどのような動きとして跡付け
られるのでしょうか。平成の30年間を回顧し、秋田の文学のすがたを模
索するための展示を行います。

10月９日～12月27日 あきた文学資料館 あきた文学資料館 無料
【あきた文学資料館HP】
http://www/apl/pref.akita.jp/literature
-center

あきた文学資料館
018-884-7760

秋田県 秋田市 ② JOTO CUP 2019
体育学習の成果を生かし、生徒が主体となって種目設定・運営をしま
す。

10月10日 城東中学校 城東中学校 無料
【城東中学校HP】
https://www.edu.city.akita.akita.jp/jot-

城東中学校
018-834-9281

秋田県 秋田市 ② 60周年記念講演会④ 地域にゆかりのある方を講師に招いて講演会を行います。 10月10日 河辺中学校 河辺中学校 無料
【河辺中学校HP】
https://www.edu.akita.akita.jp/kwb-c/

河辺中学校
018-882-2321

秋田県 秋田市 ②
秋田県特別支援学校職業教育フェア
（県央地区）

秋田県央地区の特別支援学校が、日頃の作業学習の成果を発表し合
います。

10月10日 栗田支援学校 県教育庁特別支援教育課 無料
【県教育庁特別支援教育課HP】
http://www.pref.akita.lg.jp/tokubetu/

県教育庁特別支援教育課
018-860-5135

秋田県 秋田市 ③
【学習講座】
渋江家の乳母たち

渋江和光日記に見られる同家の乳母たちの記録について学ぶ学習講
座を開催します。

10月11日,18日 秋田市立中央図書館明徳館 秋田市立佐竹史料館
【秋田市立佐竹史料館ＨＰ】
https://www.city.akita.lg.jp/kanko/kanr
enshisetsu/1002685/index.html

秋田県 秋田市 ② きらりミニ学校展
学校紹介のパネル、児童生徒の作品や作業製品を地域の公共施設で
展示・紹介し、本校の地域理解を推進します。

10月11日～10月31日 北都銀行秋田南支店 秋田県立秋田きらり支援学校 無料
【秋田きらり支援学校HP】
http://www.kagayaki.akita-pref.ed.jp

秋田県立秋田きらり支援学校
018-889-8573

秋田県 秋田市 ① おはなし会
「あつまれ！ルンルン♪たからっこinかわべ」に特別コーナーを設置し
読書活動を周知します。

10月12日
ほくとライブラリー明徳館河辺
分館

秋田市立中央図書館明徳館河辺分館 無料
【ほくとライブラリー明徳館HP】
https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/sha
kai-

ほくとライブラリー明徳館河辺分館
018-881-1202

秋田県 秋田市 ③ 弥生っこ村まつり
地域の団体や史跡ボランティアが主体となり、弥生っこ村まつり音頭や
火おこし体験など、国指定史跡である地蔵田遺跡を活用した事業を行
います。

10月12日 地蔵田遺跡 弥生っこ村まつり実行委員会 無料
【秋田市文化振興課HP】
http://www.city.akita.lg.jp/event/moyo
oshi/1021872.html

秋田市観光文化スポーツ部
文化振興課文化財担当
018-888-5607

秋田県 秋田市 ①②
大森山アートプロジェクト2019　オー
プニングイベント

秋田公立美術大学×大森山動物園が連携して、大森山公園をアートで
彩る大森山アートプロジェクトのオープニングイベントを開催します。秋
田公立美術大学の教授によるトークイベントや、彫刻作品のお披露目

10月12日 秋田市大森山動物園
秋田市大森山動物園、秋田公立美術
大学

【大森山動物園HP】
http://www.city.akita.lg.jp/zoo/ndex.ht
ml

秋田市大森山動物園
018-828-5508

秋田県 秋田市 ② 秋工祭
学校の文化祭（各クラス・各学科・各文化部の展示等）です。

10月12日 秋田県立秋田工業高等学校 秋田県立秋田工業高等学校 無料
【秋田工業高校HP】http://www.akiko-
h.akita-pref.ed.jp

秋田工業高校
018-823-7326

秋田県 秋田市 ②③ 学習発表会
ステージ発表や作品展示等を行い、幼児児童生徒の日頃の学習成果
を発表します。手話を含む豊かな表現活動を行います。

10月12日 聴覚支援学校 聴覚支援学校 無料
【聴覚支援学校HP】
http://www.kagayaki.akita-pref.ed.jp

聴覚支援学校
018-889-8572

秋田県 秋田市 ① フォンテ文庫のおはなし会
2歳から6歳までのお子さんと保護者を対象に、手遊び、絵本や紙芝居
の読み聞かせを親子で楽しんでいただきます。

10月12日,11月9日 フォンテ文庫
秋田市立中央図書館明徳館文庫(フォ
ンテ文庫)

無料

【フォンテ文庫HP】
https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/sha
kai-
shogai/1008469/1009708/1008550.htm

フォンテ文庫
018-893-6167

秋田県 秋田市 ① おりがみの会
幼児～小学校低学年の子どもとその保護者を対象に、かんたんなおり
がみ制作とおはなしを1つずつ楽しんでいただきます。

10月12日,11月9日 ほくとライブラリー土崎図書館 土崎図書館 無料
【ほくとライブラリー土崎図書館HP】
https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/sha
kai-

秋田県 秋田市 ③ 令和元年度ウェスターまつり
西部地域住民総参加による文化活動や生涯学習活動の発表・展示を
行い、その成果を広く市民に紹介するとともに、学習意欲の向上および
地域文化の発展を図ります。

10月12日,13日 西部市民サービスセンター ウェスターまつり実行委員会 無料
西部地域住民自治協議会事務局
018-828-4217

秋田県 秋田市 ① 博物館教室「古文書修復体験教室」
表具師から古文書や和本修復の技法を習います。求められるのは伝
統技法への尊敬の念と指先の器用さです。

10月12日,26日 秋田県立博物館 秋田県立博物館
【秋田県立博物館HP】
http://www.akihaku.jp

秋田県 秋田市 ② 桜小祭り
PTAが中心になり、出店や即売会、ステージ発表など、子どもが楽しむ
催し物を行います。

10月13日 桜小学校 桜小PTA 無料
【桜小学校HP】
https://www.edu.city.akita.akita.jp/skr-
s/wp/

桜小学校
018-833-3375

秋田県 秋田市 ①③ 下新城交流センターまつり
サークル活動の成果を発表するとともに、地域住民の交流をはかる場
とします。

10月13日 下新城交流センター 下新城交流センターまつり実行委員会 無料
下新城交流センター
018-873-4839

秋田県 秋田市 ①③ 文学講座
「回顧　平成秋田の文学」展に関連した講座を行います。講師は秋田県
立大学教授、高橋秀晴先生です。

10月13日 あきた文学資料館 あきた文学資料館 無料
【あきた文学資料館HP】
http://www/apl/pref.akita.jp/literature
-center

あきた文学資料館
018-884-7760

秋田県 秋田市 ① 博物館教室「昆虫同定技術入門」
実物の昆虫標本を用いて、検索票の使い方、交尾器の検鏡、微少な昆
虫の標本作成などの実習を行います。

10月13日 秋田県立博物館 秋田県立博物館 無料
【秋田県立博物館HP】
http://www.akihaku.jp

秋田県 秋田市 ①④ きらめきdeサイエンス
自然科学学習館に登録している学生のサイエンスサポーターが中心と
なり、科学体験やものづくりブースを開催します。

10月14日 アルヴェ1階きらめき広場 自然科学学習館 無料
【自然科学学習館HP】
http://www.alve.jp/pages/ns

自然科学学習館
018-887-5330

秋田県 秋田市 ①② 第28回吹奏楽部定期演奏会 明桜高校吹奏楽部による定期演奏会 10月14日 秋田市文化会館 明桜高校 【明桜高校HP】http://www.meioh.ed.jp/
明桜高校
018-836-2462

500円

秋田県 秋田市 ② 進路PTA 保護者と生徒が一緒に進路について集会形式で学びます。 10月17日 泉中学校 泉中学校 無料
【泉中学校HP】
https://www.edu.city.akita.akita.jp/izm-
c/

泉中学校
018-863-8901

 

秋田県 秋田市 ① 男女共生講座「大人の国語」
「学び直し」をテーマに、近代文学から多様な考え方や価値観、生き方
を学ぶ講座です。

10月17日
秋田市中央市民サービスセン
ター

秋田市生活総務課 無料

【男女共生講座・女性活躍推進講座】
https://www.city.akita.lg.jp/shisei/hosh
in-
keikaku/1011480/1005343/1012830.ht
ml

秋田市生活総務課
018-888-5650

秋田県 秋田市 ③ 第24回赤れんが館コンサート 重要文化財の「赤れんが館」を会場に、コンサートを開催します。 10月17日,19日
秋田市立
赤れんが郷土館

赤れんが館コンサート実行委員会

【秋田市HP展示のご案内】
https://www.city.akita.lg.jp/shisetsu/ha
kubutukan-
tpsyokan/1011113/11006759.html

赤れんが郷土館
018-864-6851

秋田県 秋田市 ② 進路PTA 全校の生徒，保護者に対して，進路に関する説明を行います。 10月18日 岩見三内中学校 岩見三内中学校 無料
【岩見三内中学校HP】
https://www.edu.city.akita.akita.jp/iws-

岩見三内中学校
018-883-2221

秋田県 秋田市 ③ 第７２回　　　　　　東北経営者大会 東北６県の経営者協会会員が集まり、講演会、意見交換等開催。 10月18日 秋田ビューホテル 秋田県経営者協会
【秋田県経営者協会HP】
http://www.akikei.jp

秋田県経営者協会
018-864-0812

参加人数500名

秋田県 秋田市 ② キッズビジネスタウン
小学生が市民となり、「みなで働き、学び、遊ぶことで、ともに協力しな
がら街を運営し、社会の仕組みを学ぶ」教育プログラムです。

10月18日～19日 秋田商業高等学校 秋田商業高等学校
【秋田商業高校HP】
https://akisho.ed.jp/

秋田商業高校
018-823-4308

500円

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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秋田県 秋田市 ② 持久走大会 低・中・高学年ごとに持久走大会を行います。 10月19日 岩見三内小学校 岩見三内小学校 無料
岩見三内小学校
018-883-2211

秋田県 秋田市 ①② 祖父母学級
祖父母や地域の老人会の方と、昔遊びや縄ない、汁餅づくりを行いま
す。

10月19日 岩見三内小学校 岩見三内小学校 無料
岩見三内小学校
018-883-2211

秋田県 秋田市 ③ 餅つき交流会 保護者や祖父母、地域の方と餅つきを行います。 10月19日 岩見三内小学校 岩見三内小学校PTA 無料
岩見三内小学校
018-883-2211

秋田県 秋田市 ② AKISHOP
生徒が秋田県産の食材を使った商品を企画・開発・販売し、秋田の魅
力を県内外に伝える活動を行います。

10月19日
秋田市民市場、西口大屋根
下、アゴラ広場ほか

秋田商業高等学校 無料
【秋田商業高校HP】
https://akisho.ed.jp/

秋田商業高校
018-823-4308

秋田県 秋田市 ① 土崎図書館まつり
土崎図書館友の会と協力し、本のリサイクル市や図書館クイズなどを
行い、地域の方に図書館に親しんでいただきます。

10月19日 ほくとライブラリー土崎図書館 土崎図書館 無料
【ほくとライブラリー土崎図書館HP】
https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/sha
kai-

秋田県 秋田市 ③ 羽州街道交流会・秋田市大会
３つのテーマによる講演を通じて、秋田市における羽州街道と残された
文化財や関連する文化施設、行事などを紹介します。

10月19日
にぎわい交流館AU3階多目
的ホール

秋田市･羽州街道交流会 無料
【羽州街道交流会・秋田市大会】
http://www.city.akita.lg.jp/kurashi/rekis
hi-bunka/1018932/1021834.html

秋田市観光文化スポーツ部
文化振興課文化財担当
018-888-5607

秋田県 秋田市 ①② 明桜高校文化祭 明桜高校による学校の文化祭 10月19日 明桜高校 明桜高校 無料 【明桜高校HP】http://www.meioh.ed.jp/
明桜高校
018-836-2462

秋田県 秋田市 ① パンダのえほん修理屋さん ご家庭にある大切な絵本を修理します。 10月19日,11月16日 フォンテ文庫
秋田市立中央図書館明徳館文庫(フォ
ンテ文庫)

無料

【フォンテ文庫HP】
https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/sha
kai-
shogai/1008469/1009708/1008550.htm

フォンテ文庫
018-893-6167

秋田県 秋田市 ① 作ってあそぼう工作会
2歳から小学校3年生までのお子さんを対象に、簡単な工作を楽しみま
す。

10月19日,11月16日 フォンテ文庫
秋田市立中央図書館明徳館文庫(フォ
ンテ文庫)

無料

【フォンテ文庫HP】
https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/sha
kai-
shogai/1008469/1009708/1008550.htm

フォンテ文庫
018-893-6167

秋田県 秋田市 ①③ 秋田県読書フェスタ関連事業 秋田県読書フェスタに関連した事業を開催します。 10月19日～11月4日 秋田県立図書館 秋田県立図書館 無料
【秋田県立図書館HP】
https://www.apl.pref.akita.jp/

秋田県立図書館
018-866-8400

秋田県 秋田市 ①
菅江真澄資料センター企画コーナー
展

湯沢・雄勝に関わる菅江真澄の日記や地誌の成り立ち、それに、主な
記述内容について紹介します。

10月19日～12月8日 秋田県立博物館 秋田県立博物館 無料
【秋田県立博物館HP】
http://www.akihaku.jp

秋田県 秋田市 ①②③ まるごとまつり
地域文化の伝承や賑わいの創出等を目的として開催します。内容は、
ふれあい広場の設置・芸能発表や地域文化の伝承・生涯学習活動成
果の展示・園児、児童、生徒の作品展示・体験教室等の開設です。

10月19日～20日
河辺市民サービスセンター、
河辺体育館

河辺の郷自治協議会 無料
【河辺の郷自治協議会HP】
https://kawabenosato.jimdo.com

河辺の郷自治協議会
018-882-5221

秋田県 秋田市 ③ 令和元年度「第9回ユービスまつり」
地域住民の芸術文化活動や生涯学習の発表機会を提供し、創作や学
習意欲を喚起するとともに、芸術文化の高揚を図ります。

10月19日～20日 雄和市民サービスセンター ユービスまつり実行委員会 無料
【雄和市民協議会ＨＰ】
http://yuwa3777.ec-net.jp/

秋田市雄和市民協議会
018-881-3777

秋田県 秋田市 ① なんぴあまつり
サークル作品展示、野菜販売、軽食、ステージ発表など地域の催し物
です。

10月19日～20日 南部市民サービスセンター 南部地域づくり協議会 無料
【南部地域づくり協議会HP】
http://nampia.jimdo.com

南部地域づくり協議会
018-838-1211

秋田県 秋田市 ① どうぶつサイエンス2019パートⅡ 大森山動物園との共催で、動物の生態の観察などを行います。 10月20日 大森山動物園他 自然科学学習館
【自然科学学習館HP】
http://www.alve.jp/pages/ns

自然科学学習館
018-887-5330

秋田県 秋田市 ③ 羽州街道歴史まつり
街道ウォーキングや沿線の文化財、文化施設を会場としたイベント等を
実施します。

10月20日
外町、八橋、寺内、土崎各地
区の羽州街道および周辺文
化財、文化施設等

秋田市文化振興課 無料
【羽州街道歴史まつり】
http://www.city.akita.lg.jp/kurashi/rekis
hi-bunka/1018932/1021833.html

秋田市観光文化スポーツ部
文化振興課文化財担当
018-888-5607

秋田県 秋田市 ③
第62回秋田市芸術祭「秋田市民合唱
祭」

秋田市民合唱連盟による合唱祭を開催します。 10月20日 秋田市文化会館大ホール
秋田市・一般社団法人秋田市文化団
体連盟

無料
【秋田市芸術祭】
http://www.city.akita.lg.jp/kurashi/rekis
hi-bunka/1002214.html

一般社団法人秋田市文化団体連盟
018-866-4029

秋田県 秋田市 ②
探究学習発表会
(秋田県の歴史に関する調査研究）

講演者は現在未定ですが、例年通り生徒による研究発表会を行いま
す。

10月下旬 国学館高等学校講堂 国学館高等学校 無料
国学館高等学校 018-833-6361
info@kokugakukan.ed.jp

秋田県 秋田市 ② 校内持久走記録会 保護者や地域の方々に体育学習の成果を発表します。 10月下旬～11月上旬 下浜小学校 下浜小学校 無料
【下浜小学校HP】
https://www.edu.city.akita.akita.jp/smh
-s/

下浜小学校
018-879-2006

秋田県 秋田市 ② 親子レクリエーション・親子清掃
親子レクリエーションでふれあいを深めたり、親子で校内美化活動をし
たりします。

10月21日,25日,30日,11月
12日

土崎小学校 土崎小学校PTA 無料
土崎小学校
018-845-3271

秋田県 秋田市 ① 親子で楽しむわらべうた
0歳から3歳までのお子さんと保護者を対象に、わらべうたや絵本の読
み聞かせを親子で楽しむ会です。

10月22日,11月26日 フォンテ文庫
秋田市立中央図書館明徳館文庫(フォ
ンテ文庫)

無料

【フォンテ文庫HP】
https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/sha
kai-
shogai/1008469/1009708/1008550.htm

フォンテ文庫
018-893-6167

秋田県 秋田市 ① 読書週間資料展示 読書週間にちなんだテーマを設定し、資料の展示と貸出しを行います。 10月22日～11月17日 ほくとライブラリー明徳館 秋田市立中央図書館明徳館 無料
【ほくとライブラリー明徳館HP】
https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/sha
kai-

ほくとライブラリー明徳館
018-832-9220

秋田県 秋田市 ① 読書週間資料展示 所蔵するユニークな資料を展示します。 10月22日～11月17日
ほくとライブラリー明徳館河辺
分館

秋田市立中央図書館
明徳館河辺分館

無料
【ほくとライブラリー明徳館HP】
https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/sha
kai-

ほくとライブラリー明徳館
河辺分館
018-881-1202

秋田県 秋田市 ② みんなの登校日 保護者や地域の方に学校を公開します。 10月23日 土崎小学校 土崎小学校 無料
土崎小学校
018-845-3271

秋田県 秋田市 ② 校内学習発表会
学習発表会の予行を兼ねて、校内で各学年の発表を見合う機会として
います。

10月23日 東小学校体育館 東小学校 無料
【東小学校HP】
https://www.edu.city.akita.akita.jp/hgs-
s/wp/

東小学校
018-834-9291

秋田県 秋田市 ① おはなし会
幼児・児童その保護者を対象に絵本のほか、大型絵本や紙芝居を活用
した読み聞かせや工作を一緒に楽しんでもらいます。

10月23日 ほくとライブラリー雄和図書館 雄和図書館 無料
ほくとライブラリー雄和図書館
018-886-2853

秋田県 秋田市 ②
学習発表会予行
みんなの登校日

学習発表会の予行練習を、みんなの登校日として、保護者や地域の方
に、公開します。

10月24日 外旭川小学校 外旭川小学校 無料
【外旭川小学校HP】
https://www.edu.city.akita.akita.jp/^sas
-s/

外旭川小学校
018-868-3200

秋田県 秋田市 ① 博物館教室「拓本体験教室」
拓本は、文字や模様を紙に写し取る伝統的な複写技法です。出土した
土器や古銭、化石、石碑などの拓本の取り方を学習します。

10月24日 秋田県立博物館 秋田県立博物館 無料
【秋田県立博物館HP】
http://www.akihaku.jp

秋田県 秋田市 ①
令和元年度秋田県生涯学習奨励員
協議会活動発表研究会

県内の生涯学習奨励員が一堂に会し、各地域で取り組んできた活動を
相互に紹介し合い、交流を深めながら活動の充実を図ります。

10月24日 秋田県生涯学習センター 秋田県教育委員会 無料
県教育庁生涯学習課
018-860-5183

秋田県 秋田市 ② ＳＧＨ公開成果発表会 高校2年生のSGH課題研究の公開成果発表会を実施します。 10月24日
秋田県
児童会館

秋田南高校 無料
【秋田南高校HP】
http://akitaminami-
h.wixsite.com/akitaminami

秋田南高校
018-833-7431

秋田県 秋田市 ② 第50回音楽発表会 保護者や地域の方を招いて、音楽発表会を実施します。 10月25日 アトリオン音楽ホール 明徳小学校 無料
【明徳小学校HP】
https://www.edu.city.akita.akia.jp/mtk-
s/index.htm

明徳小学校
018-833-4737

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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秋田県 秋田市 ① 1年職業講話会
企業が紹介ブースを設置し、生徒が回りながら体験・聴講し、職業選択
への理解を深めます。

10月25日 外旭川中学校 外旭川中学校 無料
【外旭川中学校HP】
https://www.edu.city.akita.akita.jp/sas-
c/wp/

外旭川中学校
018-868-3100

秋田県 秋田市 ② 創立40周年記念式典 創立40周年記念事業の式典を実施します。 10月25日 城東中学校 創立40周年記念事業実行委員会 無料
【城東中学校HP】
https://www.edu.city.akita.akita.jp/jot-

城東中学校
018-834-9281

秋田県 秋田市 ② 学習発表会 保護者や地域の方を招いて、日ごろの学習の成果を発表します。 10月26日 保戸野小学校 保戸野小学校 無料
【保戸野小学校HP】
https://www.edu.city.akita.akita.jp/hdn
-s/

保戸野小学校
018-865-0987

秋田県 秋田市 ② 学習発表会 保護者や地域の方を招いて、学習発表会を実施します。 10月26日 築山小学校 築山小学校 無料
【築山小学校HP】
https://www.edu.city.akita.akita.jp/ckz-
s/wp/

築山小学校
018-833-4305

秋田県 秋田市 ② 学習発表会
日頃の学習の成果を発表会として、保護者や地域の方々に公開しま
す。

10月26日 旭北小学校 旭北小学校 無料
【旭北小学校HP】
https://www.edu.city.akita.akita.jp/kkh-
s/

旭北小学校
018-823-8544

秋田県 秋田市 ② 学習発表会 日頃の学習の成果を学年ごとに発表します。 10月26日 中通小学校 中通小学校 無料
【中通小学校HP】
https://www.edu.city.city.akita.akita.jp/
nkd-s/

中通小学校
018-833-4341

秋田県 秋田市 ② 学習発表会
保護者や地域の方々の前で学習したことをもとに表現活動を行いま
す。

10月26日 牛島小学校 牛島小学校 無料
【牛島小学校HP】
https://www.edu.city.akita.akita.jp/usj-
s/wp/

牛島小学校
018-832-8296

秋田県 秋田市 ② 学習発表会 学習した内容を保護者や地域の方に発表します。 10月26日 旭川小学校 旭川小学校 無料
【旭川小学校HP】
https://www.edu.city.akita.akita.jp/ask-

旭川小学校
018-832-2862

秋田県 秋田市 ② 学習発表会 保護者や地域の方に，学習の成果を発表します。 10月26日 高清水小学校 高清水小学校 無料
【高清水小学校HP】
https://www.edu.city.akita.akita.jp/^tks
-s/index.html

高清水小学校
018-845-0831

秋田県 秋田市 ② 学習発表会 保護者や地域の方々に、学習の成果を発表します。 10月26日 広面小学校 広面小学校 無料
【広面小学校HP】
https://www.edu.city.akita.akita.jp/hro-
s/wp/

広面小学校
018-833-0736

秋田県 秋田市 ② 学習発表会・地域ふれあい参観日
各学年の学習発表や吹奏楽部・民謡クラブの発表などを行います。地
域の方々も招待し、子どもたちの学校での様子を参観していただきま
す。

10月26日 日新小学校 日新小学校 無料
【日新小学校HP】
https://www.edu.city.akita.akita.jp/nsn
-s/

日新小学校
018-828-4408

秋田県 秋田市 ② 創立50周年記念学習発表会
創立50周年を記念し、教育委員会、地域の方々、保護者の方々に取組
を発表します。

10月26日 勝平小学校 勝平小学校 無料
【勝平小学校HP】
https://www.edu.city.akita.akita.jp/kth-

勝平小学校
018-823-5660

秋田県 秋田市 ② 学習発表会 保護者や地域の方に、学習発表会の様子を公開します。 10月26日 外旭川小学校 外旭川小学校 無料
【外旭川小学校HP】
https://www.edu.city.akita.akita.jp/^sas
-s/

外旭川小学校
018-868-3200

秋田県 秋田市 ② 学習発表会 学習発表会を実施します。 10月26日 飯島小学校 飯島小学校 無料
【飯島小学校HP】
https://www.edu.city.akita.akita.jp/iij-

飯島小学校
018-845-0377

秋田県 秋田市 ② せせらぎフェア 学習発表会を実施します。 10月26日 上新城小学校 上新城小学校 無料
【上新城小HP】
https://www.edu.city.akita.akita.jp/~ksj
-s/index.html

上新城小学校
018-870-2201

秋田県 秋田市 ② 学習発表会 学習した内容や成果を保護者や地域の方に公開します。 10月26日 豊岩小学校 豊岩小学校 無料
【豊岩小学校HP】
https://www.edu.city.akita.akita.jp/toy-

豊岩小学校
018-828-3236

秋田県 秋田市 ② 学習発表会 学習発表会とPTAバザーを実施します。 10月26日 四ツ小屋小学校 四ツ小屋小学校 無料
【四ツ小屋小学校HP】
https://www.edu.city.akita.jp/ygy-s

四ツ小屋小学校
018-839-2050

秋田県 秋田市 ② 学習発表会 保護者や地域の方々に日々の学習の成果を発表します。 10月26日 下浜小学校 下浜小学校 無料
【下浜小学校HP】
https://www.edu.city.akita.akita.jp/smh
-s/

下浜小学校
018-879-2006

秋田県 秋田市 ② 東小学習発表会 保護者や地域の方に、学習した成果を発表会形式で紹介します。 10月26日 東小学校体育館 東小学校 無料
【東小学校HP】
https://www.edu.city.akita.akita.jp/hgs-
s/wp/

東小学校
018-834-9291

秋田県 秋田市 ② 創立40周年記念式典・学習発表会 創立40周年記念行事の式典と学習発表会を実施します。 10月26日 泉小学校 泉小学校 無料
【泉小学校HP】
https://www.edu.city.akita.akita.jp/izm-
s/index.html

泉小学校
018-864-8799

秋田県 秋田市 ② 学習発表会
保護者や地域の方に、日頃の学習の成果を発表として見ていただきま
す。

10月26日 桜小学校 桜小学校 無料
【桜小学校HP】
https://www.edu.city.akita.akita.jp/skr-
s/wp/

桜小学校
018-833-3376

秋田県 秋田市 ② 学習発表会 子どもたちの普段の学習の成果を発表します。 10月26日 飯島南小学校体育館 飯島南小学校 無料
【飯島南小学校HP】
https://www.edu.city.akita.akita.jp/ijm-

飯島南小学校
018-847-1245

秋田県 秋田市 ② 学習発表会 1～6年生の学習の成果を発表します。 10月26日 御所野小学校 御所野小学校 無料
 【御所野小学校HP】
https://www.edu.akita.akit.jp/~gsn-s/

御所野小学校
018-826-1070

秋田県 秋田市 ② 学習発表会
ステージ発表や作品発表を通して、子どもたちが日頃の学習の成果を
地域の方々や保護者に披露します。

10月26日 河辺小学校 河辺小学校 無料
【河辺小学校HP】
https://www.edu.city.akita.akita.jp/kwb
-s/

河辺小学校
018-882-3323

秋田県 秋田市 ② 学習発表会
日頃の学習内容や子どもが身に付けた力を総合的に発表することを通
して、本校が目指している子どもの姿を保護者・地域住民に伝えます。

10月26日 戸島小学校 戸島小学校 無料
【戸島小学校HP】
https://www.edu.city.akita.akita.jp/tos-

戸島小学校
018-882-2341

秋田県 秋田市 ② 学習発表会
保護者や地域の方々へ、子どもたちの日頃の学習の成果を披露しま
す。

10月26日 雄和小学校 雄和小学校 無料
【雄和小学校HP】
https://www.edu.city.akita.akita.jp/yuw
-s/

雄和小学校
018-886-2346

秋田県 秋田市 ③ 国高祭(文化祭）
美術・写真・合唱・科学研究など、生徒たちの活動成果を見ていただき
ます。

10月26日 国学館高等学校 国学館高等学校 無料
国学館高等学校 018-833-6361
info@kokugakukan.ed.jp

秋田県 秋田市 ④ 県大・読売講座

秋田県立大学開学20周年記念事業「県大・読売講座-県大20年の研究
力で秋田の未来を読む-」の一環で、これまでの研究成果や地域貢献
などの取り組みを紹介します。第２回目として、木材高度加工研究所の
林所長が「目からうろこの木材科学」と題し、木に関する科学的かつ正
確な知識を伝授します。

10月26日 秋田市カレッジプラザ 秋田県立大学・読売新聞秋田支局 無料
【開学20周年記念特設ページ】
https://www.akita-pu.ac.jp/20th/kinen

読売新聞秋田支局
018-824-2211

秋田県 秋田市 ①②
中学生ビブリオバトル地区大会（秋
田）

出場者が本を紹介しあい、観客が一番読みたくなった本を投票で決め
る知的書評合戦です。

10月26日 ふれあーるＡＫＩＴＡ 秋田県教育委員会 無料

【「令和元年度中学生及び高校生ビブ
リオバトル地区大会」の開催について 】
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/arch
ive/8652

県教育庁生涯学習課
018-860-5184

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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秋田県 秋田市 ①②
高校生ビブリオバトル地区大会（秋
田）

出場者が本を紹介しあい、観客が一番読みたくなった本を投票で決め
る知的書評合戦です。

10月26日 ふれあーるＡＫＩＴＡ 秋田県教育委員会 無料

【「令和元年度中学生及び高校生ビブ
リオバトル地区大会」の開催について 】
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/arch
ive/8652

県教育庁生涯学習課
018-860-5184

秋田県 秋田市 ①②③ 吹奏楽部定期演奏会 恒例の定期演奏会です。 10月26日 文化会館 新屋高校
新屋高校
018-828-5860

秋田県 秋田市 ② 明徳祭
本校（定時制・通信制課程）の教育活動を紹介します。学習活動のパネ
ル展示や部活動・同好会等の発表・販売、模擬店、仲小路商店街との
連携企画などを行います。

10月26日 秋田明徳館高等学校 秋田明徳館高等学校 無料
【秋田明徳館高校HP】
http://www.meitoku-h.akita-pref.ed.jp

秋田明徳館高等学校
定時制課程　教頭
018-833-1261

秋田県 秋田市 ①
博物館教室「真澄に学ぶ教室　購読
会　－県外の日記を読む－第6回・第

信濃の日記から始まる初期の日記を取り上げ、日記の概要や主な内容
を見ながら、名場面の原文（活字）を読んでいきます。

10月26日,11月23日 秋田県立博物館 秋田県立博物館 無料
【秋田県立博物館HP】
http://www.akihaku.jp

秋田県 秋田市 ③
秋田公立美術大学連携企画展第5回
秋田アーツ＆クラフツ

教員らによる作品展示のほか、新しい芸術領域の創造に取り組む秋田
公立美術大学の多彩な活動を紹介する展覧会です。 10月26日～11月17日

秋田市立
赤れんが郷土館

秋田市立
赤れんが郷土館

【秋田市HP展示のご案内】
https://www.city.akita.lg.jp/shisetsu/ha
kubutukan-
tpsyokan/1011113/11006759.html

赤れんが郷土館
018-864-6851

秋田県 秋田市 ③
第62回秋田市芸術祭「綜合いけばな
展」

華道部門によるいけばな展を開催します。 10月26日～11月3日 秋田市文化会館展示ホール
秋田市・一般社団法人秋田市文化団
体連盟

【秋田市芸術祭】
http://www.city.akita.lg.jp/kurashi/rekis
hi-bunka/1002214.html

一般社団法人
秋田市文化団体連盟
018-866-4030

秋田県 秋田市 ② 学習発表会
日頃の学習の成果や山谷番楽を保護者や地域の方々に見ていただき
ます。

10月27日 太平小学校 太平小学校 無料
【太平小学校HP】
https://www.edu.city.akita.akita.jp/tah-

太平小学校
018-838-2244

秋田県 秋田市 ②
「夢プラン」発表会
（みんなの登校日⑧、小学生体験入
学②）

各自が取り組む「総合」の研究テーマについての発表会を行い、将来の
生き方について考えを深めます。また生徒の活動の様子を保護者や地
域の方に見ていただきます。小学生にも中学校の学習の一部として紹

10月30日 太平中学校 太平中学校 無料
【太平中学校HP】
https://www.edu.akita.akita.jp/tah-c/

太平中学校
018-838-2344

秋田県 秋田市 ② 学習発表会
音楽、国語、体育など学校で学んだことを保護者や地域住民に披露し
ます。

11月2日 旭南小学校 旭南小学校 無料
【旭南小学校HP】
https://www.edu.city.akita.akita.jp/kkn-
s/

旭南小学校
018-824-5281

秋田県 秋田市 ② 学習発表会
保護者や地域の方々を招いて、日頃の学習の成果を学年ごとに発表し
ます。

11月2日 港北小学校 港北小学校 無料
【港北小学校HP】
https://www.edu.city.akita.akita.jp/khk-
s/

港北小学校
018-845-0056

秋田県 秋田市 ② 学習発表会
子どもたちの日頃の学習の成果を発表や作品展示を通して公開しま
す。

11月2日 下新城小学校 下新城小学校 無料
【下新城小学校HP】
https://www.edu.city.akita.akita.jp/ssj-
s/wp/

下新城小学校
018-873-3441

秋田県 秋田市 ② 学習発表会 学習した内容を、保護者や地域の方に発表します。 11月2日 八橋小学校 八橋小学校 無料
【八橋小学校HP】
https://www.edu.city.akita.akita.jp/ybs-
s/wp/

八橋小学校
018-862-6930

秋田県 秋田市 ②
太陽と風の子
学習発表会

様々な表現方法を用いて学習発表会を行い，学習の成果を保護者や
地域の方に見ていただきます。

11月2日 大住小学校 大住小学校 無料
【大住小学校HP】
https://www.edu.city/akita.akita.jp/os
m-s/wp/

大住小学校
018-839-0611

みんなの登校日

秋田県 秋田市 ① 創立60周年記念式典 創立60周年記念事業の式典を実施します。 11月2日 河辺中学校 河辺中学校 無料
【河辺中学校HP】
https://www.edu.akita.akita.jp/kwb-c/

河辺中学校
018-882-2321

秋田県 秋田市 ① 大人の科学「防災の科学」 高校生以上を対象に、防災について学びます。 11月2日 未定 自然科学学習館
【自然科学学習館HP】
http://www.alve.jp/pages/ns

自然科学学習館
018-887-5330

高校生以上対象
事前申込み

秋田県 秋田市 ②
公開講座「小学生のための English
Immersion Program: 楽しく英語を学ん
で話してみよう！」

親子で参加できる参加体験型ワークショップ。教職課程の学生らが先
生役となり、小学生と一緒に歌ったり体を動かしたりしながら、楽しく英
語を学習してもらう講座。教員等による保護者向け講演会も同時開催

11月2日 国際教養大学 国際教養大学
【国際教養大学HP】
https://web.aiu.ac.jp/

国際教養大学
研究・地域連携支援課
018-886-5905

秋田県 秋田市 ②
秋田きらり支援学校　学校祭「きらり
祭」

ステージ発表や作品展示、作業製品の販売を行い、児童生徒の日頃
の学習成果を発表するとともに、保護者や地域の方と交流します。

11月2日 秋田県立秋田きらり支援学校 秋田県立秋田きらり支援学校 無料
【秋田きらり支援学校HP】
http://www.kagayaki.akita-pref.ed.jp

秋田県立秋田きらり支援学校
018-889-8573

秋田県 秋田市 ② 栗田祭（学校祭）
児童生徒のステージ発表や作業学習製品販売会、バザー等を行いま
す。

11月2日 栗田支援学校 栗田支援学校 無料
【栗田支援学校HP】http://www.kurita-
s.akita-pref.ed.jp/

栗田支援学校
018-828-1162

秋田県 秋田市 ③ 第62回秋田市芸術祭「合同茶会」 茶道部門による合同茶会を開催します。 11月3日 秋田市文化会館各会場
秋田市・一般社団法人秋田市文化団
体連盟

【秋田市芸術祭】
http://www.city.akita.lg.jp/kurashi/rekis
hi-bunka/1002214.html

一般社団法人
秋田市文化団体連盟
018-866-4031

秋田県 秋田市 ③
第62回秋田市芸術祭「秋田市文化の
祭典」

舞台公演・各部門（総合美術展・着付美容展示・市民文芸大会受賞作
品展示）を開催します。また、綜合いけばな展は会期中、合同茶会は同
日に開催します。

11月3日 秋田市文化会館全館
秋田市・一般社団法人秋田市文化団
体連盟

無料
【秋田市芸術祭】
http://www.city.akita.lg.jp/kurashi/rekis
hi-bunka/1002214.html

一般社団法人秋田市文化団体連盟
018-866-4032

秋田県 秋田市 ① 秋田の先覚記念室講演会
秋田の先覚記念室企画コーナー展「斎藤宇一郎と斎藤憲三」に関連し
た講演会です。

11月3日 秋田県立博物館 秋田県立博物館 無料
【秋田県立博物館HP】
http://www.akihaku.jp

秋田県 秋田市 ①
オール秋田で「体験の風をおこそう」
運動全県フォーラム

秋田の豊かな自然や環境の素晴らしさを理解し、その中で実践される
様々な体験活動の意義について考える機会を提供します。また、各市
町村で実施している体験活動の情報収集や相互の意見交換などを行う
ことにより、「体験の風をおこそう」運動の一層の普及と結び付きを図り

11月3日 秋田県生涯学習センター
秋田県「体験の風をおこそう」運動推進
委員会

無料
【県生涯学習課HP】
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/genr
e/syogaku（予定）

県教育庁生涯学習課
018-860-5184

秋田県 秋田市 ③ 文化の日記念式典
長年にわたり秋田市の文化の向上に大きな功績を挙げられた個人・団
体に、秋田市文化章・文化功績章を贈り表彰します。

11月5日 秋田キャッスルホテル 秋田市文化振興課 無料
【「秋田市文化章・文化功績章」につい
て】
http://www.city.akita.lg.jp/shisei/10112

秋田市観光文化スポーツ部
文化振興課振興担当
018-888-5607

秋田県 秋田市 ② 学校開放日 保護者や地域の方に、授業を公開します。 11月6日 旭川小学校 旭川小学校 無料
【旭川小学校HP】
https://www.edu.city.akita.akita.jp/ask-

旭川小学校
018-832-2862

秋田県 秋田市 ② きらりミニ学校展
学校紹介のパネル、児童生徒の作品や作業製品を地域の公共施設で
展示・紹介し、本校の地域理解を推進します。

11月6日～11月29日
秋田銀行御所野ニュータウン
支店

秋田県立秋田きらり支援学校 無料
【秋田きらり支援学校HP】
http://www.kagayaki.akita-pref.ed.jp

秋田県立秋田きらり支援学校
018-889-8573

秋田県 秋田市 ① 博物館教室「ミニコダシを編む」
男鹿ではアオツヅラフジを使ったコダシが作られていました。その技術
を今によみがえらせ、麻紐を使った小さいコダシを製作します。

11月7日 秋田県立博物館 秋田県立博物館 無料
【秋田県立博物館HP】
http://www.akihaku.jp

秋田県 秋田市 ③ ハンドベル演奏会
秋田市内を中心に活動しているハンドベルグループ「カンパネッロ・オル
スィーノ・ベルリンガーズ」の方々をお招きし、演奏会を行います。

11月8日 太平小学校 太平小学校 無料
【太平小学校HP】
https://www.edu.city.akita.akita.jp/tah-

太平小学校
018-838-2244

秋田県 秋田市 ②
第10回秋田市特別支援学級合同文
化祭

秋田市立小・中学校特別支援学級に在籍する児童生徒が、文化的活
動を通して交流を図ります。
（作品展部門）（バザー部門）（ステージ部門）

（作品展部門）
11月8～12日
（バザー部門）11月8日
（ステージ部門）11月8日
午前10時30分～11時40

秋田県児童会館
秋田市教育委員会
秋田市特別支援教育研究会

無料
秋田市教育委員会
秋田市教育研究所
018-865-2530

秋田県 秋田市 ①③ 市民文化講座 秋田魁新報の連載「シリーズ時代を語る」に関する講座を開催します。 11月9日 ほくとライブラリー明徳館 秋田市立中央図書館明徳館 無料
【ほくとライブラリー明徳館HP】
https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/sha
kai-

ほくとライブラリー明徳館
018-832-9220

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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秋田県 秋田市 ① 北部地区児童朗読大会（小学3.4年）
土崎図書館友の会、北部地区の小学校と連携し、児童が朗読を発表し
ます。

11月9日 ほくとライブラリー土崎図書館 土崎図書館 無料
【ほくとライブラリー土崎図書館HP】
https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/sha
kai-

秋田県 秋田市 ①④ 科学つめあわせ便⑥「高専のカガク」 秋田工業高等専門学校を会場に、楽しい実験などを行います。 11月10日 秋田工業高等専門学校 自然科学学習館 無料
【自然科学学習館HP】
http://www.alve.jp/pages/ns

自然科学学習館
018-887-5330

秋田県 秋田市 ③
第62回秋田市芸術祭「邦楽合同公
演」

邦楽部門（謡曲・琵琶・詩吟）による公演を開催します。 11月10日 秋田市文化会館小ホール
秋田市・一般社団法人秋田市文化団
体連盟

無料
【秋田市芸術祭】
http://www.city.akita.lg.jp/kurashi/rekis
hi-bunka/1002214.html

一般社団法人
秋田市文化団体連盟
018-866-4033

秋田県 秋田市 ① 「真澄に学ぶ教室」講演会
菅江真澄や真澄の著作を学ぶ新たな視点をさぐるとともに、郷土の文
化や歴史を学ぶ手がかりとします。

11月10日 秋田県立博物館 秋田県立博物館 無料
【秋田県立博物館HP】
http://www.akihaku.jp

秋田県 秋田市 ② 学校自由参観日
保護者や地域の方に学校を公開します。午後からは薬物乱用防止集
会を行います。

11月13日 土崎中学校 土崎中学校 無料
【土崎中学校HP】
https://www.edu.city.akita.akita.jp/tcz-

土崎中学校
018-845-0406

秋田県 秋田市 ② フリー参観
保護者や地域の方が、学校や子どもの生活の様子を参観する機会と
し、実際に目にしていただくことで、家庭と地域、学校とのますますの連
携を図っていきます。

11月14日 東小学校 東小学校 無料
【東小学校HP】
https://www.edu.city.akita.akita.jp/hgs-
s/wp/

東小学校
018-834-9291

秋田県 秋田市 ②
秋田県特別支援学校文化祭「わくわく
美術展」「みんなの写真展」

秋田県内の特別支援学校児童生徒の美術作品や写真を展示します。 11月15～18日 秋田市にぎわい交流館ＡＵ
県特別支援学校文化連盟、県教育委
員会

無料
聴覚支援学校（事務局）
018-889-8572

秋田県 秋田市 ② コラボレーションフェア 保護者に、本校文化部の活動を見たり、参加したりしていただきます。 11月中旬予定 秋田商業高等学校 秋田商業高等学校 無料
【秋田商業高校HP】
https://akisho.ed.jp/

秋田商業高校
018-823-4308

秋田県 秋田市 ①③ 県大・読売講座

秋田県立大学開学20周年記念事業「県大・読売講座-県大20年の研究
力で秋田の未来を読む-」の一環で、これまでの研究成果や地域貢献
などの取り組みを紹介します。第３回目として、総合科学教育研究セン
ターの高橋秀晴教授が「出版報国男子の本懐-新潮社を創業した佐藤
義亮の生涯に学ぶ-」と題し、激動の明治・大正・昭和を生きた義亮の
発想法や行動力、リーダーシップから令和を生きる手がかりを示しま

11月16日 秋田市カレッジプラザ 秋田県立大学・読売新聞秋田支局 無料
【開学20周年記念特設ページ】
https://www.akita-pu.ac.jp/20th/kinen

読売新聞秋田支局
018-824-2211

秋田県 秋田市 ②
「日本語学習支援ネットワーク会議
2019 in AKITA（仮）」

外国人散在地域である東北に在住する外国出身の就学期の子どもた
ちを対象とした日本語及び教科学習支援、生活・進路支援等について、
各地の情報を共有するとともに、その現状と課題を明らかにし、支援体
制の構築を目指します。

11月17日 カレッジプラザ 国際教養大学 無料
【国際教養大学HP】
https://web.aiu.ac.jp/

国際教養大学教務課教務チーム
018-886-5938

秋田県 秋田市 ② 修学旅行説明会 2年生の生徒，保護者に対して，修学旅行に関する説明を行います。 11月19日 岩見三内中学校 岩見三内中学校 無料
【岩見三内中学校HP】
https://www.edu.city.akita.akita.jp/iws-

岩見三内中学校
018-883-2221

秋田県 秋田市 ② みんなの登校日 保護者や地域の方に学校や子どもたちの学習の様子を公開します。 11月20日 豊岩小学校 豊岩小学校 無料
【豊岩小学校HP】
https://www.edu.city.akita.akita.jp/toy-

豊岩小学校
018-828-3236

秋田県 秋田市 ② ふるさと教室
地域の方を招いて，昔遊びを通して，昔の文化や地域の文化を大切に
しようとする心を育てます。

11月20日 豊岩小学校 豊岩小学校 無料
【豊岩小学校HP】
https://www.edu.city.akita.akita.jp/toy-

豊岩小学校
018-828-3236

秋田県 秋田市 ①
博物館教室「ゼロからはじめるわら仕
事」

ワラを選り、ワラを打つところから始め、ぞうりやわらじ、わらぐつなどを
製作します。

11月20,27日
12月4日

秋田県立博物館 秋田県立博物館 無料
【秋田県立博物館HP】
http://www.akihaku.jp

秋田県 秋田市 ② 学校参観日 1～6年生の学習や生活の様子を自由に参観していただきます。 11月21日 御所野小学校 御所野小学校 無料
 【御所野小学校HP】
https://www.edu.akita.akit.jp/~gsn-s/

御所野小学校
018-826-1070

秋田県 秋田市 ②
もちつき大会
（みんなの登校日⑨）

地域の方に指導をしていただきながら、全校で伝統的なもちつきをしま
す。また、ついたもちは鏡もちにして地域の福祉施設へ寄贈します。

11月21日 太平中学校 太平中学校 無料
【太平中学校HP】
https://www.edu.akita.akita.jp/tah-c/

太平中学校
018-838-2344

秋田県 秋田市 ② 小学生体験入学
来年度入学予定の小学校6年生を対象に、学習・生活・行事予定等の
紹介や体験授業を行います。

11月21日 外旭川中学校 外旭川中学校 無料
【外旭川中学校HP】
https://www.edu.city.akita.akita.jp/sas-
c/wp/

外旭川中学校
018-868-3100

秋田県 秋田市 ① 博物館教室「糸をつむぐ」 糸を紡いでブローチなどの小物を製作します。 11月21日 秋田県立博物館 秋田県立博物館 無料
【秋田県立博物館HP】
http://www.akihaku.jp

秋田県 秋田市 ② 学習発表会 各学年の学習の成果を歌や朗読、身体表現等で発表します。 11月22日 秋田市文化会館 川尻小学校 無料
【川尻小学校HP】
https://www.edu.city.akita.akita.jp/kws
-s/

川尻小学校
018-824-2374

秋田県 秋田市 ①④ 電子工作教室Ⅰ「電子ごまを作ろう」 はんだごてを使用し、自分で回路を組んで電子ごまを作ります。 11月23日 アルヴェ4階自然科学学習館 自然科学学習館 無料
【自然科学学習館HP】
http://www.alve.jp/pages/ns

自然科学学習館
018-887-5330

小4以上対象
事前申込み

秋田県 秋田市 ③
第62回秋田市芸術祭「古典芸能のつ
どい」

邦舞邦楽部門（日本舞踊・箏曲・尺八・篠笛）による公演を開催します。 11月23日 秋田市文化会館大ホール
秋田市
一般社団法人秋田市文化団体連盟

【秋田市芸術祭】
http://www.city.akita.lg.jp/kurashi/rekis
hi-bunka/1002214.html

一般社団法人秋田市文化団体連盟
018-866-4034

秋田県 秋田市 ② わかはと祭
本校の学校祭です。ステージ発表で日頃の学習の成果を発揮するほ
か、作業学習で製作した製品の販売などを行います。

11月23日
秋田大学教育文化学部
附属特別支援学校

秋田大学教育文化学部
附属特別支援学校

無料
【附属特別支援学校HP】
http://www.sh.akita-u.ac.jp/

秋田大学教育文化学部
附属特別支援学校
018-862-8583

秋田県 秋田市 ② 地域ふれあいタイム発表会
地域の講師の方々と4～6年生が交流して学習してきた成果を発表しま
す。

11月26日 牛島小学校 牛島小学校 無料
【牛島小学校HP】
https://www.edu.city.akita.akita.jp/usj-
s/wp/

牛島小学校
018-832-8296

秋田県 秋田市 ② 学年PTA 授業参観と全学年及び全学級の懇談会を行います。 11月26日 土崎小学校 土崎小学校PTA 無料
土崎小学校
018-845-3271

秋田県 秋田市 ②
みんなの登校日
クラブ発表会

保護者や地域住民に授業を公開し、自由に児童の様子を参観していた
だきます。
クラブの指導者から学んだことを、保護者や地域住民の方々に披露し

11月28日 旭南小学校 旭南小学校 無料
【旭南小学校HP】
https://www.edu.city.akita.akita.jp/kkn-
s/

旭南小学校
018-824-5281

秋田県 秋田市 ② 全校講話会 南極越冬隊員の経験者を講師に招いて講演会を行います。 11月29日 雄和中学校 雄和中学校PTA 無料
【雄和中学校HP】
https://www.edu.city.akita.akita.jp/yuw
-c/

雄和中学校
018-886-2345

秋田県 秋田市 ③
【企画展】
秋田藩の和歌 かな文字を中心に

秋田藩の文人たちが詠んだ和歌など、かな文字の短冊や各種資料を
紹介します。

11月29日～4月19日 秋田市立佐竹史料館 秋田市立佐竹史料館
【秋田市立佐竹史料館ＨＰ】
https://www.city.akita.lg.jp/kanko/kanr
enshisetsu/1002685/index.html

秋田県 秋田市 ③
第12回ノースアジア大学文学賞授賞
式・記念コンサート

高校生の部門、大学生・一般の部門において広くエッセイ、短編小説を
公募した本学主催の文学賞授賞式及び記念コンサートです。

11月16日
ノースアジア大学古田記念講
堂

ノースアジア大学総合研究センター 無料 https://www.nau.ac.jp/ 要事前申込

秋田県 秋田市 ①②③ DOVE ACADEMY
「総合的な学習の時間」における研究成果の発表と全校ディスカッショ
ンを実施します。今年度は希望する公立小6年生とその保護者を対象と
した理科と英語の講座も企画しています。

10月11日～12日
秋田大学
教育文化学部附属中学校

秋田大学教育文化学部附属中学校 無料 http://www.jrh.akita-u.ac.jp/
秋田大学教育文化学部
附属中学校事務室
018-862-3350

秋田県 秋田市 ② はとの子学習発表会
日頃の学習の成果を総合的に発展させ，学年及び全校規模で，保護
者の皆様を対象に発表します。

11月16日
秋田大学
教育文化学部附属小学校

秋田大学教育文化学部附属小学校 無料 http://www.aes.akita-u.ac.jp/
秋田大学教育文化学部
附属小学校事務室
018-862-2593

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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秋田県 秋田市 ①③
「秋田大学貴重資料デジタルギャラ
リー」公開記念展示

秋田大学附属図書館では所蔵する貴重書『冷泉為秀筆本詠歌一体』
『伊勢物語闕疑抄』「シェイクスピアコレクション」合計79点のデジタル化
を行い、「秋田大学貴重資料デジタルギャラリー」として公開しました。
本展示では、それら資料とともにデジタルギャラリーと連携して本文が
閲覧できるようにノートPC、タブレットPCを設置しています。

11月1日
秋田大学中央図書館
2階研修室

秋田大学附属図書館 無料
https://www.lib.akita-
u.ac.jp/top/?q=ja/node/209

秋田大学　図書館・情報推進課
図書情報担当
018-889-2274
libtos@jimu.akita-u.ac.jp

秋田県 秋田市 ①③④ 鉱業博物館「文化の日」無料開放
文化の日にちなみ11/3(日)を鉱業博物館の無料開放日として入館料を
無料にする。併せて続き連休になっている11/2(土)及び11/4(月)も無料
開放日にする。

11/2～4 鉱業博物館
秋田大学大学院国際資源学研究科
附属鉱業博物館

無料 http://www.mus.akita-u.ac.jp/
鉱業博物館事務室
018-889-2461

Webページ上及び
鉱業博物館広報
誌で周知

秋田県 羽後町 ② 学習発表会 日頃の学習の成果を，保護者や地域の皆さんに向けて発表します。 9月29日
三輪小学校
体育館

三輪小学校 無料
三輪小学校
0183-62-1216

秋田県 羽後町 ② 学習発表会
地域の方々や保護者，関係者をお招きして，これまでの学習の成果を
発表します。

10月5日 西馬音内小学校体育館 西馬音内小学校 無料
西馬音内小学校
0183-62-1768

秋田県 羽後町 ② 学習発表会
これまでの学習や，キャリア教育の一環として地域の伝統芸能を練習し
てきた成果を家庭や地域の方々に発表し，学校の教育活動への理解
を深めます。

10月5日 高瀬小学校体育館 高瀬小学校 無料
羽後町立高瀬小学校
0183-67-2323

秋田県 羽後町 ②
祖父母交流会
なべっこ会

学校農園で収穫したいものこを使い、地域の方たちとなべっこを作った
りして交流します。

10月10日 羽後明成小 羽後明成小 無料
羽後明成小学校
0183-62-2235

一人暮らしの方を
招待する予定

秋田県 羽後町 ② 羽後中祭
羽後中学校生徒会主催で学習発表会をおこないます。学校公開日とな
ります。主体性や強調性，表現力を高める学校行事です。

10月13日 羽後町立羽後中学校 羽後町立羽後中学校 無料
羽後中学校
0183-62-1144

全校生徒・職員

秋田県 羽後町 ②③ 羽後町小中音楽祭
町内の小中学校代表の児童生徒が一堂に会して、合唱や合奏を披露
し合います。

11月7日 羽後中学校体育館 羽後町教育振興協議会 無料
羽後中学校
0183-62-1144

2年生

秋田県 羽後町 ①③ 小さな朗読コンサート
絵本作家や子ども司書による読み聞かせを行い、読書に親しむ態度を
養います。

11月12日 羽後町文化交流施設美里音 羽後町立図書館 無料
羽後町立図書館
0183-62-2205

1年生

秋田県 大潟村 ② 学習発表会
学習活動の成果を保護者や地域の方々へ発表して、本校教育に対す
る理解を深めていただく機会とします。
特別養護老人ホーム「ひだまり苑」の方々をご招待して交流を深めま

10月26日 大潟小学校 大潟小学校 無料
【大潟小学校HP】
http://ac.ogata.or.jp/syou/

大潟小学校
0185-45-2121

秋田県 大潟村 ② 大潟中同窓会記念講演会
いろいろな分野で活躍している卒業生を招いて全校生徒を対象にして
講演会を行います

11月8日 大潟中学校多目的ホール 大潟中学校 無料
【大潟中学校HP】
http://ac.ogata.or.jp/cyuu/

大潟中学校
0185-45-2330

秋田県 大館市 ①③
第29回大館市生涯学習フェスティバ
ルまなびピア2019inおおだて

9月・10月を「生涯学習強調月間」として、生涯学習の実践活動発表の
場と、生涯学習を理解する機会を提供することにより、市民一人ひとり
の意欲を高め、大館市における生涯学習の一層の進展を図ります。

9月
10月

大館市立中央公民館　等 大館市生涯学習推進本部
【大館市の生涯学習】
http://www.city.odate.akita.jp/dcity/sit
emanager.nsf/doc/gakusyu_index.html

大館市教育委員会生涯学習課
0186-43-7113
gakusyu@city.odate.lg.jp

秋田県 大館市 ③
フォークソングのつどい2019 in ほくし
か鹿鳴ホール

フォークソング全盛時に一世を風靡したフォークシンガーたちにより往
年の名曲をお送りするコンサートです。《出演》イルカ／四角佳子（六文
銭）／猫／ヨンボ（とんぼちゃん）／いわさききょうこ

10月5日 中ホール
大館市教育委員会／一般財団法人大
館市文教振興事業団／大館ケーブル
テレビ

【大館市民文化会館HP】
http://odate-bunka.com/

ほくしか鹿鳴ホール
（大館市民文化会館）
0186-49-7066

秋田県 大館市 ③ 福田こうへいコンサートツアー2019 岩手県出身の人気歌手・福田こうへいの全国ツアーの大館公演です。 10月6日 大ホール
株式会社ノア／大館市教育委員会／
一般財団法人大館市文教振興事業団

【大館市民文化会館HP】
http://odate-bunka.com/

ほくしか鹿鳴ホール
（大館市民文化会館）
0186-49-7066

秋田県 大館市 ①②
中学生ビブリオバトル地区大会（北
鹿）

出場者が本を紹介しあい、観客が一番読みたくなった本を投票で決め
る知的書評合戦です。

10月12日 大館市立栗盛記念図書館 秋田県教育委員会 無料

【「令和元年度中学生及び高校生ビブ
リオバトル地区大会」の開催について 】
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/arch
ive/8652

県教育庁生涯学習課
018-860-5184

秋田県 大館市 ① 本場大館きりたんぽまつり
「大館食の祭典協議会」主催の「本場大館きりたんぽまつり」に地域の
一員としての意識や今後の学校生活の自信を高めるために、高等部２
年生がカレーたんぽの出店を出します。

10月12日～14日 ニプロハチ公ドーム 大館食の祭典協議会
大館食の祭典協議会
0186-48-7400

本校は、12日・13
日の参加

秋田県 大館市 ①②
高校生ビブリオバトル地区大会（北
鹿）

出場者が本を紹介しあい、観客が一番読みたくなった本を投票で決め
る知的書評合戦です。

10月12日 大館市立栗盛記念図書館 秋田県教育委員会 無料

【「令和元年度中学生及び高校生ビブ
リオバトル地区大会」の開催について 】
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/arch
ive/8652

北教育事務所
0186-62-1217

秋田県 大館市 ③ オカリナ音楽祭～秋～
オカリナ、ウクレレ、マンドリンなどのアコースティック楽器の団体による
演奏会と出場者全員による合奏会です。

10月19日 大館少年自然の家 大館少年自然の家 無料
大館少年自然の家
0186-43-3174

秋田県 大館市 ③
おおだて特選落語会特別編～桂三若
独演会～

おおだて特選落語会の特別編で、元・秋田住みます芸人である桂三若
の独演会です。ゲストに山崎方正こと月亭方正を迎えての開催となりま
す。

10月20日 中ホール
秋田特選落語会／大館市教育委員会
／一般財団法人大館市文教振興事業
団

【大館市民文化会館HP】
http://odate-bunka.com/

ほくしか鹿鳴ホール
（大館市民文化会館）
0186-49-7066

秋田県 大館市 ② ＫＪ祭 学習成果の発表と学習作品の展示・公開を行う。 10月26日 大館国際情報学院 大館国際情報学院中学校 無料
【大館国際情報学院ＨＰ】
https://www.okj-h.akita-pref.ed.jp/

大館国際情報学院中学校
0186-50-6090

秋田県 大館市 ③ ウィーン・フーゴ・ヴォルフ三重奏団
ウィーンフィルの前コンサートマスターであるダニエル・ゲーデ率いるピ
アノトリオの演奏会です。

10月28日 大ホール
ウィーンフィルメンバーによる室内楽を
楽しむ会／大館市教育委員会／一般
財団法人大館市文教振興事業団

【大館市民文化会館HP】
http://odate-bunka.com/

ほくしか鹿鳴ホール
（大館市民文化会館）
0186-49-7066

秋田県 大館市 ①③
伝統文化親子教室事業「大館市子ど
もまつり」

市内の伝統芸能が一堂に会し、観賞できる機会を設け、さらに体験す
ることにより継承の一助となることをめざします。また、地域の食文化や
木育などもあわせて親子で体験することにより、家族間の交流を深めま

11月3日 ほくしか鹿鳴ホール　他 大館市教育委員会　生涯学習課 無料
【大館市の生涯学習】
http://www.city.odate.akita.jp/dcity/sit
emanager.nsf/doc/gakusyu_index.html

大館市教育委員会生涯学習課
0186-43-7113
gakusyu@city.odate.lg.jp

秋田県 大館市 ③
宝くじ文化公演「海援隊トーク＆ライ
ブ2019」

武田鉄矢率いる海援隊のコンサートです。宝くじ文化公演により開催し
ます。

11月8日 大ホール
大館市／大館市教育委員会／一般財
団法人大館市文教振興事業団／一般
財団法人自治総合センター

【大館市民文化会館HP】
http://odate-bunka.com/

ほくしか鹿鳴ホール
（大館市民文化会館）
0186-49-7066

秋田県 大館市 ② 達子森の発表会
全校児童生徒が、これまでの学習の成果を、劇や歌、よさこい、様々な
作品や作業製品販売を通して保護者や地域の方に発表します。

11月23日 比内支援学校 無料
比内支援学校
0186-55-2131

秋田県 大館市 ③
弘前大学津軽三味線サークル大館公
演2019

弘前大学の学生による津軽三味線サークルのコンサートです。 11月30日 大ホール
大館市教育委員会／一般財団法人大
館市文教振興事業団／大館ケーブル
テレビ国立大学法人弘前大学

【大館市民文化会館HP】
http://odate-bunka.com/

ほくしか鹿鳴ホール
（大館市民文化会館）
0186-49-7066

秋田県 大館市 ① 秋田をまなぶ講座シリーズⅩⅠ
放送大学秋田学習センターと秋田県立図書館が共催する「秋田をまな
ぶ講座シリーズⅩⅠ」の第2回目になります。今回は開催地である大館
地域の歴史を学ぶ「戊辰戦争と大館」という演題で講演します。

11月18日 大館市立栗盛記念図書館
放送大学秋田学習センター
秋田県立図書館

無料
【放送大学秋田学習センター】
https://www.sc.ouj.ac.jp/center/akita/
news/2019/04/28102519.html

放送大学秋田学習センター
018-831-1997

秋田県 男鹿市 ② 校内マラソン大会
体育の時間や業間運動で練習した成果を大会で発揮します。最後まで
走りきる様子を、家族の方々が応援くださいます。

10月8日 美里小学校グラウンド・校地 美里小学校 無料
【美里小学校ＨＰ】
http://www2.namahage. ne.jp/~misato/

美里小学校
0185-46-2520

秋田県 男鹿市 ① 第２回熟議（兼学校運営協議会）
学校の食堂を会場に，学校運営協議会の方や地域，保護者の方，教
職員が一堂に会し，学校課題を自由に語り合います。

10月10日 脇本第一小学校食堂 脇本第一小学校 無料
【脇本第一小学校HP】
http://www2.namahage.ne.jp/~wakiichi/

脇本第一小学校
0185-25-2216

秋田県 男鹿市 ② 学習発表会
今年度前半の学習の成果を劇や器楽演奏、身体表現などで発表し、家
族や地域の方々に見ていただきます。

10月26日 船越小学校体育館 船越小学校 無料
【船越小HP】
http://www2.namahage.ne.jp/~funakosh
i/

船越小学校
0185-35-2740

秋田県 男鹿市 ② 学習発表会
学級全員の力を集結し、これまでの学習の成果を保護者や地域の方々
の前で披露します。

10月26日 脇本第一小学校体育館 脇本第一小学校 無料
【脇本第一小学校HP】
http://www2.namahage.ne.jp/~wakiichi/

脇本第一小学校
0185-25-2215

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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秋田県 男鹿市 ② 学校祭
ＨＲデコや各科の展示・実演をとおして、工業高校の学習成果を紹介し
ます。

10月26日 男鹿工業高校 男鹿工業高校 無料
男鹿工業高校
0185-35-3111

秋田県 男鹿市 ①②③ 男鹿市小中音楽祭
男鹿市内の小中学校児童生徒が，市文化会館に集い合唱や吹奏楽演
奏を披露します。本校は，全校児童で合唱を発表します。

10月27日 男鹿市文化会館 男鹿市校長会 無料
【北陽小HP】
http://www2.namahage.ne.jp/~hokuyou

北陽小学校
0185-33-2440

秋田県 男鹿市 ② 美里っ子フェスティバル 日頃の学習の成果を保護者や地域の方々に発表します。 11月2日 美里小学校体育館 美里小学校 無料
【美里小学校ＨＰ】
http://www2.namahage. ne.jp/~misato/

美里小学校
0185-46-2520

秋田県 男鹿市 ①②③ 学習発表会
これまでの学習の成果や成長の様子を，各学年の発表等を通して保護
者や地域の皆さんに見ていただきます。

11月3日 北陽小学校 北陽小学校 無料
【北陽小HP】
http://www2.namahage.ne.jp/~hokuyou

北陽小学校
0185-33-2440

秋田県 潟上市 ③ 潟上市文化祭
日頃の学習成果の発表や作品展示を行うことで、地域住民の学習意欲
を高め、公民館活動の普及・推進を図ります。

10月
19・20日

天王公民館
飯田川公民館ほか

潟上市教育委員会 無料
天王公民館　878-4111
飯田川公民館　877-6744

秋田県 潟上市 ③ 潟上市文化講演会
市民の新しい文化の創造を目指し、参加者の文化意識と教養を高めま
す。

10月20日 天王公民館 潟上市教育委員会 無料
天王公民館
878-4111

秋田県 潟上市 ②
「学園祭」
（※みんなの登校日）

児童生徒の学習発表や軽食販売、喫茶サービス、作業学習製品の販
売、学習作品の展示等を通して、本校の教育活動全般を保護者、本校
関係者及び地域の方々に広く発信し、特別支援教育に関する理解と啓

10月20日
秋田県総合教育センター、県
立支援学校天王みどり学園

県立支援学校天王みどり学園 無料
【天王みどり学園HP】
http://www.midori-s.akita-pref.ed.jp

支援学校天王みどり学園
018-870-4611

秋田県 鹿角市 ①
超大型絵本のおはなし会・絵本作家
のおはなし会

読み聞かせの専門家や絵本作家等によるおはなし会により、子どもた
ちに本に親しむきっかけを提供します。

10月26日
鹿角市文化の杜交流館コモッ
セ

秋田県教育委員会 無料
県教育庁生涯学習課
018-860-5184

秋田県 鹿角市 ① 教職員・保護者向け講演会
秋田県総合教育センターの特別支援教育専門監による児童生徒の不
登校に関する講演会を開きます。

11月14日 十和田市民センター 鹿角地域生徒指導研究推進協議会 無料
十和田高等学校
0186-35-2062

秋田県 上小阿仁村 ② 学校祭
子どもの学習成果を発表し、保護者や地域住民に広く理解していただ
きます。

10月5日 上小阿仁小中学校 上小阿仁小中学校 無料
上小阿仁中学校
0186-77-2048

秋田県 上小阿仁村 ① 体育の日記念行事 地域住民の体力づくりの一環として、各種スポーツを楽しみます。 10月14日 上小阿仁村内 上小阿仁村教育委員会 無料
上小阿仁村教育委員会　0186-60-
9000

秋田県 上小阿仁村 ① 生涯学習週間事業
サークルや個人で学んできた芸や作品を発表します。小中学生も全員
参加し合唱します。

10月15日～20日 上小阿仁村生涯学習センター 上小阿仁村教育委員会 無料
上小阿仁村教育委員会　0186-60-
9000

秋田県 北秋田市 ② 街中美術館
児童の夏休みの作品（立体）を学区内の郵便局や銀行、公共施設に展
示し、地域のみなさんに見て頂きます。

9月中旬～10月上旬 地区内郵便局，銀行，公民館 合川小学校 無料
合川小学校
0186-67-6120

秋田県 北秋田市 ②③ 全校音楽鑑賞教室 沖縄音楽を全校児童で鑑賞します。 10月1日 鷹巣小学校 鷹巣小学校
【鷹巣小学校HP】
http://www.kumagera.ne.jp/takasyo/

鷹巣小学校
0186-62-2041

秋田県 北秋田市 ② 芸術鑑賞教室 変面師の竹村さんを招いて、鑑賞したり話を聞いたりします。 10月4日 前田小学校 前田小学校
前田小学校
0186-75-2002

秋田県 北秋田市 ② 全校への読み聞かせ
読み聞かせクラブの児童が、全校の各クラスに分かれて読み聞かせを
披露します。

10月4日 合川小学校 合川小学校 無料
合川小学校
0186-67-6120

秋田県 北秋田市 ② 南中祭（学校祭）
ふるさとの歴史・文化、食文化、郷土芸能に関わる展示や発表を行い
ます。また、音楽演奏や合唱、学習作品の公開も行います。

10月6日 鷹巣南中学校 鷹巣南中学校 無料
鷹巣南中学校
0186-63-2255

秋田県 北秋田市 ①②③ 森中祭
学習や文化活動の成果を地域に公開し、地域社会との結び付きを深め
ます。地域のサークル活動団体の作品展示も行います。

10月6日 森吉中学校 森吉中学校 無料
森吉中学校
0186-73-2335

秋田県 北秋田市 ①②③ 阿中祭 学校教育活動の成果と伝統文化継承活動の発表を行います。 10月6日 阿仁中学校 阿仁中学校 無料
阿仁中学校
0186-82-2325

秋田県 北秋田市 ② 第５８回合中祭 学校の教育活動の成果を地域に公開します。 10月6日 合川中学校 合川中学校 無料
合川中学校
0186-78-2135

秋田県 北秋田市 ② みんなの登校日
保護者や地域の方々に学校を訪問していただき、児童の様子を見てい
ただきます。

10月7日～13日 大阿仁小学校 大阿仁小学校 無料
大阿仁小学校
0186-84-2030

秋田県 北秋田市 ② 学習発表会
各学年と全校児童による学芸発表、書写や図画工作などの作品展示
を行います。

10月12日 綴子小学校 綴子小学校 無料
【綴子小学校HP】
http://www.kumagera.ne.jp/tuzuriko/

綴子小学校
0186-62-1084

秋田県 北秋田市 ② 鷹っ子祭り（学習発表会）
全校児童が学習の成果をステージ発表します。絵画や書写などの作品
展示もします。保護者や地域住民だけでなく、保育園や福祉施設にも
案内を出し、招待します。

10月13日 鷹巣小学校 鷹巣小学校 無料
【鷹巣小学校HP】
http://www.kumagera.ne.jp/takasyo/

鷹巣小学校
0186-62-2041

秋田県 北秋田市 ②
令和元年度
大阿仁フェスタ

保育園、公民館、中学校、婦人会等とタイアップし、日頃の学習の成果
を披露します。

10月13日 大阿仁小学校 大阿仁小学校 無料
大阿仁小学校
0186-84-2030

秋田県 北秋田市 ② 学習発表会 学習の成果の発表と学習作品の展示を行います。 10月13日 合川小学校 合川小学校 無料
合川小学校
0186-67-6120

秋田県 北秋田市 ② 読み聞かせ
読み聞かせボランティアの方に読書タイムに
読み聞かせをしていただきます。

10月16日 合川小学校 合川小学校 無料
合川小学校
0186-67-6120

秋田県 北秋田市 ② 芸術鑑賞教室
｢文化芸術による子供の育成事業｣で太鼓集団「鼓童」による演奏を、合
川中学校、地域住民と鑑賞します。

10月16日 合川小学校 合川小学校 無料
合川小学校
0186-67-6120

秋田県 北秋田市 ② 北秋田市理科・社会科研究発表会 児童生徒の理科・社会科に関する研究を発表します。 10月19日
合川中学校
合川小学校

北秋田市教育委員会 無料
教委学校教育課
0186-62-6617

秋田県 北秋田市 ② なべっこ会
地域の方々の協力を得て、縦割り班でふるさとの味「きりたんぽ鍋」を
作ります。

10月21日 鷹巣南小学校 鷹巣南小学校 無料
鷹巣南小学校
0186-66-2053

秋田県 北秋田市 ② 読み聞かせ
読み聞かせボランティア「クローバーZ」の方々から読書タイムに読み聞
かせをしていただきます。

10月21日 鷹巣南小学校 鷹巣南小学校 無料
鷹巣南小学校
0186-66-2053

秋田県 北秋田市 ①③ 北秋田市文化祭 各学年から、書写や図画工作などの作品を、数点ずつ展示します。 10月26～28日
北秋田市民ふれあいプラザコ
ムコム

北秋田市教育委員会 無料
教委生涯学習課文化係
0186-62-6618

秋田県 北秋田市 ② 進路集会
本校を卒業した高校3年生を招き、中学生にとっての先輩の体験談や
高校紹介をもとに、キャリア学習を行います。

10月26日 鷹巣南中学校 鷹巣南中学校 無料
鷹巣南中学校
0186-63-2255

秋田県 北秋田市 ② 読み聞かせ
読み聞かせボランティア「クローバーZ」の方々から読書タイムに読み聞
かせをしていただきます。

10月28日 鷹巣南小学校 鷹巣南小学校 無料
鷹巣南小学校
0186-66-2053

秋田県 北秋田市 ② ふるさと探検 内陸線沿線の人や自然、施設等を取材します。 10月 内陸線沿線 阿仁中学校 無料
阿仁中学校
0186-82-2325

秋田県 北秋田市 ② 進路集会
講師を招いて職業についての理解を深めます。
保護者参観日を兼ねています。

11月9日 阿仁中学校 阿仁中学校 無料
阿仁中学校
0186-82-2325

秋田県 北秋田市 ② 読み聞かせ
読み聞かせボランティア「クローバーＺ」の方々から読書タイムに読み聞
かせをしていただきます。

11月11日 鷹巣南小学校 鷹巣南小学校 無料
鷹巣南小学校
0186-66-2053

秋田県 北秋田市 ② みんなの登校日
各学部の授業を自由に参観いただき、日頃の授業実践を広く地域に発
信します。就学についての相談や教育相談（要予約）も受け付けていま

11月15日～24日 比内支援学校たかのす校 比内支援学校 無料
【比内支援学校たかのす校HP】
takanosuｰs@akita-pref.ed.jp

比内支援学校たかのす校
0186-66-2128

秋田県 北秋田市 ② 読み聞かせ
読み聞かせボランティア「クローバーＺ」の方々から読書タイムに読み聞
かせをしていただきます。

11月18日 鷹巣南小学校 鷹巣南小学校 無料
鷹巣南小学校
0186-66-2053

秋田県 北秋田市 ① まちなか美術館
全校児童の絵画を学区内の事業所や施設に展示して地域の方々にご
覧いただきます。

11月下旬
綴子郵便局
綴子公民館、福祉施設

綴子小学校 無料
【綴子小学校HP】
http://www.kumagera.ne.jp/tuzuriko/

綴子小学校
0186-62-1084

秋田県 北秋田市 ①② 北秋田市ながなわとび大会
地域の仲間、スポーツチーム、学校の友達など、自由なチーム編成で
子供から大人までが参加し、世代間の交流、連帯意識の高揚を図りま

11月下旬
北秋田市
合川体育館

北秋田市教育委員会 無料
教委スポーツ振興課
0186-62-3800

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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秋田県 北秋田市 ①②③ 若鷹祭・絆カフェ
各学部ごとのステージ発表、作品展示、作業製品販売の他、生徒によ
るカフェの出店、PTAバザーや食堂（有料）の出店あり。交流校によるス
テージ発表や吹奏楽の演奏も予定されています。

11月24日 比内支援学校たかのす校 比内支援学校
【比内支援学校たかのす校HP】
takanosuｰs@akita-pref.ed.jp

比内支援学校たかのす校
0186-66-2128

秋田県 北秋田市 ② 読み聞かせ
読み聞かせボランティア「クローバーＺ」の方々から読書タイムに読み聞
かせをしていただきます。

11月25日 鷹巣南小学校 鷹巣南小学校 無料
鷹巣南小学校
0186-66-2053

秋田県 北秋田市 ② いつでも誰でも参観日 日常の生活や授業、全ての学習活動を公開します。 11月29日 鷹巣小学校 鷹巣小学校 無料
【鷹巣小学校HP】
http://www.kumagera.ne.jp/takasyo/

鷹巣小学校
0186-62-2041

秋田県 北秋田市 ② 命の授業
助産師さんを講師に迎え、5年生を対象に命の尊さについて講話をして
いただきます。いつでも誰でも参観日でもあるので、全校の保護者や地
域にも広く参加を呼びかけます。

11月29日 鷹巣小学校 鷹巣小学校 無料
【鷹巣小学校HP】
http://www.kumagera.ne.jp/takasyo/

鷹巣小学校
0186-62-2041

秋田県 北秋田市 ② ふるさと阿仁を知る集会 ふるさと探検で学んだことを紹介します。 11月 阿仁中学校 阿仁中学校 無料
阿仁中学校
0186-82-2325

秋田県 小坂町 ② 学習発表会 小坂小学校の児童が日頃の学習の成果を発表します。 10月12日 小坂小学校 小坂小学校 無料
【小坂小・中学校ＨＰ】
http://www.kosaka-

小坂小学校
0186-29-2422

秋田県 小坂町 ① まなびピア 町民が日頃の生涯学習活動の成果を発表・展示します。 10月12日～14日
小坂町交流センター・セパー
ム

小坂町教育委員会 無料
【小坂町ＨＰ】
https://www.town.kosaka.akita.jp/

小坂町教育委員会学習振興班
0186-29-2069

秋田県 小坂町 ②
合唱コンクール
坂中祭

小坂中学校の児童が日頃の学習の成果を発表します。 10月13日
小坂町交流センター・セパー
ム

小坂中学校 無料
【小坂小・中学校ＨＰ】
http://www.kosaka-

小坂中学校
0186-29-3232

秋田県 小坂町
①②
③④

坂高祭
校内の取り組みの発表やPTA屋台等で学校祭を一般公開します。登校
時にPTAのあいさつ運動を実施します。

10月27日 小坂高校 小坂高校 無料 【小坂高校HP】www.kosaka-h.jp
小坂高校
0186-29-3065

秋田県 小坂町 ① 我が町のアーティスト展 絵や書、写真などを中心に展示し、見て体験できる機会にします。 11月20日～27日 小坂町立図書館 小坂町教育委員会 無料
【小坂町ＨＰ】
https://www.town.kosaka.akita.jp/

小坂町教育委員会学習振興班
0186-29-2069

秋田県 五城目町 ① 「さまざま展示会 in ごじょうめ」
放送大学秋田学習センター公認サークルの活動報告や成果物の展示
に合わせ、最終日には公開講演会を開催します。

10月23日～27日 五城館 放送大学秋田学習センター 無料
放送大学秋田学習センター
018-831-1997

秋田県 仙北市 ①② 三省まつり
学習発表会「三省まつり」です。中川地域運営隊との共催で，地域住民
の発表演目もあります。また，学校と地域住民が融合した三世代交流
レクレーション(グラウンドゴルフ)も実施します。

9月22日 中川小学校
中川小学校
中川地域運営隊

無料
【中川小学校HP】
https://www.city.semboku.akita.jp/sc_n
akasyo/

中川小学校
0187-53-2286

秋田県 仙北市 ② マラソン大会
各学年の男女別でマラソン大会を開催します。持久力向上のためのト
レーニングをした成果を競います。

10月2日 生保内小学校グラウンド 生保内小学校 無料
生保内小学校
0187-43-0243

秋田県 仙北市 ②③ 合唱コンクール
学級対抗の形式で、各学年各学級が課題曲・自由曲の発表を行いま
す。

10月4日
大仙市中仙市民会館ドンパ
ル

角館中学校 無料
【角館中HP】
http://city.semboku.akita.jp/sc_kakucy

秋田県 仙北市 ②③④ すずかけ祭（学校祭）
地域の方々に角館中学校生徒の日常の取組とその成果を発信するこ
とを目的に生徒会が主催します。学年発表や各教科作品展の他，地域
のお年寄り招待や子ども達との交流，各種イベントを通して楽しんでい

10月6日 角館中学校 角館中学校 無料
【角館中HP】
http://city.semboku.akita.jp/sc_kakucy
u

秋田県 仙北市 ② 学校公開
せんぼく校祭に向けた取組を中心に、児童生徒の日常の取組の様子を
公開します。

10月7日～13日 大曲支援学校せんぼく校 大曲支援学校せんぼく校 無料
大曲支援学校せんぼく校
0187-42-8568

秋田県 仙北市 ② 清流祭
桧木内中生全員がバザーやステージ発表を通して地域の方々と交流を
深めます。

10月13日 桧木内中学校 桧木内中学校 無料
【桧木内中学校HP】
http://www.city.semboku.akita.jp/sc_hi
nochu/

桧木内中学校
0187-48-2330

秋田県 仙北市 ② せんぼく校祭 児童生徒が、日頃の学習の成果をステージや展示等で発表します。 10月13日 大曲支援学校せんぼく校 大曲支援学校せんぼく校 無料
大曲支援学校せんぼく校
0187-42-8568

秋田県 仙北市 ①②
第15回仙北市産業祭
西明寺小学校・長ネギ即売

仙北市神代地区で開催される産業祭に６年生が参加し、地域の農家の
方から指導していただきながら育てた長ネギを、会場で販売します。

10月下旬
神代市民体育館・駐車場・武
道館

仙北市産業祭実行委員会
西明寺小学校

【仙北市HP】
https://www.city.semboku.akita.jp/inde
x.php

仙北市役所農業振興課
0187-43-2206
西明寺小学校0187-47-2233

秋田県 仙北市 ② 秋の角館おもてなし隊
全校児童生徒が、秋の紅葉を見にいらした観光客の方に、お茶やお菓
子によるおもてなしをします。太鼓演奏や、角館の歴史等を説明する活
動、作業学習製品の販売にも取り組みます。

10月29日～31日 武家屋敷通り周辺 大曲支援学校せんぼく校
大曲支援学校せんぼく校
0187-42-8568

秋田県 仙北市 ②③ 全校スケッチ会
角館の観光名所である武家屋敷通りや桧木内川堤を中心に，学年ごと
にスケッチ大会を行います。

10月30日 角館武家屋敷・桧木内堤 角館中学校 無料
【角館中HP】
http://city.semboku.akita.jp/sc_kakucy

秋田県 仙北市 ② なべっこ
校庭でみんなで鍋料理を作り交流します。地域の皆さんにも呼びかけ
ます。

11月1日 桧木内中学校 桧木内中学校 無料
【桧木内中学校HP】
http://www.city.semboku.akita.jp/sc_hi
nochu/

桧木内中学校
0187-48-2330

秋田県 仙北市 ② 茶房さくらや 中学部生徒が、お茶とお菓子で観光客や地域の方をもてなします。
11月8,
11,12日

秋田内陸線角館駅待合室 大曲支援学校せんぼく校 無料
大曲支援学校せんぼく校
0187-42-8568

秋田県 大仙市 ①③ 土器に生ける　秋の草花展 埋蔵文化財センター所蔵の土器に生けた秋の草花を展示します。 9月26日～10月2日
農業科学館
ホワイエ

農業科学館 無料
【農業科学館HP】
https://www.obako.or.jp/sun-agrin/

農業科学館　学芸班
0187-68-2300

埋蔵文化財セン
ターとの共催

秋田県 大仙市 ①③ バラフェスタ”秋を彩る” 当館バラ園において、秋に咲くバラ約１５０種類を紹介します。 9月28日～10月14日
農業科学館
バラ園

農業科学館 無料
【農業科学館HP】
https://www.obako.or.jp/sun-agrin/

農業科学館　学芸班
0187-68-2300

秋田県 大仙市 ①② PTAあいさつ運動
保護者、公民館、地区防犯協会などの地域の皆様及び児童会運営委
員の子どもたちが玄関前に立ち、登校してくる子どもたちとお互いにあ
いさつを交わす活動を月に２回行います。

10月日,16日,
11月1,15日

四ツ屋小学校 四ツ屋小学校ＰＴＡ 無料
【四ツ屋小学校HP】
http://www.edu.city.daisen.akita.jp/~om
-yotusyo/

四ツ屋小学校
0187-66-1513

秋田県 大仙市 ② マラソン・なべっこ会
業間タイムの体力つくりのまとめとして、マラソン大会を行います。保育
園児を招待してなべっこ会を縦割りグループで行います。

10月3日 東大曲小学校 東大曲小学校 無料
東大曲小学校
0187-63-1020

秋田県 大仙市 ① 払田柵跡金曜講座第3回
一般県民を対象に史跡払田柵跡を題材に考古学や歴史学について学
び、埋蔵文化財に興味関心を持つ場とする。

10月4日
県埋蔵文化財センター第1研
修室

県埋蔵文化財センター 無料
【埋蔵文化財センターHP】
http://www.pref.akita.jp/hotta/

秋田県埋蔵文化財センター
0187-69-3331

秋田県 大仙市 ①②③
秋田県特別支援学校文化祭「スマイ
ル・ステージ2019」

秋田県内の全特別支援学校の児童生徒が集まり、ステージ発表を行っ
たり、鑑賞したりします。

10月4日 大曲市民会館
県特別支援学校文化連盟、県教育委
員会

無料
聴覚支援学校（事務局）
018-889-8572

秋田県 大仙市 ①③ 秋の感謝祭 様々な体験や実演、出店など楽しく盛りだくさんなお祭りを開催します。 10月5日 農業科学館 農業科学館
【農業科学館HP】
https://www.obako.or.jp/sun-agrin/

農業科学館　学芸班
0187-68-2300

秋田県 大仙市 ② 太中祭
生徒会主体の学校祭を開催します。日頃の諸活動の成果（キャリア学
習の成果・大槌交流活動の報告と成果・地域の伝統文化の披露）等を
地域に発表します。

10月6日 太田中学校 太田中学校 無料
太田中学校
0187-88-2211
ot-otatyu@edu.city.daisen.akita.jp

太田地域全戸に
案内

秋田県 大仙市 ② 協中祭
日常の学習の成果や地域への感謝の気持ちを表す学校祭です。3年生
が8月25日にまほろば唐松能楽殿で能鑑賞を行い、その鑑賞レポートを
作成・展示します。来場案内を保護者、地域にお知らせしています。

10月6日 協和中学校 協和中学校 無料
【協和中学校HP】
http://www.edu.city.daisen.akita.jp/~ky
-kyoutyu/

協和中学校
018-892-3025

秋田県 大仙市 ② 立志祭（学校祭）
保護者、地域の方々、お年寄りの方々を招待して学校祭を行います。
全校合唱「大いなる秋田」、「ニューソーラン」などを披露します。

10月6日 西仙北中学校 西仙北中学校 無料
【西仙北中学校HP】
http://www.edu.city.daisen.akita.jp/~ns
-nishisenbokutyu1/

西仙北中学校
0187-75-1108

秋田県 大仙市 ② 南中祭 体育館でのステージ発表や、日頃の学習成果の展示等を行います。 10月6日 大曲南中学校 大曲南中学校 無料
大曲南中学校
0187-65-2001

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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秋田県 大仙市 ② 秋桜祭
学校祭を開催します。学年発表や劇など、生徒の日頃の活動の成果を
一般に公開します。

10月6日 中仙中学校 中仙中学校生徒会 無料
【中仙中学校HP】
http://www.edu.city.daisen.akita.jp/~ns
-nakasentyu/

中仙中学校
0187-56-2328

秋田県 大仙市 ①
サン・アグリンゼミナール
そば打ち体験

講師の指導によるそば打ち体験を行います。
10月11月
第一日曜日

農業科学館
やすらぎホール

農業科学館
【農業科学館HP】
https://www.obako.or.jp/sun-agrin/

農業科学館　学芸班
0187-68-2300

※事前申込必要

秋田県 大仙市 ② クロスカントリー大会・なべっこ会
春から培ってきた体力作りの成果を発揮したり、縦割りの活動を通し
て、協力する事の大切さを学びます。

10月9日 四ツ屋小学校 四ツ屋小学校 無料
【四ツ屋小学校HP】
http://www.edu.city.daisen.akita.jp/~om
-yotusyo/

四ツ屋小学校
0187-66-1513

秋田県 大仙市 ① アニマルアート秋田2019秋展 動物のアート作品の発表で、動物の魅力と絵を描く楽しさを伝えます。 10月9～27日
農業科学館
ホワイエ

農業科学館 無料
【農業科学館HP】
https://www.obako.or.jp/sun-agrin/

農業科学館　学芸班
0187-68-2300

公募企画展
展示団体は
アニマルアート秋

秋田県 大仙市 ①
秋季
さつき盆栽展

さつき盆栽の魅力や樹形に個性を求めたさつき盆栽を紹介します。 10月11～13日
農業科学館
展示通路

農業科学館 無料
【農業科学館HP】
https://www.obako.or.jp/sun-agrin/

農業科学館　学芸班
0187-68-2300

公募企画展
展示団体は
秋田愛蘭会

秋田県 大仙市 ① 奥羽太田　　　　ロードレース
今年は第２０回の記念大会で、著名なランナーを招いてのランニング教
室も実施されます。中学生は女子２㎞・男子５㎞のコースに有志のメン
バーがチャレンジします。

10月12日 奥羽山荘(スタート・ゴール） 太田町体育協会
太田公民館
0187-88-1119

　

秋田県 大仙市 ② 平中祭（学校祭）
ステージ発表や展示等を行い、生徒の日頃の活動の成果を一般に公
開します。

10月12日 平和中学校 平和中学校 無料
【平和中学校HP】
http://www.edu.city.daisen.akita.jp/~km
-heityu/

平和中学校
0187-72-2211

秋田県 大仙市 ② 校内合唱祭
学級ごとに合唱曲を披露して、外部及び内部の審査員から審査しても
らいます。

10月12日 平和中学校 平和中学校 無料
【平和中学校HP】
http://www.edu.city.daisen.akita.jp/~km
-heityu/

平和中学校
0187-72-2211

秋田県 大仙市 ①② にじいろ米稲刈り作業
ＪＡ青年部の皆様や地域の営農家の方々の協力を得て、春に植えた稲
の刈り取り作業を、大曲農業高校生徒と共に行います。

10月12日 四ツ屋小学校近接圃場 四ツ屋小学校 無料
【四ツ屋小学校HP】
http://www.edu.city.daisen.akita.jp/~om
-yotusyo/

四ツ屋小学校
0187-66-1513

秋田県 大仙市 ② 豊岡分館祭り
地域の公民館主催のお祭りイベントに全校児童が参加し学習の発表や
バザー等の運営を行います。

10月12日 豊岡公民館 豊岡公民館 無料
豊岡小学校
0187-57-2134

秋田県 大仙市 ①
春蘭
葉変わり縞物展

葉変わり等、変化に富んだ春蘭を紹介します。 10月12～13日
農業科学館
多目的ホール

農業科学館 無料
【農業科学館HP】
https://www.obako.or.jp/sun-agrin/

農業科学館　学芸班
0187-68-2300

公募企画展展示
団体は大仙春蘭
愛好会

秋田県 大仙市 ①② ウエストフェスタ
公民館主催の公民館祭です。児童の作品を展示したり、全校児童の歌
や踊りを発表したりします。

10月13日 大川西根公民館 大川西根公民館 無料
大川西根公民館
0187-68-3531

秋田県 大仙市 ①② 四ツ屋まつり
四ツ屋地区のお祭りです。子どもたちが作成した絵灯籠の地域へのお
披露目、本校器楽部の演奏や地域の方々の様々なステージ発表、各
種屋台の出店等で大いに賑わい、子供たちは地域の方々との交流を

10月13日 四ツ屋公民館 四ツ屋公民館 無料
【四ツ屋小学校HP】
http://www.edu.city.daisen.akita.jp/~om
-yotusyo/

四ツ屋公民館
0187-66-1500

秋田県 大仙市 ② 豊川分館祭り
地域の公民館主催のイベントに、全校生徒の作品を展示したり、１～３
年生が踊りを発表したりします。

10月13日
中仙公民館
豊川分館

中仙公民館
豊川分館

無料
【豊川小学校HP】
http://www.edu.city.daisen.akita.jp/~ns
-kawasyo/

豊川小学校
0187-57-2324

秋田県 大仙市 ② 大工祭
本校の学校祭で、各文化部の発表や各科実習棟を公開します。例年多
数の来校者でにぎわいます。

10月13日 本校 本校 無料
大曲工業高校
特別活動部
0187-63-4060

秋田県 大仙市 ③ ＷＥＳＴフェスタ 地域の公民館主催の芸能・文化発表へ太鼓演奏の参加 10月13日 大川西根公民館 大仙市 無料
【大仙市HP】
http://www.city.daisen.akita.jp/

大川西根公民館
0187-68-3531

秋田県 大仙市 ① 第１４回大仙市子ども囲碁大会
参加棋士：公益財団法人日本棋院棋士　有村比呂司 八段　他
子ども囲碁大会：中学生以下対象、級･段により４部門、参加費200円
初心者囲碁入門教室：定員30名、参加費無料

10月14日 イオンモール大曲
大仙市子ども囲碁普及指導者会、大
仙市、大仙市教育委員会

大仙市教育委員会生涯学習課
0187-63-1111(内線339）

※会場内多少の
雑音あり

秋田県 大仙市 ② 学校公開② 本校の学習活動の紹介、教育相談等 10月15日～10月20日 大曲支援学校 大曲支援学校 無料
【大曲支援学校HP】
http://www.oomagari-s.akita-

大曲支援学校
omagari-s@akita-pref.ed.jp

秋田県 大仙市 ② あいさつ運動・クリーンアップ
地域の小学校であいさつ運動を行い、その後、道の駅に移動し、クリー
ンアップを行います。

10月18日 中仙小学校 他 中仙中学校 無料
【中仙中学校HP】
http://www.edu.city.daisen.akita.jp/~ns
-nakasentyu/

中仙中学校
0187-56-2328

秋田県 大仙市 ② 修英祭コンサート ６０周年の記念事業として修英祭コンサートを実施 10月19日 体育館 生徒会 無料
【秋田修英高校HP】
http://www.akitashuei.net/

修英高校
0187-63-2622

秋田県 大仙市 ①②
中高生ビブリオバトル地区大会（大
仙）

出場者が本を紹介しあい、観客が一番読みたくなった本を投票で決め
る知的書評合戦です。

10月19日 大曲交流センター 秋田県教育委員会 無料

【「令和元年度中学生及び高校生ビブ
リオバトル地区大会」の開催について 】
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/arch
ive/8652

南教育事務所社会教育班
0182-32-1101

秋田県 大仙市 ①
サン・アグリンゼミナール
季節の寄せ植え２

講師の指導による寄せ植え体験を行います。 10月19日
農業科学館
エントランスプラザ

農業科学館
【農業科学館HP】
https://www.obako.or.jp/sun-agrin/

農業科学館　学芸班
0187-68-2300

※事前申込必要

秋田県 大仙市 ①②③ 大仙市秋の稔りフェア仮装行列
大仙市の地域産業祭「秋の稔りフェア」に本校の全校生徒が各クラス毎
に現代の話題をテーマに仮装し、大仙市大曲の中心街を練り歩きま

10月19日
大曲農業高校から大曲商店
街およびヒカリオ

大仙市大曲農業高校 無料
大仙市役所　0187-63-1111
大曲農業高校　0187-63-2257

秋田県 大仙市 ②④ 大仙市秋の稔りフェア
大仙市の地域産業祭「秋の稔りフェア」に学校紹介のパネル展示や農
産物の販売を行います。

10月19、20日 大曲商工会議所ほか 大仙市経済産業部企業商工課 無料
大仙市役所　0187-63-1111
大曲農業高校　0187-63-2257
大曲工業高校　0187-63-4060

秋田県 大仙市 ① ふるさと民謡めぐり（協和）
民謡愛好者が地域に出向いて民謡に触れる機会を提供する出前民謡
公演です。

10月20日 峰吉川分館 生涯学習課 無料
大仙市教育委員会生涯学習課
0187-63-1111(内線339）

秋田県 大仙市 ② 秋山台祭 学習発表会等 10月20日 大曲支援学校 大曲支援学校 無料
【大曲支援学校HP】
http://www.oomagari-s.akita-

大曲支援学校
omagari-s@akita-pref.ed.jp

秋田県 大仙市 ① 太田地域文化講演会
太田地域出身の著名人の講話や、地域の活性化の方策等に関するお
話を聞くことができる講演会を開催します。

10月21日 太田文化プラザ
大仙市役所　　太田支所地域活性化
推進室

無料
大仙市役所太田支所
0187-88-1111

太田地域全戸に
案内

秋田県 大仙市 ②③ 合唱コンクール
ドンパルを会場に、中仙中学校と豊成中学校の生徒が合同で合唱コン
クールを行います。

10月23日 中仙市民会館ドンパル 中仙中学校、豊成中学校 無料
【中仙中学校HP】
http://www.edu.city.daisen.akita.jp/~ns
-nakasentyu/

中仙中学校　0187-56-2328
豊成中学校　0187-57-2040

秋田県 大仙市 ① ふるさと民謡めぐり（神岡）
民謡愛好者が地域に出向いて民謡に触れる機会を提供する出前民謡
公演です。

10月26日 神岡農村環境改善センター 生涯学習課 無料
大仙市教育委員会生涯学習課
0187-63-1111(内線339）

秋田県 大仙市 ①② 三世代交流「ゆりの木の集い」
地域で活躍されている方のお話を聞いたり、伝承、遊び、ふれあいの活
動をしたりして、家族や地域の方々との交流を深めます。

10月26日 四ツ屋小学校
四ツ屋小学校ＰＴＡ研修部、四ツ屋公
民館

無料
【四ツ屋小学校HP】
http://www.edu.city.daisen.akita.jp/~om
-yotusyo/

四ツ屋小学校
0187-66-1513

秋田県 大仙市 ① どうぶつ楽作（らくつく）まつり
動物の魅力や美しさを絵や写真で紹介し、楽しく絵を作ることを伝えま
す。

10月26～27日
農業科学館
多目的ホール

農業科学館 無料
【農業科学館HP】
https://www.obako.or.jp/sun-agrin/

農業科学館　学芸班
0187-68-2300

公募企画展展示
団体はアニマル
アート秋田

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



532

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

秋田県 大仙市 ① ふるさと民謡めぐり（南外）
民謡愛好者が地域に出向いて民謡に触れる機会を提供する出前民謡
公演です。

10月27日 南外コミュニティーセンター 生涯学習課 無料
大仙市教育委員会生涯学習課
0187-63-1111(内線339）

秋田県 大仙市 ② 南外地域祭
地域の祭りに児童の作品を展示したり、学習の成果を発表したりしま
す。また、学校田で収穫した米を、地域の皆さんに販売します。

10月27日 南外コミュニティーセンター 大仙市役所南外支所、南外公民館 無料
【南外小学校HP】
http://www.edu.city.daisen.akita.jp/~na
-nangaisyo1/

南外小学校　0187-73-1800
na-nangaisyo@edu.city.daisen.akita.jp

秋田県 大仙市 ② 全校音楽劇
全校児童39人の音楽劇。13年目のテーマは「相手を思う気持ちがあれ
ば何でものりこえられる」です。

10月27日 中仙市民会館ドンパル 太田北小学校 無料
太田北小学校
0187-88-2112

秋田県 大仙市 ②③ 第４９回楽器まつり演奏会
特色ある教育活動である全校音楽、全校ミュージカルの学習成果を広
く公開し、音楽の楽しさを伝えます。

10月27日 大曲市民会館 大川西根小学校 無料
大川西根小学校
0187-68-3030

秋田県 大仙市 ①
大仙市菊花同好会
第37回菊花展

大ギク・福助ギクなど、秋の菊の花の美しさを紹介します。 10月30日～11月6日
農業科学館ホワイエ
展示通路

農業科学館 無料
【農業科学館HP】
https://www.obako.or.jp/sun-agrin/

農業科学館　学芸班
0187-68-2300

公募企画展展示
団体は大仙菊花
同好会

秋田県 大仙市 ① 払田柵跡金曜講座第4回
一般県民を対象に史跡払田柵跡を題材に考古学や歴史学について学
び、埋蔵文化財に興味関心を持つ場とする。

11月1日
県埋蔵文化財センター
第1研修室

県埋蔵文化財センター 無料
【埋蔵文化財センターHP】
http://www.pref.akita.jp/hotta/

秋田県埋蔵文化財センター
0187-69-3331

秋田県 大仙市 ① ふるさと民謡めぐり（中仙）
民謡愛好者が地域に出向いて民謡に触れる機会を提供する出前民謡
公演です。

11月2日 中仙市民会館ドンパル 生涯学習課 無料
大仙市教育委員会
生涯学習課
0187-63-1111(内線339）

秋田県 大仙市 ② 学習発表会 日頃の学習の成果を保護者・地域の方に披露します。 11月2日 南外小学校 南外小学校 無料
【南外小学校HP】
http://www.edu.city.daisen.akita.jp/~na
-nangaisyo1/

南外小学校
0187-73-1800
na-nangaisyo@edu.city.daisen.akita.jp

秋田県 大仙市 ② 吹奏楽部定期演奏会
保護者、地域の方々を招待して、吹奏楽部による定期演奏会を実施し
ます。

11月2日 西仙北中学校 西仙北中学校吹奏楽部 無料
【西仙北中学校HP】
http://www.edu.city.daisen.akita.jp/~ns
-nishisenbokutyu1/

西仙北中学校
0187-75-1108

秋田県 大仙市 ② 大曲仙北小中学校音楽祭
大曲仙北の小学校、中学校の任意の団体が、合唱や合奏を披露した
り、また、その鑑賞をしたりします。

11月6日 大仙市大曲市民会館 大曲仙北音楽研究会 無料
大曲仙北音楽研究会事務局
美郷中学校0187－84－2020

秋田県 大仙市 ① ふるさと民謡めぐり（仙北）
民謡愛好者が地域に出向いて民謡に触れる機会を提供する出前民謡
公演です。

11月7日 仙北ふれあい文化センター 生涯学習課 無料
大仙市教育委員会
生涯学習課
0187-63-1111(内線339）

秋田県 大仙市 ② 祖父母参観日
歌手の藤原美幸さんをお迎えして民謡教室を開催し、児童と祖父母の
交流を図ります。

11月8日 豊川小学校 豊川小学校 無料
【豊川小学校HP】
http://www.edu.city.daisen.akita.jp/~ns
-kawasyo/

豊川小学校
0187-57-2324

秋田県 大仙市 ② みんなの登校日 一日フリーの授業参観日です。すべての授業を公開します。 11月9日 豊川小学校 豊川小学校 無料
【豊川小学校HP】
http://www.edu.city.daisen.akita.jp/~ns
-kawasyo/

豊川小学校
0187-57-2324

秋田県 大仙市 ①
県立大学連携ゼミナール
ダリア育成講座

県立大学より講師を招き、ダリア栽培の仕方を学びます。 11月9日 農業科学館花壇広場 農業科学館 無料
【農業科学館HP】
https://www.obako.or.jp/sun-agrin/

農業科学館　学芸班
0187-68-2300

※事前申込必要

秋田県 大仙市 ①②③ 大仙市音楽祭2019
市内で活動している音楽団体や個人、ジャズバンド「横浜音泉倶楽部」
の協力のもと、「まちづくり」「ひとづくり」「きずなづくり」をコンセプトに、
多世代が集う市民参加型の音楽祭を開催します。

11月9～10日,
12月8日

大曲市民会館 大曲市民会館
【大仙市HP】
http://www.city.daisen.akita.jp/

大曲市民会館
0187-63-8766

秋田県 大仙市 ① ステンドグラス展 ガラスの色や風合いの美しさを紹介します。 11月9～10日
農業科学館
ホワイエ

農業科学館 無料
【農業科学館HP】
https://www.obako.or.jp/sun-agrin/

農業科学館　学芸班
0187-68-2300

公募企画展展示
団体はステンドグ
ラスを楽しむ会

秋田県 大仙市 ② 生活科フェスティバル
4つの保育園年長さんを招待して、1・2年生が生活科フェスティバルを行
います。

11月中旬 東大曲小学校 東大曲小学校 無料
東大曲小学校
0187-63-1020

秋田県 大仙市 ① 読み聞かせ 市の図書ボランティアによる15分間の読み聞かせを行います。 11月中旬 東大曲小学校 東大曲小学校 無料
東大曲小学校
0187-63-1020

秋田県 大仙市 ①③ 第29回パイプオルガンコンサート
地域移住民や広く一般に、パイプオルガン演奏の鑑賞機会を提供する
とともに、音楽文化への理解を図ります。

11月17日 大川西根小学校 大川西根小学校 無料
大川西根小学校
0187-68-3030

秋田県 大仙市 ① ふるさと民謡めぐり（太田）
民謡愛好者が地域に出向いて民謡に触れる機会を提供する出前民謡
公演です。

11月20日 太田文化プラザ 生涯学習課 無料
大仙市教育委員会生涯学習課
0187-63-1111(内線339）

秋田県 大仙市 ② お米販売
5年生の米作り学習の一環として、イオンモール大曲で、収穫したお米
の販売体験をします。

11月21日 協和小学校 協和小学校 無料
【協和小学校HP】
http://www.edu.city.daisen.akita.jp/~ky
-kyouwasyo/

協和小学校
018-881-6868

秋田県 大仙市 ①
サン/アグリンゼミナール
郷土食講座

講師の指導による郷土食づくり体験を行います。 11月24日 農業科学館やすらぎホール 農業科学館
【農業科学館HP】
https://www.obako.or.jp/sun-agrin/

農業科学館　学芸班
0187-68-2300

※事前申込必要

秋田県 大仙市 ② 収穫感謝祭
児童の家族やお世話になった皆さんをお招きし、学校田で収穫した米
をお餅などにしていただくことを通して、収穫の喜びや感謝の気持ちを

11月26日 太田東小学校 太田東小学校 無料
太田東小学校
0187-89-1212

秋田県 にかほ市 ②③ 市ＰＴＡ講演会
冒険家阿部雅龍氏から「人生を選択して生きる～冒険家という生き方」
と題して講演していただきます。

10月2日 金浦小学校 金浦小学校 無料
【金浦小ＨＰ】
http://www.edu.city.nikaho.akita.jp/~ko
noura-e/

金浦小学校教頭
0184-38-2055
kinsho@city.nikaho.lg.jp

要事前申込み

秋田県 にかほ市 ② マラソン大会 学年ごとに設定されたマラソンコースを走ります。 10月4日 象潟小学校 象潟小学校 無料
【象潟小ＨＰ】
https://www.fureai-cloud.jp/nikaho-
kisakata-e

象潟小学校
0184-43-2334

秋田県 にかほ市 ② 合唱披露 本校３年生が，市内２校の小学校を訪問し，合唱を披露します。 10月4日
平沢小学校
院内小学校

仁賀保中学校 無料
【仁賀保中ＨＰ】 http://www.furei-
cloud.jp/nikaho-nikaho-j

仁賀保中学校
0184-36-2121

秋田県 にかほ市
①②
③④

仁高祭
午前１０時から午後２時まで一般公開します。
ステージ発表・模擬店などを行います。

10月5日 にかほっと 仁賀保高校
仁賀保高校
0184-43-4791

秋田県 にかほ市 ②③ 第56回定期演奏会 吹奏楽部の日頃の練習の成果を地域の方々に鑑賞していただきます。 10月6日 象潟中学校 象潟中学校吹奏楽部 無料
【象潟中HP】
http://www.edu.city.nikaho.akita.jp/~kis
akata-j/

象潟中学校
0184-43-2009
kisachu@city.nikaho.lg.jp

秋田県 にかほ市 ② マラソン大会
学校周辺をマラソンコースとして走ります。体育学習の成果を地域住民
に見ていただきます。

10月8日 金浦小学校 金浦小学校 無料
【金浦小ＨＰ】
http://www.edu.city.nikaho.akita.jp/~ko
noura-e/

金浦小学校教頭
0184-38-2055
kinsho@city.nikaho.lg.jp

秋田県 にかほ市 ② 市公開研究会
日頃の学習活動の成果を，広く市内の小・中学校に向けて公開するも
のです。

10月17日 仁賀保中学校 にかほ市教育委員会 無料
【にかほ市ＨＰ】
http://www.city.nikaho.akita.jp

にかほ市教育委員会学校教育課
0184-38-2266

秋田県 にかほ市 ②③ 芸術鑑賞会 秋田県住みます芸人　きり亭たん方の落語を鑑賞します。 10月17日 仁賀保高校 仁賀保高校 無料
仁賀保高校
0184-43-4791

秋田県 にかほ市 ②
みんなの登校日
浜っ子学習発表会

保護者をはじめ広く地域の方々から学校を訪問していただき，全校児
童による学習発表会を参観していただきます。

10月26日 金浦小学校 金浦小学校 無料
【金浦小ＨＰ】
http://www.edu.city.nikaho.akita.jp/~ko
noura-e/

金浦小学校教頭
0184-38-2055
kinsho@city.nikaho.lg.jp

秋田県 にかほ市 ①② にかほ市教育講演会
武蔵野大学中学校・高校学校長日野田直樹氏より、グローバル教育に
ついて講演いただきます。

10月27日 仁賀保勤労青少年ホーム にかほ市 無料
【にかほ市ＨＰ】
http://www.city.nikaho.akita.jp

にかほ市教育委員会
教育総務課0184-38-2259

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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秋田県 にかほ市 ①②③
文化芸術による子ども育成総合事業
（バレエシャンブルウエスト）

バレエシャンブルウエストによる「くるみ割り人形」を鑑賞することを通し
て、本物の舞台芸術に触れ、芸術を愛する心を育て、豊かな情操を養う
ことを目的として実施します。

10月29日 平沢小学校 文化庁 無料
【平沢小ＨＰ】 http://www.furei-
cloud.jp/nikaho-hirasawa-e

平沢小学校
0184-35-2406

秋田県 にかほ市 ①②③ 学習発表会・郷土芸能鑑賞会
午前中は，各学年の学習やクラブ活動の成果を発表し合う学習発表会
を行います。午後は，地域の伝統芸能を継承している団体を招いて鑑
賞します。

11月2日 象潟小学校 象潟小学校 無料
【象潟小ＨＰ】
https://www.fureai-cloud.jp/nikaho-
kisakata-e

象潟小学校
0184-43-2334

秋田県 にかほ市 ①②③ にかほ市民文化祭
市民の日頃の文化芸術に関する創作活動成果を発表し、また、文化芸
術に親しみ、鑑賞する機会を広く市民に提供することにより、さらなる充
実と活性化を図ることを目的とします。

11月2～4日 市内公民館、他 にかほ市 無料
【にかほ市ＨＰ】
http://www.city.nikaho.akita.jp

にかほ市教育委員会
生涯学習課　0184-38-2171

秋田県 にかほ市 ② 平小まつり
たてわり班でみんなが楽しめるステーションを協力して作る活動や１２
箇所程度のステーションラリーを通して，団結を深めたり，異学年間の
交流を深めたりする様子を一般に公開します。

11月7日 平沢小学校 平沢小学校 無料
【平沢小ＨＰ】 http://www.furei-
cloud.jp/nikaho-hirasawa-e

平沢小学校
0184-35-2406

秋田県 にかほ市 ② 創立60周年記念式典
学校創立60周年を記念し，来賓を招いての記念式典を行う。その際，
本校卒業生から講演をしていただきます。

11月9日 仁賀保中学校 仁賀保中学校 無料
【仁賀保中ＨＰ】 http://www.furei-
cloud.jp/nikaho-nikaho-j

仁賀保中学校
0184-36-2121

秋田県 能代市 ① 能代市公民館祭
自主学習グループが学習の成果を発表、交流するほか、地区の小学
校の児童の作品を展示します。

10月4日～7日 中央公民館 中央公民館 無料
【能代市中央公民館HP】
http://www.shirakami.or.jp/~noshirobun
ka/kouminkan/k-project.html

能代市中央公民館
0185-54-8141

秋田県 能代市 ① マナブゥ市
子どもと地域の方々とが「学び」を通して触れあえる「学びの縁日」で、
楽しみながらいろいろな学習活動ができます。

10月5日 中央公民館 生涯学習・スポーツ振興課 無料
能代市教育委員会
生涯学習・スポーツ振興課
生涯学習係　0185-73-5285

秋田県 能代市 ② 学校祭（西高祭） 日頃の学習の成果を地域に公開し、地域社会との連携を図ります。 10月5日 能代西高校 能代西高校 無料
【能代西高校HP】
http://www.noshironishi-h.akita-
pref.ed.jp/

能代西高校
0185-52-3218

秋田県 能代市 ②③ 生徒会の日
生徒会企画によるイベントと地域貢献活動を行い、互いを認め合い尊
重し合う集団の育成を目指す。

10月9日 能代東中学校 能代東中学校 無料
【東中学校HP】
http://www.shirakami.or.jp/~higashi1/

能代市立東中学校
0185-58-3050

秋田県 能代市 ② 誰でも参観日
保護者や祖父母、地域の方々が自由に参観できる日です。校舎や校
地もゆっくりご覧いただけます。

10月10日 浅内小学校校舎・校地 浅内小学校 無料
【浅内小学校HP】
http://www.shirakami.or.jp/~asasho1/

能代市立浅内小学校
0185-52-4715

秋田県 能代市 ②③ 能代支援学校ミュージカル
高等部生全員によるミュージカルです。今年は「新説死神～命の証し
～」を公演します。

10月11日 能代市文化会館 能代支援学校高等部 無料
【能代支援学校HP】
http://www.noshiro-s.akita-pref.ed.jp/

能代支援学校
0185-55-0691

秋田県 能代市 ① 二ツ井地区文化祭
自主学習グループが学習の成果を発表、交流するほか、地区の小学
校児童の作品展示やクラブ活動の成果を発表します。

10月12、25～27日 二ツ井公民館他 二ツ井公民館 無料
能代市二ツ井公民館
0185-73-2590

秋田県 能代市 ② 学習発表会
日頃の学習の成果を学年や全校の発表によって、保護者や地域の皆
様に披露します。

10月13日 二ツ井小学校体育館 二ツ井小学校 無料
【二ツ井小学校HP】
http://www.shirakami.or.jp/~futashou/

能代市立二ツ井小学校
0185-73-2341

秋田県 能代市 ① 檜山地区文化祭
自主学習グループが学習の成果を発表、交流するほか、地区の小学
校児童の作品を展示します。

10月中旬（予定) 檜山崇徳館 檜山公民館 無料
能代市檜山公民館
0185-58-3101

秋田県 能代市 ① 常盤地区文化祭
自主学習グループが学習の成果を発表、交流するほか、地区の小・中
学校や保育園の児童・生徒・園児の作品を展示します。

10月中旬（予定) 常盤の里交流センター 常盤小学校地域連携施設 無料
能代市常盤小学校地域連携施設
0185-59-2111

秋田県 能代市 ③ 能代市民芸術文化祭
市内の文化芸術団体が、展示や舞台と日頃の取り組みの成果を発表
します。

10月中旬（予定) 能代市文化会館 能代市芸術文化協会
【能代市文化会館HP】
http://www.shirakami.or.jp/~noshirobun
ka/bunka/index.html

能代市文化会館
0185-54-8141

秋田県 能代市 ② 文化芸術による子供の育成事業 プロの音楽家の演奏を聴いたりする。 10月16,17日 能代第二中学校 県生涯学習課 無料
【能代第二中学校HP】
https://noshirodaini.wordpress.com/

能代市立能代第二中学校
0185-52-5138

秋田県 能代市 ② 防犯弁論大会 能代市の中学生各校代表が集まり弁論大会を行う。 10月18日 能代東中学校体育館 能代市 無料
【東中学校HP】
http://www.shirakami.or.jp/~higashi1/

能代市立東中学校
0185-58-3050

秋田県 能代市 ① きみまちの里フェスティバル
きみまちマラソンのマラソン教室に参加したり，会場でボランティア活動
をしたりする

10月19日 二ツ井総合体育館
きみまちの里フェスティバル実行委員
会

無料
能代市立二ツ井中学校
0185-73-2711

秋田県 能代市 ①②
中学生ビブリオバトル地区大会（能
代）

出場者が本を紹介しあい、観客が一番読みたくなった本を投票で決め
る知的書評合戦です。

10月19日 能代市立能代図書館 秋田県教育委員会 無料

【「令和元年度中学生及び高校生ビブ
リオバトル地区大会」の開催について 】
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/arch
ive/8652

北教育事務所
0186-62-1217

秋田県 能代市 ①②
高校生ビブリオバトル地区大会（能
代）

出場者が本を紹介しあい、観客が一番読みたくなった本を投票で決め
る知的書評合戦です。

10月19日 能代市立能代図書館 秋田県教育委員会 無料

【「令和元年度中学生及び高校生ビブ
リオバトル地区大会」の開催について 】
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/arch
ive/8652

北教育事務所
0186-62-1217

秋田県 能代市 ① 南部公民館文化祭
自主学習グループが学習の成果を発表、交流するほか、地区の中学
校や保育園の生徒・園児の作品を展示します。

10月19日～20日 南部公民館 南部公民館 無料
能代市南部公民館
0185-89-2234

秋田県 能代市 ① 東雲地区文化祭
自主学習グループが学習の成果を発表、交流するほか、地区の小・中
学校や保育園の児童・生徒・園児の作品を展示します。

10月19日～20日 向能代公民館 向能代公民館 無料
能代市向能代公民館
0185-52-3618

秋田県 能代市 ①② 学習発表会
保護者や祖父母，地域の方々に学習の成果を披露すると共に，ふるさ
とを大切にし，受け継いで行こうとする心を育てる。

10月20日 渟城南小学校 渟城南小学校 無料
【渟城南小学校HP】
http://www.shirakami.or.jp/~minasho1/

能代市立渟城南小学校
0185-52-5329

秋田県 能代市 ① 東部公民館文化祭
自主学習グループが学習の成果を発表、交流するほか、地区の小・中
学校や保育園の児童・生徒・園児の作品を展示します。

10月26日～27日 東部公民館 東部公民館 無料
能代市東部公民館
0185-58-3100

秋田県 能代市 ② 第55回二高祭
学習活動や部活動・生徒会活動の成果を発表します。巨大モザイク
アート、クラスデコ・クラスパフォーマンス、全校パフォーマンスを予定し

10月27日 二ツ井高校 二ツ井高校 無料
【二ツ井高校ＨＰ】
http://www.futatsui-h.akita-pref.ed.jp/

二ツ井高校
0185-73-3511

秋田県 能代市 ③ 芸術鑑賞教室 豊かな心と感性を育むことをねらいとし、優れた芸術を鑑賞する。 10月29日 能代市文化会館 能代市教育委員会 無料
【東中学校HP】
http://www.shirakami.or.jp/~higashi1/

能代市立東中学校
0185-58-3050

秋田県 能代市 ③ 能代市所蔵絵画展
本市出身、または本市ゆかりの画家の作品を中心に展示する絵画展で
す。

10月29日～11月3日 能代市二ツ井庁舎　大会議室 能代市教育委員会 無料
能代市教育委員会
生涯学習・スポーツ振興課
公民館文化係　0185-73-5285

秋田県 能代市 ② 高校説明会 中学３年生が卒業後の進路について考える機会とする。 10月30日 能代東中学校 能代東中学校 無料
【東中学校HP】
http://www.shirakami.or.jp/~higashi1/

能代市立東中学校
0185-58-3050

秋田県 能代市 ② ねぎの収穫体験
春先に植え付けたねぎを収穫します。ＪＡ白神の協力を得て製品化し、
学習発表会の後に販売します。

11月上旬 浅内小学校農園 浅内小学校 無料
【浅内小学校HP】
http://www.shirakami.or.jp/~asasho1/

能代市立浅内小学校
0185-52-4715

秋田県 能代市 ①② 同窓会講演会
同窓会主催の講演会を聞き、卒業生の活躍を通じて自分の将来の生き
方や生活を考える機会にします。

11月1日 東雲中学校 東雲中学校同窓会 無料
能代市立東雲中学校
0185-52-5119

秋田県 能代市 ② 全校総合発表会 各学年ごとに，総合的な学習の時間に学んだことを発表します。 11月2日 能代二中体育館 能代第二中学校 無料
【能代第二中学校HP】
https://noshirodaini.wordpress.com/

能代市立能代第二中学校
0185-52-5138

秋田県 能代市 ② 音翔会 伝統の合唱や音楽に関する発表を地域の方々に見ていただきます。 11月2日 能代南中学校 能代南中学校 無料
【能代南中学校HP】
http://www.shirakami.or.jp/~minamij1/

能代市立能代南中学校
0185-52－6452

秋田県 能代市 ② 五十周年記念式典
五十周年という大きな節目を迎え，同窓生や地域の方と共に，二ツ井
中学校のこれまでの歩みを振り返る。

11月2日 二ツ井中学校
二ツ井中学校五十周年記念式典実行
委員会

無料
能代市立二ツ井中学校
0185-73-2711

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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秋田県 能代市 ②③ 吹奏楽部第７回定期演奏会
県北地区では金賞の常連となった本校吹奏楽部の、恒例となった定期
演奏会です。

11月2日 能代市文化会館 能代西高校
【能代西高校HP】
http://www.noshironishi-h.akita-
pref.ed.jp/

能代西高校
0185-52-3218

秋田県 能代市 ③ 鶴形そばまつり 地域の一員である中学生を、地域イベントに積極的に参加させる。 11月3日 鶴形地区 鶴形まちづくり協議会 無料
【東中学校HP】
http://www.shirakami.or.jp/~higashi1/

能代市立東中学校
0185-58-3050

秋田県 能代市
①②
③④

白神プロジェクト招聘講座 世界自然遺産白神山地に関わる講演があります。 11月8日 二ツ井高校 二ツ井高校 無料
【二ツ井高校ＨＰ】
http://www.futatsui-h.akita-pref.ed.jp/

二ツ井高校
0185-73-3511

秋田県 能代市 ② 学習発表会
各学年の発表、全校合唱を行います。児童一人一人の作品展示もあり
ます。

11月9日 第五小学校体育館 第五小学校 無料
【第五小学校HP】
http://www.shirakami.or.jp/~goshou01/

能代市立第五小学校
0185-58-2178

　

秋田県 能代市 ③ 子ども民俗芸能発表会 地域に伝承されてきた民俗芸能に励む小中学生の芸能発表会です。 11月9日 二ツ井伝承ホール 能代市教育委員会 無料
能代市教育委員会
生涯学習・スポーツ振興課
公民館文化係　0185-73-5285

秋田県 能代市 ②
学習発表会
誰でも参観日

保護者や祖父母、地域の皆様を招き、学習の成果を披露します。誰で
も参観日にもなっています。

11月10日 浅内小学校体育館 浅内小学校 無料
【浅内小学校HP】
http://www.shirakami.or.jp/~asasho1/

能代市立浅内小学校
0185-52-4715

秋田県 能代市 ②③ 総合的な学習発表会
総合的な学習の時間に学び身に付けたこと、感じたことなどをそれぞれ
発表する。

11月12日 能代東中学校 能代東中学校 無料
【東中学校HP】
http://www.shirakami.or.jp/~higashi1/

能代市立東中学校
0185-58-3050

秋田県 能代市 ①② 学校運営協議員会
第五小・能代東中学校学校運営協議員が一堂に会し、授業や生徒の
様子を見て意見・情報交換することにより、学区全体で子どもを育む意

11月14日 能代東中学校 能代東中学校 無料
【東中学校HP】
http://www.shirakami.or.jp/~higashi1/

能代市立東中学校
0185-58-3050

秋田県 能代市 ① 鶴形地区文化祭
自主学習グループが学習の成果を発表、交流するほか、地区の小学
校の児童の作品を展示します。

11月中旬（予定） 鶴形公民館 鶴形公民館 無料
能代市鶴形公民館
0185-58-3211

秋田県 能代市 ①②④ 租税教室
税についての正しい知識を学び、社会の一員としての自覚と責任につ
いて考える。

11月25日 能代東中学校 能代東中学校 無料
【東中学校HP】
http://www.shirakami.or.jp/~higashi1/

能代市立東中学校
0185-58-3050

秋田県 能代市 ② フリー参観日 保護者や地域の方々に1日、自由に参観に来ていただきます。 11月28日 二ツ井小学校 二ツ井小学校 無料
【二ツ井小学校HP】
http://www.shirakami.or.jp/~futashou/

能代市立二ツ井小学校
0185-73-2341

秋田県 能代市 ①②④ 薬物乱用防止教室
薬物についての知識をもち、その恐ろしさを知ることにより、健全な生活
を送る意識を高める。

11月29日 能代東中学校 能代東中学校 無料
【東中学校HP】
http://www.shirakami.or.jp/~higashi1/

能代市立東中学校
0185-58-3050

秋田県 八郎潟町 ② クラブ発表会 ふるさと先生から指導していただいた成果を発表します。 11月中に３回
八郎潟小
体育館

八郎潟小学校 無料
八郎潟小学校
018-875-2721

秋田県 八郎潟町 ② 学習発表会 保護者や地域の方に学習の成果を発表します。 11月2日
八郎潟小
体育館

八郎潟小学校 無料
八郎潟小学校
018-875-2721

秋田県 八郎潟町 ② 進路講話会
中学校出身の先輩を講師として招き，ＰＴＡで進路についての講話会を
行います。

11月13日 八郎潟中学校 八郎潟中学校 無料
【八郎潟中学校HP】
https://www.town.hachirogata.akita.jp/
hacchu/

八郎潟中学校
018-875-2055

秋田県 八峰町 ②
新たな八森小スタート事業　学習発
表会

開校10周年を祝い，保護者や祖父母，地域の方々とともに学校やふる
さとを愛する心を育てます。

9月29日 八森小学校体育館 八森小学校 無料
【八森小学校HP】
http://www.shirakami.or.jp/~8moriele01

八森小学校
0185-77-2222

秋田県 八峰町 ② 八峰町特産品PR活動 八峰町の特産品を調べ、実際に秋田駅で紹介・販売します。 10月4日 秋田駅ポポロード 八峰中学校
【八峰中学校ＨＰ】
http://www.shirakami.or.jp/~happoujh/i
ndex.html

八峰町立八峰中学校
0185-76-3972

秋田県 八峰町 ② 八峰町んめものまつり
町の催しに参加、出店し起業家教育で学んだ成果として、オリジナル商
品（食品、土産品）を販売します。

10月12日～13日 八峰町道の駅 町観光協会
【八峰中学校ＨＰ】
http://www.shirakami.or.jp/~happoujh/i
ndex.html

八峰町立八峰中学校
0185-76-3972

秋田県 八峰町 ② 学習発表会 各学年が学習した成果を披露する日 10月13日 峰浜小学校 峰浜小学校 無料
峰浜小学校
0185-76-2468

秋田県 東成瀬村 ② みんなの登校日と東中祭
地域の方々に感謝の気持ちを込めて，演示部門では演劇，ダンス，太
鼓，全校吹奏楽などを発表します。また，展示部門ではこれまでの学習
の成果を発表します。(東中祭は10月12日のみ)

10月7日～12日 東成瀬中学校 東成瀬中学校 無料
東成瀬中学校
0182-47-2155

秋田県 東成瀬村 ② 学習発表会
子供たちが学習した成果を体育館ステージで発表する。保護者や地域
の方々が子供たちの発表を見に来る。

10月19日 東成瀬村村民体育館 東成瀬小学校 無料
東成瀬小学校
0182-47-2313

秋田県 東成瀬村 ② ＨＭＹ音楽祭 東成瀬中，皆瀬中，山田中との合同合唱祭です。 10月24日
湯沢市雄勝文化会館（オービ
オン）

東成瀬中学校，皆瀬中学校，山田中
学校

無料
東成瀬中学校　0182-47-2155
皆瀬中学校　0183-46-2003
山田中学校　0183-73-3017

秋田県 東成瀬村 ③ 産業祭
地域住民がつくった農産物や物産を審査し、賞を決め、それを販売する
だけでなく、小学生が書いた習字を展示します。また、模擬店を出店し

10月25日～26日 村民体育館 産業祭実行委員会 無料
東成瀬村役場　農林課
0182-47-3406

秋田県 藤里町 ② 藤小祭
これまでの児童の学習成果を学年ごとに発表し、保護者や地域の方々
に披露します。

10月5日 藤里小学校体育館 藤里小学校 無料
【藤里小学校FB】
https://www.facebook.com/fujisato.syo
ugakkou/

藤里小学校
0185-79-2026

秋田県 藤里町 ② 校内球技大会・なべっこ
学年対抗で球技大会を行い，なべっこで生徒の交流を図ります。参観
は自由です。

10月11日 藤里中学校 藤里中学校 無料
藤里中学校
0185-79-2024

秋田県 藤里町 ② 芸術鑑賞教室
今年度は音楽鑑賞会「ムービングパーカッションアンサンブル」を鑑賞し
ます。

10月17日 藤里小学校体育館 藤里小学校
【藤里小学校FB】
https://www.facebook.com/fujisato.syo
ugakkou/

藤里小学校
0185-79-2026

秋田県 藤里町 ② 白神タイム全校発表会
総合学習の活動内容を全校発表します。小学校６年生やお世話になっ
た方々を招待します。参観希望者は事前にお知らせ下さい。

10月18日 藤里中学校 藤里中学校 無料
藤里中学校
0185-79-2024

秋田県 藤里町 ② 医薬品の健康教室
３年生を対象に，学校薬剤師の方を講師に「医薬品の適切な選択と使
用」について勉強します。参観希望者は事前にご連絡下さい。

11月25日 藤里中学校 藤里中学校 無料
藤里中学校
0185-79-2024

秋田県 美郷町 ②
校内マラソン大会
なべっこ会

地域の方々に校内マラソン大会となべっこ会の様子を参観していただ
き、教育活動へのご理解とご協力をいただく機会とします。

10月2日 千畑小学校 美郷町立千畑小学校 無料
【千畑小学校HP】
http://www.obako.or.jp/matunami/

美郷町立千畑小学校
0187-85-2211

秋田県 美郷町 ②
学校祭
（一心祭）

展示、ステージ発表、バザー等を行い、日常の活動活動の成果を発表
します。

10月6日 美郷中学校 美郷町立美郷中学校 無料
【美郷中学校HP】
http://www.obako.or.jp/misatojh/

美郷町立美郷中学校
0187-84-2020

秋田県 美郷町 ① 美郷町読書フェスタ
読書の楽しさや大切さを認識していただくことをねらいに「紙芝居ライ
ブ」「心に残った本の紹介コンクール」「町内ボランティアによる読み聞か
せ」「雑誌リサイクル市」などを行います。

10月14日 美郷町学友館 美郷町教育委員会 無料
【美郷町ＨＰ】
http://www.town.misato.akita.jp

美郷町学友館
0187-84-4040

秋田県 美郷町 ②
校内駅伝
校内マラソン大会

「走る美郷」、日常の運動成果を発揮し、クラスが団結して襷をつなぎま
す。

10月17日 美郷中学校 美郷町立美郷中学校 無料
【美郷中学校HP】
http://www.obako.or.jp/misatojh/

美郷町立美郷中学校
0187-84-2020

秋田県 美郷町 ① マーチングプレミア交流会
タイ王国マーチング指導者による児童生徒へのマーチングクリニック及
びコンサート（タイ王国マーチング指導者、美郷町立小中学校、一般
マーチングバンド等出演予定）を開催します。

10月19日
10月20日

美郷総合体育館リリオス
秋田県マーチングバンド・バトントワー
リング協会

無料
【美郷町ＨＰ】
http://www.town.misato.akita.jp

美郷町教育委員会
生涯学習課
0187-84-4915

共催：美郷町
後援：美郷町教育
委員会

秋田県 美郷町 ② わくわく遊び
縦割りグループの絆がさらに深まるよう、リーダーが計画した遊びに取
り組みます。

10月25日
11月15日

千畑小学校 美郷町立千畑小学校 無料
【千畑小学校HP】
http://www.obako.or.jp/matunami/

美郷町立千畑小学校
0187-85-2211

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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秋田県 美郷町 ①② 美郷フェスタ
児童生徒作品展や文化展、食育・学校給食展、学校交流音楽祭などを
行います。

10月26日
10月27日

美郷総合体育館リリオス
美郷町公民館

美郷町 無料
【美郷町ＨＰ】
http://www.town.misato.akita.jp

美郷町教育委員会
教育総務課　0187-84-4914
教育推進課　0187-84-1112
生涯学習課　0187-84-4915

秋田県 美郷町 ② 保健集会
保健委員会が主催する児童集会で、規則正しい生活の大切さなどを、
劇やクイズで発表します。

10月31日 千畑小学校 美郷町立千畑小学校 無料
【千畑小学校HP】
http://www.obako.or.jp/matunami/

美郷町立千畑小学校
0187-85-2211

秋田県 美郷町 ①③④
美郷町合併15周年記念事業
特別展「縄文の造形美と棟方志功
展」

町内の遺跡から出土した縄文土器を展示するとともに、東北出身の版
画家・棟方志功の作品を同時展示し、先人の営みと縄文土器の造形
美、芸術に触れることで、東北・美郷の地に息づく文化の継承と新たな
文化の創造につなげます。

11月1日～12月1日 美郷町学友館
美郷町
美郷町教育委員会

【美郷町ＨＰ】
http://www.town.misato.akita.jp

美郷町学友館
0187-84-4040

秋田県 美郷町 ③
自衛隊コンサート（陸上自衛隊東北
方面音楽隊）

住民に優れた音楽に触れる機会を提供し、心豊かで活力ある町づくり
を目指します。

11月10日 美郷町公民館
美郷町教育委員会
生涯学習課

無料
【美郷町ＨＰ】
http://www.town.misato.akita.jp

美郷町教育委員会
生涯学習課
0187-84-4915

秋田県 美郷町 ② 読書集会
図書委員会が主催する児童集会で、全校児童に読書の楽しさを伝えま
す。

11月20日 千畑小学校 美郷町立千畑小学校 無料
【千畑小学校HP】
http://www.obako.or.jp/matunami/

美郷町立千畑小学校
0187-85-2211

秋田県 三種町 ①② 合同避難訓練
日本海での地震発生（震度5強）を想定した一次避難後，津波警報発令
を想定し,より安全な場所への二次避難を行う訓練を実施します。

10月28日
浜口小学校校地、浜田、大口
地区

浜口小学校 無料
浜口小学校
0185-85-2122

秋田県 湯沢市 ② 学習発表会 学習の成果を保護者や地域に向けて発表します。 9月28日 稲庭小学校 稲庭小学校 無料
稲庭小学校
0183-43-2002

秋田県 湯沢市 ② 強歩大会
全校生徒が生徒同士や教職員との親睦を深めるため、ハーフマラソン
（約２０ｋｍ）の距離を歩く。

10月4日 湯沢高校 湯沢高校 無料
湯沢高校　特別活動部
0183-73-1160

秋田県 湯沢市 ①② 雄勝高校を語る会
午前：マラソンランナーの浅利純子氏とジョギング体験と講話を行いま
す

10月4日 雄勝高校 雄勝高校 無料
【雄勝高校HP】http://www.ogachi-
h.akita-pref.ed.jp/

雄勝高校
0183-52-4355

秋田県 湯沢市 ② 学習発表会
学校の日頃の教育活動の成果を地域・保護者等に向けて発表・発信し
ます。

10月5日 湯沢東小学校体育館他 湯沢東小学校 無料
湯沢東小学校
0183-72-5125

秋田県 湯沢市 ② 学習発表会 学習の成果を，保護者や地域の方々に発表します。 10月5日 雄勝小学校 雄勝小学校 無料
雄勝小学校
0183-52-5515

秋田県 湯沢市 ① 10月の月イチ♪コンサート
音楽のまちゆざわ推進協議会では、毎月様々なジャンルのコンサート
を開催しております。10月の月イチ♪コンサートはうどんエキスポの開
催に併せて、湯沢市内の各地で音楽ライブを行います。ぜひご来場くだ

10月5日～6日 湯沢市内各地 音楽のまちゆざわ推進協議会 無料
【湯沢市HP】
http://www.city-yuzawa.jp/

音楽のまちゆざわ推進協議会事務局
0183-73-2163

秋田県 湯沢市 ② みんなの登校日 フリー参観として，学習活動や学校の様子を公開します。 10月8日～11日 稲庭小学校 稲庭小学校 無料
稲庭小学校
0183-43-2002

秋田県 湯沢市 ② マラソン記録会・なべっこ会 マラソン記録会の後，縦割り班でなべっこ会を行います。 10月11日 三梨小学校 三梨小学校 無料
三梨小学校
0183-42-2503

秋田県 湯沢市 ② 学習発表会
これまでの学習の成果を生かした各学年からの発表を、保護者や地域
の方々に観ていただきます。

10月12日 駒形小学校 駒形小学校 無料
湯沢市立駒形小学校
0183-42-2502

秋田県 湯沢市 ②③ 学習発表会 各学年のこれまでの学習成果を保護者、地域の方々に披露します。 10月12日 皆瀬小学校体育館 湯沢市立皆瀬小学校 無料
皆瀬小学校
0183-58-4080

秋田県 湯沢市 ② 合唱祭
学級ごとに課題曲、自由曲の合唱を、保護者や地域の方々に披露しま
す。

10月12日 湯沢北中学校 湯沢北中学校 無料
【由利北中学校HP】
http://yukitajh.blog.fc2.com

湯沢北中学校
0183-72-5127

秋田県 湯沢市 ② 南中祭（学校祭）
生徒が地域や保護者の方々に日頃の感謝の気持ちを行動に移すため
に、自治的、自発的な活動を行います。また、日頃の学習の成果を見
ていただきます。

10月13日 湯沢市立湯沢南中学校 湯沢市立湯沢南中学校 無料
湯沢市立湯沢南中学校
0183-73-5145

秋田県 湯沢市 ② ふれあいフェスティバル
毎日の学習の成果を展示したり、ステージ発表したり、さらに売店を設
けて、保護者や地域の方々に公開し、交流を深めます。

10月13日 湯沢北中学校 湯沢北中学校 無料
【由利北中学校HP】
http://yukitajh.blog.fc2.com

湯沢北中学校
0183-72-5127

秋田県 湯沢市 ①③ 芸術鑑賞
稲川ブロックの小中学生が仙台フィルハーモニーオーケストラの演奏を
鑑賞します。体験指揮とかフィルの演奏で歌を歌ったりします。

10月16日 川連小学校体育館 稲川ブロック 無料
湯沢市立駒形小学校
0183-42-2502

秋田県 湯沢市 ② 稲中祭
演示・展示・ステージ発表等で日頃の学習の成果と，地域への方々へ
の感謝の気持ちを伝えます。

10月19日 稲川中学校 稲川中学校 無料
【稲川中学校HP】
http://www.yutopia.or.jp/~inatyuu/

稲川中学校
0183-42-2160

秋田県 湯沢市 ①②③ 令和元年度 勝高祭
仮装行列や横堀盆踊り等の実施により地域の方たちとの交流を図りま
す

10月19日 雄勝高校 雄勝高校 無料
【雄勝高校HP】http://www.ogachi-
h.akita-pref.ed.jp/

雄勝高校
0183-52-4355

秋田県 湯沢市 ③ 湯沢市文化祭
市内の芸術文化団体が日ごろの活動の成果を発表するイベントです。
展示部門では、会員が丹精こめ制作した作品を展示します。また、芸能
部門では日ごろの練習の成果をこめて発表いたします。

10月19日～20日 湯沢文化会館 湯沢市芸術文化協会 無料
【湯沢市HP】
http://www.city-yuzawa.jp/

湯沢市芸術文化協会
0183-72-2031

秋田県 湯沢市 ① PTA廃品回収
保護者と子どもたちで地域を回り、新聞・雑誌・瓶などの再利用できるも
のを回収します。リサイクルについて考える機会をつくります。また、地
域の人に子どもの頑張りを褒めていただきます。（地域の教育力）

10月20日 三関小学校 三関小学校PTA 無料
三関小学校
0183-73-2926

秋田県 湯沢市 ②③ 山中祭
普段の学習成果を展示したり，合唱，吹奏楽，生徒会企画の演示を行
います。また，１学期に行った被災地視察等の防災教育に関する内
容，総合的な学習の時間に取り組んでいる起業教育に関する展示や発

10月20日 山田中学校 山田中学校 無料
山田中学校
0183-73-3017

秋田県 湯沢市 ①②
中高生ビブリオバトル地区大会（湯
沢）

出場者が本を紹介しあい、観客が一番読みたくなった本を投票で決め
る知的書評合戦です。

10月20日 湯沢市役所 秋田県教育委員会 無料

【「令和元年度中学生及び高校生ビブ
リオバトル地区大会」の開催について 】
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/arch
ive/8652

南教育事務所社会教育班
0182-32-1101

秋田県 湯沢市 ②
吹奏楽部
定期演奏会

日頃練習した成果を発表し，地域の方々や日頃お世話になっている
方々に感謝の気持ちを伝えます。

10月下旬 稲川中学校
稲川中学校
吹奏楽部

無料
【稲川中学校HP】
http://www.yutopia.or.jp/~inatyuu/

稲川中学校
0183-42-2160

秋田県 湯沢市 ② みんなの登校日 学校公開をします。自由参観です。 10月21日～26日 稲川支援学校 稲川支援学校 無料
【稲川支援学校ＨＰ】
http://www.inakawa-s.akita-pref.ed.jp/

稲川支援学校
0183-42-4424

秋田県 湯沢市 ② マラソン大会 校内でマラソン大会を行います。 10月24日 湯沢東小学校グラウンド他 湯沢東小学校 無料
湯沢東小学校
0183-72-5125

秋田県 湯沢市 ② 収穫感謝集会・餅つき会
祖父母を学校に招き，学校で収穫した餅米で餅つきをして収穫に感謝
します。

10月26日 三梨小学校 三梨小学校 無料
三梨小学校
0183-42-2503

秋田県 湯沢市 ② 稲陽祭（学校祭） ステージ発表や作業製品販売を行います。 10月26日 稲川支援学校 稲川支援学校 無料
【稲川支援学校ＨＰ】
http://www.inakawa-s.akita-pref.ed.jp/

稲川支援学校
0183-42-4424

秋田県 湯沢市 ② 日曜・祖父母参観日 教室等での学習の様子を保護者や祖父母の皆さんに公開します。 10月27日 三関小学校 三関小学校 無料
三関小学校
0183-73-2926

秋田県 湯沢市 ①
絵本大好き！読書フェスタ2019 絵本
作家いしかわこうじさんのペーパーわ
んこをつくろう＆絵本おはなし会

読書活動の普及と読書による子どもの育成を図ることを目的とし、幼児
期から本と接する習慣を身につけることや、楽しさを知ってもらえるよう
原作者(絵本作家いしかわこうじ氏)による読み聞かせや工作教室を実

10月27日 雄勝文化会館 湯沢市立湯沢図書館 無料
【湯沢市HP】
http://www.city-yuzawa.jp/

湯沢市立湯沢図書館
0183-73-3040

秋田県 湯沢市 ② 児童集会
児童会活動における集会活動です（10月は保健委員会によるテーマ集
会及び低学年の学習発表）。

10月29日 湯沢東小学校体育館他 湯沢東小学校 無料
湯沢東小学校
0183-72-5125

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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秋田県 湯沢市 ② 理数科課題研究発表会
２年生の理数科生徒が、数・物・化・生・地の各科目ごとにグループを設
定し、課題研究を発表する。

10月30日 湯沢高校 湯沢高校 無料
湯沢高校　理数科
0183-73-1160

秋田県 湯沢市 ②
地域連携安全・安心推進事業
防災教育講話

秋田公立美術大学副学長毛内嘉威氏を講師に迎え，これまで実践的
かつ体験的な学習を進めてきた防災について，生徒の内面に据えてお
きたい生命尊重，思いやり，人間愛等の道徳性について，教師や地域
の方々と共に考えます。

11月1日 山田中学校 山田中学校 無料
山田中学校
0183-73-3017

秋田県 湯沢市 ① オービオンピアノリレー2019
若手ピアニストの高野泰輔さんをゲストにお迎えし、 音響効果の素晴ら
しい音楽ホールで、素敵な音色の スタインウェイピアノで発表する方々
の演奏をお楽しみください。

11月3日 雄勝文化会館オービオン 雄勝文化会館 無料
【自主事業のお知らせ(ピアノリレー
2019＆アンサンブルコレクション2019)】
http://www.city-yuzawa.jp/obion/3384

雄勝文化会館
0183-52-2112

秋田県 湯沢市 ①②③ 芸術鑑賞教室 オペレッタ「小鳥売り」を観劇します。 11月8日 雄勝小学校 文化庁，東京オペレッタ劇場 無料
雄勝小学校
0183-52-5515

秋田県 湯沢市 ① 11月の月イチ♪コンサート
音楽のまちゆざわ推進協議会では、毎月様々なジャンルのコンサート
を開催しております。入場無料です。お気軽にご来場ください。

11月10日 湯沢市役所１階市民ロビー 音楽のまちゆざわ推進協議会 無料
【湯沢市HP】
http://www.city-yuzawa.jp/

音楽のまちゆざわ推進協議会事務局
0183-73-2163

秋田県 湯沢市 ② みんなの登校日
各学年の学習の様子やクラブ活動等の取組を保護者や地域の方々に
公開します。

11月15日～17日 湯沢西小学校 湯沢西小学校 無料
湯沢西小学校
0183-72-5150

秋田県 湯沢市 ① アンサンブルコレクション2019
音響の素晴らしいホールで、仲間と楽しく美しく音楽を奏でませんか?ア
ンサンブルで奏でる音楽をつなぎながら、芸術文化への意識高揚を図
ると共に、楽しく気軽に音楽に触れる機会を提供します。

11月17日 雄勝文化会館オービオン 雄勝文化会館 無料
【自主事業のお知らせ(ピアノリレー
2019＆アンサンブルコレクション2019)】
http://www.city-yuzawa.jp/obion/3384

雄勝文化会館
0183-52-2112

秋田県 湯沢市 ② みんなの登校日
学校を終日開放し、児童の家族等や地域の人々に教育活動及び学校
施設を公開します。

11月28日 湯沢東小学校 湯沢東小学校 無料
湯沢東小学校
0183-72-5125

秋田県 湯沢市 ①② 生き方講座Ⅱ
地域で活躍している公共施設、民間企業、農業の方々等をゲストティー
チャーとして学校に招き、生徒への講話や質疑応答を通して、勤労観
や職業観を養い将来必要なキャリアの汎用的能力を身に付けます。

11月29日 湯沢北中学校 湯沢北中学校 無料
【由利北中学校HP】
http://yukitajh.blog.fc2.com

湯沢北中学校
0183-72-5127

秋田県 湯沢市 ② 家族参観日
2学期末PTAを兼ねて家族参観日を設定し、親子でふれあう活動を行い
ます。

11月30日 湯沢東小学校 湯沢東小学校 無料
湯沢東小学校
0183-72-5125

秋田県 湯沢市 ② 教育講演会
PTA主催で、著名な講師をお招きし、講演会を開催します。生徒はもち
ろん、保護者や地域の方々も参加し一緒に学習します。

12月7日 湯沢北中学校 湯沢北中学校ＰＴＡ 無料
【由利北中学校HP】
http://yukitajh.blog.fc2.com

湯沢北中学校
0183-72-5127

秋田県 由利本荘市 ②
矢島中学校
文化祭 日頃の学習成果を発表します。 10月12日 矢島中学校 矢島中学校 無料

矢島中学校
0184-56-2062

秋田県 由利本荘市 ①②
中学生ビブリオバトル地区大会（由利
本荘）

出場者が本を紹介しあい、観客が一番読みたくなった本を投票で決め
る知的書評合戦です。

10月12日
由利本荘市文化交流館カ
ダーレ

秋田県教育委員会 無料

【「令和元年度中学生及び高校生ビブ
リオバトル地区大会」の開催について 】
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/arch
ive/8652

県教育庁生涯学習課
018-860-5184

秋田県 由利本荘市 ①②
高校生ビブリオバトル地区大会（由利
本荘）

出場者が本を紹介しあい、観客が一番読みたくなった本を投票で決め
る知的書評合戦です。

10月12日
由利本荘市文化交流館カ
ダーレ

秋田県教育委員会 無料

【「令和元年度中学生及び高校生ビブ
リオバトル地区大会」の開催について 】
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/arch
ive/8652

県教育庁生涯学習課
018-860-5184

秋田県 由利本荘市 ② 由工祭
学校祭、文化祭として、生徒会企画・クラス企画・各学科企画や学習成
果などを内外に発表します。

10月18日～19日 由利工業高校 由利工業高校生徒会 無料
【由利工業高校HP】
http://www.yuritech-h.akita-pref.ed.jp/

由利工業高校
0184-22-5520

一般公開は10月
19日

秋田県 由利本荘市 ② 学習発表会（みんなの登校日）
岩城小学校に日々の学習の様子を保護者や地域の方々に参観してい
ただきます。

10月19日 岩城小学校 岩城小学校 無料
岩城小学校
0184-62-5030

秋田県 由利本荘市 ② 学習発表会（みんなの登校日）
合唱や各学年の発表などを保護者・地域の方々に参観していただきま
す。

10月19日 岩谷小学校 岩谷小学校 無料
岩谷小学校
0184-65-2220

秋田県 由利本荘市 ② 学習発表会
保護者や地域の方々に、児童の成果や文化活動の発表・展示を披露し
ます。

10月19日 大内小学校 大内小学校 無料
大内小学校
0184-66-2010

秋田県 由利本荘市 ①
あきた埋文出張展示「環状列石を世
界へ！秋田の縄文巡回展」

一般県民を対象に埋蔵文化財センター以外の会場でも開催し、より広く
県民に公開することにより、埋蔵文化財に対する理解を深めてもらう。

10月19日～11月17日 由利本荘市修身館 県埋蔵文化財センター 無料
【秋田県埋蔵文化財センターHP】
http://www.pref.akita.jp/gakusyu/maib
un_hp/index2.htm

秋田県埋蔵文化財センター
0187-69-3331

秋田県 由利本荘市 ②
尾崎小学校
学習発表会

日頃の学習の成果を保護者や地域の方々に披露します。 10月26日 尾崎小学校 尾崎小学校 無料
尾崎小学校
0184-24-1236

秋田県 由利本荘市 ② ふるさとふれあいフェスティバル 日頃の学習の成果を保護者や地域の方々に披露します。 10月26日 子吉小学校 子吉小学校 無料
子吉小学校
0184-24-2990

秋田県 由利本荘市 ②
小友小学校
学習発表会

日頃の学習の成果を保護者や地域の方々に披露します。 10月26日 小友小学校 小友小学校 無料
小友小学校
0184-22-4017

秋田県 由利本荘市 ② ふるさとのつどい 日頃の学習の成果を保護者や地域の方々に披露します。 10月26日 石沢小学校 石沢小学校 無料
石沢小学校
0184-29-2341

秋田県 由利本荘市 ②
矢島小学校
学習発表会

日頃の学習の成果を保護者や地域の方々に披露します。 10月26日 矢島小学校 矢島小学校 無料
矢島小学校
0184-56-2069

秋田県 由利本荘市 ②
西目小学校
あすなろ発表会

日常の学習やクラブ活動の成果を発表することを通して、自主性・主体
性を伸ばします。

10月26日 西目小学校 西目小学校 無料
西目小学校
0184-33-2305

秋田県 由利本荘市 ① 岩城地域文化祭
岩城地域の保育園・小学校・中学校並びに地域の生涯学習サークルの
日頃の成果を地域の方々に披露します。岩城の地域社会相互の結び
つきを深め、人々の豊かな生活に貢献します。

10月26日～27日 岩城総合体育館 岩城公民館 無料
岩城公民館
0184-73-2468

秋田県 由利本荘市 ①② ＰＴＡ講演会
開校20周年記念講演会として、元日本代表　プロ卓球選手の四元奈生
美さんを講師にお迎えしての講演会を行います。

11月2日 鳥海中学校 鳥海中学校 無料
鳥海中学校
0184-57-2309

秋田県 由利本荘市 ② ゆり支援フェスティバル
小学部から高等部までの児童生徒が、作品展やステージ発表におい
て、日頃の学習の成果を地域の方々に披露します。また、地域の協力
者とともに開発、製作した作業製品を中学部・高等部の生徒が販売しま

11月2日 ゆり支援学校 ゆり支援学校 無料
【由利支援学校HP】http://www.yuri-
s.akita-pref.ed.jp

ゆり支援学校
0184-27-2631

秋田県 由利本荘市 ② 全校剣道大会
全校生徒対抗（クラス対抗）の剣道大会を開催。保護者及び地域の
方々に公開しています。

11月8日 岩城中学校 岩城中学校 無料
岩城中学校
0184-73-2212

秋田県 由利本荘市 ① ほのぼのスポーツ祭 スポーツレクリエーションを通じて、健康増進と世代間交流を図ります。 11月10日 鳥海トレーニングセンター 鳥海教育学習課 無料
鳥海教育学習課
0184-57-3020

秋田県 由利本荘市 ② 学校開放日 学校の学習の様子を保護者や地域の方々に参観していただきます。 11月15日 東由利中学校 東由利中学校 無料
東由利中学校
0184-69-2410

秋田県 由利本荘市 ①
あきた埋文考古学セミナー「芸術の
〈時層〉を旅する～芸術人類学の視点
から～」

広く県民を対象に遺跡発掘調査成果やふるさとの考古学を学ぶことに
より、郷土の歴史や文化財に対する興味・関心を高めてもらう。

11月16日
由利本荘市文化交流館カ
ダーレ

県埋蔵文化財センター 無料
【秋田県埋蔵文化財センターHP】
http://www.pref.akita.jp/gakusyu/maib
un_hp/index2.htm

秋田県埋蔵文化財センター
0187-69-3331

秋田県 横手市 ② 吹奏楽部定期演奏会 吹奏楽部の活動の成果を生徒や保護者、地域の方々に披露します。 現在検討中 十文字中学校 十文字中学校 無料
【十文字中学校ブログ】
http://www.jumonjijh.blog.fc2.com/

十文字中学校
0182-42-1030

秋田県 横手市 ①② みんなの登校日
学校においでいただいた保護者や地域の方々に，醍醐小学校の授業
実践，日常の活動，子どもたちの姿を公開する。

9月27日 醍醐小学校 醍醐小学校 無料
醍醐小学校
0182-25-4204

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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秋田県 横手市 ②③ 合唱祭
本校の合唱祭は２部構成で，第１部は各学級が練習の成果を競い合う
コンクール部門，第２部は学年，全校で喜びを味わうフェスティバル部
門となっています。

10月5日 横手明峰中学校 横手明峰中学校 無料
【横手明峰中学校ＨＰ】
http://yokotemeiho.blog.fc2.com/

横手明峰中学校
0182-38-8500

秋田県 横手市 ②
平鹿中合唱祭
平鹿中学校祭

日々の学習成果を発信し、保護者や地域のみなさんと平鹿の学びを共
有します。

10月5日，6日 平鹿中学校 平鹿中学校 無料
平鹿中学校
0182-24-0075

秋田県 横手市 ② 南中祭
日頃の学習の成果を、ステージ発表(合唱・演劇・吹奏楽演奏・科学部
研究発表等)や展示(学年展・文化部展等)で紹介します。

10月6日 横手南中学校 横手南中学校 無料
【横手南中学校ブログ】
http://yokotenanchu.blog48.fc2.com/bl
og-entry-1656.html

横手南中学校
0182-32-3108

秋田県 横手市 ② 第７回北中祭
午前中に合唱コンクール，午後は有志による演劇，吹奏楽部の演奏，
全校合唱などで地域への感謝の気持ちを表します。また，学習成果の
展示や地域伝統芸能の発表などで，北中文化を発信します。

10月6日 横手北中学校 横手北中学校 無料
【横手北中学校ブログ】
http://yokotekitachu.blog.fc2.com/

横手北中学校
0182-38-8600

秋田県 横手市 ③ 2019増田「蔵の日」への協力
蔵史めぐりイベントでのガイド役、パンフレット配付係、おもてなし係を生
徒が務めます。ふるさとの文化と歴史を学び、地域外の幅広い年齢層
の方々と触れ合うことを通して見識を広めることをねらいとしています。

10月6日 増田町町内 蔵史めぐり実行委員会
蔵史めぐり実行委員会
0182-45-5556

秋田県 横手市 ②③ 明峰祭

これまで積み重ねてきた学習の成果を発表する場です。本校の学校祭
の特色は地域との絆。総合的な学習の時間で地域の方々から学んだ
伝統芸能のステージ発表や，地域に伝わる芸術・文化作品の展示が計
画されています。

10月6日 横手明峰中学校 横手明峰中学校 無料
【横手明峰中学校ＨＰ】
http://yokotemeiho.blog.fc2.com/

横手明峰中学校
0182-38-8500

秋田県 横手市 ② 校内合唱コンクール・十中祭 日頃の学習や部活動の成果を、地域の方々に公開します。 10月6日 十文字中学校 十文字中学校 無料
【十文字中学校ブログ】
http://www.jumonjijh.blog.fc2.com/

十文字中学校
0182-42-1030

秋田県 横手市 ②
秋のつどい
OPEN SCHOOL

全校でのマラソン大会後，縦割り班でいものこ汁を作りながら，交流し
ます。当日は，年７回の公開日の「OPEN SCHOOL」の日とし，地域･保
護者の方の自由参観日とします。

10月9日 朝倉小学校 朝倉小学校 無料
朝倉小学校
0182-32-6070

秋田県 横手市 ①② マラソン＆なべっこ会
グラウンドを走り込んで体力つくりに取り組んできた成果をマラソン大会
で発揮する。地域の人の協力をいただきながら野菜を畑に植え，育て，
収穫し，なべっこの具材に加えて収穫の喜びを分かち合う。

10月9日 醍醐小学校グラウンド 醍醐小学校 無料
醍醐小学校
0182-25-4204

秋田県 横手市 ①② 秋のつどい
祖父母や地域の高齢者の皆様をお招きしてマラソン大会を開催した
後，町内ごとに祖父母，高齢者の皆様と一緒に「なべっこ」を行い，交流

10月10日 植田小学校 植田小学校 無料
植田小学校
0182-44-3321

秋田県 横手市 ②③ 増中祭
日々の学習成果を保護者や地域の方々に発表・公開します。内容は学
級対抗の合唱コンクール、吹奏楽部演奏、よさこい、演劇から英語暗唱
弁論、総合的な学習の成果発表、美術部展、蔵史めぐり紹介等を予定

10月10日 増田体育館 増田中学校 無料
増田中学校
0182-45-2350

秋田県 横手市 ① 保呂羽音楽祭２０１９
子どもたち向けのブラスバンドの講習会を行います。成果発表のコン
サートは、地域の方々にも開放します。

10月11日～13日 保呂羽山少年自然の家 保呂羽音楽祭実行委員会 無料
【保呂羽山少年自然の家】
http://www.pref.akita.lg.jp/horowa-
sizen/

保呂羽山少年自然の家
0182-26-6011

講習会の参加は
有料で、事前の申
し込みが必要で

秋田県 横手市 ② 清陵祭 クラス展示、部活動展示、総合技術科展示、バザー等を実施します。 10月12日
横手清陵学院中学校・高等学
校

横手清陵学院中学校・高等学校
【横手清陵学院HP】
http://www.yokote-seiryou.net/

横手清陵学院
0182-35-4033

秋田県 横手市 ① おはなし会 毎月第2土曜日に定期開催しています。
10月12日
11月9日

十文字図書館 おはなしぽぽポ 無料
十文字図書館
0182-42-1345

秋田県 横手市 ①③
雄物川郷土資料館第三回特別展「刀
剣展　－姿の美を求めて－」

県指定有形文化財などの地域の刀剣の流れを概観するとともに、刀剣
の美しさ、美術品としてより親しみをもって多くの方に観ていただけるよ
う展示を行います。

10月12日～12月15日 雄物川郷土資料館 横手市教育委員会
【横手市HP内】
http://www.city.yokote.lg.jp/bunkazai/p
age100499.html

R1.10 HP
更新予定

秋田県 横手市 ① おはなし会 毎月第2日曜日に定期開催しています。
10月13日
11月10日

横手図書館 おはなし大好きの会 無料
横手図書館
0182-32-2662

秋田県 横手市 ①③ 第46回平鹿芸術文化祭

芸術文化を愛好する芸術文化協会会員が一堂に会し、練習成果を発
表します。
会員作品や平鹿地域児童生徒の作品、平鹿中学校の県展入賞者の展
示を行い、芸能発表の他に俳句大会・お茶会・将棋大会を開催します。

10月17日～20日
(芸能発表20日）

平鹿生涯学習センター 平鹿芸術文化協会 無料
平鹿生涯学習センター
0182-24-1340

秋田県 横手市 ①③ 大雄芸術文化祭
日頃の芸術文化活動の発表の場と芸術文化鑑賞の機会を提供し、大
雄地域の芸術文化の振興を図ることを目的に毎年開催しています。

10月18日～21日 大雄地域福祉センター 大雄芸術文化祭実行委員会 無料
大雄生涯学習センター
0182-52-2111

秋田県 横手市 ① おはなし会 毎月第3土曜日に定期開催しています。
10月19日
11月16日

増田図書館 おはなしカランコロンますだ 無料
増田図書館
0182-45-5559

秋田県 横手市 ① おはなし会 毎月第3土曜日に定期開催しています。
10月19日
11月16日

平鹿図書館 平鹿図書館 無料
平鹿図書館
0182-24-3281

秋田県 横手市 ① おはなし会 毎月第3土曜日に定期開催しています。
10月19日
11月16日

雄物川図書館 れんげ草の会 無料
雄物川図書館
0182-22-2300

秋田県 横手市 ①③ 第42回山内文化祭
日頃の文化活動を競演しあいながら、交流する場を提供することにより
生涯学習活動への参加の機運を高め、さらに個性を輝かせるきっかけ
の場となっています。

10月19日～20日 山内体育館他 山内文化祭実行委員会 無料
山内生涯学習センター
0182-53-2187

秋田県 横手市 ①③ 大森地域文化祭
日頃の芸術文化活動の発表の場と芸術文化鑑賞の機会を提供し、大
森地域の芸術文化の振興を図ることを目的に、毎年開催しています。

10月19日～27日 大森コミュニティセンター 大森町芸術文化協会 無料
大森生涯学習センター
0182-26-4073

秋田県 横手市 ① おはなし会 毎月第3日曜日に定期開催しています。
10月20日
11月17日

大森図書館 おおもりおはなし会 無料
大森図書館
0182-56-4180

秋田県 横手市 ② 全県算数・数学教育研究大会
全県算数・数学教育研究大会の会場校として，当日は全職員で研修に
取り組みます。公開授業を行う２クラスの授業を中心に，事前研修にも
取り組みます。

10月25日 横手北小学校 秋田県教育委員会
秋田県教育委員会
018-860-5148

秋田県 横手市 ①③ 第48回増田地域文化祭
増田芸術文化協会加盟団体及び生涯学習関係団体の作品展示やス
テージ発表等を行います。

10月25日～27日 増田体育館 横手市増田地域文化祭実行委員会 無料
増田生涯学習センター
0182-45-5510

秋田県 横手市 ①③ 雄物川芸術文化祭
日頃の芸術文化活動の発表の場と芸術文化鑑賞の機会を提供し、雄
物川地域の芸術文化の振興を図ることを目的に毎年開催しています。

10月25日～27日 雄物川コミュニティセンター 雄物川芸術文化祭実行委員会 無料
雄物川生涯学習センター
0182-22-5535

秋田県 横手市 ① 出張図書館
南部シルバーエリア等で行われる健康まつりの中で、大森図書館の紹
介やおはなし会を行います。

10月26日 シルバーエリア 大森図書館 無料
大森図書館
0182-56-4180

秋田県 横手市 ①②
中学生ビブリオバトル地区大会（横
手）

出場者が本を紹介しあい、観客が一番読みたくなった本を投票で決め
る知的書評合戦です。

10月26日 サンサン横手 秋田県教育委員会 無料

【「令和元年度中学生及び高校生ビブ
リオバトル地区大会」の開催について 】
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/arch
ive/8652

南教育事務所
0182-32-1101

秋田県 横手市 ② 星河祭 文化祭 10月26日
横手高校
青雲館

横手高校
青雲館

無料
横手高校青雲館
0182－32－2011
yoko-tei@akita-pref.ed.jp

一般公開
10:00～14:00

秋田県 横手市 ③ 芸術鑑賞会 バレエ団による演技を全校児童が鑑賞します。 10月30日 大森小学校 大森小学校 無料
大森小学校
0182-26-2048

秋田県 横手市 ②
秋田県特別支援学校職業教育フェア
（県南地区）

秋田県南地区の特別支援学校が、日頃の作業学習の成果を発表し合
います。

11月1日
横手支援学校
秋田ふるさと村

県教育庁特別支援教育課 無料
【県特別支援教育課】
http://www.pref.akita.lg.jp/tokubetu/

県教育庁特別支援教育課
018-860-5135

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

秋田県 横手市 ①③
秋田県芸能フェスティバル2019in横手
＆第14回横手市民ステージ祭

全市を対象に芸術文化発表の機会を設け、芸術文化団体・個人の交
流と意識高揚を図り、市民に生涯にわたり楽しく学び続けることを伝え
る機会とします。今年度は「秋田県芸能フェスティバル2019in横手」と同

11月2～3日 横手市民会館 横手市芸術文化協会 無料
【横手市HP内】
http://www.city.yokote.lg.jp/koho/page
000138.html

横手市民会館
0182-32-3136

秋田県 横手市 ①③ 令和元年度横手市交流美術展
横手市内の芸術文化協会各団体並びに個人の作品を一堂に展示し、
地域の皆様の鑑賞に供して、横手市の芸術文化の振興と向上に資す
ることを目的としています。

11月2～3日 横手市民会館 横手市芸術文化協会 無料
【横手市HP内】
http://www.city.yokote.lg.jp/koho/page
000138.html

横手市民会館
0182-32-3136

秋田県 横手市 ①③ 横手市子ども伝統芸能発表大会
地域の核となる伝統芸能の活性化を図ることを目指し、横手市内各地
に伝わる伝承の芸能を一堂に集めた伝統芸能発表大会を開催します。

11月4日 横手市民会館 横手市教育委員会 無料
横手市教育委員会
文化財保護課
0182-32-2403

秋田県 横手市 ① 美術館教室「植物を描く２」
岩絵の具を使用して、植物画を描きます。制作を通して、日本画に親し
みを深め、表現技術の向上を図る機会とします。

11月9～10日 秋田県立近代美術館 秋田県立近代美術館
【秋田県立近代美術館ＨＰ】
http://www.pref.akita.jp/gakusyu/publi
c_html/index.html

秋田県立近代美術館
0182-33-8855
aitamma@rnac.ne.jp

参加料700円程度
申込み必要
2日間共参加出来
る方に限る

秋田県 横手市 ③
平鹿中学校
吹奏楽部演奏会

吹奏楽部が活動を終える3年生と最後の演奏会を行い、これまでの活
動への思いと支えてくださった方への感謝の気持ちを表現・披露しま

11月9日
（予定）

平鹿中学校 平鹿中学校 無料
平鹿中学校
0182-24-0075

日程は変更の場
合あり

秋田県 横手市 ①③
第16回横手市増田民俗芸能フェス
ティバル

江戸時代から続く民俗芸能の保存と継承のため、各保存会より後継者
育成の成果を披露し、他地域の伝統民俗芸能の鑑賞も併せて開催しま
す。地元の八木番楽保存会や舞川鹿子躍（岩手県一関市）等８団体が
出演予定です。

11月10日 横手市増田まんが美術館 増田地区交流センター運営協議会 無料
増田地区交流センター
運営協議会
0182-45-5556

秋田県 横手市 ②③ 第68回横手市小・中学校音楽発表会
横手市の小・中学校で，全校で音楽に取り組んでいる学校やクラブなど
で音楽活動をしている学校が，日頃の成果を発表する会です。山内小
学校も，全校児童が参加します。

11月12日 横手市民会館
秋田県教育研究会横手支会音楽教育
部会

無料
山内小学校
0182-53-2207

秋田県 横手市 ② 探究発表会 学校設定科目「探究」における探究活動の成果を発表します。 11月12日
横手清陵学院中学校・高等学
校

横手清陵学院中学校・高等学校 無料
【横手清陵学院HP】
http://www.yokote-seiryou.net/

横手清陵学院
0182-35-4033

秋田県 横手市 ② 小学校６年生体験入学
増田中学校に入学を考えている小学生と保護者を対象に体験授業、中
学生による学校生活説明、部活動見学を予定しています。地域の方々
にもその様子を見ていただければと思います。

11月14日 増田中学校 増田中学校 無料
増田中学校
0182-45-2350

秋田県 横手市 ② Y8サミット創快横手市議会本会議
学校から地域社会へと視野を広げ、議員の立場に立って、市長をはじ
めとする市当局に対し、中学生が考える横手市の現状と課題を訴える
とともに、さらに住みやすい横手市にするための政策提案を行います。

11月14日 横手市役所本庁舎 横手市教育委員会 無料
教育指導課
0182-35-2123

秋田県 横手市 ①②
「現代的健康課題への対応事業」秋
田県研修会

増田地区小･中学校の実践発表で課題改善に向けた取組の紹介や
「ネットやスマホとのつきあい方」に係る講演の実施等により、問題への
関心を高めます。関心のある方は参加可能ですので、問合せ先までご

11月18日 増田地区多目的研修センター
文部科学省
秋田県教育委員会
横手市教育委員会

無料
横手市教育委員会
0182-35-2123

秋田県 横手市 ②
産業連絡協議会（学校公開「ものづく
り教育」）

総合技術科の授業、実習を公開し、広く企業等に学習活動を理解して
いただくものです。

11月21日 横手清陵学院高等学校 横手清陵学院高等学校 無料
【横手清陵学院HP】
http://www.yokote-seiryou.net/

横手清陵学院
0182-35-4033

秋田県 横手市 ③ こころあったかコンサート
「健康でいきがいとうるおいのある地域づくり」を目指し，地域住民が豊
かな日常生活を送れるように，音楽の持つ力により心の健康づくりを図
るため，「こころあったかコンサート」を実施します。

11月下旬予定
大雄小学校
体育館

大雄市民サービス課
大雄市民サービス課
0182-52-3905

秋田県 横手市 ②③
増田小･中学校
「夢講座」

キャリア教育の一環として各界で活躍されている方をお呼びし、講演･
実演等をしてもらい、それを増田小･中学生が聴く活動です。一般の方
も参加可能です。なお、今年は書芸家SOGENさんを講師に予定してい

11月26日 増田中学校 増田中学校 無料
増田中学校
0182-45-2350

秋田県 横手市 ② みんなの登校日
子どもたちの学習や生活の様子を見ていただき，地域との絆を深めま
す。横手南中学区の小中学校合同開催で，他校の保護者等も旭小の
参観が可能です。

11月28日～30日 旭小学校 旭小学校 無料
旭小学校
0182-36-1020

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


