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茨城県 阿見町 ① 音楽で元気にするまちづくり 地域で活動している音楽愛好家によるフロアーコンサート等 10月中旬～12月中旬
中央公民館・君原公民館
本郷ふれあいセンター

阿見町教育委員会 029-888-2526

茨城県 阿見町 ① 文化財展 町文化財研究班による展示 10月27日～11月3日 中央公民館 阿見町教育委員会 029-888-2526
茨城県 阿見町 ① 古本市 除籍図書の希望者への配付 10月下旬～11月中旬 町立図書館 町立図書館 029-887-6331
茨城県 阿見町 ① 吉原ふれあい地区館まつり 演芸発表・お祭り広場・輪投げ大会など 10月13日 旧吉原小学校 吉原ふれあい地区館 029-888-2526
茨城県 阿見町 ① 伝統芸能まつり 郷土芸能発表 10月20日 本郷ふれあいセンター 阿見町教育委員会 029-888-2526
茨城県 阿見町 ① 阿見第二ふれあい地区館まつり 演芸発表・お祭り広場・輪投げ大会など 10月13日 阿見第二小学校 阿見第二ふれあい地区館 029-888-8111
茨城県 阿見町 ① 阿見第一ふれあい地区館まつり 演芸発表・お祭り広場・輪投げ大会など 10月13日 かすみ公民館 阿見第一ふれあい地区館 029-888-8111
茨城県 阿見町 ① 読書感想文・感想画、コンクール作品展 読書を通して，児童・生徒の読書力，表現力を養い，読書活動の振興を図る 11月30日～12月8日 中央公民館 阿見町教育委員会 029-888-2526

茨城県 阿見町 ① 児童生徒作品展 児童・生徒作品展示 11月30日～12月8日 中央公民館
阿見町教育委員会・小中学校
保育所・幼稚園

029-888-2526

茨城県 阿見町 ① 人材バンク展 人材バンク登録者による作品展示 10月27日～11月3日 中央公民館 阿見町教育委員会 029-888-2526
茨城県 阿見町 ① まちづくり探検隊作品展 児童による作品展示 11月30日～12月8日 中央公民館 阿見町教育委員会 029-888-2526
茨城県 阿見町 ① 大人のためのおりがみ教室 おりがみ教室 11月下旬 町立図書館 町立図書館 029-887-6331
茨城県 阿見町 ① 絵本の読み聞かせ 絵本の読み聞かせ 10月29日～11月5日 町立図書館 町立図書館　おはなしポシェットの会 029-887-6331
茨城県 阿見町 ① かみしばい会 紙芝居会 10月6日,11月10日,12月1日 町立図書館 町立図書館　紙芝居の会レインボー 029-887-6331
茨城県 阿見町 ① 芸術展 芸術・生活文化・古典芸能・文学等の作品展示 10月27日～11月3日 中央公民館 阿見町教育委員会 029-888-2526
茨城県 阿見町 ① 地区在住者芸術作品展 絵画・木彫・竹細工・書・写真・ステンドグラス・押し花などの作品展示 11月9日～11月17日 君原公民館 君原ふれあい地区館 029-889-1363
茨城県 阿見町 ① 芸能発表会 音楽・舞踊・芸能発表 11月10日 かすみ公民館 阿見町教育委員会 029-888-2526
茨城県 阿見町 ① 実穀ふれあい地区館まつり 演芸発表・お祭り広場・輪投げ大会など 11月17日 旧実穀小学校 実穀ふれあい地区館 029-830-5100
茨城県 阿見町 ① 阿見ふれあい地区館まつり 演芸発表・お祭り広場・輪投げ大会など 11月17日 町民体育館 阿見ふれあい地区館 029-888-2526
茨城県 阿見町 ① 本郷・あさひふれあい地区館まつり 演芸発表・お祭り広場・輪投げ大会など 11月17日 本郷ふれあいセンター 本郷・あさひふれあい地区館 029-830-5100
茨城県 阿見町 ① 君原ふれあい地区館まつり 演芸発表・お祭り広場・輪投げ大会など 11月17日 君原公民館 君原ふれあい地区館 029-889-1363
茨城県 阿見町 ① 舟島ふれあい地区館まつり 演芸発表・お祭り広場・輪投げ大会など 11月17日 舟島ふれあいセンター 舟島ふれあい地区館 029-840-2761
茨城県 阿見町 ① ふれあいお茶会 茶道を通した交流 11月17日 君原公民館 君原公民館 029-889-1363
茨城県 阿見町 ① ふれあいスポーツ交流会 ソフトバレーボール大会・輪投げ大会 11月24日 町民体育館 ふれあい地区館（８地区館） 029-888-2526
茨城県 石岡市 ① 第35回東地区公民館まつり 実技発表・作品展示・体験実施 11月23～24日 東地区公民館 東地区公民館 0299-26-6503
茨城県 石岡市 ① 第34回府中地区公民館まつり 実技発表・作品展示・講演会 10月19～20日 府中地区公民館 府中地区公民館 0299-24-1530
茨城県 石岡市 ① 第37回中央公民館まつり 実技発表・作品展示・体験実施　バザー　等 12月7～8日 石岡市中央公民館 石岡市中央公民館 0299-43-6262
茨城県 石岡市 ① 子どもフェスティバル 模擬店、各種イベント、チャレンジコーナー 10月20日 石岡運動公園 子どもフェスティバル実行委員会 0299-43-1111
茨城県 石岡市 ① 第31回城南地区公民館まつり 実技発表・作品展示 11月2～3日 城南地区公民館 城南地区公民館 0299-26-3341

茨城県 石岡市 ① あいさつ声かけ運動 あいさつ声かけ運動 11月上旬 石岡駅前、各学校等
石岡市青少年を育てる石岡市民の会
保護者

0299-43-1111

茨城県 石岡市 ① 第60回石岡市美術展 市内の美術愛好家による作品展示 11月中 八郷総合支所　郷の風 文化振興課 0299-43-1111
茨城県 石岡市 ① 石岡市ふるさと学習サミット 絵画表彰，小中学校実践発表，ふるさと○×クイズ，石岡郷土検定 11月9日 石岡市中央公民館 石岡市教育委員会 0299-43-1111
茨城県 石岡市 ① 園部中学校文化祭 少年の主張、平和大使報告会 10月12日 園部中体育館 生涯学習課指導室 0299-46-0506
茨城県 石岡市 ① 八郷中学校文化祭 少年の主張、平和大使報告会 10月12日 八郷中体育館 生涯学習課指導室 0299-43-0062

茨城県 石岡市 ① 石岡市文化祭
茶会，将棋大会，俳句大会等の文化協会に加盟する団体による普及啓発
活動

10月～11月
市民会館、府中地区公民館
国府地区公民館、ひまわりの館　他

文化振興課 0299-43-1111

茨城県 石岡市 ① 石岡市企画展 地域にゆかりのある芸術家が制作した作品を展示 10月31日～11月5日 八郷総合支所　郷の風 文化振興課 0299-43-1111
茨城県 石岡市 ① 第26回障がい者スポーツ大会 体育館において様々なスポーツ 10月26日 石岡市運動公園体育館 社会福祉課 0299-23-1111

茨城県 石岡市 ①
石岡市立中央図書館130周年記念イベント
北村薫と北村暁子との対談

ミステリーや詩歌全般に詳しい作家による蘊蓄談義 10月13日 石岡市立中央図書館 生涯学習課 0299-24-1507

茨城県 石岡市 ①
石岡市立中央図書館130周年記念イベント
中学生対抗ビブリオバトル

市内5中学校で選定されたチャンプ本の紹介とビブリオバトルの実演，表彰 11月2日 石岡市立中央図書館 生涯学習課 0299-24-1507

茨城県 石岡市 ①
石岡市立中央図書館130周年記念イベント
出久根達郎と市長との対談

図書館の効用に関して市長との対談，講演 11月2日 石岡市立中央図書館 生涯学習課 0299-24-1507

茨城県 石岡市 ①
石岡市立中央図書館130周年記念イベント
石田千文学トークと朗読

朗読の効用について講義，実演 11月9日 石岡市立中央図書館 生涯学習課 0299-24-1507

茨城県 石岡市 ①
石岡市立中央図書館130周年記念イベント
東直子と穂村弘との対談

東直子氏と穂村弘氏との対談 12月1日 石岡市立中央図書館 生涯学習課 0299-24-1507

茨城県 石岡市 ①
第2回筋肉調整とスロー筋肉トレーニング
教室

筋肉調整とスロー筋肉トレーニングで筋肉からくる諸症状の改善や予防を
行う

10月25日～11月26日 八郷総合運動公園 スポーツ振興課 0299-43-1111

茨城県 石岡市 ① 石岡市スポーツイベント ヘルスバレー，吹き矢，バドミントンなど様々なスポーツを体験できる 11月下旬 八郷総合運動公園 スポーツ振興課 0299-43-1111

茨城県 稲敷市 ① 市民スポーツフェスティバル2019 ターボジャベリン・ドリブルスピードトライアル等、ニュースポーツ 10月13日 江戸崎総合運動公園
稲敷市
稲敷市教育委員会

029-892-2000(内線2415)

茨城県 稲敷市 ① 稲敷市文化祭 文化団体の発表及び作品展示とイベント実施による市民交流 11月2～4日 市内社会教育施設 稲敷市文化祭実行委員会 029-892-2000(内線2418)
茨城県 稲敷市 ① リサイクルブックフェア 除籍図書・雑誌の希望者への無料配布 11月2日 稲敷市立図書館 稲敷市立図書館 0299-79-3111
茨城県 稲敷市 ① 公民館講座 料理・お菓子作り　・手工芸・語学等 10月～3月 各公民館 各公民館ごとに複数講座予定 029-892-4110

茨城県 稲敷市 ① 初歩からの古文書講座
資料館に所蔵している古文書資料を使って、古文書の解字・解読を学習し
ていく。

7月～12月 図書館会議室 稲敷市立歴史民俗資料館 0299-79-3211

茨城県 稲敷市 ① いなしき大学 移動学習「横浜中華街・川崎大師」 11日19～21日 横浜中華街・川崎大師 生涯学習課 029-892-2000(内線2419)
茨城県 稲敷市 ① いなしき大学 修了式・修了記念コンサート 12月18日 あずま生涯学習センター 生涯学習課 029-892-2000(内線2419)

茨城県 稲敷市 ① 青少年の主張大会 市内小･中・高校生の主張大会を実施 11月17日 江戸崎公民館
青少年育成稲敷市民会議
青少年相談員連絡協議会

029-892-2000(内線2419)

茨城県 稲敷市 ① 文化財めぐり 希望者と共に市内文化財をめぐる。 11月 市内各文化財施設 稲敷市立歴史民俗資料館 0299-79-3211

茨城県 稲敷市 ① 稲敷市家庭教育学級 給食センターを見学し、給食を試食する。栄養教諭による食育講話。 10月17、23、30、31日
東学校給食センター
江戸崎学校給食センター

生涯学習課
029-892-2000
(内線2416)

茨城県 稲敷市 ①
青少年健全育成講演会・稲敷市PTA実践
発表会

市P連の代表として，古渡小学校PTAによる実践発表が行われた後，ピアニ
スト辻井伸行氏の母である辻井いつ子氏の講演が行われる。

11月24日 あずま生涯学習センター
青少年育成稲敷市民会議，稲敷市PTA連
絡協議会

029-892-2000
（内線2419）

茨城県 稲敷市 ① 裂き織り講座
昔から伝わる高機を実際に使用し，作品作りを通して伝統技術の習得を支
援し，手工業の技術を後世に継承する。

10月～3月 歴史民俗資料館1階ホール 歴史民俗資料館 0299-79-3211

茨城県 稲敷市 ① 『常陸国風土記』を読む
『常陸国風土記』の序文と信太郡の条を中心に，解説を交えながら当市郷
土史の理解を深める。

11月10日 図書館会議室 歴史民俗資料館 0299-79-3211

茨城県 稲敷市 ① 稲敷の原始・考古
稲敷市の他，近隣市町村の原始古代の歴史をまとめ，分かりやすく解説し，
郷土史の理解を深める。

11月30日、12月7日 図書館会議室 歴史民俗資料館 0299-79-3211

茨城県 稲敷市 ① 江戸崎土岐氏VS小田氏治
南北朝時代から戦国時代に稲敷市域を治めた江戸崎土岐氏のライバル小
田氏について，資料を中心に解説する。

11月17日 図書館視聴覚室 歴史民俗資料館 0299-79-3211

茨城県 茨城町 ① 長生大学 「話の玉手箱」 10月10日 茨城町駒場庁舎 茨城町教育委員会 生涯学習課029-240-7122
茨城県 茨城町 ① 長生大学 野外学習会 11月13日 茨城町駒場庁舎 茨城町教育委員会 生涯学習課029-240-7122
茨城県 茨城町 ① 茨城町総合体育大会少年サッカー大会 町内少年団対抗サッカー大会 11月中 茨城町運動公園 茨城町教育委員会 生涯学習課029-240-7122
茨城県 茨城町 ① 茨城町民祭 幼児・児童・生徒，クラブ，一般町民などの作品展 11月中 中央公民館大ホール他 茨城町教育委員会 生涯学習課029-240-7122
茨城県 茨城町 ① 長生大学 「やさしい人権講座」 12月11日（水） 茨城町駒場庁舎 茨城町教育委員会 生涯学習課029-240-7122

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

茨城県 茨城町 ① 文化協会講演会 講演会（内容未定） 12月中 茨城町駒場庁舎 茨城町文化協会 生涯学習課029-240-7122
茨城県 茨城町 ① 茨城町体力づくり駅伝大会 チーム対抗駅伝大会 12月中 ひぬま自然公園 茨城町教育委員会 生涯学習課029-240-7122
茨城県 牛久市 ① 牛久市民文化祭 作品展示・ステージ発表 10月16日～11月10日 中央生涯学習センター 牛久市民文化祭実行委員会 029-871-2301
茨城県 牛久市 ① 牛久市民文化祭小中学校音楽祭 市内小中学校の児童生徒による合唱・演奏の発表 10月17日 中央生涯学習センター 牛久市民文化祭実行委員会・学校 029-871-2301
茨城県 牛久市 ① 牛久市民文化祭小中学校作品展 市内小中学校の児童生徒による習字・絵画の展示 10月16～20日 中央生涯学習センター 牛久市民文化祭実行委員会・学校 029-871-2301
茨城県 牛久市 ① 第25回うしく現代美術展 地元作家による現代の美術作品（平面・立体・クラフト・映像）展示 11月17日～12月1日 中央生涯学習センター うしく現代美術展実行委員会 029-871-2300
茨城県 牛久市 ① 小中学校芸術鑑賞会 小学校児童を対象とした、現代美術展覧会の鑑賞と作家との交流 11月26・27・28日 中央生涯学習センター 小中学校芸術鑑賞会実行委員会 029-871-2300
茨城県 牛久市 ① 小中学校芸術鑑賞会 市内中学生を対象にした舞台芸術鑑賞会。今年度は能鑑賞会。 11月14日 中央生涯学習センター 小中学校芸術鑑賞会実行委員会 029-871-2300
茨城県 牛久市 ① 2019MUSEクリスマスコンサート 地元の演奏家と、ジュニアアンサンブルによるコンサート。 12月15日 中央生涯学習センター うしく音楽家協会 029-871-2300
茨城県 牛久市 ① 親子ふれあい教室 親子でやきもの、クリスマスリース、そば、しめ飾り、ソーセージを作る 12月15日 中央生涯学習センター 青少年育成牛久市民会議 029-871-2301
茨城県 牛久市 ① 市民大学講座 「勾玉づくり体験」・「古墳の話」講演会 10月中旬・11月3日 牛久市立中央図書館 牛久市立中央図書館 029-871-1400
茨城県 牛久市 ① 第27回としょかんまつり 雑誌のリサイクル市、講演会他、イベント等の実施 11月3日 牛久市立中央図書館 牛久市立中央図書館 029-871-1400

茨城県 牛久市 ① 第１回著者を囲む集い 「著者を囲む集い　千葉篤志氏講演会」 12月8日 牛久市立中央図書館
牛久市立中央図書館
牛久市読書団体連合会

029-871-1400

茨城県 牛久市 ① 第２回著者を囲む集い 「著者を囲む集い　森木悠介氏講演会」 1月25日 牛久市立中央図書館
牛久市立中央図書館
牛久市読書団体連合会

029-871-1400

茨城県 牛久市 ① 第3回読み聞かせ講習会 未定 牛久市立中央図書館 牛久市立中央図書館 029-871-1400
茨城県 牛久市 ① 市民大学講座（後期） 未定 牛久市立中央図書館 牛久市立中央図書館 029-871-1400

茨城県 牛久市 ① 岡田地区市民運動会 岡田地区市民の親睦と健康増進 10月20日 牛久運動公園
総合型地域スポーツクラブ
岡田地区スポーツ交流会

029-873-2486

茨城県 牛久市 ① 第16回秋のバスハイク 自然の中で、秋を探して、感じて健康のために歩く 10月・11月 場所未定
総合型地域スポーツクラブ
岡田地区スポーツ交流会

029-873-2486

茨城県 牛久市 ① 秋のグラウンドゴルフ大会 芝生の広場でグラウンドゴルフを楽しむ 11月20日 女化運動広場
総合型地域スポーツクラブ
岡田地区スポーツ交流会

029-873-2486

茨城県 牛久市 ① 奥野地区市民体育祭 奥野地区市民の親睦と健康増進 10月20日 奥野運動広場
総合型地域スポーツクラブ
岡田地区スポーツ交流会

029-873-2486

茨城県 牛久市 ① 第36回歩け歩け大会 紅葉の素晴らしい景色の中を、健康のために歩く 11月9 場所未定
総合型地域スポーツクラブ
岡田地区スポーツ交流会

029-873-2486

茨城県 牛久市 ① 第30回ゴルフ大会 奥野地区市民の親睦と健康増進 11月19日 場所未定
総合型地域スポーツクラブ
岡田地区スポーツ交流会

029-873-2486

茨城県 牛久市 ① 牛久地区市民体育祭 牛久地区市民の親睦と健康増進 10月13日 牛久運動広場
総合型地域スポーツクラブ
牛久地区生涯スポーツ推進委員会

029-873-2486

茨城県 牛久市 ① 第12回秋のバスハイク 秋の紅葉の季節に健康増進のために歩く 11月16日 場所未定
総合型地域スポーツクラブ
牛久地区生涯スポーツ推進委員会

029-873-2486

茨城県 牛久市 ① 第28回エンジョイフェスティバル
牛久市体育協会会員相互の交流を図るとともに、市民への生きがいづくり
の場の提供

11月3日 牛久運動公園他 牛久市体育協会 029-873-2486

茨城県 牛久市 ① あいさつ声かけ運動街頭ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ あいさつ声かけ運動に関する啓発品の配布 11月下旬 牛久駅、ひたち野うしく駅
青少年育成牛久市民会議
牛久市青少年相談員

029-871-2301

茨城県 牛久市 ① HAPPY  HALLOWEEN　イベント 未定 牛久市立中央図書館 牛久市立中央図書館 029-871-1400

茨城県 大洗町 ① スポーツ体験広場
大洗町商工感謝祭会場でストラックアウトやニュースポーツが体験できる
コーナーとして実施する。

11月3日
大洗マリンタワー前広場（商工感謝祭
の会場内）

大洗町・大洗町スポーツ推進委員会 029-267-0230

茨城県 大洗町 ① 演劇鑑賞の集い
町内小学1～4年生を対象に、舞台芸術に触れる機会として演劇「シンドバッ
トの冒険」を鑑賞し，物語を追いながら感動する機会とし豊かな心を育む。

11月12日 大洗文化センター　大ホール 大洗町教育委員会 029-267-0230

茨城県 大洗町 ① スポーツ広場
身近にスポーツを楽しむために学校施設を開放。指導はスポーツ推進委
員。ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ，卓球，ﾕﾆｶｰﾙ，ﾊﾞｳﾝﾄﾞﾃﾆｽ，ﾌｧﾐﾘｰﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝなど。午後7時～

10月・11月・12月
毎月第2･4金曜日

公民館 大洗町・夢TOWN大洗スポーツクラブ 029-267-1515

茨城県 大洗町 ① サタデー文殊塾
小学生を対象に地域ボランティアの指導により，クリスマスケーキづくり(11、
12月)  教室を開催。

11月24日、12月22日 大洗町体験活動交流センター 大洗町教育委員会 029-267-0230

茨城県 大洗町 ① 家庭教育学級合同講演会
町内の小中学校ごとに組織している8つの家庭教育学級を集めた合同の講
演会。子どもの発達段階と親の関わり方をテーマに開催。

12月7日 大洗文化センター　大会議室 大洗町教育委員会 029-267-0230

茨城県 大洗町 ① 通学合宿
宿泊生活の中で自主学習・生活体験・社会体験を通し，自主性・協調性・忍
耐力を培い，感謝と思いやりの心を育むとともに，生きる力を備えた「大洗っ
子」の育成を図る

10月4～9日 茨城県立児童センターこどもの城 大洗町教育委員会 029-267-0230

茨城県 大洗町 ① 親子deチャレンジ パン作りに挑戦（予定） 10月20日 公民館 大洗町教育委員会 029-267-0230
茨城県 大洗町 ① 親子deチャレンジ 親子でクリスマスケーキ作りに挑戦。 12月16日 公民館 大洗町教育委員会 029-267-0230
茨城県 大洗町 ① 子育てママのリフレッシュ講座 子育て支援講座。託児付きで子育てママのリフレッシュを目的としたもの 10月9日 公民館 大洗町教育委員会 029-267-0230

茨城県 大洗町 ① ブックスタート 絵本との触れ合いを通じて，赤ちゃんとのつながりを深める。
10月24日
12月20日

町健康福祉センター 大洗町教育委員会 029-267-0230

茨城県 大洗町 ④ 放課後科学教室
子どもたちに科学にふれあう機会を提供し，日ごろ体験することのできない
楽しさや面白さを感じ取ってもらうとともに，好奇心や創造性を育み科学する
心を育てることを目的として実施

毎週金曜日
学校ごと隔週で実施

わくわく科学館 大洗町教育委員会 029-267-0230

茨城県 小美玉市 ① スポレクデー2019
多種多様なスポーツ（レクリエーション）を盛り込むことで，老若男女問わず
多くの市民の交流を図る。

10月14日 タスパ ジャパンミート パーク 教育委員会 スポ-ツ推進課0299-48-1111

茨城県 小美玉市 ① 小中学生剣道大会 剣道をとおして技術の向上と小中学生同士の交流を図る 11月実施予定 小美玉市立小川南中学校 教育委員会 スポ-ツ推進課0299-48-1111

茨城県 小美玉市 ① 教育長杯野球大会 野球をとおして技術の向上と中学生同士の交流を図る 11月上旬予定 希望ヶ丘公園　他 教育委員会
玉里海洋センター
0299-26-5761

茨城県 小美玉市 ① 教育長杯ソフトテニス大会 テニスをとおして技術の向上と中学生同士の交流を図る 11月中旬予定 玉里運動公園 教育委員会
玉里海洋センタ-
0299-26-5761

茨城県 小美玉市 ① 教育長杯バスケットボール バスケットボールをとおして技術の向上と中学生同士の交流を図る 調整中 市内中学校体育館 教育委員会
スポ-ツ推進課
0299-48-1111

茨城県 小美玉市 ① 小美玉市子ども会ジュニアリーダー研修会
体験活動の機会の充実、子ども会活動の活性化、活動の中心となるジュニ
アリーダーの養成

10/12～13　1泊 茨城県立中央青年の家 小美玉市子ども会育成連合会
生涯学習センタ-コスモス
0299-26-9111

茨城県 小美玉市 ① 戦争体験講演会 戦争体験者による講演会 8月10日 生涯学習センターコスモス 太平洋戦争の体験を伝える会
生涯学習センタ-コスモス
0299-26-9111

茨城県 小美玉市 ① 図書館まつり おはなし会、DVD上映、除籍本の配布など 10月26日 小川図書館 教育委員会
小川図書館
0299-58-5828

茨城県 小美玉市 ① 市民文化祭 市民の作品展示、発表など 11月1～4日
小川文化センター（アピオス）・四季文化
館（みの～れ）・生涯学習センターコスモ

市教育委員会
四季文化館みの～れ
0299-48-4466

茨城県 小美玉市 ① 七つの祝い式典 式典・ランドセル贈呈・劇 11月8日 小川文化センター（アピオス） 市教育委員会
生涯学習センタ-コスモス
0299-26-9111

茨城県 小美玉市 ① リコーダーワークショップ 身近な楽器（リコーダー）に親しみと興味を持っていただける機会を提供する 10/2,10/26,11/9,11/16　4回 生涯学習センターコスモス 教育委員会
生涯学習センタ-コスモス
0299-26-9111

茨城県 小美玉市 ① 笛のコンサート
生演奏を鑑賞する機会を提供し、特に子どもたちの豊かな心や感性・創造
性を育成する

12月8日 生涯学習センターコスモス 教育委員会
生涯学習センタ-コスモス
0299-26-9111

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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茨城県 小美玉市 ① やすらぎ里まつり 利用団体の発表や世代の交流・地域間交流イベント 11月24日 やすらぎの里小川
やすらぎ里小川サポーターズ
教育委員会

やすらぎの里小川
0299-58-4580

茨城県 小美玉市 ① 玉里史料館　企画展 調整中 玉里史料館 玉里史料館
生涯学習センタ-コスモス
0299-26-9111

茨城県 小美玉市 ① クリスマスコンサート（カルテット） 家族で楽しめるコンサート 12月15日 玉里文化ホール コスモスプロジェクト
生涯学習センタ-コスモス
0299-26-9111

茨城県 小美玉市 ① 子ども議会
議会活動を体験し、市政・まちづくりへの関心を高め、自身が社会の一員で
あることの気づきを得てもらい、子どもたちの健全育成へつなげる。

調整中
（令和2年2月ごろの開催を
予定）

小美玉市議会議場
青少年を育てる小美玉市民の会
学校長会

生涯学習センタ-コスモス
0299-26-9112

茨城県 小美玉市 ① ブックスタート 赤ちゃんとその保護者への絵本を介しての子育て支援 10/3(木),11/26(火),12/5(木) 小川図書館 教育委員会
小川図書館
0299-58-5828

茨城県 小美玉市 ① 移動図書館 地域巡回による図書の貸し出し
Aコース　第1・第3木曜日
Bコース　毎月第2・第4木曜

市内各所 教育委員会
小川図書館
0299-58-5828

茨城県 小美玉市 ① おはなし会 読み聞かせボランティアによる読み聞かせ 第2・第3・第4土曜日
小川図書館、玉里図書館
美野里図書館

教育委員会
小川図書館
0299-58-5828

茨城県 笠間市 ③ 笠間市民美術展覧会 日本画・洋画・彫刻立体造形等6部門の市民美術展覧会の開催。 10月15～21日 笠間公民館 笠間市民美術展覧会実行委員会 笠間公民館0296-72-2100

茨城県 笠間市 ① 第11回　笠間市公民館まつり
各公民館で開催期間を統一し，各種発表会や公民館サークルの展示，幼児
作品展等の催しを開催。

11月15～17日 笠間公民館 笠間市立公民館まつり実行委員会 笠間公民館0296-72-2100

茨城県 笠間市 ① かさま子ども大学（笠間キャンパス）
～陶芸家練上手巨匠から学ぶ～
国宝・松井康成が父である松井康陽氏による裁断・重ね・形体験

10月5日 笠間公民館 笠間公民館 笠間公民館0296-72-2100

茨城県 笠間市 ① かさま子ども大学（笠間キャンパス） ～大学キャンパスをエンジョイしよう～大学構内体験・学食・模擬授業 11月13日 茨城大学 笠間公民館 笠間公民館0296-72-2100

茨城県 笠間市 ① 第11回　笠間市公民館まつり
各公民館で開催期間統一し、各種発表会、公民館サークル展示、幼児作品
展等の催し等

11月1～4日 友部公民館 笠間市立公民館まつり実行委員会 友部公民館0296-77-7533

茨城県 笠間市 ① かさま子ども大学（友部キャンパス） 笠間の発展と鉄道を知ろう 11月16日 友部公民館 友部公民館 友部公民館0296-77-7533
茨城県 笠間市 ① かさま子ども大学（友部キャンパス） ユーチューバー体験 12月7日 友部公民館 友部公民館 友部公民館0296-77-7533

茨城県 笠間市 ① 第11回　笠間市公民館まつり
各公民館で開催期間を統一し，各種発表会や公民館サークルの展示，幼児
作品展等の催しを開催。

11月8～10日 岩間公民館公民館 笠間市立公民館まつり実行委員会 岩間公民館0299-45-2080

茨城県 笠間市 ① かさま子ども大学岩間キャンパス 動物にふれあい、将来の農業について考える 10月19日 東京大学農学部付属牧場 岩間公民館 岩間公民館0299-45-2080
茨城県 笠間市 ① かさま子ども大学岩間キャンパス 江戸時代から現代に受け継ぐ工芸技術を見学・体験する 11月16日 真岡木綿会館 岩間公民館 岩間公民館0299-45-2080
茨城県 笠間市 ① かさま子ども大学岩間キャンパス 職人に教わりながら、手作りの和菓子をつくる 12月7日 市内製菓子店 岩間公民館 岩間公民館0299-45-2080

茨城県 笠間市 ①
「いばらき教育の日，教育月間」に係る『教
育ＤＡＹ』 in KASAMA（仮）

人権講演会や家庭教育学級，子ども向け体験活動を開催予定 11月24日 笠間公民館
茨城県水戸生涯学習センター
茨城県水戸教育事務所
笠間市教育委員会生涯学習課

岩間公民館
0299-45-2080

茨城県 笠間市 ③ 笠間市文化財公開（集中曝涼）
市内に存する文化財を虫干し・公開することで、文化財保護の重要性の理
解を図る　※隔年で実施

10月26、27日 市内各所
茨城県水戸生涯学習センター
茨城県水戸教育事務所
笠間市教育委員会生涯学習課

岩間公民館
0299-45-2080

茨城県 かすみがうら市 ① 子ども大学
大学教授や専門家から最新技術や情報を学ぶ、新しいカタチの子どものた
めの大学

11月～12月 あじさい館 生涯学習課
029-897-0511
生涯学習課

茨城県 かすみがうら市 ① かすみがうら市ふれあい生涯学習フェア 生涯学習団体の発表、展示・体験 10月5～6日 あじさい館
かすみがうら市ふれあい生涯学習フェア実
行委員会

029-897-0511
生涯学習課

茨城県 かすみがうら市 ① 市民ふれあいスポーツフェア 各種スポーツ、レクリエーションの実施 10月12～13日 わかぐり運動公園他 かすみがうら市、かすみがうら市体育協会
029-897-0511
スポーツ振興課

茨城県 かすみがうら市 ① かすみがうら祭
青少年健全育成の啓発活動
（ティッシュ及びチラシ配布、会場内巡視）

11月3日 第１常陸野公園 かすみがうら市青少年相談員連絡協議会
029-897-0511
生涯学習課

茨城県 かすみがうら市 ① ブックスタート 赤ちゃんとその保護者への絵本を介しての子育て支援 11月～12月 霞ヶ浦保健センター 市立図書館 029-897-0647市立図書館
茨城県 かすみがうら市 ① 読書週間作品展示 秋の読書週間作品募集と展示（感想文・標語・習字） 10月5～9日 あじさい館 市立図書館 029-897-0647市立図書館
茨城県 かすみがうら市 ① 文庫のつどい 読書会連合会による合同読書会、、また、講師を招いての講演会を共催す 10月～11月 あじさい館 市立図書館 029-897-0647市立図書館

茨城県 かすみがうら市 ① お話し会 絵本・紙芝居の読み聞かせと手づくり工作
10月13日、11月9日
12月14日

図書館 市立図書館 029-897-0647市立図書館

茨城県 かすみがうら市 ① 市民学芸員養成講座 かすみがうら市の地域遺跡 11月17日 歴史博物館研修施設 歴史博物館 029-897-0017歴史博物館
茨城県 かすみがうら市 ① 市民学芸員養成講座 かすみがうら市の遺跡 12月15日 歴史博物館研修施設 歴史博物館 029-897-0017歴史博物館
茨城県 かすみがうら市 ① 霞ヶ浦学講座 内容未定 11月10日 歴史博物館研修施設 歴史博物館 029-897-0017歴史博物館
茨城県 かすみがうら市 ① 霞ヶ浦学講座 内容未定 12月8日 歴史博物館研修施設 歴史博物館 029-897-0017歴史博物館
茨城県 かすみがうら市 ① 茨城とかすみがうら市の現代史 日立地域の殖産興業 11月24日 歴史博物館研修施設 歴史博物館 029-897-0017歴史博物館
茨城県 かすみがうら市 ① 茨城とかすみがうら市の現代史 大正デモクラシーと茨城の文化 12月22日 歴史博物館研修施設 歴史博物館 029-897-0017歴史博物館
茨城県 かすみがうら市 ① かすみがうら市のい文化財一斉公開事業 指定文化財約１０か所のところにガイドを付けて紹介する 11月9・10日 歴史博物館研修施設 歴史博物館 029-897-0017歴史博物館
茨城県 かすみがうら市 ① 企画展『篤農家　中島以政』 特別展示展及び記念講演会を開催 12月上旬～3月上旬 歴史博物館研修施設 歴史博物館 029-897-0017歴史博物館

茨城県 河内町 ① かわちフェスタ 文化・芸能発表・作品展示 11月1日～3日
総合グラウンド・トレーニングセンター・
農村環境改善センター・中央公民館

かわちフェスタ実行委員会・教育委員会事
務局生涯学習グループ

0297-84-2843

茨城県 北茨城市 ① ハッピー英会話（全8回） 初級者向けの英会話教室 10月～11月 市民ふれあいセンター 教育委員会 0293-46-1234

茨城県 北茨城市 ① 中学校野球選抜対抗戦
茨城県内と福島県いわき地区の中学校が野球を通じて、親睦を深めると共
に野球技術の向上及び青少年の育成を図る

11月9、10日 市民野球場 教育委員会
0293-43-1111
(内線422)

茨城県 北茨城市 ① みんなで教育を考える集い 教育振興大会-児童生徒・地域の方々の発表- 11月15日 精華小学校
教育委員会、
教育研究会

0293-43-1111
(内線440)

茨城県 北茨城市 ① ふるさと自然塾（花園山ウォーク） 自然保護の啓発と推進を目的とするハイキング 11月11日 北茨城市 教育委員会 0293-46-1234
茨城県 北茨城市 ③ 北茨城市小中学校音楽会 市内の小中学校による音楽祭 11月7日 市民体育館 北茨城市教育研究会 0293-43-1111(内線452)
茨城県 北茨城市 ① 子ども議会 子ども議会 未定 北茨城市役所 教育委員会 0293-43-1111(内線452)
茨城県 北茨城市 ③ 文化協会芸能発表会 芸能発表 11月3日 市民ふれあいセンター 北茨城市文化協会 0293-43-1111（内線431）
茨城県 北茨城市 ① 元気っ子プラザ 生涯学習推進事業の写真展示・ビデオ上映など 11月11日 市民ふれあいセンター 教育委員会 0293-43-1111（内線432）

茨城県 北茨城市 ③
野口雨情記念賞童謡作詩コンクール・俳
句コンクール
雨情の里音楽祭

童謡作詩・俳句コンクール表彰式
創作音楽劇、演奏、合唱

12月15日 市民ふれあいセンター
教育委員会
雨情の里音楽祭実行委員会

0293-43-1111（内線431）

茨城県 北茨城市 ③ 芸術鑑賞号 芸術の鑑賞 10月～3月（詳細日程未定） 未定 北茨城市文化協会 0293-43-1111（内線432）
茨城県 北茨城市 ① ゴルフ講座 ゴルフ講座 7月～10月 北茨城市生涯学習センター 教育委員会 0293-46-1234
茨城県 北茨城市 ① 親子陶芸教室 親子参加型の陶芸教室 11月11日 北茨城市生涯学習センター 教育委員会 0293-46-1234
茨城県 北茨城市 ① 市内小学校陶芸教室 市内の小学生を対象にした陶芸教室 5/24～12/20 北茨城市生涯学習センター 教育委員会 0293-46-1234

茨城県 北茨城市 ① 北茨城市民大学  (3講座）
市民が豊かに充実した生活を送ることができるよう、学習機会を総合的かつ
体系的に提供し、ひとづくり、まちづくりの推進を図る。

10月～12月 生涯学習センター 教育委員会 0293-46-1234

茨城県 北茨城市 ① 陶芸教室 （平日・休日・ショートコース） 五浦天心研究会の作家を講師に迎え、てびねりと電動ろくろを体験する。 10月～12月 生涯学習センター分館 教育委員会 0293-46-1234

茨城県 北茨城市 ③ 観月会2019
岡倉天心（覚三）は、1906（明治39）年に日本美術院を五浦に移し、各界の
名士を招待して「仲秋観月会」を開催しました。「観月会2019」は、この催しを
偲んで開催するものです。

10月5、13、26日
※月曜日休館 (祝祭日の場
合は翌日休)

茨城大学五浦美術文化研究所、茨城県
天心記念五浦美術館

茨城大学五浦美術文化研究所、茨城県天
心記念五浦美術館、日本美術院五浦岡倉
天心偉績顕彰会

http://rokka
kudo.izura.ib
araki.ac.jp/

茨城大学社会連携課
029-228-8425

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

茨城県 古河市 ① 古河市民文化祭三和地区総合展 展示・発表 11月2～11月4日 三和健康ふれあいスポーツセンター 古河市民文化祭実行委員会 生涯学習課0280-22-5111
茨城県 古河市 ① 第46回古河市総和地区市民運動会 運動会 11月3日 中央運動公園陸上競技場 古河市 スポ-ツ振興課0280-22-5111

茨城県 古河市 ④
第22回青少年のための科学の祭典　古河
大会

1演示ブース（説明や実験の体験をするもの）　2工作ブース（説明とものづく
りをするもの）
3手作りロケット打ち上げ

11月9日 古河はなもも体育館
青少年のための科学の祭典
古河大会実行委員会
公益財団法人日本科学技術振興財団

生涯学習課0280-22-5111

茨城県 古河市 ① 令和元年度人権リーダー育成講座 1ワークショップ　2ビデオフォーラム 11月20日 スペースU 古河市教育委員会 生涯学習課0280-22-5111
茨城県 古河市 ① 令和元年度人権について考える会 1ワークショップ　2人権に関する作文発表 11月27日 コスモスプラザ 古河市教育委員会 生涯学習課0280-22-5111
茨城県 古河市 ① 第45回古河市三和地区市民運動会 運動会 10月13日 古河市立三和中学校　校庭 古河市 スポ-ツ振興課0280-22-5111
茨城県 古河市 ① 第73回古河市古河地区市民運動会 運動会 10月20日 古河市立古河第一中学校　校庭 古河市 スポ-ツ振興課0280-22-5111
茨城県 古河市 ① 古河市民文化祭総和地区総合展 展示・発表 10月18～20日 中央運動公園、総合体育館 古河市民文化祭実行委員会 生涯学習課0280-22-5111
茨城県 古河市 ① 関東ド・マンナカ祭り「民俗芸能のつどい」 民俗芸能の発表・普及 10月13日 中央運動公園　特設ステージ 総和民俗芸能保存連絡会 生涯学習課0280-22-5111
茨城県 古河市 ① 古河市民文化祭古河地区総合展 展示・発表 10月12～14日 古河体育館 古河市民文化祭実行委員会 生涯学習課0280-22-5111

茨城県 古河市 ① さんさんまつり 民俗芸能の発表・普及 10月27日
三和健康ふれあいスポーツセンター
芝生広場

さんさんまつり実行委員会 生涯学習課0280-22-5111

茨城県 五霞町 ③ 文化祭 作品展示、ステージ発表、体験発表等 11月2～3日 五霞町中央公民館 五霞町文化協会 0280-84-1460
茨城県 五霞町 ① 青少年の主張大会 青少年の主張 10月1日 五霞町中央公民館 五霞町青少年問題協議会 0280-84-1460

茨城県 五霞町 ① あいさつ運動
各小中学校のマナーアップ運動にあわせて、登校時間に各学校校門前に
て、あいさつ声かけ運動を実施。

11月下旬～12月上旬 各小中学校
五霞町青少年相談員協議会
五霞町子ども会育成会

0280-84-1460

茨城県 五霞町 ① ふれあいまつり 団体発表・ブースの出店等 11月3日 五霞中央公民館 ふれあいまつり実行委員会 0280-84-1460
茨城県 境町 ① 境町、境町教育委員会 町民運動会，銘柄指定等の野菜の展示即売，絵画や書道・俳句等の美術 11月3日 境町総合運動場ふれあいの里 境町、境町教育委員会 0280-81-1300
茨城県 境町 ④ 科学で遊ぼうｉｎさかい実行委員会 科学的な遊びの展示・実演・工作ブースによる体験学習 11月17日 境町町民体育館 科学で遊ぼうｉｎさかい実行委員会 0280-81-1325
茨城県 桜川市 ④ 第14回　市民文化祭（ふるさと鳥瞰） 野鳥観察や加波山の自然を散策する。 11月3日 未定 桜川市市民文化祭実行委員会 0296-20-6300 桜川市生涯学習課

茨城県 桜川市 ③ 第14回　市民文化祭（作品展）
書道・写真・絵画・俳句・短歌・陶芸、及び公民館自主講座・定期講座生の作
品展、

11月2～4日 大和体育館 桜川市市民文化祭実行委員会 0296-20-6300 桜川市生涯学習課

茨城県 桜川市 ① 第14回　市民文化祭（いけばな展） いけばな展 11月3～4日 真壁伝承館 桜川市市民文化祭実行委員会 0296-20-6300 桜川市生涯学習課
茨城県 桜川市 ① 第14回　市民文化祭（囲碁大会） 市内の囲碁愛好団体による囲碁大会 10月20日 大和中央公民館 桜川市市民文化祭実行委員会 0296-20-6300 桜川市生涯学習課
茨城県 桜川市 ① 第14回　市民文化祭（将棋大会） 市内の将棋愛好団体による将棋大会。こども将棋大会も同時開催 10月27日 岩瀬中央公民館 桜川市市民文化祭実行委員会 0296-20-6300 桜川市生涯学習課
茨城県 桜川市 ① 第14回　市民文化祭（茶会） 文化協会茶道部による茶会 11月4日 真壁伝承館 桜川市市民文化祭実行委員会 0296-20-6300 桜川市生涯学習課
茨城県 桜川市 ① 伝統文化 こども茶会・いけばな展 伝統文化こども教室の発表会 11月3～4日 真壁伝承館 文化協会茶華道部 0296-20-6300 桜川市生涯学習課
茨城県 桜川市 ① 第14回　市民文化祭（芸能祭） 民謡・詩吟・剣舞・日舞・洋舞などの芸能発表会 10月27日 大和ふれあいセンター「シトラス」 桜川市市民文化祭実行委員会 0296-20-6300 桜川市生涯学習課
茨城県 桜川市 ① 第14回　市民文化祭（短歌大会） 市内外の短歌愛好団体による大会 10月5日 農村環境改善センター 桜川市市民文化祭実行委員会 0296-20-6300 桜川市生涯学習課
茨城県 桜川市 ① 第14回　市民文化祭（俳句大会） 市内外の俳句愛好団体による大会 11月8日 大和ふれあいセンター「シトラス」 桜川市市民文化祭実行委員会 0296-20-6300 桜川市生涯学習課

茨城県 桜川市 ①
第14回　市民文化祭（児童・生徒美術展）
ナイスハート作品展

市内の小学生・中学生の絵画・書道作品展 11月2～4日 大和体育館 桜川市市民文化祭実行委員会 0296-20-6300 桜川市生涯学習課

茨城県 桜川市 ① 第14回　市民文化祭（音楽祭） 市内及び近隣の音楽愛好団体による発表会 10月20日 真壁伝承館「まかべホール」 桜川市市民文化祭実行委員会 0296-20-6300 桜川市生涯学習課
茨城県 桜川市 ① 第14回　市民文化祭（ダンスパーティー） 市内の社交ダンス団体によるダンス大会 11月16日 真壁体育館 桜川市市民文化祭実行委員会 0296-20-6300 桜川市生涯学習課
茨城県 桜川市 ① 第10回　伝統民俗芸能のつどい 民俗芸能の発表会 10月27日 真壁伝承館「まかべホール」 桜川市伝統民俗芸能連絡協議会 0296-20-6300 桜川市生涯学習課
茨城県 桜川市 ① 青少年育成中学生対象事業 未定 未定 桃山学園　桜川中学校 青少年育成桜川市民会議真壁支部 0296-20-6300 桜川市生涯学習課
茨城県 桜川市 ① 桜川市子ども会　桜っ子探検隊 親子サイクリング 11月16日（土） 市内 桜川市子ども会育成連合会 0296-20-6300 桜川市生涯学習課
茨城県 桜川市 ① 真壁コミュニティスクール（桃山学園） 未定 11月上旬 桃山学園 ｺﾐｭﾆﾃｨｽｸｰﾙ実行委員会 0296-20-6300 桜川市生涯学習課
茨城県 桜川市 ① 真壁コミュニティスクール（谷貝小学校） 未定 11月上旬 谷貝小学校 ｺﾐｭﾆﾃｨｽｸｰﾙ実行委員会 0296-20-6300 桜川市生涯学習課
茨城県 桜川市 ① 真壁コミュニティスクール（樺穂小学校） 未定 11月上旬 樺穂小学校 ｺﾐｭﾆﾃｨｽｸｰﾙ実行委員会 0296-20-6300 桜川市生涯学習課

茨城県 桜川市 ① あいさつ・声かけ運動
通勤時及び登校時のあいさつ運動
市内小・中・高等学校

11月1日（金）
市内小・中学校校門前、ＪＲ水戸線岩瀬
駅・羽黒駅

青少年育成桜川市民会議 0296-20-6300 桜川市生涯学習課

茨城県 桜川市 ① わくわくチャレンジ
おもしろ理科・お料理教室・作って楽しもう・自然文化財探検・たのしいス
ポーツ

10/5，12，26
11/9，16，23，30
12/7，14　※土曜日

大和中央公民館，
岩瀬中央公民館，シトラス，伝承館

桜川市教育委員会 0296-20-6300 桜川市生涯学習課

茨城県 桜川市 ① 公民館定期講座
たのしい、やさしい絵てがみ・はじめてのスマートフォン・謡曲「桜川」を学ぼ
う・ズンバ・ニットスキルアップ・健美メソッド・桜川ふるさと発見探検・はじめ
ての太極拳・リラックスヨガ・レッツニッテング・サクラクッキング・桜子合唱

10月～12月 岩瀬中央公民館他 岩瀬中央公民館 0296-75-0344 岩瀬中央公民館

茨城県 桜川市 ① 公民館定期講座 ゆるヨガ・男めし入門・中国結び・大和なでしこ講座・脳トレいきいき体操 10月～12月 大和中央公民館 大和中央公民館 0296-58-7117  大和中央公民館

茨城県 桜川市 ① 公民館定期講座
太巻き祭り寿司・健美メソッド・藍染しぼり・スマイル手相クラブ・初歩のかな
書道・簡単薬膳

10月～12月 真壁伝承館 真壁伝承館 0296-23-8521　真壁伝承館

茨城県 桜川市 ① おはなしの小箱 読み聞かせ
10月26日、11月30日
12月21日

岩瀬中央公民館他 岩瀬中央公民館 0296-75-0344　岩瀬中央公民館

茨城県 桜川市 ① お話しの広場 読み聞かせ
10月26日、11月16日
12月21日

大和中央公民館 大和中央公民館 0296-58-7117　大和中央公民館

茨城県 桜川市 ① おはなしぶんこ 読み聞かせ
10月26日、11月16日
12月121日

真壁伝承館内真壁図書館 真壁伝承館 0296-23-8521　真壁伝承館

茨城県 桜川市 ① 桜川市真壁武術道大会 柔道・空手道の各大会 11月3日 真壁体育館 桜川市スポーツ少年団
0296-75-6600
桜川市スポ-ツ振興課

茨城県 桜川市 ①
青少年の主張大会
青少年育成のための公演会

青少年の主張発表
言葉の力を感じるコンサート

12月8日 大和ふれあいセンター「シトラス」 青少年育成桜川市民会議
0296-20-6300
桜川市生涯学習課

茨城県 常総市 ① 親子の絆づくりプログラム 幼児と親子でシャボン玉づくり、幼児と親子で凧作り 10月中旬～12月下旬 地域交流センター 常総市教育委員会
常総市生涯学習課
0297-30-8880

茨城県 常総市 ① 令和元年度常総市民文化祭

1舞台部門(音楽会，芸能際，カラオケ大会，民謡舞踊大会等)
2文芸部門（俳句大会，短歌大会）3展示部門(美術展，書道展，生花展，盆
栽展等)
4学校部門(児童生徒作品展，音楽会，鼓笛隊ﾊﾟﾚｰﾄﾞ)
5まつり部門(JAまつり，ふくしまつり等)6その他の部門(囲碁，映画会等)

10月12日～11月3日

生涯学習センター、地域交流センター
水海道小学校体育館
JA常総ひかり水海道中央支店・石下中
央支店
水海道大通り商店街・駅前通り商店街

常総市
常総市教育委員会
常総市文化協会

常総市生涯学習課
0297-30-8880

茨城県 常総市 ① 近隣中学校バドミントン大会 予選リーグ・決勝トーナメント 10月26日 石下総合体育館
常総市教育委員会
常総市体育協会

常総市スポ-ツ振興課
0297-27-1211

茨城県 常総市 ① 近隣中学校野球大会 トーナメント
10月26、27日
11月2日

水海道球場、石下球場
豊田球場、原山球場

常総市教育委員会
常総市体育協会

常総市スポ-ツ振興課
0297-27-1211

茨城県 常総市 ① 近隣中学校卓球大会 予選リーグ・決勝トーナメント 11月2日 石下総合体育館
常総市教育委員会
常総市体育協会

常総市スポ-ツ振興課
0297-27-1211

茨城県 常総市 ① 近隣中学校バレーボール大会 予選リーグ・決勝トーナメント 11月2日
水海道総合体育館市内各中学校体育
館

常総市教育委員会
常総市体育協会

常総市スポ-ツ振興課
0297-27-1211

茨城県 常総市 ① 近隣中学校サッカー大会 予選リーグ・決勝トーナメント 11月2、3日
石下総合運動公園、きぬサブグラウンド
吉野サンビレッジ、市内中学校グラウン

常総市教育委員会
常総市体育協会

常総市スポ-ツ振興課
0297-27-1211

茨城県 常総市 ① 人権教育啓発運動 常総市ふるさとまつりで人権グッズの配布呼びかけ 11月3日 石下庁舎周辺 常総市教育委員会
常総市生涯学習課
0297-30-8880

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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茨城県 常総市 ① 近隣中学校バスケットボール大会 トーナメント 11月9、10日
水海道総合体育館
石下総合体育館　　市内中学校体育館

常総市教育委員会
常総市体育協会

常総市スポ-ツ振興課
0297-27-1211

茨城県 常総市 ① 三妻・五箇地区公民館まつり
児童生徒作品展、趣味の作品展、料理教室コーナー
模擬店、ちびっこマラソン、輪投げ、郷土芸能祭等

11月9、11月10日 三妻公民館 三妻・五箇地区公民館まつり実行委員会
常総市生涯学習課
0297-30-8880

茨城県 常総市 ① 菅原・大花羽地区公民館まつり
児童作品展、趣味の作品展、グラウンドゴルフ大会、模擬店（焼きそば、わ
たあめ）など

11月9、10日 菅原公民館
菅原・大花羽地区公民館まつり実行委員
会

常総市生涯学習課
0297-30-8880

茨城県 常総市 ① 豊岡地区公民館まつり
児童作品展・趣味の作品展
模擬店（焼きそば、わたあめ、豚汁、ポップコーン）等

11月9、10 豊岡公民館 豊岡地区公民館まつり実行委員会
常総市生涯学習課
0297-30-8880

茨城県 常総市 ① 令和元年度常総市ふるさとまつり

1表彰式・認定式(かかしコンテスト、なんでも一番)
2芸能際（幼稚園児踊り、よさこい踊り等）
3展示部門(美術展，書道展，生花展，盆栽展等)
4まつり部門(キャラクターショウ、農業，商工まつり、バザー、フリマ、等)
5その他の部門(白バイ，はしご車等)

11月中旬
常総市役所石下庁舎
石下総合福祉センター

常総市ふるさとまつり実行委員会
常総市生涯学習課
0297-30-8880

茨城県 常総市 ① 人権教育啓発運動 水海道駅前であいさつ運動と共に人権啓発グッズの配布と呼びかけ 11月14日 水海道駅周辺 常総市教育委員会
常総市生涯学習課
0297-30-8880

茨城県 常総市 ① 大生地区公民館まつり
児童作品展・趣味の作品展
模擬店（焼きそば、わたあめ、豚汁、ポップコーン）
子どもふれあいフェスティバル等

11月16、17日 大生公民館 大生地区公民館まつり実行委員会
常総市生涯学習課
0297-30-8880

茨城県 常総市 ① 絹西地区公民館まつり
児童作品展・趣味の作品展
模擬店（焼きそば、わたあめ、豚汁、ポップコーン）
子どもふれあいフェスティバル等

11月16、17日 菅生公民館 絹西地区公民館まつり実行委員会
常総市生涯学習課
0297-30-8880

茨城県 常総市 ① 常総地区防犯柔剣道大会 予選リーグ・決勝トーナメント 11月22日 石下体育館
常総地区防犯協会
常総市体育協会

常総市スポ-ツ振興課
0297-27-1211

茨城県 常総市 ① 親子deいきいきスポーツフェスタ
親子マラソン大会
スタンプラリー形式によるブースごとのイベント（トランポリン，卓球，キック
ターゲット等）

11月24日 石下総合運動公園
親子deいきいきスポーツフェスタ実行委員
会

常総市スポ-ツ振興課
0297-44-7657

茨城県 常総市 ① 近隣中学校ソフトテニス大会 予選リーグ・決勝トーナメント 11月26、27日 石下総合運動公園内　テニスコート
常総市教育委員会
常総市体育協会

常総市スポ-ツ振興課
0297-27-1211

茨城県 城里町 ①
地域資源を活かした課外講座事業「ハー
バリウム教室」

地元の素材を使って，近年ブームのハーバリウムを作る 10月19日 コミセン城里サークル室 教育委員会 029-288-3135

茨城県 城里町 ①
地域資源を活かした課外講座事業「イコン
見学会」

今年町指定文化財に指定された圷ハリストス正教会所蔵のイコン（聖像画）
を見学する

11月16日 コミセン城里・現地 教育委員会 029-288-3135

茨城県 城里町 ① 家庭教育学級 講演　テーマ・講師未定 10月20日 コミセン城里 教育委員会 029-288-3135

茨城県 城里町 ①
「家庭の日」図画・作文コンクール表彰式
典

最優秀作品の表彰・作文の部最優秀作品の発表 11月9日
コミセン城里
ホール

青少年育成城里町民会議 029-288-3135

茨城県 城里町 ① 第１５回城里町マラソン大会 キロ数別に事前に申し込み，着順を競う 12月1日 桂中学校周辺とグランド 教育委員会 029-288-3135

茨城県 城里町 ① 桂公民館美術展
幼稚園・保育園・小中学校生徒の作品展示及び公民館教室・講座・クラブや
各種団体の展示・発表など

11月16、17日 桂公民館 桂公民館 029-289-2220

茨城県 城里町 ① 飾り巻き寿司作り教室 巻き寿司作り 10月 桂公民館 桂公民館 029-289-2220
茨城県 城里町 ① 自力整体体験教室 整体体験 11月 桂公民館 桂公民館 029-289-2220
茨城県 城里町 ① お洒落しめ縄飾り作り教室 しめ縄飾り作り 12月 桂公民館 桂公民館 029-289-2220
茨城県 城里町 ① 塩田蕎麦打ち教室 蕎麦打ち 11月 岩船地区分館 岩船地区分館 029-289-4535
茨城県 城里町 ① オリジナルキャンドル作り教室 オリジナルのキャンドル作り 11月 岩船地区分館 岩船地区分館 029-289-4535
茨城県 城里町 ① お正月用苔玉作り教室 お正月用の苔玉作り 12月 岩船地区分館 岩船地区分館 029-289-4535

茨城県 城里町 ① 読み聞かせ会
毎月2回，主に絵本・紙芝居等の読み聞かせを桂図書館(読み聞かせの部
屋）で行っている

11月9、30日 桂図書館
あすなろ(読み聞かせボランティアグルー
プ）

029-289-4946

茨城県 城里町 ① 城里町民まつり 祭りを通して，地域住民の連携強化とコミュニティの活性化を図る 11月9、10日 常北運動公園 城里町町民まつり実行委員会 029-288-3111
茨城県 城里町 ① 常北公民館美術展 作品の展示 11月17、18日 常北公民館 常北公民館 029-288-5575
茨城県 城里町 ① 一日講座：コ-ヒーを楽しむ講座 コーヒー会社社長の講演 10月13日 常北公民館 常北公民館 029-288-5575
茨城県 城里町 ① 一日講座：クリスマスケーキ作り 親子でケーキ作り 12月1日 常北公民館 常北公民館 029-288-5575
茨城県 城里町 ① 一日講座：親子でクッキング 親子で料理教室 12月15日 常北公民館 常北公民館 029-288-5575

茨城県 城里町 ① 七会町民センター美術展
幼稚園・保育園・小中学校生徒の作品展示及び公民館教室・講座・クラブや
各種団体の展示・発表など

11月2～3日 七会町民センター 常北公民館 0296-88-3210

茨城県 大子町 ③ 大子町芸術祭 町民の芸術活動の発表の場、芸術文化の振興 10月26日～11月2日
大子町文化福祉会館「まいん」
リフレッシュセンター、中央公民館

大子町教育委員会
大子町芸術祭実行委員会

0295-72-1148

茨城県 大子町 ① 大子町民グラウンドゴルフ大会 グラウンドゴルフ 11月17日 大子広域公園
大子町地域スポーツ活動活性化企画運営
委員会

0295-72-1148

茨城県 大子町 ③ ミュージカル 町民参加型のミュージカル 11月15日 大子町文化福祉会館まいん 大子町文化福祉会館自主事業運営委員会 0295-72-1148
茨城県 高萩市 ① 中央公民館まつり 公民館利用者団体の発表と地域住民との交流 10月19～20日 中央公民館、文化会館、市民体育館 中央公民館まつり実行委員会 0293-23-1125

茨城県 高萩市 ① 図書館まつり 映画会・古雑誌市・古本市・ビブリオバトル 10月19～20日 図書館
図書館まつり
実行委員会

0293-23-7174

茨城県 高萩市 ① 体力つくり市民歩く会 体力維持の為、豊かな自然を満喫できる約8キロのコースを歩くもの 10月14日 市役所～高浜海岸周回コース 体力つくり市民歩く会実行委員会 0293-23-2019
茨城県 高萩市 ① 子育て講座 就学時健康診断における家庭教育事業 10月予定 市内小学校４校 生涯学習課 0293-23-1132

茨城県 高萩市 ③ 文化祭 文化協会の活動成果報告 10月31日～11月4日
中央公民館
文化会館

文化協会 0293-23-1132

茨城県 高萩市 ③ 高萩市産業祭 市内の特産品等を広く一般に紹介する。 11月16～17日 市民体育館・公民館・各駐車場 産業祭実行委員会 0293-23-7316

茨城県 高萩市 ③ 高萩市子ども作品展
学習活動などで制作した幼児及び児童・生徒の絵画、書道、立体造形等の
作品を展示する。

11月29日～12月2日 市民体育館
高萩市教育研究会、高萩市、高萩市教育
委員会、高萩市青少年相談員協議会、

0293-23-1132

茨城県 高萩市 ③ 高萩市民音楽祭 市内園児、児童・生徒、市民団体等の合唱、合奏、吹奏楽等の発表を行う。 12月7日 文化会館 市民音楽祭実行委員会 0293-23-7411

茨城県 高萩市 ① 高萩市の教育を考える集い 学校の取組の紹介、講演会 11月30日 文化会館
高萩市教育委員会、高萩市教育研究会、
高萩市立幼稚園教育研究会

0293-23-1135

茨城県 高萩市 ① 松岡地区公民館まつり 公民館利用者団体の発表と地域住民との交流 11月24日 松岡地区公民館
松岡地区公民館
まつり実行委員会

0293-24-0424

茨城県 高萩市 ① たかはぎ駅伝競走大会
酷寒の走路を走破し、強い体力と旺盛な気力を養うとともにスポーツの振興
を図る

12月予定 市内一円 たかはぎ駅伝競走大会実行委員会 0293-23-2019

茨城県 筑西市 ① 筑西市文化祭「下館地区」 芸術文化活動の成果を広く市民に発表する機会を提供 9月下旬～12月上旬
スピカビル多目的スペース、スピカビル
コミュニティプラザ、地域交流センター、
明野公民館等

筑西市，筑西市教育委員会，筑西市文化
協議会，筑西市教育研究会

文化課
0296-22-0183

茨城県 筑西市 ① 筑西市文化祭総合作品展「関城地区」 芸術文化活動の成果を広く市民に発表する機会を提供 11月8、9、10日 関城体育館 関城地区文化祭実行委員会 生涯学習ｾﾝﾀ-0296-37-7803

茨城県 筑西市 ① 筑西市文化祭「協和地区」 芸術文化活動の成果を広く市民に発表する機会を提供 10月中旬～11月中旬 協和公民館
筑西市教育委員会
文化協議会協和支部

協和公民館0296-57-2515

茨城県 筑西市 ① 筑西市文化祭「明野地区」 芸術文化活動の成果を広く市民に発表する機会を提供 １１月1日(金)～４日(月) 明野公民館、明野トレーニングセンター 明野地区文化祭実行委員会 明野公民館0296-52-5333

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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茨城県 筑西市 ① あいさつ・声かけ運動
市内高等学校、その他青少年育成団体との協働により、あいさつ・声かけ
運動を展開する。

11月上旬 JR下館駅前 青少年育成筑西市民の会 生涯学習課0296-22-0182

茨城県 筑西市 ① 「家庭の日」絵画・ポスターコンテスト 家庭の日の推進 10月5日～12月1日 しもだて美術館ロビー 市民の会、しもだて美術館 生涯学習課0296-22-0182
茨城県 筑西市 ① 下館地区歩く会 歩く会 10月 下館地区健康推進員会 健康増進課0296-22-0506
茨城県 筑西市 ① 伊讃地区歩く会 歩く会 11月3日（日） 伊讃小学校 伊讃地区健康推進員会 健康増進課0296-22-0506
茨城県 筑西市 ① 川島地区歩く会 歩く会 11月9日（土） 日立化成グラウンド 川島地区健康推進員会 健康増進課0296-22-0506
茨城県 筑西市 ① 竹島地区歩く会 歩く会 10月13日（日） 竹島地区健康推進員会 健康増進課0296-22-0506
茨城県 筑西市 ① 養蚕地区歩く会 歩く会 11月10日（日） 県西総合公園 養蚕地区健康推進員会 健康増進課0296-22-0506

茨城県 筑西市 ① 五所地区おはよう歩け歩け大会 地区住民参加の歩く会（五所用学校協力） 11月16日（土） 五所地区・地区内
五所地区青少年育成筑西市民の会・五所
地区健康推進委員会

0296-22-6130

茨城県 筑西市 ① 中地区歩く会 歩く会 10月27日（日） 中公民館 中地区健康推進員会 健康増進課0296-22-0506
茨城県 筑西市 ① 大田地区歩く会 歩く会 11月17日（日） 大田小学校 大田地区健康推進員会 健康増進課0296-22-0506
茨城県 筑西市 ① 嘉田生崎地区歩く会 歩く会 10月 嘉田生崎地区健康推進員会 健康増進課0296-22-0506
茨城県 筑西市 ① 明野地区歩く会 歩く会 11月10日（日） 明野地区健康推進員会 健康増進課0296-22-0506
茨城県 筑西市 ① 協和地区歩く会 歩く会 11月4日（日） 協和地区健康推進員会 健康増進課0296-22-0506
茨城県 筑西市 ① 第１５回筑西市少年剣道錬成大会 小学生による団体戦（トーナメント） 11月2日（土） 下館総合体育館 筑西市少年剣道錬成大会実行委員会 0296-25-0212
茨城県 筑西市 ① 伊讃地区文化祭 作品展・模擬店・バザー 11月9日（土）～10日（日） 公民館 伊讃公民館 0296-25-1794
茨城県 筑西市 ③ 川島地区文化祭 作品展 11月9日（土）～10日（日） 公民館 川島地区自治会 0296-28-5604
茨城県 筑西市 ③ 竹島地区文化祭 作品展 10月26日(土)～27日(日） 公民館 竹島公民館 0296-25-1790
茨城県 筑西市 ③ 養蚕地区文化祭 作品展 11月9日（土）～10日（日） 養蚕公民館 自治会・養蚕公民館 0296-25-1452
茨城県 筑西市 ③ 五所地区文化祭 作品展 11月2日(土）～4日（月） 五所公民館 0296-22-6130

茨城県 筑西市 ③ 中地区文化祭 作品展・芸能発表会
11月2日（土）
11月3日（日）

中公民館及び中小学校体育館 中公民館 0296-25-1887

茨城県 筑西市 ③ 河間地区文化祭 作品展・芸能発表会 11月8日（金）～10日（日） 河間小学校 河間公民館 0296-25-1434

茨城県 筑西市 ③ 大田地区文化祭 作品展
11月2日(土)～
11月4日(月)

大田公民館 大田公民館 0296-22-6132

茨城県 筑西市 ③ 嘉田生崎地区文化祭 作品展 11月9日（土）～10日（日） 嘉田生崎小学校体育館 嘉田生崎公民館 0296-22-6131
茨城県 筑西市 ① あしま祭 運動会・芸能発表会 10月20日（日） 養蚕小学校 自治会 0296-25-1452

茨城県 筑西市 ① 筑西市教育のつどい 小学生、中学生による活動発表、講演会を開催 11月17日（日） 筑西市立明野公民館イル・ブリランテ
青少年育成筑西市民の会、筑西市校長
会、筑西市教育委員会

生涯学習課
0296-22-0182

茨城県 筑西市 ① 筑西市子ども会育成連合会指導者研修会
子ども会の指導者・育成者が組織のあり方やリーダー養成について見聞を
広げ、自らの活動の更なる充実を図るための研修会を開催。

11月24日（日） 協和公民館 筑西市子ども会育成連合会
生涯学習課
0296-22-0182

茨城県 筑西市 ①
第41回少年の主張全国大会「わたしの主
張2019」視聴見学

12名の中学生による「わたしの主張発表」を視聴。 11月 国立オリンピック記念青少年センター
青少年育成筑西市民の会
協和支部

生涯学習課
0296-22-0182

茨城県 筑西市 ① 第15回ちくせいマラソン大会 学年・年代・男女別により距離１．５㎞～１０．０㎞までの各コース 12月8日（日） 下館総合体育館周辺コース ちくせいマラソン大会実行委員会 0296-28-5040
茨城県 筑西市 ① そば打ち体験教室 調理教室 12月7日（土） 中公民館 中公民館 0296-25-1887
茨城県 筑西市 ① 大田地区体育祭 体育祭 10月20日（日） 大田小学校 青少年育成市民の会大田地区 22-6132
茨城県 筑西市 ① 嘉田生崎地区民体育大会 体育大会 10月5日(土) 嘉田生崎小学校　校庭 嘉田生崎公民館 22-6131

茨城県 筑西市 ① 第25回全国報徳サミット筑西市大会 二宮尊徳ゆかりの自治体がその教えをまちづくり・ひとづくりに生かす。 11月9日 明野公民館大ホール　イル・ブリランテ 筑西市報徳サミット実行委員会
文化課
0296-22-0183

茨城県 つくば市 ④ つくば科学フェスティバル
科学に親しみながら楽しく学ぶ体験型のイベントで、市内の小・中・高・大
学・研究機関等から約50団体が出展する。

11月16日（土）
11月17日（日）

つくばカピオ つくば市教育委員会
029-883-1111
教育指導課

茨城県 つくば市 ① サイエンスキッズリーグ
つくば市内の児童生徒による科学に関する筆記競技や実技競技等を行う。
8/3　予選　　10/20　決勝

8月3日（土）
10月20日（日）

つくば市役所，学園の森義務教育学校 つくば市教育委員会
029-883-1111
教育指導課

茨城県 つくば市 ①
文化財巡回企画展
（仮称）万葉の時代とつくば

・「令和」の典拠となった万葉集が編纂された、奈良時代のつくば市について
紹介する展示を行う。
・会期中に講演会、体験学習を実施する。

10月～２月頃
小田城跡歴史ひろば、谷田部郷土資料
館ほか

つくば市教育委員会
029-883-1111
文化財課

茨城県 つくば市 ① 第17回プレゼンテーションコンテスト ・プレゼンテーションコンテスト受賞者の発表会と表彰式 11月22日（金） つくばカピオ つくば市教育委員会
029-867-1080
総合教育研究所

茨城県 つくば市 ① 社会教育講演会
・年間３回実施する講演会の第１回。
・思春期の子どもをテーマに，保護者の理解を深めることに資する。

10月6日（日） つくば市役所 つくば市教育委員会
029-883-1111
生涯学習推進課

茨城県 つくば市 ① 一斉キャンペーン あいさつ・声かけ運動 11月５日(火)予定 つくば駅周辺 青少年を育てるつくば市民の会
029-883-1111
生涯学習推進課

茨城県 つくば市
①②
③④

筑波大学高大連携シンポジウム2019

筑波大学では、開かれた大学という建学の理念を受け、筑波研究学園都市
という立地を活かし、高大連携活動を行っております。本シンポジウムは、
筑波大学生や教員の指導の下、全国各地の高校生が地域課題を発掘し、
科学的手法を駆使しながら意見を収束させ、解決案をプレゼンテーションす

11月4日 筑波大学 筑波大学 無料

http://koud
ai.tsukuba.a
c.jp/update
/

大澤義明
osawa@sk.tsukuba.ac.jp

茨城県 つくば市 ② つくばアクションプロジェクト活動報告
筑波大学独自の学生支援「T-ACT」を利用して，自分たちの「やってみた
い！」を実現させる学生の活動を紹介します。

11月3日～4日 筑波大学スチューデント・コモンズ 筑波大学T-ACT推進室 無料

http://www.
t-
act.tsukuba.
ac.jp/

T-ACT推進室
029-853-2222

11月3～4日の学園
祭の一部として開催
する予定。

茨城県 つくば市 ② 授業見学会
産業技術学部の実際の授業の様子を見学することができます。教育・研究
施設、寄宿舎を見学できるほか、希望者は体験授業や個別相談にも参加す
ることができます。

10月25日 筑波技術大学天久保キャンパス 国立大学法人筑波技術大学 無料

http://www.
tsukuba-
tech.ac.jp/a
dmission/it/
opencampus
/class_inspe
ction.html

国立大学法人筑波技術大学
聴覚障害系支援課教務係
029-858-9329

事前申込要

茨城県 つくば市 ③ 学園祭（春日祭）
教育研究等の活動及びサークルなどの学生団体について点字・発表、学生
による模擬店の出店等を行い、学内者及び学外者との交流を深める。

11月9日 筑波技術大学春日キャンパス 国立大学法人筑波技術大学 無料

筑波技術大
学HP：
https://ww
w.tsukuba-
tech.ac.jp/

国立大学法人筑波技術大学
視覚障害系支援課学生係
029-858-9513

※Webサイトは現在
作成中のため、本学
HPのURLを記載しま
す

茨城県 つくばみらい市 ③ 第14回つくばみらい市文化祭 芸能発表・作品展示 11月2日（金），3日（土）
きらくやまふれあいの丘
谷和原公民館

つくばみらい市文化協会
つくばみらい市教育委員会

0297-58-2111㈹

茨城県 つくばみらい市 ①
親が変われば子どもも変わる推進講演会

講演会 11月16日（土）
きらくやまふれあいの丘世代ふれあい
の館

青少年育成つくばみらい市民会議 0297-58-2111㈹

茨城県 土浦市 ③ 第48回　文化祭 各種大会，発表，公演等 9月29日（日）～12月8日（日）
亀城プラザ，
生涯学習館　外

文化生涯学習課（文化振興室）
文化振興室
029-826-1111（内5119）

茨城県 土浦市 ③
第22回　土浦薪能特別企画
　　　　　　「土浦狂言」

狂言の開催により伝統文化芸能に触れる機会を設ける 9月1日（日） 亀城プラザ 文化生涯学習課（文化振興室）
文化振興室
029-826-1111（内5119）

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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茨城県 土浦市 ③
第22回企画展
「常陸の玉作り武者塚古墳出土品　同時
公開（仮）」

土浦市指定文化財「烏山遺跡・八幡脇遺跡出土玉作資料」を中心に，関東
の古墳時代前期の玉作りについて紹介する。

10月下旬～12月初旬 上高津貝塚ふるさと歴史の広場 上高津貝塚ふるさと歴史の広場
上高津貝塚ふるさと歴史の広場
029-826-7111

茨城県 土浦市 ① 上高津貝塚どきどき体験 火おこし体験、しおりづくりなど各種体験講座 未定 上高津貝塚ふるさと歴史の広場 上高津貝塚ふるさと歴史の広場
上高津貝塚ふるさと歴史の広場
029-826-7111

茨城県 土浦市 ①
特別公開
「土屋家の刀剣―国宝・重要文化財の公
開―」

土浦藩土屋家の刀剣のうち、国指定文化財を特別公開する。 10月17日～11月10日 土浦市立博物館 土浦市立博物館
土浦市立博物館
029-824-2928

茨城県 土浦市 ③ 子ども図画・作文・習字展 市内小中学校へ協力を依頼し，各部門別に表彰・作品の展示を行う。 12月11～22日 土浦市民ギャラリー 文化生涯学習課（青少年係）
文化生涯学習課青少年係
029-826-3455

茨城県 土浦市 ① 土浦市子どもまつり
昔ながらの遊びや創作コーナー，食べ物コーナーを設け，親子等でのコミュ
ニケーションをを図る。

10月19日（土） 霞ヶ浦総合公園 文化生涯学習課（青少年係）
文化生涯学習課青少年係
029-826-3455

茨城県 土浦市 ① 土浦市長杯少年野球大会
少年軟式野球大会を開催し，青少年の健全育成及び各チームの親睦を図
る。

10月20、26、27日
11月3日

J:COMスタジアム土浦　外 スポーツ振興課
スポ-ツ振興課
029-826-1111（内5125）

茨城県 土浦市 ③ 一中地区公民館まつり 作品展示・発表、芸能大会、模擬店等 11月3日(日） 一中地区公民館 一中地区公民館
一中地区公民館
029-821-0104

茨城県 土浦市 ③
二中地区文化祭
（公民館まつり）

作品展示・発表、芸能大会、模擬店等 11月24日(日） 二中地区公民館 二中地区公民館
二中地区公民館
029-824-3588

茨城県 土浦市 ③
三中地区文化祭
（公民館まつり）

作品展示・発表、芸能大会、模擬店等 11月17日（日） 三中地区公民館 三中地区公民館
三中地区公民館
029-843-1233

茨城県 土浦市 ③ 四中地区公民館まつり 作品展示・発表、芸能大会、模擬店等 11月1日（金）～3日（日） 四中地区公民館 四中地区公民館
四中地区公民館
029-824-9330

茨城県 土浦市 ③ 上大津公民館まつり 作品展示・発表、芸能大会、模擬店等 11月3日(日） 上大津公民館 上大津公民館
上大津公民館
029-828-1008

茨城県 土浦市 ③ 六中地区公民館文化祭 作品展示・発表、芸能会、模擬店等 10月27日（日） 六中地区公民館 六中地区公民館
六中地区公民館
029-842-3585

茨城県 土浦市 ③ 都和公民館まつり 同好会の作品展示と発表、児童・生徒の発表、模擬店等 11月29日～12月1日 都和公民館 都和公民館
都和公民館
029-832-1667

茨城県 土浦市 ③
新治地区コミュニティまつり
（公民館まつり）

作品展示・発表、芸能大会、模擬店等 10月25～27日 新治地区公民館 新治地区公民館
新治地区公民館
029-862-2673

茨城県 土浦市 ① 第14回土浦市環境展
環境に関する展示物、体験コーナー、ゴミの分別ゲームなどで環境保全の
意識を高める。

10月12日(土） 霞ヶ浦文化体育会館
環境保全課，土浦市環境基本計画推進協
議会

環境保全課
029-826-1111（内2327）

茨城県 土浦市 ① 土浦市健康まつり
市民の健康意識の高揚をを図り，また福祉施策等への理解を深めることを
目的に各種相談コーナーや体験コーナー等を設置する。

未定 土浦市保健センター 健康増進課
健康増進課
029-826-3471

茨城県 土浦市 ① 第38回都市緑化フェア 緑化促進と緑化意識の高揚を図る。 10月12日（土） 霞ヶ浦総合公園 公園街路課
公園街路課029-826-1111
（内2258）

茨城県 土浦市 ① 土浦市火災予防ポスター展
市内小中学校の生徒へ協力を依頼し，低学年・高学年・中学生別に表彰・
作品の展示を行う。

10月29日（火）～11月17日
（日）

アルカス土浦　　　　イオンモール土浦
土浦市防火・危険物安全協会　土浦市幼
少年婦人防火委員会　土浦市消防本部

消防本部予防課029-821-5967

茨城県 土浦市 ① 高齢者スポ―ツ大会
高齢者が，スポーツを楽しみながら相互の親睦を深めるとともに，心身を鍛
え，体力の増進を図る。

10月24日（木） 霞ヶ浦文化体育会館 土浦市社会福祉協議会
社会福祉協議会
029-821-5995

茨城県 土浦市 ① 土浦市ゲートボール大会
高齢者が，ゲートボールをとおしてスポーツ活動の推進と相互交流の促進
を図る。

10月 ISSEI一誠商事市民運動広場 土浦市社会福祉協議会
社会福祉協議会
029-821-5995

茨城県 土浦市 ① 図書館まつり おはなし会，工作コーナー，展示コーナー等 10月5日（土），6日（日） 土浦市立図書館 土浦市立図書館
市立図書館
029-822-3025

茨城県 土浦市 ① テーマ展「秋の夜空を彩る花火」
今年で第88回を迎える土浦全国花火競技大会の歴史について，ポスターや
チラシなど博物館に収蔵されている資料を紹介する。

9月14日(土）～11月10日
（日）

土浦市立博物館 土浦市立博物館
土浦市立博物館
029-824-2928

茨城県 東海村 ① 小中学校音楽祭 小・中学校の音楽祭 10月25日（金） 東海文化センター 東海村教育委員会
029-282-1711（代表）
（内線1422）

茨城県 東海村 ① やったん祭 次世代の東海村を支える青少年のためのお祭り。 11月3日（日）
東海村立東海南中学校グランド・体育
館

やったん祭実行委員会
東海村教育委員会

青少年センタ-
029-282-7049

茨城県 東海村 ① 子ども芸術祭
子どもたちに芸術・文化体験及び発表の場を提供する。作品制作及び展
示，体験プログラム。

12月8日（日） 東海文化センター 東海村文化協会
東海文化センタ-
029-282-8511

茨城県 東海村 ③ 東海村文化祭
文化・芸術活動に携わっている個人及び団体の作品展覧及び発表等の催
しを行う。

10月25日
11月2日～4日

東海村総合体育館・東海文化センター
ほか

東海村文化祭実行委員会
東海村教育委員会

東海文化センタ-
029-282-8511

茨城県 東海村 ① 第４９回東海村総合体育大会 16の競技連盟ごとに村内各地で競技会を行う。 10月 東海村総合体育館ほか 東海村体育協会
東海村総合体育館
029-283-0673

茨城県 東海村 ① 平成30年度東海近郊中学校野球大会 東海村及び近郊の中学校が参加する軟式野球大会。 11月 阿漕ヶ浦公園 東海村野球連盟
029-282-1711 (代表)
(内線2019)

茨城県 東海村 ① いきいき茨城ゆめ国体ホッケー競技
茨城国体のホッケー競技、成年男女、少年男女各10チーム、合計40チーム
が参加

9月29日（日）～10月3日（木）
阿漕ヶ浦公園
県立東海高等学校

いきいき茨城ゆめ国体東海村実行委員会
029-282-1711 (代表)
(内線2019)

茨城県 利根町 ①
第74回いきいき茨城ゆめ国体デモスポ利
根町ウォーキング

町民対象の国体大会(ウォーキング） 10月5日（土） 利根町公民館前特設会場
第74回いきいき茨城ゆめ国体利根町実行
委員会

0297-68-3263

茨城県 利根町 ① 利根町文化祭 地域住民の文化・芸術発表・展示 11月3、4日 利根町公民館 利根町 0297-68-7881
茨城県 利根町 ① 公民館コンサート 地域住民の文化芸術への意識を高め，潤いのある町づくりを目指す 11月16日 利根町公民館 利根町 0297-68-7881

茨城県 利根町 ①
あいさつ・声かけ運動・非行防止キャラバ
ン

一般の方を対象に，地域でのコミュニケーションを広げることを目的にあさつ
声かけ運動を実施。

11月7日
町内スーパー２ヶ所

町内巡回
利根町青少年相談員協議会 0297-68-2211

茨城県 取手市 ① 第19回取手市民グランドゴルフ大会 グラウンドゴルフを通じ市民の健康とニュースポーツの普及 11月10日 北浦川緑地 第19回取手市民グランドゴルフ大会
0297-74-2141
ｽﾎﾟｰﾂ生涯学習課

茨城県 取手市 ① 第27回取手市ソフトバレーボール大会
市スポーツ振興の一環として体力の向上・スポーツマン精神の育成とマ
ナーの高揚を図り，あわせてスポーツ人口の拡大と体力づくりの推進を図る
ことを目的とする

10月14日 取手グリーンスポーツセンター 第27回取手市ソフトバレーボール大会
0297-74-2141
ｽﾎﾟｰﾂ生涯学習課

茨城県 取手市 ① 生涯学習フェスティバル 社会教育団体による各種出展、体験学習 11月16日 藤代スポーツセンター 生涯学習フェスティバル
0297-74-2141
ｽﾎﾟｰﾂ生涯学習課

茨城県 取手市 ① 市民大学講座
市民大学東京大学EMP特別講座
市民大学「取手と芋銭」

10月～11月 取手ウェルネスプラザ 市民大学講座
0297-74-2141
ｽﾎﾟｰﾂ生涯学習課

茨城県 取手市 ① ふれあいひろば むかし遊びなど 10月～12月 各公民館 ふれあいひろば
0297-74-2141
ｽﾎﾟｰﾂ生涯学習課

茨城県 取手市 ① 子育て講座
就学時健康診断の保護者の待ち時間を活用して、子育てに関する講座を開
講する。

10月～12月 各小学校 子育て講座
0297-74-2141
ｽﾎﾟｰﾂ生涯学習課

茨城県 取手市 ① 取手市藤代文化祭 技芸発表、各種展示、音楽祭
10月13・20・26・27日
11月2・3・4・9・10日

藤代公民館 取手市藤代文化祭
0297-74-2141
文化芸術課

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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第61回「教育・文化週間」関連行事

茨城県 取手市 ① 市展（取手市民美術展） 一般・児童生徒の作品を展示
11月23日(土)～12月3日
(火)、1月16日(木)～1月26日
(日)、2月20日(木)～3月1日

とりでアートギャラリー“きらり” 市展（取手市民美術展）
0297-74-2141
文化芸術課

茨城県 取手市 ① 取手市文化祭 技芸発表、各種展示
11月2日(土)～
4日(月・振替休日）

取手市民会館・福祉会館 取手市文化祭
0297-74-2141
文化芸術課

茨城県 取手市 ①

ちいさい人のおはなし会
おはなし会
特別なおはなし会
YAサポータ訪問おはなし会

絵本等の読み聞かせや紙芝居・手あそび・クリスマスおはなし会・中高生に
よる訪問おはなし会

ちいさい人：毎水曜（取手）
第2・4木曜（ふじ）
おはなし：毎土曜（ふじ）　毎
日曜（取手）　第2・4土曜（戸
頭）
特別：12月下旬　3回

取手・ふじしろ図書館・戸頭図書室・放
課後子どもクラブ

ちいさい人のおはなし会
おはなし会
特別なおはなし会
YAサポータ訪問おはなし会

0297-74-8361
取手図書館
0297-70-8181
ふじしろ図書館

茨城県 取手市 ① ブックスタート 4か月児検診時に絵本の紹介と説明、手渡し 月各2回 取手ウェルネスプラザ ブックスタート
0297-74-8361
取手図書館

茨城県 取手市 ① 学校訪問おはなし会
全市立小学校の3年生と、希望するその他の学年を対象に出前のお話会を
行う

7月～2月
※参加者数は10月-12月分

各市立小学校 学校訪問おはなし会
0297-74-8361取手図書館
0297-70-8181ふじしろ図書館

茨城県 取手市 ① 家庭教育学級での読書普及
公立小中の家庭教育学級において、おすすめ本の紹介や、ストーリーテリン
グ、本のカバーかけ体験等を実施

6月～11月
※参加者数は10月-12月分

市立幼・小・中 家庭教育学級での読書普及
0297-74-8361取手図書館
0297-70-8181ふじしろ図書館

茨城県 取手市 ① 音読講座 声に出して読む音読の基本を学ぶ 10月17・24・30日 ふじしろ図書館 音読講座 0297-70-8181ふじしろ図書館
茨城県 取手市 ① 御朱印帳を作ろう 製本の技術を学びながら、オリジナルの御朱印帳を作る 10月27・29日 取手市福祉会館 御朱印帳を作ろう 0297-74-8361取手図書館

茨城県 取手市 ① 「うちどく」おすすめ本の紹介 うちどく（家読）におすすめの本を館内展示、メルマガ、チラシで紹介する
10月23日
11月23日
12月23日

取手・ふじしろ図書館・戸頭図書室 「うちどく」おすすめ本の紹介

0297-74-8361取手図書館
0297-70-8181ふじしろ図書館
戸頭公民館図書室
0297-78-3090

茨城県 取手市 ① サイン本の展示 寄贈されたサイン本の展示 10月末 ふじしろ図書館 サイン本の展示 0297-70-8181ふじしろ図書館
茨城県 取手市 ① 図書館所蔵絵画展 図書館で所蔵する絵画の展示 11月～12月 取手図書館 図書館所蔵絵画展 0297-74-8361取手図書館

茨城県 取手市 ① こどもアートひろば
藤代地区の幼稚園児・保育園児の合同作品展。期間中展示団体の来館に
よるおはなし会実施

11月9日(土)～
12月15日(日)

ふじしろ図書館 こどもアートひろば 0297-70-8181ふじしろ図書館

茨城県 取手市 ① チラシデザイン講座 初心者を対象に、効果的に情報を伝えるためのチラシ作りを学ぶ 11月 取手図書館 チラシデザイン講座 0297-74-8361取手図書館

茨城県 取手市 ① 方言と昔話を楽しむ会
〈茨城大学戦略的地域連携プロジェクト〉方言と生活文化の講話、取手や周
辺地域に伝わる昔話を楽しむ

12月15日 福祉交流センター 方言と昔話を楽しむ会 0297-74-8361取手図書館

茨城県 取手市 ① 児童施設リサイクル図書の配付
図書館で不用になった児童書を市立学校、放課後子どもクラブ等に配付し、
子どもたちの利用に供してもらうことを目的とする

12月 藤代庁舎 児童施設リサイクル図書の配付 0297-74-8361取手図書館

茨城県 取手市 ① 旧取手宿本陣ガイドツアー 市の職員による旧取手宿本陣主屋のガイドツアー 11月第1週 旧取手宿本陣 旧取手宿本陣ガイドツアー
0297-73-2010
教育総務課埋蔵文化財センター

茨城県 取手市 ① 旧取手宿本陣特別公開 日程未定 旧取手宿本陣 旧取手宿本陣特別公開
0297-73-2010
教育総務課埋蔵文化財センター

茨城県 那珂市 ③ 那珂市歴史民俗資料館 パネル・資料展 10月26日～11月30日 那珂市歴史民俗資料館 那珂市歴史民俗資料館 029-297-0080
茨城県 那珂市 ① 那珂市中央公民館 作品展示・発表・バザー・体験教室 11月30日～12月1日 那珂市中央公民館 那珂市中央公民館 029-298-5680
茨城県 那珂市 ① 那珂市中央公民館 ＤＶＤ上映会　入場無料 12月1日（日） 中央公民館 那珂市中央公民館 029-298-5680

茨城県 那珂市 ①
青少年育成那珂市民会議・那珂市教育委
員会

子育て体験発表（4名）・講話 11月16日(土) 那珂市総合センターらぽーる
青少年育成那珂市民会議・那珂市教育委
員会

029-298-1111
(内線8283)

茨城県 那珂市 ① 那珂市体育協会 歩く会 10月24日（木） 日光方面 那珂市体育協会 029-297-0077
茨城県 那珂市 ① 那珂市体育協会 1チーム5名編成の駅伝大会 12月1日（日） 那珂総合公園 那珂市体育協会 029-297-0077

茨城県 那珂市 ① 那珂市体育協会 個人戦による柔道・剣道大会 12月15日（日）
那珂総合公園
那珂四中武道場

那珂市体育協会 029-297-0077

茨城県 那珂市 ① 那珂市体育協会 ソフトボール親善大会 11月3日（日） 那珂総合公園 那珂市体育協会 029-297-0077
茨城県 那珂市 ① 那珂市立図書館 お話し会・講演会等 10月26～27日（土・日） 那珂市立図書館 那珂市立図書館 029-352-1177

茨城県 那珂市 ① 那珂市立図書館
上映作品
10/12「幸せのレシピ」
11/9「ものすごくうるさくてありえないほど近い」

10月12日（土）
11月9日（土）

那珂市立図書館 那珂市立図書館 029-352-1177

茨城県 那珂市 ① 那珂市立図書館 落語会 未定 那珂市立図書館 那珂市立図書館 029-352-1177

茨城県 那珂市 ① 那珂市立図書館 絵本の読み聞かせ・パネルシアターなど
毎月　第1・第3日曜日
第3木曜日、第4金曜日

那珂市立図書館 那珂市立図書館 029-352-1177

茨城県 那珂市 ① 那珂市立図書館 朗読会 第3日曜日 那珂市立図書館 那珂市立図書館 029-352-1177

茨城県 那珂市 ④
量研那珂研究所
施設見学会

那珂研究所の一般公開で、施設の見学ツアー、講座、実験教室等を実施し
ます。

10月20日
量子科学技術研究開発機構
核融合エネルギー部門
那珂核融合研究所

量子科学技術研究開発機構
核融合エネルギー部門
那珂核融合研究所

無料
https://ww
w.qst.go.jp/s
ite/naka/

量子科学技術研究開発機構
那珂核融合研究所
管理部　庶務課
029-270-7213

茨城県 坂東市 ① 猿島地域体育祭 行政区対抗リレーや綱引きなど 11月3日(日) 猿島中学校グラウンド 猿島地域体育祭 実行委員会 0297-35-1711

茨城県 坂東市 ① 教育振興大会 教育功労者の表彰、中学生作文等 11月16日（土） 市民音楽ホール 坂東市教育振興会
0297-35-2121
0280-88-0111

茨城県 坂東市 ① 坂東市いわい将門ハーフマラソン大会
日本陸連公認ハーフコースにて開催
ハーフの部、10km、5km、3kmの部、親子ペアの部

11月10日(日)
坂東市八坂総合公園陸上競技場～岩
井地区

坂東市･茨城陸上競技協会 0297-35-1711

茨城県 坂東市 ③ 坂東市作品展 幼児・児童・生徒、クラブ、一般市民などの作品展
11月15日(金)           ～17日
(日)

猿島公民館 坂東市教育委員会 0297-21-2204

茨城県 坂東市 ① クリーン坂東 各地区の道路沿線、公共の場所、ごみ集積所等の一斉清掃 10月27日(日) 市内全域 坂東市 0297-35-2121

茨城県 坂東市 ①
おひざの上のおはなし会(10月・11月・12
月）

赤ちゃん向けの絵本や紙芝居の読み聞かせを行う。
岩井：毎週水曜日
猿島：毎週木曜日

岩井図書館
猿島図書館

坂東市立図書館
岩井：0297-36-1300
猿島：0280-88-8700
0297-44-5500

茨城県 坂東市 ① おはなし会（10月・11月・12月） 絵本や紙芝居の読み聞かせを行う。 毎週土曜日
岩井図書館
猿島図書館

坂東市立図書館
岩井：0297-36-1300
猿島：0280-88-8700
0297-44-5500

茨城県 坂東市 ④ 太陽観望 天体望遠鏡を使って太陽の観察をする。 毎週土曜日・日曜日・祝日 資料館 坂東市立資料館
0280-88-8700
0297-44-0055

茨城県 坂東市 ④ 天体講座 天体望遠鏡を使った天体講座を開催する。
10月26日、11月9日
12月14、26日

資料館 坂東市立資料館
0280-88-8700
0297-44-0055

茨城県 坂東市 ① おひろめBOOKS 新着図書の中から、おすすめの本を紹介。 11月3日（日） 岩井図書館 坂東市立岩井図書館 0297-36-1300

茨城県 坂東市 ① ブックコート講習会
大切な本を永く使えるようにするため、本の取り扱い方やビニールフィルム
を貼る講習

10月 岩井図書館 坂東市立岩井図書館 0297-36-1300

茨城県 坂東市 ① 朗読会「おはなしの森」 図書館ボランティアグループ「ひばりの会」による朗読会。 10月27日 岩井図書館 坂東市立岩井図書館 0297-36-1300

茨城県 坂東市 ① 企画展「描かれた仏たち」 さまざまな仏の姿を描いた絵画作品を展示する。 10月～12月 資料館 坂東市立資料館
0280-88-8700
0297-44-0055

茨城県 坂東市 ① 読み聞かせの技法講座 読み聞かせの発声法や呼吸法などを、演習を通して学んでいく実践的な講 11月28日（木） 岩井図書館 茨城県立図書館 0297-36-1300

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

茨城県 坂東市 ① 移動教室 美術や歴史をテーマに移動教室を行う。 12月 資料館 坂東市立資料館
0280-88-8700
0297-44-0055

茨城県 坂東市 ① 名作映画会 懐かしの名作や話題の映画の上映会。
10月・1月
2月・3月

猿島図書館 坂東市立猿島図書館
0280-88-8700
0297-44-0055

茨城県 坂東市 ①
特別おはなし会
「秋のおはなし会」「クリスマスのおはなし

テーマを決めて、絵本や紙芝居の読み聞かせを行う。
11月9日（土）
12月14日（土）

猿島図書館 坂東市立猿島図書館
0280-88-8700
0297-44-0055

茨城県 坂東市 ① 子どもミニ映画会 児童向けの映画の上映会 10月26日、12月 岩井図書館 坂東市立岩井図書館 0297-36-1300
茨城県 坂東市 ① 坂東市読書団体連合会文学散歩 文学をテーマにした視察研修を行う。 10月29日 未定 坂東市立図書館 0297-36-1300

茨城県 常陸太田市 ③ 常陸太田市里美文化祭
幼稚園児・保育園児・小学生・中学生の作品展示
体験講座　生涯学習関係教室・講座　、サークル生による美術展・芸能発表

10/27～11/3予定
里美文化センター、里美ふれあい館、
折橋コミュニティーセンター

常陸太田市里美文化祭実行委員会 0294-82-2204

茨城県 常陸太田市 ③ 常陸太田市美術展覧会 一般の部5部門（絵画・書道・写真・彫刻・陶芸） 12月4～8日 市民交流センター 常陸太田市・常陸太田市教育委員会 0294-72-3201
茨城県 常陸太田市 ③ 常陸太田市美術展覧会 小中学生の部3部門（絵画・書写・工作）による美術展覧会 11月30日～12月8日 水府学習センター 常陸太田市・常陸太田市教育委員会 0294-72-3201
茨城県 常陸太田市 ③ 市民芸能祭 市文化団体連合会加盟団体（音楽・舞踊・芸能部門）による芸能発表会 10月13日 生涯学習センター 常陸太田市文化団体連合会芸能部門 0294-72-3201

茨城県 常陸太田市 ① 水府地区きらめきフェスティバル
幼稚園児・保育園児・小学生・中学生の作品展示
生涯学習関係教室・講座、美術展・芸能発表会

11/16～17 水府総合センター
水府地区きらめきフェスティバル実行委員
会

0294-85-0142

茨城県 常陸太田市 ① 都々逸全国大会 都々逸の全国大会（作詞の部・唄の部） 11月10日（日） 生涯学習センター 都々逸全国大会実行委員会 0294-72-3201
茨城県 常陸太田市 ③ ひたちおおた市民ふれあいコンサート 市音楽協会加盟団体、市内小中高生、一般音楽愛好者による音楽会 11月23日(金) 市民交流センター 常陸太田市音楽協会 0294-72-3201

茨城県 常陸太田市 ① 西金砂登山マラソン大会 14km・5kmの登山マラソン 11月17日(日) 金砂郷地区
常陸太田市、常陸太田市教育委員会、常
陸太田市体育協会、マラソン大会実行委員

0294-73-0090

茨城県 常陸太田市 ④ 子ども科学クラブ 科学に関する体験学習 10/26・11/23・12/22 市内各所 常陸太田市子ども科学クラブ実行委員会 0294-72-8888

茨城県 常陸太田市 ③ 芸術文化の祭典
幼稚園児・保育園児・小学生・中学生の作品展示
生涯学習関係教室・講座、美術展・芸能発表会

11/30（土）～12/1（日） 交流センターふじ 芸術文化の祭典実行委員会 0294-76-2221

茨城県 常陸太田市 ③ 指定文化財集中曝涼
普段公開していない指定文化財を虫干しを兼ねて一般に公開
（市内19カ所）

10月19日（土）～
10月20日（日）

市内各所 常陸太田市教育委員会 0294-72-3201

茨城県 常陸太田市 ① 「あいさつ声かけ運動」街頭キャンペーン 駅周辺等における街頭キャンペーン　　　　（2回程度実施） 11月上旬 常陸太田駅等 青少年健全育成常陸太田市民の会 0294-72-8888
茨城県 常陸太田市 ① 常陸太田市駅伝競走大会 1ﾁｰﾑ6名の駅伝競走大会 12月14日（土） 山吹運動公園周辺道路 常陸太田市教育委員会 0294-73-0090
茨城県 常陸太田市 ① 常陸太田市青少年防犯柔剣道大会 剣道・柔道の個人戦と団体戦 12月1日(日) 水府海洋センター体育館 常陸太田市教育委員会 0294-73-0090
茨城県 常陸太田市 ④ 親子自然探索サークル 親子で常陸太田の自然や史跡などの探索 10/12・11/10・12/15 市内各所 常陸太田親子自然探索サークル実行委員 0294-72-8888
茨城県 常陸太田市 ① ふるさと愛育推進事業（夢塾） 親子でふるさと常陸太田の文化や知恵を学ぶための体験学習 10/5(土）～12/22（日）計9回 市内各所 常陸太田市教育委員会 0294-72-8888
茨城県 常陸太田市 ① 家庭教育推進講演会 就学にあたっての家庭教育講演会 10/15（火）～12/5（火）計7回 生涯学習センターほか 常陸太田市教育委員会 0294-72-8888
茨城県 常陸大宮市 ① 常陸大宮市文化祭　ダンス発表会 ダンス発表会 10月27日(日） 大宮公民館大ホール 常陸大宮市教育委員会・文化協会 0295-52-0673
茨城県 常陸大宮市 ① 常陸大宮市文化祭　囲碁大会 囲碁大会 10月20日(日） おおみやコミュニティセンター 常陸大宮市教育委員会・文化協会 0295-52-0673
茨城県 常陸大宮市 ① 常陸大宮市文化祭　山方地域作品展 作品展 10月19～20日 山方公民館 常陸大宮市教育委員会・文化協会 0295-57-2903
茨城県 常陸大宮市 ① 常陸大宮市文化祭　美和地域作品展 作品展 11月2～3日 美和工芸ふれあいセンター 常陸大宮市教育委員会・文化協会 0295-58-2142
茨城県 常陸大宮市 ① 常陸大宮市文化祭　緒川地域作品展 作品展 11月2～3日 緒川総合センター 常陸大宮市教育委員会・文化協会 0295-56-5111
茨城県 常陸大宮市 ① 常陸大宮市文化祭　御前山地域作品展 作品展 11月9～10日 御前山市民センター 常陸大宮市教育委員会・文化協会 0295-55-2116
茨城県 常陸大宮市 ① 常陸大宮市文化祭　将棋大会 将棋大会 11月10日 おおみやコミュニティセンター 常陸大宮市教育委員会・文化協会 0295-52-0673
茨城県 常陸大宮市 ① 常陸大宮市文化祭　音楽祭 音楽祭 11月17日 常陸大宮市文化センター 常陸大宮市教育委員会・文化協会 0295-52-0673
茨城県 常陸大宮市 ① 常陸大宮市文化祭　芸能発表会 芸能発表会 11月16日 常陸大宮市文化センター 常陸大宮市教育委員会・文化協会 0295-52-0673
茨城県 常陸大宮市 ① 常陸大宮市文化祭　茶会 茶会 11月16～17日 常陸大宮市文化センター 常陸大宮市教育委員会・文化協会 0295-52-0673
茨城県 常陸大宮市 ① 常陸大宮市文化祭　美術展・華道展 作品展 11月15～17日 常陸大宮市文化センター 常陸大宮市教育委員会・文化協会 0295-52-0673
茨城県 常陸大宮市 ① 常陸大宮市文化祭　吹奏楽定期演奏会 吹奏楽定期演奏会 12月8日 常陸大宮市文化センター 常陸大宮市教育委員会・文化協会 0295-52-0673
茨城県 常陸大宮市 ① 和太鼓フェスティバル 和太鼓演奏会 12月15日 常陸大宮市文化センター 常陸大宮市教育委員会・文化協会 0295-52-0673
茨城県 常陸大宮市 ① 青少年をたたえる市民のつどい 善行青少年等の表彰、主張作文の表彰、アトラクション 12月 1日 緒川総合センター文化ホール 青少年育成常陸大宮市民会議 0295-52-1111

茨城県 常陸大宮市 ① スナッグゴルフ大会
小学生低学年の部（1～3年生）、小学生高学年の部（4～6年生）
一般の部（性別・年齢によるＨＣあり）

10月20日 静ヒルズＣＣ 常陸大宮市教育委員会文化スポーツ課 0295-52-1111

茨城県 常陸大宮市 ① かがやきまつり 保健と福祉を通して子供から高齢者まで市民の交流を図る。 12月1日 総合福祉センターかがやき 健康推進課 0295-54-7121
茨城県 日立市 ① 日立の魅力再発見ウォーク まちの魅力を歩きながら再発見する。 10月 河原子学区 河原子学区コミュニティ推進会 0294-33-3746
茨城県 日立市 ① 大みか市民レク大会 大みか学区住民のレクリエーション大会。地域住民の交流を図る。 10月20日 大みか小学校体育館 大みか学区コミュニティ推進会 0294-53-5211
茨城県 日立市 ① 中里学区合同体育祭 体育祭を通じた地域住民の交流を行う。 10月13日 中里中学校校庭 中里学区コミュニティ推進会 0294-70-8005
茨城県 日立市 ① 家庭教育講座「風の子親子体操教室」 幼児と親を対象としたリズム体操や親子ゲームで交流する。 10月～11月　計5回 東金沢体育館 大沼学区コミュニティ推進会 0294-35-8329
茨城県 日立市 ① 健康福祉まつり 地域住民同士の交流と，健康増進を図る。 10月14日 十王交流センター 十王地区コミュニティ推進会 0294-39-2411
茨城県 日立市 ① ふれあい生き生きサロン（通年事業） ひとり暮らし高齢者・在宅福祉支援等 月1回 金沢交流センター 金沢学区コミュニティ推進会 0294-36-3985
茨城県 日立市 ① グラウンドゴルフ大会 グラウンドゴルフを通じて地域住民同士の交流を図る。 10月16日 滑川市民広場 滑川学区コミュニティ推進会 0294-22-1654
茨城県 日立市 ① 大沼魅力再発見ウォーク まちの魅力を歩きながら再発見する。 10月12日 大沼小学区 大沼学区コミュニティ推進会 0294-35-8329
茨城県 日立市 ① グラウンドゴルフ大会 グラウンドゴルフを通じた地域住民の交流を行う。 10月12日 助川小学校 助川学区コミュニティ推進会 0294-23-0955
茨城県 日立市 ① 坂下地区文化芸能発表会 作品展示や発表等を行う。 10月26、27日 久慈川日立南交流センター 坂下地区コミュニティ推進会 0294-52-6343
茨城県 日立市 ① おおせ秋まつり 小中学生の作品展示，サッカー大会，クロッケー大会等を通じ交流する。 10月20日（日） 会瀬青少年の家 会瀬学区コミュニティ推進会 0294-25-1577
茨城県 日立市 ① 豊浦学区市民体育祭 運動会を通じた地域住民の交流を行う。 10月27日（日） 豊浦小学校 豊浦学区まちづくり推進会 0294-43-5755
茨城県 日立市 ① 秋の歩く会 滑川学区のまちの魅力を歩きながら再発見する。 11月17日（日） 滑川学区 滑川学区コミュニティ推進会 0294-22-1654
茨城県 日立市 ① 防災・運動会 地域住民の防災訓練及び運動会を通じた地域住民の交流を行う。 10月21日（日） 油縄子小グラウンド 油縄子学区コミュニティ推進会 0294-38-7531
茨城県 日立市 ① 防災避難訓練 避難，救護，炊き出し等の訓練を行う。 11月24日（日） 久慈中体育館 久慈学区コミュニティ推進会 0294-53-5211

茨城県 日立市 ① 田尻学区三世代レクと健康の集い レクリエーションを通じた地域住民の交流及び健康の向上。 10月27日（日） 田尻小学校
田尻学区コミュニティ推進会
田尻学区体育振興会

0294-42-1552

茨城県 日立市 ① 宮田ふれあいまつり 式典、ゲーム、抽選会など。 11月10日（日） 宮田小学校 宮田学区コミュニティ推進会 0294-27-6835

茨城県 日立市 ① 田尻学区文化祭 作品展示会，フリーマーケット 10月19日（土） 田尻交流センター
田尻学区コミュニティ推進会
田尻学区文化協会

0294-42-1552

茨城県 日立市 ① 三世代レク大会 作品展示，ゲーム，体験コーナーなどを行う。 10月12日（土） 諏訪小学校 諏訪学区コミュニティ推進会 0294-33-3841
茨城県 日立市 ① 水木秋まつり お祭りを通じて地域住民の交流を図る。 10月27日（日） 泉が森体育館 水木学区コミュニティ推進会 0294-52-3225
茨城県 日立市 ① 日立の魅力再発見ウォーク まちの魅力を歩きながら再発見する。 10月27日（日） 油縄子学区 油縄子学区コミュニティ推進会 0294-38-7531
茨城県 日立市 ① 文化講演会 文化に関する講演会。 11月2日（土） 成沢交流センター 成沢学区コミュニティ推進会 0294-34-5598
茨城県 日立市 ③ 住民文化祭 絵画・写真・手芸などの作品展示，子どものゲーム・体験コーナー等を行う。 11月9日（土）・　10日（日） 金沢交流センター 金沢学区コミュニティ推進会 0294-36-3985
茨城県 日立市 ① 豊浦地区三世代文化祭 作品展示や発表等を行う。 11月2日（土）・11月3日（日） 豊浦交流センター 豊浦学区まちづくり推進会 0294-43-5755
茨城県 日立市 ① 再発見ウォーク 豊浦学区のまちの魅力を歩きながら再発見する。 11月23日（土） 豊浦学区 豊浦学区まちづくり推進会 0294-43-5755
茨城県 日立市 ① なめかわファミリーまつり スポーツ、模擬店、抽選会、ダンス発表など。 10月13日（日） 滑川交流センター/滑川市民広場 滑川学区コミュニティ推進会 0294-22-1654
茨城県 日立市 ① 野外ウォーキング ウォーキングを通じて地域住民の健康増進と交流を図る。 10月25日（金） 水木学区 水木学区コミュニティ推進会 0294-52-3225
茨城県 日立市 ① 魅力再発見ウォーク まちの魅力を歩きながら再発見する。 11月9日（土） 水木学区 水木学区コミュニティ推進会 0294-52-3225
茨城県 日立市 ① 2019久慈地区スポーツフェスティバル スポーツを通して地域住民の健康増進と交流を図る。 10月12日(土) 久慈交流センター北側広場 久慈学区コミュニティ推進会 0294-53-5211
茨城県 日立市 ① 魅力再発見ウォーク まちの魅力を歩きながら再発見する。 10月 仲町小学校区 仲町学区コミュニティ推進会 0294-21-5564
茨城県 日立市 ① 人形劇パッペ公演 人形劇パッペによる公演の実施。 11月 仲町交流センター 仲町学区コミュニティ推進会 0294-21-5564
茨城県 日立市 ① 自主防災避難訓練 地域住民の防災意識を高める。 11月24日（日） 櫛形小学校 十王地区コミュニティ推進会 0294-39-2411
茨城県 日立市 ① 自主防災訓練 地域住民の防災意識を高める。 11月 成沢小学校 成沢学区コミュニティ推進会 0294-34-5598
茨城県 日立市 ① ふくしまつり 地域住民同士の交流と福祉への理解を深める。 11月16日(土） 久慈交流センター 久慈学区コミュニティ推進会 0294-53-5211

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

茨城県 日立市 ③ 中里学区文化祭・中里ふれあい祭り 模擬店・茶会，写真・絵画等の展示，芸能発表会などを行う。 11月2日（土）、3日（日） 中里中学校校庭 中里学区コミュニティ推進会 0294-70-8005
茨城県 日立市 ① 日立の魅力再発見ウォーク まちの魅力を歩きながら再発見する。 11月14日（木） 助川学区 助川学区コミュニティ推進会 0294-23-0955
茨城県 日立市 ① 自主防災訓練 地域住民の防災意識を高める。 11月 久慈川日立南交流センター 坂下地区コミュニティ推進会 0294-52-6343
茨城県 日立市 ① 三世代スポーツレクリエーション 学区内3世代の交流を目的として，団体競技等を行う。 11月17日（日） 大沼交流センター体育館・中庭 大沼学区コミュニティ推進会 0294-35-8329

茨城県 日立市 ① 福祉のつどい
福祉の体験コーナー，介護用品展示，ふれあい交流サロン，健康コー
ナー，ちびっ子囲碁・将棋・オセロコーナーなど設ける。「放射能と健康の影
響」の講演会を実施する。

11月16日（土） 大沼交流センター・東金沢体育館 大沼学区コミュニティ推進会 0294-35-8329

茨城県 日立市 ③ 助川学区文化祭 歌・踊り・演劇の発表，地域の代表が芸能を披露する。 11月23日（土）・24日（日) 助川交流センター 助川学区コミュニティ推進会 0294-23-0955
茨城県 日立市 ① 自主防災訓練 地域住民の防災意識を高める。 11月16日（土） 諏訪小学校 諏訪学区コミュニティ推進会 0294-33-3841
茨城県 日立市 ① 生活安全のつどい 生活安全についての意識を高める。 10月27日（日） 金沢交流センター 金沢学区コミュニティ推進会 0294-36-3985
茨城県 日立市 ① グラウンドゴルフ大会 グラウンドゴルフを通じた地域住民の交流を行う。 11月17日（日） 久慈交流センター北側広場 久慈学区コミュニティ推進会 0294-53-5211
茨城県 日立市 ① ふれあい健康ウォーキング大会 ウォーキングを通じて世代を超えた交流を図る。 11月23日（土） 中小路学区コミュニティ推進会 0294-22-6483
茨城県 日立市 ① 地域合同防災訓練 地域住民の防災意識を高める。 10月 仲町交流センター 仲町学区コミュニティ推進会 0294-21-5564
茨城県 日立市 ① ふれあい秋祭り 模擬店や餅つき等を行う。 11月2日（土） 諏訪交流センター 諏訪学区コミュニティ推進会 0294-33-3841
茨城県 日立市 ① 仲町学区文化祭 模擬店，出し物，抽選会等を通じ地域住民の交流を図る。 11月3日（日） 仲町交流センター 仲町学区コミュニティ推進会 0294-21-5564
茨城県 日立市 ③ 成沢ふれあい文化祭 作品展示，演劇発表，模擬店などを通して地域住民の交流を図る。 11月3日（日） 成沢交流センター 成沢学区コミュニティ推進会 0294-34-5598
茨城県 日立市 ① 大久保ふれあいまつり 模擬店，出し物，抽選会等を通じ地域住民の交流を図る。 11月3日（日） 大久保小学校グラウンド 大久保学区コミュニティ推進会 0294-34-0535
茨城県 日立市 ① グラウンドゴルフ大会 グラウンドゴルフを通じた地域住民の交流を行う。 11月16日（土） 金沢小学校 金沢学区コミュニティ推進会 0294-36-3985
茨城県 日立市 ① ゆなご秋祭（三世代交流ふくしまつり） 出店や中学生の吹奏楽，小学生の踊り等を通じて交流を図る。 11月10日（日） 油縄子交流センター 油縄子学区コミュニティ推進会 0294-38-7531

茨城県 日立市 ④ 青少年のための科学の祭典・日立大会 科学に関する体験ブースなどの出展。 12月1日(日） 日立シビックセンター・マーブルホール
青少年のための科学の祭典
日立大会　実行委員会

0294-22-3111（内線632）

茨城県 日立市 ① グラウンドゴルフ大会 グラウンドゴルフを通じた地域住民の交流を行う。 11月 坂下広場 坂下地区コミュニティ推進会 0294-52-3155

茨城県 日立市 ① ふるさと再発見ウォーク まちの魅力を歩きながら再発見する。 11月10日（日） 田尻学区内
田尻学区コミュニティ推進会，田尻学区文
化協会

0294-42-1552

茨城県 日立市 ① 自主防災訓練 地域住民の防災意識を高める。 10月26日（土） 中小路小学校 中小路学区コミュニティ推進会 0294-22-6483
茨城県 日立市 ① 総合防災訓練 避難，救護，炊き出し等の訓練を行う。 11月2日（土） 大沼小学校校庭 大沼学区コミュニティ推進会 0294-35-8329
茨城県 日立市 ③ 生涯学習：芸能発表会 地域住民による作品展示発表会。 11月9日（土） ゆうゆう十王Ｊホール 十王地区コミュニティ推進会 0294-39-2411

茨城県 日立市 ③ 滑川地区文化祭・ふれあい福祉まつり 展示、発表などを通して地域住民の交流を図る。 11月2日（土）、3日（日） 滑川交流センター/体育館
滑川学区コミュニティ推進会/滑川地区文
化協会

0294-22-1654

茨城県 日立市 ① 三世代グラウンドゴルフ大会 グラウンドゴルフを通じた地域住民の交流を行う。 11月10日（日） 折笠スポーツ広場 豊浦学区まちづくり推進会 0294-43-5755
茨城県 日立市 ① レクリエーション大会 レクリエーションを通じた地域住民の交流を図る。 12月14日（土） 十王スポーツ広場 十王地区コミュニティ推進会 0294-39-2411

茨城県 日立市 ① 百年塾フェスタ＆日立市子どもまつり 学習成果の発表、展示、出店、ゲームなどを行う。 10月20日（日） 日立シビックセンター・マーブルホール
ひたち生き生き百年塾推進本部、日立市
子ども会育成連合会

0294-22-3111（内線633）

茨城県 日立市 ① 日立の魅力再発見ウォーク まちの魅力を歩きながら再発見する。 11月16日(土) 中小路学区 中小路学区コミュニティ推進会 0294-22-6483
茨城県 日立市 ① 仲町フェスタ・イン・かみねレジャーランド かみねレジャーランドで親子の交流，子ども同士・親同士の交流を図る。 11月 かみねレジャーランド 仲町学区コミュニティ推進会 0294-21-5564
茨城県 日立市 ① ひたち郷土かるた大会 ひたち郷土かるたを使ったかるた大会により郷土愛を育む。 11月 久慈川日立南交流センター 坂下地区コミュニティ推進会 0294-52-3155
茨城県 日立市 ① 福祉のつどい 地域住民同士の交流を図る。 12月 久慈川日立南交流センター 坂下地区コミュニティ推進会 0294-52-6343
茨城県 日立市 ① 中里学区防災訓練 地域住民の防災意識を高める。 12月14日（土） 中里交流センター 中里学区コミュニティ推進会 0294-70-8005
茨城県 日立市 ① グラウンドゴルフ大会 グラウンドゴルフを通じた地域住民の交流を行う。 11月9日（土） 十王スポーツ広場 十王地区コミュニティ推進会 0294-39-2411
茨城県 日立市 ① ひたち郷土かるた十王大会 ひたち郷土かるたを使ったかるた大会により郷土愛を育む。 12月７日（土） 十王交流センター 十王地区コミュニティ推進会 0294-39-2411
茨城県 日立市 ① 体育振興会杯サッカー大会 地区児童・生徒でチームを作り，親睦と交流を図る。 12月1日(日) 滑川市民広場 滑川地区体育振興会 0294-22-1654
茨城県 日立市 ① かるた大会 ひたち郷土かるたを使ったかるた大会により郷土愛を育む。 11月17日（日） 油縄子交流センター 油縄子学区コミュニティ推進会 0294-38-7531
茨城県 日立市 ① 諏訪駅伝大会 地域住民の駅伝大会。 12月1日（日） 諏訪学区 諏訪学区コミュニティ推進会 0294-33-3841
茨城県 日立市 ① 子育てママ楽集会 子育て中の母親の情報交換。 毎月2回 塙山交流センター 塙山学区住みよいまちを作る会 0294-34-5405
茨城県 日立市 ① 宮田学区魅力再発見ウォーク まちの魅力を歩きながら再発見する。 10月5日（土） 宮田学区内 宮田学区コミュニティ推進会 0294-27-6835

茨城県 日立市 ① 宮田土曜学校（通年事業） 子どもたちを中心に食育や地域芸能体験
10月12日、11月9日
12月14日

宮田交流センター 宮田学区コミュニティ推進会 0294-27-6835

茨城県 日立市 ① 宮田学区総合防災訓練 地域住民の防災意識を高める。 10月26日（土） 宮田小学校 宮田学区コミュニティ推進会/宮田小学校 0294-27-6835
茨城県 日立市 ① 宮田学区会長杯グランドゴルフ大会 グラウンドゴルフを通じた地域住民の交流を行う。 12月7日(土) 浜の宮グランド 宮田学区コミュニティ推進会 0294-27-6835
茨城県 日立市 ① 自主防災避難訓練 地域住民の防災意識を高める。 10月27日（日） 滑川市民広場 滑川学区コミュニティ推進会 0294-22-1654
茨城県 日立市 ① すこやか元気クラブ 地域高齢者同士の交流事業 毎月2回 大久保交流センター 大久保学区コミュニティ推進会 0294-34-0535
茨城県 日立市 ① 昔遊び大会 大久保小1年生と地域住民のふれあい事業 11月末 大久保小学校 大久保学区コミュニティ推進会 0294-34-0535
茨城県 日立市 ① 学区まつり 地域住民の交流を図る 10月 河原子交流センター 河原子学区コミュニティ推進会 0294-33-3746
茨城県 日立市 ① 三世代レクレーション レクリエーションを通じた地域住民の多世代交流を図る。 11月 河原子小学校 河原子学区コミュニティ推進会 0294-33-3746
茨城県 日立市 ① 日立の魅力再発見ウォーク まちの魅力を歩きながら再発見する。 11月 久慈地区 久慈学区コミュニティ推進会 0294-53-5211
茨城県 日立市 ① 学区防災訓練 地域住民の防災意識を高める。 10月26日（土） 塙山小学校 塙山学区住みよいまちを作る会/塙山小学 0294-34-540

茨城県 日立市 ① たがとしょかんこどもまつり
・本のリサイクル市　・昔の子どもの遊びコーナー
・人形劇、おはなし会　・手づくりコーナー

11月16日（土）
多賀図書館
１階ロビー
４階大ホール

日立市立多賀図書館 0294-33-2655

茨城県 日立市 ① としょかんまつり2019
あなたも図書館員にチャレンジ，手づくりコーナー，としょかんたんけんツ
アー，おはなし会，本のリサイクルコーナーなど図書館で楽しいひと時を過

12月2日（土） 記念図書館 日立市立記念図書館 0294-24-7714

茨城県 日立市 ① 図書館まつり
・本のリサイクル市　・おはなし会
・手づくり教室　・スピードくじ

11月9日（土） 十王図書館 日立市立十王図書館 0294-20-2345

茨城県 日立市 ① としょかんまつり
どきどきバル－ンア－ト・おはなし会・てづくりおもちゃ・スピ－ドくじ など図書
館で楽しいひと時を過ごす。

11月30日(土) 南部図書館 日立市立南部図書館 0294-29-1125

茨城県 日立市 ① 男女共同参画をすすめるつどい2019 　男女共同参画に関する小学生の絵画と中学生の作文優秀作品の表彰 11月23日（土） 日立シビックセンター音楽ホール 男女共同参画をすすめるつどい実行委員 0294-26-0315

茨城県 日立市 ① 「あいさつ・声かけ運動」街頭キャンペーン
「あいさつ」によるコミュニケーションの大切さ，進んで「あいさつ」することに
ついて呼びかける。また，大人から積極的に青少年に「声かけ」することの
大切さ，実践することについて呼びかける。

11月1日（金）
11月5日（火）
11月1日（金）

日立駅，常陸多賀駅
大甕駅、小木津駅
十王駅

日立市青少年育成推進会議
十王地区青少年育成協議会

0294-26-0315

茨城県 日立市 ① 本の企画展示
11月の「いばらき教育月間」に併せ、『小中学生の子育て』をテーマに子育て
に役立つ本約200冊の展示を行う。

11月1日（金）～28日（木） 記念図書館 日立市立記念図書館 0294-24-7714

茨城県 日立市 ① ひよっこ　ひたか 幼児とその親を対象とした親子教室。 10月26日、11月11日 日高交流センター 日高学区市民自治会 0294-42-4050
茨城県 日立市 ① 自主防災防犯訓練 地域住民の防災意識を高める。 11月17日（日） 田尻小学校 田尻学区コミュニティ推進会 0294-42-1552

茨城県 日立市 ① 小学生歩こう会

各交流センターを巡り、市内を縦断する1泊2日の事業。（2ヵ年で全交流セン
ターを制覇する）　仲間と協力しながら長距離を歩くことで、助け合いや相手
を思いやる心を育むとともに、困難に立ち向かい、目標を達成した時の喜び
や感動などを経験することで、豊かな心を育成する。また、各交流センター
を巡ることで、郷土を愛し地域社会に主体的に参画できる人づくりの手助け

11月2～3日
各交流センターを巡り、市内を縦断する
（2ヵ年で全交流センターを制覇する）

日立市青少年育成推進会議
0294-26-0315

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

茨城県 日立市 ③④ 2019こうがく祭
茨城大学工学部のある日立キャンパスにおいて、茨城大学生と近隣地域の
皆様方と一緒に盛り上げ、活気ある学園祭を実施します。

11月2日（土） 茨城大学日立キャンパス 茨城大学こうがく祭実行委員会 無料

2019こうがく
祭in日立
キャンパス:
http://koug
akusai.eng.ib
araki.ac.jp/

茨城大学工学部学務グループ
0294-38-5011

茨城県 ひたちなか市 ① 虎塚古墳石室壁画秋季一般公開 国指定史跡　虎塚古墳石室壁画の一般公開
10月31日(木)～11月4日
(月)，8日(金)～10日(日)

虎塚古墳 ひたちなか市教育委員会
029-273-0111
(内線7308)

茨城県 ひたちなか市 ① 芸術鑑賞会（小学校高学年の部） 劇「宝島」の鑑賞 11月20日(水)～11月22日 ひたちなか市文化会館 ひたちなか市 029-272-6301(芸術文化振興室)
茨城県 ひたちなか市 ① 児童生徒作品展（ひたちなか市芸術祭） 小中学生の書道・絵画・立体作品・発明工夫等の作品展示 11月20～24日 ひたちなか市松戸体育館 ひたちなか市 029-272-6301(芸術文化振興室)

茨城県 ひたちなか市 ① 美術展覧会第Ⅱ期（ひたちなか市芸術祭） 書道・陶芸の展示
10月14日(月)～10月20日
(日)

ひたちなか市文化会館
ひたちなか市、ひたちなか市書道連盟
ひたちなか市陶芸協会

029-272-6301
(ひたちなか市文化協会)

茨城県 ひたちなか市 ①
第49回民謡民舞秋まつり（ひたちなか市芸
術祭）

民謡民舞の発表 11月3日（日） ひたちなか市文化会館
ひたちなか市
ひたちなか市民謡民舞連合会

029-274-2179
（民謡民舞連合会：柏倉）

茨城県 ひたちなか市 ①
第39回邦楽連盟三曲演奏会（ひたちなか
市芸術祭）

邦楽の発表 11月17日(日） ひたちなか市文化会館
ひたちなか市
ひたちなか市邦楽連盟

029-273-9144(邦楽連盟：初見)

茨城県 ひたちなか市 ① 俳句大会（ひたちなか市芸術祭） 俳句大会 11月17日（日） ひたちなか市文化会館
ひたちなか市
ひたちなか市俳句連盟

029-263-6477(俳句連盟：大野)

茨城県 ひたちなか市 ①
ふるさとの伝統藝術文化鑑賞会（ひたちな
か市芸術祭）

伝統文化の発表 11月24日（日） ひたちなか市文化会館
ひたちなか市
ひたちなか市伝統文化連盟

029-263-3003
（伝統文化連盟：鈴木）

茨城県 ひたちなか市 ① 第39回佐野地区文化祭
地域住民,地区内小・中学校,県立特別支援学校,センター利用団体による作
品展示と模擬店出店を通して相互の連携と交流を深める。

11月9日（土）～10日（日） 佐野コミュニティセンター 佐野の和を推進する会 029-285-6685

茨城県 ひたちなか市 ① 一中地区コミュニティまつり
地域コミュニティの活動団体及び利用団体等による作品展示・発表会や模
擬店出店などを通して，住民相互の連携と交流を深める

11月9日（土）～10日（日） 1中地区コミュニティセンター 一中地区地域のふれあいを広める会 029-275-2671

茨城県 ひたちなか市 ① 那珂湊コミュニティまつり
地域コミュニティの活動団体及び利用者団体等による作品展示・発表会や
模擬店出展などを通して，住民相互の連携と交流を深める

11月9日（土）～10日（日）
那珂湊コミュニティセンター
那珂湊体育館
しあわせプラザ

湊中学区地域を住みよくする会 029-263-7266

茨城県 ひたちなか市 ① 二中学区コミュニティまつり
地域コミュニティの活動団体及び利用団体等による作品展示・発表会や模
擬店出店などを通して，住民相互の連携と交流を深める

11月9日（土）～10日（日） 市毛コミュニティセンター 二中学区地域の輪をつくる会 029-272-3766

茨城県 ひたちなか市 ① 平中学区しおさいまつり
地域住民，センター利用団体による学習成果の発表と，地域住民との交流
を深める

11月9日（土）～10日（日） 平磯コミュニティセンター
平中学区明るい地域づくりの会

029-263-7630

茨城県 ひたちなか市 ① 田彦中学区コミュニティまつり
地域づくりの会及び利用団体及び地域住民の作品展示・発表会や模擬店
出店などを通して，住民相互の連携と交流を深める

11月16日（土）～17日（日） 田彦コミュニティセンター 田彦中学区地域づくりの会 029-274-5222

茨城県 ひたちなか市 ① 大島ふれあいフェスタ
地域コミュニティの活動団体及び利用団体等による作品展示・発表会や模
擬店出店などを通して，住民相互の連携と交流を深める

11月16日（土）～17日（日） 大島コミュニティセンター 大島コミセン地区地域づくりの会 029-274-1226

茨城県 ひたちなか市 ① 前渡ふるさとまつり
地域コミュニティの活動団体及び利用団体等による作品展示・発表会や模
擬店出店などを通して，住民相互の連携と交流を深める

11月17日(日)
前渡コミュニティセンター
勝田第三中学校

前渡を明るく住みよくする会 029-274-7727

茨城県 ひたちなか市 ① 美術展覧会第Ⅰ期（ひたちなか市芸術祭） 写真・絵画・彫刻の展示 10月1日(火)～6日(日) ひたちなか市文化会館
ひたちなか市
ひたちなか市写真連盟
ひたちなか市美術協会

029-272-6301
(ひたちなか市文化協会)

茨城県 ひたちなか市 ① 芸術鑑賞会（中学生の部） 和太鼓「鼓童」の鑑賞 11月27日(水)～29日(金) ひたちなか市文化会館 ひたちなか市
029-272-6301
（芸術文化振興室）

茨城県 ひたちなか市 ①
日本舞踊公演＆舞踊まつり（ひたちなか市
芸術祭）

日本舞踊の発表 10月13日（日） ひたちなか市文化会館
ひたちなか市
ひたちなか市舞踊連盟

090-4029-4379(舞踊連盟：岩井)

茨城県 ひたちなか市 ①
ひたちなか市民オーケストラ第38回定期演
奏会（ひたちなか市芸術祭）

オーケストラの演奏 10月6日(日) ひたちなか市文化会館
ひたちなか市
ひたちなか市民オーケストラ

029-270-2555
(市民オ-ケストラ：鈴木)

茨城県 ひたちなか市 ① 吟詠剣詩舞大会（ひたちなか市芸術祭） 吟詠剣詩舞の発表 10月20日(日) ひたちなか市文化会館
ひたちなか市
ひたちなか市吟詠剣詩舞連盟

029-273-3432
（吟詠剣詩舞連盟：軍地）

茨城県 ひたちなか市 ① 小中学校音楽会（ひたちなか市芸術祭） 小中学生の音楽発表 10月23日（水） ひたちなか市文化会館 ひたちなか市
029-265-7172
（教育研究会音楽研究部／磯崎

茨城県 ひたちなか市 ①
Ｂトレイン27周年コンサート（ひたちなか市
芸術祭）

ジャズオーケストラの演奏 12月22日(日) ひたちなか市文化会館
ひたちなか市
Ｂトレインジャズオーケストラ

029-243-6551（Bトレイン：大山）

茨城県 ひたちなか市 ① 茶道連合会茶会（ひたちなか市芸術祭） 茶道の発表 10月27日(日) ひたちなか市文化会館
ひたちなか市
ひたちなか市茶道連合会

029-272-0659
(茶道連合会：高野)

茨城県 ひたちなか市 ①
バレエ＆ジャズダンスフェスティバル（ひた
ちなか市芸術祭）

バレエ・ジャズダンスの発表 12月8日(日) ひたちなか市文化会館
ひたちなか市
ひたちなか市洋舞踊協会

029-274-1551(洋舞踊協会：及川)

茨城県 ひたちなか市 ① 合唱祭（ひたちなか市芸術祭） 合唱の発表 12月1日(日) ひたちなか市文化会館
ひたちなか市
ひたちなか市合唱連盟

029-285-6085(合唱連盟：槇)

茨城県 ひたちなか市 ①
ひたちなか市民吹奏楽団第35回定期演奏
会（ひたちなか市芸術祭）

吹奏楽の演奏 12月15日(日) ひたちなか市文化会館
ひたちなか市
ひたちなか市民吹奏楽団

080-3398-3660
（ひたちなか市民吹奏楽団事務

茨城県 ひたちなか市 ① いけばな展（ひたちなか市芸術祭） いけばなの展示 11月3日(日)～4日(月) ひたちなか市文化会館
ひたちなか市
ひたちなか市華道連合会

029-272-9392(華道連合会：杉山)

茨城県 ひたちなか市 ① ミステリーバッグの貸出 図書館職員のおすすめの本・紙芝居を中がわからないように入れて貸出し 10月25日（金）～ 各ひたちなか市立図書館 各ひたちなか市立図書館 029-273-2247

茨城県 ひたちなか市 ① 公共施設・介護施設への除籍図書の配布
図書館の除籍図書を学校，学童，幼稚園，保育園，介護施設へ配布し図書
の再利用を図る

10月中旬 ひたちなか市立中央図書館 ひたちなか市立中央図書館 029-273-2247

茨城県 ひたちなか市 ①
産業交流フェア「除籍図書リユースコー
ナー」

市の産業交流フェアの会場において図書館の除籍図書を市民に無料配布
する

11月2日（土），3日（日） ひたちなか市総合体育館
ひたちなか読書グループ連絡協議会，各ひ
たちなか市立図書館

029-273-2247

茨城県 ひたちなか市 ① 秋の図書館まつり
図書館除籍図書の配布，絵本の朗読ショー，お話の会等のイベントを通して
図書館の利用拡大を図る

10月26日（土） ひたちなか市立中央図書館 ひたちなか市立中央図書館 029-273-2247

茨城県 ひたちなか市 ① ひたちなか市立中央図書館　文化講演会
講師：未定
演題：未定

12月（未定） ワークプラザ勝田
ひたちなか市立中央図書館，ひたちなか読
書グループ連絡協議会

029-273-2247

茨城県 ひたちなか市 ① 除籍図書のリユース 図書の再利用を図るため，図書館の除籍図書を市民に無料配布する 11月9日(土)～10日（日） ひたちなか市立那珂湊図書館 ひたちなか市立那珂湊図書館 029-263-5499

茨城県 ひたちなか市 ① ふぁみりこらぼまつり
子育て支援・多世代交流施設が持つ複合機能を生かし，施設の利用団体
や関連団体が自主的に企画運営するまつりを実施する。

10月（未定）
子育て支援・多世代交流施設ふぁみり
こらぼ

ひたちなか市生涯学習課
ふぁみりこらぼまつり実行委員会

029-272-6301

茨城県 ひたちなか市 ① えいが講演会
演題「未定」
　講師：谷田部　智章氏（310＋1シネマプロジェクト，筑波海軍航空隊記念館
スタッフ）

11月23日（土） ひたちなか市立佐野図書館 ひたちなか市立佐野図書館 029-270-3811

茨城県 ひたちなか市 ①
佐野図書館開館20周年記念ティーンズ講
座

テーマ「小説の書き方（仮）」
講話及びワークショップ
講師：香月美夜氏（「本好きの下克上」著者）

11月3日（日） ひたちなか市立佐野図書館 ひたちなか市立佐野図書館 029-270-3811

茨城県 ひたちなか市 ① 綱引大会
低学年，高学年，一般男子，一般女子，一般混合チームに分かれて，子ど
も会対抗の綱引大会

11月3日（日） ひたちなか市松戸体育館 ひたちなか市子ども会育成連合会 029-272-5883（青少年課）

茨城県 ひたちなか市 ① マラソン大会 低学年1,300m，高学年1,800mのマラソン大会 11月10日（日） ひたちなか市総合運動公園陸上競技場 ひたちなか市子ども会育成連合会 029-272-5883（青少年課）

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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第61回「教育・文化週間」関連行事

茨城県 水戸市 ① 子育て応援塾「親業訓練講座入門講座」 親と子の上手なコミュニケーションのとり方を学ぶ 10月6日（火） ミオス みと好文カレッジ 029-303-6602

茨城県 水戸市 ① ほっとひといき夢らんど 親子体操，親子劇あそび，親子料理教室，遊んで学ぼう，親子ヨガ
10月3，17日、11月7，21日
12月5，19日
（いずれも木曜日）

ミオス みと好文カレッジ 029-303-6602

茨城県 水戸市 ①
子育て応援塾
「家庭教育出前講座」

講師が幼稚園等を訪問し，家庭教育に関する講座を開催する
11月29日
12月3、13日

赤塚幼稚園、渡里幼稚園
大塚ひのまる幼稚園

みと好文カレッジ 029-303-6602

茨城県 水戸市 ① 梅が丘地区市民歩く会 地域住民の健康増進と交流を図る。 未定 市内
梅が丘地区連合会
見和市民センター

029-253-1273

茨城県 水戸市 ① 上大野地区歩く会
地区内住民参加による歩く会
スポーツフェスティバル参加

11月10日(日) 千波公園
住みよい上大野をつくる会
上大野市民センター

029-221-4994

茨城県 水戸市 ① 渡里女性学級
移動学習
料理教室

10月31日（木）
11月20日(水）

栃木大谷方面，
渡里市民センター

渡里女性会
渡里市民センター

029-221-3873

茨城県 水戸市 ① 渡里ことぶき大学
二胡の演奏会
指ヨガ

10月10日（木）
11月14日(木）

渡里市民センター
渡里高齢者クラブ
渡里市民センター

029-221-3873

茨城県 水戸市 ① さつき盆栽展示会 席飾りによる見事な枝ぶりのさつき盆栽約40席展示 11月8～10日 水戸市植物公園 水戸市植物公園 029-243-9311

茨城県 水戸市 ① 2019内原ふれあいまつり
まつりを通して，商工・農業団体等との地域交流を深めることにより，内原地
域のコミュニティの活性化を図る

11月3日(土) 内原ヘルスパーク 内原ふれあいまつり実行委員会 029-259-4044

茨城県 水戸市 ① 第39回青空市
地元農産物の直売，食品販売などを通して，多世代のふれあいや交流を図
る。また，山根地区の活性化も図る

11月3日(土) 森林公園森の交流センター
山根地区緑の村推進協議会
ふるさと農業センター

029-252-7500

茨城県 水戸市 ④ ボタニカルアート作品展 ボタニカルアート（植物細密画）約130点を展示
11月12～24日
＊月曜日は休園

水戸市植物公園 水戸市植物公園 029-243-9311

茨城県 水戸市 ① 梅が丘ふれあい祭り 作品展示，模擬店などを通して地域住民の交流を図る。 11月2日(土) 見和市民センター
梅が丘地区連合会
見和市民センター

029-253-1273

茨城県 水戸市 ① はまだふれあい作品展 利用団体による作品展示・模擬店等 11月16～17日 竹隈市民センター 住みよい浜田をつくる会　　竹隈市民セン 029-231-2045
茨城県 水戸市 ④ ペットボトルロケットプロジェクト ロケットが飛ぶ原理についての講義やウォーターロケットの製作・打上げ体 10月27日、11月17日 少年自然の家 少年自然の家 029-254-2200
茨城県 水戸市 ① 四季の体験学習（収穫祭） 食育活動，調理活動 11月2日（土） 少年自然の家 少年自然の家 029-254-2200
茨城県 水戸市 ① 家族で秋の味覚狩り リンゴ狩り，アップルパイ作り 11月10日（日） 少年自然の家 少年自然の家 029-254-2200
茨城県 水戸市 ④ ふたご座流星群 ふたご座流星群観察会 12月14～15日 少年自然の家 少年自然の家 029-254-2200
茨城県 水戸市 ① クリスマス系創作活動 クリスマス系創作活動 12月8日 少年自然の家 少年自然の家 029-254-2200
茨城県 水戸市 ① いきいき文化展 教室・クラブの成果発表，模擬店等 11月16～17日 笠原市民センター 笠原市民センター 029-243-3769
茨城県 水戸市 ① 秋のらん展 秋咲きの洋らんを約80株展示 11月10日(日) 水戸市植物公園 水戸市植物公園 029-243-9311

茨城県 水戸市 ③ 第29回風土記の丘ふるさとまつり まつりを通して文化財保護意識を育み，郷土愛と地域の活性化を図る。 11月10 日(日) 大串貝塚ふれあい公園
大串貝塚ふれあい公園
（埋蔵文化財センター）
風土記の丘ふるさとまつり実行委員会

029-269-5090

茨城県 水戸市 ③ みがわ生涯学習フェスティバル 定期講座受講者の成果発表と施設利用者の交流促進 11月22～26日 見川市民センター 見川市民センター 029-243-6733

茨城県 水戸市 ① 見川地区歩く会 地区内住民参加による歩く会 11月10日(日) 千波湖方面
住みよい見川をつくる会
見川市民センター

029-243-6733

茨城県 水戸市 ① 見川地区寿大学 医療センター出前講座「転ばぬ先の杖」，閉講式・落語 10月8日、11月1日 見川市民センター 見川市民センター 029-243-6733

茨城県 水戸市 ① 子育て広場
地域における子育て支援事業
（子どもの自由遊びと見守り）

期間中，毎週金曜日(11月22
日、12月27日を除く）

見川市民センター 見川市民センター 029-243-6733

茨城県 水戸市 ① 家庭教育講演会 未定 10月11日（金） 見川小学校
見川小学校
見川市民センター

029-243-6733

茨城県 水戸市 ① 梅が丘ふれあい学級 交通安全コンサート 12月20日(金) 梅が丘小学校
梅が丘幼稚園
見和市民センター

029-253-0097

茨城県 水戸市 ① ふれあいフェアｉｎ双葉台 まつりを通して地区の連携の強化とコミュニティの活性化を図る 11月16日(土) 双葉台市民センター隣接広場 双葉台地区住民の会 029-251-3991
茨城県 水戸市 ① 渡里地区市民歩く会 地区住民の健康と親睦を図りながら地区内を歩く。 11月23日（土） 地区内 渡里住民の会 029-221-3873
茨城県 水戸市 ① 堀原大学 交通安全教室 11月13日（火） 堀原市民センター 堀原市民センター、堀原高齢者連合会 029-252-2750
茨城県 水戸市 ① 酒門学級・酒門女性学級 茨城県警察音楽隊　演奏と講話 11月20日（水） 酒門市民センター 酒門市民センター 029-247-1356
茨城県 水戸市 ① 酒門学級 蕎麦打ち教室 12月20日（金） 酒門市民センター 酒門市民センター 029-247-1356
茨城県 水戸市 ① 酒門女性学級 移動学習 10月4日（金） 足利方面 酒門市民センター 029-247-1356
茨城県 水戸市 ① 酒門女性学級 お腹にやさしい料理教室 12月5日（木） 酒門市民センター 酒門市民センター 029-247-1356
茨城県 水戸市 ① ふれあい学級 ＡＥＤ応急手当の講習会 11月26日（火） 常磐幼稚園 常磐市民センター、常磐幼稚園 029-233-7005

茨城県 水戸市 ① 見川ふれあいまつり 地域住民の交流を深め，コミュニティ活動の推進を図る 11月9日(土) 見川小学校
住みよい見川をつくる会、見川小学校
見川幼稚園、見川市民センター

029-243-6733

茨城県 水戸市 ① 下大野サ皆コーまつり 地区会主催による模擬店や利用団体（定期講座等）による展示・発表 11月24日(日) 下大野市民センター
住みよい下大野をつくる会
下大野市民センター

029-269-1288

茨城県 水戸市 ① おおばふれあいまつり 地区会主催による模擬店、利用団体による展示・発表 11月24日(日) 大場市民センター さわやか大場をつくる会 029-269-1006

茨城県 水戸市 ① ハーブ展
今年収穫したハーブを使って，日常生活に活用できるハーブの利用法を紹
介

11月30日～12月7日
※月曜日は休園

水戸市植物公園 水戸市植物公園 029-243-9311

茨城県 水戸市 ① 防災訓練 地区住民による防災訓練 11月16日（土） 堀原市民センター
堀原市民センター
堀原地区住民の会

029-252-2750

茨城県 水戸市 ①
ワクワクドキドキみんなであそぼ！～青少
年若者体験活動事業～

小学生の自己肯定感やコミュニケーション能力の向上を図るための体験活
動の実施

11月９日（土） 少年自然の家
水戸市教育委員会
水戸市青少年育成推進会議

029-306-8692

茨城県 水戸市 ①
「家庭の日」絵画・ポスターと作文コンクー
ル

「家庭の日」の普及・啓発及び青少年の健全育成を図るため，コンクールを
実施する

作品展示
11月27日～12月3日

イオンモール水戸内原
水戸市教育委員会
水戸市青少年育成推進会議

029-306-8692

茨城県 水戸市 ③
市制施行130周年記念
中学生交流会

中学生による討論・発表を通した交流 12月14日（土） みと文化交流プラザ（予定）
水戸市教育委員会
水戸市青少年育成推進会議

029-306-8692

茨城県 水戸市 ① 女性セミナー 移動学習 10月15日（火） 埼玉県方面 下大野市民センター 029-269-1288
茨城県 水戸市 ① 女性セミナー 健康講座 11月27日(水) 下大野市民センター 下大野市民センター 029-269-1288
茨城県 水戸市 ① 家庭教育学級 保護者に向けた講話 10月31日（木） 渡里小学校 渡里市民センター 029-221-3873

茨城県 水戸市 ① ふれあい渡里まつり まつりを通して地区の連携の強化とコミュニティの活性化を図る。 12月8日(日)
渡里小学校校庭、渡里小体育館
渡里市民センター

渡里住民の会
渡里市民センター

029-221-3873

茨城県 水戸市 ① ふれあい学級 しめ縄リース 11月29日（金） 渡里市民センター 渡里幼稚園、渡里市民センター 029-221-3873
茨城県 水戸市 ① しめ飾り教室 しめ飾り作り 12月22日（日） 渡里市民センター 渡里住民の会、渡里市民センター 029-221-3873

茨城県 水戸市 ①
飯富中学校・飯富市民センター
交流事業

中学生が市民センター受講生との交流を通して，生涯学習の意義を理解す
る

10月９日(水) 飯富中学校
飯富中学校
飯富市民センター

029-229-7002

茨城県 水戸市 ① 飯富女性教養講座 手芸教室 10月30日(水) 飯富市民センター 飯富市民センター 029-229-7002
茨城県 水戸市 ① 飯富長寿大学 移動学習（閉講式） 12月12日（木） いこいの村涸沼 飯富市民センター 029-229-7002

茨城県 水戸市 ① レディースセミナー
革細工でペンダントを作ろう
元気な口と食の講座

10月31日(木)
11月22日(金)

双葉台市民センター 双葉台市民センター 029-251-3991

茨城県 水戸市 ① 高齢者学級 芸術鑑賞会　生活の中の歌ごころ 10月25日(金) 双葉台市民センター
双葉台市民センター
双葉台高齢者クラブ連合会

029-251-3991

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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茨城県 水戸市 ① 高齢者学級 12月20日(金) 日鉱記念館他
双葉台市民センター
双葉台高齢者クラブ連合会

029-251-3991

茨城県 水戸市 ① 子育て広場 地域における子育て支援事業
10月3日～12月26日
第1～4木曜実施

双葉台市民センター 双葉台女性会 029-251-3991

茨城県 水戸市 ① 大人のための朗読会 朗読会 12月21日（土） 内原図書館 水戸市立中央図書館 029-226-3951
茨城県 水戸市 ① 工作教室 ハロウィンにちなんだ工作 10月中 中央図書館 水戸市立中央図書館 029-226-3951
茨城県 水戸市 ① みんなのおすすめ本（大人編） 利用者のおすすめの本を記入した紙を掲示 11月中 中央図書館 水戸市立中央図書館 029-226-3951
茨城県 水戸市 ① ぬいぐるみのおとまり会 ぬいぐるみが選んだ絵本の貸出しなど 12月中 中央図書館 水戸市立中央図書館 029-226-3951
茨城県 水戸市 ① ハロウィンおはなし会 絵本の読み聞かせ，クイズ，ゲーム 10月27日（日） 常澄図書館 水戸市立常澄図書館 029-269-1751
茨城県 水戸市 ① 子育て広場 地域における子育て支援事業 11月21日(木) 見和市民センター 梅が丘女性会、見和市民センター 029-253-1273
茨城県 水戸市 ① ウインターキッズスクール 小学生を対象とした体験講座 12月予定 見和市民センター 見和市民センター 029-253-1273
茨城県 水戸市 ① 城東ふれあい学級 クリスマスツリーをつくろう 11月20日(水) 城東幼稚園遊戯室 城東市民センター、城東幼稚園 029-221-9974

茨城県 水戸市 ① 城東福寿学級
移動学習
県警音楽隊演奏会

11月6日(水)
12月9日（月)

城東市民センター
城東市民センター
城東地区高齢者クラブ連合会

029-221-9974

茨城県 水戸市 ① 城東地区歩く会 地区内住民参加による歩く会 11月17日(日) 未定
水戸市城東地区自治団体連合会スポーツ
レクリェーション部、城東市民センター

029-221-9974

茨城県 水戸市 ① 城東女性学級 移動学習、寄せ植え 11月19日、11月25日 城東市民センター 城東女性会、城東市民センター 029-221-9974
茨城県 水戸市 ① 飯富ふれあい学級 園児と保護者のふれあい 10月４日（金） 飯富市民センター 飯富市民センター、飯富幼稚園 029-269-1031
茨城県 水戸市 ① 成人講座 ラタン工芸アクセサリー講座 10月７日(月) 赤塚市民センター 赤塚市民センター 029-252-4090

茨城県 水戸市 ① ふるさと赤塚まつり
定期講座受講者等による芸能発表会，作品展示会（小学校児童も出展）及
び地区住民による模擬店・バザー・体験コーナー

11月2、9・10日 赤塚市民センター ふるさと赤塚をつくる会、赤塚市民センター 029-252-4091

茨城県 水戸市 ① 子育て広場 子育て中の親子が気軽に集まり交流する広場
10月4日～12月20日
第1・3金曜実施

赤塚市民センター 赤塚女性会 029-252-4092

茨城県 水戸市 ① わくわく学級 料理教室、コンサート 10月11日、12月16日 五軒幼稚園 五軒市民センター、五軒幼稚園 029-226-4156
茨城県 水戸市 ① 五軒地区女性教養講座 源氏物語　女人絵巻　壱 10月9日(水) みと文化交流プラザ 五軒市民センター 029-226-4156
茨城県 水戸市 ① 五軒いきいき大学 移動学習 10月24日(木) 未定 五軒市民センター 029-226-4156

茨城県 水戸市 ③ わいわい五軒文化祭 利用団体による展示・発表や模擬店 11月10日(日) みと文化交流プラザ
わいわい五軒文化祭実行委員会
五軒市民センター

029-226-4156

茨城県 水戸市 ① 五軒いきいき大学閉講式 音楽療法 11月15日（金） みと文化交流プラザ 五軒市民センター 029-226-4156
茨城県 水戸市 ① グラウンドゴルフ交流会 地域高齢者クラブとの交流会 10月11日(金) 稲荷第一幼稚園 東前梅の会、稲荷第一幼稚園、常澄保育 029-269-2108
茨城県 水戸市 ① 昔遊び交流会 地域高齢者クラブとの交流会 12月10日(火) 稲荷第一幼稚園 東前梅の会、稲荷第一幼稚園、常澄保育 029-269-2108

茨城県 水戸市 ① 家庭教育学級 未定 12月17日(火) 稲荷第一幼稚園
稲荷第一幼稚園、常澄保育所、稲荷第一
市民センター

029-269-2213

茨城県 水戸市 ①
学校へようこそ
地域とのふれあい事業

・学校公開　・豚汁づくりと地域交流会　・講演会 11月30日(土) 第三中体育館
第三中学校PTA、第三中学校
三中学区青少年育成会

029-224-5508

茨城県 水戸市 ①
内原市民センター文化祭
（文化展の部）

各種パネル展，囲碁大会，将棋大会，美術展等 11月2～4日 内原市民センター 内原市民センター 029-259-4044

茨城県 水戸市 ① 酒門ふれあい学級 クリスマスカードづくり 11月8日（金） 酒門幼稚園 酒門市民センター、酒門幼稚園 029-247-1356

茨城県 水戸市 ① 史跡めぐり
郷土の誇るべき歴史・文化を広く理解し，郷土愛の醸成を図るため，県内の
史跡をめぐるバスツアーを実施する。

10月9日、23日 県内の史跡
水戸市教育委員会事務局
教育部歴史文化財課

029-306-8132

茨城県 水戸市 ①
世界遺産登録推進講演会「私塾咸宜園の
学びとその広がり」

「近世日本の教育遺産群」の提案資産の一つで，近世日本における代表的
な私塾である咸宜園について，最前線で研究している研究者を招き，咸宜
園のユニークな学びや制度，それを支えた豆田町，さらに咸宜園の教えが
他地域にどのように広まっていったのかを紹介する。

10月13日（日） みと文化交流プラザ２階201会議室
水戸市教育委員会事務局
教育部歴史文化財課

029-306-8132

茨城県 水戸市 ① つどいの広場 地域における子育て支援事業
10月３日(木)～12月19日(木)
までの毎週木曜日

水戸市ふれあいの館 水戸市ふれあいの館 029‐243‐8940

茨城県 水戸市 ① 親子教室
地域における子育て支援事業
（ふれあいの館親子教室）

10月1日～ 12月17日までの
毎週火曜日･金曜日※ただ
し，祝日及び10/11，10/29，
11/5を除く。

水戸市ふれあいの館 水戸市ふれあいの館 029‐243‐8940

茨城県 水戸市 ① 親子教室（運動会） 地域における子育て支援事業（ふれあいの館親子教室　運動会） 10月10日(木) 小吹体育館 水戸市ふれあいの館 029‐243‐8940
茨城県 水戸市 ① 親子教室（犬と遊ぼう） 地域における子育て支援事業（ふれあいの館親子教室） 11月29日、12月3日 水戸市ふれあいの館 水戸市ふれあいの館 029‐243‐8940
茨城県 水戸市 ① 学校へようこそ，防災教室 ・学校の様子，体育の授業を公開　・親子防災教室の実施 11月9日（土） 大場小学校 大場小学校 029-269-2103
茨城県 水戸市 ① 城東ふれあい祭り 祭りを通して，地域住民との連携強化とコミュニティの活性化を図る。 10月26日(土) 水戸市立城東小学校 水戸市立城東小学校ＰＴＡ 029-231-4297
茨城県 水戸市 ① 学校へようこそ 児童集会，地域防災訓練 11月9日（土） 水戸市立城東小学校 水戸市立城東小学校 029-231-4297

茨城県 水戸市 ① 地域防災訓練
初期消火訓練，煙体験ハウス，救命救急訓練，防災備品展示，防災倉庫常
備品説明

11月9日（土） 水戸市立城東小学校
城東地区防災対策委員会
水戸市立城東小学校

029-231-4297

茨城県 水戸市 ① 寿大学 マイナンバー制度について，移動学習
11月14日（金）
12月12日（木）

石川市民センター 石川市民センター 029-252-2989

茨城県 水戸市 ① 女性教養講座 料理教室，お正月リース作り
11月15日(金),
12月26日(木)

石川市民センター 石川市民センター 029-252-2989

茨城県 水戸市 ① 家庭教育講座 講話 11月７日(木） 石川小学校 石川市民センター 029-252-2989
茨城県 水戸市 ① 家庭教育強化事業 ペーパークラフト作り 10月16日（水） 石川市民センター 石川市民センター 029-252-2989

茨城県 水戸市 ① おおぞら学級 秋の寄せ植え，しめ縄飾りリース
10月23日(水)
12月17日(月)

石川市民センター
赤塚幼稚園

石川市民センター
赤塚幼稚園

029-252-2989

茨城県 水戸市 ① 手作り講座 しめ飾りづくり教室 12月23日（月） 石川市民センター 石川市民センター 029-252-2989
茨城県 水戸市 ① 男の料理教室 そば打ち教室 12月20日（金） 石川市民センター 石川市民センター 029-252-2989

茨城県 水戸市 ① 子育て広場 地域における子育て支援活動　親子レク，クリスマス会
10月2、16日
11月6日、20日、12月4、18

石川市民センター 石川地区コミュニティ連絡協議会 029-252-2989

茨城県 水戸市 ① 石川地区市民歩く会 地区住民の健康増進を目的とした歩く会 11月10日(日） 千波湖方面 石川地区コミュニティ連絡　協議会 029-252-2989

茨城県 水戸市 ① 家庭教育学級
おもしろ理科先生「マツボックリのクリスマスツリーに魔法の水で雪を降らせ
よう」

11月21日(木) 笠原幼稚園
笠原市民センター
笠原幼稚園

029-243-4124

茨城県 水戸市 ① ひまわり大学 講話「幸せのエンディングノート」 11月21日(木) 稲荷第一市民センター 稲荷第一市民センター 029-269-2213
茨城県 水戸市 ① ばんだい祭り 学習発表会を保護者，地域の方々に公開する 11月２日(土) 飯富中学校 飯富幼・小・中学校（園） 029-229-7132

茨城県 水戸市 ①
やさしさと心をつなぐ
秋の絵てがみ展

四季折々の花や植物公園のハーブなどをはがきや長紙に描き，優しい言葉
を添えた絵てがみを展示

10月4～20日
*月曜日は休園

水戸市植物公園 水戸市植物公園 029-243-9311

茨城県 水戸市 ① 古典園芸植物　秋のいわひば展 秋の素晴らしい紅葉を迎えたイワヒバの展示と販売 10月3日～6日 水戸市植物公園 水戸市植物公園 029-243-9311

茨城県 水戸市 ①
秋の弦楽コンサート
～落羽松の色づく季節に～

弦楽で奏でる秋の景色を楽しむ。 11月17日(日) 水戸市植物公園 水戸市植物公園 029-243-9311

茨城県 水戸市 ① 浜田地区市民歩く会 地区住民参加による歩く会 11月10日(日) 六地蔵尊散策
住みよい浜田をつくる会
竹隈市民センター

029-231-2045

茨城県 水戸市 ① 浜田ふれあい学級
親子サッカー教室
陶芸教室

11月15日(金) 浜田幼稚園
竹隈市民センター
浜田幼稚園

029-231-2045

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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茨城県 水戸市 ① 浜田ふれあいゲートボール大会 地域住民の交流を図る。 12月7日(土) 七軒町児童公園
住みよい浜田をつくる会
竹隈市民センター

029-231-2045

茨城県 水戸市 ① 寿大学 移動学習 10月7日（月） ひたちなか方面 千波市民センター 029-243-3174
茨城県 水戸市 ① 一般教養講座 移動学習 10月11日（金） 川越方面 千波市民センター 029-243-3174

茨城県 水戸市 ① 親子ふれあい学級 親子で交通安全についての講話と音楽を鑑賞 10月23日(水) 千波小学校体育館
千波市民センター
千波幼稚園

029-243-3174

茨城県 水戸市 ① 千波ふれあいまつり
地区会等による模擬店
利用団体による展示・発表

11月15、16、17日 千波市民センター
千波ふれあいまつり実行委員会
千波市民センター

029-243-3174

茨城県 水戸市 ① 冬休み少年少女教室 書道教室 12月27日(金) 千波市民センター 千波市民センター 029-243-3174
茨城県 水戸市 ① 家庭教育強化事業 親子そば打ち体験教室 12月（未定） 千波市民センター 千波市民センター 029-243-3174

茨城県 水戸市 ① 子育て広場 地域における子育て支援活動
10月4,18日
11月1日,12月6, 20日

千波市民センター 千波女性会 029-243-3174

茨城県 水戸市 ① 千波地区三世代交流歩く会 地区内住民参加による歩く会 11月23日(土) 千波湖方面 故郷千波を創る協議会、千波市民センター 029-243-3174
茨城県 水戸市 ① 赤塚中学校へようこそ 授業参観，地域合同防災体験 11月30日(土) 赤塚中学校 赤塚中学校 029-251-9435
茨城県 水戸市 ① 学校へようこそ 人権集会，授業参観 10月16日(水） 寿小学校 寿小学校 029-241-0854
茨城県 水戸市 ① 第17回みんなみんなの寿まつり まつりを通して，地域住民の連携の強化とコミュニティの活性化を図る 11月10日(日) 寿小学校校庭 寿地区自治連合団体 029-241-4011
茨城県 水戸市 ① 子育て広場 地域における子育て支援事業 10月16日(木） 寿市民センター 寿女性会・寿市民センター 029-241-4011
茨城県 水戸市 ① 子育て広場 地域における子育て支援事業 11月2１日(木) 寿市民センター 寿女性会・寿市民センター 029-241-4011
茨城県 水戸市 ① 子育て広場 地域における子育て支援事業 12月19日(木） 寿市民センター 寿女性会・寿市民センター 029-241-4011
茨城県 水戸市 ① ふれあい学級 親と子の音楽あそび 10月４日(金) 寿幼稚園 寿幼稚園・寿市民センター 029-241-4011
茨城県 水戸市 ① ふれあいサロン 地区高齢者の交流会 12月７日(土) 寿市民センター 寿地区高齢者クラブ 029-241-4011
茨城県 水戸市 ① あそびの王国 センター全室を使ってのスタンプラリー 10月20日(日) 寿市民センター 寿地区育成会連合会 029-241-4011
茨城県 水戸市 ① 寿女性セミナー 簡単に作れるおもてなし料理講習 11月15日（金) 寿市民センター 寿女性会・寿市民センター 029-241-4011
茨城県 水戸市 ① しめ飾り教室 しめ飾り作り 12月24日(火) 寿市民センター 寿地区自治連合団体 029-241-4011
茨城県 水戸市 ① ふれあいウォークラリー 地区内ウォークラリー 11月24日(日） 地区内 寿地区自治連合団体 029-241-4011
茨城県 水戸市 ① 一緒に遊ぼう 昔遊び 10月３日(木) 見川幼稚園 水戸市見川地区高齢者クラブ連合会 029-241-1926
茨城県 水戸市 ① 高齢者大学 折り紙教室 10月30日(水) 下大野市民センター 下大野市民センター 029‐269‐1288
茨城県 水戸市 ① 家庭教育強化事業 親子ヨガ教室 10月12日（土） 稲荷第一市民センター 稲荷第一市民センター 029-269-2213

茨城県 水戸市 ① ふれあいまつり 稲荷第一ふれあいまつり 11月17日(日) 稲荷第一市民センター
稲荷第一地区まちづくり会
稲荷第一市民センター

029-269-2213

茨城県 水戸市 ① 子ども教室 冬休み子ども書道教室 12月（未定） 稲荷第一市民センター 稲荷第一市民センター 029-269-2213
茨城県 水戸市 ① 堀原地区歩く会 地区住民参加による歩く会 11月23日（土） 堀原市民センター～大塚池公園 堀原市民センター、堀原地区住民の会 029-252-2750
茨城県 水戸市 ① ほほえみ学級 「おさかな体験」 未定 稲荷第二幼稚園 稲荷第二幼稚園、稲荷第二市民センター 029-269-1031
茨城県 水戸市 ③ ヘルマンハープコンサート ヘルマンハープによるコンサートを館内で実施 12月15日（日） 西部図書館 水戸市立西部図書館 029-255-5651
茨城県 水戸市 ① クリスマスおはなし会 絵本の読み聞かせ 12月22日（日） 常澄図書館 水戸市立常澄図書館 029-269-1751
茨城県 水戸市 ① 飯富地区歩く会 地区内住民参加による歩く会 10月6日(日） 飯富市民センター 飯富自治実践会、飯富市民センター 029-229-7002

茨城県 水戸市 ① 子育て広場 地域における子育て支援事業
10月15日、11月19日
12月17日

飯富市民センター 飯富女性会 029-229-7002

茨城県 水戸市 ① 飯富ふれあい学級 園児と保護者のふれあい，移動学習 10月4日（金） 日立シビックセンター
飯富市民センター
飯富幼稚園

029-229-7002

茨城県 水戸市 ① 飯富まつり 展示・発表・催事等を通して世代間のふれあいを深める 12月1日（日） 飯富小学校 飯富自治実践会 029-229-7002
茨城県 水戸市 ① 冬休み子ども教室 書道教室 12月下旬予定 飯富市民センター 飯富市民センター 029-229-7002

茨城県 水戸市 ① 堀原子育て広場
絵本等の読み聞かせ
自由遊び

10月28日、11月11、25日
12月9、23日

堀原市民センター
堀原地区住民の会
堀原市民センター

029-252-2750

茨城県 水戸市 ① 内原子育て広場
地域における子育て支援事業
（子どもの自由遊びと見守り）

10月7、21日
11月11、18日、12月2、16日

内原市民センター
内原子育て支援の会
内原地区自治連合会

029-259-4044

茨城県 水戸市 ① 内原寿大学 ３地区合同移動学習 11月21日（木） 福島方面
内原寿大学運営委員会
内原市民センター

029-259-4044

茨城県 水戸市 ① 内原地区歩く会 地区内住民参加による歩く会 11月10日（土） 内原地区内 内原地区自治連合会 029-259-4044
茨城県 水戸市 ① 家庭教育強化事業 ベビーマッサージ講習 10月９日（水） 内原市民センター 内原市民センター 029-259-4044
茨城県 水戸市 ① 女性セミナー 移動学習 12月17日（火） 行方方面 内原市民センター 029-259-4044

茨城県 水戸市 ①
内原市民センター文化祭
（芸能音楽祭の部）

市民センター利用団体による芸能音楽祭 12月14日(土) 内原市民センター 内原市民センター 029-259-4044

茨城県 水戸市 ① かぼちゃまつり ステージイベント，地域住民による発表，模擬店など 11月17日（日） 石川小学校校庭 石川地区青少年育成会 029-254-1700
茨城県 水戸市 ② 学校へようこそ 学校公開 11月9日（土） 緑岡幼稚園、緑岡小学校、緑岡中学校 緑岡幼稚園、緑岡小学校、緑岡中学校 緑岡中学校029-241-1069

茨城県 水戸市 ① 緑岡地区少年の主張発表会
心の通い合う，明るく住みよいまちづくりを進めるために,，小中学生が少年
の主張を発表し，豊かな情操を培い，より良い人間関係をつくる。

11月9日（土） 緑岡中学校 緑岡地区青少年育成会
緑岡中学校
029-241-1069

茨城県 水戸市 ①
「緑岡ふれあいスポーツフェスティバル
2019」～スナッグゴルフ大会～

スポーツを通して社会のルールやマナーを学ぶとともに，親と子，地域の大
人と子どもが互いにふれあい，親睦を深め，心の交流を図りながら，健全な
青少年育成を目指す。

11月17日（日） 緑岡中学校 緑岡地区青少年育成会
緑岡中学校
029-241-1069

茨城県 水戸市 ② 学校へようこそ 芸術鑑賞，金管バンドの演奏会，ＰＴＡ主催による創作活動やゲームへの参 10月26日(土) 吉沢小学校 水戸市立吉沢小学校 029-247-8113
茨城県 水戸市 ② がっこうへようこそ 教室・授業公開，ＰＴＡバザー，小規模特認校見学会 11月3日（日） 上大野小学校 上大野小学校 029-221-6242
茨城県 水戸市 ② 鯉淵っ子まつり ステージ発表（金管バンド他），学級発表，縦割り班活動，会食 11月9日（土） 水戸市立鯉淵小学校 水戸市立鯉淵小学校 029-259-2239
茨城県 水戸市 ② 学校へようこそ 学校の様子を公開 10月26日（土） 水戸市立酒門小学校 水戸市立酒門小学校 029-247-5952
茨城県 水戸市 ② なかよし広場 なかよし広場を通して，地域住民との交流の活性化を図る。 10月26日（土） 水戸市立酒門小学校 水戸市立酒門小学校ＰＴＡ 029-247-5952
茨城県 水戸市 ② 幼稚園へようこそ 幼稚園の様子を公開 11月15日（金） 酒門幼稚園 水戸市立酒門幼稚園 029-247-7980

茨城県 水戸市 ② もちの木まつり 集会活動や音楽鑑賞，ＰＴＡによるバザーや模擬店，地域の方との交流 10月19日（土） 内原小学校
内原小学校
内原小学校ＰＴＡ

029-259-4151

茨城県 水戸市 ② 学校へようこそ「収穫祭」
 米作りの収穫祭を実施する。もちつきをして，みんなで食べることを通して，
保護者や地域の方々と交流する。

10月26日（土）
水戸市立妻里小学校
水戸市立妻里幼稚園

水戸市立妻里小学校
水戸市立妻里幼稚園

029-259-2034
029-259-2624

茨城県 水戸市 ① 成人セミナー 正月お飾り教室 12月26日（木） 下大野市民センター 下大野市民センター 029-269-1288
茨城県 水戸市 ① 家庭教育強化事業 親子リトミック教室 10月18日（金） 下大野市民センター 下大野市民センター 029-269-1288
茨城県 水戸市 ① 家庭教育強化事業 人形観劇会 11月７日（木） 下大野市民センター 下大野市民センター 029-269-1288
茨城県 水戸市 ① 家庭教育強化事業 親子リトミック教室 11月15日（金） 下大野市民センター 下大野市民センター 029-269-1288

茨城県 水戸市 ① 吉沢地区市民歩く会 地区住民歩く会 11月10日（日）
吉沢市民センター～千波湖スポーツ
フェスティバル会場

吉沢地区自治連合会
吉沢市民センター

029-247-1988

茨城県 水戸市 ① 親子でヨガ 親子ヨガ 11月20日(水) 石川市民センター 石川市民センター 029-252-2991

茨城県 水戸市 ① 子育て広場 地域における子育て支援事業
10月15日、11月11日
12月9日

笠原市民センター 笠原市民センター 029-243-3769

茨城県 水戸市 ① いきいきカレッジ 警察音楽隊による音楽鑑賞 12月3日（火） 笠原市民センター
笠原市民センター
笠原地区高齢者クラブ連合会

029-243-3769

茨城県 水戸市 ① 笠原地区市民歩く会 地区住民参加による歩く会 11月10日（日） 笠原市民センター
笠原地区総合自治連合会
笠原市民センター

029-243-3769

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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茨城県 水戸市 ① 街頭啓発
茨城県の教育の日一斉キャンペーンに合わせ，水戸駅改札前やペデストリ
アンデッキにおいて選挙啓発物品を配布

11月1日（金） 水戸駅 選挙管理委員会 029-297-6077

茨城県 水戸市 ① 日曜名画座 映画上映会
10月27日、11月24日
12月22日

中央図書館 水戸市立中央図書館 029-226-3951

茨城県 水戸市 ① 内原図書館まつり
絵本の選び方講座，紙芝居，二胡コンサート，おはなしフェステイバル，図
書館クイズラリーなど

10月20日（日） 内原図書館 水戸市立内原図書館 029-291-6451

茨城県 水戸市 ③ 歴史講座「よみがえる水戸城」 水戸城の築城の歴史から最新の調査・研究成果を紹介 11月17日（日） 東部図書館 水戸市立東部図書館 029-248-4051
茨城県 水戸市 ① 特別展示「ほしぞら散歩」（天体観測付き） 天体にまつわる資料展示，移動天文車による夜の天体観測 10月12日、11月9日、12月7 西部図書館 水戸市立西部図書館 029-255-5651
茨城県 水戸市 ① オセロ大会 オセロの講座と大会 10月(未定） 西部図書館 水戸市立西部図書館 029-255-5651
茨城県 水戸市 ① ハロウィンおはなし会 絵本の読み聞かせ 10月27日（日） 西部図書館 水戸市立西部図書館 029-255-5651
茨城県 水戸市 ① 工作教室 両面に絵本が置けるブックスタンドの作成 11月2日（土） 西部図書館 水戸市立西部図書館 029-255-5651
茨城県 水戸市 ① バリアフリー映画会「博士の愛した数式」 音声ガイドと日本語字幕が入った映画の上映 11月3日（日） 西部図書館 水戸市立西部図書館 029-255-5651
茨城県 水戸市 ① 本の帯でロゼッタ作り 11月2日（土） 見和図書館 水戸市立見和図書館 029-350-2051
茨城県 水戸市 ① ビジネス支援講座「絵画教室」 10月20、27日 見和図書館 水戸市立見和図書館 029-350-2051
茨城県 水戸市 ① Jazzクリスマスコンサート 12月1日(日） 見和図書館 水戸市立見和図書館 029-350-2051
茨城県 水戸市 ① ハロウィン映画会 ハロウィン向けの映画上映会 10月13日（日） 常澄図書館 水戸市立常澄図書館 029-269-1751
茨城県 水戸市 ① 民話おはなし会 民話の読み聞かせ 11月17日（日） 常澄図書館 水戸市立常澄図書館 029-269-1751
茨城県 水戸市 ③ バッハのクリスマスコンサート バッハにまつわる楽曲を楽しむ。 12月22日（日） 水戸市植物公園 水戸市植物公園 029-243-9311
茨城県 水戸市 ① 堀原大学 健康講座 10月9日（水） 堀原市民センター 堀原市民センター、堀原高齢者連合会 029-252-2750
茨城県 水戸市 ① 堀原大学 閉校式及びアトラクション 12月11日（水） 堀原市民センター 堀原市民センター、堀原高齢者連合会 029-252-2750
茨城県 水戸市 ① 女性セミナー 講話 10月2日（水） 堀原市民センター 堀原市民センター 029-252-2750
茨城県 水戸市 ① 女性セミナー 移動学習 10月30日（水） 東京方面 堀原市民センター 029-252-2750
茨城県 水戸市 ① 女性セミナー お正月の生け花 12月26日（木） 堀原市民センター 堀原市民センター 029-252-2750
茨城県 水戸市 ① 家庭教育強化事業 子育てに関する講演「おなか元気教室」 11月11日（月） 堀原市民センター 堀原市民センター、子育て広場 029-252-2750
茨城県 水戸市 ① ふれあい学級 料理 12月5・6日　予定 緑岡市民センター調理室 緑岡市民センター、緑岡幼稚園 029-243-1020
茨城県 水戸市 ① 女性教養講座 おせち料理 10月31日(木) 見和市民センター 梅が丘女性会、見和市民センター 029-253-1273
茨城県 水戸市 ① 子育て広場 地域における子育て支援事業 10月3日 見和市民センター 梅が丘女性会、見和市民センター 029-253-1273

茨城県 水戸市 ① 水戸市体育祭市民運動会
運動会を開催することにより，地域内での市民の交流を深めること，市民の
健康及び体力づくりに対しての意識を高める。

10月20日(日) 梅が丘小学校運動場
水戸市、水戸市教育委員会
各市民センター

029-253-1273

茨城県 水戸市 ① 日吉寿大学 民謡鑑賞 11月６日（水） 見和市民センター
見和地区高齢者クラブ連合会
見和市民センター

029-253-1273

茨城県 水戸市 ① 子育て広場 地域における子育て支援事業 10月17日(木) 見和市民センター
梅が丘女性会
見和市民センター

029-253-1273

茨城県 水戸市 ① 家庭教育学級
小学生と保護者のふれあい体験講座
講話「小学校への入学に当たって」

10月16日(水) 梅が丘小学校 梅が丘小学校、見和市民センター 029-253-1273

茨城県 水戸市 ① 子育て広場 地域における子育て支援事業 11月７日(木) 見和市民センター 梅が丘女性会、見和市民センター 029-253-1273
茨城県 水戸市 ① 女性教養講座 講義 11月28日（木） 見和市民センター 梅が丘女性会、見和市民センター 029-253-1273

茨城県 水戸市 ① 日吉寿大学 交通安全講話とニセ電話詐欺等被害防止策について 12月4日 見和市民センター
見和地区高齢者クラブ連合会
見和市民センター

029-253-1273

茨城県 水戸市 ① 子育て広場 地域における子育て支援事業 12月5日 見和市民センター 梅が丘女性会、見和市民センター 029-253-1273
茨城県 水戸市 ① 子育て広場 地域における子育て支援事業 12月19日(木) 見和市民センター 梅が丘女性会、見和市民センター 029-253-1273
茨城県 水戸市 ① ウインターキッズスクール 小学生を対象とした体験講座 12月予定 見和市民センター 見和市民センター 029-253-1273

茨城県 水戸市 ②
学校へようこそ　河小フェスティバル 感謝
のつどい

感謝のつどい，河小フレンドリーステージ，縦割り班による野菜販売，模擬
店，バザー

11月9日 河和田小学校 水戸市立河和田小学校 029-251-9540

茨城県 水戸市 ② 赤小まつり
児童，ＰＴＡ，地域の方によるアトラクション，模擬店，縦割り班活動，作品展
示，地域の方との交流

11月16日（土） 赤塚小学校
赤塚小学校
赤塚小学校PTA

029-253-4301

茨城県 水戸市 ② 学校へようこそ
10月31日（木）：授業公開
10月31日（木）～11月１日(金)：展示作品公開

10月28日（月）
11月1日（金）

水戸市立千波中学校 水戸市立千波中学校 029-248-4080

茨城県 水戸市 ② 秋華祭
期間中の展示作品公開
※授業公開は10月31日（木）のみ

10月31日（木）
11月1日（金）

水戸市立千波中学校 水戸市立千波中学校 029-248-4080

茨城県 水戸市 ② 合唱祭
中学校第1学年から第3学年の自由曲，課題曲の合唱及び千波小学校６年
生の合唱

11月11日(月) 水戸市立千波中学校 水戸市立千波中学校 029-248-4080

茨城県 水戸市 ② 家庭教育学級（親子レクリエーション） ミニ運動会 10月11日（金） 妻里幼稚園 水戸市立妻里幼稚園 029-259-2624
茨城県 水戸市 ② 学校へようこそ，五軒ハートフル 親子レクレーション、地域住民に向けて授業公開 11月9日（土） 五軒小学校 五軒小学校 029-224-2900
茨城県 水戸市 ① 三世代ふれあいレクリエーション大会 グラウンドゴルフ大会 10月19日（土） ツインフィールド ゆたかな河和田をつくる会 029-251-0359

茨城県 水戸市 ① 第９回ゆたかな河和田ふれあいまつり
1．まつりを通して生涯学習の推進とコミュニティの活性化を図る
2．定期講座による作品展示・発表

12月2日（日） 桜川市民センター
ゆたかな河和田をつくる会桜川市民セン
ター

029-251-0359

茨城県 水戸市 ① 新荘地区歩く会 健康のため，また，地域住民のふれあいの場をつくるための歩く会 11月17日（日） 地区内 住みよいまちづくり新荘会 029-221-7851

茨城県 水戸市 ① 高齢者学級 移動学習 10月28日（月） 栃木方面
新荘地区高齢者クラブ連合会
新荘市民センター

029-221-7851

茨城県 水戸市 ① 高齢者学級 脳トレ・シルバーリハビリ体操　閉講式 11月18日（月） 新荘市民センター
新荘地区高齢者クラブ連合会
新荘市民センター

029-221-7851

茨城県 水戸市 ① 女性学級 移動学習 10月24日(木) 福島方面 新荘女性の会 029-221-7851
茨城県 水戸市 ① 女性学級 ヨガ「呼吸でつながる心と身体」 11月８日（金） 新荘市民センタ- 新荘女性の会 029-221-7851
茨城県 水戸市 ① 柳河地区高齢者学級 講話「温泉講座」 10月11日(金) 柳河市民センター 柳河高齢者クラブ連合会、柳河市民セン 029-231-6559
茨城県 水戸市 ① 柳河地区市民歩く会 地域住民の健康増進と交流を図る。 10月12日(土) 大子町 柳河自治住民の会、柳河市民センター 029-231-6559

茨城県 水戸市 ① 柳河ふれあいまつり
地域住民の学習の成果を発表するとともに，子どもから高齢者まで，世代間
の交流を深める。

11月17日(日) 柳河小学校
柳河ふれあいまつり実行委員会
柳河小学校、柳河市民センター

029-231-6559

茨城県 水戸市 ① 柳河地区高齢者学級 講話「相撲甚句及び相撲よもやま話」　　　　　閉講式 11月22日(金) 柳河市民センター 柳河高齢者クラブ連合会、柳河市民セン 029-231-6559
茨城県 水戸市 ① 柳河地区女性教養講座 水戸八景めぐり（仙湖暮雪の碑・青柳夜雨の碑・山寺晩鐘の碑・村松晴嵐の 12月3日(火) 水戸市・常陸太田市・東海村 柳河地区女性会、柳河市民センター 029-231-6559

茨城県 水戸市 ① 柳河三世代交流スポーツ大会
高齢者，壮年，子どもと三世代の交流を図り，健康で明るい家庭づくり，ふ
れあいのある住みよいまちづくりに寄与する。

12月７日(土） 柳河市民センター
柳河自治住民の会
柳河地区高齢者クラブ連合会
柳河学区子ども会育成会、柳河市民セン

029-231-6559

茨城県 水戸市 ② 学校へようこそ 持久走大会，授業参観 11月29日（金） 稲荷第一小学校 稲荷第一小学校 029-269-2253
茨城県 水戸市 ② 学校へようこそ 授業公開，学校説明会 11月29日（金） 水戸市立国田義務教育学校 水戸市立国田義務教育学校 029-239-7125
茨城県 水戸市 ② 翔螢祭 学習発表会，合唱コンクール，作品展示 10月26日（土） 水戸市立国田義務教育学校 水戸市立国田義務教育学校 029-239-7125

茨城県 水戸市 ① 成人講座 ひもトレ＆リンパマッサージ
10月11日、11月8日
12月13日

国田市民センター 国田市民センター 029-239-6568

茨城県 水戸市 ① 成人講座 パン作り教室 10月4日 国田市民センター 国田市民センター 029-239-6568
茨城県 水戸市 ① 成人講座 男の料理教室 10月9日 国田市民センター 国田市民センター 029-239-6568
茨城県 水戸市 ① 教養講座 クリスマス小物作り 11月2日 国田市民センター 国田市民センター 029-239-6568
茨城県 水戸市 ① 成人講座 しめ飾り作り教室 12月20日（金） 国田市民センター 国田市民センター 029-239-6568
茨城県 水戸市 ① 国田地区市民歩く会 地区住民参加による歩く会 11月9日（土） 未定 国田地区自治実践会 029-239-6568

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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茨城県 水戸市 ② 「元気で楽しい学校」公開 ・学校公開　・食販（バザー）と地域交流会　・講演会（育成会主催） 11月2日（土） 第一中学校
水戸市立第一中学校
一中PTA、一中学区青少年育成会

029-224-2424

茨城県 水戸市 ① 秋のセッコク・長生蘭展 会員が愛培している長生蘭の完成木約200鉢の展示と販売 10月19～20日 水戸市植物公園 水戸市植物公園 029-243-9311
茨城県 水戸市 ① パークヨガとハーブティーの会 花と緑に囲まれた芝生園でヨガを楽しみ，デザートとハーブティーを楽しむ 10月19日(土) 水戸市植物公園 水戸市植物公園 029-243-9311

茨城県 水戸市 ①
「工房えむ」ボタニカルアートフラワー（押
花）展～うつわの中の植物図鑑～

アクリル絵の具で描いた器等に押し花やプリザーブドフラワーなどをデザイ
ンした作品を展示

10月23日～11月2日
＊月曜日は休園

水戸市植物公園 水戸市植物公園 029-243-9311

茨城県 水戸市 ① 植物公園ツアー 園内やふだんは入ることのできないバックヤードの見学 11月23日(土) 水戸市植物公園 水戸市植物公園 029-243-9311

茨城県 水戸市 ①
クリスマスフラワーアレンジメント教室と音
楽会

フラワーアレンジメントと音楽を楽しむ 12月8日(日) 水戸市植物公園 水戸市植物公園 029-243-9311

茨城県 水戸市 ①
（公社）NFD　フローラル　アトリエ　アイ　フ
ラワーデザイン作品展

クリスマス，早春をテーマにフラワーアレンジメント，花束，ブーケ，プリザー
ブドフラワー，ハーバリウム約30点を展示

12月14～15日 水戸市植物公園 水戸市植物公園 029-243-9311

茨城県 水戸市 ② 一本杉ふれあいのつどい
午前：地域住民が講師となっての体験活動
午後：保護者，６年生がアトラクション，バザーや模擬店などを出店

11月9日（土）
水戸市立常磐小学校
常磐市民センター

水戸市立常磐小学校
常磐市民センター、常磐小学校ＰＴＡ

029-224-2272

茨城県 水戸市 ② 学校へようこそ・堀原風の子まつり 授業公開，児童集会，堀原風の子まつり 11月9日（土） 水戸市立堀原小学校 水戸市立堀原小学校 029-251-3133

茨城県 水戸市 ② 「元気で楽しい学校」公開 ・学校公開　・食販（バザー）と地域交流会　・講演会（育成会主催） 11月2日（土） 第一中学校
水戸市立第一中学校
一中ＰＴＡ、一中学区青少年育成会

029-224-2424

茨城県 水戸市 ② 学校へようこそ 授業公開及びＰＴＡバザー 11月１7日（日） 水戸市立第四中学校
水戸市立第四中学校
第四中学校PTA

029-247-5554

茨城県 水戸市 ② 学校へようこそ ・保育自由参観　・作品展示　等 11月30日（土） 水戸市立梅が丘　　幼稚園 水戸市立梅が丘幼稚園 029-253-0097

茨城県 水戸市 ② なかよしデー ・保育自由参観　・園児との交流　・子育て相談
10月23日、11月20日
12月18日

水戸市立梅が丘　　幼稚園 水戸市立梅が丘幼稚園 029-253-0097

茨城県 水戸市 ② ふれあい学級 茨城県警音楽隊コンサート 12月20日（金） 水戸市立梅が丘　　小学校 水戸市立梅が丘幼稚園 029-253-0097
茨城県 水戸市 ② 新荘フェスタ・かえでまつり 親子創作活動，全体発表，PTA等による模擬店，バザー 11月9日（土） 新荘小学校 新荘小学校 029-221-4659

茨城県 水戸市 ② エンジョイやなかわワールド
「昔遊び交流会」の多様な活動を通して，地域や高齢者の方と触れ合いな
がら，楽しく昔遊びに親しむ。

10月25日（金） 柳河小学校
柳河地区社会福祉協議会他
柳河小学校

029-221-5997

茨城県 水戸市 ② 柳河ふれあいまつり
学校公開日として，自校の行事に児童が進んで参加し，地域の人と触れ合
い，さまざまな体験を積む。

11月17日 柳河小学校
柳河ふれあいまつり実行委員会
柳河小学校、柳河市民センター

029-221-5997

茨城県 水戸市 ① 鯉淵寿大学 移動学習 11月21日（木） 福島県いわき市 鯉淵市民センター 029-259-7821
茨城県 水戸市 ① 鯉淵寿大学 未定 12月12日（木） 鯉淵市民センター 鯉淵市民センター 029-259-7821

茨城県 水戸市 ①
水戸市体育祭鯉淵地区市民運動会　・鯉
淵地区スポーツ大会

地域住民の健康増進と交流を図る。 10月20日（日） 鯉淵小学校運動場 鯉淵地区市民スポーツ大会実行委員会 029-259-7821

茨城県 水戸市 ① 鯉淵小学校家庭教育学級 ヨガ体験 11月26日（火） 鯉淵市民センター 鯉淵市民センター 029-259-7821
茨城県 水戸市 ① 成人講座 移動学習　行き先未定 12月11日(水) 鯉淵市民センター 鯉淵市民センター 029-259-7821

茨城県 美浦村 ①
第42回”みほ”産業文化・スポーツフェス
ティバル

作品展示、俳句会、着付会、お祭り広場、芸能発表会、野外ステージ 11月2～11月4日 美浦村中央公民館
美浦村
”みほ”産業文化・スポーツフェスティバル
実行委員会

029-885-4451

茨城県 美浦村 ① 映画まつり 映画会 11月9日(土） 美浦村中央公民館
美浦村
”みほ”産業文化・スポーツフェスティバル
実行委員会

029-885-4451

茨城県 美浦村 ① 第33回音楽フェスティバル 演奏、バレエ、太鼓、吹奏楽、合唱などの芸能発表会 11月17日(土) 美浦村中央公民館
美浦村
”みほ”産業文化・スポーツフェスティバル
実行委員会

029-885-4451

茨城県 美浦村 ① 俚謡大会 日和吟社による俚謡会 11月18日(日) 美浦村中央公民館
美浦村
”みほ”産業文化・スポーツフェスティバル
実行委員会

029-885-4451

茨城県 美浦村 ① 霞ケ浦湖畔ウォーキング 霞ケ浦湖岸沿い10kmのウォーキング 12月7日（土） 美浦村内 美浦村教育委員会 029-885-4451

茨城県 守谷市 ① スポーツフェスティバル
小中学校合同演習，スポーツ体験，スポーツ教室，スポーツ少年団交流
会，室内プール無料開放

10月27日（日） 常総運動公園
守谷市
守谷市教育委員会

0297-45-1111
(内線276)

茨城県 守谷市 ① 芸術祭 菊花展，美術展Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ，生花展，お茶会 10月26日～11月3日 市民交流プラザほか 守谷市文化協会
0297-45-1111
(内線272)

茨城県 守谷市 ①
第18回　若い芽のコンサート ｉｎ　ＭＯＲＩＹ
Ａ

小学生から30歳までの演奏会 11月3日(日) 高野公民館ホール 守谷市文化協会
0297-45-1111
(内線272)

茨城県 守谷市 ① 家庭教育講演会
（テーマ）「夢に向かって競泳で世界へ挑戦」オリンピック３大会連続出場・ア
ジア大会５冠達成の村山（旧姓：西側よしみ）氏による講演会

11月30日（土）
守谷市役所
大会議室

守谷市教育委員会
0297-45-1111
(内線272)

茨城県 守谷市 ①
守谷ライオンズ杯
第3回守谷市近隣中学校バレーボール大

守谷ライオンズクラブ，守谷市中学校体育連盟，守谷市教育委員会協働事
業による近隣中学校バレーボール大会

12月8日（土） 守谷中学校体育館 守谷ライオンズ杯実行委員会
0297-45-1111
(内線276)

茨城県 守谷市 ① 市長杯争奪市民ソフトボール大会 ソフトボール愛好者による競技会 10月13日（日） 大利根運動公園
守谷市
守谷市教育委員会

0297-45-1111
（内線276）

茨城県 守谷市 ① 市民ソフトテニス大会 ソフトテニス愛好者による競技会 10月27日（日） 常総運動公園 守谷市教育委員会
0297-45-1111
（内線276）

茨城県 守谷市 ① 図書館まつり
読書週間にあわせ，講演会やリサイクルブックフェア等のイベントを開催す
る。

10月26日～11月10日 守谷中央図書館 守谷市教育委員会
0297-45-1000
（内線701）

茨城県 八千代町 ① 八千代の秋まつり 作品展、子どもフェティバル、ステージ発表、模擬店等 11月22～24日 11月22日(金)～24日(日) 秋まつり企画運営委員会 0296-48-3819
茨城県 結城市 ① 第54回ゆうき市文化祭 作品発表、展示 10月～12月7日(土) 市公民館・市民情報ｾﾝﾀｰ・アクロス 結城市文化協会 0296-32-1899

茨城県 結城市 ① 教育振興大会 感謝状の贈呈、研究指定校による発表 11月13日(水)
結城市民文化センター「アクロス」

結城市教育振興会 0296-32-9997

茨城県 結城市 ① 人権講演会
児童・生徒の人権作文の発表
【人権講演会】講師：東 小雪　氏

11月13日(水) 結城市民文化センター「アクロス」
下妻地域人権啓発活動ネットワーク協議会
結城市・結城市教育委員会

0296-32-1899

茨城県 結城市 ① 市民劇 演劇 12月7日（土） 結城市民文化センター「アクロス」 結城市民劇団「つむぎ」 0296-32-5330

茨城県 龍ケ崎市 ① 龍・流連携「市民大学講座」
語学講座
「英語で学ぶ国際マナー」

11月
流通経済大学
龍ケ崎キャンパス

龍ケ崎市・流通経済大学 0297-64-1111

茨城県 龍ケ崎市 ① 龍ケ崎市民文化芸術フェスティバル ステージ発表、作品の展示等
10月30日(水)～11月2４日
(日）

龍ケ崎市文化会館，歴史民俗資料館，
中央図書館

(公財）龍ケ崎市まちづくり・文化財団
文化会館
0297-64-1411

茨城県 龍ケ崎市 ① 教育の日推進事業　作品募集 「家族へのメッセージ」募集 ９月 龍ケ崎市内 教育の日推進事業実行委員会 0297-64-1111
茨城県 龍ケ崎市 ① 教育の日推進事業　作品募集 「親子で考える給食献立」募集 ９月 龍ケ崎市内 教育の日推進事業実行委員会 0297-64-1111
茨城県 龍ケ崎市 ① 教育の日推進事業　自由参観 小・中学校，幼稚園，保育所の自由参観 11月前後 龍ケ崎市内 教育の日推進事業実行委員会 0297-64-1111

茨城県 龍ケ崎市 ① おはなし会
2週目の土曜日を3～6歳，4週目の土曜日を5～8歳対象に分けてストーリ
テーリングや絵本の読み聞かせ，手遊びなどを実施

11月9日（土）、
11月23日（土）

中央図書館
シダックス大新東ヒューマンサービス（株）
（龍ケ崎市立中央図書館指定管理者）

中央図書館
0297-64-2202

茨城県 龍ケ崎市 ① こぐまちゃんのおはなし会 0～4歳と保護者を対象に絵本の読み聞かせや手遊びを実施 11月12日（火） 中央図書館
シダックス大新東ヒューマンサービス（株）
（龍ケ崎市立中央図書館指定管理者）

中央図書館
0297-64-2202

茨城県 龍ケ崎市 ① たつの子お話タイム 小学生を対象にストーリテーリングや絵本の読み聞かせを実施 11月9日（土） 中央図書館
シダックス大新東ヒューマンサービス（株）
（龍ケ崎市立中央図書館指定管理者）

中央図書館
0297-64-2202

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

茨城県 龍ケ崎市 ① ぬいぐるみのおとまり会
子どものお気に入りのぬいぐるみと一緒にお話会に参加。その後ぬいぐる
みを預かり，図書館で冒険する様子を写真に撮り絵本にしてプレゼントをす
る。ぬいぐるみが選んだと証して司書の選書したパックも希望者に貸出をす

11月2日（土）～9日（土） 中央図書館
シダックス大新東ヒューマンサービス（株）
（龍ケ崎市立中央図書館指定管理者）

中央図書館
0297-64-2202

茨城県 龍ケ崎市 ① 中国語でできくおはなし会
中国語と日本語で絵本の読み聞かせをおかなう。中国人スタッフによるネイ
ティブな中国語で聞きながら絵本を楽しむ。

11月上旬 中央図書館
シダックス大新東ヒューマンサービス（株）
（龍ケ崎市立中央図書館指定管理者）

中央図書館
0297-64-2203

茨城県 龍ケ崎市 ① みんなで読書の木をつくろう
読んだ本のタイトル，著者，感想を葉っぱの形の紙に記入してもらい，大き
な樹の枝に貼っていく。沢山の葉っぱで読書の樹を大きく育てる。

11月1日～11月30日予定 中央図書館
シダックス大新東ヒューマンサービス（株）
（龍ケ崎市立中央図書館指定管理者）

中央図書館
0297-64-2204

茨城県 龍ケ崎市 ① 工作教室 未定 11月上旬 中央図書館
シダックス大新東ヒューマンサービス（株）
（龍ケ崎市立中央図書館指定管理者）

中央図書館
0297-64-2205

茨城県 龍ケ崎市 ① 家読をしよう
家族みんなで読書をしてコミュニケーションを深める目的。家族の感想を記
入用紙に記入したものを，図書館でラミネート加工し，了承いただければ展

通年 中央図書館
シダックス大新東ヒューマンサービス（株）
（龍ケ崎市立中央図書館指定管理者）

中央図書館
0297-64-2206

茨城県 龍ケ崎市 ① たつの子プロジェクト
市内中学校を一つのテーマにより各中学校で生徒会を中心として考え・行
動し中学校相互の連携を図る。

12月6日（金） 龍ケ崎市立中学校 龍ケ崎市立中学校 0297-64-1111

茨城県 龍ケ崎市 ① 市民スポーツレクリエーション祭り 体力テスト、スポーツ体験ニュースポーツ体験、健康コーナー等 10月20日（日）
たつのこアリーナ
たつのこフィールド

龍ケ崎市体育協会
龍ケ崎市スポーツ少年団
龍ケ崎市レクリエーション協会
龍ケ崎市スポーツ推進委員協議会

スポ-ツ都市推進課
0297-60-1564

茨城県 龍ケ崎市 ① 市民レクリエーションまつり 龍神太鼓、おどり、園児の器楽合奏等 11月3日（日）
龍ケ崎市文化会館
大ホール

龍ケ崎市レクリエーション協会
スポ-ツ都市推進課
0297-60-1564

茨城県 龍ケ崎市 ① 人形劇団「にんぎょう畑」の観劇 手作りの人形を使った温かみのある人形劇を観劇する。 11月7日 八原保育所 八原保育所 八原保育所0297-62-1663
茨城県 龍ケ崎市 ① 消防署による避難訓練 消防署員に避難訓練の様子を見てもらい指導を受ける。煙の体験なども行 10月中 八原保育所 八原保育所 八原保育所0297-62-1663
茨城県 龍ケ崎市 ① カスミストアツアー（食育） カスミストアを訪問して食育の話を聞いたり，買い物ごっこをする。 12月4日 カスミストア 八原保育所 八原保育所0297-62-1663
茨城県 龍ケ崎市 ① 体験学習受入れ 依頼により受ける 八原保育所 八原保育所0297-62-3834

茨城県 ①
いばらき くらしのセミナー（消費者教育講
師派遣事業）

消費生活知識の普及や消費者被害の未然防止のため、地域の団体・事業
者・一般消費者グループの開催する講座や講演会に講師を派遣する。

通年 県内各地 消費生活センター 029-224-4722

茨城県 ③
文化芸術体験出前講座（子ども文化芸術
大学）

【文化芸術体験出前講座】小中学校等に若手演奏家や文化芸術活動団体
の講師を派遣し，児童生徒が本格的な文化芸術に触れる機会を提供し，将
来の担い手や鑑賞者を育成するとともに，若手演奏家等に活躍の場を提供
する。
【子ども文化芸術大学】トップクラスの文化芸術に触れる機会を提供するた

通年 県内各地
県（公益財団法人いばらき文化振興財団に
委託）

生活文化課
文化振興Ｇ
029-301-2824

茨城県 ③ リボーン・アートボール展
廃棄される運命のスポーツ競技用のボールをアートの力で再生させ、工芸
作品と併せて展示する作品展。

未定 県庁
県（公益財団法人いばらき文化振興財団に
委託）

生活文化課文化振興G
029-301-2824

茨城県 ④
環境学習体験講座
（自然観察会3回，　霞ケ浦学講座3回）

環境学習の一環として，植物や水生生物（魚）の生態から霞ケ浦を理解し，
環境保全や霞ケ浦の浄化意識の向上を図る。また，霞ヶ浦の基礎について
幅広く学ぶ講座を開催する。

10月～12月 霞ケ浦周辺の湖岸・里山　及びセンター 霞ケ浦環境科学センター 029-828-0961

茨城県 ① 社会を明るくする運動
法務省が主唱する運動で、青少年の非行防止と犯罪者の社会復帰を支援
する運動。県としては、「社会を明るくする運動」に関し、啓発ポスターの配
付に協力している。

11月 県内全域 福祉指導課人権施策推進室 029-301-3135

茨城県 ① Jリーグチームと連携した人権啓発活動
・ハーフタイム時の行進（人権啓発横断幕や着ぐるみ）
・啓発物品配布　・人権クイズ及びアンケートの実施
・ミニ人権教室及びサッカー教室の実施

9月～11月
・ケーズデンキスタジアム水戸
・カシマサッカースタジアム

福祉指導課人権施策推進室 029-301-3135

茨城県 ① いのちの教育

本校卒業の新人助産師から「いのちの始まりから誕生のプロセス」を学んだ
り，赤ちゃん人形との触れ合い・育児体験，また友達同士で心臓の鼓動聴
取などの体験学習を中心に，命のすばらしさや尊さ，自分や他者を大切に
する態度等を養うことを目的として学校教諭と協働した生（性）教育を実施す

9月27日（金）
10月25日（金）

中央看護専門学校 中央看護専門学校 0296-70-5521

茨城県 ①
「いばらき結婚・子育てわくわくキャンペー
ン」

結婚や子育ての喜びや楽しさなどについて啓発するため，企業（子育て家
庭優待制度協賛店舗等）と連携し，特別優や街頭キャンペーン等を実施す

11月17日(日） イオンモールつくば 少子化対策課 029-301-3261

茨城県 ① 麻薬・覚醒剤乱用防止街頭キャンペーン
駅や大型店舗前、市町村民まつり等で、薬物乱用防止のよびかけ、啓発資
料の配付、横断幕掲示、薬物乱用防止に関するアンケート等を実施。

10月～11月 県内各地 茨城県薬物乱用防止指導員協議会 029-301-3388

茨城県 ① 薬と健康の週間
医薬品の正しい知識の普及啓発のために，「いばらきのくすり展」や，各地
域において「街頭くすりの相談所」を開催 。

10月～11月 県内各地 県，公益社団法人茨城県薬剤師会 029-301-3393

茨城県 ④
こども理科教室
（いばらきのくすり展）

小学生を対象とした，科学に興味・関心を持たせるイベントを開催。 10月20日 県内会場 茨城県医薬関連研究機関協議会 029-301-3393

茨城県 ① 調剤体験コーナー（いばらきのくすり展）
小学生を対象に，薬剤師の調剤体験を実施。薬剤師の仕事内容及び薬に
ついての知識を深める。

10月20日 県内会場 一般社団法人茨城県病院薬剤師会 029-301-3393

茨城県 ① 次世代献血キャンペーン
キャンペーン標語の募集，記念品の配布等により献血思想の普及を図り，
献血行動のきっかけとしてもらうことで献血の習慣化につなげていく。

10月～３月 県内各地 県，茨城県赤十字血液センター 029-301-3384

茨城県 ①
食品衛生フェア・食の安全安心リスクコミュ
ニケーション

食の安全に関する情報提供や普及啓発を図るとともに、相談受付や意見交
換を行う。

7～11月 県内1３カ所
水戸・ひたちなか・常陸大宮・日立・鉾田・
潮来・竜ヶ崎・土浦・つくば・筑西・常総・古
河保健所・県南食肉衛生検査所

029-301-3961

茨城県 ① 動物ふれあい教室

学校飼育動物の保健衛生や適正な飼育を確保し、学校飼育動物を通じた
児童への生命尊重や友愛等の情操のかん養を図り、学校における情操教
育の推進に資するため事業を実施する。また、動物を飼うことの自覚と責任
の重さや、飼い主に捨てられた犬・猫など不幸な動物の現状とその解決方
策について学習することを目的とする。

通年 県内小学校 動物指導センター 029-301-3418

茨城県 ① いのちの教室
動物を飼うことの自覚と責任の重さや、飼い主に捨てられた犬・猫など不幸
な動物の現状とその解決方策について学習することを目的とする。

通年 県内中学校 動物指導センター 029-301-3418

茨城県 ① あいさつ・声かけ運動
「あいさつ・声かけ運動」の街頭キャンペーンを市町村や青少年育成団体等
の関係機関と協力して実施する。

通年（11月は強調月間） 県内各地
県，県教育委員会，県警察本部，(公社)茨
城県青少年育成協会，チャレンジいばらき
県民運動

029-301-2183

茨城県 ① フィルタリング普及啓発活動
メディア教育指導員を学校等に派遣し，インターネットの危険な面やトラブル
への対処方法，保護者の役割などを伝える講習会を開催するなどにより，
フィルタリングの普及啓発活動を実施する。

通年 県内各地 県，茨城県メディア教育指導員連絡会 029-301-2183

茨城県 ①
青少年の健全育成に協力する店の登録活
動

青少年相談員等が，青少年と関わりの深い関係店舗に対し，「青少年の健
全育成等に関する条例」等についての周知・啓発を行うとともに，制度趣旨
等の説明をし，登録を依頼。店舗と青少年の健全育成に向けた協力体制を
確立し，社会環境の健全化を図る。

7月～12月 県内各地

県，市町村，茨城県青少年相談員連絡協
議会，（公社）茨城県青少年育成協会，青
少年育成市町村民会議，青少年育成関係
団体

029-301-2183

茨城県 ①
「茨城県立笠間陶芸大学校」オープンキャ
ンパス

笠間陶芸大学校の入学希望者を対象に，校内見学、特任教授等による授
業体験などを内容とするオープンキャンパスを実施する。

10月13日（日） 茨城県立笠間陶芸大学校
茨城県産業技術イノベーションセンター笠
間陶芸大学校

0296-72-0316

茨城県 ① 産業技術専門学院等見学会
生徒・保護者に「ものづくり」への興味を持ってもらうため、学院生の訓練風
景を見せるなどの産業技術専門学院等の一般見学会の実施

11月1日(金)～11月29日(金)
産業技術短期大学校併設水戸産業技
術専門学院

産業技術短期大学校併設水戸産業技術専
門学院

029-269-2160

茨城県 ④
ものづくり体験学習(ひたちなか地区科学
の祭典)

若年者に「ものづくり」への興味を持ってもらうため，モータを使った工作を実
施

11月上旬 ひたちなか市総合運動公園 産業技術短期大学校 029-269-5500

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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茨城県 ④ オープンキャンパス 生徒を対象に「ものづくり」への関心を高めていただくための、体験教室を実 10月8日，11月6日 日立産業技術専門学院 日立産業技術専門学院 0294-35-6449

茨城県 ④ オープンキャンパス
「ものづくり」の認知と興味を持ってもらうため，施設・訓練風景見学と合わせ
て，各科での作業体験を実施

10月27日，11月21
，12月15日

鹿島産業技術　　専門学院 鹿島産業技術専門学院 0299-69-1170

茨城県 ④
オープンキャンパス
（体験型）（見学会）

「ものづくり」の認知と興味を持ってもらうため，各科での作業体験の実施と
学院生の訓練風景を見せるなどの産業技術専門学院等の一般見学会の実
施

（体験型）10月16日，11月14
日
（見学会）10月12・26日・11月
9・30日

土浦産業技術専門学院 土浦産業技術専門学院 029-841-3551

茨城県 ④
オープンキャンパス
（体験型）（見学会）

「ものづくり」の認知と興味を持ってもらうため，各科での作業体験の実施と
学院生の訓練風景を見せるなどの産業技術専門学院等の一般見学会の実

（体験型）10月15日
（見学会）10月5日

筑西産業技術専門学院 筑西産業技術専門学院 0296-24-1714

茨城県 ④ ものづくり体験学習(下大野文化祭）
下大野地区のコミュティーを深め，地区の子供達に短大校を知ってもらうた
め，ＩＴ技術の体験を実施

11月 下大野市民センター 産業技術短期大学校 029-269-1288

茨城県 ① 行方ふれあいまつり
行方市最大のまつりイベントに参加することにより学院のイメージアップ及
びPRを図ると共に，若年者に対して「ものづくり」への関心を高めてもらうた
めの、体験イベントを実施

未定 霞ヶ浦行方ふれあいランド 鹿島産業技術専門学院 0291-35-2111

茨城県 ① 日立市産業祭
日立市主催の産業祭いに出展することにより，産業学院のものづくりの内
容等PRするとともに学院生募集・体験入学の広報活動を実施

11月 日立市池の川さくらアリーナ 日立産業技術専門学院 0294-22-3111

茨城県 ④
高校出前授業
(磯原郷英高校）

高校生にものづくりへの興味を持ってもらうため旋盤及び溶接の体験授業を
実施する。

10月23日(水)，24日(木) 日立産業技術専門学院 日立産業技術専門学院 0294ｰ35ｰ6449

茨城県 ① つくばサイエンスツアー推進事業
つくばに集積する研究機関等を貴重な地域資源として捉え，施設見学のモ
デルコースの設定を行うなどにより，県内外からの見学・学習の場として活
用するとともに，科学技術の普及啓発及びつくば地域への誘客促進を図

通年 約50ヶ所の研究機関等 つくばサイエンスツアー実行委員会
つくばサイエンスツアーオフィス
029-863-6868

茨城県 ① 茨城県次世代エネルギーパーク推進事業
次世代のエネルギーのあり方について理解増進を図るため，県内を大きく３
地区に分け，新エネルギーを中心とした地球に優しいエネルギーについて
実感できる企業・研究機関の紹介等を行う。

通年 県内各地
茨城県次世代エネルギーパーク推進協議
会

つくばサイエンスツアーオフィス
029-863-6868

茨城県 ①
いばらき花フェスタ
(高校性花いけバトルいばらき大会　同時
開催）

新しい花文化をとおして，若い世代を中心に県産花きの魅力を県内外に広
くPRし，花に親しむ気運を醸成するとともに，消費拡大を図る。

11月2～4日 イオンモール土浦店 イオンモール土浦店 029-301-3954

茨城県 ① 農大祭（農業部・研究科）
農業大学生の学習成果の展示発表、農産物の販売、模擬店等を行い、農
業大学校の教育ＰＲと地域住民とのふれあいを行う。

11月9～10日
農業大学校
（長岡キャンパス）

農業大学校 029-292-0010

茨城県 ① 農大祭（園芸部）
農業大学生の学習成果の展示発表、農産物の販売、模擬店等を行い、農
業大学校の教育ＰＲと地域住民とのふれあいを行う。

10月19日
農業大学校
（岩井キャンパス）

農業大学校 0297-34-2141

茨城県 ①
農業ふれあい体験
（サツマイモの掘取り体験）

農産物の収穫体験を通し，農業に対する理解を深めるとともに，農作物の
収穫の楽しさを通じて，農業への関心を養うものとする。

10月4、11、16、18、23、25日
農業大学校
（長岡キャンパス）

農業大学校 029-292-0419

茨城県 ② 薬物乱用防止教室
学校等において、薬物乱用防止広報車を活用した体験型の薬物乱用防止
教室等を実施する。

通年 各小・中・高校等 警察本部少年課
029-301-0110
（内753-323）

茨城県 ① 森林・林業体験学習事業（現地体験型）

自然観察施設等を利用して，森林内の自然観察や体験活動を通じ，森林の
持つ様々な働きについて理解を深める。森林の働きの講義，森の自然観
察，丸太切り体験，測量体験，間伐，下刈り体験，木工工作（奥久慈憩いの
森）等　2時間～昼食を含み5時間程度

通年
茨城県民の森，　奥久慈憩いの森，水
郷県民の森，ﾐｭｰｼﾞｱﾑﾊﾟｰｸ茨城県自然
博物館

林政課 029-301-4021

茨城県 ① 森林・林業体験学習事業（校内体験型）
林業普及指導員が各小中学校を訪問し，森林の働きの講義や簡易な木工
工作，間伐などを指導する。

通年 県内小中学校その他 林政課 029-301-4026

茨城県 ① もりもくフェア

林業技術センターを一般公開し，研究内容や研究成果を県民に紹介するこ
とにより，県民の森林・林業に対する理解や意識の向上を図る。公開講座：
研究内容，研究成果の写真・パネル・実物等による展示・解説　体験コー
ナー：丸太切り，木工工作等

11月13日 林業技術センター 林業技術センター 029-298-0257

茨城県 ① 畜産センター公開デー
畜産センターの施設，研究内容を県民に広く知ってもらい，畜産の重要性を
理解してもらうため，畜産センターを一般公開する。

10月26日（土） 畜産センター 畜産センター 0299-43-3333

茨城県 ① 畜産物加工体験
畜産への関心や理解醸成，食育の推進を図ることを目的に，県内の児童・
生徒らを対象にした，模擬牛搾乳やエサやり体験，バター，アイスクリーム，
ソーセージ作りの加工体験を実施する。

通年 畜産センター 畜産センター 0299-43-3333

茨城県 ① 地域畜産物活用学校給食支援事業
県産畜産物を素材とした学校給食への提供を通じて地域畜産業への理解
醸成を進める。

11月 県内小中学校 公益社団法人茨城県畜産協会 029-231-7501

茨城県 ② 出前ミルク講座
県内の小中学校に出向き，県産牛乳・乳製品の安全性やおいしさ，栄養に
ついて伝えるとともに，学校給食や家庭での食事によるさらなる牛乳消費量
の向上と子供たちの健康増進を図る。

通年 県小中学校 茨城県牛乳普及協会 029-227-4740

茨城県 ① 茨城をたべよう収穫祭
本県の新鮮で安全な農林水産物や県産食材を使用した料理等を県内外に
広く発信し，地産地消の機運を醸成するとともに，本県農林水産物の消費

10月5日（土），６日（日） カシマサッカースタジアム周辺 茨城県・鹿嶋市 029-301-3945

茨城県 ①
茨城県労福協
福祉研究集会

講演会　予定講師：藤田孝典　聖学院大学客員准教授　NPO法人ほっとプ
ラス代表理事，反貧困ネットワーク埼玉代表，著書「下流老人一億総老後崩
壊の衝撃」など

11月15日（金） 水戸京成ホテル 茨城県労福協
茨城県労福協
029-231-3503

茨城県 ①
令和元年度茨城県私立中学高等学校保
護者会連合会研修会

善行生徒表彰・講演 11月14日（木） ホテルレイクビュー水戸 茨城県私立中学高等学校保護者会連合会
県私保連事務局
029-226-1224

茨城県 ①
令和元年度第２回茨城県私学教職員研修
会

公開授業・講演 11月8日（金） 水戸市啓明高等学校 茨城県私学協会
茨城県私学協会事務局
029-226-1224

茨城県 ①
県東地区国公立幼稚園こども園PTA指導
者研修会

PTA指導者研修会 11月15日（金） 鉾田市立つばさ幼稚園
茨城県国公立幼稚園・こども園PTA連絡協
議会県東部会

鉾田市立旭幼稚園

茨城県 ①
中央地区国公立幼稚園こども園PTA指導
者研修会

PTA指導者研修会 11月22日（金） 那珂湊コミュニティセンター
茨城県国公立幼稚園・こども園PTA連絡協
議会中央部会

ひたちなか市立那珂湊第三幼稚
園

茨城県 ①
第20回みんなで教育を考える「いばらき教
育の日」推進大会

表彰，活動発表，記念講演　他 11月1日（金） ザ・ヒロサワ・シティ会館 「いばらき教育の日」推進協議会
事務局
029-227-3995

茨城県 ①
令和元年度みんなで教育を考える「いばら
き教育の日」第28回生涯学習実践発表会

生涯学習実践発表会，講話
〇講話「長久保赤水について」

11月12日（火） 高萩市総合福祉会館 茨城県退職校長会
茨城県退職校長会
029-269-2001

茨城県 ①
郡市教育会代表者研究協議会に係る教
育講演会

「コミュニティ・スクール」を機能させるために（仮題）
視学委員　　貝瀬　滋

11月20日（水） 茨城教育会館 一般社団法人茨城県教育会
茨城県教育会
029-221-2747

茨城県 ① 健康生活支援講習会 自然災害発生時の介護の在り方 11月7日（木） 日赤県支部 茨城県退職公務員連盟 029-226-5683
茨城県 ① シルバーリハビリ体験講習会 支部・地域のリーダーをもとに，健康寿命を保つため 11月上旬～下旬 県下30支部に於いて 茨城県退職公務員連盟 各支部事務局
茨城県 ① 女性部研修会 オレオレ詐欺気概防止 10月11日（金）（予定） 県三の丸庁舎 茨城県退職公務員連盟（女性部） 029-226-5683
茨城県 ① 高齢者世帯訪問事業 高齢者宅を訪問して反射材等を配布，交通安全を呼びかける 9月～12月 各市町村 茨城県交通安全母の会連合会 029-248-2523
茨城県 ① 世代間交流事業 茨城県交通安全母の会連合会 9月～12月 ひたちなか市、常総市、取手市 茨城県交通安全母の会連合会 029-248-2523
茨城県 ① PTA指導者研修会 事例発表、講演 11月21日 水戸生涯学習センター大講座室 茨城県高等学校PTA連合会 029-221-1448
茨城県 ① クリーンプロジェクト 清掃活動 通年 本体育連盟主催事業の会場及び周辺 県高等学校体育連盟 事務局029-300-5012

茨城県 ④ いばらき子どもプログラミング教室
「プログラミングとは何か」から簡単なアニメーションづくりやロボットを動か
す基礎を学びます。

10月～12月の土・日曜日（10
講座）

茨城県保健衛生会館他 NPO法人ひと・まちねっとわーく 029-233-5200

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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茨城県 ④ 科学政策教室「えー・どうして・サイエンス」
身近な素材を用いて簡単な実験等を行い，理科（科学）に興味をもつ子ども
を育てます。

10月～12月の日曜日（5回） 茨城県保健衛生会館他 NPO法人ひと・まちねっとわーく 029-233-5200

茨城県 ① 「日日の善行」の推進
「日日の善行」キーホルダーを活用し，11月を重点月間と位置づけ，積極的
に取り組む

11月 県内各地 日本ボーイスカウト茨城県連盟 029-226-8482

茨城県 ② オリンピック・パラリンピック教育推進事業

本県のオリンピック・パラリンピック・ムーブメントの普及，推進を図るととも
に，スポーツ機運の醸成を図り，児童生徒が生涯にわたって豊かなスポー
ツライフを継続する資質や能力を育てるため，オリンピック・パラリンピック教
育を実施する。

９月～１月 各推進校
保健体育課
市町村教育委員会

029-301-5361

茨城県 ① ニューいばらきいきいきスポーツday！

生きがいのある生活と活力ある生涯スポーツ社会を形成するため，スポー
ツ活動の機会を提供することにより，マイスポーツの確保を支援し，継続的
にスポーツを実践していく県民を育成する。
【開催種目及び募集人数】
ニュースポーツ（小学生～一般）100人
少年サッカー教室（小学1年生～4年生）120人
ジュニア弓道教室（中学生）60人、いきいき卓球教室（小学生～一般）80人

11月2日（土）
11月9日(土）

堀原運動公園 茨城県体育協会 029-251-8444

茨城県 ① 武道フェスティバル（剣道）
剣道をとおして青少年の健全育成と友好親善を深めるとともに，本県武道
の振興発展に努めることを目的として実施する。　小学生　（団体戦）

１１月４日（月） 茨城県武道館 茨城県体育協会 029-251-8444

茨城県 ① 武道フェスティバル（少林寺拳法）
少林寺拳法をとおして青少年の健全育成と友好親善を深めるとともに，本
県武道の振興発展に努めることを目的として実施する。　小・中学生・高校
生・一般（大学生）　（演武）

１１月１０日（日） 茨城県武道館 茨城県体育協会 029-251-8444

茨城県 ① 武道フェスティバル（弓道）
弓道をとおして青少年の健全育成と友好親善を深めるとともに，本県武道
の振興発展に努めることを目的として実施する。　中学生（個人戦）

１１月１６日（土） 茨城県武道館 茨城県体育協会 029-251-8444

茨城県 ① 武道フェスティバル（空手道）
空手道をとおして青少年の健全育成と友好親善を深めるとともに，本県武
道の振興発展に努めることを目的として実施する。　小・中学生（個人・団体
組手）高校生・大学生・一般（個人戦）

１１月２３日(土) 茨城県武道館 茨城県体育協会 029-251-8444

茨城県 ① 武道フェスティバル（柔道）
柔道をとおして青少年の健全育成と友好親善を深めるとともに，本県武道
の振興発展に努めることを目的として実施する。　小学生（個人戦）

１１月２４日（日） 茨城県武道館 茨城県体育協会 029-251-8444

茨城県 ① 武道フェスティバル（なぎなた）
なぎなたをとおして青少年の健全育成と友好親善を深めるとともに，本県武
道の振興発展に努めることを目的として実施する。　小・中学生・高校生・一
般（基本錬成・演武）

１１月２４日（日） 茨城県武道館 茨城県体育協会 029-251-8444

茨城県 ① ニューいばらきいきいきスポーツday!

「どこでも，だれでも，子どもから大人まで親しむことができるスポーツ活
動」，かつ，「スポーツ振興を図りながら，学校や家庭，地域社会の連携の推
進を図ることができるスポーツ活動」を通じて，マイスポーツの獲得を支援
し，継続的にスポーツに親しむ意識を醸成する。
【開催種目】
・親子エアロビックダンス40人　・タグラグビー60人
・アイススケート200人　・スポーツクライミング80人

１１月１６日（土） 笠松運動公園 茨城県体育協会 029-202-0808

茨城県 ① 教育に関する講演会
【第1部】　教育講演会
　演題　「今こそ学力向上を問い直す」（仮）　　講師　生物学者　池田清彦
氏

11月24日(日) 笠間市立笠間公民館
水戸生涯学習センター
水戸教育事務所
笠間市教育委員会

企画振興課
029－228－1313

茨城県 ②
ライフデザイン形成支援事業
（高校生のライフデザインセミナー）

家庭生活の意義やその生活の在り方を具体的にイメージできるよう，モデル
校において，子育て支援団体による赤ちゃんふれあい体験や誕生学講話，
講演・ワークショップなどを実施する。

未定
（９月～２月）

各学校 生涯学習課就学前教育家庭教育推進室 029-301-5132

茨城県 ①
「茨城県家庭教育を支援するための条例」
広報キャラバン

県内各地の行事やイベントを回り，パネル展示や資料配布などの広報活動
を通して「茨城県家庭教育を支援するための条例」の県民への周知を図ると
ともに，家庭教育の啓発を行う。

通年（14回） 各イベント会場 生涯学習課就学前教育家庭教育推進室 029-301-5132

茨城県 ② いばらきスクールサポート事業
専門的知識・技術を持つ講師を学校等に派遣し，児童生徒等の知識を深
め，豊かな情操や社会性を養うとともに学校を支援する地域の人材活用の
仕組みづくりを進める。

４月～３月
（通年）

県内全域 茨城県水戸生涯学習センター
企画振興課
029－228－1313

茨城県 ① 教育に関する講演会

【第1部】　教育講演会
　演題　「今こそ学力向上を問い直す」（仮）　講師　生物学者　池田清彦　氏
【第2部】
　児童生徒の体験活動　実践事例発表他

11月24日(日) 笠間市立笠間公民館 茨城県水戸生涯学習センター
企画振興課
029－228－1313

茨城県 ④ おもしろ理科先生派遣事業
専門的な知識をもった研究所等のＯＢ等学校や子ども会等へ派遣すること
により，子どもたちの理科に対する興味・関心を高めるとともに，指導者の
生きがいづくりを支援する。

４月～３月
（通年）

水戸生涯学習センター管内 茨城県水戸生涯学習センター
企画振興課
029－228－1313

茨城県 ①
県民大学
暮らしに役立つ法律相談

悪質運転や交通事故に巻き込まれたとき，インターネットでの人権や著作権
などのトラブル，相続をするときだけでなく受けるときにできることなどの具
体的なケースを通して学び，法律的な知識のみならず汎用性のある考え方
を身に付け，安心・安全な暮らしができるよう役立てる。

10月9、23日
11月6、20日、12月4日

茨城県水戸生涯学習センター 茨城県水戸生涯学習センター
企画振興課
029－228－1313

茨城県 ①
県民大学
知って得する！シニアからの人生設計のヒ
ント～今すぐはじめるマネー＆ライフプラン

今後，どのような暮らしがしたいのか，そのために必要なことはどのようなこ
とか，心豊かな人生を歩んでいくために，ファイナンシャル・プランナーから
計画的なマネー＆ライフプランについて学ぶ。

10月25日
11月1日、8、15、22日

茨城県水戸生涯学習センター 茨城県水戸生涯学習センター
企画振興課
029－228－1313

茨城県 ①
県民大学
仏像入門

日本の生活の基盤となっている仏教について学ぶことにより「日本を誇りに
思える日本人」を育成する。また県内の仏像を知ることにより，茨城の新た
な魅力を知るとともに，地方仏の現状を学び発信してもらうことにより，震災
や災害で被災した日本の文化財を守り伝える人材を育成する。

9月29日、10月13日
11月10、17日、12月１日

茨城県水戸生涯学習センター 茨城県水戸生涯学習センター
企画振興課
029－228－1313

茨城県 ①
県民大学
ニュースの見かた～世界の最新ニュース
とメディアリテラシー～

フェイクニュースが蔓延する現代において，どのようにニュースと対峙すれ
ばよいか。メディアが発信する情報を主体的に読み解き，理解する能力を高
める。メディアリテラシーを身につける。特派員経験者が語る生の声から，世
界で起こっている様々な問題を身近に感じ，最新の世界情勢への理解を深

10月5、12日
11月2、16、30日

茨城県水戸生涯学習センター 茨城県水戸生涯学習センター
企画振興課
029－228－1313

茨城県 ① 地域と学校が連携した防災教育
防災についての研修会及び体験学習等を実施し，学校及び地域の防災力
の強化の推進を図るとともに，学校及び地域の防災力を高める人材を養成

7月～12月 茨城町立大戸小学校他 茨城県水戸生涯学習センター
企画振興課
029－228－1313

茨城県 ① 小学校入学前特別講座 小1プロブレムを心配する保護者の不安解消と家庭教育力の向上を図る。 調整中 水戸生涯学習センター 水戸生涯学習センター
企画振興課
029－228－1313

茨城県 ① 子どもチャレンジ体験事業
子ども達が日頃体験できないような様々な体験活動を通して，子ども達同士
の交流を深めるとともに，学びの楽しさを追求し，新たな発見をすることで，
これからの社会を生き抜く力と心豊かな感性を育む

9月～1月 水戸生涯学習センター 水戸生涯学習センター
企画振興課
029－228－1313

茨城県 ①
生涯学習講演会
講師：鈴木　隆行

茨城県日立市出身の元サッカー日本代表選手、鈴木隆行氏を講師に迎え、
サッカーを通して学んだことを県民に伝えていただく。

10月26日（土） 日立市ゆうゆう十王Jホール 茨城県県北生涯学習センター
県北生涯学習センター
0294-39-0012

茨城県 ①
県民大学講座
縄文時代を学ぶ

縄文人ゲノムから明らかになった縄文人のルーツや姿かたちを解説します。
また、縄文時代の地域文化を縄文土器他から多角的に学びます。

10月5,13,27日
11月10日、12月1日

茨城県県北生涯学習センター
福島県立博物館

茨城県県北生涯学習センター
県北生涯学習センター
0294-39-0012

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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茨城県 ①
県民大学講座
観天望気Part２～ワクワク気象講座～

茨城の天気の特徴、天気図の見方、天気予報のキーワードなど、基本的な
気象の知識を学ぶことで生活に役に立てもらうことを目指します。

10月6,20日
11月3,17日、12月8日

茨城大学工学部 茨城県県北生涯学習センター
県北生涯学習センター
0294-39-0012

茨城県 ①
県民大学講座
【イバふる塾】水戸藩の学問・教育と弘道

弘道館の教育や医学館の活動、水戸藩の学問が他藩士に与えた影響など
を解説します。また、復元された水戸城大手門や弘道館の現地見学を行い

10月10,24日
11月7,21日、12月5日

茨城県県北生涯学習センター
弘道館

茨城県県北生涯学習センター
県北生涯学習センター
0294-39-0012

茨城県 ①
県民大学講座
【イバふる塾】長久保赤水の日本地図

吉田松陰が称賛し、伊能忠敬が携帯した日本地図を作製した儒学者 長久
保赤水。茨城県北が生んだ偉人を、その生い立ちから業績を改めて振り返
り、現代に与えた功績を学びます。また、赤水図等（一般非公開）の現物を

10月～12月
高萩市歴史民族資料館
現地（東京都）

茨城県県北生涯学習センター
県北生涯学習センター
0294-39-0012

茨城県 ①
県民大学講座
日本画　箔を使った表現‐裏箔－

日本画特有の表現を体験することで、日本画に親しみます。本講座は、裏
箔という表現技法を用いながら、晩秋のモチーフを描きます。

11月28日（土）
11月29日（日）

天心記念茨城県五浦美術館 茨城県県北生涯学習センター
県北生涯学習センター
0294-39-0012

茨城県 ① 豊かな生活環境を求めて
本講座では、実生活に密着した茨城大学工学部の最新の研究をご紹介し
ます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療用生体工学など、今

10月19日
11月9,30日、12月7,14日

茨城大学工学部 茨城県県北生涯学習センター
県北生涯学習センター
0294-39-0012

茨城県 ①
県民大学講座
現代アジアへの招待

アジア各地を専門のフィールドとする研究者がオムニバス形式でわかりやす
く「アジアのいま」を概説し、受講者のアジアに関する興味と知識を深めま

10月2,9,,16,30日
11月7日

茨城キリスト教大学 茨城県県北生涯学習センター
県北生涯学習センター
0294-39-0012

茨城県 ①
県民大学講座
食物健康科学講座

心身共に健康な生活を過すための知見を紹介する。 10月～11月 茨城キリスト教大学 茨城県県北生涯学習センター
県北生涯学習センター
0294-39-0012

茨城県 ①
県民大学講座
英会話講座

日常でよく使う英会話を中心に学びます。テキストを中心にしたレッスンをし
て、身近な話題や日常生活の経験についてのフリートーキングもします。
講座を通して英会話を楽しめるようになりましょう。

10月2,9,16,30日
11月6,13,20日
12月4,11,18日

茨城キリスト教大学 茨城県県北生涯学習センター
県北生涯学習センター
0294-39-0012

茨城県 ① 生涯学習フェスティバル
学習成果の発表・展示・講演会他。学習団体・各種団体間の交流・情報交
換を行い、すべての世代が楽しめる一日とします。

11月4日（月） 茨城県県北生涯学習センター 茨城県県北生涯学習センター
県北生涯学習センター
0294-39-0012

茨城県 ①
地域と学校が連携した防災教育事業にお
ける防災訓練

学校と地域の防災力を高める人材育成事業の一環として、小中学生・関係
機関・地域住民による防災訓練を行う。

11月30日（土） 北茨城市立関本小中学校 茨城県県北生涯学習センター
県北生涯学習センター
0294-39-0012

茨城県 ①
元気いばらきっ子育成事業
親子deネイチャー冒険隊

　「高萩スカウトフィールド」でネイチャーゲームを楽しもう。自然の中でたくさ
ん遊んで身につく力！ご飯炊きにも挑戦！

11月
高萩市
高萩スカウトフィールド

茨城県県北生涯学習センター
県北生涯学習センター
0294-39-0012

茨城県 ① 元気いばらきっ子育成事業
かみね動物園にて職業体験活動及び業務に関わる講和を聞き、動物園ま
た動物についての豆知識を学びます。

12月 日立市かみね動物園 茨城県県北生涯学習センター
県北生涯学習センター
0294-39-0012

茨城県 ①
「茨城県北ジオパークインタープリター研
修養成」講座

大地の地質や歴史、文化、自然を学ぶ機会を提供し、周囲に地域の魅力を
発信することができるようになる人を増やします。

11月2,9,16日
11月23,30日（日）

茨城県県北生涯学習センター、日立ジ
オサイト、千波湖ジオサイト

県北ジオパーク推進協議会、筑波銀行、県
北生涯学習センター

県北生涯学習センター
0294-39-0012

茨城県 ①
国民宿舎　鵜の岬　協力 Ocean View エク
ササイズ
at 鵜の岬 Partｔ２　（仮）

利用率全国1 位の「国民宿舎 鵜の岬」のご協力を得て、絶景の中でヒーリ
ングヨガを行います。海や風の音を聞きながら、呼吸法やシンプルなポーズ
を中心に、凝り固まった身体をじっくりほぐしましょう。

10月9・16・23・30日
11月6日　10：30～11：30
水曜日 全5回

　国民宿舎鵜の岬 茨城県県北生涯学習センター
県北生涯学習センター
0294-39-0012

茨城県 ① 若々しいカラダを作るストレッチ！
ストレッチで硬くなったカラダをほぐし姿勢を整えます。ストレッチのコツを学
びたい、これから運動を始めたい方におすすめです。

10月10・17　11月21・28
12月13　13：30～14：30
木曜日　全5回

県北地域里山 茨城県県北生涯学習センター
県北生涯学習センター
0294-39-0012

茨城県 ① 温泉講座　～秘湯めぐりの魅力～
日本にはたくさんの秘湯があります。特に”湯治”は、古くから人々の生活に
「心身の健康」、「楽しさと潤い」、「仲間との交流」を与えてきました。
秘湯めぐりの魅力を学び、実体験します。

10月10・24・31日
10月31日　現地

茨城県県北生涯学習センター 茨城県県北生涯学習センター
県北生涯学習センター
0294-39-0012

茨城県 ① 里山歩き・ウォーキング シニア世代に向けたハイキング講座。外に出よう！秋を楽しもう！

10月17・24日、11月7・14・21
日
10：00～12：00　9：00～15：
00

茨城県県北生涯学習センター 茨城県県北生涯学習センター
県北生涯学習センター
0294-39-0012

茨城県 ① ジャズ/ポップスコンサート
県内で活躍するプロジャズミュージシャンによるスタンダードジャズ演奏で
す。ジャズ音楽の楽しみ方もお話しします。
2回目は、ピアニストを加え、メロウなポップスを中心に演奏します。

10月27日、12月22日
13：00～15：00
日曜日　全2回

茨城県県北生涯学習センター 茨城県県北生涯学習センター
県北生涯学習センター
0294-39-0012

茨城県 ① 自分らしく生きるために 人生のエンディングに向けて、より自分らしい生き方を学びましょう。 10月25　全1回 茨城県県北生涯学習センター 茨城県県北生涯学習センター
県北生涯学習センター
0294-39-0012

茨城県 ① 羊毛フェルトでつくる 心和む冬の贈りもの
初心者でも楽しめるニードル針をあまり使わない
羊毛フェルト作品作りに挑戦！
心和む、自分への贈りものを作ってみましょう！

11月12・26、12月3・10日
9：30～12：30
火曜日　全4回

茨城県県北生涯学習センター 茨城県県北生涯学習センター
県北生涯学習センター
0294-39-0012

茨城県 ①
ミュージカル鑑賞 宝塚歌劇団 2019
～華麗なる女性歌劇の世界へ～

日本が誇る女性だけで結成された初の歌劇団「宝塚歌劇団」。一度は見て
みたい華やかで魅力たっぷりの舞台を一緒に観劇しましょう。

11月24日(日) 13：30～16：30
座学＆事前講習
12月15日(日) 　6：30～19：
30

茨城県県北生涯学習センター
現地研修

茨城県県北生涯学習センター
県北生涯学習センター
0294-39-0012

茨城県 ①
近代史講座「創生期の日立鉱山」～ある
町の高い煙突応援

映画「ある町の高い煙突」が上映されている折り、地域の近代史を学びま
す。

10月8・22、　11月12・26日
12月10日、10：00～12：00
火曜日　全5回

茨城県県北生涯学習センター 茨城県県北生涯学習センター
県北生涯学習センター
0294-39-0012

茨城県 ① 県民大学後期講座
講座「光と影のデジタルカメラ講座」
東京造形大学写真専攻領域講師　柳本　史歩

10月1日～11月26（5回） 鹿行生涯学習センター・女性プラザ 鹿行生涯学習センター 0299-73-3877

茨城県 ① 県民大学後期講座
講座「やさしいＤＩＹ入門講座」
稲敷地区建築組合代表　秋元　幸雄

12月1日～2月16（5回） 鹿行生涯学習センター・女性プラザ 鹿行生涯学習センター 0299-73-3877

茨城県 ① 県民大学後期講座
講座「ＡＩ（人口知能）が作る未来」
茨城大学工学部情報工学科講師　佐々木　稔

11月23日～2月15日（5回） 鹿嶋市立中央図書館 鹿行生涯学習センター 0299-73-3877

茨城県 ① 県民大学後期講座
講座「植物を育てる・増やす基礎講座」
国立科学博物館筑波実験植物園育成員　小林　弘美

10月26日～11月30日（5回） 鹿行生涯学習センター・女性プラザ 鹿行生涯学習センター 0299-73-3877

茨城県 ① 県民大学後期講座
講座「ポピュリズムを考える」
筑波大学人文社会学系准教授　南山　淳

12月21日～2月8日（5回） 鹿行生涯学習センター・女性プラザ 鹿行生涯学習センター 0299-73-3877

茨城県 ① 県民大学後期講座
講座「レコードで楽しむジャズの歴史」
東海大学高輪教養教育ｾﾝﾀｰ准教授　田丸　智也

11月17日～1月26日（5回） 鹿行生涯学習センター・女性プラザ 鹿行生涯学習センター 0299-73-3877

茨城県 ① 県民大学後期講座
講座「じっくり読む『源氏物語』（その４）」
佛教大学通信教育課程講師　永田　初枝

10月8日～1月28日（10回） 鹿行生涯学習センター・女性プラザ 鹿行生涯学習センター 0299-73-3877

茨城県 ① 生涯学習講演会
公開講演会　「笑う家族に福きたる？家族のはなし，話します！」（仮題）
放送作家　鈴木　おさむ

11月24日（日） 鹿行生涯学習センター・女性プラザ 鹿行生涯学習センター 0299-73-3877

茨城県 ④ おもしろ理科先生派遣事業 公的な教育機関や青少年育成団体等を対象にした「おもしろ理科先生」の 4月～3月（通年） 鹿行地区管内 鹿行生涯学習センター 0299-73-3877

茨城県 ① サイエンスフェスタ
鹿行地区の科学研究作品展開催に合わせ，県内の科学教育関係機関が体
験講座等を開催する，科学学習イベント。

10月5、6日 鹿行生涯学習センター・女性プラザ 鹿行生涯学習センター 0299-73-3877

茨城県 ① クリスマスコンサート 音楽団体によるコンサートイベント。 12月8日（日） 鹿行生涯学習センター・女性プラザ 鹿行生涯学習センター 0299-73-3877

茨城県 ① レイクエコーセミナー後期講座
県民から講師を募集し，生涯学習の自主講座を開設。期間中，10講座程度
の実施。

10月～2月 鹿行生涯学習センター・女性プラザ 鹿行生涯学習センター 0299-73-3877

茨城県 ① レイクエコーフェスティバル
　鹿行地域で活躍している各事業セクターが体験ブース等を出展する生涯
学習の広域イベント。

10月27日（日） 鹿行生涯学習センター・女性プラザ 鹿行生涯学習センター 0299-73-3877

茨城県 ①
男女共同参画連携事業（男女共同参画
ネットワーク講座）

講座「多様な性と生について考える　～セクシュアルマイノリティを切り口に
～ 」

10月20日（日） 県北生涯学習センター 女性プラザ 0299-73-3877

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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茨城県 ①
男女共同参画連携事業（男女共同参画
ネットワーク講座）

公開講演会「わたしらしい生き方　～グレイヘアという選択～ 」
フリーアナウンサー・ナレーター　近藤　サト

10月27日（日） 鹿行生涯学習センター・女性プラザ 女性プラザ 0299-73-3877

茨城県 ①
男女共同参画連携事業
（女性プラザフェスタ）

女性団体，グループによる体験ブース等の出展，展示，地域で活動している
女性同士の交流等

10月27日（日） 鹿行生涯学習センター・女性プラザ 女性プラザ 0299-73-3877

茨城県 ①
女性のライフプランニング支援事業（「明日
の私」をつくる講座）

講座「やりたい事をあきらめない～女性のための時間管理術～ 」
星槎大学大学院特任教授　内田　友美

11月7日（木） 鹿行生涯学習センター・女性プラザ 女性プラザ 0299-73-3877

茨城県 ①
女性プラザスキルアップ事業（自分らしく輝
くためのプロジェクト）

宿泊研修
講義，ワークショップ，体験学習，情報交換会等

11月9日（土）～10日（日） 鹿行生涯学習センター・女性プラザ 女性プラザ 0299-73-3877

茨城県 ①
男女共同参画連携事業（男女共同参画
ネットワーク講座）

講座「心とカラダの力に気づく女性のための護身術～ＷＥＮ-ＤO 」
リアライズYOKOHAMA代表　橋本　明子

11月12日（火） 県南生涯学習センター 女性プラザ 0299-73-3878

茨城県 ①
女性の活躍促進事業
（がんばる女性応援講座）

公開講演会「元吉本，伝説の女マネージャーが語るココロの元気のつくり
方」

11月30日（土） 鹿行生涯学習センター・女性プラザ 女性プラザ 0299-73-3877

茨城県 ①
県民大学
グローバル化する世界と日本の外交・安
全保障

グローバル化が狭い意味での経済にとどまらず，現代国際関係と日本の外
交・安全保障に対して及ぼしている複雑な影響について考察する講座。

10月1日～1月7日 県南生涯学習センター 県南生涯学習センター
県南生涯学習センター
029－826-1101

茨城県 ①
県民大学
和算を楽しむ

一般庶民に視点を置いて，特徴のある『日曜数学』『遊びの数学』『算額奉
納』『遊歴算家』について紹介し，和算の基本的な問題にも挑戦する講座。

10月2日～11月6日 県南生涯学習センター 県南生涯学習センター
県南生涯学習センター
029－826-1101

茨城県 ①
県民大学
平成の災害から学ぶこれからの防災

平成に発生した様々な自然災害の具体事例を取り上げながら，災害大国と
呼ばれる和が国におけるこれからの災害対策について理解を深める講座。

11月13日～12月18日 県南生涯学習センター 県南生涯学習センター
県南生涯学習センター
029－826-1101

茨城県 ①
県民大学
感情心理学からみたストレスマネジメント
　～ストレスとの上手な向き合い方～

感情心理学の観点から，現代社会で生じやすいストレスの問題について理
解を深める講座。

2月2日～3月1日 県南生涯学習センター 県南生涯学習センター
県南生涯学習センター
029－826-1101

茨城県 ①
天章堂　みんなで歌おうクラシックの名曲
～外国語で歌う入門講座～

様々な国のクラシック音楽の名曲を一緒に歌い，歌う喜びを実感し，共に過
ごす時間を大切にする講座。

8月11日～12月15日 県南生涯学習センター 県南生涯学習センター
県南生涯学習センター
029－826-1101

茨城県 ①
天章堂　ようこそ睡眠研究所へ
～眠りの極意を知る～

睡眠についての「正しい科学的知識」を知り，健康増進に役立てる講座。 9月28日～12月14日 県南生涯学習センター 県南生涯学習センター
県南生涯学習センター
029－826-1101

茨城県 ①
天章堂
天皇たちの王朝時代

王朝時代の天皇の仕事や日常生活等を具体的に知り，天皇と言う存在につ
いての理解を深める講座。

10月1日～12月3日 県南生涯学習センター 県南生涯学習センター
県南生涯学習センター
029－826-1101

茨城県 ①
天章堂　地図に求めた世界
～常陸国の地理学者～

江戸時代，地理・地図についての業績が傑出していた郷土の地理学者につ
いて学び，その歴史的役割と茨城県の風土と文化を再認識する講座。

10月3日～11月28日 県南生涯学習センター 県南生涯学習センター
県南生涯学習センター
029－826-1101

茨城県 ①
天章堂　和食を支える麹菌の話
～甘酒・日本酒・味噌・醤油～

ユネスコ文化遺産になり，世界中から注目をあびている和食にうまみを与え
る麹菌について学ぶ講座。

10月4日～11月29日 県南生涯学習センター 県南生涯学習センター
県南生涯学習センター
029－826-1101

茨城県 ①
天章堂　秘湯巡りの招待
～仲間と秘湯巡りの旅に出かけよう～

湯量，泉質，伝統等，世界に誇る日本独自の文化遺産である温泉について
学び，心と身体の健康に役立てる講座。

10月8日～1１月26日 県南生涯学習センター 県南生涯学習センター
県南生涯学習センター
029－826-1101

茨城県 ①
天章堂　世界に誇る日本独自の文化遺産
～森林大国日本の文化と自然～

世界遺産の基礎知識を学んだ上で，日本の世界遺産の歴史的価値を学
び，日本の文化と自然の独自性について学ぶ講座。

11月22日～1月10日 取手ウエルネスプラザ 県南生涯学習センター
県南生涯学習センター
029－826-1101

茨城県 ①
天章堂　日本の古代史
～古事記・日本書紀から見た日本～

神話の体系から，国譲り神話の構造，ヤマトタケル東征伝承，聖徳太子の
実像と虚像，国号「日本」の成立について考える講座。

12月15日～1月26日 県南生涯学習センター 県南生涯学習センター
県南生涯学習センター
029－826-1101

茨城県 ① まなびフェスタ 様々な活動を行っている学習団体による学習成果発表会 11月2、3日 県南生涯学習センター 県南生涯学習センター
県南生涯学習センター
029－826-1101

茨城県 ① ウララ講演会
演題：「健康の正体」
講師：小林　弘幸　氏

11月17日（日） 県南生涯学習センター 県南生涯学習センター
県南生涯学習センター
029－826-1101

茨城県 ① エンジョイホリデー
ボランティアの企画により，子どもの心豊かな人間性や自主性・主体性を育
むための体験活動を実施し，異世代間の交流の場を提供する。

11月2日（土）
12月14日（土）

県南生涯学習センター 県南生涯学習センター
県南生涯学習センター
029－826-1101

茨城県 ① 生涯学習講演会 講師・演題：未定 2月8日(土) 県南生涯学習センター 県南生涯学習センター
県南生涯学習センター
029－826-1101

茨城県 ① 未就学児おや子ふれあい教室
親子で一緒に読み聞かせを聞き，小学校生活をスムーズに送るために保護
者が家庭教育について学ぶ。また，未就学児には小学校で導入されている
外国語活動に触れる機会を提供する。

12/21(土） 県南生涯学習センター 県南生涯学習センター
県南生涯学習センター
029－826-1101

茨城県 ① いばらき教育の日推進事業　講演会 実践発表　講演内容：未定 11月9日（土） 県南生涯学習センター 県南生涯学習センター
県南生涯学習センター
029－826-1101

茨城県 ① いばらき教育の日推進事業
石岡ふるさとサミット
　・ふるさと学習発表　　・石岡郷土検定

11月9日（土） 石岡市中央公民館 県南生涯学習センター
県南生涯学習センター
029－826-1101

茨城県 ①
県民大学
筑波メディカルセンター連携講座（下妻）

これから日本は、世界的にも経験のない高齢社会に突入し、肺炎・心疾患・
脳卒中・骨折の入院患者が急増すると見込まれている。これらの疾病の正
しい知識や治療法・予防方法も含めて，診療を行う医師と積極的に健康の
あり方を考える時間を共有する。

10月～2月 下妻市立公民館 県西生涯学習センター 0296-24-1389

茨城県 ①
県民大学
古河の歴史と文化

古河市内の古代製鉄・鋳造遺跡である「川戸台遺跡」や、古河公方、閣老を
多く輩出した古河藩など、個々の時代を改めて検証することで、古河の魅力
を再発見する。

11月～3月 古河歴史博物館　他 県西生涯学習センター 0296-24-1389

茨城県 ①
県民大学
明智光秀と信長・秀吉・家康

明智光秀の人生に大きな影響を与えた人物たちとの関係を追うことで、その
知られざる実像を明らかにするとともに、光秀の名を後世にまで伝えること
になった諸説渦巻く本能寺の変の真相に迫る。

10月～12月 県西生涯学習センター 県西生涯学習センター 0296-24-1389

茨城県 ①
県民大学
バラの魅力を楽しむ育て方講座

県花や県章になっている，茨城県を象徴するバラ。バラの基礎知識から季
節ごとの管理ポイントを押さえることで、育てるとともに鑑賞を楽しむコツを

10月～3月 茨城県フラワーパーク　他 県西生涯学習センター 0296-24-1389

茨城県 ①
県民大学
楽しく学ぶ美術と世界遺産

世界遺産や名画を中心に，時代とともに変化した，美しさの基準や建物の
形など，時代やエリアごとにその特徴やキーワードを楽しく学ぶ。

11月～3月 県西生涯学習センター 県西生涯学習センター 0296-24-1389

茨城県 ①
県民大学
ハンドメイド販売，はじめの一歩

ハンドメイドのキャリアを生かし、これから販売を始めたい方等へ，販売向け
の作品づくりのヒントや、手作り市やネットショップなどでの販売をするため
に必要な知識を学ぶ。

10月～2月 未定 県西生涯学習センター 0296-24-1389

茨城県 ①
県民大学
県西・県南における第一次産業地域の形
成

　茨城の台地に広がる栗林、ハクサイ・レタス・ネギやメロン・スイカなどの野
菜、研究学園都市の形成と芝栽培、さらに霞ヶ浦・北浦沿岸におけるレンコ
ン栽培を取り上げ、それぞれの産地の地域形成を地理学の視点から県西・
県南の地域特性を考える。

10月～2月 八千代町・坂東市 県西生涯学習センター 0296-24-1389

茨城県 ①
県西カルチャー講座
マンガ・マンガ文化ついて知る

世界を席巻する現代の日本文化の代表、マンガ。老若男女が楽しめるマン
ガの成り立ちや、面白さに触れることで、現代の新たな日本文化について理
解を深める。

10月～1月 県西生涯学習センター 県西生涯学習センター 0296-24-1389

茨城県 ①
県西カルチャー講座
日本酒講座

普段なかなか見ること、知ることのできない酒造について学びます。お酒の
効能を知ることで、食生活の改善を図るとともに、健康的な食文化について
の意識を高める。

10月～11月 県西生涯学習センター 県西生涯学習センター 0296-24-1389

茨城県 ①
学習プログラム普及・開発事業
日本語ボランティア養成講座

ほとんど日本語がしゃべれない方に対して、日常生活で困らない程度の日
本語の指導ができるような、「日本語を教えるボランティア」を養成する。

8月～10月 県西生涯学習センター 県西生涯学習センター 0296-24-1389

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

茨城県 ①
社会貢献活動指導者育成事業
外国につながりを持つ子ども達の日本語・
学習支援ボランティア養成講座

日本での外国につながりをもつ子どもたちの現状と課題を知り、，日本語教
育の視点から支援のあり方・方法を考える。また，日本語指導の基礎を学
び，ボランティアとしての心得を理解し，日本語や教科の学習支援を行うス
キルを身につける。

10月～12月 県西生涯学習センター 県西生涯学習センター 0296-24-1389

茨城県 ① いばらき子ども大学
現役の大学の先生や専門家から，最新技術や情報を聞くことができる，学
校の枠を超えた，新しいカタチの学びを子どもたちに伝える。

6月22日～12月8日
県西生涯学習センター
及び市町村関連施設

県西生涯学習センター
いばらき子ども大学実行委員会

0296-24-1389

茨城県 ① 元気いばらきっ子育成事業
県西地区の学習資源を生かしながら、子どもたちに独創的・創造的で教育
価値のある体験活動や学習機会を十分に提供し、「生きる力」を育成するこ
とを目的とする。

6月～11月頃
県西生涯学習センター
及び市町村関連施設

県西生涯学習センター 0296-24-1389

茨城県 ①
地域と学校が連携した防災教育モデル事
業

地域と学校が連携した防災教育事業として県西地区管轄小学校区で実施さ
れる，避難所体験学習並びに地域と学校が連携した防災訓練等の事業報
告を行い，実施事例の普及啓発を図る。

6月～1月 桜川市大国小学校 県西生涯学習センター 0296-24-1389

茨城県 ① 初心者のためのスマートフォン出張講座
スマートフォンの基本操作や，インターネット，カメラ機能など学び，情報格
差や災害時の情報収集に役立て、日々の生活に生かす方法を学びます。

11月12日,1月26日 坂東市（１月は未定） 県西生涯学習センター 0296-24-1389

茨城県 ①
ハイスクール体験事業　　　　　～下館工
業高等学校編～

地域の工業高校との交流を通して，高校の特性を生かした体験活動を実施
することにより豊かな人間性や社会性を養う。

12月頃 茨城県立下館工業高等学校 県西生涯学習センター 0296-24-1389

茨城県 ①
いばらき教育の日推進事業　　地区推進
大会　家庭教育講演会

「子育て，親育ち」について講演会やグループワークを行い，子ども達への
「しつけ」について考えるとともに，親としての学びをや気づきを深めます。

12月1日 県西生涯学習センター
県西PTA連絡協議会・県西生涯学習セン
ター

0296-24-1389

茨城県 ① 音楽と地域をつなぐ
ハートフルコンサート・歌声喫茶など、本物の音楽や，楽器に触れる機会を
提供し，世代を問わず音楽を楽しめる機会を提供します。

10月～3月 県西生涯学習センター 県西生涯学習センター 0296-24-1389

茨城県 ① 生涯学習フェスティバル前夜祭
生涯学習フェスティバルの前夜祭として、講演会を開催し、フェスティバルの
機運を高めます。

10月11日 県西生涯学習センター 県西生涯学習センター 0296-24-1389

茨城県 ① 生涯学習フェスティバル
生涯にわたって学び続けることが出来るための学習機会や学習情報の提
供を行い、生涯学習に関する成果の発表や情報の交流を通じて、県民が広
く生涯学習に関する理解を深め、実践するような機運を醸成することを目的

10月12日・13日 県西生涯学習センター 県西生涯学習センター 0296-24-1389

茨城県 ① 生涯学習講演会
全国的に活躍しておられる著名な講師を迎え，生涯学習社会を目指し，基
本理念や現代的課題・地域課題の解決に向けた県民の興味ある講演会を

12月～2月頃 県西生涯学習センター 県西生涯学習センター 0296-24-1389

茨城県 ① 男女共同参画講演会
全国的に活躍しておられる著名な講師を迎え，男女共同参画社会のさらな
る実現を目指し，基本理念や現代的課題・地域課題の解決に向けた県民の
興味ある講演会を行う。

12月～2月頃 古河市 県西生涯学習センター 0296-24-1389

茨城県 ① 伝統文化親子教室
多くの文化人を輩出した県西地域に、文化発祥の地としての認識を高め、
次世代を担う子どもたちに「心の中の誇り」として郷土を愛する心を養うた
め、日本古来の文化芸術に親しむ環境を構築する。

10月6日・20日 県西生涯学習センター 県西生涯学習センター 0296-24-1389

茨城県 ①
プログラミング教室
求められる力を培うASOBIBA

今後学校で必修化される「プログラミング教育」の環境を整え地域社会でも
支える。子供たちの問題解決能力、論理的思考力や発想力を鍛えること
で、急速なＩＴ化が進む現代社会で活躍できる人材育成を目指す。

10月～3月
第2・4火曜、第2・4水曜

県西生涯学習センター 県西生涯学習センター 0296-24-1390

茨城県 ①
のびのび夢スクール
～宿泊学習にチャレンジ～

・宿泊学習　・野外炊飯　・野外活動 10月16～17日 茨城県立中央青年の家 茨城県立中央青年の家 中央青年の家029-862-3500

茨城県 ① ファミリー農園②～収穫～ ・農作物の収穫 10月19日 茨城県立中央青年の家 茨城県立中央青年の家 中央青年の家029-862-3500
茨城県 ① のびのび夢スクール～収穫～ ・農作物の収穫 10月23日 茨城県立中央青年の家 茨城県立中央青年の家 中央青年の家029-862-3500
茨城県 ① ファミリーウォーク～家族でビンゴ～ ・青年の家周辺のウォーキング　・ポイントクイズ 10月26日 茨城県立中央青年の家 茨城県立中央青年の家 中央青年の家029-862-3500

茨城県 ①
みんなあつまれ！ネイチャークラフト
～集まれ未来の発明家～

・自然素材工作　・科学工作 11月2日 茨城県立中央青年の家 茨城県立中央青年の家 中央青年の家029-862-3500

茨城県 ①
I　ＬＯＶＥ　いばらき！⑧
～茨城の鉄道～

・つくばエクスプレス見学　・出前授業（ＪＲ東日本） 11月9～10日 茨城県立中央青年の家 茨城県立中央青年の家 中央青年の家029-862-3500

茨城県 ①
私の秋みーつけた！
～森の贈り物でアート体験～

・親子で自然観察　・ドングリや枝を使っての創作活動
・野外でのお菓子作り

11月16日 茨城県立中央青年の家 茨城県立中央青年の家 中央青年の家029-862-3500

茨城県 ① 秋の朝日峠ウォーキング
・中央青年の家から小町ふれあいの広場を経由して、朝日峠展望公園まで
紅葉を見ながらのウォーキング

11月30日 茨城県立中央青年の家 茨城県立中央青年の家 中央青年の家029-862-3500

茨城県 ①
ネイチャーツアーinいばらき
～宮沢賢治の愛する動物・植物・鉱物～

・ミュージアムパーク茨城県自然博物館見学
・自然観察　・創作活動

12月7～8日 茨城県立中央青年の家 茨城県立中央青年の家 中央青年の家029-862-3500

茨城県 ① 感動夢体験！in中央
・星空観察，創作活動　・鹿島製鉄所見学，野外炊飯
・中央青年の家，白浜少年自然の家での宿泊

12月25～ 茨城県立中央青年の家 茨城県立中央青年の家 中央青年の家029-862-3500

茨城県 ①
提案事業
「親子ふれあいつり大会(2)」

・親子，家族での魚釣り
・北浦湖岸の清掃活動

10月5日または10月6日（日） 茨城県立白浜少年自然の家 茨城県立白浜少年自然の家
茨城県立白浜少年自然の家
0299-73-2345

茨城県 ①
元気いばらきっ子育成事業
「手作りおもちゃを作って遊ぼう！」

・親子での手作りおもちゃ作り 10月27日（日） 茨城県立白浜少年自然の家 茨城県立白浜少年自然の家
茨城県立白浜少年自然の家
0299-73-2345

茨城県 ①
元気いばらきっ子育成事業
「こどものからだづくり教室～ヒーローアカ
デミー～」

・楽しいからだづくり運動
・からだをつくる食事作り（野外炊飯）

11月10日（日） 茨城県立白浜少年自然の家 茨城県立白浜少年自然の家
茨城県立白浜少年自然の家
0299-73-2345

茨城県 ①
提案事業
「ハートフル in 白浜」

・野外炊飯（ピザとスパゲティ作り等）
・フィールドアスレチックや創作活動

11月16日（土） 茨城県立白浜少年自然の家 茨城県立白浜少年自然の家
茨城県立白浜少年自然の家
0299-73-2345

茨城県 ①
提案事業
「白浜ゲートボール大会(2)」

・近隣地域の愛好者によるゲートボール交流会 11月中 茨城県立白浜少年自然の家 茨城県立白浜少年自然の家
茨城県立白浜少年自然の家
0299-73-2345

茨城県 ①
提案事業
「行方市子ども会まつり in 白浜」

・創作体験活動　・昔遊び活動
・チャレンジ活動　・模擬店　等

12月1日（日） 茨城県立白浜少年自然の家 茨城県立白浜少年自然の家
茨城県立白浜少年自然の家
0299-73-2345

茨城県 ①
元気いばらきっ子育成事業
「めざせ！きのこマスター」

・身近なキノコや山野草について　・キノコの植菌体験
・野外炊飯（キノコを使ったピザ作り）

12月8日（日） 茨城県立白浜少年自然の家 茨城県立白浜少年自然の家
茨城県立白浜少年自然の家
0299-73-2345

茨城県 ①
元気いばらきっ子育成事業
「門松づくり」

・門松づくり 12月15日（日） 茨城県立白浜少年自然の家 茨城県立白浜少年自然の家
茨城県立白浜少年自然の家
0299-73-2345

茨城県 ①
自主事業
「チャレンジキャンプ in 白浜」

・野外炊飯（ピザ等），創作体験（焼き杉板）　・ナイトハイキング，ボンファイ
ヤー

12月25～27日 茨城県立白浜少年自然の家 茨城県立白浜少年自然の家
茨城県立白浜少年自然の家
0299-73-2345

茨城県 ① 手ぶらで秋空キャンプ
・家族ごとのテント宿泊体験　野外炊飯　親子でクラフト制作　キャンプファイ
ヤー　等

10月5～6日 茨城県立さしま少年自然の家 茨城県立さしま少年自然の家 0280-86-6311

茨城県 ① 星を見る会
・沈みゆく土星を見よう　・秋の星座を見よう　・スバルとアンドロメダ銀河を
見よう

10月19日、11月23日
12月21日

茨城県立さしま少年自然の家 茨城県立さしま少年自然の家 0280-86-6311

茨城県 ① 親子でドキ・土器はっくつ体験
・専門家による遺跡に関する説明
・親子で県内の遺跡や古墳の各区都調査　・自然博物館見学　等

11月10日（日）
県内の遺跡や古墳茨城県自然博物館
等

茨城県立さしま少年自然の家 0280-86-6311

茨城県 ① さしまの森　紅葉祭2019
・施設開放日　プラネタリウム鑑賞　施設の特性を生かした体験活動 　地域
団体との催し物

11月17日（日） 茨城県立さしま少年自然の家 茨城県立さしま少年自然の家 0280-86-6311

茨城県 ①
新春を祝う門松作り

・門松の歴史学習　門松作り　もちつき体験　等 12月21日（土） 茨城県立さしま少年自然の家 茨城県立さしま少年自然の家 0280-86-6311

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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茨城県 ①
いばらき！自然！体験！
クリスマスキャンプ

・課題解決アクティビティ　創作活動　他施設での活動　等 12月25～27日 茨城県立さしま少年自然の家 茨城県立さしま少年自然の家 0280-86-6311

茨城県 ① 三の丸寄席 文化・教養支援事業として，茨城大学落語研究会の「紅葉寄席」を開催 10月12日 茨城県立図書館 茨城県立図書館 茨城県立図書館029-221-5569

茨城県 ①
図書館特得講座
図書館に泊まろう！

図書館に泊まるという，非日常の体験活動の提供を通し，感受性豊かな心
や，友達との絆の深まり等を醸成させるとともに，読書に思いっきり浸れる
環境で，子どもの読書体験を推進する。

10月12～13日 茨城県立図書館 茨城県立図書館 茨城県立図書館029-221-5569

茨城県 ① ライブラリーシアター
名作映画や有名俳優が出演しているものを取り上げて，県民が懐かしみ，
心が和む内容映画を上映する。今回は「若者のすべて」を上映する。

10月16日 茨城県立図書館 茨城県立図書館 茨城県立図書館029-221-5569

茨城県 ① 放送大学ライブラリー講演会
大学教授等を講師として各分野の専門的な内容について毎月１回講演会を
実施している。今回は「歌を自由に歌うために身に付けたいこと」というテー
マの講演会。

10月19日（土） 茨城県立図書館 茨城県立図書館 茨城県立図書館029-221-5569

茨城県 ① 手作りプラネタリウム 茨城大学星見同好会が手作りのプラネタリウムで季節の星座を紹介（秋の 10月20日 茨城県立図書館 茨城県立図書館 茨城県立図書館029-221-5569

茨城県 ①
読み聞かせ研修講座
（スキルアップ講座）

読み聞かせのスキルアップを目指して，講義，実践，参加者の交流を通じ具
体的に学んでいく２日間の講座。

１0月25～26日 茨城県立図書館 茨城県立図書館 茨城県立図書館029-221-5569

茨城県 ①
親子でエンジョイ！県立図書館
「パネルシアター」

常磐短期大学幼児教育保育学科学生サークル「パオパオ」が絵本の読み聞
かせ等を行います。

10月26日 茨城県立図書館 茨城県立図書館 茨城県立図書館029-221-5569

茨城県 ① いばらき読書フェスティバル２０１９
本県における読書を推進する活動の更なる充実を目指す。読書団体等表
彰，読書感想文コンクール入賞者表彰，読み聞かせフォーラム，記念講演

11月3日 茨城県立図書館 茨城県立図書館 茨城県立図書館029-221-5569

茨城県 ① 放送大学ライブラリー講演会
大学教授等を講師として各分野の専門的な内容について毎月１回講演会を
実施している。今回は「小説の中の日本の近代～夏目漱石「門」と村上春樹
「スパナ」の会話の効果」というテーマの講演会。

11月3日 茨城県立図書館 茨城県立図書館 茨城県立図書館029-221-5569

茨城県 ① ライブラリーシアター
親子で楽しめる作品を上映する。
今回は「ハリー・ポッターとアズカバンの囚人」を上映する。

11月10日 茨城県立図書館 茨城県立図書館 茨城県立図書館029-221-5569

茨城県 ① 図書館で学ぼう！健康・元気アップ講座
（独）国立病院機構水戸医療センター医師による病気や健康の様々な問題
を考える講座で，今回のテーマは「尿管結石習慣病」。

11月14日 茨城県立図書館 茨城県立図書館 茨城県立図書館029-221-5569

茨城県 ①
読み聞かせ研修講座
出前講座（読み聞かせ技法講座）

読み聞かせの様々な技法を身に付けたい方向けの講座。（市町村への出
前講座）

11月28日 坂東市立岩井図書館 茨城県立図書館 茨城県立図書館029-221-5569

茨城県 ① 手作りプラネタリウム 茨城大学星見同好会が手作りのプラネタリウムで季節の星座を紹介（冬の 12月8日 茨城県立図書館 茨城県立図書館 茨城県立図書館029-221-5569

茨城県 ①
図書館で　見て！ふれて！調べて！いき
もの博士

県立図書館所蔵の資料と講師の解説で，昆虫・魚・自然環境について学
ぶ。講座の最後に，図書館職員によるブックトーク等で調べ学習のおもしろ
さを体験する。今回は「ペンギン」をテーマに開催する。

12月14日 茨城県立図書館 茨城県立図書館 茨城県立図書館029-221-5569

茨城県 ① ライブラリーシアター
名作映画や有名俳優が出演しているものを取り上げて，県民が懐かしみ，
心が和む内容映画を上映する。今回は「素晴らしき哉，人生」を上映する。

12月18日 茨城県立図書館 茨城県立図書館 茨城県立図書館029-221-5569

茨城県 ① 三の丸寄席 文化・教養支援事業として，茨城大学落語研究会の「落語王決定戦」を開催 12月21日 茨城県立図書館 茨城県立図書館 茨城県立図書館029-221-5569

茨城県 ① 放送大学ライブラリー講演会
大学教授等を講師として各分野の専門的な内容について毎月１回講演会を
実施している。今回は「ある強かな植物病原菌と我が闘争」というテーマの

12月21日 茨城県立図書館 茨城県立図書館 茨城県立図書館029-221-5569

茨城県 ① ライブラリーシアター
親子で楽しめる作品を上映する。
今回はドキュメンタリー映画「ハリー・ポッターと炎のゴブレット」を上映する。

12月22日 茨城県立図書館 茨城県立図書館 茨城県立図書館029-221-5569

茨城県 ③
企画展「いきもの狂騒曲 －陶芸フィギュア
の現在－ 」

　実在するものから空想のものまで，様々ないきものをモチーフにした作品
により，オブジェの新しい展開として盛り上がりを見せる陶芸フィギュアの魅
力を紹介します。

9月7日～11月24日 陶芸美術館 陶芸美術館 0296-70-0011

茨城県 ③ コレクション展「近現代日本陶芸の展開」
　明治から現代までの日本陶芸の歩みと併せ，文化勲章受章者及び重要
無形文化財保持者（人間国宝）等の作品を紹介します。

通年(年3回の展示替) 陶芸美術館 陶芸美術館 0296-70-0011

茨城県 ③ コレクション展「新収蔵品展」
　福島善三をはじめ、30年度に当館のコレクションに加わった作品の数々を
第１、第２展示室の二つの会場で展示紹介します。第１展示室は10月６日
（日），第２展示室は９月１日（日）まで。

6月4日～10月6日 陶芸美術館 陶芸美術館 0296-70-0011

茨城県 ③ 呈茶会
　茨城県陶芸美術館友の会主催の呈茶会。館内に呈茶会場を特設し，重厚
な作品でお茶を楽しんでいただきます。

11月13日（水） 陶芸美術館 陶芸美術館 0296-70-0011

茨城県 ③ 美術講演会
   かつてオリンピックには「芸術競技」があり、　　１９３６年のベルリン大会で
は、二人の日本人画家の銅メダリストがいました。これらの知られざる史実
をはじめとして、スポーツをテーマとした様々なスポーツ芸術について紹介し

10 月26日（土） つくば美術館 つくば美術館 029-856-3711

茨城県 ③ 土曜講座
　 日本画家の平福百穂（１８７７－１９３３）は、多くの絵画作品を手がけたほ
か、挿絵や短歌の分野でも活躍しました。当講座では、五浦美術館で開催
する企画展「平福百穂」の展覧会内容と出品作品を紹介し、百穂の芸術世

11月9日（土） つくば美術館 つくば美術館 029-856-3711

茨城県 ③ ワークショップ
   若手造形作家・阿片陽介氏の指導の下、粘土による造形作品を制作しま
す。新聞紙を丸め、粘土を付けたり削ったりして自分の好きな形を構成して

11月30日（土） つくば美術館 つくば美術館 029-856-3711

茨城県 ③ 土曜講座
　 物語や歴史上の出来事を描く歴史画は、岡倉天心が重要視し、明治以降
も現在に至るまで多くの画家が描いています。時代や画家による表現の違
いや見所を、「いにしえを描く展」出品作品を中心に紹介します。

12月14日（土） つくば美術館 つくば美術館 029-856-3711

茨城県 ③
茨城国体開催記念
企画展示〈横山大観〉

「いきいき茨城ゆめ国体」「いきいき茨城ゆめ大会」開催を記念して、水戸市
出身の横山大観の芸術を、他県からお越しの皆様にも広く知っていただくた
め、当館所蔵品と他館の名品約40点によりご紹介します。

9月28日～10月27日 近代美術館 近代美術館 029-243-5111

茨城県 ③
講演会
講師：古田亮（東京藝術大学大学美術館
教授）

茨城国体開催記念企画展示〈横山大観〉の関連イベントとして講演会を開催
します。

10月6日（火） 近代美術館 近代美術館 029-243-5111

茨城県 ③
学芸員によるギャラリートーク
講師：今瀬佐和（当館首席学芸員）

茨城国体開催記念企画展示〈横山大観〉の見どころを紹介します。 10月13日（日） 近代美術館 近代美術館 029-243-5111

茨城県 ③
所蔵作品展
「夢見る近代洋画」

当館が所蔵する近代洋画の名品を中心に紹介します。 8月20日～10月27日 近代美術館 近代美術館 029-243-5111

茨城県 ③
所蔵作品展
「フランス時間旅行」

モネ・ピサロ・ドーミエ等のフランス人画家をはじめ、日本からフランスへ渡っ
た画家たちにより描かれた、19～20世紀のフランス各地の風景や人々の暮
らしなどを紹介します。

12月7日～1月26日
近代美術館

近代美術館 029-243-5111

茨城県 ③
所蔵作品展
「夢と幻想の画家　エドワード・バーン=
ジョーンズ『フラワーブック』特集」

19世紀後半、英国のラファエル前派を代表するエドワード・バーン=ジョーン
ズ（1833－1898）は中世騎士道の物語や神話を幻想的に描きました。彼が
生涯にわたって手がけた書籍のデザインや挿絵のうち、花の名前から連想
する神秘的なイメージがちりばめられた『フラワー・ブック』を特集展示しま

12月7日～2月24日 近代美術館 近代美術館 029-243-5111

茨城県 ③
企画展
「憧れの欧米への旅
―竹久夢二展」

大正時代に一世を風靡し、現在も高い人気を誇る竹久夢二の回顧展。これ
まで紹介されることの少なかった晩年の滞欧米作を中心に、肉筆の美人画
や代表作「セノオ楽譜」「婦人グラフ」等のグラフィックデザイン、関連資料ま
で幅広く紹介します。

9月7日～10月27日 近代美術館 近代美術館 029-243-5111

茨城県 ③
2019年
茨城県芸術祭美術展覧会

茨城県、茨城県教育委員会、茨城文化団体連合が主催する全県的な公募
展です。日本画・洋画・彫刻・工芸美術・デザイン各部門の入選作品を展示

11月9～24日 近代美術館 近代美術館 029-243-5111

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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茨城県 ③
2019年度第3回
ミュージアムコンサート

企画展「憧れの欧米への旅―竹久夢二展」の関連イベントとしてミュージア
ムコンサートを開催します。

10月5日（土） 近代美術館 近代美術館 029-243-5111

茨城県 ③
子どものためのオープンワークショップ秋
2019

おりがみや色鉛筆など、身近なものを使ってオリジナルの作品を作る子ども
向けのワークショップです。当館のボランティアや高校生特派員もお手伝い

10月19～20日
近代美術館

近代美術館 029-243-5111

茨城県 ③
ようこそ！美術の森へ
学芸員と巡るコレクション

　所蔵作品展を鑑賞しながら語り合う、対話型のギャラリートークです。4,000
点を超える近代美術館のコレクションの新しい魅力を発見できるかもしれま

10月20日（土）
12月21日（土）

近代美術館 近代美術館 029-243-5111

茨城県 ③ コレクションミニガイド 展示解説員が毎日、所蔵作品展をわかりやすく案内します。 毎日 近代美術館 近代美術館 029-243-5111

茨城県 ③ マルシェ・ド・ノエル
　近代美術館周辺の賑わい創出のため，個性的な商品を扱う店舗によるク
リスマス向けの市場を開催します。

11月15～11月17日
近代美術館
（マルシェ・ド・ノエル実行委員会）

近代美術館テラス 029-243-5111

茨城県 ② 教育に関する講演会

【第1部】　子どもシンポジウム（笠間市高校生会，児童生徒）
【第2部】　教育講演会
　演題　「今こそ，学力向上」（仮）　講師　生物学者　池田清彦氏
※ 体験ブース（10ブース）

11月24日(日) 笠間市公民館
水戸生涯学習センター
水戸教育事務所笠間市教育委員会

029-227-4453

茨城県 ① あいさつ・声かけ運動 水戸駅構内でのあいさつ・声掛け運動 11月1日（金） 水戸駅 水戸教育事務所 029‐227-4453

茨城県 ① 家庭教育に関する講演会
家庭教育講演会　演題　『未定』
講師　木塚　朝博　氏（筑波大学体育系体育専門学群教授）

11月15日（金） 北茨城市立精華小学校体育館
北茨城市、北茨城市教育委員会
北茨城市教育研究会

北茨城市教育委員会生涯学習課
0293-43-1111（内線）431

茨城県 ① わたしの主張発表大会
1　開会行事（主催者，来賓あいさつ）、2　わたしの主張発表
3　アトラクション、4　閉会行事　（講評・表彰・感想発表）

１２月７日（土） かみす防災アリーナ
県東地区PTA連絡協議会
神栖市教育委員会
神栖市PTA連絡協議会、鹿行教育事務所

0291-33-6138

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


