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神奈川県 愛川町 ①④ 自然観察教室 ガイドとあいかわ公園内の植物や鳥、虫などの自然を観察します 9月22日 県立あいかわ公園
公益財団法人
宮ヶ瀬ダム周辺振興財団

無料 http://www.aikawa-park.jp/ 県立あいかわ公園
詳細は確定次第ホームページ
に掲載します。

神奈川県 愛川町 ①④ 自然観察教室 ガイドとあいかわ公園内の植物や鳥、虫などの自然を観察します 10月27日 県立あいかわ公園
公益財団法人
宮ヶ瀬ダム周辺振興財団

無料 http://www.aikawa-park.jp/ 県立あいかわ公園
詳細は確定次第ホームページ
に掲載します。

神奈川県 愛川町 ① アウトドアヨガ あいかわ公園の絶景ポイント「風の丘」でヨガを行います 10月6日 県立あいかわ公園
公益財団法人
宮ヶ瀬ダム周辺振興財団

無料 http://www.aikawa-park.jp/ 県立あいかわ公園
詳細は確定次第ホームページ
に掲載します。

神奈川県 愛川町 ①④
かやねずみ先生のわくわく発
見散歩

あいかわ公園の「かやねずみ先生」と公園内の自然の不思議を探します 10月6日 県立あいかわ公園
公益財団法人
宮ヶ瀬ダム周辺振興財団

無料 http://www.aikawa-park.jp/ 県立あいかわ公園
詳細は確定次第ホームページ
に掲載します。

神奈川県 愛川町 ①④
かやねずみ先生のわくわく発
見散歩

あいかわ公園の「かやねずみ先生」と公園内の自然の不思議を探します 10月13日 県立あいかわ公園
公益財団法人
宮ヶ瀬ダム周辺振興財団

無料 http://www.aikawa-park.jp/ 県立あいかわ公園
詳細は確定次第ホームページ
に掲載します。

神奈川県 愛川町 ①④
かやねずみ先生のわくわく発
見散歩

あいかわ公園の「かやねずみ先生」と公園内の自然の不思議を探します 10月20日 県立あいかわ公園
公益財団法人
宮ヶ瀬ダム周辺振興財団

無料 http://www.aikawa-park.jp/ 県立あいかわ公園
詳細は確定次第ホームページ
に掲載します。

神奈川県 愛川町 ①④
かやねずみ先生のわくわく発
見散歩

あいかわ公園の「かやねずみ先生」と公園内の自然の不思議を探します 11月3日 県立あいかわ公園
公益財団法人
宮ヶ瀬ダム周辺振興財団

無料 http://www.aikawa-park.jp/ 県立あいかわ公園
詳細は確定次第ホームページ
に掲載します。

神奈川県 愛川町 ①④
かやねずみ先生のわくわく発
見散歩

あいかわ公園の「かやねずみ先生」と公園内の自然の不思議を探します 11月10日 県立あいかわ公園
公益財団法人
宮ヶ瀬ダム周辺振興財団

無料 http://www.aikawa-park.jp/ 県立あいかわ公園
詳細は確定次第ホームページ
に掲載します。

神奈川県 愛川町 ①④
かやねずみ先生のわくわく発
見散歩

あいかわ公園の「かやねずみ先生」と公園内の自然の不思議を探します 11月17日 県立あいかわ公園
公益財団法人
宮ヶ瀬ダム周辺振興財団

無料 http://www.aikawa-park.jp/ 県立あいかわ公園
詳細は確定次第ホームページ
に掲載します。

神奈川県 愛川町 ①④ 中津ほうき作り体験 愛川町の地場産業であった伝統的な中津ほうき作りを体験します。 9月29日 県立あいかわ公園
公益財団法人
宮ヶ瀬ダム周辺振興財団

無料 http://www.aikawa-park.jp/ 県立あいかわ公園
詳細は確定次第ホームページ
に掲載します。

神奈川県 愛川町 ① ヨガ
高齢者を対象にリラックスするための呼吸法、姿勢を正しく保つヨガにつ
いて実技を交えて講話します。

43762 半原公民館 半原公民館 無料
半原公民館
046-281-0177

神奈川県 愛川町 ① 大人のマネー教室
神奈川県金融広報委員会の職員を講師に迎え、お金への向き合い方な
どについて学ぶ教室を開催します。

43778 半原公民館 半原公民館 無料
半原公民館
046-281-0177

神奈川県 愛川町 ① 初めての水彩画教室
身近な花や果物を題材として、初めて絵筆を持つ方向けに水彩画に親し
む教室を開催します。

43790 半原公民館 半原公民館
半原公民館
046-281-0177

神奈川県 愛川町 ① 中津公民館まつり
中津公民館利用団体が、日ごろの活動成果を発表することを目的として
開催します。（展示・発表・ものづくり体験教室を実施）

11月8～10日 愛川町中津公民館 中津公民館まつり実行委員会
中津公民館
046-285-1600

一部有料（ものづくり体験教室
材料代）

神奈川県 愛川町 ①③④ 企画展「田んぼの生きもの」 愛川町の田んぼに生息する生きものを実物標本と写真で紹介します。 10月10日～11月30日 愛川町郷土資料館企画展示室 愛川町教育委員会 無料
http://www.town.aikawa.kanagawa.jp/s
hisetsu/bunka/142777

愛川町郷土資料館
046-280-1050

期間中, 10月14日・11月4日以
外の月曜日, 10月15日・11月5
日は休館

神奈川県 愛川町 ①④
愛川町古民家山十邸文化財セ
ミナー

古民家山十邸を活用した文化活動の一環として、現代社会のさまざまな
事象について歴史的に位置づけながら、理解や関心を深めるためのセミ
ナーを開催します。

11月17日・24日 古民家山十邸（国登録有形文化財） 愛川町教育委員会 無料
https://www.town.aikawa.kanagawa.jp/
shisetsu/bunka/1427771495946.html

愛川町郷土資料館
046-280-1050

神奈川県 愛川町 ③ 古民家山十邸菊花展 町内団体による古民家での菊花の展示会を開催します。 11月3～13日 古民家山十邸 愛川町教育委員会 無料
スポーツ・文化振興課
046-285-6958

神奈川県 愛川町 ③ 若者たちの音楽祭５ ロックやポップス、ジャズなどによる軽音楽の発表会を開催します。 12月15日 愛川町文化会館 愛川町・愛川町教育委員会 無料
スポーツ・文化振興課
046-285-6958

神奈川県 愛川町 ③ 第15回愛川町合唱祭
町内で活動する合唱団体が一堂に会し合唱祭を開催します。歌うことを
通じて世代間の交流を図るため開催します。

11月23日 愛川町文化会館ホール 愛川町合唱祭プロジェクトチーム 無料
スポーツ・文化振興課
046-285-6958

神奈川県 愛川町 ① ちいさなちいさなおはなしかい 親子を対象にした、読書ボランティアによるお話会を開催します。 11月2日 愛川町図書館 愛川町図書館 無料
愛川町図書館
http://www.library-aikawa-
unet.ocn.ne.jp/index.html

愛川町図書館
046-285-6963

神奈川県 愛甲郡愛川町 ① 愛川自然観察会
愛川の豊かな自然を感じていただくことにより、環境教育につながること
をお手伝いする。11月のテーマは【秋の花・虫・鳥】

11月3日 神奈川県立愛川ふれあいの村
東急コミュニティー・国際自然大学校
グループ

無料
【愛川ふれあいの村ＨＰ】
http://fureai-aikawa.com/

神奈川県立
愛川ふれあいの村
046-281-1611

神奈川県 愛甲郡愛川町 ③ 紅葉まつり
村内にある200本を超えるイチョウやモミジ・カエデの紅葉を楽しむととも
に、地元の方々による演奏やパフォーマンス、工芸や手作り品の販売、ク
ラフト体験等を通して、地域の方々とのふれあいを楽しみます。

11月16日 神奈川県立愛川ふれあいの村
東急コミュニティー・国際自然大学校
グループ

無料
【愛川ふれあいの村ＨＰ】
http://fureai-aikawa.com/

神奈川県立
愛川ふれあいの村
046-281-1611

神奈川県 厚木市 ②③ 作品展 在籍児童・生徒による作品展示です。 10月15日～18日 神奈川リハビリテーション病院 秦野養護学校 無料
https://www.pen-
kanagawa.ed.jp/hadano-sh/index.html

秦野養護学校
落合校舎ｶﾘｷｭﾗﾑｸﾞﾙｰﾌﾟ
0463-81-5902

神奈川県 厚木市 ③ アルプホルン演奏会
森に響くアルプホルンの音色は癒やし効果抜群。素敵な演奏をお楽しみ
下さい。

10月12日 県立七沢森林公園 公益財団法人神奈川県公園協会 無料 http://www.kanagawa-
park.or.jp/nanasawa/

県立七沢森林公園
管理事務所

神奈川県 厚木市 ③ 自然観察会
公園の中は自然がいっぱい！季節ごとの自然の面白さ、楽しさを紹介し
ます。

10月6日 県立七沢森林公園 公益財団法人神奈川県公園協会 無料 http://www.kanagawa-
park.or.jp/nanasawa/

県立七沢森林公園
管理事務所

神奈川県 厚木市 ③ 自然観察会
公園の中は自然がいっぱい！季節ごとの自然の面白さ、楽しさを紹介し
ます。

11月4日 県立七沢森林公園 公益財団法人神奈川県公園協会 無料 http://www.kanagawa-
park.or.jp/nanasawa/

県立七沢森林公園
管理事務所

神奈川県 厚木市 ① 森林セラピー体験ウォーク
森林セラピー基地として認定された七沢森林公園で、癒しを体験してみま
せんか。

10月13日 県立七沢森林公園 公益財団法人神奈川県公園協会 http://www.kanagawa-
park.or.jp/nanasawa/

県立七沢森林公園
管理事務所

神奈川県 厚木市 ① 森林セラピー体験ウォーク
森林セラピー基地として認定された七沢森林公園で、癒しを体験してみま
せんか。

11月10日 県立七沢森林公園 公益財団法人神奈川県公園協会 http://www.kanagawa-
park.or.jp/nanasawa/

県立七沢森林公園
管理事務所

神奈川県 厚木市 ① ノルディックウォーキング体験
ノルディックウォーキング用ポールを使用して、爽快な汗を流してみませ
んか。

10月20日 県立七沢森林公園 公益財団法人神奈川県公園協会 http://www.kanagawa-
park.or.jp/nanasawa/

県立七沢森林公園
管理事務所

神奈川県 厚木市 ① ノルディックウォーキング体験
ノルディックウォーキング用ポールを使用して、爽快な汗を流してみませ
んか。

11月17日 県立七沢森林公園 公益財団法人神奈川県公園協会 http://www.kanagawa-
park.or.jp/nanasawa/

県立七沢森林公園
管理事務所

神奈川県 厚木市 ④ 上級ロボットプログラム
自律型ロボットについてプログラミングや機構を学び、より高度な課題に
チャレンジします。
※中級修了者またはロボットプログラミング経験者

10月26日 青少年センター科学部（本厚木） 神奈川県立青少年センター科学部 無料 http://kanagawa-yc,.jp 046-222-6371

神奈川県 厚木市 ② 第2回学校説明会
厚木高校への入学を希望する中学生及びその保護者に向けて学校の特
色（入学者選抜・授業・行事・部活動等）について説明します。

10月19日 厚木高等学校 厚木高等学校 無料 https://atsugi-h.pen-kanagawa.ed.jp/ （046）221-4078

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

神奈川県 厚木市 ② 体験授業
体験授業は、厚木高校への入学を希望する中学生に授業を体験してもら
い、高校選びの一助としてもらうものです。

10月19日 厚木高等学校 厚木高等学校 無料 https://atsugi-h.pen-kanagawa.ed.jp/ （046）221-4078

神奈川県 厚木市 ③
令和元年度あつぎ市民芸術文
化祭「第57回市民文化祭」

　市民協働による文化芸術の祭典を開催し、広く市民に多彩な文化芸術
の鑑賞と発表の機会を提供することにより、文化芸術の創造と育成を図り
ます。市民参加事業(茶会・川柳会・歌会・俳句会など)、芸能音楽発表会
(民謡・剣詩舞・詩吟・音楽発表会など)、文化作品展(華道展・山野草展・
盆栽展・美術展など)の３部門を開催します。

10月19日～11月10日 厚木市文化会館大ホールほか 厚木市
文化生涯学習課
046-225-2508

神奈川県 厚木市 ③
令和元年度あつぎ市民芸術文
化祭「あつぎ青空アート展～第
29回野外彫刻造形展～」

　野外におけるプロの彫刻家や造形作家・保育園児たちが作成した石彫・
造形作品を展示します。参加型の体験教室として、木の実のアート教室
や缶バッジ作りなどを開催します。

10月13～20日 ぼうさいの丘公園 厚木市
文化生涯学習課
046-225-2508

神奈川県 厚木市 ③
令和元年度あつぎ市民芸術文
化祭「第6回あつぎミュージック
フェスティバル」

　厚木市にゆかりのある青少年に限定した音楽発表の場を設けることに
より、若手アーティストを育成します。7月の1次審査（音源による審査)通
過者によるオーディション(2次審査:公開審査)を8月に開催し、大賞受賞者
は11月のコンサートにおいて、メジャーアーティストと共演するとともに、配
信デビューします。

11月3日 あつぎ市民交流プラザほか 厚木市
文化生涯学習課
046-225-2508

神奈川県 厚木市 ①③
第3回企画展「木とくらし－ヤマ
の木、サトの木、鎮守の木－」

あつぎ郷土博物館において「木とくらし－ヤマの木、サトの木、鎮守の木
－」と題した企画展示。木の民具、木の利用にスポットをあて、紹介しま

9/21～11/4 あつぎ郷土博物館 厚木市教育委員会 無料
あつぎ郷土博物館
046-225-2515

神奈川県 厚木市 ①③
虫めづる姫(ひ)君(め)たち　―
それぞれに その深き愛を語る
－澤口たまみ氏講演会

虫好きの人もそうでない人も、また虫に興味がない人までも取り込み、虫
を通して、楽しみながら自然の不思議や美しさ、愛おしさに気づいていた
だこうという趣旨の自然系座学講座。ホールでの展示と連動し、実施しま

11月3日 あつぎ郷土博物館 厚木市教育委員会 無料
あつぎ郷土博物館
046-225-2515

神奈川県 厚木市 ③
第17回厚木市郷土芸能まつり
郷土芸能発表会

県指定無形民俗文化財の相模ささら踊りなど、市内の郷土芸能保存団体
が一堂に演目を披露します。

10月27日 厚木市文化会館小ホール 厚木市教育委員会 無料 http://www.city.atsugi.kanagawa.jp/
文化財保護課
046（225）2509

神奈川県 厚木市 ③
第17回厚木市郷土芸能まつり
相模人形芝居特別公演

国指定重要無形民俗文化財 相模人形芝居を長谷座と林座のほか、あつ
ぎひがし座が出演し、一堂に演目を披露します。

11月10日 厚木市文化会館小ホール 厚木市教育委員会 無料 http://www.city.atsugi.kanagawa.jp/
文化財保護課
046（225）2509

神奈川県 厚木市 ③ 文化財一般公開
文化財保護強調週間に合わせ、厚木市でも普段見ることが出来ない文化
財を公開します。

10月18～20日
（予定会場）
林神社、福伝寺、林自治会館、民右
衛門地蔵（厚木市林）

厚木市教育委員会 無料 http://www.city.atsugi.kanagawa.jp/
文化財保護課
046（225）2509

神奈川県 綾瀬市 ① 書庫開放日 図書館施設・書庫の見学を司書がご案内します。
10月26日
11月8、21日

綾瀬市立図書館 綾瀬市立図書館 無料 https://www.ayaselib.jp/
綾瀬市立図書館
0467－77－8191

神奈川県 綾瀬市 ① 図書館おはなし会 絵本・紙芝居の読み聞かせなどを行います。 11月7日 綾瀬市立中央公民館 綾瀬市立図書館 無料 https://www.ayaselib.jp/
綾瀬市立図書館
0467－77－8191

神奈川県 綾瀬市 ① おはなしの森 絵本・紙芝居の読み聞かせなどを行います。 11月9日
綾瀬市立図書館

綾瀬市立図書館 無料 https://www.ayaselib.jp/
綾瀬市立図書館
0467－77－8191

神奈川県 綾瀬市 ① 図書館子どもおはなし会 絵本・紙芝居の読み聞かせなどを行います。
10月19日
11月16日

綾瀬市立中央公民館 綾瀬市立図書館 無料 https://www.ayaselib.jp/
綾瀬市立図書館
0467－77－8191

神奈川県 綾瀬市 ① おはなしたまてばこ 絵本・紙芝居の読み聞かせなどを行います。 11月4日
綾瀬市立中央公民館
北の台地区センター

綾瀬市立図書館 無料 https://www.ayaselib.jp/
綾瀬市立図書館
0467－77－8191

神奈川県 綾瀬市 ① 北の台おはなし会 絵本・紙芝居の読み聞かせなどを行います。 10月26日
綾瀬市立中央公民館
北の台地区センター

綾瀬市立図書館 無料 https://www.ayaselib.jp/
綾瀬市立図書館
0467－77－8191

神奈川県 綾瀬市 ① おはなしコロボックル 絵本・紙芝居の読み聞かせなどを行います。 11月2日 綾瀬市立寺尾いずみ会館 綾瀬市立図書館 無料 https://www.ayaselib.jp/
綾瀬市立図書館
0467－77－8191

神奈川県 綾瀬市 ① いずみおはなし会 絵本・紙芝居の読み聞かせなどを行います。 11月21日 綾瀬市立寺尾いずみ会館 綾瀬市立図書館 無料 https://www.ayaselib.jp/
綾瀬市立図書館
0467－77－8191

神奈川県 綾瀬市 ①
南部ふれあいどんぐりおはなし
会

絵本・紙芝居の読み聞かせなどを行います。 11月1日 綾瀬市立南部ふれあい会館 綾瀬市立図書館 無料 https://www.ayaselib.jp/
綾瀬市立図書館
0467－77－8191

神奈川県 綾瀬市 ① おはなしくれよん 絵本・紙芝居の読み聞かせなどを行います。
10月21日
11月18日

綾瀬市立南部ふれあい会館 綾瀬市立図書館 無料 https://www.ayaselib.jp/
綾瀬市立図書館
0467－77－8191

神奈川県 綾瀬市 ① 子育てサロンあひるくらぶ 季節の遊びや工作、手遊び歌や紙芝居などを親子で楽しみます。 10月21日 綾瀬市立中央公民館
綾瀬市文化会館等指定管理者
株式会社オーエンス

無料 http://ayase-manavi.net
綾瀬市立中央公民館
0467-77-8181

http://ayase-manavi.net
綾瀬市立中央公民館
0467-77-8181

神奈川県 綾瀬市 ① 子育てサロンひよこサロン 季節の遊びや工作、手遊び歌や紙芝居などを親子で楽しみます。 10月24日
綾瀬市立中央公民館
早園地区センター

綾瀬市文化会館等指定管理者
株式会社オーエンス

無料 http://ayase-manavi.net
綾瀬市立中央公民館
0467-77-8181

http://ayase-manavi.net
綾瀬市立中央公民館
0467-77-8181

神奈川県 綾瀬市 ① 子育てサロンあすなろひろば 季節の遊びや工作、手遊び歌や紙芝居などを親子で楽しみます。 10月10日 綾瀬市立南部ふれあい会館
綾瀬市文化会館等指定管理者
株式会社オーエンス

無料 http://ayase-manavi.net
綾瀬市立中央公民館
0467-77-8181

http://ayase-manavi.net
綾瀬市立中央公民館
0467-77-8181

神奈川県 綾瀬市
①②
③④

環濠公開 国指定史跡・神崎遺跡の環濠の実物を一般公開します。
11月3日
11月4日

神崎遺跡公園 綾瀬市教育委員会 無料
綾瀬市HP
http://www.city.ayase.kanagawa.jp

生涯学習課
市史文化財担当
0467-70-5637
神崎遺跡資料館
0467-77-0841

神奈川県 綾瀬市 ③
あやせ文化芸術祭
絵画の部（子ども）

文化芸術活動者の発表の場の提供と市民の文化芸術鑑賞の機会の充
実を図り、「ふれあいと文化の薫り高い魅力的なまちづくり」を推進するた
め、あやせ文化芸術祭市展絵画の部（子ども）を開催しています。

10月16日～10月20日
綾瀬市役所7階
市民展示ホール

綾瀬市
綾瀬市教育委員会

無料
綾瀬市HP
http://www.city.ayase.kanagawa.jp

綾瀬市教育委員会
生涯学習課文化芸術担当
0467-70-5670

神奈川県 綾瀬市 ③
第271回綾瀬市庁舎市民ホー
ルコンサート

綾瀬市庁舎市民ホールコンサートは、昼休みのひとときを生の音楽演奏
会で楽しんでもらい、音楽鑑賞の機会の充実と市民に親しみやすい市役
所にしようとの目的で開催しています。サックスとピアノによる演奏です。

10月18日
綾瀬市役所1階
市民ホール

綾瀬市
綾瀬市教育委員会

無料
綾瀬市HP
http://www.city.ayase.kanagawa.jp

綾瀬市教育委員会
生涯学習課文化芸術担当
0467-70-5670

神奈川県 綾瀬市 ③
あやせ文化芸術祭
陶芸展（七宝展同時開催）

文化芸術活動者の発表の場の提供と市民の文化芸術鑑賞の機会の充
実を図り、「ふれあいと文化の薫り高い魅力的なまちづくり」を推進するた
め、あやせ文化芸術祭陶芸展（七宝展同時開催）を開催しています。

10月26日～10月30日
綾瀬市役所7階
市民展示ホール

綾瀬市
綾瀬市教育委員会

無料
綾瀬市HP
http://www.city.ayase.kanagawa.jp

綾瀬市教育委員会
生涯学習課文化芸術担当
0467-70-5670

神奈川県 綾瀬市 ③
あやせ文化芸術祭
菊花展

文化芸術活動者の発表の場の提供と市民の文化芸術鑑賞の機会の充
実を図り、「ふれあいと文化の薫り高い魅力的なまちづくり」を推進するた
め、あやせ文化芸術祭菊花展を開催しています。

11月5日～11月9日
綾瀬市役所7階
市民展示ホール

綾瀬市
綾瀬市教育委員会

無料
綾瀬市HP
http://www.city.ayase.kanagawa.jp

綾瀬市教育委員会
生涯学習課文化芸術担当
0467-70-5670

神奈川県 綾瀬市 ③
あやせ文化芸術祭
市民文化祭舞台部門・展示部
門

文化芸術活動者の発表の場の提供と市民の文化芸術鑑賞の機会の充
実を図り、「ふれあいと文化の薫り高い魅力的なまちづくり」を推進するた
め、あやせ文化芸術祭市民文化祭舞台部門・展示部門を開催していま

11月9日・11月10日
［舞台］オーエンス文化会館大ホー
ル
［展示］オーエンス文化会館小ホー

綾瀬市
綾瀬市教育委員会

無料
綾瀬市HP
http://www.city.ayase.kanagawa.jp

綾瀬市教育委員会
生涯学習課文化芸術担当
0467-70-5670

神奈川県 綾瀬市 ③
あやせ文化芸術祭
市民文化祭写真部門

文化芸術活動者の発表の場の提供と市民の文化芸術鑑賞の機会の充
実を図り、「ふれあいと文化の薫り高い魅力的なまちづくり」を推進するた
め、あやせ文化芸術祭市民文化祭写真部門を開催しています。

11月14日～11月18日
綾瀬市役所7階
市民展示ホール

綾瀬市
綾瀬市教育委員会

無料
綾瀬市HP
http://www.city.ayase.kanagawa.jp

綾瀬市教育委員会
生涯学習課文化芸術担当
0467-70-5670

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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神奈川県 綾瀬市 ③
あやせ文化芸術祭
市民文化祭音楽部門

文化芸術活動者の発表の場の提供と市民の文化芸術鑑賞の機会の充
実を図り、「ふれあいと文化の薫り高い魅力的なまちづくり」を推進するた
め、あやせ文化芸術祭市民文化祭音楽部門を開催しています。

11月17日 オーエンス文化会館大ホール
綾瀬市
綾瀬市教育委員会

無料
綾瀬市HP
http://www.city.ayase.kanagawa.jp

綾瀬市教育委員会
生涯学習課文化芸術担当
0467-70-5670

神奈川県 綾瀬市 ③
第272回綾瀬市庁舎市民ホー
ルコンサート

綾瀬市庁舎市民ホールコンサートは、昼休みのひとときを生の音楽演奏
会で楽しんでもらい、音楽鑑賞の機会の充実と市民に親しみやすい市役
所にしようとの目的で開催しています。ヴァイオリンとピアノによる演奏で

11月18日
綾瀬市役所1階
市民ホール

綾瀬市
綾瀬市教育委員会

無料
綾瀬市HP
http://www.city.ayase.kanagawa.jp

綾瀬市教育委員会
生涯学習課文化芸術担当
0467-70-5670

神奈川県 伊勢原市 ③ 第55回伊勢原市民文化祭
伊勢原市文化団体連盟に加盟する団体が、日頃の芸術・文化活動の成
果について、発表や展示を行います。

発表：10月12日～
11月2日の土・日
展示：10月18～20日、
10月25～27日
菊花展：11月2～9日

発表：伊勢原市民文化会館
展示：伊勢原市立中央公民館
菊花展：伊勢原市総合運動公園

伊勢原市教育委員会
伊勢原市ホームページ
http://www.city.isehara.kanagawa.jp/

伊勢原市教育委員会
教育部社会教育課
0463-93-7500

神奈川県 伊勢原市 ③
第33回姉妹都市茅野市文化
交流展

姉妹都市である長野県茅野市からも作品を迎え、二市合同で展示を行い
ます。

11月7日～13日 伊勢原市立中央公民館 伊勢原市教育委員会 無料
伊勢原市ホームページ
http://www.city.isehara.kanagawa.jp/

伊勢原市教育委員会
教育部社会教育課
0463-93-7500

神奈川県 伊勢原市 ①③ 視覚障害者のための朗読会
図書館朗読・録音ボランティア野の会による朗読会です。視覚障害者向
けですが、どなたでも参加できます。

11月2日 伊勢原市立図書館 伊勢原市立図書館 無料 http://www.lib-isehara.jp/
伊勢原市教育委員会
教育部図書館・子ども科学館
0463-92-3500

神奈川県 伊勢原市 ③ 文化財フェスタ２０１９
寄贈を受けた施設を活用し、大山コマの絵付け体験、市民団体の展示、
大山能の解説、宝城坊の神木のぼりなど文化財を身近に感じられるイベ
ントを開催する。

10月26、27日 旧堀江邸
伊勢原歴史文化遺産活用実行委員
会

【伊勢原市HP】
http://www.city.isehara.kanagawa.jp/

伊勢原市教育委員会
教育総務課
0463-94-4711
0463-74-5109（直通）

神奈川県 伊勢原市 ③ 国登録有形文化財特別公開
国登録有形文化財である「山口家住宅」、「小澤家住宅」、「高部屋神社」
の一般公開を行う。

11月3日
山口家住宅、小澤家住宅、高部屋
神社

伊勢原市教育委員会
【伊勢原市HP】
http://www.city.isehara.kanagawa.jp/

伊勢原市教育委員会
教育総務課
0463-94-4711
0463-74-5109（直通）

神奈川県 伊勢原市 ② 第41回瑞木祭

産業能率大学が開催する瑞木祭（学園祭）において下記イベントを行う予
定です。
・各ゼミ研究発表
・ステージイベント
・地域交流企画・貢献活動
・卒業生向けホームカミングイベント

11月9～10日 産業能率大学湘南キャンパス 産業能率大学　瑞木祭実行委員会 無料
https://www.sanno.ac.jp/undergraduate
/campuslife/events/festival.html

産業能率大学
湘南事務部
湘南学生サービスセンター
電話(0463-92-2214)

神奈川県 伊勢原市 ③ 東海大学第４３回伊勢原祭

伊勢原祭は、東海大学伊勢原キャンパスにて開催される学園祭（建学
祭）であり、例年11月2日・3日の日程で開催されます。学生の有志団体に
よる模擬店や展示、著名人を招聘しての講演会やお笑い芸人によるお笑
いLIVEを企画しており、その他にも医療系学部を有する伊勢原キャンパ
スの特色を生かして、手話サークルによる手話コーラスや、骨髄移植を考
える会による企画、東海大学健康クラブによる「市民と大学の交流祭」等
を実施する予定です。学生が主体となって企画・運営を行い、学生・教職
員をはじめ多くの近隣にお住まいの方にも足を運んでいただけるように、
様々な工夫を凝らしお子様からご年配の方まで楽しめる内容となっていま

11月2日・3日 東海大学伊勢原校舎
東海大学第43回伊勢原祭実行委員
会

無料
https://iseharasaizikkouiinnkai.jimdo.co
m/

伊勢原教育計画部
伊勢原教学課・学生係
0463-93-1121（代表）

神奈川県 海老名市 ①④ 家畜に親しむつどい
畜産技術センター、県央家畜保健衛生所の施設公開のほか、畜産団体
主催の複数のイベントを同時開催し、県民に畜産への理解や地産地消を
促し、畜産振興を図るとともに、県民の福利増進を図ります。

10月27日
畜産技術センター、県央家畜保健衛
生所

一般社団法人神奈川県畜産振興
会、神奈川県牛乳普及協会、畜産
技術センター、県央家畜保健衛生所

無料
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/g8f/
cnt/f440009/documents/annai_1.pdf

神奈川県畜産技術センター
企画調整グループ
046-238-4056

畜産物販売あり
※ イベント開催前に近隣で口
蹄疫等、家畜伝染病の発生が
あった場合、荒天の場合は中

神奈川県 海老名市 ③ 秋のせせらぎ祭り
地元で活躍する方の音楽演奏やステージ、特産物の販売、ワークショップ
などで盛り上がるお祭りです。

10月12日 県立相模三川公園 相模三川公園 無料 http://www.sagami.sansen-kanagawa.jp 相模三川公園

神奈川県 海老名市 ③ 野鳥観察会
野鳥観察スポットでもある相模三川公園でバードウォッチングを体験。初
心者にも鳥の見つけ方のコツを教えます。

11月9日 県立相模三川公園 相模三川公園 http://www.sagami.sansen-kanagawa.jp 相模三川公園

神奈川県 海老名市 ② 第２回学校説明会 学校概要の説明や授業公開、部活動見学を実施します。 10月26日 県立海老名高等学校 県立海老名高等学校 無料 https://ebina-h.pen-kanagawa.ed.jp/ 046-232-2231

神奈川県 海老名市 ③ 海老名文化スポーツ賞贈呈式
文化及びスポーツの振興を目的に、顕著な功績を残した個人・団体へ賞
を贈呈します。大賞受賞者へのインタビューや実演披露のほか、ゴスペル
祝賀コンサートも開催します。

11月2日 海老名市文化会館 海老名市役所　文化スポーツ課 無料
海老名市役所　
文化スポーツ課
（046-235-4797）

神奈川県 海老名市 ③ 第52回海老名市民文化祭
展示部門では華道や書道、絵画の作品展示を行い、舞台部門ではフラダ
ンスやクラシックバレエ、舞踊などをホールで披露します。（茶道のみ有
料）

11月2～3日 海老名市文化会館 海老名市役所　文化スポーツ課 無料
海老名市役所　
文化スポーツ課
（046-235-4797）

神奈川県 海老名市 ③
第52回市民文化祭郷土芸能
部門

海老名に伝わる歌舞伎やささら踊り、おはやしなどが、一堂に会しその魅
力を伝えます。また、前日26日には歌舞伎の隈取化粧ワークショップを開
催します。

10月26日～27日 海老名市文化会館 海老名市役所　教育総務課 無料
海老名市役所　
教育総務課
（046-235-4925）

神奈川県 海老名市 ③ 海老名市温故館企画展 市内などから出土した玉についての企画展を実施します。
11月1日～令和2年2月2
日

海老名市温故館 海老名市役所　教育総務課 無料
海老名市役所　
教育総務課
（046-235-4925）

神奈川県 海老名市 ③ ベビー・ミート・ブック
0歳～2歳までの親子を対象とした読み聞かせです。読み聞かせとともに
手遊びも行い、乳児期から絵本になじんでもらいます。

9月18日～11月6日 海老名市立中央図書館 中央図書館4階キッズライブラリー 無料
海老名市立中央図書館
(046-231-5152)

神奈川県 海老名市 ③ キッズ・ミート・ブック
親子で参加できる読み聞かせ会です。大型絵本や、紙芝居、手遊びを行
います。本を楽しむとともに、親子でコミュニケーションが取れます。

10月5日～11月16日 海老名市立中央図書館 中央図書館4階キッズライブラリー 無料
海老名市立中央図書館
(046-231-5152)

神奈川県 海老名市 ③
海老名おはなしたまてばこによ
るおはなし会

ボランティア団体によるおはなし会です。絵本、紙芝居の読み聞かせをし
ます。

9月25日～11日13日 海老名市立中央図書館 中央図書館4階キッズライブラリー 無料
海老名市立中央図書館
(046-231-5152)

神奈川県 海老名市 ③ キッズ・ミート・ストーリー
5歳以上の子どもを対象とした読み聞かせです。司書が選んだ絵本や、少
し長い物語を読み聞かせます。

10月5日～11月2日 海老名市立中央図書館 中央図書館4階キッズライブラリー 無料
海老名市立中央図書館
(046-231-5152)

神奈川県 海老名市 ③ ベビー・ミート・リズム
0歳～2歳までの親子を対象とした講座です。本を読むことが苦手な子ども
へと、音・音楽から楽しんでもらうことを目的としています。

10月1日～11月5日 海老名市立中央図書館 中央図書館4階キッズライブラリー 無料
海老名市立中央図書館
(046-231-5152)

神奈川県 海老名市 ③
キッズアカデミー子ども司書講
座

図書館司書の仕事を体験する講座です。
職業体験を担っています。

10月19日～10月26日 海老名市立中央図書館 中央図書館4階キッズライブラリー 無料
海老名市立中央図書館
(046-231-5152)

神奈川県 海老名市 ③ サンカンマルシェ
海老名市・県央地区の出店者を集めたマルシェです。旬の野菜、パン、雑
貨の販売や、ワークショップを行います。

11月10日～11月10日 海老名市立中央図書館 海老名市立中央図書館前広場 無料
海老名市立中央図書館
(046-231-5152)

神奈川県 海老名市 ③ 素ばなしを楽しむおはなし会
耳から物語を楽しむ「素ばなし」で物語を楽しむおはなし会です。風情や
情景を思い浮かべ、親子でも参加できます。

11月16日～11月16日 海老名市立中央図書館 中央図書館4階キッズライブラリー 無料
海老名市立中央図書館
(046-231-5152)

神奈川県 海老名市 ③ 秋の特別おはなし会
秋の読書週間にあわせて通常のおはなし会より時間を拡大して開催しま
す。

11月4日 海老名市立　有馬図書館 多目的室 無料
海老名市立　有馬図書館
（046-238-4646）

神奈川県 海老名市 ③ 定例 おはなし会 毎週日曜日にの午前中にボランティアと図書館員で行うおはなし会です。 9月22日～11月17日 海老名市立　有馬図書館 多目的室 無料
海老名市立　有馬図書館
（046-238-4646）

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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神奈川県 海老名市 ③ 定例 おはなしひろば
第２・３金曜日の午前中に行う１～２歳向け、３歳向けの２部構成による
チーフあそびやおはなし会です。

9月13日～11月15日 海老名市立　有馬図書館 多目的室 無料
海老名市立　有馬図書館
（046-238-4646）

神奈川県 海老名市 ③ ありまでシネマ 第２・３土曜日の午前中に子ども向け映画を上映します。 9月21日～11月16日 海老名市立　有馬図書館 多目的室 無料
海老名市立　有馬図書館
（046-238-4646）

神奈川県 海老名市 ③ スペシャルシネマ 毎月第４土曜日の午後と特別期間に大人向け長編映画を上映します。 9月28日～11月2日 海老名市立　有馬図書館 多目的室 無料
海老名市立　有馬図書館
（046-238-4646）

神奈川県 海老名市 ③ 第８回　発見！郷土の歴史
知っているようで実はよく知らない、そんな身近な郷土の歴史について学
びます。第8回目を迎え海老名市内の地区の中より江戸から近代の歴史
と民俗について、フィールドワークを含めた３日間の講座を開催します。

9月17日～11月17日 海老名市内 無料
海老名市立　有馬図書館
（046-238-4646）

神奈川県 海老名市 ③ はじめての古文書
古文書の文字の判読、基本的な読み方や知識の習得を目的とした講座
を開催します。

9月17日～11月17日 門沢橋コミュニティーセンター 学習室 １ 無料
海老名市立　有馬図書館
（046-238-4646）

神奈川県 大井町 ① 町民ソフトボール大会 町内在住、在学、在勤の方を対象にソフトボール大会を開催します。 10月13日
株式会社ブルックス
ホールディングス
グラウンド

大井町
教育委員会

無料
大井町教育委員会
生涯学習課
0465-83-5409

神奈川県 大井町 ① 子ども絵画展 大井町をテーマにした子どもの絵画展を実施します。 10月19日～11月10日
大井町生涯学習
センター

大井町
教育委員会

無料
大井町教育委員会
生涯学習課
0465-83-5409

神奈川県 大井町 ① 町民体育大会 町民の健康増進、親睦を図るために自治会対抗の運動会を開催します。 10月20日
湘光中学校
グラウンド

大井町・
大井町教育委員会

無料
大井町教育委員会
生涯学習課
0465-83-5409

神奈川県 大井町 ③ 大井町文化祭 町民総ぐるみによる文化祭。芸能と展示を実施します。 10月26日～27日
大井町生涯学習
センター

大井町
教育委員会

無料
大井町教育委員会
生涯学習課
0465-83-5409

神奈川県 大井町 ① あいさつ＋ONE運動
町内各所（幼稚園、小学校、中学校及び通学路など）であいさつの街頭運
動を実施します。

11月6日 町内各所
大井町
教育委員会

無料
大井町教育委員会
生涯学習課
0465-83-5409

神奈川県 大井町 ① おおい自然園展示会
大井町全体を自然園ととらえ、町の豊かな自然や生き物等を紹介する展
示会を開催します。

11月9日～17日
大井町生涯学習
センター

大井町
教育委員会

無料
大井町教育委員会
生涯学習課
0465-83-5409

神奈川県 大井町 ① 町民歩け歩け大会
町内在住、在学、在勤の方を対象にハイキングを開催します。
（ハイキングコースは毎回変更）

11月16日 未定
大井町
教育委員会

大井町教育委員会
生涯学習課
0465-83-5409

神奈川県 大井町 ② 学校説明会
本校の教育活動及び入学者選抜の説明をします。また、体験授業や部活
動見学等も行います。

10月26日 神奈川県立大井高等学校 神奈川県立大井高等学校 無料 https://oi-h.pen-kanagawa.ed.jp/
広報グループ
0465-83-4101

神奈川県 小田原市 ①
県民スポーツ月間
中央イベント「かながわスポー
ツフェスティバルin西湘」

様々なスポーツの体験コーナーや有名アスリートを講師とした「スポーツ
体験教室」など、誰もがスポーツに親しむことができるイベントです。

10月6日 県立西湘地区体育センター 神奈川県 無料
県民スポーツ月間：
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/tz5
/cnt/f6135/

県スポーツ課　
健康・生涯スポーツグループ
045-285-0796

神奈川県 小田原市 ②
学校説明会、公開授業、部活
動見学

学校説明会の開催と同時に、本校の教育活動に対する理解を深めてい
ただくため、公開授業・部活動見学を実施します。

10月19日 神奈川県立西湘高等学校 神奈川県立西湘高等学校 無料
神奈川県立西湘高等学校ＨＰ
http://www.seisho-h.pen-

神奈川県立西湘高等学校
0465-47-2171

神奈川県 小田原市 ①④
（特別展）
「アオバトのふしぎ～森のハ
ト、海へ行く～」

丹沢の森でくらすアオバトは、春から秋にかけて大磯町の海岸に飛来して
海水を飲み、森へ戻ります。特別展では、このアオバトの一風変わった生
態をはじめとする、生き物の不思議を紹介します。

7月20日～11月10日
神奈川県立生命の星・地球博物館
特別展示室

神奈川県立生命の星・地球博物館 http://nh.kanagawa-museum.jp/
神奈川県立
生命の星・地球博物館
0465-21-1515

高校生以上：有料
中学生以下：無料

神奈川県 小田原市 ①④
(観察会)
アニマルトラッキング入門

博物館の周りの山を歩いて、生きものの「痕跡」探しに挑戦します。午後
からは、博物館で「痕跡」の持ち主を調べます。
※雨天中止。

10月26日 神奈川県立生命の星・地球博物館 神奈川県立生命の星・地球博物館 http://nh.kanagawa-museum.jp/
神奈川県立
生命の星・地球博物館
0465-21-1515

傷害保険料1日1人50円がか
かります

神奈川県 小田原市 ①④

(講座)
三葉虫ワークショップ
～ノジュールの中の化石をしら
べよう～

ボリビア産のノジュールという丸い石を材料に、化石を取り出す実験・観
察をします。とくに古生代を代表する化石、三葉虫に注目します。中学生
のみんな集まれ！

10月27日 神奈川県立生命の星・地球博物館 神奈川県立生命の星・地球博物館 http://nh.kanagawa-museum.jp/
神奈川県立
生命の星・地球博物館
0465-21-1515

傷害保険料1日1人50円がか
かります

神奈川県 小田原市 ①④
(観察会)
秋の地形地質観察会

博物館から一夜城に至るコースで、溶岩や火山地形を観察するとともに、
箱根火山の生い立ちについて学びます。また、一夜城からの展望を通し
て、神奈川県西部の大地の生い立ちを考えます。※雨天中止。

11月3日 神奈川県立生命の星・地球博物館 小田原市(石垣山一夜城) http://nh.kanagawa-museum.jp/
神奈川県立
生命の星・地球博物館
0465-21-1515

傷害保険料1日1人50円がか
かります

神奈川県 小田原市 ①④

(講座)
先生のための地層と化石入門
2019
～大磯の地形・石材・化石～

現地を歩いて、地域の特徴を調べましょう。初日は、博物館での事前学
習。2日目は、大磯町の地形、石材、貝化石等の観察・調査をすすめま
す。
※2日間の参加が条件です。

11月9日,10日 神奈川県立生命の星・地球博物館 神奈川県立生命の星・地球博物館 http://nh.kanagawa-museum.jp/
神奈川県立
生命の星・地球博物館
0465-21-1515

傷害保険料1日1人50円がか
かります

神奈川県 小田原市 ①④
(講座)
あなたのパソコンで地形を見る

自分のパソコンを使って、地形を調べる方法を実習します。地形の知識
は、旅や山歩きだけでなく、日々の生活でも活用できます。
※CDドライブ付きWindowsパソコンが必要です。

11月17日 神奈川県立生命の星・地球博物館 神奈川県立生命の星・地球博物館 無料 http://nh.kanagawa-museum.jp/
神奈川県立
生命の星・地球博物館
0465-21-1515

CDドライブ付きWindowsパソコ
ンが必要です。

神奈川県 小田原市 ③ 殺陣ワークショップ
俳優の合田雅史さんを監修に迎え、舞台・映像で使われるアクション技術
「殺陣」を体験するワークショップ。経験・未経験を問わず希望者を一般募
集し３時間程度の体験を行うものです。

11月4日
11月23日

小田原市川東タウンセンターマロニ
エ

おだわら文化事業実行委員会 文化政策課0465-33-1722 9月10日締切

神奈川県 小田原市 ③ 小田原市民文化祭
小田原市内で芸術文化活動を行っている団体が日頃の成果発表を行うも
のです市内各所で約4か月間に渡り音楽系、伝統芸能系、舞台芸術系、
展示系が展開され市民が芸術文化に触れる機会を提供します。

9月23日～12月22日 小田原市民会館ほか各所 小田原市民文化祭実行委員会 文化政策課0465-33-1722

神奈川県 小田原市 ② 市中学校美術展
市内中学校の美術科学習の成果を展示します。絵画、彫刻、デザインな
ど、様々なテーマに沿って学年ごとに展示され、美術への興味や関心を
高める内容になっています。

10月31日～11月7日 小田原市民会館 小田原市教育委員会 教育指導課0465-33-1684

神奈川県 小田原市 ② 中学校音楽会
音楽教育の一環として、今まで練習した合唱、合奏の成果を発表するとと
もに、お互いに鑑賞しあうことで豊かな情操を養う機会となっています。

11月2日 小田原市民会館 小田原市教育委員会 教育指導課0465-33-1684

神奈川県 小田原市 ① 市民公開講座
健康に関するテーマに基づき開催される公開講座で入退場自由です。体
験型講座、講演、測定等を通じ医療福祉分野を身近に学び、生活に活か
していただくことを目的としています。

11月2日
国際医療福祉大学
小田原保健医療学部

国際医療福祉大学
小田原保健医療学部

無料

国際医療福祉大学小田原保健医療学
部ＨＰ
https://odawara.iuhw.ac.jp/news/event
/index.html

国際医療福祉大学
小田原保健医療学部
総務課
0465-21-6500（代表）

申込不要、途中入退場自由
開催時間：10：00～15：00
講座内容は2019.10上旬～中
旬にＨＰ更新予定

神奈川県 開成町 ③
第49回かいせい文化祭（芸能
発表の部）

主に町内を中心に活動する文化団体、学校、保育園等による合唱・楽器
演奏・詩吟・ダンスなどの芸能発表です。

11月2日 開成町福祉会館 開成町 無料
【開成町HP】
http://www.town.kaisei.kanagawa.jp/for
ms/top/top.aspx

自治活動応援課
0465-84-0315

神奈川県 開成町 ③
第49回かいせい文化祭（展示
発表の部）

主に町内を中心に活動する文化団体、学校、幼稚園等による生け花・絵
画・写真・手芸作品などの展示発表です。

11月9日～10日 開成町民センター・保健センター 開成町 無料
【開成町HP】
http://www.town.kaisei.kanagawa.jp/for
ms/top/top.aspx

自治活動応援課
0465-84-0315

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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神奈川県
横浜市神奈川
区

② 防災訓練
災害時に適切な行動がとれるよう、実際の災害を想定して避難のシミュ
レーションを行います。

10月3日 横浜翠嵐高等学校 横浜翠嵐高等学校 無料 045-311-5856
災害時に本校に避難すること
が想定される周辺地域にお住
いの皆さま

神奈川県 鎌倉市 ① 企画展　ふたたびの「近代」
当館のリニューアルオープンを記念して、当館を代表する近代美術の名
品にとどまらず、近世から現代まで幅広く作品を展示します。

10/12～1/19 県立近代美術館鎌倉別館 県立近代美術館 http://www.moma.pref.kanagawa.jp/ 0467-22-5000

神奈川県 鎌倉市 ③
かまくら名人劇場　第37回
「よったり寄ったり競演会」

毎年秋に開催している鎌倉芸術館人気の落語公演。今回は橘家文蔵、
立川生志、古今亭菊之丞、春風亭一之輔の競演会。四者四様の持ち味
が楽しめます。

10月20日 鎌倉芸術館小ホール
サントリーパブリシティサービスグ
ループ（鎌倉市芸術館指定管理者）

https://www.kamakura-
arts.jp/calendar/2019/10/035855.html

鎌倉芸術館
0467-48-5500

全席指定 3,500円

神奈川県 鎌倉市 ③

ウィークエンド・コンサート 
Vol.3
石丸幹二×つのだたかし『歌
のマルシェへようこそ』 ―

週末の午後、気軽にコンサートを楽しんでいただくシリーズ。ミュージカル
スターで俳優の石丸幹二と日本におけるリュートの第一人者・つのだたか
しが、詩と音楽の美しい世界をお届けします。

10月26日 鎌倉芸術館小ホール
サントリーパブリシティサービスグ
ループ（鎌倉市芸術館指定管理者）

https://www.kamakura-
arts.jp/calendar/2019/10/035863.html

鎌倉芸術館
0467-48-5500

全席指定 5,500円

神奈川県 鎌倉市 ③
リサイタル・シリーズ Vol.25
宮田大チェロ・リサイタル

国内外で活躍するアーティストによる上質なクラシック音楽鑑賞の機会を
提供するリサイタル・シリーズ。絶大な人気と実力を誇る次世代のチェロ
界を担う若き逸材・宮田大の登場です。

11月23日 鎌倉芸術館小ホール
サントリーパブリシティサービスグ
ループ（鎌倉市芸術館指定管理者）

https://www.kamakura-
arts.jp/calendar/2019/11/035864.html

鎌倉芸術館
0467-48-5500

全席指定　4,000円

神奈川県 鎌倉市 ③ 特別展「オリンピックと文学者」

1896年、第1回近代オリンピックがアテネで開催されました。東京オリン
ピック・パラリンピック開催の前年に、武者小路実篤、井上靖、村上春樹ら
文学者が見て感じ、そして書いたオリンピックとその時代を紹介する展覧
会を開催します。

10月6日～12月8日 鎌倉文学館
鎌倉市芸術文化振興財団・国際ビ
ルサービス共同事業体(鎌倉文学館
指定管理者)

http://www.kamakurabungaku.com/
鎌倉文学館
0467-23-3911

一般500円
小中学生200円

神奈川県 鎌倉市 ③ ミニ特集「鎌倉と万葉集」 館収蔵の万葉集（宝永 6 年版）から鎌倉ゆかりの歌を紹介します。 10月6日～12月8日 鎌倉文学館
鎌倉市芸術文化振興財団・国際ビ
ルサービス共同事業体(鎌倉文学館
指定管理者)

http://www.kamakurabungaku.com/
鎌倉文学館
0467-23-3911

一般500円
小中学生200円

神奈川県 鎌倉市 ③
特別展　「泉鏡花没後80年　明
治・大正文藝シネマ浪漫」

鎌倉にゆかりのある泉鏡花の没後80年を記念し、鏡花を中心に明治・大
正期の文芸映画を紹介する展覧会です。

10月11日～2020年1月
13日

鎌倉市川喜多映画記念館 川喜多・KBSグループ http://www.kamakura-kawakita.org/
鎌倉市川喜多映画記念館
0467-23-2500

一般：300円
小・中学生：150円

神奈川県 鎌倉市 ③
特別展　「泉鏡花没後80年　明
治・大正文藝シネマ浪漫」関連
上映

展覧会に合わせて、明治から戦前を舞台にした小説の映画化作品を上
映します。

10月22日～2020年1月
12日

鎌倉市川喜多映画記念館 川喜多・KBSグループ http://www.kamakura-kawakita.org/
鎌倉市川喜多映画記念館
0467-23-2500

一般：1000円
小・中学生：500円（観覧料含
む）

神奈川県 鎌倉市 ③
【特別上映】『瀧の白糸』活弁
上映＋トーク

泉鏡花の代表作「義血侠血」の映画化であり、鏡花の映画化作品の中で
も最も高い評価を受けている、溝口健二監督作品『瀧の白糸』を、活動弁
士・澤登翠による活弁付で上映、上映後にはトークを実施します。

11月2日 鎌倉市川喜多映画記念館 川喜多・KBSグループ http://www.kamakura-kawakita.org/
鎌倉市川喜多映画記念館
0467-23-2500

一般：1500円
小・中学生：750円（観覧料含
む）

神奈川県 鎌倉市 ③

鎌倉市制80年記念　川喜多映
画記念館×鏑木清方記念美
術館連携「泉鏡花『星あかり』
朗読イベント＋妙長寺見学ツ

鎌倉市制80年を記念し、泉鏡花没後80年記念の展覧会でも連携している
鏑木清方記念美術館との連携企画として、鏡花作品の朗読会と、ゆかり
のある場所を巡るイベントです。

11月4日 旧川喜多邸別邸（旧和辻邸）
川喜多・KBSグループ／公益財団法
人鎌倉市芸術文化振興財団

http://www.kamakura-kawakita.org/
鎌倉市川喜多映画記念館
0467-23-2500

1500円

神奈川県 鎌倉市 ③

鎌倉市制80周年 姉妹都市提
携40周年記念事業　「鎌倉・
萩・上田・足利～映画が繋ぐ姉
妹都市～」

鎌倉市制80周年、姉妹都市提携40周年を記念して、鎌倉市の姉妹都市
である萩市、上田市、足利市にゆかりのある映画の上映とトークイベント
を開催します。

11月4日、6日～10日 鎌倉市川喜多映画記念館 川喜多・KBSグループ http://www.kamakura-kawakita.org/
鎌倉市川喜多映画記念館
0467-23-2500

一般：1000円
小・中学生：500円（観覧料含
む）

神奈川県 鎌倉市 ③
【特別上映】『樋口一葉』上映
＋講演会「樋口一葉と明治・大
正の新しい女性像」

明治期に活躍した作家・樋口一葉を題材にした映画『樋口一葉』の上映
と、この時代の女性文学者や同時代に登場した新しい女性像を巡る講演
会です。

11月16日 鎌倉市川喜多映画記念館 川喜多・KBSグループ http://www.kamakura-kawakita.org/
鎌倉市川喜多映画記念館
0467-23-2500

一般：1500円
小・中学生：750円（観覧料含
む）

神奈川県 鎌倉市 ③
ささめやゆき原画展「かまくら
文学スケッチ」

鎌倉在住のイラストレーターで絵本作家、版画家でもある、ささめやゆき
氏による「鎌倉」「文学」「大正ロマン」をテーマにした原画展です。

10月11日～2020年1月
13日

鎌倉市川喜多映画記念館 川喜多・KBSグループ http://www.kamakura-kawakita.org/
鎌倉市川喜多映画記念館
0467-23-2500

一般：300円
小・中学生：150円

神奈川県 鎌倉市 ③
ささめやゆき作品展「旧川喜多
邸別邸と絵画～雪ノ下エトラン
ジェ～」

鎌倉在住のイラストレーターで絵本作家、版画家でもある、ささめやゆき
氏による「鎌倉」「文学」「大正ロマン」をテーマにした作品展です。

11月19日～24日 旧川喜多邸別邸（旧和辻邸） 川喜多・KBSグループ http://www.kamakura-kawakita.org/
鎌倉市川喜多映画記念館
0467-23-2500

一般：300円
小・中学生：150円

神奈川県 鎌倉市 ③

特別展「泉鏡花没後80年　清
方と鏡花
 ～ふたりで紡ぐ物語の世界
～」

鏑木清方は、泉鏡花と公私ともに親交を深め、鏡花作品の装丁や口絵を
手がけました。今秋、泉鏡花の没後80年を迎えることから、本展覧会で
は、清方が手がけた明治期の絵看板をはじめ、鏡花の文学に取材した日
本画作品や小説の口絵など、鏡花との深い関わりを示す作品をご紹介し

10月26日～12月1日 鎌倉市鏑木清方記念美術館
公益財団法人鎌倉市芸術文化振興
財団

http://www.kamakura-
arts.or.jp/kaburaki/

鎌倉市鏑木清方記念美術館
0467-23-6405

一般300円
小中学生150円

神奈川県 鎌倉市 ①③ 美術講演会
特別展「泉鏡花没後80年　清方と鏡花 ～ふたりで紡ぐ物語の世界～」を
より深くお楽しみいただくための美術講演会です。

11月上旬 鏑木清方記念美術館
公益財団法人鎌倉市芸術文化振興
財団

http://www.kamakura-
arts.or.jp/kaburaki/

鎌倉市鏑木清方記念美術館
0467-23-6406

一般300円
小中学生150円

神奈川県 鎌倉市 ③
泉鏡花没後80年　関連イベン
ト
朗読イベント「星あかり」＋妙

鎌倉の妙長寺を舞台とした鏡花作品「星あかり」の朗読とゆかりの地を巡
ります。

11月4日 川喜多映画記念館、妙長寺

神奈川県 鎌倉市 ③

泉鏡花没後80年 関連イベント
鎌倉市鏑木清方記念美術館
×鎌倉市川喜多映画記念館　
相互割引

鏡花没後80年イベントに関連し、両館の入館料の相互割引を実施しま
す。

10月26日～12月1日
鎌倉市鏑木清方記念美術館
鎌倉市川喜多映画記念館

公益財団法人鎌倉市芸術文化振興
財団

http://www.kamakura-
arts.or.jp/kaburaki/

鎌倉市鏑木清方記念美術館
0467-23-6406

神奈川県 鎌倉市 ③ 鎌倉市制80周年記念式典

11月3日の市制意念日に、鎌倉ジュニアオーケストラの演奏、清泉女学院
によるラトビア国際合唱コンクールグランプリ受賞記念合唱、姉妹都市萩
市ジュニア訪問団の報告など、鎌倉の未来を担う次世代の若い力を全面
に押し出す内容の式典を実施します。また、式典では、鎌倉市政80周年
記念事業「鎌倉仙覚文庫」設立に寄せて、国際日本文化研究センター名
誉教授、高志の国文学館館長である中西進氏を招聘し、「令和の時代と
万葉のこころ」と題して講演していただきます。

11月3日 鎌倉芸術館 鎌倉市 無料
文化人権課
0467-61-3852

神奈川県 鎌倉市 ①③ 第41回技能祭
技能の周知・啓発を図るため、市内技能職組合による実演・体験・展示・
即売・相談会及び豪華景品が当たる抽選会などを行います。
植木リトゥル･エコー･アンサンブル（小学生ビッグバンド）も特別出演しま

10月20日 鎌倉市役所駐車場
鎌倉市、鎌倉市技能職団体連絡協
議会

https://www.city.kamakura.kanagawa.jp
/kinrou/ginou.html

鎌倉市 商工課 勤労者福祉
担当
0467-61-3853

神奈川県 鎌倉市 ①
共生のまちづくり連続講座　地
域から、共生社会をつくる（第４
回）

共生社会の実現に向けて、市民等が多様な視点から共生の取組を学び、
共生の理解を深めるための連続講座です。各地で行われている先進的な
活動を学ぶことで、誰も排除されない環境づくりを目指します。

11月21日 大船学習センター 鎌倉市地域共生課 無料 http://www.city.kamakura.kanagawa.jp/
地域共生課
0467（23）3000　内線2496

神奈川県 鎌倉市 ③ 第31回「鎌倉市緑化まつり」
鎌倉市緑化まつりは、鎌倉市緑の基本計画の施策の一つである「緑化ま
つりの開催」に位置付けられており、緑に対する市民意識の高揚と緑化
の普及を図ることを目的に、各種緑化推進団体等の皆様と連携し開催し

10月27日 鎌倉中央公園 鎌倉市緑化まつり実行委員会 無料
https://www.city.kamakura.kanagawa.jp
/midori/matsuri.html

鎌倉市緑化まつり実行委員
会事務局（鎌倉市みどり課
内）

荒天中止

神奈川県 鎌倉市 ③ 稲刈り祭り
広町田んぼの会を中心としたイベントです。6月の田植え祭りで植えた苗
を収穫し、昨年の収穫米で握ったおにぎりを提供します。

10月12日 鎌倉広町緑地 鎌倉広町パートナーズ http://www.kamakurahiromachi.com
鎌倉広町緑地管理事務所
0467-32-5112

神奈川県 鎌倉市 ③ こんにゃく作り教室 広町の畑でとれたこんにゃく芋でこんにゃくを作り、試食します。 11月13日 腰越行政センター調理室 鎌倉広町パートナーズ http://www.kamakurahiromachi.com
鎌倉広町緑地管理事務所
0467-32-5112

神奈川県 鎌倉市 ③ 収穫祭
広町のボランティアグループが里山復元活動で得られた収穫物を来園者
とともに味わい、都市林の魅力を伝える催し物です。

11月16日 鎌倉広町緑地 鎌倉広町パートナーズ http://www.kamakurahiromachi.com
鎌倉広町緑地管理事務所
0467-32-5112

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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神奈川県 鎌倉市 ①③④ 【展示】「地域発見！」
中央・腰越・深沢・玉縄・大船の市内５地域についての資料を各図書館で
展示します。

11月1日～12月1日 市内各図書館 鎌倉市 無料
【鎌倉市中央図書館HP】
https://lib.city.kamakura.kanagawa.jp

鎌倉市中央図書館
0467-25-2611

神奈川県 鎌倉市 ① 【展示】「POP大賞！」
市内の小・中・高校生によるおすすめの本の紹介POPの展示と投票をお
こないます。

11月1日～12月1日 市内各図書館 鎌倉市 無料
【鎌倉市中央図書館HP】
https://lib.city.kamakura.kanagawa.jp

鎌倉市中央図書館
0467-25-2612

神奈川県 鎌倉市 ①③ 「図書館DEゲーム」 鎌倉かるたや鎌倉発のゲームを図書館で楽しむ会です。 11月 深沢学習センター第３集会室 鎌倉市 無料
【鎌倉市中央図書館HP】
https://lib.city.kamakura.kanagawa.jp

鎌倉市中央図書館
0467-25-2613

11月9日で調整中

神奈川県 鎌倉市 ①
【講座と散策】「田辺松坡と鎌
倉妙本寺」

田辺新之助の 生涯を漢詩人としての側面に光をあてて辿りながら、妙本
寺との関わりについて考え、妙本寺を詠んだ詩を鑑賞する会です。

11月10日 鎌倉妙本寺書院 鎌倉市 無料
【鎌倉市中央図書館HP】
https://lib.city.kamakura.kanagawa.jp

鎌倉市中央図書館
0467-25-2615

協力：松坡文庫研究会

神奈川県 鎌倉市 ① 【講座】深沢・腰越の谷戸から 深沢・腰越地域にある谷戸の調査に基づく講演会です。 11月11日 深沢学習センター第2集会室 鎌倉市 無料
【鎌倉市中央図書館HP】
https://lib.city.kamakura.kanagawa.jp

鎌倉市中央図書館
0467-25-2616

協力：CPCの会

神奈川県 鎌倉市 ① 【展示】「絵本で楽しむ動物園」 動物にちなんだ絵本の紹介やパネル展示、おはなし会です。 11月15日,16日 玉縄学習センター和室 鎌倉市 無料
【鎌倉市中央図書館HP】
https://lib.city.kamakura.kanagawa.jp

鎌倉市中央図書館
0467-25-2617

神奈川県 鎌倉市 ①④ ＭＬＡ勉強会 図書館・美術館・博物館の連携について学ぶ会です。 11月 大船学習センター第1集会室 鎌倉市 無料
【鎌倉市中央図書館HP】
https://lib.city.kamakura.kanagawa.jp

鎌倉市中央図書館
0467-25-2618

11月12日,13日,14日で調整中

神奈川県 鎌倉市 ①
１６ミリフィルム上映会『ガラス
のうさぎ』

鎌倉視聴覚協会による上映会です。 11月16日 玉縄学習センター 鎌倉市 無料
【鎌倉市中央図書館HP】
https://lib.city.kamakura.kanagawa.jp

鎌倉市中央図書館
0467-25-2619

協力：鎌倉視聴覚協会

神奈川県 鎌倉市 ①
【講演】「腰越に生きた女性た
ち」

腰越にゆかりある女性たち（沖本幸子、パヴロバ、モンタナ修道院関連な
ど）についての講演です。

11月16日 腰越学習センター 鎌倉市 無料
【鎌倉市中央図書館HP】
https://lib.city.kamakura.kanagawa.jp

鎌倉市中央図書館
0467-25-2620

協力：かまくら女性史の会

神奈川県 鎌倉市 ①
【鑑賞会】「朗読とクラシックの
午後」

図書館所蔵のクラシックレコードの鑑賞とかまくら女性史の会による朗読
鑑賞会です。

11月17日 大船学習センター 鎌倉市 無料
【鎌倉市中央図書館HP】
https://lib.city.kamakura.kanagawa.jp

鎌倉市中央図書館
0467-25-2621

協力：かまくら女性史の会

神奈川県 鎌倉市 ①
バッハ作曲、Ｖnシャコンヌ・チェ
ロ組曲

バイオリンとチェロによるバッハの曲の演奏を鑑賞します。 10月27日 腰越学習センター 鎌倉市教育委員会 無料
【鎌倉市生涯学習推進委員会HP】
https://jyouhou2030.sakura.ne.jp

鎌倉生涯学習センター
0467-25-2030

はがきによる応募制

神奈川県 鎌倉市 ①
人形劇公演「３びきのこぶた」
がやってくる

親子での人形劇鑑賞会です。 10月27日 深沢学習センター 鎌倉市教育委員会 無料
【鎌倉市生涯学習推進委員会HP】
https://jyouhou2030.sakura.ne.jp

鎌倉生涯学習センター
0467-25-2030

はがきによる応募制

神奈川県 鎌倉市 ① 榎本武揚と明治維新 講演会 11月9日 大船学習センター 鎌倉市教育委員会 無料
【鎌倉市生涯学習推進委員会HP】
https://jyouhou2030.sakura.ne.jp

鎌倉生涯学習センター
0467-25-2030

はがきによる応募制

神奈川県 鎌倉市 ①
国シリーズ・ファドを聞きポルト
ガルを想う

ポルトガルの代表的な音楽であるファドのコンサートです。 11月17日 玉縄学習センター 鎌倉市教育委員会 無料
【鎌倉市生涯学習推進委員会HP】
https://jyouhou2030.sakura.ne.jp

鎌倉生涯学習センター
0467-25-2030

はがきによる応募制

神奈川県 鎌倉市 ①③
市制施行80周年記念　特別展
（仮）宗教都市鎌倉～古都の
祈りのかたち～

鎌倉で中世から近世にかけて活発な宗教活動を繰り広げた宗教諸派のう
ち、仏教・神道を中心とした名宝を系統別に一堂に展観します。

10月12日～12月1日 鎌倉国宝館 鎌倉市教育委員会
https://www.city.kamakura.kanagawa.jp
/kokuhoukan/

鎌倉国宝館
0467-22-0753

一般600円
小・中学生200円

神奈川県 鎌倉市 ①③
市制80周年　企画展
和鏡―水鑑から魔鏡まで―

鎌倉市内の発掘調査で発見された和鏡や鎌倉の寺院に伝世した古鏡を
展観し、中世の鎌倉に住んだ人々の嗜好性に迫ります。また、当館館長
の青木豊が長年にわたり蒐集)した平安～江戸時代までの和鏡を展観
し、その形式的な移り変わりや多彩な文様表現の変遷から、当時の人々
の美的感覚やそれぞれの時代背景を探ります。

9月7日～2020年１月11
日

鎌倉歴史文化交流館 鎌倉市教育委員会
http://www.city.kamakura.kanagawa.jp/
rekibun/koryukan.html

鎌倉歴史文化交流館
0467-73-8501

一般300円
小・中学生100円

神奈川県 川崎市 ②
きて、みて、であう　あさお週間
　学校見学会

保護者や地域の方々に学校の様子を身近に感じ、学校に対する理解と
支援をより一層深めていただくために、本校の教育内容をご紹介します。

10月11日
16～18日、21日

麻生養護学校 麻生養護学校 無料
https://www.pen-
kanagawa.ed.jp/asao-sh/

麻生養護学校
044-980-4850

事前申込みが必要です

神奈川県 川崎市 ②
きて、みて、であう　あさお週間
　公開研修会

保護者および地域の方々を対象に、障害者をとりまく今日的課題とその
対応について公開研修会を行います。

10月11日 麻生養護学校 麻生養護学校 無料
https://www.pen-
kanagawa.ed.jp/asao-sh/

麻生養護学校
044-980-4850

事前申込みが必要です

神奈川県 川崎市 ② ☆柿祭（ほしがきさい）
本校の文化祭です。各学部の児童・生徒によるｽﾃｰｼﾞ発表や作品展示な
ど、日頃の学習の成果を発表します。また、高等部作業班や外部団体の
販売もあります。

11月22日～23日 麻生養護学校 麻生養護学校 無料
https://www.pen-
kanagawa.ed.jp/asao-sh/

麻生養護学校
044-980-4850

神奈川県 川崎市 ①
ファミリー・コミュニケーション・
ウォーク

家族と一緒に会話を楽しみながら歩く「ファミリー・コミュニケーション・
ウォーク」を開催します。NPO法人神奈川県歩け歩け協会が主催し、県教
育委員会が共催しています。

11月3日
川崎駅～わいわい緑道～南河原公
園～東芝資料館～川崎駅

ＮＰＯ法人神奈川県歩け歩け協会
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/vn7
/cnt/f7179/index.html

NPO法人
神奈川県歩け歩け協会
045(661)8388

学校支援課
電話
045(210)8230

神奈川県 川崎市 ②③ 文化祭
保護者や近隣の皆さまに、本校の取組内容の成果を披露し、本校の教育
活動への理解を深めていただきます。

10月26日 川崎工科高等学校 川崎工科高等学校 無料
https://kawasakikoka-th.pen-
kanagawa.ed.jp/

生徒会グループ
044-511-4394

神奈川県 川崎市 ② 第2回学校説明会 本校の教育内容等を理解していただきます。 11月16日 川崎工科高等学校 川崎工科高等学校 無料
https://kawasakikoka-th.pen-
kanagawa.ed.jp/

広報連携グループ
044-511-4394

神奈川県 川崎市 ③ あそびにこらんしょ福島市
土湯こけしの製作実演販売、物産販売など、福島県の魅力が詰まった催
しです。

10月19日～20日 川崎市立日本民家園 川崎市立日本民家園

【日本民家園　催し物・
展示・講座のご案内】
http://www.nihonmink
aen.jp/event/

川崎市立日本民家園
044-922-2181

※10月19日は入園無料。

神奈川県 川崎市 ③ 古民家めぐり(暮らし・東北）
園内を村ごとに巡り、それぞれの家の暮らしの特徴について園長が解説
します。

10月22日 川崎市立日本民家園 川崎市立日本民家園

【日本民家園　催し物・
展示・講座のご案内】
http://www.nihonmink
aen.jp/event/

川崎市立日本民家園
044-922-2181

神奈川県 川崎市 ③ 企画展示解説
企画展示「おこさまとのくらし-岡上の養蚕信仰-」について、展示の見所
などを当園職員がわかりやすく解説します。

10月26日 川崎市立日本民家園 川崎市立日本民家園

【日本民家園　催し物・
展示・講座のご案内】
http://www.nihonmink
aen.jp/event/

川崎市立日本民家園
044-922-2181

神奈川県 川崎市 ③
むかし話「お国言葉で語りっ
こ」

囲炉裏を囲みながら、色々な地方の言葉でそれぞれの地方のむかし話を
語ります。

10月27日 川崎市立日本民家園 川崎市立日本民家園

【日本民家園　催し物・
展示・講座のご案内】
http://www.nihonmink
aen.jp/event/

川崎市立日本民家園
044-922-2181

神奈川県 川崎市 ③ むかし話「万華鏡のむかし話」
囲炉裏を囲みながら、小さなお子さんでもわかるようなむかし話が楽しめ
ます。

11月2日 川崎市立日本民家園 川崎市立日本民家園

【日本民家園　催し物・
展示・講座のご案内】
http://www.nihonmink
aen.jp/event/

川崎市立日本民家園
044-922-2181

神奈川県 川崎市 ③ 民家園まつり
どなたでも無料で入園できる特別な日。歌舞伎公演(有料)、むかし遊び、
伝統技術実演など、園内でさまざまな催しを楽しめます。

11月3日 川崎市立日本民家園 川崎市立日本民家園

【日本民家園　催し物・
展示・講座のご案内】
http://www.nihonmink
aen.jp/event/

川崎市立日本民家園
044-922-2181

歌舞伎公演のみ観覧
券の購入が必要

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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神奈川県 川崎市 ③ 伝統技術実演 堂宮彫刻・陶芸などの実演や一部体験（実費）もできます。 11月3日～4日 川崎市立日本民家園 川崎市立日本民家園

【日本民家園　催し物・
展示・講座のご案内】
http://www.nihonmink
aen.jp/event/

川崎市立日本民家園
044-922-2181

神奈川県 川崎市 ③ 古民家めぐり(建築・東北）
園内を村ごとに巡り、建築物の特徴について専門職員（文化財建造物修
理主任技術者）が解説します。

11月4日 川崎市立日本民家園 川崎市立日本民家園

【日本民家園　催し物・
展示・講座のご案内】
http://www.nihonmink
aen.jp/event/

川崎市立日本民家園
044-922-2181

神奈川県 川崎市 ③ 古民家めぐり(暮らし・宿場)
園内を村ごとに巡り、それぞれの家の暮らしの特徴について園長が解説
します。

11月9日 川崎市立日本民家園 川崎市立日本民家園

【日本民家園　催し物・
展示・講座のご案内】
http://www.nihonmink
aen.jp/event/

川崎市立日本民家園
044-922-2181

神奈川県 川崎市 ③ むかし話「みちのく・むかし話」
囲炉裏を囲みながら、みちのくに伝わるむかし話を現地の言葉で語りま
す。

11月16日 川崎市立日本民家園 川崎市立日本民家園

【日本民家園　催し物・
展示・講座のご案内】
http://www.nihonmink
aen.jp/event/

川崎市立日本民家園
044-922-2181

神奈川県 川崎市 ③ 企画展示解説
企画展示「おこさまとのくらし-岡上の養蚕信仰-」について、展示の見所
などを当園職員がわかりやすく解説します。

11月16日 川崎市立日本民家園 川崎市立日本民家園

【日本民家園　催し物・
展示・講座のご案内】
http://www.nihonmink
aen.jp/event/

川崎市立日本民家園
044-922-2181

神奈川県 川崎市 ③
夜の民家園～古民家と紅葉の
ライトアッ
プ

開園時間を20時まで延長し、古民家ともみじをライトアップします。手提げ
提灯の貸出も行います。夜なべ仕事実演、回り灯篭の展示とお子様向け
ワークショップ（詳細はウェブサイトにて）を行います。雨天時縮小。

11月23～24日 川崎市立日本民家園 川崎市立日本民家園

【日本民家園　催し物・
展示・講座のご案内】
http://www.nihonmink
aen.jp/event/

川崎市立日本民家園
044-922-2181

神奈川県 川崎市 ③ 甲州市のころ柿展示
民家園に移築されている旧広瀬家住宅のふるさと、山梨県甲州市の名産
品であるころ柿作りを再現します。民家の軒先に柿を吊るして干す風景を
ご覧になれます。※詳細は10月以降、ウェブサイトにてお知らせします。

11月中旬～12月中旬 川崎市立日本民家園 川崎市立日本民家園

【日本民家園　催し物・
展示・講座のご案内】
http://www.nihonmink
aen.jp/event/

川崎市立日本民家園
044-922-2181

神奈川県 川崎市 ① 地名散歩
川崎市発展の礎となった産業遺産を中心とした地名散歩です。座学と現
地散策。9月18日までに要申込み。

10月6、19、27日
11月10日

川崎市生活文化会館、川崎市川崎
区・幸区・横浜市鶴見内

川崎市教育委員会
http://www.city.kawasaki.jp/880/page/
0000109150.html

地名資料室
044-812-1102

神奈川県 川崎市 ③ 指定文化財等現地特別公開
常時公開されていない川崎市域にある指定文化財等を特別に一般公開
します。

11月15、16、17日 泉澤寺 川崎市教育委員会 無料
http://www.city.kawasaki.jp/880/categ
ory/10-6-1-0-0-0-0-0-0-0.html

文化財課
044-200-3305

神奈川県 川崎市 ①③ 趣味の教室
市民の健康促進と相互交流の気化器を提供することを目的として実施し
ます。
茶道や絵画など24種類29講座を開講します。

通年 市民プラザ諸室
川崎市民プラザ(市民プラザNTJ共
同事業体)

川崎市民プラザHP
https://www.kawasaki-shiminplaza.jp/

川崎市民プラザ
044-888-3131

神奈川県 川崎市 ①③ 茶道のすゝめ(表千家)秋期 市民プラザの茶室「小高庵」で実施する茶道の短期講座です。 9月～12月
市民プラ
茶室

川崎市民プラザ(市民プラザNTJ共
同事業体)

川崎市民プラザHP
https://www.kawasaki-shiminplaza.jp/

川崎市民プラザ
044-888-3131

神奈川県 川崎市 ① デッサン教室
絵画の基礎として必要な描写力向上を目指します。モデルを使って短時
間で描く、クロッキー講習など様々な題材に挑戦します。

9月～12月 市民プラザギャラリー
川崎市民プラザ(市民プラザNTJ共
同事業体)

川崎市民プラザHP
https://www.kawasaki-shiminplaza.jp/

川崎市民プラザ
044-888-3131

神奈川県 川崎市 ① 写真教室
一眼レフカメラで写真の基本的な撮り方から本格的な技術を学びます。屋
外での実技と講評を交互に実施します。

10月～3月 市民プラザセミナールーム
川崎市民プラザ(市民プラザNTJ共
同事業体)

川崎市民プラザHP
https://www.kawasaki-shiminplaza.jp/

川崎市民プラザ
044-888-3131

神奈川県 川崎市 ① フラダンス教室
フラダンスの基礎となるステップやハンドモーション等を基本から学びま
す。

10月～12月 市民プラザ練習室
川崎市民プラザ(市民プラザNTJ共
同事業体)

川崎市民プラザHP
https://www.kawasaki-shiminplaza.jp/

川崎市民プラザ
044-888-3131

神奈川県 川崎市 ①③ I・B・A BIG BAND道場 ビッグバンドのアンサンブルを学ぶ講座です。 11月～3月 市民プラザ練習室
川崎市民プラザ(市民プラザNTJ共
同事業体)

川崎市民プラザHP
https://www.kawasaki-shiminplaza.jp/

川崎市民プラザ
044-888-3131

神奈川県 川崎市 ③
ラテンジャズビッグバンドフェス
ティバル2019

学生、社会人のアマチュアビッグバンドやプロのミュージシャンによるラテ
ンとジャズのフェスティバル。26日は前夜祭として開催します。

10月26日
10月27日

市民プラザ屋内広場
川崎市民プラザ(市民プラザNTJ共
同事業体)

川崎市民プラザHP
https://www.kawasaki-shiminplaza.jp/

川崎市民プラザ
044-888-3131

神奈川県 川崎市 ③
ひびのこづえブローチワーク
ショップ

コスチューム・アーティストのひびのこづえさんによるワークショップです。 11月9日 市民プラザ屋内広場
川崎市民プラザ(市民プラザNTJ共
同事業体)

川崎市民プラザHP
https://www.kawasaki-shiminplaza.jp/

川崎市民プラザ
044-888-3131

神奈川県 川崎市 ①② 企画展「非平和展」
難民を切り口にした非平和を描いた写真や収容中に描いた作品を展示
（予定）します。

11月10日～12月8日 川崎市平和館 川崎市平和館 無料
川崎市平和館からのお知らせ
http://www.city.kawasaki.jp/shisetsu/c
ategory/21-21-12-0-0-0-0-0-0-

川崎市平和館
044-433-0171

10月上旬から中旬に内容等決
定予定

神奈川県 川崎市 ①
秋のあそび場inたかつ！たか
つスマイルスポーツフェスティ
バル

障害のあるなしに関わらず誰もが参加できるイベントを実施します。 10月26日 神奈川県立高津養護学校
川崎市、川崎市総合型スポーツクラ
ブネットワーク

無料
川崎市市民文化局
市民スポーツ室
044-200-3312

神奈川県 川崎市 ③ 交流の響き2019 in かわさき
全国の新聞社が開催する音楽コンクールの入賞者13名が「音楽のまち・
かわさき」に集い個性豊かな旋律を奏でます。

10月19日 ミューザ川崎シンフォニーホール
神奈川新聞社、川崎市

無料
神奈川新聞社「交流の響き」
事務局
045-227-0779

神奈川県 川崎市 ③
MUZAランチタイムコンサート 
11月
オルガン＆トランペット

古くから一緒に演奏されることが多いオルガンとトランペット。オリジナル
の共演曲からオルガン・ソロまで、名手とともに幅広くお届けします。

11月5日 ミューザ川崎シンフォニーホール
ミューザ川崎シンフォニーホール（川
崎市文化財団グループ）

https://www.kawasaki-sym-
hall.jp/calendar/detail.php?id=2432&y=
2019&m=11

ミューザ川崎
シンフォニーホール
044-520-0200

神奈川県 川崎市 ③
ウィーン・フィルハーモニー管
弦楽団

日本オーストリア友好150周年記念コンサートです。 11月6日 ミューザ川崎シンフォニーホール
川崎市、ミューザ川崎シンフォニー
ホール（川崎市文化財団グループ）

https://www.kawasaki-sym-
hall.jp/calendar/detail.php?id=2458&y=
2019&m=11

ミューザ川崎
シンフォニーホール
044-520-0200

神奈川県 川崎市 ③
ミューザ川崎シンフォニーホー
ル＆東京交響楽団
 名曲全集第151回

オランダの名門、ロイヤル・コンセルトヘボウ管と共演し、絶賛された二人
の兄弟。今回、モーツァルトの「ピアノ協奏曲 K.242」を披露する。1950年
代に東響により日本初演された、ショスタコーヴィチの「交響曲第11番」
を、リューベック歌劇場音楽総監督を務める沼尻竜典が指揮。

11月10日 ミューザ川崎シンフォニーホール
ミューザ川崎シンフォニーホール（川
崎市文化財団グループ）、公益財団
法人東京交響楽団

https://www.kawasaki-sym-
hall.jp/calendar/detail.php?id=2400&y=
2019&m=11

ミューザ川崎
シンフォニーホール
044-520-0200

神奈川県 川崎市 ③
ベルリン・フィルハーモニー管
弦楽団

今回で23回目となる来日公演では、50年以上におよぶ関係を楽団と築
き、2019年2月に名誉団員の称号を与えられた巨匠ズービン・メータの指
揮による演奏を披露します。

11月19日 ミューザ川崎シンフォニーホール
川崎市、ミューザ川崎シンフォニー
ホール（川崎市文化財団グループ）

https://www.kawasaki-sym-
hall.jp/calendar/detail.php?id=2459&y=
2019&m=11

ミューザ川崎
シンフォニーホール
044-520-0200

神奈川県 川崎市 ③ 川崎市文化賞等贈呈式
川崎市文化賞・川崎市社会功労賞・川崎市スポーツ賞・川崎市アゼリア
輝賞受賞者に賞を贈呈します。

11月初旬 川崎市国際交流センター 川崎市 無料
川崎市市民文化局
市民文化振興室
044-200-2280

神奈川県 川崎市 ③ かわさきジャズ２０１９
“ジャズは橋を架ける”をテーマに川崎ならではの音楽文化を発信する
ジャズフェスティバル。国内外のトッププレイヤーによる公演、まちかどの
フリーライブ等市内各所で多彩な音楽イベントを開催します。

9月6日～11月17日
ミューザ川崎シン
フォニーホール、カルッツかわさきな
ど市内各所

かわさきジャズ2019実行委員会
川崎市

https://www.kawasakijazz.jp/
かわさきジャズ2019
実行委員会事務局
044-223-8623

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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神奈川県 川崎市 ③
第25回ＫＡＷＡＳＡＫＩしんゆり
映画祭2019

新百合ヶ丘駅を中心とした「しんゆり・芸術のまち」において「第25回ＫＡＷ
ＡＳＡＫＩしんゆり映画祭2019」を開催し、川崎からの文化芸術の発信と、
市民参加による芸術のまちづくりを進めます。

10月27日～11月4日 川崎市アートセンター NPO法人ＫＡＷＡＳＡＫＩアーツ https://www.main.siff.jp/
NPO法人ＫＡＷＡＳＡＫＩアー
ツ・映画祭事務局
044-953-7652

神奈川県 川崎市 ③
美術作品展「Colors かわさき
2019展」

誰もが共に文化芸術に取り組むことができる社会的包摂の進んだ社会の
実現を目的に、障害の有無に関わらず作品の魅力を伝える展覧会を開
催します。また、開催期間中に来場者の理解を深めるためのワークショッ
プ等を開催します。

11月15～24日
ミューザ川崎シンフォニーホール4Ｆ　
企画展示室・研修室4

公益財団法人　川崎市文化財団 無料 https://www.kbz.or.jp/
公益財団法人
川崎市文化財団　事業課
044-272-7366

神奈川県 川崎市 ③

岡本太郎美術館開館20周年
記念展　これまでの企画みん
な見せます！後期／芸術と社
会　現代の作家たち

開館20周年の記念として、これまでに開催してきた企画展をもう一度振り
返り、展覧会を象徴する代表的作品や資料を抽出し、展示します。

10月26日～1月13日 川崎市岡本太郎美術館 川崎市岡本太郎美術館
岡本太郎美術館公式HP
http://www.taromuseum.jp/

川崎市岡本太郎美術館
044-900-9898

神奈川県 川崎市 ①②④ 第12回川崎国際環境技術展
本市に蓄積する優れた環境技術やノウハウを川崎から国内外に情報発
信する展示会です。環境産業の振興や、途上国への技術移転などの国
際貢献を図ることを目的としています。

11月13～14日 カルッツかわさき 川崎国際環境技術展実行委員会 無料 https://www.kawasaki-eco-tech.jp
川崎国際環境技術展実行委
員会事務局
044-200-2313

神奈川県 川崎市 ①②③ かわさき読書の日のつどい

児童生徒の読書活動への関心と理解を深めるとともに、積極的に読書活
動に取り組む意欲を高めることを目的に毎年開催しています。読み聞か
せ等のボランティア団体及び市内公立学校の児童生徒の読書活動表彰
と講演会を実施します。

11月3日 川崎市中原市民館 川崎市教育委員会 無料
川崎市教育委員会事務局学
校教育部指導課
044-200-1140

HPは後日作成予定

神奈川県 川崎市 ③

2020年5月公演「創作ダンス
劇」のための
わたしいろのダンス・ワーク
ショップ
「成果発表会」

2020年5月に公演する創作ダンス劇にむけて、市民が参加しプロの振付
家による全12回の「わたしいろのダンス・ワークショップ」とネーミングした
ダンスワークショップの成果発表会。

11月2日
川崎市スポーツ・文化総合センター 
(愛称：カルッツかわさき）・アクトスタ
ジオ

カルッツかわさき指定管理者：株式
会社アクサス川崎

無料
カルッツかわさきHP:
http://culttz.city.kawasaki.jp/

カルッツかわさき
044-222-5223

神奈川県 川崎市 ③

「大谷康子Presentsワールド
ミュージック」　　　　　　　　　　　　
　　～倍賞千恵子夫妻と世界を
めぐる旅～

川崎市市民文化大使 大谷康子さんが、特別ゲストの倍賞千恵子さんと小
六 禮次郎さん夫妻と、川崎市にゆかりの深い世界の都市をバグパイプ、
ヨーデル、二胡、トルンなどの音楽にのせて巡ります。また、カルッツかわ
さきを拠点にワークショップを重ねたゴスペル合唱団も共演し、舞台を彩り

11月3日
川崎市スポーツ・文化総合センター 
(愛称：カルッツかわさき）・ホール

カルッツかわさき指定管理者：株式
会社アクサス川崎

カルッツかわさきHP:
http://culttz.city.kawasaki.jp/

カルッツかわさき
044-222-5223

神奈川県 川崎市 ①②③

専修大学創立140周年記念事
業・新制大学70年記念特別展
示
「新制専修大学の出発」

　昭和24年4月、専修大学は戦後新たに制定された学校教育法に基づく
「新しい大学」（新制大学）として再スタートをきりました。ちょうど70年前の
ことです。実は生田キャンパスはこの新制大学としての認可を得るために
つくられたキャンパスでした。まさに新制専修大学こそ現在の専修大学の
原点と言えるのです。
　本展示では、専修大学140年の軌跡のうち、その半生となる新制専修大
学の姿をなつかしい写真や資料でご紹介します。多くの卒業生を世に送り
出した戦後の専修大学の歩みをぜひご覧ください。

11月7日～12月7日
※日・祝は休館

専修大学
生田キャンパス9号館（120年記念
館）1階　エントランス

専修大学大学史資料室 無料
専修大学大学史資料室
ＴＥＬ：03-3265-5879

神奈川県 川崎市 ①②③
専修大学図書館　秋の企画展
「書do！展」

本学所蔵の書道関係の資料を貴重書含め、約30点展示します。鑑賞する
ために知っておくとよい事がら等について紹介するとともに、体験型「書く」
コーナーを設置し、来場者で「千字文」を完成させるイベントを企画してい
ます。

10月14日～11月3日
※11月3日以外の日曜
日および図書館休館日
(10月22日，10月30日～
11月1日)は除く。

専修大学
生田キャンパス9号館（120年記念
館）
3階　図書館　研修室

専修大学図書館 無料
【専修大学図書館HP】
https://www.senshu-u.ac.jp/library/

専修大学図書館
（総務係）
ＴＥＬ：044-911-1274

神奈川県 川崎市 ①③④
第３回人文科学研究所公開講
演会「21世紀アメリカ映画徹底
解剖」（仮題）

専修大学人文科学研究所では、所員の研究成果を社会に還元する貢献
活動として、一般市民を主な対象とする公開講演会を年数回実施してい
ます。今回は、本学文学部の末廣幹教授（「承前啓後の21世紀アメリカ映
画」[仮題]）と同じく中垣恒太郎教授（「トランプ現象とアメリカ映画の想像
力」[仮]）が講演し、21世紀のアメリカ映画に見られる過去の映画への引
用やオマージュの意味について議論します。

11月16日 専修大学生田キャンパス（予定） 専修大学人文科学研究所 無料
https://www.senshu-
u.ac.jp/research/center/jinbun/

専修大学人文科学研究所事
務局jinbun@isc.senshu-
u.ac.jp

神奈川県 川崎市 ①②③
専修大学スポーツ研究所公開
シンポジウム
スポーツレガシーシリーズ

学外より多彩なゲストを招聘し、基調講演、シンポジウムを開催します。本
年で12回目を迎えます（ゲスト、プログラム調整中）。

11月21日を予定 専修大学生田キャンパス 専修大学スポーツ研究所 無料
http://suisport.jp/
（今後随時掲載予定）

専修大学スポーツ研究所
sports@isc.senshu-u.ac.jp
044-911-1032

神奈川県 川崎市 ①
専修大学スポーツ実践講座
「中高年の健康を考える」

今年で22回目を数える専修大学スポーツ実践講座です。30歳以上の方を
対象とし、レクリエーションを取り入れながら7つの種目の体験を通してス
ポーツを楽しみます。

毎週火曜日 専修大学生田キャンパス 専修大学スポーツ研究所
専修大学教務課教養
044-900-7855

神奈川県 川崎市 ②
専修大学地域スポーツ講座
「子どもの“からだ”と“うごき”と
“こころ”づくり教室」

子どもにおける ”からだ” と ”うごき” と ”こころ” づくりを目的とした、専修
大学少年少女レスリング教室です。

毎週月、木、土曜日 専修大学生田キャンパス 専修大学スポーツ研究所 無料 https://www.teambisons2009.jp/

TEAM BISON’S by 
SENSHU-UNIV.
https://www.teambisons200
9.jp/問い合わせ/

神奈川県 川崎市 ①
IT×ものづくり入門～コン
ピュータを使って工作を体験し
てみよう！

　本講座では、多くの方々に「ものづくり」や「コンピュータ」の楽しさを体験
していただきながら、世の中にあるITのしくみを理解したり、ITを学ぶこと
の意義を感じていただくことを狙いとしています。プログラミングの経験が
なくても、ものが思い通りに動くさまを体験できる楽しい講座となっており
ます。
　具体的には、Arduinoというマイコンを用い、簡単なプログラミングをする

11月2日
 13：00～16:00

専修大学生田校舎9号館４階
専修大学 情報科学研究所、情報科
学センター

無料 http://senshu-iis.jp/

専修大学情報科学研究所
「公開講座」係
koukai-kouza@isc.senshu-
u.ac.jp
事前登録制 申込締切 10月
20日(日)

神奈川県 川崎市 ①
【川崎市教育委員会連携事
業】小学生対象　英語を使って
ゲームを楽しみましょう

本講座では、歌やゲームで日常英語の基本を体験します。 11月9日 日本女子大学西生田キャンパス 生涯学習センター（西生田） 無料 http://llc.jwu.ac.jp/nishiikuta.html
生涯学習センター（西生田）
044-952-6961

神奈川県 川崎市 ①
【川崎市教育委員会連携事
業】お父さんお母さんたちの算
数教室

本講座では、小学生の保護者を対象として、算数を学びます。 11月2日 日本女子大学西生田キャンパス 生涯学習センター（西生田） http://llc.jwu.ac.jp/nishiikuta.html
生涯学習センター（西生田）
044-952-6961

神奈川県 川崎市 ①
【川崎市教育委員会連携事
業】詩の情感をメロディーに乗
せて　vol.6

本講座では、発声練習を通して声づくりをし、その後合唱します。
11月6,20,27日
12月11日

日本女子大学西生田キャンパス 生涯学習センター（西生田） http://llc.jwu.ac.jp/nishiikuta.html
生涯学習センター（西生田）
044-952-6961

神奈川県 川崎市 ①
【川崎市教育委員会連携事
業】学び直しの世界史　パート
1

本講座では、時間の流れに空間的広がりを加え、グローバルな視点から
世界史を学びます。

10月9,30日
11月13日
12月4,18日

日本女子大学西生田キャンパス 生涯学習センター（西生田） http://llc.jwu.ac.jp/nishiikuta.html
生涯学習センター（西生田）
044-952-6961

神奈川県 川崎市 ① 楽しみながらの健康づくり
本講座では、無理なく楽しみながら自然に体を動かし、健康づくりをしま
す。

9月25日
10月2,9,16,23日

日本女子大学西生田キャンパス 生涯学習センター（西生田） http://llc.jwu.ac.jp/nishiikuta.html
生涯学習センター（西生田）
044-952-6961

神奈川県 川崎市 ① オペラを楽しむ
本講座では、有名作品から隠れた名作まで紹介を行い、オペラを楽しみ
ます。

11月7,21日
12月5,19日
1月9,23日

日本女子大学西生田キャンパス 生涯学習センター（西生田） http://llc.jwu.ac.jp/nishiikuta.html
生涯学習センター（西生田）
044-952-6961

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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神奈川県 川崎市 ① 歌唱講座
本講座では、発声から歌唱法まで、声楽の基礎とアンサンブルを学び、歌
います。

9月19,26日
10月3,10,24,31日
11月14,28日
12月12日
1月16,30日
2月13日

日本女子大学西生田キャンパス 生涯学習センター（西生田） http://llc.jwu.ac.jp/nishiikuta.html
生涯学習センター（西生田）
044-952-6961

神奈川県 川崎市 ① はじめての『風土記』 本講座では、『風土記』について解説していきます。

10月17日
11月7,21日
12月5,19日
1月9日

日本女子大学西生田キャンパス 生涯学習センター（西生田） http://llc.jwu.ac.jp/nishiikuta.html
生涯学習センター（西生田）
044-952-6961

神奈川県 川崎市 ① 発声から始める朗読講座
本講座では、声の仕組みなどの朗読基礎を学んだ後、実際に声に出し朗
読していきます。

11月5,19日
12月日,17日
1月7,21日

日本女子大学西生田キャンパス 生涯学習センター（西生田） http://llc.jwu.ac.jp/nishiikuta.html
生涯学習センター（西生田）
044-952-6961

神奈川県 川崎市 ① 絵手紙の手ほどき 本講座では、楽しく絵手紙を学び、描きます。

10月21,28日
11月11,25日
12月9,16日
1月6,20日
2月3,10日

日本女子大学西生田キャンパス 生涯学習センター（西生田） http://llc.jwu.ac.jp/nishiikuta.html
生涯学習センター（西生田）
044-952-6961

神奈川県 川崎市 ① 現代俳句と俳句実作 本講座では、現代俳句作家の作品講読と鑑賞をし、俳句実作します。
10月29日
11月26日
12月17日

日本女子大学西生田キャンパス 生涯学習センター（西生田） http://llc.jwu.ac.jp/nishiikuta.html
生涯学習センター（西生田）
044-952-6961

神奈川県 川崎市 ①
明治大学リバティアカデミー
オープン講座

【脳のなかの自己と他者】
最新の認知脳科学の知見を紹介しつつ、身体性と社会性の二つの機能
が脳のなかでどのように結びついているのか、「自己」と「他者」の関係性
の探求を通じて学びます。

11月9日
明治大学生田キャンパス
第二校舎A館2階A204

明治大学 無料
https://academy.meiji.jp/course/detail
/4979/

明治大学
リバティアカデミー事務局
03-3296-4423

神奈川県 川崎市 ③ 第19回生明祭
生田キャンパスで開催される学園祭で，公認サークル，ゼミ等学生団体に
よる多数の発表等が３日間開催されます。

11月2日～11月4日 明治大学生田キャンパス 生明祭実行委員会 無料 http://www.isc.meiji.ac.jp/~ikumei/

神奈川県
川崎市
麻生区

②③
昭和音楽大学
第８回アンサンブルコンクール

本学学生が出演し、ピアノを含む様々なアンサンブルによるコンクールを
開催します。
個々の学生が学修成果を発表する貴重な機会としています。

10月18日
昭和音楽大学
南校舎5階ユリホール

学校法人東成学園昭和音楽大学 無料 http://www.tosei-showa-music.ac.jp/

昭和音楽大学演奏センター
平日10時～18時
（土日祝日を除く）
044-953-9865

詳細は本学公式サイト参照

神奈川県
川崎市
麻生区

①②③
音楽療法講座
高齢者と楽しむ音楽～実践編
～

高齢者施設で実際に行っている音楽活動を紹介するとともに、その配慮
点を挙げます。その上で体験され、ご自分に合った音楽の楽しみ方を見
つけていただきたいと思います。（講師：深野広美）

10月20日
昭和音楽大学
南校舎1階C103教室

学校法人東成学園昭和音楽大学 http://www.tosei-showa-music.ac.jp/

昭和音楽大学演奏センター
平日10時～18時
（土日祝日を除く）
044-953-9865

詳細は本学公式サイト参照

神奈川県
川崎市
麻生区

②③
昭和音楽大学
第２６回コンチェルト定期演奏
会

ピアノや器楽の成績優秀者のソロによる協奏曲の競演。 10月27日
昭和音楽大学
テアトロ・ジーリオ・ショウワ

学校法人東成学園昭和音楽大学 http://www.tosei-showa-music.ac.jp/

昭和音楽大学演奏センター
平日10時～18時
（土日祝日を除く）
044-953-9865

詳細は本学公式サイト参照

神奈川県
川崎市
麻生区

②③
昭和音楽大学
第１7回学長賞声楽コンクール

予選を通過した本学声楽コースの学生が実力を競います。昨年度の優秀
賞、奨励賞受賞者によるミニコンサートも開催予定です。

10月29日
昭和音楽大学
テアトロ・ジーリオ・ショウワ

学校法人東成学園昭和音楽大学 無料 http://www.tosei-showa-music.ac.jp/

昭和音楽大学演奏センター
平日10時～18時
（土日祝日を除く）
044-953-9865

詳細は本学公式サイト参照

神奈川県
川崎市
麻生区

①②③
音大で学ぶ!!　DTM音楽講座
～Basic

Ableton Live 10（DAWソフト)の基本操作、MIDIの録音と編集、オーディオ
の録音と編集、MIDIエフェクト、オーディオエフェクトについて学びます。
（講師：大谷安宏）

11月9日
昭和音楽大学
南校舎4階C411教室

学校法人東成学園昭和音楽大学 http://www.tosei-showa-music.ac.jp/

昭和音楽大学演奏センター
平日10時～18時
（土日祝日を除く）
044-953-9865

詳細は本学公式サイト参照

神奈川県
川崎市
麻生区

①②③
音大で学ぶ!!　DTM音楽講座
～Advance

楽曲制作に向けたトラック制作、リズム、コード、スケールの表現、シンセ
サイザーを使った音作り、MaxFort Liveのプログラミングを体験します。
（講師：大谷安宏）

11月10日
昭和音楽大学
南校舎4階C411教室

学校法人東成学園昭和音楽大学 http://www.tosei-showa-music.ac.jp/

昭和音楽大学演奏センター
平日10時～18時
（土日祝日を除く）
044-953-9865

詳細は本学公式サイト参照

神奈川県
川崎市
麻生区

②③
昭和音楽大学
第４回推薦演奏会

成績優秀者による演奏。学修成果を発表する貴重な機会としています。 11月12日
昭和音楽大学
南校舎5階ユリホール

学校法人東成学園昭和音楽大学 無料 http://www.tosei-showa-music.ac.jp/

昭和音楽大学演奏センター
平日10時～18時
（土日祝日を除く）
044-953-9865

詳細は本学公式サイト参照

神奈川県
川崎市
麻生区

②③
昭和音楽大学
第３回教員・研究員研究発表

本学の教員がそれぞれの演奏技術および創作に平素より研鑽を重ね、
一層の向上を図ることを目的に、研究発表の機会として開催します。

11月15日
昭和音楽大学
南校舎5階ユリホール

学校法人東成学園昭和音楽大学 無料 http://www.tosei-showa-music.ac.jp/

昭和音楽大学演奏センター
平日10時～18時
（土日祝日を除く）
044-953-9865

詳細は本学公式サイト参照

神奈川県
川崎市
麻生区

①②③
昭和音楽大学教養講座　
２時間で学ぶ作曲家講座
ベートーヴェン②

クラシック音楽界の巨匠ベートーヴェン。ヨーロッパ社会が大きく変化した
「激動の時代」を必死に生き抜き、その死後「楽聖」として称えられるように
なった背景を彼の生涯とその作品を解きほぐしながら詳しくみていきま
す。（講師：米田かおり）

11月16日
昭和音楽大学
南校舎3階A311教室

学校法人東成学園昭和音楽大学 http://www.tosei-showa-music.ac.jp/

昭和音楽大学演奏センター
平日10時～18時
（土日祝日を除く）
044-953-9865

詳細は本学公式サイト参照

神奈川県
川崎市
麻生区

③ 第50回昭和音大祭
学内の8つのステージで、サークルや有志団体による約90の公演が行わ
れます（すべて無料）。模擬店もあります。お子様連れも大歓迎です。

11月2日～3日 昭和音楽大学南校舎 昭和音楽大学学生会 無料 http://www.tosei-showa-music.ac.jp/
昭和音楽大学学生会
044-953-9835

詳細は本学公式サイト参照

神奈川県
川崎市
麻生区

② オープンキャンパス
昭和音大祭と同時開催するため、学祭を楽しみながら本学のキャンパス
見学や説明を受け、本学への理解を深めていただきます。

11月3日 昭和音楽大学　南校舎
昭和音楽大学・昭和音楽大学短期
大学部

無料 http://www.tosei-showa-music.ac.jp/
昭和音楽大学
入試広報室
0120-86-6606

詳細は本学公式サイト参照

神奈川県
川崎市
麻生区

② 受験講習会
本学教員の体験レッスンや授業を通じて、生徒の皆様のレベルアップや
受験までの準備をサポートします。

10月27日 昭和音楽大学　南校舎
昭和音楽大学・昭和音楽大学短期
大学部

http://www.tosei-showa-music.ac.jp/
昭和音楽大学
入試広報室
0120-86-6606

詳細は本学公式サイト参照

神奈川県
川崎市
中原区

③
「第20回カナガワビエンナーレ
国際児童画展」巡回展

絵画を通じて明日の世界を担う児童の夢と創造力を育み、お互いの生活
や多様な文化を理解するため、海外及び神奈川県内から児童画を公募し
展示する国際児童画展です。

11/5～11/14 川崎市国際交流センター
川崎市、神奈川県、神奈川県立地
球市民かながわプラザ

無料 なし
川崎市国際交流協会
044-435-7000

なし

神奈川県 川崎市中原区 ② オープンなかようデー
地域や関係機関の方に来校いただき、本校および特別支援教育への理
解を深めていただけるよう、教育活動を公開いたします。アンケートをと
り、学校運営に反映させていただきます。

10月11日
10月18日

神奈川県立中原養護学校 神奈川県立中原養護学校 無料
https://www.pen-
kanagawa.ed.jp/nakahara-sh/

044-755-88752

神奈川県 清川村 ① 文化作品展・芸能発表会
教養・文化の振興を図るため、書道・絵画・生花・手芸などの展示及び踊
り・歌・演奏などの発表を行う。（発表会は17日のみ）

11月15～17日
清川村生涯学習センター せせらぎ
館

清川村教育委員会・清川村文化協
会

無料
清川村教育委員会事務局
生涯学習課

神奈川県 横浜市 ② 学校説明会
本校の教育内容と特色などを説明します。生徒スタッフによる学校生活の
紹介、部活動見学もできます。

11月9日 県立金井高等学校 地域連携グループ 無料
【金井高校ＨＰ】https://kanai-h.pen-
kanagawa.ed.jp/

045(852)4721
詳細はＨＰにてお知らせしま
す。

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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神奈川県 相模原市 ① 第51回　みんなの消費生活展

消費者団体、企業、大学などが展示や実演により、ＳＤＧｓ、契約、悪質商
法、食生活、健康、環境等、毎日の暮らしに役立つ情報を発信し、参加者
に消費者として確かな知識や判断力を身に付けてもらうことを目的とした
イベントです。

10月18～19日 ミウィ橋本5階 相模原市消費生活総合センター 無料
http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp
/

消費生活総合センター
042-776-2598

神奈川県 相模原市 ③ みやがせフェスタ秋 in 鳥居原
ステージショーや地域物産展のほか、ボルダリング体験などのアクティビ
ティが開催されます。

11月2日
相模原市緑区鳥屋
鳥居原園地ほか

公益財団法人
宮ヶ瀬ダム周辺振興財団

みやがせミーヤ館
046-288-3600

神奈川県 相模原市 ③
フォトシティさがみはら2019受
賞作写真展

「フォトシティさがみはら」は写真の魅力を総合的に楽しめるイベントです。
国内外で活躍しているプロ写真家の作品とアマチュア写真愛好家の優秀
作品が一堂に会する「写真展」を開催します。

10月11日～10月28日 相模原市民ギャラリー フォトシティさがみはら実行委員会 無料
http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp
/kankou/bunka/photocity/index.html

実行委員会事務局
（文化振興課内） 
042-769-8202

神奈川県 相模原市 ③ 第70回相模原市民文化祭

市民文化の振興を図るため、市民の文化活動の成果を発表する場として
市民文化祭を開催します。（写真展、絵画展、書展、華道展、文芸セミ
ナー、文芸展、建築文化展、茶会、吟剣詩舞大会、謡曲大会、民謡大会、
ダンスフェスティバル、邦楽演奏会、おどりフェスティバル、マジックフェス
ティバル、フラフェスティバル、洋舞合同公演）

9月21日～11月30日

相模原市民ギャラリー、相模原市民
会館、相模原市文化会館、市立あじ
さい会館、相模原南市民ホール、杜
のホールはしもと、市立体育館

相模原市民文化祭実行委員会 無料
【市民文化祭HP】
http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp
/kankou/bunka/1003882/index.html

実行委員会事務局
文化振興課 
042-769-8202

神奈川県 相模原市 ③
優秀映画鑑賞推進事業 名画
鑑賞会「時代を創ったあの映
画」

文化庁と国立映画アーカイブが実施する「優秀映画鑑賞推進事業」に参
加し、同アーカイブが所蔵する映画フィルムを上映します。

①9月28日～9月29日
②10月21日～10月22日
③10月23日～10月24日

①国立映画アーカイブ相模原分館
②相模原南市民ホール
③サン･エールさがみはら

相模原市優秀映画推進事業
実行委員会

http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp
/kankou/bunka/1003560.html

実行委員会事務局
文化振興課 
042-769-8202

神奈川県 相模原市 ③ 街かどコンサート
市民が身近な場所で上質な音楽に触れることができる機会を提供するこ
とを目的として、市役所ロビーや商業施設で開催しています。

9月19日,11月21日 相模原市役所本館１階ロビー 相模原市
http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp
/event/event_all/1010973.html

文化振興課 
042-769-8202

神奈川県 相模原市 ③
相模原国際交流美術展―中
国・北京からの風ー

世界のアートシーンを圧巻するほどの勢いを見せている北京の現代美術
作家を招き、日本国内の作家との交流を通じて新しいアートの風を巻き起
こす展覧会です。

11月1日～12日 相模原市民ギャラリー 相模原国際交流美術展実行委員会 無料
http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp
/kankou/bunka/gallery/index.html

相模原市民ギャラリー
042-776-1262

神奈川県 相模原市 ③
ギャラリースタッフセレクション
＃66
桂川幸助―織の景色―

市内の芸術家を紹介する小展示シリーズの66回目。今回は染色や手織
りの教室を開く傍ら、タピスリーの制作を行っている桂川幸助氏の作品を
展示します。

11月23日～1月12日 相模原市民ギャラリー 相模原市 無料
http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp
/kankou/bunka/gallery/index.html

相模原市民ギャラリー
042-776-1262

神奈川県 相模原市 ③
スーパーオープンスタジオ２０１
９

相模原市及び近隣地域には、美術大学等を卒業した100人以上のアー
ティストが、点在する20以上のスタジオで作品の制作を続けています。こ
れらのスタジオを一斉に公開し、地域住民やアーティスト相互での交流を
図るものです。1回（半日）に5軒程度のスタジオを巡るバスツアーも開催し
ます。また、アートラボでは数人のアーティストによる作品展示やワーク

10月12日～11月4日 アートラボはしもと及び各スタジオ
スーパーオープンスタジオ2019実行
委員会

無料
http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp
/kankou/bunka/1003691/index.html

アートラボはしもと
042-703-4654

神奈川県 相模原市 ③
財津和夫コンサート2019with
姫野達也～All Izz Well～

財津和夫と姫野達也、「TULIP」のボーカリストでもあり、二人で織りなすス
テージはオリジナル曲にとどまらず、邦楽・洋楽のカバーなど遊び心に満
ち溢れた、唯一無二のひとときです。「心の旅」「サボテンの花」「青春の
影」「銀の指輪」ほか。

11月2日 相模原市民会館
市民会館指定管理者（ギオン・アク
ティオ・コンティグループ）

http://sagamiharashimin-
k.jp/event/1640.html

相模原市民会館
042-752-4710

神奈川県 相模原市 ③
ギラ山ジル子 PROJECT
～昭和の名曲をJAZZに
ReSTYLE～

昭和の名曲や、誰もが口ずさめる歌をジャズにして歌います。トップジャズ
ミュージシャンのギラ・ジルカによる最高にご機嫌な一夜をお届けします。

10月25日 相模原南市民ホール
公益財団法人
相模原市民文化財団

【相模原南市民ホールHP】http://hall-
net.or.jp/04minamishimin/

相模原南市民ホール
042-749-2110

神奈川県 相模原市 ③
地元音楽アーティスト応援企画
あなたの街のウタイスト

杜のホールが注目する相模原にゆかりのある若手アーティストを応援す
る企画です。今回取り上げる「ウタイスト」は、ギター瀧澤克成とヴォーカ
ル石河美穂のデュオユニットです。ハイレベルなギターテクニックと透き通
るような透明感溢れる歌声で、J-POPの名曲カバーやオリジナル曲をお

10月26日 杜のホールはしもと・多目的室
公益財団法人
相模原市民文化財団

【杜のホールはしもとHP】http://hall-
net.or.jp/02hashimoto/

杜のホールはしもと
042-775-3811

神奈川県 相模原市 ③
かんじる学校 特別編
星空えほん会

「子どもたちが自主的に芸術をすきになるきっかけの場の提供」を目的に
実施している「かんじる学校シリーズ」の特別編です。プラネタリウムの会
場を活かし、プロの俳優と音楽家による、朗読と音楽とプラネタリウムが一
体となった公演です。

11月2日 相模原市立博物館・プラネタリウム

公益財団法人
相模原市民文化財団
相模原市教育委員会
(相模原市立博物館）

無料
【相模原市民文化財団HP】http://hall-
net.or.jp/

公益財団法人相模原市民文
化財団
072-749-2207

神奈川県 相模原市 ③
ザ・デイサービス・ショウ2019
～It's Only Rock'n Roll～

かつてのスター、矢沢マリ子（中尾ミエ）と、デイサービスに集まって来る
多彩な高齢者たちが繰り広げるコメディ・ミュージカルです。たっぷり笑っ
て、ちょっとだけホロリの心温まるロックンロールなストーリーになっていま

11月7日
相模女子大学グリーンホール・多目
的ホール

シーエイティプロデュース
公益財団法人
相模原市民文化財団

【相模女子大学グリーンホールHP】
http://hall-net.or.jp/01greenhall/

相模女子大学
グリーンホール
042-749-2200

神奈川県 相模原市 ③

相模原音楽家連盟フレッシュコ
ンサート
永井李枝・森永康夫ピアノ・コ
ンサート

相模原音楽家連盟に新しく加盟した2人のピアニストによるコンサートで
す。ソロ・連弾・2台ピアノによるバリエーション豊かなピアノの世界をお楽
しみください。

11月7日 相模原南市民ホール
公益財団法人
相模原市民文化財団

【相模原南市民ホールHP】http://hall-
net.or.jp/04minamishimin/

相模原南市民ホール
042-749-2110

神奈川県 相模原市 ③
GREEN&MAPLE SOUND 
CONNECTION Vol.11
ブレッド＆バターコンサート

文化施設と市内の民間ホールとの連携企画で行う事業です。今回の出演
のブレッド＆バターは、今年デビュー50周年を迎え、1969年のデビュー以
来、41枚のシングルと24枚のオリジナルアルバムをリリースしています。

11月10日
相模女子大学グリーンホール・多目
的ホール

株式会社ムーヴィン
（メイプルホール）
公益財団法人
相模原市民文化財団

【相模女子大学グリーンホールHP】
http://hall-net.or.jp/01greenhall/

相模女子大学
グリーンホール
042-749-2200

神奈川県 相模原市 ③
第20回
相模原アンサンブルコンテスト

相模原吹奏楽連盟との共催で毎年実施しています。市内小・中・高校吹
奏楽部の生徒が参加する大会であり、県大会の予選に当たります。
11月  9日(土)小学校の部、高等学校の部 
  

11月9日～10日 杜のホールはしもと・ホール
相模原吹奏楽連盟
公益財団法人
相模原市民文化財団

無料
【杜のホールはしもとHP】http://hall-
net.or.jp/02hashimoto/

杜のホールはしもと
042-775-3811

神奈川県 相模原市 ③
第138回グリーンホール八起寄
席

江戸落語4派の噺家が幹事を務め、市民団体との共催で運営する全国的
にも珍しい寄席です。市民が気軽に上質な話芸に触れる機会を提供して
います。

11月18日
相模女子大学グリーンホール
多目的ホール

八起寄席実行委員会
公益財団法人
相模原市民文化財団

【相模女子大学グリーンホールHP】
http://hall-net.or.jp/01greenhall/

相模女子大学
グリーンホール
042-749-2200

神奈川県 相模原市 ①③ 中野・三井地区文化祭

中野・三井地区を中心に活動している団体や地域住民の日頃の学習・文
化活動発の表の場とし、相互の交流と連携を図るとともに住民の交流の
機会とします。
内容：作品展示、芸能発表、体験コーナー、模擬店など

11月2～3日 津久井中央公民館 中野・三井地区文化祭実行委員会 無料
実行委員会事務局
（津久井まちづくりセンター）
042-780-1403

神奈川県 相模原市 ①③
陽光台公民館「フォルクロー
レ」コンサート

地域の人々に、音楽鑑賞を通して、文化に触れる場を提供するとともに公
民館の文化活動への理解と参加を深める機会とします。

11月24日
陽光台公民館
大会議室

相模原市教育委員会 無料
http://www.sagamihara-
kng.ed.jp/kouminkan/youkoudai-k

陽光台公民館
042-755-3451

神奈川県 相模原市 ① 川原石のふしぎ 相模川で採集した石を使って、自分だけの石図鑑を作ります。 10月19日 旧石器ハテナ館 相模原市教育委員会 無料
http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp
/kurashi/kyouiku/bunkazai/1010295.ht
ml

相模原市教育委員会
旧石器ハテナ館
042-777-6371

神奈川県 相模原市 ① 体験教室「勾玉作り」 勾玉作りを通して、日本の先史時代について学びます。 10月20日 旧石器ハテナ館 相模原市教育委員会
http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp
/kurashi/kyouiku/bunkazai/1010295.ht
ml

相模原市教育委員会
旧石器ハテナ館
042-777-6371

神奈川県 相模原市 ①③ 秋の落語会 日本の古典芸能である落語と漫談を聴く寄席を開催します。 10月27日 相模原市古民家園 相模原市教育委員会 無料
http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp
/kurashi/kyouiku/bunkazai/1010296/i
ndex.html

相模原市教育委員会
文化財保護課
042-769-8371

神奈川県 相模原市 ①③ 岩宿遺跡探訪 岩宿遺跡やその周辺施設を探訪します。 10月29日 旧石器ハテナ館 相模原市教育委員会
http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp
/kurashi/kyouiku/bunkazai/1010295.ht
ml

相模原市教育委員会
旧石器ハテナ館
042-777-6371

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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神奈川県 相模原市 ①③ 勝坂縄文まつり
縄文時代の史跡や地域の歴史に親しむことで、文化財保護に対する市民
の理解を深める場とします。

11月3日 史跡勝坂遺跡公園 相模原市教育委員会
http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp
/kurashi/kyouiku/bunkazai/1010301/i
ndex.html

相模原市教育委員会
文化財保護課
042-769-8371

神奈川県 相模原市 ①③ 文化財探訪 当麻山や東原古墳、無量光寺等を探訪します。 11月9日 旧石器ハテナ館 相模原市教育委員会 無料
http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp
/kurashi/kyouiku/bunkazai/1010295.ht
ml

相模原市教育委員会
旧石器ハテナ館
042-777-6371

神奈川県 相模原市 ① 文化財探訪 尾崎咢堂記念館での特別展示見学の他、周辺施設を探訪します。 10月26日 尾崎咢堂記念館 相模原市文化財研究協議会 無料
相模原市教育委員会
文化財保護課
042-769-8371

共催：相模原市教育委員会

神奈川県 相模原市 ① 文化財探訪 旧笹野家住宅の他、周辺施設を探訪します。 11月17日 旧笹野家住宅 相模原市文化財研究協議会 無料
相模原市教育委員会
文化財保護課
042-769-8371

共催：相模原市教育委員会

神奈川県 相模原市 ① 体験教室「埴輪作り」
埴輪（はにわ）が古墳時代に作られた意味や、使われ方について学びま
す。

11月17日 旧石器ハテナ館 相模原市教育委員会
http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp
/kurashi/kyouiku/bunkazai/1010295.ht
ml

相模原市教育委員会
旧石器ハテナ館
042-777-6371

神奈川県 相模原市 ①③ 開館10周年記念講演会 旧石器ハテナ館の開館10周年を記念した講演会を実施します。 11月23日 旧石器ハテナ館 相模原市教育委員会 無料
http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp
/kurashi/kyouiku/bunkazai/1010295.ht
ml

相模原市教育委員会
旧石器ハテナ館
042-777-6371

神奈川県 相模原市 ①④
植物学教室「花の観察と植物
画」

植物学の基礎であるスケッチの技法を学ぶ教室です。 10月5日,12日 相模原市立博物館 相模原市教育委員会 無料 http://sagamiharacitymuseum.jp/
相模原市立博物館
042-750-8030

神奈川県 相模原市 ①
吉野宿ふじや「児童文学者・丘 
修三」展

児童文学者の丘修三の作品を紹介します。 10月19日～12月1日 吉野宿ふじや 相模原市教育委員会 無料 http://sagamiharacitymuseum.jp/
NPO法人ふじの里山くらぶ
042-686-6750

休館日：月曜日（祝日等に当
たるときは開館）、祝日等の翌
日（ただし祝日等に当たるとき
は開館）、年末年始
開館時間：9：30～17：00

神奈川県 相模原市 ①③ 五大陸考古学講座
オリンピック・パラリンピックの開催をひかえ、海外での考古学の発掘調査
を解説します。10月は北アメリカ大陸、11月は南アメリカ大陸の考古学を
解説します。

10月20日,11月17日 相模原市立博物館 相模原市教育委員会 無料 http://sagamiharacitymuseum.jp/
相模原市立博物館
042-750-8030

神奈川県 相模原市 ①④ 生きものミニサロン
博物館周辺のミニ観察会など、季節に応じて身近な自然を発見する定例
のイベントを開催します。

10月26日,11月9日 相模原市立博物館 相模原市教育委員会 無料
http://sagamiharacitymuseum.jp/event
/mini_kansatsukai/

相模原市立博物館
042-750-8030

神奈川県 相模原市 ① 星空観望会
天文観測室の口径40cm反射望遠鏡や観測テラスに設置した双眼鏡など
で、その日に見える星を観望します。観望の前にはプラネタリウムで観望
天体の説明等を行います。

10月26日,11月9日 相模原市立博物館 相模原市教育委員会 無料
http://sagamiharacitymuseum.jp/event
/kanboukai/

相模原市立博物館
042-750-8030

神奈川県 相模原市 ③
学芸員講話「アンゴラウサギと
養兎組合－中野森戸自治会
資料を中心に－」

戦時中、子供でもできる副業として、国が奨励したウサギの飼育。「養兎」
の実態を示す資料は残されている例が少ない。森戸自治会に残された
「養兎組合」の資料から実態に迫ります。

10月27日 相模原市立博物館 相模原市教育委員会 無料

http://sagamiharacitymuseum.jp/blog/
event/%e5%ad%a6%e8%8a%b8%e5%93%a1
%e8%ac%9b%e8%a9%b1%e3%80%8c%e3%8
2%a2%e3%83%b3%e3%82%b4%e3%83%a9%
e3%82%a6%e3%82%b5%e3%82%ae%e3%81
%a8%e9%a4%8a%e5%85%8e%e7%b5%84%e
5%90%88%ef%bc%8d%e4%b8%ad%e9%87%8
e%e6%a3%ae/?instance_id=3

相模原市立博物館
042-750-8030

神奈川県 相模原市 ①②
学習資料展「ちょっと昔のくらし
～第18回東京オリンピックの頃
～」

小・中学生の学習に役立ててもらうため開催する、昭和期の道具などを展
示する企画展です。

11月1日～2月24日 相模原市立博物館 相模原市教育委員会 無料 http://sagamiharacitymuseum.jp/
相模原市立博物館
042-750-8030

休館日：月曜日（祝日等に当
たるときは開館）、祝日等の翌
日（ただし祝日等に当たるとき
は開館）、年末年始
開館時間：9：30～17：00

神奈川県 相模原市 ①
北条早雲没500年関連連続講
演会

南区当麻の無量光寺には戦国武将として名高い北条早雲の史料（制札）
が残されています。その早雲が今年で没後500年となることにちなみ、北
条早雲関連の連続講演会を開催します。

11月10日 相模原市立博物館 相模原市教育委員会 無料

http://sagamiharacitymuseum.jp/blog/
event/%e5%8c%97%e6%9d%a1%e6%97%a9
%e9%9b%b2%e6%b2%a1%e5%be%8c%ef%bc
%95%ef%bc%90%ef%bc%90%e5%b9%b4%e9
%96%a2%e9%80%a3%e9%80%a3%e7%b6%9
a%e8%ac%9b%e6%bc%94%e4%bc%9a%e2%
91%a2%e3%80%80%e4%bb%ae%e3%80%8c
%e5%b0%8f/?instance_id=3

相模原市立博物館
042-750-8030

神奈川県 相模原市 ①④ 学びの収穫祭
博物館を拠点に活動するボランティアグループなどの研究･活動発表会で
す。

11月16日～17日 相模原市立博物館 相模原市教育委員会 無料 http://sagamiharacitymuseum.jp/
相模原市立博物館
042-750-8030

神奈川県 相模原市 ①
尾崎咢堂記念館近現代史講
演会 「福沢諭吉と政治－議
員、選挙をどう見ていたか－」

尾崎咢堂記念館では、明治から昭和前半頃に活躍した人物に関わる近
現代史講演会を定期的に開催しています。今回は尾崎咢堂の恩師とも言
える「福沢諭吉」に関する講演会を、専門家を招いて開催します。

10月19日 尾崎咢堂記念館 相模原市教育委員会 無料

http://sagamiharacitymuseum.jp/blog/
event/%e5%b0%be%e5%b4%8e%e5%92%a2
%e5%a0%82%e8%a8%98%e5%bf%b5%e9%a4
%a8%e8%bf%91%e7%8f%be%e4%bb%a3%e5
%8f%b2%e8%ac%9b%e6%bc%94%e4%bc%9a
-
%e3%80%8c%e7%a6%8f%e6%b2%a2%e8%ab
%ad%e5%90%89%e3%81%a8%e6%94%bf%e6

尾崎咢堂記念館
042-784-0660

神奈川県 相模原市 ①
尾崎咢堂記念館ミニ企画展
（仮）「尾崎咢堂と歴代天皇」

尾崎咢堂と明治、大正、昭和の各歴代の天皇とのエピソードなどを紹介し
ます。

10月26日～12月8日 尾崎咢堂記念館 相模原市教育委員会 無料

http://sagamiharacitymuseum.jp/blog/
event/%e5%b0%be%e5%b4%8e%e5%92%a2
%e5%a0%82%e8%a8%98%e5%bf%b5%e9%a4
%a8%e8%bf%91%e7%8f%be%e4%bb%a3%e5
%8f%b2%e8%ac%9b%e6%bc%94%e4%bc%9a
-
%e3%80%8c%e7%a6%8f%e6%b2%a2%e8%ab
%ad%e5%90%89%e3%81%a8%e6%94%bf%e6

尾崎咢堂記念館
042-784-0660

休館日：月曜日（祝日等に当
たるときは開館）、祝日等の翌
日（ただし祝日等に当たるとき
は開館）
開館時間：9：00～16：30

神奈川県 相模原市 ①
学習資料展　関連事業「チャレ
ンジ体験」

博物館ボランティアによるワークショップ、昔の遊び道具などを使い、楽し
みながら体験学習を行います。

11月3日,17日,12月1
日,15日,1月5日,19日,2
月2日,16日

相模原市立博物館 相模原市教育委員会 無料 http://sagamiharacitymuseum.jp/
相模原市立博物館
042-750-8030

神奈川県 相模原市 ③
第6回南区パフォーマンスス
テージ

音楽やダンス、大道芸などの様々なパフォーマンスを行う屋外ライブイベ
ントを開催します。
また、最優秀パフォーマーには南区パフォーマンスステージ大賞を授与し
ます。

10月19日
※小雨決行、荒天時は
10月26日に延期

ボーノ広場（bono相模大野） 相模原市南区役所 無料
http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp
/minamiku/index.html

南区役所地域振興課
042-749-2135

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

神奈川県 相模原市 ③ 第50回藤野文化祭
藤野地区で文化・芸術活動を行っている団体や個人の成果を発表するイ
ベントです。絵画や手芸作品の展示及び舞踏や楽器の演奏、体験コー
ナーなど多様なプログラムを用意しています。

11月2日～3日 藤野小学校体育館 藤野文化祭実行委員会 無料

実行委員会事務局
藤野まちづくりセンター
地域振興班　
042-687-2119

神奈川県 相模原市 ① 東林成人セミナー
相模原の歴史的な土地柄・人々の暮らし、また近代における都市計画の
進展等を学ぶことにより、自分たちの住んでいる地域を理解し、現在の問
題点や解決できることを学級で考えていきます。

10/6～12/15 東林公民館 相模原市教育委員会
http://www.sagamihara-
kng.ed.jp/kouminkan/tourin-k/

東林公民館
042-744-0087

神奈川県 相模原市 ③ 版画教室
小学生以上の参加者が版画を基礎から学び、年賀状づくりをおこないま
す。

11/2,11/9,11/16 東林公民館 相模原市教育委員会
http://www.sagamihara-
kng.ed.jp/kouminkan/tourin-k/

東林公民館
042-744-0087

神奈川県 相模原市 ③ 青根地区文化祭
地域団体や公民館利用団体の文化学習活動の成果発表を行い、活動の
発展を推進します。

10月26日～27日 青根小学校体育館 青根地区文化祭実行委員会 無料
http://www.sagamihara-
kng.ed.jp/kouminkan/t-chuuou-k/

津久井中央公民館(青根公
民館担当）
042-784-3211

神奈川県 相模原市 ①
やまびこ祭り　森のえんぴつや
さん

地域イベントのやまびこ祭りにおいて、小枝を使ったえんぴつ作りの体験
を行います。

10月27日 津久井中央公民館ロビー 相模原市立津久井中央公民館 無料
http://www.sagamihara-
kng.ed.jp/kouminkan/t-chuuou-k/

津久井中央公民館
042-784-3211

神奈川県 相模原市 ① つくい“音”の収穫祭　２０１９ 津久井中央公民館を利用する音楽活動団体の合同発表会です。 11月18日 津久井中央公民館ホール 相模原市立津久井中央公民館 無料
http://www.sagamihara-
kng.ed.jp/kouminkan/t-chuuou-k/

津久井中央公民館
042-784-3211

神奈川県 相模原市 ①
丹沢大山クリーンキャンペーン
（相模原会場）

丹沢大山国定公園を中心とする、山岳地帯及び周辺地域の自然環境を
美しく保持するため、同公園の麓地区の清掃活動を実施するものです。
また、美しい自然環境の保全意識醸成のため、ごみの持ち帰り運動等の
啓発活動を実施します。

11月2日 緑区鳥屋地区 丹沢大山クリーンピア21 無料
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/f4y/
03shinrin/kurinpa21.html#second

環境共生部
津久井地域環境課
042-780-1404

神奈川県 相模原市 ①
中央公民館高齢者学級（悠々
学級）

中央公民館区内の60歳以上の方を対象とした学習及び社会見学です。
9月5日～10月24日の毎
週木曜日（全8回）

中央公民館他 相模原市教育委員会
http://www.sagamihara-
kng.ed.jp/kouminkan/chuuou-k/

中央公民館
042-758-9000

神奈川県 相模原市 ① 家庭教育支援講座

親子と地域のつながりをつくる取組みを推進し、子どもの社会的自立と、
親が子育てを通じて自らの人生を豊かにしていく事を事業の目的とする中
で、最近の子供を取り巻く環境のトピックを様々な切り口から捉え、参加
者の子育て・教育意識の向上の一助とするものです。

10月27日,11月10日,12
月8日,1月19日（全４回）

中央公民館 相模原市教育委員会 無料
http://www.sagamihara-
kng.ed.jp/kouminkan/chuuou-k/

中央公民館
042-758-9000

神奈川県 相模原市 ① 中央公民館まつり
公民館利用団体による活動発表、作品展示、芸能・音楽の発表、絵画
展、模擬店及びバザーを開催します。

11月16日～17日 中央公民館 相模原市教育委員会 無料
http://www.sagamihara-
kng.ed.jp/kouminkan/chuuou-k/

中央公民館
042-758-9000

神奈川県 相模原市 ① 大野南サタデーキッズルーム
親子で集える場所・子どもとのふれあい方や子育て中の保護者の情報交
換の場を提供し、支援することを目的として、親子で絵本、紙芝居、手遊
び、折り紙等で遊びます。

10月26日,11月23日 大野南公民館
大野南サタデーキッズルーム実行委
員会

無料
http://www.sagamihara-
kng.ed.jp/kouminkan/onominami-k/

大野南公民館
042-749-2121

神奈川県 相模原市 ① こどもミニオリンピック
競技を通じてスポーツの楽しさと集中力を学び、学校・学年・性別を超えた
仲間作りを図ります。

10月27日 大野南公民館 相模原市教育委員会 無料
http://www.sagamihara-
kng.ed.jp/kouminkan/onominami-k/

大野南公民館
042-749-2121

神奈川県 相模原市 ① おもしろ科学教室
科学を通じて創造性を豊かにするとともに、学校・学年・性別を超えた児
童の交流を図ります。

11月9日 大野南公民館 相模原市教育委員会
http://www.sagamihara-
kng.ed.jp/kouminkan/onominami-k/

大野南公民館
042-749-2121

神奈川県 相模原市 ① 文化講座（歴史） コミュニティの場所として住民相互の親睦や学習のキッカケとします。 10月19日 大沼公民館施設内 大沼公民館 無料
http://www.sagamihara-
kng.ed.jp/kouminkan/oonuma-k/

大沼公民館

神奈川県 相模原市 ① 大沼公民館まつり
公民館利用団体や館区内住人が日頃の活動成果を披露し、団体相互の
交流を深め、生涯学習の促進と地域文化の発展を図ります。

11月2日～3日 大沼公民館施設内 大沼公民館
http://www.sagamihara-
kng.ed.jp/kouminkan/oonuma-k/

大沼公民館 無料、一部模擬店有料

神奈川県 相模原市 ① 地域の文化財・史跡めぐり⑦
講師の案内のもと矢部・淵野辺地域の文化財および史跡を巡り、地域理
解の継続化やウォーキングによる健康増進を図ります。

11月9日 矢部・淵野辺方面 大沼公民館
http://www.sagamihara-
kng.ed.jp/kouminkan/oonuma-k/

大沼公民館 無料、交通費自己負担

神奈川県 相模原市 ① 読書週間関連事業
読書週間の意義である「良書の普及と読書の奨励」について理解と関心
を深めてもらうことを目的として、読書に関する様々な事業を実施します。

10月27日～11月9日 相模原市立相模大野図書館 相模原市教育委員会 無料
相模大野図書館
042-749-2244

神奈川県 相模原市 ① 相模台公民館まつり
公民館利用サークルや地域住民の日頃の学習・文化活動の発表の場と
し、相互の交流と連携を図るとともに、住民の交流の機会とします。
内容：作品展示、活動展示、模擬店、体験コーナー、発表のつどい

11月2日～4日 相模台公民館 相模原市教育委員会 無料
http://www.sagamihara-
kng.ed.jp/kouminkan/sagamidai-k/

相模台公民館
042-743-7871

神奈川県 相模原市 ①③
落語講座 兼 第6回やまなみ学
級「立川寸志落語会」

笑うことにより心身ともにリフレッシュし、うるおいのあるまちづくりの一環
として開催します。

10月30日
相模湖公民館
コミュニティホール

相模原市立相模湖公民館 無料
http://www.sagamihara-
kng.ed.jp/kouminkan/sagamiko-k/

相模湖公民館
042-684-2377

神奈川県 相模原市 ③ 第13回相模湖ふるさとまつり
心の通い合う明るいまちづくりを目指して、相模湖地区で活動する文化・
芸術団体などを中心に地区自治会連合会の協力により、作品の展示や
ステージ演目などを行います。

11月9日～10日 県立相模湖交流センター他2会場
相模湖
ふるさとまつり実行委員会

無料
相模湖まちづくりセンター
042-684-3213

神奈川県 相模原市 ③
第26回甲州街道小原宿本陣
祭

大名行列や本陣の庭で野点など、地域の活性化と歴史文化を後世に伝
えるために開催されるまつりです。

11月3日 小原宿本陣周辺
甲州街道
小原宿本陣祭実行委員会

無料
http://obarahonjin.com 相模湖まちづくりセンター

042-684-3240

神奈川県 相模原市 ① 親子ふれあいの広場
親と子が共に楽しめるレクリエーションやゲーム（ステージ、消防フェア、
創作コーナー、模擬店等）を開催します。

11月10日 淵野辺公園 親子ふれあいの広場実行委員会 無料
青少年学習センター　
042-751-0091

神奈川県 相模原市 ①
相模原市少年鼓笛バンド連盟
ドリル大会

市内11隊の小学生鼓笛隊と中高生のリーダー隊によるドリル演奏（演奏
をしながらドリルフォーメーションを展開する）を通じて、日ごろの練習の成
果を発表します。

11月17日 総合体育館 相模原市 無料
青少年学習センター　
042-751-0091

神奈川県 相模原市 ①③
第17回尾崎行雄（咢堂）杯演
説大会in相模原

憲政の神様と称された尾崎行雄（咢堂）が国民を魅了する演説を行ったこ
とから、生誕地である相模原で「日本の歩む道」をテーマにした演説大会

11月16日 杜のホールはしもと 尾崎行雄を全国に発信する会 無料 http://gakudou.net
尾崎行雄を全国に発信する
会

相模原市教育委員会が後援

神奈川県 相模原市 ① 市民大学

市内及び近隣の大学・専門学校など、高等教育機関の機能を活かした学
習機会を市民に提供します。令和元年度は開催期間中に13高等教育機
関、2行政（相模原市教育委員会・座間市教育委員会）コースで26講座を
実施します。

6月29日～12月26日
相模原市・座間市内公共施設及び
大学・専門学校等キャンパス

市民大学参加校
（13高等教育機関）
座間市教育委員会
相模原市教育委員会

http://www.sagamihara-kng.ed.jp/
生涯学習センター
042-756-3443

有料

神奈川県 相模原市 ①③
研究機関等公開講座「国立映
画アーカイブコース」

市内にある研究機関と連携し公開講座を開催しており、今回はそのうちの
1つです。このコースでは、同センターの所蔵する映画フィルムを解説付き
で上映します。

11月6日 国立映画アーカイブ相模原分館 相模原市・国立映画アーカイブ 無料 http://www.sagamihara-kng.ed.jp/
生涯学習センター
電話042-756-3443

神奈川県 相模原市 ①③ 趣味の講座　チョークアート 黒板に白墨、色チョークを使って、絵や文字を書く看板アートの体験です。 11月10日 新磯公民館 相模原市教育委員会
http://www.sagamihara-
kng.ed.jp/kouminkan/araiso-k

新磯公民館
046-256-1900

有料。事前申込が必要。詳細
は新磯公民館まで。

神奈川県 相模原市 ①③ 趣味の講座　墨笑
半紙などに墨で好きな字を書きます。自由に文字を変化させて思いを表
現し、見る人の笑顔を作ります。

11月8日 新磯公民館 相模原市教育委員会 無料
http://www.sagamihara-
kng.ed.jp/kouminkan/araiso-k

新磯公民館
046-256-1900

事前申込が必要。
詳細は新磯公民館まで。

神奈川県 相模原市 ①③④ 新磯子どもまつり
食べ物・工作・ゲームなど、小学生の実行委員がおまつりの企画・運営を
行い、来客となる地域住民との交流を深めることにより、自主性を養い、
地域に対する理解を深める機会とします。

11月17日 新磯公民館 相模原市教育委員会
http://www.sagamihara-
kng.ed.jp/kouminkan/araiso-k

新磯公民館
046-256-1900

神奈川県 相模原市 ①③ 城山エコミュージアムツアー
館区及び近隣の自然、文化・歴史等の資源を展示物としてみなし、参加
者が地域に関心を持ち、再度訪れ、自らテーマを設けて学習するきっかけ
をつくります。

10月6日（予備日10月13
日）

館区及び近隣 相模原市教育委員会 無料
http://www.sagamihara-
kng.ed.jp/kouminkan/shiroyama-k/

城山公民館
042-783-8194

神奈川県 相模原市 ①

子どもの広場（もみじまつり会
場）
～小動物とのふれあい＆工作
づくり～

もみじまつり会場での工作や小動物とのふれあい体験を通して、思いやり
のある健全な青少年の育成を図ります。

10月20日 原宿公園 相模原市教育委員会 無料
http://www.sagamihara-
kng.ed.jp/kouminkan/shiroyama-k/

城山公民館
042-783-8194

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

神奈川県 相模原市 ①②
第36回読書週間推進事業
　テーマ　～私がこの本を好き
な理由～

読書の普及、喜び、楽しさを学ぶ機会づくり。公民館区内の小学4年生か
ら感想文等を募集し、各学校から選考された作品を展示・表彰します。

11月10日
（表彰式）

城山公民館 相模原市教育委員会 無料
http://www.sagamihara-
kng.ed.jp/kouminkan/shiroyama-k/

城山公民館
042-783-8194

神奈川県 相模原市 ①
親子ふれあい工作
～おやこでクリスマスリースを
つくろう！～

親子でクリスマスリースなどの工作を通じて親子関係を深めるきっかけを
作るとともに、異年齢の子どもと関わることで地域のつながりを深めます。

11月24日 城山公民館 相模原市教育委員会
http://www.sagamihara-
kng.ed.jp/kouminkan/shiroyama-k/

城山公民館
042-783-8194

神奈川県 相模原市 ③
城山地区市民文化祭（芸能の
部、展示の部）

城山地区を中心に活動している方が、日頃の練習や芸術文化活動の発
表の場としてその成果を一堂に集め、催しや展示を行い、文化振興の充
実と向上を図るとともに市民相互の交流を深め、魅力ある地域づくりを進
めます。

（展示の部）
11月2～3、5～10日
（芸能の部）
11月10日

（展示の部）
相模原市立城山公民館
（芸能の部）
相模原市立城山文化ホール

城山地区市民文化祭実行委員会 無料
実行委員会事務局
（城山まちづくりセンター）
042-783-8117

神奈川県 相模原市 ③
食文化講座
かんたん俺の一人飯

主に男性がひとりでかんたんに作れる一食を地域の人と一緒に作り、試
食、片付けを通して仲間づくりや情報交換の場とします。

11月10日
上溝公民館
料理実習室

上溝公民館
http://www.sagamihara-
kng.ed.jp/kouminkan/kamimizo-
k/index.html

上溝公民館
042-761-2288

神奈川県 相模原市 ① 2019　市民平和のつどい

平和ポスターコンテスト表彰式、相模原市平和大使の広島市派遣報告
と、陸上競技スプリント種目の世界大会で日本人として初めてメダルを獲
得した為末大氏による講演(同氏の世界での経験を交えつつ、スポーツを
通じて平和を考え、また、平和な世界を築いていく「スポーツの力」などに
ついてお話しいただくもの)を実施します。

11月24日 相模原市立産業会館 相模原市 無料
http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp
/shisei/kokusai_kouryu/heiwa_tsudoi/1
017113.html

渉外課
042-769-8207

神奈川県 相模原市 ③ 第65回相模原市菊花競技会

相模原親菊会主催による菊花競技会です。相模原親菊会の会員の手
で、一輪一輪、丹精込めて栽培をされた色とりどりの菊の切花、盆養、小
菊盆栽などが出品されます。約250点に上る美しい菊が一同に介するこ
のイベントは、相模原市の秋の風物詩として親しまれています。

10月27日～11月15日 相模原市立相模原麻溝公園 相模原親菊会 無料
https://www.e-
sagamihara.com/event/october/0265/

商業観光課　
042-769-8236

神奈川県 相模原市 ① 読書週間関連事業 「読書週間」にあたり、読書に関する様々な展示やイベントを開催します。 10月1日～11月3日 相模原市立図書館 相模原市立図書館 無料
https://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp
/

相模原市立図書館
042-754-3604

詳細未定。問合せ先にお尋ね
ください。

神奈川県 相模原市 ①
読書普及講座　野田隆さん講
演会「鉄道の楽しみ方　～わが
鉄道人生を振り返って～」

「読書週間」にあたり、鉄道旅行作家の野田隆氏をお招きして講演会を行
います。旅や鉄道についての体験談や、旅行作家としての創作活動につ
いて、お話を伺います。

10月26日 相模原市立図書館 相模原市立図書館 無料
https://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp
/

相模原市立図書館
042-754-3604

神奈川県 相模原市 ① 大人のためのおはなし会
おはなしボランティアによる、活字とは違った語りの世界の楽しさに触れる
ことができる、大人に向けたおはなし会です。

11月17日 相模原市立図書館 相模原市立図書館 無料
https://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp
/

相模原市立図書館
042-754-3604

神奈川県 相模原市 ①
令和元年度安全・安心まちづく
り標語・ポスター入賞作品展示

安全・安心まちづくり標語・ポスター入賞作品について、パネル展示するも
のです。

11月6～12日
11月13～19日
11月20～26日

シティプラザ橋本、本庁1Fギャラリー
スペース、南区合同庁舎

相模原市 無料
交通・地域安全課
042-769-8229

神奈川県 相模原市 ② 造形「さがみ風っ子展」

市立小・中学校で取り組まれた、図画工作科・美術科の作品を展示しま
す。また、近隣の高校や、特別支援学校などの作品参加も募り、交流を図
ります。さらに、会場において、造形作品づくりが楽しめる、造形コーナー
の設置等を行います。

10月26日～10月28日
淵野辺公園
女子美術大学

さがみ風っ子文化祭運営委員会 無料
http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp
/kankou/bunka/1003884.html

学校教育課
（企画指導・支援班）
042-769-8284

女子美術大学会場については
10月25日～11月2日に開催

神奈川県 相模原市 ①②
相模原市いじめ防止フォーラ
ム

いじめ防止に係る、児童・生徒の主体的な取組を緑区内各小中学校から
発表し、情報を共有したり、いじめ防止に係る意見交換をするとともに、学
校関係者、地域住民、保護者、関係機関等が、それぞれの立場でいじめ
防止の取組について改めて考えます。

11月2日
相模原市立勤労者総合福祉セン
ター（サン・エールさがみはら）

相模原市教育委員会、
相模原市

無料
http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp
/kurashi/kyouiku/jigyo/1010019.html

学校教育課
（人権・児童生徒指導班）
042-704-8916
こども・若者支援課
（青少年支援班）
042-769-8289

神奈川県 相模原市 ③
ファミリーコンサート「フラメン
コ」

フラメンコ（踊り、ギター、唄）を約１時間半に渡って行い、音楽に親しむ機
会を提供しています。

11月2日 横山公民館 相模原市教育委員会
www.sagamihara-
kng.ed.jp/kouminkan/yokoyama-k/

横山公民館
042-756-1555

大人300円、中学生以下無料。

神奈川県 相模原市 ①
牧野地区文化祭・第23回牧野
公民館まつり

地域の団体、サークル及び公民館利用団体による活動成果の発表及び
展示を行い、学習・文化活動にふれる機会を提供するとともに、地域住民
の親睦及び交流を図るため開催します。

10月14日 相模原市立藤野南小学校体育館
牧野地区文化祭
第23回牧野公民館まつり実行委員
会

無料
藤野中央公民館
fujino-k@city.sagamihara.kanagawa.jp

藤野中央公民館
042-686-6151

神奈川県 相模原市 ①
絶滅危惧種カワラノギクの観
察と相模川ふれあい科学館見
学ツアー

環境省が絶滅危惧種に指定しているカワラノギクの観察と、相模川ふれ
あい科学館での館内及びバックヤード見学のツアーです。

11月16日
相模川ふれあい科学館アクアリウム
さがみはら、光明学園相模原高等学
校ほか

相模原の環境をよくする会 無料
相模原の環境をよくする会事
務局(環境政策課)
042-769-8240

神奈川県 相模原市 ①
ロビーメイン展示「線路は続く
よ」

ＪＲ横浜線・京王相模原線及び鉄道に関連する本を紹介します。 10月11日～12月11日 橋本図書館 橋本図書館 無料
https://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp
/TOSHOW/asp/index.aspx

橋本図書館
０４２-７７０-６６００

神奈川県 相模原市 ①
外国語本ミニコーナー「新着本
－Brand new－」

洋書の新着本を紹介します。 8月9日～11月13日 橋本図書館 橋本図書館 無料
https://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp
/TOSHOW/asp/index.aspx

橋本図書館
０４２-７７０-６６００

神奈川県 相模原市 ①③
大野中公民館高齢者学級（ふ
れあい学級）

大野中公民館区内の６０歳以上の方を対象とした学習及び社会見学で
す。

10月1日～11月26日（全
9回）

大野中公民館他 相模原市教育委員会
http://www.sagamihara-
kng.ed.jp/kouminkan/ononaka-k/

大野中公民館
042-746-6600

神奈川県 相模原市 ①③④
第２９回大野中公民館子どもま
つり

食べ物・工作・ゲームなど、小学生の実行委員がおまつりの企画・運営を
行い、来客となる地域住民との交流を深めることにより、自主性を養い、
地域に対する理解を深める機会とします。

10月27日 大野中公民館 相模原市教育委員会
http://www.sagamihara-
kng.ed.jp/kouminkan/ononaka-k/

大野中公民館
042-746-6600

神奈川県 相模原市 ①③
大野中公民館文化部主催ジャ
ズコンサートの夕べ

地域の人々に、音楽鑑賞を通して、文化に触れる場を提供するとともに、
公民館の文化活動への理解と参加を深める機会とします。

11月16日 大野中公民館 相模原市教育委員会 無料
http://www.sagamihara-
kng.ed.jp/kouminkan/ononaka-k/

大野中公民館
042-746-6600

神奈川県 相模原市 ②③
OPAL vol．12『ダンスOPAL　
2019』

OPALとは桜美林大学演劇・ダンス専修が主体となって製作する公演の名
称です。プロの演出家・振付家が学生と協同し公演を創作・上演します。
教授/振付家の木佐貫邦子監修・演出のもと、一般観客の鑑賞にも堪え
る、高いレベルの上演を目指します。

10月21～26日 桜美林大学PRUNUS HALL
主催：桜美林大学
企画制作：桜美林大学芸術文化学
群演劇・ダンス専修

http://www8.obirin.ac.jp/opai/
TEL　042-797-9277
(演劇・ダンス専修)

神奈川県
相模原市中央
区

④
かながわリレー科学教室（相
模原）

実験ショーや科学工作を通じて、科学の世界に触れることができます。 11月10日 相模原市立光が丘公民館
神奈川県立
青少年センター科学部

無料 http://kanagawa-yc,.jp 046-222-6370

神奈川県
相模原市中央
区

② 学校へ行こう週間
保護者や地域の方々に見ていただくことで、学校に対する理解を深めて
もらう機会とし、「開かれた学校づくり」を目指します。

10月8日～11日 神奈川県立相模原中央支援学校
神奈川県立
相模原中央支援学校

無料
https://www.pen-
kanagawa.ed.jp/sagamiharachuo-sh/

042-768-8510

神奈川県
相模原市中央
区

② 交流デイ
ステージ発表や作品展示、催し物などを、保護者や地域の方々に見てい
ただくことで、本校の子どもたちの活動の様子を知っていただく機会としま

11月22日、23日 神奈川県立相模原中央支援学校
神奈川県立
相模原中央支援学校

無料
https://www.pen-
kanagawa.ed.jp/sagamiharachuo-sh/

042-768-8510

神奈川県
相模原市
緑区

① 自然観察会（植物）
公園にあるシダの仲間を観察します。これであなたもシダ博士。

9月22日 県立津久井湖城山公園
公益財団法人
神奈川県公園協会

無料
http://www.kanagawa-
park.or.jp/tsukuikoshiroyama/

県立津久井湖城山公園
公園だより9月号と、8月下旬
にホームページにてお知らせ
します。

神奈川県
相模原市
緑区

①
しろやま子ども探検隊～虫の
巻Ⅱ～

虫を探しながら園内を探検し、自然や自然の中での遊びを体験します 10月6日 県立津久井湖城山公園
公益財団法人
神奈川県公園協会

無料
http://www.kanagawa-
park.or.jp/tsukuikoshiroyama/

県立津久井湖城山公園
公園だより1月号と、9月上旬
にホームページにてお知らせ
します。

神奈川県
相模原市
緑区

①③ もりの音楽会
こもれびのすてきな森のステージで音楽会を開催します。みんなで音楽を
楽しみましょう。

10月12日 県立津久井湖城山公園
公益財団法人
神奈川県公園協会

無料
http://www.kanagawa-
park.or.jp/tsukuikoshiroyama/

県立津久井湖城山公園
公園だより1月号と、9月上旬
にホームページにてお知らせ
します。

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



632

都道府県 市区町村 類型 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ 問合せ先 備考

第61回「教育・文化週間」関連行事

神奈川県
相模原市
緑区

①③ オカリナフェス
“もりの音楽会”に引き続いての音楽イベント。県内外からオカリナ愛好家
が大集合です。

10月19日 県立津久井湖城山公園
公益財団法人
神奈川県公園協会

無料
http://www.kanagawa-
park.or.jp/tsukuikoshiroyama/

県立津久井湖城山公園
公園だより1月号と、9月中旬
にホームページにてお知らせ
します。

神奈川県
相模原市
緑区

① 種だんご作り体験 泥団子を埋めると花が咲く！？たねだんごを作ろう！ 10月20日 県立津久井湖城山公園
公益財団法人
神奈川県公園協会

http://www.kanagawa-
park.or.jp/tsukuikoshiroyama/

県立津久井湖城山公園
公園だより1月号と、9月中旬
にホームページにてお知らせ
します。

神奈川県
相模原市
緑区

① いきものウォッチング 自然観察グループによる観察会。公園の身近な自然を見つけよう！ 10月20日 県立津久井湖城山公園 しろやま自然観察グループ 無料
http://www.kanagawa-
park.or.jp/tsukuikoshiroyama/

県立津久井湖城山公園
公園だより1月号でお知らせし
ます。

神奈川県
相模原市
緑区

① 草花植えつけ隊 花の苑地花壇を冬の花へ衣替えするため、みなさんで花植えをします。 10月22日 県立津久井湖城山公園
公益財団法人
神奈川県公園協会

無料
http://www.kanagawa-
park.or.jp/tsukuikoshiroyama/

県立津久井湖城山公園
公園だより1月号と、9月中旬
にホームページにてお知らせ
します。

神奈川県
相模原市
緑区

① 小麦タネまき
公園の畑に小麦のタネをまこう！収穫感謝祭でふるまううどんの材料に
なります。

11月16日 県立津久井湖城山公園
公益財団法人
神奈川県公園協会

無料
http://www.kanagawa-
park.or.jp/tsukuikoshiroyama/

県立津久井湖城山公園
公園だより１１月号と、1月中旬
にホームページにてお知らせ
します。

神奈川県
相模原市
緑区

① いきものウォッチング
自然観察グループによる観察会。公園の身近な自然を見つけよう！毎月
第三日曜日に開催します。

11月17日 県立津久井湖城山公園 しろやま自然観察グループ 無料
http://www.kanagawa-
park.or.jp/tsukuikoshiroyama/

県立津久井湖城山公園
公園だより１１月号でお知らせ
します。

神奈川県 相模原市南区 ① 相模原公園　Parkヨガ 公園の芝生広場で青空のもと無理なく体を動かすヨガの入門講座を実
施。

9月22日 県立相模原公園 神奈川県公園協会
https://tarp-
pro.jp/user/reservation/?clubId=21&pr
ogramNo=201

(公財)神奈川県公園協会

神奈川県 相模原市南区 ①③
ペットボトルプランター作りと寄
せ植え講座

飲み終わったらら捨ててしまう1Lペットボトルを使い縦型のプランターを制
作、出来上がったプランターに寄せ植えをして完成させる手軽で簡単に花
緑を楽しむ講座です。

9月23日 県立相模原公園
神奈川県公園協会
NPO法人 GIP

http://www.sagamihara.kanagawa-
park.or.jp/

相模原公園管理事務所 申込は１ヶ月前から開始

神奈川県 相模原市南区 ①③ 園内ガイドツアー
園内をめぐりその季節に合った植物や生き物の観察をしながら公園内を
散策します

10月6日 県立相模原公園 神奈川県公園協会 無料
http://www.sagamihara.kanagawa-
park.or.jp/

相模原公園管理事務所

神奈川県
相模原市
南区

①②
令和元年度インクルーシブ教
育推進フォーラム

支援教育の理念のもと、共生社会の実現に向け、すべての子どもができ
るだけ同じ場で共に学び共に育つ「インクルーシブ教育」を推進するた
め、県民を対象にしたフォーラムを開催します。

10月26日 相模原南市民ホール
神奈川県教育委員会
インクルーシブ教育推進課

無料
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/j7d/
index.html

神奈川県教育委員会インク
ルーシブ教育推進課045-
285-1022

神奈川県 座間市 ① 花うえたい 春と秋に花壇に花を植え、花壇管理を行います 9/25～11/13 県立座間谷戸山公園
公益財団法人
神奈川県公園協会

無料
http://www.zamayatoyama.kanagawa-
park.or.jp/

県立座間谷戸山公園

神奈川県 座間市 ① 里山保全隊 下草刈り、除伐、間伐など里山林の手入れを行います 9月21日 県立座間谷戸山公園
公益財団法人
神奈川県公園協会

無料
http://www.zamayatoyama.kanagawa-
park.or.jp/

県立座間谷戸山公園

神奈川県 座間市 ① ネイチャーゲーム 園内の自然を題材に、様々なゲームを通して自然を体験します 9月29日 県立座間谷戸山公園
公益財団法人
神奈川県公園協会

無料
http://www.zamayatoyama.kanagawa-
park.or.jp/

県立座間谷戸山公園

神奈川県 座間市 ① ノルディックウォーキング教室 ノルディックウォーキングのレクチャー及び実技体験です 10月23日 県立座間谷戸山公園
公益財団法人
神奈川県公園協会

無料
http://www.zamayatoyama.kanagawa-
park.or.jp/

県立座間谷戸山公園

神奈川県 座間市 ① 語りのまつり 大人も子どもも囲炉裏を囲んで日本の昔話を楽しみます 11月2日 県立座間谷戸山公園
公益財団法人
神奈川県公園協会

無料
http://www.zamayatoyama.kanagawa-
park.or.jp/

県立座間谷戸山公園

神奈川県 座間市 ① 定例自然観察会 園内を歩きながら四季折々の自然観察を行います 10月20日 県立座間谷戸山公園
公益財団法人
神奈川県公園協会

無料
http://www.zamayatoyama.kanagawa-
park.or.jp/

県立座間谷戸山公園

神奈川県 座間市 ④ どんぐりを学ぼう 林を散策してどんぐりを採集し、分類や工作を行います。 10月19日 神奈川県立座間谷戸山公園 神奈川県立青少年センター科学部 無料 http://kanagawa-yc,.jp 046-222-6370

神奈川県 座間市 ③
座間市民芸術祭
座間市民音楽祭

市民から募集した絵画などの作品の展示、市内で活動している団体の舞
台発表などの催し物、囲碁や将棋の競技など全２５部門の市民参加型で
行う芸術祭を開催いたします。

10月3日～11月24日 ハーモニーホール座間　ほか 座間市教育委員会
生涯学習課文化係
046-252-8476

神奈川県 寒川町 ①③
寒川町遺跡発掘調査発表・講
演会

町内遺跡の近年の発掘調査成果の発表と、釣手土器についての講演会 11月2日 寒川町文化財学習センター 寒川町教育委員会 無料
寒川町教育委員会
教育総務課社会教育担当

神奈川県 寒川町 ①③ 第50回寒川町文化祭 町内の文化団体が舞台、展示、大会等を行う 10月12日～11月17日
寒川町民センター、南部文化福祉会
館

寒川町 無料
寒川町町民部
協働文化推進課文化担当

神奈川県 逗子市 ① ミニずしシティ
子どもによる子どものためのまちというテーマで体験学習の場を提供しま
す。

2019/10/26 逗子市体験学習施設 逗子市教育委員会
https://www.city.zushi.kanagawa.jp/syo
kan/seisyonen/smile/smilefestival.html

逗子市体験学習施設
子育て支援課青少年育成係
046-873-8581

神奈川県 逗子市 ③ 茶道基礎体験講座 日本の伝統文化である茶道を通じて、おもてなしの心を学びます。 2019/10/5 逗子市体験学習施設 逗子市教育委員会
https://www.city.zushi.kanagawa.jp/syo
kan/seisyonen/smile/kouza/

逗子市体験学習施設
子育て支援課青少年育成係
046-873-8582

神奈川県 逗子市 ③ いけばな体験講座
自然の花木を季節に応じて生活の中に取り入れる、日本独特の文化を体
験することにより、造形感覚を養い、生活を豊かにする情操教育の一環で
す。

2019/10/12 逗子市体験学習施設 逗子市教育委員会
https://www.city.zushi.kanagawa.jp/syo
kan/seisyonen/smile/kouza/

逗子市体験学習施設
子育て支援課青少年育成係
046-873-8583

神奈川県 逗子市 ③ 子どものための日本舞踊 日本舞踊の基本動作に因り、礼儀・作法を身につけます。 2019/10/5 逗子市体験学習施設 逗子市教育委員会 無料
https://www.city.zushi.kanagawa.jp/syo
kan/seisyonen/smile/kouza/

逗子市体験学習施設
子育て支援課青少年育成係
046-873-8584

神奈川県 逗子市 ③ 逗葉地区青少年音楽祭
逗葉地区（逗子市及び葉山町）の中学校・高校の吹奏楽部が参加する音
楽イベントです。

2019/10/27 葉山町福祉文化会館 逗子市教育委員会 無料
https://www.city.zushi.kanagawa.jp/syo
kan/seisyonen/smile/kouza/

逗子市体験学習施設
子育て支援課青少年育成係
046-873-8585

神奈川県 逗子市 ① スポーツの祭典2019
参加型の様々なスポーツイベントを実施し、子どもから高齢者、障がいの
ある方でも、一緒に多くの方がスポーツを楽しめるイベントです。

2019/10/20 逗子市立体育館、第一運動公園 逗子市スポーツの祭典実行委員会 無料
http://www.city.zushi.kanagawa.jp/syok
an/bunkasports/sports/sportssaiten/

逗子市 市民協働部
文化スポーツ課
046-873-1111

詳細は随時、ホームページに
てお知らせする予定です。

神奈川県 逗子市 ③ まんだら堂やぐら群限定公開
鎌倉地域でも有数の規模を誇るやぐら群(中世の横穴式の納骨・供養堂)
を期間限定で公開します。

2019/10/19
国指定史跡名越切通
(逗子市小坪７丁目)

逗子市教育委員会 無料
http://www.city.zushi.kanagawa.jp/syok
an/syakyou/newbunkazai/nagoe/mand
ara26-spring-copy.html

逗子市教育委員会　教育部　
社会教育課
046-873-1111

荒天時は閉鎖します。

神奈川県 逗子市 ③ 逗子アートフェスティバル2019 まちなかで様々な芸術文化活動を展開し、地域の活性化を目指します。 2019/10/17～27
菊池第一ビル（仮称）
池子の森自然公園ほか
市内各所

逗子アートフェスティバル実行委員
会

Facebook：
https://www.facebook.com/zushi.artfes
/

Twitter：

逗子市 市民協働部 文化ス
ポーツ課
046-873-1111

詳細は随時、SNSやホーム
ページ等でお知らせする予定
です。

神奈川県 茅ヶ崎市 ③ 紙芝居パチパチ座
紙芝居という日本の伝統文化を残していくために、紙芝居の楽しさを広く
皆さんに感じてもらいます。

9/21～10/26 県立茅ケ崎里山公園 紙芝居パチパチ座 無料
http://www.kanagawa-
park.or.jp/satoyama/

県立茅ケ崎里山公園

神奈川県 茅ヶ崎市 ① 定例自然観察会 テーマを決めて、四季折々の園内の動植物を観察します。 9/22～10/27 県立茅ケ崎里山公園 柳谷の自然に学ぶ会 無料
http://www.kanagawa-
park.or.jp/satoyama/

県立茅ケ崎里山公園

神奈川県 茅ヶ崎市 ③ ウクレレ練習会
野外や会議室で初めての方や初心者を中心にウクレレ演奏の体験会を
実施します。

9/25～10/28 県立茅ケ崎里山公園 湘南ウクレレ倶楽部
http://www.kanagawa-
park.or.jp/satoyama/

県立茅ケ崎里山公園

神奈川県 茅ヶ崎市 ③ 環境工作 自然エネルギーのおもちゃの竹トンボ、風車などを体験学習で作ります。 10/6～11/3 県立茅ケ崎里山公園 公益財団法人神奈川県公園協会
http://www.kanagawa-
park.or.jp/satoyama/

県立茅ケ崎里山公園

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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神奈川県 茅ヶ崎市 ① 青空ヨガ教室
緑いっぱいの公園の木陰でヨガを行って心身をリフレッシュしてもらいま
す。

10月9日 県立茅ケ崎里山公園 公益財団法人神奈川県公園協会
http://www.kanagawa-
park.or.jp/satoyama/

県立茅ケ崎里山公園

神奈川県 茅ヶ崎市 ③ たのしい紙芝居の時間
紙芝居という日本の伝統文化を残していくために、紙芝居の楽しさを広く
皆さんに感じてもらいます。

10/20～11/17 県立茅ケ崎里山公園 茅ヶ崎紙芝居研究所さわやか 無料
http://www.kanagawa-
park.or.jp/satoyama/

県立茅ケ崎里山公園

神奈川県 茅ヶ崎市 ① 自然観察会 テーマを決めて、四季折々の園内の動植物を観察します。 11月9日 県立茅ケ崎里山公園 茅ヶ崎野外自然史博物館 無料
http://www.kanagawa-
park.or.jp/satoyama/

県立茅ケ崎里山公園

神奈川県 茅ヶ崎市 ①③ 茅ヶ崎市民文化祭
市民文化の向上と発展のため、毎年１０月から１１月の約２か月にかけて
実施するイベント。令和元年度は、舞台・展示・文芸の３部門に分かれ、２
４のイベントを開催します。

10/3～12／1
茅ヶ崎市民文化会館、茅ヶ崎市役
所、茅ヶ崎市総合体育館

茅ヶ崎市
茅ヶ崎市文化団体協議会

無料
http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/
bunka_rekishi/1031988/index.html

茅ヶ崎市文化生涯学習部
文化生涯学習課
0467－82－1111

一部有料あり

神奈川県 茅ヶ崎市 ①③ 文教大学公開講座 第３４回文教大学公開講座「国際交流」（仮）をテーマとして開催します。 10/5～11／30 文教大学湘南校舎 茅ヶ崎市 無料
茅ヶ崎市文化生涯学習部
文化生涯学習課
0467－82－1111

神奈川県 茅ヶ崎市 ①③
茅ヶ崎ゆかりの人物館後期企
画展

茅ヶ崎ゆかりの人物館後期企画展示を開催します。 10/12～3／29 茅ヶ崎ゆかりの人物館 茅ヶ崎市
http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/
bunka_rekishi/1020607/index.html

茅ヶ崎市文化生涯学習部
文化生涯学習課
0467-82-1111

200円
18歳未満及び高校生以下無
料

神奈川県 茅ヶ崎市 ①③
茅ヶ崎市開高健記念館後期企
画展

茅ヶ崎市開高健記念館後期企画展示を開催します。 10/12～3／29 茅ヶ崎市開高健記念館 茅ヶ崎市
http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/
bunka_rekishi/1005657/1006249.html

茅ヶ崎市文化生涯学習部
文化生涯学習課
0467-82-1111

200円
18歳未満及び高校生以下無
料

神奈川県 茅ヶ崎市 ①③ 江戸の遊び絵づくし
江戸庶民に愛された、ユーモア、洒落、機智に富んだ多彩な浮世絵「遊び
絵」を紹介します。

9/7～11/4 茅ヶ崎市美術館 茅ヶ崎市 http://www.chigasaki-museum.jp/
茅ヶ崎市美術館
0467-88-1177

一般700円
大学生500円
高校生以下、市内在住の65歳
以上の方、障害者及びその介
護者は無料

神奈川県 茅ヶ崎市 ①③
『茅ヶ崎を彩った７０人』市史講
座

茅ヶ崎市が平成29年度に市制施行70周年を迎えるのに合わせ、『茅ヶ崎
を彩った70人』という市史刊行物を刊行しました。その中に掲載されてい
る人物達を取り上げ、本市の歴史や風土を考えていく講座を実施します。

10月19日 茅ヶ崎市役所分庁舎5階D会議室 茅ヶ崎市 無料
茅ヶ崎市文化生涯学習部
文化生涯学習課
0467-82-1111

神奈川県 中井町 ③ 第45回中井町町民文化祭
文化推進の高揚と町民のふれあいを目的として、日ごろの文化活動の成
果を披露するため、一般公募作品及び文化団体連絡協議会会員作品の
展示及び同会員による芸能発表を実施します。

11月2日～3日 中井町農村環境改善センター 中井町 無料
【中井町HP】
http://www.town.nakai.kanagawa.jp/

中井町教育委員会
生涯学習課
0465-81-3907

神奈川県 中井町 ①③
第19回中井町短歌・俳句大
会、読書の日のつどい合同表
彰式

短歌・俳句大会及び読書活動推進標語・ポスターコンクールに応募された
各部門の優秀作品を合同で表彰する。

11月2日 中井町農村環境改善センター 中井町 無料
【中井町HP】
http://www.town.nakai.kanagawa.jp/

中井町教育委員会
生涯学習課
0465-81-3907

神奈川県 二宮町 ③ 二宮町文化祭
文化祭に参加する団体等で構成する実行委員会形式で、町民の日頃の
文化活動の発表の場として開催する。作品展示の他、芸能大会、合唱祭
を行う。

10/11～11/4 生涯学習センターラディアン 二宮町教育委員会 無料 http://www.town.ninomiya.kanagawa.jp

二宮町教育委員会
教育部生涯学習課
生涯学習・スポーツ班
0463-72-6912

神奈川県 二宮町 ③ 二宮町民俗芸能のつどい 民俗芸能保存会連絡協議会加盟15団体による成果発表として開催する。 10月20日 生涯学習センターラディアン
二宮町民俗芸能保存会連絡協議
会・二宮町教育委員会

無料 http://www.town.ninomiya.kanagawa.jp

二宮町教育委員会
教育部生涯学習課
生涯学習・スポーツ班
0463-72-6912

神奈川県 箱根町 ①③
生涯学習フェスティバル（芸能
発表会）

10・11月期間中に文化・芸術に関連した様々なイベントを“生涯フェスティ
バル”として開催します（箱根に伝わる子どもばやし、獅子舞、太鼓などの
発表会）。

10月13日 仙石原文化センター 箱根町民俗芸能団体連絡協議会 無料
箱根町教育委員会
生涯学習課生涯学習体育係
0460-85-7601

神奈川県 箱根町 ①③
生涯学習フェスティバル（町民
文化祭）

10・11月期間中に文化・芸術に関連した様々なイベントを“生涯フェスティ
バル”として開催します（作品展示、お点前披露）。

11/8～11/10 社会教育センター 箱根町教育委員会生涯学習課 無料

箱根町教育委員会
生涯学習課
社会教育センター
0460-82-2694

神奈川県 箱根町 ①③
生涯学習フェスティバル（箱根
の秋2019室内楽コンサート）

10・11月期間中に文化・芸術に関連した様々なイベントを“生涯フェスティ
バル”として開催します（クラッシック音楽の鑑賞）。

11月17日 仙石原文化センター 東京ハルモニア室内オーケストラ

箱根町教育委員会
生涯学習課
仙石原文化センター
0460-84-8387

神奈川県 箱根町 ①③ 郷土資料館秋の企画展
箱根登山鉄道が開通して100年となることを記念して、その歴史と観光史
について紹介します。また、箱根登山鉄道との関連イベントも開催します。

9/14～11/24 箱根町立郷土資料館 箱根町教育委員会生涯学習課
箱根町教育委員会
生涯学習課文化財係
0460-85-7601

神奈川県 箱根町 ①③ 早雲寺寺宝展
毎年文化の日付近に開催され、箱根大名行列にあわせ寺宝が一般公開
されます。

11/3～5 早雲寺 早雲寺 早雲寺（0460-85-5133）

神奈川県 秦野市 ③ オープンキャンパス
職業技術校の概要説明や、校内見学、個別相談などを2時間程度で行い
ます。

10月31日,11月14日 神奈川県立西部総合職業技術校 神奈川県立西部総合職業技術校 無料
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/vx6
/kanatech_west/

入校・就職支援課
0463-80-3002

13時30分から
予約不要

神奈川県 秦野市 ③
スキルアップセミナー
「被覆アーク溶接（中級）」

被覆アーク溶接による突合せ溶接や水平すみ肉溶接に関する知識と技
能を習得します。

10月24日,25日 神奈川県立西部総合職業技術校 神奈川県立西部総合職業技術校
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/vx6
/kanatech_west/

工業技術・継承課
0463-80-3004

往復はがき又はインターネット
で9月19日までに申込み（在職
中の方が優先）

神奈川県 秦野市 ③
スキルアップセミナー
「調理技術の基本」

給食調理技術の基本技術、常食からの展開、衛生管理等、調理員として
働くための基本技術と知識を学びます。

10月24日,29日 神奈川県立西部総合職業技術校 神奈川県立西部総合職業技術校
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/vx6
/kanatech_west/

工業技術・継承課
0463-80-3004

往復はがき又はインターネット
で9月19日までに申込み（在職
中の方が優先）

神奈川県 秦野市 ③
スキルアップセミナー
「介護技術の展開」

座学・実技を通して、自立支援を意識し、個別性を重視した介護技術を学
びます。

10月24日,31日 神奈川県立西部総合職業技術校 神奈川県立西部総合職業技術校
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/vx6
/kanatech_west/

工業技術・継承課
0463-80-3004

往復はがき又はインターネット
で9月19日までに申込み（在職
中の方が優先）

神奈川県 秦野市 ③
スキルアップセミナー
「建築３次元ＣＡＤ（ＢＩＭ）活用
技術（詳細図編）」

Revitを使用して、建物のモデリング・一般図作図の復習、各種詳細図の
作成方法を習得します。 10月27日,11月3日 神奈川県立西部総合職業技術校 神奈川県立西部総合職業技術校

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/vx6
/kanatech_west/

工業技術・継承課
0463-80-3004

往復はがき又はインターネット
で9月24日までに申込み（在職
中の方が優先）

神奈川県 秦野市 ③
スキルアップセミナー
「電気設備の保守管理」

電気設備の保守管理の仕方について解説します。
10月27日,11月3日 神奈川県立西部総合職業技術校 神奈川県立西部総合職業技術校

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/vx6
/kanatech_west/

工業技術・継承課
0463-80-3004

往復はがき又はインターネット
で9月24日までに申込み（在職
中の方が優先）

神奈川県 秦野市 ③
スキルアップセミナー
「床材の張り方（シート編）」

プラスチックシート系床材の施工法を学びます。
10月31日,11月1日 神奈川県立西部総合職業技術校 神奈川県立西部総合職業技術校

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/vx6
/kanatech_west/

工業技術・継承課
0463-80-3004

往復はがき又はインターネット
で9月26日までに申込み（在職
中の方が優先）

神奈川県 秦野市 ③
スキルアップセミナー
「薬膳と料理」

薬膳料理の基礎を学び、身近な食材を使用した調理現場でも活用できる
料理を学びます。

11月6日,13日 神奈川県立西部総合職業技術校 神奈川県立西部総合職業技術校
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/vx6
/kanatech_west/

工業技術・継承課
0463-80-3004

往復はがき又はインターネット
で10月2日までに申込み（在職
中の方が優先）

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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神奈川県 秦野市 ③
スキルアップセミナー
「研削といし特別教育（自由研
削）」

研削といし(自由研削)の取替え業務等の知識と安全作業を身につけ、労
働安全衛生法に基づく特別教育を修了することを目標にします。

11月7日,8日 神奈川県立西部総合職業技術校 神奈川県立西部総合職業技術校
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/vx6
/kanatech_west/

工業技術・継承課
0463-80-3004

往復はがき又はインターネット
で10月3日までに申込み（在職
中の方が優先）

神奈川県 秦野市 ③
スキルアップセミナー
「炭酸ガスアーク溶接（中級）」

炭酸ガスアーク溶接(半自動溶接)による突合せ溶接や水平すみ肉溶接に
関する知識と技能を習得します。

11月11日,12日 神奈川県立西部総合職業技術校 神奈川県立西部総合職業技術校
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/vx6
/kanatech_west/

工業技術・継承課
0463-80-3004

往復はがき又はインターネット
で10月7日までに申込み（在職
中の方が優先）

神奈川県 秦野市 ②③ いぶき祭
在籍児童・生徒によるステージ発表や作品展示、販売を行います。また、
卒業生が働く作業所等のパン、作品販売も行います。

10月19日
秦野養護学校
落合校舎

秦野養護学校 無料
https://www.pen-
kanagawa.ed.jp/hadano-sh/index.html

秦野養護学校落合校舎
ｶﾘｷｭﾗﾑｸﾞﾙｰﾌﾟ
0463-81-5902

神奈川県 秦野市 ② 学校へ行こう週間 学校概要説明及び学校見学です。 10月28日～11月１日
秦野養護学校
落合校舎

秦野養護学校 無料
https://www.pen-
kanagawa.ed.jp/hadano-sh/index.html

秦野養護学校落合校舎
ｶﾘｷｭﾗﾑｸﾞﾙｰﾌﾟ
0463-81-5902

神奈川県 秦野市 ② 学校へ行こう週間 学校概要説明及び校舎見学です。 10月28日、29日、31日
秦野養護学校
末広校舎

秦野養護学校 無料
https://www.pen-
kanagawa.ed.jp/hadano-sh/index.html

秦野養護学校落合校舎
ｶﾘｷｭﾗﾑｸﾞﾙｰﾌﾟ
0463-81-5902

神奈川県 秦野市 ①
県民スポーツ月間
中央イベント「かながわスポー
ツフェスティバルinはだの」

様々なスポーツの体験コーナーや有名アスリートを講師とした「スポーツ
体験教室」など、誰もがスポーツに親しむことができるイベントです。

10月19日 秦野市カルチャーパーク 神奈川県 無料
県民スポーツ月間：
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/tz5
/cnt/f6135/

県スポーツ課　
健康・生涯スポーツグループ
045-285-0796

神奈川県 秦野市 ③ ソフィア・ジュニア祭 上智大学短期大学部大学祭 10月26日 秦野キャンパス SJ祭実行委員会 無料 http://www.jrc.sophia.ac.jp/ 事務センター R1年9月下旬HP公開予定

神奈川県 葉山町 ① 企画展　カイ・フランク
機能美に富んだ日用品を数多くデザインしたから「フィンランド・デザイン
の良心」と称されるカイ・フランクの代表作、約150点を展示します。

9/21～12/25 県立近代美術館葉山 県立近代美術館 http://www.moma.pref.kanagawa.jp/ 046-875-2800

神奈川県 葉山町 ①
コレクション展　音をみる、色を
きく　美術が奏でる音楽

絵の中の色と形の響きあいが、音楽のハーモニーやリズムにも似た感覚
を届けてくれる、さまざまな作品を展示します。

9/21～12/25 県立近代美術館葉山 県立近代美術館 http://www.moma.pref.kanagawa.jp/ 046-875-2800

神奈川県 葉山町 ③ 第53回葉山町文化祭 町文化協会所属団体が芸術文化活動の成果を発表します。 10月31日～11月25日 町福祉文化会館 葉山町文化協会 無料
町生涯学習課
046-876-1111

神奈川県 葉山町 ①③
第44回逗葉地区青少年音楽
祭

逗子葉山の公立中・高校６校の吹奏楽部による演奏会です。 10月27日 町福祉文化会館 葉山町教育委員会・逗子市 無料
町生涯学習課
046-876-1111

神奈川県 葉山町 ③ しおさい公園無料開放日
しおさい公園を無料で開放し、同期間圏内で町所蔵美術展や琴の演奏会
も予定しています。

11月3日 しおさい公園 葉山町教育委員会 無料
しおさい公園
046-876-1140

神奈川県 平塚市 ②③
平塚市 わたしたちの絵画展
～ひらつか　ゆめ　まち　みら
い～

都市整備部、まちづくり政策部において、小・中学生を対象とした、三つの
絵画コンクール応募作品を、共同展示します。

10月24日～10月27日
平塚市美術館
市民アートギャラリー

平塚市 無料

【平塚市 わたしたちの絵画展　～ひらつ
か　ゆめ　まち　みらい～】
http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/
machizukuri/page-c_02924.html

平塚市まちづくり政策課
0463‐21‐8781

神奈川県 平塚市 ① 第38回公民館フェスティバル
市内の公民館で活動している利用団体が作品展示・芸能・お茶会部門に
おいて日頃の成果を発表します。

【作品展示】
11月8日～10日
【芸能】11月9日,10日
【お茶会】11月9日

平塚市中央公民館
平塚市教育委員会、平塚市公民館
連絡協議会

無料
【平塚市公民館フェスティバル】
http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/
gakushu/page-c_01855.html

平塚市中央公民館
0463‐34‐2111

神奈川県 平塚市 ① 土屋ざる菊園
地域の活性化を目的に土屋菊づくり愛好会、土屋小学校、土屋公民館で
整備した「土屋ざる菊園」が開園します。赤・白・黄色・ピンクの4色のざる
菊800株が見ごろを迎えます。

10月22日から11月中旬
（開花状況・天候により
前後します。）

土屋ざる菊園
土屋菊づくり愛好会・土屋小学校・
土屋公民館

無料
【平塚市立土屋公民館】
http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/
gakushu/page-c_01845.html

平塚市立土屋公民館
0463‐58‐0833

神奈川県 平塚市 ① つちや菊花展
土屋公民館で「つちや菊花展」を開催します。菊は、土屋菊づくり愛好会、
土屋小学校児童が育てた3本仕立ての菊やざる菊が300鉢展示されま
す。

10月31日～11月4日 平塚市立土屋公民館１F集会室
土屋菊づくり愛好会・土屋小学校・
土屋公民館

無料
【平塚市立土屋公民館】
http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/
gakushu/page-c_01845.html

平塚市立土屋公民館
0463‐58‐0833

神奈川県 平塚市
①②
③④

TOKAIグローカルフェスタ2019
地（知）の拠点として、地域住民と教職員・学生との交流促進を目的に、近
隣自治体と連携しながら、学内の地域開放コンテンツを配した地域住民
対象のオープンキャンパス（大学開放・地域連携デー）として開催します。

10月19日 東海大学湘南キャンパス
東海大学地域連携センター
地域連携課

無料

【TOKAIグローカルフェスタ2019特設
ページ】
https://coc.u-tokai.ac.jp/case/tokai-
glocal-festa-2019/

【Facebook】
https://www.facebook.com/tokai.coc/

東海大学
地域連携センター
地域連携課
0463-50-2406

詳細は10月上旬以降、特設
ページ内に掲載いたします。

神奈川県 平塚市 ①②④
子ども大学ひらつか　奏アカデ
ミー東海大学

平塚市内小学生を対象に、子どもの知的好奇心や感性を育てることを目
的として、普段、子どもたちが、学習や生活の中で抱く興味や関心、疑問
について取り上げる理系の講座です。

11月9日～10日 東海大学湘南キャンパス 平塚市民・大学交流委員会 無料

平塚市教育委員会
社会教育課
「子ども大学ひらつか」係
TEL：0463-35-8123

募集期間：９月中旬～10/15
（火）を予定
対象：平塚市内小学4～6年生
定員：各日50名　※応募者多
数の場合は抽選

神奈川県 平塚市 ③ 第65回東海大学建学祭

建学祭とは、11月1日から3日まで東海大学湘南校舎で行われる学園祭
のことです。
3日間通して300もの企画と模擬店や９万人以上の来場者など、大学の学
園祭としては全国でも屈指の規模を誇ります。また企画や模擬店はその
ほとんどが東海大学の学生の手によって作られており、学生主体ならで
はの個性的な学園祭が楽しめます。さらに学生主導での著名人を招いて
のコンサートや、2000発の花火など、3日間すべてお子様から大人まで楽

11月1日～3日 東海大学湘南校舎
第65回東海大学
湘南学生会建学祭実行委員会

無料
http://kengakusai.shn.u-
tokai.ac.jp/index.html

教学部学生課学生係
/湘南学生会建学祭実行委
員会
0463-58-1211（代表）

神奈川県
平塚市、
小田原市

① 下水道ふれあいまつり

下水道の役割や下水道整備の重要性などについて、皆様の理解を一層
深めていただくため、毎年「下水道ふれあいまつり」を開催しており、今年
度は10月19日（土）に開催します。
下水処理場の施設見学や下水道学習室などの催しを実施します。

10月19日
下記会場で同時開催
①四之宮水再生センター
②扇町水再生センター

神奈川県及び
公益財団法人神奈川県下水道公社

無料

公益財団法人神奈川県下水
道公社総務部企画課
ＴＥＬ0463-55-7438
ＦＡＸ0463-55-7216

神奈川県 藤沢市 ①③ かながわトントンまつり
おいしい豚肉を生産する養豚農家と消費者の交流をテーマに開催し、養
豚への理解醸成と県内産豚肉の消費拡大を図ります。県内産豚肉やソー
セージ等の豚肉加工品販売や、子豚とふれあえるイベント等も行います。

11月10日 湘南台公園・湘南台公民館
一般社団法人神奈川県養豚協会
一般社団法人神奈川県畜産会
一般社団法人神奈川県畜産振興会

無料
一般社団法人神奈川県養豚
協会
046-238-2502

畜産物販売あり

神奈川県 藤沢市 ①③ 園内クイズラリー
公園内に数か所設置されたポイントを歩いて回り、記念碑や植物等を元
にしたクイズに答えていただきます。

11月17日 県立湘南海岸公園 株式会社湘南なぎさパーク 無料
https://www.s-n-
p.jp/shonankaigan_park/surfvillage/

湘南海岸公園
ホームページ、チラシ掲示等で
お知らせします。

神奈川県 藤沢市 ①
リフレッシュヨガ　ファミリーフェ
スタ湘南2019

古典ヨガのワークに取組むことにより、体の痛み、不調などの無い、健や
かな毎日を送って頂きたいと企画。子どもからシニアまで幅広い年代に対
応。

11月10日 県立辻堂海浜公園 NPO法人　VYS YOGI
http://www.kanagawa-
park.or.jp/tujidou/

県立辻堂海浜公園
詳細は1月中旬にホームペー
ジイベント情報欄にてお知らせ
します

神奈川県 藤沢市 ③

2019年度藤沢市アートスペー
ス制作・展示支援プログラム
「Artists in FAS2019入選アー
ティストによる成果発表展」

藤沢市アートスペースが実施するアーティスト・イン・レジデンスプログラ
ム。
アーティストの意欲的な制作活動をサポートするとともに、発表の場を提
供し、アーティストとその作品の魅力を発信します。

9月28日～11月10日
ココテラス湘南
藤沢市アートスペース

藤沢市
藤沢市教育委員会

無料
http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/b
unka/FAS/index.html

藤沢市アートスペース
0466-30-1816

アーティストによる滞在制作期
間は2019/7/2～9/22の間を
予定

神奈川県 藤沢市 ①③ 第40回藤沢市芸術文化展 藤沢市内の美術・書道・写真・華道４団体の作品発表です。 10月22日～27日
ODAKYU湘南GATE
藤沢市民ギャラリー

藤沢市文化団体連合会 無料
藤沢市民ギャラリー
0466-26-5133

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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神奈川県 藤沢市 ③

園田隆一郎のオペラを100倍
楽しむ方法Vol.9～優しい愛の
炎よ～『湖上の美人』直前スペ
シャル

藤沢市民オペラ芸術監督の園田隆一郎が、日本を代表するオペラ歌手を
ゲストに招き、１２月１日に上演する『湖上の美人』の聴きどころを実演付
きで解説します。

10月12日
藤沢市民会館
小ホール

公益財団法人
藤沢市みらい創造財団
芸術文化事業課

http://www.f-mirai.jp/arts/

公益財団法人
藤沢市みらい創造財団
芸術文化事業課
0466-28-1135

未就学児入場不可

神奈川県 藤沢市 ③
０才からのワンコイン・コンサー
ト2019

０才のお子さまからご入場いただけます。家族みんなで楽しめるコンサー
トです。

10月2日
11月7日

藤沢市民会館
小ホール

公益財団法人
藤沢市みらい創造財団
芸術文化事業課

http://www.f-mirai.jp/arts/

公益財団法人
藤沢市みらい創造財団
芸術文化事業課
0466-28-1135

本公演は、お子様連れの方を
対象とした公演です。

神奈川県 藤沢市 ③
藤沢にゆかりのある音楽家た
ち2019in龍口寺～３人の友情
が紡ぐ多彩な響の情緒～

藤沢にゆかりのある演奏家が、藤沢市の龍口寺にて、室内楽の演奏をお
届けします。

10月14日 寂光山龍口寺
公益財団法人
藤沢市みらい創造財団
芸術文化事業課

http://www.f-mirai.jp/arts/

公益財団法人
藤沢市みらい創造財団
芸術文化事業課
0466-28-1135

未就学児入場不可

神奈川県 藤沢市 ① 湘南工科大学市民公開講座
「プログラミング体験」をテーマに、湘南工科大学工学部情報工学科の教
員が講師として全４回の講座を行います。

10月5、12、19、26日 湘南工科大学 湘南工科大学 無料 http://www.shonan-it.ac.jp/public/
0466-30-0274
教務課生涯学習係

要事前予約

神奈川県 藤沢市 ③ 湘南工科大学　第55回松稜祭
学生が企画する趣向を凝らした模擬店をはじめ、フリーマーケットやイベ
ントなど、さまざまな催しのある学園祭です。

11月2日
11月3日

湘南工科大学 湘南工科大学松稜祭実行委員会 無料 http://shoryosai.shonan-it.ac.jp/
0466-30-0278
学生課

神奈川県
横浜市保土ヶ谷
区

② 学校説明会
県内の中学生ならびに保護者に対して、進路選択の参考として本校の教
育の特色について情報提供します。

9月28日 保土ケ谷公会堂 横浜翠嵐高等学校 無料
https://yokohamasuiran-h.pen-
kanagawa.ed.jp/zen/zen.html

045-311-5856

神奈川県 松田町 ③
「第20回カナガワビエンナーレ
国際児童画展」巡回展

絵画を通じて明日の世界を担う児童の夢と創造力を育み、お互いの生活
や多様な文化を理解するため、海外及び神奈川県内から児童画を公募し
展示する国際児童画展です。

10/22～10/27 松田町民文化センター
松田町、神奈川県、神奈川県立地
球市民かながわプラザ

無料 なし
松田町政策推進課
0465-83-1222

なし

神奈川県 松田町 ③ 松田町文化祭
町内在住、在勤者の団体、個人並びに町内社会教育施設で活動している
団体、個人が、舞台・展示・実演・体験各部門に分かれて、各種団体及び
町民・一般を対象に日ごろの成果を発表します。

10月26日～27日 松田町民文化センター・町立公民館 松田町教育委員会 無料
松田町教育委員会
教育課生涯学習係
0465-83-7201

神奈川県 松田町 ① 家読（うちどく）の日
毎月第１日曜日に青空広場に「リサイクル本コーナー」を設置し、青空の
下で家族揃って、のんびりと読書を楽しむ。

11月3日 松田町民文化センター 松田町教育委員会 無料
松田町教育委員会
教育課生涯学習係
0465-83-7201

神奈川県 松田町 ①
文化財ウォーク「歩いてみよう
松田の歴史」

文化財保護委員が講師となり、矢倉沢往還「篠窪（大井町）から神山清水
の山王社コース」を中心にウォーキングします。

11月9日 町内 松田町教育委員会 無料
松田町教育委員会
教育課生涯学習係
0465-83-7201

神奈川県 松田町 ①
町民大学　第4回「絵本でアン
チエイジング」

社会教育の一環として「町民大学」を計5回開催し、第4回は「絵本でアン
チエイジング」をテーマに講演会を実施します。

11月16日 町立公民館 松田町教育委員会 無料
松田町教育委員会
教育課生涯学習係
0465-83-7202

神奈川県 真鶴町 ①③ 真鶴町民音楽祭
町の音楽サークルによる演奏や小学児童による合唱などの公演が行な
われ、町民の文化・芸術振興を図ります。

10月26日 真鶴町民センター 真鶴町教育委員会 無料
真鶴町教育委員会教育課
生涯学習係0465-68-1131

神奈川県 真鶴町 ③ 真鶴町民文化祭
町の文化サークルにより作品の展示や公演などが行なわれ、町民の文
化・芸術振興を図ります。

10月30日から11月４日 真鶴町民センター及び情報センター 真鶴町教育委員会 無料
真鶴町教育委員会教育課
生涯学習係0465-68-1131

神奈川県 真鶴町 ①③ くすのきゼミ
町民を対象に自然散策を行ない、郷土の自然について学びます。今年度
のテーマは現在未定となっております。

10月または11月 町内 真鶴町教育委員会 無料
真鶴町教育委員会教育課
生涯学習係0465-68-1131

神奈川県 真鶴町 ① 成人学級
町内在住者を対象とし、生涯学習に係る講座を実施する予定です。内容
は現在未定となっております。

10月または11月 町内 真鶴町教育委員会 無料
真鶴町教育委員会教育課
生涯学習係0465-68-1131

神奈川県 南足柄市 ① 自然観察会 落ち葉やドングリなどの木の実を拾って観察をします。 11月3日 神奈川県立足柄ふれあいの村 (株)アグサ・関東学院グループ 無料
【足柄ふれあいの村】
http://www.ashigara-fureai.com/

神奈川県立
足柄ふれあいの村
0465-72-2010

神奈川県 南足柄市 ① 森の大地祭
各種模擬店、フリーマーケット、楽器演奏や創作ダンスのステージ、クラフ
ト体験など

11月17日 神奈川県立足柄ふれあいの村 (株)アグサ・関東学院グループ 無料
【足柄ふれあいの村】
http://www.ashigara-fureai.com/

神奈川県立
足柄ふれあいの村
0465-72-2010

神奈川県 南足柄市 ① 第44回南足柄市民文化祭
期間中に音楽会、社交ダンス大会、各種展示、芸能大会、日本舞踊公演
を順次、開催します。

10月26～27日
11月1～5日,11月10日

南足柄市文化会館（愛称：金太郎み
らいホール）等

南足柄市・南足柄市教育委員会・南
足柄市教育研究会・南足柄市文化
団体連盟

無料
http://www.city.minamiashigara.kanaga
wa.jp/

文化スポーツ課
文化班　姥澤
0465-73-8062

神奈川県 山北町 ① やまぶき学級
講演会や視察研修など、どなたでも参加できる生涯学習として、「健康で
明るく生きがいを持って社会を生きること」を目的に開催します。

10月11、18、25日
11月1、8日

山北町立生涯学習センター
山北町社会福祉協議会、山北町福
祉課、教育委員会生涯学習課

山北町社会福祉協議会
0465-75-1294

神奈川県 山北町 ③ やまきた町民文化祭 文化・芸術活動の成果を発表する場と芸術鑑賞の機会を提供します。 11月2日～4日、11日 山北町立生涯学習センター 山北町文化団体連絡協議会 無料
山北町生涯学習センター
0465-75-3131

神奈川県 大和市 ③
第６７回大和市文化祭一般公
募展

市民から募集した「絵画」、「書」、「写真」の作品を展示ます。 10月12日～10月29日
大和市文化創造拠点シリウス
ギャラリー

大和市 無料
http://www.city.yamato.lg.jp/web/shak
ai/bunkasai.html

大和市文化振興課
046(260)5222

神奈川県 大和市 ③ やまとコミュニティ音楽館
市民にとって身近な施設であるコミュニティセンターを会場としたミニコン
サートです。クラシックだけでなく、童謡や歌謡曲等を織り交ぜた楽しい音
楽会です。

10月19日
コミュニティセンター
緑野会館

大和市 無料
http://www.city.yamato.lg.jp/web/shak
ai/ongakukani.html

大和市文化振興課
046(260)5222

神奈川県 大和市 ①
つる舞の里歴史資料館企画展
「人生儀礼―昭和・平成の誕
生・婚礼・葬送―」

人は生まれてから死ぬまで、健康や幸せを願って節目節目に儀礼を行い
ます。市域の産育儀礼・婚姻儀礼・葬送儀礼の習俗について、調査をもと
に昭和～平成の誕生や結婚、お葬式にまつわる習俗を写真とで紹介しま

10月24日～12月8日 大和市つる舞の里歴史資料館 大和市 無料
http://www.city.yamato.lg.jp/web/shak
ai/turumai.html

大和市つる舞の里歴史資料
館046(278)3633

神奈川県 大和市 ③ やまと世界料理の屋台村
気軽に外国人市民の母国料理や音楽、舞踊などに触れることができるイ
ベントを開催します。「一日限りの世界の料理の屋台村」をお楽しみくださ
い。

10月27日
大和駅周辺
やまと広場
図書館の道

大和市 無料
http://www.yamato-
kokusai.or.jp/menu/yatai/yatai.html

大和市国際化協会
046(265)6051

神奈川県 大和市 ③ やまとコミュニティ音楽館
市民にとって身近な施設であるコミュニティセンターを会場としたミニコン
サートです。クラシックだけでなく、童謡や歌謡曲等を織り交ぜた楽しい音
楽会です。

11月10日
コミュニティセンター
福田会館

大和市 無料
http://www.city.yamato.lg.jp/web/shak
ai/ongakukani.html

大和市文化振興課
046(260)5222

神奈川県 大和市 ③
第１１回やまとげんきっこアート
フェスティバル

大和市内の認可保育所や障がい児通園施設に通う児童（年長児）の作品
を展示します。

11月14日～11月17日
大和市文化創造拠点シリウス
ギャラリー

大和市 無料
http://www.city.yamato.lg.jp/web/katei
/index.html

大和市ほいく課
046(260)5672

神奈川県 大和市 ③ やまとコミュニティ音楽館
市民にとって身近な施設であるコミュニティセンターを会場としたミニコン
サートです。クラシックだけでなく、童謡や歌謡曲等を織り交ぜた楽しい音
楽会です。

11月17日
コミュニティセンター
柳橋会館

大和市 無料
http://www.city.yamato.lg.jp/web/shak
ai/ongakukani.html

大和市文化振興課
046(260)5222

神奈川県 大和市 ③
第１８回大和市民芸術祭（展示
の部）

市内で活動する絵画、華道、茶道、書道、俳句の芸術団体に加え、大和
市文化芸術顕彰受賞者などが参加する展示会です。会場では日替わり
でワークショップを開催します。

11月21日～11月23日
大和市文化創造拠点シリウス
ギャラリー

大和市 無料
http://www.city.yamato.lg.jp/web/shak
ai/geijutusai.html

大和市文化振興課
046(260)5222

神奈川県 大和市 ③
第１８回大和市民芸術祭（舞台
の部）

阿波踊りをはじめ、和太鼓やアカペラ、ゴスペルなど一度に様々なジャン
ルの舞台を鑑賞できる豪華な祭典です。

11月23日
大和市文化創造拠点シリウス
メインホール

大和市 無料
http://www.city.yamato.lg.jp/web/shak
ai/geijutusai.html

大和市文化振興課
046(260)5222

神奈川県 湯河原町 ③ 文化祭
町内文化団体を中心に、文化活動、成果発表の場として開催し、文化水
準の向上を図ります。

10月～11月
湯河原町立図書館、湯河原観光会
館、町内地域会館、湯河原町防災コ
ミュニティセンター

湯河原町教育委員会
湯河原町文化祭実行委員会

無料
http://www.town.yugawara.kanagawa.jp
/kyoiku/

湯河原町教育委員会
0465-62-1125

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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神奈川県 湯河原町 ③ 音楽会（サークルの部）
湯河原町に音楽を広め、音楽会を通して町民の文化の向上とふれあいを
図ることを目的として開催し、サークル活動を中心としてアマチュアの団体
等が参加します。

11月2日 湯河原町民体育館
湯河原町教育委員会
湯河原町音楽会実行委員会

無料
http://www.town.yugawara.kanagawa.jp
/kyoiku/

湯河原町教育委員会
0465-62-1125

神奈川県 湯河原町 ③ 現代作家展vol.4「松井亨展」

地域にゆかりのある作家に関連した展覧会を開催することにより、地域文
化の紹介と文化芸術の普及に寄与します。
松井亨の黒を基調とした独自の手法でパリの街並みなどを描いた作品を
展示します。

10月3日～11月5日 町立湯河原美術館 湯河原町教育委員会
http://www.town.yugawara.kanagawa.jp
/kyoiku/museum/

町立湯河原美術館
0465-63-7788

神奈川県 湯河原町 ③

平松礼二館企画展
「画業をたどるシリーズ②　混
迷から希望の時代」開催及び
アトリエ公開

現代日本画家・平松礼二の作品を企画展示。館内に設けたアトリエも公
開し、文化芸術の普及と振興に寄与します。

10月3日～12月24日 町立湯河原美術館 湯河原町教育委員会
http://www.town.yugawara.kanagawa.jp
/kyoiku/museum/

町立湯河原美術館
0465-63-7788

神奈川県 湯河原町 ③
現代作家展vol.5「型染作家・髙
田正彦遺作展」

地域にゆかりのある作家に関連した展覧会を開催することにより、地域文
化の紹介と文化芸術の普及に寄与します。
湯河原に自宅兼工房を構えた髙田正彦の遺作展として代表作を展示しま
す。

11月7日～12月24日 町立湯河原美術館 湯河原町教育委員会
http://www.town.yugawara.kanagawa.jp
/kyoiku/museum/

町立湯河原美術館
0465-63-7788

神奈川県 湯河原町 ③ 温泉資料展示会
神奈川県立図書館作成パネルを展示し、あわせて当館所蔵の温泉関係
資料を展示します。

10月18日～10月27日 湯河原町立図書館 湯河原町教育委員会 無料
http://www.town.yugawara.kanagawa.jp
/kyoiku/library/

湯河原町立図書館
0465-63-4155

神奈川県 湯河原町 ① 土よう日のおはなし会
図書館職員とボランティアによる絵本や紙芝居の読み聞かせとわらべう
たです。

10月19日 湯河原町立図書館 湯河原町教育委員会 無料
http://www.town.yugawara.kanagawa.jp
/kyoiku/library/

湯河原町立図書館
0465-63-4155

神奈川県 湯河原町 ① 金よう日のおはなし会 図書館職員とボランティアによる絵本の読み聞かせとわらべうたです。 11月8日 湯河原町立図書館 湯河原町教育委員会 無料
http://www.town.yugawara.kanagawa.jp
/kyoiku/library/

湯河原町立図書館
0465-63-4155

神奈川県 横須賀市 ② 第2回学校説明会・体験授業
中学生・保護者を対象に福祉科と普通科（ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ）の概要説明と、両科
で行われている特徴的な授業を中心とした授業体験を行います。

10月19日 横須賀明光高等学校
＜福祉科＞横須賀明光
＜普通科＞大楠

無料

http://www.yokosukameiko-h.pen-
kanagawa.ed.jp
-------------
http://www.ogusu-h.pen-

<福祉科>046-834-5671
<普通科>046-856-0024

神奈川県 横須賀市 ①②③ 横須賀版キッズウィーク
大人と子どもが共に地域で過ごす機会を創出することにより、「家庭や地
域の教育力向上」「有給休暇の取得促進」「多様な活動機会の確保による
地域の活性化」を図ります。

10月19日～11月４日
横須賀市立図書館、博物館、美術
館の他、市内企業や商店街によるイ
ベント等（市内各所）

横須賀市教育委員会 無料
https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp
/8115/kidsweek.html

横須賀市教育委員会
教育総務部教育政策課
046-822-9751

神奈川県 横須賀市
①②
③④

三浦半島の自然誌
三浦半島の身近な自然を、地球科学、昆虫、植物、魚類についての講義
をとおして学習します。

11月６日～12月11日 横須賀市自然・人文博物館 横須賀市教育委員会 無料
http://www.museum.yokosuka.kanagaw
a.jp

横須賀市自然・人文博物館
046-824-3688

希望者多数の場合は横須賀
市内在住者を優先し、抽選に
より参加者を決定【定員50人】

神奈川県 横須賀市 ①②③ ナイトミュージアム
ふだんは見られない夜の博物館内を、夜間ならではの演出とともに学芸
員がご案内します。

11月2日 横須賀市自然・人文博物館 横須賀市教育委員会 無料
http://www.museum.yokosuka.kanagaw
a.jp

横須賀市自然・人文博物館
046-824-3688

希望者多数の場合は横須賀
市内在住者を優先し、抽選に
より参加者を決定【定員120

神奈川県 横須賀市 ①②③ よこすかの歴史最前線
市民による最新の研究成果の発表の場です。発表申込者がいない場合
は中止となる場合があります。

11月3日 横須賀市自然・人文博物館 横須賀市教育委員会 無料
http://www.museum.yokosuka.kanagaw
a.jp

横須賀市自然・人文博物館
046-824-3688

先着100名

神奈川県 横須賀市
①②
③④

自然館ミュージアムトーク
自然館の常設展示、トピックス展示について担当学芸員が来館者の皆さ
んとお話ししながら、わかりやすく解説します。

11月3日 横須賀市自然・人文博物館 横須賀市教育委員会 無料
http://www.museum.yokosuka.kanagaw
a.jp

横須賀市自然・人文博物館
046-824-3688

参加自由

神奈川県 横須賀市
①②
③④

無料観覧日 企画展及び所蔵品展、谷内六郎館を無料でご覧いただけます。 11月3日 横須賀美術館 横須賀市教育委員会 無料 https://www.yokosuka-moa.jp/
横須賀美術館
046-845-1211

神奈川県 横須賀市 ①③
サンスターファミリーミュージカ
ル

県と「未病対策の推進に関する連携協定」を締結している、サンスター株
式会社が、歯の健康と歯磨き週間の大切さの周知を行うミュージカル

11月10日 横須賀市文化会館 サンスター株式会社 無料 https://jp.sunstar.com/kids/ 045-210-4746

神奈川県 横須賀市 ①②
国立特別支援教育総合研究
所「研究所公開」

特別支援教育について研究している当研究所を一般公開いたします。障
害のある子どもへの知識を深め、支援の方法を学べる体験型コンテンツ、
教材・支援機器の展示、障害種ごとの体験型展示、研究内容の紹介など
の企画を通して、特別支援教育に関する理解を深めていただけます。

11月16日 国立特別支援教育総合研究所 国立特別支援教育総合研究所 無料
http://www.nise.go.jp/nc/laboratory_rel
ease

総務・広報係
０４６－８３９－６８０３（代表）

神奈川県 横須賀市 ②
筑波大学附属久里浜特別支
援学校「自閉症の子供を理解
するための学校公開」

学校公開・授業公開・交流及び共同学習の取組発表・作品展示などを実
施。

11月9日 筑波大学附属久里浜特別支援学校 筑波大学附属久里浜特別支援学校 無料 http://www.kurihama.tsukuba.ac.jp/
学校職員室
046-848-3444

当日受付可能

神奈川県

横須賀市
平塚市
鎌倉市
藤沢市
小田原市
茅ヶ崎市
逗子市
三浦市
葉山町
大磯町
二宮町
箱根町
湯河原町
横浜市

③ 湘南邸園文化祭2019
相模湾沿岸地域一帯の邸宅・庭園や歴史的建造物を活用したコンサート
や街歩きツアーなど、71の文化的催しを行います。

9月13日～12月15日 14市町内各会場 31の団体 http://shonan-teien-festival.org/

湘南邸園文化祭事務局
TEL:045-341-0087
又は都市整備課
TEL:045-201-6209

神奈川県 横浜市 ③
令和元年度「VORTEX」世界文
化交流プロジェクト

韓国舞踊の伝統と現代的な振付が融合した美しいコンテンポラリーダンス
作品を上演する。

10月25日～27日 KAAT神奈川芸術劇場
神奈川県、KAAT神奈川芸術劇場、
駐横浜大韓民国総領事館

文化課マグカル推進グルー
プ　瀧本
電話：045-210-3806

神奈川県 横浜市 ① 声をだそう！音読の会
昔話や詩、文学作品などをみんなで声に出して読む会です。脳の活性化
も期待できると言われている「音読」を楽しんでみませんか。

10月31日 横浜市保土ケ谷図書館 横浜市保土ケ谷図書館 無料

【保土ケ谷図書館HP】
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurash
i/kyodo-
manabi/library/tshokan/hodogaya/

横浜市保土ケ谷図書館
電話：045-333-1336

事前申込制、先着18人。10月
10日より保土ケ谷図書館の窓
口または電話で受付。

神奈川県 横浜市 ① 秋のとくべつおはなし会 地域で活動するボランティアと一緒に行うおはなし会です。 11月6日 横浜市保土ケ谷図書館 横浜市保土ケ谷図書館 無料

【保土ケ谷図書館HP】
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurash
i/kyodo-
manabi/library/tshokan/hodogaya/

横浜市保土ケ谷図書館
電話：045-333-1336

神奈川県 横浜市 ③

神奈川県民ホール・オペラ・シ
リーズ2019
グランドオペラ共同制作
ビゼー作曲　オペラ『カルメン』
全4幕

毎回極上の舞台をお届けしている神奈川県民ホール・オペラ・シリーズ。
今年は国内3劇場・4団体の共同制作により、ビゼーの最高傑作オペラ『カ
ルメン』をお贈りします。

10月19日～20日 神奈川県民ホール 公益財団法人神奈川芸術文化財団
https://www.kanagawa-
kenminhall.com/aichi-sapporo-
carmen/

0570-015-415

神奈川県 横浜市 ③ やなぎみわ展　神話機械
待望された約10年ぶりの本個展では、これまで以上にやなぎの汲み尽く
せぬ創造の泉に迫ります。

10月20日～12月1日 神奈川県民ホール 公益財団法人神奈川芸術文化財団
https://www.kanakengallery.com/detail
?id=36191

045-633-3795

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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神奈川県 横浜市 ③

KAAT DANCE SERIES 2019
 テロ・サーリネン×韓国国立
舞踊団
「VORTEX」

フィンランドで最も著名な振付家テロ・サーリネンが韓国国立舞踊団から
の呼びかけにより振付し、ソウルにて初演された大作です。

10月25日～27日 KAAT神奈川芸術劇場 公益財団法人神奈川芸術文化財団 https://www.kaat.jp/d/vortex 0570-015-415

神奈川県 横浜市 ③

KAAT神奈川芸術劇場プロ
デュース
「ドクター・ホフマンのサナトリ
ウム　〜カフカ第4の長編〜」

KAATとケラリーノ・サンドロヴィッチが初タッグ！カフカ４作目の長編小説
の遺稿が発見された！？そして、誰も知らない「カフカ未発表長編」が舞
台化されたら？KERAが書き下ろす最新作に豪華キャストが集結します。

11月7日～24日 KAAT神奈川芸術劇場 公益財団法人神奈川芸術文化財団 https://www.kaat.jp/d/DrHoffman 0570-015-415

神奈川県 横浜市 ③
KAAT・KUNIO共同製作
KUNIO15「グリークス」

10時間のギリシャ悲劇一挙上演。人間と神、正義と過ち、秩序と混沌が入
り乱れる一大狂宴演劇。KAAT神奈川芸術劇場で新作を発表してきた演
出家の杉原邦生が演出いたします。

11月21日～30日 KAAT神奈川芸術劇場 公益財団法人神奈川芸術文化財団 https://www.kaat.jp/d/greeks 0570-015-415

神奈川県 横浜市 ③
古楽アンサンブル　アントネッ
ロ
「没後500年 レオナルド・ダ・

古楽アンサンブル、アントネッロが今年、“500年に一度”の一大プロジェク
トに挑戦します。テーマは「レオナルド・ダ・ヴィンチの音楽」。古楽演奏、
歌、ルネサンスダンスで華麗にその謎に迫ります。

10月12日 神奈川県立音楽堂 公益財団法人神奈川芸術文化財団
https://www.kanagawa-
ongakudo.com/detail?id=35998

045-263-2567

神奈川県 横浜市 ③
街なかトークカフェ
「第3回ダンスと音楽のフシギ
なカンケイ」

ダンサーからみた音楽とは？音楽からみたダンスとは？小㞍さんの音楽
に対する視線などを語り、原美術館で発表したソロパフォーマンスの一部
を紹介しながら、言葉、映像、音楽、動きでダンスと音楽の関係に迫りま

10月27日 BUKATSUDO 公益財団法人神奈川芸術文化財団
https://www.kanagawa-
ongakudo.com/talkcafe/

045-263-2567

神奈川県 横浜市 ③
特別展「中島敦展―魅せられ
た旅人の短い生涯」

33年の生涯を小説創作に捧げ、「山月記」「名人伝」「光と風と夢」「李陵・
司馬遷」など珠玉の作品群を遺した作家・中島敦（1909-1942）の生誕110
年を記念した回顧展。

9月28日～11月24日 県立神奈川近代文学館 公益財団法人神奈川文学振興会 https://www.kanabun.or.jp
神奈川文学振興会
045-622-6666

神奈川県 横浜市 ③
トークイベント「映画『バケモノ
の子』と中島敦作品」

「サマーウォーズ」「未来のミライ」などアニメーション作品で知られる映画
監督・細田守氏と作家・池澤夏樹氏が中島敦と細田作品との関係を読み
解きます。

10月5日 県立神奈川近代文学館 公益財団法人神奈川文学振興会 https://www.kanabun.or.jp
神奈川文学振興会
045-622-6666

「中島敦展」記念イベント

神奈川県 横浜市 ③
トークと朗読「野村萬斎、『敦』
を語る。」

狂言師・演出家の野村萬斎氏による中島敦作品「牛人」の朗読（朗読伴
奏は尺八演奏家・藤原道山氏）と、萬斎氏と作家・池澤夏樹氏による中島
敦とその作品に関するトークが行われます。

10月9日 県立神奈川近代文学館 公益財団法人神奈川文学振興会 https://www.kanabun.or.jp
神奈川文学振興会
045-622-6666

「中島敦展」記念イベント

神奈川県 横浜市 ③ 対談「中島敦　あの名場面」
「神奈川新聞」に連載された「日本文学　あの名場面」の連載記念対談。
英文学者・阿部公彦氏と作家・中島京子氏が中島敦作品の名場面を語り
合います。（神奈川新聞社との共催）

10月20日 県立神奈川近代文学館 公益財団法人神奈川文学振興会 https://www.kanabun.or.jp
神奈川文学振興会
045-622-6666

「中島敦展」記念イベント

神奈川県 横浜市 ③
講演会「世界文学としての中島
敦」

本展編集委員である作家・池澤夏樹氏が、漢学と英文学の素養を基に南
洋諸島や古代中国、西域を越え、人間普遍の世界文学を目指した中島敦
の作品世界を繙きます。

11月4日 県立神奈川近代文学館 公益財団法人神奈川文学振興会 https://www.kanabun.or.jp
神奈川文学振興会
045-622-6666

「中島敦展」記念イベント

神奈川県 横浜市 ③
映画「トロピカル・マラディ」上
映会

中島敦「山月記」にインスパイアされ、タイ人の映画監督アピチャッポン・
ウィーラセタクン氏によって2004年に製作された作品。カンヌ映画祭審査
員賞など複数の映画賞を受賞したタイ語映画作品（日本語字幕）。

11月9日（１日2回） 県立神奈川近代文学館 公益財団法人神奈川文学振興会 https://www.kanabun.or.jp
神奈川文学振興会
045-622-6666

「中島敦展」記念イベント

神奈川県 横浜市 ③ 講座「中島敦と同時代の文学」
山下真史氏（中央大学文学部教授）が中島敦と同時代の文学作品を比較
し、社会への関心などを作品から読み解きます。

11月17日 県立神奈川近代文学館 公益財団法人神奈川文学振興会 https://www.kanabun.or.jp
神奈川文学振興会
045-622-6666

「中島敦展」記念イベント

神奈川県 横浜市 ③
第68回神奈川文化賞・スポー
ツ賞贈呈式

昭和27年度から神奈川県と神奈川新聞社が共催で実施しており、毎年、
神奈川の文化の向上発展に尽力し、その功績顕著な個人又は団体に対
して「神奈川文化賞」「神奈川文化賞未来賞」を、また、スポーツにおいて
功績顕著な個人又は団体に対して「神奈川スポーツ賞」を贈呈し、祝賀演
奏を行います。

11月3日（日・祝）14:30 神奈川県民ホール 神奈川県、神奈川新聞社 無料
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/yi4/
bunspo/68bosyu.html

文化課文化事業グループ
電話045-210-3808

申込方法：往復はがきまたは
県ホームページ
（往復はがきは、行事名、郵便
番号、住所、氏名、電話番号、
人数（はがき1枚で2人まで）を
明記）
申込先：〒231-8588県文化課
「贈呈式」担当
申込期限：10月2日（水）

神奈川県 横浜市 ③
第５回全国高等学校日本大通
りストリートダンスバトル

県では、文化芸術の魅力で人を引きつけ、地域のにぎわいをつくり出す、
マグネット・カルチャー、略して「マグカル」の取組の一環として、「第５回全
国高等学校日本大通りストリートダンスバトル」を開催します。

11月10日 日本大通り（県庁前特設ステージ）
第５回全国高等学校日本大通りスト
リートダンスバトル実行委員会

無料 https://www.streetdancebattle.jp/

第5回全国高等学校日本大
通りストリートダンスバトル実
行委員会事務局
0466-60-7550

神奈川県 横浜市 ③
浮世絵アートウィーク(仮称)

神奈川県庁本庁舎で伝統芸能を中心としたイベントを開催し、日本大通り
で和文化をスクリーンに映写し「デジタルアートプロジェクト」を開催する。 10/26～11/2 神奈川県庁日本大通り 神奈川県 無料

神奈川県国際文化観光局文
化課文化プログラムグループ
045-285-0220

神奈川県 横浜市 ①②③
かながわこども民俗芸能フェス
ティバル～れとろびーと2019～

地域で継承されている伝統芸能を広く県民に紹介することにより、伝統文
化への理解を深め、伝統文化の継承、発展への機運を醸成するととも
に、後継者育成を支援します。今年度は県内各地で人形浄瑠璃に取り組
む子どもたちを紹介します。

11月4日
神奈川県立青少年センター紅葉坂
ホール

かながわ伝統芸能祭実行委員会
（神奈川県）

無料
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/yi4/
dentougeinou/retrobeat2019.html

県文化課紅葉ケ丘駐在事務
所（県立青少年センターホー
ル運営課）　045-263-4475

神奈川県 横浜市 ①②
第54回神奈川県青少年ダンス
発表会

神奈川県内の青少年の日頃のダンス活動の成果を発表する場を設け､青
少年のダンス活動の発展、向上を目指すために実施します。舞台での発
表後に複数の講師から講評を受けることで、今後の活動の参考にするこ
とができます。

11月3日
神奈川県立青少年センター紅葉坂
ホール

神奈川県 無料
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/yi4/
schooｌ/2019ichiran.html

県文化課紅葉ケ丘駐在事務
所（県立青少年センターホー
ル運営課）　045-263-4475

神奈川県 横浜市 ①③
かながわ畜産フードコレクショ
ン2019

神奈川の畜産は横浜開港とともに発展してきた長い歴史があります。県
民に県産畜産物を知ってもらい、意識的に選んで食べてもらえるよう、生
産者等による食のイベントを開催し、畜産物の魅力をアピールします。

11月17日 横浜赤レンガ倉庫イベント広場B かながわ畜産ブランド推進協議会 無料

【かながわ畜産ブランド推進協議会(一
般社団法人神奈川県畜産会ＨＰ内)】
http://kanagawa.lin.gr.jp/info/post-
2.html
掲載予定

かながわ畜産ブランド推進協
議会（事務局：一般社団法人
神奈川県畜産会)045-761-
4191
畜産物販売主体

神奈川県 横浜市 ①③
かながわミルクフェスティバル
2019

県内の消費者や地域の皆様に酪農や乳業のことをもっと知っていただく
ために、生産者、乳業メーカー団体、行政等の関係機関が一体となってイ
ベントを開催します。

11月17日 横浜赤レンガ倉庫イベント広場B
かながわ酪農活性化対策委員会、
一般社団法人神奈川県畜産振興会

無料

神奈川県 横浜市 ④
エコカー試乗会in日本大通り
2019

エコカー（燃料電池自動車・電池自動車・プラグインハイブリッド車）の試
乗・展示会を実施します。

11月17日 日本大通り 神奈川県 無料

神奈川県産業労働局
産業部エネルギー課
次世代自動車グループ
(045-210-4133)

神奈川県 横浜市 ①
バリアフリーフェスタかながわ
2019

バリアフリーの街づくりの普及啓発を目的としたイベントです。 11月2日 そごう横浜店９階センタープラザ等
神奈川県バリアフリー街づくり推進
県民会議

無料
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/n7j/
cnt/f6880/

神奈川県地域福祉課
045（210）4748

神奈川県 横浜市 ① 介護フェアinかながわ
介護の仕事の魅力を発信し、介護職のイメージアップを推進するイベント
です。

11月2日 そごう横浜店９階新都市ホール 神奈川県 無料
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/n7j/
cnt/f535124/

介護フェアinかながわ事務局
045-227-0812

神奈川県 横浜市 ①③
特別展「聖徳太子信仰―鎌倉
仏教の基層と尾道浄土寺の名
宝―」

本展示では尾道浄土寺の文化財を中心に出展し、中世の宗教世界の基
層をなした聖徳太子信仰と律僧の活動について、金沢文庫の資料ととも
に読み解いていきます。

9月21日～11月17日 神奈川県立金沢文庫 神奈川県立金沢文庫
http://www.planet.pref.kanagawa.jp/cit
y/kanazawa.htm

045－701－9069

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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神奈川県 横浜市 ①② 「いのちの授業」大賞表彰式
子どもたちに「いのちを大切にする心」をはぐくむことを目的に「いのちの
授業」大賞作文を募集します。表彰式では優秀な作品を表彰し、受賞者
による作文朗読、授業実践者へのインタビューなどを行います。

11月30日
県立地球市民かながわプラザ「あー
すぷらざ」

神奈川県教育委員会 無料
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/v3p
/cnt/f417796/

神奈川県教育委員会
子ども教育支援課
小中学校生徒指導グループ
045-210-8292

神奈川県 横浜市 ① 考古学ゼミナール
近年の生涯学習に対する意欲の高まりと内容の多様化に応えるため、最
新の考古学テーマを設定し、やや専門的な内容の連続講座を開講しま
す。

10月19、26日
11月2日

かながわ県民センター 神奈川県埋蔵文化財センター 無料
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/ar3
/cnt/f6656/

県埋蔵文化財センター
電話：045-252-8661
FAX：045-252-8663
〒232-0033　横浜市南区中
村町3-191-1

神奈川県 横浜市 ① 第５回考古学講座
埋蔵文化財発掘調査の成果や考古学の研究成果を広く県民に提供し、
郷土の歴史や埋蔵文化財への知識・関心を深めてもらうため、基礎的講
座を開講します。

11月24日 かながわ県民センター 神奈川県埋蔵文化財センター 無料
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/ar3
/cnt/f6656/

県埋蔵文化財センター
電話：045-252-8661
FAX：045-252-8663
〒232-0033　横浜市南区中
村町3-191-1

神奈川県 横浜市旭区 ① 文化祭（地域技能展）
当校の教育内容や学生の活動を知っていただくとともに、世界に誇る「日
本のものづくり技術」を見たり体験したりしていただける機会として行うも
のです。

11月2日 神奈川県立産業技術短期大学校
神奈川県立産業技術短期大学校、
産業技術短期大学校学生自治会

無料 www.kanagawa-cit.ac.jp
神奈川県立産業技術
短期大学校　学生課
電話 045-363-1232

神奈川県 横浜市 ① アフリカ現代美術への誘い

本講座では欧米や日本で紹介された数名の作家や建築家の表現を通し
てグローバリズムとポストコロニアリズムを考えてみたいと思います（本講
義では建築、都市、現代アートを対象とし、仮面彫刻のような伝統芸術や
音楽は対象から除外しています）。

11月16日 横浜市立大学金沢八景ｷｬﾝﾊﾟｽ 横浜市立大学　地域貢献センター
https://www.yokohama-
cu.ac.jp/ext/lib/20191116africanart.ht
ml

横浜市立
大学地域貢献センター
045-787-8930

神奈川県 横浜市 ①
街の顔・魅力的な駅周辺地域
を考える

本講座では都市財政、地域経済、都市計画を専門とする教員による講義
ののち、金沢八景駅前を事例として、これからの駅周辺地域のあり方を皆
で考えます。

11月30日 横浜市立大学金沢八景ｷｬﾝﾊﾟｽ 横浜市立大学　地域貢献センター
https://www.yokohama-
cu.ac.jp/ext/lib/20191130.machinokao.
html

横浜市立
大学地域貢献センター
045-787-8930

神奈川県 横浜市 ①
「グローバル・パートナーシップ
の形成」

本講座では、中小企業がどのようにしてグローバル・パートナーシップを
形成していけば良いのかについて、日本ではじめてGPSシステムの開発
と販売を手掛けた株式会社アカサカテックの実践例を学びます。

10月31日 横浜市立大学金沢八景ｷｬﾝﾊﾟｽ 横浜市立大学　地域貢献センター
https://www.yokohama-
cu.ac.jp/ext/lib/20191031.akasaka.html

横浜市立
大学地域貢献センター
045-787-8930

神奈川県 横浜市 ①
「SDGs達成に向けた海外人材
の育成」

本講座では、中小企業がどのようにして海外人材を育成していけばよい
かについて、様々な事業を通じてSDGs達成に向けて積極的に取り組んで
いる日之出産業株式会社の実践例を学びます。

11月28日 横浜市立大学金沢八景ｷｬﾝﾊﾟｽ 横浜市立大学　地域貢献センター
https://www.yokohama-
cu.ac.jp/ext/lib/20191128.hinode.html

横浜市立
大学地域貢献センター
045-787-8930

神奈川県 横浜市 ① 自分の歯で美味しく食べる

年齢が進むにつれ、お口の機能が低下してくることがあります。オーラル
フレイルと呼ばれ、早くに見つけると健康を保ちながら自分の歯でかみ、う
まく飲み込むことができます。痛くなったら歯を見てもらいに行くのではな
く、定期的に歯科を受診して口腔機能の定期チェックをしてもらうこともお
すすめです。自分でできるオーラルフレイル予防について説明していきま

11月6日 ｳｨﾘﾝｸﾞ横浜 横浜市立大学　地域貢献センター 無料
https://www.yokohama-
cu.ac.jp/ext/med/20191106jibunnoha.h
tml

横浜市立
大学地域貢献センター
045-787-8930

神奈川県 横浜市 ① 医療政策学入門講座

医療関係者、行政関係者を対象に、医療経営管理者を養成することを目
的として、医療政策学の入門を学ぶ講座です。本講座では、社会保険支
払の仕組み、神奈川県における医療政策、医療政策と医療経営のかか
わりの3 つの視点から医療政策について学びます。

11月1日、8日、15日 横浜開港記念会館、波止場会館 横浜市立大学　地域貢献センター
https://www.yokohama-
cu.ac.jp/ext/lib/20191101iryou.html

横浜市立
大学地域貢献センター
045-787-8930

神奈川県 横浜市 ① Recent Short Stories

Short stories have the power to lift us away from our regular lives. They 
capture special moments that we may be able to relate to. They are 
more compact than novels, do not linger on, usually end abruptly. This 
selection is basically American, but takes us also to Nigeria, Ethiopia, 
Bangladesh and Japan. Themes cover suicide, anthropomorphism, guilt, 
parenting, family bonds, cultural differences, diaspora and exploitation.
The goal of this course is to discover the power of short stories to be 
thought provoking and to open our minds.

11月1、8、15、22、29日
12月6、13、20日
1月10、24日

横浜市立大学金沢八景ｷｬﾝﾊﾟｽ 横浜市立大学　地域貢献センター
https://www.yokohama-
cu.ac.jp/ext/lang/20191101recentshort
stories.html

横浜市立
大学地域貢献センター
045-787-8930

神奈川県 横浜市 ①
Let's talk about current 
events in easy English

いろいろな分野のニュース(英語学習者向けのインターネット記事や新聞
の記事）を読みながら、ディスカッションに必要な表現を学び、実際にそれ
を使って話し合う実践的な講座です。ペアワークやグループワークを取り
入れた参加型のレッスンで楽しく英語コミュニケーションスキルを高めま

10月26日、11月9日
12月7、21日、1月11日

横浜市立大学金沢八景ｷｬﾝﾊﾟｽ 横浜市立大学　地域貢献センター
https://www.yokohama-
cu.ac.jp/ext/lang/20191026jijinews.htm
l

横浜市立
大学地域貢献センター
045-787-8930

神奈川県 横浜市 ① シーンで学ぶドイツ語中級

今回は第３課の最後と、主に仕事の場面でのドイツ語（第４課）を取り上げ
ます。「～したほうが良い」という促しの表現や「もし～なら」という仮定の
表現、電話の取次ぎなどを学びます。授業は日本人講師とネイティブ講師
が交互に努め、ネイティブ講師はドイツ語で授業します。

11月13、20日
12月4、11日、1月8日

横浜市立大学金沢八景ｷｬﾝﾊﾟｽ 横浜市立大学　地域貢献センター
https://www.yokohama-
cu.ac.jp/ext/lang/20191113shigotoger
man.html

横浜市立
大学地域貢献センター
045-787-8930

神奈川県 横浜市 ① 歌で学ぶドイツ語

ドイツ語圏で歌い継がれる歌(Volkslied) を歌いながら、ドイツ語を楽しく学
ぶ講座です。歌の背景、歌詞の内容を講師が丁寧に指導します。ドイツ語
の歌や音楽に興味がある方なら参加できます！ドイツ語の特徴的なリズ
ムや発音に音楽からアプローチします。

10月30日、11月27日
12月18日

横浜市立大学金沢八景ｷｬﾝﾊﾟｽ 横浜市立大学　地域貢献センター
https://www.yokohama-
cu.ac.jp/ext/lang/20191030germanson
g.html

横浜市立
大学地域貢献センター
045-787-8930

神奈川県 横浜市 ①
ベンチャー企業における資金
調達の実務

多様なベンチャー企業向けに資金調達支援を実施している講師が、ベン
チャー企業の資金調達動向や手法に関する最新の知識・考え方を、起業
家、財務担当者向けに分かりやすく解説します。

10月18日 横浜市立大学金沢八景ｷｬﾝﾊﾟｽ 横浜市立大学　地域貢献センター
https://www.yokohama-
cu.ac.jp/ext/lib/20191018shikin.html

横浜市立
大学地域貢献センター
045-787-8930

神奈川県 横浜市 ① 平成の小説で学ぶ法律講座
朝日新聞が平成３１年３月に発表した「平成の30冊」にランキングされた
小説などを題材にして、民法や刑法などの法律を学ぶ講座です。

10月19日、11月9日、12
月21日

横浜市立大学金沢八景ｷｬﾝﾊﾟｽ 横浜市立大学　地域貢献センター
https://www.yokohama-
cu.ac.jp/ext/lib/201910heiseinovels.ht
ml

横浜市立
大学地域貢献センター
045-787-8930

神奈川県 横浜市 ① 運動と健康

筋肉（骨格筋）の新たな役割、すなわち筋肉は単に収縮して力を出すだけ
でなく、心身の健康を保つ働きもあることが分かってきました。そこで本講
座では、この筋肉に注目し、構造などの基本的なことから具体的なトレー
ニング方法、そして筋肉で作られる物質と健康との関わりについて分かり
やすく解説します。

10月19日 横浜市立大学金沢八景ｷｬﾝﾊﾟｽ 横浜市立大学　地域貢献センター
https://www.yokohama-
cu.ac.jp/ext/lib/20191019.undotokenko
.html

横浜市立
大学地域貢献センター
045-787-8930

神奈川県 横浜市 ①
近代の古文書に親しむ(入門
編）

本講座は、近代日本の国づくりに貢献した著名人に関する古文書の写し
を用い、基礎的な解読のルールを紹介しながら、古文書に慣れ親しんで
いただくことを目標とします。課題史料は、「山口コレクション」（神奈川県
立公文書館所蔵）に含まれている未刊行史料を用います（2～3点を予

10月19日 横浜市立大学金沢八景ｷｬﾝﾊﾟｽ 横浜市立大学　地域貢献センター
https://www.yokohama-
cu.ac.jp/ext/lib/20191019komonjyo.ht
ml

横浜市立
大学地域貢献センター
045-787-8930

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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神奈川県 横浜市 ① 県南の諸都市を地誌る
この講座では、近隣の数都市を取りあげ、地域の中心として発展してきた
要因を、貴重な資料や画像から解き明かします。タイトルの「地誌（ちし）
る」とは、そのまちの土地環境を、関連する学問からアプローチすることを
指しています。

10月26日、11月9、16日
12月7、14日

横浜市立大学金沢八景ｷｬﾝﾊﾟｽ 横浜市立大学　地域貢献センター
https://www.yokohama-
cu.ac.jp/ext/lib/20191026kennanshoto
shi.html

横浜市立
大学地域貢献センター
045-787-8930

神奈川県 横浜市 ① Current Issues Circle III

What bothers you about life these days? What issues you would like to 
discuss with others? Join our Current Issues Circle to share your 
concerns. The class is open to participants of any level of English. 
Participants are encouraged to “agree to disagree”. Normally we divide 
into groups for discussion, occasionally role play or debate. The teacher 
will provide topical texts to start off the week’s theme. The course goal 
is to provide a chance to discuss everyday issues in English with people 
from different backgrounds. An opportunity to be aware of positive 
initiatives, consider the roots of some of the problems facing our modern 
world and share our dreams for the future. This is a Circle where 
participants can improve their communication skills while sharing their 
concerns, learning from each other, and perhaps picking up tips on how 
to live more positively.

11月1、8、15、22、29日
12月6、13、20日
1月10、24日

横浜市立大学金沢八景ｷｬﾝﾊﾟｽ 横浜市立大学　地域貢献センター
https://www.yokohama-
cu.ac.jp/ext/lib/20191101currentissue
s.html

横浜市立
大学地域貢献センター
045-787-8930

神奈川県 横浜市 ①
環境マネジメントシステムの取
り組みを見直すヒント

環境ISOの認証継続に行き詰まりを感じる横浜で活躍する地域企業の皆
さまに向けて、環境ISOの取り組みを見直すヒントを下記のようなテーマで
お話します。
・　リスク及び機会、特に、「機会」に焦点を当てた取り組みについて
・　認証返上後に自己適合宣言（ISO/IEC17050）を活用した環境マネジメ
ントシステムについて
・　CSRディスクロージャーを前提とした経営に役立つ環境マネジメントシ
ステムについて

11月7日 横浜市立大学金沢八景ｷｬﾝﾊﾟｽ 横浜市立大学　地域貢献センター
https://www.yokohama-
cu.ac.jp/ext/lib/20191107kankyoiso.ht
ml

横浜市立
大学地域貢献センター
045-787-8930

神奈川県 横浜市 ① 観光の未来

本講座では「忍者」「武士」「祭り」といった日本の文化を活用する先駆的
な事業者が登壇し、インバウンド観光をはじめとする日本観光のトレンドを
覗きみるものです。世の中を予測することは容易ではありませんが、日
本、そして横浜の観光の未来を共に考えてみませんか。

11月7、21日
12月5、12日

横浜情報文化ｾﾝﾀｰ7階大会議室 横浜市立大学　地域貢献センター
https://www.yokohama-
cu.ac.jp/ext/lib/20191117tourism.html

横浜市立
大学地域貢献センター
045-787-8930

神奈川県 横浜市 ① 平成文学が拓く令和新時代

虚構作品は、現状のある側面を抽出し、「典型」を作りあげます。それらを
分析することは時として、現実そのものを注視する以上に、「問題の今」を
浮かびあがらせます。ならば、平成時代に書かれた小説作品を読み解く
ことを通して、私たちが直面する困難の本質に迫りうるのではないか。そう
した前提の下、日本の「これから」を考える道筋を、僅かなりとも拓くことに
挑んでいきます。

10月19日、11月9日
12月21日

横浜市立大学金沢八景ｷｬﾝﾊﾟｽ 横浜市立大学　地域貢献センター
https://www.yokohama-
cu.ac.jp/ext/lib/20191123reiwanovels.h
tml

横浜市立
大学地域貢献センター
045-787-8930

神奈川県 横浜市 ① ヨコハマの海と、その未来

横浜市立大学と八千代エンジニヤリング株式会社で実施した「ブルーカー
ボン横浜プラットフォーム（山下公園前海域等における海域環境改善の調
査研究）」の成果を報告します。

11月30日 横浜市立大学金沢八景ｷｬﾝﾊﾟｽ 横浜市立大学　地域貢献センター
https://www.yokohama-
cu.ac.jp/ext/lib/20191130umitomirai.ht
ml

横浜市立
大学地域貢献センター
045-787-8930

神奈川県 横浜市 ①
インフルエンザの予防・診断・
治療

本講座ではインフルエンザの予防法ほか、不幸にして罹患してしまっても
重症化しないための注意点、最新の治療薬などについて解説します。

10月30日 中央図書館地下1階ホール 横浜市立大学　地域貢献センター 無料
https://www.yokohama-
cu.ac.jp/ext/med/kouza/flu191030.htm
l

横浜市立
大学地域貢献センター
045-787-8930

神奈川県 横浜市 ①

妊孕性温存治療
～若年がん患者さんの治療前
卵子・精子凍結保存について
～

がんなどの治療（抗がん剤や放射線療法）によってがんが治っても、その
あとに不妊になってしまうことがあります。不妊治療の進歩によってその
技術を応用し、がん治療前に、卵子・精子を“とっておく”ことが可能になっ
ています。こういった　妊孕性（にんようせい）＝妊娠する力　温存療法に
ついてご紹介します。

10月30日 情報文化ｾﾝﾀｰ6階ﾎｰﾙ 横浜市立大学　地域貢献センター 無料
https://www.yokohama-
cu.ac.jp/ext/med/kouza/191030.html

横浜市立
大学地域貢献センター
045-787-8930

神奈川県 横浜市 ①

潰瘍性大腸炎と上手につきあ
おう！
～基本治療から最新治療、日
常生活の留意点まで～

本講演では、潰瘍性大腸炎の基本治療と新規治療のご紹介、病気の治
療のコツと、日常生活の留意点などを含めて、できる限りお話しさせて頂
きます。

11月24日 旭公会堂 横浜市立大学　地域貢献センター 無料
https://www.yokohama-
cu.ac.jp/ext/med/20191124med.html

横浜市立
大学地域貢献センター
045-787-8930

神奈川県 横浜市 ③ おとなが楽しむおはなし会 昔話などのストーリーテリングを大人を対象に実施 10月24日 港南図書館会議室
横浜市港南図書館・おはなしにこっ
と

無料
横浜市港南図書館
045-841-5577

神奈川県 横浜市 ③
はまっ子読書の日記念　ブック
トークの会

いろいろな本を紹介するブックトークを実施 11月3日 横浜市港南図書館
横浜市港南図書館・かながわこども
ひろば

無料
横浜市港南図書館
045-841-5577

神奈川県 横浜市 ①③ 港南歴史講座 地域の歴史をテーマにした講演会 11月16日 横浜市港南図書館 港南歴史協議会
横浜市港南図書館
045-841-5577

神奈川県 横浜市 ③ 土曜おはなし会
ボランティアグループ「おはなしのいずみの会」の協力による、ストーリー
テリング（語り）中心のおはなし会です。対象は５歳くらいからで、大人も参
加できます。

11月2日 泉図書館 泉図書館 無料
泉図書館
０４５（８０１）２２５１

当日自由参加

神奈川県 横浜市 ③ 日曜おはなし会
ボランティアグループ「おはなしオルゴール」の協力による、絵本の読み聞
かせ、ストーリーテリング（語り）などのおはなし会です。対象は４歳くらい
からで、大人も参加できます。

11月10日 泉図書館 泉図書館 無料
泉図書館
０４５（８０１）２２５１

当日自由参加

神奈川県 横浜市 ③ ０・１・２・３歳のおはなし会
図書館司書による、０歳～３歳児とその保護者向けの、わらべうたと絵本
の読み聞かせのおはなし会です。

10月30日 泉図書館 泉図書館 無料
泉図書館
０４５（８０１）２２５１

事前申込制
10月２３日から　カウンターま
たは電話で

神奈川県 横浜市 ③ 大人のためのおはなし会
ボランティアグループ「おはなしクーゲル」の協力による、大人向けのス
トーリーテリング（語り）のおはなし会です。

11月13日 泉図書館 泉図書館 無料
泉図書館
０４５（８０１）２２５１

事前申込制
10月２4日から　カウンターまた
は電話で

神奈川県 横浜市 ③
本牧モック亭特別寄席～中図
書館・本牧地区センター・オリ
ブ工房開館30周年記念事業～

３館の開館30周年を記念し、地元神奈川を中心に落語家・絵本作家とし
て活躍する絵書家筆之輔氏を招き、子どもから大人まで楽しめる落語の
会を開催します。

10月19日 横浜市本牧地区センター体育館
中図書館・本牧地区センター・オリブ
工房

無料
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurash
i/kyodo-manabi/library/tshokan/naka/

本牧地区センター
045-622-4501
中図書館
045-621-6621

神奈川県 横浜市 ③ 三溪園　四季の写真展 紅葉の時期に合わせて、三溪園の四季の写真を展示します。 11/19～12/8 中図書館１階 中図書館 無料
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurash
i/kyodo-manabi/library/tshokan/naka/

中図書館
045-621-6621

神奈川県 横浜市 ③ 児童虐待防止展示
都筑区役所子ども家庭支援課と協力し、こども虐待防止月間のＰＲを行
う。

10月25日～11月8日 都筑図書館 都筑図書館 無料
都筑図書館
045-948-2424

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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神奈川県 横浜市 ③
街頭紙芝居　かみしばいがは
じまるよ

地域で活動するボランティアの方と共同で横浜市の文化財である街頭紙
芝居を紹介するイベント

11月3日 都筑区役所 都筑図書館 無料
都筑図書館
045-948-2424

神奈川県 横浜市 ③ つづきブックフェスタ2019
子どもから高齢者まで広く区民の読書活動推進と、啓発活動の実施を目
的に、パネル展・講演会・ワークショップ等行う

11月21日～24日 都筑区役所・都筑図書館 都筑図書館 無料
都筑図書館
045-948-2424

神奈川県 横浜市 ③ くまさんのおはなし会 司書による、乳幼児親子向けのおはなし会 11月14日 都筑図書館 都筑図書館 無料
都筑図書館
045-948-2424

神奈川県 横浜市 ③ 定例おはなし会 司書による、一人で聞ける子ども向けおはなし会 11月20日 都筑図書館 都筑図書館 無料
都筑図書館
045-948-2424

神奈川県 横浜市 ③
学校図書館ボランティア大交
流会

区内等の小中学校の図書館や読み聞かせなどで活動している方々の交
流会

10月29日 都筑図書館 都筑図書館 無料
都筑図書館
045-948-2424

神奈川県 横浜市 ①③

まちライブラリー植本祭　トーク
ショー×ビブリオサロン「なぜ
本屋大賞は、日本一の文学賞
になったのか－作家と本と本
屋の裏話を『もっと』語ります
－」

昨年大好評だったトークショー第2弾！本屋大賞の発起人と書店社員が
熱く語ります。参加者が本を持ち寄ってお薦めしあう「ビブリオサロン」も実
施。

11月16日
緑区市民活動支援センター「みど
りーむ」

緑区役所地域振興課
横浜市緑図書館

【緑図書館ＨＰ】
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurash
i/kyodo-
manabi/library/tshokan/midori/event.h
tml
【緑区役所HP】
https://www.city.yokohama.lg.jp/midori
/kurashi/kyodo_manabi/manabi/dokush
o.html

横浜市緑図書館
横浜市緑区十日市場町825-
1
電話045-985-6331

10月ごろHPでＰＲ予定

神奈川県 横浜市 ③
クラシック・ヨコハマ
ミュージアムコンサートin馬の
博物館（馬とのつどい2019内）

全日本学生音楽コンクール全国大会の出場者をはじめとするデビュタント
（若手演奏家）が、様々なコンサートを通じて音楽をお届けするクラシック
音楽のイベント「クラシック・ヨコハマ」。馬の博物館におけるコンサートで
す。

11月4日
馬の博物館　イベント内屋外ステー
ジ

クラシック・ヨコハマ推進委員会
毎日新聞社
横浜市

無料

http://yokohama.mainichi-
classic.jp/index.shtml
http://yokohama.mainichi-
classic.jp/index.shtml

文化振興課
045-671-3714

神奈川県 横浜市 ③
クラシック・ヨコハマ
コミュニティコンサートin朋

全日本学生音楽コンクール全国大会の出場者をはじめとするデビュタント
（若手演奏家）が、様々なコンサートを通じて音楽をお届けするクラシック
音楽のイベント「クラシック・ヨコハマ」。朋におけるコンサートです。

11月9日
朋（社会福祉法人訪問の家　生活介
護事業所）

クラシック・ヨコハマ推進委員会
毎日新聞社
横浜市

無料

http://yokohama.mainichi-
classic.jp/index.shtml
http://yokohama.mainichi-
classic.jp/index.shtml

文化振興課
045-671-3714

神奈川県 横浜市 ③
クラシック・ヨコハマ
ミュージアムコンサートin岩崎
ミュージアム

全日本学生音楽コンクール全国大会の出場者をはじめとするデビュタント
（若手演奏家）が、様々なコンサートを通じて音楽をお届けするクラシック
音楽のイベント「クラシック・ヨコハマ」。岩崎ミュージアムにおけるコンサー
トです。

11月10日 岩崎ミュージアム　山手ゲーテ座
クラシック・ヨコハマ推進委員会
毎日新聞社
横浜市

無料

http://yokohama.mainichi-
classic.jp/index.shtml
http://yokohama.mainichi-
classic.jp/index.shtml

文化振興課
045-671-3714

神奈川県 横浜市 ③
クラシック・ヨコハマ
ミュージアムコンサートin神奈
川県立歴史博物館

全日本学生音楽コンクール全国大会の出場者をはじめとするデビュタント
（若手演奏家）が、様々なコンサートを通じて音楽をお届けするクラシック
音楽のイベント「クラシック・ヨコハマ」。神奈川県立歴史博物館におけるコ
ンサートです。

11月10日 神奈川県立歴史博物館
クラシック・ヨコハマ推進委員会
毎日新聞社
横浜市

無料

http://yokohama.mainichi-
classic.jp/index.shtml
http://yokohama.mainichi-
classic.jp/index.shtml

文化振興課
045-671-3714

別途入館料必要

神奈川県 横浜市 ③ 室内楽の夕べ
学内オーディションで選ばれたアンサンブルによる、一般公開の室内楽の
コンサートです。弦楽四重唱、木管五重奏、ピアノ四重奏など、様々な響
きをお楽しみいただけます。

11月2日 フェリスホール フェリス女学院大学音楽学部 無料
https://www.facebook.com/FerrisConc
ert/

演奏委員会室
045-681-5189

詳細は９月下旬にホームペー
ジにてお知らせします。

神奈川県 横浜市 ① スポーツ大会
年に2回開催されるスポーツ大会は今年で44年目を迎える伝統行事で
す。今年はバドミントンダブルスをリーグ制で行います。

10月12日 フェリス女学院大学 体育研究室 無料
体育研究室
045-812-8487

神奈川県 横浜市 ①
昭和大学藤が丘病院・リハビリ
テーション病院
地域合同防災訓練

災害時を想定した訓練を実施し、防災意識・防災計画・マニュアル等の継
続的改善や、災害時における院内対応、外部機関との対応強化を図りま
す。

10月27日
昭和大学藤が丘病院、
リハビリテーション病院

昭和大学藤が丘病院、
リハビリテーション病院

無料 045-974-6301

神奈川県 横浜市 ① 都筑区民まつり
都筑区福祉保健センターなど行政と連携して、医療的啓発を実施すること
により、横浜市の地域中核病院として安全・安心のまちづくりや、市民の
健康増進に寄与します。

11月3日 都筑区役所 都筑区役所 無料 045-949-7000

神奈川県 横浜市 ②③ 2019年度常盤祭
学生が主体となる大学祭です。内容は多種多様な模擬店出店やライブパ
フォーマンス、公開講義の開講などを行っており、地域交流の一環として
の役割を担っています。

11月2日,3日,4日
横浜国立大学
常盤台キャンパス

横浜国立大学 無料
【常盤祭】
https://www.ynu-fes.com/

学生支援課
学生支援係　
045-339-3134

運営は学生が主体である。

神奈川県 横浜市 ①
公開講座「歩いて見に行こう神
奈川の歴史と地理（6）金沢八
景」

みなさんの身近な場所には、その町の歴史や地理に関わる「痕跡」がたく
さんあります。普段は見過ごしているそれらに気がついたり、見つけ出し
たりすることは宝探しに似た面白さがあります。この講座では、みなさんと
一緒に歩きながら、そうした「痕跡」を探し出し、町の歴史や地理について
楽しく考えていきたいと思います。

11月2日

午前：屋内講義（場所は参加票送付
時に通知します）
午後：金沢八景駅～金沢文庫駅周
辺

横浜国立大学 無料
【公開講座のご案内（2019年度）】
https://www.ynu.ac.jp/society/lifelong
/public_lecture/index.php

産学・地域連携課
地域連携係
045-339-4455

事前に申込みが必要
（受付期間：8月1日～9月27
日）

神奈川県 横浜市 ①
公開講座「経済学の「内」と
「外」－倫理と経済、技術と経
済、政治と経済－」

大企業トップによる会社の「私物化」は経済と倫理の関係を、ＡＩのもたら
す産業経済への巨大な影響は経済と技術の関係を、そして米中関係の
政治的変化に伴う株価の変動は政治と経済の関係を改めて問うていま
す。本公開講座は、このような、倫理、技術、政治が、経済を「内」的に規
定するという面から新たな経済像を展望します。

11月7日,14日,21日
横浜国立大学
経済学部講義棟1号館102教室

横浜国立大学 無料
【公開講座のご案内（2019年度）】
https://www.ynu.ac.jp/society/lifelong
/public_lecture/index.php

産学・地域連携課
地域連携係
045-339-4455

事前に申込みが必要
（受付期間：9月2日～9月30
日）

神奈川県 横浜市泉区 ④ 星空観察会
天体望遠鏡や双眼鏡などを使って惑星や月などの天体を観望するほか、
レストハウス内でのプロジェクターを使用した天体の解説・講座を開催い
たします。

11月2日 中田中央公園
奈良・ニホンターフメンテス共同事業
体

無料 www.nakatachuo-park.com
中田中央公園
管理事務所045-805-0511

8月ＨＰ内にて参加者募集公開
予定

神奈川県 横浜市泉区 ③ ジョイント・コンサート
近隣4校（幼稚園・小学校・中学校・高校）と本学とで、文化交流を目的とし
た合唱、演奏などによるジョイント・コンサートを平成13年度より毎年実施
しています。

11月9日 フェリス女学院大学緑園キャンパス
岡津幼稚園・岡津小学校・岡津中学
校・横浜緑園高校・フェリス女学院大
学

無料 http://open.ferris.ac.jp/
フェリス女学院大学
生涯学習課
045-812-8390

詳細は10月中旬にホームペー
ジにてお知らせします。

神奈川県 横浜市磯子区 ③ 10月31日は「日本茶の日」！
伝えていきたい日本茶の伝統
日本茶の歴史を学び、淹れ方を体験します。

10月31日 根岸なつかし公園 旧柳下邸
特定非営利活動法人 根岸なつかし
公園旧柳下邸管理委員会

hｔｔｐｓ://ne-yagishitatei.com
根岸なつかし公園 旧柳下邸
045-750-5022

神奈川県 横浜市金沢区 ① 長浜公園　感謝ＤＡＹ
自然環境について学ぶことをテーマに、地域で活躍する市民団体と協働
し参加団体の特色を活かした出展（野鳥観察、ビオトープ観察、工作体
験、プレイパーク、愛犬マナー教室等）による公園感謝ＤＡＹを開催しま

11月23日 長浜公園 （公財）横浜市緑の協会 無料
http://www.hama-
midorinokyokai.or.jp/park/nagahama/

長浜公園
045-782-8004 予備日は、11月24日

神奈川県 横浜市港北区 ①
県民スポーツ月間中央イベント
武道体験教室・武道体験コー
ナー

小学生以上を対象とした武道（柔道、剣道、弓道、合気道、なぎなた等）の
体験イベントです。

10月13日 県立武道館 神奈川県 無料
武道体験教室：
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/tz5
/cnt/f6135/p1160996.html

県スポーツ課　
健康・生涯スポーツグループ
045-285-0796

神奈川県 横浜市瀬谷区 ③ 菊友会　小菊展示会 小菊栽培のグループによる小菊の盆栽等の展示会 11/8～25 横浜市長屋門公園歴史体験ゾーン 瀬谷区菊友会　長屋門共催 無料 nagayamonnkouen.la.coocan.jp/
横浜市長屋門公園
歴史体験ゾーン
045-364-7072

神奈川県 横浜市瀬谷区 ③
第5回秋の長屋門公園とのコラ
ボレーション　　花回廊　春秋
おもてなし

瀬谷茶華道協会によるいけばな展示とお茶席　　小中学生対象の生け花
体験と展示

10/12～10/15 横浜市長屋門公園歴史体験ゾーン
瀬谷茶華道協会
瀬谷区役所後援

無料 nagayamonnkouen.la.coocan.jp/ 茶華道協会　045-304-1685

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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神奈川県 横浜市都筑区 ③
花あそび　粕谷尚弘いけばな
展「悠久と華の間　Part3」

古民家を全面的に使った、一葉流家元、粕谷尚弘いけばな展示（入場無
料）。夜間は趣を変えて予約制の有料イベント。照明演出の中、いけばな
と連動したダンスライブ（11/2）。バイオリン演奏ライブ（11/3）。11/4は竹
の器に花を生けるワークショップを開催。

11月2日～4日 都筑民家園
よこはま地域文化遺産デビュー・活
用事業実行委員会、NPO法人都筑
民家園管理運営委員会

http://tminkaen.org/ 都筑民家園：045-594-1723

神奈川県 横浜市鶴見区 ③ 輪島塗の器で「ハレの日料理」
古来より、日本人に伝わる　祭礼や年中行事を行う際の祝い膳を「ハレの
日料理」として紹介します。石川県輪島市に伝わる輪島塗の器で地元野
菜を中心にした、創作和食を味わいます。

10月5日 みその公園「横溝屋敷」主家 みその公園「横溝屋敷管理委員会
http://qq2h4dy9n.wixsite.com/yokomiz
oyashiki

みその公園「横溝屋敷」045-
574-1987

r1.8月中旬に更新

神奈川県 横浜市鶴見区 ③
横溝屋敷で新そばを味わいま
せんか

地域ボランティアの協力により、新そばの試食会を開催いたします。農村
生活の一部として「そば打ち」を若い世代に伝える機会として、例年５月５
日の子ども祭りにそば打ち教室を開催していますが、今年度は新そばの
時期に合わせて、そば試食会を催し地域に古くから伝わる「新そばを食べ
る」風習を農村の季節感と共に味わって頂きます。

11月10日 みその公園「横溝屋敷」主家 みその公園「横溝屋敷管理委員会
http://qq2h4dy9n.wixsite.com/yokomiz
oyashiki

みその公園「横溝屋敷」045-
574-1987

r1.9月中旬に更新

神奈川県 横浜市戸塚区 ① 明治学院大学公開講座

「本当に戦争をしない国になるために」

　戦後の日本人が抱いた「二度と戦争をしたくない」という意識が揺らいで
いるように思える昨今、本当に戦争をしない国になるために考えなくては
いけない日本の課題を平和学の視点から取り上げます。

10月 5、12日
10月19、26日
11月 9日
13：30～15：30

明治学院大学
横浜校舎

明治学院大学
https://www.meijigakuin.ac.jp/extensio
n/yokohama.html

明治学院大学
総合企画室社会連携課
03-5421-5247

受講料：2,500円
（全5回）

神奈川県 横浜市中区 ①②③
企画展「サウジアラビア、オア
シスに生きる女性たちの50年
―『みられる私』より『みる私』

色鮮やかなマスクや民族衣装、様々な生活道具などを通して、サウジアラ
ビア女性の生活世界の変遷をたどり、現在を生きる知られざるサウジアラ
ビア女性の姿に迫ります。

10月5日～12月22日 横浜ユーラシア文化館
公益財団法人
横浜市ふるさと歴史財団

【横浜ユーラシア文化館HP】
http://www.eurasia.city.yokohama.jp/

045-663-2424

神奈川県 横浜市中区 ①②③
企画展「横浜市中消防署100
周年記念　横浜の大火と消防
の近代史」

横浜に暮らす人々は開港以降、試行錯誤を重ねながら防火体制を整え、
災害とむきあう「消防」は不可欠な存在となっていきました。本展では開港
直後の町火消から戦後の自治体消防にいたる横浜消防の歩みをたどり

11月2日～2020年1月26
日

横浜開港資料館
公益財団法人
横浜市ふるさと歴史財団

【横浜開港資料館HP】
http://www.kaikou.city.yokohama.jp/ind
ex.htm

045-201-2100

神奈川県
横浜市
中区

①②③
馬車道まつりアートフェスタ
2019　トワイライトコンサート　
東京藝大ウィンドオーケストラ

　馬車道商店街が開催する馬車道まつりと連携し、馬車道地区におい
て、東京藝術大学音楽学部及び大学院音楽研究科の教員・学生が、街
の活性化を図るために演奏会を開催し、市民の方々に音楽との触れあい
を提供し創造界隈の形成を目指す試みです。
　演奏は、日本の吹奏楽界に多数の人材を輩出してきた「東京藝大ウィン
ドオーケストラ(TGWO)」です。東京藝術大学音楽学部器楽科管打楽器専
攻学生を中心に組織されています。その歴史ある吹奏楽団による、幅広
い年齢層の方が楽しめる、ポピュラーな曲を中心としたコンサートです。

2019年11月1日(金)　
開演18：30
（開場18：00）

関内ホール
（大ホール）

主催：東京藝術大学、馬車道商店街
協同組合、横浜市文化観光局

共催：関内ホール
無料

横浜市市民文化会館
関内ホール
045－662－1221

※往復はがきによる申込が必
要。
※応募者多数の場合は抽選。
※詳細は関内ホール、馬車道
商店街協同組合のホームペー
ジに掲載予定。

神奈川県
横浜市
中区

①②③

コンテンポラリーアニメーション
入門
～現代短編アニメーションの見
取り図～2018

世界的に「いま」を象徴するアニメーション作家の作品の鑑賞を中心に、
講義を公開で行います。第33回講座は、カナダ出身のミシェル・クルノワ
イエ監督を講師にお迎えします。
演題：『無意識とメタモルフォーゼ』

日時：2019年 10月20日
(日) 

上映と講演：17：00〜
20：00 （途中休憩有り） 
（開場：16：30）

東京藝術大学馬車道校舎
東京藝術大学大学院映像研究科、
横浜市文化観光局

無料
コンテンポラリーアニメーション入門
http://animation.geidai.ac.jp/ca/

大学院映像研究科アニメー
ション専攻
E-mail：ca_info [at] 
animation.geidai.ac.jp 
（[at]を@に書き換えてメール
をお送りください）

※事前申込不要（当日受付／
先着順90名）
※当日16：00整理券配布、16：
30開場。
※悪天候などにより開場時間
が前後する可能性もあり。 
※満員の場合には入場頂けな
い場合あり。
※終了時刻は変動の可能性
あり。

神奈川県 横浜市南区 ③ 第44回南区文化祭
南区内の文化活動を行っている各種文化団体が一堂に集まって発表を
行います。（①区民創作作品展②区民ステージ③フラ★フェスタ④みんな
の合唱祭）

①10月26～27日
②11月2日
③11月3日
④11月4日

①南センター
②③④みなみん
（南公会堂）

南区民まつり運営委員会 無料

横浜市南区HP：
https://www.city.yokohama.lg.jp/minam
i/kurashi/kyodo_manabi/manabi/bunka
/100202.html

南区地域振興課
区民活動推進係
南区文化祭実行委員会事務
局
045（341）1238

神奈川県 横浜市泉区 ① グラウンドゴルフ教室
初心者を対象としたグラウンドゴルフのルールと実技を学びます。
講師：横浜市グラウンドゴルフ協会

10月4日 県立境川遊水地公園 公益財団法人神奈川県公園協会
http:www//kanagawa-
park.or.jp/sakaigawa/

県立境川遊水地公園

神奈川県 横浜市泉区 ①④
原っぱの生きものしらべ　～
バッタとキリギリス～

グラウンドのまわりの草地でバッタやキリギリス，コオロギなどを観察しま
す。

10月5日 県立境川遊水地公園 公益財団法人神奈川県公園協会 無料
http:www//kanagawa-
park.or.jp/sakaigawa/

県立境川遊水地公園

神奈川県 横浜市泉区 ①③ 境川の歴史探訪会　（２）
境川の歴史に関する講座です。午前中は講義、午後は野外観察。
講師：俣野園　川戸清氏

10月頃予定 県立境川遊水地公園 公益財団法人神奈川県公園協会
http:www//kanagawa-
park.or.jp/sakaigawa/

県立境川遊水地公園

神奈川県 横浜市泉区 ①③
クラフト教室「身近な自然のク
ラフト」秋

公園内の自然素材を使ったクラフト教室。植物の実などを使ってクラフト
作品を作ります。

10頃予定 県立境川遊水地公園 公益財団法人神奈川県公園協会
http:www//kanagawa-
park.or.jp/sakaigawa/

県立境川遊水地公園

神奈川県 横浜市泉区 ③ 第24回横浜いずみ歌舞伎公演
平成８年の初公演以来、毎年開催している区民手作りのの歌舞伎です。
また、泉伝統文化保存会に所属している泉郷土芸能保存会、相模凧いず
み保存会の友情出演・展示も行います。

10月19日～20日 泉区民文化センターテアトルフォンテ 横浜いずみ歌舞伎保存会
【横浜いずみ歌舞伎保存会】
https://www.city.yokohama.lg.jp/izumi/
shokai/dentoubunka/kabuki/iz-

横浜市泉区役所地域振興課
045-800-2392

詳細は確定次第ホームページ
に掲載します。

神奈川県 横浜市泉区 ③ 第33回泉区民文化祭

泉区内の文化・芸術団体が集まった文化振興委員会が毎年開催している
文化祭です。
泉区役所、泉区民文化センターで、日頃の成果の発表及び作品の展示を
行います。

10月21日～11月10日
泉区役所、泉区民文化センターテア
トルフォンテ

泉区文化振興委員会 無料
横浜市泉区役所地域振興課
045-800-2392

詳細は確定次第ホームページ
に掲載します。

神奈川県 横浜市港北区 ③ 港北芸能大会 区内在住の芸能愛好家による唄と踊りの公演 11月3日 港北公会堂
港北芸能協会／港北芸術祭実行委
員会

無料

https://www.city.yokohama.lg.jp/kohok
u/shokai/bunkakanko/bunka/bunka.ht
ml

港北区役所地域振興課

神奈川県 横浜市港北区 ① 読書フェスティバル 読書活動推進を目的としたイベント 11月中 区内 港北区役所 無料
https://www.city.yokohama.lg.jp/kohok
u/kurashi/kyodo_manabi/manabi/shoga
igakushu/dokusyo.html

港北区役所地域振興課

神奈川県
横浜市
栄区

①
安田菜津紀 写真展「世界の子
どもたちと出会って」

東南アジア・中東・アフリカ・日本国内で難民や貧困、災害の取材を行い、
多くのメディアに発表してきたフォトジャーナリスト安田菜津紀氏の写真展
を開催します。来場者には、安田菜津紀氏の写真と言葉を通じて、「平
和」について考える機会を提供します。

10/12～11/24
神奈川県立地球市民かながわプラ
ザ（あーすぷらざ）

神奈川県立地球市民かながわプラ
ザ

無料 http://www.earthplaza.jp/

神奈川県立
地球市民かながわプラザ
（あーすぷらざ）地球学習課
045-896-2121

詳細は8月中にホームページ
にてお知らせします。

神奈川県
横浜市
栄区

①
子どもを愛した画家　いわさき
ちひろ　ピエゾグラフ展

「子ども」、「平和」、「命のかがやき」をテーマに、絵本画家 いわさきちひろ
のピエゾグラフ作品と彼女の作品や生涯について解説するパネルを展示
します。

10/12～11/24
神奈川県立地球市民かながわプラ
ザ（あーすぷらざ）

神奈川県立地球市民かながわプラ
ザ

無料 http://www.earthplaza.jp/

神奈川県立
地球市民かながわプラザ
（あーすぷらざ）地球学習課
045-896-2121

詳細は8月中にホームページ
にてお知らせします。

神奈川県
横浜市
鶴見区

①③ コリアマダン
韓国の舞踏「農楽」や韓国の食事などを通して地域における国際社会の
発展を目的としたイベントです。

10月19日 県立三ツ池公園
在日本大韓国民団
三ツ池公園パートナーズ

無料 http://mindan-kanagawa.com
在日本大韓国民団神奈川県
地方支部

神奈川県
横浜市
鶴見区

①③ 地域ふれあいまつり
鶴見区の学童クラブをはじめとした様々な団体が、地域交流促進を目的
として模擬店やステージレクリエーションを行なうイベントです。

11月3日 県立三ツ池公園 地域ふれあいまつり実行委員会 無料
http://kanagawaparks.
com/mitsuike/

三ツ池公園パートナーズ

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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神奈川県
横浜市
鶴見区

①③ 防災フェア
煙体験車や起震車、水消火器体験、被災時マニュアルの配布などを通し
て、防災意識の向上を図るイベントです。地域ふれあいまつりと同時開催
となっています。

11月3日 県立三ツ池公園 三ツ池公園パートナーズ 無料
http://kanagawaparks.
com/mitsuike/

三ツ池公園パートナーズ
体験イベントの内容は年度ご
とに変わります。

神奈川県
横浜市
鶴見区

②③ 秋のコンサート
近隣学校の吹奏楽部による演奏会です。地域振興と学生の教養の向上
を目的としています。

11月10日 神奈川県立三ツ池公園 三ツ池公園パートナーズ 無料
http://kanagawaparks.
com/mitsuike/

三ツ池公園パートナーズ

神奈川県 横浜市鶴見区 ① 紙芝居教室 市民ボランティアによる紙芝居教室を実施します。 11月12日 馬場花木園休憩棟（展示室） 横浜市緑の協会 無料
http://www.hama-
midorinokyokai.or.jp/park/babakabokue

馬場花木園　
045-585-6552

神奈川県 横浜市鶴見区 ③ 俳句教室 園内の植物や風景を題材に俳句を詠む講座を実施します。 11月15日 馬場花木園休憩棟（和室） 横浜市緑の協会 無料
http://www.hama-
midorinokyokai.or.jp/park/babakabokue

馬場花木園　
045-585-6552

神奈川県 横浜市中区 ①
外国人観光案内ボランティア
講座

外国人観光案内ボランティアの志望者を対象に、観光地で外国人を案内
するときの心構えや手法を学ぶことができる講座を開催します。

11月4日 かながわ労働プラザ 神奈川県国際観光課 無料
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/b6m
/cnt/guide2019.html

神奈川県国際観光課
受入対策グループ
045-285-0813

神奈川県 横浜市中区 ③ 蓄音器コンサート ボランティアによる蓄音器鑑賞会を開催します。 11月9日 山手234番館 横浜市緑の協会 無料
http://www.hama-
midorinokyokai.or.jp/yamate-

山手234番館
045-625-9393

神奈川県 横浜市中区 ③ ハロウィンウォーク
キャッチコピーは開港160年「時空の扉を開ける不思議な一日」。仮装をし
て、西洋館及び山手周辺施設を廻るスタンプラリーを実施します。

10月27日 山手西洋館6館 横浜市緑の協会 無料
http://www.hama-
midorinokyokai.or.jp/yamate-

ベーリック・ホール
045-663-5685

神奈川県 横浜市中区 ② 本活コミュニケーション 朗読イベント、読書懇談会等を開催します。 11月9日 ブラフ18番館 横浜市緑の協会 無料
http://www.hama-
midorinokyokai.or.jp/yamate-

ブラフ18番館
045-662-6318

神奈川県 横浜市中区 ③ サロンコンサート ボランティアによる演奏会を開催します。 11月16日 ブラフ18番館 横浜市緑の協会 無料
http://www.hama-
midorinokyokai.or.jp/yamate-

ブラフ18番館
045-662-6318

神奈川県 横浜市中区 ③ リビングコンサート ボランティアによる演奏会を開催します。 11月9日、10日、23日 ベーリック・ホール 横浜市緑の協会 無料
http://www.hama-
midorinokyokai.or.jp/yamate-

ベーリック・ホール
045-663-5685

神奈川県 横浜市中区 ③ アットホームコンサート ボランティアによる演奏会を開催します。 11月17日 山手111番館 横浜市緑の協会 無料
http://www.hama-
midorinokyokai.or.jp/yamate-

山手111番館
045-623-2957

神奈川県 横浜市西区 ④ 星空教室
県立青少年センターで、月や惑星、各季節の星などを観察する講座です。
その日に見られる星などに関するお話のあと、青少年センター屋上にあ
がり、天体望遠鏡を使って実際の星空を観察します。

11月9日 青少年センター（横浜 紅葉ケ丘） 神奈川県立青少年センター科学部 無料 http://kanagawa-yc,.jp 046-222-6370

神奈川県 横浜市西区 ①③
文字・活字文化の日記念講演
「万葉集のことば　現代のこと
ば」

国語辞典編纂者・日本語学者の飯間浩明氏に、ことばの変化についてご
講演いただきます。

10月26日 神奈川県立図書館 神奈川県立図書館 無料
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/yoko
hama/index.html

神奈川県立図書館
資料部図書課
045-263-5921

神奈川県 横浜市西区 ③

図書館資料を楽しむ講座
所蔵資料鑑賞会①
「寺垣スピーカー・タンノイ聴き
比べ講座　第２弾　声楽篇」

寺垣スピーカー・タンノイの解説講座をレコードを鑑賞しながら行います。
第２弾は、声楽篇です。世界の歌姫マリア・カラスとバリトンの名声ヘルマ
ン・プライの歌声を鑑賞しながら各スピーカーの違いをお楽しみください。

10月27日 神奈川県立図書館 神奈川県立図書館 無料
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/yok
ohama/index.html

神奈川県立図書館
資料部情報整備課
 045-263-5922

神奈川県 横浜市西区 ③

図書館資料を楽しむ講座
所蔵資料鑑賞会②
「宮澤賢治のレコードコンサー
ト」

レコード収集家でもあった宮澤賢治。羅須地人協会時代にレコードコン
サートを開いていましたが、どんな音楽を楽しんでいたのでしょうか。賢治
と音楽との関わりを探りながら、実際に鑑賞して当時を振り返る試みで
す。

11月24日 神奈川県立図書館 神奈川県立図書館 無料
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/yok
ohama/index.html

神奈川県立図書館
資料部情報整備課
 045-263-5922

神奈川県 横浜市西区 ①③
大人の自由研究応援講座「か
ながわ資料を探す」

自分の知りたいことがどの本に載っているかわからなくて、困ったことはあ
りませんか？本講座では、当館職員が神奈川県に関する資料の探し方
や、実際に調査した事例を用いて、探し方のプロセスをお話します。

10月20日 神奈川県立図書館 神奈川県立図書館 無料
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/yoko
hama/information/kenmin_kouza_top.ht
m

地域情報課
045-263-5904

神奈川県 横浜市西区 ①③
「神奈川とオリンピック」講座　
公文書からさぐる地名のふし
ぎ：神奈川の地名4

当館の人気講座「公文書からさぐる地名のふしぎ」の第4弾は、「神奈川と
オリンピック」をテーマに、東京オリンピックが開催された、1964年当時の
神奈川県内の地名、関連資料等、地名に関する興味深い話を紹介しま

11月10日
神奈川県立図書館
セミナールーム

神奈川県立図書館 無料
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/yoko
hama/information/kenmin_kouza_top.ht
m

地域情報課
045-263-5904

神奈川県
横浜市
緑区

③ キノコ観察会
園内で観察できたキノコの名前、特徴、似ているキノコとの見分け方など
を説明します。

9月22日 県立四季の森公園 四季の森公園パートナーズ 無料
http://www.kanagawaparks.com/shikin
omori/

四季の森公園管理事務所

神奈川県
横浜市
緑区

③ キクの仲間の観察会 四季折々に美しい花を咲かせるキクの仲間を紹介します。 10月6日 県立四季の森公園 四季の森公園パートナーズ 無料
http://www.kanagawaparks.com/shikin
omori/

四季の森公園管理事務所

神奈川県
横浜市
緑区

③ ドングリの仲間の観察会
公園内の雑木林で観察することが出来るドングリの仲間について解説し
ます。

11月4日 県立四季の森公園 四季の森公園パートナーズ 無料
http://www.kanagawaparks.com/shikin
omori/

四季の森公園管理事務所

神奈川県 横浜市南区 ①
イチゴを植えよう！今が植え
時！親子で楽しむイチゴ栽培

誰もが好きなイチゴを親子で寄せ植えにします。春にはおいしいイチゴが
食べられるように、植え付けから管理を学びます。対象は小学生と保護者

10月19日
横浜市こども植物園 （公財）横浜市緑の協会

http://www.hama-
midorinokyokai.or.jp/kodomo/

横浜市こども植物園
045-741-1015

申込締め切り　10月5日

神奈川県 横浜市南区 ① 柿展
日本の植物園では最大の品種保有数のこども植物園のカキ園で、様々な
品種のカキの展示から、解説などをパネル展示します。カキの材を使った
作品や柿渋を利用した生活用品などを展示します。

10月4日～27日 横浜市こども植物園 （公財）横浜市緑の協会 無料
http://www.hama-
midorinokyokai.or.jp/kodomo/

横浜市こども植物園
045-741-1015

神奈川県 横浜市南区 ① 秋のアレンジメント
植物園で集めた花材と講師が市場で購入した花材を組み合わせ、フラ
ワーアレンジメントを作ります。対象は成人です。

10月24日
横浜市こども植物園 （公財）横浜市緑の協会

http://www.hama-
midorinokyokai.or.jp/kodomo/

横浜市こども植物園
045-741-1015

申込締め切り　10月10日

神奈川県 横浜市南区 ① エジソンのマダケで点灯実験
植物園にはエジソンがフィラメントづくりに使ったといわれるマダケがあり
ます。マダケを炭にしてフィラメントにし、点灯実験を行います。

10月26日
横浜市こども植物園 （公財）横浜市緑の協会

http://www.hama-
midorinokyokai.or.jp/kodomo/

横浜市こども植物園
045-741-1015

申込締め切り　10月12日

神奈川県 横浜市南区 ① 干し柿づくり
植物園にある渋柿を使い、干し柿を作ります。対象は小学生と保護者で
す。

10月27日
横浜市こども植物園 （公財）横浜市緑の協会

http://www.hama-
midorinokyokai.or.jp/kodomo/

横浜市こども植物園
045-741-1015

申込締め切り　10月13日

神奈川県 横浜市南区 ① 菊花展 大菊、小菊、古典菊、野生菊の鉢物展示を行います。 11月1日～17日 横浜市こども植物園 （公財）横浜市緑の協会 無料
http://www.hama-
midorinokyokai.or.jp/kodomo/

横浜市こども植物園
045-741-1015

神奈川県 横浜市南区 ① 落ち葉感謝祭
木の実や落ち葉、収穫物などを生かしたクラフト作りやゲームを実施しま
す。野菜や焼き芋、花苗の販売なども行います。

11月3日 横浜市こども植物園 （公財）横浜市緑の協会 無料
http://www.hama-
midorinokyokai.or.jp/kodomo/

横浜市こども植物園
045-741-1015

9月以降こども植物園HPにて
詳細公開予定

神奈川県 横浜市南区 ① 秋祭り
落ち葉感謝祭に引き続き、秋遊びクイズラリーを除いた、上記の秋の実り
を満喫できるイベントを開催すると同時に、参加者が育てた花苗を交換す
る「花苗交換会」を開催します。

11月4日
横浜市こども植物園 （公財）横浜市緑の協会 無料

http://www.hama-
midorinokyokai.or.jp/kodomo/

横浜市こども植物園
045-741-1015

9月以降こども植物園HPにて
詳細公開予定

神奈川県 横浜市南区 ① さつき秋季展
秋のさつき展示会では、春の花の鑑賞とは違い枝ぶりの鑑賞を行いま
す。

11月7日～10日 横浜市こども植物園 （公財）横浜市緑の協会 無料
http://www.hama-
midorinokyokai.or.jp/kodomo/

横浜市こども植物園
045-741-1015

神奈川県 横浜市南区 ① 絵本の読み聞かせと自然遊び
幼児と保護者を対象に、気候・天候に合わせ、屋外や室内で絵本を読
み、草花遊びなど自然に親しむ遊びを行います。

11月9日 横浜市こども植物園 （公財）横浜市緑の協会
http://www.hama-
midorinokyokai.or.jp/kodomo/

横浜市こども植物園
045-741-1015

当日参加受付

神奈川県 横浜市南区 ① こども植物園写真展
こども植物園、児童遊園地で撮影した、四季折々の植物の様子を展示し
ます。

11月15日～30日 横浜市こども植物園 （公財）横浜市緑の協会 無料
http://www.hama-
midorinokyokai.or.jp/kodomo/

横浜市こども植物園
045-741-1015

神奈川県 横浜市南区 ① シュロの葉のかご編み
植物園で採れるシュロの葉を使い、野趣あふれるかごを作ります。対象は
成人です。

11月20日 横浜市こども植物園 （公財）横浜市緑の協会
http://www.hama-
midorinokyokai.or.jp/kodomo/

横浜市こども植物園
045-741-1015

申込締め切り　11月6日

神奈川県 横浜市 ① 第2回学校説明会
本校の特徴を紹介するとともに、授業や部活動の様子をご覧いただきま
す。

11月9日 光陵高等学校 光陵高等学校 無料
入学希望者の方へ
https://www.pen-
kanagawa.ed.jp/koryo-

光陵高等学校
フロンティアグループ

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

神奈川県 県内全域 ②③
神奈川県高等学校総合文化
祭

高校生の文化・芸術活動の発表の場として、約3ヶ月間にわたり県内各地
で26部門の行事を開催します。

2019年10月27日
～2020年1月19日

県立音楽堂ほか
神奈川県高等学校文化連盟、神奈
川県教育委員会

無料
神奈川県高等学校文化連盟：
http://www.kanabun.jp/

神奈川県高等学校
文化連盟事務局
（電話：045-320-1053）

詳細は確定次第ホームページ
に掲載します。

神奈川県 横浜市中区 ①②③
特別展「時宗二祖上人七百年
御遠忌記念　真教と時衆」

二祖他阿真教は、一遍の高弟で、衆徒をまとめ今日に続く時宗教団の体
制を整えた人物です。文保三（1319）年、相州当麻山無量光寺に没した二
祖上人の事蹟を紹介するとともに、全国400か寺を数える時宗寺院の遺
宝を一堂に展示します。

10月5日～11月10日 神奈川県立歴史博物館 神奈川県立歴史博物館 http://ch.kanagawa-museum.jp/
神奈川県立歴史博物館
企画普及課
電話045-201-0926

神奈川県 横浜市中区 ①②③ 無料観覧日
開催中の特別展「時宗二祖上人七百年御遠忌記念　真教と時衆」と常設
展が観覧無料です。また、通常は非公開の屋上ドーム、通称「エースの
ドーム」を特別公開します。

11月3日 神奈川県立歴史博物館 神奈川県立歴史博物館 無料 http://ch.kanagawa-museum.jp/
神奈川県立歴史博物館
企画普及課
電話045-201-0926

神奈川県 三浦市 ③ 三浦市文化祭 三浦市文化連盟加盟団体による文化祭 R元.10.10～12.8 三浦市民ホール他3会場 三浦市文化連盟
kyoui0301@city.miura.kanaga
wa.jp

神奈川県 秦野市 ②
第32回はだの子ども野外造形
展

作品を鑑賞することを通して、表現の喜びを味わい、併せて広く市民の造
形教育に対する理解を深めるため、秦野市に所在する保育園、幼稚園、
こども園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の幼児、児童、
生徒の造形作品を水無川緑地に展示します。

11月2日～11月4日
秦野市
水無川緑地

・はだの子ども野外造形展実行委員
会
・秦野市教育委員会
・秦野市

無料
秦野市教育委員会
教育指導課

神奈川県 秦野市 ① 市民大学 東海大学との提携事業として、大学教授による専門的な講義を実施しま 9月28日～10月26日 秦野市立図書館 秦野市 秦野市立図書館

神奈川県 秦野市 ③ 第64回秦野市文化祭
芸術文化の振興、潤いのある地域文化の創設を目的として、邦楽、華
道、水墨画等の様々な芸能・芸術の発表及び展示を行っています。

9月14日～11月24日
秦野市文化会館、保健福祉セン
ター、秦野市立本町公民館、秦野市
立西公民館

秦野市 秦野市文化振興課

神奈川県 秦野市 ③ 第４９回秦野市展
市民の芸術文化の振興を図ることを目的に、秦野市内の書道・美術・写
真３団体の作品展示を行っています。

10月30日～11月24日 秦野市文化会館 秦野市 無料 秦野市文化振興課

神奈川県 秦野市 ③ 第37回子どもの市展
子どもたちの創造性を養い、将来の市民芸術活動の担い手を育てること
を目的に公募した市内在住の子どもたちの書道・美術・写真作品の展示
を行っています。

10月3日～10月6日 秦野市文化会館 秦野市 無料 秦野市文化振興課

神奈川県 秦野市 ③ 名月や。。。月をめでる浮世絵 月が描かれた浮世絵を中心に展示します。 9月7日～11月4日 秦野市立図書館 秦野市 無料 秦野市文化振興課
神奈川県 秦野市 ③ 「浮世絵に見る忠臣蔵」（仮称） 忠臣蔵を描いた浮世絵を中心に展示します。 11月9日～1月19日 秦野市立図書館 秦野市 無料 秦野市文化振興課

神奈川県 秦野市 ③ 「宮永岳彦生誕百年展」
洋画家・宮永岳彦の生誕百年を記念し、美人油彩画を中心に展示し、画
業を総覧します。

6月5日～2月24日 秦野市立宮永岳彦記念美術館 秦野市 秦野市文化振興課

神奈川県 秦野市 ① 第38回東公民館まつり
東公民館利用団体の諸活動の成果を発表する場とするとともに、広く地
域住民との交流や親睦を深め、公民館を拠点とした生涯学習活動の振興
発展に寄与するため実施するものです。

10月26日 秦野市立東公民館
秦野市文化スポーツ部
生涯学習課東公民館

無料 秦野市立東公民館

神奈川県 秦野市 ① 第40回大根公民館まつり
大根公民館利用団体の諸活動の成果を発表する場とするとともに、広く
地域住民との交流や親睦を深め、公民館を拠点とした生涯学習活動の振
興発展に寄与するため実施するものです。

10月19～20日 秦野市立大根公民館
秦野市文化スポーツ部
生涯学習課大根公民館

無料 秦野市立大根公民館

神奈川県 秦野市 ① 第27回上公民館まつり
上公民館利用団体の諸活動の成果を発表する場とするとともに、広く地
域住民との交流や親睦を深め、公民館を拠点とした生涯学習活動の振興
発展に寄与するため実施するものです。

10月20日 秦野市立上公民館
秦野市文化スポーツ部
生涯学習課上公民館

無料 秦野市立上公民館

神奈川県 秦野市 ① 第45回まきの木まつり
北公民館利用団体の諸活動の成果を発表する場とするとともに、広く地
域住民との交流や親睦を深め、公民館を拠点とした生涯学習活動の振興
発展に寄与するため実施するものです。

10月19～20日 秦野市立北公民館 まきの木まつり実行委員会 無料 秦野市立北公民館

神奈川県 横須賀市 ④
JAMSTEC横須賀本部　施設
一般公開

普段は開放していない研究施設、船舶、探査機などを公開し、実物に触
れたり体験したりするイベントを通して、JAMSTECの研究開発や海洋科
学技術による社会的・政策的課題、地球規模の諸課題の解決への対応
を始めとする取組について直接ご紹介いたします。

11月2日
国立研究開発法人
海洋研究開発機構横須賀本部

国立研究開発法人
海洋研究開発機構

無料 未定
10月直前に詳細決定、
周知開始予定

神奈川県 相模原市 ①③
桜美林大学オープンカレッジ
2018年度 秋期 生涯学習講座

桜美林大学の知的財産を社会・地域に対して、公開講座という形で広く開
放し、多くの方々に生涯学習を通じて提供いたします。

11月
桜美林大学
プラネット淵野辺キャンパス（PFC）

桜美林大学
エクステンションセンター

https://www.obirin.ac.jp/extension/sch
ool/fuchinobe_machida/about/

TEL : 042-704-7075
Email : extnsn@obirin.ac.jp

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


