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長野県 青木村 ①③ 青木村文化祭 　生涯学習グループによる成果発表と展示　他 11月2日～3日 青木村文化会館 青木村公民館 無料
青木村公民館
0268-49-2224

長野県 青木村 ①③ 青木村子ども美術展 青木村内の小・中学生による絵画等の作品展示 11/2～12/1 青木村郷土美術館 青木村郷土美術館
青木村郷土美術館
0268-49-3838

長野県 上松町 ①②
子育て支援に関する講座Ｃ
発達障がいの理解と支援

発達障がいの特性を理解し、その特性に応じて周りの大人がどのよう
に関わっていくのがよいか、地域がどのように支援していけばよいか、
ということなどについて学びます。

10月19日
午前

長野県木曽郡上松町公民館 長野県生涯学習推進センター 無料

【長野県生涯学習推進センター
ＨＰ】
http://www.pref.nagano.lg.jp/sh
ogaigakushu/

長野県生涯学習推進センター
0263-53-8822
shogaigakushu@pref.nagano.lg.jp

長野県 上松町 ①④ 上松町の桃山発電所見学会
上松町内にある桃山発電所の歴史に関する講座と施設見学を開催し
ます。

10月26日
上松町公民館
桃山発電所

上松町公民館 無料
上松町公式HP：
http://www.town.agematsu.nag
ano.jp/gyousei/index.html

0264-52-2111

長野県 上松町 ③ 上松町総合文化展
絵画、陶芸、写真、書道などの作品の発表・披露の場として文化展を開
催します。

10月22日～27日 上松町公民館・社会体育館 上松町公民館 無料
上松町公式HP：
http://www.town.agematsu.nag
ano.jp/gyousei/index.html

0264-52-2111

長野県 上松町 ① 国語の教科書講座
教科書をテキストに作品を読んで内容をより深く理解できるように学び
合う

11月21日 上松町公民館図書室 上松町公民館 無料
上松町公式HP：
http://www.town.agematsu.nag
ano.jp/gyousei/index.html

0264-52-2111

長野県 上松町 ①
森の寺子屋「拾った木の実を使っ
て」

放課後の時間に子どもの体験広場として開催します。かんあくずでラン
プシェードやリースを作ります。

11月27日 上松町公民館 上松町公民館 無料
上松町公式HP：
http://www.town.agematsu.nag
ano.jp/gyousei/index.html

0264-52-2111

長野県 朝日村 ③ 朝日村文化祭
村内で活動する文化、芸術グループなどの作品の展示や発表会を行い
ます。

11月2日～3日 中央公民館等 朝日村公民館 無料
朝日村教育委員会
0263-99-4105

長野県 阿智村
講演会「日本古代交通と東山道・
神坂峠」

東山道についての講演会。市大樹氏（大阪大学准教授・古代史専門）
講師

10月26日 阿智村中央公民館ホール 阿智村公民館 無料 0265-43-2061

長野県 安曇野市 ① 安曇野アカデミー
「歴史の道」をテーマに、道が繋いだ人やものについて知る機会を設
け、地域の身近な歴史や文化を理解する。

10月3、10、17、24日
11月7、10日

豊科交流学習センター「きぼう」
多目的交流ホール、安曇野市役所

安曇野市教育委員会生涯学習課

安曇野市生涯学習課
社会教育担当
電話0263-71-2466
ＦＡＸ0263-71-2338

長野県 安曇野市 ① 親子プログラミング教室

松本大学の学生を講師に迎え、パソコンを使用したプログラミング教室
を行う。予約不要で当日参加できる、フィジカルコンピューティング（人間
の表情や動作などをセンサーで捉え、絵や機器を動かすプログラミング
システム）に関係した体験コーナーを設置する。

10月6,26日
12月21,22日

三郷交流学習センター「ゆりのき」
安曇野市役所本庁舎

安曇野市教育委員会生涯学習課 無料
http://www.city.azumino.nagan
o.jp/soshiki/42/55546.html

安曇野市生涯学習課
社会教育担当
電話0263-71-2466
ＦＡＸ0263-71-2338

長野県 安曇野市 ③ 豊科地域文化祭 芸術や芸能など一年間の学びの成果や発表の場とします。 11月1日～11月17日
豊科公民館
豊科交流学習センター「きぼう」

安曇野市教育委員会生涯学習課 無料
豊科公民館
電話0263-72-2158
ＦＡＸ0263-73-6401

長野県 安曇野市 ③ 穂高地域文化祭
各サークルや地域住民、小・中学生・高校生の学習成果の発表の場と
して開催します。

10月18日～11月4日
穂高総合体育館
穂高神社

安曇野市市民生活部穂高地域課 無料
穂高公民館
電話0263-82-5970
ＦＡＸ0263-82-3990

長野県 安曇野市 ③ 三郷祭
地域で活動している芸術団体や個人の作品発表、生涯学習活動の成
果発表などを行います。

10月12日～11月2日
三郷公民館
三郷文化公園体育館
三郷中学校

安曇野市市民生活部三郷地域課 無料
三郷公民館
電話0263-77-2109
ＦＡＸ0263-77-6060

長野県 安曇野市 ③ 堀金文化祭
地域住民・団体等の作品展示、お茶席体験コーナー、地産地消料理の
試食などを行います。芸術団体や個人の作品発表、生涯学習活動の成
果発表などを行います。

10月25日～11月3日 堀金総合体育館 安曇野市市民生活部堀金地域課 無料
堀金公民館
電話0263-72-5796
ＦＡＸ0263-72-4900

長野県 安曇野市 ③ 明科地域文化祭
１年間の各生涯学習の成果を発表します。芸能発表会、お楽しみサロ
ン、展示発表を同時開催します。

11月2～11月4日 明科公民館 安曇野市市民生活部明科地域課 無料
明科公民館
電話0263-62-4605
ＦＡＸ0263-62-5894

長野県 安曇野市 ① 秋の読書月間
秋の読書週間に合わせ、読書活動の推進と図書館利用の周知のた
め、さまざまなイベントを行います。

10月26日～11月10日 市内図書館 文化課図書館係 無料
http.//www.city.azumino.nagan
o.jp/site/tosho

安曇野市中央図書館
0263-84-0111

長野県 安曇野市 ①
グループボランティア等育成研修
会

読み聞かせのボランティア活動を行っている方向けに、紙芝居作家で
あり実演家の荒木文子さんによる研修会を行います。

10月19日 穂高交流学習センター「みらい」 文化課図書館係 無料
http.//www.city.azumino.nagan
o.jp/site/tosho

安曇野市中央図書館
0263-84-0111

長野県 安曇野市 ① 秋の映画会 大人向けの映画会です。 11月16日 豊科図書館 文化課図書館係 無料
http.//www.city.azumino.nagan
o.jp/site/tosho

安曇野市豊科図書館
0263-71-4022

長野県 安曇野市 ① チャレンジ講座⑤ 未定 11月30日 豊科図書館 文化課図書館係 無料
http.//www.city.azumino.nagan
o.jp/site/tosho

安曇野市豊科図書館
0263-71-4022

長野県 安曇野市 ① 三郷図書館講座④ 三郷村時代に刊行された村誌の編纂秘話を聞く講座です。 11月7日 三郷図書館 文化課図書館係 無料
http.//www.city.azumino.nagan
o.jp/site/tosho

安曇野市三郷図書館
0263-76-3078

長野県 安曇野市 ① 第３回わくわく講座 和製本を体験する講座です。 10月19日 堀金図書館 文化課図書館係 無料
http.//www.city.azumino.nagan
o.jp/site/tosho

安曇野市堀金図書館
0263-72-3601

長野県 安曇野市 ① 短編小説を楽しむ会 短編小説の読書会です。 11月12日 堀金図書館 文化課図書館係 無料
http.//www.city.azumino.nagan
o.jp/site/tosho

安曇野市堀金図書館
0263-72-3601

長野県 安曇野市 ① ひまわり講座⑤ 輪ゴムスタンプを使って、図書袋を作ります。 11月16日
明科図書館
ひまわり講義室

文化課図書館係 無料
http.//www.city.azumino.nagan
o.jp/site/tosho

安曇野市明科図書館
0263-62-1122

長野県 安曇野市 ①③ アンサンブル藝弦コンサート 「アンサンブル藝弦」が出演するコンサートを開催します。 11月16日 穂高交流学習センター「みらい」 安曇野市教育委員会
http://www.city.azumino.nagan
o.jp/site/mirai/

穂高交流学習センター「みらい」
0263-81-3111

長野県 安曇野市 ① ビーズで作るクリスマスツリー 市民向けのワークショップです。 11月16日 三郷交流学習センター「ゆりのき」 文化課文化振興担当
http://www.city.azumino.nagan
o.jp/site/yurinoki/

三郷交流学習センター「ゆりの
き」

長野県 安曇野市 ① 新そばでそば打ち体験（仮名） 市民向けのワークショップです。 11月予定
明科子どもと大人の交流学習施設「ひ
まわり」

文化課文化振興担当
http://www.city.azumino.nagan
o.jp/site/himawari/

明科子どもと大人の交流学習施
設

長野県 安曇野市 ① 陶芸教室の日 長野県｢家庭の日」の優待の一環として実施します。 10月20日 穂高陶芸会館 公益財団法人安曇野文化財団
安曇野市穂高陶芸会館
0263-82-6750

長野県 安曇野市 ③ 秋のお茶会　｢ 野点 」
陶芸クラブ員が作った抹茶茶碗を使用し、野点を開催します。
当日は、入館料が無料になります。

10月20日 穂高陶芸会館 公益財団法人安曇野文化財団
安曇野市穂高陶芸会館
0263-82-6750

長野県 安曇野市 ① 秋の親子陶芸教室
安曇野市民を対象とした、生涯学習の機会として親子参加の教室を開
催します。

11月9日 穂高陶芸会館 公益財団法人安曇野文化財団
安曇野市穂高陶芸会館
0263-82-6750

長野県 安曇野市 ① 陶芸教室の日 長野県｢家庭の日」の優待の一環として実施します。 11月17日 穂高陶芸会館 公益財団法人安曇野文化財団
安曇野市穂高陶芸会館
0263-82-6750

長野県 安曇野市 ③
田淵行男没後30年　特別企画展
「田淵行男の世界」

山岳写真家、昆虫の生態研究家と様々な顔を持つナチュラリストの作
品の数々をご紹介します。

5月28日～令和2年1月
26日

田淵行男記念館
公益財団法人安曇野文化財団
田淵行男記念館

http://tabuchi-museum.com/
田淵行男記念館
0263-72-9964

長野県 安曇野市 ③ 高木誠写真展「時の呪力」
上高地の山河を歩き独自の視点で撮影を続ける作者が捉えた、時を刻
む自然の世界をご紹介します。

9月3日～12月1日 田淵行男記念館
公益財団法人安曇野文化財団
田淵行男記念館

http://tabuchi-museum.com/
田淵行男記念館
0263-72-9964

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

長野県 安曇野市 ①③
安曇野市豊科郷土博物館開館40
周年記念　令和元年度秋季企画
展「絹の道～養われる蚕　自養す

かつて安曇野市域の特産品であった家蚕や天蚕に焦点を当て、養蚕の
歴史と役割を再検討して展示します。

9月14日～11月17日 安曇野市豊科郷土博物館 安曇野市豊科郷土博物館 http://azuminohaku.jp/
安曇野市豊科郷土博物館
0263‐72‐5672

長野県 安曇野市 ①③
ギャラリートーク＆虫食うかい
（会）？

豊科郷土博物館企画展「絹の道～養われる蚕　自養する蚕～」のギャ
ラリートークを行い、信州の昆虫食も味わってみます。

10月12日 安曇野市豊科郷土博物館 安曇野市豊科郷土博物館 http://azuminohaku.jp/
安曇野市豊科郷土博物館
0263‐72‐5672

長野県 安曇野市 ①③
安曇野市文書館展示企画「あづみ
の？あずみの？安曇野～安曇野
市の変遷を探る～」

明治6年の大区小区制から平成17年の安曇野市誕生までの間に繰り返
された町村の合併の歴史を文書館の収蔵資料からたどります。

8月18日～12月27日 安曇野市文書館 安曇野市文書館 無料
安曇野市文書館
0263‐71‐5123

長野県 安曇野市 ①②③ 人権ポスター展
長野県人権啓発センターから長野美術専門学校学生による人権パネ
ル作品を借用して展示を行います。

10月1日～10月14日 貞享義民記念館 貞享義民記念館 無料
貞享義民記念館
0263‐77‐7550

長野県 安曇野市 ①③ 「おしゅん」朗読会
貞享騒動で処刑された唯一の女性とされる「おしゅん」の物語の朗読会
を、絵本美術館森のおうちとの共催で行います。

11月23日 貞享義民記念館 貞享義民記念館
貞享義民記念館
0263‐77‐7550

長野県 安曇野市 ③
安曇野ミュージアムギャラリートー
クリレー

各館の学芸員らが作品やエピソードを交えながら、展示をご案内いたし
ます。安曇市内16のミュージアムが同時に開催することで、リレーのよう
に次々と巡ってお楽しみいただけます。

10月19日～11月4日

豊科近代美術館、田淵行男記念館、飯
沼飛行士記念館、髙橋節郎記念美術
館、豊科郷土博物館、穂高郷土資料
館、貞享義民記念館、臼井吉見文学
館、天蚕センター、井口喜源治記念
館、碌山美術館、安曇野ジャンセン美
術館、絵本美術館＆コテージ森のおう
ち、安曇野山岳美術館、征矢野久水彩
館、穂高交流学習センターみらい

安曇野市ミュージアム活性化事業実行
委員会

安曇野市ミュージアム
活性化事業実行委員会事務局
（安曇野市教育委員会文化課）
0263-71-2463

長野県 阿南町 ①
親と子がつどう感性と創造のフェス
ティバル

町内小中学校、各種団体による自由発表会 11月 阿南文化会館 阿南町公民館 無料
阿南町公民館事務局
0260-22-2270

阿南町教育委員会事務局
内

長野県 阿南町 ①
通学宿泊体験学習「あなん元気
塾」

町内小学5,6年生対象の通学合宿（3泊4日） 10月 長野県阿南少年自然の家 阿南町教育委員会 無料
阿南町教育員会事務局
0260-22-2270

長野県 飯島町 ③ いいちゃん文化祭
町内で活動する文化団体や生涯学習センター講座の作品展示、ステー
ジ発表、映画会が行われます。

10月26日～27日 飯島町文化館 飯島町生涯学習センター
飯島町教育委員会
生涯学習係
電話：0265-86-3111

長野県 飯島町 ③ 第28回町内文化財めぐり 町内の身近な文化財を見学します。 11月3日(予定) 町内 飯島町教育委員会
飯島町教育委員会
生涯学習係
電話：0265-86-3111

長野県 飯島町 ③ 飯島町陣嶺館特別開館
文化の秋に特別開館を行います。
縄文土器や石器、民具などを展示しています。

11月上旬の3日間 飯島町陣嶺館 飯島町教育委員会 無料
飯島町教育委員会
生涯学習係
電話：0265-86-3111

長野県 飯島町 ③ 第27回図書館まつり
絵本の読み聞かせや紙芝居、パネルシアター等のおはなし会を行いま
す。

10月26日～27日
飯島町図書館
飯島町文化館

飯島町図書館 無料
飯島町図書館
電話：0265-86-5871

長野県 飯田市 ①③④
2019年度長野県立歴史館巡回展
『長野県の考古学』

今年度は、時代を映す“匠”の技をテーマに旧石器時代から縄文時代移
行期の石器群、新たに県宝してされた縄文土器などを展示します。

10月5日～11月10日 飯田市美術博物館 長野県立歴史館・飯田市美術博物館
https://www.npmh.net/
https://www.iida-museum.org/

026-274-3991
0265-22-8118

長野県 飯田市 ①③④
巡回展ミニシンポジウム
「縄文土器の魅力パート２」

長野県内の縄文土器の中において、伊那谷特有の文様や他地域との
影響関係をさぐり、伊那谷の縄文文化の立ち位置を語り合います。

10月12日 飯田市美術博物館 長野県立歴史館・飯田市美術博物館
https://www.npmh.net/
https://www.iida-museum.org/

026-274-3991
0265-22-8118

長野県 飯田市 ① 生活の中の生け花入門講座 四季折々の花を使った生け方の基本を学びます。 10月12日 長野県飯田創造館 一般財団法人長野県文化振興事業団
【長野県飯田創造館ＨＰ】
http://ｉｉｄａｓｏｚｏｋａｎ.sａｋｕｒａ.ｎ
ｅ.ｊｐ

長野県飯田創造館
電話：0265-52-0333
iidasozo@galaxy.ocn.ne.jp

長野県 飯田市 ① 草木染め入門講座 天然素材を使った草木染めの基本を学びます。 10月13日 長野県飯田創造館 一般財団法人長野県文化振興事業団
【長野県飯田創造館ＨＰ】
http://ｉｉｄａｓｏｚｏｋａｎ.sａｋｕｒａ.ｎ
ｅ.ｊｐ

長野県飯田創造館
電話：0265-52-0333
iidasozo@galaxy.ocn.ne.jp

長野県 飯田市 ① 七宝焼き講習会 七宝焼きの基礎基本を学びます。 10月20日 長野県飯田創造館 一般財団法人長野県文化振興事業団
【長野県飯田創造館ＨＰ】
http://ｉｉｄａｓｏｚｏｋａｎ.sａｋｕｒａ.ｎ
ｅ.ｊｐ

長野県飯田創造館
電話：0265-52-0333
iidasozo@galaxy.ocn.ne.jp

長野県 飯田市 ① 第33回飯田創造館茶会
大日本茶道学会、表千家、裏千家の三会派による合同茶会を開催しま
す。

10月27日 長野県飯田創造館 一般財団法人長野県文化振興事業団
【長野県飯田創造館ＨＰ】
http://ｉｉｄａｓｏｚｏｋａｎ.sａｋｕｒａ.ｎ
ｅ.ｊｐ

長野県飯田創造館
電話：0265-52-0333
iidasozo@galaxy.ocn.ne.jp

長野県 飯田市 ① テンペラ画講習会 テンペラ画の基本を学びます。
11月3,10,30日
12月8,15日

長野県飯田創造館 一般財団法人長野県文化振興事業団
【長野県飯田創造館ＨＰ】
http://ｉｉｄａｓｏｚｏｋａｎ.sａｋｕｒａ.ｎ
ｅ.ｊｐ

長野県飯田創造館
電話：0265-52-0333
iidasozo@galaxy.ocn.ne.jp

長野県 飯田市 ① 折り紙入門講座 折り紙の基本を学びます。 11月16日 長野県飯田創造館 一般財団法人長野県文化振興事業団
【長野県飯田創造館ＨＰ】
http://ｉｉｄａｓｏｚｏｋａｎ.sａｋｕｒａ.ｎ
ｅ.ｊｐ

長野県飯田創造館
電話：0265-52-0333
iidasozo@galaxy.ocn.ne.jp

長野県 飯田市 ① 基礎からわかる俳句入門講座 俳句の基本を学びます。今回は、近くのお寺を吟行し作句します。 11月17日 長野県飯田創造館 一般財団法人長野県文化振興事業団
【長野県飯田創造館ＨＰ】
http://ｉｉｄａｓｏｚｏｋａｎ.sａｋｕｒａ.ｎ
ｅ.ｊｐ

長野県飯田創造館
電話：0265-52-0333
iidasozo@galaxy.ocn.ne.jp

長野県 飯田市 ① ステンドグラス講習会 ステンドグラスの基礎基本を学びます。 11月23日 長野県飯田創造館 一般財団法人長野県文化振興事業団
【長野県飯田創造館ＨＰ】
http://ｉｉｄａｓｏｚｏｋａｎ.sａｋｕｒａ.ｎ
ｅ.ｊｐ

長野県飯田創造館
電話：0265-52-0333
iidasozo@galaxy.ocn.ne.jp

長野県 飯田市 ① 木版画講習会 木版画の基礎基本を学びます。 11月24日 長野県飯田創造館 一般財団法人長野県文化振興事業団
【長野県飯田創造館ＨＰ】
http://ｉｉｄａｓｏｚｏｋａｎ.sａｋｕｒａ.ｎ
ｅ.ｊｐ

長野県飯田創造館
電話：0265-52-0333
iidasozo@galaxy.ocn.ne.jp

長野県 飯田市 ④ 令和元年度長野県食品衛生大会
消費者、食品等事業者及び行政が一堂に会し、食品の安全性に関する
情報・意見交換を行うことにより、相互理解を進め、健康で豊かな食生
活の向上を図る。

10月9日 飯田文化会館 一般社団法人長野県食品衛生協会
一般社団法人
長野県食品衛生協会
026-234-5046

長野県 飯田市 ①③ 第65回風越登山マラソン大会
飯田市のシンボル「風越山（かざこしやま）」を駆け巡るマラソン大会と、
ガイドの説明を受けながら山中の旧跡を巡るウォーキングを行います。

10月27日 飯田市今宮野球場 飯田市　ほか
【飯田市】
https://www.city.iida.lg.jp/site/
sports/tozan.html

飯田市教育委員会
生涯学習・スポーツ課
電話0265-21-3001

長野県 飯田市 ①③ ニュースポーツフェスティバル
誰でも気軽に運動できるニュースポーツの大会として「囲碁ボール」「大
なわとび記録会」、体験会として「スラックライン」「スポーツ吹き矢」など
行います。

11月10日 飯田勤労者体育センター 飯田市　ほか
飯田市教育委員会
生涯学習・スポーツ課
電話0265-21-3001

長野県 飯田市 ①③④ 飯田市歴史研究所地域史講座
飯田市歴史研究所などが行った地域を単位とした歴史調査・研究の成
果をわかりやすく皆さんにお伝えする講座です。どなたでも聴講可能で
す。今回は飯田市川路地域の調査・研究成果として満州移民について

11月30日 川路公民館 飯田市歴史研究所 無料
【飯田市歴史研究所】
https://www.city.iida.lg.jp/soshi
ki/39/

飯田市歴史研究所
0265-53-4670

長野県 飯田市 ①③
菱田春草常設展示
第17期　朦朧体の進化

菱田春草常設展示　テーマに合わせて春草の作品や春草にゆかりの
ある画家の作品を展示します。

9月28日～10月27日 飯田市美術博物館 飯田市美術博物館 http://www.iida-museum.org/
飯田市美術博物館学芸係
0265-22-8118

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

長野県 飯田市 ①③
菱田春草常設展示
第18期　春草のルーツ・飯田

菱田春草常設展示　テーマに合わせて春草の作品や春草にゆかりの
ある画家の作品を展示します。

11月2日～12月8日 飯田市美術博物館 飯田市美術博物館 http://www.iida-museum.org/
飯田市美術博物館学芸係
0265-22-8118

長野県 飯田市 ①③
特別陳列「60年前の記憶　遥かな
る遠山郷　-塚原琢哉　写真と下栗
の民俗-

昭和33年（1958年）、東京育ちの写真青年の目を通して記録された遠山
郷下栗の生活を展示します。

9月7日～10月27日 飯田市美術博物館 飯田市美術博物館 http://www.iida-museum.org/
飯田市美術博物館学芸係
0265-22-8118

長野県 飯田市 ①③
文化展示室トピック展示
「飯田城と城下町」

「伊那谷の自然と文化」をテーマに、飯田下伊那を中心とした豊かな自
然とそこで育まれた人々の歴史・民俗を紹介しています。

7月20日～10月27日 飯田市美術博物館 飯田市美術博物館 http://www.iida-museum.org/
飯田市美術博物館学芸係
0265-22-8118

長野県 飯田市 ①③
文化展示室トピック展示
「光明寺の文化財」

「伊那谷の自然と文化」をテーマに、飯田下伊那を中心とした豊かな自
然とそこで育まれた人々の歴史・民俗を紹介しています。

10月29日～2月11日 飯田市美術博物館 飯田市美術博物館 http://www.iida-museum.org/
飯田市美術博物館学芸係
0265-22-8118

長野県 飯田市 ①④
自然展示室トピック展示
「南アルプスと中央アルプスの高
山植物」

「伊那谷の自然と文化」をテーマに、飯田下伊那を中心とした豊かな自
然とそこで育まれた人々の歴史・民俗を紹介しています。

7月20日～12月8日 飯田市美術博物館 飯田市美術博物館 http://www.iida-museum.org/
飯田市美術博物館学芸係
0265-22-8118

長野県 飯田市 ①④
自然講座
「新しい活断層発見から見た伊那
谷の断層」

伊那谷の自然ついて学ぶ講座です。 10月26日 飯田市美術博物館 飯田市美術博物館 無料 http://www.iida-museum.org/
飯田市美術博物館学芸係
0265-22-8118

長野県 飯田市 ①④
自然講座
「農地にくらす希少種ミヤマシジミ」

伊那谷の自然ついて学ぶ講座です。 11月4日 飯田市美術博物館 飯田市美術博物館 無料 http://www.iida-museum.org/
飯田市美術博物館学芸係
0265-22-8118

長野県 飯田市 ①③
春草講座　-春草の研究方針を探
る-

菱田春草に関する3回の連続講座の第2回目です。 10月16日 飯田市美術博物館 飯田市美術博物館 無料 http://www.iida-museum.org/
飯田市美術博物館学芸係
0265-22-8118

長野県 飯田市 ①③
春草講座　-春草の研究方針を探
る-

菱田春草に関する3回の連続講座の第3回目です。 11月13日 飯田市美術博物館 飯田市美術博物館 無料 http://www.iida-museum.org/
飯田市美術博物館学芸係
0265-22-8118

長野県 飯田市 ①④
プラネタリウム特別投影
「秋の星座と天王星・海王星」

季節の星空や注目したい天文現象、話題の天文ニュースなど、解説員
が生解説でたっぷり紹介します。

10月26日 飯田市美術博物館 飯田市美術博物館 http://www.iida-museum.org/
飯田市美術博物館学芸係
0265-22-8118

長野県 飯田市 ①④
プラネタリウム特別投影
「ぐっすりプラネタリウム」

季節の星空や注目したい天文現象、話題の天文ニュースなど、解説員
が生解説でたっぷり紹介します。

11月23日 飯田市美術博物館 飯田市美術博物館 http://www.iida-museum.org/
飯田市美術博物館学芸係
0265-22-8118

長野県 飯田市 ①④
星空観望会
「十三夜・名月と秋の星座たち」

季節の星座や見頃の天体を、望遠鏡などを使って観察します。 10月11日 飯田市美術博物館 飯田市美術博物館 無料 http://www.iida-museum.org/
飯田市美術博物館学芸係
0265-22-8118

長野県 飯田市 ①④ 化石発掘体験 化石の発掘を体験できます。 10月13日 追手町小学校化石標本室 飯田市美術博物館 http://www.iida-museum.org/
飯田市美術博物館学芸係
0265-22-8118

長野県 飯田市 ①④ 化石レプリカ作り 化石のレプリカを作ります。 10月14日・11月2日 追手町小学校化石標本室 飯田市美術博物館 http://www.iida-museum.org/
飯田市美術博物館学芸係
0265-22-8118

長野県 飯田市 ①④
子ども科学工作教室
「天体望遠鏡を作ろう」

子ども向け科学工作教室。テーマは「天体望遠鏡を作ろう」です。 11月9日 飯田市美術博物館 飯田市美術博物館 http://www.iida-museum.org/
飯田市美術博物館学芸係
0265-22-8118

長野県 飯田市 ①③ 第3回伊那民俗研究集会
近代以降、日々の生活、行事や祭りなど、さまざまな場面で撮影されて
きた写真には、撮影者の意図以上に、多くの情報が詰まっています。そ
うした写真資料をどのように集積・保存、そして活用したらよいのかを考

10月13日・14日 飯田市美術博物館
柳田國男記念伊那民俗学研究所・
南信州民俗芸能継承推進協議会

飯田市美術博物館
0265-22-8118

長野県 飯田市 ①③
上郷考古博物館ワークショップ
「ぎやまん工房」

弥生時代の遺跡や古墳から出土するガラス製の玉「とんぼ玉」を昔の
作り方でつくります。

10月20日 上郷考古博物館 上郷考古博物館
上郷考古博物館
0265-53-3755

長野県 飯田市 ①③ 歴史探検隊 バスに乗って、歴史や文化の探訪に出かけます。 11月10日 上郷考古博物館 上郷考古博物館
上郷考古博物館
0265-53-3755

長野県 飯田市 ①③
図書館資料展「名勝天龍峡資料
展」

「天龍峡大橋」開通を記念して、図書館で所蔵する関連の資料を紹介す
る展示を開催します。

11月1日～11月22日 飯田市立中央図書館 飯田市立中央図書館 無料 http://www.iida.nanshin-lib.jp/
飯田市立中央図書館
0265-22-0706

長野県 飯田市 ① 図書館おはなし会
絵本の読みきかせ、わらべうた、本の紹介、紙芝居などを行います。対
象は乳幼児～児童です。

毎週土曜日 飯田市立中央図書館 飯田市立中央図書館 無料 http://www.iida.nanshin-lib.jp/
飯田市立中央図書館
0265-22-0706

長野県 飯田市 ① 図書館おはなし会
絵本の読みきかせ、わらべうた、本の紹介、紙芝居などを行います。対
象は乳幼児～児童です。

11月９日，14日 飯田市立鼎図書館 飯田市立鼎図書館 無料 http://www.iida.nanshin-lib.jp/
飯田市立鼎図書館
0265-23-9901

長野県 飯田市 ① 図書館おはなし会
絵本の読みきかせ、本の紹介、紙芝居などを行います。対象は児童で
す。

毎週水曜日 飯田市立上郷図書館 飯田市立上郷図書館 無料 http://www.iida.nanshin-lib.jp/
飯田市立上郷図書館
0265-52-2551

長野県 飯田市 ①③ 第３２回伊那谷文化芸術祭
飯田市及び下伊那郡地域で活動しているアマチュア芸術団体が一堂に
会して、日頃の練習成果を発表し合うとともに、団体相互の連携を図る
ことを目的として開催する年に一度の舞台芸術の祭典です。

11月4,10,17,24日
飯田文化会館ホール
飯田人形劇場

飯田文化協会
飯田文化会館

【飯田文化協会】
https://www.city.iida.lg.jp/soshi
ki/41/jigyou-kyoukai.html

飯田文化協会事務局
(飯田文化会館
　電話：0265-23-3552)

長野県 飯田市 ③
せかいの劇場 vol.8　Visual Poems
アルファベットの人形たち

世界の優れた人形劇芸術を紹介する公演。今年はスペイン・バルセロ
ナからジョルディ・ベルトラン・カンパニーを招聘。カタルーニャ地方の詩
歌にインスピレーションを受けたギターの調べと、シンプルなアルファ
ベットの人形で繰り広げられるノンバーバル作品。

10月26日、27日 飯田人形劇場
NPO法人いいだ人形劇センター/飯田文
化会館

飯田文化会館
0265-23-3552

長野県 飯田市 ③ 伊那人形芝居公演
伊那谷の人形芝居四座、今田人形（飯田市）、黒田人形（飯田市）、早
稲田人形（阿南町）、古田人形（箕輪町）と、各人形座が指導する小学
生・中学生による人形浄瑠璃の合同公演。

11月17日 飯田市黒田人形浄瑠璃伝承館 伊那人形芝居保存協議会 無料
飯田文化会館
0265-23-3552

長野県 飯田市 ③

飯田信用金庫presents 第19回萩
元晴彦ホームタウンコンサート
村治佳織 & 村治奏一 ギターデュ
オ・コンサート

飯田出身プロデューサーの故萩元晴彦さんの「ふるさとにも一流の音
楽を」との思いから開催されているコンサートです。19回目を迎えるホー
ムタウンコンサートに、初となるギターデュオとして、村治佳織さん、村
治奏一さん姉弟を招聘します。

11月30日 飯田文化会館ホール
飯田信用金庫／飯田文化会館／萩元晴
彦ホームタウンコンサート実行委員会

【萩元晴彦ホームタウンコン
サート】
https://www.city.iida.lg.jp/site/
bunkakaikan/hometownconcert
-19th.html

飯田文化会館
0265-23-3552

長野県 飯田市 ③ 第43回おいでなんしょ寄席 飯田出身の寄席文字第一人者、橘左近師匠の企画による寄席公演。 11月27日 飯田文化会館ホール
おいでなんしょ寄席実行委員会／南信
州新聞社／飯田文化会館

【飯田文化会館】
https://www.city.iida.lg.jp/site/
bunkakaikan/

飯田文化会館
0265-23-3552

長野県 飯田市 ① 介護実践発表会

「介護の日　記念イベント」として、介護現場の皆様の実践発表会を開
催します。現場の方と共に事例研究の重要性を再確認し、施設・事業
所で頑張った取り組みや、利用者さんが喜んだ実践など、幅広い視点
での報告を行います。介護福祉の仕事の理解を啓発し、介護福祉士と
しての資質向上を目指した内容となります。

11月2日 飯田女子短期大学　講堂
飯田女子短期大学
家政学科生活福祉専攻

無料
介護実践発表会事務局
0265-48-5953

長野県 飯山市 ③

2019年度長野県信濃美術館移動
展
館蔵コレクション旅行者たちの記
録【飯山市美術館】

長野県信濃美術館では、1979年（昭和54年）から県内各地で「移動展」
を開催しています。第41回を迎える本年度は、信州の自然を描いた画
家たちの他、長野県出身の父を持つ日系メキシコ人のルイス・ニシザ
ワ、ニューヨークで活躍した日系移民の臼井文平、生活圏内の裾花川
を度々訪れその風景を描いた河野通勢ら多様な背景をもつ「旅行者」た
ちの作品を、信濃美術館コレクションからご紹介します。

11月23日～12月8日 飯山市美術館
長野県、長野県信濃美術館
飯山市美術館

長野県信濃美術館HP
http://www.npsam.com/

 長野県信濃美術館
 026-232-0052

【観覧料】
大人200円、大学生100円、
高校生以下無料

長野県 飯山市 ③

学芸員がガイドする！信州アートト
レッキング「信州の水彩画事始め
丸山晩霞、大下藤次郎、三宅克己
を中心に」

信州の水彩画家は全国的に最も早い時期に登場します。水彩画の隆
盛に貢献し、信州に水彩画を広めた作家たちをご紹介します。

11月30日 飯山市美術館 長野県信濃美術館 無料
長野県信濃美術館HP
http://www.npsam.com/

 長野県信濃美術館
 026-232-0052

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

長野県 飯山市 ③

宝くじ文化公演「上妻宏光
STANDARD SONGS feat.佐藤竹
善2019～三味線とPIANOで奏でる
名曲達～」

津軽三味線の“伝統と革新”を追求し続けている上妻宏光とシングライ
クトーキングのボーカリスト佐藤竹善によるステージを開催。

11月4日 飯山市文化交流館
飯山市、飯山市教育委員会
自治総合センター

http://iiyama-
natura.jp/ja/calendar/?mc_id=2
84

飯山市文化交流館
0269-67-0311

長野県 飯山市 ③
長野県信濃美術館移動展
館蔵コレクション：旅行者たちの記
録

長野県信濃美術館が所蔵するコレクションを県民の皆様により親しんで
もらうため県内の文化施設で開催する地域密着型の展覧会。信州ゆか
りの美術家や、信州の風景を描いた作品を展示。

11月23日～12月8日 飯山市美術館
長野県信濃美術館、飯山市
飯山市教育委員会

http://www.city.iiyama.nagano.j
p

飯山市美術館
0269-62-1501

長野県 飯山市 ①②③ 飯山市青少年芸術祭（展示部門）
青少年の芸術文化活動を公開する機会を通じて、青少年はもちろん一
般市民の芸術文化に対する関心を高め、青少年の健全な育成と市民
文化の高揚をはかる。飯山市公民館を会場にに絵画・書道等の展示を

10/26-27 飯山市公民館 飯山市公民館 無料 0269-62-3342

長野県 飯山市 ①②③ 飯山市青少年芸術祭（舞台部門）

青少年の芸術文化活動を公開する機会を通じて、青少年はもちろん一
般市民の芸術文化に対する関心を高め、青少年の健全な育成と市民
文化の高揚をはかる。飯山市文化交流館なちゅら大ホールでの合唱・
合奏等の舞台発表を行う。

11月3日 飯山市文化交流館なちゅら 飯山市公民館 無料 0269-62-3342

長野県 生坂村 ①②③
令和元年度（第34回）松本地区育
樹祭

緑豊かな森林を健全な姿で次世代に引き継ぐために、当該育樹祭を開
催し、持続的な森林整備を推進する。。
作業内容
①ヒノキ林の間伐した伐採木の枝払い及び玉切り作業等
②広葉樹林内の雑草木刈払い等

10月30日 生坂村高津屋森林公園
生坂村、松本地域森林林業振興会
松本地域振興局
長野県林業総合センター

無料

松本地域振興局
林務課林産係
0263-40-1927
（直通）

生坂村中学校みどりの少
年団も参加

長野県 池田町 ③ 池田町芸術文化週間
10月25日から11月3日にかけ「芸術文化週間」と銘打ち、期間中、町内
各種団体による文化活動作品発表の場「文化祭」を始め、町民カラオケ
大会、俳句教室、ビデオ上映会、芸能発表、記念講演会等を開催しま

10月25日～11月3日 池田町交流センター 池田町公民館
池田町交流センター
電話：0261-62-2058

長野県 池田町 ③
珠玉のキルト～ Best Selections
～

安曇野キルト公募展の歴代受賞作品と、これまで審査員やワークショッ
プ講師等をお願いしたキルトアーティストの技術力、デザイン性に優れ
た自信作を一堂に展示します。昨年15周年を迎えた当館のキルト展の
歴史とともに、ハイレベルな作品をご覧ください。

9月21日～10月20日
北アルプス展望美術館
（池田町立美術館）

北アルプス展望美術館
（池田町立美術館）

http://azumino-
artline.net/ikeda/index.php

北アルプス展望美術館
（池田町立美術館）
0261-62-6600

長野県 池田町 ③ 信州現代美術展

所属団体や無所属を問わず県内在住、または信州とゆかりのある作家
の発表の場として1988年より活動を続ける団体の展覧会です。既成概
念や抽象・具象にとらわれず制作された今を生きる作家らの現代アート
をお楽しみください。

10月26日～11月4日
北アルプス展望美術館
（池田町立美術館）

北アルプス展望美術館
（池田町立美術館）

http://azumino-
artline.net/ikeda/index.php

北アルプス展望美術館
（池田町立美術館）
0261-62-6600

長野県 池田町 ③ 信州池田クラフト展
池田町や安曇野で活躍するクラフト作家の作品を展示・販売。陶磁器、
ガラス、木工などの器や茶道具、アクセサリーといった生活を彩るクラフ
ト作品の魅力を紹介します。

10月26日～11月4日
北アルプス展望美術館
（池田町立美術館）

北アルプス展望美術館
（池田町立美術館）

http://azumino-
artline.net/ikeda/index.php

北アルプス展望美術館
（池田町立美術館）
0261-62-6600

長野県 池田町 ③ 相道寺焼　古窯＆新窯展

信州池田が誇る焼き物、相道寺焼（あいどうじやき）の全容を紹介する
展覧会です。江戸中期から明治初期にかけ、約110年間続いた古窯。
そして、昭和47年に再興された新窯。日用雑器としての民芸の美のす
ばらしさをご堪能ください。

11月12日～12月10日
北アルプス展望美術館
（池田町立美術館）

北アルプス展望美術館
（池田町立美術館）

http://azumino-
artline.net/ikeda/index.php

北アルプス展望美術館
（池田町立美術館）
0261-62-6600

長野県 池田町 ① 図書館まつり
本のリサイクル広場を始め、工作教室、読み聞かせ、製本講座等、イベ
ント盛りだくさんの2日間です。

11月16日～17日 池田町交流センター 池田町図書館
池田町交流センター
電話：0261-62-2058

長野県 伊那市 ③
学芸員がガイドする！信州アートト
レッキング「伊那市ゆかりの作家た
ち～池上秀畝、江崎孝坪を中心に

数多くの芸術家を輩出した伊那市。日本の近代美術に名を遺した池上
秀畝や江崎孝坪ら地域ゆかりの作家たちをご紹介します。

11月3日 長野県伊那文化会館　小ホール 長野県信濃美術館 無料
長野県信濃美術館HP
http://www.npsam.com/

 長野県信濃美術館
 026-232-0052

長野県 伊那市 ① 長野県消費者大学（伊那会場）

現在起きている消費者被害の実態をもとに、消費者問題の歴史、法
律、環境問題、長野版エシカル消費などを、講義とグループワークを通
して幅広く学びます。消費者被害に遭わないだけでなく、賢い選択がで
きる「自立した消費者」を目指します。第3回は、消費者を守る法律につ
いて、及び環境問題について学びます。

10月19日 伊那市生涯学習センター 長野県 無料
https://www.nagano-
shohi.net/keihatsu/kouza.html#
daigaku

長野県県民文化部
くらし安全・消費生活課
026-223-6770

長野県 伊那市 ① 長野県消費者大学（伊那会場）

現在起きている消費者被害の実態をもとに、消費者問題の歴史、法
律、環境問題、長野版エシカル消費などを、講義とグループワークを通
して幅広く学びます。消費者被害に遭わないだけでなく、賢い選択がで
きる「自立した消費者」を目指します。エシカル消費に取り組まれている
現場の見学を行います。

未定 伊那市生涯学習センター 長野県 無料
https://www.nagano-
shohi.net/keihatsu/kouza.html#
daigaku

長野県県民文化部
くらし安全・消費生活課
026-223-6770

長野県 伊那市 ① 長野県消費者大学（伊那会場）

現在起きている消費者被害の実態をもとに、消費者問題の歴史、法
律、環境問題、長野版エシカル消費などを、講義とグループワークを通
して幅広く学びます。消費者被害に遭わないだけでなく、賢い選択がで
きる「自立した消費者」を目指します。第4回は消費者トラブルの救済、
未然防止について学びます。

10月26日 伊那市生涯学習センター 長野県 無料
https://www.nagano-
shohi.net/keihatsu/kouza.html#
daigaku

長野県県民文化部
くらし安全・消費生活課
026-223-6770

長野県 伊那市 ① 長野県消費者大学（伊那会場）

現在起きている消費者被害の実態をもとに、消費者問題の歴史、法
律、環境問題、長野版エシカル消費などを、講義とグループワークを通
して幅広く学びます。消費者被害に遭わないだけでなく、賢い選択がで
きる「自立した消費者」を目指します。第5回は食の安全やネット取引の
危険性について学びます。

11月9日 伊那市生涯学習センター 長野県 無料
https://www.nagano-
shohi.net/keihatsu/kouza.html#
daigaku

長野県県民文化部
くらし安全・消費生活課
026-223-6770

長野県 伊那市 ① 長野県消費者大学（伊那会場）

現在起きている消費者被害の実態をもとに、消費者問題の歴史、法
律、環境問題、長野版エシカル消費などを、講義とグループワークを通
して幅広く学びます。消費者被害に遭わないだけでなく、賢い選択がで
きる「自立した消費者」を目指します。第6回は長野県版エシカル消費と
特殊詐欺対策について学びます。

11月23日 伊那市生涯学習センター 長野県 無料
https://www.nagano-
shohi.net/keihatsu/kouza.html#
daigaku

長野県県民文化部
くらし安全・消費生活課
026-223-6770

長野県 伊那市 ③ 信濃美術館所蔵名品展
長野県信濃美術館が所蔵する名品の中から、池上秀畝や中村不折な
ど郷土の誇る作家や、近代から現代にいたる著名な作家の作品を展示
します。

10月19日～11月17日
長野県伊那文化会館　美術展示ホー
ル

一般財団法人長野県文化振興事業団、
長野県信濃美術館

【伊那文化会館ＨＰ】
http//www/inabun.or.jp

長野県伊那文化会館
電話0265-73-8822
メールｉｎｆｏ＠inabun.or.jp

長野県 伊那市 ③
ポーランド国立ワルシャワ室内歌
劇場オペラ「フィガロの結婚」

モーツァルトのオペラを全作品随時上演できるということで世界的に知
られているポーランド国立ワルシャワ室内歌劇場によるオペラ「フィガロ
の結婚」を上演します。

11月2日 長野県伊那文化会館　大ホール 一般財団長野県文化振興事業団
【伊那文化会館ＨＰ】
http//www/inabun.or.jp

長野県伊那文化会館
電話0265-73-8822
メールｉｎｆｏ＠inabun.or.jp

長野県 伊那市 ③
ヴィルタス・ストリング・トリオコン
サート

一流の演奏家によるアウトリーチ・コンサートとして、丸山泰雄率いる、
チェロ・ヴァイオリン・ヴィオラの「ヴィルタス・ストリング・トリオコンサー
ト」を開催します。

11月15,16日 辰野町公民館 一般財団長野県文化振興事業団
【伊那文化会館ＨＰ】
http//www/inabun.or.jp

長野県伊那文化会館
電話0265-73-8822
メールｉｎｆｏ＠inabun.or.jp

長野県 伊那市 ③
東京混声合唱団　スペシャルコン
サート2019inいな

新しい時代に歌いつなぎたい名曲の数々を、日本有数のプロフェッショ
ナル合唱団“東京混声合唱団”が珠玉のハーモニーでお届けする演奏
会です。

11月23日 長野県伊那文化会館　大ホール 一般財団長野県文化振興事業団
【伊那文化会館ＨＰ】
http//www/inabun.or.jp

長野県伊那文化会館
電話0265-73-8822
メールｉｎｆｏ＠inabun.or.jp

長野県 伊那市 ③ 創造館自主製作映画祭２０１９ 伊那に関係するものを使った短編、中編映画を上映する。 10月19日 伊那市創造館 伊那市教育委員会 無料
伊那市創造館
0265-72-6220

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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長野県 伊那市 ③
第64回特別展「文よく武を制す～
高遠進徳館から信州教育に連なる
群像～」

進徳館の教授、学生に関する資料を展示し、彼らが信州の教育にどの
ように携わったかを紹介する。

9月13日～12月8日 伊那市立高遠町歴史博物館 伊那市教育委員会
伊那市立高遠町歴史博物館：
0265-94-4444

上伊那地域の小中学生、
高校生は無料

長野県 伊那市 ②③
第65回特別展「上伊那郡市小中学
生社会科新聞展」

上伊那地域の小中学生が本年度中に作った社会科新聞を展示する。 10月19日～11月4日 伊那市立高遠町歴史博物館 伊那市教育委員会
伊那市立高遠町歴史博物館：
0265-94-4444

上伊那地域の小中学生と
その家族、同地域の高校
生は無料

長野県 伊那市 ③ 歴博わくわく教室
伊那市立高遠町歴史博物館の第65回特別展に関連し、博物館資料に
ふれられる体験のほか、缶バッジ作りなどを行う。

11月2日～4日 伊那市立高遠町歴史博物館 伊那市教育委員会 無料
伊那市立高遠町歴史博物館：
0265-94-4444

長野県 伊那市 ①③ 第14回歴博講座
伊那市立高遠町歴史博物館の第64回特別展に関連した内容で講師が
講演する。

11月16日 伊那市立高遠町歴史博物館 伊那市教育委員会 無料
伊那市立高遠町歴史博物館：
0265-94-4444

長野県 伊那市 ③ もみじ祭り　秋のお茶会
地域のボランティア団体の協力により、琴や二胡の演奏を聴きながら抹
茶を飲む。着物の着付け体験も行う（着物や小物類は持参）。

10月27日 伊那市民俗資料館（旧馬島家住宅） 伊那市教育委員会
伊那市民俗資料館：
0265-94-4044

長野県 伊那市 ①③ 伊那公民館文化祭 クラブ・講座等での作品を展示したり、ステージ発表をしたりします。
10月25～27日
11月3日

伊那公民館 伊那市教育委員会 無料
伊那公民館：
0265－78－3447

長野県 伊那市 ①③ 富県公民館文化祭
保育園・小学校の作品や、クラブ・講座・地域の方の作品を展示してい
ます。

11月2日、3日 富県公民館 伊那市教育委員会 無料
富県公民館：
0265-72-2318

長野県 伊那市 ①③ 美篶公民館文化祭 文化、芸術の祭典。作品展示と２日目のステージ発表会を開催します。 11月2日、3日 美篶公民館 伊那市教育委員会 無料
美篶公民館
0265－72－2360

長野県 伊那市 ①③ 手良公民館文化祭 作品展示を行ったり、2日目には芸能発表会を行ったりします。 10月26日、27日 手良公民館 伊那市教育委員会 無料
手良公民館
0265－72－2755

長野県 伊那市 ①③ 東春近公民館文化祭
作品の展示、体験コーナーの実施（生け花・茶道）、ミニコンサート・人形
劇の開催。

11月2日・３日 東春近公民館 伊那市教育委員会 無料
東春近公民館：
0265－72－3202

長野県 伊那市 ①③ 西箕輪公民館文化祭
小・中学校、養護学校、地域住民、公民館で行っている講座の作品展
示。子ども茶道教室のお茶の提供

１１月１６・１７日 西箕輪公民館 伊那市教育委員会 無料
西箕輪公民館
0265-72-2319

長野県 伊那市 ①③ 西春近公民館文化祭
小・中学校、伊那西高等学校、地域住民、介護施設、公民館利用団体
等の作品展示。商工祭同時開催予定

１１月１６・１７日 西春近公民館 伊那市教育委員会 無料
西春近公民館
0265‐72‐4178

長野県 伊那市 ①③ 長谷公民館文化祭
生涯学習講演会　講師：山口香氏
保育・小・中学生、一般の作品展示　　各種グループのステージ発表会

11月9.10日 長谷公民館 伊那市教育委員会 無料
長谷公民館
0265-98-2009

長野県 伊那市 ① 人権同和教育講座
広く市民を対象にした講演会の実施をもとに、人権尊重の意義及び
様々な人権問題についての正しい理解と認識を深める。

11月16日 生涯学習センター 伊那市教育委員会 無料
伊那市役所
0265-78-4111

長野県 伊那市 ① 戸台の化石学習会
小・中・高校生・父母が、戸台の化石の採取・整理・研究・保護を通して
自然保全の重要さを学ぶ。

10月19日 長谷公民館 伊那市教育委員会
長谷公民館
0265-98-2009

長野県 伊那市 ① 第４１回高遠町桜大学講座
演題：「知っておきたい殿様とのかかわり」―内藤家の下賜品とその記
録―

11月23日 高遠町総合福祉センターやますそ 伊那市教育委員会 無料
高遠町公民館
0265-94-2557

長野県 伊那市 ①
絵本作家・三浦太郎氏ワークショッ
プ

伊那図書館まつりの一環として、三浦太郎さんをお招きにして、「紙を
切って街をつくろう」という工作を、地元の子どもたちが完成させる。

10月13日 伊那図書館 伊那市教育委員会 無料
伊那図書館
0265-73-2222

要・事前申込　9月13日から

長野県 伊那市 ①
除籍本の無料頒布会
本のリサイクル市

毎年恒例の除籍本の頒布会と、市民から寄せられた本のリサイクル市
を初開催。

10月19日、20日 伊那図書館 伊那市教育委員会 無料
伊那図書館
0265-73-2222

長野県 伊那市 ③ 図書館でゴスペル・ライブ
玄関ホールで、図書館で普段から練習しているゴスペルグループによ
るライブを開催。午前11時～（およそ40分間）

10月19日 伊那図書館 伊那市教育委員会 無料
伊那図書館
0265-73-2222

長野県 伊那市 ① 読み聞かせサークルの発表会
図書館を拠点に活動している読み聞かせの団体が、日頃の活動紹介
や、紙芝居などを来館者に披露します。午前10時30分～午後2時ころ

10月20日 伊那図書館 伊那市教育委員会 無料
伊那図書館
0265-73-2222

長野県 伊那市 ①
クッキングコーディネーター　浜こ
のみさんトークショー

料理と本に関するトーク＆サイン会。午後1時～午後3時30分 10月27日 伊那図書館 伊那市教育委員会 無料
伊那図書館
0265-73-2222

長野県 伊那市 ③
モリカラモリヘ－８人の作家と東京
藝術大学デザインプロジェクト－

伊那市と連携交流事業を行う東京藝術大学の出身アーティスト８人によ
る「森」をテーマとした展覧会

9月14日～11月10日 信州高遠美術館 伊那市教育委員会
信州高遠美術館
0265-94-3666

長野県 伊那市 ①③ 第３３回伊澤修二記念音楽祭
郷土の偉人「伊澤修二」先生を顕彰する音楽祭。小中高生の練習成果
発表と、東京藝大シンフォニーオーケストラのコンサートによる２部構成
の音楽祭を開催します。

10月26日
高遠町文化体育館
長野県伊那文化会館

文化芸術のまち伊那市実行委員会、伊
那市、伊那市教育委員会

http://www.inacity.jp/kurashi/s
hogaigakushu_bunka/bunka/kin
enongakusai.html

伊那市文化スポーツ部
文化交流課0265-78-4111
(内線2742）

長野県 伊那市 ①③
第４回コーラスフェスティバル
女声合唱エーデルワイスコンサー
ト

女声合唱エーデルワイス・指揮：横山奏、ﾋﾟｱﾉ伴奏：中山惇史
演奏曲　中山惇史/編曲　女声（同声）合唱とピアノのための日本・四季
の旅・・他

10月20日
伊那市生涯学習センター6Ｆ
ニシザワいなっせホール

NPO法人ｸﾗｯｼｯｸﾜｰﾙﾄﾞ
女声合唱エーデルワイス

https://www.inacity.jp/shisetsu
/kominkan_senter/shogaigakus
husenter/moyoshimono/index.
html

伊那市文化スポーツ部
文化交流課
伊那市生涯学習センター
0265-78-5801

長野県 伊那市 ①③
13th　INA　いなっせ　JAZZ
FESTIVAL

シロクマ楽団、伊那ビッグバンド、信州大学ジャズ同好会、伊那中学校
吹奏楽部によるジャズ演奏ステージ

11月23日
伊那市生涯学習センター6Ｆ
ニシザワいなっせホール

NPO法人ｸﾗｯｼｯｸﾜｰﾙﾄﾞ
伊那いなっせｼﾞｬｽﾞﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ実行委員
会

https://www.inacity.jp/shisetsu
/kominkan_senter/shogaigakus
husenter/moyoshimono/index.
html

伊那市文化スポーツ部
文化交流課
伊那市生涯学習センター
0265-78-5801

長野県 上田市 ③
長野県芸術監督団事業　シンビズ
ム３　～信州ミュージアム・ネット
ワークが選んだ作家たち～

県内の公立、私立施設やフリーのさまざまなキャリアの学芸員共同企
画による展覧会の第三弾「シンビズム3」を開催します。
今回は、長野県の戦後の現代美術史をたどるうえで必要な作家に焦点
をあてています。

10月12日～11月10日 上田市立美術館
一般財団法人
長野県文化振興事業団、長野県

無料
【シンビズム３HP】
https://shinbism.shinshu-to-
asobo.net/

長野県文化振興事業団
（芸術文化推進室、信州ミュー
ジアム・ネットワーク事業推進
室）
0263-34-7100(キッセイ文化
ホール内)

長野県 上田市 ① ５大学リレー講座「未来学科」
　大学の最先端の学びを、生活に役立ててもらうため、市内の大学が学
校の枠を超えて地域に開いた「学科」を創設します。各大学を会場に
し、テーマに沿った内容でリレー方式に講座を行います。

9月21日、28日、10月5
日、12日、11月23日

長野大学、筑波大学山岳科学センター
菅平高原実験所、長野県工科短期大
学校、信州大学繊維学部、上田女子短

生涯学習・文化財課 無料
上田市教育委員会
生涯学習・文化財課
0268-23-6370

長野県 上田市 ① 青少年育成市民のつどい

青少年関係の諸問題に焦点を当て、地域で子どもを育てるための方法
等を学ぶ。
今回は、上田市出身の元宝塚トップスター月影瞳さんを講師に「夢への
階段」というテーマで講演いただく。

10月30日 上田文化会館 中央公民館･人権男女共同参画課 無料
上田市中央公民館
0268-22-0760

長野県 上田市 ① 神川地区市民文化祭 神川地区分館協議会と利用者団体による作品展示と舞台発表を行う。 11月9日～10日 神川地区公民館 神川地区公民館 無料
上田市神川地区公民館
0268-71-6553

長野県 上田市 ① 塩尻の今昔を知ろう！ 地域在住の方に暮らしの中で体験したことをお聞きする。 10月27日、11月10日 西部公民館 西部公民館 無料
上田市西部公民館
0268-27-7544

長野県 上田市 ① 学社連絡会
小中学校の先生、児童館館長と市民会議理事・監事、青少年育成推進
指導員による情報交換及び地域の青少年問題に関する懇談会です。

11月20日 西部公民館 青少年育成西部・塩尻地区市民会議 無料
上田市西部公民館
0268-27-7544

長野県 上田市 ①
第45回城南地区文化祭・展示会発
表

城南公民館利用者団体等による作品展示発表です。 11月16日～17日 城南公民館 城南公民館 無料
上田市城南公民館
0268-27-7618

長野県 上田市 ①
第45回城南地区文化祭・ステ－ジ
発表

城南公民館利用者団体等によるステ－ジ発表です。 11月3日 城南公民館 城南公民館 無料
上田市城南公民館
0268-27-7618

長野県 上田市 ① 城南地区子どもわいわい会議
城南地区の子どもから大人までが集まり子どもを取り巻く環境の課題に
ついて話し合います。

11月30日 城南公民館 城南公民館 無料
上田市城南公民館
0268-27-7618

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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長野県 上田市 ① 公民館まつり（展示発表の部） 上野が丘公民館利用者団体等による作品展示です。 10月12日～13日 上野が丘公民館 上野が丘公民館 無料
上田市上野が丘公民館
0268-24-0659

長野県 上田市 ① 公民館まつり（舞台発表の部） 上野が丘公民館利用者団体等による舞台発表会です。 11月10日 上野が丘公民館 上野が丘公民館 無料
上田市上野が丘公民館
0268-24-0659

長野県 上田市 ① 青少年の未来を考える集い 青少年育成について地域の皆さんが講演等を通して学びます。 11月30日 上野が丘公民館 上野が丘公民館 無料
上田市上野が丘公民館
0268-24-0659

長野県 上田市 ① 塩田公民館文化祭 塩田公民館利用者団体等 による作品展示、舞台発表です。 10月26日～27日 塩田公民館 塩田公民館 無料
上田市塩田公民館
0268-38-6883

長野県 上田市 ① こころぽかぽかコンサート ピアノ演奏と風景写真とアロマを融合させたコンサートです。 11月10日 塩田公民館 塩田公民館 無料
上田市塩田公民館
0268-38-6883

長野県 上田市 ① ため池に集まる鳥の観察会 冬のため池に集まる水鳥などの観察会です。 11月30日 舌喰池 塩田公民館 無料
上田市塩田公民館
0268-38-6883

長野県 上田市 ①
川西地区子どもの明日を考えるつ
どい

青少年育成について地域の皆さんが講演を通して研修します。 10月16日 川西公民館 川西地区青少年育成関係団体連絡会 無料
上田市川西公民館
0268-22-5004

長野県 上田市 ① 音楽交流会「ひびけ川西の空に」
川西地区の保育園児、小・中学校の児童・生徒や地域のコーラスグ
ループが一堂に会し、音楽を通して交流します。

10月26日 川西公民館 川西地区青少年育成関係団体連絡会 無料
上田市川西公民館
0268-22-5004

長野県 上田市 ① 川西公民館まつり
川西地区住民や利用者団体の皆さんによる舞台発表と作品の展示発
表です。

10月26日～27日 川西公民館 川西公民館まつり実行委員会 無料
上田市川西公民館
0268-22-5004

長野県 上田市 ① 川西地区人権を考えるつどい
人権意識の向上を目的に様々な人権問題について理解を深める機会
として講演会を開催します。

11月13日 川西公民館 上田市川西公民館 無料
上田市川西公民館
0268-22-5004

長野県 上田市 ①
第47回　まるこ春秋学園（一般教
養）

講師：長田真紀氏（上田女子短期大学教授、日本文学、近代文学） 10月8日 丸子公民館 丸子公民館 無料
上田市教育委員会
丸子地域教育事務所
0268-42-3147

長野県 上田市 ①
第47回　まるこ春秋学園（歴史コー
ス）「依田社から鐘紡へ～工藤善
助の功績～」

講師：阿部　勇氏（上田女子短期大学教授）、演題「依田社から鐘紡へ
～工藤善助の功績～」

10月16日 丸子公民館 丸子公民館 無料
上田市教育委員会
丸子地域教育事務所
0268-42-3147

長野県 上田市 ①
第47回　まるこ春秋学園（音楽コー
ス）「抒情愛唱歌・心の歌」

歌唱指導者：栗林　和幸氏、ピアノ伴奏者：成田　眞生氏、テーマ「抒情
愛唱歌・心の歌」

10月31日 丸子公民館 丸子公民館 無料
上田市教育委員会
丸子地域教育事務所
0268-42-3147

長野県 上田市 ①
第47回　まるこ春秋学園（健康コー
ス）「マレットゴルフ」

講師：鹿田　泰世（スポーツ指導員） 10月23日 権現山運動公園マレット場 丸子公民館 無料
上田市教育委員会
丸子地域教育事務所
0268-42-3147

長野県 上田市 ①
第47回　まるこ春秋学園（一般教
養）「上田市の仏像」

講師：中澤　徳士氏（上田市教育委員会職員）、演題「上田市の仏像」 11月12日 丸子公民館 丸子公民館 無料
上田市教育委員会
丸子地域教育事務所
0268-42-3147

長野県 上田市 ①
第47回　まるこ春秋学園（音楽コー
ス）「抒情愛唱歌・心の歌」

歌唱指導者：栗林　和幸氏、ピアノ伴奏者：成田　眞生氏、テーマ「抒情
愛唱歌・心の歌」

11月21日 丸子公民館 丸子公民館 無料
上田市教育委員会
丸子地域教育事務所
0268-42-3147

長野県 上田市 ①
第47回　まるこ春秋学園（健康コー
ス）「健康体操＆レクリエーション」

講師：岡田　克也氏（鹿教湯病院健康運動指導士）、テーマ「健康体操
＆レクリエーション」

11月6日 丸子総合体育館 丸子公民館 無料
上田市教育委員会
丸子地域教育事務所
0268-42-3147

長野県 上田市 ③ 美宇宙の饗宴in上田
尺八、サックス、津軽三味線、ピアノ、パーカッションという和楽器と洋楽
器5人校正のコンサート。地域の愛好家とコラボレーションのステージも

9月29日 信州国際音楽村 美宇宙の饗宴実行委員会 www.ongakumura.jp misora@gimail.com 2500円

長野県 上田市 ③ ヴィオラセミナー室内楽演奏会
国内のトップオーケストラの首席演奏者を講師に迎えたセミナーの受講
生らによる室内楽のコンサートです。

10月1日 信州国際音楽村 信州国際音楽村 www.ongakumura.jp
信州国際音楽村
0268-42-3436

500円

長野県 上田市 ③
第29回信州国際音楽村少年少女
合唱団定期演奏会

信州国際音楽村少年少女合唱団定期演奏会です。 10月6日 信州国際音楽村 信州国際音楽村 www.ongakumura.jp
信州国際音楽村
0268-42-3436

500円

長野県 上田市 ③
KODAMAサロン10月　窪田健志打
楽器コンサート

上田市出身で現在名古屋市フィルハーモニー管弦楽団ティンパニ奏者
としている窪田氏の打楽器の響きをお楽しみください。

10月19日 信州国際音楽村 信州国際音楽村 www.ongakumura.jp
信州国際音楽村
0268-42-3436

2000円

長野県 上田市 ③ 真田総合文化祭 真田町文化協会のみなさんの作品展示、舞台発表です。 10月26日～28日 真田中央公民館 真田町文化協会 無料
上田市教育委員会
真田地域教育事務所
0268-72-2655

長野県 上田市 ① おはなしと本の会 おはなしざしきわらしの会によるお話会です。
10月26日，
11月9日，23日

創造館分室
上田図書館創造館分室

上田図書館
おはなしざしきわらしの会

無料

【上田図書館】
http://www.city.ueda.nagano.jp
/tanoshimu/toshokan/library/i
ndex.html

上田図書館
0268-22-0880

長野県 上田市 ① 貴重資料紹介展
上田図書館所蔵の貴重資料コレクションの展示と紹介です。テーマ「浄
瑠璃」

10月8日～10月20日 上田図書館
上田図書館
やまなみの会

無料

【上田図書館】
http://www.city.ueda.nagano.jp
/tanoshimu/toshokan/library/i
ndex.html

上田図書館
0268-22-0880

長野県 上田市 ① 旅路をたどる-今昔物語-
地域に残されている資料をもとに、江戸時代から近現代にかけて歴史
と地理の視点から「旅」の実際を見て、改めて旅のあり方を考える講座
です（全7回）。

10月26日、
11月23日

上田情報ライブラリー 上田情報ライブラリー

【上田情報ライブラリー】
http://www.city.ueda.nagano.jp
/tanoshimu/toshokan/library/i
ndex.html

上田情報ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ
0268-29-0210

長野県 上田市 ① こころと頭の実用セミナー
マインドマップ等を活用し、感情の整え方や読書術・手帳術などを学び
ます。大事な事を気持ちよくできるようになるための実用的な技術を楽
しく身につけるキャリアアップ講座です（全12回）。

11月20日 上田情報ライブラリー 上田情報ライブラリー
【NPO法人上田図書館倶楽部】
http://ueda.zuku.jp/index/htmll

上田情報ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ
0268-29-0210

長野県 上田市 ① 大人の朗読会 表現を楽しむ会のメンバーによる、大人を対象とした朗読会です。 11月2日 上田情報ライブラリー
表現の会
上田情報ライブラリー

無料

【上田情報ライブラリー】
http://www.city.ueda.nagano.jp
/tanoshimu/toshokan/library/i
ndex.html

上田情報ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ
0268-29-0210

長野県 上田市 ① 図書館実験室　読書会
参加者自身がお気に入りの本を持ち寄り、読書や本の魅力を語り合う
講座です。

10月20日 上田情報ライブラリー
図書館実験室
上田情報ライブラリー

無料
上田情報ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ
0268-29-0210

長野県 上田市 ①
お話の会
「あかちゃんと楽しむえほんの会」

当館図書館員と上田女子短期大学の学生による幼児向けのお話し会
です

10月20日、
11月17日

上田情報ライブラリー
上田女子短期大学図書館サークルFLC
上田情報ライブラリー

無料

【上田情報ライブラリー】
http://www.city.ueda.nagano.jp
/tanoshimu/toshokan/library/i
ndex.html

上田情報ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ
0268-29-0210

長野県 上田市 ①
お話の会
「絵本大好きっ子集まれ～」

読みの会「稲穂」の皆さんによる幼児向けお話し会です。 11月2日 上田情報ライブラリー NPO法人　上田図書館倶楽部 無料

【上田情報ライブラリー】
http://www.city.ueda.nagano.jp
/tanoshimu/toshokan/library/i
ndex.html

上田情報ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ
0268-29-0210

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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長野県 上田市 ① 入船亭扇好師匠落語会
上田図書館倶楽部が主催する落語会です。古典落語2席の上演を予定
しています。およそ毎月1回のペースで、各種コンサートや朗読会等を
開催しています。

10月19日 上田情報ライブラリー NPO法人　上田図書館倶楽部

【上田情報ライブラリー】
http://www.city.ueda.nagano.jp
/tanoshimu/toshokan/library/i
ndex.html

上田情報ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ
0268-29-0210

長野県 上田市 ① ネット&カフェinライブラリー
ワード・エクセル・インターネットの知識が習得できるパソコン講座です
（原則各月2回）

10月14日・28日、
11月18日・25日

上田情報ライブラリー NPO法人　上田図書館倶楽部

【上田情報ライブラリー】
http://www.city.ueda.nagano.jp
/tanoshimu/toshokan/library/i
ndex.html

上田情報ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ
0268-29-0210

長野県 上田市 ① 絵本講座（大人向け）
大人を対象とした絵本講座です。1冊の本を2回にわたって取り上げ、3
冊の絵本を全6回で学んでいきます。

10月13日、11月10日 上田駅前ビル・パレオ２階会議室 NPO法人　上田図書館倶楽部
【NPO法人上田図書館倶楽部】
http://ueda.zuku.jp/index/htmll

上田情報ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ
0268-29-0210

長野県 上田市 ① 民話塾　スマイルキッズたんぽぽ
小学生以上を対象とした講座です。民話を通して、物語を深く理解する
力や、想像力・文章力を身につけていきます。

10月13日･26日、
11月10日・23日

上田駅前ビル・パレオ２階会議室 NPO法人　上田図書館倶楽部
【NPO法人上田図書館倶楽部】
http://ueda.zuku.jp/index/htmll

上田情報ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ
0268-29-0210

長野県 上田市 ①
文学講座「夏目漱石と森鷗外の文
学」

めまぐるしい時代の推移の中にありながら、時代や社会、自らの人生を
鋭く見つめ、優れた文学作品を残した夏目漱石と森鷗外の文学を読み
込む全8回の連続講座です。

10月28日、
11月25日

上田駅前ビル・パレオ２階会議室 NPO法人　上田図書館倶楽部
【NPO法人上田図書館倶楽部】
http://ueda.zuku.jp/index/htmll

上田情報ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ
0268-29-0210

長野県 上田市 ①
『信濃国小県郡年表』
再復刻版刊行記念講座

上田ケーブルビジョンとの共催。
幕末から明治にかけての文人・上野尚志（たかもと）が著した『信濃国小
県郡年表』を再刊行した記念に開催している全13回の講座です（最終

10月19日 上田情報ライブラリー 株式会社上田ケーブルビジョン 無料
【株式会社上田ケーブルビジョ
ン】
http://www.ucv.co.jp/

上田情報ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ
0268-29-0210

長野県 上田市 ①
地域連携講座
～地域の過去を知り未来を考える

図書館・文書館が所蔵する史料を読み、地域を知り、地域を考えるとと
もに、市民の調査研究をサポートする講座です。

10月24日 上田情報ライブラリー NPO法人長野県図書館等協働機構
【長野県図書館協会】
http://nagano-la.com

上田情報ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ
0268-29-0210

長野県 上田市 ① 社会科新聞コンクール
上小地区の各校で児童が作成した社会科新聞の入選作品を毎年展示
しています。社会科新聞作りを通じて、児童生徒の豊かな表現力を育
成することを目的としています。

11月22日～12月7日 上田情報ライブラリー 上小社会科教育研究会 無料
上田情報ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ
0268-29-0210

長野県 上田市 ①
図書館講座
徒然草読書講座

古典文学を読むことにより慣れ親しむことを目的とする講座。 10月10日11月7日 丸子図書館 丸子図書館

【丸子図書館】
http://www.city.ueda.nagano.jp
/marukot/tanoshimu/toshokan
/maruko/index.html

丸子図書館
0268-42-2414

年10回の連続講座

長野県 上田市 ①
図書館講座
地域の歴史と古文書を楽しむ講座

地域の古文書を通して地域の歴史を探求する講座。
10月22日
11月26日

丸子図書館 丸子図書館

【丸子図書館】
http://www.city.ueda.nagano.jp
/marukot/tanoshimu/toshokan
/maruko/index.html

丸子図書館
0268-42-2414

年10回の連続講座

長野県 上田市 ① 図書館まつり ぬいぐるみお泊り会、おはなし会と工作、図書館探検などを実施。 10月19日 丸子図書館 丸子図書館 無料

【丸子図書館】
http://www.city.ueda.nagano.jp
/marukot/tanoshimu/toshokan
/maruko/index.html

丸子図書館
0268-42-2414

長野県 上田市 ① おはなし会 おはなしボランティアによるパネルシアター。 11月16日 丸子図書館 丸子図書館 無料

【丸子図書館】
http://www.city.ueda.nagano.jp
/marukot/tanoshimu/toshokan
/maruko/index.html

丸子図書館
0268-42-2414

長野県 上田市 ③
秋季企画展「信濃国分寺ができた
頃～上田盆地の遺跡から～」

信濃国分寺があった頃の上田地域はどんな様子であったのか。奈良平
安時代の遺跡と出土遺物を通して概観する。

9月21日～11月10日 信濃国分寺資料館 信濃国分寺資料館
信濃国分寺資料館
0268-27-8706

長野県 上田市 ③
上田市立美術館コレクション展
版表現の魅力

彫刻家・石井鶴三の「創作版画」、アーティストと刷り師が共同でつくる
大画面の「大版画」、現代アートをけん引する村上早の「銅版画」など、
当館所蔵の版画作品をご紹介します。

9月14日～11月10日 上田市立美術館 上田市立美術館
【上田市立美術館】
https://www.santomyuze.com/

上田市立美術館
0268-27-2300

長野県 上田市 ③
企画展
シンビズム3【関連企画】

信州ゆかりの現代アーティストたちの今を紹介する現代アート展。長野
県内4会場で開催します。

10月12日～11月10日 上田市立美術館
一般財団法人長野県文化振興事業団、
長野県

無料
【上田市立美術館】
https://www.santomyuze.com/

上田市立美術館
0268-27-2300

長野県 上田市 ③
企画展
シンビズム3【関連企画】

①オープニングギャラリートーク
展示する4名の作家と担当学芸員が集まり、それぞれ　の作品について
お話しします。
②丸山雅秋　ギャラリートーク
③甲田洋二　ギャラリートーク
④宮坂了作　ギャラリートーク
⑤山内孝一　ワークショップ「石を立てる」
千曲川河川敷で公開制作を行います。

①10月12日
②10月13日
③10月19日
④10月27日
⑤10月20日

上田市立美術館
一般財団法人
長野県文化振興事業団、長野県

無料
【上田市立美術館】
https://www.santomyuze.com/

上田市立美術館
0268-27-2300

長野県 上田市 ①③
企画展
農民美術・児童自由画100年展

今年で100年を迎えた「農民美術運動」「児童自由画教育運動」。両運動
を支えた人々の姿や当時から現代に至るまでを作品及び資料を通じて
たどります。

11月30日～2月24日 上田市立美術館
上田市（上田市立美術館）
上田市教育委員会

【上田市立美術館】
https://www.santomyuze.com/

上田市立美術館
0268-27-2300

長野県 上田市 ③
マチ×マチフェスティバル
2019UEDA

「マチがアートを待っている、マチにアートが出かけていく」
音楽とアートがサントミューゼを飛び出し、より身近な商店街などのまち
なかでパフォーマンスや展示を行う3日間です。

11月2日～4日 上田市内 うえださんと、実行委員会
【上田市立美術館】
https://www.santomyuze.com/

上田市立美術館
0268-27-2300

長野県 上田市 ①④ 上田地域産業展

優れた製品、独自の技術を広く内外に発信することを目的に開催いた
します。上田市、東御市、坂城町、長和町、立科町、青木村そして小諸
市、佐久市の千曲川流域　東信の魅力ある企業・団体が一堂に会し、
ビジネスマッチング、販路の拡大・PRを行い、産業の発展と振興を目指
します。
期間中、ものづくり実演やものづくり講演会、こどもたちを対象としたも

10月25～26日
上田城跡公園体育館
上田城跡公園第二体育館

上田地域産業展運営委員会 無料
http://www.ueda-
sangyoten.jp/

上田商工会議所
中小企業相談所
地域振興課
TEL：0268-22-4500

長野県 上田市 ④ 計量記念日事業
計量思想の普及を目的とし、普段何気なく使っている体重計、キッチン
スケール、体温計等の検査を行うことで測ることの大切さを学んでもら
う。

11月19日～22日
上田市役所、丸子ふれあいステーショ
ン、武石健康センター、真田中央公民
館、健康プラザうえだ

上田市
商工課

無料 なし
上田市役所　商工観光部
商工課　商工振興担当
TEL：0268-23-5395

長野県 上田市 ③ 企画展「池波正太郎と信州」
池波正太郎と信州のかかわりについて、エッセイ等の作品とともに信州
取材時の写真や字の途に残る資料等を展示する。

10月12日～11月24日 池波正太郎真田太平記館
上田市
池波正太郎真田太平記館

http://www.city.ueda.nagano.jp
/tanoshimu/ikenami/index.html

池波正太郎真田太平記館
℡：0268-28-7100

長野県 上田市 ② 授業参観 児童生徒の学習活動等を保護者・地域に広く公開します。
10月16、17、18、25日
11月1、5、7、8、12、
14、15、16、19、21、22日

小学校23校、中学校10校 上田市内各小中学校 無料
上田市教育委員会
学校教育課
0268-23-5101

長野県 上田市 ② 運動会 上田市内小学校12校の運動会を保護者・地域に広く公開します。
10月11、12、18、25日
11月1日

塩川小学校、長小学校、東塩田小学
校、塩田西小学校、南小学校、傍陽小
学校、西小学校、城下小学校、塩尻小
学校、川辺小学校、神川小学校、武石

上田市内各小学校 無料
上田市教育委員会
学校教育課
0268-23-5101

長野県 上田市 ② 音楽会 上田市内小学校12校の音楽会を保護者・地域に広く公開します。
10月11、12、18、25日、
11月1日

丸子北小学校、長小学校、東塩田小学
校、塩田西小学校、南小学校、傍陽小
学校、西小学校、城下小学校、塩尻小
学校、川辺小学校、神川小学校、武石
小学校

上田市内各小学校 無料
上田市教育委員会
学校教育課
0268-23-5101

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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長野県 上田市 ① 学校給食展
上田市内の学校給食についての展示や、食育に関するゲームの実施
を行います。

10月19日 上田市創造館 上田市役所生活環境課 無料
上田市教育委員会
学校教育課
0268-23-5101

長野県 上田市 ③
第14回子ども文化講座「ハロウィン
のいけばな」

上田市文化少年団加盟団体による文化講座です。 10月19日 神川地区公民館大ホール 上田市文化少年団 無料
上田市交流文化スポーツ課
0268-75-2005

長野県 上田市 ③ 第23回うえだ城下町映画祭
上田ロケ作品をはじめとする話題の日本映画を一挙上映します。自主
制作映画コンテストも開催します。

11月15～17日 上田文化会館、犀の角、上田映劇 うえだ城下町映画祭実行委員会
【うえだ城下町映画祭】
https://www.umic.jp/eigasai/in
dex.html

上田市交流文化スポーツ課
0268-75-2005

長野県 上田市 ①②
信州うえだ“やまほいくの里山”プ
ロジェクト
地域資源を保育に繋げよう

「地域資源を活かして遊ぼう～地形や植物、自然物を活かして遊ぼう」
をテーマにフィールドワーク、木工ワークショップを行ないます。対象は
自然保育に興味関心のある方。お子様の参加も大歓迎です。

10月20日 上田女子短期大学 上田女子短期大学 無料
【上田女子短期大学公式HP】
http://www.uedawjc.ac.jp/

上田女子短期大学
地域連携センター
(直通)0268-39-7061

長野県 上田市 ①②③
幼児教育学科公開講座
レクチャー＆コンサート　ベートヴェ
ンのチェロ作品をめぐってVol.2

本学幼児教育学科　町田育弥教授による公開講座です。新日本フィル
ハーモニー奏者である川上　徹氏をお招きし、ベートーヴェンのチェロ作
品を基に、ピアノとチェロのレクチャーとコンサートを行ないます。

10月26日 上田女子短期大学 上田女子短期大学 無料
【上田女子短期大学公式HP】
http://www.uedawjc.ac.jp/

上田女子短期大学
地域連携センター
(直通)0268-39-7061

長野県 上田市 ③

芸術の森　北野講堂シリーズ2019
「ロスチャイルドと日本との縁
Historical Connections of the
Rothschild and Japan（仮題）」

毎年本学北野講堂にて行われるコンサートです。今年は、美しい日本
語と透明感のある歌声で、日本人以上に日本の心を歌うイギリス人ソプ
ラノ歌手　シャーロット・ド・ロスチャイルド氏によるコンサートをお送りい
たします。

11月16日 上田女子短期大学北野講堂 上田女子短期大学 無料
【上田女子短期大学公式HP】
http://www.uedawjc.ac.jp/

上田女子短期大学
地域連携センター
(直通)0268-39-7061

長野県 上田市 ①②③
信州上田５大学リレー講座2019
「未来学科」～未来のためにいっ
ぱい学ぼう～

大学の学びを市民の地域づくりに役立てていくため、上田市内の５つの
大学が学校の枠を越えて繋がった講座です。本学講座のテーマは「中
国のコスプレ～グローバル化と国際化の中で～」。近年、経済発展が著
しいだけでなく、ポップカルチャーにおいても存在感を増す中国を、「コス
プレ」に注目しグローバル化と国際化の関係を一緒に考えていきます。

11月23日
上田女子短期大学 上田市教育委員会

生涯学習・文化財課
無料

【上田女子短期大学公式HP】
http://www.uedawjc.ac.jp/

上田女子短期大学
地域連携センター
(直通)0268-39-7061

長野県 王滝村 ①③ 第２９回王滝村公民館まつり
１年間の学習成果の発表の場、交流の場として作品展示、物産販売等
が
行われる。また、村民の皆さんはじめ多くの皆さんが集い地域づくりに

11月3、4日 王滝村公民館 公民館他 無料
王滝村公民館
0264-48-2134

長野県 王滝村 ①② 地域防災学習会
小中学生と村民合同による防災学習講座。
実際の災害を想定し、避難所の運営ゲームによる学習を実践
講師：日本赤十字社　長野支部

10月16日 王滝小中学校 公民館小中学校 無料
王滝村公民館
0264-48-2134

長野県 王滝村 ①②
わくわく人権みんなの樹業（じゅ
ぎょう）

小中学生と村民の皆さん合同による人権学習講座。
ワークショップゲームによる演習形式で身近な人権課題を考える
講師：　公民館主事

11月14日 王滝小中学校 教育委員会小中学校 無料
王滝村公民館
0264-48-2134

長野県 大桑村 ③

2019年度長野県信濃美術館移動
展
館蔵コレクション旅行者たちの記
録【大桑村歴史民俗資料館】

長野県信濃美術館では、1979年（昭和54年）から県内各地で「移動展」
を開催しています。第41回を迎える本年度は、信州の自然を描いた画
家たちの他、長野県出身の父を持つ日系メキシコ人のルイス・ニシザ
ワ、ニューヨークで活躍した日系移民の臼井文平、生活圏内の裾花川
を度々訪れその風景を描いた河野通勢ら多様な背景をもつ「旅行者」た
ちの作品を、信濃美術館コレクションからご紹介します。

11月9日～11月17日 大桑村歴史民俗資料館
長野県、長野県信濃美術館
大桑村歴史民俗資料館

長野県信濃美術館HP
http://www.npsam.com/

長野県信濃美術館
026-232-0052

【観覧料】
大人200円、大学生100円、
高校生以下無料

長野県 大桑村 ③
学芸員がガイドする！信州アートト
レッキング「長野発！国際派若手
アーティストの紹介」

絵画・デザイン・陶芸などの分野で活躍している信州ゆかりの若手作家
たちをご紹介します。

11月16日 大桑村歴史民俗資料館　研修室 長野県信濃美術館 無料
長野県信濃美術館HP
http://www.npsam.com/

長野県信濃美術館
026-232-0052

長野県 大桑村 ①③ 大桑村文化・生涯学習作品展
毎年、森の里の秋まつりの文化展示として開催しています。生涯学習
講座の成果発表の場にもなっており、様々な分野の作品を展示します。

10月20日 大桑村村民体育館 大桑村教育委員会 無料 0264-55-1020

長野県 大桑村 ①② ふれあい講演会（人権講演会）
障がい者スポーツに関する講演会です。ブラインドサッカーを通じてコ
ミュニケーションについて考えます。

11月22日 大桑小学校 大桑村教育委員会 無料 0264-55-1020

長野県 大桑村 ① コールマルベリー　フロアコンサー 生涯学習講座の女性コーラスグループの発表会です。 11月23日 大桑村歴史民俗資料館 大桑村教育委員会 無料 0264-55-1020

長野県 大鹿村 ① ニュースポーツ大会
多世代が参加しやすいニュースポーツにふれ、それを通じて
健康増進やスポーツ意識の向上及び交流の場の一つとします。

10月28日 大鹿小学校体育館 総合型スポーツクラブ 無料 0265-39-2100

長野県 大鹿村 ③
村制130周年記念式典（芸能フェス
ティバル）

記念式典に合わせ、村内に伝わる芸能フェスティバルを開催します。 11月2日 大鹿村交流センター 大鹿村 無料 0265-39-2001

長野県 大鹿村 ③ 産業文化祭 地域の伝統産業の振興と文化の発展を図ります。 11月10日 大鹿村交流センター 大鹿村 無料 0265-39-2001

長野県 大町市 ①③ 大町市文化祭（大町会場）
市民の芸術・文化等、日頃の学習活動の成果を発表する場として文化
祭を開催し、その成果を社会生活や地域づくりに活かすことのできる生
涯学習社会を目指します。

11月2日～4日 大町市大町公民館・文化会館 大町市教育委員会 無料
大町市大町公民館
電話：0261-22-9988

長野県 大町市 ① 平地区ゴルフ大会 平地区住民によるゴルフ大会です。 10月27日 日向山ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ 平公民館
大町市平公民館
電話：0261-22-0694

長野県 大町市 ①③ ピュアフェスタ・ピュアコンサート
利用者の会による文化祭です。一般の方にもご来場いただけます。午
後は、コンサートを開催します（ピュア主催）。

11月10日～12日 平公民館
利用者の会
女性未来館ピュア

無料
大町市平公民館
女性未来館ピュア
電話：0261-22-0694

長野県 大町市 ①③ 社地区文化祭
公民館講座受講者や公民館利用団体、地域で活動する団体や個人が
学んだ成果を発表する場を提供し、地域に文化、芸術活動を広げま

10月31日～11月4日 社公民館 社公民館 無料
大町市社公民館
電話：0261-22-0378

長野県 大町市 ①②③ 社地区地域子育てセミナー

心身共に健やかでたくましい子どもを育むために、家庭や地域での子
育てのあり方が問われています。そこで、親や地域社会が果たすべき
役割や、子どもたちへの具体的なかかわり方はどうであったらよいかを
学び、子育ての力の向上を図る為に、ものづくり体験、もちつき体験、読
み聞かせなどを行います。

10月31日～11月4日のう
ち1日

社公民館 社公民館 無料
大町市社公民館
電話：0261-22-0378

長野県 大町市 ①②③ 八坂地区文化祭
八坂地区の団体、サークル、市民が日々活動している学習成果の発表
と地域住民の交流を図り、生涯学習の推進ときらり輝く潤いのある郷土
の実現を目指します。

10月26日～27日 八坂小学校
八坂地区文化祭実行委員会
八坂公民館

無料
大町市八坂公民館
電話：0261-26-2380

長野県 大町市 ①②③ 美麻地区子育てセミナー
元気で健やかな子どもたちを育むため、地域の方との関わりをもち、親
子で一緒に活動ができる機会とし、物づくり教室又は、講演会を開催し

10月19日 ぽかぽかランド美遊 美麻公民館
大町市美麻公民館
電話：0261-29-2311

長野県 大町市 ①②③ 美麻地区文化祭
美麻地区のサークルや団体の発表や、美麻地区出身者の作品展示及
びみあさ保育園・美麻小中学校のステージ発表等地域と学校等が一緒
になり、生涯学習活動の一層の推進を図ります。

10月19日～20日 ぽかぽかランド美遊
美麻地区文化祭実行委員会
美麻公民館

大町市美麻公民館
電話：0261-29-2311

長野県 大町市 ①③

令和元年度芸術文化ふれあい事
業
アクティビティ
「子どもたちとともに―音楽ってい
いな。」

アーティストと身近に接し、「生の楽器の本当の音」や「レベルの高い演
奏」を体験し、音楽の楽しさを知ることをねらいとするアウトリーチ事業
です。本事業ではアクティビティと称しています。今回は市内小学校2校
を訪ねて行います。

10月4日 市内小学校 大町市文化会館 無料

大町市文化会館ＨＰ：
http://echohall.jp
フェイスブック：
http://www.facebook.com/oma
chiechohall/

大町市文化会館
電話：0261-22-9988

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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長野県 大町市 ①③

令和元年度芸術文化ふれあい事
業
コンサート
「ちっちゃなコンサート―音楽って
いいな。」

アクティビティの実施に続いて、一般向けにコンサートを開催します。
「大きすぎない適度な会場」で「多すぎない適度な人数」の皆さんと「長
すぎない適度な時間」を音楽とともに過ごします。

10月5日 サンアルプス大町特設会場 大町市文化会館

大町市文化会館ＨＰ：
http://echohall.jp
フェイスブック：
http://www.facebook.com/oma
chiechohall/

大町市文化会館
電話：0261-22-9988

長野県 大町市 ①③
劇団四季こころの劇場
「はだかの王様」

「こころの劇場」は、劇団四季と舞台芸術センターが主催し、全国の子ど
もたちに演劇の感動を届けるプロジェクトです。「生命の大切さ」「人を思
いやる心」「信じあう喜び」など生きていく上で大事なことを、舞台を通じ
て語り掛けます。当地では、大町市および北安曇郡内の小学校高学年
生約1,000人を招いて実施します。

11月8日 大町市文化会館大ホール 大町市文化会館 無料

大町市文化会館ＨＰ：
http://echohall.jp
フェイスブック：
http://www.facebook.com/oma
chiechohall/

大町市文化会館
電話：0261-22-9988

長野県 大町市 ①③
令和元年度大町市民芸術祭
ジャンル1・2

市民の生涯学習活動の発表機会である文化祭の一環として、ステージ
での実演発表を行うものを「市民芸術祭」として開催しています。
ステージの仕様に合わせてジャンルを分けており、ジャンル1は各種芸
能、ジャンル2は日本舞踊の発表を行うものです。

11月3日 大町市文化会館大ホール 大町市文化会館 無料

大町市文化会館ＨＰ：
http://echohall.jp
フェイスブック：
http://www.facebook.com/oma
chiechohall/

大町市文化会館
電話：0261-22-9988

長野県 大町市 ①③
令和元年度大町市民芸術祭
ジャンル3

市民の生涯学習活動の発表機会である文化祭の一環として、ステージ
での実演発表を行うものを「市民芸術祭」として開催しています。
ステージの仕様に合わせてジャンルを分けており、ジャンル③は洋舞の
発表を行うものです。

11月10日 大町市文化会館大ホール 大町市文化会館 無料

大町市文化会館ＨＰ：
http://echohall.jp
フェイスブック：
http://www.facebook.com/oma
chiechohall/

大町市文化会館
電話：0261-22-9988

長野県 大町市 ①③
令和元年度大町市民芸術祭
ジャンル4

市民の生涯学習活動の発表機会である文化祭の一環として、ステージ
での実演発表を行うものを「市民芸術祭」として開催しています。
ステージの仕様に合わせてジャンルを分けており、ジャンル4は合唱・器
楽演奏の発表を行うものです。

11月17日 大町市文化会館大ホール 大町市文化会館 無料

大町市文化会館ＨＰ：
http://echohall.jp
フェイスブック：
http://www.facebook.com/oma
chiechohall/

大町市文化会館
電話：0261-22-9988

長野県 大町市 ①③
令和元年度大町市民芸術祭
ジャンル5

市民の生涯学習活動の発表機会である文化祭の一環として、ステージ
での実演発表を行うものを「市民芸術祭」として開催しています。
ステージの仕様に合わせてジャンルを分けており、ジャンル5はバンド演
奏の発表を行うものです。

11月24日 大町市文化会館大ホール 大町市文化会館 無料

大町市文化会館ＨＰ：
http://echohall.jp
フェイスブック：
http://www.facebook.com/oma
chiechohall/

大町市文化会館
電話：0261-22-9988

長野県 大町市 ①③
仁科氏歴史文化展
「（仮）仁科神明宮と仁科の文化
展」

国宝仁科神明宮で行われる20年に一度の式年遷宮を契機として、当地
を開いた仁科氏と仁科神明宮をはじめとする当地仁科の郷の歴史や文
化を紹介することにより、郷土の理解を深め、愛着の醸成を図ります。

11月9日～17日 宮本公民館（大町市社） 仁科の郷イベント実行委員会 無料
大町市文化財センター
電話：0261-23-4760

実行委員会に参画している
ため、文化財センターを問
合せ先、担当者としていま

長野県 大町市 ①
BookBook2019
「いくつになってもおはなしだいす
き！」

絵本の読み聞かせなど、市内ボランティアサークルによる発表会を行い
ます。紙しばいや大型絵本の読み聞かせ、手あそびなど、みんなが楽
しめるイベントです。

10月5日 市立大町図書館 大町市読書ボランティアサークル連絡会 無料
大町市立大町図書館
電話：0261-21-1616

長野県 大町市 ①
市立大町図書館　開館20周年記
念イベント

平成11年（1999年）10月1日の新築開館から20周年を迎えるにあたり、
記念式典と大町市観光大使である山崎登先生の記念講演を開催しま

10月5日 市立大町図書館
生涯学習課市立大町図書館
大町市教育委員会

無料
大町市立大町図書館
電話：0261-21-1616

長野県 大町市 ① 常設展スペシャルガイド 博物館職員による、とっておきの常設展示ガイドを行います。 11月17日 市立大町山岳博物館 市立大町山岳博物館
【大町山岳博物館】
http://www.omachi-
sanpaku.com

市立大町山岳博物館
電話：0261-22-0211

長野県 岡谷市 ① モラハラ防止講座
家庭や職場における見えない暴力、モラルハラスメントについて知り、
その防止や対処を学ぶ講座

11月20日 長野県男女共同参画センター 長野県男女共同参画センター 無料
https://www.pref.nagano.lg.jp/a
itopia/

長野県男女共同参画センター
0266-22-5781

概ね１月前までにHPに掲
載予定

長野県 岡谷市 ①③
特別企画展「没後５年　辰野登恵
子展」

岡谷市における歴代の県展審査員及び役員の作品を展示します。 8月20日～10月22日 市立岡谷美術考古館 岡谷市教育委員会 http://www.okaya-museum.jp/
岡谷美術考古館
℡ 0266-22-5854
ﾒｰﾙart@city.okaya.lg.jp

長野県 岡谷市 ①③ 岡谷美術考古館無料公開日
１１月３日は、文化の日でもあり、岡谷美術考古館の開館６周年にあた
る日として、無料公開を実施する。

11月3日 市立岡谷美術考古館 岡谷市教育委員会 無料 http://www.okaya-museum.jp/
岡谷美術考古館
℡ 0266-22-5854
ﾒｰﾙart@city.okaya.lg.jp

長野県 岡谷市 ①③
収蔵作品展「没後３年　織田昇展
展」

岡谷市における歴代の県展審査員及び役員の作品を展示します。 10月26日～1月5日 市立岡谷美術考古館 岡谷市教育委員会 http://www.okaya-museum.jp/
岡谷美術考古館
℡ 0266-22-5854
ﾒｰﾙart@city.okaya.lg.jp

長野県 岡谷市 ①③ 旧林家住宅無料公開 １１月３日の文化の日に、無料公開を実施します。 11月3日 旧林家住宅 岡谷市教育委員会 無料 http://www.okaya-museum.jp/
岡谷美術考古館
℡ 0266-22-5854
ﾒｰﾙart@city.okaya.lg.jp

長野県 岡谷市 ①③ 旧渡辺家住宅無料公開 １１月３日の文化の日に、無料公開を実施します。 11月3日 旧渡辺家住宅 岡谷市教育委員会 無料 http://www.okaya-museum.jp/
岡谷美術考古館
℡ 0266-22-5854
ﾒｰﾙart@city.okaya.lg.jp

長野県 岡谷市 ①③ 縄文探検ツアー 岡谷市・下諏訪町の合同による、縄文史跡巡り 10月19日 梨久保遺跡他 岡谷市教育委員会 http://www.okaya-museum.jp/
岡谷美術考古館
℡ 0266-22-5854
ﾒｰﾙart@city.okaya.lg.jp

長野県 岡谷市 ①③ 伝統文化親子教室発表会
文化庁伝統文化親子教室事業「伝統文化いけばなこども親子教室」の
発表会を行います。

10月26日～27日 旧林家住宅
小原流岡谷の会主催　岡谷市教育委員
会後援

無料 http://www.okaya-museum.jp/
岡谷美術考古館
℡ 0266-22-5854
ﾒｰﾙart@city.okaya.lg.jp

長野県 岡谷市 ①
おはなしの森
～おはなし会～

絵本の読み聞かせ、語り、紙芝居、パネルシアターなど幼児から小学生
までの楽しいおはなし会です。

10月19日,26日
11月2日,9日,16日,23
日,30日

岡谷図書館 岡谷市教育委員会 無料
http://www.city.okaya.lg.jp/site
/kyouiku/

岡谷図書館
0266-22-2031

長野県 岡谷市 ①
ちいさなおはなしの森
～おはなし会～

乳幼児向けの絵本の読み聞かせやパネルシアター、手遊びや簡単な
工作で親子で楽しみます。

10月22日
11月19日

岡谷図書館 岡谷市教育委員会 無料
http://www.city.okaya.lg.jp/site
/kyouiku/

岡谷図書館
0266-22-2031

長野県 岡谷市 ① としょかん子ども読書まつり
子どもが本に親しめるように、図書館のボランティア団体や高校生など
による読み聞かせや人形劇、パネルシアター、工作など行う楽しいイベ

10月26日～10月27日 岡谷図書館 岡谷市教育委員会 無料
http://www.city.okaya.lg.jp/site
/kyouiku/

岡谷図書館
0266-22-2031

長野県 岡谷市 ① ぬいぐるみのおとまり会

お気に入りのぬいぐるみを図書館にお泊りさせて、ぬいぐるみに図書館
のお仕事体験やおはなし会、図書館探検に参加してもらいます。その
様子をアルバムにし、翌日のお迎えの際にぬいぐるみが気にいった絵
本を借りて家で一緒に楽しんでもらいます。

11月23日～11月24日 岡谷図書館 岡谷市教育委員会 無料
http://www.city.okaya.lg.jp/site
/kyouiku/

岡谷図書館
0266-22-2031

長野県 岡谷市 ①③ 岡谷市文化祭市民音楽祭 楽器演奏、合唱等の発表、披露を行います。 11月3日 カノラホール 岡谷市教育委員会 無料
http://www.city.okaya.lg.jp/site
/kyouiku/

岡谷市生涯学習課(ｶﾙﾁｬｰｾﾝ
ﾀｰ）

長野県 岡谷市 ①③ 岡谷市朗吟の夕べ 朗吟の発表、披露を行います。 11月3日 カノラホール 岡谷市教育委員会 無料
http://www.city.okaya.lg.jp/site
/kyouiku/

岡谷市生涯学習課(ｶﾙﾁｬｰｾﾝ
ﾀｰ）

長野県 岡谷市 ①③ 岡谷市文化祭市民舞踊祭 様々な舞踊の発表、披露を行います。 11月4日 カノラホール 岡谷市教育委員会 無料
http://www.city.okaya.lg.jp/site
/kyouiku/

岡谷市生涯学習課(ｶﾙﾁｬｰｾﾝ
ﾀｰ）

長野県 岡谷市 ①③ 岡谷市文化祭演劇祭 様々な団体による演劇等の発表、披露を行います。 11月23日～12月1日 カノラホール 岡谷市教育委員会 無料
http://www.city.okaya.lg.jp/site
/kyouiku/

岡谷市生涯学習課(ｶﾙﾁｬｰｾﾝ
ﾀｰ）

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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長野県 小谷村 ③ 第６２回小谷村文化祭
村民の地道な学習や地域の活動、農産物の一年の成果発表の機会と
して、また講演会、企画展等を通して村民の文化的な情操に寄与する
ため開催する。

10月26，27日 小谷村役場 文化祭実行委員会 無料 小谷村公民館

長野県 小布施町 ①③ 第59回総合文化祭　作品展
町民の皆さんが個人やグループで学習・制作した書道・絵画や華道な
どの作品を展示する作品展です。

10月19日～20日 小布施町総合体育館 小布施町公民館 無料
小布施町公民館
026-214-9111

長野県 小布施町 ① 雁田山登山
秋の景色を楽しみながら、体力づくり、交流の場として雁田山に登りま
す。子どもから大人までどなたでも参加できます。

10月26日 雁田山 小布施町教育委員会 無料
小布施町教育委員会生涯学習
係

長野県 小布施町 ①③

歴史民俗資料館秋のイベント
「唱歌『ふるさと』の『なつかしさ』に
ついて、林柳波・世界の音楽家・童
謡の里づくり」

唱歌「ふるさと」などを題材にした日本人の「なつかしさ」についての講
演と、小布施ゆかりの作詞家である林柳波の童謡などを歌うミニコン
サートを行います。

10月27日 小布施町立歴史民俗資料館 小布施町立歴史民俗資料館 無料
小布施町教育委員会生涯学習
係
026-214-9111

長野県 小布施町 ①③ 第59回総合文化祭　菊花展
町民の皆さんが育てた小布施の伝統菊「巴錦」や大作り、けん崖づくり
などの菊花を展示します。

11月1日～11月10日 皇大神社境内 小布施町公民館 無料
小布施町公民館
026-214-9111

長野県 小布施町 ①③ 第59回総合文化祭　芸能祭
町民の皆さんが個人やグループ、分館などで学習してきた琴、歌、踊
り、ダンスなどを発表する場、参加者の交流の場として芸能祭を開催し

11月4日 小布施町北斎ホール 小布施町公民館 無料
小布施町公民館
026-214-9111

長野県 小布施町 ①③ 第33回髙井鴻山席書大会
江戸時代末期の小布施の豪農商で、書家としても優れていた文化人・
髙井鴻山の顕彰と、書道を通じて豊かな心を養うことを目的とした書道
大会です。

11月10日 小布施中学校体育館 小布施町教育委員会 無料
小布施町教育委員会
生涯学習係
026-214-9111

長野県 小布施町 ① 人権同和教育研修会
人権に関する様々な問題や課題について現地に赴き学習する研修会
です。

11月19日 重監房資料館（群馬県草津町）（予定） 小布施町公民館
小布施町公民館
026-214-9111

要申込

長野県 小布施町 ①③ 第6回おぶせ能
小布施町の伝統文化「お肴謡」の継承と活性を目的とした能公演です。
町民・子どもたちによる能の発表のほか、能楽師との合同による町民
参加型能として「胡蝶」を披露します。

11月24日 小布施町北斎ホール おぶせ能実行委員会
小布施町教育委員会
生涯学習係
026-214-9111

長野県 麻績村 ③ 麻績村文化祭
日頃の公民館クラブ活動で培われた芸術・芸能の発表の場として芸能
発表や作品の展示、0才から楽しめるクラシックコンサートなどを行う

11月2～3日 麻績村地域交流センター 麻績村公民館 無料
麻績村教育委員会公民館
電話：0263-67-2240

長野県 軽井沢町 ③ 10月19日
信濃追分・文化磁場油や
ギャラリー・一進

長野県 軽井沢町 ①
第17回軽井沢町男女共同参画
フォーラム

11月を「男女共同参画推進月間」とし、男女共同参画の推進を図るため
フォーラムを開催します。

11月14日 軽井沢町中央公民館大講堂
軽井沢町男女共同参画フォーラム実行
委員会

無料
【軽井沢町ＨＰ】
http://www.town.karuizawa.lg.jp
/

軽井沢町教育委員会
生涯学習課生涯学習係
電話：0267-45-8695

長野県 軽井沢町 ① 第35回　軽井沢町総合文化展
公民館で活動しているグループ等が、日頃より作製した作品の発表を
するとともに、相互の交流を深めることを目的に、手芸や生け花、陶器
などのさまざまな作品展示を行います。

11月1日～4日
軽井沢町中央公民館・老人福祉セン
ター

軽井沢町
中央公民館

無料
【軽井沢町ＨＰ】
http://www.town.karuizawa.lg.jp
/

軽井沢町中央公民館
0267-45-8446

長野県 軽井沢町 ① 第48回　軽井沢文化祭
町内の文化サークルの発表の場として、また地域の住民の交流の場と
して、大正琴や舞踊などのステージ発表を行います。

11月16日 軽井沢町中央公民館 軽井沢文化祭実行委員会 無料
【軽井沢町ＨＰ】
http://www.town.karuizawa.lg.jp

軽井沢町中央公民館
0267-45-8446

長野県 軽井沢町 ③ 青木裕子館長朗読会
当館の館長、青木裕子（元NHKアナウンサー）が、主に軽井沢ゆかりの
ある作家の著書を朗読する。毎月第２土曜日に実施している。

11月9日
中軽井沢図書館
二階多目的室

軽井沢町立
中軽井沢図書館

無料
【軽井沢町立図書館HP】
http://www.library-

軽井沢町立中軽井沢図書館
電話：0267-41-0850

長野県 軽井沢町 ③ 図書館文化講座
「とびだす音楽の絵本箱」～La turipの演奏とおはなしの世界～
絵本の朗読と共に４人の女性演奏家が絵本の世界を音楽で表現しま
す。

11月30日
中軽井沢図書館
二階多目的室

軽井沢町立
中軽井沢図書館

無料
【軽井沢町立図書館HP】
http://www.library-
karuizawa.jp/

軽井沢町立中軽井沢図書館
電話：0267-41-0850

長野県 軽井沢町 ③ 旧三笠ホテル無料公開 町内7つの文化施設等の無料公開です。 11/3（日・祝）文化の日 旧三笠ホテル（大字軽井沢1339-342） 軽井沢町教育委員会 無料
【軽井沢町ＨＰ】
http://www.town.karuizawa.lg.jp

旧三笠ホテル
0267-42-7072

長野県 軽井沢町 ③ 歴史民俗資料館無料公開 町内7つの文化施設等の無料公開です。 11/3（日・祝）文化の日 歴史民俗資料館（大字長倉2112-101） 軽井沢町教育委員会 無料
【軽井沢町ＨＰ】
http://www.town.karuizawa.lg.jp

歴史民俗資料館
0267-42-6334

長野県 軽井沢町 ③ 堀辰雄文学記念館無料公開 町内7つの文化施設等の無料公開です。 11/3（日・祝）文化の日 堀辰雄文学記念館（大字追分662） 軽井沢町教育委員会 無料
【軽井沢町ＨＰ】
http://www.town.karuizawa.lg.jp

堀辰雄文学記念館
0267-45-2050

長野県 軽井沢町 ③ 追分宿郷土館無料公開 町内7つの文化施設等の無料公開です。 11/3（日・祝）文化の日 追分宿郷土館（大字追分1155-8） 軽井沢町教育委員会 無料
【軽井沢町ＨＰ】
http://www.town.karuizawa.lg.jp

追分宿郷土館
0267-45-1466

長野県 軽井沢町 ③ 軽井沢型絵染美術館無料公開 町内7つの文化施設等の無料公開です。 11/3（日・祝）文化の日
軽井沢型絵染美術館（大字軽井沢
1178-1233）

軽井沢町教育委員会 無料
【軽井沢町ＨＰ】
http://www.town.karuizawa.lg.jp

軽井沢型絵染美術館
0267-42-6064

長野県 軽井沢町 ③ 軽井沢町植物園無料公開 町内7つの文化施設等の無料公開です。 11/3（日・祝）文化の日 軽井沢町植物園（大字発地1166） 軽井沢町教育委員会 無料
【軽井沢町ＨＰ】
http://www.town.karuizawa.lg.jp

軽井沢町植物園
0267-48-3337

長野県 軽井沢町 ③
旧近衛文麿別荘（市村記念館）無
料公開

町内7つの文化施設等の無料公開です。 11/3（日・祝）文化の日
旧近衛文麿別荘（市村記念館）（大字
長倉2112-21）

軽井沢町教育委員会 無料
【軽井沢町ＨＰ】
http://www.town.karuizawa.lg.jp

旧近衛文麿別荘
0267-46-6103

長野県 軽井沢町 ③ 堀辰雄文学記念館 秋の講演会
堀辰雄の研究者としても知られる竹内清己氏（東洋大学名誉教授）よ
り、日本文学について講演します。
10月26日（土）13：30～15：00

10/26 追分公民館（大字追分523） 軽井沢町教育委員会 無料
【軽井沢町ＨＰ】
http://www.town.karuizawa.lg.jp
/

堀辰雄文学記念館
0267-45-2050

長野県 軽井沢町 ③
室生犀星生誕１３０年特別企画展
「師弟を超えた交流　－室生犀星
と堀辰雄－」

室生犀星生誕130年を期して、堀辰雄の師であり父のような存在であっ
た室生犀星と堀辰雄との交流を関係資料により紹介します。
会期:12月1日まで※休館日：11月1日以降、毎週水曜日

7/11～12/1 堀辰雄文学記念館（大字追分662） 軽井沢町教育委員会
【軽井沢町ＨＰ】
http://www.town.karuizawa.lg.jp
/

堀辰雄文学記念館
0267-45-2050

長野県 軽井沢町 ③ 追分宿郷土館教養講座
昔ばなしを語り、その面白さを伝えてきた藤井いづみ氏（元白百合女子
大学非常勤講師）より「私と昔ばなし」と題して講演します。
・10月20日（日）13：30～15：00

10/20 追分宿郷土館（大字追分1155-8） 軽井沢町教育委員会 無料
【軽井沢町ＨＰ】
http://www.town.karuizawa.lg.jp
/

追分宿郷土館
0267-45-1466

長野県 軽井沢町 ③
追分宿郷土館企画展「昔ばなしと
道具」

名もなき人々の中から生まれ、ながく口伝えで伝えられてきた昔ばなし
に出てくる民具や道具を、お話や伝説と共に紹介します。
会期：10月19日（土）～令和2年3月31日（日）※休館日:11月1日以降毎
週水曜日　12月28日～1月4日

10/19～3/31 追分宿郷土館（大字追分1155-8） 軽井沢町教育委員会
【軽井沢町ＨＰ】
http://www.town.karuizawa.lg.jp
/

追分宿郷土館
0267-45-1466

長野県 軽井沢町 ③ 旧三笠ホテルリゾートコンサート

歴史的文化遺産で聴く～軽井沢リゾートコンサートです
　各日2回公演　11：00～11：30、14：00～14：30
・10月14日（月・祝）　出演：浅間山重奏（加藤美奈子・加藤晧平・安田亜
美）

10/14（月・祝）・
10/19(土)

旧三笠ホテル（大字軽井沢1339-342） 軽井沢町教育委員会
【軽井沢町ＨＰ】
http://www.town.karuizawa.lg.jp
/

旧三笠ホテル
0267-42-7072

長野県 軽井沢町 ③ 追分宿郷土館リゾートコンサート

歴史的文化遺産で聴く～軽井沢リゾートコンサートです　10：00～12：00
・10月26日（土）
出演：軽井沢御神楽保存会・追分節保存会・追分節隊・大浅間火煙太
鼓保存会

10月26日 追分宿郷土館（大字追分1155-8） 軽井沢町教育委員会
【軽井沢町ＨＰ】
http://www.town.karuizawa.lg.jp
/

追分宿郷土館
0267-45-1466

長野県 軽井沢町 ③
追分宿郷土館秋の散策会～入山
峠

櫻井秀雄氏（長野県埋蔵文化センター）の案内により、古墳時代、長野
県と群馬県を結んだ入山道を散策します。
・11月10日（日）定員20名　要申し込み

11月10日 追分宿郷土館（大字追分1155-8） 軽井沢町教育委員会 無料
【軽井沢町ＨＰ】
http://www.town.karuizawa.lg.jp
/

追分宿郷土館
0267-45-1466

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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長野県 軽井沢町 ③
ふるさとと文学2019～立原道造の
浅間山麓

軽井沢で多くの作品を残した立原道造に焦点をあてた全く新しい形の
文学ライブイベントです。
10月27日(日)　13：30～16：30（開場は12：30）　事前申し込み制　先着
800名まで
申込方法など詳細は軽井沢町ホームページをご覧ください。
第1部　映像ライブ「その先の夢の行方～立原道造の人・作品・世界」
語り：片岡一郎・演奏：佐藤久成・構成脚本：吉岡忍・映像制作：四位雅
文
第2部　朗読「萱草に寄す」ほか下重暁子
第3部　座談「立原道造の浅間山麓」
浅田次郎・加賀乙彦・小池真理子・中谷礼仁・山田健太
第4部　コンサート「歌になった詩たち」

10月27日 軽井沢大賀ホール（軽井沢東28-4） 軽井沢町教育委員会 無料
【軽井沢町ＨＰ】
http://www.town.karuizawa.lg.jp
/

軽井沢町教育委員会
生涯学習課文化振興係
0267-45-8695

事前申込必要
詳しくはHPにて確認してく
ださい。

長野県 軽井沢町 ③
軽井沢文化遺産フェスティバル
「追分節の起源を訪ねて」

軽井沢に伝承される追分節の歴史や継承などについてシンポジウム形
式でお伝えします。
追分馬子唄や江差追分の発表もあります。
11月3日（日・祝）　開演14時（開場13時30分）
シンポジウム①軽井沢の歴史・追分節の歴史
②軽井沢の文化財の価値についての考察
③現状の課題④文化都市としてのあり方の展望
追分節 ①江差追分会②追分節保存会

11/3（土・祝）文化の日 軽井沢大賀ホール（軽井沢東28-4） 軽井沢町教育委員会 無料
【軽井沢町ＨＰ】
http://www.town.karuizawa.lg.jp
/

軽井沢町教育委員会
生涯学習課文化振興係
0267-45-8695

長野県 川上村 ③ 室井摩耶子のトークコンサート 現役最高齢ピアニストの室井摩耶子さんによるピアノ演奏と音楽談義 10月12日 川上村文化センター ＮＰＯ法人佐久生活文化推進機構 03-6666-1429 定員250名

長野県 木島平村 ② 木島平小学校校内音楽会 毎年、秋に行われる小学校の音楽会です。 11月1日 木島平小学校 同左 無料
木島平小学校
0269-82-2029

長野県 木島平村 ③ 第40回村民祭
文化祭、商工祭、JA祭、ふれあい広場、農業祭、人権フェスティバルな
ど、村内の団体が合同で主催・共催して実施しています。文化祭部門で
は、村内各種文化団体の展示、また芸能発表が行われます。

10月26日
木島平村若者センター及びその周辺
施設

木島平村、木島平村教育委員会、木島
平村公民館、木島平村商工会、JAなが
の木島平支所、木島平村社会福祉協議
会、木島平村農業委員会他

無料
木島平村公式ｳｪﾌﾞｻｲﾄ
http://www.kijimadaira.lg.jp

木島平村公民館
0269-82-2041

長野県 木島平村 ④
歴史講演会「中世の鷹狩」
～政治史や文化史と関連づけて
～

講師：中澤克昭（上智大学教授） 10月27日 木島平村農村交流館・ふるさと資料館 木島平村教育委員会 無料
木島平村公式ｳｪﾌﾞｻｲﾄ
http://www.kijimadaira.lg.jp

木島平村教育委員会
生涯学習課
0269-82-2041

長野県 木島平村 ①
こども文化教室2019
～話題の競技に挑戦～

小学生を対象として、今話題となっている対局等競技に挑戦し、遊びの
きっかけづくりにします。
11月：将棋　12月～1月：百人一首　2月：囲碁

11月～2月 木島平村農村交流館 木島平村公民館 無料
木島平村公式ｳｪﾌﾞｻｲﾄ
http://www.kijimadaira.lg.jp

木島平村公民館
0269-82-2041

長野県 木島平村 ③ 第14回みゆき野の風景画展
木島平村及びその周辺地域の魅力を再認識するため、風景画の展覧
会を開催します。出品作品のジャンルは、水彩、油彩、水墨画、押し花
絵など様々です。入賞作品には賞品が授与されます。

11月2日～11月30日 木島平村中町展示館 木島平村・実行委員会 無料
木島平村公式ｳｪﾌﾞｻｲﾄ
http://www.kijimadaira.lg.jp

木島平村教育委員会
生涯学習課
0269-82-2041

長野県 木曽町 ① 木曽学講座「夜明け前を読み解く」
木曽福島地域とゆかりの深い島崎藤村の代表作「夜明け前」を読み解
く講座。

10月25日 木曽町文化交流センター 木曽町教育委員会 無料
木曽町教育委員会
生涯学習係
0264-23-2000

長野県 木曽町 ①
御料館開館5周年記念講演
「御料林・林業遺産に関する講演
会（仮）」

御料林の成立や、当時の木材運搬に関係の深い『角乗り』についてス
ポットを当てた講演会、その他関連資料の展示を行います。

11月3日 御料館 木曽町教育委員会 無料
木曽町教育委員会
生涯学習係
0264-23-2001

長野県 木祖村 ③ 木祖村文化祭展示会 公民館サークルや、個人で制作した作品を村内6会場で展示を行ない

長野県 木祖村 ③
木祖村開村130周年記念事業木祖
村歴史写真展

木祖村130周年の歴史を振り返る写真を、村内6会場へ展示。

長野県 木祖村 ③ 木祖村文化祭芸能祭
公民館サークルや有志の団体で、コーラスやダンスなどの発表を行な
います。

長野県 小海町 ①③ 小海町文化祭 公民館登録グループ等の作品、学習成果の展示、発表をします。 10月30日～11月3日 北牧楽集館 小海町公民館 無料
【小海町HP】
http://www.koumi-town.jp

教育委員会生涯学習課
0267-92-4391
sougoucenter798@koumi-

長野県 小海町 ①③ 小海町文化祭　合同音楽祭
小・中・高の合唱クラブ、吹奏楽部と公民館登録の合唱、舞踊、詩吟な
どのグループによる合同の音楽祭を行います。

11月3日 北牧楽集館 小海町公民館 無料
【小海町HP】
http://www.koumi-town.jp

教育委員会生涯学習課
0267-92-4391
sougoucenter798@koumi-

長野県 駒ヶ根市
①②
③④

こまがね国際広場

　みなこいワールドフェスタの週間事業のフィナーレを飾る一つの事業と
して、青年海外協力隊経験者による各国の紹介ブースやステージ発表
などの様々なツールを通じて、国際社会への関心や理解を醸成する場
として開催されている事業です。

10月27日 駒ヶ根駅前周辺 みなこいワールドフェスタ実行委員会 無料 www.facebook.com/minakoiwf/
駒ヶ根市役所総務部
企画振興課
0265-83-2111

長野県 駒ヶ根市 ①③④ 第52回　赤穂文化祭
　公民館に所属する各種団体の活動発表を通じ、市民等の生涯学習へ
の周知や生きがいづくりにつなげていくことを目的に、例年開催されて
いる事業です。

10月26日･27日 赤穂公民館 赤穂公民館 無料
赤穂公民館
0265-83-4060

長野県 駒ヶ根市
①②
③④

令和元年度　中沢区文化祭
　公民館に所属する各種団体の活動発表を通じ、市民等の生涯学習へ
の周知や生きがいづくりにつなげていくことを目的に、例年開催されて
いる事業です。

11月2日･3日 中沢公民館 中沢公民館 無料
中沢公民館
0265-83-5125

長野県 駒ヶ根市
①②
③④

令和元年度　東伊那文化祭
　公民館に所属する各種団体の活動発表を通じ、市民等の生涯学習へ
の周知や生きがいづくりにつなげていくことを目的に、例年開催されて
いる事業です。

11月2日・.3日 東伊那公民館 東伊那公民館 無料
東伊那公民館
0265-82-4664

長野県 駒ヶ根市 ①③④
第34回勤青ホーム・女性館ホーム
祭

　勤労青少年ホーム及び女性館に所属する各種団体の活動発表を通
じ、市民等の生涯学習への周知や生きがいづくりにつなげていくことを
目的に、例年開催されている事業です。

11月2日･3日 駒ヶ根市文化会館 駒ヶ根市文化会館 無料
駒ヶ根市文化会館
0265-83-1131

長野県 駒ヶ根市
①②
③④

第18回駒展・ジュニア駒展

　絵画の発表の機会を通じ、市民等への芸術の周知や生涯学習・生き
がいづくりに寄与する事業として、例年開催されている事業です。
　また、昨年から始めた小中学生を対象としたジュニア駒展は、若年期
からの芸術への興味や自己表現の場として、将来的な芸術の発展に期
待しつつ、本年度も継続実施します。

11月9日～24日 駒ヶ根市博物館 駒ヶ根市博物館 無料
駒ヶ根市博物館
0265-83-1135

長野県 駒ヶ根市
①②
③④

第60回　市民音楽祭
　音楽の活動団体等による発表を通じ、市民等への周知や生涯学習・
生きがいづくりに寄与する事業として、例年開催されている事業です。 11月24日 駒ヶ根市文化会館 駒ヶ根市文化会館 無料

駒ヶ根市文化会館
0265-83-1131

長野県 駒ヶ根市 ①④ 図書館講演会 JAXA（宇宙航空研究開発機構）職員による講演会 11月24日 駒ヶ根総合文化センター 駒ヶ根市立図書館 無料
駒ヶ根市立図書館
0265-83-1134

長野県 駒ヶ根市 ① 秋の自然観察会
十二天の森を知っていただき、多くの皆さんに活用いただくため、植物
等の自然観察会を開催します。

10月19日 十二天の森
駒ヶ根市教育委員会
社会教育課

無料
駒ヶ根市教育委員会社会教育
課

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

駒ヶ根市
飯島町
中川村
宮田村

①②
③④

第26回　みなこいワールドフェスタ

　協力隊訓練所がある駒ヶ根市を中心とした伊南４市町村で、ＪＩＣＡや
行政と共に住民を中心とした実行委員会を組織し、青年海外協力隊Ｏ
Ｂ、ＯＧによる各国での活動報告や発表などの様々な事業を通じて、国
際社会への関心や理解を醸成する場とし、例年開催されている事業で

10月19日～27日 伊南4市町村 みなこいワールドフェスタ実行委員会 www.facebook.com/minakoiwf/
駒ヶ根市役所総務部
企画振興課
0265-83-2111

事業によっては、材料費等
の自己負担あり。

長野県 小諸市 ①③ 第３５回小諸市公民館まつり

公民館活動に対する理解を深め、生きがいづくりや地域づくりに生かさ
れる生涯学習の推進を目的に、サークル等の自主的な各種団体の活
動や公民館及び支館・分館の講座・学級等の学習成果を発表すること
により、活動団体の更なる活性化とネットワーク化を図り、相互の学習
交流を進めます。さらにに、既存の公民館利用者・利用団体を超えて、
小諸市市民全体が公民館に親しむ機会とし、今後の小諸市生涯学習を

. 小諸市文化センター（乙女湖公園内） 小諸市教育委員会・小諸市公民館 無料

【小諸市文化センターＨＰ】
http://www.city.komoro.lg.jp/ca
tegory/institution/bunka-
kyouyo/bunka-center/

小諸市教育委員会事務局
文化財・生涯学習課
小諸市文化センター
電話：0267-23-8880
FAX：0267-25-2224
bunka@city.komoro.nagano.jp

今後、小諸市文化センター
ＨＰに掲載予定

長野県 小諸市 ① ひだまりサロン ミニコンサート 10月20日 市立小諸図書館 市立小諸図書館 無料 http://www.city.kmoro.lg.jp/
市立小諸図書館
0267-22-1019

長野県 小諸市 ①③
多文化共生事業
『やさしい日本語』で外国人とのコ
ミュニケーション

日本語教育アドバイザーの方を講師に、『やさしい日本語』を使い、外
国人とのコミュニケーションのきっかけ作りのための、『やさしい日本語』
講座を開催します。

10月27日 小諸市市民交流センター　会議室6，7 小諸市人権政策課 無料

小諸市 市民生活部
人権政策課
電話：0267-22-1700
FAX：0267-23-8857
seisaku@city.komoro.nagano.jp

長野県 小諸市 ①③ 小山敬三記念小諸公募展
小山敬三を記念して浅間山・千曲川・小諸の風景を描いた絵画を募集
し、展示・審査・表彰を行います。

10月20日～11月24日
小諸市立小諸高原美術館・白鳥映雪
館

小諸市立小山敬三美術館
今後、小諸市ホームページに
掲載予定

小諸市立小山敬三美術館
電話：0267-22-3428
ＦＡＸ：0267-22-3428
メール：
kogen@city.komoro.nagano.jp

長野県 小諸市 ①② 人権同和教育講演会
外部講師を招聘し、生徒・職員・保護者がともに人権について考える機
会を持つ。

11月7日 小諸市立芦原中学校体育館 小諸市立芦原中学校 無料 小諸市新町二丁目６番１号 小諸市立芦原中学校

長野県 小諸市 ① ひだまりサロン ミニコンサート 11月17日 市立小諸図書館 市立小諸図書館 無料 http://www.city.kmoro.lg.jp/
市立小諸図書館
0267-22-1019

長野県 小諸市 ①③
小諸市文化会館自主事業「音楽の
絵本 プレミアム（親子のためのク
ラシックコンサート）」

小さなお子様と親が一緒にお楽しみいただく親子のためのクラシックコ
ンサートを開催します。吹奏楽愛好家や金管を愛する全ての方にもお
楽しみいただけるコンサートであり、株式会社スーパーキッズレコードに
より、ズーラシアンブラス（金管五重奏）、弦うさぎ（弦楽四重奏）、フルー
ト＆ハープのことふえパピヨンが登場する親子コミュニケーションのコン
サートです。

11月17日
小諸市文化センター（乙女湖公園内）
内文化会館

小諸市・小諸市文化会館自主事業実行
委員会

【小諸市文化センターＨＰ】
http://www.city.komoro.lg.jp/ca
tegory/institution/bunka-
kyouyo/bunka-center/

小諸市教育委員会事務局
文化財・生涯学習課
小諸市文化センター
電話：0267-23-8880
FAX：0267-25-2224
bunka@city.komoro.nagano.jp

長野県 小諸市 ①
すみれちゃん　おはなしの森フェス
タ～わくわくの森～

市内外の読み聞かせボランティアの皆さんによるおはなしフェスタで
す。

11月16日 市立小諸図書館 市立小諸図書館 無料 http://www.city.kmoro.lg.jp/
市立小諸図書館
0267-22-1019

長野県 小諸市 ①
第４回朗読イベント　「ロウドクノセ
カイ」

朗読を通した文化的活動の振興、小諸の風土に関連のある事柄をテー
マに設定し、文学作品をより身近に感じ読書活動の普及を図り、観光・
地域振興に寄与、朗読活動の普及

11月23日
小諸市市民交流センター　ステラホー
ル

市立小諸図書館 無料 http://www.city.kmoro.lg.jp/
市立小諸図書館
0267-22-1019

長野県 栄村 ①②③ 第41回栄村総合文化祭
村民の文化活動の発表の場
　〇保育園・小・中学校の音楽発表　〇展示　〇みんなのステージ

10月20日 栄村文化会館 栄村 無料
栄村教育委員会事務局0269-
87-3118

長野県 坂城町 ①③
青少年健全育成ウォークラリー大
会

ウォークラリーを通じて地域の史跡、名勝等を訪ねます。 10月19日 坂城町文化センター他 坂城町教育委員会教育文化課 無料
http://www.town.sakaki.nagano.
jp/www/index.html

坂城町教育委員会教育文化課
電話：0268-82-2069

長野県 坂城町 ①③
「拵・刀装具の美　高山一之の世
界

国の選定保存技術保持者に認定（2018年）された刀装（鞘）制作修理師
の高山一之氏が監修・制作した珠玉の22点を展示。

8月31日～11月4日 坂城町鉄の展示館
お守り刀展覧会実行委員会、全日本刀
匠会、林原美術館、坂城町鉄の展示館

http://tetsu-museum.info
坂城町鉄の展示館
電話:0268-82-1128

長野県 坂城町 ①③ クラシックコンサート フルート、オーボエ、クラリネット、ファゴットによる木管四重奏コンサート 10月26日 坂城町文化センター 坂城町教育委員会教育文化課 無料
http://www.town.sakaki.nagano.
jp/www/index.html

坂城町教育委員会教育文化課
電話：0268-82-2069

長野県 坂城町 ①③ 坂城町文化祭 町内の団体・サークルの作品及びステージ発表を行います。 10月26日～27日 坂城町文化センター 坂城町教育委員会教育文化課 無料
http://www.town.sakaki.nagano.
jp/www/index.html

坂城町教育委員会教育文化課
電話：0268-82-2069

長野県 坂城町 ①③ 文化の館俳句会 小中学校の俳句作品の選考会及び展示です。 10月26日～27日 坂城町文化の館他 坂城町教育委員会教育文化課 無料
http://www.town.sakaki.nagano.
jp/www/index.html

坂城町教育委員会教育文化課
電話：0268-82-2069

長野県 坂城町 ①③ 図書館まつり 本のリサイクル市及び展示を行います。 10月26日～27日 坂城町立図書館 坂城町教育委員会教育文化課 無料
http://www.town.sakaki.nagano.
jp/www/index.html

坂城町立図書館
電話：0268-82-3371

長野県 坂城町 ①③④ 格致学校特別展 坂城町の古文書展や、坂城町の土木遺産のパネル展を実施します。 10月26日～27日 坂城町格致学校歴史民俗資料館 坂城町教育委員会教育文化課 無料
http://www.town.sakaki.nagano.
jp/www/index.html

坂城町立図書館
電話：0268-82-3371

長野県 坂城町 ② 坂城町ＰＴＡ連合会研究集会 講演会と分散会による研究集会です。 11月16日 坂城町立坂城中学校 坂城町教育委員会教育文化課 無料
http://www.town.sakaki.nagano.
jp/www/index.html

坂城町教育委員会
0268-82-3111

長野県 坂城町 ①③ スケート教室 小学生を対象としています。 11月9日 長野市Mウェーブ 坂城町教育委員会教育文化課
http://www.town.sakaki.nagano.
jp/www/index.html

坂城町教育委員会教育文化課
電話：0268-82-2069

長野県
坂城町・
千曲市

①③ 更埴地区短詩型文学祭 俳句・短歌等の作品応募による選考・発表を行います。 11月16日 更埴公民館運営協議会 坂城町教育委員会教育文化課
坂城町教育委員会教育文化課
電話：0268-82-2069

長野県 佐久市 ① 望月体験の森
　自然の中で森林浴をしつつ、樹木や動物たちの痕跡を観察し、野生
動物との共生･棲み分けの仕方などを学ぶ。
　間伐材等を加工してクラフト作品等を作る。

11月 9、10日 長野県望月少年自然の家 長野県望月少年自然の家 http://moti-shizen.com/
長野県望月少年自然の家
0267-54-2405

長野県 佐久市 ① 長野県消費者大学（佐久会場）

現在起きている消費者被害の実態をもとに、消費者問題の歴史、法
律、環境問題、長野版エシカル消費などを、講義とグループワークを通
して幅広く学びます。消費者被害に遭わないだけでなく、賢い選択がで
きる「自立した消費者」を目指します。第３回は、消費者を守る法律につ
いて、及び環境問題について学びます。

10月14日 佐久市佐久平交流センター 長野県 無料
https://www.nagano-
shohi.net/keihatsu/kouza.html#
daigaku

長野県県民文化部
くらし安全・消費生活課
026-223-6770

長野県 佐久市 ① 長野県消費者大学（佐久会場）

現在起きている消費者被害の実態をもとに、消費者問題の歴史、法
律、環境問題、長野版エシカル消費などを、講義とグループワークを通
して幅広く学びます。消費者被害に遭わないだけでなく、賢い選択がで
きる「自立した消費者」を目指します。エシカル消費に取り組まれている
現場の見学を行います。

10月24日 佐久市佐久平交流センター 長野県 無料
https://www.nagano-
shohi.net/keihatsu/kouza.html#
daigaku

長野県県民文化部
くらし安全・消費生活課
026-223-6770

長野県 佐久市 ① 長野県消費者大学（佐久会場）

現在起きている消費者被害の実態をもとに、消費者問題の歴史、法
律、環境問題、長野版エシカル消費などを、講義とグループワークを通
して幅広く学びます。消費者被害に遭わないだけでなく、賢い選択がで
きる「自立した消費者」を目指します。第４回は消費者トラブルの救済、
未然防止について学びます。

11月4日 佐久市佐久平交流センター 長野県 無料
https://www.nagano-
shohi.net/keihatsu/kouza.html#
daigaku

長野県県民文化部
くらし安全・消費生活課
026-223-6770

長野県 佐久市 ① 長野県消費者大学（佐久会場）

現在起きている消費者被害の実態をもとに、消費者問題の歴史、法
律、環境問題、長野版エシカル消費などを、講義とグループワークを通
して幅広く学びます。消費者被害に遭わないだけでなく、賢い選択がで
きる「自立した消費者」を目指します。第５回は食の安全やネット取引の
危険性について学びます。

11月16日 佐久市佐久平交流センター 長野県 無料
https://www.nagano-
shohi.net/keihatsu/kouza.html#
daigaku

長野県県民文化部
くらし安全・消費生活課
026-223-6770

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

長野県 佐久市 ③ 収蔵品展　日本画の秋・工芸の秋
佐久市立近代美術館の収蔵作品の中から、秋の風景・植物・動物を
テーマに、
日本画作品と工芸作品を展示します。

8月31日～10月14日 佐久市立近代美術館
佐久市
佐久市教育委員会

https://www.city.saku.nagano.j
p/museum/

佐久市立近代美術館
0267-67-1055

長野県 佐久市 ③
寄贈30周年記念
吉沢三朗中国陶磁器コレクション
展

吉沢三朗氏が収集し佐久市及び軽井沢町が所蔵する中国陶磁器等を
一堂に
展示。

8月31日～10月14日 佐久市立近代美術館
佐久市
佐久市教育委員会

https://www.city.saku.nagano.j
p/museum/

佐久市立近代美術館
0267-67-1055

長野県 佐久市 ①
令和元年度　図書館講座
躍動する高校生、ペンクラブ会長
吉岡忍と語る

「高校生は考える、高校生と考える～社会のこと・世界のこと・未来
のこと・自分のこと～」をパネルディスカッションテーマにして東信
地域の高校生が参加し、佐久市出身の吉岡忍氏、そして市民の皆様
と語り合います。

11月3日
交流文化館浅科
（穂の香ホール）

佐久市立図書館 無料
http://ｗｗ
ｗ.city.saku.nagano.jp/tosyo/

佐久市立中央図書館
0267-67-2111

長野県 佐久市 ① 秋の読書まつり 図書館職員が選ぶお薦め本の展示やベスト本等の紹介をします。 10月27日～11月9日 市立図書館全館 佐久市立図書館 無料
http://ｗｗ
ｗ.city.saku.nagano.jp/tosyo/

佐久市立中央図書館
0267-67-2112

長野県 佐久市 ① 第29回佐久市ハーフマラソン大会

佐久総合運動公園陸上競技場を発着とした下記5コースで行います。
○種目及び参加資格
・ハーフマラソン（日本陸連公認コース）一般男女
・10㎞（日本陸連公認コース）高校生以上男女
・5㎞　高校生以上男女、中学生男子
・3㎞　中学生以上女子、小学5,6年生男女
・1.5㎞　小学1～6年生男女

10月20日
佐久総合運動公園
陸上競技場

佐久市、
佐久市教育委員会

http://sakutaikyo.pasmail.jp/
佐久市教育委員会
スポーツ課
0267-62-2020

長野県 佐久市 ①
第36回佐久市・静岡市親善スポー
ツ交流大会

○佐久市の友好都市である静岡市との市民スポーツ交流を行います
○競技は家庭婦人バレーボール・壮年ソフトボール・少年野球です
○競技後は交流を深めるレセプションを開催します

10月26日
望月総合体育館
ほか

佐久市、
佐久市教育委員会

無料 http://sakutaikyo.pasmail.jp/
佐久市教育委員会
スポーツ課
0267-62-2020

長野県 佐久市 ①
第15回佐久市少年少女サッカー大
会

○チーム編成
　市内の各小学校で編成された4年生以上のチーム（学年・男女別）
○競技方法
　男子15分ハーフ、女子10分ハーフ
　トーナメント方式

11月9日
佐久総合運動公園
陸上競技場ほか

佐久市、
佐久市教育委員会

http://sakutaikyo.pasmail.jp/
佐久市教育委員会
スポーツ課
0267-62-2020

長野県 佐久市 ①
第13回佐久市小学生駅伝大会兼
市町村対抗駅伝佐久市代表選手
選考会

○佐久市内の小学校児童で保護者の同意を得たうえ、学校長へ届出
た者で構成
○競技は３年生以上として１チーム６名
○佐久総合運動公園陸上競技場周回コース駅伝方式

11月17日
佐久総合運動公園
陸上競技場

特定非営利活動法人佐久市体育協会
共催：佐久市、佐久市教育委員会

http://sakutaikyo.pasmail.jp/
佐久市教育委員会
スポーツ課
0267-62-2020

長野県 佐久市 ①
第15回佐久市小学生ドッジボール
大会

○競技種別
　小学校3・4・5・6年（学年ごと）　男子の部、女子の部
○チーム編成
　学校、学年単位の男女別（学年合併、男女混合、他校との合同も可）
○競技方法
　初戦のみ1セット5分2セットマッチ
　それ以降は5分1セットマッチ
○佐久地域定住自立圏内の小学生参加可

11月23日
望月総合体育館
ほか

佐久市、
佐久市教育委員会

http://sakutaikyo.pasmail.jp/
佐久市教育委員会
スポーツ課
0267-62-2020

長野県 佐久市 ① 第15回佐久市民総合文化祭

佐久市民の制作活動によって生まれる作品を一堂に展示し、広く公開
することによって、市民の芸術意欲の振興と明るく人間性豊かな人づ
くりに貢献することを目的としています。

11月2～4日 野沢会館
佐久市、佐久市教育委員会、
第14回佐久市民総合文化祭運営委員会

無料
佐久市中央公民館
0267-66-0551

長野県 佐久市 ①③
こころのミュージカル2019
心の中の光となって
～人間物語　丸岡秀子～

婦人の地位向上と命の大切さを守るために生涯を捧げた佐久の先人
丸岡秀子女史の半生を描いた市民参加型ミュージカル公演です。

11月9日
有料ﾘﾊｰｻﾙ

佐久市コスモ
ホール

一般財団法人佐久市文化事業団
こころのミュージカル製作委員会

http://www.saku-cosmohall.jp

http://www.kokoro-saku.com

佐久市文化事業団
0267-82-3962
こころのミュージカル製作委員
会

長野県 佐久市 ①③
PASパフォーミング・アーツ・スタジ
オ

未定 11月23日
佐久市コスモ
ホール小ホール

一般財団法人佐久市文化事業団 http://www.saku-cosmohall.jp
佐久市文化事業団
0267-82-3962

長野県 佐久市 ①③ 栁澤恒則　きり絵展
佐久市在住の栁澤恒則氏が、小海線ハイレールの旅をテーマに各駅
の風景、
名物を細かい技法できり絵で表現した作品約20点を展示します。

10月2日～31日
佐久市鎌倉彫記念
館多目的室

一般財団法人佐久市文化事業団 無料 http://www.saku-cosmohall.jp
佐久市文化事業団
0267-82-3962

長野県 佐久市 ①③ ランチタイムコンサート

毎月プレミアムフライデーのお昼、心地よい音色に包まれて過ごすコン
サート。
出演は丸山瑞生（クラリネット）と伊東茉帆（ピアノ）。

10月25日 佐久平交流センター
一般財団法人佐久市文化事業団
佐久平交流センター

無料 http://www.saku-cosmohall.jp
佐久市文化事業団
0267-82-3962

長野県 佐久市 ①③ ランチタイムコンサート

毎月プレミアムフライデーのお昼、心地よい音色に包まれて過ごすコン
サートです。
出演は　風呂本　佳苗（ピアノ）。

11月29日 佐久平交流センター
一般財団法人佐久市文化事業団
佐久平交流センター

無料 http://www.saku-cosmohall.jp
佐久市文化事業団
0267-82-3962

長野県 佐久市 ① 佐久市青少年健全育成市民集会

急激な社会の変化は、青少年を取り巻く環境にも大きな影響を及ぼし、
いじめや暴力、携帯電話等インターネット上の有害情報を介した事件の
ほか、青少年を巻き込んだ凶悪事件の多発や犯罪の低年齢化など深
刻な問題となっています。こうした環境の中で、青少年をいちばん身近
で支える家庭、学校、地域、青少年関係団体が一体となり、「青少年は
地域からはぐくむ」という観点に立ち、青少年の健全育成を推進する機
会とします。
内容○ 講演会：「子どものスマホ・ゲーム機利用のあり方」
　　　　　講師：子どもとメディア信州
　　　○ 意見発表：市内の中学生
　　　○ 長野県警　薬物乱用防止広報車による啓発活動

11月24日 佐久市市民創錬センター 佐久市、佐久市教育委員会 無料
佐久市教育委員会
生涯学習課
0267-62-0671

長野県 佐久市 ③ ﾚ･ﾌﾚｰﾙ　Magical Piano in SAKU
ﾚ･ﾌﾚｰﾙ（ピアノデュオ）によるコンサート
ﾚ･ﾌﾚｰﾙのオリジナル楽曲やディズニー・メドレーなどをお楽しみいただ
けます。

10月19日 佐久市コスモホール
佐久市
佐久市教育委員会

https://www.city.saku.nagano.j
p/kyoiku/bunka/bunkajigyou/r
esfreresmagicalpian.html

佐久市教育委員会
文化振興課
0267-62-5535

長野県 佐久市 ④
第3回星座教室「アンドロメダ銀河
と
秋の星座を見つけよう！」

季節の星空を楽しむ星座教室。第3回となる今回はアンドロメダ銀河と
秋の星座
の見つけ方、星座神話のご紹介です。

10月25日 佐久市天体観測施設 佐久市教育委員会
https://www.city.saku.nagano.j
p/star-dome/

佐久市天体観測施設
うすだスタードーム
0267-82-0200

長野県 佐久市 ④ 開館記念日無料開放
うすだスタードームは開館23周年を迎え、終日無料開放となります。
昼間は望遠鏡の観覧や昼間の星の観望、夜間は天体観望会を行いま
す。

11月30日 佐久市天体観測施設 佐久市教育委員会 無料
https://www.city.saku.nagano.j
p/star-dome/

佐久市天体観測施設
うすだスタードーム
0267-82-0200

長野県 佐久穂町 ①③
さくほスタインベルクピアノ
第7回ほっとジャズコンサート

日本に3台しか確認されていない、ドイツのスタインベルク・ベルリン社
製グランドピアノを使用したジャズカルテットコンサート。

10月27日
佐久穂町生涯学習館
花の郷・茂来館」メリアホール

佐久穂町教育委員会
（佐久穂町図書館）

8月下旬アップ予定
佐久穂町公民館
0267-86-2041

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

長野県 佐久穂町 ①③ 第15回佐久穂町文化祭
佐久穂町の文化活動団体及び個人出展者による書・絵画・木彫り等の
作品展示と舞踊・演奏・声楽等のステージ発表。町の物産展を同時開

11月2～4日
佐久穂町生涯学習館
「花の郷・茂来館」

佐久穂町教育委員会
（佐久穂町図書館）

無料 10月上旬アップ予定
佐久穂町公民館
0267-86-2041

長野県 佐久穂町 ①③
さくほスタインベルクピアノ
第15回リレーコンサート

スタインベルクグランドピアノを使用した参加型コンサート。参加費無
料、町内外、年齢を問わず参加が可能。

11月24日
佐久穂町生涯学習館
「花の郷・茂来館」メリアホール

佐久穂町教育委員会
（佐久穂町図書館）

無料
https://www.town.sakuho.naga
no.jp/kurashi/bunka/bunka/sh
ogaigakushuka_1613.html

佐久穂町公民館
0267-86-2041

長野県 佐久穂町 ①② 花育講座
華道家　假屋崎省吾氏による町立小学校での児童と保護者を対象とし
た花育講座を開催します。

11月1日 佐久穂町立佐久穂小学校
佐久穂町教育委員会
（佐久穂町図書館）

無料
佐久穂町公民館
0267-86-2041

長野県 佐久穂町 ① 秋の図書館まつり
公民館の文化祭の日程にあわせて開催。オリジナルのしおりづくりや、
雑誌のリサイクル市等を予定。

11/2～4
佐久穂町生涯学習館「花の郷・茂来
館」

佐久穂町教育委員会
（佐久穂町図書館）

無料
佐久穂町教育委員会
（佐久穂町図書館 ）
0267-86-7020

長野県 佐久穂町 ③ 奥村土牛記念美術館花展（第6弾）
華道家　假屋崎省吾氏による奥村土牛記念美術館での、町の白樺を
使った花展を今年も開催します。奥村土牛の素描画と生け花のコントラ
ストを楽しんでいただきます。

11/2～10 奥村土牛記念美術館
佐久穂町教育委員会
（奥村土牛記念美術館）

佐久穂町教育委員会
（奥村土牛記念美術館）
0267-88-3881

長野県 塩尻市 ①② 子どもの貧困問題と対策
困難を抱える子どもたちのために有効な貧困対策をさらに進めるには
どうすればよいか、湯浅誠先生をお招きし、全国の事例に学び私たちに
できることを考えます。

10月25日 長野県総合教育センター講堂 長野県生涯学習推進センター 無料

【長野県生涯学習推進センター
ＨＰ】
http://www.pref.nagano.lg.jp/sh
ogaigakushu/

長野県生涯学習推進センター
0263-53-8822
shogaigakushu@pref.nagano.lg.jp

長野県 塩尻市 ①②
持続可能な社会づくりに向けた教
育の新しい在り方

ＥＳＤ(持続可能な開発のための教育)の考え方や、具体的な方策である
ＳＤＧｓ(持続可能な開発目標)の内容を学び、「持続可能な社会」実現の
ためにできることを考えます。

11月6日 長野県総合教育センター講堂 長野県生涯学習推進センター 無料

【長野県生涯学習推進センター
ＨＰ】
http://www.pref.nagano.lg.jp/sh
ogaigakushu/

長野県生涯学習推進センター
0263-53-8822
shogaigakushu@pref.nagano.lg.jp

長野県 塩尻市 ① 公民館の未来像

長野県の公民館数は全国一であり、地域づくりの中心を担ってきまし
た。公民館が誕生して70年以上を経過した今、公民館の現状を見据
え、これからの公民館の未来像を「公民館の役割を見出す視点」から学
びます。

11月29日
長野県総合教育センター
生涯学習研修室

長野県生涯学習推進センター 無料

【長野県生涯学習推進センター
ＨＰ】
http://www.pref.nagano.lg.jp/sh
ogaigakushu/

長野県生涯学習推進センター
0263-53-8822
shogaigakushu@pref.nagano.lg.jp

長野県 塩尻市 ①④
ウッドバーニング展～浜田宗治に
よる絶滅危惧種等～

電熱ペンで木の板を焼いて絵を描く技法「ウッドバーニング」を用いて浜
田宗治氏が描いた説滅危惧種の動物などの作品を展示。

9/7～11/4 自然博物館 自然博物館
https://www.city.shiojiri.lg.jp/ta
noshimu/hakubutukan/shizenh
akubutsukan/

自然博物館
0263-53-6342

入館料のみ。小中学生は
無料。

長野県 塩尻市 ①③
塩尻短歌館　秋の企画展「広丘の
地に新風を吹き込んだ島木赤彦」

明治・大正時代の歌人の島木赤彦が、「短歌の里」塩尻市広丘で残した
もの、人々に与えた影響はなんだったか。企画展で紹介します。

9/14～11/24 塩尻短歌館 塩尻短歌館
https://www.city.shiojiri.lg.jp/ta
noshimu/hakubutukan/tankaka

塩尻短歌館
0263-53-7171

入館料のみ。小中学生以
下は無料。

長野県 塩尻市 ①③
塩尻短歌館　特別講演会「島木赤
彦と広丘村～歌と教育に新生面を
ひらく～

明治・大正時代の歌人の島木赤彦が、「短歌の里」塩尻市広丘で残した
もの、人々に与えた影響はなんだったか。企画展で紹介します。

10月6日 塩尻短歌館 塩尻短歌館
https://www.city.shiojiri.lg.jp/ta
noshimu/hakubutukan/tankaka
n/

塩尻短歌館
0263-53-7171

入館料のみ。小中学生以
下は無料。

長野県 塩尻市 ①②③
信州しおじり本の寺子屋　「ザ・カ
ナディアン」ギャラリートーク

カナダの大陸横断鉄道「ザ・カナディアン」の写真を展示し、写真家 櫻
井寛氏のトークイベント。

10月14日 塩尻市市民交流センター 塩尻市立図書館 無料 https://www.library-shiojiri.jp
塩尻市立図書館
0263-53-3365

長野県 塩尻市 ①③

信州しおじり本の寺子屋
（地域文化サロン）講演会
　「今、"はまみつ"を読み解く～童
話作家が残した現代へのメッセー
ジ～」

著者、出版社、書店、図書館などが連携して本の魅力を発信し、出版文
化の未来に寄与するために、図書館を「本の寺子屋」とし、読者も含め
てここに集う人々の知恵の交流を促すことで、地方発の文化の創造と
発信に挑戦する企画。
その内の、地域の文化をテーマとした「地域文化サロン」として開催す
る。児童文学作家の和田登氏の講演会。

10月19日 塩尻市北部交流センター（えんてらす） 塩尻市教育委員会 無料

【塩尻市立図書館HP】
https://www.library-
shiojiri.jp/terakoya.html
【塩尻市HP】
http://www.city.shiojiri.lg.jp/tan
oshimu/enterasu.html

塩尻市立図書館
0263-53-3365
塩尻市北部交流センター
0263-52-0157

9月中旬に更新予定

長野県 塩尻市 ①②③
第6回全国高等学校ビブリオバト
ル

ビブリオバトル全国大会への切符をかけた、長野大会。 10月20日 塩尻市市民交流センター
長野県高等学校
ビブリオバトル大会実行委員会

無料 http://katsuji.yomiuri.co.jp
長野県大会事務局
0263-25-1184

長野県 塩尻市 ①②③
信州しおじり本の寺子屋講演会
「魔法はひとつ」

児童文学作家の角野栄子氏の講演会。 10月27日 塩尻市市民交流センター 塩尻市立図書館 無料 https://www.library-shiojiri.jp
塩尻市立図書館
0263-53-3365

長野県 塩尻市 ①②③
信州しおじり本の寺子屋講演会
「対談：小説と短歌」

2018年度太宰治賞受賞作家である錦見映理子氏と、歌人　東直子氏
の講演会。

10月27日 塩尻市市民交流センター 塩尻市立図書館 無料 https://www.library-shiojiri.jp
塩尻市立図書館
0263-53-3365

長野県 塩尻市 ①②③
信州しおじり本の寺子屋講演会
「新聞書評と読書」

読売新聞編集員の鵜飼哲夫氏の講演会。 10月27日 塩尻市市民交流センター 塩尻市立図書館 無料 https://www.library-shiojiri.jp
塩尻市立図書館
0263-53-3365

長野県 塩尻市 ①②③
信州しおじり本の寺子屋講演会
「言葉の不思議」

全国短歌フォーラムin塩尻で司会も務める、歌人の穂村弘氏の講演
会。

10月27日 塩尻市市民交流センター 塩尻市立図書館 無料 https://www.library-shiojiri.jp
塩尻市立図書館
0263-53-3365

長野県 塩尻市 ①③ 令和元年度塩尻市民文化祭
塩尻市芸術文化振興協会に所属する団体を中心に、展示と舞台の発
表に分かれ、盆栽、絵画、書道、切り絵といった作品の展示や、吟道、
民謡・器楽、太鼓、日本舞踊、歌謡の舞台発表を行います。

11月2日～4日
塩尻総合文化センター
塩尻市体育館
レザンホール

塩尻市民文化祭実行委員会
塩尻市、塩尻市教育委員会

無料
【塩尻市HP】
http://www.city.shiojiri.lg.jp/

塩尻市社会教育課社会教育係
電話：0263-52-0905

HPには10月掲載予定

長野県 塩尻市 ①②③ 読書週間スペシャルデー

読書に関わる以下のようなイベントを開催。
・信州しおじり子ども本の寺子屋
・コロン団人形劇ファミリーコンサート
・絵本のカバーでエコバッグを作ろう

11月3日 塩尻市市民交流センター 塩尻市立図書館 https://www.library-shiojiri.jp
塩尻市立図書館
0263-53-3365

長野県 塩尻市 ①④ 倉本富士男作品展 自然を描くイラストレーター倉本富士男氏の作品を展示。 11/9～2/2 自然博物館 自然博物館
https://www.city.shiojiri.lg.jp/ta
noshimu/hakubutukan/shizenh
akubutsukan/

自然博物館
0263-53-6342

入館料のみ。小中学生は
無料。

長野県 塩尻市 ①③
第15回塩尻市民洋楽舞踊フェス
ティバル

塩尻市芸術文化振興協会に所属する団体が、クラシックバレエやヒップ
ホップダンスなど、日頃の練習の成果を披露。

11月17日 レザンホール
塩尻市洋楽舞踊フェスティバル実行委員
会、塩尻市、塩尻市教育委員会

無料
【塩尻市HP】
http://www.city.shiojiri.lg.jp/

塩尻市社会教育課社会教育係
電話：0263-52-0905

HPには10月掲載予定

長野県 塩尻市 ②③
全国短歌フォーラムin塩尻「学生の
部」

全国の小学生から高校生までの学生から募集した短歌を、歌人（小島
ゆかり氏、穂村弘氏）が選評。
表彰式の他、市内小中学校による短歌学習の発表を行います。

11月23日 レザンホール
全国短歌フォーラム実行委員会、塩尻
市、塩尻市教育委員会

無料
【全国短歌フォーラムin塩尻
HP】
https://tanka.shiojiri.com/foru

塩尻市社会教育課社会教育係
電話：0263-52-0903

長野県 塩尻市 ①③
信州しおじり本の寺子屋
講演会「言葉の不思議」

著者、出版社、書店、図書館などが連携して本の魅力を発信し、出版文
化の未来に寄与するために、図書館を「本の寺子屋」とし、読者も含め
てここに集う人々の知恵の交流を促すことで、地方発の文化の創造と
発信に挑戦する企画。
全国短歌フォーラムin塩尻で司会も務める、歌人の穂村弘氏の講演
会。

11月24日 塩尻市北部交流センター（えんてらす） 塩尻市教育委員会 無料

【塩尻市立図書館HP】
https://www.library-
shiojiri.jp/terakoya.html
【塩尻市HP】
http://www.city.shiojiri.lg.jp/tan
oshimu/enterasu.html

塩尻市立図書館
0263-53-3365
塩尻市北部交流センター
0263-52-0157

10月中旬に更新予定

長野県 塩尻市 ①③④ 塩尻ロマン大学市民公開講座
シニア世代の学び場「ロマン大学」の一般公開講座。塩尻市出身の
JAXA太陽系科学研究系準教授の方から、太陽のお話しや、小惑星探
査機「はやぶさ」についてなど、宇宙について講演いただきます。

11月26日 レザンホール　大ホール 塩尻ロマン大学 無料
【塩尻市HP】
http://www.city.shiojiri.lg.jp/

塩尻市社会教育課社会教育係
電話：0263-52-0905

市広報誌、HP、ポスター等
で11月に告知予定

長野県 塩尻市 ①②③
信州しおじり本の寺子屋　「日本の
城」復元イラスト展

イラストレーターの香川元太郎氏協力のもと、日本の城のイラスト展を
開催。

11/26～12/24 塩尻市市民交流センター 塩尻市立図書館 無料 https://www.library-shiojiri.jp
塩尻市立図書館
0263-53-3365

長野県 塩尻市 ①③ ROUDOKU　café

大人向け企画。本がその人の人生において大切なものであることを実
感できる場としてＲＯＵＤＯＫＵｃａｆｅを企画する。地域の珈琲店の協力に
よりドリンク（お菓子）を提供、ゆっくりと朗読を楽しむ。
江戸川乱歩「人間椅子」…小堀望氏と小川このん氏による朗読会

11月30日 塩尻市北部交流センター（えんてらす） 塩尻市教育委員会

【塩尻市立図書館HP】
https://www.library-
shiojiri.jp/terakoya.html
【塩尻市HP】
http://www.city.shiojiri.lg.jp/tan
oshimu/enterasu.html

塩尻市立図書館
0263-53-3365
塩尻市北部交流センター
0263-52-0157

10月中旬に更新予定

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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長野県 塩尻市 ①④
自然科学講座「御岳山の生い立ち
2014年噴火」

2014年に噴火した御岳山。その歴史を学ぶ講座。 11月30日 塩尻総合文化センター　大会議室 自然博物館
https://www.city.shiojiri.lg.jp/ta
noshimu/hakubutukan/shizenh
akubutsukan/

自然博物館
0263-53-6342

入館料のみ。小中学生は
無料。

長野県 信濃町 ①② 所蔵絵本原画展
挿絵画家　桜井誠と絵本作家　大友康夫の「みんなくるま」（童心社）を
展示します。

9月26日～11月30日 童話の森ギャラリー 黒姫童話館 http://douwakan.com
黒姫童話館
026-255-2250

長野県 信濃町 ①② 映像と語りでつづる「信濃の伝説」
童話の森ホールの大画面で、長野県に伝わる民話を、NHKテレビ「信濃
の伝説」出演者によるドラマ実演でお送りします。

10月12日 黒姫童話館 黒姫童話館 http://douwakan.com
黒姫童話館
026-255-2250

長野県 信濃町 ①②
モコ＆シドロモドロフの「おもしろ大
道芸」

童話の森ホールにおいて一輪車・皿回し・パントマイムを交えたおもしろ
大道芸を上演します。

10月13日 黒姫童話館 黒姫童話館 http://douwakan.com
黒姫童話館
026-255-2250

長野県 信濃町 ①② ことたま座「黒姫ものがたり」
黒姫童話館長作でよみがえった北信濃に語り継がれる民話「黒姫もの
がたり」を童話の森ホールにおいて語り舞台で上演します。

10月14日 黒姫童話館 黒姫童話館 http://douwakan.com
黒姫童話館
026-255-2250

長野県 信濃町 ①②③ 黒姫童話館の「エンデ講座」
所蔵する資料と共にエンデとも親交のあった堀内美江先生といっしょに
エンデの人生や作品について学びます。

10月20日 黒姫童話館 黒姫童話館 http://douwakan.com
黒姫童話館
026-255-2250

申込制　定員15名

長野県 下條村 ③ 文化の祭典 文化協会会員の練習の成果を発揮する場として、大いに盛り上がりま 11月23日 コスモホール 下條村文化協会 無料 下條村教育員会

長野県 下諏訪町 ①③ 町内一斉家庭読書の日
毎月第２日曜日を家庭読書の日と定め、家庭で親子一緒に本を読むこ
とで絆を深めます。

10月13日
11月10日

各家庭 下諏訪町読書推進委員会 無料

下諏訪町教育委員会
生涯学習係
0266-27-1111
(内線:719)

長野県 下諏訪町 ①③
町民総合文化祭
（音楽祭）

下諏訪町で活動している自主グループによる音楽発表です。 10月27日 下諏訪総合文化センター 民公協働 無料
下諏訪町公民館
0266-28-0002

長野県 下諏訪町 ① 町民大学 下諏訪の文学〈１２〉「下諏訪ゆかりの大衆文芸」 10月13日 下諏訪総合文化センター 下諏訪町公民館
下諏訪町公民館
0266-28-0002

長野県 下諏訪町 ① 町民大学 メンデル講演会 11月23日 下諏訪総合文化センター 下諏訪町公民館
下諏訪町公民館
0266-28-0002

長野県 下諏訪町 ①③ 図書館まつり
図書館を利用している団体の発表の場であり、楽しい催しを行い図書
館の利用促進を図る目的で行われる企画です。お話会・コンサート・マ
ジックショー・朗読会などを行います。

10月19～20日 下諏訪町立図書館 図書館まつり実行委員会 無料
下諏訪町立図書館
0266-27-5555

長野県 下諏訪町 ① 古本市
図書館で廃棄した本・雑誌を町民の方に還元する目的の企画です。利
用者が古本市用に持ち込んだ本も並びます。一人10冊まで無料で持ち
帰ることができます。

11月10日 下諏訪町立図書館 下諏訪町立図書館 無料
下諏訪町立図書館
0266-27-5555

長野県 下諏訪町 ①③ 和田峠中山道ウォーキング
江戸時代の主要街道である中山道でも随一の難所であった和田峠を
実際に歩くことにより、当時の旅の様子を体感する。

10月12日 和田宿から西餅屋まで 下諏訪町 無料
下諏訪町立
諏訪湖博物館・赤彦記念館

電話で申込み

長野県 下諏訪町 ①③ 企画展「和田嶺合戦（仮称）」
江戸時代末期に水戸天狗党と諏訪高島藩及び松本藩が樋橋地籍で
戦った和田嶺合戦について展示及び解説。

10月下旬から11月中旬 宿場街道資料館 下諏訪町 無料
下諏訪町立
諏訪湖博物館・赤彦記念館

長野県 下諏訪町 ①③
島木赤彦文学講座「赤彦が名付け
た猫の社の話し」

アララギ派を代表する歌人であり教育者でもあった島木赤彦の功績を
知る講座。赤彦が住んでいた柿蔭山房にまつわる話しをする。

10月19日 柿蔭山房 下諏訪町 無料
下諏訪町立
諏訪湖博物館・赤彦記念館

電話で申込み

長野県 下諏訪町 ①③
今井邦子文学講座「今井邦子の歌
碑を訪ねて」

アララギ派の女性歌人であり、女性だけの短歌誌「明日香」を創刊した
今井邦子の功績を知る講座。

10月27日 今井邦子文学館 下諏訪町 無料
下諏訪町立
諏訪湖博物館・赤彦記念館

電話で申込み

長野県 下諏訪町 ①③
水戸浪士墓及び松本藩士墓の墓
参

和田嶺合戦で亡くなった水戸天狗党の浪士及び松本藩士を葬った墓の
墓参。

11月上旬
水戸浪士墓（樋橋）及び松本藩士墓
（東町上）

下諏訪町 無料
下諏訪町立
諏訪湖博物館・赤彦記念館

長野県 須坂市 ① 第31回信州須坂ハーフマラソン

ハーフマラソン、5㎞、3㎞があり、3㎞には家族で走るファミリーランがあ
ります。
臥竜公園庭球場駐車場を会場に、ハーフマラソンは銀座通りから北信
濃くだもの街道を爽快に走ります。
交通規制へのご協力と、沿道からの声援をお願いします。
（参加申し込みは８月30日まで）

10月20日 須坂市臥竜公園鄭球場駐車場発着
信州須坂ハーフマラソン
実行委員会事務局

https://www.city.suzaka.nagan
o.jp/contents/item.php?id=592
3b641d7fa2

信州須坂ハーフマラソン
実行委員会事務局
生涯学習スポーツ課
スポーツ振興係内
電話：026-248-2020

長野県 須坂市 ③ 第10回八丁鎧塚まつり
東日本最大級の積石塚古墳で、長野県史跡にも指定されている八丁
鎧塚古墳を舞台に、地域の文化を発信。八丁鎧塚がよくわかるガイドや
ワークショップなども開催します。

10月26日 八丁鎧塚古墳公園 八丁鎧塚まつり実行委員会
須坂市立博物館
電話：026-245-0407

長野県 須坂市 ①
信州須坂図書館まつり２０１９
（秋の読書週間）

【おはなしびっくり箱】
絵本や紙芝居、パネルシアター、大型人形劇が、つぎつぎ飛び出すお
はなしの会スペシャルです。出演：市立須坂図書館おはなしの会実行

11月2日 須坂市中央公民館　３階ホール 市立須坂図書館 無料
市立須坂図書館
電話：026-245-0784

長野県 須坂市 ①
信州須坂図書館まつり２０１９
（秋の読書週間）

【すざか子ども読書ちゃれんじ版　やってみよう！聞いてみよう！ビブリ
オトーク】ゲーム感覚で参加できる楽しいビブリオバトルです。自分の好
きな本を持ち寄って発表しあいます。

11月2日 市立須坂図書館　西館講習室① 須坂市生涯学習スポーツ課 無料
https://www.city.suzaka.nagan
o.jp/contents/item.php?id=59d
5e4255bde4

須坂市生涯学習スポーツ課
電話：026-248-9027

発表者：市内在住または在
学の小中高生
見学は自由

長野県 須坂市 ①
信州須坂図書館まつり２０１９
（秋の読書週間）

【楽しい信濃毎日新聞データベース講習会】
ミスター古新聞こと前川英樹さん（信毎メディア局専門委員）による「新
聞よもやま噺＆データベース使いこなし術」一見に値する古新聞との出
会いがあります。

11月4日 市立須坂図書館　児童館＆ロビー 市立須坂図書館 無料
市立須坂図書館
電話：026-245-0784

長野県 須坂市 ① 聖徳太子絵伝の絵解き
長野郷土史研究会・長野絵解きを広げる会会長の小林玲
子氏による初の聖徳太子絵伝の絵解きを子どもにもわかりやすく公開
します。

11月4日 須坂市中央公民館3階ホール 須坂まちづくりの会 無料

生涯学習推進センター
電話：026-214-6086
中央公民館
電話：026-245-1598

長野県 須坂市 ① 聖徳太子学習会
聖徳太子（像）や太子堂・太子の人物像に迫る学習会。大人も子どもも
ためになるお話です。
講師　織田顕行氏（飯田市美術博物館学芸員）

11月17日 須坂市中央公民館4階ホール 須坂まちづくりの会 無料

生涯学習推進センター
電話：026-214-6086
中央公民館
電話：026-245-1598

長野県 須坂市 ①
2019ニュースポーツ大会
ワンバウンドふらば～るバレー

おにぎり型の柔らかいボールをワンバウンドさせて行うバレーボールの
大会です。 （男女混合の部、レディースの部を予定）

11月17日 須坂市民体育館
須坂市スポーツ推進委員会
（生涯学習スポーツ課スポー
ツ振興係）

須坂市スポーツ推進委員会
（生涯学習スポーツ課スポー
ツ振興係）
電話：026-248-2020

長野県 須坂市 ①
信州須坂図書館まつり２０１９
（秋の読書週間）

【おとなのための朗読会】
小説やエッセイなど、文学を耳から楽しむおとなの時間です。ゲスト出
演：今井理恵子さん（日本朗読検定協会プロフェッサー）

11月30日
須坂市旧上高井郡役所
2階多目的ホール

市立須坂図書館 無料
市立須坂図書館
電話：026-245-0784

長野県 諏訪市 ①②

信州環境カレッジ×長野県NPOセ
ンター協働講座
「SDGs de 地方創生」カードゲーム
体験

持続可能なまちづくりのキーワードとして、「SDGs(持続可能な開発目
標）」が注目度を増す中、SDGsと地方創生の文脈を掛けあわせた体験
型シミュレーションゲームを通して、SDGsが大事にしている考え方を学
び、地域活性化・地方創生に生かす方法について考えながら、持続可
能なまちづくりを体感していきます。

11月3日
すわっチャオ
（諏訪市上諏訪駅前）

長野県 無料
https://shinshu-
ecollege.pref.nagano.lg.jp/

信州環境カレッジ運営事務局
一般社団法人長野県環境保全
協会
026-237-6620

長野県 諏訪市 ③
企画展「さだまさし・原田泰治
二人の友情展」

親友である二人の友情から生まれた、詩画集「こすもすの詩」「やまざく
らの詩」「れんげそうの詩」の原画を、さだまさし氏の歌の歌詞とともに
展示します。

8月7日～1月13日 諏訪市原田泰治美術館 諏訪市原田泰治美術館
【諏訪市原田泰治美術館HP】
https://www.taizi-
artmuseum.jp

諏訪市原田泰治
美術館電話：0266-54-1881

840円

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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長野県 諏訪市 ③
企画展「原田泰治　デザインの世
界」

原田泰治氏のもう一つの顔、グラフィックデザイナーとしての作品展で
す。地元企業や自治体に提供されたロゴ等を初めて一堂に展示しま

8月7日～1月13日 諏訪市原田泰治美術館 諏訪市原田泰治美術館
【諏訪市原田泰治美術館HP】
https://www.taizi-

諏訪市原田泰治
美術館電話：0266-54-1881

840円

長野県 諏訪市 ③
企画展「仏法紹隆寺―諏訪の真言
道場古刹の歴史―」

諏訪市四賀にある真言宗寺院、仏法紹隆寺に伝わる寺宝や古文書な
どから、寺の歩んだ歴史を紹介します。会期中、展示解説、声明コン
サート、講演会、体験講座などのイベントを開催します。

9月14日～11月24日 諏訪市博物館 諏訪市博物館
【諏訪市博物館HP】
https://suwacitymuseum.jp

諏訪市博物館
電話：0266-52-7080

長野県 諏訪市 ③
第9回すわ大昔フォーラム
シリーズ諏訪学①
「諏訪の国譲り神話」

諏訪大社や御柱祭など、諏訪の信仰史、信仰思想について地元で長年
にわたり研究してきた民俗学研究者が講演。記紀とは異なる国譲り神
話の伝承について知ることができる貴重な機会です。

10月19日 諏訪市博物館 諏訪市博物館
【諏訪市博物館HP】
https://suwacitymuseum.jp

諏訪市博物館
電話：0266-52-7080

長野県 諏訪市 ③
未来に伝えよう諏訪市の文化財
四賀編

市内の指定文化財を地域ごとに順次紹介するシリーズ第２弾です。
今年度は、四賀地区の文化財を展示紹介します。
※生涯学習課文化財係と共催で行います。

10月26日～11月24日 諏訪市博物館 生涯学習課
【諏訪市博物館HP】
https://suwacitymuseum.jp

諏訪市博物館
電話：0266-52-7080

長野県 諏訪市 ①③ 諏訪市文化祭
芸能祭、コーラス祭、華道展、文芸作品展、菊花展、学習グループ活動
発表などを行います。

10月30日～11月3日
諏訪市文化センター、公民館、
公民館別館、すわっチャオ

諏訪市 無料
生涯学習課
電話：0266-52-4141
（内線595）

長野県 諏訪市 ①
みんなで楽しむ図書館まつり
２０１９

秋の古本市・おはなし会・ちょこっと工作・星を見る会・館内ツアーなどを
行います。

11月2～4日 諏訪市図書館 諏訪市図書館 無料
【諏訪図書館HP】
https://www.libnet-
suwa.gr.jp/sw01

諏訪市図書館
0266-52-0429

長野県 諏訪市 ③

収蔵作品展「音を感じて」
コーナー展示
「平成30年度　新収蔵作品
お披露目展」

収蔵作品の中から、「音」を感じられる作品を展示します。同時開催で、
平成30年度に新たに収蔵された作品のお披露目展示も行います。

11月9日～12月15日 諏訪市美術館 諏訪市美術館
【諏訪市美術館HP】
https://www.city.suwa.lg.jp/sc
mart/

諏訪市美術館
電話：0266-52-1217
メール：scm-art@city.suwa.lg.jp

310円

長野県 喬木村 ③ 喬木村総合文化祭
総合表彰式、文化サークルや学校、保育園の作品展示やステージ発
表、出展等

11月15.16.17日
喬木村農村交流研修センター前、喬木
村』中央社会体育館

喬木村、喬木村商工会、ＪＡみなみ信州
喬木支所

無料 喬木村公民館　0265-33-2002

長野県 高森町 ①③ 高森町公民館分化祭
町内団体（サークル）・個人が製作した作品の展示及びダンスや歌など
を発表

11月 高森町公民館・高森町福祉センター 高森町公民館 無料 0265-35-9416 11月よりHP

長野県 高山村 ① 人権教育講座
人権教育の向上とすべての差別をなくすことを目指して、講師を招き講
座を行います。

10月17日 高山村公民館 高山村教育委員会 無料
高山村公民館
026－214－9762

長野県 高山村 ③ 第23回　一茶ゆかりの里俳句大会
講師を招いて講演会を行い、事前に応募のあった俳句の表彰を行いま
す。また当日は席題に従って俳句を詠み、表彰を行います。

10月20日 一茶ゆかりの里一茶館 高山村・高山村教育委員会 https://www.kobayashi-issa.jp/
一茶ゆかりの里一茶館
026－248－1389

入館料500円が必要です。

長野県 高山村 ① 第14回高山村文化展
村内合唱グループやダンスグループなどによる芸能発表のほか、華
道・書道などの各種展示、体験会などを予定しています。

10月26日
～27日

高山村公民館 高山村文化協会 無料
高山村公民館
026－214－9762

長野県 高山村 ③ 書作展 高山村の書家とその生徒による書道作品を展示します。 11月2日～24日 一茶ゆかりの里一茶館 高山村教育委員会 無料 https://www.kobayashi-issa.jp/
一茶ゆかりの里一茶館
026－248－1389

長野県 高山村 ③ 一茶館新そば祭り
先着200名に地元産のそば粉を使い地元のそば打ち団体が打った蕎麦
を振舞います。

11月4日 一茶ゆかりの里一茶館 高山村教育委員会 https://www.kobayashi-issa.jp/
一茶ゆかりの里一茶館
026－248－1389

入館料500円が必要です。

長野県 高山村 ② しらかば学習発表会
高山小学校生徒たちの学習発表としてステージ発表や生徒作品の展
示等を行います

11月9日 高山小学校 高山小学校 無料
高山村公民館
026－214－9762

長野県 辰野町 ① たつの芸術文化祭
町民の皆様が日頃の芸術文化活動を広く発表し、地域に根ざした文化
交流の促進を目的とする。

10月18日～11月17日 辰野町民会館 辰野町教育委員会 無料
辰野町教育委員会
生涯学習課
0266-41-1681

長野県 立科町 ③ 立科町文化展
町内文化活動の発表の場として作品を展示し、町民相互の文化の高揚
を図る

11/2～4 立科町中央公民館 立科町公民館 無料
立科町中央公民館
0267-88-8417

長野県 筑北村 ③ 筑北村文化祭
作品展示、グループ（団体）ステージ発表（開催期間中1日のみ）、図書
館古本市  ほか

10月25日～28日
坂北体育館
筑北小学校体育館

筑北村公民館 無料
筑北村公民館
0263-67-2064

長野県 筑北村 ③
おでかけまつぶん広場
筑北村演芸会（寄席）

落語協会所属の噺家2名による公演 11月24日 筑北村役場多目的ホール 長野県文化振興事業団 無料
筑北村教育委員会
0263-67-2064

入場無料、全席自由、定員
200名、入場には「整理券」
が必要で10月1日から窓口
で事前配布予定（筑北村教
育委員会・筑北村役場・筑
北村図書館）。

長野県 千曲市 ①③④
長野県立歴史館開館25周年記念
秋季企画展『戦国　小笠原三代』

信濃国司戦国時代を、武力ではなく一族のネットワークや、膨大な故実
を結集させることで盤石な地位を築いた小笠原氏を取り上げます。

９月７日～10月14日 長野県立歴史館 長野県立歴史館
https://www.npmh.net/

026-274-3993

長野県 千曲市 ①③④
開館25周年記念講演会
東京大学教授　本郷和人「小笠原
氏の軌跡」

戦国時代を、武力だけでなく生き抜いた小笠原氏の軌跡について講演
していただきます。

10月13日 長野県立歴史館 長野県立歴史館 https://www.npmh.net/ 026-274-3993

長野県 千曲市 ①③
第3回信州学講座
松本市博物館 千賀廣孝「博物館
で考える信州の温泉」

県内博物館の若手研究者から、一般向けにやさしく研究内容を発表し
ていただきます。今回は、松本市周辺の温泉についてとりあげます。

10月19日 長野県立歴史館 長野県立歴史館 https://www.npmh.net/ 026-274-3991

長野県 千曲市 ①③④
長野県立歴史館開館25周年記念
特別企画『土偶展　国宝土偶』

長野県には国宝土偶５点のうち、２点が出土し「縄文王国」と呼ばれて
います。国宝土偶を一堂に会して観覧できるまたとない機会を設けまし

10月26日～11月10日 長野県立歴史館 長野県立歴史館 https://www.npmh.net/ 026-274-3991

長野県 千曲市 ①③
『土偶展』講演会
文化庁　原田昌幸「土偶の楽しみ

土偶研究の第一人者で、国宝土偶の指定・調査にもかかわった原田氏
から、土偶の見方などについて、やさしく解説していただきます。

10月27日 長野県立歴史館 長野県立歴史館 https://www.npmh.net/ 026-274-3991

長野県 千曲市 ①③
『土偶展』講演会
尖石縄文考古館長　守矢昌文「国
宝土偶を掘る」

茅野市で出土し、国宝に指定されている２点土偶。そのいずれの発掘
調査にも携わったご本人に、出土状況から指定を受けるまでの研究・保
存などについてお話をしていただきます。

11月9日 長野県立歴史館 長野県立歴史館 https://www.npmh.net/ 026-274-3991

長野県 千曲市 ①③ いい育児の日イベント
本物の土器・土偶破片のレプリカに、色を塗って、縄文時代に親しみを
もってもらいます。完成品にはマグネットをつけてお持ち帰りいただけま
す。

11月17日 長野県立歴史館 長野県立歴史館 https://www.npmh.net/ 026-274-3991
子ども一人につき大人一人
無料、観覧無料。材料代が
必要になります。

長野県 千曲市 ①③
長野県立歴史館開館25周年記念
特別企画『土偶展　中部高地の土

日本遺産「星降る中部高地の縄文世界」にちなみ、長野県・山梨県ほか
から選りすぐりの土偶を展示します。

11月23日～令和２年２月
２日

長野県立歴史館 長野県立歴史館 https://www.npmh.net/ 026-274-3991

長野県 千曲市 ①③
『土偶展』講座
当館職員寺内隆夫「長野県の土

企画展『土偶展　中部高地の土展』に合わせ、長野県出土の土偶につ
いて、わかりやすく解説します。

11月23日 長野県立歴史館 長野県立歴史館 https://www.npmh.net/ 026-274-3991

長野県 千曲市 ①③ 縄文風クリスマスリース作り
縄文人も使っていたフジ蔓に、縄文人が食べていたどんぐりや土偶のレ
プリカなどをつけてリースを作ります。

11月30日 長野県立歴史館 長野県立歴史館 無料 https://www.npmh.net/ 026-274-3991
土偶レプリカ等は料金が発
生します。

長野県 千曲市 ① 子どものためのおはなし会
保育園児～小学生を対象とした読み聞かせ会｡大型絵本･パネルシア
ターの上演などを予定｡

11月2日 千曲市立戸倉図書館 千曲市立戸倉図書館 026-276-7001

長野県 千曲市 ① 更埴図書館まつり
おはなし会・通年講座受講生の朗読発表会・古書市など､年一度の恒
例事業

10月26日 千曲市立更埴図書館 千曲市立更埴図書館 026-273-2989

長野県 茅野市 ③ 10月20日 信州八ヶ岳長寿寒天館

長野県 茅野市 ①
「多留姫文学自然の里」神田脱穀
まつり

９月にはぜにかけた稲を、千歯扱きや足踏み脱穀機などの懐かしい農
機具を使って脱穀します。

10月12日 「多留姫文学自然の里」神田 多留姫文学自然の里創造委員会 無料
【茅野市HP】
http://www.city.chino.lg.jp

茅野市役所生涯学習課
0266-72-2101（634）

長野県 茅野市 ①
「多留姫文学自然の里」餅つき大
会

多留姫文学自然の里「神田」で育ち、10月に脱穀したもち米でお餅をつ
きます。

11月2日 中沢公民館 多留姫文学自然の里創造委員会 無料
【茅野市HP】
http://www.city.chino.lg.jp

茅野市役所生涯学習課
0266-72-2101（634）

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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長野県 茅野市 ①③ 第32回市民音楽祭 合唱、吹奏楽、琴、ギター等音楽関係の実践発表を行います。 10月13日 茅野市民館
茅野市中央公民館
茅野市芸術文化協会

無料
【茅野市HP】
https://www.city.chino.lg.jp

茅野市中央公民館
電話：0266-72-3266

長野県 茅野市 ①③ 第32回市民芸能祭 ダンス、舞踊、民謡（踊り有）等芸能関係の実践発表を行います。 10月20日 茅野市民館
茅野市中央公民館
茅野市芸術文化協会

無料
【茅野市HP】
https://www.city.chino.lg.jp

茅野市中央公民館
電話：0266-72-3266

長野県 茅野市 ①③ 第45回茅野市芸術祭 作品展示を行います。 10月26日～10月30日 茅野市中央公民館
茅野市中央公民館
茅野市芸術文化協会

無料
【茅野市HP】
https://www.city.chino.lg.jp

茅野市中央公民館
電話：0266-72-3266

長野県 茅野市 ①③ 第45回茅野市芸術祭菊花展 作品展示を行います。 10月26日～11月4日 茅野市中央公民館 秋楽会 無料
【茅野市HP】
https://www.city.chino.lg.jp

茅野市中央公民館
電話：0266-72-3266

長野県 茅野市 ① おはなし会「えほんとなかよし」
「ブックメイトぐりとぐら」による遊びや歌を交えながら、絵本の紹介と読
み聞かせを行います。

11月5日 茅野市家庭教育センター 茅野市家庭教育センター 無料
【茅野市HP】
http://www.city.chino.lg.jp

茅野市家庭教育センター
電話：0266-73-0888

長野県 茅野市 ①
絵本で子育て
～絵本のひみつ探し読み聞かせ
の基本～

絵本のひみつ探しや親子で絵本を一緒に楽しみ、子育てに絵本を使う
喜びを味わいます。

11月20日, 27日 茅野市家庭教育センター 茅野市家庭教育センター 無料
【茅野市HP】
http://www.city.chino.lg.jp

茅野市家庭教育センター
電話：0266-73-0888

長野県 茅野市 ①
企画展「信州哺乳動物研究の先駆
者」

信州の哺乳動物研究の先駆者である両角徹郎先生、両角源美先生の
研究に関する資料を展示して、その業績を紹介します。

10月5日～12月1日 茅野市八ヶ岳総合博物館 茅野市八ヶ岳総合博物館
【茅野市HP】
https://www.city.chino.lg.jp

茅野市八ヶ岳総合博物館
電話：0266-73-0300

通常入館料

長野県 茅野市 ① 星空観望会
季節の星座探訪と大型天体望遠鏡による見ごろの惑星・天体の観察を
行います。（定員毎回20人）

10月5日、11月2日
茅野市立北部中学校天体ドーム
（北部生涯学習センター）

茅野市八ヶ岳総合博物館 無料
【茅野市HP】
https://www.city.chino.lg.jp

茅野市八ヶ岳総合博物館
電話：0266-73-0300

年間行事です。

長野県 茅野市 ① さきおりでランチョンマット

博物館はたおりボランティア「ねじばな」による定例のはた織り体験講座
です。昔ながらの高機（たかばた）を使ってランチョンマットを織ります。
（毎月第2土・日曜日の午前と午後の2回。定員各回5人。小学校高学年
以上が対象）

10月12日・13日、11月9
日・10日

茅野市八ヶ岳総合博物館 茅野市八ヶ岳総合博物館
【茅野市HP】
https://www.city.chino.lg.jp

茅野市八ヶ岳総合博物館
電話：0266-73-0300

参加費400円

長野県 茅野市 ① 昼間の星を見る会
大型天体望遠鏡を使って昼間の空の星を観察します。
（定員毎回20人）

10月13日、11月10日
茅野市立北部中学校天体ドーム
（北部生涯学習センター）

茅野市八ヶ岳総合博物館 無料
【茅野市HP】
https://www.city.chino.lg.jp

茅野市八ヶ岳総合博物館
電話：0266-73-0300

10月～3月

長野県 茅野市 ① アンコールイベント「かご作り」
山ぶどうのつるで小さなかごを作り、一輪挿しやペン立てにします。
（2回実施、定員各回5人）

10月13日 茅野市八ヶ岳総合博物館 茅野市八ヶ岳総合博物館
【茅野市HP】
https://www.city.chino.lg.jp

茅野市八ヶ岳総合博物館
電話：0266-73-0300

参加費2,000円

長野県 茅野市 ①
企画展「信州哺乳動物研究の先駆
者」関連イベント
ギャラリートーク

信州の哺乳動物研究の先駆者である両角徹郎先生、両角源美先生と
交流のあった方々を講師に、両先生の業績を紹介します。

10月14日 茅野市八ヶ岳総合博物館 茅野市八ヶ岳総合博物館
【茅野市HP】
https://www.city.chino.lg.jp

茅野市八ヶ岳総合博物館
電話：0266-73-0300

通常入館料

長野県 茅野市 ① 古文書相談会
古文書学習における疑問・質問などにお答えします。
（毎月1回、土曜日）

10月19日、11月16日 茅野市八ヶ岳総合博物館 茅野市八ヶ岳総合博物館 無料
【茅野市HP】
https://www.city.chino.lg.jp

茅野市八ヶ岳総合博物館
電話：0266-73-0300

年間行事です。

長野県 茅野市 ① 子ども科学工作クラブ
身近な素材を利用したおもしろい工作を通じ、子どもたちの科学的な見
方・考え方の育成を目指します。
（活動期間・1年間、毎月第3土曜日。小学生4～6年生。定員25人）

10月19日、11月16日 茅野市八ヶ岳総合博物館 茅野市八ヶ岳総合博物館
【茅野市HP】
https://www.city.chino.lg.jp

茅野市八ヶ岳総合博物館
電話：0266-73-0300

受講料、年間3,000円

長野県 茅野市 ①
毎月お楽しみ会「花炭作りと焼き
芋会」

部屋のインテリアとして飾れる「花炭」を、木の実などをそのままの形で
炭にして作ります。たき火ではお芋も一緒に焼いて楽しみます。

10月19日 茅野市八ヶ岳総合博物館 茅野市八ヶ岳総合博物館
【茅野市HP】
https://www.city.chino.lg.jp

茅野市八ヶ岳総合博物館
電話：0266-73-0300

参加費100円

長野県 茅野市 ① ワクワク科学工作
やさしい科学工作を通じて、科学の不思議さやおもしろさを体験してもら
います。（小学生以上、定員毎回16人）

10月20日、11月17日 茅野市八ヶ岳総合博物館 茅野市八ヶ岳総合博物館
【茅野市HP】
https://www.city.chino.lg.jp

茅野市八ヶ岳総合博物館
電話：0266-73-0300

参加費300円

長野県 茅野市 ① ふるさと工芸講座「織りを知る」
糸巻きやおさ通しなど、はた織りの基本の工程を学びながら、本格的な
織りを体験します。（全5回、小学生高学年以上、定員5人）

10月27日
11月10、17日

茅野市八ヶ岳総合博物館 茅野市八ヶ岳総合博物館
【茅野市HP】
https://www.city.chino.lg.jp

茅野市八ヶ岳総合博物館
電話：0266-73-0300

参加費1,000円

長野県 茅野市 ① 第31回研究・創意工夫展
茅野市内の小中学生から寄せられた研究・工作・絵画を展示します。優
秀作品は、市長・教育長・博物館長から表彰されます。（表彰式は、11

11月2日～12月1日 茅野市八ヶ岳総合博物館 茅野市八ヶ岳総合博物館
【茅野市HP】
https://www.city.chino.lg.jp

茅野市八ヶ岳総合博物館
電話：0266-73-0300

通常入館料

長野県 茅野市 ① 子ども自然研究クラブ
水生昆虫による水質調査、化石の採集、野鳥や植物の観察など、継続
的な活動を通して、子どもたちの自然に対する見方・考え方の育成を目
指します。（活動期間・1年間、毎月第2土曜日。小学生4～6年生。定員

11月9日 茅野市八ヶ岳総合博物館 茅野市八ヶ岳総合博物館
【茅野市HP】
https://www.city.chino.lg.jp

茅野市八ヶ岳総合博物館
電話：0266-73-0300

受講料、年間3,000円

長野県 茅野市 ①
毎月お楽しみ会「いろりばたおはな
し会」

館内の古民家のひじろの周りで、読りーむｉｎちの（ひじろの会）による紙
芝居や昔話などを聞き、楽しみます。

11月23日 茅野市八ヶ岳総合博物館 茅野市八ヶ岳総合博物館 無料
【茅野市HP】
https://www.city.chino.lg.jp

茅野市八ヶ岳総合博物館
電話：0266-73-0300

長野県 茅野市 ① 特別星空観望会

市民研究員天文グループが講師となり、博物館にある大型天体望遠鏡
により惑星・天体の観察を行います。雨天の場合は、室内で星・宇宙の
お話をします。
（5月、7月、9月、11月、3月）

11月30日 茅野市八ヶ岳総合博物館 茅野市八ヶ岳総合博物館 無料
【茅野市HP】
https://www.city.chino.lg.jp

茅野市八ヶ岳総合博物館
電話：0266-73-0300

年間行事です。

長野県 茅野市 ① さきおりコースター体験
展示してある高機（たかばた）ではた織り体験ができます。細く裂いた布
を横糸にして織るさきおりコースター作りができます。

毎日 茅野市八ヶ岳総合博物館 茅野市八ヶ岳総合博物館
【茅野市HP】
https://www.city.chino.lg.jp

茅野市八ヶ岳総合博物館
電話：0266-73-0300

参加費100円、別途入館料

長野県 茅野市 ① プラネタリウム投影

空気で膨らませた直径5メートルのエアドームの中で美しい星空を体験
できるプラネタリウム投影を行っています。季節の星座や天文現象、宇
宙の話題を解説します。10月のテーマは「星座の誕生」、11月のテーマ
は「ミラを探せ」です。（1日2回投影、定員各回20人）

毎週土・日曜日及び祝
日

茅野市八ヶ岳総合博物館 茅野市八ヶ岳総合博物館
【茅野市HP】
https://www.city.chino.lg.jp

茅野市八ヶ岳総合博物館
電話：0266-73-0300

通常入館料

長野県 茅野市 ①
平成3１年度第1３回茅野市小中高
校生調べ学習コンクール表彰式

児童・生徒の情報活用能力の育成と課題を考え自ら学ぶ探究的な力を
つけるために調べ学習コンクールを開催しています。今年度も調べ学
習コンクールに応募した作品について表彰式を開催し、市民への周知
を図るとともに調べ学習の取組への意欲を高めています。

11月12日 茅野市役所ロビー
茅野市生涯学習課
読書の森読りーむinちの

無料
【茅野市HP】
http://www.city.chino.lg.jp

茅野市こども読書活動応援セン
ター
0266-75-1250

長野県 天龍村 ③

2019年度長野県信濃美術館移動
展
館蔵コレクション旅行者たちの記
録【天龍村文化センターなんでも
館】

長野県信濃美術館では、1979年（昭和54年）から県内各地で「移動展」
を開催しています。第41回を迎える本年度は、信州の自然を描いた画
家たちの他、長野県出身の父を持つ日系メキシコ人のルイス・ニシザ
ワ、ニューヨークで活躍した日系移民の臼井文平、生活圏内の裾花川
を度々訪れその風景を描いた河野通勢ら多様な背景をもつ「旅行者」た
ちの作品を、信濃美術館コレクションからご紹介します。

10月26日～11月4日 天龍村文化センター なんでも館
長野県、長野県信濃美術館、天龍村文
化センター

長野県信濃美術館HP
http://www.npsam.com/

 長野県信濃美術館
 026-232-0052

【観覧料】
大人200円、大学生100円、
高校生以下無料

長野県 天龍村 ③
学芸員がガイドする！信州アートト
レッキング「紙のおはなし～和紙と
絵画作品との関わり」

ユネスコの無形文化遺産に登録された日本の手漉和紙のこと、和紙を
使った作品などについてお話します。

10月27日
天龍村文化センター なんでも館
ホール

長野県信濃美術館 無料
長野県信濃美術館HP
http://www.npsam.com/

長野県信濃美術館
026-232-0052

長野県 東御市 ① 東御市総合文化フェスティバル
日頃、生涯学習を実践している市民グループや個人の作品発表等を行
い、お互いの研修を深め、地域文化の向上及び市民の交流を図りま
す。

11月2日, 3日10:00～
17:00　（最終日は16:00）

東御市中央公民館
東御市総合文化フェスティバル
実行委員会

無料
東御市総合文化フェスティバル
実行委員会事務局
0268-64-5885

長野県 東御市 ①③ 東御市短詩型文学祭
5月～6月に募集した、短詩型文学作品（短歌、俳句、川柳、現代詩）の
表彰式と選者を囲んでの部門別研究会を開催します。

11月2日 東御市中央公民館 東御市短詩型文学祭実行委員会 無料

東御市教育委員会
生涯学習課
社会教育･公民館係
0268-64-5885

長野県 東御市 ① 図書館まつり 本のリユース市や腹話術の上演等の開催 11月3日　9:00～12:00 東御市立図書館 東御市立図書館 無料
東御市立図書館
0268-64-5886

長野県 東御市 ① 東御市民大学講演会
鎌倉女子大教授、東京大学名誉教授でいらっしゃいます竹内整一氏を
お迎えしてご講演いただきます。

11月16日　14:00～16:30 東御市中央公民館　2階講義室 市民大学運営委員会 無料
東御市民大学
運営委員会事務局
0268-64-5885

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

長野県 豊丘村 ①④
信州自然講座（第25回公開セミ
ナー）

長野県の自然環境保全について、当研究所で実施している研究成果を
紹介するとともに、その現状と課題、保全に向けた取組みについて県民
の皆さんとともに考えることを目的として実施する

11月30日 豊丘村交流学習センター「ゆめあるて」 長野県環境保全研究所 無料
https://www.pref.nagano.lg.jp/k
anken/jisseki/koza/gakushukor
yu/index.html

自然環境部
026-239-1031

長野県 豊丘村 ①④
信州自然講座（第25回公開セミ
ナー）

長野県の自然環境保全について、当研究所で実施している研究成果を
紹介するとともに、その現状と課題、保全に向けた取組みについて県民
の皆さんとともに考えることを目的として実施する

11月30日 豊丘村交流学習センター「ゆめあるて」 長野県環境保全研究所 無料
https://www.pref.nagano.lg.jp/k
anken/jisseki/koza/gakushukor
yu/index.html

自然環境部
026-239-1031

長野県 豊丘村 ① 図書館お楽しみ会 ボランティアグループによる歌や読み聞かせを親子で楽しむ。 10月13日 交流学習センターゆめあるて 豊丘村公民館 無料
豊丘村図書館
0265-35-2286

長野県 豊丘村 ① 図書館お楽しみ会 とよおかまつりに併せて図書司書指導による子どもたちの工作教室 11月9日～10日 交流学習センターゆめあるて 豊丘村公民館 無料
豊丘村図書館
0265-35-2286

長野県 豊丘村 ① 公民館文化祭作品展 公民館グループなどの一年間の活動の成果を発表する。 11月17日～24日 交流学習センターゆめあるて 豊丘村公民館 無料
豊丘村公民館
0265-35-9066

長野県 豊丘村 ① 第7回公民館学習会 教育事務所主任指導主事を講師に「楽しく学ぼう人権講座」を開催。 11月27日 交流学習センターゆめあるて 豊丘村公民館 無料
豊丘村公民館
0265-35-9066

長野県 豊丘村 ① 第３２回とよおかまつり
一般の方はもちろん公民館登録グループのステージ発表や販売ブース
で一年間の活動の成果を発表する。

11月9日～10日 役場及び交流学習センターゆめあるて 豊丘村総務課企画財政係 無料
総務課企画財政係
0265-35-9050

長野県 中川村 ① アサーショントレーニング
コミュニケーションに役立つ、自分も相手も大切にする自己表現力を身
に付ける講座（中川村共同開催）

10月19日 中川文化センター 長野県男女共同参画センター 無料
https://www.pref.nagano.lg.jp/a
itopia/

中川村教育委員会
社会教育係
0265-88-1005

概ね１月前までにHPに掲
載予定

長野県 中川村 ③
村の文化祭
展示の部

村内のクラブ、サークル、個人による、生け花、写真、書道、絵画、クラ
フト等の作品及び活動記録の展示。
約800点の出展予定。

11月1～3日
中川村
社会体育館

中川村公民館
中川村文化団体連絡協議会

無料
中川村公民館
TEL:0265-88-1005

長野県 中川村 ③
村の文化祭
ステージの部

村内のクラブ、サークル、個人による、踊り、コーラス、太鼓、バンド等の
ステージ発表。
約200人、20ステージの予定。

11月3日 中川文化センター
中川村公民館
中川村文化団体連絡協議会

無料
中川村公民館
TEL:0265-88-1005

長野県 中川村 ①
第20回中川アルプス展望さわやか
ウオーク

12ｋｍりんご街道コース(美しい日本の歩きたくなるみち500選)
16ｋｍ天竜・里山コース
6ｋｍファミリーお散歩コース
16ｋｍコースはりんごのもぎ取り体験有

11月23日･24日 村内各コース
中川アルプス展望さわやかウオーク実
行委員会

中川村教育委員会
TEL:0265-88-1005

長野県 中川村 ③ 歴史民俗資料館特別展
村歴史民俗資料館秋の特別展として、「むかしの教科書と掛図～と」し
てパネル展示等にて公開。
中川村の学校教育の歴史を振り返り紹介する。

10月26日～11月10日
中川村
歴史民俗資料館

中川村
歴史民俗資料館

中川村歴史民俗資料館
TEL:0265-88-3452

長野県 長野市 ①④
第５回　山と自然のサイエンスカ
フェ＠信州

飲み物片手にくつろいだ雰囲気で「山と自然」の科学について語り合い
ます。今回の話題は、「信州の草原はどのように利用されていたのか」
です。

10月24日
MIDORI長野3Fりんごのひろば
（長野駅ビル3F）

長野県環境保全研究所 無料
https://www.pref.nagano.lg.jp/k
anken/jisseki/koza/gakushukor
yu/index.html

自然環境部
026-239-1031

長野県 中野市 ③ 11月9日～11月24日
一本木公園展示館/中野小学校旧校
舎・ 信州中野銅石版画ミュージアム

長野県 中野市 ①③ 中野市総合文化祭（芸能祭）
中野市中央公民館利用者団体等で構成される中野市文化芸術協会主
催による、日ごろの練習の成果を発表する場として、芸能祭を中野市民
会館ホールで開催します。

10月20日 中野市市民会館 ホール 中野市文化芸術協会 無料
中野市中央公民館内
0269-22-2691

中野市中央公民館内
事務局あり

長野県 中野市 ①③ 中野市総合文化祭（文化展）
中野市中央公民館利用者団体等で構成される中野市文化芸術協会主
催による、日ごろの練習の成果を発表する場として、文化展を中野市中
央公民館で開催します。

11月9日、10日 中野市中央公民館 中野市文化芸術協会 無料
中野市中央公民館内
0269-22-2691

中野市中央公民館内
事務局あり

長野県 中野市 ① 大人の音読講座
元アナウンサーの草田道代（旧姓：保坂）さんによる、音読で老化予防・
脳の活性化・ストレスの解消を図る講座を開催します。

11月5日、11日 中野市中央公民館 中野市 無料
中野市中央公民館
0269-22-2691

長野県 中野市 ①③ 発表会・作品展
中野市中央公民館利用団体の発表の場を設けることで、サークル活動
内容の向上や発表を通じて市民との交流を図ります。

11月9日、10日 中野市中央公民館 中野市 無料
中野市中央公民館
0269-22-2691

長野県 中野市 ①③ 地域の歴史講座
地域の歴史を学ぶことにより、ふるさとの歴史的価値を深める講座を開
催します。

10月23日、11月6日 中野市中央公民館 中野市 無料
中野市中央公民館
0269-22-2691

長野県 中野市 ③ 第33回北部公民館文化祭
市民の文化芸術活動を発表する機会を提供し、地域文化活動の活性
化を図るため、作品展や芸能祭を開催します。

10月26～27日 中野市北部公民館
北部公民館文化祭実行委員会・中野市
北部公民館

無料

【中野市公民館HP】
https://www.city.nakano.nagan
o.jp/categories/kouminkan/hok
ubu/

中野市北部公民館
0269-26-0677
h-
kominkan@city.nakano.nagano.jp

長野県 中野市 ③ 第28回西部公民館文化祭
西部地域で活動する個人やグループの発表の場とし、西部地域住民の
学習の向上を図るため、作品展示と芸能発表を行います。

11月3～4日
中野市西部文化センター（西部公民
館）

中野市西部公民館 無料
中野市西部公民館
0269-23-1024

長野県 中野市 ③ 第15回豊田公民館文化祭 各種作品展示、映画上映会、音楽祭など地域の生涯学習推進を図る 10月13～10月14日 豊田公民館（豊田文化センター） 豊田公民館 無料 豊田公民館

長野県 中野市 ①
豊田公民館講座「音楽で脳がイキ
イキ」

音楽療法を取り入れた高齢者向けの認知症予防講座 11月1日 豊田公民館（豊田文化センター） 豊田公民館 無料 豊田公民館 要事前申込み

長野県 中野市 ③ 文化講演会 気象予報士の天達武史氏による講演会 11月3日 豊田公民館（豊田文化センター） 豊田公民館 無料 豊田公民館
長野県 中野市 ① 豊田公民館講座「笑顔で子育て」 親子でのスキンシップを通じて子育ての環境づくりを図る講座 11月6日 豊田公民館（豊田文化センター） 豊田公民館 無料 豊田公民館 要事前申込み
長野県 中野市 ① 豊田公民館講座「トレッキング」 トレッキングにより健康増進と地域を再発見する講座 11月7日 豊田公民館（豊田文化センター） 豊田公民館 豊田公民館 要事前申込み

長野県 中野市 ①
地域連携講座
地域の過去を知り未来を考える
北信地域３

第1講座　一茶の俳文を読む　俳文に記された中野・小布施・山ノ内
第2講座　江戸時代千曲川水害と上今井瀬直し工事

10月12日 中野市立図書館
ＮＰＯ長野県図書館等協働機構・長野県
図書館協会

長野県図書館協会
026-217-9201
中野市立図書館
0269-26-5841

長野県 中野市 ① 中野市図書館まつり　文化講演会
「あなたにもできる信濃グランセローズ式トレーニング」と題して、信濃グ
ランセローズのトレーナーを講師に、講演会を開催します。

10月26日 中野市立図書館 中野市立図書館 無料
中野市立図書館
0269-26-5841

定員70名（当日先着順）

長野県 中野市 ① 中野市図書館まつり
図書館を含め、地域で活動するボランティア団体のおはなし会や朗読
劇、古本市などを実施します。

10月26日～27日 中野市立図書館 中野市立図書館
中野市立図書館
0269-26-5841

長野県 中野市 ① 古文書講座
古文書を読む基礎となる「くずし字」について、実際の古文書の写真を
見ながら解説をします。

10月23日　11月20日 中野市立博物館 中野市教育委員会 無料
【中野市立博物館】
http://www.city.nakano.nagano.
jp/city/hakubutukan/index.htm

中野市立博物館
TEL：0269-22-2005
FAX：0269-38-1290
hakubutsukan＠
city.nakano.nagano.jp

長野県 中野市 ① 野鳥観察会 中野市周辺の野鳥の姿や暮らしぶりを観察します。 10月19日　11月16日 中野市内および周辺 中野市教育委員会 無料
【中野市立博物館】
http://www.city.nakano.nagano.
jp/city/hakubutukan/index.htm

中野市立博物館
TEL：0269-22-2005
FAX：0269-38-1290
hakubutsukan＠
city.nakano.nagano.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
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第61回「教育・文化週間」関連行事

長野県 中野市 ① 植物観察会
北信濃ふるさとの森文化公園を回り、特定の植物が花から実になるま
でを観察します。

10月26日　11月23日 北信濃ふるさとの森文化公園内 中野市教育委員会 無料
【中野市立博物館】
http://www.city.nakano.nagano.
jp/city/hakubutukan/index.htm

中野市立博物館
TEL：0269-22-2005
FAX：0269-38-1290
hakubutsukan＠
city.nakano.nagano.jp

長野県 中野市 ① 豊田の石仏を調べよう 豊田地区に点在する石造物の調査を行います。 11月2日 中野市豊田地区 中野市教育委員会 無料
【中野市立博物館】
http://www.city.nakano.nagano.
jp/city/hakubutukan/index.htm

中野市立博物館
TEL：0269-22-2005
FAX：0269-38-1290
hakubutsukan＠
city.nakano.nagano.jp

長野県 中野市 ①
中野市立博物館　開館10周年記
念企画展「山があるから-高社山
が育んだ自然と文化-」

中野市民の生活に深く関わってきた高社山の自然や文化について展示
します。

10月12日～12月22日 中野市立博物館　常設展示室 中野市教育委員会
【中野市立博物館】
http://www.city.nakano.nagano.
jp/city/hakubutukan/index.htm

中野市立博物館
TEL：0269-22-2005
FAX：0269-38-1290
hakubutsukan＠
city.nakano.nagano.jp

長野県 中野市 ③ 信州なかの音楽祭2019
市民が主体的に事業を企画・立案し、運営する音楽祭を開催することに
より、音楽によるまちづくりの推進と音楽文化の向上を図ることを目的と
します。

10月21日から11月9日
（平日）10月26日　11月
2.3.4.10日

中野市役所、中野市市民会館、中野陣
屋・県庁記念館
一本木公園中野小学校旧校舎・信州
中野銅石版画ミュージアム

信州なかの音楽祭実行委員会
信州なかの音楽祭HP
http://www.nakanomf.jp/

信州なかの音楽祭
実行委員会事務局
中野市くらしと文化部
文化スポーツ振興課内
0269-22-2111

長野県 中野市 ③ 第38回礰珉展
風土に根ざした新たな美の創造を目指し、公募作品による絵画展を開
催します。

10月17日～11月3日 中野市一本木公園展示館 中野市・岺樹会 無料
中野市くらしと文化部
文化スポーツ振興課
0269-22-2111

作品の応募には規定あり。

長野県 長野市 ①② ラボカフェ＃４　よるラボ
　一つのテーマについて、参加者それぞれが「信州・学び創造ラボ」で
「やってみたいこと」「こんなことできるかな？」という活動のアイデアを、
コーヒーを飲みながら気軽に話し合い考える。

10月18日
県立長野図書館
「信州・学び創造ラボ」

県立長野図書館 無料
【県立長野図書館HP】
http://www.librarypref.nagano.l
g.jp/

県立長野図書館企画協力課
電話：026-228-4939
FAX：026-291-6252
メール：ken-
tosho@library.pref.nagano.lg.jp

長野県 長野市 ①②
「信州・学び創造ラボ」
　ラボ・デザイン会議＃６

　参加者それぞれが「信州・学び創造ラボ」で「やってみたいこと」「こん
なことできるかな？」という活動のアイデアを語りながら、その活動やコ
ミュニティがラボという場で何を「受取り」、それをどうやってラボや公共
の場に「還す」ことができるかについて話し合い考える。

11月30日
県立長野図書館
「信州・学び創造ラボ」

県立長野図書館 無料
【県立長野図書館HP】
http://www.librarypref.nagano.l
g.jp/

県立長野図書館企画協力課
電話：026-228-4939
FAX：026-291-6252
メール：ken-
tosho@library.pref.nagano.lg.jp

長野県 長野市 ③
東山魁夷館リニューアルオープン
記念展

長野県信濃美術館 東山魁夷館は改修工事の為約2年半の休館を経て
2019年10月5日（土）にリニューアルオープンいたします。長野県信濃町
にある野尻湖を取材地とし、昭和30年度の芸術院賞を受賞した≪光昏
≫（日本芸術院蔵）などを当館が所蔵するスケッチなどと共に展示し、
作品が出来上がるまでの軌跡をご覧いただきます。

10月5日～12月3日 長野県信濃美術館 東山魁夷館 長野県、長野県信濃美術館
長野県信濃美術館HP
http://www.npsam.com/

長野県信濃美術館
026-232-0052

【観覧料】
大人500円、大学生300円、
高校生以下無料

長野県 長野市 ③

東山魁夷館リニューアルオープン
記念展関連イベント
記念対談「東山魁夷の芸術につい
て　千住博×若麻績敏隆」

現代を代表する画家として活躍し、日本画家の概念にとらわれない制
作活動を行う千住博氏と、千住氏と東京芸術大学の同期で画家の善光
寺白蓮坊住職若麻績敏隆氏との対談により、画家の視点から東山魁
夷作品の魅力に迫ります。

10月14日 善光寺大勧進　紫雲閣 長野県、長野県信濃美術館 無料
長野県信濃美術館HP
http://www.npsam.com/

長野県信濃美術館
026-232-0052

長野県 長野市 ③
東山魁夷館関連イベント「ギャラ
リートーク」

学芸員によるギャラリートーク
10月5、12、26日
11月9、23日

長野県信濃美術館 東山魁夷館 長野県、長野県信濃美術館
長野県信濃美術館HP
http://www.npsam.com/

長野県信濃美術館
026-232-0052

参加費は無料だが、観覧
料は必要

長野県 長野市 ③ ワンコイン寄席
ワンコイン（500円）で、日本の伝統芸能である落語を鑑賞していただき
ます。
出演は、落語協会などに所属している二つ目の噺家です。

11月14日 ホクト文化ホール　小ホール 一般財団法人長野県文化振興事業団
【ホクト文化ホールHP】
https://www.n-
bunka.jp/index.php

ホクト文化ホール
026-226-0008
n-kenbun@n-bunka.jp

長野県 長野市 ③

信州の伝統芸能公演
和ろうそくの灯りで観る人形浄瑠
璃の世界
古田人形芝居長野公演

伊那谷に約300年前から伝わる人形芝居の中から、古田人形芝居を取
り上げ、人形の展示、人形の扱い方等のワークショップ、和ろうそくの灯
りでの公演などを鑑賞します。

11月24日 ホクト文化ホール　小ホール 一般財団法人長野県文化振興事業団
【ホクト文化ホールHP】
https://www.n-
bunka.jp/index.php

ホクト文化ホール
026-226-0008
n-kenbun@n-bunka.jp

長野県 長野市 ① 第3回NAGANO コーラス・フェス 各団体の発表や合唱指導、全体合唱などを行います。 11月19日 長野市立東部文化ホール
長野市教育委員会事務局家庭・地域学
びの課

無料
長野市教育委員会事務局家庭・
地域学びの課
026-224-5082

長野県 長野市 ① 歌と健康セミナー

合唱指導、体ほぐしや発声のための簡単なストレッチ、歌と体や心の健
康についての社会教育的な講和を交えながら、歌を歌うことを楽しみな
がら健康づくりや生きがいづくりに関心を持ってもらえるような講座を行
います。

10月18日,25日,29日
11月1日,5日,12日

長野市立朝陽公民館、長野市立古里
公民館

長野市立朝陽公民館、長野市立古里公
民館

無料

長野市立朝陽公民館
026-243-7251
長野市立古里公民館
026-295-9707

長野県 長野市 ① 親子わくわくフェスタ2019

「親子の学び、ふれあい」をテーマに、親子で楽しめるイベントを実施
し、親子の学びを通して親子のふれあいの機会を提供します。（親子あ
そび歌・ダンスショー、親子ダンス教室、親子レク教室、科学の教室、電
子工作教室、環境保全教室、工作教室、将棋教室、プログラミング教
室、木工作教室、食育教室、絵本朗読劇、読書カード作り、公民館親子

11月10日 長野市生涯学習センター
長野市教育委員会 家庭・地域学びの
課、生涯学習センター

無料
city.nagano.nagano.jp/soshiki/1
54/

長野市
生涯学習センター
026-233-8080

長野県 長野市 ①③

トイーゴセミナー
「知ると広がる長野市のモノ・コト
講座」①
～長野市の指定文化財を学ぶ～

長野市内の様々な文化財について、具体的事例をもとに写真や図を
使ってその体系（種類）や文化財となった理由などを基本からわかり易く
解説します。

11月7日 長野市生涯学習センター 長野市教育委員会 生涯学習センター 無料
city.nagano.nagano.jp/soshiki/1
54/

長野市
生涯学習センター
026-233-8080

長野県 長野市 ①③

トイーゴセミナー
「知ると広がる長野市のモノ・コト
講座」②
～遺跡の発掘調査でわかること～

考古学に基づく発掘調査の具体的な方法や珍しい発見などの貴重な成
果について写真やイラストをもとに、長野市の先人たちの暮らしぶりを
学びます。

11月14日 長野市生涯学習センター 長野市教育委員会 生涯学習センター 無料
city.nagano.nagano.jp/soshiki/1
54/

長野市
生涯学習センター
026-233-8080

長野県 長野市 ① つまみ細工講座 伝統行事の七五三の飾りなどを作成します。 10月4日 長野市立芹田公民館 長野市立芹田公民館
https://serita-
area.jp/contents/

長野市立芹田公民館
026-228-3659

長野県 長野市 ① 芹の里散策講座
芹田地区の史跡と文化財について芹田地区観光マップを基に散策し、
今まで知らなかった地域の魅力を再発見することにより地域への関心
を高めます。

10月5日
11月9日

長野市芹田地区の野外 長野市立芹田公民館 無料
https://serita-
area.jp/contents/

長野市立芹田公民館
026-228-3659

長野県 長野市 ① 第20回みんなで森林体験学習
地域のボランティア指導員と一緒に、枝打ち、間伐、農業体験等を通し
て楽しみながら森の素晴らしさ及び環境の保全について学びます。

10月19日 飯綱高原
長野市立芹田公民館
芹田地区住民自治協議会
（青少年育成委員会）

https://serita-
area.jp/contents/

長野市立芹田公民館
026-228-3659

長野県 長野市 ③ 芹田健康セミナー③、④
健康で楽しく生活するための心と体づくりを学びます。手先を使って折り
紙や消しゴムはんこなどを作り、脳を活性化し、健康意識を高めます。

10月23日
11月22日

長野市立芹田公民館 長野市立芹田公民館
https://serita-
area.jp/contents/

長野市立芹田公民館
026-228-3659

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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長野県 長野市 ① 秋の楽しい料理 季節の食材で季節感のある家庭料理を作り、楽しみます。 10月29日 長野市立芹田公民館 長野市立芹田公民館
https://serita-
area.jp/contents/

長野市立芹田公民館
026-228-3659

長野県 長野市 ① おやきづくり講座 郷土食のおやきを作り、郷土食の良さを学び楽しみます。 11月27日 長野市立芹田公民館 長野市立芹田公民館
https://serita-
area.jp/contents/

長野市立芹田公民館
026-228-3659

長野県 長野市 ③ マリンバコンサート
来場者に気軽な音楽鑑賞の機会を提供するとともに、地元の演奏家に
活躍の場を提供することもねらいとして、マリンバによる演奏会を開催し

10月31日 長野市立吉田公民館 長野市立吉田公民館 無料
長野市立吉田公民館
026-241-6354

長野県 長野市 ③ 第33回　吉田町文化祭
地域の文化活動と交流の一層の推進を図るため、市民サークル等によ
る詩吟、コーラス、ダンスなどの音楽・舞踏の発表、及び書道、絵画、俳
句、写真などの作品展示を実施します。

11月3日 長野市立吉田公民館
吉田地区住民自治協議会・公民館委員
会

無料
長野市立吉田公民館
026-241-6354

長野県 長野市 ① 歴史講座①～⑤

３回の館内講座と２回の館外講座に分けて郷土の歴史を総合的に学び
ます。第１回は古里地区の成り立ちについて地元講師による講義を受
け、第２回は実際に地区内の歴史的施設を歩いて回ります。また、第３
回・第４回は古里地区の遺跡、近世の歴史について学芸員等による講
習会を行います。さらに第５回は地区を飛び出し、善光寺表参道を散策
しながら門前町の歴史的背景を学びます。地元住民をはじめ多くの方
に郷土に対する興味を深めてもらいたいという主旨で開催する講座で

10～11月 長野市立古里公民館 長野市立古里公民館
長野市立古里公民館
026-295-9707

長野県 長野市 ③ 文化講座「小林一茶を訪ねて」
参加者を一般募集し、信濃町にある一茶記念館を訪れる文化講座で
す。記念館の見学を通して俳人・小林一茶の生涯や俳句に関する学習
を行います。

11月12日 一茶記念館 長野市立古里公民館
長野市立古里公民館
026-295-9707

長野県 長野市 ①②③ 秋の史跡めぐり
世代を越えた近隣の人々と出会い、史跡や文化を見聞し学習を通して
相互の親睦を深めます。今年度は近代教育の象徴、学びの源流である
旧開智学校を訪ねます。

10月26日
松本市
旧開智学校
松本市歴史の里

長野市立浅川公民館
浅川地区地区公民館連合会

長野市立浅川公民館
026-263-1001

長野県 長野市 ①③ 浅川ゆうわ祭
「お祭りパワーで地域力アップ」をスローガンに掲げ、地域の各種団体
や個人による演芸発表や作品等展示が行われます。

11月3日 長野市立浅川公民館
浅川地区住民自治協議会
浅川地区地区公民館連合会

無料
長野市立浅川公民館
026-263-1002

長野県 長野市 ③ 若槻あいあい文化祭
成人学校やサークル、有志個人による展示・ステージ発表です。日頃の
学習の成果を広く地域の方に発表し、交流を深めます。

11月16日 若槻コミュニティセンター 長野市立若槻公民館 無料
長野市立若槻公民館
026-295-3355

長野県 長野市 ①
紫式部の人生パート2「紫式部家
集」より

近代文学研究者の講演です。 11月19日 長野市篠ノ井老人福祉センター 長野市篠ノ井交流センター 無料
【篠ノ井交流センターHP】
https://sites.google.com/a/shi
nonoi.org/ph/

長野市篠ノ井交流センター
026-292-2121

2ヶ月前から受付開始

長野県 長野市 ③
第１回
篠ノ井センター芸能祭

作品展示・芸能ステージ発表及びお抹茶席があります。
展示11月1日～3日
ステージ発表・お抹茶席
11月3日

長野市篠ノ井交流センター 長野市篠ノ井交流センター
【篠ノ井交流センターHP】
https://sites.google.com/a/shi
nonoi.org/ph/

長野市篠ノ井交流センター
026-292-2121

長野県 長野市 ① かぎ針で編んでみよう 織物風マフラーとかわいい小さな襟巻を編みます。 11月5日、19日、12月3日 長野市篠ノ井老人福祉センター 長野市篠ノ井交流センター 無料
【篠ノ井交流センターHP】
https://sites.google.com/a/shi
nonoi.org/ph/

長野市篠ノ井交流センター
026-292-2121

2ヶ月前から受付開始

長野県 長野市 ① 寄せ植えを楽しもう《秋》
季節の花や球根を使った寄せ植えを作り、その管理をしながら花を楽し
みます。

11月6日 長野市篠ノ井交流センター 長野市篠ノ井交流センター 無料
【篠ノ井交流センターHP】
https://sites.google.com/a/shi
nonoi.org/ph/

長野市篠ノ井交流センター
026-292-2121

2ヶ月前から受付開始

長野県 長野市 ① 手作りねこベスト ちくちく手縫いで作ります。 11月12日、19日、26日 長野市篠ノ井交流センター 長野市篠ノ井交流センター
【篠ノ井交流センターHP】
https://sites.google.com/a/shi
nonoi.org/ph/

長野市篠ノ井交流センター
026-292-2121

2ヶ月前から受付開始

長野県 長野市 ①
桃のさと「川中島大学」館外研修№
１

川中島町公民館公民館恒例の館外研修で、戸隠地質化石博物館学芸
員による地質散策を行います。定員は40名です。

10月2日 戸隠方面 長野市立川中島町公民館
http://kawanakajima-
hp.pupu.jp/

長野市立川中島町公民館
026-284-8222

長野県 長野市 ①③
桃のさと「川中島大学」館外研修№
２

川中島町公民館公民館恒例の館外研修で、国宝松本城を中心に松本
地方の歴史・文化に触れます。定員は40名です。

11月7日 松本方面 長野市立川中島町公民館
http://kawanakajima-
hp.pupu.jp/

長野市立川中島町公民館
026-284-8223

長野県 長野市 ① 第39回七二会地区文化芸能祭 公民館サークルや地区住民が、日頃の学習の成果を発表します。 11月3日
長野市立七二会公民館
七二会中学校体育館
七二会郷土歴史資料館

七二会地域公民館連絡委員会、七二会
文化芸術団体連絡委員会、七二会郷土
歴史資料館管理運営委員会、長野市立
七二会公民館

無料
長野市立
七二会公民館
026-229-2761

長野県 長野市 ③ お届け芸術館コンサート（仮称）
長野市芸術文化振興財団から派遣された演奏家によるコンサートで
す。

11月 七二会中学校体育館 長野市立七二会公民館 無料
長野市立
七二会公民館
026-229-2761

長野県 長野市 ①③ こども人形劇鑑賞 親子で人形劇を鑑賞します。 10月12日 長野市立豊野公民館 長野市立豊野公民館 無料
長野市立豊野公民館
026-257-5875

長野県 長野市 ①③ ゆたかの音楽会 テノールの独唱を聴き、合唱の指導を受けます。 10月24日 長野市立豊野公民館 長野市立豊野公民館 無料
長野市立豊野公民館
026-257-5875

長野県 長野市 ①③
とよのむかしばなしで ぶらマップ
五

「とよのいいとこマップ」を活用した街歩き講座です。 10月 豊野地区 長野市立豊野公民館 無料
長野市立豊野公民館
026-257-5875

長野県 長野市 ①③ 豊野町文化祭
文化活動に取り組む様々な団体や個人が、日ごろの活動成果を発表し
ます。舞台発表と展示発表があります。参加者にも実行委員になってい
ただき、交流・情報交換もしていただきます。

11月3日 長野市立豊野公民館 長野市立豊野公民館 無料
長野市立豊野公民館
026-257-5875

長野県 長野市 ①③ はなしの種　四 若穂地区の寺社仏閣をめぐります。 11月14日 現地 長野市立豊野公民館
長野市立豊野公民館
026-257-5875

長野県 長野市 ①③ 大人の社会見学 発酵食品会社等を訪ねます。 11月27日 現地 長野市立豊野公民館
長野市立豊野公民館
026-257-5875

長野県 長野市 ③ 第２１回南部図書館まつり

市内外の子どもから大人を対象に、講演会、ワークショップ、おはなし
会、押し花体験と展示、工作、スタンプラリー、本の福袋、地元スポーツ
チーム展示、除籍本を無料配布する「リサイクル広場」、おすすめ本の
展示・小冊子の配布など、各種イベントを通じて図書館や本に親しんで
いただくことにより、図書館利用者の増加の促進と本市の文化の普及

10月26日～27日 長野市立南部図書館２階ほか
長野市立
南部図書館

無料
https://library.nagano-
ngn.ed.jp/

長野市立南部図書館図書担当
026－292－0143

長野県 長野市 ① 無料公開
文化の日にちなみ、市立博物館の本館、分館とも入館料を無料としま
す。

11月3日

博物館（ﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑを含む）、信州新町
美術館・有島生馬記念館・信州新町化
石博物館、戸隠地質化石博物館、鬼無
里ふるさと資料館

長野市立
博物館

無料
http://www.city.nagano.nagano.
jp/museum

長野市立博物館
026-284-9011

長野県 長野市 ③ 長野市野外彫刻めぐり
市内に149点ある野外彫刻の内、毎回場所を変え、約10点余りを講師
の解説付きで巡るツアーです。

10月19日 長野市内 長野市
http://www.city.nagano.nagano.
jp/soshiki/geijutsu/

長野市文化芸術課
026-224-7504

長野県 長野市 ③ 長野市野外彫刻めぐり
市内に149点ある野外彫刻の内、毎回場所を変え、約11点余りを講師
の解説付きで巡るツアーです。今回はスポーツとコラボして、ポール
ウォーキングをしながら野外彫刻を鑑賞します。

11月7日 南長野運動公園 長野市
http://www.city.nagano.nagano.
jp/soshiki/geijutsu/

長野市文化芸術課
026-224-7504

長野県 長野市 ③ 街角アート＆ミュージック
市民が気軽に芸術や音楽に親しめて、発表できる場を提供するため、
市内各地で開催するにぎわいイベントです。

10月12日 善光寺境内　六地蔵広場 長野市 無料
http://www.city.nagano.nagano.
jp/soshiki/geijutsu/

長野市文化芸術課
026-224-7504

長野県 長野市 ③ 街角アート＆ミュージック
市民が気軽に芸術や音楽に親しめて、発表できる場を提供するため、
市内各地で開催するにぎわいイベントです。

10月19日 TOiGO広場 長野市 無料
http://www.city.nagano.nagano.
jp/soshiki/geijutsu/

長野市文化芸術課
026-224-7504
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長野県 長野市 ③ 街角アート＆ミュージック
市民が気軽に芸術や音楽に親しめて、発表できる場を提供するため、
市内各地で開催するにぎわいイベントです。

11月9日 善光寺境内　六地蔵広場 長野市 無料
http://www.city.nagano.nagano.
jp/soshiki/geijutsu/

長野市文化芸術課
026-224-7504

長野県 長野市 ③ わが街ながののアート探訪
市内の作家や作品を訪ねることで、魅力ある文化芸術を再認識し身近
なものに感じてもらいます。今回は、「第70回記念北信美術展 作品鑑
賞」がテーマです。

11月3日 長野市生涯学習センター 長野市
http://www.city.nagano.nagano.
jp/soshiki/geijutsu/

長野市文化芸術課
026-224-7504

長野県 長野市 ③ わが街ながののアート探訪
市内の作家や作品を訪ねることで、魅力ある文化芸術を再認識し身近
なものに感じてもらいます。今回は、「マツシロック・アート展鑑賞×アロ
マ体験×陶芸体験」がテーマです。

11月4日 松代地区 長野市
http://www.city.nagano.nagano.
jp/soshiki/geijutsu/

長野市文化芸術課
026-224-7504

長野県 長野市 ③
デンマーク親善フェア
文化芸術プロジェクトアート展

ホストタウンであるデンマーク王国の文化芸術を広く市民に知っていた
だくために開催します。会場ではレゴブロック体験や様々な制作体験が
できます。地元作家による、デンマークをイメージした作品の展示もあり

10月12～19日 長野市芸術館　展示サロン 長野市
http://www.city.nagano.nagano.
jp/soshiki/geijutsu/

長野市文化芸術課
026-224-7504

長野県 長野市 ③
デーモン閣下の邦楽維新
collaboration
-信州中秋純愛譚-

楽器が語り、朗読が謳う！伝統文化と現代ポップ・アート、芸術と娯楽
の絶妙なるコラボレーションが純邦楽の既成概念を「開国」させます。

10月14日 長野市芸術館メインホール 長野市 http://www.nagano-arts.or.jp/
一般財団法人
長野市文化芸術振興財団

長野県 長野市 ③ 加藤昌則のぶっとび！クラシック2
クラッシクの奥深い世界への”とびら”を作曲家・ピアニストの加藤昌則
さんが、ひとつ、ふたつと開けちゃうレクチャー講座です。

10月16日
11月27日

長野市芸術館リサイタルホール 長野市 http://www.nagano-arts.or.jp/
一般財団法人
長野市文化芸術振興財団

長野県 長野市 ③
オーケストラ・アンサンブル金沢
歌声で繋ぐコンサート

オーケストラ・アンサンブル金沢とトップシンガーである森山良子さんの
心に染みる歌声に、長野ユリーカ女声合唱団と長野市芸術館ジュニア
合唱団が共演します。

10月17日 長野市芸術館メインホール 長野市 http://www.nagano-arts.or.jp/
一般財団法人
長野市文化芸術振興財団

長野県 長野市 ③
水曜ひるまのクラシック・リサイタ
ルシリーズ　金子三勇士ピアノ・リ

平日の昼下がりのリサイタルホールで上演される、ちょっと上質でちょっ
と贅沢なクラシック・コンサートです。

11月13日 長野市芸術館リサイタルホール 長野市 http://www.nagano-arts.or.jp/
一般財団法人
長野市文化芸術振興財団

長野県 長野市 ③
長野市芸術館ジュニア合唱団第１
回定期演奏会

長野市芸術館に住む「小さな芸術家」たちによる、初の定期演奏会。将
来長野市から世界へ羽ばたいていく子どもたちの歌声は必聴です。

11月17日 長野市芸術館メインホール 長野市 http://www.nagano-arts.or.jp/
一般財団法人
長野市文化芸術振興財団

長野県 長野市 ③ 上條頌presentsスペシャルライブ
三浦大知さんなどのビック・アーティストをサポートするギタリストのスペ
シャル・ライブです。

11月23日 長野市芸術館メインホール 長野市 http://www.nagano-arts.or.jp/
一般財団法人
長野市文化芸術振興財団

長野県 長野市 ②
第16回「長野県高校生 英語スピー
チ・レ
シテーション コンテスト」

長野県の高校生英語表現力向上を目的に開催いたします。レシテー
ション部門、スピーチ/プレゼンテーション部門の２部門でのコンテストを
行います。

11月17日 清泉女学院大学 清泉女学院大学 無料
https://www.seisen-
jc.ac.jp/info/2019/07/hs-
contest2019.php

教務学生部ｺﾝﾃｽﾄ係
026-295-1312

長野県 長野市 ③ キッズカルチャーEXPO2019
清泉女学院短期大学幼児教育科がプロデュースする子ども文化に関す
る総合イベントを開催します。こどもセルフ食堂も同時開催します。

10月26日 清泉女学院短期大学 清泉女学院短期大学 無料 https://www.seisen-jc.ac.jp/
地域連携センター
026-295-1325

長野県 長和町 ① 令和元年度　長和町総合文化祭
生涯学習講座での作品展示及びステージ発表
個人作品展示

11月2日・3日 長門町民体育館 教育委員会 無料
長和町教育委員会
0268-68-2127

長野県 南木曽町 ③ 町民展 南木曽町民が作成した作品の展示会 10/19～23 南木曽会館 南木曽町 無料
南木曽町教育委員会
0264-57-3335

長野県 白馬村 ①②
第19回　白馬村青少年育成村民
大会

中学生の意見発表と講演会を開催します。
講演は「トラの絶滅と私たちの関係」～地球は生命の共生で成り立って
いる～
ジャポニカ学習帳の写真やNHK「ダーウィンが来た」撮影企画をしてい
る写真家　山口進氏が自然保護や環境教育について講演していただき

10月19日 白馬ウイング21文化ホール 白馬村青少年育成村民会議 無料
白馬村教育委員会
生涯学習スポーツ課
0261-85-0726

長野県 白馬村
①②
③④

第49回　白馬村文化祭
村内の芸術文化の作品発表
音楽・芸能発表
姉妹都市交流など

11月1日～3日 白馬ウイング21文化ホール 白馬村公民館 無料
白馬村教育委員会
生涯学習スポーツ課
0261-85-0726

長野県 原村 ①③ 原村村民文化祭
文化・芸術に関する村民意識の高揚と啓発を図り、生涯学習の振興を
目的として日ごろの活動の成果を発表しあう展示発表会を開催する。

11月9日～11月10日 原村社会体育館 原村 無料 gakushu01@vill.hara.lg.jp
原村教育委員会
生涯学習課
生涯学習係　0266-79-7940

長野県 富士見町 ③ 第53回総合文化祭・芸能音楽祭 団体、個人による作品の展示や、芸能音楽発表を行います。 11月2日～4日
富士見町コミュニティ・プラザ
富士見グリーンカルチャーセンター

富士見町公民館 無料
富士見町公民館
電話：0266-62-7900

長野県 富士見町 ③ 若狭宣子水彩画展
透明水彩で描いた１００号までの具象・抽象画約４０点を展示。親子水
彩画教室（10/20）、ギャラリートーク（11/10）

10月12日～12月15日 富士見町高原のミュージアム 富士見町教育委員会
http://www.town.fujimi.lg.jp/sit
e/haku1/

富士見町高原のミュージアム
0266-62-7930

長野県 富士見町 ① 図書館講座（きたじまごうき） 富士見町在住の絵本作家による読み聞かせ等のイベント 11月24日 富士見町コミュニティ・プラザ大会議室 富士見町図書館 無料
http://www.town.fujimi.lg.jp/sit
e/library1/

富士見町図書館
0266-62-7930

長野県 富士見町 ①③ 高原の縄文王国収穫祭
縄文土器や土偶の文様などから当時のお祭りを再現したイベント。縄文
時代の食や生活を体験できるワークショップが行われるほか、古代米
やキノコ汁などの試食も楽しめる。また、地元の太鼓演奏や野菜販売な

10月20日 井戸尻史跡公園 高原の縄文王国収穫祭実行委員会 無料
http://userweb.alles.or.jp/fujimi
/idojiri.html

井戸尻考古館
0266-62-2044

長野県 富士見町 ①③

八ヶ岳定住自立圏共生ビジョン資
料館連携展示「ワンダフル・ジャー
ニー～星降る八ヶ岳山麓の縄文世
界～」展関連イベント　ミニシンポ
ジウム「3市町村の連携展示がで

八ヶ岳定住自立圏共生ビジョン資料館連携展示「ワンダフル・ジャー
ニー～星降る八ヶ岳山麓の縄文世界～」展の関連行事として開催する
イベント。三市町村の担当者が連携展示を行う中での苦労話や展示の
見所などについて語る座談会。

11月10日 富士見町コミュニティ・プラザ
山梨県北杜市、長野県富士見町
長野県原村

無料
井戸尻考古館
0266-62-2044

長野県 松川町 ① 活き生きウォーキング
①健康の維持増進（生活習慣病要望、高齢期に向けての筋力アップ）
②運動学習（気力と体力、学び、コミュニティ）
上記をねらい、自ら実践する継続的運動につなげることを目的とする。

10月20日 町内野外
松川町スポーツ推進委員会
松川町生涯学習課

無料
松川町中央公民館
0265-36-2622

長野県 松川町 ①③ ツツザキヤマジノギク観察会
松川町にのみ存在する、絶滅危惧種を保護する活動。
生育に支障となる外来植物の除去及び、その保護活動の普及。

10月19日 町内天竜川河川敷 松川町中央公民館 無料
松川町中央公民館
0265-36-2622

長野県 松川町 ① 第35回松川町駅伝大会
走るという誰もが取り組みやすい競技を通じて町民の親睦と健康づく
り、併せて生涯スポーツとしての普及を図る。

11月3日 町内駅伝コース 松川町中央公民館 無料
松川町中央公民館
0265-36-2622

長野県 松川町 ① 県民コンサート　in　松川町
長野県共催にて交響楽団を町へ招聘する。
普段触れる機会の少ないオーケストラによる演奏を、町民に体験しても
らう機会を創る。

11月16日 松川中学校体育館
松川町中央公民館
長野県

無料
松川町中央公民館
0265-36-2622

長野県 松川村 ① 松川村文化祭
村民の自主的文化活動の成果の発表の場として実施。活動団体が世
代や地域を越え、互いの作品を鑑賞し、村民の文化の意識向上を目指
す。展示発表、芸能発表を行う。

10月25～27日 松川村すずの音ホール 松川村公民館 無料
松川村公民館
0261-62-2481

長野県 松川村 ① 読書月間 村民に図書館の周知及び利用の向上と読書の推進を行う。 11月 松川村図書館 松川村図書館 無料
松川村図書館
0261-62-0450

長野県 松川村 ①
村民オペラ「ヘンゼルとグレーテ
ル」

すずの音ホール開館10周年に合わせ、村民有志によりオペラを上演。
あまり聞く機会のないオペラを村民の方に鑑賞していただき、クラシック
音楽に親しんでもらう。

11月16、17日 松川村すずの音ホール 松川村図書館 無料
松川村公民館
0261-62-2481

長野県 松本市 ①③

長野県信濃美術館・松本市美術館
交流展
「日本画の冒険者たち－この秋、
信州の名品に出会う－」

長野県信濃美術館と松本市美術館の共同企画として、両館が誇る日本
画コレクションから、菱田春草や横山大観ら日本美術院の作家をはじ
め、近代から現代に活躍する信州ゆかりの日本画家の作品約80点を展
示します。松本地域や長野県の日本画の変遷を辿りつつ、現代の表現
の多様性、さらにはその可能性をご紹介します。

9月21日～11月24日 松本市美術館
松本市美術館
長野県
長野県信濃美術館

長野県信濃美術館HP
http://www.npsam.com/movem
ent-
exchange/detail/matumotomei
hinten

 松本市美術館
 0263-39-7400

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

長野県 松本市 ①②

内閣府「地域提案型交通安全支援
事業」
親子で学ぶ自転車安全教室（仮
称）

「長野県自転車の安全で快適な利用に関する条例」の施行初年度にあ
たり、ライフステージに応じた自転車安全教育の充実を図る一環とし
て、自転車に乗り始める子どもと保護者を対象に、参加・体験型の自転
車交通安全教室を開催します。

10月27日 やまびこドーム 長野県他 無料
長野県県民文化部
くらし安全・消費生活課
026-235-7174

長野県 松本市 ③
長野県芸術監督団事業　トランク
シアター・プロジェクト2019　月夜の
ファウスト

2018年夏、長野県芸術監督（演劇）の串田和美と各地域の実行委員会
が協働して良質な演劇作品を長野県内各地に届ける「トランクシア
ター・プロジェクト」が誕生しました。今回は、串田和美がトランクシア
ター・プロジェクトのために脚本・演出を手掛ける新作『月夜のファウス
ト』を上演します。

10月16日 松本市波田公民館

一般財団法人長野県文化振興事業団、
地域実行委員会（飯山、飯綱、上田、軽
井沢、佐久、安曇野、松本波田、松本安
曇、茅野、伊那、飯田）、長野県

【長野県芸術監督団事業HP＞
【演劇】トランクシアター・プロ
ジェクト2019『月夜のファウス
ト』】
https://www.geijyutsukantokud
an.jp/theatre/2019%e5%b9%b4%
e5%ba%a6%e3%83%88%e3%83%a9
%e3%83%b3%e3%82%af%e3%82%b
7%e3%82%a2%e3%82%bf%e3%83%
bc%e3%83%bb%e3%83%97%e3%83
%ad%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%8
2%af%e3%83%88%e3%81%af%e3%8

長野県文化振興事業団
（芸術文化推進室）
電話：026-223-2111
メール：kenbun-
geijutsu@snow.ocn.ne.jp

長野県 松本市 ①②

信州環境カレッジ×長野県NPOセ
ンター協働講座
「SDGs de 地方創生」カードゲーム
体験

持続可能なまちづくりのキーワードとして、「SDGs(持続可能な開発目
標）」が注目度を増す中、SDGsと地方創生の文脈を掛けあわせた体験
型シミュレーションゲームを通して、SDGsが大事にしている考え方を学
び、地域活性化・地方創生に生かす方法について考えながら、持続可
能なまちづくりを体感していきます。

11月2日
松本国際高校
（松本市村井駅前）

長野県 無料
https://shinshu-
ecollege.pref.nagano.lg.jp/

信州環境カレッジ
運営事務局
（一般社団法人長野県環境保全
協会）
026-237-6620

長野県 松本市 ①③ 第60回松本市芸術文化祭
松本市を中心に芸術文化活動を行う団体及び個人が企画・運営し、松
本市芸出文化祭を実施しています。

主に
10月～12月

美術館、芸術館(松本市内)　他 松本市・松本市教育委員会 無料
生涯学習課・中央公民館
電話：0263-32-1132

長野県 松本市 ① 図書館まつり
読書週間に合わせて市民に図書館に親しんでもらい、読書活動の啓発
及び普及を図るため、講演会、リサイクル本配布、お話会を開催するも
のです。

10月26日 松本市中央図書館 松本市 無料
【松本市中央図書館HP】
http://www.lib.city.matsumoto.l
g.jp/

松本市教育部中央図書館
電話：0263-32-0099
メール：matsumoto.lg.jp

長野県 松本市 ① 第６３回お城まつり

国宝松本城で行われる秋の行事の総称。11月3日を中心に10月から11
月にかけて開催します。期間中、合同茶会、人形飾り物展、古式砲術
演武、菊花展、剣道なぎなた大会、吟詠詩剣舞、少年少女武者行列、
古城太鼓演奏、秋の茶会、二十六夜神例大祭、奉射弓道大会が行わ

10月12日～11月8日 国宝松本城 松本城管理事務所
https://www.matsumoto-
castle.jp/event

0263-32-2902

長野県 松本市 ③④ 国宝松本城と鷹狩り
　「松本城を中心にしたまちづくり」の一環として、江戸時代に武家の礼
法として受け継がれてきた鷹狩りの文化に親しんでもらうための実演と
講演会を開催します。

11月17日 国宝松本城 松本城管理事務所 無料
https://www.matsumoto-
castle.jp/event

0263-32-2902

長野県 松本市 ③
企画展「井川から林へ～信濃守護
小笠原氏と城の移り変わり～」

小笠原氏城跡の国史跡指定を記念して、信濃守護小笠原氏の足跡と
城跡を、発掘出土品を中心にたどります。

10月19日～11月17日 松本市時計博物館　3階企画展示室 松本市教育委員会 無料
http://www.city.matsumoto.nag
ano.jp/miryoku/index.html

松本市教育委員会
文化財課史跡整備担当

企画展観覧は無料、ただし
時計博物館常設展を見る
場合は有料

長野県 松本市 ③ 現地講座「歩いて体感・林城」 林大城を登って体感しながら、山城や文化財について学びます。 10月26日 林城 松本市教育委員会
http://www.city.matsumoto.nag
ano.jp/miryoku/index.html

松本市教育委員会
文化財課史跡整備担当

9/17から申込み受付（定員
70名に達し次第締切）、参
加者は保険代として100円

長野県 松本市 ③
講演会・対談「小笠原氏城跡と魅
力あふれる松本の山城」

城郭考古学の第一人者である中井均氏（講演、対談）と、城好き噺家の
春風亭昇太氏（対談のみ）が、松本の山城について語り合います。

10月27日 松本市音楽文化ホール 松本市教育委員会 無料
http://www.city.matsumoto.nag
ano.jp/miryoku/index.html

松本市教育委員会
文化財課史跡整備担当

8/30に申込み締切（定員到
達）、当日受付はありませ
ん。

長野県 松本市 ①
長野県信濃美術館・松本市美術館
交流展「日本画の冒険者たち―こ
の秋、信州の名品に出会う―」

長野県と松本市２つの公立美術館の日本画コレクションから厳選した約
８０点を通して、長野県と松本地域の日本画の変遷を辿りつつ、表現の
多様性とその可能性をご紹介します。

9月21日～11月24日 松本市美術館 松本市教育委員会
http://matsumoto-
artmuse.jp/exhibition/special/1
2835/

松本市美術館0263-39-7400

長野県 松本市 ①
あそ美じゅつ「松本の色～色さい
ハンターになって絵の具をつくろう

松本の町なかで集めた葉っぱや土、石を材料にして絵の具をつくりま
す。

11月2日 松本市美術館 松本市教育委員会 松本市美術館0263-39-7400

長野県 松本市 ①
松本市美術館友の会ワークショッ
プ　人物デッサン会

美術館友の会が講師を務めて、モデルを使った本格的なデッサンを体
験します。

11月3日 松本市美術館 松本市美術館友の会 松本市美術館0263-39-7400

長野県 松本市 ①③
企画展「丸山太郎の藁の一生　誇
らずじみで美しく」

松本民芸館を創館した丸山太郎は、雑誌『信濃路』に「藁の一生」という
記事を掲載しました。そこには一途に奉仕する藁への敬愛と愛情が溢
れています。編組品を中心に私たちの暮らしに寄り添ってきた藁をご覧

9月10日～12月8日 松本民芸館 松本民芸館
松本市立博物館ＨＰ
http://www.matsu-haku.con

松本民芸館0263-33-1569

長野県 松本市 ①③
民芸講演会「民芸運動から教わっ
た松本の家具作り」

秋の民芸学習会として講演会を開催します。講師は長野県民藝協会副
会長の池田素民氏です。氏は松本の民芸運動の中心的役割を果たし
た一人である、池田三四郎の孫にあたります。

11月17日午後1時30分 松本民芸館 松本民芸館
松本市立博物館ＨＰ
http://www.matsu-haku.con

松本民芸館0263-33-1569

長野県 松本市 ③
企画展『枯れざる生命（いのち）
　　　　　　　　　　　　　～空穂と万葉
集～』

万葉集の全歌評釈を成し遂げた松本市和田出身の歌人・窪田空穂。初
めて万葉集にふれた若き日から、『万葉集評釈』執筆までの空穂の思
いに触れる展覧会です。

9/14～11/24 窪田空穂記念館
松本市立博物館附属施設 窪田空穂記
念館

http://matsu-
haku.com/kubota/

窪田空穂記念館
TEL　48-3440

長野県 松本市 ③
企画展記念講演会『万葉集の魅力
　　　　　　　　　～窪田空穂にふれ
ながら～』

企画展『枯れざる生命(いのち)～空穂と万葉集～』の記念講演会です。
10/19
午後1時半～3時

窪田空穂生家（窪田空穂記念館向か
い）

松本市立博物館附属施設 窪田空穂記
念館

無料
http://matsu-
haku.com/kubota/

窪田空穂記念館
TEL　48-3440

講師：
内藤 明 氏（早稲田大学教
授）

長野県 松本市 ③ 今昔はかり展 重さの定義が130年ぶりに変わったことについてご紹介します。 10/26～11/24 松本市はかり資料館 松本市はかり資料館
http://matsu-
haku.com/hakari/

松本市はかり資料館
36-1191

長野県 松本市 ③ 計量記念日事業　無料開館
11/1は計量記念日です。これを記念し、「今昔はかり展」を無料で開催
します。

11月3日 松本市はかり資料館 松本市はかり資料館 無料
http://matsu-
haku.com/hakari/

松本市はかり資料館
36-1192

長野県 松本市 ③ 大学祭（第54回銀嶺祭）
毎年秋に行われる銀嶺祭は歴史が長く、今年で54回目。今年は11月3
日(日)、4日(月)に「和」（なごみ）というテーマで開催します。毎年恒例の
サークルによるステージパフォーマンス、模擬店や教室企画を開催しま

11月3日～4日 信州大学松本キャンパス 国立大学法人信州大学 無料 https://twitter.com/ginreifes
銀嶺祭実行委員会
Mail:ginreifes@gmail.com

長野県 南相木村 ③ 南相木村総合文化祭・そば祭り 村総合文化祭・そば祭りを行います。 11月3日 南相木村公民館 南相木村公民館 無料
南相木村公民館
0267-78-2433
kyouiku@vill.minamiaiki.nagano.jp

長野県 南相木村 ③ 南相木村総合文化祭
一般住民・小学生・保育園児等の作品展示を行います。また、午前中
は各クラブ等の発表、午後は講演会を行います。

11月4日 南相木村公民館 南相木村公民館 無料
南相木村公民館
0267-78-2433
kyouiku@vill.minamiaiki.nagano.jp

長野県 南箕輪村 ①③ 村郷土館特別展
村文化祭の時期にあわせて、村郷土館にて通常の常設展とは別に特
別展を企画します。

11月上旬予定 村郷土館 南箕輪村教育委員会 無料
【南箕輪村】
http://www.vill.minamiminowa.n
agano.jp/

南箕輪村教育委員会
事務局社会教育係
0265-76-7007

長野県 南箕輪村 ①③ 南箕輪村民文化祭
村民の文化向上のため、文化祭を開催します。ステージ発表や作品の
展示が行われます。

11月2日～3日 村民センター 南箕輪村文化団体連絡協議会 無料
【南箕輪村】
http://www.vill.minamiminowa.n
agano.jp/

南箕輪村教育委員会
事務局社会教育係
0265-76-7007

長野県 南箕輪村 ①②④
人材育成事業（南箕輪村立南部小
学校）

講師を招き小学生の人材育成のための講演会を行います。対象者は
南部小学校の生徒で科学に関する公演です。

10月16日 南箕輪中学校体育館 南箕輪村教育委員会 無料
【南箕輪村】
http://www.vill.minamiminowa.n
agano.jp/

南箕輪村教育委員会
事務局社会教育係
0265-76-7007

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

長野県 南箕輪村 ①
人材育成事業（地域づくり特別公
演）

村文化祭にあわせて講師を招き、講演会を実施します。今年度は特別
公演と題し、南箕輪村ふるさと大使による公演を行います。

11月2日 村民センター 南箕輪村教育委員会 無料
【南箕輪村】
http://www.vill.minamiminowa.n
agano.jp/

南箕輪村教育委員会
事務局社会教育係
0265-76-7007

長野県 南箕輪村 ①③ 図書館リサイクル本市
村文化祭の時期にあわせて、併設する村図書館にてリサイクル本市を
開催します。

11月2日～3日 村図書館 南箕輪村図書館 無料

【南箕輪村図書館】
http://www.vill.minamiminowa.lg
.jp/site/library/tosyokanosiras
e.html

南箕輪村図書館
0265-73-4946

長野県 南箕輪村 ①③ 図書館読書週間
読書週間にあわせて、子ども向けのイベントを通して読書活動の啓発を
しています。

10月27日～11月9日 村図書館 南箕輪村図書館

【南箕輪村図書館】
http://www.vill.minamiminowa.lg
.jp/site/library/tosyokanosiras
e.html

南箕輪村図書館
0265-73-4946

長野県 箕輪町 ①②③ 2019みのわ町民文化祭

町民の皆さんの芸術文化活動の発表の場として町内100以上の団体に
ご参加いただき、毎年実施しています。展示の広場では町民の皆さん
や小中学生、保育園児が製作した合計1000以上の作品を見ることがで
きます。
11月2日は音楽の広場、11月4日は芸能の広場が文化センターホール
で開催され、町内の音楽団体や踊りのサークルなどによる発表があり
ます。

11月2日～11月4日 箕輪町文化センター 箕輪町公民館 無料
箕輪町HP
http://www.town.minowa.lg.jp/
bunka/shogai0004.html

箕輪町公民館
0265-79-2178

長野県 箕輪町 ①③ 特別展「知ろう！箕輪町の文化財」
箕輪町内にある文化財を紹介します。今回は、新指定された無量寺の
不動明王像や、毘沙門天像、縄文土器などを展示します。

10月26日～11月17日 箕輪町郷土博物館 箕輪町郷土博物館 無料
箕輪町HP
http://www.town.minowa.lg.jp/
bunka/shogai0009.html

箕輪町郷土博物館
℡：0265-79-4860

長野県 箕輪町 ①③
特別展関連イベント　「身近な文化
財めぐり」

特別展にあわせて身近にある文化財を歩いて巡ります。今回は松島地
区を巡ります。

11月10日 箕輪町松島区内 箕輪町郷土博物館 無料
箕輪町HP
http://www.town.minowa.lg.jp/
bunka/shogai0009.html

箕輪町郷土博物館
℡：0265-79-4860

長野県 箕輪町 ①③ リサイクル本プレゼント
図書館で除籍された本や雑誌を無料配布する「リサイクル本プレゼン
ト」を開催します。

11月2日～10日 箕輪町図書館 箕輪町図書館 無料
箕輪町HP
http://www.town.minowa.lg.jp/
bunka/shogai0004.html

箕輪町図書館
0265-79-6950

長野県 箕輪町 ①③ 屋外紙芝居イベント（仮称） 隣接の芝生広場で（晴天時）、紙芝居等を開催します。 10月19日 箕輪町図書館 箕輪町図書館 無料
箕輪町HP
http://www.town.minowa.lg.jp/
bunka/shogai0004.html

箕輪町図書館
0265-79-6950

事前申し込み
定員70名予定

長野県 箕輪町 ①
人権尊重のまちづくり講演会inみ
のわ

”人権の花”トーク＆コンサート「金子みすゞ童謡のこころ」童謡詩人矢崎
節夫さんと歌手ちひろさんによる講演会をとおして人権について学びま
す。

11月24日 箕輪町文化センター 箕輪町教育委員会文化スポーツ課 無料
箕輪町HP
http://www.town.minowa.lg.jp/
bunka/shogai0004.html

箕輪町教育委員会
文化スポーツ課
0265-70-6602

長野県 宮田村 ①
長野県男女共同参画推進県民大
会

男女共同参画社会づくりに貢献されている方を表彰し、その活動紹介
を行います。また、男女共同参画に関する講演会を行います。

11月16日 宮田村民会館
長野県、
長野県男女共同参画推進県民会議

無料

https://www.pref.nagano.lg.jp/ji
nken-
danjo/kurashi/jinkendanjo/danj
o/main/event.html

長野県人権・男女共同参画課
026-235-7102

R1.9月～10月上旬HP更新
予定

長野県 宮田村
①②
③④

第46回宮田村文化祭
展示の部

村内の登録団体・サークル・公民館学級・小中学校・個人による、絵画・
書道・写真・生け花・盆栽・手芸品等の作品展示

　11月2日・3日 宮田村体育センター 宮田村公民館 無料
https://www.vill.miyada.nagano.
jp/

宮田村公民館
ＴＥＬ：0265-85-2314

長野県 宮田村 ①②③
第46回宮田村文化祭
芸能発表の部

村内の登録団体・サークル・小中学校合唱団による、コーラス・楽器演
奏・ダンス・日舞等のステージ発表

　11月2日・3日 宮田村民会館 宮田村公民館 無料
https://www.vill.miyada.nagano.
jp/

宮田村公民館
ＴＥＬ：0265-85-2314

長野県 宮田村 ①②③ 第26回宮田村図書館まつり
絵本の読み聞かせ、パネルシアター、大型紙芝居、音楽演奏、雑誌の
無料頒布会、うたごえ図書館、図書館職員体験等

11月23日
宮田村民会館
（宮田村図書館）

宮田村図書館 無料
https://www.vill.miyada.nagano.
jp/

宮田村図書館
ＴＥＬ：0265-85-2314

長野県 御代田町 ①
きなんしまつり
芸能発表会

御代田町で活動する団体や個人が、日頃の成果を発表し、各団体の魅
力を伝えます。

11月9日 複合文化施設エコールみよた 御代田町公民館 無料
御代田町教育委員会
生涯学習係　0267-32-2770

長野県 御代田町 ①③
きなんしまつり
総合文化展

御代田町で活動する団体や個人が、日頃の成果である作品を展示し、
各団体の魅力を伝えます。

11月1日～3日 複合文化施設エコールみよた 御代田町公民館 無料
御代田町教育委員会
生涯学習係　0267-32-2770

長野県 御代田町 ③ 博物館無料開放日 博物館無料開放他イベントを開催します。 11月3日 浅間縄文ミュージアム 御代田町教育委員会 無料
御代田町教育委員会博物館係
0267-32-8922

長野県 御代田町 ① 図書館ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
大型ｽｸﾘｰﾝ絵本、朗読会、しおりｳﾛｺﾗﾘｰなど、読書を振興するために
図書館を多くの方に利用してもらうイベントを開催します。

10月26日
複合文化施設
エコールみよた

御代田町教育委員会 無料
御代田町教育委員会図書館係
0267-32-0800

長野県 御代田町 ① 読書週間
読み聞かせ、朗読会、しおりスタンプラリーなど、読書を振興するために
図書館を多くの方に利用してもらうイベントを開催します。

10月26日～11月8日 御代田町立図書館 御代田町教育委員会 無料
御代田町教育委員会図書館係
0267-32-0800

長野県 泰阜村 ③ 第14回伊那谷短歌まつり
投稿いただいた短歌で入選者の表彰及び選者の先生方による講演
会、合評会が行われます。日本の文化である短歌を通して、村だけでな
く飯伊の文化の向上に寄与する目的で開催しております。

10月12日 あさぎり館
伊那谷短歌まつり運営委員会
泰阜村教育委員会

【泰阜村HP　教育委員会】
http://vill.yasuoka.nagano.jp/ka
kukakaranoosirase/kyouikuiinka

泰阜村教育委員会
0260-26-2750

長野県 泰阜村 ① 泰阜村塾

地方にいても時代の流れに常に敏感であり続けるため、そして本物に
触れ合うことができる幸せなど、各方面から多くの知識人を招き村民の
ための生涯学習の場を提供することを目的として、毎年1回講演会を実
施しています。スポーツや家庭教育、落語・漫才等幅広いジャンルの講
師をお招きしています。

11月3日
泰阜村役場２階
集会室

泰阜村教育委員会
泰阜村公民館、商工会

無料

【泰阜村HP　教育委員会】
http://vill.yasuoka.nagano.jp/ka
kukakaranoosirase/kyouikuiinka
i/

泰阜村教育委員会
0260-26-2750

長野県 泰阜村 ③ 公民館芸能発表会

村内公民館グループクラブ及びその他団体の日頃の成果の発表の場
として毎年開催しています。発表会を行うことによって、地域の方々に
活動を知ってもらい、見ていた人が新たに何かを始めたい、と思えるよ
うなきっかけ作りにもなっています。本年度は、村の観光協会加盟団体
及び村内企業の出店も展開します。

11月3日 泰阜村総合体育館 泰阜村公民館 無料

【泰阜村HP　教育委員会】
http://vill.yasuoka.nagano.jp/ka
kukakaranoosirase/kyouikuiinka
i/

泰阜村公民館
0260-26-2750

長野県 泰阜村 ①

第24回デーブ大久保野球教室
第15回デーブ大久保杯争奪少年
野球
泰阜大会

元プロ野球選手の大久保博元氏を始め、その他橋本氏、犬伏氏を講師
にお招きし、少年野球を中心に野球教室を開催します。大久保氏の経
験談を交えた指導を受けることによって、野球に対する思いや仲間との
絆を深めます。また、本物のプロ野球選手に触れることによって、夢を
持ってもらい、実現のために努力をするきっかけを作ります。また、野球
教室と併せて少年野球の大会も実施し、実践の機会も提供していま

11月9日
泰阜小中学校
グラウンド

デーブ大久保実行委員会
泰阜村教育委員会

【泰阜村HP　教育委員会】
http://vill.yasuoka.nagano.jp/ka
kukakaranoosirase/kyouikuiinka
i/

泰阜村教育委員会
0260-26-2750

長野県 山形村 ③ 第69回総合文化祭
保育園児から大人まで、1年間の学びの成果を発表する場とし、みんな
が協力して作りあげます。また、発表者も鑑賞する人も、お互いを認め
合い讃えあって心を通わせることができます。

11月2日～3日 山形村農業者トレーニングセンター 山形村公民館 無料
toresen@vill.yamagata.nagano..j
p

山形村公民館
0263-98-3155

長野県 山ノ内町 ③ 第50回山ノ内町総合文化祭
町の文化祭として展覧会、芸能祭、古本市、菊花展、青空広場を開催し
ます。

11月2日～3日 山ノ内町文化センター 山ノ内町中央公民館
http://www.town.yamanouchi.n
agano.jp/kominkan/index.html

山ノ内町中央公民館電話：
0269-33-1120

長野県 県内全域 ①②③ 令和元年度生涯学習月間

　生涯学習に対する県民の意識の高揚を図るとともに、家庭・学校・職
場・地域社会などのあらゆる生活領域を通じて学習活動に取り組むこと
ができるよう、その環境整備を推進していくため、11月を「生涯学習月
間」と定め、各地で様々なイベントが実施されます。

11月1日～30日 長野県内各地 長野県教育委員会

【生涯学習月間（長野県HP）】
http://www.pref.nagano.lg.jp/ky
oiku/bunsho/bunka/shogai/gek
kan.html

長野県教育委員会
事務局文化財・生涯学習課
電話：026-235-7437
FAX：026-235-7493
bunsho@pref.nagano.lg.jp
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第61回「教育・文化週間」関連行事

長野県 県内全域 ① ハンセン病療養所訪問交流事業
東京都東村山市多磨全生園を訪問し、国立ハンセン病資料館を見学す
るほか、園内の見学と長野県人会の方々との懇談を行います。

10月24日 国立療養所多磨全生園 長野県人権・男女共同参画課 無料
https://www.pref.nagano.lg.jp/ji
nken-

長野県人権・男女共同参画課
026-235-7106

長野県 県内全域 ③ 長野県県民芸術祭2019

長野県県民芸術祭では、毎年度優れた芸術文化の鑑賞の機会を県民
の皆様に提供しています。
県内各地で日ごろの芸術活動の成果発表が行われていますので、お
誘い合わせのうえ、ぜひ御鑑賞ください。

9月～11月 長野県内各地

長野県、長野県教育委員会、一般財団
法人長野県文化振興事業団、開催地市
町村、開催地市町村教育委員会、長野
県芸術文化協会、参加芸出文化団体

【長野県県民芸術祭（長野県
HP）】
https://www.pref.nagano.lg.jp/s
eibun/kyoiku/bunka/geizyutusa
i.html

長野県県民文化部文化政策課
電話：026-235-7282
FAX：026-235-7284
メール：
geijutsu@pref.nagano.lg.jp

長野県 県内全域 ① 県民向け手話講座（入門編）
平成28年3月に施行された長野県手話言語条例に基づき、県民の皆さ
んが身近で手話を学ぶ機会を確保できるよう県内10圏域ごと年４回手
話講座を開催します。

別紙 別紙 長野県 無料

https://www.pref.nagano.lg.jp/s
hogai-
shien/shuwajorei/kenminsyuwa
kouza.html

10保健福祉事務所福祉課又は
県庁障がい者支援課
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