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岐阜県 安八町 ①③ 安八ふれあい祭り
老いも若きも町民が一同に集い、人と人とのふれあいの輪が広がることにより、
更なる町づくりを推し進め、活力と熱気溢れる未来につながることを目的とした
ものです。文化協会による文化作品の展示が祭りの催し物の一つとして行われ

10月26日・27日 安八町役場周辺及び中央公民館 安八町ふれあい祭り実行委員会 無料
安八町役場産業振興課
0584-64-7113

岐阜県 安八町 ②③ 安八東安連合音楽会
安八町と組合立の代表児童生徒が集い、音楽の合唱発表を通して交流すると
ともに、音楽で表現することの良さ、音楽を味わうことの良さを学ぶ場となりま

11月14日 安八町中央公民館 安八東安組合小中学校連合会 無料
組合立東安中学校
0584-62-5408

岐阜県 揖斐川町 ①③
揖斐川歴史民俗資料館特別企画展
「郷土の輝く女性たち」

明治、大正、昭和と移り変わる世の中にあって、男性中心の社会の中、将来を
見据え、力強く生き抜き、歴史上にその名を残した揖斐川町出身の女性に焦点
を当て、その生き方や人となりを紹介しながら、彼女たちの生きざまが現代に生
きる私たちの指針の一つになることを目的として特別企画展を開催します。

10月4日～11月24日 揖斐川歴史民俗資料館 揖斐川町
揖斐川歴史民俗資料館
0585-22-5373

岐阜県 大垣市 ①④ コスモドーム無料開放

コスモドームの無料開放をします
（全天周デジタルプロジェクターシステムによる映像の上映）
11:00～,16:00～「おじゃる丸～銀河がまろをよんでいる～」
14:00～「はやぶさ2」

11月2日～4日
大垣市スイトピアセンター
（コスモドーム）

公益財団法人
大垣市文化事業団

無料

公益財団法人大垣市文化事
業団HP:
https://www2.og-
bunka.or.jp/bunka/

大垣市文化事業団
0584-74-6050

岐阜県 大垣市 ①③ 施設の無料開放
・施設の無料開放をします（関ヶ原の戦いで西軍石田三成の本拠地となった大
垣城。関ヶ原の戦いに関する資料や江戸時代の人々の暮らしを知ることができ
る品々等を展示しています。）

11月1日～4日 大垣城 大垣市 無料
大垣城HP:
http://www.city.ogaki.lg.jp/00
00000577.html

大垣城
0584-74-7875

岐阜県 大垣市 ①③ 施設の無料開放 施設の無料開放をします 11月1日～4日 大垣市歴史民俗資料館 大垣市 無料
大垣市歴史民俗資料館HP:
http://www.city.ogaki.lg.jp/00
00000686.html

大垣市歴史民俗資料館
0584-91-5447

岐阜県 大垣市 ①③
企画展「３つの村祭り　－山の講祭り・
青墓大太鼓踊り・荒川松阪踊り－」

企画展「3つの村祭り　－山の講祭り青墓大太鼓踊り・荒川松阪踊り－」を開催し
ます

10月5日～11月19日 大垣市歴史民俗資料館 大垣市
大垣市歴史民俗資料館HP:
http://www.city.ogaki.lg.jp/00
00000686.html

大垣市歴史民俗資料館
0584-91-5447

岐阜県 大垣市 ①③ 施設の無料開放 施設の無料開放をします 11月1日～4日 大垣市郷土館 大垣市 無料
大垣市郷土館HP：
http://www.city.ogaki.lg.jp/00
00000590.html

大垣市郷土館
0584-75-1231

岐阜県 大垣市 ①③ 所蔵品展「別府細工中島ｺﾚｸｼｮﾝ展」 1階美術室にて所蔵品展「別府細工中島ｺﾚｸｼｮﾝ展」を開催します 10月2日～11月17日 大垣市郷土館 大垣市
大垣市郷土館HP：
http://www.city.ogaki.lg.jp/00
00000590.html

大垣市郷土館
0584-75-1231

岐阜県 大垣市 ①③ 城の写真・切り絵展 2階画廊にて「城の写真・切り絵展」を開催します 10月23日～12月15日 大垣市郷土館 大垣市
大垣市郷土館HP：
http://www.city.ogaki.lg.jp/00
00000590.html

大垣市郷土館
0584-75-1231

岐阜県 大垣市 ①③ 輪中巡検 輪中地域の史跡・施設を巡り、輪中と治水について学びます 10月3日 大垣市輪中館 大垣市 無料
http://www.city.ogaki.lg.jp/00
00000609.html

大垣市輪中館
0584-89-9292

岐阜県 大垣市 ①③ 施設の無料開放
輪中地域の典型的な地主建築（母屋・水屋・納屋・防風水林）を復元した民家。
館内に輪中地域の生活にかかわる道具・資料・模型を展示します

11月2日～4日 大垣市輪中生活館 大垣市 無料
http://www.city.ogaki.lg.jp/00
00000609.html

大垣市輪中生活館
0584-89-6787（公開日のみ）
0584-89-9292（公開日以外）

岐阜県 大垣市 ①③ 体験教室「箱ずしづくり」 箱ずしを作ることを通して輪中地域の食文化・生活について学びます 10月19日 大垣市輪中生活館 大垣市 無料
http://www.city.ogaki.lg.jp/00
00000609.html

大垣市輪中生活館
0584-89-6787（公開日のみ）
0584-89-9292（公開日以外）

岐阜県 大垣市 ①④ 施設の無料開放 施設の無料開放をします 11月1日～4日 大垣市金生山化石館 大垣市 無料
http://www.city.ogaki.lg.jp/00
00000664.html

大垣市金生山化石館
0584-71-0950

岐阜県 大垣市 ①④
後期企画展「ぐるぐる巻いた化石た
ち」

後期企画展「ぐるぐる巻いた化石たち」を開催します 10月12日～1月31日 大垣市金生山化石館 大垣市
http://www.city.ogaki.lg.jp/00
00000664.html

大垣市金生山化石館
0584-71-0950

岐阜県 大垣市 ①③ 施設の無料開放
施設の無料開放をします（墨俣築城と豊臣秀吉の歩んだ道を中心に墨俣の歴
史や人々の暮らしの様子について展示しています。）

11月1日～4日 墨俣一夜城（墨俣歴史資料館） 大垣市 無料
http://www.city.ogaki.lg.jp/00
00000723.html

墨俣一夜城
0584-62-3322

岐阜県 大垣市 ①③ 施設の無料開放 施設の無料開放をします 11月1日～4日 上石津郷土資料館 大垣市 無料
http://www.city.ogaki.lg.jp/00
00000714.html

上石津郷土資料館
0584-45-3639

岐阜県 大垣市 ①③ 特別展「明智光秀生誕の地多羅城」 特別展「明智光秀生誕の地多羅城」を開催します ～令和2年12月20日 上石津郷土資料館 大垣市
http://www.city.ogaki.lg.jp/00
00000714.html

上石津郷土資料館
0584-45-3639

岐阜県 大垣市 ①③ 企画展2「多良・時入郷以前の高木家」
信長、秀吉、家康などと深い関係を持ち激動の戦国時代を生き抜き、旗本高木
家の礎を築いた多良・時入郷前の高木家の動向を古文書から探ります

9月14日～12月15日 上石津郷土資料館 大垣市
http://www.city.ogaki.lg.jp/00
00000714.html

上石津郷土資料館
0584-45-3639

岐阜県 大垣市 ①③ 施設の無料開放 施設の無料開放をします 11月1日～4日 大垣市守屋多々志美術館 大垣市 無料
http://www.city.ogaki.lg.jp/00
00002019.html

大垣市
守屋多々志美術館
0584-81-0801

岐阜県 大垣市 ①③ 企画展「芭蕉」 守屋多々志特別展「芭蕉」を開催します 10月5日～12月8日 大垣市守屋多々志美術館 大垣市
http://www.city.ogaki.lg.jp/00
00002019.html

大垣市
守屋多々志美術館
0584-81-0801

岐阜県 大垣市 ①③ 記念講演「守屋の描いた奥の細道」 大野鵠士氏による記念講演会を開催します 10月26日 大垣市守屋多々志美術館 大垣市
http://www.city.ogaki.lg.jp/00
00002019.html

大垣市
守屋多々志美術館
0584-81-0801

岐阜県 大垣市 ①③ 水の都おおがき　水嶺湖音楽祭2019 室内楽11/3、合唱11/10、ジャズ11/17 11月3日10日17日 日本昭和音楽村 大垣市 無料
http://www.city.ogaki.lg.jp/00
00002104.html

日本昭和音楽村
0584-45-3344

岐阜県 大垣市 ①②③ 施設の無料開放
施設の無料開放をします（松尾芭蕉や奥の細道に関する資料展示、3D映像等
で芭蕉の人物像や旅に生きた人生を体感できます。）

11月1日～4日 奥の細道むすびの地記念館 大垣市 無料 http://www.basho-ogaki.jp/
奥の細道むすびの地記念館
0584-84-8430

岐阜県 大垣市 ①②③ 第27回企画展　芭蕉と門人① 第27回企画展　芭蕉と門人①～伊賀の蕉門俳人たち～（10/5～11/17） 10月5日～11月17日 奥の細道むすびの地記念館 大垣市 http://www.basho-ogaki.jp/
奥の細道むすびの地記念館
0584-84-8430

岐阜県 大垣市 ①③ 大垣市芸術祭 第65回洋楽「ジュニア音楽会」「市民音楽祭」「新人招待演奏会」 10月26日27日
大垣市スイトピアセンター
（音楽堂）

大垣市
https://www2.og-
bunka.or.jp/bunka/

大垣市教育委員会文化振興課
0584-47-8067

岐阜県 大垣市 ①③ 大垣市芸術祭 第65回邦楽・邦舞（謡曲、日本舞踊、筝曲、尺八の発表） 11月2日3日
大垣市スイトピアセンター
（音楽堂・文化ホール）

大垣市
https://www2.og-
bunka.or.jp/bunka/

大垣市教育委員会文化振興課
0584-47-8067

岐阜県 大垣市 ①③ 大垣市芸術祭 第65回洋舞（クラシックバレエ・モダンダンスの発表） 11月10日 大垣市民会館 大垣市
https://www2.og-
bunka.or.jp/bunka/

大垣市教育委員会文化振興課
0584-47-8067

岐阜県 大垣市 ①③ 大垣市芸術祭 第31回拓本展 11月1日～3日 大垣市スイトピアセンター文化会館 大垣市
https://www2.og-
bunka.or.jp/bunka/

大垣市教育委員会文化振興課
0584-47-8067

岐阜県 大垣市 ①③ 大垣市芸術祭 第49回名石展 11月2日3日 大垣市スイトピアセンター文化会館 大垣市
https://www2.og-
bunka.or.jp/bunka/

大垣市教育委員会文化振興課
0584-47-8067

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 9
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第61回「教育・文化週間」関連行事

岐阜県 大垣市 ①②③ 大垣市芸術祭 第69回大垣市美術展「一般の部」「青年の部」「幼少年の部」 10月19日～12月1日 大垣市スイトピアセンター文化会館 大垣市
https://www2.og-
bunka.or.jp/bunka/

大垣市教育委員会文化振興課
0584-47-8067

岐阜県 大垣市 ①②③ 大垣市芸術祭 第59回大垣市文芸祭作品展（小説、随筆、詩、漢詩、短歌、俳句、川柳） 11月9日～17日 大垣市スイトピアセンター学習館 大垣市
https://www2.og-
bunka.or.jp/bunka/

大垣市教育委員会文化振興課
0584-47-8067

岐阜県 大垣市 ①
岐阜大学出前講座「地域の自然を活
かしたまちづくりを考える」

岐阜大学が大垣市に所有する旧早野邸セミナーハウスにおいて、西濃地域の
住民等を対象に、大学の成果等を定期的に発信するとともに、生涯学習機会の
提供を目的に、出前講座を開催します。

10月19日
岐阜大学
旧早野邸セミナーハウス

国立大学法人岐阜大学 無料
https://www.gifu-
u.ac.jp/contribution/lecture/
hayano.html

岐阜大学総合企画部
総務課総務係
058-293-2008

要事前申込

岐阜県 大垣市 ①
岐阜大学出前講座「外国人に言って
はいけない１０のNG発言　～外国人と
の会話や行動で気をつけたいこと～」

岐阜大学が大垣市に所有する旧早野邸セミナーハウスにおいて、西濃地域の
住民等を対象に、大学の成果等を定期的に発信するとともに、生涯学習機会の
提供を目的に、出前講座を開催します。

11月16日
岐阜大学
旧早野邸セミナーハウス

国立大学法人岐阜大学 無料
https://www.gifu-
u.ac.jp/contribution/lecture/
hayano.html

岐阜大学総合企画部
総務課総務係
058-293-2008

要事前申込

岐阜県 大野町 ①③ 揖斐郡合唱祭
揖斐郡内のコーラス団体が、日頃の成果を発表すべく一堂に会し、音楽によっ
て揖斐郡の文化の向上と郡内３町の交流を深めます。

10月27日 大野町総合町民センター
大野町、大野町教育委員会
大野町音楽協会
大野町総合町民センター

無料
大野町総合町民センター
0585-32-1111

岐阜県 大野町 ①②③ 嚶鳴フォーラムin大野

郷土の先人を通してまちづくり、人づくり、心そだてを目指す全国１４の嚶鳴協議
会参加自治体が一堂に会して、それぞれの取り組みや成果を発信しています。
今年度は大野町が会場です。公開行事の「嚶鳴フォーラム」では、童門冬二氏・
所功氏の講演等が行われます。

11月16日 大野町総合町民センター
大野町、大野町教育委員会
嚶鳴フォーラムin大野実行委員会

無料
大野町教育委員会生涯学習課
0585-34-1111

岐阜県 各務原市 ①③④
特別企画展「月をめざす人類の挑戦」
（仮）

人類初のアポロ月面着陸から５０年を迎えるのを機に、アポロ１１号の軌跡を中
心に、月探査の過去、現在、未来を紹介するパネル展や講演会、各種イベント
やワークショップを開催します。プログラムにより対象が異なります。

11月23日～1月6日 岐阜かかみがはら航空宇宙博物館

公益財団法人
岐阜かかみがはら
航空宇宙博物館
岐阜県、各務原市

そらはくＨＰ：
http://www.sorahaku.net/

岐阜かかみがはら
航空宇宙博物館
058-386-8500

岐阜県 各務原市 ①③④ 航空宇宙ロボット教室（中級編）
レゴブロックキットを使って、宇宙探査にも使われているロボット制御に必要な基
礎知識（プログラミング、組立およびロボット操作)を学びます。小学生以上が対
象。

11月2日 岐阜かかみがはら航空宇宙博物館
公益財団法人
岐阜かかみがはら航空宇宙博物館

そらはくＨＰ：
http://www.sorahaku.net/

岐阜かかみがはら
航空宇宙博物館
058-386-8500

岐阜県 各務原市 ①③④ 航空教室（スペシャル編）
紙飛行機の設計から製造までを疑似体験できるほか、中日本航空専門学校の
本物の飛行機を使い、飛ぶ仕組みや飛行機の操縦の仕方を学びます。小学５
年生から中学生が対象。

11月3日 岐阜かかみがはら航空宇宙博物館
公益財団法人
岐阜かかみがはら航空宇宙博物館

そらはくＨＰ：
http://www.sorahaku.net/

岐阜かかみがはら
航空宇宙博物館
058-386-8500

岐阜県 各務原市 ①③④ 航空教室（上級編）
紙飛行機の教材を使って、飛行機の仕組みを学びます。先着１２名はシミュレー
ター体験申し込みが可能です。１日２回開催、小学３年生から中学生が対象。

11月24日 岐阜かかみがはら航空宇宙博物館
公益財団法人
岐阜かかみがはら航空宇宙博物館

そらはくＨＰ：
http://www.sorahaku.net/

岐阜かかみがはら
航空宇宙博物館
058-386-8500

岐阜県 各務原市 ①
アマゾンを超える水の楽園　ブラジル・
パンタナール大湿原

世界最大の大湿原「パンタナール」へスタッフを派遣し生物や自然環境を調査し
た様子を紹介する企画展を開催します。

7月13日～12月8日 アクア・トト ぎふ アクア・トト ぎふ http://aquatotto.com/ 0586-89-8200

岐阜県 各務原市 ① クリスマス水槽 クリスマスをテーマにした水槽を設置します。 11月1日～12月25日 アクア・トト ぎふ アクア・トト ぎふ 無料 http://aquatotto.com/ 0586-89-8200

岐阜県 各務原市 ① ものづくりワークショップ 身近な材料を使って水族館の生物に関する作品を制作します。
11月2日～11月30日
※土日祝日

アクア・トト ぎふ アクア・トト ぎふ http://aquatotto.com/ 0586-89-8200

岐阜県 各務原市 ①
アクア・スクール①
「さあつりをはじめよう」

小学校低学年を対象とした体験学習。釣りを始めてみたい人のために、糸のむ
すび方から教えます。釣り道具１セットプレゼントします。（事前申し込み）

10月20日 アクア・トト ぎふ アクア・トト ぎふ http://aquatotto.com/ 0586-89-8200

岐阜県 各務原市 ①
アクア・スクール②
「初めての釣り教室」

小学校高学年を対象とした体験学習。釣りを始めてみたい人のために、糸のむ
すび方から教えます。釣り道具１セットプレゼントします。（事前申し込み）

10月27日 アクア・トト ぎふ アクア・トト ぎふ http://aquatotto.com/ 0586-89-8200

岐阜県 各務原市 ① アクア・トト ぎふ   一日館長
アクア・トト ぎふの館長になりきって、水族館の仕事に挑戦します。（事前の応募
が必要）

11月23日 アクア・トト ぎふ アクア・トト ぎふ 無料 http://aquatotto.com/ 0586-89-8200

岐阜県 各務原市 ① 学びの森ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
広大な芝生広場（学びの森）を中心に大学キャンパスも使用して、特別講演会、
展示、出展等地域密着、市民参加のイベントを行います。（各務原市マーケット
日和同時開催）

11月3日
中部学院大学各務原キャンパス及
び周辺地域

中部学院大学・　中部学院大学短期
大学部

http://www.chubu-gu.ac.jp/

岐阜県 各務原市 ③
中部学院大学・中部学院大学短期大
学部ホームカミングデー

卒業生を迎えて、特別講義、特別企画、恩師との交流会、在学生パネル展示な
どを企画し、交流・情報交換していただきます。

11月3日 中部学院大学各務原キャンパス
中部学院大学・　中部学院大学短期
大学部

http://www.chubu-gu.ac.jp/

岐阜県 各務原市 ① 中部手話ｽﾋﾟｰﾁｺﾝﾃｽﾄ
聴者と聴覚障がい者の共生が実現できる社会を目指し、手話の普及と聴覚障
がい者福祉の推進を図ることを目的としています。

11月16日 中部学院大学各務原キャンパス
中部学院大学・　中部学院大学短期
大学部

無料 http://www.chubu-gu.ac.jp/

岐阜県 可児市 ②
岐阜県高等学校家庭クラブ連盟
研究発表大会

県内の高等学校家庭クラブ員が一堂に会し、ホームプロジェクト等の日頃の活
動の中から優れた実践研究の成果を発表し、研鑽し合うとともに、情報交換など
を通して学校家庭クラブ員相互の交流を深めることを目的とします。

11月14日 可児市福祉センター 岐阜県高等学校家庭クラブ連盟 無料
岐阜県教育委員会学校支援課
058-272-1111（内線3544）

岐阜県 可児市 ③ 秋のバラまつり 世界最大級のバラ園が贈るバラの祭典を開催します。 10月12日～11月10日 花フェスタ記念公園 花フェスタ記念公園
http://www.hanafes.jp/hanaf
es/

0574-63-7373

岐阜県 可児市 ③
オータムガーデンショー
「ハロウィンガーデン」

ハロウィンにちなんだオータムガーデンショーを開催します。 9月14日～11月10日 花フェスタ記念公園 花フェスタ記念公園
http://www.hanafes.jp/hanaf
es/

0574-63-7373

岐阜県 可児市 ③ 第26回全国山城サミット可児大会
山城を有する全国の市町村で毎年開催されています。多彩な講師陣によるトー
クショーや全国のお城PRブース、飲食ブースが出展します。また、市内の4か所
の山城跡にシャトルバスを運行し、地元の保存団体によるおもてなしを受けられ

11/9.、10
可児市文化創造センターおよび市内
山城跡

全国山城サミット可児大会実行委員
会

無料
https://www.yamajiro-
kani.jp/

可児市文化スポーツ部文化財課

岐阜県 可児市 ③
可児郷土歴史館特別展
「森氏の東美濃攻略」

全国山城サミット可児大会の開催を記念した特別展を開催します。
小牧長久手合戦陣立図、森長可画像、本能寺の瓦等を展示します。

9/21～11/24 可児郷土歴史館 可児市文化財課・可児郷土歴史館
http://www.city.kani.lg.jp/100
15.htm

可児郷土歴史館

～9/30　一般200円
10/1～一般210円
※11/3のみ無料
※高校生以下・障がい者と付
添1名は無料

岐阜県 可児市 ③
荒川豊蔵資料館特別展「色とりどりの
秋」

豊蔵作品やコレクションから、「秋」を題材とした陶磁器や書画を展示します。
また、懐かしい大萱の風景写真などもあわせてご紹介します。

10/4～12/24 荒川豊蔵資料館 可児郷土歴史館
http://www.city.kani.lg.jp/100
15.htm

荒川豊蔵資料館

一般210円
※11/3のみ無料
※高校生以下・障がい者と付
添1名は無料

岐阜県 川辺町 ② あらたまの日
小中学校の授業公開とともに、高校の吹奏楽の鑑賞をしたり、講演会を開催す
る学校などもあります。

10月26日
11月5日

町内小学校
町内中学校

各小中学校 無料
0574-53-2650
川辺町教育委員会

岐阜県 川辺町 ① まなびピア
各種サークルの発表や、作品展示、児童生徒の絵画の展示などが行われま
す。

11月23・24日 川辺町中央公民館 川辺町教育委員会 無料
0574-53-2650
川辺町教育委員会

岐阜県 北方町 ③ 文化祭
町内で活動するクラブ・サークルや個人などが、日頃の活動の成果を披露しま
す。
芸能の部では歌や踊り、展示の部では書や絵画など、多様なステージや作品が

11月2日、3日
北方町ホリモク
生涯学習センターきらり

北方町、北方町文化協会 無料
北方町ホリモク
生涯学習センターきらり
058-320-2200

岐阜県 岐南町 ③ 第47回　岐南町文化祭
地域のクラブ･サークル参加者による活動や作品の発表会・展示会を開催しま
す（手芸、工芸作品、短歌、合唱、生け花、ステンドグラス作品、高齢者余技作

10月26～27日 岐南町中央公民館 文化祭実行委員会 無料
中央公民館
058-247-1334

岐阜県 岐南町 ③ 第25回　町民菊花展
地域のクラブ･サークル参加者や老人クラブによる作品の発表会・展示会を開催
します（菊花展）。

10月26日～11月10日 岐南町中央公民館 岐南町文化協会 無料
中央公民館
058-247-1334

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 9
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岐阜県 岐阜市 ② 高校生のための国語力セミナー

社会人として必要とされる言語能力の基礎となる「伝え合う力」の育成をねらい
とし、あらかじめ与えられたテーマについて参加各校がそれぞれプレゼンテー
ションを行い、質疑応答による意見交換、グループ内での討議を経て、再度プレ
ゼンテーションをするという形式でプレゼンテーション・コンテストを行います。

10月20日
JR岐阜駅
ハートフルスクエアーG

岐阜県教育委員会 無料
岐阜県教育委員会学校支援課
058－272－1111（内線3548）

岐阜県 岐阜市 ② 英語スピーチコンテスト
県内の高校生に英語で自分の考えや経験を発表する場を提供することにより、
英語運用力・発信力向上を目指した指導の充実を図ります。また、優れた発表
を表彰し、東海北陸ブロック大会の代表を決定します。

10月26日 岐阜県図書館 岐阜県教育委員会 無料
岐阜県教育委員会学校支援課
058－272－1111（内線3678）

岐阜県 岐阜市 ② 科学の甲子園　岐阜県大会
科学好きの高校生が競い合う場を設け、科学に対する興味・関心を高め、科学
好きの生徒の裾野を広げるため、全国の都道府県の代表が競い合う全国大会
の県代表として１チームを選考します。

11月10日 岐阜県総合教育センター 岐阜県教育委員会 無料
岐阜県教育委員会学校支援課
058－272－1111（内線3549）

岐阜県 岐阜市 ② 英語プレゼンテーション大会
県内の高校生が、時事問題等の幅広い話題について、興味や関心をもち自分
の考えを適切に伝えたり、即興的に質疑応答したりする場を提供することによ
り、英語による総合的なコミュニケーション能力の向上を図ります。

11月16日 岐阜県総合教育センター 岐阜県教育委員会 無料
岐阜県教育委員会学校支援課
058－272－1111（内線3679）

岐阜県 岐阜市 ①③
令和元年度岐阜県歴史資料館企画展
「伊勢湾台風60年　岐阜県と水害」

公文書・歴史資料から、伊勢湾台風や江戸時代以来岐阜県域を襲った風水害
について、その具体像や被災した人々の声、災害防止の取り組みを紹介しま
す。

10月15日～11月22日 岐阜県歴史資料館1階展示ホール 岐阜県歴史資料館 無料
https://www.pref.gifu.lg.jp/ky
oiku/bunka/bunkazai/21402/i
ndex_6459.html

岐阜県歴史資料館
058-263-6678

岐阜県 岐阜市 ③ 清流の国ぎふ　文化の森の秋祭り
岐阜県美術館と岐阜県図書館の間の市道を歩行者天国とし、エリア一帯で展
示やワークショップ等、様々な催しを行います。

11月3日 岐阜県美術館・岐阜県図書館エリア 岐阜県 無料
岐阜県環境生活部
県民文化局文化伝承課
058-272-8756

岐阜県 岐阜市 ③
リニューアルオープン
「楽美初日」

特別企画による３つの展覧会を開催し、全ての展示室で学芸員らによるギャラ
リートークなどを行います。講堂では企画展関連シンポジウム、庭園ではワーク
ショップやステージイベント、多目的ホールではカフェイベントを行います。また、
旧レストランを「コミュニケーションルーム」とし、アートコミュニケーター募集イベ

11月3日 岐阜県美術館 岐阜県美術館 無料
岐阜県美術館：
https://kenbi.pref.gifu.lg.jp

岐阜県美術館
058-271-1313

岐阜県 岐阜市 ①③

令和改元記念事業
リニューアルオープン特別企画3
イメージする力、生きる力
ある日の「美術と教育」の出来事

イメージする力が、日々の生活の中でどういった時に、どのように発揮されるの
か、そして、どのように育まれているのかを美術と教育の視点から考えます。

11月3日～1月5日 岐阜県美術館 岐阜県美術館 無料
岐阜県美術館：
https://kenbi.pref.gifu.lg.jp/ev
ents/image-suru-chikara

岐阜県美術館
058-271-1313

岐阜県 岐阜市 ③
リニューアルオープン特別企画1
ETERNAL IDOL

美術館におけるコレクションとはどのようなものか。ＥＴＥＲＮＡＬ　ＩＤＯＬ（永遠の
偶像）をテーマに、岐阜県美術館の所蔵品をひも解きます。未来を言祝ぐ過去
からの贈り物として、コレクションの過去現在未来を紹介します。

11月3日～12月20日 岐阜県美術館 岐阜県美術館 無料
岐阜県美術館：
https://kenbi.pref.gifu.lg.jp/ev
ents/eternal-idol

岐阜県美術館
058-271-1313

岐阜県 岐阜市 ③
リニューアルオープン特別企画2
セカンド・フラッシュ

改修工事期間中に取り組んだアートプロジェクトやアーティストインレジデンスに
ついて、4組の作家が美術館で発表をします。
Nadegata Instant Party（中崎透＋山城大督＋野田智子）×養老公園
平野真美×岐阜盲学校
松本和子×北方町生涯学習センターきらり
宮田篤＋笹萌恵×岐阜県図書館

11月3日～1月5日 岐阜県美術館 岐阜県美術館 無料
岐阜県美術館：
https://kenbi.pref.gifu.lg.jp/ev
ents/nowopen-our-museum

岐阜県美術館
058-271-1313

岐阜県 岐阜市 ①②③ イメージする力は人を幸せにする。
イメージする力とは何か。イメージする力を発揮し、豊かな生活を送るとはどの
ようなことか。今後の社会、教育、美術館の在り方を日々野克彦（岐阜県美術館
長）、奥村高明（日本体育大学教授）らが語り合います。

11月3日 岐阜県美術館 岐阜県美術館 無料
岐阜県美術館
058-271-1313

岐阜県 岐阜市 ③ リニューアルオープントーク
日比野克彦（岐阜県美術館長）が、これから新たな理念に基づいて改修した施
設を実際に使っていく美術館スタッフと共に今後を語る。

11月4日 岐阜県美術館 岐阜県美術館 無料
岐阜県美術館
058-271-1313

岐阜県 岐阜市 ①③
スタンプラリー
「ぎふの図書館をめぐろう　第３弾」
（仮）

地域の図書館の魅力を知ってもらうために、各図書館で実施している事業を紹
介するスタンプラリーを実施します。スタンプラリーで実際に各図書館へ足を運
んでもらい、日常的な図書館の利用に結び付けることで、全県域での図書館利
用と読書推進の振興を図ります。

11月3日 岐阜県図書館 岐阜県図書館 無料
岐阜県図書館：
http://www.library.pref.gifu.lg.j
p/

岐阜県図書館
058-275-5111

岐阜県 岐阜市 ①③
紺野美沙子名誉館長朗読会
「スーホの白い馬」

岐阜県図書館・紺野美沙子名誉館長の朗読会を開催します。
出演：〈朗読〉紺野美沙子氏
〈馬頭琴〉セーンジャー氏

11月3日 岐阜県図書館 岐阜県図書館 無料
岐阜県図書館：
http://www.library.pref.gifu.lg.j
p/

岐阜県図書館
058-275-5111

岐阜県 岐阜市 ①③
ワークショップ
「紺野美沙子名誉館長と朗読を楽しも
う!!」

岐阜県図書館・紺野美沙子名誉館長による朗読体験講座です。
（小学生以上20歳未満対象）

11月3日 岐阜県図書館 岐阜県図書館 無料
岐阜県図書館：
http://www.library.pref.gifu.lg.j
p/

岐阜県図書館
058-275-5111

岐阜県 岐阜市 ①③
なつかシネマ上映会
「遠き落日」「少年時代」「せんぼんま
つばら」

古き良き時代の映画、見逃していたあの作品、黄金時代に作られた名作の数々
を、当館が所蔵するビデオの中からセレクトして上映します。

11月3日 岐阜県図書館 岐阜県図書館 無料
岐阜県図書館：
http://www.library.pref.gifu.lg.j
p/

岐阜県図書館
058-275-5111

岐阜県 岐阜市 ①③
地図講座
「木曽川中流域の水運」

岐阜県古地図文化研究会と共催で行う講座の第4回目です。地図から地域の地
理や歴史、文化について学ぶことができます。

10月19日 岐阜県図書館 岐阜県図書館 無料
岐阜県図書館：
http://www.library.pref.gifu.lg.j
p/

岐阜県図書館
058-275-5111

岐阜県 岐阜市 ①③ 第25回児童生徒地図作品展
児童生徒の自主的な研究活動を推奨し、地図に関する興味や関心、活用能力
を高めることを願って開催し、入賞作品を展示します。

10月20日～11月10日 岐阜県図書館 岐阜県図書館 無料
岐阜県図書館：
http://www.library.pref.gifu.lg.j
p/

岐阜県図書館
058-275-5111

岐阜県 岐阜市 ①③ 岐阜県発掘調査報告会
近年実施された県内の発掘調査報告を行い、埋蔵文化財に対する理解を深め
ます。

10月19日 岐阜県図書館 岐阜県文化財保護センター 無料

岐阜県文化財保護センター：
https://www.pref.gifu.lg.jp/ke
nsei/ken-gaiyo/soshiki-
annai/kankyo-
seikatsu/bunkazai/

岐阜県文化財保護センター
058-237-8550

岐阜県 岐阜市 ①③ 外国文化を知る講座
外国人講師から各国の文化や生活、言葉などを教えてもらい、国際理解を深め
る講座です。

10月19日,11月16日 岐阜県図書館 岐阜県図書館 無料
岐阜県図書館：
http://www.library.pref.gifu.lg.j
p/

岐阜県図書館
058-275-5111

岐阜県 岐阜市 ①③ 教えて！海外のこと
外国人講師から各国の学校生活や挨拶の言葉などを教えてもらい、国際理解
を深める講座です。（小学校4～6年生対象）

11月10日 岐阜県図書館 岐阜県図書館 無料
岐阜県図書館：
http://www.library.pref.gifu.lg.j
p/

岐阜県図書館
058-275-5111

岐阜県 岐阜市 ①③
岐阜大学教育学部・岐阜県図書館共
催
「楽習会」

岐阜大学教育学部の先生方による公開講座の4回目、5回目です。言葉、文学、
文化について、毎回異なるテーマでお話していただきます。

10月20日, 11月17日 岐阜県図書館 岐阜県図書館 無料
岐阜県図書館：
http://www.library.pref.gifu.lg.j
p/

岐阜県図書館
058-275-5111

岐阜県 岐阜市 ③
映画上映×レクチャー「現代アート」と
は何か？－マルセル・デュシャンを
巡って―（アートラボぎふ）

1970年代以前と以後とで「現代アート」という言葉の意味するところは激変。今
回は「美術」というカテゴリーで捉えきれなくなった今日の有り様を、マルセル・
デュシャンを念頭に考えます。

11月9日 ぎふ清流文化プラザ 岐阜県、岐阜県教育文化財団 無料
http://www.gifu-art.jp/art-
labo/

050-3625-1377

岐阜県 岐阜市 ③ ＴＡＳＣぎふコラボ展　vol.5
福祉施設と県内のアーティストで制作チームを結成し、参加した大学生とも関わ
りながら、約３カ月をかけて展覧会の企画、作品の製作から展示までを共同で

9.14～10.17
ぎふ清流文化プラザ１階
文化芸術県民ギャラリー

岐阜県教育文化財団・岐阜県 無料
http://www.seiryu-
plaza.jp/tasc/

tascぎふ
058-233-5377

岐阜県 岐阜市 ③
tomoniアートのフェスティバル
 いろんなみんなの展覧会　たわわ
に、実る。

障がいのある作家本人と仲間、支援者、アートサポーター、来場者、「いろんな
みんな」の手によって作り上げられるアートイベントとして今回が３回目を迎え
る。

10.14～10.17
ぎふ清流文化
プラザ（全館）

岐阜県教育文化財団・岐阜県 無料
http://www.seiryu-
plaza.jp/tasc/

tascぎふ
058-233-5377

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 9
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第61回「教育・文化週間」関連行事

岐阜県 岐阜市 ①② 岐阜市教育委員会表彰 岐阜市の教育、学術及び文化の振興発展に貢献した者を表彰します。 11月5日 みんなの森ぎふメディアコスモス 岐阜市教育委員会 無料
岐阜市教育委員会
事務局教育政策課政策係

岐阜県 岐阜市 ④ ぎふサイエンスフェスティバル２０１９ 講演会及び科学実験工作やサイエンスショー 11月16日 岐阜市文化センター
ぎふサイエンスフェスティバル実行委
員会

無料
https://cms.gifu-
gif.ed.jp/sciencemuseum/

岐阜市科学館
058-272-1333

講演会は事前申込必要

岐阜県 岐阜市 ③
企画展「栄三・東一の愛した生きもの
たち」

所蔵作品の中から、加藤栄三・東一両画伯が描いた鳥、魚、昆虫などの生き物
の本画、素描画を展示します。

10月8日～12月27日 加藤栄三・東一記念美術館 岐阜市
加藤栄三・東一記念美術館
http://www.rekihaku.gifu.gifu.j
p/

加藤栄三・東一記念美術館
058-264-6410

岐阜県 岐阜市 ③
企画展「岐阜県現代美術家協会選抜
展」

1983年に発足した岐阜県現代美術家協会の会員の中から推薦された33名の作
家を紹介します。

10月8日～11月17日 加藤栄三・東一記念美術館 岐阜市
加藤栄三・東一記念美術館
http://www.rekihaku.gifu.gifu.j
p/

加藤栄三・東一記念美術館
058-264-6410

岐阜県 岐阜市 ① 岐阜市健幸エンジョイ・スポーツＤＡＹ レクリエーションスポーツの体験とノルディックウォーキング教室を行います。 11月3日 岐阜公園
岐阜市スポーツ・レクリエーション祭
実行委員会

無料
岐阜市教育委員会市民体育課
058-214-2370

岐阜県 岐阜市 ①
国際インラインスケート岐阜長良川大
会

インラインスケートの国際大会。ロードレースとホッケーの２種類を行います。 11月10日 長良川公園・高橋尚子ロード
インラインスケート岐阜長良川大会
実行委員会

日本インラインスケート協会：
http://www.inlineskate.or.jp/1
91110nagaragawa.htm

岐阜市教育委員会市民体育課
058-214-2370

岐阜県 岐阜市 ① 絵本フェスティバル
「魔法の国へようこそ」をテーマに、魔法やハロウィーンに関する展示と特別お
はなし会、魔法のメダルをつくるワークショップを行う。

11月2日,4日 みんなの森　ぎふメディアコスモス 岐阜市立図書館 無料
https://g-
mediacosmos.jp/lib//post.ht

岐阜市立図書館
058-262-2924

岐阜県 岐阜市 ①③
第5回ぼくのわたしのショートショート
発表会

中高生から短編小説を募集し、その中から選抜された作品の作者と直木賞作
家の朝井リョウ氏が公開トークを行うことで、中高生が創造力、表現力を発揮で
きる場を提供しています。

11月3日 みんなの森　ぎふメディアコスモス 岐阜市立図書館 無料
https://g-
mediacosmos.jp/lib//post.ht
ml

岐阜市立図書館
058-262-2924

岐阜県 岐阜市 ①③ 秋の読書週間イベント
秋の読書週間に合わせ、岐阜で豊かに暮らしていくためのヒントを様々な分野
で活躍するゲストとのトークを通じて探ります

11月9日 みんなの森　ぎふメディアコスモス 岐阜市立図書館 無料
https://g-
mediacosmos.jp/lib//post.ht

岐阜市立図書館
058-262-2924

岐阜県 岐阜市 ①②③
岐阜大学創立70周年記念事業
岐阜大学公開講座「地域科学部の授
業Ⅲ」

岐阜大学地域科学部では、高校生以上のみなさまを対象とした公開講座を毎
年開催しています。2019年度のテーマは、「地域科学部の授業Ⅲ」。地域科学部
の魅力である幅広い分野の講義が体験できる公開講座が昨年度大変好評だっ
たことを受け、今年度も引き続き本学部の授業を味わえる講座を開催します。科
学史、アイルランド文学・ヨーロッパ文化、都市環境工学、統計物理学、理論経
済学、民法学の先生方による講義を予定しています。

10月12，19，26日
岐阜大学地域科学部
101講義室

国立大学法人岐阜大学 無料
http://www.rs.gifu-
u.ac.jp/newstopics/2019/07/
25/2019.html

岐阜大学地域科学部総務係
058-293-3003
chiiki@gifu-u.ac.jp

岐阜県 岐阜市 ①②
岐阜大学重点講座（環境）
岐阜大学大学院連合農学研究科環境
講座

食品と環境は切っても切れない関係です。腸内「環境」に影響を与える食品と、
栽培「環境」によって変化する食品成分を取り上げ、大学の専門的な知識を基
に、市民の方の日常に役立てる分かりやすい講演を行います。

10月26日 岐阜大学サテライトキャンパス
国立大学法人岐阜大学大学院連合
農学研究科

無料
http://www.ugsas.gifu-
u.ac.jp/news/environmentalc
ourse/

岐阜大学大学院
連合農学研究科
058-293-2984

岐阜県 岐阜市 ④
岐阜大学公開講座　生命科学の扉を
開く～研究が皆さんの日常生活にもた
らすもの～

学生及び一般市民への生命科学研究の幅広い啓蒙を目的として、各講師が関
連する領域の先端科学研究を分かりやすく紹介し、どのように日常に生かされ
ているのかを受講者に理解していただくことを目的として、本講座を開催しま

10月27日 岐阜大学サテライトキャンパス
国立大学法人岐阜大学研究推進・
社会連携機構科学研究基盤セン
ター

無料 https://www.gifu-u.ac.jp/
岐阜大学研究推進部
研究推進課研究拠点係
058-293-2014

岐阜県 岐阜市 ③ 岐大祭
学生の正課研究、学術文化活動及び課外活動の祭典として、年間を通した取
組みの成果を学内外に発表し、地域社会とともに考え、より発展させる機会を作
る場であり、毎年、学生の自主的な企画・運営により開催します。

11月1日～11月3日 岐阜大学 国立大学法人岐阜大学 無料 http://gidaisai.jp/
岐阜大学学務部
学生支援課学生支援係
058-293-2148

岐阜県 岐阜市 ①② 「視覚障害教育の今後の展望」（仮題）
本講座では、盲教育･弱視教育に関する最近の支援機器を活用した教育実践を
紹介していただきます。

11月2日
岐阜大学
教育学部

国立大学法人岐阜大学 無料
http://www.ed.gifu-
u.ac.jp/~jissencenter/index.ht
ml

岐阜大学教育学部
附属特別支援教育センター
058-293-2350

要事前申込

岐阜県 岐阜市 ①④ 「ひふの日」市民公開講座

日本臨床皮膚科医会が「ひふの日」（11月12日）を制定し日本皮膚科学会と協
力して、皮膚疾患についての正しい知識の普及や皮膚科専門医療に対する理
解を深めるための啓発活動を行ってきました。この一環として岐阜県においても
日本臨床皮膚科医会と岐阜皮膚科医会が主催して、皮膚科医が市民の方を対
象として講演をしています。

11月3日 岐阜大学サテライトキャンパス
日本臨床皮膚科医会
岐阜皮膚科医会

無料
岐阜大学医学部
皮膚病態学分野
TEL:058-230-6397

岐阜県 岐阜市 ①②④
岐阜大学フォーラム
「環境ユニバーシティフォーラム」

本学が「環境ユニバーシティ宣言」した11月を岐阜大学環境月間と定め、関連行
事として毎年開催しているものです。『科学を楽しくー光触媒を中心にー』の演題
で藤嶋昭氏にご講演いただきます。

11月6日 岐阜大学柳戸キャンパス　講堂 国立大学法人岐阜大学 無料
岐阜大学環境対策室
058-293-2117

岐阜県 岐阜市 ①④
岐阜大学公開講座　親子天文教室
「望遠鏡を作って月を見よう！」

天体観察を通じて、科学技術に対する興味・関心を高めると同時に、親子で製
作や観察活動を行うことで、親子のコミュニケーションを深める機会を提供しま

11月10日
岐阜大学
教育学部

国立大学法人岐阜大学
https://www.gifu-
u.ac.jp/news/event/

岐阜大学教育学部総務係
058-293-2243

要事前申込

岐阜県 岐阜市 ①
第７回岐阜県がん情報センター県民
公開講座

がん患者所体験談や生き方等を伝えることにより、県民ががんの予防に努め、
前向きにがんと向き合えるよう支援することを目的とする。著名人を講師にお迎
えし体験談をお話ししていただく予定です。（定員200名）

11月16日 岐阜大学医学部記念会館 岐阜県がん情報センター 無料 http://gifugan.net/
岐阜大学医学部附属病院医療
支援課医療支援係
058-230-7342

10月１日にホームページに掲
載予定
事前申込制

岐阜県 郡上市 ② 第９回郡上市吹奏楽合同演奏会 市内中学校及び高等学校の吹奏楽部による合同演奏会です。 11月2日 大和総合センター 郡上市教育委員会 無料 学校教育課

岐阜県 神戸町 ③
神戸町日比野五鳳記念美術館無料開
放

神戸町日比野五鳳記念美術館を無料で観覧できます。 11月2日～11月3日 神戸町日比野五鳳記念美術館 神戸町 無料
神戸町日比野五鳳記念美術館
0584-27-7320

岐阜県 神戸町 ③
神戸町日比野五鳳記念美術館「秋季
展」

現代仮名書壇の最高位であられた故日比野五鳳先生の作品を展示します。 11月2日～12月2日 神戸町日比野五鳳記念美術館 神戸町
神戸町日比野五鳳記念美術館
0584-27-7320

毎週火曜日休館
一般・大学生/220円
高校生以下・障がい者手帳を
お持ちの方は、無料で入館し
ていただけます。

岐阜県 神戸町 ① 神戸町文化祭
文化団体連絡協議会の発表、町内小中学生や一般の作品の発表等を行いま
す。

11月2日～11月3日
神戸町中央公民館
町民体育館

神戸町教育委員会 無料
神戸町中央公民館
0584-27-7321

岐阜県 神戸町 ① 神戸町青少年健全育成大会

青少年を取り巻く環境が大きく変化している今日、青少年が夢と生きがいを持
ち、健やかで、たくましく成長するように、家庭・学校・地域社会が連携を深め、
健全育成の環境づくりに努めなければなりません。次代を担う青少年を健全に
育成することは、町民一人ひとりに課せられた責務です。この認識のもとに、町
民と地域で活動されている青少年育成関係者が一堂に会し、本大会を開催する
ことにより、地域における青少年の健全育成活動の一層の推進を図ります。

11月2日 神戸町中央公民館 神戸町青少年健全育成町民会議 無料

神戸町青少年
健全育成町民会議事務局
（生涯学習課社会教育係）
0584-27-3111

岐阜県 関市 ② 社会科課題追究学習作品展
児童生徒の社会的な見方や考え方を培い、公民的資質の基礎を養うために、
児童生徒が自ら課題を設けて主体的に追究する学習を支援するとともに、応募
作品から選考された優秀作品を展示し、表彰式を行います。

10月26日～27日 岐阜県博物館 岐阜県教育委員会 無料
http://www.gifu-
net.ed.jp/kyoka/syakai/05kad
aisakuhin/index10.htm

岐阜県教育委員会
学校支援課
058-272-1111（内線3699）

表彰式10月27日

岐阜県 関市 ② 岐阜県児童生徒科学作品展
児童生徒の自主的な探究活動を奨励し、自然科学への関心を高め、もって科学
教育の振興を図ることを目的に、地区展を経て選ばれた優秀作品を展示し、表
彰式を行います。

10月26日～27日 岐阜県博物館 岐阜県教育委員会 無料
http://www.gifu-
net.ed.jp/kyoka/rika/kagakus
akuhin/30_bosyuuyoukou.pdf

岐阜県教育委員会
学校支援課
058-272-1111（内線3697）

表彰式10月27日

岐阜県 関市 ①
令和改元記念特別展「岐阜は日本の
ど真ん中　―岐阜県植物誌は語る―」

このほど発刊された岐阜県植物誌に示された植物の分布状況を根拠として、岐
阜が「日本のど真ん中」であることを、新たな岐阜の魅力として紹介します。

9月20日～11月17日 岐阜県博物館
岐阜県博物館
岐阜新聞社
岐阜放送

岐阜県博物館ＨＰ：
http://www.gifu-kenpaku.jp/

岐阜県博物館
0575-28-3111

一般600円、
大学生300円、
高校生以下無料
11月3日は無料

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料 9
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岐阜県 関市 ①
オータムフェスティバル
けんぱくワークショップ

岐阜県百年公園が開催する「オータムフェスティバル」の協賛イベントとして体験
コーナーを開催します。石の中から本物の化石を取り出すクリーニング体験で
す。

10月19日,20日 岐阜県百年公園 岐阜県博物館
岐阜県博物館ＨＰ：
http://www.gifu-kenpaku.jp/

岐阜県博物館
0575-28-3112
岐阜県百年公園
0575-28-2166

材料費500円～700円

岐阜県 関市 ①
けんぱく教室
「百年公園で秋を見つけよう」

百年公園内の里山を巡る自然観察会です。実りの秋に採集できるドングリの見
分け方を知ることができるとともに、秋ならではの植物を観察します。

10月26日 岐阜県百年公園 岐阜県博物館
岐阜県博物館ＨＰ：
http://www.gifu-kenpaku.jp/

岐阜県博物館
0575-28-3113

予約必要
詳細はHP

岐阜県 関市 ①
講演会「岐阜県植物誌のカバノキ科を
どのような視点でまとめたか」

「岐阜県植物誌」の発行に関わる調査研究の中でカバノキ科をまとめる際に検
討した既存の植物図鑑や植物誌の問題点を解説します。

10月27日 岐阜県博物館 岐阜県博物館 無料
岐阜県博物館ＨＰ：
http://www.gifu-kenpaku.jp/

岐阜県博物館
0575-28-3114

予約必要
詳細はHP

岐阜県 関市 ①
マイミュージアムギャラリー展示
「関藩主大嶋雲八と現代甲冑展」

戦国時代に実際に使用された実践向きの甲冑をできる限り忠実に製作している
関市甲冑同好会による甲冑約２５点を展示し、その製作工程を紹介します。

11月2日～12月22日 岐阜県博物館 岐阜県博物館 無料
岐阜県博物館ＨＰ：
http://www.gifu-kenpaku.jp/

岐阜県博物館
0575-28-3115

岐阜県 関市 ①
岐阜―ふるさとを学ぶ日　けんぱく
ワークショップ

化石レプリカ作り、化石掘り出し体験、万華鏡作り、どんぐり標本箱作り、組紐ス
トラップ作りなど、楽しい体験教室です。

11月3日 岐阜県博物館 岐阜県博物館
岐阜県博物館ＨＰ：
http://www.gifu-kenpaku.jp/

岐阜県博物館
0575-28-3116

入館料は無料
材料費100円～700円

岐阜県 関市 ① 講演会「大嶋雲八の生涯と活躍」
信長・秀吉・家康の三人の天下人に仕え、関ヶ原の戦いの武功により初代関藩
主となった武将・大嶋雲八の生い立ちと戦績について紹介します。

11月17日 岐阜県博物館 岐阜県博物館 無料
岐阜県博物館ＨＰ：
http://www.gifu-kenpaku.jp/

岐阜県博物館
0575-28-3117

予約必要
詳細はHP

岐阜県 関市 ①
けんぱく教室
「和紙のオリジナル年賀はがきを作ろ
う―和紙のすばらしさ・秘密に迫る―」

ユネスコ無形文化遺産に登録された本美濃紙を自ら漉くことで、作る喜び、使う
楽しみを味わいながら、美濃伝統の手漉き和紙の技や歴史、秘密を学びます。

11月17日 岐阜県博物館 岐阜県博物館
岐阜県博物館ＨＰ：
http://www.gifu-kenpaku.jp/

岐阜県博物館
0575-28-3118

予約必要
詳細はHP

岐阜県 関市 ③ アフタヌーンコンサート フルートアンサンブルコンサートがお楽しみいただけます。 10月19日 関市文化会館 関市文化課 無料 http://www.city.seki.lg.jp/
関市文化課
0575-24-6455

岐阜県 関市 ③ 第69回関市美術展 洋画・日本画・書道・写真など8部門の作品展示がご覧いただけます。 10月19日～10月27日 関市文化会館 関市文化課 無料 http://www.city.seki.lg.jp/
関市文化課
0575-24-6455

作品出品申込は10月2日～10
月4日

岐阜県 関市 ③
第64回関市文化祭
盆栽展１部

盆栽の展示がご覧いただけます。 10月26日～27日 関市文化会館 関市文化課 無料 http://www.city.seki.lg.jp/
関市文化課
0575-24-6455

岐阜県 関市 ③
第64回関市文化祭
獅子舞大会

獅子舞の公演がご覧いただけます。 10月27日 関市文化会館 関市文化課 無料 http://www.city.seki.lg.jp/
関市文化課
0575-24-6455

岐阜県 関市 ③
古式日本刀鍛錬・外装技能師実演一
般公開、刀剣なんでも無料相談

古式日本刀鍛錬　鋼を熱しては打つ、火花飛び散る迫力の鍛錬をご覧いただけ
ます。外装技能師実演　刀の外装を作る職人（研師、柄巻師、鞘師、白銀師）の
技術をご覧いただけます。刀剣なんでも無料相談を開催します。

11月3日 関鍛冶伝承館
関伝日本刀鍛錬技術保存会
関市文化課

無料 http://www.city.seki.lg.jp/
関市文化課
0575-24-6455

岐阜県 関市 ③
第64回関市文化祭
市民茶会

表千家・裏千家など複数流派のお茶会が楽しめます。 11月3日 関市文化会館 関市文化課 http://www.city.seki.lg.jp/
関市文化課
0575-24-6455

岐阜県 関市 ③ 施設の無料開放 常設展示の無料公開をします。 11月3日 関市洞戸円空記念館 関市文化課 無料 http://www.city.seki.lg.jp/
関市文化課
0575-24-6455

岐阜県 関市 ③ 施設の無料開放 常設展示の無料公開をします。 11月3日 関市円空館 関市文化課 無料 http://www.city.seki.lg.jp/
関市文化課
文化財保護センター
0575-45-0500

岐阜県 関市 ③ 施設の無料開放 企画展展示の無料公開をします。 11月3日 関市立篠田桃紅美術空間
岐阜現代美術館
関市文化課

無料 http://www.city.seki.lg.jp/
関市文化課
0575-24-6455

岐阜県 関市 ③
第64回関市文化祭
菊花展

菊友会会員が栽培した菊の展示がご覧いただけます。 11月3日～13日 関市文化会館 関市文化課 無料 http://www.city.seki.lg.jp/
関市文化課
0575-24-6455

岐阜県 関市 ③ アフタヌーンコンサート ポップスコンサートがお楽しみいただけます。 11月9日 関市文化会館 関市文化課 無料 http://www.city.seki.lg.jp/
関市文化課
0575-24-6455

岐阜県 関市 ③
第64回関市文化祭
盆栽展2部

盆栽の展示がご覧いただけます。 11月9日～10日 関市文化会館 関市文化課 無料 http://www.city.seki.lg.jp/
関市文化課
0575-24-6455

岐阜県 関市 ③
第64回関市文化祭
文芸大会

一般公募した文芸作品の表彰式と部門別大会（短歌・俳句・現代詩）がありま
す。

11月10日 関市文化会館 関市文化課 無料 http://www.city.seki.lg.jp/
関市文化課
0575-24-6455

岐阜県 関市 ③
第64回関市文化祭
洋楽祭

コーラスや吹奏楽などのステージがご覧いただけます。 11月17日 関市文化会館 関市文化課 無料 http://www.city.seki.lg.jp/
関市文化課
0575-24-6455

岐阜県 関市 ③
関の城跡めぐり　其之参　～小野城攻
略の巻～

本城山を登り、小野城跡を見学する 11月17日 小野城跡 関市 無料
関市文化課文化財保護センター
0575-45-0500

岐阜県 関市 ③ 田原ふれあい文化祭 大杉遺跡の発掘展示 11月9日～10日 田原ふれあいセンター 関市 無料
関市文化課文化財保護センター
0575-45-0500

岐阜県 関市 ③ 古町遺跡の発掘展示 古町遺跡の発掘展示 10月5日～22日 関鍛冶伝承館 関市 無料
関市文化課文化財保護センター
0575-45-0500

岐阜県 関市 ① たのしみん祭
関市南部は幼稚園から大学、さらに特別支援学校、障害者更生施設を含めて、
文教・福祉地域を形成しています。このような恵まれた環境を生かして、教育機
関・地域自治会・企業との共催で、地域ｲﾍﾞﾝﾄを開催します。

10月19日
中部学院大学関キャンパス及び周
辺地域

中部学院大学・　中部学院大学短期
大学部

http://www.chubu-gu.ac.jp/

岐阜県 関市 ① たのしみん祭
①地域住民の方々、各教育機関・施設・企業等、相互の理解や連携を一層深め
交流の体験を通して学習します。②ステージでの発表や作品を展示し、地域の
方々に見ていただき、一緒に楽しみます。

10月19日
中部学院大学関キャンパス及び周
辺地域

中部学院大学・中部学院大学短期
大学部附属桐が丘幼稚園

http://www.chubu-
gu.ac.jp/cgc/kirigaoka/

岐阜県 関市 ③
中部学院大学・　中部学院大学短期
大学部ホームカミングデー

卒業生を迎えて、特別講義、特別企画、恩師との交流会、在学生パネル展示な
どを企画し、交流・情報交換していただきます。

10月19日 中部学院大学関キャンパス
中部学院大学・　中部学院大学短期
大学部

http://www.chubu-gu.ac.jp/

岐阜県 多治見市 ③ 「大倉陶園　１００年の歴史と文化」展
　創立１００年を迎える大倉陶園の草創期から現在までの作品を通じ、優れたデ
ザインや品質を紹介するとともに、日本の洋食器文化における同園の役割を探
ります。

8月10日～11月4日 岐阜県現代陶芸美術館 岐阜県現代陶芸美術館
岐阜県現代陶芸美術館：
http://www.cpm-
gifu.jp/museum

岐阜県現代陶芸美術館
0572-28-3100

岐阜県 多治見市 ③
コレクション展
　やきもののひかり／コレクション・ハ
イライト

光がもたらすさまざまな感覚やイメージに着目し、当館コレクションを紹介する
テーマ展「やきもののひかり」、そして当館コレクションの粋を紹介する「コレク
ション・ハイライト」を通じて、当館のコレクションを多角的に紹介します。

8月10日～11月4日 岐阜県現代陶芸美術館 岐阜県現代陶芸美術館
岐阜県現代陶芸美術館：
http://www.cpm-
gifu.jp/museum

岐阜県現代陶芸美術館
0572-28-3100

岐阜県 多治見市 ③ MOMCA（もむか）の小さな図工室
展覧会をみて感じたことを、さまざまな素材や方法を使って表現します。短時間
で、誰でも気軽に楽しむことのできるワークショップの場です。

10月19日 岐阜県現代陶芸美術館 岐阜県現代陶芸美術館
岐阜県現代陶芸美術館：
http://www.cpm-
gifu.jp/museum

岐阜県現代陶芸美術館
0572-28-3100

岐阜県 多治見市 ③
出張、写真の大学
（アートラボぎふ）

「写真で自分の思いや考えを表現することが好き」という方に向けて、美術大学
での授業を一日に凝縮する形で体験する「講義、プレゼン、講評」のワークショッ
プです。日頃の写真作品をプリントまたはデータでご持参ください。

11月2日 セラミックパークＭＩＮＯ 岐阜県、岐阜県教育文化財団 無料
http://www.gifu-art.jp/art-
labo/

050-3625-1377 経験者対象

岐阜県 垂井町 ③ 第50回垂井町展
「香り高い文化にしたしむまち」を目指して、町民の芸術文化にふれる機会を提
供し、創造性豊かな心を育むため、町内外から作品を公募し、一般に公開す
る。

10月5日～13日,
10月19日～27日

垂井町文化会館 垂井町教育委員会 無料 0584-23-1010
10月5～13日：一般の部及び
少年の部(入賞作品）、10月19
～27日：少年の部

岐阜県 土岐市 ③ 土岐市文化祭美術展幼少年部 市内の児童、生徒が制作した作品の中から、優れた作品を展示します 11月2日～4日 セラトピア土岐 土岐市教育委員会 無料

岐阜県 土岐市 ③ 11月3日（文化の日）無料開放 「岐阜～ふるさとを学ぶ日」の協賛事業として、施設の無料開放を行います 11月3日 土岐市美濃陶磁歴史館 土岐市教育委員会 無料 11月3日のみ入館無料

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料 9



234

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

第61回「教育・文化週間」関連行事

岐阜県 土岐市 ④
第28回国際土岐コンファレンス市民学
術講演会

自然科学及び核融合エネルギーについて、一般市民の理解を深め、興味関心
を高めるため、国際土岐コンファレンスに併せて開催します。

11月9日
土岐市産業文化振興センター
セラトピア土岐

大学共同利用機関法人自然科学研
究機構核融合科学研究所

無料
http://www.nifs.ac.jp/event/i
tc28lecture.html

大学共同利用機関法人
自然科学研究機構
核融合科学研究所
管理部研究支援課
0572-58-2045

岐阜県 富加町 ①  加治田平井家文芸資料などミニ展示 　加治田平井家文芸資料（富加町郷土資料館所蔵）などのミニ展示会 9月18日～11月30日 富加町郷土資料館 富加町教育委員会 無料 0574-54-1443 毎週月曜、祝日の翌日　休館

岐阜県 富加町 ① 町民まつり　文化部門作品展示
富加町民又は富加町で生涯学習活動・文化芸術的活動を行っている個人又は
団体が作成した作品の展示会

11月16日～17日 タウンホールとみか 富加町 無料 0574-54-2112 開場時間9:00～15:00

岐阜県 中津川市 ③ 馬籠宿場まつり 皇女和宮降嫁行列が再現されます。 11月3日 馬籠宿 馬籠観光協会 無料 www.kiso-magome.com 0573-69-2336

岐阜県 中津川市 ③ 落合宿まつり 石場搗きの実演などが行なわれる。 11月3日 落合宿 中山道落合宿まつり実行委員会 無料
http://www.city.nakatsugawa.
gifu.jp

0573-69-3201

岐阜県 中津川市 ③ 六斎市
中山道中津川宿にて毎月第一日曜日に地元ブランド商品の販売、イベント、ス
タンプラリーなども予定中です。

11月3日 中津川市本町・新町 中津川商工会議所 無料
http://www.ccinakatsugawa.gi
fu.jp/

0573-65-2154

岐阜県 中津川市 ③ ひるかわＭＡＩＫＡ祭 文化と産業の振興をテーマとした秋の祭りです。 11月3日 ひとつばたご広場とその周辺 蛭川振興会 無料
http://www.ccinakatsugawa.gi
fu.jp/

0573-45-2211

岐阜県 中津川市 ③ ふくおか産業祭 農産物評会、各種バザー、ステージイベント、文化展などを行ないます。 11月3日 福岡総合事務所 ふくおかまちふくり協議会 無料
http://www.ccinakatsugawa.gi
fu.jp/

0573-72-2144

岐阜県 中津川市 ①③ 図書館まつり
図書館関係団体とともに、図書館を会場として交流、体験、活動発表などのイベ
ントを開催します。市民が図書館の役割、業務内容、利用方法を体感できる機
会をつくり、図書館の利用促進につなげます。

11月24日 中津川市立図書館 中津川市立図書館 無料
http://www.ccinakatsugawa.gi
fu.jp/

0573-66-1308

岐阜県 中津川市 ①② 中津川市子育て親育ちシンポジウム
子どもたちの笑顔を守るためのシンポジウム
　①講演　②活動発表会

10月26日 福岡ふれあい文化センター
中津川市PTA連合会
中津川市青少年健全育成市民会議

無料
http://www.ccinakatsugawa.gi
fu.jp/

0573-66-1111

岐阜県 中津川市 ①②③ 11月3日（文化の日）入館無料デー

国指定史跡「苗木城跡」のふもとに、中世・戦国時代から明治時代初期にいた
る、苗木領の歴史的な文化遺産を保存・公開し、調査研究に資することを目的
に設置されました。ここでは苗木遠山家の資料を中心に、苗木領と苗木城にか
かわる貴重な諸資料を展示してあります。

11月3日 苗木遠山史料館 中津川市
http://naegi-toyama.n-
muse.jp

苗木遠山史料館
0573-66-8181

月曜休館

岐阜県 中津川市 ①②③ 11月3日（文化の日）入館無料デー
中津川市の歴史資料として重要な古文書、公文書等の記録類を継続的に収
集・保存し、市民共有の記録遺産として永く後世に伝えるとともに、その収蔵資
料を広く公開していきます。

11月3日 中山道歴史資料館 中津川市 http://nakasendo.n-muse.jp
中山道歴史資料館
0573-66-6888

月曜休館

岐阜県 中津川市 ①②③ 11月3日（文化の日）入館無料デー

『第Ⅲ期展　慕情－古都を巡る』を開催します。
長い年月、培われてきた文化の香りを持つ古都には、繊細優雅な日本の美の
心が宿っています。古都の風情に魅せられた東山魁夷は、四季折々の風景、姿
を絵に残しています。

11月3日 東山魁夷心の旅路館 中津川市 http://kaii.n-muse.jp
東山魁夷心の旅路館
0573-75-5222

水曜休館

岐阜県 中津川市 ①②③ 11月3日（文化の日）入館無料デー

『第Ⅲ期展　押し花アート展』を開催します。
「押し花」は、植物の花や葉等、日々の暮らしの中にある身近な自然の素材を使
用して表現されています。
展示作品は、素材の色や形をそのまま生かしたものや、素材を組み合わせて、
一つの物語に仕立てたものもあります。
自然の恵みあふれる押し花創作絵画の数々をお楽しみください。

11月3日 熊谷榧つけちギャラリー 中津川市 http://www.kaya-kumagai.jp
熊谷榧つけちギャラリー
0573-82-4911

金、土、日のみ開館

岐阜県 中津川市 ①②③ 11月3日（文化の日）入館無料デー
鉱物博物館には様々な石の展示のほか、地元の地質についてや鉱物の研究
者などについての幅広い展示がしてあります。

11月3日 鉱物博物館 中津川市 http://mineral.n-muse.jp
鉱物博物館
0573-67-2110

月曜休館

岐阜県 中津川市 ①②③ 11月3日（文化の日）入館無料デー
子ども科学館には不思議がたくさんあり、みなさんが手でふれて、どうしてだろ
う？なぜだろう？と考えてもらえるような展示がたくさんあります。答えはみなさ
んの目と手で確かめてくださいね。

11月3日 子ども科学館 中津川市 http://n-muse.jp
子ども科学館
0573-66-9090

月曜休館

岐阜県 羽島市 ③ 羽島市美術展（一般の部）
羽島市の香り高い芸術・文化の普及と発展のために広く日本画・洋画・書・写
真・彫刻・工芸・デザインの作品を公募し、一般に公開します。

10月22日～27日※23
日除く

不二羽島文化センター　展示室　円
空他

羽島市教育委員会 無料
http://www.city.hashima.lg.jp/
sp/0000010453.html

羽島市教育委員会生涯学習課
058-393-4672

岐阜県 羽島市 ③ 羽島市民音楽祭（邦楽の部）
市内の音楽愛好者や団体が日頃の活動成果を発表し、音楽文化の振興と音楽
団体の育成・交流を図るため開催します。

11月10日
不二羽島文化センター　みのぎく
ホール

羽島市教育委員会 無料
羽島市教育委員会生涯学習課
058-393-4672

事前申し込みが必要（9/20
〆）

岐阜県 羽島市 ③ 羽島市文芸祭
市民の創作意欲を高め、文芸創作活動の振興と共に地域文化の向上を図るこ
とを目的とし、実施します。

11月1日～11日 不二羽島文化センター 羽島市教育委員会 無料
羽島市教育委員会生涯学習課
058-393-4672

既に作品申込は終了

岐阜県 羽島市 ③ 写真で辿る日本各地の円空仏
円空仏は全国に点在しており、それらを訪ねて歩く研究者や観光客は多くみえ
ます。この企画展は、円空仏の写真を撮っている方々から作品を募り、展示しま
す。

9月28日～12月15日
羽島市歴史民俗資料館・映画資料
館

羽島市歴史民俗資料館・映画資料
館

http://www.hashima-
rekimin.jp/index.html

羽島市歴史民俗資料館
映画資料館
058-391-2234

岐阜県 羽島市 ③ 映画のつどい
毎月第2土曜日に、1日2回（午前10時～、午後2時～）映画を上映します。毎年、
12･1月に来館者アンケートをとり、リクエストが多かった作品を中心に上映しま
す。

11月10日
羽島市歴史民俗資料館・映画資料
館

羽島市歴史民俗資料館・映画資料
館

http://www.hashima-
rekimin.jp/movie.html

羽島市歴史民俗資料館
映画資料館
058-391-2234

岐阜県 羽島市 ③ 令和元年度優秀映画鑑賞推進事業
文化庁よりフィルムの提供を受けて実施する映画鑑賞会です。今回は「秋津温
泉」、「心中天網島」、「復讐するは我にあり」、「少年」の4本を上映します。

11/23～24
羽島市歴史民俗資料館・映画資料
館

羽島市歴史民俗資料館・映画資料
館

http://www.hashima-
rekimin.jp/index.html

羽島市歴史民俗資料館
映画資料館
058-391-2234

岐阜県 羽島市 ① 羽島市立図書館まつり
子どもたちが本に親しみ、豊かな想像力を育むように、市内の小中学生から、
夢のある楽しい手づくり絵本の作品を募集し、入賞・入選作品を展示します。ま
た、大型紙芝居・絵本の読み聞かせを行います。

11月2日 羽島市立図書館 羽島市立図書館まつり実行委員会 無料
http://www.lics-saas.nexs-
service.jp/hashima/

羽島市立図書館
058-392-2270

岐阜県 羽島市 ①
第2回所蔵品展「いのちの声　いきも
のの詩（うた）」

当館所蔵のいきものや自然をテーマにした作品のうち陶芸作品では、土岐市出
身の林庄太郎と人間国宝の藤本能道、絵画作品では前田青邨の「鶉」、奥村土
牛の「あけび」等をご紹介いたします。

8月30日～10月27日 不二竹鼻町屋ギャラリー 羽島市教育委員会
https://www.city.hashima.lg.jp
/category/64-4-0-0-0.html

羽島市教育委員会生涯学習課
竹鼻町屋ギャラリー
058-393-0951

岐阜県 飛騨市 ④ スーパーカミオカンデ 一般公開
スーパーカミオカンデは、岐阜県飛騨市の山の下1000mに位置する、世界最大
の地下ニュートリノ観測装置です。鉱山内という立地もあり普段は見学が難しい
施設の一般公開を行います。

11月2日
東京大学宇宙線研究所神岡宇宙素
粒子研究施設

東京大学宇宙線研究所
飛騨市
NPO法人宇宙丸ごと創生塾飛騨アカ
デミー

http://www-sk.icrr.u-
tokyo.ac.jp

東京大学宇宙線研究所神岡宇
宙素粒子研究施設
kouhou@km.icrr.u-tokyo.ac.jp

岐阜県 七宗町 ➂ 施設の無料開放 日本最古の石の博物館を無料で観覧できます。 11月3日 日本最古の石博物館 七宗町 無料
日本最古の石博物館：
http://ishihaku.hichiso.jp/

七宗町役場企画課
0574-48-2291

岐阜県 瑞浪市 ②④
チャレンジワークショップ
「ジュースの中身を調べてみよう」

ジュースって何でできているの？ジュースに含まれている酸の量や、糖分・塩分
などの成分を調べ、身近なジュースの中身を化学的に分析します。

11月2日～12月1日 サイエンスワールド サイエンスワールド
サインスワールド：
https://www.sw-gifu.com/

サイエンスワールド
0572-66-1151

土・日・祝日のみ開催

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 9
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第61回「教育・文化週間」関連行事

岐阜県 瑞浪市 ①③ 第３８回中央公民館文化祭
公民館講座等の参加者や登録自主グループの成果を発表する場を提供し、市
内の芸術団体の活動の活性化を図ります。芸能の部、展示の部、バザーの部
の３つの部で構成しています。

11月9日～10日 瑞浪市総合文化センター 瑞浪市中央公民館 無料
瑞浪市総合文化センター
0572-68-5281

岐阜県 瑞浪市 ①③ 第６６回瑞浪市美術展（一般の部）
市民の美術活動への参加意欲の高揚と、優れた芸術文化に触れる機会の提供
を目的としています。市内及び近郊から多数の優れた作品を公募し展示し、一
般に公開しています。

10月24日～2７日 瑞浪市総合文化センター 瑞浪市中央公民館
瑞浪市総合文化センター
0572-68-5281

岐阜県 瑞浪市 ①③ 瑞浪市民公園文化施設入館料無料化
「教育・文化週間」及び「岐阜～ふるさとを学ぶ日」に協賛し、広く文化に親しん
でいただくため、瑞浪市民公園内に所在する文化施設４館を無料開放します。

11月3日
瑞浪市化石博物館、瑞浪市市之瀬
廣太記念美術館、瑞浪市地球回廊、
瑞浪市陶磁資料館

瑞浪市教育委員会 無料
瑞浪市化石博物館
0572-68-7710

岐阜県 瑞浪市 ①③
企画展「印判手のやきもの　馬杉コレ
クション展」

明治時代以降、日本各地の窯業地では効率的に絵付けを行うために型紙摺絵
や銅版転写など、様々な技術の導入を図りました。これらの製品は「印判手」と
呼ばれ、素朴な民芸的文様や当時の風俗文様が魅力的であるとして、全国に
収集家、愛好家がいます。本展では、印判手のコレクターである馬杉氏から寄
贈を受けた製品を展示し、印判手の焼き物の歴史や魅力について紹介します。

10月5日～1月13日 瑞浪市陶磁資料館 瑞浪市教育委員会
https://www.city.mizunami.lg.j
p/docs/2018031600098/

瑞浪市陶磁資料館
0572-68-2506

11月3日は入館無料

岐阜県 瑞浪市 ①③
第32回企画展「伊村俊見作品展（仮
称）」

瑞浪市在住の陶芸家・伊村俊見氏の作品を多数展示するほか、岐阜県美術館
副館長の正村美里氏とのギャラリートークイベントを開催します。

10月26日～11月末 瑞浪市市之瀬廣太記念美術館 瑞浪市教育委員会
瑞浪市市之瀬廣太記念美術館
0572-68-9400

11月3日は入館無料

岐阜県 瑞浪市 ② 第６６回瑞浪市美術展（少年の部）
瑞浪市の園児・児童・生徒の美術作品への創作活動の啓発と奨励とともに、本
誌の図画工作・美術指導技術の向上を図ることを目的に開催します。「図工・美
術作品の部」と「書写の部」があり、市内の幼・保の園児、小・中の児童・生徒が

11月1日～3日 瑞浪市総合文化センター 瑞浪市教育委員会　学校教育課 無料
瑞浪市教育委員会学校教育課
教育推進係0572-68-2111

岐阜県 瑞浪市 ② 第６６回瑞浪市小・中学校音楽会
音楽会を通して、表現する楽しさ・表現の面白さ、多様な演奏を味わい、音楽に
対する興味・関心を一層高めることを目的に開催します。市内の小中学校全て
が参加します。

11月6日 瑞浪市総合文化センター 瑞浪市教育委員会　学校教育課 無料
瑞浪市教育委員会学校教育課
教育推進係0572-68-2111

岐阜県 瑞穂市 ① 講演会「瑞穂市の仏像の見方と魅力」
企画展「『瑞穂市の宝もの』を楽しみ、未来に伝える　～瑞穂市の指定文化財を
とおして～」（11月1日～11月30日）の一環として開催します。

11月23日 瑞穂市図書館本館 瑞穂市教育委員会 無料
生涯学習課
058-327-2117

13:30～15:00
70名

岐阜県 瑞穂市 ② 第49回朝日祭
ステージイベント（各クラブや芸能人のライブパフォーマンス等）、各クラブの作
品展示、模擬店等

10月18日～19日 大学構内 朝日祭実行委員 無料 058-329-1083 飲食物の購入は有料

岐阜県 瑞穂市 ②③
朝日大学第35回高等学校英語弁論大
会

英語力及び国際力の向上を目指し、未来を担う若者の人材育成に貢献し、日頃
の勉学の成果を発表する機会を提供する。

11月17日 朝日大学 朝日大学 無料
学事二課
058-329-1077

岐阜県 瑞穂市 ②③ 岐阜県英語教育セミナー 米野和徳氏による英語学習に関する講演を開催予定。 11月17日 朝日大学 朝日大学 無料
学事二課
058-329-1077

岐阜県 美濃加茂市 ②
「中学生『ものづくり』作品コンテスト」
表彰式及び４種目の製作実習や競技
会

技術・家庭科指導を一層充実させ、確かな学力と個性の伸長を図ることをねら
いとし、日頃の技術・家庭科の学習で身に付けた知識や技術を生かした取組や
その成果を表彰式や競技を通して公表します。

11月2日 国際たくみアカデミー 岐阜県教育委員会 無料

http://www.gifu-
net.ed.jp/gika/wp-
content/uploads/sites/7/201
8/07/H30_01zentai.pdf

岐阜県教育委員会学校支援課
058-272-1111（内線3698）

表彰式11月2日

岐阜県 美濃加茂市 ① 野生のきのこを知ろう
秋に発生する「野生きのこ」を観察するとともに、名前の調べ方や生態について
学びます。

10月26日 ぎふ清流里山公園 森林文化アカデミー
https://www.forest.ac.jp/eve
nts/kinoko191026/

森林文化アカデミー
森林総合教育課
0575-35-2535

岐阜県 美濃加茂市 ① 竹田尚史　質量と和泉の重力の霧 「芸術と自然」を主題にした現代アートの展覧会。 9月21日～10月27日 みのかも文化の森　企画展示室 みのかも文化の森（文化振興課） 無料
【みのかも文化の森HP】
http://www.forest.minokamo.
gifu.jp/

みのかも文化の森
0574-28-1110

岐阜県 美濃加茂市 ① ていねいな暮らしと道具展 昔の道具から、人々の知恵や生活の苦労などを知る。
9月14日～
3月15日

みのかも文化の森　民具展示館 みのかも文化の森（文化振興課） 無料
【みのかも文化の森HP】
http://www.forest.minokamo.
gifu.jp/

みのかも文化の森
0574-28-1110

岐阜県 美濃加茂市 ① まゆの家まつり 生活体験館（まゆの家）で、昔の暮らしや遊び、食事などが体験できる。 10月19日 みのかも文化の森　生活体験館 みのかも文化の森（文化振興課） 無料
【みのかも文化の森HP】
http://www.forest.minokamo.
gifu.jp/

みのかも文化の森
0574-28-1110

岐阜県 美濃加茂市 ①③ 第64回美濃加茂市美術展 公募による市民の作品展 11月13日～24日
みのかも文化の森　企画展示室ほ
か

みのかも文化の森（文化振興課） 無料
【みのかも文化の森HP】
http://www.forest.minokamo.
gifu.jp/

みのかも文化の森
0574-28-1110

岐阜県 美濃加茂市 ①③ 第21回美濃加茂市文芸祭 一般公募作品（短歌、俳句、川柳、狂俳、現代詩）の展示 10月22日～26日 美濃加茂市文化会館 美濃加茂市 無料
【美濃加茂市文化会館ＨＰ】
http://www.forest.minokamo.
gifu.jp/bunkakaikan/

美濃加茂市文化会館

岐阜県 美濃加茂市 ① ドリームコンサート 生の演奏が身近で楽しめる無料のコンサートです。 11月8日 未定 美濃加茂市 無料
【美濃加茂市文化会館ＨＰ】
http://www.forest.minokamo.
gifu.jp/bunkakaikan/

美濃加茂市文化会館
R1.10月下旬～11月上旬まで
に更新予定

岐阜県 美濃加茂市 ①③ 秋の美術連盟展 様々な力作を数多く展示 11月1日～11月3日 美濃加茂市文化会館 美濃加茂市美術連盟 無料 美濃加茂市文化会館

岐阜県 美濃加茂市 ①③ 美濃加茂市茶華道祭 茶会・花展がお楽しみいただけます。 11月3日 美濃加茂市文化会館 美濃加茂市茶華道連盟 美濃加茂市文化会館
茶会は呈茶券が必要（当日券
あり）

岐阜県 美濃加茂市 ①③ 伊深地区文化祭 伊深地区の方々がステージ発表や展示を行います。 11月3日 伊深小学校 伊深地区生涯学習活動推進委員会 無料
伊深連絡所
0574－29-1395

岐阜県 美濃加茂市 ①③ 蜂屋町文化祭 蜂屋地区の方々がステージ発表や展示を行います。 11月10日 蜂屋小学校 蜂屋文化祭実行委員会 無料
蜂屋連絡所
0574－25-2901

岐阜県 美濃加茂市 ①③ 山之上町ふるさとまつり 山之上地区の方々がステージ発表や展示を行います。 11月17日 山之上小学校 山之上町ふるさと祭り実行委員会 無料
山之上連絡所
0574－25-2739

岐阜県 美濃加茂市 ①③ 三和町ふるさとまつり 三和地区の方々がステージ発表や展示を行います。 11月17日 三和交流センター 三和地区生涯学習活動推進委員会 無料
三和連絡所
0574－29-1001

岐阜県 美濃加茂市 ①③ 下米田地区文化祭 下米田地区の方々がステージ発表や展示を行います。 11月17日 牧野交流センター
下米田地区生涯学習活動推進委員
会

無料
下米田連絡所
0574－25-2714

岐阜県 美濃加茂市 ①② 子どもをたくましく育てるつどい
美濃加茂市地区連合PTAと青少年育成市民会議が一緒になって、子育てのあ
り方について考える会です。

11月23日 生涯学習センター 美濃加茂市青少年育成市民会議 無料
美濃加茂市生涯学習センター
0574－25-4141

岐阜県 美濃加茂市 ①③ 「じぶんの探Q」講座 自分と世界とのつながりを探求し、自分を再発見する講座を開催します。 11月24日 美濃加茂市中央図書館 美濃加茂市中央図書館
美濃加茂市図書館HP
http://www3.city.minokamo.gi
fu.jp

美濃加茂市中央図書館
TEL0574-25-7316

岐阜県 美濃加茂市 ①③ 第３回オリジナル帯デザインコンテスト
手作り本の帯への投票を来館者にお願いします。その後11月30日まで展示しま
す。

10月26日～11月10日 美濃加茂市東図書館 美濃加茂市東図書館 無料
美濃加茂市図書館HP
http://www3.city.minokamo.gi
fu.jp

美濃加茂市東図書館
0574-26-3001

岐阜県 美濃市 ① 週末プレーパーク
「自分の責任で自由に遊ぶ」をモットーに、「やってみたい！」にチャレンジできる
空間です。

10月19日 森林文化アカデミー みのプレーパークの会
https://www.forest.ac.jp/eve
nts/weekend-playpark/

森林文化アカデミー萩原裕作
090-9239-9187

岐阜県 美濃市 ① リラックスラン
森林を活用した健康づくり体験として、森林の中でのランニング体験や、リラック
ス体験を行います。

10月19日 森林文化アカデミー 森林文化アカデミー
森林文化アカデミー
森林総合教育課
0575-35-2535

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 9
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岐阜県 美濃市 ① 週末プレーパーク
「自分の責任で自由に遊ぶ」をモットーに、「やってみたい！」にチャレンジできる
空間です。

11月9日 森林文化アカデミー みのプレーパークの会
https://www.forest.ac.jp/eve
nts/weekend-playpark/

森林文化アカデミー
萩原裕作
090-9239-9187

岐阜県 美濃市 ① 秋のきのこ展 岐阜県の森林で見られる「野生のきのこ」の実物を展示します。 11月9日～10日 森林文化アカデミー 森林文化アカデミー 無料

https://www.forest.ac.jp/eve
nts/%e7%a7%8b%e3%81%ae%e3
%81%8d%e3%81%ae%e3%81%93
%e5%b1%95/

森林文化アカデミー
森林総合教育課
0575-35-2535

岐阜県 美濃市 ① 生き物を切り絵でつくろう！ 生き物をモチーフとした切り絵（切り紙）づくりを行います。 11月9日～10日 森林文化アカデミー 森林文化アカデミー
https://www.forest.ac.jp/eve
nts/ikimono_kirie/

森林文化アカデミー
森林総合教育課
0575-35-2535

岐阜県 本巣市 ①③ 船来山古墳群秋の特別開館
2018年度国史跡に指定された船来山古墳群で、復元「赤彩古墳石室」の一般公
開、及び、資料館の無料公開、体験教室の開催などを行う。

11月23・24日 古墳と柿の館 社会教育課 無料
本巣市HP：
http://www.city.motosu.lg.jp/

本巣市教育委員会
社会教育課

岐阜県 八百津町 ③ 第44回八百津町文化祭 美術・文芸など作品展のほか、茶席や芸能発表が行われます。 11月2日、3日 八百津町ファミリーセンター 八百津町文化協会 無料
八百津町教育委員会
0574-43-0390

岐阜県 山県市 ③
ブラックボトム ブラスバンドコンサート
2019

ニューオリンズジャズのブラックボトム バラスバンドのコンサートを開催します。 10月23日 文化の里　花咲きホール 山県市教育委員会

山県市HP：
https://www.city.yamagata.gif
u.jp/kyoiku/gakusyu/hanasaki
/event/p-1235.html

花咲きホール
0581-36-2323

岐阜県 山県市 ① 山県市文化協会文化祭
山県市の文化芸術活動を普及し、文化の向上と会員相互の親睦を深める目的
で、加入３９団体が日頃の活動成果を舞台発表と展示で発表します。文化祭特
別公演は、大西喜隆氏を講師に迎え、「防災講話」を開催します。

10月20日 山県市高富中央公民館 山県市文化協会 無料
高富中央公民館
0581-22-3351

岐阜県 山県市 ① 伊自良中央公民館文化祭

山県市伊自良地区の文化芸術活動を普及し、文化の向上と会員相互の親睦を
深める目的で、日頃の活動成果として作品展示を行います。また、伊自良地区
内の保育園の園児、小中学校の児童生徒、介護施設等の入所者などの絵画や
習字等の作品展示も行います。なお、舞台発表は３月１日（日）に花咲きホール

11月2日～3日 山県市伊自良中央公民館
伊自良中央公民館文化祭実行委員
会

無料
伊自良中央公民館
0581-36-3355

岐阜県 山県市 ① 谷合公民館芸能祭
山県市谷合地区の文化活動を普及し、公民館活動参加者相互の親睦を深める
目的で、公民館活動しているサークル参加者が日頃の活動成果を舞台で発表
します。なお、９月１０日(火)～１５日(日)にはサークル参加者等の作品の展示を

11月3日 山県市谷合公民館 山県市谷合公民館 無料
谷合公民館
0581-55-3008

岐阜県 山県市 ① 葛原公民館文化祭

山県市葛原地区の文化活動を普及し、公民館活動参加者相互の親睦を深める
目的で、１日目の午前中に体育振興会との共催で、「スカットボール」を実施し、
２日目の午後から公民館活動をしているサークル参加者や地元の太鼓保存会
が日頃の活動成果を舞台で発表します。また、地元小学生児童の作品や公募
した作品を２日間展示します。

11月9日～10日 山県市葛原公民館 山県市葛原公民館 無料
葛原公民館
0581-55-2113

岐阜県 山県市 ① 西武芸公民館文化祭
山県市西武芸地区の文化活動を普及し、公民館活動参加者相互の親睦を深め
る目的で、公民館活動しているサークル参加者が日頃の活動成果を舞台で発
表します。また、保育園児や小学生、サークル参加者等の作品の展示を実施し

11月10日 山県市西武芸公民館 山県市西武芸公民館 無料
西武芸公民館
0581-52-1101

岐阜県 山県市 ①② かしの木フェスティバル

山県市大桑地区の小学校、公民館、各種団体の連携により、相互の親睦を深
めるとともに、文化活動を普及させる目的で、小学校の体育館で、小学生と地域
の方々による歴史劇や、小学生によるゲームなどを午前中に行います。公民館
では午後からは、公民館で活動しているサークル参加者が日頃の活動成果を
舞台発表します。また、サークル参加者等の作品の展示を午前中から公民館で
実施し、その他にＰＴＡと農業団体による模擬店も開催します。

11月17日
山県市大桑公民館及び大桑小学校
体育館

かしの木フェスティバル実行委員会 無料
大桑公民館
0581-27-3425

岐阜県 山県市 ① 富波公民館文化祭
山県市富波地区の文化活動を普及し、公民館活動参加者相互の親睦を深める
目的で、公民館活動しているサークル参加者や地元の保育園児が日頃の活動
成果を舞台で発表します。また、公民館のサークル参加者等の作品の展示を実

11月17日 山県市富波公民館 山県市富波公民館 無料
富波公民館
0581-52-1004

岐阜県 山県市 ① 北武芸公民館文化祭

山県市北武芸地区の文化活動を普及し、公民館活動参加者相互の親睦を深め
る目的で、午前中に体育振興会との共催で、「健康歩け歩け運動」を実施し、終
了後に公民館の駐車場でバザーを実施します。午後から公民館活動している
サークル参加者が日頃の活動成果を舞台発表します。またサークル参加者等
の作品の展示を実施します。

11月17日 山県市北武芸公民館 山県市北武芸公民館 無料
北武芸公民館
0581-55-2748

岐阜県 山県市 ② 合唱祭 高富中学校生徒による合唱祭。 11月6日 高富中学校 高富中学校 無料
高富中学校
0581-22-1063

岐阜県 山県市 ② 美山中校区小中合同音楽会 美山中学校区の小中学校の児童生徒による合同音楽発表会。 11月7日 美山中学校 美山中学校生徒会 無料
美山中学校
0581-52-1213

岐阜県 山県市 ② 子どもの市展（書写）
市内小中学校児童生徒の書写作品について、審査して各賞を決定した上、優
秀な作品の展示を行います。

11月7日～17日 山県市美術館 山県市教育センター 無料
山県市教育センター
0581-52-1007

岐阜県 山県市 ② 合唱祭 伊自良中学校生徒による合唱祭。 11月8日 文化の里　花咲きホール 伊自良中学校 無料
伊自良中学校
0581-36-3351

岐阜県 山県市 ② ひびきあいの日 児童が日頃の練習の成果を発表する、音楽交流会。 11月16日 高富小学校 高富小学校 無料
高富小学校
0581-22-1066

岐阜県 山県市 ② 南っ子音楽会 児童が日頃の練習の成果を発表する、音楽会。 11月16日 文化の里　花咲きホール 伊自良南小学校 無料
伊自良南小学校
0581-36-3014

岐阜県 山県市 ①② ゆう・友・ふれあいフェスタ
梅原地区に住む人々とのふれあいを深め、地元を愛する心を育むため、各種の
活動を行います。

11月17日 梅原小学校
ゆう・友・ふれあいフェスタ実行委員
会

無料
梅原小学校
0581-22-1068

岐阜県 山県市 ② 子どもの市展（絵画）
市内小中学校児童生徒の絵画作品について、審査して各賞を決定した上、優
秀な作品の展示を行います。

11月21日～28日 山県市美術館 山県市教育センター 無料
山県市教育センター
0581-52-1007

岐阜県 養老町 ③ 2019養老公園もみじまつり 養老公園一帯で秋のイベントを開催します。 10月1日～11月30日 養老公園 養老公園 無料 http://www.kanko-yoro.jp 0584-32-0501

岐阜県 養老町 ③ アートイベント　養老アート・ピクニック
「スマイル・シェアリング」をテーマに、親子など参加者の間で、笑顔の共有がで
きるアート体験を通じ、アートが「心」をつなぐイベントを実施します。

11月2～3日 養老公園
岐阜県
都市公園課

http://yoro-arts.com/ 058-272-8664

岐阜県 養老町 ① ゆびキャラアート
かわいい指人形を使って、楽しく似顔絵を描くアートイベントを開催します。（要
申込）

11月3日 養老公園 養老公園 http://www.yoro-park.com 0584-32-0501
開催日や内容が講師の都合
等で変更や中止になる場合あ
り。

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 9
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岐阜県 養老町 ① お話の日 大型絵本の読み聞かせをはじめ、紙芝居や手遊びを上演します。 11月3日 養老公園 養老公園 無料 http://www.yoro-park.com 0584-32-0501
開催日や内容が講師の都合
等で変更や中止になる場合あ
り。

岐阜県 養老町 ① ひょうたんワークショップ ひょたんを使って、季節の工作体験を開催します。（要申込） 11月10日 養老公園 養老公園 http://www.yoro-park.com 0584-32-0501
開催日や内容が講師の都合
等で変更や中止になる場合あ
り。

岐阜県 養老町 ① お話の日 大型絵本の読み聞かせをはじめ、紙芝居や手遊びを上演します。 11月10日 養老公園 養老公園 無料 http://www.yoro-park.com 0584-32-0501
開催日や内容が講師の都合
等で変更や中止になる場合あ
り。

岐阜県 県内各市町村 ② 岐阜県ふるさと教育週間
子どもと大人が郷土を再発見・再認識し、「ふるさと岐阜」への誇りと愛着をもち
続ける心を醸成することをねらいとし、各学校において、身近にある地域の自
然・歴史・文化・産業などについて学ぶ取組や活動を公開します。

11月1～14日
岐阜県内公立幼稚園、小学校、中学
校、義務教育学校、高等学校、特別
支援学校

岐阜県教育委員会 無料

岐阜県教育委員会
学校支援課
058-272-1111
（内線3699・3678）

岐阜県 県内全域 ③ 岐阜～ふるさとを学ぶ日
岐阜県では11月3日を「岐阜～ふるさとを学ぶ日」とし、県有5文化施設（岐阜県
美術館、岐阜県現代陶芸美術館、岐阜かかみがはら航空宇宙博物館、岐阜県
博物館、国史跡高山陣屋）を無料開放します。

11月3日 各文化施設 岐阜県 無料

みんなで行こう美術館・博物
館：
https://www.pref.gifu.lg.jp/ky
oiku/bunka/bunkageijutsu/17
768/sisetsu-muryou.html

岐阜県環境生活部
県民文化局文化伝承課
058-272-8756

岐阜県 県内全域 ①
清流の国ぎふ　森・里・川・海つなが
LINK親子体験ツアー

森・里・川・海での自然体験や環境保全活動を通して、河川流域の自然環境に
ついて親子で学ぶツアーです。

10月5,6,12,13,20,27日 県内各地（全6コース） 岐阜県

https://www.pref.gifu.lg.jp/kur
ashi/kankyo/kankyo-
hozen/c11265/jokaryu-
tour.html

岐阜県環境生活部
環境企画課
058-272-1111(内線2697)

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 9


