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静岡県 熱海市 ② 市内小中学校音楽発表会
市内小中学校（午前）と中学校（午後）がそれぞれ一堂に会して音楽発
表会を開催し、保護者にも公開します。

10月25日 南熱海マリンホール
熱海市教育委員会
熱海市教育研究会

無料
熱海市教育委員会学校教育課
0557-86-6561

静岡県 熱海市 ② 市内小中学校美術書写展
市内児童生徒の図工・美術、書写の作品展を開催し、保護者等にも公
開します。

11月9日～10日
熱海市立
第一小学校

熱海市教育研究会 無料
熱海市教育委員会学校教育課
0557-86-6561

静岡県 熱海市 ③ 製本教室作品展 製本教室で作成した作品を展示します。 11月1日～3日
熱海市立図書館
5階会議室

きよグループ 無料
熱海市立図書館
0557-86-6591

静岡県 熱海市 ①③
文化庁「記念物100年」参加事業
国の登録記念物・十国峠（日金山）
講演会

令和元年で「記念物」保護の取り組みが始まってから100年を迎えたこ
とを記念して、静岡県内で2例しかない国の登録記念物の講演会を開
催します。

11月2日
中央公民館
多目的会議室

熱海市教委 無料
熱海市教育委員会生涯学習課
0557-86-6234

静岡県 熱海市 ①③ 第10回富士山世界遺産セミナー 伊豆・富士山の信仰の接点と広がりをテーマにしたシンポジウムです。 11月3日
中央公民館
多目的会議室

富士山世界遺産センター 無料
熱海市教育委員会生涯学習課
0557-86-6234

静岡県 伊豆市 ③ 伊豆市民文化祭音楽芸能部門
市民の日ごろのの芸術文化活動のうち、楽器演奏や舞踊などの成果を
舞台で発表します。

10月19日～20日 伊豆市民文化ホール 伊豆市 無料
http://www.city.izu.shizuok
a.jp/

伊豆市社会教育課
0558-83-5476

静岡県 伊豆市 ③ 伊豆市民文化祭展示部門
市民の日ごろのの芸術文化活動のうち、写真・絵画・書道などの成果を
展示発表します。

11月2日～3日
11月9日～10日

市内各所 伊豆市 無料
http://www.city.izu.shizuok
a.jp/

伊豆市社会教育課
0558-83-5476

静岡県 伊豆市 ③

伊豆市グリーンコンサート2019新日
本フィルハーモニー交響楽団伊豆
公演
～ロマンティック・ロシア～

新日本フィルハーモニー交響楽団によるクラシックコンサートを開催しま
す。今回はロシアの作曲家によるプログラムをお届けいたします。

11月17日 アクシスかつらぎ
伊豆市・公益財団法人日本交響楽振興
財団・共催　伊豆の国市

http://www.city.izu.shizuok
a.jp/

伊豆市社会教育課
0558-83-5476

一般　4,000円
高校生以下　2,000円

静岡県 伊豆の国市 ②③ 長岡地区子ども作品展
伊豆の国市のうち旧伊豆長岡町域の公立保育園・幼稚園・小学校・中
学校の児童・生徒による絵画・工作・書道作品を展示し、保護者をはじ
め広く市民に公開します。

11月9日～10日 長岡中央公民館 伊豆の国市教育委員会 無料
学校教育課
055-948-1444

静岡県 伊豆の国市 ②③ 大仁地区子ども作品展
伊豆の国市のうち旧大仁町域の公立保育園・幼稚園・小学校・中学校
の児童・生徒による絵画・工作・書道作品を展示し、保護者をはじめ広く
市民に公開します。

11月9日～10日 大仁小学校体育館 伊豆の国市教育委員会 無料
学校教育課
055-948-1444

静岡県 伊豆の国市 ②③ 韮山地区子ども作品展
伊豆の国市のうち旧韮山町域の公立保育園・幼稚園・小学校・中学校
の児童・生徒による絵画・工作・書道作品を展示し、保護者をはじめ広く
市民に公開します。

11月16日～17日 韮山小学校体育館 伊豆の国市教育委員会 無料
学校教育課
055-948-1444

静岡県 伊豆の国市 ① 伊豆の国市わたしの主張発表大会
伊豆の国市の将来を担う子どもたちの意見発表の場を設け、社会の一
員としての自覚を高め、青少年健全育成を推進する。また、青少年健全
育成に著しい功績があった市民（個人・団体）を表彰します。

11月23日 韮山時代劇場
伊豆の国市教育委員会、伊豆の国市青
少年育成会

無料
生涯学習課
055-948-1461

静岡県 伊東市 ①② 令和元年度わたしの主張発表会 市内中学生が日頃、考えていることについて発表を行います。 11月10日 観光会館ホール 伊東市 無料
http://www.city.ito.shizuok
a.jp/

0557-32-1962

静岡県 伊東市 ③ 第58回伊東市芸術祭音楽祭
市民の芸術活動発表の場として開催します。Ⅰ部は合唱、Ⅱ部は器楽
を行います。

10月12日～13日 観光会館ホール 伊東市 無料
http://www.city.ito.shizuok
a.jp/

0557-32-1964

静岡県 伊東市 ③
第58回伊東市芸術祭上演部門（吟
剣詩舞）

市民の芸術活動発表の場として開催します。 10月19日 観光会館ホール 伊東市 無料
http://www.city.ito.shizuok
a.jp/

0557-32-1964

静岡県 伊東市 ③
第58回伊東市芸術祭上演部門（フ
ラダンス）

市民の芸術活動発表の場として開催します。 10月19日 ひぐらし会館 伊東市 無料
http://www.city.ito.shizuok
a.jp/

0557-32-1964

静岡県 伊東市 ③
第58回伊東市芸術祭上演部門（大
正琴）

市民の芸術活動発表の場として開催します。 10月25日 観光会館ホール 伊東市 無料
http://www.city.ito.shizuok
a.jp/

0557-32-1964

静岡県 伊東市 ③
第58回伊東市芸術祭上演部門（レ
クダンス）

市民の芸術活動発表の場として開催します。 10月25日 ひぐらし会館 伊東市 無料
http://www.city.ito.shizuok
a.jp/

0557-32-1964

静岡県 伊東市 ③
第58回伊東市芸術祭上演部門（ギ
ター）

市民の芸術活動発表の場として開催します。 10月26日 ひぐらし会館 伊東市 無料
http://www.city.ito.shizuok
a.jp/

0557-32-1964

静岡県 伊東市 ③
第58回伊東市芸術祭上演部門（洋
舞）

市民の芸術活動発表の場として開催します。 10月27日 観光会館ホール 伊東市 無料
http://www.city.ito.shizuok
a.jp/

0557-32-1964

静岡県 伊東市 ③
第58回伊東市芸術祭上演部門（筝
曲）

市民の芸術活動発表の場として開催します。 10月27日 ひぐらし会館 伊東市 無料
http://www.city.ito.shizuok
a.jp/

0557-32-1964

静岡県 伊東市 ③
第58回伊東市芸術祭上演部門（民
謡・民舞）

市民の芸術活動発表の場として開催します。 11月3日 観光会館ホール 伊東市 無料
http://www.city.ito.shizuok
a.jp/

0557-32-1964

静岡県 伊東市 ③
第58回伊東市芸術祭上演部門（邦
舞）

市民の芸術活動発表の場として開催します。 11月4日 観光会館ホール 伊東市 無料
http://www.city.ito.shizuok
a.jp/

0557-32-1964

静岡県 伊東市 ① 読書週間講演会 読書週間行事として、絵本作家による講演会を実施します。 10月12日
伊東市生涯学習センター
中央会館第一会議室

伊東市図書館 無料
伊東市立伊東図書館HP
http://www.ito.library-
town.com/

伊東市立伊東図書館
0557-36-7433

静岡県 伊東市 ① 小学生ふるさと教室
ふるさと伊東の文化や史跡、恵まれた自然の中で伝統行事など様々な
体験を行います。

11月2日 市内農園 伊東市 無料
http://www.city.ito.shizuok
a.jp/

0557-32-1962

静岡県 伊東市 ① 楽しく学ぶ子育て講座
子育て中の方が仲間づくりをしながら、生活に活かせる様々なことを学
べる講座を開催します。

10月23日 健康福祉センター 伊東市
http://www.city.ito.shizuok
a.jp/

0557-32-1962

静岡県 伊東市 ① 市民大学講座
学ぶ喜びを仲間とわかちあい、より豊かな人生をおくるため、生涯学習
に係る講座を複数開催します。

11月上旬 健康福祉センター 伊東市
http://www.city.ito.shizuok
a.jp/

0557-32-1961

静岡県 伊東市 ① いでゆ大学
市内在住の60歳以上を対象に、多くの知識に触れるとともに、新しい仲
間と出会って親睦を深めることを目的とした講座を開催します。

11月7日 健康福祉センター 伊東市
http://www.city.ito.shizuok
a.jp/

0557-32-1962

静岡県 御前崎市 ②③
第15回御前崎市文化祭　小・中学
校音楽発表会

より多くの市民が文化・芸術活動に参加できる機会を提供するため、御
前崎市文化祭の一環として、市内小学校（4年生）及び市内中学校合唱
祭での最優秀クラス（3年生）が参加する音楽発表会を行います。

10月25日 御前崎市民会館
御前崎市文化祭実行委員会
御前崎市
御前崎市教育委員会

無料
http://www.city.omaezaki.s
hizuoka.jp/

御前崎市教育委員会社会教育課
0537-29-8735

静岡県 御前崎市 ③ 第15回御前崎市文化祭　展示部門
水墨画・絵画・写真・陶芸・彫刻・華道・俳句・短歌・書道・手工芸・ちぎり
絵などの展示を行います。

前期:10月29日～11月3日
後期:11月5日～10日

御前崎市立図書館アスパル
御前崎市文化祭実行委員会
御前崎市
御前崎市教育委員会

無料
http://www.city.omaezaki.s
hizuoka.jp/

御前崎市教育委員会社会教育課
0537-29-8735

静岡県 御前崎市 ③ 第15回御前崎市文化祭　芸能部門 音楽・舞踊・カラオケ・ダンス・体操等の芸能発表を行います。 11月2日～3日 御前崎市民会館
御前崎市文化祭実行委員会
御前崎市
御前崎市教育委員会

無料
http://www.city.omaezaki.s
hizuoka.jp/

御前崎市教育委員会社会教育課
0537-29-8735

静岡県 御前崎市 ①
令和元年度青少年の未来をつむぐ
集い

「子ども・若者育成支援強調月間」に併せ、子どもたちの頑張っている
姿を地域住民に披露する場と地域社会の機運を高めることを目的とし
て開催します。

11月17日 御前崎市民会館 御前崎市青少年健全育成会議 無料
http://www.city.omaezaki.s
hizuoka.jp/

御前崎市教育委員会社会教育課
0537-29-8735

静岡県 小山町 ①③ 第63回小山町町民文化祭
町の芸術文化を発信する場を町民及び各種団体に提供することによ
り、芸術文化の振興・向上を図ります。具体的には、町内文化団体の発
表・展示を行います。

10月26～27日 小山町総合文化会館 小山町町民文化祭実行委員会 無料
小山町町民文化祭実行委員会
0550-76-5700

静岡県 小山町 ① 楽しい子育て講座 3歳児の親を中心に、子育てに関する講演や講習を行います。 10月30日～11月13日 小山町総合文化会館
小山町教育委員会
生涯学習課

無料
小山町教育委員会生涯学習課
0550-76-5722

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



418

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

静岡県 小山町 ①③ 駿河路のつどい
町内外の俳句、短歌、川柳の文芸愛好家の無記名の互選による作品
批評会を開催し、参加者の学習意欲及び文化の向上と親睦、交流を図

10月31日 小山町総合文化会館
小山町教育委員会
生涯学習課

小山町教育委員会生涯学習課
0550-76-5722

静岡県 小山町 ①②③ 中学校芸術文化鑑賞事業
子どもたちが文化会館施設に親しみを感じ、ホールマナーを学習しなが
ら舞台芸術等の素晴らしさを体験してもらうことを目的として、町内全中
学生徒を対象に芸術鑑賞会を開催します。

11月1日 小山町総合文化会館
小山町総合文化会館指定管理者　ビル
保善・シンコー・よしもと運営グループ

小山町教育委員会生涯学習課
0550-76-5722

静岡県 小山町 ① わくわくクッキング 町内ボランティア講師による、小学生向けの簡単調理自習を行います。 11月9日 小山町総合文化会館
小山町教育委員会
生涯学習課

小山町教育委員会生涯学習課
0550-76-5722

静岡県 掛川市 ①② 第13回かけがわ教育の日
実行委員会を中心に毎年テーマを検討し、講師を招いての基調講演や
パネルディスカッション、園児・児童・生徒による催し、各種実践発表な
ど、テーマに沿った内容で開催しています。

11月16日 掛川市生涯学習センター 掛川市教育委員会 無料

http://www.city.kakegawa.s
hizuoka.jp/life/kosodate/ky
oikuiinkai/kyouiku/kakegaw
akyoikunohi.html

掛川市教育委員会教育政策課
電話 0537-21-1155
FAX 0537-21-1222

静岡県 河津町 ③ 第38回町民文化祭（展示部門）
町民の文化・芸能の発表の場として、絵画、書道、工芸などの作品を
展示します。

11月3日～4日 河津南小学校体育館 河津町文化協会 無料
河津町教育委員会
0558-34-1117

静岡県 河津町 ③ 第38回町民文化祭（部隊部門）
町民の文化・芸能の発表の場として、ダンス、舞踊、吹奏楽などを舞台
で披露します。

11月17日 河津南小学校体育館 河津町文化協会 無料
河津町教育委員会
0558-34-1117

静岡県 函南町 ③
かんなみ仏の里美術館仏像展示室
無料開放

国指定重要文化財である阿弥陀如来及両脇侍像をはじめ、二十四体
の仏像群を無料で見学できます。ボランティアガイドによる案内も行って

11月3日 かんなみ仏の里美術館 函南町教育委員会 無料
http://www.kannami-
museumu.jp

かんなみ仏の里美術館電話
055-948-9330

文化財ウィーク協賛事業

静岡県 函南町 ① 第5回チャレンジ大学
豊かでゆとりに満ちた生涯学習社会を目指し多くの方に生涯にわたっ
て学び続けられる機会を提供します。講師を迎え年間7回各種公開講
座を行い、5回目の今回は防災について学びます。

10月17日 函南町文化センター 函南町教育委員会 無料
http://www.town.kannami.s
hizuoka.jp/

函南町教育委員会生涯学習課
055-979-1733

静岡県 函南町 ① 第6回チャレンジ大学
豊かでゆとりに満ちた生涯学習社会を目指し多くの方に生涯にわたっ
て学び続けられる機会を提供します。講師を迎え年間7回各種公開講
座を行い、6回目の今回は健康・運動について学びます。

11月14日 函南町文化センター 函南町教育委員会 無料
http://www.town.kannami.s
hizuoka.jp/

函南町教育委員会生涯学習課
055-979-1733

静岡県 函南町 ①③ かんなみ読書週間
読書週間の推進を目的とし、工作教室、おはなし会スペシャル、読書記
録ビンゴ、読書郵便&本の帯の展示、しおり・ブックバーの配布等を実施
します。

10月27日～11月9日 函南町立図書館 函南町立図書館 無料
https://www.lib100.nexs-
service.jp/tosyokan.town.ka
nnami/

函南町立図書館
055-979-8700

静岡県 函南町 ①③
「元号・改元」をテーマにした文芸作
品展示

「元号・改元」をテーマに募集したエッセイ、短歌、俳句、川柳を展示しま
す。

10月26日～11月21日 かんなみ知恵の和館エントランス 函南町立図書館 無料
https://www.lib100.nexs-
service.jp/tosyokan.town.ka
nnami/

函南町立図書館
055-979-8700

静岡県 函南町 ① 家庭教育支援講演会
家庭教育の重要性について考える機会として、磯谷仁先生（有限会社
きのいい羊達代表取締役社長）を講師としてお呼びし、講演会を開催し

10月24日 函南町文化センター
函南町教育委員会
函南町立幼稚園PTA

無料
http://www.town.kannami.s
hizuoka.jp/

函南町教育委員会生涯学習課
055-979-1732

静岡県 菊川市 ③ 第15回菊川市文化祭

芸能発表、展示、体験コーナー等、市内の個人・団体を中心に日頃から
文化活動に親しんでいる多くの皆様が成果を発表します。市民による菊
川市の創造文化の発展と振興の輪が広がることを目的としています。
今回は市制15周年記念として11月3日に小和田哲男さんの講演を予定

11月2日～3日 菊川文化会館アエル 菊川市・菊川市教育委員会 無料 菊川市社会教育課0537-73-1114

静岡県 湖西市 ① 第26回湖西市青少年健全育成大会
青少年健全育成に対して関係機関や地域・学校・家庭が一体となって
取り組むための理解と自覚を高めることを目的に、青少年健全育成大
会を開催します。

11月2日 新居地域センター 湖西市青少年健全育成大会実行委員会 無料

【湖西市web】（開催後実施
内容を掲載予定）
https://www.city.kosai.shiz
uoka.jp

湖西市社会教育課
053-576-4793

参加者には、事前に案内
を郵送いたします。

静岡県 湖西市 ① コーちゃんフェスタ
全世代を対象に、7種目のスポーツブースと5種目のレクリエーション
ブースの体験を通して、仲間づくりと地域交流及び世代間交流を図りま
す。

11月10日 アメニティプラザ
湖西市子ども会連合会
湖西市スポーツ推進委員
湖西市教育委員会

無料

【湖西市web】（10月上旬掲
載予定）
https://www.city.kosai.shiz
uoka.jp

湖西市社会教育課
053-576-4793
湖西市スポーツ・文化課
053-576-1140

事前の参加申し込みは
不要です。当日、会場に
お越しください。

静岡県 湖西市 ③
新居関所史料館 開館記念日（無料
開放）

11月3日（文化の日）は新居関所史料館開館記念日に伴い、無料開放
いたします。また、お茶会が開催されます。

11月3日 新居関所史料館 湖西市教育委員会 無料

【湖西市web】
https://www.city.kosai.shiz
uoka.jp/kanko_bunka_sports
/kankospot/3288.html

新居関所史料館
053-594-3615

静岡県 湖西市 ③
【特別公開】ふるさと学習室を探検し
よう！

普段は一般公開されていない「ふるさと学習室」（全9室）を特別公開い
たします。古代から近代までの湖西の歴史を時代ごとに展示紹介。大
知波峠廃寺跡から発掘された墨書土器・木製品や湖西で使用されてい
た民具などを見ることができます。

10月19日 湖西中学校 湖西市教育委員会 無料

【湖西市web】（9月末掲載
予定）
https://www.city.kosai.shiz
uoka.jp/kanko_bunka_sports
/eventjoho/6521.html

湖西市スポーツ・文化課
053-576-1140

事前申し込み不要。内履
きをご持参ください。

静岡県 湖西市 ① 図書館まつり「よみん祭」
読書活動推進のため、おはなし会やリサイクル本の配布、工作教室や
楽しい朗読会等を行います。

11月2日 湖西市立中央図書館 湖西市立中央図書館
【湖西市立図書館web】
https://www.lib.kosai.shizuo
ka.jp/

湖西市立中央図書館
053-576-4351

静岡県 湖西市 ① 図書館まつり「よみん祭」
読書活動推進のため、おはなし会やリサイクル雑誌の配布、体験教室
「スワッグ」やお茶会等を行います。

11月3日 湖西市立新居図書館 湖西市立新居図書館
【湖西市立図書館web】
https://www.lib.kosai.shizuo
ka.jp/

湖西市立新居図書館
053-594-3155

静岡県 湖西市 ③ 令和元年度文化財クローズアップ 国指定特別史跡新居関跡の現地見学会と講演会を開催します。 10月6日 新居地域センター
静岡県
湖西市教育委員会

無料
静岡県文化・観光部
文化局文化財課

静岡県 御殿場市 ③ ごてんば市民芸術祭
芸術作品の展示、ステージでの舞台発表、茶会や着物着付けの体験
会などを開催します。

8月～2月 御殿場市民会館　他 ごてんば市民芸術祭実行委員会

【ごてんば市民芸術祭ＨＰ】
http://www.city.gotemba.sh
izuoka.jp/kyouiku/d-10/d-
10-1/4699.html

御殿場市教育委員会
社会教育課
0550-82-4319

静岡県 御殿場市 ① 図書館まつり
図書館の利用促進につながるよう、おはなしの会や工作教室、パネル
シアターなどを開催します。

11月3日 御殿場市立図書館 御殿場市立図書館 無料
御殿場市立図書館
0550-82-0391

静岡県 静岡市 ③
文化財講座「名勝日本平で文化財
を学ぶ」

名勝日本平から見える文化財を県職員が説明するとともに、県指定文
化財等の展示を行います。

10月12日～25日 日本平夢テラス 静岡県、日本平夢テラス 無料
静岡県文化・観光部
文化局文化財課

静岡県 静岡市
静岡・室内楽フェスティバル2019
静岡フィルハーモニー管弦楽団　ア
ンサンブルコンサート　午後の室内

静岡フィルハーモニー管弦楽団によるアンサンブルコンサート。 10月19日 静岡市民文化会館 静岡フィルハーモニー管弦楽団
静岡市民文化会館
054-251-3751

静岡県 静岡市
吹奏楽リーダーズ講習会 in 静岡大
学吹奏楽団定期演奏会

静岡大学吹奏楽団との合同合奏・練習を通じ、パートやセクションなど
のグループによる器楽練習や基礎合奏の知識及び実践方法の習得を
目指す講習会。

10月22日～12月8日
(10/22)

静岡市民文化会館 静岡大学吹奏楽団 無料
静岡大学吹奏楽団
090-8023-3680

静岡県 静岡市 宝塚歌劇団公演 宝塚歌劇団雪組による舞台公演。 10月26日、27日 静岡市民文化会館 静岡新聞社・静岡放送
静岡新聞社・静岡放送事業部
054-281-9010

静岡県 静岡市 オリジナル舞台公演「Shine a Light」
静岡の若手女性らで構成する舞台チーム「ハイポジション」による公演。
女性たちの生き方を大応援するエンターテイメント作品。障がい者を含
むメンバーで構成する2つのグループによるオープニングアクトも上演す

11月2日、3日 静岡市民文化会館 静岡市
静岡市民文化会館
054-251-3751

静岡県 静岡市 劇団四季　冬公演
劇団四季による巡回公演。演目は「エビータ」。演出家・浅利慶太氏の
追悼公演。

11月12日～16日 静岡市民文化会館 劇団四季
劇団四季静岡オフィス
0570-008-110

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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静岡県 静岡市 ①③ 子どものための演奏会
オーケストラで使われている楽器を体験できます。その後は小学生によ
る協奏曲、指揮者体験、モルダウ、ラヴェルのピアノ協奏曲を楽しみま
しょう。

11月
静岡市
清水文化会館マリナート
（大ホール）

清水文化会館
マリナート・清水フィルハーモニー管弦楽
団

https://www.marinart.jp/ev
ent/index.html?h=&m=1911

清水フィルハーモニー管弦楽団
070-5462-9144

※料金について：
一般1,500円、
中学生以下無料

静岡県 静岡市 ③ 3MA アフリカ音楽のコンサート。 10月19日 静岡音楽館AOI
静岡音楽館AOI 指定管理者
静岡市文化振興財団

http://www.aoi.shizuoka-
city.or.jp

静岡音楽館AOI
TEL.054-251-2200

静岡県 静岡市 ③
０歳児からのファミリー・コンサート 
Vol.4

0歳児から鑑賞できる弦楽四重奏のコンサート。 10月26日 静岡音楽館AOI
静岡音楽館AOI 指定管理者
静岡市文化振興財団

http://www.aoi.shizuoka-
city.or.jp

静岡音楽館AOI
TEL.054-251-2200

完売

静岡県 静岡市 ③
藤木大地＆福田進一 デュオ･リサイ
タル
～歌とギターの調べ～

カウンターテナーとギターによるコンサート。静岡音楽館AOI委嘱作品世
界初演を含む。

10月31日 静岡音楽館AOI
静岡音楽館AOI 指定管理者
静岡市文化振興財団

http://www.aoi.shizuoka-
city.or.jp

静岡音楽館AOI
TEL.054-251-2200

静岡県 静岡市 ③
第14期 ピアニストのためのアンサン
ブル講座

全国から受講生を募集し、「アンサンブルができるピアニスト」を養成す
る。

11月6日～7日 静岡音楽館AOI
静岡音楽館AOI 指定管理者
静岡市文化振興財団

http://www.aoi.shizuoka-
city.or.jp

静岡音楽館AOI
TEL.054-251-2200

静岡県 静岡市 ③ AOI･レジデンス･クヮルテット 静岡音楽館AOI専属弦楽四重奏団によるコンサート。 11月9日 静岡音楽館AOI
静岡音楽館AOI 指定管理者
静岡市文化振興財団

http://www.aoi.shizuoka-
city.or.jp

静岡音楽館AOI
TEL.054-251-2200

静岡県 静岡市 ③ 講演会 ベートーヴェンの世界 作曲家ベートーヴェンについての講演会。 11月9日 静岡音楽館AOI
静岡音楽館AOI 指定管理者
静岡市文化振興財団

無料
http://www.aoi.shizuoka-
city.or.jp

静岡音楽館AOI
TEL.054-251-2200

静岡県 静岡市 ③
第9回 アマチュア･アンサンブルの
日♪

アマチュア・アンサンブル24組が出演するコンサート。 11月23日 静岡音楽館AOI
静岡音楽館AOI 指定管理者
静岡市文化振興財団

無料
http://www.aoi.shizuoka-
city.or.jp

静岡音楽館AOI
TEL.054-251-2200

静岡県 静岡市 ④
テーブルサイエンス「ドキドキ！燃焼
実験」

スタッフとお話ししながら目の前で実験を見て、科学のふしぎや楽しさを
みつけましょう。今回は、ものが燃えるしくみを知って、火を思い通りに
操る実験を見てみましょう。

10月22日 静岡科学館る・く・る 静岡科学館る・く・る 無料
【静岡科学館る・く・るHP】
https://www.rukuru.jp/

静岡科学館る・く・る
TEL.054-284-6960

要入館料

静岡県 静岡市 ④
サイエンス玉手箱「北欧の多面体飾
り『ヒンメリ』をつくろう」

ストローと糸で正八面体を組み上げ、風にゆれる飾りをつくります。 10月26日 静岡科学館る・く・る 静岡科学館る・く・る 無料
【静岡科学館る・く・るHP】
https://www.rukuru.jp/

静岡科学館る・く・る
TEL.054-284-6960

要入館料

静岡県 静岡市 ④
一緒に遊ぼう！おもちゃ箱トーク「空
気であそぼう」

プチ実験がいっぱいの展示解説ショーです。身近な空気の科学につい
て、一緒に遊んだりプチ実験を通して学びます。

10月26日,11月9日 静岡科学館る・く・る 静岡科学館る・く・る 無料
【静岡科学館る・く・るHP】
https://www.rukuru.jp/

静岡科学館る・く・る
TEL.054-284-6960

要入館料

静岡県 静岡市 ④
わくわく科学工作「ふしぎな動き　倒
れないコマ」

ななめにしても倒れない、ふしぎなコマをつくります。 10月27日 静岡科学館る・く・る 静岡科学館る・く・る 無料
【静岡科学館る・く・るHP】
https://www.rukuru.jp/

静岡科学館る・く・る
TEL.054-284-6960

要入館料

静岡県 静岡市 ④
サイエンスショー「空気って力持ち？
大気圧パワー!!」

おどろき・ふしぎがいっぱいの楽しい大型科学実験ショーです。普段の
生活の中ではほとんど意識することがない「大気圧」の存在や、その力
のすごさを楽しく分かりやすく紹介します。

11月2日,3日 静岡科学館る・く・る 静岡科学館る・く・る 無料
【静岡科学館る・く・るHP】
https://www.rukuru.jp/

静岡科学館る・く・る
TEL.054-284-6960

要入館料

静岡県 静岡市 ④
めばえのかがく「つくってあそぼう！
くるくるレインボー」

小さなお子さまのはじめての科学体験を親子で楽しみましょう。今回
は、回すと形がかわる！？キラキラ光るふしぎなおもちゃをつくります。
（対象：未就学児とその保護者）

11月2日,16日 静岡科学館る・く・る 静岡科学館る・く・る 無料
【静岡科学館る・く・るHP】
https://www.rukuru.jp/

静岡科学館る・く・る
TEL.054-284-6960

要入館料

静岡県 静岡市 ④
わくわく科学工作「くるくるアニメー
ション ゾートロープ」

止まっている絵が、くるくる回転させると動いて見えるゾートロープをつく
ります。

11月4日,17日 静岡科学館る・く・る 静岡科学館る・く・る 無料
【静岡科学館る・く・るHP】
https://www.rukuru.jp/

静岡科学館る・く・る
TEL.054-284-6960

要入館料

静岡県 静岡市 ④
テーブルサイエンス「超低温の世界　
液体窒素」

スタッフとお話ししながら目の前で実験を見て、科学のふしぎや楽しさを
みつけましょう。冷たすぎて、触れたものがあっという間に凍ってしまう
液体窒素。あれもこれも、凍らせてみましょう。

11月10日,16日 静岡科学館る・く・る 静岡科学館る・く・る 無料
【静岡科学館る・く・るHP】
https://www.rukuru.jp/

静岡科学館る・く・る
TEL.054-284-6960

要入館料

静岡県 静岡市 ④
サイエンス玉手箱「電子技術を楽し
もう」

科学技術高校で製作した電動カートの展示実演やプログラム体験など
を行います。また、科学技術高校の校舎模型も展示し、学習成果の発
表を行います。

11月9日 静岡科学館る・く・る 静岡科学館る・く・る 無料
【静岡科学館る・く・るHP】
https://www.rukuru.jp/

静岡科学館る・く・る
TEL.054-284-6960

要入館料

静岡県 静岡市 ①
市民大学リレー講座「海から考える
しずおかの魅力」

市内５大学（静岡県立大学、東海大学、静岡大学、静岡英和学院大
学、常葉大学）が「海洋文化」をテーマに様々な切り口から講義をお届

9月21日,10月5日,26日,11
月9日,23日

静岡市役所清水庁舎 静岡市
http://www.city.shizuoka.jp
/000_002397_00002.html

静岡市市民局生涯学習推進課
054-221-1207

静岡県 静岡市 ① あおい家庭教育学級
発達が気になる子を子育て中の保護者向けの家庭教育の心構えや知
識等を提供する講座です。

10月8日,22日,29日,11月12
日,26日

静岡市葵生涯学習センター 静岡市葵生涯学習センター https://sgc.shizuokacity.jp/
静岡市葵生涯学習センター
054-246-6191

静岡県 静岡市 ① 着物をリメイク 着物をリメイクして、手提げを製作します。 11月6日、13日、27日 静岡市葵生涯学習センター 静岡市葵生涯学習センター https://sgc.shizuokacity.jp/
静岡市葵生涯学習センター
054-246-6191

静岡県 静岡市 ① 体感おしごと館６ 小学生が様々な職業を体験するイベントです。 11月9日 静岡市葵生涯学習センター 静岡市葵生涯学習センター https://sgc.shizuokacity.jp/
静岡市葵生涯学習センター
054-246-6191

静岡県 静岡市 ① ミニ能面作り
ミニ能面作りと根付やアクセサリー等に加工する技術を体験し、学びま
す。

9月3日～11月19日の毎月
第1・3火曜日

静岡市西部生涯学習センター 静岡市西部生涯学習センター https://sgc.shizuokacity.jp/
静岡市西部生涯学習センター
054-255-3960

静岡県 静岡市 ①
全国温泉物語～温泉地の史話・巷
談～

全国の温泉地にまつわる歴史や巷談について学びます。
9月25日、10月23日、11月
27日

静岡市西部生涯学習センター 静岡市西部生涯学習センター https://sgc.shizuokacity.jp/
静岡市西部生涯学習センター
054-255-3960

静岡県 静岡市 ①
本音で語ろう認知症！～これからの
地域における認知症支援～

地域包括支援センター、認知症カフェの活動紹介と認知症の当事者、
介護者、支援者の座談会を行います。

10月10日 静岡市西部生涯学習センター 静岡市西部生涯学習センター https://sgc.shizuokacity.jp/
静岡市西部生涯学習センター
054-255-3960

静岡県 静岡市 ① 秋の親子お料理ごっこ 未就学児とその保護者を対象とした料理体験講座です。
10月18日、11月15日、12
月20日

静岡市西部生涯学習センター 静岡市西部生涯学習センター https://sgc.shizuokacity.jp/
静岡市西部生涯学習センター
054-255-3960

静岡県 静岡市 ①
常葉大学公開講座　デッサン講座
～本質を捉える眼～

芸術の基礎実技であるデッサンを通して、物事の本質を捉える眼を学
びます。

10/24～11/21の毎週木曜
日

静岡市西部生涯学習センター 常葉大学、静岡市西部生涯学習センター https://sgc.shizuokacity.jp/
静岡市西部生涯学習センター
054-255-3960

静岡県 静岡市 ① 子どもプログラミング講座
小学3～6年生と保護者を対象としたプログラミング体験が初めての子ど
も向け教室です。

10月27日 静岡市西部生涯学習センター 静岡市西部生涯学習センター https://sgc.shizuokacity.jp/
静岡市西部生涯学習センター
054-255-3960

静岡県 静岡市 ①
元気アップ講演会「転ばぬ先のち
え！～転倒知らずで元気！長生

転倒予防や認知症予防のために日常生活で気を付けることを講義と実
技で学びます。

10月31日 静岡市西部生涯学習センター
静岡市城東保健福祉センター
静岡市西部生涯学習センター

https://sgc.shizuokacity.jp/
静岡市西部生涯学習センター
054-255-3960

静岡県 静岡市 ① 子どもといっしょに骨盤ピラティス 骨盤の歪み改善のピラティスを子供と一緒に楽しみます。
11月5日、11月19日、12月
3日

静岡市西部生涯学習センター 静岡市西部生涯学習センター https://sgc.shizuokacity.jp/
静岡市西部生涯学習センター
054-255-3960

静岡県 静岡市 ① 静岡伝統工芸　漆塗り弁当箱 漆塗り弁当箱のふた部分にオリジナルデザインで装飾を行います。
11月6日～12月11日の毎
週水曜日

静岡市西部生涯学習センター 静岡市西部生涯学習センター https://sgc.shizuokacity.jp/
静岡市西部生涯学習センター
054-255-3960

静岡県 静岡市 ① 西部パソコンサロンへようこそ パソコン操作に関する質問や相談に応じるサロン形式の講座です。
11月9日
（8月と3月を除く毎月第2
土曜日）

静岡市西部生涯学習センター 静岡市西部生涯学習センター https://sgc.shizuokacity.jp/
静岡市西部生涯学習センター
054-255-3960

静岡県 静岡市 ① 父と子どものアート広場 大きな作品を受講生全員で描いて、センターロビーに飾ります。 11月10日 静岡市西部生涯学習センター 静岡市西部生涯学習センター https://sgc.shizuokacity.jp/
静岡市西部生涯学習センター
054-255-3960

静岡県 静岡市 ① プロから学ぶ楽しいベーグル教室
プロからベーグル作りを学び、講師が職人を目指したきっかけや現在の
活動、今後の夢や目標についてなどの話しを伺います。

11月12日 静岡市西部生涯学習センター 静岡市西部生涯学習センター https://sgc.shizuokacity.jp/
静岡市西部生涯学習センター
054-255-3960

静岡県 静岡市 ① 学ぼう！「キャッシュレス決済」
キャッシュレス決済のしくみや使い方、使用上の注意点等をわかりやす
く学びます。

11月13日 静岡市西部生涯学習センター
静岡市生活安心安全課、静岡市西部生
涯学習センター

https://sgc.shizuokacity.jp/
静岡市西部生涯学習センター
054-255-3960

静岡県 静岡市 ①
静岡オレンジカフェ
「いいとこカフェ・ふらっと」

認知症の当事者、家族、地域住民、介護や医療の専門職などさまざま
な方が集い、皆で認知症に向き合います。

11月14日
（毎月第2木曜日）

静岡市西部生涯学習センター 静岡市西部生涯学習センター https://sgc.shizuokacity.jp/
静岡市西部生涯学習センター
054-255-3960

静岡県 静岡市 ①
しぞ～かでん伝体操サポーター養
成講座

しぞ～かでん伝体操、しぞ～かちゃきちゃき体操、歯っぴー★スマイル
体操の講義と実技を学んで、介護予防の知識を身につけましょう。

11月15日、11月29日 静岡市西部生涯学習センター
静岡市地域包括ケア推進本部、静岡市
西部生涯学習センター

https://sgc.shizuokacity.jp/
静岡市西部生涯学習センター
054-255-3960

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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静岡県 静岡市 ① 今川義元公の領国拡大と外交戦略
今川義元公の領国拡大がどのように進められたか、軍事、外交戦略に
ついて学びます。

11月16日 静岡市西部生涯学習センター 静岡市西部生涯学習センター https://sgc.shizuokacity.jp/
静岡市西部生涯学習センター
054-255-3960

静岡県 静岡市 ① 寿桂尼・黒木殿とその時代
 寿桂尼・黒木殿、２人の姉妹が生きた今川政権の時代をたどります。
※講座2回目はゆかりの地を散策します。

10月18日,25日 静岡市東部生涯学習センター 静岡市東部生涯学習センター https://sgc.shizuokacity.jp/
静岡市東部生涯学習センター
054-263-0338

静岡県 静岡市 ① 紙の花の色が変わるヒミツを探ろう
魔法の液体で花の色を変えよう。身の回りにある液体の性質を調べる
実験をします。

10月19日 静岡市東部生涯学習センター 静岡市東部生涯学習センター https://sgc.shizuokacity.jp/
静岡市東部生涯学習センター
054-263-0338

静岡県 静岡市 ①
静岡市の生物多様性と外来生物に
ついて

生物多様性と外来生物をテーマに静岡市内の自然環境について考え
ます。

10月29日 静岡市東部生涯学習センター 静岡市東部生涯学習センター https://sgc.shizuokacity.jp/
静岡市東部生涯学習センター
054-263-0338

静岡県 静岡市 ①
篆刻入門～年賀状用の石印を彫ろ
う！～

年賀状に押すための石印を作ります。 11月10日,24日,12月1日 静岡市東部生涯学習センター 静岡市東部生涯学習センター https://sgc.shizuokacity.jp/
静岡市東部生涯学習センター
054-263-0338

静岡県 静岡市 ① やさしいアドラー心理学
アドラー心理学をやさしくわかりやすく学び、日常や人間関係に活かす
講座です。

11月12日,19日,26日 静岡市東部生涯学習センター 静岡市東部生涯学習センター https://sgc.shizuokacity.jp/
静岡市東部生涯学習センター
054-263-0338

静岡県 静岡市 ① 東部ふれあいまつり
東部生涯学習センターを利用している団体の発表会や展示等を行いま
す。

11月17日 静岡市東部生涯学習センター 静岡市東部生涯学習センター https://sgc.shizuokacity.jp/
静岡市東部生涯学習センター
054-263-0338

静岡県 静岡市 ① インフルエンザとノロウイルス インフルエンザとノロウイルスについて学ぶ医療講座です。 11月19日 静岡市東部生涯学習センター 静岡市東部生涯学習センター https://sgc.shizuokacity.jp/
静岡市東部生涯学習センター
054-263-0338

静岡県 静岡市 ① 秋の親子でリトミックあそび 親子を対象にした、楽しいリトミックあそび、音楽あそびの講座です。 9月～11月 長田生涯学習センター 静岡市長田生涯学習センター https://sgc.shizuokacity.jp/
静岡市長田生涯学習センター
054-257-0780

静岡県 静岡市 ① CMで知ることばの世界 CMを通して日本語表現の美しさ、面白さを探ります。 10月26日 長田生涯学習センター 静岡市長田生涯学習センター https://sgc.shizuokacity.jp/
静岡市長田生涯学習センター
054-257-0780

静岡県 静岡市 ① 時間旅行～アメリカ北東部編～
アメリカ北東部についてや日本に来て驚いたことなど、アメリカ人講師
が英語で話します。（日本語通訳付き）

10月27日 長田生涯学習センター 静岡市長田生涯学習センター https://sgc.shizuokacity.jp/
静岡市長田生涯学習センター
054-257-0780

静岡県 静岡市 ① 英語体験　ALTとあそぼう ALT（外国語指導助手）と交流し、英語を学習します。 10月19日,26日 静岡市北部生涯学習センター 静岡市北部生涯学習センター
https://sgc.shizuokacity.jp/
event/view.asp?cid=5227

静岡市北部生涯学習センター
054-271-5111

静岡県 静岡市 ①
スイーツデコでメモスタンドを作ろ
う！

本格的な材料を使い、本物そっくりなスイーツデコ作りに挑戦します。
作ったスイーツデコは、メモスタンドにして家で使ってみましょう！

10月20日,27日 静岡市北部生涯学習センター 静岡市北部生涯学習センター
https://sgc.shizuokacity.jp/
event/view.asp?cid=5203

静岡市北部生涯学習センター
054-271-5111

静岡県 静岡市 ① メンズキッチン 男性のための料理講座です。 11月2日,9日,30日 静岡市北部生涯学習センター 静岡市北部生涯学習センター https://sgc.shizuokacity.jp/
静岡市北部生涯学習センター
054-271-5111

静岡県 静岡市 ① 絵図で歩く“駿府”
江戸時代の駿府を、「絵図」や「古文書」などの史料を手掛かりに座学と
フィールドワークを通して学ぶ歴史講座です。

11月2日,9日,16日 静岡市北部生涯学習センター 静岡市北部生涯学習センター https://sgc.shizuokacity.jp/
静岡市北部生涯学習センター
054-271-5111

静岡県 静岡市 ① ほくぶおはなしバスケット 楽しい絵本の読み聞かせや手遊び、簡単な工作などを行います。 11月9日 静岡市北部生涯学習センター 静岡市北部生涯学習センター https://sgc.shizuokacity.jp/
静岡市北部生涯学習センター
054-271-5111

静岡県 静岡市 ① 女性のための健康ウォーキング
健康と美容のためのウォーキング法を習得します。適度な運動で免疫
力と代謝を高めましょう。冷え症にも効果があります。

11月13日,20日 静岡市北部生涯学習センター 静岡市北部生涯学習センター https://sgc.shizuokacity.jp/
静岡市北部生涯学習センター
054-271-5111

静岡県 静岡市 ①
心育む読みきかせボランティア養成
講座

「絵本専門士」の資格を持つアナウンサーから、声の出し方、本の読み
方などを学びます。

10月16日～12月19日
静岡市北部生涯学習センター
美和分館

静岡市北部生涯学習センター美和分館 https://sgc.shizuokacity.jp/
静岡市北部生涯学習センター
美和分館
054-296-7122

静岡県 静岡市 ① 作ってあそぼう!科学工作隊
科学工作を学習し、学習した科学工作を受講者が教えるブースを「アカ
デ美和まつり」に出展します。

11月2日、11月10日
静岡市北部生涯学習センター
美和分館

静岡市北部生涯学習センター美和分館 https://sgc.shizuokacity.jp/
静岡市北部生涯学習センター
美和分館
054-296-7123

静岡県 静岡市 ①
美和ふれあいのつどい～活動発表
会～

美和地域で活動している各種団体による芸能発表会です。 11月9日
静岡市北部生涯学習センター
美和分館

静岡市北部生涯学習センター美和分館 https://sgc.shizuokacity.jp/
静岡市北部生涯学習センター
美和分館
054-296-7124

静岡県 静岡市 ① アカデ美和まつり 利用者団体による学習成果の発表会です。 11月10日
静岡市北部生涯学習センター
美和分館

静岡市北部生涯学習センター美和分館 https://sgc.shizuokacity.jp/
静岡市北部生涯学習センター
美和分館
054-296-7125

静岡県 静岡市 ① 藁科生涯学習センター文化祭
藁科生涯学習センター利用団体によるステージ部門、体験＆社交ダン
ス部門、展示部門の各種発表、図書館部門、健康まつりを開催します。

10月26日,27日 静岡市藁科生涯学習センター 静岡市藁科生涯学習センター https://sgc.shizuokacity.jp/
静岡市藁科生涯学習センター
054-278-4141

静岡県 静岡市 ①
現代美術入門～めぐるりアート静岡
～

現代美術の鑑賞の仕方について学びます。 10月19日,11月2日
静岡市藁科生涯学習センター
中勘助文学記念館

静岡市藁科生涯学習センター https://sgc.shizuokacity.jp/
静岡市藁科生涯学習センター
054-278-4141

静岡県 静岡市 ① 型絵染で年賀状を作ろう 型絵染の技法を用いて年賀状を作成します。 10月30日～11月20日 静岡市藁科生涯学習センター 静岡市藁科生涯学習センター https://sgc.shizuokacity.jp/
静岡市藁科生涯学習センター
054-278-4141

静岡県 静岡市 ① わらしな秋の音楽会 ピアノやオーボエ等の三重奏による演奏会です。 11月10日 静岡市藁科生涯学習センター 静岡市藁科生涯学習センター https://sgc.shizuokacity.jp/
静岡市藁科生涯学習センター
054-278-4141

静岡県 静岡市 ①
健康づくりー医療、介護、心の健康
の視点から

健康づくりについて医療や介護、心の健康の視点から学びます。 11月12日 静岡市藁科生涯学習センター 静岡市藁科生涯学習センター https://sgc.shizuokacity.jp/
静岡市藁科生涯学習センター
054-278-4141

静岡県 静岡市 ① 四季の星座～秋の巻～ 秋の夜空の観望と星座について学びます。 11月16日 静岡市藁科生涯学習センター 静岡市藁科生涯学習センター https://sgc.shizuokacity.jp/
静岡市藁科生涯学習センター
054-278-4141

静岡県 静岡市 ① 読み聞かせボランティア育成講座
読み聞かせの効果や手法等、ボランティアとして活動する際に必要な知
識を学びます。

9月14日～11月30日のお
おむね隔週土曜日

静岡市西奈生涯学習センター 静岡市西奈生涯学習センター https://sgc.shizuokacity.jp/
静岡市西奈生涯学習センター
054-265-2468

静岡県 静岡市 ① 思春期子育て講座 思春期の子どもとの関わり方を様々な視点から学びます。
10月2日～12月4日の第1・
3水曜日

静岡市西奈生涯学習センター 静岡市西奈生涯学習センター https://sgc.shizuokacity.jp/
静岡市西奈生涯学習センター
054-265-2468

静岡県 静岡市 ① ふるさと歴史ウォーク 民話「沼の婆さん」にゆかりのあるスポットをウォーキングで巡ります。
11月12日(火),11月26日
(火)

静岡市西奈生涯学習センター 静岡市西奈生涯学習センター https://sgc.shizuokacity.jp/
静岡市西奈生涯学習センター
054-265-2468

静岡県 静岡市 ① にしな文化祭
カラオケ、楽器演奏、ダンス等のステージ発表、絵画等の作品展示、各
種体験講座を実施し、利用団体の日頃の活動成果を発表します。

11月16日(土),17日(日) 静岡市西奈生涯学習センター 静岡市西奈生涯学習センター https://sgc.shizuokacity.jp/
静岡市西奈生涯学習センター
054-265-2468

静岡県 静岡市 ① パソコン初級講座　基礎編
電源の入れ方から文字入力、インターネットの閲覧方法、簡単な文書作
成を学びます。

11月22日～12月20日 静岡市西奈生涯学習センター 静岡市西奈生涯学習センター https://sgc.shizuokacity.jp/
静岡市西奈生涯学習センター
054-265-2468

静岡県 静岡市 ① パソコン初級講座　エクセル編
インターネットの活用をはじめ、エクセルの基礎から簡単な計算式、グラ
フ作成などを学びます。

11月22日～12月20日の毎
週金曜日

静岡市西奈生涯学習センター 静岡市西奈生涯学習センター https://sgc.shizuokacity.jp/
静岡市西奈生涯学習センター
054-265-2468

静岡県 静岡市 ① あそぼうあそぼうＡＢＣ～秋・冬編～ 秋と冬にある季節の行事を英語を用いて楽しみながら学びます。
10月30日(水),11月27日
(水)

静岡市西奈生涯学習センター 静岡市西奈生涯学習センター https://sgc.shizuokacity.jp/
静岡市西奈生涯学習センター
054-265-2468

静岡県 静岡市 ①
朗読と音楽の調べ　静岡の作家た
ち

静岡にゆかりのある作家の作品の朗読とギターやマンドリンの演奏を
鑑賞します。

11月10日(日) 静岡市西奈生涯学習センター 静岡市西奈生涯学習センター https://sgc.shizuokacity.jp/
静岡市西奈生涯学習センター
054-265-2468

静岡県 静岡市 ① 男の中華料理教室 男性向けに様々な中華料理に挑戦します。
10月13日(日),20(日）,27
（日）

静岡市西奈生涯学習センター 静岡市西奈生涯学習センター https://sgc.shizuokacity.jp/
静岡市西奈生涯学習センター
054-265-2468

静岡県 静岡市 ① 作曲家入門　クロード・ドビュッシー
静岡音楽館AOIの学芸員が、作曲家クロード・ドビュッシーについて解説
する講演会です。

10月29日(火) 静岡市西奈生涯学習センター 静岡市西奈生涯学習センター https://sgc.shizuokacity.jp/
静岡市西奈生涯学習センター
054-265-2468

静岡県 静岡市 ① おおざとフェスティバル
利用者団体による学習成果の発表と地域住民の交流機会の提供のた
めのお祭りです。

10月20日 静岡市大里生涯学習センター 静岡市大里生涯学習センター https://sgc.shizuokacity.jp/
静岡市大里生涯学習センター
054-283-1698

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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静岡県 静岡市 ① 全身で歩く!ノルディック・ウォーク
大里地域をノルディック・ウォークの技法を用いて散策する、健康増進と
地域探訪のための体験講座です。

11月2日,16日,12月7日 静岡市大里生涯学習センター 静岡市大里生涯学習センター https://sgc.shizuokacity.jp/
静岡市大里生涯学習センター
054-283-1698

静岡県 静岡市 ①
知っておきたい!心のケアの基礎知
識

認知症やうつ病の予防方法や受診のタイミング等を学ぶ高齢者向け講
座です。

11月12日 静岡市大里生涯学習センター 静岡市大里生涯学習センター https://sgc.shizuokacity.jp/
静岡市大里生涯学習センター
054-283-1698

静岡県 静岡市 ① 来・て・こおはなしの森～秋冬～ 市内で活躍する読み聞かせ活動団体等によるおはなし会です。 10月18 日～3月13日 静岡市駿河生涯学習センター 静岡市駿河生涯学習センター https://sgc.shizuokacity.jp/
静岡市駿河生涯学習センター
054-202-4300

静岡県 静岡市 ①
おひとりさまのライフプラン～貯蓄と
遺産相続～

おひとり様を対象に老後資金の必要額や運用、遺産相続について知る
機会を提供します。

10月19日 静岡市駿河生涯学習センター 静岡市駿河生涯学習センター https://sgc.shizuokacity.jp/
静岡市駿河生涯学習センター
054-202-4300

静岡県 静岡市 ① 親子のコミュニケーション 親子のコミュニケーションについて交流分析士の話を基に考えます。 10月25日 静岡市駿河生涯学習センター 静岡市駿河生涯学習センター https://sgc.shizuokacity.jp/
静岡市駿河生涯学習センター
054-202-4300

静岡県 静岡市 ①
おとなもこどもも来・て・こでラジオ体
操

ラジオ体操指導士より動作の実演指導を受けます。 10月26日～3月28日 静岡市駿河生涯学習センター 静岡市駿河生涯学習センター https://sgc.shizuokacity.jp/
静岡市駿河生涯学習センター
054-202-4300

静岡県 静岡市 ①
常葉大学公開講座「現代社会を読
み解く」

少子高齢化、グローバル化による社会変容を、法律、経済、政治の分
野から読み解き今後のあり方を考えます。

10月 7日～10月26日 静岡市駿河生涯学習センター 静岡市駿河生涯学習センター https://sgc.shizuokacity.jp/
静岡市駿河生涯学習センター
054-202-4300

静岡県 静岡市 ①
ねんねちゃんのベビマ&ママ体操～
秋～

ベビーマッサージ体験と、子育てについての情報交換の場を提供しま
す。

10月31日～11月21日 静岡市駿河生涯学習センター 静岡市駿河生涯学習センター https://sgc.shizuokacity.jp/
静岡市駿河生涯学習センター
054-202-4300

静岡県 静岡市 ①
ビジネスに役立つ疲れにくい体づく
り

長時間のデスクワークによる肩や背中のこり・腰痛の予防に役立つセ
ルフストレッチングを学びます。

11月7日,21日 静岡市駿河生涯学習センター 静岡市駿河生涯学習センター https://sgc.shizuokacity.jp/
静岡市駿河生涯学習センター
054-202-4300

静岡県 静岡市 ① 親子でお料理ごっこ～秋～
未就園児向けのお料理教室。各月の行事や季節に則した料理を親子
で作ります。お月見団子・餃子の皮でお楽しみロール・お魚ナゲットなど
を作り試食します。

10月15日～12月17日 静岡市駿河生涯学習センター 静岡市駿河生涯学習センター https://sgc.shizuokacity.jp/
静岡市駿河生涯学習センター
054-202-4300

静岡県 静岡市 ①
暮らしを楽しむ季節の手しごと～秋
冬～

もの作りを通して身近な自然を楽しみ環境を考えます。 10月17日～12月19日 静岡市駿河生涯学習センター 静岡市駿河生涯学習センター https://sgc.shizuokacity.jp/
静岡市駿河生涯学習センター
054-202-4300

静岡県 静岡市 ① 初級からの実用筆ペン講座
冠婚葬祭、芳名帳、ハガキの宛名等を筆ペンを使い、実用的な文字を
習います。

10月17日,24日,31日
11月7日

清水生涯学習交流館 清水生涯学習交流館
http://www.sgk-shimizuku-
shizuoka.jp/

清水生涯学習交流館
054-352-7755

静岡県 静岡市 ① 版画で干支の年賀状作り 版画の楽しさを知り、自分だけの年賀状を作成します。 11月1日,8日,15日22日 清水生涯学習交流館 清水生涯学習交流館
http://www.sgk-shimizuku-
shizuoka.jp/

清水生涯学習交流館
054-352-7755

静岡県 静岡市 ① 探求三保 高塚竹堂の功績をたどります。（エレーヌの碑等） 11月7日 三保生涯学習交流館 三保生涯学習交流館
http://www.sgk-shimizuku-
shizuoka.jp/

三保生涯学習交流館
04-334-2230

静岡県 静岡市 ① 徳川家康に学ぶ健康法と漢方薬
徳川家康の健康法3つのうちの1つ漢方に焦点を当て、薬園を作った理
由やどのような漢方を作り広めていったのかを専門家から学びます。

10月11日,25日 浜田生涯学習交流館 浜田生涯学習交流館
http://www.sgk-shimizuku-
shizuoka.jp/

浜田生涯学習交流館
054-351-3030

静岡県 静岡市 ③
静岡わいわいワールドフェア（旧：異
文化コミュニケーション体験フェア）

青葉緑地を会場に、民族舞踊や文化紹介、様々な国の料理を販売する
国際交流イベント

11月24日
青葉シンボルロードB１～B３ブロッ
ク、ふしみやビル

静岡わいわいワールドフェア運営委員
会、静岡市、静岡市国際交流協会

無料

静岡市国際交流協会
054-273-5931
静岡市男女参画・多文化共生課
054-221-1303

3者の共催

静岡県 静岡市 ③
由比本陣公園開館25周年記念 今
昔東海道ステヰシヨン

由比本陣公園開館25周年を記念し、宿駅と鉄道の駅をつなげ紹介した
展覧会。10月29日から11月24日までは、広重が晩年に手掛けた東海
道のシリーズ作品『五十三次名所圖會』全55点を展示いたします。

8月20日～11月24日 静岡市東海道広重美術館 特定非営利活動法人ヘキサプロジェクト

http://tokaido-
hiroshige.jp/schedule/2019
/konjaku_tokaido_station.ht
ml

静岡市東海道広重美術館
054-375-4454

一般520円(410円)大学
生・高校生310円(250円)
中学生・小学生130円
(100円)未就学児は無料

静岡県 静岡市 ③
同時開催：静鉄グループ創立100周
年 しずおか昔鉄道

大正八年(1919)に駿遠電気株式会社として設立された現在の静岡鉄道
株式会社の創立100周年を記念して、静岡鉄道 長沼工場に保管されて
いた鉄道資料を展示します。

8月20日～11月24日 静岡市東海道広重美術館 特定非営利活動法人ヘキサプロジェクト

http://tokaido-
hiroshige.jp/schedule/2019
/konjaku_tokaido_station.ht
ml

静岡市東海道広重美術館
054-375-4454

一般520円(410円)大学
生・高校生310円(250円)
中学生・小学生130円
(100円)未就学児は無料

静岡県 静岡市 ③
浮世絵版画の実演＆摺り体験ワー
クショップ

江戸時代の技法を今に継承する、公益財団法人アダチ伝統木版画技
術保存財団による、浮世絵版画制作の実演と体験ワークショップ。浮世
絵版画が摺りあがっていく様子を、目の前で見ることができます。

10月20日
午前の部11:00～12:30 / 
午後の部14:00～15:30

静岡市東海道広重美術館 特定非営利活動法人ヘキサプロジェクト 無料
http://tokaido-
hiroshige.jp/schedule/even
t/

静岡市東海道広重美術館
054-375-4454

※別途入館料が必要で
す
一般520円(410円)大学
生・高校生310円(250円)
中学生・小学生130円
(100円)未就学児は無料
※ワークショップのみ要
事前申込み（電話、web

静岡県 静岡市 ③ 押し花展示
末廣恒例の押し花展示イベントです。清水区在住の押し花アートインス
トラクターを中心に多彩な作品が館内に展示されます。

10月2日～11月30日 清水港船宿記念館「末廣」 (公財)するが企画観光局
清水港船宿記念館「末廣」
054-351-6070

静岡県 静岡市 ①
次郎長巷談～清水次郎長をめぐる
人々～

来年の次郎長生誕200年を迎えるにあたり、今年度の巷談は侠客時代
から激動の明治維新を経て、社会事業家として人生の大転換をはかっ
た次郎長と次郎長をめぐる人々にスポットを当て解説をしていきます。
第2回目のテーマは、「次郎長28人衆」についてです。

10月16日 清水港船宿記念館「末廣」 (公財)するが企画観光局

http://www.visit-
shizuoka.com/event/?ei=3
246&y=2019&m=09&ec=2#li
st3246

清水港船宿記念館「末廣」
054-351-6070

静岡県 静岡市 ③ 昔の遊びにチャレンジしよう
県内で子供たちに昔の遊びの魅力を伝える「子ども生き生き遊び研究
室」代表の小林泰之氏をお招きして、コマ回しやメンコ、お手玉などの体
験教室を開催します。

11月3日 清水港船宿記念館「末廣」 (公財)するが企画観光局
清水港船宿記念館「末廣」
054-351-6070

静岡県 静岡市 ①
次郎長巷談～清水次郎長をめぐる
人々～

来年の次郎長生誕２００年を迎えるにあたり、今年度の巷談は侠客時
代から激動の明治維新を経て、社会事業家として人生の大転換をは
かった次郎長と次郎長をめぐる人々にスポットを当て解説をしていきま
す。第3回目のテーマは、「次郎長女房おちょうと養子天田五郎」です。

11月20日 清水港船宿記念館「末廣」 (公財)するが企画観光局

http://www.visit-
shizuoka.com/event/?ei=3
246&y=2019&m=09&ec=2#li
st3246

清水港船宿記念館「末廣」
054-351-6070

静岡県 静岡市 ③ 御幸亭　お抹茶DAY
通常煎茶サービスのみのところ、当日は入館料(一般150円・小中学生
50円)＋250円にてお抹茶とお菓子をお召し上がり頂けます。

11月3日 由比本陣記念館　御幸亭 特定非営利活動法人ふれあい由比
http://yuihonjin.sakura.ne.jp
/

東海道由比宿交流館
(054-375-5166)

R1.10月中旬～下旬に更
新予定

静岡県 静岡市 ③ プラバンdeマイストラップ
自由にイラストやデザインを描いて世界に1つだけのプラバンストラップ
を作ってみませんか？お一人様につき１つ、無料でお作り頂けます。

11月10日 東海道由比宿交流館 特定非営利活動法人ふれあい由比 無料
http://yuihonjin.sakura.ne.jp
/

東海道由比宿交流館
(054-375-5166)

R1.10月中旬～下旬に更
新予定

静岡県 静岡市 ③ お抹茶とお琴の調べ
お琴の生演奏を聴きながらお抹茶をお召し上がり頂けます。料金：入館
料(一般150円・小中学生50円)＋250円※特製生菓子つきです。基本的
に全椅子席です。

11月17日 由比本陣記念館　御幸亭 特定非営利活動法人ふれあい由比
http://yuihonjin.sakura.ne.jp
/

東海道由比宿交流館
(054-375-5166)

R1.10月中旬～下旬に更
新予定

静岡県 静岡市 ③ めぐるりアート静岡2019

静岡で、今を生きるアートを紹介してきた展覧会。7回目を迎え、今年は
パフォーミングアーツを巻き込んで、市内4カ所＋α（野点）で開催しま
す。まちをめぐって、8組の多彩な 表現に出合うことで、見慣れたまちが
違って見えるかもしれません。

10月-11月

静岡市内
東静岡アート＆スポーツ／ヒロバ
静岡県立美術館
静岡市美術館
中勘助文学記念館

公益財団法人静岡市文化振興財団 無料 https://megururi.net/7th/

公益財団法人
静岡市文化振興財団
054-255-4746
静岡市観光交流文化局
まちは劇場推進課
054-221-1229

※料金について
一部有料

静岡県 静岡市 ①③ 稲刈り体験
登呂遺跡の復元水田を活用した事業として、稲刈体験を行います。石
包丁にて穂摘み後、それを簡易すり鉢にて脱穀と籾摺りを行います。

10月26日,27日,11月2日,3
日,4日

登呂遺跡 文化財課（登呂博物館）
http://www.shizuoka-
toromuseum.jp/

静岡市立登呂博物館
054-285-0476

静岡県 静岡市 ①
企画展関連講演会「芹沢銈介と考
古資料」

考古資料も絡めながら、芹沢銈介のものや文様の見方や興味を紹介す
る。

11月9日
登呂博物館１階
登呂交流ホール

文化財課（登呂博物館）
http://www.shizuoka-
toromuseum.jp/

静岡市立登呂博物館
054-285-0476

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

静岡県 静岡市 ①
企画展関連事業「登呂の模様でハ
ンカチを染める」

登呂遺跡に関連する図柄のハンカチを染めてつくる。 11月3日
登呂博物館１階
登呂交流ホールほか

文化財課（登呂博物館）
http://www.shizuoka-
toromuseum.jp/

静岡市立登呂博物館
054-285-0476

静岡県 静岡市 ①
登呂博物館秋季企画展「芹沢銈介
と考古(学)」

静岡市出身の染色家芹沢銈介が蒐集した考古資料を展示する。 10/5～12/1
登呂博物館2階　特別・企画展示
室

文化財課（登呂博物館）
http://www.shizuoka-
toromuseum.jp/

静岡市立登呂博物館
054-285-0476

静岡県 静岡市 ① 「文化財サポーター入門講座」
静岡市の文化財を知り、守っていくために、市民から20名を募集し、全5
回の入門講座を開催する。11月２日は、２回目

11月2日 歴史文化施設発掘現場 文化財課 無料
静岡市観光交流文化局文化財課
054-221-1066

書類選考あり

静岡県 静岡市 ③ 静岡市文化財特別公開
保存修理を行った文化財や、修理中の文化財、通常非公開の文化財
等を
期間限定で特別に公開します。

10月15日～12月7日
霊山寺ほか
静岡市内の文化財

文化財課 無料
http://www.shizuoka-
bunkazai.jp

静岡市観光交流文化局文化財課
054-221-1066

開催日程、会場、料金は
各公開施設毎に異なる
ため詳細はホームページ
をご覧ください。

静岡県 静岡市 ③
三保松原文化創造センター秋季企
画展「三保を愛した画家 和田英作 
第一弾」

晩年清水区三保に移住し、富士や松原の絵を描いた洋画家：和田英作
を紹介する企画展です。貴重な絵画作品３点を展示します。

10月5日～11月28日
静岡市三保松原文化創造センター
１階展示室

文化財課（三保松原文化創造センター） 無料
https://miho-no-
matsubara.jp/

静岡市三保松原文化創造センター
（054-340-2100）

静岡県 静岡市 ③
北斎に憧れたドイツ人画家ホルス
ト・ヤンセン

北斎を父と仰ぐヤンセンを『北斎の散歩』を通じ紹介します。また、北斎
の『富嶽36景』を展示します。

10月19日～11月4日 静岡市三保松原文化創造センター 文化財課（三保松原文化創造センター） 無料
https://miho-no-
matsubara.jp/

静岡市三保松原文化創造センター
（054-340-2100）

静岡県 静岡市 ③ 駿府城公園　菊と技の響宴

静岡の伝統工芸の礎となった駿府城。その復元施設に、日本を代表す
る花の『菊』と、挽物、蒔絵、染物などの伝統工芸の『技』を展示します。
美と歴史・伝統の”響き”を駿府城公園で体感する機会として開催しま
す。

10月30日～11月4日

①菊の展示：駿府城公園　紅葉山
庭園
②技（伝統工芸）の展示：駿府城
公園　坤櫓

駿府城公園観光文化施設管理運営共同
事業体

【駿府城公園HP】
http://sumpu-
castlepark.com/

駿府城公園坤櫓管理事務所
電話054-266-7205

静岡県 静岡市 ③
駿府城公園　菊と技の響宴　”技”
のワークショップ

静岡伝統工芸の若手職人「するがクリエイティブ」による、蒔絵、挽物、
畳、染色、陶芸、染織のワークショップで、蒔絵の貝合わせ、染色のス
テンシル染め（くるみボタン等）、染織のシュシュなどを製作体験します。

11月2日～4日 駿府城公園　坤櫓
駿府城公園観光文化施設管理運営共同
事業体

【駿府城公園HP】
http://sumpu-
castlepark.com/

駿府城公園坤櫓管理事務所
電話054-266-7205

静岡県 静岡市 ③
ワークショップ「おしゃれ！雅な今川
文化」

駿府城公園巽櫓で開催中の「今川ファミリーゆかりの地をめぐる」の展
示に関連し、戦国時代に栄えた今川氏の文化を身近に感じてもらうた
め、体験やものづくりのワークショップを開催します。

10月27日 駿府城公園　東御門・巽櫓 公益財団法人静岡市文化振興財団
【駿府城公園HP】
http://sumpu-
castlepark.com/

公益財団法人
静岡市文化振興財団
事務局学芸課
090-5611-3278

静岡県 静岡市 ③
静岡アート＆ネイチャーフェスティバ
ル
未来に残そう美しい山河

市民団体との協働により、南アルプスを中心とした山岳写真や井川地
域の写真等の展示、オクシズの素材を使用したクラフト等の展示を実施
し、登録5周年を迎えた南アルプスユネスコエコパークを紹介します。

11月5日～10日 静岡市民ギャラリー
全日本山岳写真協会静岡支部、静岡市
（環境創造課）

無料
054-252-2587
全日本山岳写真協会静岡支部

静岡県 静岡市 ③ 地域交流まつり
地域の皆さんに城東保健福祉エリアにどのような施設や機関があるの
か知っていただくために開催するお祭り。エリア内の各施設が参加し、
施設ごとに模擬店や催し物を開催する。

11月９日（土） 城東保健福祉エリア 城東保健福祉エリア内事業所 無料
420-0846
静岡市葵区城東町24番1号

静岡県 静岡市 ③
市民向け手話講習会「子ども手話
教室」

小学４～６年生を対象とした初歩的な手話教室。ろう者から手話、文化
を学び聴覚障害者の暮らしについて学びます。

10月12日、26日、11月9
日、23日（隔週土曜日）

静岡市地域福祉共生センターみな
くる

静岡市 無料
http://www.city.shizuoka.jp
/000_003116.html

障害福祉企画課
054‐221‐1198

静岡県 静岡市 ① 令和元年度点字講習会 点字の書き方等全６回の点字講習会を開催します。
11月6、13、20、27日
12月4、11日

城東保健福祉エリア　保健福祉複
合棟

静岡市社会福祉協議会
http://www.city.shizuoka.jp
/472_000093.html

静岡市社会福祉協議会
054‐254‐6330

静岡県 静岡市 ③
南アルプスユネスコエコパーク登録
５周年記念イベント

南アルプスユネスコエコパーク登録５周年を記念し、登録地域内である
静岡市葵区井川において、地域ならではの食を味わえるお弁当の販
売、地域の食材を活用したお土産の試食、暮らしや伝統などの文化に
触れる体験ブースが集まるイベントです。

11月3日
南アルプスユネスコエコパーク井
川ビジターセンター

静岡市（環境創造課） 無料 054－221－1357

静岡県 静岡市 ①③ 井川de秋満喫の旅
南アルプスの自然と寄り添う暮らし、優しくて温かい生活文化が残る静
岡市の井川地区。その豊かな自然や歴史・文化に触れ、子どもたちの
健やかな成長を応援する自然の家ならではの魅力を詰め込んだ企画

11月2日～11月3日,11月5
日～7日,11月9日～10日

南アルプスユネスコエコパーク井
川自然の家

南アルプスユネスコエコパーク井川自然
の家

井川自然の家主催事業案
内
http://www.city.shizuoka.jp

南アルプスユネスコエコパーク
井川自然の家
TEL 054-260-2761

静岡県 静岡市 ③ 読んでみて！ＹＡイラストコンテスト
静岡市内の中高生が描いた読書感想画を展示します。
投票により優秀作品は表彰されます。

10月16日～11月10日 静岡市立中央図書館 静岡市立中央図書館 無料
https://www.toshokan.city.
shizuoka.jp/

静岡市立中央図書館
054-247-6711

静岡県 静岡市 ③
ＹＡコンサート～音楽が彩る本の世
界～

静岡市の高校生による演奏会を行います。若い世代がお勧めする本と
音楽のコラボレーションをお楽しみいただけます。

10月26日 静岡市立中央図書館 静岡市立中央図書館 無料
https://www.toshokan.city.
shizuoka.jp/

静岡市立中央図書館
054-247-6711

静岡県 静岡市 ①③ しずとしょフェスタ
図書館友の会と共催で秋の読書週間に合わせてイベントを行います。
今年は監督の解説つき・映画『イーちゃんの白い杖上映会』、お話し会、
音訳体験、図書館見学ツアーなどが行われます。

10月27日 静岡市立中央図書館
静岡市立中央図書館
静岡図書館友の会

無料
https://www.toshokan.city.
shizuoka.jp/

静岡市立中央図書館
054-247-6711

映画のみ要事前申し込
み

静岡県 静岡市 ③ ライブラリーコンサート
静岡室内楽協会による演奏会を行います。秋の休日に図書館で音楽を
お楽しみいただけます。

11月24日 静岡市立中央図書館 静岡市立中央図書館 無料
https://www.toshokan.city.
shizuoka.jp/

静岡市立中央図書館
054-247-6711

要事前申し込み

静岡県 静岡市 ①③
PICTURE　BOOK　READING　BY　
NATIVE SPEAKERS（ネイティブス
ピーカーによる絵本の読み聞かせ）

ネイティブスピーカー（ある言語を母国語で話す人のこと）による外国語
絵本の読み聞かせイベントを行います。

10月20日 静岡市立御幸町図書館 静岡市立御幸町図書館 無料
https://www.toshokan.city.
shizuoka.jp/

静岡市立御幸町図書館
054-251-1868

静岡県 静岡市 ③ 南部図書館寄席 アマチュアの落語家を招いて落語を実演していただきます。 10月16日 静岡市立南部図書館 静岡市立南部図書館 無料
https://www.toshokan.city.
shizuoka.jp/

静岡市立南部図書館
054-288-2151

静岡県 静岡市 ①③
南部図書館講座「子どもの本を楽し
む」

子どもの本についての理解を深めながら、様々な児童書の世界を楽し
むことで、新たな子どもの本に出会うヒントたきっかけをつくる大人向け
の講座です。

10月17日、31日、11月7
日、14日他全６回

静岡市立南部図書館 静岡市立南部図書館 無料
https://www.toshokan.city.
shizuoka.jp/

静岡市立南部図書館
054-288-2151

要事前申し込み

静岡県 静岡市 ①③ わらしな図書館まつり
藁科生涯学習センター文化祭の共催事業の図書館まつりです。ボラン
ティア団体による絵本の読み聞かせやリサイクルブック・雑誌の配布な
どを行います。

10月26日、27日 静岡市立藁科図書館 静岡市立藁科図書館 無料
https://www.toshokan.city.
shizuoka.jp/

静岡市立藁科図書館
054-278-4100

不用になった本の回収の
受付は、10/1㈫～10/25
㈮

静岡県 静岡市 ① 晩秋の朗読会　声で楽しむ短篇集
藁科生涯学習センターとの共催で、畳のお部屋でゆったりとくつろぎな
がら、晩秋のひとときを楽しんでいただく、藁科図書館員による朗読会
を行います。

11月7日
藁科生涯学習センター  第5集会
室

静岡市立藁科図書館 無料
https://www.toshokan.city.
shizuoka.jp/

静岡市立藁科図書館
054-278-4100

要事前申し込み

静岡県 静岡市 ③
朗読と音楽の調べ　静岡の作家た
ち

静岡ゆかりの作家による作品の朗読をギターとマンドリンの演奏ととと
もにお送りします。

11月10日 静岡市立西奈図書館 静岡市立西奈図書館 無料
https://www.toshokan.city.
shizuoka.jp/

静岡市立西奈図書館
054-265-2556

要事前申し込み

静岡県 静岡市 ①③ オーク長田おはなしフェスティバル
子どもと大人が一緒に楽しめる、静岡県舞台芸術センター（SPAC）によ
る「おはなし劇場」を行います。

11月2日 静岡市立長田図書館 静岡市立長田図書館 無料
https://www.toshokan.city.
shizuoka.jp/

静岡市立長田図書館
054-259-7878

要事前申し込み

静岡県 静岡市 ①③ あさはたお話の会【拡大版】
ボランティア団体による絵本の読み聞かせ、図書館職員による紙しば
い・手遊びを行います。

11月9日 静岡市立中央図書館麻機分館 静岡市立中央図書館麻機分館 無料
https://www.toshokan.city.
shizuoka.jp/

静岡市立中央図書館麻機分館
054-248-5035

静岡県 静岡市 ①③ アカデ美和まつり
乳幼児から小学生を対象とした、ボランティア団体「ねこバス」さんによ
るおはなし会が行われます。

11月10日 静岡市立中央図書館美和分館 静岡市立中央図書館美和分館 無料
https://www.toshokan.city.
shizuoka.jp/

静岡市立中央図書館美和分館
054-296-6501

静岡県 静岡市 ①③ 読み聞かせボランティア養成講座
これから読み聞かせをはじめたい方や、基本を振り返りたい方、絵本選
び・プログラム作りのヒントがほしい方など、読み聞かせに関わる全て
の方を対象に、より楽しく続けるための手助けとなる講座です。

9月4日、11日、10月2日他
全６回

静岡市立清水中央図書館 静岡市立清水中央図書館 無料
https://www.toshokan.city.
shizuoka.jp/

静岡市立清水中央図書館
054-354-1331

要事前申し込み

静岡県 静岡市 ①③ 子どもおはなしフェスティバル
乳幼児から小学生を対象とした、ボランティア団体によるおはなし会が
行われます。

10月26日 静岡市立清水中央図書館 静岡市立清水中央図書館 無料
https://www.toshokan.city.
shizuoka.jp/

静岡市立清水中央図書館
054-354-1331

静岡県 静岡市 ①③ 秋の親子読み聞かせ会 高校生による絵本の読み聞かせ会が行われます。
10月10日、24日、31日
11月7日

静岡市立清水中央図書館
静岡市立清水中央図書館
清水桜が丘高校

無料
https://www.toshokan.city.
shizuoka.jp/

静岡市立清水中央図書館
054-354-1331

要事前申し込み

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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静岡県 静岡市 ①
読書週間特別講演会「女戦国大名
と呼ばれた寿桂尼の生き様につい

元蒲原町文化財保護審議会会長塩坂氏によるあまり知られていない歴
史の隙間のエピソードともいえる内容の講演会を実施

10月27日 静岡市立蒲原図書館 静岡市立蒲原図書館 無料
https://www.toshokan.city.
shizuoka.jp/

静岡市立蒲原図書館
054-388-3456

要事前申し込み

静岡県 静岡市 ③ 第39回海洋祭
11月1日から3日まで東海大学清水校舎で行われる学園祭のことであ
り、企画や模擬店はそのほとんどが東海大学の学生の手によって作ら
れており、学生主体ならではの個性的な学園祭が楽しめます。

11月1日～3日 東海大学清水校舎 東海大学海洋祭実行委員会 無料
http://www.scc.u-
tokai.ac.jp/gakusai/kaiyosai
/

教学部清水教学課
054-334-0411（代表）

URL:10月上旬頃更新予
定

静岡県 静岡市清水区 ①③
令和元年度埋文セミナー後期「イホ
ハラの古墳時代」～イホハラの古墳
②・室ヶ谷古墳群を見る～

静岡県を中心とした考古学の新しい研究成果を、専門職員がわかりや
すく紹介するセミナーです。静岡市清水区に所在する室ヶ谷古墳群をを
考古学の成果から、解説します。

10月19日 静岡県埋蔵文化財センター 静岡県埋蔵文化財センター 無料 http://www.smaibun.jp/
静岡県埋蔵文化財センター調査課
054-385-5500（代表）

静岡県 静岡市清水区 ①③
県指定文化財「中屋遺跡出土黒漆
塗り瓜文鞍」特別公開

静岡県埋蔵文化財センター所蔵の貴重な出土品を特別公開します。
2019年3月に県指定文化財に指定された「中屋遺跡出土黒漆塗り瓜文
鞍、呪符木簡、ヤダケ」を期間限定で展示します。

10月19日～11月22日 静岡県埋蔵文化財センター 静岡県埋蔵文化財センター 無料 http://www.smaibun.jp/
静岡県埋蔵文化財センター調査課
054-385-5500（代表）

静岡県 静岡市駿河区 ①③
遺跡調査報告会「ふじのくにの原像
をさぐる」

静岡県内４遺跡の最新の発掘調査成果を報告します。調査担当者が
語る、ここでしか聞けない情報が満載です。

11月2日
県立中央図書館
（静岡市駿河区谷田53-1）

静岡県埋蔵文化財センター 無料 http://www.smaibun.jp/
静岡県埋蔵文化財センター調査課
054-385-5500（代表）

静岡県 静岡市駿河区 ①③
出張ふじのくに考古展「静岡市葵区
川合遺跡～ものづくりの原点～」

静岡市立登呂博物館へ、センター所蔵の貴重な出土品を出張して展示
します。登呂遺跡周辺の遺跡をテーマに、静岡市葵区河合に所在する
河合遺跡出土のものづくりに関する資料を揃えました。

10月25日～12月1日
静岡市登呂博物館
（静岡市駿河区登呂5-10-5）

静岡県埋蔵文化財センター 無料 http://www.smaibun.jp/
静岡県埋蔵文化財センター調査課
054-385-5500（代表）

静岡県 静岡市駿河区 ①③ 文化の丘フェスタ
「大人のたしなみセミナー」や「オンラインデータベース活用講座」など、
文化芸術の秋を楽しんでいただけるイベントをご用意しています。

10月19日～11月4日 静岡県立中央図書館 静岡県立中央図書館 無料
http://www.tosyokan.pref.s
hizuoka.jp

県立中央図書館企画振興課
054-262-1246

講座・講演会は要事前申
込

静岡県 静岡市駿河区 ①③ 静岡県図書館大会
読書活動に携わる方、図書館に感心を持つ方々が集まるイベント。講
演、対談の他、6つの分科会が開催されます。

11月18日
静岡県コンベンションアーツセン
ターグランシップ

静岡県教育委員会・静岡県図書館協会・
静岡県読書運動推進協議会

無料
http://www.tosyokan.pref.s
hizuoka.jp

県立中央図書館企画振興課
054-262-1246

要事前申込

静岡県 静岡市駿河区 ① 静岡県生涯学習推進フォーラム

島田桂吾氏（静岡大学）のコーディネートにより、堀井啓幸氏（常葉大
学）、関口祐太氏(飛騨市学園構想プロジェクトマネージャー）、長谷川
延明氏（御前崎市教育委員会学校教育課長）が「子どもが地域の一員
となる地域と学校の連携・協働の在り方」を熱く語ります。全県から子ど
もの笑顔と地域の活性化を願う方々が集います。

10月18日
静岡県コンベンションアーツセン
ターグランシップ

静岡県総合教育センター・義務教育課 無料
https://www.manabi.pref.shi
zuoka.jp

静岡県総合教育センター
生涯学習企画課生涯学習推進班
電話　0537-24-9715
FAX  0537-24-9748

静岡県 島田市 ③ ささま国際陶芸祭

新しい形の陶芸のイベントを開催したいという陶芸家の思いと、過疎化
が進む地域を活性化させたいという笹間住民の思いから、2011年に第
1回目が行われ、その後、2年に一度の開催を経て、今回で第5回目を
迎えます。 陶芸家の道川省三氏をアートディレクターとし、日本の陶芸
イベントとしては稀な、マーケットではなく「交流」や「学び」を主な目的と
しており、各国のトップクラスのセラミックアーティストを毎回招待し、デモ
ンストレーションやスライドレクチャーなどを通じ、最新の陶芸技法や
アーティストの陶芸にかける思いなどを学ぶことができます。また、空き
家や廃校を活用した展示・販売、地域ならではの物産の販売やおもて
なしなど、山村文化にも触れられるイベントとなっています。このイベント
を通し、参加者と作家、又は作家同士が学び合い、交流する場が世界
と日本の陶芸の架け橋となるとともに、日本にある小さな山村の魅力を
世界に発信することで、中山間地域の再生の道筋を築くことを目指して

11月1日～4日
島田市山村都市交流センターささ
ま

ささま国際陶芸祭実行委員会
https://www.icaf-
sasama.com/

ささま国際陶芸祭実行委員会事務局
(島田市山交流センターささま内)
0547-54-0661

静岡県 島田市 ③ 第62回島田市民文化祭
市内在住・在勤・在学の中学生以上の方の作品展示を行います。ま
た、芸能発表として、市内の団体による発表を行います。

10月18日～20日，
11月15日～17日，
11月22日～24日

島田市民総合施設プラザおおるり 島田市民文化祭実行委員会 無料
http://shimada-
bunkyou.main.jp/bunkasai-
kwsk.html

島田市民文化祭実行委員会
(島田市文化協会内)　
0547-36-5420

静岡県 島田市 ① おはなしマラソン
市内の読み聞かせグループが集まり、1グループ30分程度のおはなし
会を実施します。

10月26日 島田図書館 島田図書館 無料
http://www.library-
shimada.jp/

図書館課
島田図書館係
0547-36-7226

静岡県 島田市 ① おはなしマラソン
市内の読み聞かせグループが集まり、1グループ30分程度のおはなし
会を実施します。

11月9日 金谷公民館 金谷図書館 無料
http://www.library-
shimada.jp/

図書館課
金谷図書館係
0547-46-3246

静岡県 島田市 ③ 博物館本館・分館無料開放
文化財ウィーク協賛事業として博物館本館および分館を無料開放しま
す。

11月3日 島田市博物館　本館・分館 島田市 無料
https://www.city.shimada.s
hizuoka.jp/shimahaku/

島田市博物館
0547-37-1000
島田市博物館分館
0547-34-3216

静岡県 島田市 ③
第79回企画展「音にきこゆるvol.4島
田の刀鍛冶とそのルーツ」

島田鍛冶が特に影響を受けたといわれている相州伝、美濃伝、備前伝
の刀剣とともに島田鍛冶の時代的な特徴があらわれた刀剣を中心に展
示します。

9月21日～12月１日 島田市博物館　本館 島田市
https://www.city.shimada.s
hizuoka.jp/shimahaku/

島田市博物館
0547-37-1000

静岡県 島田市 ③
収蔵品展「海野光弘　彩～花野に
誘われて～」

五箇相倉（富山県）、田麦俣（山形県）など、秋の花野や田園を題材にし
た版画を中心に展示します。

8月31日～11月4日 島田市博物館　分館 島田市
https://www.city.shimada.s
hizuoka.jp/shimahaku/

島田市博物館分館
0547-34-3216

静岡県 島田市 ③
国際陶芸フェスティバル展～集え　
火のつわものたち～

笹間で開催される第5回国際陶芸フェスティバルにあわせて、第１回～
第４回フェスティバルで展示、寄贈された各国の陶芸家たちの作品を展
示します。

10月12日～11月24日 島田市博物館　分館 島田市
https://www.city.shimada.s
hizuoka.jp/shimahaku/

島田市博物館分館
0547-34-3216

静岡県 島田市 ① 湯日ふれあいまつり
地域住民の演技披露や作品展示と模擬店を行います。自主グループ
の活動の成果を発表します。

11月10日
初倉西部ふれあいセンター及び湯
日しろやま公園

湯日自冶会ふれあいまつり実行委員会 無料
初倉西部ふれあいセンター
0547-38-6868

開催時間
午前9時～午後2時30分

静岡県 島田市 ①②③ やまびこセンターまつり
地域住民の作品展示および鑑賞。地元幼稚園児・小学校児童および住
民による演技のステージ発表を行います。

11月17日 伊久身農村環境改善センター 伊久身コミュニティ委員会 無料
伊久身農村環境改善センター
0547-39-0002

静岡県 島田市 ③ 文化祭

地域住民や地域内の学校の作品展示を行います。また、芸能発表とし
て、地域内の幼保育園や小中学校、公民館を利用する自主グループの
活動の成果発表を行います。子供たちのためにスタンプラリーが行わ
れたり、喫茶コーナー等も設置しています。

10月26日～27日
六合公民館
六合小学校体育館
地域連携施設

六合公民館，六合コミュニティ委員会 無料
島田市立六合公民館
0547-37-3087

静岡県 清水町 ③ 第49回清水町芸術祭
町民の多様な芸術文化の舞台発表や展示を行います。11月10日が発
表の部、11月13日から17日までが展示の部となります。

11月10日，11月13日～17
日

清水町地域交流センター 清水町教育委員会 無料
清水町生涯学習課
文化振興係
055-972-6678

静岡県 下田市 ③ 第64回下田市芸術祭 市民の芸術活動の発表・展示の場として開催します。
前期：11月2日～4日
後期：11月8日～10日

下田市民文化会館ほか 下田市芸術祭執行会 無料
下田市教育委員会
生涯学習課
0558-23-5055

静岡県 下田市 ① 南豆の自然講座 南豆地区の自然に触れ、自然を学ぶフィールドワークを開催します。 11月9日 南伊豆町青野
下田市中央公民館
東京大学樹芸研究所

下田市教育委員会
生涯学習課
0558-23-5055

事前申し込み必要
参加費有

静岡県 周智郡森町 ①③
巡回展「いつもそばに動物（きみ）が
いた－出土品から知るヒトと動物の
歴史－」周智郡森町

静岡県埋蔵文化財センター所蔵の貴重な出土品を出張して展示しま
す。ヒトと動物の関わりをテーマに、静岡県に所在する遺跡から出土し
た動物に関する資料を揃えました。

11月20日～12月15日
森町文化会館ミキホール
（周智郡森町森1485）

静岡県埋蔵文化財センター 無料 http://www.smaibun.jp/
静岡県埋蔵文化財センター
調査課
054-385-5500（代表）

静岡県 裾野市 ③ 裾野市の文化財展 裾野市内にある指定文化財を紹介する展示等を行います。 11月1日～8日 裾野市生涯学習センター 裾野市教育委員会 無料
裾野市生涯学習課
055-994-0145

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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静岡県 裾野市 ③
深良用水かんがい施設遺産登録5
周年　VRで見る深良用水

深良用水の世界かんがい施設遺産登録5周年を記念して、普段は立入
禁止の深良用水内部を、国立沼津高等専門学校が撮影したVR映像と
ボートに乗せたカメラが撮影した水が流れる内部動画で体験します。

10月20日 裾野市民文化センター 裾野市教育委員会 無料
裾野市生涯学習課
055-994-0145

静岡県 裾野市 ①③ 裾野市民芸術祭
市民の文化芸術活動発表の場として、展覧会、囲碁大会、音楽祭、吟
道祭、茶会、芸能祭（日舞・邦楽の部）、芸能祭（洋舞・音楽の部）を開
催します。また、芸術に触れる文化の日として実演・体験コーナーを設

10月30日～11月3日（第1
部）
11月6日～10日（第2部）

裾野市民文化センター 裾野市 無料
【裾野市民芸術祭】
http://www.city.susono.shiz
uoka.jp/kanko/3/2607.html

裾野市生涯学習課
055-994-0145

静岡県 裾野市 ①③
特別展「富士山と万葉集を中心とし
た文学」

富士山に因んだ万葉集の歌や文学作品・作家などを紹介する中で、古
来より人々が富士山に対して何を感じ、どのように表現してきたかに迫
る特別展です。

7月13日～12月1日 裾野市立富士山資料館 裾野市立富士山資料館
http://www.city.susono.shiz
uoka.jp/soshiki/4/4/2/kou
za_bosyuu/8596.html

裾野市立富士山資料館
055-998-1325

入館料：大人210円、こど
も100円

静岡県 裾野市 ① もみじ観察会 富士山資料館周辺で、もみじや秋の植物を観察します。 11月10日 裾野市立富士山資料館 裾野市立富士山資料館
http://www.city.susono.shiz
uoka.jp/kanko/3_1/event/6
791.html

裾野市立富士山資料館
055-998-1325

参加費：300円
（入館料は必要ありませ
ん）

静岡県 裾野市 ① 読書週間行事
秋の読書週間(10月27日～11月9日)に合わせ、図書館の利用促進、読
書推進のため10月～11月を読書月間とし、テーマ図書展示、リサイクル
ブックサービス、おはなしの会、映画会等を実施します。

10月下旬～11月中旬
裾野市立鈴木図書館
裾野市民文化センター図書室

裾野市立鈴木図書館 無料
［裾野市立鈴木図書館HP］
https://www.lics-
saas.nexs-

裾野市立鈴木図書館
055-992-2342

静岡県 浜松市 ③ 龍山ふれあい文化祭
地元で活動する文化活動団体や市民芸術愛好家の発表の場となる文
化祭を実施します。

11月24日 龍山森林文化会館 龍山地区文化振興事業実行委員会
龍山森林文化会館
053-968-0331

静岡県 長泉町 ③ 第55回町民文化祭（1部）
町民に芸能・創作活動の発表と鑑賞の機会を提供し、町民の生涯学習
意欲に応え、併せて町民文化の向上を図ります。
内容：展示の部、芸能の部、茶席、囲碁の対局・指導体験コーナー

10月18日～20日 コミュニティながいずみ 長泉町民文化祭実行委員会 無料
http://japan.nagaizumi.org/
commu/

055-986-2289

静岡県 長泉町 ③ 第55回町民文化祭（2部）
町民に芸能・創作活動の発表と鑑賞の機会を提供し、町民の生涯学習
意欲に応え、併せて町民文化の向上を図ります。
内容：展示の部、芸能の部、茶席、囲碁の対局・指導体験コーナー

10月25日～27日
文化センター・コミュニティながい
ずみ

長泉町民文化祭実行委員会 無料
http://japan.nagaizumi.org/
commu/

055-986-2289

静岡県 沼津市 ①③ 令和元年度芹沢光治良文学講演会
沼津市に生まれ育った文人・芹沢光治良に関する講演会です。桜美林
大学教授の勝呂奏さんによる沼津市芹沢光治良記念館にて開催中の
企画展「光治良と川端康成展」に関連した内容の講演です。

11月2日 沼津市立図書館4階視聴覚ホール 沼津市教育委員会 無料

【芹沢光次良記念館HP】
https://www.city.numazu.sh
izuoka.jp/kurashi/shisetsu/
serizawa/

沼津市芹沢光治良記念館
055-932-0255

9月10日より聴講者募
集・180名

静岡県 沼津市 ① 子どもの遊び王国in沼津 身体を動かす遊びや手作りおもちゃなど、様々な遊びを体験できます。 10月6日
愛鷹広域公園、多目的競技場・芝
生広場

沼津市青少年育成団体連絡協議会 無料
生涯学習課
055-934-4871

雨天の場合は中止

静岡県 沼津市 ③ 第46回沼津市芸術祭
美術、書道、音楽、舞踊、演劇、茶道、伝統芸能、文芸などの展示、発
表を行います。

10月6日～11月17日
沼津市民文化センター、プラサヴェ
ルデほか

沼津市教育委員会、沼津文化協会 無料

【沼津市芸術祭について】
https://www.city.numazu.sh
izuoka.jp/kurashi/kyoiku/k
yoiku/bunka/geijyutusai.ht
ml

沼津文化協会
055-952-6597
沼津市教育委員会
事務局文化振興課
055-934-4812

静岡県 沼津市 ①③ 読書週間関連行事
「読書週間」（10月27日～11月9日）は、全国的な秋の恒例行事ですが、
沼津市立図書館においても、毎年この期間中に本・読書に関する著名
人の講演会や企画展を実施しています。

10月11日～11月17日 沼津市立図書館内 沼津市教育委員会 無料
【沼津市立図書館HP】
https://www.tosyokan.city.
numazu.shizuoka.jp/

055-952-1234

静岡県 沼津市 ① 沼津ものづくりフェスタ2019
大工、左官、板金などの伝統技能の披露及び体験教室を実施すること
で、技能者育成の促進を図ります。

10月20日 沼津中央公園 沼津連合建設協会、沼津市商工振興課 無料
沼津市商工振興課
055-934-4748

雨天延期
延期の場合は11月3日に
開催

静岡県 沼津市 ①③ 第94回　みどりまつり
「花とみどりのまちづくり」を目的としています。フラワーアレンジメント、
寄せ植え、木工体験など数多くのワークショップのほか、花苗、緑化木、
飲食物の販売や、いけばなや盆栽などの展示も行われる予定です。

11月2日～3日 キラメッセぬまづ多目的ホール3 沼津市緑化推進実行委員会 無料
【沼津市公式HP】
http://www.city.numazu.shi
zuoka.jp/

沼津市緑化推進実行委員会
事務局（緑地公園課）
055-934-4795

静岡県 沼津市 ① 第29回　さんさん学習フェスティバル
「広げよう　出会い　ふれあい　学び合い」をテーマに、市民が日頃行っ
ている生涯学習の成果を発表します。

11月16日～17日 沼津市民文化センター さんさん学習フェスティバル実行委員会 無料

【さんさん学習フェスティバ
ルについて】
https://www.city.numazu.sh
izuoka.jp/kurashi/kyoiku/k
yoiku/shougai/festival/fest
ival.html

沼津市教育委員会
事務局生涯学習課
055-934-4870

静岡県 沼津市 ①③
ぬまづ伝統文化体験フェスティバル
2019

国指定史跡「興国寺城跡」で、和太鼓演奏や昔あそび（けん玉、ベーゴ
マ）、弓道など、伝統文化を親子で見て感じて体験できるイベントを開催
します。

11月24日 興国寺城跡 沼津市教育委員会 無料
沼津市教育委員会事務局
文化振興課
055-934-4812

静岡県 浜松市 ① 自彊術体操講座
地域文化セミナーとして、1回の体操で約一万数千回、関節を動かすこ
とができる自彊術を学びます。

10月21日,28日,11月11
日,18日

引佐多目的研修センター 浜松市 無料
引佐協働センター
053-542-1112

静岡県 浜松市 ① 浜松いきいき体操講座
アクティブ・シニア講座として、椅子に座って行う体操と、椅子の背もた
れを持ちながら立って行う体操を学びます。ゆっくり動く有酸素運動と、
嚥下体操で、むせにくい体作りを学びます。

10月23日,11月13日 引佐多目的研修センター 浜松市 無料
引佐協働センター
053-542-1112

静岡県 浜松市 ① 男性の料理講座
地域文化セミナーの男性の料理講座で、年間を通して旬の素材を使っ
た料理を学びます。

11月6日 引佐協働センター 浜松市 無料
引佐協働センター
053-542-1112

静岡県 浜松市 ① 親子にやさしいおんぶとだっこ
地域文化セミナーとして、肩こり、腱鞘炎の予防、また、楽しく育児がで
きるよう、ベビーウェアリングコンシェルジュの方から基本の抱っこ、お
んぶの仕方を学びます。

11月12日 引佐多目的研修センター 浜松市 無料
引佐協働センター
053-542-1112

静岡県 浜松市 ①③
引佐協働センター地域ふれあいフェ
スタ（引佐文化祭）

学習成果を発表する場づくりや、地域に住む人々と協働して住みやす
いまちづくりのための気運を醸成し、生涯学習の推進を図るため、作品
の展示と舞台発表を行います。

11月3日,4日 引佐多目的研修センター
引佐協働センター地域ふれあいフェスタ
実行委員会

無料
引佐協働センター
053-542-1112

静岡県 浜松市 ③ 佐久間芸術祭
佐久間地域全域の文化団体・文化芸術愛好者が集い、成果発表及び
交流・情報交換、文化意識の向上を目的に「芸能部門」と「文化部門」の
発表会を開催します。

１１月１日～３日
浜松市佐久間歴史と民話の郷会
館

浜松市佐久間文化協会
佐久間」協働センター
053-966-0006

文化部門：11月1～3日
芸能部門：11月3日

静岡県 浜松市 ① ウキウキおんがく楽校

浜松市と大学との連携事業、大学生による講座
グランドピアノ内部の構造の観察など、学校の授業では体験できない活
動を通して、音楽への関心魅力を味わいます。また、歌やダンス、演奏
等を取り入れたクリスマス会など、楽しい活動も実施します。

11月16日,23日 水窪文化会館 浜松市 無料
水窪協働センター
（水窪文化会館）
電話：053-982-0013

静岡県 浜松市 ①③
特別展「二俣城をめぐる物語(仮
題）」

没後440年にあたる岡崎三郎信康公を取り上げながら、「二俣三城」と
呼ばれる笹岡城、二俣城、鳥羽山城をはじめ周辺の諸城の歴史につい
て紹介します。

9月27日～12月8日 浜松市立内山真龍資料館 浜松市
浜松市立内山真龍資料館
053-925-4832

静岡県 浜松市 ①③ 天竜芸術祭芸能発表会 天竜地域内の市民団体による舞台芸術・芸能の発表します。 10月27日 浜松市天竜壬生ホール 天竜芸術祭芸能発表会実行委員会 無料
浜松市天竜区まちづくり推進課
053-922-0086

静岡県 浜松市 ①③ 天竜芸術祭美術展 天竜区内のアマチュア芸術家の作品の展示します。 11月1日～11月4日 浜松市二俣協働センター 天竜芸術祭美術展実行委員会 無料
浜松市天竜区まちづくり推進課
053-922-0086

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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静岡県 浜松市 ① 上阿多古ふれあいセンターまつり

ふれあいセンターを利用している団体による芸能発表や作品展示など、
日頃の活動成果を発表する場です。また、地域の団体・個人による模
擬店も行われ、地域住民の親睦・交流を深め、明るい地域づくりを推し
進める催しです。

11月10日 上阿多古ふれあいセンター
上阿多古ふれあいセンターまつり実行委
員会

無料
上阿多古ふれあい
センター　
053-928-0002

静岡県 浜松市 ①③ 熊ふれあいセンターまつり
地域住民による作品展示や演芸、模擬店など、日頃の文化活動の成果
発表と交流の場となっています。

11月11日 熊ふれあいセンター 熊ふれあいセンターまつり実行委員会 無料
熊ふれあいセンター
053-929-0002

静岡県 浜松市 ③ ミュージカル「本田宗一郎物語」
本田宗一郎の「ものづくりの精神」や「人となり」の原点となった少年時
代に着目し、「夢・挑戦・実現」をテーマとしたミュージカルの創作・公演
により、未来を担う青少年に本田宗一郎の精神を伝えるため開催され

11月16日 浜松市天竜壬生ホール
特定非営利活動法人本田宗一郎夢未来
想造倶楽部

無料
http://www.honda-
densyokan.com/

天竜壬生ホール
053-922-3301

静岡県 浜松市 ①③ 神久呂協働センターまつり
当センターで活動する文化・音楽・スポーツ等の生涯学習活動を展開し
ている団体による展示・発表会です。

11月17日 神久呂協働センター 神久呂協働センター 無料
神久呂協働センター
053－485－5001

静岡県 浜松市 ③
神久呂地区地域ふれあいコンサー
ト

神久呂地区及び隣接地区の幼稚園、小学校、中学校、高等学校による
音楽発表・楽器演奏会です。

11月16日 神久呂協働センター 神久呂協働センター 無料
神久呂協働センター
053－485－5001

静岡県 浜松市 ①③
伊佐見ふれあい水車小屋コンサー
ト

地元出身の作詞家清水みのるさんが作詞した童謡曲「森の水車」を地
域の音楽文化として将来に残そうと始まったコンサート。地元公園の水
車小屋前広場において開催されます。

10月27日
伊左地緑地内
水車小屋前広場

伊佐見地区地域ふれあいフェスタ事業実
行委員会

無料
伊佐見協働センター
053－486－0034

静岡県 浜松市 ①③ 伊佐見協働センターまつり
当センターで活動する文化・スポーツ等の生涯学習活動を展開している
団体や地元自治会との連携による様々な展示・発表会です。

１１月２・３日 伊佐見協働センター
伊佐見地区地域ふれあいフェスタ事業実
行委員会

無料
伊佐見協働センター
053－486－0034

静岡県 浜松市 ①②③
大学との連携事業「自分でできるセ
ルフケア」

部活動では自分の体のケアはおろそかになりがち。大学生を講師に迎
え、刺さない鍼とツボを利用するセルフケアを学ぶ講座です。対象は中
学生です。

11月9日 湖東中学校 伊佐見協働センター 無料
伊佐見協働センター
053－486－0034

静岡県 浜松市 ③ さざんかコンサート 協働センターを利用する音楽団体等によるコンサートです。 11月10日 篠原協働センター 篠原協働センター 無料
篠原協働センター
053-448-7859

静岡県 浜松市 ①② 「音楽でつなごう友達の輪」

大学との連携による事業です。大学生が講師となって、幼児～小学生
を対象としたハロウィンパーティーを実施します。歌唱や劇をしたり、一
緒に歌ったり、楽器を鳴らしたりする音楽的活動やティータイムを通じ
て、大学生と子供たちが交流をします。

10月19日 南陽協働センター 南陽協働センター 無料
南陽協働センター
053-426-3714

定員30人。事前申し込み
が必要です。

静岡県 浜松市 ①
「ベストアルバムの作り方　～これな
らできる！写真整理のマイルール
～」

親離れした子を持つ親御さんを中心に、アルバムの整理に困っている
方を対象としたアルバム整理術を学ぶ講座です。写真整理のはじめ方
や基本的な飾り方を学ぶことができます。

11月5日、19日 南陽協働センター 南陽協働センター
南陽協働センター
053-426-3714

定員15人。事前申し込み
が必要です。
材料実費500円が必要で
す。

静岡県 浜松市 ① 「複音ハーモニカ初心者講座」

手の平に乗る、ポケットに入る、コンパクトな複音ハーモニカの初心者
講座です。ハーモニカを吹いて吸って演奏することにより、肺機能の向
上を図るとともに、譜面を読んでメロディを頭に描くことにより、脳のト
レーニングにもなります。

11月12日、26日、12月10
日、24日

南陽協働センター 南陽協働センター
南陽協働センター
053-426-3714

定員12人。事前申し込み
が必要です。
ハーモニカがない方は、
購入が必要です。

静岡県 浜松市 ①
「ペン習字で美文字に挑戦しましょ
う」

15歳以上の社会人を対象とした、美しく字を書く方法とコツを学ぶ講座
です。

11月22日、29日、12月13
日

南陽協働センター 南陽協働センター 無料
南陽協働センター
053-426-3714

定員30人。事前申し込み
が必要です。

静岡県 浜松市 ① 「親子バドミントン教室」 小学1年生～6年生の親子を対象としたバドミントン教室を実施します。 11月2日、9日、16日、30日 南陽協働センター 南陽協働センター 無料
南陽協働センター
053-426-3714

定員12組。事前申し込み
が必要です。

静岡県 浜松市 ① 新津協働センターまつり
協働センターを利用している団体や地域の各種団体が活動成果を展
示・発表し、食品販売、ワークショップなどを実施します。

11月16日、17日 新津協働センター 新津協働センターまつり実行委員会 無料
新津協働センター
053-448-2449

静岡県 浜松市 ①③ 白脇まつり
自治会、社会福祉協議会、幼稚園、小中学校等、地域の団体と協働セ
ンター利用団体による交通安全フェスタ、文化発表会、バザーなどを行
います。地域住民の交流、学習成果の発表の場として開催されます。

11月10日 白脇協働センター
白脇協働センター
地域ふれあい事業実行委員会

無料
白脇協働センター
053-441-8088

静岡県 浜松市 ① 可美協働センターまつり
演芸発表会や作品展示など、地域で活動している団体の日頃の活動
成果を発表する場を設けるとともに、土日の2日間にかけて食品販売、
ゲームコーナー、フリーマーケットなどを実施します。

10月19日，20日 可美協働センター
可美協働センター
地域ふれあい事業実行委員会

無料
可美協働センター
053-440-0007

静岡県 浜松市 ① 南部協働センターまつり
コミュニティ活動を通じた活力ある地域づくりと生涯学習の推進を目的と
して開催し、協働センターを利用している団体や地域の各種団体等が
日頃の活動の成果を展示・発表します。

10月26日、27日 浜松市南部協働センター
南部協働センター
イベント事業実行委員会

無料
南部協働センター
053-455-1501

静岡県 浜松市 ①
家族でお米づくり体験講座（収穫
祭）

遊休農地を活用し、家族でお米づくりを行うものです。6月の田植えから
草取り、稲刈りを行い収穫したお米でおにぎりなど作り、収穫祭りを行

11月2日 引佐町的場四方浄公民館
曳馬協働センター
イベント事業実行委員会

無料
浜松市曳馬協働センター
053-464-2517

静岡県 浜松市 ① フェスティバルコンサート
地元の幼稚園、小学校の金管バンドや地元で活動する音楽団体、消防
音楽隊が協働センターにてコンサートを行います。

11月16日 浜松市曳馬協働センター
曳馬協働センター
イベント事業実行委員会

無料
浜松市曳馬協働センター
053-464-2517

静岡県 浜松市 ①③ 曳馬協働センターまつり2019
曳馬協働センターを中心に活動を行っている団体が、活動成果を発表
するため、作品展示、演技発表を行います。

11月17日 浜松市曳馬協働センター
曳馬協働センター
イベント事業実行委員会

無料
浜松市曳馬協働センター
053-464-2517

静岡県 浜松市 ① 富塚協働センターまつり
演芸発表会や作品展示など、地域で活動している団体の日頃の活動
成果を発表する場を設け、土日の2日間にかけて食品販売、ゲームコー
ナーなどと一緒に会場を盛り上げます

10月26日、27日 浜松市富塚協働センター
富塚協働センター
イベント事業実行委員会

無料
富塚協働センター
053-472-7682

静岡県 浜松市 ①③ 佐鳴台協働センターまつり
地域の生涯学習団体によるコンサート（歌、演奏等）、芸能（民謡、ダン
ス、武術等）の発表会や、書道や華道、絵画等の芸術作品の展示等を
行います。

10月19日～20日 浜松市佐鳴台協働センター
佐鳴台協働センター
イベント実行委員会

無料
事務局：佐鳴台協働センター（053-
447-4190）

静岡県 浜松市 ①③ 中瀬協働センターまつり
協働センターを利用している団体や地域の各種団体が、活動成果を展
示・発表し、地域住民のふれあいの場となるよう開催しています。

11月9日、10日 中瀬協働センター 浜松市中瀬協働センター 無料
浜松市中瀬協働センター
053-588-2245

静岡県 浜松市 ① 北浜南部協働センターまつり 活動団体の演技披露、作品展示等します。 11月2日～3日 北浜南部協働センター 北浜南部協働センター 無料
北浜南部協働センター
053-585-0510

静岡県 浜松市 ③
浜北区児童生徒の絵画・書道作品
展

浜北区内の小・中学生から募集した絵画および書道作品のうち、優秀
作品各３５０点の展示を行います。

11月2日～4日 プレ葉ウォーク浜北
浜松市
浜松市浜北文化協会

無料
浜北区まちづくり推進課　電話053-
586-6201

静岡県 浜松市 ③ 天竜協働センターまつり
協働センターを利用している学習団体や地域の各種団体の活動成果の
作品展示や演技発表を行うとともに、地域の文化交流や住民のふれあ
いを図ります。

11月2日 浜松市天竜協働センター
天竜協働センター地域ふれあいフェスタ
実行委員会

無料
http://www.city.hamamatsu
.shizuoka.jp/e-
kumin/evevt/maturi.html

浜松市天竜協働センター
053-421-0379

静岡県 浜松市 ③ 笠井協働センターまつり
協働センターを利用している学習団体や地域の各種団体の活動成果の
作品展示や演技発表等を行うとともに、地域の文化交流や住民のふれ
あいを図ります。

11月16日、17日 浜松市笠井協働センター
笠井協働センター地域ふれあいフェスタ
事業実行委員会

無料
http://www.city.hamamatsu
.shizuoka.jp/maps/h-
kasai.sc.html

浜松市笠井協働センター
053-433-3224

静岡県 浜松市 ③ 積志協働センターまつり
積志協働センターの利用者による演技発表、作品展示、模擬店、フラ
ワーアレンジメントづくり体験、こどもの工作体験、一輪車演技発表等を
行います。

11月16日、17日 浜松市積志協働センター
積志協働センター地域ふれあい事業実
行委員会

無料
http://www.city.hamamatsu
.shizuoka.jp/maps/h-
sekishi.sc.html

浜松市積志協働センター
053-433-3715

静岡県 浜松市 ③
積志協働センターふれあいコンサー
ト

積志地区内の小・中・高校生及び社会人による吹奏楽の演奏会（各団
体個別演奏と合同演奏）を開催します。

11月10日 浜松市積志協働センター
積志協働センター地域ふれあい事業実
行委員会

無料
http://www.city.hamamatsu
.shizuoka.jp/maps/h-
sekishi.sc.html

浜松市積志協働センター
053-433-3715

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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静岡県 浜松市 ③ 長上協働センターまつり
協働センターを利用している自治会、婦人会、地域活動団体等各種団
体の協力により、発表会・バザー等を開催し、地域住民の交流・情報交
換及び学ぶ心を養う事を目的として開催します。

１１月９日、１０日 浜松市長上協働センター 長上地域ふれあいフエスタ実行委員会 無料
http://www.city.hamamatsu
.shizuoka.jp/maps/h-
nagakami.sc.html

浜松市長上協働センター
053-421-3595

静岡 浜松市 ① 健康長寿のための栄養と料理講座
浜松市と大学との連携事業として、常葉大学学生により、健康長寿を目
指すための講話と簡単で栄養豊富な料理を調理実習します。

11月1日 浜松市西区舞阪協働センター 浜松市西区舞阪協働センター
浜松市西区舞阪協働センター
地域振興Ｇ
053-592-2111

静岡 浜松市 ① パソコン活用術講座
浜松市の学習成果活用事業として、募集して採択された講座でパソコン
の基礎知識を学び、ワード、エクセルの機能を習得します。

10月16日，23日，30日，11
月6日

浜松市西区舞阪協働センター 浜松市西区舞阪協働センター
浜松市西区舞阪協働センター
地域振興Ｇ
053-592-2111

静岡県 浜松市 ③ 第28回ハママツ・ジャズ・ウィーク
世代を問わず楽しめる「ジャズ」をテーマに、ジャズの神髄を次世代に
伝えるワークショップ、コンサートを充実した内容で実施する事業。

10/19～10/27 アクトシティ浜松ほか
浜松市、公益財団法人浜松市文化振興
財団、静岡新聞社・静岡放送、ヤマハ株
式会社、一般財団法人ヤマハ音楽振興

http://hamamatsujazzweek.
com/

ハママツ・ジャズ・ウィーク事務局
053-460-3325

静岡県 浜松市 ③
浜松市楽器博物館レクチャーコン
サート「サラスヴァティー女神の楽器
“ヴィーナー”」

ヒンドゥー教の女神サラスヴァティーが持つ楽器“ヴィーナー”は、インド
では神様が演奏する神聖な楽器と考えられています。このコンサートで
は、楽器の演奏技法や特性、またラーガ（旋律）とターラ（リズム）につい
てもデモンストレーションを交えながらわかりやすく解説します。出演：的
場裕子（ヴィーナー）、竹原幸一（ムリダンガム＆モールシン）

10月19日 浜松市楽器博物館天空ホール 浜松市楽器博物館 http://www.gakkihaku.jp/
浜松市楽器博物館
053-451-1128

チケット発売日：8/19

静岡県 浜松市 ③

浜松市楽器博物館レクチャーコン
サート「よみがえった金属弦アイリッ
シュ・ハープ～鉄の弦・真鍮の弦・銀
の弦～」

アイルランドの国章でもあるアイリッシュ・ハープは11世紀頃に原型が
完成し一時代を築いたあと、徐々に衰退し、1870年頃には表舞台から
姿を消しました。本公演では幻の楽器となった金属弦アイリッシュ・ハー
プの歴史と現在について、自作の楽器による演奏を交えながらわかり
やすく解説します。出演：寺本圭佑

11月14日 浜松市楽器博物館天空ホール 浜松市楽器博物館 http://www.gakkihaku.jp/
浜松市楽器博物館
053-451-1128

チケット発売日：9/15

静岡県 浜松市 ③
ワークショップ「活版印刷とデジファ
ブ」

デジタルファブリケーションで、活版印刷の新しい楽しみ方を考えるワー
クショップです。

11月2日 浜松市鴨江アートセンター
浜松市鴨江アートセンター（指定管理者：
浜松創造都市協議会・東海ビル管理グ
ループ）

http://www.kamoeartcenter
.org/

浜松市鴨江アートセンター
TEL:053-458-5360

静岡県 浜松市 ③
朝市「かもえのあさいち」と食文化の
ワークショップ

浜松市内近郊から10組以上の生産者を迎えての朝市と、生産者による
食のワークショップです。

11月16日 浜松市鴨江アートセンター
浜松市鴨江アートセンター（指定管理者：
浜松創造都市協議会・東海ビル管理グ
ループ）

http://www.kamoeartcenter
.org/

浜松市鴨江アートセンター
TEL:053-458-5360

静岡県 浜松市 ③
outline collecting -公園で見つける
輪郭-

鴨江アートセンターの出張ワークショップ。浜松城公園内でみつけた「輪
郭」をデジタルファブリケーションで「かたち」にします。作品はお持ち帰
りいただけます。

10月19日 浜松城公園
浜松市鴨江アートセンター（指定管理者：
浜松創造都市協議会・東海ビル管理グ
ループ）

http://www.kamoeartcenter
.org/

浜松市鴨江アートセンター
TEL:053-458-5360

静岡県 浜松市 ③
SPAC多言語リーディング・カフェ
『ペール・ギュント』

SPAC(静岡県舞台芸術センター)の俳優と戯曲を声に出して読んでみる
ワークショップです。日本語、英語、インドネシア語、ベトナム語、ポルト
ガル語の台本を読みます。

10月27日 浜松市鴨江アートセンター
浜松市鴨江アートセンター（指定管理者：
浜松創造都市協議会・東海ビル管理グ
ループ）

http://www.kamoeartcenter
.org/

浜松市鴨江アートセンター
TEL:053-458-5360

静岡県 浜松市 ③
光と影の世界へ！～川村亘平斎さ
んの影絵ワークショップ～【ふじのく
に子ども芸術大学】

影絵師・川村亘平斎さんを迎え、シンプルなアイディアで影絵の世界を
つくりあげるワークショップです。

10月26日 浜松市鴨江アートセンター
浜松市鴨江アートセンター（指定管理者：
浜松創造都市協議会・東海ビル管理グ
ループ）

http://www.kamoeartcenter
.org/

浜松市鴨江アートセンター
TEL:053-458-5360

静岡県 浜松市 ③ あいホールアニバーサリー2019
文化団体の活動成果を発表する場として、ジャズ演奏・吹奏楽演奏・ダ
ンス発表・作品展示等のイベントを行います。

11月2・3日 あいホール あいホール http://ai-hall.com/ 053-412-0350

静岡県 浜松市 ③
あいホール親と子で楽しむ秋のコン
サート2019

親子で一緒に弦楽器に親しむ演奏会。 11月10 日（日） あいホール あいホール http://ai-hall.com/ 053-412-0350

静岡県 浜松市 ③
アクト・ワンコインコンサート2019
神谷百子（マリンバ）

楽しいトークと名曲で過ごす優雅な1時間。
平日昼間のランチタイム、1コインで一流の演奏を1時間。
クラシックコンサートを聴いたことがなくても、気軽に楽しむことができる
ワンコインコンサート。

10月30日 アクトシティ浜松 浜松市文化振興財団

http://www.hcf.or.jp/life/gu
idance/actcity-
onecoin/2019/1030/index.
html

公益財団法人
浜松市文化振興財団
053-451-1114

静岡県 浜松市 ③
ザ・グレン・ミラーオーケストラ Japan 
Tour 2019

結成80年を超えて世界中で愛されるザ・グレン・ミラーオーケストラが今
年も来日！今年もたくさんの名曲を日本全国にお届けします。

11月10日 アクトシティ浜松 浜松市文化振興財団
http://www.hcf.or.jp/life/gu
idance/event/2019/glenn-
miller/index.html

公益財団法人
浜松市文化振興財団
053-451-1114

静岡県 浜松市 ③
第17回浜松市民文化フェスティバル
「奏で舞う」

合唱、バレエ、ダンス、絵画、民踊など、浜松には様々な市民文化が
しっかりと根を下ろしています。市民のみなさんが耕し、水を遣り、大切
に育ててきた文化が、この浜松市民文化フェスティバルで色とりどりに
花開きます。9月から11月までの3か月間に渡って開催する、多彩な市

10月20日 アクトシティ浜松 浜松市文化振興財団
https://www.hcf.or.jp/shimi
nkyodo/citizenfestival/

公益財団法人
浜松市文化振興財団
053-451-1151

静岡県 浜松市 ③
第17回浜松市民文化フェスティバル
「第39回吹奏楽野外演奏会」

合唱、バレエ、ダンス、絵画、民踊など、浜松には様々な市民文化が
しっかりと根を下ろしています。市民のみなさんが耕し、水を遣り、大切
に育ててきた文化が、この浜松市民文化フェスティバルで色とりどりに
花開きます。9月から11月までの3か月間に渡って開催する、多彩な市

11月3日 浜松市営陸上競技場 浜松市文化振興財団 無料
https://www.hcf.or.jp/shimi
nkyodo/citizenfestival/

公益財団法人
浜松市文化振興財団
053-451-1151

静岡県 浜松市 ③ 木下惠介作品上映会
浜松出身で日本を代表する映画監督木下惠介の作品を毎月第3日曜
日に上映します。
上映作品：『女の園』

10月20日
木下惠介記念館（浜松市旧浜松
銀行協会）

木下惠介記念館（指定管理者：浜松創造
都市協議会・東海ビル管理グループ）

木下惠介記念館
TEL：053-457-3450

静岡県 浜松市 ③ 木下惠介作品上映会
浜松出身で日本を代表する映画監督木下惠介の作品を毎月第3日曜
日に上映します。
上映作品：『父』

11月17日
木下惠介記念館（浜松市旧浜松
銀行協会）

木下惠介記念館（指定管理者：浜松創造
都市協議会・東海ビル管理グループ）

木下惠介記念館
TEL：053-457-3450

静岡県 浜松市 ③ 松韻茶会(茶の湯・煎茶)
市民の皆様による、抹茶・煎茶文化の交流を目的とした茶会です。茶室
全館を回遊していただきながら茶席をまわり、茶会に参加していただき

10月27日 浜松市茶室松韻亭 遠鉄アシスト㈱ http://www.shouintei.jp/
茶室松韻亭
053(473)4310

静岡県 浜松市 ③
熊倉功夫先生 講演会「大徳寺龍光
院と茶の湯」

MIHO MUSEUM館長 熊倉功夫先生をお招きし、「大徳寺龍光院と茶の
湯」講演会を開催いたします。龍光院の国宝重要文化財等の、建物、
美術品について、スライドを拝見しながらの貴重なお話です。

11月6日 浜松市茶室松韻亭 遠鉄アシスト㈱ http://www.shouintei.jp/
茶室松韻亭
053(473)4310

静岡県 浜松市 ① 坐禅と写経
臨済宗連合各派布教師会に御指導いただく、坐禅と写経の講座です。
「禅」を体験することによって、茶の心を学ぶことを目的としています。

11月9日 浜松市茶室松韻亭 遠鉄アシスト㈱ http://www.shouintei.jp/
茶室松韻亭
053(473)4310

静岡県 浜松市北区 ①③
巡回展「いつもそばに動物（きみ）が
いた－出土品から知るヒトと動物の
歴史－」浜松市

静岡県埋蔵文化財センター所蔵の貴重な出土品を出張して展示しま
す。ヒトと動物の関わりをテーマに、静岡県に所在する遺跡から出土し
た動物に関する資料を揃えました。

10月2日～30日
浜松市立都田図書館
（浜松市北区都田町8751-2）

静岡県埋蔵文化財センター 無料 http://www.smaibun.jp/
静岡県埋蔵文化財センター調査課
054-385-5500（代表）

静岡県 東伊豆町 ③ 第43回東伊豆町町民文化祭
舞台の部、展示の部の2部門に分かれ、町民が日々研鑽してきた文化・
芸術活動を披露します。

11月3日～4日 稲取小学校体育館 東伊豆町町民文化祭実行委員会 無料
東伊豆町教育委員会
事務局社会教育係
0557-95-6206

静岡県 袋井市 ③ 月見の親子コンサート
0歳から参加できる親子のためのクラッシックコンサート。歌ったり、手遊
びしたりする参加型のコンサートです。

11月9日 袋井市月見の里学遊館 月見の里学遊館
月見の里学遊館
0538-49-3400

静岡県 袋井市 ③ アートクラフト体験ワークショップ つまみ細工のアクセサリー・陶器のアクセサリーを制作します。 10月27日 袋井市月見の里学遊館 月見の里学遊館
月見の里学遊館
0538-49-3400

静岡県 袋井市 ③ 月見の里ボタニカルライフ
ハーブガーデンのハーブを利用したハーブの基礎レッスン及びメディカ
ルハーブのレッスンです。

10月27日 袋井市月見の里学遊館 月見の里学遊館
月見の里学遊館
0538-49-3400

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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静岡県 袋井市 ③ 月見の青空Ｃafe
青空の下、焚火でパンやマシュマロを焼いて食べたり暖かい飲み物を
飲んでリラックスタイムを過ごしましょう。

11月16日 袋井市月見の里学遊館 月見の里学遊館
月見の里学遊館
0538-49-3400

静岡県 藤枝市 ③ 藤枝市民文化祭　秋の祭典

文化芸術について、様々な分野で、年代を問わず幅広く市民に、創作
発表・鑑賞の機会を提供し、本市文化の向上を図ることを目的に、市内
各所で市民による作品の展示や芸能発表会を開催します。（春と秋に
分けて開催）

10月27日～12月1日 部門により異なる 藤枝市民文化祭実行委員会・藤枝市 無料
http://www.city.fujieda.shiz
uoka.jp/

藤枝市街道・文化課
054-643-3036

体験の一部飲食物販は
有料

静岡県 藤枝市 ③ 駅南図書館リサイクル市 図書館で不要になった本を配布します。 11月4日 駅南図書館 駅南図書館 無料 駅南図書館
静岡県 藤枝市 ③ 岡出山図書館リサイクル市 図書館で不要になった本を配布します。 10月27日 岡出山図書館 岡出山図書館 無料 岡出山図書館

静岡県 富士市 ③ 北斎サミット in 富士

葛飾北斎にゆかりのあるまちや団体が一堂に会し、全国初となる北斎
サミットを開催します。関係自治体や団体等の参画による相互的なシ
ティプロモーションの推進、新たな観光資源の磨き上げや賑わいの創出
等につなげます。

10月19日～20日
富士市文化会館
ロゼシアター

北斎サミット in 富士実行委員会

【富士市ウェブサイト】
https://www.city.fuji.shizuo
ka.jp/shisei/c2102/hokusai
.html

富士市総務部シティプロモーション課
0545-55-2958

静岡県 富士市 ①
自然とあそぼうin富士山こどもの国
～富士山ブナ林自然観察会～

毎年4月29日に実施される「富士山麓ブナ林創造事業」の過年度植栽
地を会場にした自然観察会と自然素材を使ったクラフト作りを行いま

10月26日 富士山こどもの国 富士市 無料
富士市環境保全課
0545-55-2773

※事前申込が必要

静岡県 富士市 ①③ 岩松地区文化祭 展示、ステージ、模擬店の開催を行います。 10月27日 岩松小学校 岩松地区まちづくり協議会 無料
岩松まちづくりセンター
0545-63-5210

静岡県 富士市 ①③ 岩松北地区文化祭 展示・ステージ発表・模擬店を行います。 10月26日～27日 岩松北まちづくりセンター 岩松北地区生涯学習推進会 無料
岩松北まちづくりセンター
0545-60-8008

静岡県 富士市 ③ 吉永ふれあいコンサート 地区の小・中学生や住民有志が合唱・演奏を披露します。 11月2日 吉永第一小学校 吉永ふれあいコンサート実行委員会 無料
吉永まちづくりセンター
0545-34-1014

静岡県 富士市 ①③ 吉永地区文化祭 展示・ステージ発表・模擬店を行います。 11月10日 吉永まちづくりセンター 吉永地区生涯学習推進会 無料
吉永まちづくりセンター
0545-34-1014

静岡県 富士市 ①③ 令和元年度吉永北地区文化祭 展示・ステージ発表・模擬店を行います。 11月3日 吉永北まちづくりセンター 吉永北地区まちづくり協議会 無料
吉永北まちづくりセンター
0545-21-3559

静岡県 富士市 ①③ 第43回吉原地区文化祭 展示・ステージ発表・模擬店を行います。 10月26日～27日
吉原小学校
吉原まちづくりセンター

吉原地区生涯学習推進会 無料
吉原まちづくりセンター
0545-53-1580

静岡県 富士市 ①②③ 第49回広見地区文化祭 展示・ステージ発表・模擬店などを行います。 10月19日～20日 広見小学校 広見地区生涯学習推進会 無料
広見まちづくりセンター
0545-21-3444

静岡県 富士市 ①③ 今泉地区文化祭 展示・ステージ発表・模擬店を行います。 10月27日 今泉まちづくりセンター 今泉地区生涯学習推進会 無料
今泉まちづくりセンター
0545-51-4200

静岡県 富士市 ③ 富士市技能者表彰式
永く同一職種に従事して、技能の錬磨、後進の育成等により、もの
づくり産業の向上に寄与し、功績のあった者を表彰します。

11月17日 ラ・ホール富士 富士市
商業労政課
0545-55-2778

静岡県 富士市 ③ 富士市産業まつり商工フェア
市内商工業者の展示販売ブースや各種体験コーナーなどを設け、商工
業者の活動を市民に周知し、コミュニケーションを図ります。

11月2日～3日 中央公園 富士市産業まつり商工フェア実行委員会
https://www.fuji-
cci.or.jp/sales_promotion/s
hoko_fair/

商業労政課
0545-55-2907
富士商工会議所
0545-52-0995

静岡県 富士市 ③ 富士ハロウィンフェスティバル
商店街の各店舗でのお菓子配布や、仮装した参加者が商店街を練り
歩く「富士本町仮装パレード」などのイベントを実施し、まちの賑わいを
創出します。

10月26日 富士駅、富士本町周辺 富士ハロウィンフェスティバル実行委員会

商業労政課
0545-55-2907
金子園
0545-61-2351

静岡県 富士市 ①③ 神戸地区文化祭 展示・ステージ発表・模擬店を行います。 11月10日 神戸小学校体育館 神戸地区生涯学習推進会 無料
神戸まちづくりセンター
0545-21-2203

静岡県 富士市 ①③ ミニ企画展 教育、文化をテーマにした本を展示し、貸出をします。 10月12日～11月7日 西図書館 西図書館 無料
西図書館
0545-64-2110

静岡県 富士市 ①③ ハロウィーンのおはなし会
子ども達に本や図書館に親しんでもらうため、ハロウィーンの絵本の読
み聞かせや工作などを行います。

10月末予定 西図書館 西図書館 無料
西図書館
0545-64-2110

申込み不要

静岡県 富士市 ①
富士市男女共同参画地区推進員西
部ブロック事業映画上映会

映画上映「万引き家族」と男女共同参画○×クイズを行います。 11月9日 富士川ふれあいホール

富士市男女共同参画地区推進員西部ブ
ロック（岩松、岩松北、富士川、松野地
区）、富士市市民部多文化・男女共同参
画課

無料
富士市役所
多文化・男女共同参画課
0545-55-2724

静岡県 富士市 ①

富士市男女共同参画地区推進員東
部ブロック事業　「振り込め詐欺対
策講座と男女共同参画をテーマとし
た落語」

男女共同参画をテーマにした落語・マジシャンによる振り込め詐欺対策
講座を行います。 11月16日 富士市教育プラザ

富士市男女共同参画地区推進員東部ブ
ロック（元吉原、須津、吉永、浮島、原田
地区）、富士市市民部多文化・男女共同
参画課

無料
富士市役所
多文化・男女共同参画課
0545-55-2724

静岡県 富士市 ①③ 大淵地区文化祭 展示・ステージ発表・模擬店を行います。 10月26～27日 大淵まちづくりセンター 大淵地区生涯学習推進会 無料
大淵まちづくりセンター
0545-35-0002

静岡県 富士市 ①③ 鷹岡地区文化祭 展示・ステージ発表・模擬店を行います。 10月19日～20日 鷹岡まちづくりセンター 鷹岡地区生涯学習推進会 無料
鷹岡まちづくりセンター
0545-71-3215

静岡県 富士市 ① 図書館まつり
おはなし会、点字体験、哲学カフェ、リコーダー演奏会、各種展示、工作
体験、講演会等を開催します。

11月23日 富士市立中央図書館 富士市立中央図書館 無料 https://library.fujishi.jp/
富士市立中央図書館
0545-51-4946

静岡県 富士市 ③ 児童文学講演会
市民が児童文学や絵本に興味関心が持てるよう、児童文学作家「あん
びるやすこ」さんを講師に迎え、著作や活動についての講演をしていた
だきます。

11月 富士市立中央図書館 富士市立中央図書館 無料 https://library.fujishi.jp/
富士市立中央図書館
0545-51-4946

静岡県 富士市 ① ミニ企画展 教育・文化をテーマとして集めた図書を展示し、貸出をします。 10月26日～11月21日 富士市立中央図書館 富士市立中央図書館 無料 https://library.fujishi.jp/
富士市立中央図書館
0545-51-4946

静岡県 富士市 ①③ 天間地区文化祭 展示・ステージ発表・模擬店を行います 10月26日～27日 天間まちづくりセンター 天間地区生涯学習推進会 無料
天間まちづくりセンター
0545-71-4007

静岡県 富士市 ①②③ 第44回田子浦地区文化祭 展示・模擬店・発表会を行います。 11月9日～10日
田子浦まちづくりセンター、田子浦
小学校

田子浦地区まちづくり協議会 無料
田子浦まちづくりセンター
0545-63-5209

静岡県 富士市 ①③ ハロウィンおはなし会
ハロウィンにちなんだ図書の展示・貸出と、定例のおはなし会をハロウィ
ンバージョンで開催します。おはなし会の参加者にはプレゼントも用意し
ています。

10月26日 富士市立東図書館 富士市立東図書館 無料
富士市立東図書館
0545-38-1550

図書の展示・貸出は10月
初旬から10月末まで

静岡県 富士市 ①③ 昔話をきく会
大人のための、ストーリーテリング（語り）による昔話を聴く会（語り手：
富士・ストーリーテリング研究会）を開催します。

11月7日
富士市立東図書館（吉永まちづく
りセンター内）

富士市立東図書館 無料
富士市立東図書館
0545-38-1550

申し込み不要

静岡県 富士市 ①③ 企画展「有名人のおすすめの本」
タレントや文化人など、著名人がおすすめしている本を集め、それぞれ
解説を付けて展示します。

10月末～11月中旬 富士市立東図書館 富士市立東図書館 無料
富士市立東図書館
0545-38-1550

静岡県 富士市 ① 農家の食と年中行事⑤・⑥・⑦
県指定有形文化財の旧稲垣家住宅で畑で育てた作物を食べさまざま
な年中行事を体験する講座。⑤でそばの収穫とかまどでの炊飯、⑥で
そばの脱穀・製粉と干し芋作り、⑦でそば打ちをおこないます。

⑤10月26日，⑥11月23
日，⑦11月24日

広見公園内旧稲垣家住宅 富士山かぐや姫ミュージアム
http://museum.city.fuji.shiz
uoka.jp/

富士山かぐや姫ミュージアム
0545-21-3380

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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静岡県 富士市 ① 博物館の日
毎月第１日曜日に各種体験講座を開催しています。11月は、手漉きは
がき作り、型染しおり作り、火おこし体験、古代の弓矢体験、にぎにぎ地
蔵作り、和紙のランプシェード（溜め漉き）、博物館クイズをおこないま

11月3日 本館　工芸棟ほか 富士山かぐや姫ミュージアム
http://museum.city.fuji.shiz
uoka.jp/

富士山かぐや姫ミュージアム
0545-21-3380

静岡県 富士市 ① 博物館陶芸教室
講師による指導がついた初心者クラスと、講師なしで自由な作品作りが
出来る中級者クラスに分かれて陶芸の基礎から発展まで学べる1回ご
との教室。完成は1ヶ月後です。

11月9日 陶芸室 富士山かぐや姫ミュージアム
http://museum.city.fuji.shiz
uoka.jp/

富士山かぐや姫ミュージアム
0545-21-3380

静岡県 富士市 ①③ かやぶき農家の癒しのおんがく会
県指定有形民俗文化財の旧稲垣家住宅において行われる音楽イベン
ト。10月はアンサンブルグルーヴによる管楽器アンサンブルコンサート、
11月はMAUハンドベルリンガーズによるハンドベルコンサートです。

10月20日，11月17日 広見公園内　旧稲垣家住宅 富士山かぐや姫ミュージアム 無料
http://museum.city.fuji.shiz
uoka.jp/

富士山かぐや姫ミュージアム
0545-21-3380

静岡県 富士市 ①③
秋のテーマ展「瑞林寺地蔵菩薩坐
像と富士市のお地蔵さま」

富士市松岡の瑞林寺にある木造地蔵菩薩坐像（国指定重要文化財）の
魅力を、当館所蔵の修理前のレプリカや、瑞林寺に残る修理前の部品
などをもとに紹介します。あわせて、富士市内に残る地域で大切にされ
ているお地蔵さまの数々を紹介します。

9月28日～12月15日 本館 富士山かぐや姫ミュージアム 無料
http://museum.city.fuji.shiz
uoka.jp/

富士山かぐや姫ミュージアム
0545-21-3380

静岡県 富士市 ①② 第47回富士駅北地区文化祭 展示、ステージ発表、模擬店を行います。 10月26日～27日 富士市交流プラザ かじま祭り・文化祭実行委員会 無料
富士駅北まちづくりセンター
0545-63-5211

静岡県 富士市 ①③ 富士川地区文化祭 展示、ステージ発表、模擬店を行います。 11月2日～3日 富士川ふれあいホール 富士川地区生涯学習推進会 無料
富士川まちづくりセンター
0545-81-1111

静岡県 富士市 ①③ 第39回富士南地区文化祭 展示・ステージ発表・模擬店の開催します。 10月26日～27日 富士南まちづくりセンター 富士南地区文化祭実行委員会 無料
【富士南地区生涯学習推進
会ＨＰ】
http://fuji-minami.com/pc/

富士南まちづくり
センター
0545-64-3632

静岡県 富士市 ①③ 第18回富士北地区ふれあい文化祭 展示・ステージ発表・模擬店を行います。 10月26日～27日 富士北まちづくりセンター 富士北地区生涯学習推進会 無料
富士北まちづくりセ
ンター
0545-64-0099

静岡県 富士市 ③ 第53回富士市総合文化祭　中期展 ひょうたん、型染の展示を行います。 10月15日～20日 富士市交流プラザ 富士市 無料 文化振興課0545-55-2874 主管：富士市文化連盟
静岡県 富士市 ③ 第53回富士市総合文化祭　後期展 日本画、書道（硬筆）、写真、華道の展示を行います。 10月23日～27日 富士市文化会館 富士市 無料 文化振興課0545-55-2874 主管：富士市文化連盟

静岡県 富士市 ③ 第11回紙のアートフェスティバル
富士市は「紙の町」として知られています。その紙を活用した「紙のアー
ト」作品の公募展を実施します。

11月4日～12月22日
ふじ・紙のアートミュージアム
（富士市文化会館内）

富士市 無料
文化振興課
0545-55-2874

主管：紙のアートフェス
ティバル実行委員会

静岡県 富士市 ③ 第22回文芸あれこれ講座
文芸に関する講話や、文芸作品を書く上でのポイント等の講義を行いま
す。

（予定）11月23日，30日，
12月7日

富士市文化会館 富士市
文化振興課
0545-55-2874

主管：ふじ文芸フォーラ
ム実行委員会
※要事前申込

静岡県 富士市 ①④ ふじBousai2019
子どもから大人まで幅広い市民を対象に、「豪雨災害」をテーマとした講
演会、地震や豪雨災害などの各種災害に関する防災啓発、防災用品
の展示販売を行います。

11月16日 ふじさんめっせ 防災危機管理課 無料
https://www.city.fuji.shizuo
ka.jp/sp/safety/c0101/fuji
bousai2019.html

静岡県 富士宮市 ① 富士宮市民カレッジ
市民の教養を高める目的で、「富士宮市民カレッジ」を開催します。「心
身と健康を学ぶ」をテーマに全3回の講座を実施します。

11月13日，20日，27日 富士宮市役所 富士宮市・富士宮市教育委員会
http://www.city.fujinomiya.l
g.jp/citizen/visuf8000000io
tl.html

富士宮市教育委員会
教育部社会教育課生涯学習係
0544-22-1186

静岡県 富士宮市 ③ 世界遺産ウォーク
世界遺産富士山の文化的価値を証明する市外構成資産を散策し、世
界遺産への理解を深めます。

10月13日 富士山須走口五合目ほか 富士宮市富士山世界遺産課 無料
http://www.city.fujinomiya.l
g.jp

富士宮市富士山世界遺産課 ※事前申込制

静岡県 富士宮市 ③ 世界遺産めぐり
世界遺産富士山の文化的価値を証明する市内構成資産を散策し、世
界遺産への理解を深めます。

10月17日 富士山本宮浅間大社ほか 富士宮市富士山世界遺産課 無料
http://www.city.fujinomiya.l
g.jp

富士宮市富士山世界遺産課 ※事前申込制

静岡県 牧之原市 ③ 牧之原市文化祭（作品展・大会）
牧之原市文化協会会員をはじめ、市内保育園、幼稚園、小中学校、高
校の児童生徒及び一般市民の作品展示及び田沼意次生誕300年記念
大会として特設スペースを設けるほか、お茶会、囲碁等の大会を開催し

11月2日～4日
静波体育館
榛原文化センター

牧之原市文化協会 無料
http://www.city.makinohara
.shizuoka.jp

牧之原市社会教育課
（榛原文化センター内）
0548-23-0002

静岡県 牧之原市 ③ 史料館特別展「大意次展」
郷土の偉人である江戸幕府老中まで務めた田沼意次侯生誕300年を
記念し、意次直筆の書状や田沼家ゆかりの名品を展示します。

10月19日～12月1日 牧之原市史料館 牧之原市教育委員会 無料
http://www.city.makinohara
.shizuoka.jp

牧之原市史料館
0548-53-2625

静岡県 三島市 ③
光ミュージアム所蔵
美を競う肉筆浮世絵の世界

光ミュージアム（岐阜県高山市）による、美人画を主とした珠玉の作品を
厳選、葛飾北斎、歌川広重、歌川国芳など国内屈指の肉筆浮世絵コレ
クションを初の一挙に公開します。

9月7日～10月27日
公益財団法人
佐野美術館

公益財団法人
佐野美術館

【公益財団法人佐野美術館
HP】
http://www.sanobi.or.jp/

公益財団法人佐野美術館
055-975-7278

静岡県 三島市 ①③
企画展「絵図・古文書で見る箱根八
里」

箱根八里は東海道随一の難所であると同時に、富士山の眺望や名所
めぐりなどの楽しみもあり、多くの人々が行き交いました。このような箱
根八里の情景を箱根西坂を中心に紹介します。

9月21日～12月15日 三島市郷土資料館 三島市郷土資料館 無料
【三島市郷土資料館HP】
http://www.city.mishima.shi
zuoka.jp/kyoudo/

三島市郷土資料館
055-971-8228

要楽寿園入園料
月曜休館（11月は無休）

静岡県 三島市 ① 絵本『ママのバレッタ』原画展
「がん」に関する企画展示と合わせて、絵本『ママのバレッタ』の原画展
を開催します。

9月28日～10月30日図書
館休館日は除く

三島市立図書館 三島市立図書館 無料
http://tosyokan.city.mishim
a.shizuoka.jp

三島市立図書館　
055-983-0880

静岡県 三島市 ③ 第57回三島市民芸術祭　展示部門
三島市文化芸術協会加盟団体が約1ヶ月に亘って、多彩な部門の芸術
作品を展示します。

10月3日～28日 三島市民生涯学習センター
三島市文化芸術協会、三島市教育委員
会、三島市

無料
【三島市文化芸術協会HP】
http://shibunkyou.com/

三島市文化振興課
055-983-2756

静岡県 三島市 ①③ 郷土教室「楽寿園の自然」
三島市立公園「楽寿園」内にあるものを使い、ドングリ工作、葉っぱの拓
本づくりをします。

10月12日～11月2日 三島市郷土資料館 三島市郷土資料館 無料
【三島市郷土資料館HP】
http://www.city.mishima.shi
zuoka.jp/kyoudo/

三島市郷土資料館
055-971-8228

要楽寿園入園料
予約不要

静岡県 三島市 ① 「がん」に関する企画展示特別講座
「がん」に関する企画展示と合わせて、絵本『ママのバレッタ』を作った
キャンサーペアレンツ絵本プロジェクトの方などを講師にお迎えし講演
をしてもらう予定です。

10月19日 三島市民生涯学習センター 三島市立図書館 無料
http://tosyokan.city.mishim
a.shizuoka.jp

三島市立図書館　
055-983-0880

定員150人、先着順

静岡県 三島市 ① 焼きたて！おいしいパンづくり
クッキングスタジオ講師を招き、子どもでも楽しくできるパンづくりに挑戦
します。

10月20日 三島市民生涯学習センター 児童センター
https://mishima-
life.jp/jidoucenter/index.ht
ml

三島市生涯学習課
女性青少年係
055-983-0883

※事前申込制

静岡県 三島市 ①③ 第25回錦田公民館文化祭
錦田公民館で活動している団体による活動発表と作品展示、呈茶を行
う。また屋外では模擬店も行います。

10月27～28日 錦田公民館
生涯学習課
錦田公民館

無料
三島市立錦田公民館
055-973-0308

静岡県 三島市 ①③
いきいき友の会　市民公開講座　和
裁講座

①「長襦袢の半衿のつけ方」か、②「切らずに作る作り帯」どちらかを選
択し学びます。

10月29日 三島市民生涯学習センター いきいき友の会 無料
三島市生涯学習課
女性青少年係
055-983-0883

※事前申込制

静岡県 三島市 ① 環境講演会
生物多様性や環境保全をテーマにして講演会を開催します。現時点で
は演題は未定です。

10月30日 市民生涯学習センター講義室 三島市 無料
三島市環境政策課
055-983-2647

静岡県 三島市 ①③
企画展「絵図・古文書で見る箱根八
里」関連講演会（１）

演題：「（仮）東海道の難所・箱根路と三島宿」
講師：厚地淳司（静岡県地域史研究会幹事、駒澤大学非常勤講師）

11月2日 三島市郷土資料館 三島市郷土資料館 無料
【三島市郷土資料館HP】
http://www.city.mishima.shi
zuoka.jp/kyoudo/

三島市郷土資料館
055-971-8228

要楽寿園入園料
定員30名　予約優先
（10月10日～予約開始）

静岡県 三島市 ① 第2回図書館講座

豊かな暮らしの実現、身近な問題の解決のため、図書館の本を活用し
てもらう目的で実施します。専門講師による講義と司書が関連した資料
紹介を行います。これは第2回で、川口暁弘氏（北海道大学大学院准教
授）に「まぼろしの憲法改正1946」を演題に後援していただきます。

11月2日 三島市民生涯学習センター 三島市立図書館 無料
http://tosyokan.city.mishim
a.shizuoka.jp

三島市立図書館　
055-983-0880

定員150人、先着順

静岡県 三島市 ① 第13回音のパレット 出演者、曲目等未定 11月3日 北上文化プラザ 北上文化プラザまつり実行委員会 無料
三島市立北上公民館
055-987-5950

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

静岡県 三島市 ① エコカー展示会

エコカーを展示し、COOL CHOICEや、車の買い替えの際にはエコカー
も選択肢の一つとして検討してもらうよう啓発するイベントです。また、
「エコドライブ10のすすめ」を掲示し、地球環境に配慮したエコドライブを
実行しようとする意識向上を図ります。

11月3日 楽寿園 三島市 無料
三島市環境政策課
055-983-2647

静岡県 三島市 ①③

山中城跡ガバメントクラウドファン
ディング関連事業
“いざ山中城！みんなでのぼり旗を
立てよう”

国指定史跡「山中城跡」においてイベントを行います。
内容：学芸員による山中城跡の案内、5,000円以上寄附で名入りのぼり
旗を山中城に一定期間設置します。
参加対象：10月31日まで実施のガバメントクラウドファンディング（山中
城跡の維持管理）においてご寄附いただいた方（金額は問いません・ご
寄附いただいた方に招待状を送付します）10月16日までに5,000円以上
ご寄附いただいた方は、名入りのぼり旗をイベント当日にたてます。

11月9日 山中城跡 三島市郷土文化財室
【三島市郷土文化財室HP】
https://www.city.mishima.s
hizuoka.jp/ipn041816.html

三島市郷土文化財室
055-983-2672

寄附に関する詳しいこと
は、三島市HPで随時ご
案内します。

静岡県 三島市 ①③ 第24回中郷文化プラザまつり

公民館利用者の活動成果の発表の場と、中郷地区のコミュニティーの
場として毎年開催しています。芝生広場では、地域住民による模擬店や
子どもシャギリ、また地元中学校吹奏楽部による演奏、三島市の伝統
芸能「農兵節」などが行われます。

11月9日 中郷文化ﾌﾟﾗｻﾞ 中郷地域づくり実行委員会 無料
三島市立中郷公民館
055-982-5100

静岡県 三島市 ③ ヒグチユウコ展 CIRCUS
空想と現実を行き交う自由な発想とタッチで、作品制作のみならず絵本
の刊行など幅広い活躍をみせる画家ヒグチユウコ、自身初となる大規
模個展として、約20年の画業で描かれた500点以上の作品を公開しま

11月9日～12月22日
公益財団法人
佐野美術館

公益財団法人
佐野美術館

【公益財団法人佐野美術館
HP】
http://www.sanobi.or.jp/

公益財団法人佐野美術館
055-975-7278

静岡県 三島市 ①③ 郷土教室「江戸時代の三島宿」
三島宿の展示ガイドをします。又、江戸時代から明治時代にかけて大
流行した立版古を作ります。

11月10日 三島市郷土資料館 三島市郷土資料館 無料
【三島市郷土資料館HP】
http://www.city.mishima.shi
zuoka.jp/kyoudo/

三島市郷土資料館
055-971-8228

要楽寿園入園料
予約不要

静岡県 三島市 ① 箱根の里まつり
箱根の里で青少年団体等が各種イベントを通じて活動を紹介しながら、
手作りの楽しさや大自然を満喫していただきます。

11月10日 箱根の里 箱根の里まつり実行委員会 無料
三島市立箱根の里
055-985-2131

静岡県 三島市 ①③

ふるさと講座「箱根東坂ウォーキン
グ」
ー箱根の関所と旧街道東坂を歩
くー

企画展「絵図・古文書で見る箱根八里」の開催に関連し、箱根の関所と
東坂に点在する史跡の解説を聞きながら歩き、江戸時代の「箱根八里」
に関する理解を深めます。

11月12日 三島市郷土資料館 三島市郷土資料館
【三島市郷土資料館HP】
http://www.city.mishima.shi
zuoka.jp/kyoudo/

三島市郷土資料館
055-971-8228

三島市内在住、在勤、在
学の方、定員25人、要申
込
（10/10～予約開始）

静岡県 三島市 ① 子どもと本の講演会

幼児期から親子で読み聞かせ等で本に親しむことにより、家族のふれ
あいが育まれ、子どもの心の成長の礎になることを講師に話してもらい
ます。山口雅子氏を講師として　「子どもの目で絵本をたのしむ」を演題
にに講演していただきます。

11月12日 三島市民生涯学習センター 三島市立図書館 無料
http://tosyokan.city.mishim
a.shizuoka.jp

三島市立図書館　
055-983-0880

定員150人、先着順

静岡県 三島市 ① おすみさん劇場
「ゆずりは文庫」の村岡純子さんによる、パネルシアターや手遊びなどを
楽しむ会です。

11月14日 児童センター 三島市地域活動連絡協議会 無料
https://mishima-
life.jp/jidoucenter/index.ht
ml

三島市生涯学習課
女性青少年係
055-983-0883

※当日自由参加

静岡県 三島市 ① 三島市青少年健全育成セミナー
青少年健全育成功労者表彰及び青少年を取り巻く環境や青少年とと大
人の関わり方に関する講演会、街頭広報活動を通じて、青少年の健全
育成に関する理解と意識の高揚を図ります。

11月15日 三島市民生涯学習センター 三島市青少年健全育成会 無料
三島市生涯学習課
女性青少年係
055-983-0883

※事前申込制

静岡県 三島市 ①③ 第13回北上文化プラザまつり
公民館を利用している団体の活動成果の発表や、作品展示の場として
毎年開催しています。屋外では、模擬店やしゃぎりの演奏など、様々な
催しが行われます。

11月17日 北上文化プラザ 生涯学習課北上公民館 無料
三島市立北上公民館
055-987-5950

静岡県 三島市 ①③ 郷土教室「昔のどうぐ」
石臼、鰹節削りなどの体験、製麺機と小麦粘土でミニチュアうどんを作
ります。

11月23日 三島市郷土資料館 三島市郷土資料館 無料
【三島市郷土資料館HP】
http://www.city.mishima.shi
zuoka.jp/kyoudo/

三島市郷土資料館
055-971-8228

要楽寿園入園料
予約不要

静岡県 三島市 ①③ 第26回錦田公民館文化祭
公民館を利用している団体の活動発表や作品展示の場として開催して
います。また錦田地区の自治会と連携して屋台や体験コーナーなど
様々な催しが行われます。

11月23～24日 錦田公民館 錦田公民館文化祭実行委員会 無料
三島市立錦田公民館
055-973-0308

静岡県 三島市 ①
ライトダウン！キャンドルナイトみし
ま

ライトダウンにより省エネルギー・節電に取り組み、日ごろの生活や地
球温暖化について考える啓発イベントです。約1,500個の廃油キャンド
ルの点灯と、幻想的なキャンドルライトの中でアコースティックライブ、ま
たイベント時間帯には協力家庭・店舗によるライトダウンが行われま

12月7日
※雨天時は12月8日へ延
期

白滝公園
三島市ストップ温暖化推進協議会、三島
市

無料
三島市環境政策課
055-983-2647

静岡県 三島市 ③ OB落語
学園祭のイベントとして，主に大学生などの若い世代に落語の楽しさを
知ってもらうことを目的に，地域の方々や学生が自由に観覧できる落語
公演会を開催します。

10月27日 日本大学国際関係学部本校舎 日本大学国際関係学部 無料
日本大学国際関係学部学生課　
055-980-1901

静岡県 三島市 ③ みしまのお寺めぐり展示会
地元市民団体である「みしまのお寺めぐりの会」により，学園祭で展示
ブースを設け，三島市内に点在するお寺の由緒について書かれた歴史
資料等を展示し，来場者に解説を行います。

10月26日～27日 日本大学国際関係学部本校舎 みしまのお寺めぐりの会 無料
日本大学国際関係学部学生課　
055-980-1901

※現在，実施の方向で調
整中。

静岡県 三島市 ① 自衛隊の活動状況等展示
学園祭の展示ブースの一つとして，学生に自衛隊の活動状況等を正し
く啓蒙することを目的として，自衛隊の活動状況等を解説したパネルの
展示や，自衛隊関連資料の配布を行います。

10月26日～27日 日本大学国際関係学部本校舎 自衛隊静岡地方協力本部 無料
日本大学国際関係学部学生課　
055-980-1901

静岡県 南伊豆町 ①③ 南伊豆町芸術祭

文化協会員及び町民から書道、華道、絵画、陶芸などの作品を募集・
展示する。芸術創作の発表会及び鑑賞を通して、芸術文化を愛好する
機運を高め、町文化の向上発展を目指します。
また、町民から寄せられた俳句、短歌、詩、随筆などをまとめた「文芸　
南伊豆」を発行します。

11月1日～4日
南伊豆町役場
湯けむりホール

南伊豆町文化協会
南伊豆町教育委員会

無料
南伊豆町教育委員会
0558-62-0604

静岡県 森町 ①③ 森町民文化祭
舞台、展示部門に分かれ、舞台発表と絵画、書道工芸などの展示をし
ます。

10月19日～20日 森町文化会館 森町教育委員会・森町文化協会 無料
森町教育委員会社会教育課
0538-85-1112

静岡県 森町 ①③ 森町図書館フェスティバル 毎回テーマを変えた特別展示や、リサイクルブックフェアの開催します。 10月26日～11月8日 森町立図書館 森町立図書館 無料
森町立図書館
0538-85-1113

静岡県 森町 ③ 次郎柿原木収穫感謝祭 県指定天然記念物、次郎柿原木採果及び収穫感謝祭の実施します。 11月初旬 次郎柿原木公園 森町教育委員会・次郎柿原木保存会 無料
森町教育委員会
社会教育課文化振興係
0538-85-1114

静岡県 焼津市 ①③ 大井川民俗資料保管庫特別公開
大井川地区で収集された明治から昭和にかけての農具・民具などを中
心とした民俗資料を公開します。

11月3日 大井川民俗資料保管庫 焼津市歴史民俗資料館 無料
http://www.city.yaizu.lg.jp/r
ekimin/index.html

焼津市歴史民俗資料館
054-629-6847

開催時間
午前9時～午後2時

静岡県 焼津市 ①③
企画展「巡礼の旅～廻国の行者と
信仰～」

今年度新たに焼津市指定文化財となった「六十六部廻国関係資料」を
中心に市内に残る廻国の行者の痕跡や信仰について紹介します。

10月4日～1月26日 焼津市歴史民俗資料館展示室 焼津市歴史民俗資料館 無料
http://www.city.yaizu.lg.jp/r
ekimin/index.html

焼津市歴史民俗資料館
054-629-6847

開催時間
午前9時～午後5時
（月曜休館）

静岡県 焼津市 ③ 第39回市民音楽祭
焼津市内の音楽団体が一堂に会し、日頃の練習の成果を発表します。
出演団体による手作りの音楽祭です。

11月17日 焼津文化会館 焼津市、焼津市音楽連盟 無料
文化・交流課市民文化担当
054-626-9412

静岡県 焼津市 ③ 第66回市民文化祭
焼津市内の芸術文化に関わる団体が日ごろの成果を展示・発表しま
す。

9月29日～11月10日 焼津文化会館・大井川文化会館
焼津市、公益財団法人焼津振興公社、焼
津市文化連盟

文化・交流課
市民文化担当
054-626-9412

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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静岡県 焼津市 ① 親子ニコニコやいづっこべや
気軽に図書館に来て本に親しんでもらおうと、乳幼児から小学校低学
年位までの子どもと保護者を対象に、寝転がったりおもちゃで遊んだり
できるスペース、本の紹介、親が情報交換できる場所を設置します。

9月11日～11月19日(ただ
し休館日、10月25日～29
日を除く)

焼津市立大井川図書館　展示室 焼津市立大井川図書館 無料 http://toshokan-yaizu.jp/
焼津市立大井川図書館
054-622-9000

静岡県 焼津市 ① 除籍資料無償配布
図書館で不用となった一般書・児童書などを市民に有効活用していた
だくため、公民館まつりや消費生活展において無償配布します。

10月26日他
焼津市内各公民館、焼津文化会
館（計6箇所）

焼津市立焼津図書館 無料 http://toshokan-yaizu.jp/
焼津市立焼津図書館
054-628-2334

静岡県 焼津市 ① こどもまつり
おはなしボランティア「トゥッティ」の出演により、こどもとその家族を対象
に読書週間にちなんだイベントを行います。

10月26日 焼津市立大井川図書館　展示室 焼津市立大井川図書館 無料 http://toshokan-yaizu.jp/
焼津市立大井川図書館
054-622-9000

静岡県 焼津市 ① モンゴルデー（仮）
2020年五輪の参加国であり、焼津市がホストタウンになっているモンゴ
ル国をより身近に感じてもらおうと、モンゴル関連の掲示や本の読み聞
かせ等を行います。

10月27日 焼津市立大井川図書館　展示室 焼津市立大井川図書館 無料 http://toshokan-yaizu.jp/
焼津市立大井川図書館
054-622-9000

静岡県 焼津市 ① 図書館講座「はじめての山あるき」
目新しい山あるきの講座を開催することで新たな利用者を開拓し、読書
活動へ誘うために、また、図書館資料などや今後の図書館イベントを紹
介し活用を図るため、講座を開催します。

10月27日 焼津市立焼津図書館 焼津市立焼津図書館 無料 http://toshokan-yaizu.jp/
焼津市立焼津図書館
054-628-2334

静岡県 焼津市 ① 図書館講座「サイエンス講座」
親子で図書館へと足を運んでもらうきっかけとするため、また、科学の
本などや今後の図書館イベントを紹介し活用を図るため、講座を開催し

11月2日 焼津市立焼津図書館 焼津市立焼津図書館 無料 http://toshokan-yaizu.jp/
焼津市立焼津図書館
054-628-2334

静岡県 焼津市 ① ぬいぐるみおとまり会
秋の読書週間に、子どもたちのお気に入りのぬいぐるみを図書館に「お
泊り」させることで、図書館を身近に感じてもらう「ぬいぐるみおとまり会」
を開催します。

11月2日～4日 焼津市立焼津図書館 焼津市立焼津図書館 無料 http://toshokan-yaizu.jp/
焼津市立焼津図書館
054-628-2334

静岡県 焼津市 ① 秋のおはなしフェスタ 秋の読書週間に、趣向を凝らした特別な「おはなし会」を開催します。 11月9日～10日 焼津市立焼津図書館 焼津市立焼津図書館 無料 http://toshokan-yaizu.jp/
焼津市立焼津図書館
054-628-2334

静岡県 焼津市 ① 第3回ビブリオバトル
ゲームを通じ、今までに読んだことのない分野の本に出会う機会、読書
への興味を喚起する機会とします。また「本と人」、本を通じ「人と人」を
繋げ、交流する会として開催します。

11月17日 焼津市立焼津図書館 焼津市立焼津図書館 無料 http://toshokan-yaizu.jp/
焼津市立焼津図書館
054-628-2334

静岡県 焼津市 ①③ 大富公民館まつり
講座生の日頃の練習成果の発表・地域住民の交流の場として、公民館
まつりを開催します。

10月19日～20日 焼津市大富公民館 焼津市大富公民館
焼津市大富公民館
054-624-4302

静岡県 焼津市 ①③ 和田公民館まつり
講座生の日頃の練習成果の発表・地域住民の交流の場として、公民館
まつりを開催します。

10月26日～27日 焼津市和田公民館 焼津市和田公民館
焼津市和田公民館
054-623-1570

静岡県 焼津市 ①③ 港公民館まつり
講座生の日頃の練習成果の発表・地域住民の交流の場として、公民館
まつりを開催します。

10月26日～27日 焼津市港公民館 焼津市港公民館
焼津市港公民館
054-624-8855

静岡県 焼津市 ①③ 大村公民館まつり
講座生の日頃の練習成果の発表・地域住民の交流の場として、公民館
まつりを開催します。

10月12日～13日 焼津市大村公民館 焼津市大村公民館
焼津市大村公民館
054-629-3351

静岡県 焼津市 ①③ 東益津公民館まつり
講座生の日頃の練習成果の発表・地域住民の交流の場として、公民館
まつりを開催します。

10月26日～27日 焼津市東益津公民館 焼津市東益津公民館
焼津市東益津公民館
054-628-2607

静岡県 焼津市 ①③ 小川公民館まつり
講座生の日頃の練習成果の発表・地域住民の交流の場として、公民館
まつりを開催します。

10月19日～20日 焼津市小川公民館 焼津市小川公民館
焼津市小川公民館
054-624-8191

静岡県 焼津市 ①③ 豊田公民館まつり
講座生の日頃の練習成果の発表・地域住民の交流の場として、公民館
まつりを開催します。

11月9日～10日 焼津市豊田公民館 焼津市豊田公民館
焼津市豊田公民館
054-627-7310

静岡県 焼津市 ①③ 焼津公民館まつり
講座生の日頃の練習成果の発表・地域住民の交流の場として、公民館
まつりを開催します。

11月9日～10日 焼津市焼津公民館 焼津市焼津公民館
焼津市焼津公民館
054-626-0888

静岡県 焼津市 ②
第23回小企画展示会「八木勝之切
り絵展　ラフカディオ・ハーンvs木喰
上人」

ラフカディオ・ハーンと木喰上人の切り絵作品による展示会です。木喰
仏の発見者でハーンとも関わりの深い柳宗悦についても資料とともに
紹介します。

10月12日～1月14日
焼津小泉八雲記念館
展示ギャラリー

焼津市教育委員会 無料
https://www.city.yaizu.lg.jp
/yaizu-
yakumo/ivent/index.html

焼津小泉八雲記念館
054-620-0022

午前9時より午後5時
月曜休館（祝日の場合、
翌平日）
9月上旬HP更新

静岡県 焼津市 ② ジャック・オ・ランタンづくり
八雲の故郷アイルランド緑のハロウィンについて、ランタンづくりとミニレ
クチャー、マジックショーを通して楽しく学ぶ体験学習講座です。

10月20日
焼津小泉八雲記念館
多目的室

焼津市教育委員会 無料
https://www.city.yaizu.lg.jp
/yaizu-
yakumo/ivent/index.html

焼津小泉八雲記念館
054-620-0022

開演14：00～15：30
電話事前申し込み制
10月上旬HP更新

静岡県 焼津市 ②
するが文化の散歩道
～海コース～　八雲の海と芹沢銈介
美術館

焼津小泉八雲記念館、芹沢銈介美術館（静岡市）をバスで巡るツアー
です。郷土とゆかりの深い文化人をとおして静岡の魅力を再発見する
旅です。

11月8日
焼津小泉八雲記念館
芹沢銈介美術館（静岡市）

静岡市，焼津市
協力：静岡県立大学細川ゼミ

https://www.city.yaizu.lg.jp
/yaizu-
yakumo/ivent/index.html

焼津小泉八雲記念館
054-620-0022

出発：記念館9：15～到
着：記念館16：00
電話申込み10/11～
10月上旬HP更新

静岡県 焼津市 ② 英語朗読 小泉八雲作品の原文による朗読会です。 11月16日 焼津小泉八雲記念館  多目的室 焼津市教育委員会 無料
https://www.city.yaizu.lg.jp
/yaizu-
yakumo/ivent/index.html

焼津小泉八雲記念館
054-620-0022

開演14：00～15：30
電話事前申し込み制
10月下旬HP更新

静岡県 吉田町 ③ 吉田町文化祭（芸能祭）
芸術文化の振興を目指し、広く町民全体からの参加を集い、文化祭を
通じて町民全体の文化の交流を図ります。

10月20日 吉田町学習ホール
吉田町教育委員会生涯学習課
吉田町文化協会

無料
http://www.town.yoshida.sh
izuoka.jp

吉田町教育委員会生涯学習課
0548-33-2152

静岡県 吉田町 ③ 吉田町文化祭（文化展・囲碁大会）
芸術文化の振興を目指し、広く町民全体からの参加を集い、文化祭を
通じて町民全体の文化の交流を図ります。

10月26日～27日 吉田町総合体育館
吉田町教育委員会生涯学習課
吉田町文化協会

無料
http://www.town.yoshida.sh
izuoka.jp

吉田町教育委員会生涯学習課
0548-33-2153

静岡県 吉田町 ① 吉田町人権教育講演会 人権意識の高揚と人権文化の構築を目的とした講演会を開催します。 10月30日 吉田町学習ホール
吉田町教育委員会生涯学習課
吉田町文化協会

無料
http://www.town.yoshida.sh
izuoka.jp

吉田町教育委員会
福祉課（神戸西会館）
0548-32-3692

静岡県 吉田町 ③ 吉田町文化祭（茶会）
芸術文化の振興を目指し、広く町民全体からの参加を集い、文化祭を
通じて町民全体の文化の交流を図ります。

11月3日 小山城
吉田町教育委員会生涯学習課
吉田町文化協会

http://www.town.yoshida.sh
izuoka.jp

吉田町教育委員会生涯学習課
0548-33-2155

茶会参加料：500円

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


