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愛知県 愛西市 ① 社会教育講演会
2016リオディジャネイロパラリンピック柔道60㎏以下級銀メダリスト、
愛知県立名古屋盲学校教諭　廣瀬誠氏をお迎えし、「一度きりの人生、ど
うせだったら楽しもう」という演題で講演していただきます。

10月26日 文化会館 愛西市教育委員会　他 無料 http://www.city.aisai.lg.jp/
教育委員会生涯学習課
0567-55-7137
（ダイヤルイン）

愛知県 愛西市 ③ 愛西市文化祭 市民も参加して芸能発表会、作品展、呈茶コーナー等を開催します。 11月2日～3日 文化会館、佐織公民館 愛西市、愛西市文化協会 無料 http://www.city.aisai.lg.jp/
教育委員会生涯学習課
0567-55-7137
（ダイヤルイン）

愛知県 愛西市 ① 図書館まつり
（中央図書館）子ども図書館員体験（小・中・高生対象）、図書・除籍雑誌
などの無料配布、絵本の読み聞かせ　ほか
（佐織図書館）リサイクル本配布会　ほか

11月2日～3日 中央図書館、佐織図書館 愛西市教育委員会 無料 http://www.city.aisai.lg.jp/
教育委員会生涯学習課
0567-55-7137
（ダイヤルイン）

愛知県 阿久比町 ② あぐい教育週間
保育公開、授業公開などを行い、子育てに関する講演等を行います。
（期間中内のうち１日）

10月26日～11月9日 町内全園校
阿久比町幼保小中一貫プロジェ
クト

無料
学校教育課学校教育係
0569-48-1111
（内線1208・1230）

愛知県 阿久比町 ③ 第68回阿久比町文化祭
芸能大会、総合展示会みんなの美術展、チャリティー呈茶会や各種大会
を行います。

10月26日・27日、11月8日～10
日

阿久比町立中央公民館 阿久比町教育委員会 無料
社会教育課公民館係
0569-48-1111
（内線1501）

愛知県
海部郡
蟹江町

①③ 第52回蟹江町文化祭
町内各文化団体及び個人による、書道・絵画・陶芸などの作品展示や楽
器演奏・舞踊など、日頃の練習の成果が披露されます。また、呈茶席の
おもてなしも受けられます。

11月2日～3日 蟹江町体育館・蟹江中央公民館 蟹江町・蟹江町教育委員会 http://www.town.kanie.aichi.jp/
蟹江町教育委員会
生涯学習課
電話：0567-95-1111

呈茶のみ有料（300円）

愛知県 あま市 ③ 第10回あま市文化祭 芸能発表会、作品展示を実施し、文化作品の発表を行う。 11月2日～3日
あま市七宝公民館
あま市美和文化会館
あま市甚目寺公民館

あま市文化協会 無料
あま市甚目寺公民館
052-444-1621

愛知県 あま市 ③ あま市と戦争展（仮） 戦中のくらしぶりを収蔵品を中心に展観します。 11月3日～12月8日 あま市美和歴史民俗資料館 あま市美和歴史民俗資料館 無料
あま市美和歴史民俗資料館
052-442-8522

愛知県 一宮市 ① 市民大学公開講座
修文大学・修文大学短期大学部の協力をいただき、大学が保有する人
的・物的教育機能を活用して、より専門的な内容の講座提供を目的に開
講します。

10月2,16,23,30日
11月6,13,20,27日

修文大学
修文大学短期大学部

修文大学
修文大学短期大学部
一宮市教育委員会

無料
生涯学習課
0586-85-7074

要申込
託児あり

愛知県 一宮市 ③ 第74回一宮市芸術祭
一宮市芸術文化協会加入団体による芸術・文化活動の発表を行いま
す。

9月～12月 一宮市内各所
一宮市芸術文化協会
一宮市教育委員会

生涯学習課
0586-85-7075

愛知県 一宮市 ③ 文化講演会 荒俣　宏（作家）による講演を行います。 10月19日 尾西市民会館
一宮市芸術文化協会
一宮市教育委員会

無料
生涯学習課
0586-85-7075

入場整理券が必要

愛知県 一宮市 ①
ブックバイキング
～おはなし、いくつきけるかな～

１日に複数回、５階児童フロア内で場所を変え、１話ずつ絵本の読み聞か
せを行います。

11月4日 一宮市立中央図書館 一宮市立中央図書館 無料
【一宮市立図書館ウェブサイト】
https://www.lib.city.ichinomiya.a
ichi.jp/

中央図書館
0586-72-2343

愛知県 一宮市 ① 2019秋　ミニ・ビブリオバトル 小中学生向けのミニ・ビブリオバトルを開催します。 11月9日 一宮市立中央図書館 一宮市立中央図書館 無料
【一宮市立図書館ウェブサイト】
https://www.lib.city.ichinomiya.a
ichi.jp/

中央図書館
0586-72-2343

愛知県 一宮市 ① 森春濤生誕200年記念講座 一宮の漢詩人　森春濤の生誕200年を記念して、講演会を行います。 11月4日 一宮市立中央図書館 一宮市立中央図書館 無料
【一宮市立図書館ウェブサイト】
https://www.lib.city.ichinomiya.a
ichi.jp/

中央図書館
0586-72-2343

愛知県 一宮市 ① 子どもフェスティバル
おはなし会やリサイクル本の配布、図書館探検など、図書館に親しみを
感じるイベントを開催します。

11月2・3日 一宮市立子ども文化広場図書館 一宮市立子ども文化広場図書館 無料
【一宮市立図書館ウェブサイト】
https://www.lib.city.ichinomiya.a
ichi.jp/

子ども文化広場図書館
0586-25-1350

愛知県 一宮市 ③ 特別展　生誕120年記念　佐藤一英

長編詩「大和し美し」などで知られる一宮市ゆかりの詩人・佐藤一英の歩
みと尾張の地に根ざした豊かな思想を、各時代の詩集や児童向けの古
典文学書、書、詩画、そして詩の世界を板画化した棟方志功の作品など
関連する美術作品により紹介します。

10月12日～11月24日 一宮市博物館 一宮市博物館・中日新聞社 http:/icm-jp.com/
一宮市博物館
0586-46-3215

愛知県 一宮市 ③
歌・竪琴・朗読が織りなす佐藤一英の
世界

特別展に関連したコンサートと朗読 11月4日 妙興寺公民館 一宮市博物館・中日新聞社 http:/icm-jp.com/
一宮市博物館
0586-46-3215

愛知県 一宮市 ③
講演会「フォルムとアルカイズム-佐藤
一英の詩をどう位置づけるか」

特別展に関連した講演会 11月10日 妙興寺公民館 一宮市博物館・中日新聞社 http:/icm-jp.com/
一宮市博物館
0586-46-3215

愛知県 一宮市 ③
秋季特別展「公儀御用の象　美濃路を
ゆく」

江戸時代に、長崎から美濃路を通って江戸に送られた象に関する資料を
展示します。

10月12日～11月24日 一宮市尾西歴史民俗資料館 一宮市尾西歴史民俗資料館 無料
一宮市尾西歴史民俗資料館
0586-63-9711

愛知県 一宮市 ③ 落語会 桂九雀さんによる落語公演を実施します。 10月19日 一宮市尾西歴史民俗資料館 一宮市尾西歴史民俗資料館
一宮市尾西歴史民俗資料館
0586-63-9711

事前申し込み

愛知県 一宮市 ③ 長崎のティーパーティ
秋季特別展「公儀御用の象　美濃路をゆく」に関連して、象がベトナムか
ら日本にやってきた初めての地である長崎のお菓子とお茶を楽しみま

11月4日 一宮市尾西歴史民俗資料館 一宮市尾西歴史民俗資料館
一宮市尾西歴史民俗資料館
0586-63-9711

愛知県 一宮市 ③
特別展
没後１０年記念
三岸黄太郎展

三岸黄太郎（1930～2009）は、三岸好太郎と節子の長男として生まれ、自
らも画家の道を選びました。没後10年を記念し、新たな解釈とともに代表
作を展示します。

10月12日～12月1日 一宮市三岸節子記念美術館 一宮市三岸節子記念美術館 http://s-migishi.com
一宮市三岸節子記念美術館
0586-63-2892

800円

愛知県 一宮市 ③
コレクション展（常設展）
家族を想う

三岸節子の家族とのエピソードのつまった作品のほか、夫・三岸好太郎
（1903～1934）の作品も展示します。

10月12日～1月19日 一宮市三岸節子記念美術館 一宮市三岸節子記念美術館 http://s-migishi.com
一宮市三岸節子記念美術館
0586-63-2892

12月3日～ 320円

第61回「教育・文化週間」関連行事

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

愛知県 稲沢市 ③ 第56回稲沢市民展

　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　

Ⅰ部10月1～6日
Ⅱ部10月8～14日

荻須記念美術館 稲沢市、稲沢市教育委員会 無料
http://www.city.inazawa.aichi.jp
/museum/

荻須記念美術館
0587-23-3300

愛知県 稲沢市 ③ みんなで行く美術館 当館と他市美術館の展覧会を鑑賞するバスツアーを催行します。 11月23日 荻須記念美術館 稲沢市荻須記念美術館
http://www.city.inazawa.aichi.jp
/museum/

荻須記念美術館
0587-23-3300

愛知県 稲沢市 ③
令和元年度特別展
木村伊兵衛 パリ残像

木村伊兵衛(1901-74)が日本人写真家として戦後ヨーロッパを初めて取
材した1954年及び55年に撮影されたフランス、パリの作品を展示します。

10月26日～12月8日 荻須記念美術館
稲沢市、稲沢市教育委員会、荻
須記念美術館

http://www.city.inazawa.aichi.jp
/museum/

荻須記念美術館
0587-23-3300

愛知県 稲沢市 ③
令和元年度特別展
木村伊兵衛 パリ残像 講演会

出品作品や魅力を解説し、特別展の内容を深めます。 10月26日 荻須記念美術館
稲沢市、稲沢市教育委員会、荻
須記念美術館

無料
http://www.city.inazawa.aichi.jp
/museum/

荻須記念美術館
0587-23-3300

但し、特別展入場券の
半券が必要

愛知県 稲沢市 ③
特別展子ども講座　「ポップアップカー
ドでフランスの街を作ろう！」

特別展にちなみ、制作を通して子どもたちの特別展への理解を深めま
す。

11月2日、16日 荻須記念美術館
稲沢市、稲沢市教育委員会、荻
須記念美術館

http://www.city.inazawa.aichi.jp
/museum/

荻須記念美術館
0587-23-3300

愛知県 稲沢市 ③
特別展連携企画（名古屋文理大学）
「サロン・ドゥ・パリ」

特別展を解説付きで鑑賞した後、フランス・パリに関わる音楽について、
トークとミニコンサートを楽しみます。

11月4日
荻須記念美術館、名古屋文理大
学

名古屋文理大学、荻須記念美術
館

http://www.city.inazawa.aichi.jp
/museum/

荻須記念美術館
0587-23-3300

愛知県 稲沢市 ③

特別展連携企画（愛知文教女子短期
大学）
「美術館で着物を楽しむ　～鑑賞＋ア
フタヌーンティー～」

着物を着て特別展を鑑賞した後、市内飲食店（カフェタナカ稲沢文化の杜
店）でアフタヌーンティーを楽しみます。

11月26日
荻須記念美術館、カフェタナカ稲
沢文化の杜店

愛知文教女子短期大学、荻須記
念美術館

http://www.city.inazawa.aichi.jp
/museum/

荻須記念美術館
0587-23-3300

愛知県 稲沢市 ③ 第39回稲沢音楽祭
稲沢市音楽協会所属団体による音楽祭です。合唱や吹奏楽、筝曲にギ
ターアンサンブルなど、様々なジャンルの音楽を演奏します。

11月3日 名古屋文理大学文化フォーラム
稲沢市教育委員会、稲沢市音楽
協会

無料
http://www.city.inazawa.aichi.jp
/event/bunka_art/

稲沢市生涯学習課
0587-32-1440

愛知県 稲沢市 ③ D51一般公開 Ｄ５１８２３号の一般公開 10月19日 宮浦公園 稲沢市教育委員会 無料
http://www.city.inazawa.aichi.jp
/event/bunka_art/

稲沢市生涯学習課
0587-32-1443

愛知県 稲沢市 ③ 中高記念館公開 市指定文化財　中高記念館の一般公開 10月16日～20日 中高記念館 稲沢市教育委員会 無料
http://www.city.inazawa.aichi.jp
/event/bunka_art/

稲沢市生涯学習課
0587-32-1443

愛知県 稲沢市 ① 歴史講座 「歴史資料にみる稲沢」をテーマに講座を開催します。
10月19日
11月12,26日
12月3日

祖父江町勤労青少年ホーム 稲沢市教育委員会
http://www.city.inazawa.aichi.jp
/event/bunka_art/

稲沢市生涯学習課
0587-32-1443

愛知県 稲沢市 ③ 稲沢の文化財展 尾張国分寺跡の昨年度の調査成果を展示します。 10月16日～20日 中高記念館 稲沢市教育委員会 無料
http://www.city.inazawa.aichi.jp
/event/bunka_art/

稲沢市生涯学習課
0587-32-1443

愛知県 稲沢市 ① 文化財講演会 「一色青海遺跡25年間の調査成果」をテーマに講演会を開催します。 11月2日 勤労福祉会館 稲沢市教育委員会 無料
http://www.city.inazawa.aichi.jp
/event/bunka_art/

稲沢市生涯学習課
0587-32-1443

愛知県 犬山市 ①
犬山市民総合大学　公開講座　「宝塚
の魅力に迫る」

105年の歴史を持つ宝塚歌劇団。その華やかな夢の世界の魅力につい
て、もとタカラジェンヌの話を、歌声と共に紹介します。

11月2日 犬山市民文化会館 犬山市教育委員会
https://www.inuyama-
manabi.com/

文化スポーツ課
44-0353

全学部及びオープンカ
レッジ受講生は無料

愛知県 犬山市 ①
子ども読書活動推進講演会　「メディ
アと子どもたち」～親子のコミュニケー
ション～

小児科医を講師として招き、電子メディアの過度な利用が成長期の子ど
もたちに与える影響を知り、大切な親子のコミュニケーションについて見
つめ直す講演会を開催します。

10月26日 犬山市立図書館 犬山市立図書館 無料
https://www.lib.inuyama.aichi.jp
/

犬山市立図書館
0568-62-6300

愛知県 犬山市 ③ 秋のおはなし大会　「人形劇もぐら」
人形劇団『もぐら』による人形劇の上演を行います。演目「おしょうさんとこ
ぼうず」ほか。

11月2日 犬山市立図書館 犬山市立図書館 無料
https://www.lib.inuyama.aichi.jp
/

犬山市立図書館
0568-62-6300

愛知県 犬山市 ① 藤田浩子さんのお話会セミナー
小道具をつかった子ども向けのおはなし会の指導を長年している、藤田
浩子さんをお招きして、道具を活かしたお話の仕方を実技を交えながら
指導していただきます。

11月16日 犬山市立図書館 犬山市立図書館 無料
https://www.lib.inuyama.aichi.jp
/

犬山市立図書館
0568-62-6300

愛知県 犬山市 ③
犬山市立図書館×名古屋経済大学連
携事業　「レオナルド・ダ・ヴィンチ展　
－没後500年」

ダ・ヴィンチ没後500年を記念し、『パリ手稿』の展示などを行います。
11月16日～12月20日（12月6日
は展示入れ替えのため実施な
し。）

犬山市立図書館 犬山市立図書館 無料
https://www.lib.inuyama.aichi.jp
/

犬山市立図書館
0568-62-6300

愛知県 犬山市 ①
特別展「付家老のお仕事　―尾張藩を
ささえた成瀬と竹腰―」

尾張藩の付家老で犬山城主であった成瀬家を中心に、藩内や幕府に対
して付家老がどのような立場にあったのか、またどんな仕事をどこで行っ
ていたのかを考えるものです。

10月17日～11月19日
城とまちミュージアム
（犬山市文化史料館）
犬山市大字犬山字北古券8番地

公益財団法人
犬山城白帝文庫

https://www.inuyamajohb.org/in
dex01.html

公益財団法人犬山城白帝文庫
0568-61-8770

愛知県 犬山市 ③ からくり町巡り
犬山城下町各所で九代玉屋庄兵衛によるからくり、犬山祭のからくり、犬
山高校、犬山中学校によるからくりが演じられます。

10月26～27日 犬山城下町一帯 犬山祭企画委員会 無料 https://inuyama.gr.jp/
犬山市観光案内所
0568-61-6000

愛知県 犬山市 ③ 第65回犬山市民展
市内の優れた芸術文化を広く市民に公開し、発表の場と鑑賞する機会を
提供します。

10月29日～11月4日 犬山市南部公民館 犬山市教育委員会 無料
https://www.city.inuyama.aichi.j
p/kurashi/manabu/1001566/ind
ex.html

犬山市南部公民館
0568-68-0834

愛知県 犬山市 ① 霊長類研究所　市民公開日
犬山市や近隣市町村にお住まいの方を対象に施設を公開します。最新
の研究成果についての講演や見学をとおして、研究所や霊長類研究に
触れていただきます。

10月27日 京都大学霊長類研究所 京都大学霊長類研究所 無料
http://www.pri.kyoto-
u.ac.jp/index-j.html

霊長類研究所総務係
0568-63-0512

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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愛知県 岩倉市 ③ ロビーコンサート
子どもからシニアまで幅広い年齢層の方にクラシックを中心とした音楽を
気軽に楽しんでいただくコンサートです。

10月27日 岩倉市役所ミニステージ 岩倉市教育委員会 無料 http://www.city.iwakura.aichi.jp/
岩倉市生涯学習課
0587-38-5819

愛知県 岩倉市 ③ 岩倉市民文化祭
11月1日～4日に市民展・美術展・生花展・盆栽展・児童生徒作品展を、11
月2日・3日に岩倉市茶華道連盟による茶席を、11月3日に市民音楽祭を
開催します。

11月1日～4日 岩倉市総合体育文化センター
岩倉市
岩倉市教育委員会

http://www.city.iwakura.aichi.jp/
岩倉市生涯学習課
0587-38-5819

HPは10月に更新予定で
す。

愛知県 岩倉市 ①③ いわくら市民ふれ愛まつり
農業フェア、みんなの消費生活フェア、スポーツフェア、健康フェア、福祉
フェスティバル、環境フェア、商工市民まつりの7つの祭りが同じ会場で盛
大に行われます。

11月9日・10日 岩倉市総合体育文化センター 岩倉市 無料 http://www.city.iwakura.aichi.jp/
岩倉市商工農政課
0587-35-5812

HPは10月に更新予定で
す。

愛知県 岩倉市 ③ ふれあいコンサート
岩倉市ジュニアオーケストラがふれ愛まつりの開催期間中に日頃の練習
の成果を発表します。

11月10日 岩倉市総合体育文化センター 岩倉市教育委員会 無料
岩倉市生涯学習課
0587-38-5819

愛知県 岩倉市 ③ 市民芸術劇場
作曲家兼ピアニストの加羽沢美濃さんと高嶋ちさ子さんがプロデュースす
る12人のヴァイオリニストによるクラシックコンサートを開催します。

11月24日 岩倉市総合体育文化センター
岩倉市
岩倉市教育委員会

http://www.city.iwakura.aichi.jp/
岩倉市生涯学習課
0587-38-5819

愛知県 大口町 ③
ふれあいまつり
作品展

大口町文化協会文芸部や町内活動団体の絵画・写真・手芸作品等を展
示

11/2～11/3 大口町中央公民館集会室
大口町教育委員会
生涯学習課

無料

大口町教育委員
会生涯学習課
0587-95-3155
gakushuu@town.oguchi.lg.jp

愛知県 大治町 ① 歴史講座 町内の歴史文化について、講義と散策を交えて学ぶ講座です。
9月7,28日
10月26日
11月23日

大治町立公民館 大治町社会教育課
大治町社会教育課
052-443-2671

申込期間は8月3日～24
日

愛知県 大治町 ③ 文化展・菊花展
文化展では町内で活動している団体や個人の書画、手芸、写真などの作
品を、菊花展では鉢植えの菊花を展示します。

11月2～3日 大治町立公民館 大治町社会教育課 無料
大治町社会教育課
052-443-2671

呈茶コーナーのみ有料

愛知県 尾張旭市 ③ 令和元年度尾張旭市民文化祭 市民展、市民芸能発表大会、市民音楽祭を開催します。 11月3日～11月10日
文化会館
スカイワードあさひ

尾張旭市
尾張旭市文化協会
尾張旭市教育委員会

無料 http://www.city.owariasahi.lg.jp
尾張旭市教育委員会
文化スポーツ課

愛知県 尾張旭市 ① 読書週間事業
特集展示、おはなし会、ボランティア養成講座、スペシャル子ども映画会
を実施します。

10月27日～11月9日 尾張旭市立図書館 尾張旭市立図書館 無料
尾張旭市立図書館
0561-54-5544

愛知県 春日井市 ③
小野道風公奉賛第71回全国書道展覧
会

春日井市で生まれたと伝えられ、三跡の筆頭として日本の書道史上に大
きな足跡を残した小野道風の偉業をたたえる全国公募の書道展覧会で
す。「道風展」の愛称で親しまれています。

10月27日～11月4日
春日井市役所、文化フォーラム春
日井、春日井市道風記念館

春日井市、公益財団法人かすが
い市民文化財団、春日井市教育
委員会、小野道風公遺跡保存
会、中日新聞社

無料
【道風展HP】
https://www.city.kasugai.lg.jp/e
vent/event/tofuten/index.html

公益財団法人
かすがい市民文化財団
内道風展事務局
0568-85-6868

愛知県 春日井市 ③ 第29回ハニワまつり
公募した市民が制作したハニワを野焼きし、勾玉作り等体験工房を実施
します。

10月26日
雨天等で順延の場合は翌日

二子山公園
春日井市、春日井市教育委員
会、ハニワまつり実行委員会

無料

【ハニワまつりの概要と開催の
様子】
https://www.city.kasugai.lg.jp/e
vent/event/haniwamaturi.html

春日井市教育委員会文化財課
0568-33-1113

愛知県 春日井市 ① サンフロッグ杯45分間耐久リレー
日頃、春日井市温水プールを利用されている利用者に対し、練習の成果
を発揮する場を提供するイベントです。

11月2日
サンフロッグ春日井
（春日井市温水プール）

公益財団法人
春日井市スポーツ・ふれあい財
団

【春日井市温水プールHP】
https://www.spofure-
kasugai.or.jp/sports/pool/

公益財団法人
春日井市スポーツ・ふれあい財団
温水プール
0568-56-2277

愛知県 春日井市 ① 飛び込みをマスターしよう！

元オリンピックメダリストを講師に迎え、バックプレート付きスタート台を使
用した飛び込みの姿勢や構え方、位置設定の目安等、スタートの特性を
十分に理解し安全で合理的な飛び込み方を身に付けてもらうイベントで
す。

11月16日
サンフロッグ春日井
（春日井市温水プール）

公益財団法人
春日井市スポーツ・ふれあい財
団

【春日井市温水プールHP】
https://www.spofure-
kasugai.or.jp/sports/pool/

公益財団法人
春日井市スポーツ・ふれあい財団
温水プール
0568-56-2277

愛知県 春日井市 ③ 道風記念館企画展「黒野清宇の書」
中部書壇の重鎮として活躍した書家の一人、黒野清宇の書業を紹介しま
す。

10月18日～11月4日 春日井市道風記念館 春日井市
【道風記念館HP】
https://www.city.kasugai.lg.jp/s
hisetsu/bunka/tofu/inex.html

春日井市道風記念館
0568-82-6110

愛知県 春日井市 ① 読書週間事業
図書館探検、読み聞かせなど、読書に興味を持ってもらえるようなイベン
トを開催します。

11月1日～11月9日 春日井市図書館 春日井市 無料
【図書館HP】
http://kasugai-lib.jp/

春日井市図書館
0568-85-6800

愛知県 春日井市 ① あそびむしくらぶ
季節ごとにテーマを決め、親子で自然の体験を行います。11月のテーマ
は「キノコを探そう」です。

11月8日 春日井市少年自然の家 春日井市教育委員会
【少年自然の家HP】
http://www.spofure-
kasugai.or.jp/natures/

春日井市少年自然の家
0568-92-8211

愛知県 春日井市 ① わくわく自然ランド【紅葉と芋煮】
紅葉を楽しみながら植物の不思議について学び、芋煮鍋や木の実の工
作も楽しみます。

11月9日 春日井市少年自然の家 春日井市教育委員会
【少年自然の家HP】
http://www.spofure-
kasugai.or.jp/natures/

春日井市少年自然の家
0568-92-8211

愛知県 春日井市 ①②③
「シンプル・ギフト －はじまりの歌声
－」上映会・篠田伸二監督講演会

春日井市出身の映画監督　篠田伸二氏をお招きし、初監督作品「シンプ
ル・ギフト －はじまりの歌声－」の上映会および同氏の講演会を開催しま

10月12日 中部大学 中部大学 無料 https://www.chubu.ac.jp/
中部大学 学園広報部
0568-51-5250

愛知県 春日井市 ①
中部大学ジュニアセミナー
目指せ！ロボットマスター

レゴ・マインドストームというロボット製作キットを使って、ロボットの仕組み
を学んだり、プログラミングの作り方を実体験します。

11/2～12/7
全4回

中部大学春日井キャンパス 学校法人中部大学
https://www3.chubu.ac.jp/exte
nsion/

エクステンションセンター
0568-51-4392

愛知県 春日井市 ②③④ 第56回中部大学祭

本年度は、「PALETTE～キミの魅力はナニイロ！？～」を統一テーマに、
本学のキャンパスにて、中部大学祭を開催します。学科や教授の研究を
身近に体験できる「研究発表展企画」や音楽系クラブによる「秋の音楽
祭」、文科系クラブによる体験型企画、ステージ企画を行います。模擬店
出店やタレント企画も行います。

11月2日～4日 中部大学春日井キャンパス 中部大学祭実行委員会 http://www.isc.chubu.ac.jp/cuf/
2019年10月上旬にホー
ムページ更新予定

愛知県 蒲郡市 ④ カンブリアン・キングダム アノマロカリスとなかまたち ～11月24日 蒲郡市生命の海科学館 生命の海科学館 無料
http://www.city.gamagori.lg.jp/si
te/kagakukan

0533-66-1717

愛知県 蒲郡市 ④
いのちはどこから？
～ アストロバイオロジーの世界

水と有機物を含む“マーチソン隕石”が地球にやってきてから、今年でちょ
うど50 年。宇宙× 生命のかかわりにせまる“アストロバイオロジー”の世
界をご紹介します。

9月21日-1月13日 蒲郡市生命の海科学館 生命の海科学館 無料
http://www.city.gamagori.lg.jp/si
te/kagakukan

0533-66-1717

愛知県 蒲郡市 ④
出張ここにこ! じぶんの古代の生物を
つくろう

ここにこで、人気の工作「ばねむし」を使った生命の海
科学館特別プログラムです。画用紙の端材を使ってオリジナルばねむし
をつくろう。

10月5日 蒲郡市生命の海科学館 生命の海科学館 無料
http://www.city.gamagori.lg.jp/si
te/kagakukan

0533-66-1717

愛知県 蒲郡市 ④
アルミホイルでよみがえる恐竜 ～肉
食恐竜編～

特徴をとらえて、かっこいい肉食恐竜をつくろう。 10月6日 蒲郡市生命の海科学館 生命の海科学館 無料
http://www.city.gamagori.lg.jp/si
te/kagakukan

0533-66-1717

愛知県 蒲郡市 ④ 科学ふしぎ発見！ ♯141
【午前】グレープジュースがいろいろなフルーツジュースに？
【午後】カラフルなイクラをつくろう！

10月12日 蒲郡市生命の海科学館 生命の海科学館 無料
http://www.city.gamagori.lg.jp/si
te/kagakukan

0533-66-1717

愛知県 蒲郡市 ④ 大人気！ 木工工作 木のパーツを使って、オリジナルのおもちゃを作ろう！ 10月12日-14日 蒲郡市生命の海科学館 生命の海科学館
http://www.city.gamagori.lg.jp/si
te/kagakukan

0533-66-1717

愛知県 蒲郡市 ④ 平出さん・中村さんのマジックショー 今回はどんなマジックが飛び出すのかお楽しみ♪ 10月13日 蒲郡市生命の海科学館 生命の海科学館 無料
http://www.city.gamagori.lg.jp/si
te/kagakukan

0533-66-1717

愛知県 蒲郡市 ②
小学校高学年向け定例講座（５・６年
生） 理科実験室　化石のレプリカをつ

サンヨウチュウ、アンモナイトなどの実際の化石からレプリカ
をつくります。色もぬるとまるで本物と見間違えるほどに？

10月13日 蒲郡市生命の海科学館 生命の海科学館
http://www.city.gamagori.lg.jp/si
te/kagakukan

0533-66-1717

愛知県 蒲郡市 ④
「もうすぐ化石の日！化石が教えてく
れること」

色々なお話聞いてみよう！（展示解説） 10月13日 蒲郡市生命の海科学館 生命の海科学館
http://www.city.gamagori.lg.jp/si
te/kagakukan

0533-66-1717

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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愛知県 蒲郡市 ④ 石のおもしろ実験
石は、集めるだけでなく、いろいろな実験ができるんです！どんな石でど
んな実験ができるかな？お楽しみに！

10月14日 蒲郡市生命の海科学館 生命の海科学館 無料
http://www.city.gamagori.lg.jp/si
te/kagakukan

0533-66-1717

愛知県 蒲郡市 ④
生命の海科学館開館２０周年記念　
明日は化石の日！サイエンスカフェ　
古生物を美味しく食べる方法

アノマロカリスから三葉虫、クビナガリュウまで。古生物の味と調理に科
学的にせまります。

10月14日 蒲郡市生命の海科学館 生命の海科学館 無料
http://www.city.gamagori.lg.jp/si
te/kagakukan

0533-66-1717

愛知県 蒲郡市 ④
一般科学講座 第2部「 古生物学 101」 
③　　　カタチを科学しよう ～形態解析

古生物の基本はカタチです。カタチを客観的に分類する手法を体験しま
す。

10月17日 蒲郡市生命の海科学館 生命の海科学館 無料
http://www.city.gamagori.lg.jp/si
te/kagakukan

0533-66-1717

愛知県 蒲郡市 ④ メダカすくいに行くすか？ダメ？
メダカをすくって、お家で飼育してみよう！メダカの飼い方
のコツを教えます。※題名は「回文」になっています。逆から読んでみると

10月19日 蒲郡市生命の海科学館 生命の海科学館 無料
http://www.city.gamagori.lg.jp/si
te/kagakukan

0533-66-1717

愛知県 蒲郡市 ②
小学校低学年向け定例講座（１・２年
生） かがく工作室　ポンポン船をつくろ

水をタンクにいれて、ロウソクに火をつけると、船が「ポンポン」と動き出す
ぞ！つくってみよう。

10月20日 蒲郡市生命の海科学館 生命の海科学館
http://www.city.gamagori.lg.jp/si
te/kagakukan

0533-66-1717

愛知県 蒲郡市 ③ おはなしライブ 今日はどんな「おはなし」が聞けるかな？ 10月26日 蒲郡市生命の海科学館 生命の海科学館 無料
http://www.city.gamagori.lg.jp/si
te/kagakukan

0533-66-1717

愛知県 蒲郡市 ④ 釘うちあそびで、なべしきを作ろう
板を組み合わせて、なべしきにします。釘を使って固定
するので釘うち体験ができるよ。マジックで色づけしさらにきれいに仕上
げます。

10月26日 蒲郡市生命の海科学館 生命の海科学館
http://www.city.gamagori.lg.jp/si
te/kagakukan

0533-66-1717

愛知県 蒲郡市 ②
小学校中学年向け定例講座（３・４年
生） かがく教室　日時計をつくろう ～
太陽の動き～

世界でもっとも古い日時計は3500 年前にエジプトでつくられました。日本
でも江戸時代の旅人は本の付録の日時計を使っていました。日時計を実
際につくって、実験しよう。

10月27日 蒲郡市生命の海科学館 生命の海科学館
http://www.city.gamagori.lg.jp/si
te/kagakukan

0533-66-1717

愛知県 蒲郡市 ④ 「イクチオサウルスの正体」 色々なお話聞いてみよう！（展示解説） 10月27日 蒲郡市生命の海科学館 生命の海科学館
http://www.city.gamagori.lg.jp/si
te/kagakukan

0533-66-1717

愛知県 蒲郡市 ④
生命の海科学館開館２０周年記念講
演会「生命は、いつ、どこで、どのよう
にして生まれたか？」

生命はいつ、どこで、どのようにして誕生したのか。この人類最大の謎に
挑むべく始まった「冥王代生命学の創成」プロジェクトの研究成果を、最
新映像とともに紹介します。

11月3日 蒲郡市生命の海科学館 生命の海科学館 無料
http://www.city.gamagori.lg.jp/si
te/kagakukan

0533-66-1717

愛知県 蒲郡市 ④
生命の海科学館　開館20周年記念講
演会「巨大地震に掘削科学とコン
ピュータで挑む」

地下掘削・探査技術やコンピュータを駆使した、最先端の地震科学を紹
介します。

11月24日 蒲郡市生命の海科学館 生命の海科学館 無料
http://www.city.gamagori.lg.jp/si
te/kagakukan

0533-66-1717

愛知県 蒲郡市 ①②
地域安全・青少年健全育成市民大会
～社会を明るくする運動～

「明るい社会・安心の町づくり」を主題に、中･高校生を対象にポスターを
募集しています。当日はポスター優秀者の表彰や地域安全に貢献した方
の表彰、披露を行います。また同じテーマのもと小中高12人の児童生徒
が意見発表を行います。公職者をはじめ地域住民、ＰＴＡなど広く参加を

10月23日 蒲郡市民会館 蒲郡市青少年問題協議会 無料
蒲郡市ホームページ
http://www.city.gamagori.lg.jp/u
nit/gakushu/shimintaikai.html

蒲郡市教育委員会
生涯学習課青少年センター
0533-66-1168

愛知県 蒲郡市 ③
コーナー展示「家康と戦った城　上ノ郷
城　出土品展」

鵜殿氏の本拠地・上ノ郷城は、激戦の末、徳川家康によって攻め落とさ
れた城です。発掘調査によって城跡から出土した資料（火縄銃の弾丸・焼
き物・装飾用の金具）等を展示します。

4月6日～3月31日 蒲郡市博物館2階ロビー 蒲郡市博物館 無料
http://www.city.gamagori.lg.jp/si
te/museum/

0533-68-1881

愛知県 蒲郡市 ③
移動美術館2019「こころ、かたどる　ー
あいちの美の双璧、蒲郡へー」

愛知県美術館・愛知県陶磁美術館の名品を展示します。 9月21日～10月20日
蒲郡市博物館・ギャラリー
特別展示室

蒲郡市博物館 無料
http://www.city.gamagori.lg.jp/si
te/museum/

0533-68-1881

愛知県 刈谷市 ①
至学館大学大学連携講座　効果的な
リフレッシュ方法とは？～香りや色の
効果について～

香りや色の違いによるリフレッシュ方法についてお話しします。 10月23日 総合文化センター 刈谷市 刈谷市生涯学習課

愛知県 刈谷市 ③ 刈谷アニメcollection2019
刈谷駅周辺で声優トークショーやライブのほか、アニメ関連のブース出展
など、様々なイベントを開催します。

10月26日
刈谷市産業振興センター
及び刈谷駅周辺

刈谷市観光協会 無料 http://kariya-anicolle.com/
刈谷市観光協会
0566-23-4100

愛知県 刈谷市 ③ 史跡めぐり　元刈谷コース
元刈谷地区にある史跡を、ふるさとガイドボランティアの案内で歩いてま
わります。

10月19日 元刈谷地区 刈谷市歴史博物館 無料
https://www.city.kariya.lg.jp/kan
kobunka/rekishibunka/rekishios
hirase/shisekimegurijigyo.html

刈谷市歴史博物館
0566-63-6100

愛知県 刈谷市 ③
発掘された中条遺跡展―地下に眠る
刈谷の一万年―

中条遺跡の出土品を中心に、刈谷市におけるいにしえの人々の暮らしに
ついて紹介します。

9月7日～11月4日 刈谷市歴史博物館 刈谷市歴史博物館 無料
https://www.city.kariya.lg.jp/rek
ihaku/tenji/nakajo.html

刈谷市歴史博物館
0566-63-6100

愛知県 刈谷市 ③ 古代瓦のストラップ・マグネット作り 本格的な瓦のストラップ、マグネットを作成します。 11月2日 刈谷市歴史博物館 刈谷市歴史博物館 無料
https://www.city.kariya.lg.jp/rek
ihaku/tenji/nakajo.html

刈谷市歴史博物館
0566-63-6100

愛知県 刈谷市 ③
『ねないこだれだ』誕生50周年記念　
せなけいこ展

「いやだいやだの絵本」でデビューした絵本作家せなけいこの代表作『ね
ないこだれだ』発表50周年を記念した本展では、絵本原画を中心に、ス
ケッチ帳や貼り絵の素材なども併せて展示し、これまでの仕事を振り返る
とともに、その魅力を楽しく紹介します。

9月21日～11月10日 刈谷市美術館
刈谷市美術館
（共催者：朝日新聞社）

https://www.city.kariya.lg.jp/mu
seum/

刈谷市美術館
0566-23-1636

愛知県 刈谷市 ① 文化講演会
ナチュラルライフ研究家・翻訳家の肩書を持つ佐光紀子氏を講師にお迎
えし、家がなかなか片付かず悩む方へ向け、肩の力を抜いて家の片付け
の考え方を変えてみるヒントをお届けします。

11月17日
刈谷市中央図書館
視聴覚室

刈谷図書館協会 無料
刈谷市中央図書館
0566-25-6000

愛知県 幸田町 ③ 文化振興展「菱池物語」

幸田町が位置する額田郡南部地域は菱池とともに発展した地域であっ
た。今でこそ、干拓されてその姿を見ることはできないが、かつて菱池が
存在していた周囲には原始以来、様々な人々の営みがあったことが、各
時代に存在する遺跡として確認されている。原始以来の菱池関係資料を
再整理し、菱池が現在の幸田町及び菱池周辺の地域にもたらしモたノや
コトを明らかにし、郷土の歴史を見つめなおすきっかけとしたい。

11月19日～27日 幸田町立図書館
幸田町教育委員会
幸田町文化財保護委員会

無料 http//www.town.kota.lg.jp/
幸田町役場
0564-62-1111

事前申込不要

愛知県 小牧市 ① 市民企画講座（写真）
「学びたい人」と「学んだことを活かしたい人」がつながる講師公募型の講
座で、学ぶだけでなく、これまで培った技術や知識を活かしたい人が、自
ら講座を企画して開催するもの。

11月2日 市公民館 こまきし市民文化財団 http://www.komaki-bunka.or.jp
こまなびサロン
0568-77-8269

愛知県 小牧市 ① 市民企画講座（フラダンス） 11月3日 市民会館 こまきし市民文化財団 http://www.komaki-bunka.or.jp
こまなびサロン
0568-77-8269

愛知県 小牧市 ① 市民企画講座（リコーダー） 11月5日 市公民館 こまきし市民文化財団 http://www.komaki-bunka.or.jp
こまなびサロン
0568-77-8269

愛知県 小牧市 ① 市民企画講座（相続） 11月7日 市公民館 こまきし市民文化財団 http://www.komaki-bunka.or.jp
こまなびサロン
0568-77-8269

愛知県 小牧市 ① ゆうゆう学級（自分史）
高齢化時代にあって、一人ひとりが生きがいのある人生を送るため、高
齢期の健康問題や現代社会に対応できる知識の習得、仲間づくりを目指

11月6日 市公民館 こまきし市民文化財団 http://www.komaki-bunka.or.jp
こまなびサロン
0568-77-8269

愛知県 小牧市 ③ 第６０回小牧市民美術展
市民の創作的な活動を発表する場として、また市民が文化にふれるきっ
かけとする場として技術や感性の交流をはかるとともに、さまざまな美術
作品の鑑賞もできる機会を創出する。

10/27～11/4 まなび創造館 小牧市 http://www.komaki-bunka.or.jp
こまきし市民文化財団事業Ｇ
0568-71-9700

愛知県 小牧市 ③
東儀秀樹×古澤巌×ｃｏｂａコンサート
ツアー2019

日本古来の楽器であるひちりきと、バイオリン，アコーディオンといった異
分野の楽器で、それぞれの楽器の第一人者によるコンサートを提供する
ことで、多ジャンルの音楽に興味をもってもらうこと。

11月2日 市民会館 こまきし市民文化財団 http://www.komaki-bunka.or.jp
こまきし市民文化財団事業Ｇ
0568-71-9700

愛知県 小牧市 ① 企画展「信長のお城絵」展 織田信長の築いた城の絵を中心とした展示を行います。 9/13～11/4
小牧山城
史跡情報館

こまきし市民文化財団 http://www.komakiyama.com
小牧山城史跡情報館
0568-48-4646

愛知県 小牧市 ③ 小牧山城茶会
小牧山山頂からの眺望を愛でながら、織田信長も嗜んだ茶の湯を味わい
ます。

11月3日 小牧市歴史館 こまきし市民文化財団 http://www.komakiyama.com
小牧市歴史館
0568-72-0712

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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愛知県 小牧市 ③ ふれあい音楽広場
大人から子どもまで演奏を楽しんでいただけるコンサート。ロビーで行う
ので出入り自由で気軽に参加できる。

11月3日 味岡市民センター こまきし市民文化財団 http://www.komaki-bunka.or.jp
こまきし市民文化財団事業Ｇ
0568-71-9700

愛知県 小牧市 ②③
ゾウケイズカン（名古屋造形大学芸術
祭）

芸術祭の中で、学生会が主体で行う、展示イベントです。
10月12日～10月14日
（9時～17時・土日祝は閉館）

名古屋造形大学
Ｄ１ギャラリー

名古屋造形大学 無料
名古屋造形大学
（0568-79-1111）

愛知県 小牧市 ②③ アニメ・CGコース展
大学内の展示会場を利用した、アニメ・CGコースによる展示イベントで
す。

11月5日～11月12日
（9時～17時・土日祝は閉館）

名古屋造形大学
Ｄ1ギャラリー

名古屋造形大学 無料
名古屋造形大学
（0568-79-1111）

愛知県 小牧市 ②③ 吉川隆之展 今年度、本学に着任した吉川隆之准教授による展示イベントです。
11月13日～11月22日
（9時～17時・土日祝は閉館）

名古屋造形大学
Ｄ1ギャラリー

名古屋造形大学 無料
名古屋造形大学
（0568-79-1111）

愛知県 小牧市 ②③ ジュエリーデザインコース展
大学内の展示会場を利用した、ジュエリーデザインコースによる展示イベ
ントです。

11月25日11月29日
（9時～17時・土日祝は閉館）

名古屋造形大学
Ｄ2ギャラリー

名古屋造形大学 無料
名古屋造形大学
（0568-79-1111）

愛知県 小牧市 ①③
名古屋造形大学公開講座
「セザンヌ－メナード美術館所蔵《麦わ
ら帽子を被った子供》を中心に」

メナード美術館所蔵《麦わら帽子を被った子供》は、セザンヌがその画業
の最終到達地点にいたる過渡期の作品のひとつです。この作品を中心に
関連作品を交え、色彩とタッチ、塗り残しなどセザンヌが近現代の絵画に
与えた大きな影響について考えていきます。

11月30日 メナード美術館 名古屋造形大学 無料
https://www.nzu.ac.jp/about/fe
ature/residence/

名古屋造形大学
社会交流センター
（0568-79-1017）

事前申込必須。申込先
着60名。詳しくは電話に
てお問い合わせくださ
い。

愛知県 設楽町 ③ 設楽町民文化祭 文化協会作品展示、文化協会芸能大会、町民音楽会、児童生徒造形展 11/8～11/10 奥三河総合センター
設楽町教育委員会
設楽町文化協会

無料
設楽町教育委員会
社会教育担当
0536-62-0531

愛知県 新城市 ①③ 市民文化祭 市民による文化作品の展示及び芸能発表。 11月2～4日 新城文化会館 新城市文化協会 無料
新城市文化協会事務局
0536-23-7656

愛知県 新城市 ①③ 鳳来くちプラフェス2019
地元のダンスチーム、陣太鼓、高校吹奏楽部による演奏などを行う野外
イベント。

11月3日 ふれあいパークほうらい 鳳来くちプラフェス実行委員会
http://www.city.shinshiro.lg.jp/e
vents/index.cfm/detail.1.61993.
html

鳳来くちプラフェス
実行委員会事務局
0536-23-7639

愛知県 新城市 ①③ 第45回新城音楽祭 奥三河在住の音楽家・音楽団によるステージ演奏を行います。 11月10日 新城文化会館
新城市、新城市教育委員会
奥三河音楽連盟

奥三河音楽連盟事務局
090-8679-0407

愛知県 新城市 ①③ 第32回新城歌舞伎 市内の地歌舞伎団体が一堂に会し顔見世公演を行います。 11月24日 新城文化会館
新城市
新城市教育委員会

http://www.city.shinshiro.lg.jp/e
vents/index.cfm/detail.1.58840.
htm

新城文化会館
0536-23-2122

愛知県 瀬戸市 ①③ 第２３回「図書館まつり」
読書週間にあわせ、文学カフェ、子ども一日司書、おはなし会、ビブリオ
バトル、高校図書館の見学等のイベントを開催します。

10月24日～11月17日 瀬戸市立図書館 瀬戸市立図書館 無料
瀬戸市立図書館
0561-82-2202

愛知県 瀬戸市 ② まるっとせとっ子フェスタ
瀬戸市在住・在学の子どもたちが、日頃の学習の成果を発表する場。作
品展・音楽会・英語スピーチコンテスト等様々な催しを開催します。

11月8日～11月11日 瀬戸市文化センター・瀬戸蔵 瀬戸市教育委員会 無料
瀬戸市学校教育課
0561-88-2760

愛知県 瀬戸市 ③ 「第７２回瀬戸市美術展」

公益財団法人瀬戸市文化振興財団では、毎年、市民の皆様の芸術文化
活動の促進や、創作レベルの向上と、瀬戸市及び周辺地域の美術文化
の交流と啓発を目指して、瀬戸市美術展を開催しています。
 市内外から広く作品を募集し、期間中、入賞・入選作品を展示します。
各部門から美術展大賞・市長賞を各１名ずつ、優秀賞・奨励賞を若干名
選び賞状と副賞を贈ります。

10月23日～27日
瀬戸市文化センター
文化交流館

公益財団法人
瀬戸市文化振興財団・瀬戸市

http://www.seto-cul.jp/art-
exhibition/

公益財団法人
瀬戸市文化振興財団　業務課
0561-84-1093

愛知県 瀬戸市 ③ 企画展「猫のポット展」 猫をモチーフとした陶磁器製のティーポット約100点を展示します。 8月31日～11月17日 瀬戸蔵ミュージアム
瀬戸市・公益財団法人瀬戸市文
化振興財団

http://www.city.seto.aichi.jp
瀬戸蔵ミュージアム
0561-97-1190

愛知県 瀬戸市 ③ 「第68回瀬戸市文芸発表会」

瀬戸市内外から俳句・短歌・川柳・詩の文芸作品を自選部門または選者
選部門に応募していただき、自選部門の作品と選者選部門の入選作品
により、作品集「窯火」を発刊するものです。
また、選者選部門にて特選を受賞された方の作品の発表と表彰及び、記
念講演会を行います。

11月4日
瀬戸市文化センター
文化交流館

公益財団法人
瀬戸市文化振興財団・瀬戸市

http://www.seto-
cul.jp/symposium/

公益財団法人
瀬戸市文化振興財団業務課
0561-84-1811

愛知県 瀬戸市 ③

瀬戸市制施行９０周年記念 瀬戸市美
術館特別企画展「小森忍・河井寛次
郎・濱田庄司　－陶磁器研究とそれぞ
れの開花ー」

“陶磁器界の三天才”とも称されたそれぞれが追い求めた美の形、その
個性と表現方法を制作年順に沿って紹介します。同時代を生き、生涯に
わたり交友を持ち続けた三人の作品をとおして、三人が確立した独自の
陶芸の世界をご覧いただきます。

10月5日～12月22日
瀬戸市文化センター
瀬戸市美術館

公益財団法人
瀬戸市文化振興財団・瀬戸市

http://www.seto-cul.jp/seto-
museum/

公益財団法人
瀬戸市文化振興財団
0561-84-1093

愛知県 瀬戸市 ③ 北川民次アトリエ公開
瀬戸を愛し、瀬戸を題材にした作品を多く手がけた、日本を代表する洋画
家の一人である北川民次のアトリエを特別公開します。

11月9日～10日 北川民次アトリエ
公益財団法人
瀬戸市文化振興財団・瀬戸市

公益財団法人
瀬戸市文化振興財団
0561-84-1093

愛知県 瀬戸市 ③ ふれあい芸術展
瀬戸文化協会展示部門（水彩画・書道・人形・陶芸・革工芸など）の団体
および個人の作品を、ジャンルの垣根をこえて合同発表します。

10月30日～11月3日
瀬戸市文化センター
文化交流館

公益財団法人
瀬戸市文化振興財団・瀬戸市文
化協会

http://www.seto-
cul.jp/activity/archive/fureai30
/

公益財団法人
瀬戸市文化振興財団
0561-84-1093

愛知県 高浜市 ①③ 第48回　文協祭
芸能発表や、華道、日本画、洋画、書道、写真、陶芸、工芸、手工芸、葉
画、レジン、こども造形、切手アート等の展示を行います。お茶席も開催し
ます。

11月16日～12月15日
高浜市やきものの里
かわら美術館

高浜市文化協会
高浜市文化協会
0566-52-2983

芸能発表及びお茶席は
11月17日のみ開催。
お茶席は有料。

愛知県 高浜市 ③
企画展「山本良比古－緻密な風景を
描いた“虹の絵師”」

山本良比古の中学時代の初期の作品から、代表的な油彩のほか、素描
や版画や陶器の絵付け、また近年再び筆をとり制作した新作などを一堂
に展示します。

9月28日～12月26日
高浜市やきものの里
かわら美術館

高浜市やきものの里
かわら美術館

http://www.takahama-kawara-
museum.com/

高浜市やきものの里
かわら美術館
0566-52-3366

愛知県 武豊町 ③ 第7回 絵本原画展
絵本の元となる原画で、今年ははせがわさとみさん作・絵の『おばけのド
レス』を展示します。

10月1日～10月20日 武豊町立図書館 武豊町教育委員会 無料
[武豊町立図書館HP]
http://www.lib.town.taketoyo.lg.j
p/

武豊町立図書館　
　　
0569-73-6800

愛知県 武豊町 ① 牧田先生の楽しいおしゃべり文学講座
当館で毎年恒例の文学講座。今年は新元号の「令和」にちなんで万葉集
を楽しく、詳しく解説します。

10月12日．19日．26日 武豊町立図書館 武豊町教育委員会 無料
[武豊町立図書館HP]
http://www.lib.town.taketoyo.lg.j
p/

武豊町立図書館　
　　
0569-73-6800

愛知県 武豊町 ① 閉架書庫見学ツアー 普段は入れない閉架書庫の見学会・ガイダンスを行います。 10月14日 武豊町立図書館 武豊町教育委員会 無料
[武豊町立図書館HP]
http://www.lib.town.taketoyo.lg.j
p/

武豊町立図書館　
　　
0569-73-6800

愛知県 武豊町 ① ハロウィンおはなし会
ハロウィンにちなんだおはなし会を行います。仮装しての参加も歓迎で
す。

10月27日 武豊町立図書館 武豊町教育委員会 無料
[武豊町立図書館HP]
http://www.lib.town.taketoyo.lg.j
p/

武豊町立図書館　
　　
0569-73-6800

愛知県 武豊町 ① 図書館フェスタ2019
読書感想文･感想画コンクール表彰式、図書館を使った調べる学習コン
クール in 武豊表彰式、おはなし会、リサイクルフェア、ボードゲームなど
を行います。

11月3日 武豊町立図書館 武豊町教育委員会 無料
[武豊町立図書館HP]
http://www.lib.town.taketoyo.lg.j
p/

武豊町立図書館　
　　
0569-73-6800

愛知県 武豊町 ③ 朗読会 朗読サークル・グループ空さんによる大人のための朗読会です。 11月19日 武豊町立図書館 武豊町教育委員会 無料
[武豊町立図書館HP]
http://www.lib.town.taketoyo.lg.j
p/

武豊町立図書館　
　　
0569-73-6800

愛知県 武豊町 ③ モーニングコンサート②
「愛にまつわるコンサート　～さまざまな愛の形～」
familiar 杉本朋子（クラリネット）、北山優貴葉（クラリネット）・太田紗耶香
（ピアノ）

10月16日 武豊町民会館 武豊町教育委員会
[武豊町民会館HP]
http://www.town.taketoyo.lg.jp/
kaikan/

武豊町民会館
0569-74-1211

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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愛知県 武豊町 ③

サイエンスレクチャー　子ども・ファミ
リー向けオーロラ上映トーク＆ライブ
　「くまが命をつなぐアラスカでオーロ
ラを見てみよう」

オーロラメッセンジャーの中垣哲也による、オーロラや極北の自然を通し
て地球の素晴らしさを伝えるオーロラ上映会。

10月19日 武豊町民会館 武豊町教育委員会 無料
[武豊町民会館HP]
http://www.town.taketoyo.lg.jp/
kaikan/

武豊町民会館
0569-74-1211

愛知県 武豊町 ③

サイエンスレクチャー　一般向けオー
ロラ上映トーク＆ライブ
「宙いっぱいのオーロラに包まれてみ
ませんか？」

オーロラメッセンジャーの中垣哲也による、オーロラや極北の自然を通し
て地球の素晴らしさを伝えるオーロラ上映会。

10月19日 武豊町民会館 武豊町教育委員会 無料
[武豊町民会館HP]
http://www.town.taketoyo.lg.jp/
kaikan/

武豊町民会館
0569-74-1211

愛知県 武豊町 ③ レゴロボット製作教室☆オトナ
レゴブロックで作ったロボットに、パソコンでプログラムを作成しロボットを
動かす

10月19日 武豊町民会館 武豊町教育委員会
[武豊町民会館HP]
http://www.town.taketoyo.lg.jp/
kaikan/

武豊町民会館
0569-74-1211

愛知県 武豊町 ③ レゴロボット製作教室☆中級　１日目 初級から一歩進んだセンサーロボットを動かす 10月22日 武豊町民会館 武豊町教育委員会
[武豊町民会館HP]
http://www.town.taketoyo.lg.jp/
kaikan/

武豊町民会館
0569-74-1211

愛知県 武豊町 ③

ゆめプラ サロンコンサート2019
「研ぎ澄まされた感性　～新星☆弦楽
カルテット～」
カルテット・アマービレ（弦楽四重奏）

2016年に難関ミュンヘン国際音楽コンクール弦楽四重奏部門で3位を受
賞し、世界へと飛躍する大注目のカルテット
カルテット・アマービレ：篠原悠那、北田千尋（ヴァイオリン）、中恵菜（ヴィ
オラ）、笹沼樹（チェロ）

10月20日 武豊町民会館 武豊町教育委員会
[武豊町民会館HP]
http://www.town.taketoyo.lg.jp/
kaikan/

武豊町民会館
0569-74-1211

愛知県 武豊町 ③ 武豊町民文化祭 書、いけ花、絵画、手工芸品などの展示と呈茶会 11月2～3日 武豊町民会館 武豊町教育委員会 無料
[武豊町民会館HP]
http://www.town.taketoyo.lg.jp/
kaikan/

武豊町民会館
0569-74-1211

愛知県 武豊町 ③ レゴロボット製作教室☆中級　２日目 初級から一歩進んだセンサーロボットを動かす 11月17日 武豊町民会館 武豊町教育委員会
[武豊町民会館HP]
http://www.town.taketoyo.lg.jp/
kaikan/

武豊町民会館
0569-74-1211

愛知県 武豊町 ③
ゆめたろう寄席2019
豊穣の会

立川談笑・古今亭文菊・柳家わさびの競演です。 11月17日 武豊町民会館 武豊町教育委員会
[武豊町民会館HP]
http://www.town.taketoyo.lg.jp/
kaikan/

武豊町民会館
0569-74-1211

愛知県 武豊町 ③ モーニングコンサート③
フルート＆ヴァイオリン＆ピアノで紡ぐ中欧の調べ
chitaggio 永友宏美（ヴァイオリン）、、武田詩織（フルート）、神谷舞（ピア
ノ）

11月20日 武豊町民会館 武豊町教育委員会
[武豊町民会館HP]
http://www.town.taketoyo.lg.jp/
kaikan/

武豊町民会館
0569-74-1211

愛知県 武豊町 ③ サインエンストークⅠ 地元企業の技術から学ぶ地域密着サイエンス 11月23日 武豊町民会館 武豊町教育委員会
[武豊町民会館HP]
http://www.town.taketoyo.lg.jp/
kaikan/

武豊町民会館
0569-74-1211

愛知県 武豊町 ③
名作映画観賞会
「グリンチ」「ワンダー　君は太陽」

無料の映画観賞会 11月24日 武豊町民会館 武豊町教育委員会 無料
[武豊町民会館HP]
http://www.town.taketoyo.lg.jp/
kaikan/

武豊町民会館
0569-74-1211

愛知県 武豊町 ③
文化講演会2019
「晴れのち曇りときどき雨」

タレント河野景子氏による講演会 11月30日 武豊町民会館 武豊町教育委員会 無料
[武豊町民会館HP]
http://www.town.taketoyo.lg.jp/
kaikan/

武豊町民会館
0569-74-1211

岐阜県 多治見市 ①
公開講座「様々な分野で活躍するナノ
制御セラミックス」

ナノ制御セラミックスの合成方法や評価技術、応用展開について最近の
研究動向をわかりやすく紹介します。

11月1日
名古屋工業大学
先進セラミックス研究センター

名古屋工業大学
https://www.nitech.ac.jp/cours
e/kouza/ippan/18.html

学務課学務企画係
052-735-5069

愛知県 田原市 ①③ 田原市文化祭 生け花、書、陶器などの作品展示、芸能大会、茶会などを開催します。 11月1～3日
田原文化会館
渥美文化会館等

田原市教育委員会・田原市文化
協会

田原市教育委員会生涯学習課
0531-23-3635

愛知県 田原市 ①③ 秋の縄文まつり
勾玉、貝アクセサリーづくり、縄文料理づくりなど、様々な体験ができま
す。

11月4日 吉胡貝塚資料館 田原市教育委員会 無料 http://www.yoshigo.gr.jp
田原市教育委員会文化財課
（田原市博物館内）
0531-22-1720

愛知県 田原市 ① 渥美図書館まつり 「おはなし会」「セルフ工作」「本のリサイクル市」を開催します。 11月3日 渥美図書館 田原市渥美図書館 無料
http://www2.city.tahara.aichi.jp
/section/library/

田原市渥美図書館
0531-33-1114

愛知県 田原市 ①
見てみて「あなたの思い出のアニメ＆
マンガお教えてください！！」展示会

あなたの思い出のアニメ＆マンガと、エピソード等を紹介してください。 11月9日～12月15日 渥美図書館 田原市渥美図書館 無料
http://www2.city.tahara.aichi.jp
/section/library/

田原市渥美図書館
0531-33-1114

愛知県 田原市 ①
第９７回あつみロビーコンサート「第１
部：「あ!この曲知ってるわ」ヴァイオリ
ンの名曲と共に　第2部：秋探し　独箏　

「気軽に行ける、でも演奏は本物」をコンセプトに、コンサートを開催しま
す。

10月27日
渥美文化会館
多目的ホール

田原市教育委員会
田原市教育委員会生涯学習課
0531-23-3635

愛知県 田原市 ① 読書かんそう画コンクール 読書感想画を募集し展示します。 9月10日～11月7日 中央図書館 田原市中央図書館 無料
http://www2.city.tahara.aichi.jp
/section/library/

田原市中央図書館
0531-23-4946

愛知県 田原市 ① 家庭の日コンサート 地元の合唱団による子どもから大人まで楽しめるコンサートです 11月24日
田原文化会館
文化ホール

田原市教育委員会 無料
田原市教育委員会生涯学習課
0531-23-3635

愛知県 田原市 ①
公共ホール音楽活性化事業「海に囲
まれた花のまち演奏会 by Urban 
Saxphone Quartet」

田原市の魅力を音楽に乗せてお届けします。 10月19日
田原文化会館
文化ホール

田原市教育委員会
田原市教育委員会生涯学習課
0531-23-3635

愛知県 田原市 ① 渥美図書館講座「大人の手作り教室」 アロマワックスサシェ教室 11月10日 渥美図書館 田原市渥美図書館
http://www2.city.tahara.aichi.jp
/section/library/

田原市渥美図書館
0531-33-1114

愛知県 田原市 ① 渥美図書館講座「大人の手作り教室」 アロマワックスカップ教室 11月20日 渥美図書館 田原市渥美図書館
http://www2.city.tahara.aichi.jp
/section/library/

田原市渥美図書館
0531-33-1114

愛知県 知多市 ③ 詩の朗読と演奏会
ボランティアによる、宮沢賢治、金子みすゞ他の22編の詩の朗読と市民
オーケストラ弦楽四重奏による日本の歌の演奏会。詩への関心を高めて

10月12日 知多市立中央図書館 知多市立中央図書館 無料
【知多市立中央図書館HP】
https://www.lib.city.chita.aichi.jp

知多市立中央図書館
0562-55-4349

愛知県 知多市 ③
企画展「版画の風景　森岡完介と東海
道五十三次」

日本の風景をテーマに森岡完介のシルクスクリーン版画と歌川広重の浮
世絵「東海道五十三次」を紹介します。シルクスクリーンは、所蔵作品の
他、作家所蔵の作品も展示します。森岡完介の初期から最近の作品を展
示するため作風の変化もご覧いただけます。異なる版画技法による現代
と江戸時代の作家の目を通して表現された日本の風景の違いを紹介しま

11月2日～12月8日
知多市歴史民俗博物館
特別展示室

知多市歴史民俗博物館 無料
【知多市HP】
http://www.city.chita.lg.jp

知多市歴史民俗博物館
（0562-33-1571）

愛知県 知多市 ③ まちづくりセンター文化祭
まちづくりセンター定期利用団体及び一般募集の作品展示（書、写真、絵
画、生け花、俳句、陶芸等）

11月2日
11月3日

八幡・東部・岡田・旭まちづくりセ
ンター

知多市 無料
知多市市民協働課
0562-31-0382

愛知県 知多市 ③ 第24回級位者市民囲碁大会 囲碁の普及活動と囲碁を通じて地域社会に貢献します。 11月3日 知多市勤労文化会館 知多市文化協会 無料
【知多市文化協会】
http://www.aichibunka.sakura.n
e.jp/chita.htm

知多市文化協会
0562-33-0045

愛知県 知多市 ③ 合同歌謡ショー
カラオケ同好会を中心に、歌謡を嗜む団体同士が日頃の成果を発表し親
睦を深めます。

11月3日 知多市勤労文化会館 知多市文化協会 無料
【知多市文化協会】
http://www.aichibunka.sakura.n
e.jp/chita.htm

知多市文化協会
0562-33-0045

愛知県 知多市 ①③ 創作童話教室
童話作家の方をお招きし、創作童話の会会員の作品の公開講評により、
童話の書き方・ポイントを解説し児童文学の魅力を知っていただきます。

11月16日 知多市立中央図書館
創作童話の会「えんぴつ」（知多
市立中央図書館協力団体）

無料
【知多市立中央図書館HP】
https://www.lib.city.chita.aichi.jp

知多市立中央図書館
（0562-55-4349）

愛知県 知多市 ③ 第４６回知多市民美術展
知多市民による日本画、洋画、書、彫刻・工芸、写真の各部門の作品及
びジュニア作品を展示します。

11月21日～24日 知多市勤労文化会館 知多市教育委員会 無料
【知多市HP】
http://www.city.chita.lg.jp

知多市生涯学習課
0562-31-0383

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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愛知県 知多市 ①③ ロビーコンサート
気軽に音楽に触れていただくことを目的に、知多市や近隣市町を中心に
活動される演奏家をお招きし毎月第二土曜日12時から(変更あり)に開催
されるコンサート。

11月9日
11月24日

知多市勤労文化会館ロビー
知多市勤労文化会館運営共同事
業体

無料
【知多市勤労文化会館HP】
https://kinbun-chita.com/

知多市勤労文化会館
0562-33-3600

愛知県 知立市 ③ 民踊のつどい 知立市文化協会に所属する民踊の各部会による発表 11月3日 知立市文化会館
知立市・知立市教育委員会・知立
市文化協会

無料
http://www.katch.ne.jp/~chiryu
bunkyou/

知立市文化協会事務局
（0566-83-0151）

愛知県 知立市 ③ 知立市文化協会創作部門展示 知立市文化協会の創作部門による展示 11月2～3日 知立市文化会館
知立市・知立市教育委員会・知立
市文化協会

無料
http://www.katch.ne.jp/~chiryu
bunkyou/

知立市文化協会事務局
（0566-83-015１）

愛知県 知立市 ③ 知立市文化協会市民茶会 知立市文化協会に所属する茶道の各部会による茶会 11月10日 知立市文化会館
知立市・知立市教育委員会・知立
市文化協会

無料
http://www.katch.ne.jp/~chiryu
bunkyou/

知立市文化協会事務局
（0566-83-015１）

愛知県 知立市 ③ 知立市文化協会美術部門展示 知立市文化協会の美術部門による展示 11月8～10日 知立市文化会館
知立市・知立市教育委員会・知立
市文化協会

無料
http://www.katch.ne.jp/~chiryu
bunkyou/

知立市文化協会事務局
（0566-83-015１）

愛知県 知立市 ③
文化賞･奨励賞･新人賞表彰式／文化
講演会

文化賞・文化奨励賞表彰式１３：３０～１４：００
文化講演会１４：００～１５：３０講師：黛まどか

11月10日 知立市文化会館
知立市・知立市教育委員会・知立
市文化協会

無料
http://www.katch.ne.jp/~chiryu
bunkyou/

知立市文化協会事務局
（0566-83-015１）

愛知県 知立市 ③ 図書館まつり
図書館に親しみをもち、たくさんの皆さんに足を運んでいただくため、読
書週間（10月27日～11月9日）にあわせ開催します。

10月5日～11月12日 知立市図書館 知立市図書館 無料
https://library.city.chiryu.aichi.jp
/

知立市図書館
（0566-83-1131）

愛知県 知立市 ① 猿渡公民館文化発表会 講座受講生、自主グループの作品発表会です。 11月16日～17日 知立市猿渡公民館 知立市教育委員会 無料
知立市教育委員会
生涯学習スポーツ課
生涯学習係0566-83-1165

愛知県 知立市 ① 生涯学習フェスティバル
講座受講生、自主グループの作品展示と芸能発表会、講演会などを開
催

11月23日～24日 知立市中央公民館 知立市教育委員会 無料
知立市教育委員会
生涯学習スポーツ課
生涯学習係0566-83-1165

愛知県 津島市 ① 第63回津島市文化祭美術展
絵画･書･写真等､個性あふれる作品を展示する美術展｡また､各種協賛
行事も同時開催します｡

11月1日～3日 津島市文化会館 津島市・津島市教育委員会 無料 津島市教育委員会社会教育課

愛知県 津島市 ③ 第35回津島市芸能交流会
市文化協会に加盟する芸能団体のステージ発表や茶華道展など、日頃
の活動成果を発表します。

10月27日 津島市文化会館 津島市・津島市教育委員会 無料 津島市文化協会事務局

愛知県 東栄町 ③ 東栄町文化祭
生涯学習講座　文化団体等の成果発表　著名人による講演会
保育園児、小中学生の作品展示

10月27日
10月31日～11月4日

東栄町総合社会
教育文化施設

教育委員会 無料 kyouiku@town.toei.lg.jp
東栄町教育委員会
0536-76-0509

愛知県 東海市 ③
朗読活劇 Recita(レチタ) Calda(カルダ)
「南総里見八犬伝」

中川晃教はじめ、一級品の朗読+芝居+歌+舞+音楽で織りなす伝奇ロマ
ンです。

10月19日 東海市芸術劇場 大ホール 東海市・東海市教育委員会
【東海市芸術劇場HP】
httpｓ://www.tokai-arts.jp/

東海市芸術劇場
0562-38-7030

愛知県 東海市 ① 体力テスト＆ニュースポーツ体験会
自分の運動能力がわかる体力テストと老若男女を問わず誰でも気軽に
楽しめるニュースポーツ体験会を開催します。

10月20日 東海市民体育館 東海市教育委員会 無料
http://www.city.tokai.aichi.jp/35
03.htm

東海市教育委員会スポーツ課
052-603-2211

愛知県 東海市 ① 伊勢湾台風60年演劇上演事業
本市において甚大な被害をもたらした伊勢湾台風から６０年の節目となる
年に、本市での実際の被害状況や出来事を再現した伊勢湾台風６０年防
災ミュージカルを上演します。

10月21日 名和小学校体育館 東海市 無料
防災危機管理課
052-603-2211

愛知県 東海市 ① 太田川健康ウォーキング 高齢者を対象に、太田川駅周辺の約3ｋｍのコースを歩きます。 10月27日
名鉄
太田川駅周辺

東海市・東海市教育委員会 無料
http://www.city.tokai.aichi.jp/35
04.htm

東海市教育委員会スポーツ課
052-603-2211

愛知県 東海市 ①③ 秋の図書館まつり 寄席などのイベントを開催
10月27日
11月9日

東海市立中央図書館 東海市立中央図書館 無料
【東海市立中央図書館HP】
http://www.city.tokai.aichi.jp/to
shokan/

東海市立中央図書館
052-601-5335

愛知県 東海市 ③ 文化祭
市民が日ごろの文化活動の成果を発表する場、文化活動を行う市民相
互の交流の場として市民文化の祭典を開催します。
※東海秋まつり2019と同時開催します。

11月2、3日 東海市芸術劇場 東海市・東海市教育委員会 無料
【東海市芸術劇場HP】
httpｓ://www.tokai-arts.jp/

東海市芸術劇場
0562-38-7030

愛知県 東海市 ③ 文化祭2019美術部門入賞作品展覧会 東海秋まつり２０１９東海市文化祭の美術部門の入賞作品を展示します。 11月5日～10日 東海市芸術劇場 ギャラリー 東海市・東海市教育委員会 無料
【東海市芸術劇場HP】
httpｓ://www.tokai-arts.jp/

東海市芸術劇場
0562-38-7030

愛知県 東海市 ①④ 2019年度星城大学公開講座

1部：13:30～14:50　野場惇平先生
【テーマ】買い物で未来を変える～エシカル消費による購買行動～
経営学を学んでいなくても、商品を購入することで社会や企業に何らかの
影響を及ぼしています。そして、サラリーマンも、主婦も、学生も、赤ちゃ
んも、どんな人も消費者です。例えば、今日着ている服はどこで、誰に
よって、どのように作られているのでしょうか？原材料や原産国の現状を
細かく調べる人はほとんどいないはずです。しかし、作られた商品の中に
は、労働搾取、環境破壊等の深刻な問題が潜んでいます。このような問
題を解決するには、どのような買い物をすればいいのか？グループワー
クなど交えながら皆さんと一緒に明るい未来を考えましょう。
2部：15:20～16:30　牧野多恵子先生
【テーマ】認知症の方とのコミュニケーション
私は〝臨床心理士〟という立場で、病院や施設等で数多くの認知症の
方々と出会い、お話をうかがう機会を得てきました。一口に〝認知症〟と
言っても、それぞれの方が抱えるこころの世界は多彩です。認知症の方
とのコミュニケーションは、〝認知症〟という病気ならではの心理的特徴
を踏まえた上で、その多彩なこころに向き合う・寄り添うことが必要です。
本講座では、「認知症の方の心理的特徴」について研究成果や事例を挙
げながら概説した上、「認知症の方との良好なコミュニケーションの図り
方」について皆さんとともに考えたいと思います。

10月26日 東海市立市民活動センター 星城大学 無料

星城大学エクステンションセン
ター 
TEL：052-221-9884 
E-mail：koukai@seijoh-u.ac.jp

愛知県 東郷町 ③ 東郷町青少年健全育成会表彰式 優良青少年・指導者などの表彰 11月3日 町民会館ホール 生涯学習課 無料
東郷町教育委員会
生涯学習課
0561-38-6411

愛知県 東郷町 ③ 文化産業まつり 文化協会の各種発表や作品展示、囲碁大会、体験コーナー。 11月9日・10日
町民会館
総合体育館
いこまい館

生涯学習課
産業振興課

文化協会関係・生涯学習課
0561-38-6411
まつり関係・産業振興課
0561-38-3111

愛知県 東郷町 ① 少年少女　ミュージッククラス 初めて合唱にふれる子も基礎から発声を学び歌う楽しさを知る 10月6日～3月13日 町民会館　音楽室 生涯学習課
東郷町教育委員会生涯学習課
0561-38-6411

愛知県 東郷町 ① 初心者向け油彩画教室 油彩画を始めてみたい方へ３回に分けて講座を開催します 11月11日～12月9日 町民会館　実習室 生涯学習課
東郷町教育委員会生涯学習課
0561-38-6411

愛知県 東郷町 ① クレイフラワー 樹脂粘土に好きな色を混ぜてアクセサリーを作る講座 11月7日～11月21日 町民会館　第２会議室 生涯学習課
東郷町教育委員会生涯学習課
0561-38-6411

愛知県 東郷町 ① 傾聴学び講座 正しい傾聴の仕方を３回に分けて学ぶ講座 10月28日～11月18日 町民会館　大会議室 生涯学習課 無料
東郷町教育委員会生涯学習課
0561-38-6411

愛知県 東郷町 ③ 文化財めぐり
県指定文化財と町指定文化財を中心として、文化財を見学し、東郷町の
古い歴史に触れる。

10月19日 東郷町内 生涯学習課
東郷町教育委員会生涯学習課
0561-38-6411

愛知県 東郷町 ① 第4回　レクチャーミニコンサート
次代を担うすぐれたアーティストの楽しいお話と質の高い本格的な演奏で
大好評の東郷町オリジナル・サロン風コンサート。

11月15日 町民会館ホール 生涯学習課
東郷町教育委員会生涯学習課
0561-38-6411

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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愛知県 東郷町 ③ 林家木久扇・柳家三三　二人会 林家木久扇・柳家三三の二人会。ゲストにマギー司郎が出演します。 10月21日 町民会館ホール 生涯学習課
東郷町教育委員会生涯学習課
0561-38-6411

愛知県 常滑市 ③ モデル講習会 モデルを使用しての彫塑作品の制作会です。 10月19日～20日 南陵公民館　美術工作室 常滑陶彫会
常滑市生涯学習スポーツ課
0569-44-4600

愛知県 常滑市 ③ 文化振興事業　写真展示 中日写真協会常滑支部による写真展示です。 10月26日～27日 常滑市民文化会館 中日写真協会　常滑支部 無料
常滑市生涯学習スポーツ課
0569-44-4600

愛知県 常滑市 ③ 常滑らんちう愛好会品評大会 飼育したらんちうを協議、評価する品評大会です 10月27日 常滑市役所　南駐車場 常滑らんちう愛好会 無料
常滑市生涯学習スポーツ課
0569-44-4600

愛知県 常滑市 ③
平成31年度文化の日記念「文化振興
事業」
第69回新紀美術展

常滑市の作家の活動発表及び文化交流をします。 11月4～22日 常滑市立図書館　展示室 新紀美術協会 無料
常滑市生涯学習スポーツ課
0569-44-4600

愛知県 常滑市 ③
第42回直心流会少年少女空手道競技
大会

常滑市内の小中学生の空手道競技大会です。 11月10日 サザンアリーナ 日本空手道直心流会
常滑市生涯学習スポーツ課
0569-44-4600

愛知県 常滑市 ③
常滑市民吹奏楽団　第43回定期演奏
会

お客さまと一緒に音楽を楽しめる演奏会です。 11月24日 常滑市民文化会館　ホール 常滑市民吹奏楽団 無料
常滑市生涯学習スポーツ課
0569-44-4600

愛知県 常滑市 ③
Koyomi Belly Dance Entertainment 
Dancers Show 第4回発表会

日々の練習の成果を発表する、ダンスの発表会です。 11月30日 常滑市文民化会館　ホール
Koyomi Belly Dance 
Entertainment

常滑市生涯学習スポーツ課
0569-44-4600

愛知県 飛島村 ①③ 2019飛島ふるさとフェスタ
「小さくてもキラリと光るむらづくり」を目指し、村民が一丸となり参加でき
る総合的なイベントとして、『生涯学習フェスティバル』『健康福祉祭』『農
業祭』を統合して、秋の祭典として開催する。

11月2～3日
飛島村中央公民館、総合体育
館、すこやかセンター

飛島村・飛島村教育委員会
http://www.vill.tobishima.aichi.jp
/

飛島村中央公民館
0567-52-3351

愛知県 豊明市 ① 公開講座
統一テーマは「スポーツと健康」です。10月29日が「スポーツ・運動の意
義」を11月5日は「中高年期のスポーツ医学」を学びます

10月29日・11月5日
名古屋ｷｬﾝﾊﾟｽ体育館・大講義室
（524教室）

桜花学園大学・名古屋短期大学
地域連携ｾﾝﾀｰ

無料
https://www.ohkagakuen-
u.ac.jp/rcc/

桜花学園大学・名古屋短期大学
総務部・0562－97－1306

10月29日は、本学体育
館にて体を動かします。
動きやすい服装・体育館
用シューズ・タオル・飲料
水などをご準備くださ

愛知県 豊川市 ③
南こうせつコンサートツアー2019
～いつも歌があった～

1970年のデビュー以来、今なお日本のフォークソング界の先駆者として
絶大な支持を受けている南こうせつさんのコンサート。デビューから現在
にいたる名曲の数々をユーモアたっぷりなトークとともにお届けします。

10月19日
豊川市文化会館
大ホール

公益社団法人豊川文化協会 http://t-bunkyo.net/
公益社団法人豊川文化協会
0533－89－7082

愛知県 豊川市 ③
ふれあいみんなの芸術祭
市民総合華展

豊川文化協会に所属する華道の11流派が一同に会して行う発表会で
す。

10月26,27日 豊川市勤労福祉会館 公益社団法人豊川文化協会 無料 http://t-bunkyo.net/
公益社団法人豊川文化協会
0533－89－7082

愛知県 豊川市 ③
ふれあいみんなの芸術祭
ほーほう音楽祭

幼稚園児からシルバーまでのすべての世代の市民が出演し、合唱、吹奏
楽など幅広い音楽を披露する発表会です。

10月27日
豊川市文化会館
大ホール

公益社団法人豊川文化協会 http://t-bunkyo.net/
公益社団法人豊川文化協会
0533－89－7082

愛知県 豊川市 ③
ふれあいみんなの芸術祭
三河寿書展

豊川文化協会に所属する団体が、書道作品の展示を行います。 10月29日～11月3日
豊川市桜ケ丘ミュージアム
第4展示室

公益社団法人豊川文化協会 無料 http://t-bunkyo.net/
公益社団法人豊川文化協会
0533－89－7082

愛知県 豊川市 ③
ふれあいみんなの芸術祭
のり子絵手紙クラブ作品展

豊川文化協会に所属する団体が、絵手紙の作品展示を行います。 11月2～7日
豊川市文化会館
展示室

公益社団法人豊川文化協会 無料 http://t-bunkyo.net/
公益社団法人豊川文化協会
0533－89－7082

愛知県 豊川市 ③
ふれあいみんなの芸術祭
芸能大会

豊川文化協会の芸能部門の団体が、日頃の成果を発表します。 11月3日 豊川市文化会館 公益社団法人豊川文化協会 無料 http://t-bunkyo.net/
公益社団法人豊川文化協会
0533－89－7082

愛知県 豊川市 ③
ふれあいみんなの芸術祭
秋の市民茶会

豊川文化協会茶道部が開催するお茶会です。 11月3日 豊川閣 公益社団法人豊川文化協会 http://t-bunkyo.net/
公益社団法人豊川文化協会
0533－89－7082

愛知県 豊川市 ③
ふれあいみんなの芸術祭
中日写真協会　豊川支部　写真展

豊川文化協会に所属する団体が、写真の作品展示を行います。 11月5～10日
豊川市桜ケ丘ミュージアム
第1展示室

公益社団法人豊川文化協会 無料 http://t-bunkyo.net/
公益社団法人豊川文化協会
0533－89－7082

愛知県 豊川市 ③
ふれあいみんなの芸術祭
豊川文化協会文芸局合同色紙展

豊川文化協会文芸局に所属する短歌、俳句、狂俳、川柳の団体が作品
展示を行います。

11月5～10日
豊川市桜ケ丘ミュージアム
第2展示室

公益社団法人豊川文化協会 無料 http://t-bunkyo.net/
公益社団法人豊川文化協会
0533－89－7082

愛知県 豊川市 ③
ふれあいみんなの芸術祭
鳳墨会作品展

豊川文化協会に所属する団体が、水墨画の作品展示を行います。 11月5～10日
豊川市桜ケ丘ミュージアム
第3・4展示室

公益社団法人豊川文化協会 無料 http://t-bunkyo.net/
公益社団法人豊川文化協会
0533－89－7082

愛知県 豊川市 ③
ふれあいみんなの芸術祭
ゆみ水彩画クラブ作品展

豊川文化協会に所属する団体が、水彩画の作品展示を行います。 11月5～10日
豊川市桜ケ丘ミュージアム
第5・6展示室

公益社団法人豊川文化協会 無料 http://t-bunkyo.net/
公益社団法人豊川文化協会
0533－89－7082

愛知県 豊川市 ③
ふれあいみんなの芸術祭
豊川盆栽愛好会

豊川文化協会に所属する団体が、盆栽の作品展示を行います。 11月9,10日 ゆうあいの里ロビー 公益社団法人豊川文化協会 無料 http://t-bunkyo.net/
公益社団法人豊川文化協会
0533－89－7082

愛知県 豊川市 ③
ふれあいみんなの芸術祭
玉祐会展

豊川文化協会に所属する団体が、水墨画の作品展示を行います。 11月12～17日
豊川市桜ケ丘ミュージアム
第1展示室

公益社団法人豊川文化協会 無料 http://t-bunkyo.net/
公益社団法人豊川文化協会
0533－89－7082

愛知県 豊川市 ③
ふれあいみんなの芸術祭
豊川油彩会展

豊川文化協会に所属する団体が、油彩画の作品展示を行います。 11月12～17日
豊川市桜ケ丘ミュージアム
第2・3展示室

公益社団法人豊川文化協会 無料 http://t-bunkyo.net/
公益社団法人豊川文化協会
0533－89－7082

愛知県 豊川市 ③
ふれあいみんなの芸術祭
油彩教室　正風会展

豊川文化協会に所属する団体が、油彩画の作品展示を行います。 11月12～17日
豊川市桜ケ丘ミュージアム
第4展示室

公益社団法人豊川文化協会 無料 http://t-bunkyo.net/
公益社団法人豊川文化協会
0533－89－7082

愛知県 豊川市 ①③
「文字・活字文化の日」のつどい
記念まいにちおはなし会

豊川市中央図書館の読み聞かせボランティアによるおはなし会を開催し
ます。

10月20～29日 豊川市中央図書館 豊川市中央図書館 無料
http://libweb.lib.city.toyokawa.ai
chi.jp/

豊川市中央図書館
0533-85-5536

愛知県 豊川市 ①③ 秋の図書館まつり
うち読講演会、読み聞かせ、野点、ブックトークなど約２０行事を開催しま
す。

10月26日～27日 豊川市中央図書館 豊川市中央図書館 無料
http://libweb.lib.city.toyokawa.ai
chi.jp/

豊川市中央図書館
0533-85-5536

愛知県 豊川市 ①③ うちどくおすすめ本の展示
家族で共通の本を読み、その本の感想を話し合うことで、家族の絆を深
めるとともに読書の習慣化を図ることを目的としたうちどく本を展示しま

11月1日～
30日

豊川市中央図書館 豊川市中央図書館 無料
http://libweb.lib.city.toyokawa.ai
chi.jp/

豊川市中央図書館
0533-85-5536

愛知県 豊川市 ①③
「文字・活字文化の日」によせて　朗読
会

文字・活字文化の日についての理解を深めるため、大人向けの朗読会を
開催します。

11月3日 豊川市中央図書館 豊川市中央図書館 無料
http://libweb.lib.city.toyokawa.ai
chi.jp/

豊川市中央図書館
0533-85-5536

愛知県 豊川市 ③
劇団うりんこ
「きみがしらないひみつの三人」

ヘルメ・ハイネ作の絵本を愛知を代表する児童劇団・劇団うりんこが舞台
化。

10月27日 一宮生涯学習会館 豊川市
豊川市文化会館
0533-84-8411

愛知県 豊川市 ③ 0歳からの本格クラシック
赤ちゃんや小さなお子様と本格的なクラシックの音楽を楽しんでいただき
ます。

11月2日 音羽文化ホール 豊川市
豊川市文化会館
0533-84-8411

愛知県 豊川市 ③ Adamのサックス・パーティー♪
ハイレベルな演奏と楽しいトークで、誰もが笑顔になれるひとときをお届
けします。

11月17日 小坂井文化会館 豊川市
豊川市文化会館
0533-84-8411

愛知県 豊川市 ③ 童謡と映画音楽のひととき
ボランティア団体が独自に企画運営し、様々な楽器や編成を紹介しなが
ら生演奏をお楽しみいただきます。

10月19日 音羽文化ホール
ウィンディアホール
せせらぎ

豊川市音羽文化ホール
0533-88-8010

愛知県 豊川市 ③ ベンチャーズ
ボランティア団体が独自に企画運営し、様々な楽器や編成を紹介しなが
ら生演奏をお楽しみいただきます。

11月16日 音羽文化ホール
ウィンディアホール
せせらぎ

豊川市音羽文化ホール
0533-88-8010

愛知県 豊川市 ③ 津軽三味線の響き
ボランティア団体が独自に企画運営し、様々な楽器や編成を紹介しなが
ら生演奏をお楽しみいただきます。

11月21日 御津文化会館
あったかハートコンサート実行委
員会

豊川市御津文化会館
0533-76-3720

愛知県 豊川市 ③
第34回風景の会絵画展
愛知を描く
～平成の残したい風景～

地元の画家が愛知の風景画を描いた絵画展。作家によるギャラリートー
クも開催します。

10月8～20日 桜ヶ丘ミュージアム 豊川市 無料
豊川市桜ヶ丘ミュージアム
0533-85-3775

愛知県 豊川市 ③ 赤坂の舞台伝統芸能公演
杉森八幡社境内にある農村舞台「赤坂の舞台」を会場に、金沢歌舞伎ほ
かによる市内の伝統芸能の公演を行います。当日は、特設の観客席「小
屋掛け」でご鑑賞いただけます。

10月27日
赤坂の舞台
（杉森八幡社境内）

豊川市
教育委員会

無料
豊川市教育委員会生涯学習課
0533-88-8035

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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愛知県 豊川市 ③
豊川海軍工廠平和公園・平和交流館
講座
「戦争体験を取材して」

『子どもたちに伝えたいわたしの戦争時代』作成のための関係者への取
材やご自身の戦争体験についてお話していただきます。

10月19日
豊川市平和交流館
（豊川海軍工廠平和公園内）

豊川市
教育委員会

無料
豊川市平和交流館
0533-95-3069

愛知県 豊田市 ①
臨地実習指導のコツ～理想の臨地実
習指導者を目指そう！～

臨地実習指導のコツを学ぶ。 10月26日 日本赤十字豊田看護大学 日本赤十字豊田看護大学
https://www.rctoyota.ac.jp/new
s/13568.html

日本赤十字豊田看護大学
企画・地域交流課
0565-36-5111

申込受付中

愛知県 豊田市 ③
ジャン・ロンドー　チェンバロ・リサイタ
ル　in 能楽堂

新世代のチェンバリストによるバロックの名曲演奏を、能楽堂にて披露し
ます。

10月30日 豊田市能楽堂
豊田市文化振興財団、豊田市、
豊田市教育委員会

豊田市コンサートホール・能楽堂
0565-35-8200

正面席4,000円、
脇・中正面席3,000円（学
生1,500円）

愛知県 豊田市 ③
狂言づくし　野村万作・野村萬斎新作
狂言「鮎」

作家・池澤夏樹の作、野村萬斎の演出・出演による新作狂言「鮎」を披露
します。

11月1日 豊田市能楽堂
CBCテレビ、豊田市文化振興財
団、豊田市、豊田市教育委員会、
中日新聞社

豊田市コンサートホール・能楽堂
0565-35-8200

S席8,000円、A席6,800
円、B席5,000円

愛知県 豊田市 ②③ ジュニアブラスコンサート
小学校金管バンドの演奏会を通して、音楽文化の振興と次代の担い手を
育てます。

11月2日 豊田市民文化会館大ホール
豊田市文化振興財団、豊田市、
豊田市教育委員会

無料
豊田市文化振興財団　文化事業
課

愛知県 豊田市 ③
ポーランド国立ワルシャワ室内歌劇場
オペラ　モーツァルト「フィガロの結婚」

ポーランドの名門・ワルシャワ室内歌劇場によるオペラを披露します。 11月3日 豊田市コンサートホール
豊田市文化振興財団、豊田市、
豊田市教育委員会

豊田市コンサートホール・能楽堂
0565-35-8200

S席10,000円、A席8,000
円、B席6,000円（学生
3,000円）

愛知県 豊田市 ③ とよたこども創造劇場公演「夜空食堂」
地域の未来を担う子どもたちに演劇の持つ力を活用し、豊かな情操を養
うとともに、本市における未来の地域文化を担う人材育成を行います。

11月3日 豊田市民文化会館　小ホール
豊田市文化振興財団、豊田市、
豊田市教育委員会

豊田市文化振興財団　文化事業
課

入場料1,000円（全自由
席）

愛知県 豊田市 ②③ 吹奏楽フェスティバル
豊田加茂吹奏楽連盟による、中学校と高等学校の吹奏楽の演奏を通し
て、音楽文化の振興と次代の担い手を育てます。

11月4日 豊田市民文化会館大ホール
豊田市文化振興財団、豊田市、
豊田市教育委員会

無料
豊田市文化振興財団　文化事業
課

愛知県 豊田市 ③ 秋季市民茶会
秋季の市民茶会を開催し、市民に茶の湯が楽しめる席を提供し、生活文
化の向上を図ります。

11月10日
豊田市美術館内　童子苑　又日
亭

豊田市文化振興財団、豊田市、
豊田市教育委員会

無料
豊田市文化振興財団　文化事業
課

愛知県 豊田市 ③
ラファウ・ブレハッチ　ピアノ・リサイタ
ル

2005年にショパン国際ピアノ・コンクールで優勝したブレハッチによるリサ
イタルを開催します。

11月10日 豊田市コンサートホール
豊田市文化振興財団、豊田市、
豊田市教育委員会

豊田市コンサートホール・能楽堂
0565-35-8200

S席：6,000円、A席5,000
円、B席4,000円（学生
2,000円）

愛知県 豊田市 ①③ 第５６回　豊田市民美術展　展覧会
市民が取り組む創作活動の充実と深化のために開催します。「絵画」、
「彫刻・インスタレーション」、「工芸」、「書道」、「写真」、「デザイン」の６部
門で実施します。

11月17日～11月24日 豊田市民文化会館　展示室A・B
豊田市、
豊田市教育委員会

無料
文化振興課
0565-34-6631

作品応募期間は10月1
日～10月15日

愛知県 豊田市 ② 豊田市小中学生科学研究作品展
豊田市内の小中学生の科学研究のうち、優秀な研究（作品）を展示しま
す。

10月26日～27日 豊田市産業文化センター
豊田市教育研究会
豊田市教育委員会

無料
教育センター
0565-48-2051

愛知県 豊田市 ① とよた交通安全フェスタ 親子で交通安全を楽しく学べるイベントを実施 10月26日 鞍ケ池公園
とよた交通安全フェスタ実行委員
会

無料 https://signal.toyota.aichi.jp/
交通安全防犯課
0565-34-6633

R1.10月上旬に更新予定

愛知県 豊田市 ①
企画展「猪・鹿・カモ!?～豊田に棲む３
つのシシ達～」

市域の７割が森林である豊田市に棲むニホンイノシシ、ニホンジカ、ニホ
ンカモシカの３種類の動物たちの生態と、ヒトとの関わりを紹介します。

9月28日～12月1日 豊田市郷土資料館 豊田市教育委員会 無料
文化財課
0565-32-6561

愛知県 豊田市 ① 「秋のぶらコロモ～グルめぐり編～」
クイズを解きつつまちなかを散策し、挙母の町の歴史・文化を発見しても
らうイベントです（ガイドはつきません）。

9月1日～11月30日
豊田市中心街（地図は、近代の
産業とくらし発見館で配布してい

豊田市教育委員会 無料
近代の産業とくらし発見館
0565-33-0301

愛知県 豊田市 ①
企画展「土偶コレクション～縄文の祈
り～」

市が寄贈を受けた東日本を中心とする土偶を展示します。 10月26日～12月18日 足助中馬館 豊田市教育委員会 無料
文化財課
0565-32-6561

愛知県 豊田市 ① 企画展「今朝平遺跡の縄文人」 足助町に所在する今朝平遺跡の出土資料を展示します。 10月26日～12月18日 足助資料館 豊田市教育委員会 無料
文化財課
0565-32-6561

愛知県 豊田市 ①③④
藤嶋塾「こんなに面白い！かがくの世
界」

小学生以上を対象とし、「かがく」に関する楽しいお話しや実験を通して、
「かがく」の面白さを学ぶ

10月14日 豊田市中央図書館 豊田市中央図書館 無料
豊田市中央図書館
0565-35-0717

愛知県 豊田市 ① としょかんまつり
図書館の読み聞かせグループが集まり、絵本や紙芝居などを使った様々
な演目を行う

10月16日 豊田市中央図書館 豊田市中央図書館 無料
豊田市中央図書館
0565-35-0717

愛知県 豊田市 ①③ 第5回とよた手作り絵本展 手作り絵本の展示、気に入った本への市民投票を受付 10月26日～11月4日 豊田市中央図書館 とよた手作り絵本展実行委員会 無料
とよた手作り絵本展実行委員会
（代表：前田）
090-4195-3659

愛知県 豊田市 ①③ バックヤードツアー
①文学コース　②自動車コース　③児童コースの3つに分かれて中央図
書館のバックヤードを見学する

11月3日 豊田市中央図書館 豊田市中央図書館 無料
豊田市中央図書館
0565-35-0717

愛知県 豊田市 ① 赤ちゃんのための絵本講座０歳
乳児と保護者が一緒に参加して絵本に親しみ、絵本の選び方や読み方
等について学ぶ講座。０歳児向け。

11月6日 豊田市中央図書館 豊田市中央図書館 無料
豊田市中央図書館
0565-35-0717

愛知県 豊田市 ① 赤ちゃんのための絵本講座１歳
乳児と保護者が一緒に参加して絵本に親しみ、絵本の選び方や読み方
等について学ぶ講座。１歳児向け。

11月7日 豊田市中央図書館 豊田市中央図書館 無料
豊田市中央図書館
0565-35-0717

愛知県 豊田市 ①
みずほ銀行共催　MYセカンドライフ講
座

充実したセカンドライフを送るために、ライフプランと資産運用の基本につ
いて解説する

11月12日 豊田市中央図書館 豊田市中央図書館 無料
豊田市中央図書館
0565-35-0717

愛知県 豊田市 ①③
ビブリオトーク～私のイチオシ本はこ
れだ！～

中高生を対象にビブリオバトルを開催する。傍聴者の投票によってチャン
プ本を決定する

11月17日 豊田市中央図書館 豊田市中央図書館 無料
豊田市中央図書館
0565-35-0717

愛知県 豊田市 ①③
豊田市民芸館特別展「柚木沙弥郎の
染色　もようと色彩」

国際的に高い評価を受けている染色家・柚木沙弥郎の展覧会。日本民
藝館巡回展。

9月10日（火）～12月1日（日） 豊田市民芸館 豊田市教育委員会
http://www.mingeikan.toyota.aic
hi.jp

0565-45-4039

一般300円、大高生200
円、　中学生以下と70歳
以上、豊田市内在住・在
学の高校生、障がい者
は無料（要証明書）

愛知県 豊田市 ①③ 旧鈴木家住宅修理工事特別公開
現在修理が行われている旧鈴木家住宅を一般の方公開し、見学をしても
らうイベントです。体験していただくコーナーもあります。

11月2日 足助町内 豊田市教育委員会 無料
http://www.city.toyota.aichi.jp/k
urashi/shogaigakushu/1009223/
1028563.html

文化財課　足助分室
0565-62-0609

愛知県 豊田市 ② 豊田市小中学生科学研究作品展
豊田市内の小中学生の科学研究のうち、優秀な研究（作品）を展示しま
す。

10月26日～27日 豊田市産業文化センター
豊田市教育研究会
豊田市教育委員会

無料
教育センター
0565-48-2051

愛知県 豊田市 ①③
とよたものづくりフェスタ2019（わくわく
ワールド）

トヨタ技術会による「ＴＥＳフェスティバル」と共同で開催するもので、子ども
たちがものづくりの楽しさを出展者と一緒に感じるイベントです。

11月3日 豊田スタジアム
とよたものづくりフェスタ実行委員
会

無料
ものづくりサポートセンター
0565-47-1260

愛知県 豊田市 ①③ 猿投地区ふれあいまつり
地域住民や猿投北交流館自主グループが、日ごろの活動や学習成果を
発表し、地域の交流を深めるとともにふれあいの場とするイベントです。

10月20日
猿投北交流館
加納小学校体育館

猿投地区ふれあいまつり実行委
員会

無料
http://ph-
toyota.jp/guide/sanagekita/

猿投北交流館
0565-45-5480

愛知県 豊田市 ①③ 歴史を歩こう！WE LOVE さなげ 地域の史跡を巡りながら、ウオーキングをします。 11月10日 猿投北交流館 猿投北交流館 無料
http://ph-
toyota.jp/guide/sanagekita/

猿投北交流館
0565-45-5480

愛知県 豊田市 ①③ 親子であそぼ！ 親子でふれあい遊びをする。また、おたのしみものづくりも行います。 11月13日 猿投北交流館 猿投北交流館 無料
http://ph-
toyota.jp/guide/sanagekita/

猿投北交流館
0565-45-5480

愛知県 豊田市 ①③ おいでん猿投北 ロビーコンサートを行い、気軽にシャンソンを聞いてもらう。 11月16日 猿投北交流館 猿投北交流館 無料
http://ph-
toyota.jp/guide/sanagekita/

猿投北交流館
0565-45-5480

愛知県 豊田市 ①③ 保見ふれあい祭り
地域住民、交流館利用者の学習成果の発表の場、世代間交流の場。学
習するきっかけづくりの場

11月3日 保見交流館 豊田市 無料
保見交流館
0565-48-3403

愛知県 豊田市 ①③ 猿投台ふれあいまつり
地域住民及び交流館利用団体、各学校等による日頃の学習成果の発表
を行います。芸能発表や作品展示、バザーなどがあります。

11月3日 猿投台交流館
猿投台ふれあいまつり実行委員
会

http://ph-
toyota.jp/guide/sanagedai/inde
x.php

猿投台交流館
0565-45-2838

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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愛知県 豊田市 ①③ 前林地域ふれあいまつり
地域住民や交流館利用団体が日頃の学習成果や活動を発表し、体験や
ふれあいを通して、ふれあい豊かな住みよい地域づくりを考え啓発するイ
ベントです。

10月27日 前林交流館
前林地域ふれあいまつり実行委
員会

前林交流館
0565-52-5474

愛知県 豊田市 ① ダンディシニアとおいもほり
地域のシニア団体が育てたさつま芋を親子で協力して掘り、収穫の楽し
さや大変さを体験するイベントです。また芋ほりを通して地域団体と交流

11月3日 前林交流館付近の畑 前林交流館
前林交流館
0565-52-5474

愛知県 豊田市 ①③ ほっこりサロン「ウクレレ演奏会」
地域の豊富な経験・技術をお持ちの方を講師に迎え、演奏会を通して地
域交流の輪を広げます。誰でも気軽に参加できるサロンです。

11月5日 前林交流館 前林交流館 無料
前林交流館
0565-52-5474

愛知県 豊田市 ①③
ほっこりサロン「タッセルキーホルダー
作り」

地域の豊富な経験・技術をお持ちの方を講師に迎え、ものづくりを通して
地域交流の輪を広げます。誰でも気軽に参加できるサロンです。

11月19日 前林交流館 前林交流館
前林交流館
0565-52-5474

愛知県 豊田市 ①③ 下山ふれあいまつり 地域住民の交流及び自主グループの成果発表 10月27日 豊田市下山交流館 下山地区コミュニティ会議 無料
豊田市下山交流館
0565-91-1650

愛知県 豊田市 ① 子育てサロンスペシャル 親子でハロウィンを楽しむ簡単な工作をします。 10月23日 末野原交流館 末野原交流館 無料
http://ph-
toyota.jp/guide/suenohara/

末野原交流館
0565-26-6200

愛知県 豊田市 ①③ 石野地区ふれあいまつり 日頃の生涯学習の成果発表と地域住民のふれあいを目的に行います。 11月3日 豊田市石野交流館
石野地区ふれあいまつり実行委
員会

豊田市石野交流館
（0565）42-1711

愛知県 豊田市 ①③ 陶工房「崇化館」まめ皿づくり
館の特徴である陶芸窯を使用して、自分だけのオリジナルまめ皿を作り
ます。粘土1キロで成形から絵付けまで行い、開始時時間は午後6時なの
で昼間は仕事の方や子どもたちも、ものづくりの楽しさが感じられる催し

10月25日
11月15日

豊田市崇化館交流館 同左
http://ph-
toyota.jp/guide/soukakan/

豊田市崇化館交流館
0565-33-0750

愛知県 豊田市 ①③ 藤岡地区ふれあいフェスタ
藤岡地区コミュニティ会議が主催するもので、地域住民や地域団体等に
よる活動の発表等を通じ、地域のふれあいや交流を図るイベントです。

11月3日 藤岡交流館
藤岡地区
コミュニティ会議

無料
藤岡交流館
0565-76-1612

愛知県 豊田市 ①③ 朝日丘フェスタ2019
地域住民および交流館自主グループの学習成果の発表の場として、作
品展示、芸能発表、バザー、各種イベントを行います。

11月3日 朝日丘交流館 朝日丘フェスタ2019実行委員会
朝日丘フェスタ2019実行委員会
（朝日丘交流館内）
0565-34-1561

愛知県 豊田市 ①③ 中花吉（なかよし）サロン
毎月第1水曜日開催。コーヒーサービス、保健師の健康相談コーナーな
ど。11月はギター演奏もある、くつろぎと、ふれあいのサロンです。

11月6日 若園交流館 豊田市若園交流館
若園交流館
0565－53－0028

愛知県 豊田市 ①③ 若園ふれあいまつり
芸能発表、書画、手芸作品などの展示で日頃の成果を発表します。手作
り品の販売や体験イベントもある、誰もが楽しめるおまつりです。

11月10日 若園交流館 若園ふれあいまつり実行委員会
若園交流館
0565－53－0028

愛知県 豊田市 ① 少年の主張発表大会 小中高の生徒の主張発表 11月10日 上郷交流館 上郷地区コミュニテイ会議 無料
上郷交流館
0565-21-1881

愛知県 豊田市 ①②③
第９回　藤岡南ふれあいフェスティバ
ル

住民及び交流館利用者の様々な活動成果発表の場、交流の場、また新
たな活動へのきっかけづくりの場です。
加えて、地域の中学校の文化祭と共催し、多世代の世代間交流を図りま
す。

10月26～27日

藤岡南交流館
西中山自治区
藤岡南中学校
中山小学校

藤岡南ふれあいフェスティバル実
行委員会

無料

藤岡南ふれあいフェスティバル実
行委員会
事務局　藤岡南交流館
0565-75-1707

愛知県 豊田市 ①③ 足助地区ふれあいまつり
自主グループをはじめ地域住民の学習成果発表の場として開催。小中学
生の作品展示など大勢の人に楽しく交流してもらえるイベントです。

10月27日 足助交流館
足助地区ふれあいあつり実行委
員会

無料
足助交流館
62-1251

愛知県 豊田市 ①③
第３７回梅坪台ふれあいまつり
～梅坪台地区防災・交通安全フェスタ
～

地区住民、交流館利用者による作品展示、芸能発表や地域団体、ボラン
ティアグループの活動紹介、手作り品販売、スポーツ体験等を行います。

11月3日
梅坪台交流館
梅坪小学校
梅坪中央公園

梅坪台ふれあいまつり実行委員
会
梅坪台交流館

http://ph-
toyota.jp/guide/umetsubodai/in
dex.php

梅坪台交流館
0565-31-0402

愛知県 豊田市 ③ 松平☆サロンコンサート
生のジャズ音楽に触れる機会を通して、文化交流、地域の交流を図りま
す。

11月24日 松平交流館
公益財団法人　豊田市文化振興
財団

無料 ph-toyota.jp
松平交流館
0565-58-0073

松平サロンいちば同時
開催

愛知県 豊田市 ① 美里サバイバル探検
子どもたちが様々な体験を通し生きる力を育むきっかけをつくる事業を行
います。今回は竹を使った遊びや野外料理を行い、アウトドア体験を楽し

11月3日 神池公園 ボーイスカウト豊田第34団
美里交流館
0565-80-1697

愛知県 豊田市 ①③ 第39回美里ふれあいフェスタ
交流館利用者と地域住民の日頃の学習成果の発表、地域住民の交流の
場として開催。芸能発表、バザー、作品展示、体験　など

10月27日
美里交流館・
第1，3駐車場

美里ふれあいフェスタ実行委員
会

美里交流館
0565-80-1697

愛知県 豊田市 ①③ 第5回美里ふるさとまつり
住民のふれあいや絆づくり、伝統芸能の発表と披露の場づくりを目的とし
て開催。芸能発表、バザー　など

10月27日 美里交流館第2駐車場 美里ふるさとまつり実行委員会
美里ふるさとまつり実行委員会
090-4447-2054

愛知県 豊田市 ①③ 竜神ふれあいまつり
地域の方による作品展示や芸能発表など日頃の学習成果を披露しま
す。また、大人から子どもまでものづくりの体験もできます。

11月3日 豊田市竜神交流館 竜神ふれあいまつり実行委員会
http://ph-
toyota.jp/guide/ryuujin/

竜神交流館
0565-29-1819

愛知県 豊田市 ①③ 井郷地区ふれあい祭
自主グループ等による芸能発表会や作品展示、バザーや体験もできる
地区をあげてのイベントです。

10月27日 猿投コミュニティセンター 井郷地区ふれあい祭実行委員会 無料
井郷交流館
0565-45-4807

愛知県 豊田市 ①③ 益富ふれあいまつり
地域住民及び当交流館の利用団体が、日頃の成果や活動を発表するこ
とで、交流を深めるとともに、ふれあい豊かな住みよい地域づくりを考え、
啓発する機会にするイベントです。

11月3日
豊田市
益富交流館

益富ふれあいまつり実行委員会 無料
豊田市益富交流館
0565－80－3520

愛知県 豊田市 ①③ 高橋地区「輪・和まつり」
利用団体や地域住民の学習成果の発表を通じて、地域住民同士の交流
を図る。

10月27日
高橋交流館
高橋中学校

高橋地区「輪・和まつり」実行委
員会

無料
高橋交流館
0565-88-4887

愛知県 豊田市 ①③ あさひまつり2019
利用団体や地域住民の学習成果の発表を通じて、地域住民同士の交流
を図る。

11月2日～11月3日
旭総合体育館
小渡小グラウンド

高橋地区「輪・和まつり」実行委
員会

無料
旭交流館
0565-68-2215

愛知県 豊田市 ②
Making things from Wood using 
ENGLISH
 -ウッドクラフトを作ろう！-

英語や日本語で会話を楽しみながら、木の枝・リサイクル木材でコース
ターや鉛筆立てなどを創作しよう！木の名前と豆知識を学びながら、加
工する道具の使い方もお教えします。

10月19日 愛知工業大学八草キャンパス 愛知工業大学
http://www.ait.ac.jp/career/ext
-center/

ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ
0565-48-8121　内線1054

事前申込が必要です。
（申込先着順）

愛知県 豊田市 ①③ 若林地区ふれあいまつり
利用団体や地域住民の学習成果の発表を通じて、地域住民同士の交流
を図る。

11月3日 若林交流館
若林地区ふれあいまついり実行
委員会

無料
豊田市若林交流館
0565-52-3858

愛知県 豊根村
①②
③④

とよね祭り
村政130周年を記念し、豊根村での文化促進及び村民間の交流を主目的
としながら、村民、村内外の文化団体及び小中学校児童・生徒等が参加
し、各種の催し物を実施する予定。

10月20日 とよねドームほか 豊根村 無料 豊根村役場地域振興課

愛知県 豊橋市 ①
第1回小学生サイエンスアイデア作品
展

科学的な考え方や知識をもとに、ちょっとした工夫でくらしに役立つ作品、
発想や科学を楽しむ作品などを募集・展示します。

10月12日～11月10日 豊橋市地下資源館 豊橋市教育部科学教育センター 無料
http://www.toyohaku.gr.jp/chika
/

豊橋市地下資源館
0532-41-3330

愛知県 豊橋市 ①④ 第15回自然史博物館自由研究展 市内の小中学生が行った自由研究の優秀作品を展示します。 10月12日～11月10日 豊橋市自然史博物館 豊橋市自然史博物館
http://www.toyohaku.gr.jp/sizen
si/

豊橋市自然史博物館
（0532-41-4747）

愛知県 豊橋市 ①④ 収蔵庫見学会「化石その２」 博物館の収蔵庫に保管されている未公開資料を見学できます。 11月3日 豊橋市自然史博物館 豊橋市自然史博物館
http://www.toyohaku.gr.jp/sizen
si/

豊橋市自然史博物館
（0532-41-4747）

愛知県 豊橋市 ①④
名古屋大学出前授業
「ハエが奏でる愛の歌」

ショウジョウバエが、求愛歌を奏でることを知っていますか？この、オスが
メスのために発する音を、ハエの脳がどのように理解するのか、そのしく
みを紹介します。

11月17日 豊橋市自然史博物館 豊橋市自然史博物館
http://www.toyohaku.gr.jp/sizen
si/

豊橋市自然史博物館
（0532-41-4747）

愛知県 豊橋市 ①④ 豊橋周辺の植物化石 故・黒田啓介氏から寄贈された植物化石を紹介します。 11月24日 豊橋市自然史博物館 豊橋市自然史博物館
http://www.toyohaku.gr.jp/sizen
si/

豊橋市自然史博物館
（0532-41-4747）

愛知県 豊橋市 ①③ ジュディ・オング倩玉　木版画の世界
歌手・女優としても活躍する「ジュディ・オング倩玉」のもう一つの活動の
場である木版画を紹介します。

10月5日～11月17日 豊橋市二川宿本陣資料館 豊橋市
【豊橋市二川宿本陣資料館ホー
ムページ】
http://www.futagawa-honjin.jp/

豊橋市二川宿本陣資料館
0532-41-8580

愛知県 豊橋市 ①③ 二川宿本陣まつり「大名行列」
二川宿の旧街道を舞台に、吉田城主松平伊豆守の大名行列をモデルと
した時代風俗絵巻を再現します。

11月3日 豊橋市二川宿本陣資料館周辺
二川宿本陣まつり開催実行委員
会　　豊橋市

【豊橋市二川宿本陣資料館ホー
ムページ】
http://www.futagawa-honjin.jp/

豊橋市二川宿本陣資料館
0532-41-8580

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

愛知県 豊橋市 ①③
豊橋まつり関連イベント「わくわく縄文
＆弥生体験」

特設ブースで、勾玉や小さな土器づくりを随時受け付けます。 10月19日・20日 豊橋公園（美術博物館前） 豊橋市
【豊橋市美術博物館ホームペー
ジ】http://www.toyohashi-
bihaku.jp/

豊橋市文化財センター
0532-56-6060

愛知県 豊橋市 ①③
第３回とよはし歴史座「東海地方と水
中の文化遺産」

今話題の水中考古学について、知られざる魅力や最新の取り組みを紹
介します。

11月16日 カリオンビル多目的ホール 豊橋市 無料
【豊橋市美術博物館ホームペー
ジ】http://www.toyohashi-
bihaku.jp/

豊橋市文化財センター
0532-56-6060

愛知県 豊橋市 ①③ 企画展「遺跡でブラトヨハシ」 身近に散策できる市内の遺跡について、調査成果を交えて紹介します。 11月23日～1月26日 豊橋市美術博物館 豊橋市 無料
【豊橋市美術博物館ホームペー
ジ】http://www.toyohashi-
bihaku.jp/

豊橋市文化財センター
0532-56-6060

愛知県 豊橋市 ①③
開館４０周年記念　豊橋市美術博物館
コレクション名品展「ナイン・ストーリー
ズ」

１，８００点余の収蔵美術資料のなかから作品をピックアップして紹介す
る、開館以来４０年の収集活動の集大成といえる展覧会です。

10月5日～11月17日 豊橋市美術博物館 豊橋市
【豊橋市美術博物館ホームペー
ジ】http://www.toyohashi-
bihaku.jp/

豊橋市美術博物館
0532-51-2882

愛知県 豊橋市 ① 丸山薫パネル展示
丸山薫賞受賞者のあゆみと、図書館へ寄附された愛用品や図書を展示
し、丸山氏の足跡を振り返る。

10/19～11/17 豊橋市中央図書館 豊橋市図書館 無料
http://www.library.toyohashi.aic
hi.jp/

豊橋市中央図書館
0532-31-3131

愛知県 豊橋市 ③ 秋の市民茶会 市内8流派による秋の合同茶会です。 10月19～20日 豊橋市民文化会館 公益財団法人豊橋文化振興財団
公益財団法人豊橋文化振興財団
0532-39-5211

愛知県 豊橋市 ③ 豊橋総合いけばな展 市内9流派による合同花展です。 10月19～20日 豊橋市民文化会館展示室 公益財団法人豊橋文化振興財団 無料
公益財団法人豊橋文化振興財団
0532-39-5211

愛知県 豊橋市 ③ 第62回邦楽大会　民踊・新舞踊の部 市内邦楽団体による披露です。 10月27日 豊橋市民文化会館　　ホール 公益財団法人豊橋文化振興財団
公益財団法人豊橋文化振興財団
0532-39-5211

愛知県 豊橋市 ③ 第49回俳画展 一般公募による俳画作品約100点を展示します。 10月29～11月3日 豊橋市民文化会館　　展示室 公益財団法人豊橋文化振興財団 無料
公益財団法人豊橋文化振興財団
0532-39-5211

愛知県 豊橋市 ③ 高校生と創る演劇『転校生』
公募した高校生キャスト・スタッフがプロのスタッフと創り上げる演劇で
す。

11月2～4日
穂の国とよはし芸術劇場PLAT　
アートスペース

公益財団法人豊橋文化振興財団
https://www.toyohashi-
at.jp/event/performance.php?id
=664

プラットチケットセンター
0532-39-3090

愛知県 豊橋市 ③ 第45回豊橋音楽連盟コンサート 豊橋音楽連盟会員によるクラシック音楽を中心としたコンサートです。 11月3日 豊橋市民文化会館　　ホール 公益財団法人豊橋文化振興財団
公益財団法人豊橋文化振興財団
0532-39-5211

愛知県 豊橋市 ③ 第51回コーラスのつどい 市内で活動するコーラスグループが一同に集うコンサートです。 11月13日 豊橋市民文化会館　　ホール
公益財団法人豊橋文化振興財団
コーラスのつどい代表者会議

無料
公益財団法人豊橋文化振興財団
0532-39-5211

愛知県 豊橋市 ③
第62回邦楽大会　民謡・三味線・尺
八・大正琴・太鼓の部　筝曲・長唄・小
唄の部

市内邦楽団体による演奏会です。 11月17日 豊橋市民文化会館　　ホール 公益財団法人豊橋文化振興財団
公益財団法人豊橋文化振興財団
0532-39-5211

愛知県 豊橋市 ③
三遠南信ふるさと歌舞伎交流豊橋大
会

三遠南信地域の地芝居（素人歌舞伎）の保存会が一堂に会して上演しま
す。

11月17日 穂の国とよはし芸術劇場
三遠南信ふるさと歌舞伎交流豊
橋大会実行委員会

無料
豊橋市役所「文化のまち」づくり課　
0532-51-2873

愛知県 豊橋市 ③ 吉田文楽保存会定期公演
慶長年間より継承する飽海人形浄瑠璃芝居（吉田文楽）の保存会による
定期公演です。

11月24日 豊橋市民文化会館 吉田文楽保存会 無料
豊橋市役所「文化のまち」づくり課　
0532-51-2873

愛知県 豊橋市 ③ 丸山薫研究会講演会 詩人の冨長覚梁氏による講演です。 11月30日 穂の国とよはし芸術劇場 丸山薫研究会 無料
豊橋市役所「文化のまち」づくり課　
0532-51-2874

愛知県 豊橋市 ① Jr.サイエンス講座
科学技術への興味・関心を高めてもらうため，小中学生に簡単な実験・実
習を体験してもらいます。

10月19日～20日 豊橋市視聴覚教育センター 国立大学法人豊橋技術科学大学 無料
http://www.sharen.tut.ac.jp/　
（掲載予定）

研究支援課地域連携係
0532-44-6569

愛知県 豊橋市 ① 豊橋技術科学大学一般公開講座
高校生以上の地域の方に，科学，技術，ものづくりの面白さを知って頂く
ため，公開講座を開催します。

11月1日、8日、15日
豊橋技術科学大学
A2-101講義室

国立大学法人豊橋技術科学大学 無料
http://www.tut.ac.jp/cooperatio
n/ecourse.html（掲載予定）

研究支援課地域連携係
0532-44-6569

愛知県 豊山町 ③ 豊山町文化展 陶芸、生け花、絵画、手芸、書、写真等の作品展示を行います。 11月9～10日 豊山町社会教育センター 豊山町文化協会
豊山町文化協会
0568-28-2102

出品料：会員は無料、会
員以外は１点につき200

愛知県 豊山町 ③ 豊山町文化芸能発表会 文化協会所属芸能クラブによる芸能発表を行います。 11月10日 豊山町社会教育センター 豊山町文化協会
豊山町文化協会
0568-28-2102

愛知県 豊山町 ① 図書リサイクル 保存期限の過ぎた図書館の図書や雑誌を希望者に譲渡します。 未定 豊山町社会教育センター 豊山町教育委員会事務局 無料
豊山町社会教育センター 図書室
0568-28-5449

愛知県 豊山町 ①④ 豊山町環境フェスティバル
ごみ減量、リサイクルなど地球環境をいかにして守るかを学ぶため、廃棄
物処理施設ＰＲ、おもちゃ病院、ごみ収集体験のほか、フリーマーケットを
行います。

11月9日 スカイプール駐車場 豊山町
住民課環境保全係
0568-28-0916

月曜休館

愛知県 長久手市 ①③

2019年度　愛知県立大学　生涯発達
研究所連続セミナー第３回
多文化社会における多職種連携－教
育と福祉の現場から－
教育現場における多文化共生の今

外国人が多い地域での、幼児の保育・療育における取り組みや保護者へ
の支援、小学校入学前のプレスクールの実践報告から、現状と課題や多
職種連携について考えます。

11月16日
愛知県立大学長久手キャンパス　
Ｓ201教室

愛知県立大学生涯発達研究所・
教育福祉学部

無料
http://www.bur.aichi-
pu.ac.jp/renkei/

愛知県立大学
研究支援・地域連携課
℡：0561-76-8843
メール：renkei@bur.aichi-pu.ac.jp

愛知県 長久手市 ③ 第7回長久手市民芸能フェスタ
長久手市文化協会及び市内の団体が楽器演奏、舞踊等、日頃の成果を
発表します。

11月3日 文化の家 長久手市文化協会 無料

9月末から市HPに掲載
長久手市HP
http://www.city.nagakute.lg.jp/i
ndex.html

長久手市くらし文化部
生涯学習課
0561-56-0627（直通）

愛知県 長久手市 ③ 令和元年度色金山茶会
色金山で軍議を開いたとされる徳川家康や小牧・長久手の戦いの歴史を
しのびながら、茶道に親しむ機会を提供します。

10月27日 色金山歴史公園 長久手市文化協会・長久手市

9月末から市HPに掲載
長久手市HP
http://www.city.nagakute.lg.jp/i
ndex.html

長久手市くらし文化部
生涯学習課
0561-56-0627（直通）

愛知県 長久手市 ③
令和元年度BIBLIOTECA－ARTE長久
手市中央図書館美術展

図書館の中のギャラリーという特徴あるスペースを活用し、生涯学習の
一環として、愛知県立芸術大学の学生等の作品を展示し、芸術鑑賞の場

11月9日～24日
長久手市中央図書館2階
ギャラリー

長久手市 無料
長久手市中央図書館
0561-63-8006

広報・HPは11月ごろ掲
載

愛知県 長久手市 ①③

ミニ公開講座「国際HAIKUプロジェク
ト：世界文学としてのHAIKU　もっと楽
しむ英語俳句の世界（実践・スキル
アップ編）」

英語俳句の第一人者である講師の解説・手ほどきをうけて俳句の国際化
を理解し、英語で俳句を実際に創作します。先着30名です。

10月22日
愛知県立大学長久手キャンパス
多目的ホール（K棟）

愛知県立大学文字文化財研究所 無料
http://www.bur.aichi-
pu.ac.jp/renkei/

愛知県立大学
研究支援・地域連携課
℡：0561-76-8843
メール：renkei@bur.aichi-pu.ac.jp

愛知県 長久手市 ①③

2019年度　愛知県立大学　生涯発達
研究所　連続セミナー第２回　
多文化社会における多職種連携－教
育と福祉の現場から－
教育現場における多文化共生の今

外国人児童生徒が多い学校での子どもたちの様子や子どもと家庭への
支援システムについて、また、ＬＧＢＴＱＩＡの生徒にとってのインクルーシ
ブな学校づくりについての報告を受けて、多職種連携について考えます。

10月25日
愛知県立大学長久手キャンパス
多目的ホール（K棟）

愛知県立大学生涯発達研究所・
教育福祉学部

無料
http://www.bur.aichi-
pu.ac.jp/renkei/

愛知県立大学
研究支援・地域連携課
℡：0561-76-8843
メール：renkei@bur.aichi-pu.ac.jp

愛知県 長久手市 ①③

東アジアの民主主義を台湾から考え
る―雷震日本留学（一高1年・八高3
年・京都帝大3年半）百年記念・逝去四
十周年記念国際講演会　同時開催：
雷震・国際シンポジウム

雷震は、大正デモクラシー隆盛期に日本に留学し、京都帝大で民主・憲
政思想を研究、中国では蒋介石の政策顧問を務め、台湾に渡ると在野
の立場から蒋介石の独裁を批判した、台湾の民主主義の礎を築いた人
物です。

11月9日～10日
愛知県立大学長久手キャンパス
Ｓ201教室・Ｓ１01教室

愛知県立大学雷震研究会 無料
http://www.bur.aichi-
pu.ac.jp/renkei/

愛知県立大学
研究支援・地域連携課
℡：0561-76-8843
メール：renkei@bur.aichi-pu.ac.jp

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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愛知県 長久手市 ①③
ミニ公開講座「朝鮮民主主義人民共
和国における障がい者支援の現状と
課題ー私たちにできることは何か？」

本ミニ公開講座では、特に朝鮮民主主義人民共和国の障がい者政策を
めぐる現状と課題についてともに学び、そして隣国に暮らすものとして、
一体何ができるのかを、考える機会をもちます。

11月13日
愛知県立大学長久手キャンパス
Ｓ201教室

愛知県立大学地域連携センター 無料
http://www.bur.aichi-
pu.ac.jp/renkei/

愛知県立大学
研究支援・地域連携課
℡：0561-76-8843
メール：renkei@bur.aichi-pu.ac.jp

愛知県 長久手市 ③ 愛知県立大学第22回県大祭

各サークルによる展示・発表、ステージでの学生による演奏、ダンスパ
フォーマンスおよびゲーム企画、さらに、模擬店、芸能人ライブﾞ（無料）等
多くの催し物が実施されます。
夜はイルミネーションや花火もあり、盛りだくさんな内容で開催してます。

11月2日　～4日
愛知県立大学
長久手キャンパス

愛知県立大学 無料
【第22回県大祭HP】
https://22ndkohosns.wixsite.co
m/22ndapukendaisai

愛知県立大学
学生支援課
Tel　0561-76-8828

愛知県 長久手市 ②③ 第11回多言語競演レシテーション大会

外国語学習に励む学生たちが外国語の文学作品などの暗唱やパフォー
マンスで、日頃の学習成果を発表し、競い合います。大学祭期間中に開
催され、英語だけでなく、ポルトガル語、スペイン語、中国語等、多言語で
行われるイベントです。

11月3日
愛知県立大学
長久手キャンパスS棟S201教室

愛知県立大学外国語学部 無料

愛知県立大学学務課外国語学部
担当
TEL: 0561-76-8824

愛知県 長久手市 ①③
「世界展開する海外日本研究者に学
ぶ」公開シンポ ジウム

「スペインの古文書・研究文献に見る日本観 ―明治維新の前・中・後の
日本像を中心に」と題した公開シンポジウム。

11月20日 長久手キャンパスK棟小ホール 愛知県立大学(日本文化学部） 無料
学務課日本文化学部担当
TEL.0561-76-8823

愛知県 長久手市
①②
③④

周年記念講演「ロボットで探る昆虫の
脳と匂いの世界－ファーブル昆虫記
のなぞに挑む－」

愛知県立大学・愛知県立看護大学統合10周年、長久手キャンパス移転
20周年を記念し、東京大学先端科学技術研究センター所長・神崎亮平教
授による周年記念講演会を開催します。

11月3日
愛知県立大学長久手キャンパス
特別講義棟
S201教室

愛知県立大学、愛知県立大学全
学同窓会

無料

【愛知県立大学周年記念特設
サイト】https://www.aichi-
pu.ac.jp/anniversary/commemor
ative/

県大総務課
0561-76-8811
戦略企画・広報室
0561-76-8636

愛知県 長久手市 ③
2019年法隆寺金堂壁画模写秋季展
【特別陳列】模写解剖

法隆寺金堂壁画模写を中心とする模写作品展です。 
時間：10:00～16:00 
休館日：月曜（ただし、祝日の場合は翌日）及び11月23日（土）、24日（日）
休館

①9月14日～9月29日
②10月22日～11月3日
③11月16日～11月30日

愛知県立芸術大学
法隆寺金堂壁画模写展示館

愛知県立芸術大学 無料
愛知県立芸術大学HP：
http://www.aichi-fam-u.ac.jp/

芸大芸術資料館
0561-76-4698

愛知県 長久手市 ③
芸術講座
表現の華ひらく、19世紀フルート音楽

18：00開演（17：30開場）
演奏：村田四郎（フルート：愛知県立芸術大学名誉教授）、丹下聡子（フ
ルート）、加藤希央（ピアノ）

10月25日
愛知県立芸術大学
室内楽ホール

愛知県立芸術大学 無料
愛知県立芸術大学HP：
http://www.aichi-fam-u.ac.jp/

芸術大学芸術情報・広報課
藤原、河田
0561-76-2873

愛知県 長久手市 ③ 第44回美術学部教員展

愛知県立芸術大学美術学部教員による、近年の作品や研究の発表展で
す。油画、日本画、デザイン、彫刻、陶磁専攻の各教員が出品します。
時間：10:30～16:30
休館日：月曜

10月31日～11月10日 愛知県立芸術大学 芸術資料館 愛知県立芸術大学 無料
愛知県立芸術大学HP：
http://www.aichi-fam-u.ac.jp/

芸大芸術資料館
0561-76-4698

愛知県 長久手市 ③ 愛知県立芸術大学　芸術祭

学生による作品の提示や演奏会・オペラ、屋外ステージでのパフォーマン
スなどイベント満載です。学生たちのこだわりが詰まった模擬店も多数出
店されます。
時間：9：00～20：00

11月1日～3日 愛知県立芸術大学
愛知県立芸術大学芸術祭実行委
員会

無料
愛知県立芸術大学
学務課学生支援・国際連携係
電話0561-76-2843

愛知県 長久手市 ③
中村桃子基金研究助成事業 弦楽器
コース教授陣によるコンサート
ケルンの風Ⅵ

19：00開演（18：30開場）
演奏：フェデリコ・アゴスティーニ、白石禮子（ヴァイオリン）、マティアス・
ブッフホルツ、桐山建志、福本泰之（ヴィオラ）、クラウス・カンギーサー、
花崎薫（チェロ）、渡邉玲雄（コントラバス）

11月20日
電気文化会館
ザコンサートホール

愛知県立芸術大学
愛知県立芸術大学HP：
http://www.aichi-fam-u.ac.jp/

芸術大学芸術情報・広報課
0561-76-2873

一般2,000円　学生1,000
円

愛知県 長久手市 ③
愛知県立芸術大学管弦楽団
第30回定期演奏会

18：45開演（18：15開場）
指揮：高関健
演奏：愛知県立芸術大学管弦楽団

11月29日
愛知県芸術劇場
コンサートホール

愛知県立芸術大学
愛知県芸術劇場

愛知県立芸術大学HP：
http://www.aichi-fam-u.ac.jp/

芸術大学芸術情報・広報課
0561-76-2873

一般1,000円　学生500円

愛知県 長久手市 ① 防災・減災セミナー
「南海トラフ大地震」を想定した備えについて必要な知識や技術を提供す
ることにより，ともに地震に備える意識を高め、日頃の生活を振り返り、具
体的な備えにつながる機会とする。

11月 愛知医科大学
愛知医科大学
看護実践研究センター
及び長久手市安心安全課

無料
愛知医科大学
看護学部　総務課

愛知県 長久手市 ④
看護学研究科特別講義
「デルファイ法による日本版バリューズ
ヒストリーの開発」

本研究科では，特別講義として，各領域の専門性をさらに高めるために，
各分野の専門家（学外講師）によるトピックスを学際的な視点で展開して
います。このため，看護の展望や看護の探究心，知的好奇心を育成する
とともに，看護専門職者としての意識改革，看護に対する関心への動機
付けをねらい，特別講義を年に数回開講しています。本講義では，本人
の意思を把握するための方策として，日本文化に即したバリューズヒスト
リーがあれば終末期医療の意思決定の一助になると考え，その開発過
程などについて説明していただきます。

11月15日
愛知医科大学
看護学部棟N301講義室

愛知医科大学大学院
看護学研究科

無料
https://www.aichi-med-
u.ac.jp/su09/su0910/index.html

看護学部教学課
056161-1827

愛知県 名古屋市 ①④

中京大学公開講座
ソフトサイエンスシリーズ第41回
「AIとロボット」

早稲田大学基幹理工学部教授尾形哲也氏の「ディープラーニングによる
ロボット研究の新しい展開」、オリィ研究所所長吉藤オリィ氏の「身体性を
失った後の生き方アバターロボット構想」のレクチャーを行います。

10月19日
中京大学名古屋キャンパス
「清明ホール」

中京大学人工知能研究所 無料
https://exten.chukyo-
u.ac.jp/seminar/koukai_sel.php

中京大学広報課
052-835-7216

申し込みが必要です

愛知県 名古屋市 ①

中京大学公開講座
経済・経営シリーズ第80回
「特殊鋼が果たした役割、これからの
使命」

中部経済同友会代表幹事、大同特殊鋼株式会社代表取締役会長の嶋
尾正氏より「特殊鋼」が果たすべきこれからの役割についてレクチャーを
行います。

11月14日
中京大学名古屋キャンパス「清明
ホール」

中部経済同友会・中京大学 無料
https://exten.chukyo-
u.ac.jp/seminar/koukai_sel.php
9月下旬アップ予定

中京大学広報課
052-835-7216

申し込みが必要です

愛知県 名古屋市 ③
名古屋市民芸術祭2019主催事業
　「昨日とおなじ未来に」

油画専攻卒業生3人による絵画やインスタレーションを用いたグループ展
です。
主催／「昨日とおなじ未来に」実行委員会、名古屋市文化振興事業団、
愛知県立芸術大学
時間：12:00～19:00

10月17日～11月4日
愛知県立芸術大学
サテライトギャラリーSA・KURA

愛知県立芸術大学 無料
愛知県立芸術大学HP：
http://www.aichi-fam-u.ac.jp/

芸大芸術資料館
木村・川上・金子
0561-76-2873

愛知県 名古屋市 ③
芸術講座
「昨日とおなじ未来に」アーティストトー
ク

時間：14:00〜16：00
会場：愛知県立芸術大学 サテライトギャラリーＳＡ・ＫＵＲＡ
※事前申込制（定員30名）　申込先：名古屋市文化振興事業団チケットガ
イド　TEL：052-249-9387（平日9：00～17：00）

11月4日
愛知県立芸術大学
サテライトギャラリーSA・KURA

愛知県立芸術大学 無料
愛知県立芸術大学HP：
http://www.aichi-fam-u.ac.jp/

芸大芸術情報・広報課
0561-76-2873

愛知県 名古屋市 ③
国際セミナー　紙と芸術表現“ウズベ
キスタンのサマルカンド紙、イスラム写
本、細密画を知る”

デザイン専攻柴崎教授を研究代表者として実施している日本学術振興会
研究拠点形成事業『現代に生きる“手漉き紙と芸術表現”の研究～サマ
ルカンド紙の復興を中心に～』の報告として開催するセミナーです。
時間：10:00～17:15

11月16日 名古屋大学アジア法交流館 愛知県立芸術大学 無料
愛知県立芸術大学HP：
http://www.aichi-fam-u.ac.jp/

芸大芸術情報・広報課
0561-76-2851

愛知県 名古屋市 ③

芸術講座
アーティスト・イン・レジデンス報告
「ブエノスアイレス」日系移民への取材
と滞在について

油画専攻准教授大崎宣之によるアーティストインレジデンス報告です。
時間：14:00〜16：00
会場：愛知県立芸術大学 サテライトギャラリーＳＡ・ＫＵＲＡ

11月16日
愛知県立芸術大学
サテライトギャラリーSA・KURA

愛知県立芸術大学 無料
愛知県立芸術大学HP：
http://www.aichi-fam-u.ac.jp/

芸大芸術情報・広報課
0561-76-2873

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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愛知県 名古屋市 ③ 土屋公雄先生　退任記念展（仮）
彫刻専攻土屋教授の令和元年度退任を記念したグループ展です。
時間：12:00～19:00 
休館日： 月曜

11月20日～12月8日
愛知県立芸術大学
サテライトギャラリーSA・KURA

愛知県立芸術大学 無料
愛知県立芸術大学HP：
http://www.aichi-fam-u.ac.jp/

芸大芸術資料館
0561-76-2873

愛知県 名古屋市 ③
地球・爆―10人の画家による大共作
展

国内で活躍する10人の画家による絵画プロジェクト「地球・爆」。史上最長
級(全長200m超)の反・戦争絵画を一挙公開します。

11月1日～12月15日 愛知県美術館 地球・爆展実行委員会
https://www-
art.aac.pref.aichi.jp/

愛知県美術館企画業務課
052-971-5511

愛知県 名古屋市 ③ 久屋ぐるっとアート
名古屋市栄北(久屋)地区をアートでつなぐことで街に賑わいをつくるた
め、愛知芸術文化センターを始めとした文化施設やオアシス21などの商
業施設等が連携して、アートを気軽に楽しめるミニフェスティバルを開催し

11月1～4日
愛知芸術文化センター、オアシス
21ほか久屋エリア一帯

久屋ぐるっとアート事務局（愛知
県芸術劇場）

https://www.hisaya-art.com/
愛知県芸術劇場
052-971-5648

愛知県 名古屋市 ③
グランドオペラ共同制作 ビゼー作曲
『カルメン』

フランスの作曲家ビゼーの晩年の傑作。初演から140年以上が経った今
も、世界中で上演が多い人気のオペラ『カルメン』を上演します。指揮は
ジャン・レイサム＝ケーニック、演出はあいちトリエンナーレ2013プロ
デュースオペラ『蝶々夫人』で絶賛を博した田尾下哲が務めます。

11月2日、3日 愛知県芸術劇場大ホール 愛知県芸術劇場
https://www-
stage.aac.pref.aichi.jp/event/de
tail/000169.html#000169

愛知県芸術劇場
052-971-5648

愛知県 名古屋市 ①
高校生ビブリオバトル愛知県大会
2019

読書の魅力を互いに伝え合う活動を通して、自ら進んで読書に親しむ高
校生を育み、子供の読書活動の推進を図るため、「高校生ビブリオバトル
愛知県大会2019」を開催

11月3日 愛知県図書館
愛知県教育委員会、愛知県子供
読書活動推進協議会

無料
https://www.pref.aichi.jp/soshik
i/syogaigakushu/bibliobattle.htm
l

愛知県教育委員会生涯学習課
052-954-6781

愛知県 名古屋市 ①
令和元年度愛知県子供読書活動推進
大会

地域や学校で子供の読書活動推進の核となる人材の育成及びネット
ワーク化を図るため、子供の読書に関するボランティア団体、図書館、学
校等の関係者、子供の読書活動に関心のある人を対象に開催

11月7日 愛知県図書館
愛知県教育委員会、愛知県子供
読書活動推進協議会

無料
https://www.pref.aichi.jp/soshik
i/syogaigakushu/0000027044.ht
ml

愛知県教育委員会生涯学習課
052-954-6781

愛知県 名古屋市 ③ 名古屋市教育祭高等学校音楽会
名古屋市立高校生によって、合唱、邦楽、軽音楽、ジャズ、吹奏楽、管弦
楽と、幅広いジャンルの演奏が披露される。

11月2日 アートピアホール 名古屋市教育祭実施委員会 無料 052-972-3234

愛知県 名古屋市 ③ 名古屋市教育祭小中学校連合音楽会
合唱や器楽合奏、吹奏楽、ジャズバンド、和太鼓、箏、三味線など、様々
な形態による演奏が発表され、多くの保護者や市民が鑑賞する。

11月6日 名古屋市公会堂 名古屋市教育祭実施委員会 無料 052-972-3232

愛知県 名古屋市 ②③
第41回姉妹友好都市児童生徒書画
展、第64回名古屋市児童生徒造形作
品展

市内小中学校各学年の指導内容を踏まえた個人の造形作品の中から児
童生徒の良さが表現された作品（書画）を出品する。また、「姉妹友好都
市」の児童生徒の作品を交換し合い、その作品を展示する。

11月20日～24日 名古屋市博物館
名古屋市教育委員会・名古屋市
造形研究会・名古屋姉妹友好都
市協会

無料 052-972-3232

愛知県 名古屋市 ①②③
2019年度愛知学院大学文学部歴史学
科土曜セミナー

地域連携講座として毎年10月、11月の土曜日に大学教員による講座を
開催しています。

11月2日
愛知学院大学名城公園キャンパ
ス

愛知学院大学文学部 無料
http://www.flet.agu.ac.jo/imfor
mation/history/news/

愛知学院大学文学部歴史学科

愛知県 名古屋市 ④
「電気エネルギー」とは何か？－安全・
安心社会における電気の役割と使い
方

現代社会や将来の安全・安心社会における「電気エネルギー」の果たす
役割とその重要性について解説します。特に、インフラとしての電気の役
割や、日常生活おける電気利用状況、省エネルギー、大地震などの災害
時の対応の仕方など、身近な事例とともに今後の電気に関する技術動向
を分かりやすく解説します。

11月6日 愛知工業大学本山キャンパス 愛知工業大学 無料
http://www.ait.ac.jp/career/ext
-center/

ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ
0565-48-8121　内線1054

事前申込が必要です。
（申込先着順）

愛知県 名古屋市 ④ 生命環境を“はかって守る”分析化学

“はかる”無くして科学無し。化学のみならず科学を切り拓くには、“はか
る”ための方法の創出が欠かせません。例えば呼気分析やDNA分析に
よって病気が早期に発見され、生命が守られます。水質分析によって湖
沼、河川、海などの水環境が守られます。本講座では、計測材料としての
吸着剤を駆使した新しい分析手法を紹介します。

10月19日 愛知工業大学本山キャンパス 愛知工業大学 無料
http://www.ait.ac.jp/career/ext
-center/

ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ
0565-48-8121　内線1054

事前申込が必要です。
（申込先着順）

愛知県 名古屋市 ③④ 新しい折り紙デザインの世界
数理科学を応用した折り紙デザインを紹介します。一枚の紙に切れ目を
入れて折るだけで、さまざまな立体造形をつくることができます。立体造
形をつくりながら原理と方法を理解するワークショップ形式の体験講座で

10月30日 愛知工業大学本山キャンパス 愛知工業大学 無料
http://www.ait.ac.jp/career/ext
-center/

ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ
0565-48-8121　内線1054

事前申込が必要です。
（申込先着順）

愛知県 名古屋市 ④ 医用画像処理研究室

近年の医療において、計算機の果たす役割・期待がますます高まってい
ます。例えば、画像診断の支援（異常陰影候補の自動検出など）や手術
支援（内視鏡のナビゲーション、手術ロボットなど）があります。本講座で
は、医用画像処理とその医学応用に関する研究事例を紹介します。

10月25日 愛知工業大学本山キャンパス 愛知工業大学 無料
http://www.ait.ac.jp/career/ext
-center/

ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ
0565-48-8121　内線1054

事前申込が必要です。
（申込先着順）

愛知県 名古屋市 ④
データ解析事始め～データから何を読
み取るか～

IT技術や計測技術の進歩によって、大量かつ多様化したデータが高速に
入手できる時代になりました。しかし、そこから価値ある情報を得るには、
データから情報を読み取る力が必要です。本講座では、「データ解析事始
め」と題して分かり易い事例を通じてデータから情報を読み取るためにど
のようなデータを取ればよいか、そのデータをどのような観点で解析した
らよいか、そして、解析結果をどのように解釈すればよいかを解説しま

10月31日 愛知工業大学本山キャンパス 愛知工業大学 無料
http://www.ait.ac.jp/career/ext
-center/

ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ
0565-48-8121　内線1054

事前申込が必要です。
（申込先着順）

愛知県 名古屋市 ④ ゴールを決めろ！　-振動センサ回路-
さあ、PKゲームに挑戦だ！ゴールを決めるとLEDが光り、ブザーが鳴りひ
びくよ。圧電素子とサイリスタをつかったセンサ回路について学習します。

11月9日 愛知工業大学本山キャンパス 愛知工業大学
http://www.ait.ac.jp/career/ext
-center/

ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ
0565-48-8121　内線1054

事前申込が必要です。
（申込先着順）

愛知県 名古屋市 ③
令和時代　幸福になる過ごし方、考え
方

改元は運気アップの大チャンス!改元による変化をうまく活かせば、令和
は自分の才能を活かすことができる素晴らしい時代になります。本講座
では、令和元年にやっておかなければいけないこと、令和2年の幸運を呼
ぶラッキーカラーやフード、アクション等を紹介します。

10/18
11/22
12/10

愛知工業大学本山キャンパス 愛知工業大学
http://www.ait.ac.jp/career/ext
-center/

ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ
0565-48-8121　内線1054

事前申込が必要です。
（申込先着順）

愛知県 名古屋市 ①
高校・大学を通してみた「生涯学び続
ける人づくり」

高校・大学における教師経験を踏まえて、生徒・学生に対して特に身に付
けさせたいスキルとして「メディアテラシー」、および「他人に伝わる表現
力」の二つを取り上げます。これまでの教育実践の経験を通して見えてき
た問題点に焦点を当て、彼らの親である世代が見過ごしてきたものは何
かについて、共に考えていきます。

11/16
11/30

愛知工業大学本山キャンパス 愛知工業大学 無料
http://www.ait.ac.jp/career/ext
-center/

ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ
0565-48-8121　内線1054

事前申込が必要です。
（申込先着順）

愛知県 名古屋市 ①④
2019年度　星城大学大学院健康支援
学研究科　公開講演会
「健康で長生きする秘訣」

名古屋市中区の住民を受講対象の中心として、大学院健康支援学研究
科教員による健康関連の講演を行うことにより、当該地域住民の良好な
健康行動の促進につながる情報提供による地域貢献を果たします。
第1回　運動と健康編
【テーマ①】転倒予防！ ～転ばない生活を送るために～　（山田和政先
生）
高齢者における転倒の原因のひとつが加齢による足腰の筋力低下とバ
ランス能力の低下です。転倒が起こるメカニズムと転倒予防のための運
動トレーニングについてお話しします。
【テーマ②】膝痛，腰痛予防　～歩き方と日常生活動作の工夫～　（太田
進先生）
中高齢者に多い膝痛、腰痛に効果的な歩き方と日常生活動作における
共通の工夫点をお伝えします。また、背中の丸みの改善も期待できま
す。
第2回　認知症予防編
【テーマ①】認知症にならずに健康で長生きする秘けつ　（竹田徳則先生）
認知症にならない生活の秘けつを具体的なデータを示してお伝えします。
【テーマ②】認知症の方への生活支援とこれからの展開　（藤田高史先

第1回　10月19日
第2回　11月9日

星城大学
名古屋丸の内キャンパス

星城大学大学院 無料

星城大学エクステンションセン
ター 
TEL：052-221-9884 
E-mail：koukai@seijoh-u.ac.jp

愛知県 名古屋市 ①
中部大学サテライトカレッジ
秋講座

教養、語学、健康、運動、生活、芸術、創作など全18講座を行ないます。 11～12月 中部大学名古屋キャンパス 学校法人中部大学
https://www3.chubu.ac.jp/exte
nsion/

エクステンションセンター
0568-51-4392

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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愛知県 名古屋市 ① 人類学フェスティバル（仮）
人類学研究所と学生たちが共同で運営するイベントです。国内外で実施
されるフィールドワーク実習の成果展示、所員が世界の暮らしを紹介する
コーナーなど、人類学をより身近に感じてもらえる盛りだくさんの内容で

10月27日 南山大学 南山大学人類学研究所 無料
人類学研究所：
http://rci.nanzan-
u.ac.jp/jinruiken/activities/

人類学研究所事務室
電話:052-832-4354

詳細・ポスター等、
9月下旬更新予定

愛知県 名古屋市 ①

名古屋大学博物館・南山大学人類学
博物館連携博物館講座「大学博物館
が語る、地球と人類のヒストリー」
2019年度テーマ：「移動」

名古屋大学と南山大学の研究者が、博物館資料を駆使して語る連続講
座。理系・文系の枠を越えて、新しい知の領域へ挑みます。今回は「移
動」がテーマです。（全4回　名古屋大学会場2回　南山大学会場2回）

10月 5日,
11月 9日

南山大学B21教室 南山大学人類学博物館 無料
南山大学人類学博物館
http://rci.nanzan-
u.ac.jp/museum/

南山大学人類学博物館
電話:052-832-3147

愛知県 名古屋市 ①
明治大学博物館・南山大学人類学博
物館交換企画展

明治大学博物館・南山大学人類学博物館　両館の資料を交換して展示
する企画です。

9月28日～11月3日 南山大学人類学博物館 南山大学人類学博物館 無料
南山大学人類学博物館
http://rci.nanzan-
u.ac.jp/museum/

南山大学人類学博物館
電話:052-832-3147

愛知県 名古屋市 ①
明治大学博物館・南山大学人類学博
物館交換企画展ギャラリートーク

明治大学博物館の学芸員が南山大学にて交換展示の解説をおこないま
す。

10月19日 南山大学人類学博物館 南山大学人類学博物館 無料
南山大学人類学博物館
http://rci.nanzan-
u.ac.jp/museum/

南山大学人類学博物館
電話:052-832-3147

愛知県 名古屋市 ① 特別展「カタコンベ展」
西南学院大学と連携し、カタコンベについての展示をおこないます。
◆11月30日と12月7日にはギャラリートークや特別講演会も開催いたしま
す。

11月11日～12月7日 南山大学人類学博物館 南山大学人類学博物館 無料
南山大学人類学博物館
http://rci.nanzan-
u.ac.jp/museum/

南山大学人類学博物館
電話:052-832-3147

愛知県 名古屋市 ① フィールドワーク「東海の遺跡を歩く」

考古学の面白さを知ってもらうため、東海の考古学遺跡を巡ります。遺跡
に出向くことで、考古学的な思考や、遺跡の観察方法など、考古学の基
礎についても学べます。
※注意※　申込期間：8/22～9/4

①10月27日,
②11月10日,
③11月24日,
（別日に事前説明・事後説明あ
り）

①守山区：志段味古墳群を巡る
②田原市：渥美半島の貝塚を巡
る
③可児市：可児市の古墳群を巡
る

南山大学人類学博物館
南山大学人類学博物館
http://rci.nanzan-
u.ac.jp/museum/

南山大学人類学博物館
電話:052-832-3147

愛知県 名古屋市 ① 遠藤周作を読む会
日本のカトリック小説家の遠藤周作（1923－1996年）の諸作品を読む読
書会です。

11月2日
南山大学
南山宗教文化研究所会議室

南山大学
南山宗教文化研究所

無料

南山大学南山宗教文化研究
所：http://nirc.nanzan-
u.ac.jp/ja/activities/seminars/r
eading-endo-shusaku/

南山大学南山宗教文化研究所
電話：052-832-3111

毎月第一土曜日午後2
時～4時開催（変更有）

愛知県 名古屋市 ②
第１2回インドネシア語スピーチコンテ
スト

インドネシア学生会名古屋支部との共催でインドネシア語によるスピーチ
と詩の暗唱のコンテストを開催します。インドネシア語学習の一助となると
ともに両国の相互理解、友好関係の進展に寄与することを目的とします。

11月17日 南山大学DB1教室

南山大学外国語学部アジア学科
および国際教養学部国際教養学
科、インドネシア学生会名古屋支
部

無料

南山大学外国語学部アジア学
科：http://depts.nanzan-
u.ac.jp/ugrad/GAIKOKUGO/fac
ulty/fa/016922.html

南山大学外国語学部 アジア学科
合同研究室電話052-832-3111
（大学代表） 内線3551
（平日10 時〜17 時）
E メール：dpt-ajia@nanzan-u.ac.jp

愛知県 名古屋市 ①
パーソンセンタード・アプローチ・ワーク
ショップ〈ベーシック〉

パーソンセンタード・アプローチの基礎概念を体験的に学ぶことを目的と
し、２日間、自分と相手をエクササイズやワークを通して味わうことでパー
ソンセンタード・アプローチについて、理解の手がかりをつかみます。

10月26～ 27日 南山大学
南山大学
人間関係研究センター

南山大学人間関係研究セン
ター：http://rci.nanzan-
u.ac.jp/ninkan/

人間関係研究センター
電話：052-832-5002

愛知県 名古屋市 ① 協同学習ワークショップ〈アドバンス〉
クラスを「協同」による主体的な学びの場とするための考え方や技法を、
実習しながら学んでいただく協同学習ワークショップのアドバンス・コース

11月9～10日 南山大学
南山大学
人間関係研究センター

南山大学人間関係研究セン
ター：http://rci.nanzan-

人間関係研究センター
電話：052-832-5002

愛知県 名古屋市 ①
公開講座「貧困状態に置かれて困って
いる子どもを見過ごしていませんか」
（担当：後藤澄江教授）

7人に1人の子どもが貧困状態にあるといわれています。今日の「子ども
の貧困」とは主に「相対的貧困」を意味します。生まれ育った家庭の経済
社会状況にかかわらず、子どもの権利が保障され、すべての子どもが自
立に向けた機会や環境を享受できる社会にすることは大人世代の責任
です。貧困状態に置かれている子どもの実態を正しく理解するとともに、
私たちができることについて、参加者の皆さんと一緒に考えたいと思いま

11/2（土）
①10:00～11:30
②14:00～15:30

日本福祉大学名古屋キャンパス 
北館8階

日本福祉大学通信教育部 無料
http://www.nfu.ne.jp/koukai-
kouza2019/

0569-87-2932

参加には事前予約が必
要です。参加をご希望の
方は「参加申し込み
フォーム」よりお申込みく
ださい

愛知県 名古屋市 ① 第10回一橋大学中部アカデミア
社会科学の総合大学ならではの諸問題に対する優れた分析と方策を提
唱するために、東海地域で特化したシンポジウムや講演を行っていま
す。

10月19日 ミッドランドホール 国立大学法人一橋大学 無料

大学HP:
http://www.hit-
u.ac.jp/extramural/chubu-
a/guide/10th_20191019guid.htm

総務部
研究・社会連携課
042-580-8058

愛知県
名古屋市
千種区

①③ 重文指定記念高木家文書展
高木家文書が重要文化財となることを記念して，常設展の展示品に加え
て，原本を一部特別展示する。

10月19日 名古屋大学中央図書館
名古屋大学附属図書館・附属図
書館研究開発室

無料 http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/
附属図書館事務部
情報サービス課
052-789-3684

愛知県 名古屋市 ①
公開講座「豊かな生活とは何だろう
～快適で安全な生活を支える科学技
術～」

化学材料系・都市系・機械系・電気電子系・建築系の様々な観点から、環
境を守るための最新技術の研究の様子をわかりやすく解説します。

10月12日,19日,26日 名古屋工業大学
名古屋工業大学・名古屋市教育
委員会

無料
https://www.nitech.ac.jp/cours
e/kouza/koukou/21.html

学務課学務企画係
052-735-5069

愛知県 名古屋市 ①
公開講座「プログラミング体験～ロボッ
トを動かすプログラムを作ろう～」

コンピュータの入った機器を思い通りに制御するために必要なプログラミ
ングの考え方を学び、ロボットを動かすプログラムを作ります。

11月2日 名古屋工業大学 名古屋工業大学 無料
https://www.nitech.ac.jp/cours
e/kouza/koukou/17.html

学務課学務企画係
052-735-5069

愛知県 名古屋市 ①
公開講座「コンピュータサイエンス・ア
ドベンチャー～理論計算機科学はこん
なに面白い！～」

理論計算機科学における主要な内容を、現実世界における実例を通して
直感的にわかりやすく解説します。

11月23日 名古屋工業大学 名古屋工業大学
https://www.nitech.ac.jp/cours
e/kouza/koukou/19.html

学務課学務企画係
052-735-5069

高校生以下は無料

愛知県 名古屋市 ①
公開講座「ストレスへの対処：心理学
におけるストレスへの対応方法」

心理的ストレスに対するさまざまな対処（コーピング）について、これまで
の心理学の研究結果にもとづいて、適切な対処と不適切な対処を中心に
わかりやすく説明します。

11月26日 イーブルなごや
名古屋工業大学・名古屋市教育
委員会

無料
https://www.nitech.ac.jp/cours
e/kouza/ippan/20.html

名古屋市教育委員会生涯学習課
052-321-1571

愛知県 名古屋市 ➁、③
第41回姉妹友好都市児童生徒書画展
第64回名古屋市児童生徒造形作品展

市内小中学校各学年の指導内容を踏まえた個人の造形作品の中から児
童生徒の良さ、表現された作品（書画）を出品する。また、「姉妹友好都
市」の児童生徒の作品を発表し合い、その作品を展示する。

11月20日～24日 名古屋市博物館
名古屋市教育委員会・
名古屋市造形研究会・
名古屋姉妹友好都市協会

無料 052-972-3232

愛知県 名古屋市 ①,③ しだみゅー秋まつり
古墳の普及啓発のため、国指定史跡「名古屋市志段味古墳群歴史の
里」で古墳時代の古代生活、古代衣装、勾玉などのモノづくり体験や古墳
ガイドツアー等のイベントを開催します。

令和元年11月10日
体感！しだみ古墳群ミュージア
ム、古代体験広場等

しだみの里守グループ、名古屋
市教育委員会

http://www.rekishinosato.city.na
goya.lg.jp

体感！しだみ古墳群ミュージアム
052‐739‐0520

愛知県 名古屋市 ① おとなのわらべうたの会
子育て支援や高齢者デイサービス等において、スタッフやボランティアと
してわらべうたを活用する方を対象に、わらべうた講座を実施します。

11月1日 南陽図書館 南陽図書館 無料
https://www.library.city.nagoya.j
p

南陽図書館
tel 052-301-2116

・定員20名
・10月19日（土）9時30分
から申込受付

愛知県 名古屋市 ① つるまとしょかんまつり 図書館で活動するボランティアグループによるおはなし会、工作教室等 10月19日・20日 鶴舞中央図書館 鶴舞中央図書館 無料 http://www.library.city.nagoya.jp
鶴舞中央図書館
052-741-9811

愛知県 名古屋市 ① ビブリオバトル
紹介者(バトラー）が、それぞれの一押しのおすすめ本を決まった時間で
紹介し、得票を競い合う知的書評合戦

10月26日 鶴舞中央図書館 鶴舞中央図書館 無料 http://www.library.city.nagoya.jp
鶴舞中央図書館
052-741-9811

愛知県 名古屋市 ① サイエンス夜話　第一夜
専門家が、最新の知見を交えてわかりやすく科学について解説
　第一夜　空気を肥料とする夢の作物への挑戦　藤田祐一（名古屋大学
大学院）

11月7日 鶴舞中央図書館 鶴舞中央図書館 無料 http://www.library.city.nagoya.jp
鶴舞中央図書館
052－741-9822

愛知県 名古屋市 ① サイエンス夜話　第二夜
専門家が、最新の知見を交えてわかりやすく科学について解説
　第二夜　ドングリをめぐる生き物たちの戦略　柏木晴香(名古屋市科学

11月14日 鶴舞中央図書館 鶴舞中央図書館 無料 http://www.library.city.nagoya.jp
鶴舞中央図書館
052－741-9822

愛知県 名古屋市 ①
Ｇ20愛知・名古屋外務大臣会合関連
展示

G20愛知・名古屋外務大臣会合の機会に、G20各国に関連する資料を紹
介する展示を実施

11月1日～23日 名古屋市図書館全館 図書館 無料 http://www.library.city.nagoya.jp
鶴舞中央図書館
052－741-9822

愛知県 名古屋市 ①③④
伊勢湾台風60年事業　特別展「治水・
震災・伊勢湾台風」

江戸時代から現代に至る歴史災害と人びととのかかわりなどを紹介しま
す。

9月21日～11月4日 名古屋市博物館 名古屋市博物館
http://www.museum.city.nagoya
.jp/

名古屋市博物館
(052)853-2655（代表）

愛知県 名古屋市 ①③④ 連続講座「江戸時代の治水」 伊勢湾台風60年事業　特別展「治水・震災・伊勢湾台風」関連事業 10月19日 名古屋市博物館 名古屋市博物館 無料
http://www.museum.city.nagoya
.jp/

名古屋市博物館
(052)853-2655（代表）

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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愛知県 名古屋市 ①③④
はくぶつかん講座「大口周魚とその周
辺」

名古屋市博物館学芸員・調査研究員が講師を務める講座 11月2日 名古屋市博物館 名古屋市博物館 無料
http://www.museum.city.nagoya
.jp/

名古屋市博物館
(052)853-2655（代表）

愛知県 名古屋市 ①③④ 連続講座「転換期の震災」 伊勢湾台風60年事業　特別展「治水・震災・伊勢湾台風」関連事業 11月3日 名古屋市博物館 名古屋市博物館 無料
http://www.museum.city.nagoya
.jp/

名古屋市博物館
(052)853-2655（代表）

愛知県 名古屋市 ①③④

新発見考古速報　発掘された日本列
島2019、
地域展　尾張の城と城下町　三英傑
の城づくり・町づくり

全国で実施される埋蔵文化財の発掘調査の最新成果を紹介するととも
に、地域展として尾張地域の注近世城館の発掘成果を展示します。

11月16日～12月28日 名古屋市博物館

文化庁、名古屋市博物館、中日
新聞社、全国新聞社事業協議
会、名古屋市教育委員会、愛知
県教育委員会、公益財団法人愛
知県教育・スポーツ振興財団

http://www.museum.city.nagoya
.jp/

名古屋市博物館
(052)853-2655（代表）

愛知県 名古屋市 ①③④
講演会「発掘された日本列島2019」展
のみどころについて

特別展「発掘された日本列島2019」関連事業　講師は斉藤慶吏氏（文化
庁文化財調査官）

11月16日 名古屋市博物館 名古屋市博物館 無料
http://www.museum.city.nagoya
.jp/

名古屋市博物館
(052)853-2655（代表）

愛知県 名古屋市 ①③
大曽根生まれのレコード～全国に音
楽を発信～

大正14年に名古屋初のレコード会社として大曽根に設立されたアサヒ蓄
音器商会は、日本初の電気吹込みレコードで成功した。大正末期から昭
和初期に名古屋から全国に発信した音楽があったことを知る。

10月31日 名古屋市北生涯学習センター
名古屋市教育委員会
生涯学習課

無料
生涯学習Ｗebナビなごや
http://www.suisin.city.nagoya.jp
/

名古屋市北生涯学習センター
052-981-3636

愛知県 名古屋市 ①③ 名古屋港開港までの道のり
名古屋港の開港に至るまでの歴史から、名古屋港について理解を深め
る。そして、名古屋港の魅力に気付き、今後の学習への意欲を高めま

10月23日 名古屋市港生涯学習センター
名古屋市教育委員会
生涯学習課

無料
生涯学習Ｗebナビなごや
http://www.suisin.city.nagoya.jp

名古屋市港生涯学習センター

愛知県 名古屋市 ① フラメンコ鑑賞で体感！スペイン
踊ることによって自分の気持ちや言葉を伝えるという、フラメンコの鑑賞を
通して、踊りに込められた想いについて気付くことができるようにします。

10月24日 名古屋市港生涯学習センター
名古屋市教育委員会
生涯学習課

無料
生涯学習Ｗebナビなごや
http://www.suisin.city.nagoya.jp

名古屋市港生涯学習センター

愛知県 名古屋市 ①③
魅力あふれる港区～歴史・産業遺産
と可能性～

新田開発が進み、港区が作られてきた過程や名古屋の発展とともに成長
を遂げてきた歴史や現在も様々な開発、再開発が進む港区の新たな可
能性について学ぶ。

10月29日 名古屋市港生涯学習センター
名古屋市教育委員会
生涯学習課

無料
生涯学習Ｗebナビなごや
http://www.suisin.city.nagoya.jp
/

名古屋市港生涯学習センター

愛知県 名古屋市 ① 魅力あふれる読み聞かせの世界
絵本の選び方、読み方の基本を学び、読み聞かせの大切さについて知る
ことで、読み聞かせを学ぶことへの意欲を高める。

11月12日 名古屋市西生涯学習センター
名古屋市教育委員会
生涯学習課

無料
生涯学習Ｗebナビなごや
http://www.suisin.city.nagoya.jp

名古屋市西生涯学習センター

愛知県 名古屋市 ①
朗読鑑賞会～聞いて楽しむ本の世界
～

視覚障がいのある方と一般の参加者が、ともに朗読に親しみ、その魅力
を感じられるようにする。

10月26日 名古屋市熱田生涯学習センター
名古屋市教育委員会
生涯学習課

無料
生涯学習Ｗebナビなごや
http://www.suisin.city.nagoya.jp

名古屋市熱田生涯学習センター

愛知県 名古屋市 ①
河川の水をきれいに～「生物処理技
術」とは～

自然界の水循環のしくみについて学ぶとともに、微生物を用いた排水処
理・環境浄化について学ぶことで、水環境やその保全についての関心を

11月14日 名古屋市熱田生涯学習センター
名古屋市教育委員会
生涯学習課

無料
生涯学習Ｗebナビなごや
http://www.suisin.city.nagoya.jp

名古屋市熱田生涯学習センター

愛知県 名古屋市 ①③ あなたの知らない“本当のなごやめし”
なごや独自のご当地グルメ「なごやめし」について学び、グルメを通したな
ごやの魅力を発見していく。また、中村区独自のご当地グルメである「尾
張中村めし」や、「なかむら兵糧丸」についても学ぶ。

10月29日 名古屋市中村生涯学習センター
名古屋市教育委員会
生涯学習課

無料
生涯学習Ｗebナビなごや
http://www.suisin.city.nagoya.jp
/

名古屋市中村生涯学習センター

愛知県 名古屋市 ①

〈なごや環境大学共育講座〉
千年先にも持続できる社会へ～人は
どこまでエネルギー消費を減らして生
活できるか～

エネルギー開発や省エネについての考え方を学び、身近にある太陽光や
風力などの自然エネルギーを活用したオフグリッドな生活について知るこ
とを通して、持続可能な社会を考え、環境問題についての関心を高めま
す。

11月5日 名古屋市瑞穂生涯学習センター
名古屋市教育委員会
生涯学習課

無料
生涯学習Ｗebナビなごや
http://www.suisin.city.nagoya.jp
/

名古屋市瑞穂生涯学習センター

愛知県 名古屋市 ①③
桶狭間の魅力とその有効利用法～歴
史観光の視点から～

 桶狭間は全国にその名前が知られており、見所も多く、人気の観光地と
なる可能性があると言われています。桶狭間の様々な魅力を知ること
で、地区としてのよさを感じるとともに、学習意欲を高めるようにする。

10月29日 名古屋市緑生涯学習センター
名古屋市教育委員会
生涯学習課

無料
生涯学習Ｗebナビなごや
http://www.suisin.city.nagoya.jp
/

名古屋市緑生涯学習センター

愛知県 名古屋市 ①
捨てるから始めないお片づけ～理想
のライフスタイルとは～

ワーク・ライフ・バランスを整えるために、片づけ・収納の効果的な方法を
知り、整理整とんが心に及ぼす影響について学びます。

10月18日 名古屋市昭和生涯学習センター
名古屋市教育委員会
生涯学習課

無料
生涯学習Ｗebナビなごや
http://www.suisin.city.nagoya.jp

名古屋市昭和生涯学習センター

愛知県 名古屋市 ①③ ぶらり昭和区MAPの見どころ
「ぶらり昭和区MAP」を活用し、昭和区案内人クラブの解説を聞きながら、
昭和区の歴史について学びます。

10月23日 名古屋市昭和生涯学習センター
名古屋市教育委員会
生涯学習課

無料
生涯学習Ｗebナビなごや
http://www.suisin.city.nagoya.jp

名古屋市昭和生涯学習センター

愛知県 名古屋市 ①
「もう年なんだから。」と言わせない～
落語で考える高齢者の思い～

高齢者が年齢を理由にして、働くことや社会参加の機会、自由に意見を
言う機会等を奪われている問題について学びます。
講師の話を聴くことを通して、高齢者が置かれた状況や心理等について
正しく理解します。

10月31日 名古屋市昭和生涯学習センター
名古屋市教育委員会
生涯学習課

無料
生涯学習Ｗebナビなごや
http://www.suisin.city.nagoya.jp
/

名古屋市昭和生涯学習センター

愛知県 名古屋市 ①
【八事里山づくりの会、昭和区子ども
会育成連絡協議会共催】里山ふれあ
い体験会

市民のパートナーシップの事例としての“八事里山づくりの会”の活動を
知り、八事山興正寺公園の雑木林の現状や里山づくりについて学びま
す。

11月16日 名古屋市昭和生涯学習センター
名古屋市教育委員会
生涯学習課

無料
生涯学習Ｗebナビなごや
http://www.suisin.city.nagoya.jp
/

名古屋市昭和生涯学習センター

愛知県 名古屋市 ①
人を幸せに、私も幸せに～元タカラ
ジェンヌ、夢の続きへ

元宝塚歌劇団員である講師の話を聴くことを通して、自分らしさを生かし
て生きる素晴らしさに気付くとともに、自分らしさについて考えるきっかけ

10月16日 名古屋市天白生涯学習センター
名古屋市教育委員会
生涯学習課

無料
生涯学習Ｗebナビなごや
http://www.suisin.city.nagoya.jp

名古屋市天白生涯学習センター

愛知県 名古屋市 ①③ 歴史がつまった古道の魅力
かつて人々の往来を支えた古道について学びます。それぞれの古道の
役割や現在の風景と当時の風景の違いを知り、古道への関心を高めるこ
とができるようにします。

10月17日 名古屋市天白生涯学習センター
名古屋市教育委員会
生涯学習課

無料
生涯学習Ｗebナビなごや
http://www.suisin.city.nagoya.jp
/

名古屋市天白生涯学習センター

愛知県 名古屋市 ① ＜名城大学＞名城カレッジシリーズ
名城大学都市情報学部が「まちづくり」をテーマに、市民の関心と知的好
奇心を刺激する講座を実施し、大学の知の財産を市民に還元することを
ねらいとする。

11月2日
名城大学ナゴヤドーム前キャン
パス

名古屋市教育委員会
生涯学習課

無料
生涯学習Ｗebナビなごや
http://www.suisin.city.nagoya.jp
/

名古屋市教育委員会　生涯学習
課

愛知県 名古屋市 ①
思春期の親子の笑顔を増やすコミュニ
ケーション～揺れ動く子どもの心に届
くメッセージ～

成長に応じた子どもと接するために必要な知識について学び、子どもの
心に届く効果的なメッセージについて学びます。

11月5日 名古屋市東生涯学習センター
名古屋市教育委員会
生涯学習課

無料
生涯学習Ｗebナビなごや
http://www.suisin.city.nagoya.jp
/

名古屋市東生涯学習センター

愛知県 名古屋市 ①
車イスヒッチハイクから見えてきたこと
～みんなで“ＨＥＬＰＵＳＨ”(気軽な助け
合い)

車イスで全国をヒッチハイクしている講師からヒッチハイク中の出来事や
望む生き方について話を聞くことを通して、人権問題について考えます。

10月23日 名古屋市東生涯学習センター
名古屋市教育委員会
生涯学習課

無料
生涯学習Ｗebナビなごや
http://www.suisin.city.nagoya.jp
/

名古屋市東生涯学習センター

愛知県 名古屋市 ① 在日コリアンとして生きる私の願い
講師から自身の経験を踏まえた社会に対する思いや願いについての話
を聞き、社会にある在日コリアンへの偏見や差別の現状などを知ることを
通して、人権問題について考えます。

11月6日 名古屋市東生涯学習センター
名古屋市教育委員会
生涯学習課

無料
生涯学習Ｗebナビなごや
http://www.suisin.city.nagoya.jp
/

名古屋市東生涯学習センター

愛知県 名古屋市 ①
温故知新～過去の災害から学び、備
える～

これまでに発生した巨大地震の事例から、どのような被害が発生したの
か、被害を最小限にするためにどのような備えが必要なのかを学び、自
助力の大切さについて考えます。

10月25日 名古屋市東生涯学習センター
名古屋市教育委員会
生涯学習課

無料
生涯学習Ｗebナビなごや
http://www.suisin.city.nagoya.jp
/

名古屋市東生涯学習センター

愛知県 名古屋市 ①
まずは地震から自身を守る～自助の
大切さ～

過去の巨大地震発生時の事例をもとに学びます。個人の自助力を高め
ることが共助力の向上にもつながることを認識します。

10月29日 名古屋市名東生涯学習センター
名古屋市教育委員会
生涯学習課

無料
生涯学習Ｗebナビなごや
http://www.suisin.city.nagoya.jp

名古屋市名東生涯学習センター

愛知県 名古屋市 ①
ココロとカラダを育む毎日の食事～作
る喜び、食べる楽しみを感じながら～

食事は身体を健康に保ち、活動のエネルギー源になるだけでなく、一緒
に食べることでコミュニケーションを豊かにする役割を果たしていること
や、親のつくる食事が子どもに与える影響などを学びます。

10月30日 名古屋市名東生涯学習センター
名古屋市教育委員会
生涯学習課

無料
生涯学習Ｗebナビなごや
http://www.suisin.city.nagoya.jp
/

名古屋市名東生涯学習センター

愛知県 名古屋市 ①
なごやの公園・緑地の魅力と保全活
動

市民の憩いの場であるとともに、生物の多様性を保つなどの役割も果た
している市内の公園・緑地について学びます。

11月8日 名古屋市名東生涯学習センター
名古屋市教育委員会
生涯学習課

無料
生涯学習Ｗebナビなごや
http://www.suisin.city.nagoya.jp

名古屋市名東生涯学習センター

愛知県 名古屋市 ①
ここに名古屋のステキがあったんだ！
～まちなみに溶け込むものに光を当て
て～

博覧会の影響や観光地としての魅力発信のために、変貌を続ける名古
屋のバス停や地下鉄の駅、マンホールなどの中に、まちを美しく彩るデザ
インがあることに気付くようにします。

10月31日 名古屋市中生涯学習センター
名古屋市教育委員会
生涯学習課

無料
生涯学習Ｗebナビなごや
http://www.suisin.city.nagoya.jp
/

名古屋市中生涯学習センター

愛知県 名古屋市 ①
親子の不安を和らげるために～発達
障がい、不登校の子どもの不安への
寄り添い方～

発達障がいや不登校のような困り感のある子についての理解を深め、子
どもへの適切な接し方や有効な支援の在り方について学び、子育ての不
安を和らげて、親子の安心感を高めていきます。

11月17日 名古屋市中生涯学習センター
名古屋市教育委員会
生涯学習課

無料
生涯学習Ｗebナビなごや
http://www.suisin.city.nagoya.jp
/

名古屋市中生涯学習センター

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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愛知県 名古屋市 ①
夢を語ろう～人生を変える話し方に出
会って～

自分を社会に生かすために必要なコミュニケーションの知識について学
び、自信をもって他人に関わることが、自分を社会に生かす際に役立つこ
とに気付くようにします。

10月15日 名古屋市中川生涯学習センター
名古屋市教育委員会
生涯学習課

無料
生涯学習Ｗebナビなごや
http://www.suisin.city.nagoya.jp
/

名古屋市中川生涯学習センター

愛知県 名古屋市 ① 台風を知る～その実態と防災～
台風の発生する仕組みや予想される被害についての話を聞くことで、台
風の恐ろしさについて学び、起こりうる被害に日ごろから備えることの大
切さに気付くようにします。

10月25日 名古屋市中川生涯学習センター
名古屋市教育委員会
生涯学習課

無料
生涯学習Ｗebナビなごや
http://www.suisin.city.nagoya.jp
/

名古屋市中川生涯学習センター

愛知県 名古屋市 ① ダイナミックな地球のシステム
46億年前に地球が形成されて以降どのように地球は進化してきたのか、
そして現在の地球表面では何が起きているのかを通して、ダイナミックな
地球のシステムに迫ります。

10月26日 名古屋市中川生涯学習センター
名古屋市教育委員会
生涯学習課

無料
生涯学習Ｗebナビなごや
http://www.suisin.city.nagoya.jp
/

名古屋市中川生涯学習センター

愛知県 名古屋市 ①
誰でも力を発揮できる多文化共生社
会とは～外国にルーツのある子どもの
人権を通して～

外国にルーツのある子どもたちの人権が十分に保障されていないこと
や、大人になってもなお大きな影響が及んでいる実情を知り、人権を尊重
することの大切さについて考えます。

10月31日 名古屋市中川生涯学習センター
名古屋市教育委員会
生涯学習課

無料
生涯学習Ｗebナビなごや
http://www.suisin.city.nagoya.jp
/

名古屋市中川生涯学習センター

愛知県 名古屋市 ①

親子で楽しく運動しよう！
～バランスボールエクササイズに挑戦
～

名古屋市では毎月第3日曜日は家庭の日と設定しています。家庭の日に
親子で一緒に運動することで、運動の楽しさ、運動習慣の大切さ、親子で
触れ合うことの大切さを実感します。

11月17日 名古屋市中川生涯学習センター
名古屋市教育委員会
生涯学習課

生涯学習Ｗebナビなごや
http://www.suisin.city.nagoya.jp
/

名古屋市中川生涯学習センター

愛知県 名古屋市 ①
日本の昔話やアニメからみる女性像
～男女の固定的な役割分担意識の変

男女の固定的な役割分担意識の歴史や現在に至る変遷、固定的役割分
担意識が男女問わず多くの人の個性・能力の発揮を妨げていることにつ

10月29日 名古屋市南生涯学習センター
名古屋市教育委員会
生涯学習課

無料
生涯学習Ｗebナビなごや
http://www.suisin.city.nagoya.jp

名古屋市南生涯学習センター

愛知県 名古屋市 ① 尾張の中世城館～城跡の見方～
名古屋には数多くの城跡があり、時代の中でそれぞれ重要な役割を果た
していたことを知る。南区、緑区の城跡を中心に学ぶ。

10月30日 名古屋市南生涯学習センター
名古屋市教育委員会
生涯学習課

無料
生涯学習Ｗebナビなごや
http://www.suisin.city.nagoya.jp

名古屋市南生涯学習センター

愛知県 名古屋市 ①
【守山生涯学習まつり・史跡散策会】
守山変遷の地と台地の「へり」を歩く

守山ゆかりの市役所跡や守山城跡、矢田鉄砲稽古場跡などを巡り、地域
に愛着をもつことができるようにする。

10月19日 名古屋市守山生涯学習センター
名古屋市教育委員会
生涯学習課

無料
生涯学習Ｗebナビなごや
http://www.suisin.city.nagoya.jp

名古屋市守山生涯学習センター

愛知県 名古屋市 ① 古墳の歩き方、楽しみ方
国内にある様々な古墳について、その特徴や作られた時代の情勢・文化
などについて知る。また、この地方の古墳の特徴や当時の情勢・文化に
ついても知り、他の地方と比較したりする。

11月5日 名古屋市守山生涯学習センター
名古屋市教育委員会
生涯学習課

無料
生涯学習Ｗebナビなごや
http://www.suisin.city.nagoya.jp
/

名古屋市守山生涯学習センター

愛知県 名古屋市 ① 講談で笑いとワタシを発信
講談師として活躍している講師の生き方に触れ、自分らしく生きることに
対する関心を高める。また、表現することのプロから、表現することに対
する魅力を学ぶ。

11月7日 名古屋市守山生涯学習センター
名古屋市教育委員会
生涯学習課

無料
生涯学習Ｗebナビなごや
http://www.suisin.city.nagoya.jp
/

名古屋市守山生涯学習センター

愛知県
名古屋市
千種区

①④
減災館　第28回特別企画展「伊勢湾
台風から60年」

減災館の特別企画展。 9月25日～1月17日 名古屋大学減災館
名古屋大学減災連携研究セン
ター

無料
http://www.gensai.nagoya-
u.ac.jp/

名古屋大学減災連携研究セン
ター

R1.9上旬にセンターHP
に掲載予定

愛知県
名古屋市
千種区

①④ 第102回げんさいカフェ

減災連携研究センターの研究者と市民とが対話する月に１回のサイエン
ス・カフェ。
タイトル：未定
ゲスト：地震学者　新井伸夫さん（名古屋大学減災連携研究センター特任
教授）

11月5日 名古屋大学減災館
名古屋大学減災連携研究セン
ター

無料
http://www.gensai.nagoya-
u.ac.jp/

名古屋大学減災連携研究セン
ター
TEL：052-789-3468

R1.9中旬にセンターHP
に掲載予定
飲み物代要

愛知県
名古屋市
千種区

①④ 第155回防災アカデミー

防災を支える市民団体や一般市民に向けて、防災関連の講演会を毎月
開催しています。最先端の減災研究を分かりやすく解説します。
タイトル：未定
講師：遠藤　勝裕氏（日本学生支援機構）

11月12日 名古屋大学減災館
名古屋大学減災連携研究セン
ター

無料
http://www.gensai.nagoya-
u.ac.jp/

名古屋大学減災連携研究セン
ター
TEL：052-789-3468

R1.10中旬にセンターHP
に掲載予定

愛知県
名古屋市
中村区

①④
第101回げんさいカフェ
（「ぼうさいこくたい2019」のワーク
ショップとして）

減災連携研究センターの研究者と市民とが対話する月に１回のサイエン
ス・カフェ。
タイトル：新潟県中越地震から15年～知られざる活断層の真実
ゲスト：活断層学者　鈴木康弘さん（名古屋大学減災連携研究センター教

10月19日
ささしまライブエリア・名古屋コン
ベンションホール4階409号室

名古屋大学減災連携研究セン
ター

無料
http://www.gensai.nagoya-
u.ac.jp/

名古屋大学減災連携研究セン
ター
TEL：052-789-3468

R1.9中旬にセンターHP
に掲載予定

愛知県 西尾市 ③ 第14回にしお本まつり
「本」にちなむ様々な催しをとおして書籍や活字文化に対する親しみと関
心を高め、「本のまち西尾」を市内外にアピールする市民文化祭。

10月26日・27日
西尾市岩瀬文庫・
西尾市立図書館

にしお本まつり実行委員会 無料
http://iwasebunko.jp/event/nis
hiobookfes/

西尾市教育委員会事務局
文化振興課

愛知県 西尾市 ④
企画展「茶～岩瀬文庫資料にみる茶
のさまざま～」」

茶道の書物のほかに薬としての効能を紹介した書籍や農業書などで
多様なお茶の世界を紹介する企画展

10月12日～1月19日 西尾市岩瀬文庫 西尾市教育委員会 無料 http://iwasebunko.jp/
西尾市教育委員会事務局
文化振興課

愛知県 西尾市 ④ 講座「古墳探検ツアー」 三河湾を望む幡豆丘陵地にある愛知こどもの国に点在する古墳の紹介 11月16日 愛知こどもの国 西尾市教育委員会
西尾市教育委員会事務局
文化振興課

愛知県 西尾市 ③ 企画展「侍の装い　パート九」 侍の装いである、鎧兜、火縄銃、槍、胸当や馬具を紹介する企画展 10月29日～11月29日 西尾市資料館 西尾市教育委員会 無料
西尾市教育委員会事務局
文化振興課

愛知県 西尾市 ③ 西尾藩鉄砲衆演武 火縄銃の実演 11月16日 西尾市歴史公園 西尾市教育委員会 無料
西尾市教育委員会事務局
文化振興課

愛知県 西尾市 ④ 企画展「古墳時代の西尾」 市内の古墳から出土した遺物を紹介する企画展 11月2日～12月15日 一色学びの館 西尾市教育委員会 無料
西尾市教育委員会事務局
文化振興課

愛知県 西尾市 ④ 講座「古墳時代の西尾」 「新編西尾市史　資料編1　考古」の執筆者の成果報告 11月23日 西尾市岩瀬文庫 西尾市教育委員会 無料
西尾市教育委員会事務局
文化振興課

愛知県 西尾市 ③ 第50回いっしき文化のまつり 一色地域文化協会会員や地元小中学生の作品展・芸能発表等 10月27日、11月2日・3日 一色地域交流センター 西尾一色地域文化協会 無料 西尾一色地域文化協会
愛知県 西尾市 ③ 第40回はず文化祭・芸能祭 幡豆地域文化協会会員や地元小中学生の作品展・芸能発表等 11月16日・17日 幡豆公民館・幡豆ふれあいセン 西尾幡豆地域文化協会 無料 西尾幡豆地域文化協会

愛知県 西尾市 ③ 第60回記念西尾市美術展 一般公募の美術作品の展示 11月22日～11月24日 西尾市文化会館
西尾市・西尾市教育委員会・西尾
文化協会

無料 西尾文化協会

愛知県 西尾市 ③
東儀秀樹×古澤巌×coba　コンサート
ツアー2019

雅楽器・バイオリン・アコーディオン奏者3名のアーティストによるコンサー
ト

11月3日 西尾市文化会館 西尾市文化事業実行委員会
http://www.city.nishio.aichi.jp/in
dex.cfm/8,63543,91,407,html

西尾市教育委員会事務局文化振
興課

愛知県 日進市 ②③④ 第67回愛学祭

愛学祭は67回目を迎え、『宴ＪＯＹ～楽しまなければ学祭じゃない！！～』
をテーマとし来場される方々全員が楽しめる祭りにしていきます。
・ステージではパフォーマンス・ビンゴゲーム等、見て、参加して楽しめる
企画
・小さなお子様も楽しめる体験企画
・バリエーション豊富な模擬店、室内企画、学術発表等

11/3、4 愛知学院大学日進キャンパス 第67回愛学祭実行委員会

第67回愛学祭実行委員会ＨＰ
https://aigakusai.wixsite.com/6
3rd-aguf

第67回愛学祭実行委員会
0561-73-1111(代)
Mail:aguf_67@yahoo.co.jp
学生課
0561-73-1111(代)

愛知県 日進市
①②
③④

鈴木正崇先生（慶応義塾大学名誉教
授、日本山岳修験学会会長）講演会
題目「山岳信仰の過去・現在・未来」

鈴木正崇先生（慶応義塾大学名誉教授、日本山岳修験学会会長）による
講演会を開催し、「山岳信仰の過去・現在・未来」の題で、山岳信仰研究
の最先端をお話いただきます。

10月17日
13時30分～15時00分

愛知学院大学日進キャンパス、
学院会館

愛知学院大学文学会（愛知学院
大学文学部）

無料
愛知学院大学文学部宗教文化学
科

愛知県 半田市 ③ 第７２回半田市美術展
日本画・洋画・彫刻・工芸・書道・写真の6部門の公募展。市内外から出品
された作品を展示します。

11月1日～３日 半田市福祉文化会館 半田市教育委員会
https://www.city.handa.lg.jp/bu
nka/gejutsu/bijutsu/bijutsuten/
index.html

半田市生涯学習課
0569-23-7341

作品出品料1,000円

愛知県 半田市 ① ２０１９はんだふれあい産業まつり 半田市の産業をイベントとともに紹介します。
①11月9日
②11月10日

①JFEスチール
②半田運動公園

はんだふれあい産業まつり実行
委員会

無料
http://www.city.handa.lg.jp/jigyo
sha/shokogyo/shinko/sangyom
atsuri/index.html

半田市経済課
0569-84-0634

愛知県 半田市 ①
読書週間特別企画
秋のえほんクイズ

読書週間にちなみ、絵本の内容についてのクイズを行います。 10月27日～11月9日
半田市立図書館
亀崎図書館

半田市立図書館 無料

【半田市立図書館HP】
http://www.city.handa.lg.jp/tosh
o/bunka/gejutsu/toshokan/tos
hokan.html

半田市立図書館
0569-23-7171
半田市立亀崎図書館
0569-29-5060

幼児から
小学校低学年対象

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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愛知県 半田市 ① えほん講座乳児のために
絵本の選び方、読み方、楽しみ方など乳児への読み聞かせのアドバイス
と実演を行います。

10月30日 半田市立図書館 半田市立図書館

【半田市立図書館HP】
http://www.city.handa.lg.jp/tosh
o/bunka/gejutsu/toshokan/tos
hokan.html

半田市立図書館
0569-23-7171

幼児（0～2歳）の保護者
対象

愛知県 半田市 ① 大人のためのおはなし会 大人向けのお話を、本を使わずに語る会です。 11月10日 半田市立図書館 半田市立図書館 無料

【半田市立図書館HP】
http://www.city.handa.lg.jp/tosh
o/bunka/gejutsu/toshokan/tos
hokan.html

半田市立図書館
0569-23-7171

小学校高学年以上対象

愛知県 半田市 ③ 企画展「あいちの伝統野菜」 あいちの伝統野菜について紹介 9月14日～11月4日
半田市立博物館
（半田市桐ヶ丘4-209-1）

半田市教育委員会 無料
【半田市公式ホームページ】
http://www.city.handa.lg.jp

半田市立博物館
電話番号：0569-23-7173

愛知県 半田市 ③ 亀崎田中組神楽車の実物展示
重要無形民俗文化財「亀崎潮干祭の山車行事」で曳き回される山車のう
ち、亀崎田中組神楽車（半田市指定有形民俗文化財）の実物を展示

6月9日～10月27日
半田市立博物館
（半田市桐ヶ丘4-209-1）

半田市教育委員会 無料
【半田市公式ホームページ】
http://www.city.handa.lg.jp

半田市立博物館
電話番号：0569-23-7173

愛知県 半田市 ③ 上半田南組福神車の実物展示 上半田南組福神車（半田市指定有形民俗文化財）の実物を展示 11月10日～3月下旬
半田市立博物館
（半田市桐ヶ丘4-209-1）

半田市教育委員会 無料
【半田市公式ホームページ】
http://www.city.handa.lg.jp

半田市立博物館
電話番号：0569-23-7173

愛知県 半田市 ③
第3回重要文化財旧中埜家住宅特別
公開

重要文化財旧中埜家住宅の一般特別公開 11月2･3日
重要文化財旧中埜家住宅
（半田市天王町1-30-2）

半田市教育委員会
【半田市公式ホームページ】
http://www.city.handa.lg.jp

半田市立博物館
電話番号：0569-23-7173

愛知県 半田市 ③
ストップモーションアニメ「ごん」の世界
展

人形をコマ撮りするストップモーションアニメの技法やオリジナルの脚本
について、人形や絵のコンテなどを通して紹介します。

11月2日～1月13日 新美南吉記念館 半田市教育委員会
【新美南吉記念館ホームペー
ジ】

新美南吉記念館
0569－26－4888

高校生以上220円

愛知県 東浦町 ③
うのはな館秋の企画展「い・ろ・ど・り―
絵画コレクション」

東浦町が所蔵する絵画を集めて展示します。公共施設で、普段なにげな
く前を通り過ぎてしまっている絵画をじっくり鑑賞する機会を設けました。

10/26～12/1 東浦町郷土資料館 東浦町教育委員会 無料
http://www.town.aichi-
higashiura.lg.jp/

東浦町郷土資料館0562-82-1188

愛知県 東浦町 ③ 第42回東浦町美術展 日本画、洋画、彫刻、水墨画、工芸の募集作品を展示します。 10/31～11/3 文化センター 東浦町文化協会 無料
http://www.town.aichi-
higashiura.lg.jp/

東浦町生涯学習課（文化センター
内）0562-83-9567

愛知県 東浦町 ③ 東浦町盆栽展 丹精込めて育てた盆栽の展示 11/16～17 文化センター 東浦町文化協会 無料
http://www.town.aichi-
higashiura.lg.jp/

東浦町生涯学習課（文化センター
内）0562-83-9567

愛知県 南知多町 ③ 第１９回カラオケ発表会 文化協会カラオケ部によるカラオケ発表 10/27 南知多町総合体育館 南知多町文化協会カラオケ部 無料
南知多町文化協会　0569-77-
3755

愛知県 南知多町 ③ 企画展「四代佐七と芸術家たち」 内田佐七家の所蔵資料を中心とした企画展 9/21～12/8 尾州廻船内海船船主内田家 南知多町教育委員会
南知多町教育委員会社会教育課　
0569-65-2880

愛知県 南知多町 ③ 文化遺産ウォークラリー 南知多町内海にある文化遺産を歩いて巡る 10/26、11/2 南知多町内海 南知多町教育委員会 無料
南知多町教育委員会社会教育課　
0569-65-2880

愛知県 南知多町 ③ 梅原邸特別公開 哲学者・梅原猛の育った家屋を公開する 10/26～11/4 梅原邸 南知多町教育委員会 無料
南知多町教育委員会社会教育課　
0569-65-2880

愛知県 南知多町 ③ 旧内田家住宅秋の夜長のコンサート 東京フィルハーモニー交響楽団所属の奏者らによるコンサート 11/5、6 尾州廻船内海船船主内田家 南知多町教育委員会
南知多町教育委員会社会教育課　
0569-65-2880

愛知県 南知多町 ③ 全知多茶道連盟南知多茶会 文化財の家屋において茶会を開催する 11/10 尾州廻船内海船船主内田家 南知多町教育委員会
南知多町教育委員会社会教育課　
0569-65-2881

愛知県 南知多町 ① 花のあるくらし（秋冬） 生花やプリザーブドフラワー等を使用したフラワーアレンジメント教室 11/12 南知多町総合体育館 南知多町教育委員会
南知多町教育委員会社会教育課　
0569-65-2880

愛知県 美浜町 ③ 美浜町文化祭 町民が日頃創作している作品の展示及び呈茶（有料） 10月26,27日 美浜町総合公園体育館 美浜町・美浜町教育委員会 無料 教育部生涯学習課
愛知県 美浜町 ③ 美浜町芸能祭 町民の舞踊・合唱・合奏などの芸能を発表する。 10月27日 美浜町総合公園体育館 美浜町・美浜町教育委員会 無料 教育部生涯学習課
愛知県 美浜町 ① 古本リサイクル市 各家庭で不用となった図書を持ち寄ってもらい欲しい方にお持ちいただく 10月12日～24日 美浜町図書館 美浜町・美浜町教育委員会 無料 教育部生涯学習課

愛知県 美浜町 ①
よるの図書館コンサート
～チェロの調べ～

開館時間を1時間半延長して、チェロとピアノによる、コンサートを行う。
10月19日
18：00～19：30

美浜町図書館 美浜町・美浜町教育委員会 無料 教育部生涯学習課

愛知県 美浜町 ① 秋の歌声コンサート
ラ フルール　ハーモニーキッズによる、外国民謡や童謡のパフォーマンス

10月20日午後2時～2時30分 美浜町図書館 美浜町・美浜町教育委員会 無料 教育部生涯学習課

愛知県 美浜町 ① あすなろコーラスコンサート あすなろコーラスによる合唱 10月22日午後2時～2時30分 美浜町図書館 美浜町・美浜町教育委員会 無料 教育部生涯学習課

愛知県 美浜町 ① 除籍資料の無料配布
保存年限3年を越えた雑誌や、]保存年限10年を越える除籍図書を無料
配布する。（ひとり10冊まで）

10月26日～11月3日 美浜町図書館 美浜町・美浜町教育委員会 無料 教育部生涯学習課

愛知県 美浜町 ① ぶっくふれんず　とくべつおはなし会 絵本の読み聞かせなど実施
11月2日
11：00～

美浜町図書館 美浜町・美浜町教育委員会 無料 教育部生涯学習課

愛知県 みよし市 ② 小中学生夢の作品展 市内児童生徒の造形作品の展示 11月16日～17日 文化センターサンアート みよし市教育委員会 無料
みよし市教育委員会
学校教育課

愛知県 みよし市 ③ みよし市文化祭
みよし市文化協会会員による展示発表、芸能発表、茶会、菊花展、
市民囲碁大会、市民将棋大会

10月27日～11月3日 文化センター　サンアート他
みよし市、みよし市教育委員会
（実施主体：みよし市文化協会）

みよし市教育委員会
生涯学習推進課

囲碁大会と将棋大会と
お茶会は有料。それ以
外は無料。

愛知県 みよし市 ③
秋季特別展「太古のロマンを求めて　
稲垣輝行氏石器コレクション展」

稲垣輝行氏から寄贈いただいの石器資料1,200点を中心に展示予定。 10月19日～12月15日 みよし市立歴史民俗資料館 みよし市教育委員会 無料
みよし市教育委員会
教育行政課　資料館
0561-34-5000

愛知県 みよし市 ①
石川家住宅　
町なかアートギャラリー２０１９

みよし市指定文化財石川家住宅の建物及び庭園内に市民が自作の絵
画や写真・工芸品などを展示する。

10月17日～11月７日
石川家住宅 みよし市教育委員会 無料

みよし市教育委員会
教育行政課　資料館
0561-34-5000

愛知県 みよし市 ③ 文化財めぐり みよし市内の文化財をめぐります。 11月23日 みよし市内 みよし市教育委員会
みよし市教育委員会
教育行政課　資料館
0561-34-5000

50円

愛知県 みよし市 ③
石川家住宅　歴史体感！講座
布草履を作ろう

毎月開催。布を裂いて縄を作り、草履を作ります。 10月26日 石川家住宅 みよし市教育委員会 無料
みよし市教育委員会
教育行政課　資料館
0561-34-5000

愛知県 みよし市 ①
石川家住宅　歴史体感！講座
篠笛教室

毎月開催。日本の歌曲や童謡などを楽しく、横笛で吹いてみよう。 10月26日 石川家住宅 みよし市教育委員会 無料
みよし市教育委員会
教育行政課　資料館
0561-34-5000

愛知県 みよし市 ①
石川家住宅　歴史体感！講座
落款を作ろう

石から落款を作ります。 10月26日 石川家住宅 みよし市教育委員会 無料
みよし市教育委員会
教育行政課　資料館
0561-34-5000

愛知県 みよし市 ①
石川家住宅　歴史体感！講座
お蔵の中で懐メロを歌おう

毎月開催。昔の音楽の授業でよく歌われた唱歌を中心に歌います。歌唱
指導はありません。みんなで楽しく歌いましょう

10月27日 石川家住宅 みよし市教育委員会 無料
みよし市教育委員会
教育行政課　資料館
0561-34-5000

愛知県 みよし市 ①
石川家住宅　歴史体感！講座
葉脈標本の栞を作ろう

葉脈に色をつけて台紙にはって栞を作ります。 11月2日 石川家住宅 みよし市教育委員会 無料
みよし市教育委員会
教育行政課　資料館
0561-34-5000

愛知県 みよし市 ③
石川家住宅　歴史体感！講座
伝承木綿講座

毎月開催。綿から糸を紡ぎ、布を織ります。 11月2日 石川家住宅 みよし市教育委員会 無料
みよし市教育委員会
教育行政課　資料館
0561-34-5000

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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愛知県 みよし市 ①
石川家住宅　歴史体感！講座
お蔵の中で唱歌を歌おう

毎月開催。昔の音楽の授業でよく歌われた唱歌を中心に歌います。
歌唱指導はありません。みんなで楽しく歌いましょう

11月3日 石川家住宅 みよし市教育委員会 無料
みよし市教育委員会
教育行政課　資料館
0561-34-5000

愛知県 みよし市 ③
石川家住宅　歴史体感！講座
よくとぶ竹とんぼを作ろう

紙パックと竹串で竹とんぼを作ります。 11月9日 石川家住宅 みよし市教育委員会 無料
みよし市教育委員会
教育行政課　資料館
0561-34-5000

愛知県 みよし市 ③
石川家住宅　歴史体感！講座
根付を作ろう

ハギレを使って根付をつくります。 11月9日 石川家住宅 みよし市教育委員会 無料
みよし市教育委員会
教育行政課　資料館
0561-34-5000

愛知県 みよし市 ①
石川家住宅　歴史体感！講座
お蔵の中で懐メロを歌おう

毎月開催。昔の音楽の授業でよく歌われた唱歌を中心に歌います。歌唱
指導はありません。みんなで楽しく歌いましょう

11月9日 石川家住宅 みよし市教育委員会 無料
みよし市教育委員会
教育行政課　資料館
0561-34-5000

愛知県 弥富市 ③ 第27回市民文化展 絵画、書道、工芸など市民及び市文化協会会員の作品展 11月8日～11月10日 弥富市総合社会教育センター 弥富市教育委員会 無料
弥富市総合社会教育センター
0567-65-0002

愛知県 弥富市 ③ 第27回洋邦楽舞発表会 市文化協会加盟の洋楽・邦楽・舞踊３部門の発表会 11月9日 弥富市総合社会教育センター 弥富市文化協会 無料
弥富市総合社会教育センター
0567-65-0002

愛知県 弥富市 ③ 第14回弥富市文化芸能大会 獅子舞・神楽太鼓など伝統芸能の発表会 11月10日 弥富市総合社会教育センター 弥富市文化財保存会 無料
弥富市歴史民俗資料館
0567-65-4355

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


