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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

滋賀県 愛荘町 ③ 愛荘町民文化祭
舞台発表（町内の方が舞台で発表する）
一般展示（町内の方の作品を展示する）
子ども展示（町内の子どもの作品を展示する）

11/2～3
11/16

ハーティーセンター秦荘・愛知
川武道館

愛荘町民文化祭実行委員会 無料
愛荘町民文化祭実行委員会
（生涯学習課内）
0749-37-8055

滋賀県 愛荘町 ③ 愛荘町民文化祭特別企画 ハーバリウム・バスボム作り（予定）

滋賀県 近江八幡市 ②
第57回　近江八幡市青少年美
術展覧会

市内保育所（園）・幼稚園・こども園・小学校・中学校の幼児・児童・生徒の図工・
美術・書写作品を展示し、教育の振興と文化の向上を図ります。

11月15～17日 近江八幡市文化会館
市教育委員会　
市美術教育研究会
市書写教育研究会

無料
近江八幡市教育委員会
電話：0748-36-5531

滋賀県 近江八幡市 ③ 市民文化祭 近江八幡市の文化団体等が一堂に集まる文化の祭典です。 10月19～20日
近江八幡市文化会館大ホー
ル、他

近江八幡市文化会館 無料
近江八幡市ＨＰ：
http://www.city.omihachiman.shig
a.jp/

近江八幡市文化会館
電話：0748-33-8111

滋賀県 近江八幡市 ③ 近江笑人寄席
地元在住の井筒家磯七さんを中心に、社会人落語家「泉笑会」のみなさんが落
語を披露します。

11月3日 近江八幡市文化会館大ホール 近江八幡市文化会館
近江八幡市ＨＰ：
http://www.city.omihachiman.shig
a.jp/

近江八幡市文化会館
電話：0748-33-8111

全席自由
前売\500 当日\700

滋賀県 近江八幡市 ③ 市民音楽祭 近江八幡市音楽連盟の加盟団体が一堂に集まる音楽の祭典です。 11月24日 近江八幡市文化会館大ホール 近江八幡市文化会館 無料
近江八幡市ＨＰ：
http://www.city.omihachiman.shig
a.jp/

近江八幡市文化会館
電話：0748-33-8111

滋賀県 近江八幡市 ①③ 市民読書月間
読書週間に合わせて、雑誌リサイクル、図書のテーマ展示、市内在住の絵本作
家はやしますみ氏の絵本原画展を開催します。

10月31日～11月26日 近江八幡図書館・安土図書館 近江八幡図書館・安土図書館 無料
近江八幡図書館
電話：0748-32-4090

滋賀県 近江八幡市 ①
市民大学講座～ふるさとをもっ
と知ろう～

全6回講座の最終回は「琵琶湖のおいたち」と題して、琵琶湖博物館　統括学芸
員　里口保文さんに御講演いただきます。14:00～15:00で受付は30分前からで
す。全6回中4回以上受講された方に修了証書をお渡しします。

10月23日
近江八幡市総合福祉センター
（ひまわり館ホール）

市教育委員会 無料
近江八幡市生涯学習課
電話：0748-36-5533

滋賀県 近江八幡市 ①
令和元年度滋賀県青少年育成
県民大会

日頃、地域で青少年育成に取り組んでいる関係者をはじめ、多くの県民の参加
のもと、11月の滋賀県子ども・若者育成支援強調月間の「たくましく　伸びよう　伸
ばそう　湖国の子」をスローガンに、青少年健全育成への一層の理解を深め、青
少年育成運動の輪をさらに大きく発展させることを目的として実施します。本大会
では、主に青少年活動発表、各種表彰、作文・絵画・ポスター発表、講演などを行

11月9日 安土文芸セミナリヨ
滋賀県青少年育成県民会議
滋賀県

無料
滋賀源青少年育成
県民会議事務局
077-523-5484

滋賀県 大津市 ①③ 第７２回大津市文化祭
市内の文化会場及び公民館などで、学区文化祭、音楽、演劇、舞踊、美術、文
芸、生活文化その他の部門で開催します。

10月1日～翌年1月31日 市内各会場 大津市湖都文化実行委員会 R1.9月下旬にアップ予定
大津市市民部文化・青少年課
077-528-2733

滋賀県 大津市 ① 和邇図書館サークルまつり
本のリサイクル、おはなしかい、講演会、朗読会など、図書館の登録サークルに
よるイベントを開催します。

10月26日～11月16日 大津市立和邇図書館 サークル協議会 無料
大津市立和邇図書館
077-594-2050

滋賀県 大津市 ③
種をまくプロジェクト2019
びわ湖・滋賀の風景展

一般部門・高校生部門に加え、小中学生部門を併設した全国公募の美術展。作
品を通して、湖国の豊かな風景を再発見してください。

10月22日～28日 しがぎんホール びわ湖芸術文化財団 無料

（公財）びわ湖芸術文化財団ＨＰ
https://www.biwako-
arts.or.jp/rd/kokoku-
g/tanepro/20515.html

びわ湖芸術文化財団
地域創造部
077-523-7146

会期中無休

滋賀県 大津市 ③
びわ湖ホール秋のロビーコン
サート祭り　サクソフォン・アンサ
ンブルの魅力

若手実力派Impetus Saxophone Quartet（インペトゥス・サクソフォン・カルテット）に
よるロビーコンサート。ドビュッシーやグリーグの名曲をサクソフォン・アンサンブ
ルでお楽しみください。（メインロビー、13：00開演）

10月18日
滋賀県立芸術劇場びわ湖ホー
ル

滋賀県立芸術劇場びわ湖ホー
ル

無料
びわ湖ホールＨＰ
https://www.biwako-hall.or.jp/

びわ湖ホール事業部
077-523-7150

滋賀県 大津市 ③
＜びわ湖の午後54＞鈴木秀美　
円熟のバッハ　無伴奏チェロ組
曲

鈴木秀美は、「18世紀オーケストラ」のブリュッヘン、「ラ・プティット・バンド」のクイ
ケンなど、世界の名だたる古楽演奏家から厚い信頼を受ける、日本におけるバ
ロック・チェロの第一人者。長いキャリアを重ねてきた鈴木秀美による、バッハ無
伴奏チェロ組曲を２日間にかけて全曲お贈りします。（小ホール、14：00開演）

10月19日
滋賀県立芸術劇場びわ湖ホー
ル

滋賀県立芸術劇場びわ湖ホー
ル

びわ湖ホールＨＰ
https://www.biwako-hall.or.jp/

びわ湖ホールチケットセンター
077-523-7136

滋賀県 大津市 ③
びわ湖ホール 秋のロビーコン
サート祭り　特別企画　メインロ
ビーでパフォーマンス！

公募出演者によるメインロビーでのコンサート、パフォーマンス。あらゆるジャンル
のパフォーマンスが集う楽しい一日。（メインロビー、時間未定）

10月22日
滋賀県立芸術劇場びわ湖ホー
ル

滋賀県立芸術劇場びわ湖ホー
ル

無料
びわ湖ホールＨＰ
https://www.biwako-hall.or.jp/

びわ湖ホール事業部
077-523-7150

滋賀県 大津市 ③
＜びわ湖の午後54＞鈴木秀美　
円熟のバッハ　無伴奏チェロ組
曲

鈴木秀美は、「18世紀オーケストラ」のブリュッヘン、「ラ・プティット・バンド」のクイ
ケンなど、世界の名だたる古楽演奏家から厚い信頼を受ける、日本におけるバ
ロック・チェロの第一人者。長いキャリアを重ねてきた鈴木秀美による、バッハ無
伴奏チェロ組曲を２日間にかけて全曲お贈りします。（小ホール、14：00開演）

10月26日
滋賀県立芸術劇場びわ湖ホー
ル

滋賀県立芸術劇場びわ湖ホー
ル

びわ湖ホールＨＰ
https://www.biwako-hall.or.jp/

びわ湖ホールチケットセンター
077-523-7136

滋賀県 大津市 ③
びわ湖ホール秋のロビーコン
サート祭り　<ハロウィン企画＞
夜の仮面舞踏会

びわ湖ホールのハロウィン・ナイトは「仮面舞踏会」！
弦楽四重奏が奏でる華麗なダンス曲。みんなで仮装してお出かけしませんか？
（メインロビー、19：00開演）

10月28日
滋賀県立芸術劇場びわ湖ホー
ル

滋賀県立芸術劇場びわ湖ホー
ル

無料
びわ湖ホールＨＰ
https://www.biwako-hall.or.jp/

びわ湖ホール事業部
077-523-7150

滋賀県 大津市 ③
＜気軽にクラシック21＞岩谷祐
之　情熱のヴァイオリン

実力派アーティストによる演奏を気軽に楽しめる１時間のコンサートシリーズ。関
西フィルハーモニー管弦楽団コンサートマスター　岩谷祐之が登場です。高度な
技術と情熱的な音色で奏でるヴァイオリンの名曲をご堪能ください。（小ホール、

11月2日
滋賀県立芸術劇場びわ湖ホー
ル

滋賀県立芸術劇場びわ湖ホー
ル

びわ湖ホールＨＰ
https://www.biwako-hall.or.jp/

びわ湖ホールチケットセンター
077-523-7136

滋賀県 大津市 ③
びわ湖芸術文化茶論（サロン）
～びわ湖のほとりで夢（アート）
を語る～

これからの地域がますます元気になり、その魅力を全国へ、世界へと発信してい
くために芸術文化が果たす役割について、各界で広く活躍するゲストを交えて語
り合い、意見を交わすトークセッションを開催します。
第３回／地域の糸をつむぐ～アートを用いた継承・アーカイブ～
（研修室、14：00～）

11月9日
滋賀県立芸術劇場びわ湖ホー
ル

（公財）びわ湖芸術文化財団 無料
（公財）びわ湖芸術文化財団ＨＰ
https://www.biwako-
arts.or.jp/rd/about/20301.html

びわ湖芸術文化財団地域創造
部
077-523-7146

滋賀県 大津市 ③
＜びわ湖の午後55＞福間洸太
朗　ピアノ・リサイタル

20歳で日本人初のクリーヴランド国際コンクール優勝およびショパン賞を受賞し
た後、数々の国内外の著名オーケストラとの共演を重ねるほか、14枚ものＣＤを
リリースするなど、活躍目覚ましい福間洸太朗がびわ湖ホール小ホールに登場。
「情熱」をテーマに、ベートーヴェンとシューマンの名曲をお届けします。（小ホー

11月16日
滋賀県立芸術劇場びわ湖ホー
ル

滋賀県立芸術劇場びわ湖ホー
ル

びわ湖ホールＨＰ
https://www.biwako-hall.or.jp/

びわ湖ホールチケットセンター
077-523-7136

滋賀県 大津市 ① 文化の日　地下書庫探検
県民を対象に普段は入ることのできない、県立図書館の地下書庫を探検しなが
ら所蔵しているさまざまな資料（図書）をご紹介します。

11月3日 滋賀県立図書館 県立図書館 無料 https://www.shiga-pref-library.jp 077-548-9691

滋賀県 大津市 ③
龍谷大学第48回学術文化祭
（瀬田キャンパス）

開催テーマ「文化を紡ぐ」
毎年、学園祭である龍谷祭と併催し、龍谷大学の学術・文化系団体が発表を行う
イベントです。吹奏楽部を代表する音楽系団体の演奏、落語研究会等の伝統文
化系団体の公演、研究系団体のパネル発表等、日頃の活動の成果を発表しま

11月2日～4日
龍谷大学
瀬田キャンパス

龍谷大学第48回学術文化祭実
行委員会

無料

Twitter：
龍谷大学第48回学術文化祭実
行委員会
@ryukokubunsai

龍谷大学学生部
または
左記Twitter

滋賀県 大津市 ①③④
明智光秀の足跡を訪ねる
－西教寺と坂本そして菊御膳－

西教寺は明智光秀の保護を受け、其も大事的な役割を果たします。そのため、明
智光秀および坂間途上に縁の文化遺産も多く伝えられています。今回の学外講
習は、光秀が積極的に関与したとされる坂本焼き討ちの実像に迫るとともに、西
教寺の魅力に迫ります。また、この時期にのみ提供される坂本菊を使った昼食を
頂き、坂本の食文化にも触れていただきます。

11月13日 大津市坂本本町
龍谷大学
龍谷エクステンションセンター
（REC）

https://rec.ryukoku.ac.jp/

龍谷エクステンションセンター
（REC）
＜京都＞075-645-7892
＜滋賀＞077-543-7848

滋賀県 大津市 ② 大学祭 学生企画のため未定 10月26日 びわこ成蹊スポーツ大学 2019年大学祭実行委員会 無料
びわこ成蹊スポーツ大学
学務部学生課
077-596-8430

滋賀県 大津市 ① 滋賀大学公開講座
心理療法の基礎知識と箱庭作成体験ワークショップ
～箱庭を通してこころの世界味わう～

11月2日 滋賀大学大津キャンパス 国立大学法人滋賀大学
https://www.shiga-
u.ac.jp/research_cooperation/se
minar/open_seminar/

滋賀大学
産学公連携推進課
0749(27)1279

受講生募集期間
8/3～10/3

滋賀県 大津市 ③ 紫雅祭（学園祭）
学生の課外活動として、各種ライブ、模擬店の出店、フリーマーケットなどの催し
ものを開催します。

11月9日～10日 滋賀大学大津キャンパス 国立大学法人滋賀大学 無料 https://www.shiga-u.ac.jp/
滋賀大学教育学部
学生・就職支援係
077-537-7708

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



141

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

滋賀県 大津市 ③ 滋賀医科大学第４５回若鮎祭
学生企画として、模擬店の出店、ステージライブ、講演会やフリーマーケットなど
の催し物を開催予定です。

10月26日,
27日

滋賀医科大学 若鮎祭実行委員会 無料
学生課学生支援係
077-548-2070

滋賀県 大津市 ①
第５回‘がんを学ぼう’市民公開
講座

・ゼロから始める肺がん入門
・治療との付き合い方　抗がん薬編
以上2つのテーマで講演を行います。

10月28日
滋賀医科大学医学部附属病院
2階（第2会議室）

滋賀医科大学医学部附属病院
腫瘍センター

無料

https://www.shiga-
med.ac.jp/social-
contributions/open-
lectures#OL191028

医療サービス課
077-548-3625

現時点での予定とな
り、変更になる場合が
あります。

滋賀県 大津市 ①
2019年度　第3回肝臓病教室 

・知っていますか？死につながる脂肪肝の恐怖
・脂肪肝対策を食事から考える
・脂肪肝におすすめの運動とは～有酸素運動VSレジスタンストレーニング～
以上3つのテーマで講演を行います。

11月6日
滋賀医科大学医学部附属病院
3階（第3会議室）

滋賀医科大学医学部附属病院
肝疾患相談支援センター

無料

https://www.shiga-
med.ac.jp/social-
contributions/open-
lectures#OL191106

肝疾患相談支援センター
077-548-2744

現時点での予定とな
り、変更になる場合が
あります。

滋賀県 草津市 ①

令和元年度　第２回　立命館び
わこ講座「滋賀県の納豆文化を
考える～観音寺納豆を事例に
～」

大学の知的資源を地域の生涯学習支援に生かすことを目的として、立命館大学
と共催で開講している講座です。令和元年度は、「持続可能な社会に向けて～琵
琶湖・草津からの発信～」をテーマに、全５回開講しています。

11月2日
立命館大学びわこ・くさつキャン
パス

立命館大学、草津市教育委員
会生涯学習課

草津市HP
ｈｔｔp://ｗｗ
ｗ.city.kusatsu.shiga.jp/kosodate/
kozagakushu/shougaigakushu/

草津市教育委員会事務局生涯
学習課
077-568-4811

滋賀県 草津市 ① 秋のサボテン展 美しい花、独特な形のサボテンなど約200点を展示します。 11月2日～4日 水生植物公園みずの森 水生植物公園みずの森 無料
みずの森HP
ｈｔｔp://ｗｗｗ.seibu-la.co.jp

水生植物公園みずの森
077-568-2332

滋賀県 草津市 ①
第１６回　草津街あかり・華あか
り・夢あかり

たくさんのあかりが商店街通り一帯を美しく彩ります。幻想的に照らされた秋の草
津路をお楽しみください。

11月1日～2日 JR草津駅東側、商店街一帯
草津街あかり実効委員会（草津
商工会議所内）

無料
草津市HP
ｈｔｔp://ｗｗ
ｗ.city.kusatsu.shiga.jp/

草津街あかり実効委員会
（草津商工会議所内）
077-564-5201

滋賀県 草津市 ③ おはなし会 大型絵本、紙芝居などを読みます。 10月26日 草津市立図書館 草津市立図書館 無料
草津市立図書館
077-565-1818

滋賀県 草津市 ③ おはなしのじかん 絵本、紙芝居など読みます。 10月26日,11月2日 南草津図書館 南草津図書館 無料
南草津図書館
077-567-0373

滋賀県 草津市 ③ くさつ図書館まつり
市民のボランティアを中心に、本の無料リサイクル市、ビブリオバトル、書庫ツ
アー、楽しい点字、耳で読む読書、しおり作り･釣り、大人のためのおはなし会な
ど様々な催しを行います。

10月27日 草津市立図書館 くさつ図書館まつり実行委員会 無料
草津市立図書館
077-565-1818

滋賀県 草津市 ③ ハロウィン・クイズラリー 本に関するクイズに答えてもらい、参加者にはプレゼントを渡します。 10月27日 南草津図書館 南草津図書館 無料
南草津図書館
077-567-0373

滋賀県 草津市 ③ 野外おはなしのじかん
読書週間に絡めて多くの子どもたちに読書の楽しさを知ってもらうため、
外で絵本、紙芝居などを読みます。

11月2日 草津市立図書館 草津市立図書館 無料
草津市立図書館
077-565-1818

滋賀県 草津市 ③ おはなしのじかん 絵本の開き読み、紙芝居などを行います。 11月9日 草津市立図書館 草津市立図書館 無料
草津市立図書館
077-565-1818

滋賀県 草津市 ③ おはなし会 大型絵本、紙芝居などを読みます。 11月9日
市民交流プラザ 
音楽室

南草津図書館 無料
南草津図書館
077-567-0373

滋賀県 草津市 ①
Ａ展示室クロージング
地域の人々による展示コーナー
「鉱物・化石のよもやま話」

地域の人々が長年にわたって収集してきたこの地域の素晴らしい鉱物や化石
が、これまでのコーナーを拡大して展示されます。博物館が所蔵する標本とはま
た違った魅力をもった標本たちをご覧ください。

9月15日～11月24日 琵琶湖博物館 琵琶湖博物館
琵琶湖博物館HP
ｈｔｔｐｓ.ｗww.biwahaku.jp

滋賀県立琵琶湖博物館
077-568-4811

滋賀県 草津市 ① プランクトンを見よう！
マイクロアクアリウムを探検します。プランクトンを顕微鏡で観察した後、それをモ
チーフにアート作品を作ります。

10月12日 琵琶湖博物館 琵琶湖博物館
琵琶湖博物館HP
ｈｔｔｐｓ.ｗww.biwahaku.jp

滋賀県立琵琶湖博物館
077-568-4811

（小学4年生以下は保
護者同伴）

滋賀県 草津市 ① かぼちゃをさがそう！ かぼちゃを見つけて、近江の伝統野菜について知ろう！ 10月19日～31日 琵琶湖博物館 琵琶湖博物館
琵琶湖博物館HP
ｈｔｔｐｓ.ｗww.biwahaku.jp

滋賀県立琵琶湖博物館
077-568-4811

（小学3年生以下は保
護者同伴）

滋賀県 草津市 ① びわ博フェス2019
博物館のはしかけ活動等を来館者の皆様に広く知って頂き、一緒に活動したいと
感じて頂ける契機となるよう、はしかけ、フィールドレポーターによるワークショッ
プや、ポスター展示を実施します。

10月19日、20日 琵琶湖博物館 琵琶湖博物館
琵琶湖博物館HP
ｈｔｔｐｓ.ｗww.biwahaku.jp

滋賀県立琵琶湖博物館
077-568-4811

滋賀県 草津市 ①
A展B展クロージングイベント
高橋館長と行くＡ展示室見納め
ツアー

リニューアルのための閉室を前に、開館当時Ａ展示室を担当した高橋館長が、展
示制作の四方山話、展示に込めた想いなどをまじえてお話しする解説ツアー

10月27日 琵琶湖博物館 琵琶湖博物館
琵琶湖博物館HP
ｈｔｔｐｓ.ｗww.biwahaku.jp

滋賀県立琵琶湖博物館
077-568-4811

（小学4年生以下は保
護者同伴）

滋賀県 草津市 ①
B展クロージングイベント
○○をさがせ！絵解きで見る瀬
田の唐橋

瀬田の唐橋を描いた絵図の中に隠れた人を探してみよう！巻物を落とした人は
見つかるかな？Ｂ展示室リニューアル閉室前にじっくり絵解きをしてみよう。

11月4日 琵琶湖博物館 琵琶湖博物館
琵琶湖博物館HP
ｈｔｔｐｓ.ｗww.biwahaku.jp

滋賀県立琵琶湖博物館
077-568-4811

（小学4年生以下は保
護者同伴）

滋賀県 草津市 ① 秋の色探しをしよう！
秋色にそまった屋外展示の森を散策し、鮮やかに色づいた葉っぱなどを使った作
品づくりをします。採集した葉や実の色や形の秘密について植物博士からお話も

11月9日 琵琶湖博物館 琵琶湖博物館
琵琶湖博物館HP
ｈｔｔｐｓ.ｗww.biwahaku.jp

滋賀県立琵琶湖博物館
077-568-4811

（小学4年生以下は保
護者同伴）

滋賀県 草津市 ①③④ 立命館びわこ講座

大学の知的資源を地域の生涯学習支援に活かすことを目的として、立命館大学
びわこ・くさつキャンパスが草津市および草津市教育委員会との協働のもと、20
年以上続いて開講している講座です。身近な近江・草津の豊かな文化・財産・歴
史について広くとらえることを目指します。

10月26日,11月2日,9日,16
日,23日

立命館大学びわこ・くさつキャン
パス

立命館大学、草津市
【立命館びわこ講座】
http://www.ritsumei.ac.jp/commu
nity_affiliations/course/bkc/

立命館大学BKC地域連携課
077-561-5918

滋賀県 甲賀市 ①③ 図書館まつり
「本と人がであう場所」「文化を発信する空間」を提供することを目的とし、各種イ
ベントを開催します。イベント内容は、子ども向け講座「信楽焼のヒミツをさぐる」、
ビブリオバトル in KOKA、コンサート、オープンカフェを予定しています。

10月27日 甲賀市信楽図書館 甲賀市図書館 無料

水口図書館 （0748）63-7400、土
山図書館  66-1056、甲賀図書
情報館 88-7246、甲南図書交流
館 86-1504、信楽図書館 82-

滋賀県 甲賀市 ① まなびの体験広場2019

生涯学習への関心がますます高まる今日、学校や職場、地域等で学んでいる人
たちには、その学びから得た知識・経験の「発表の場」を、また次世代を担う子ど
もたちには新たな興味・関心・喜びをもたらす「学ぶ場」を提供し、世代間交流す
る中で人と人との輪を広げ、さらなる生涯学習の振興をはかることを目的として

10月26日
甲南情報交流センター・甲南公
民館
（忍の里プララ）

甲賀市教育委員会 無料
甲賀市教育委員会事務局
社会教育スポーツ課
0748-69-2248

滋賀県 甲賀市 ①③ 2019水口町文化協会文化祭
水口町文化協会会員（加盟団体）による茶道、華道、書等の美術作品等の展示
及び民謡や舞踊の芸能発表を行います。

10月18日～19日 甲賀市あいこうか市民ホール 水口町文化協会 無料
甲賀市文化協会連合会事務局
（甲賀市あいこうか市民ホール
内）

滋賀県 甲賀市 ①②③ 第16回あいの土山文化祭
あいの土山文化協会会員（加盟団体）による茶道、華道、書等の美術作品等の
展示及び民謡や舞踊の芸能発表を行います。また、土山地域保育・幼稚園児、
小学校児童、中学校生徒による絵画・書・造形作品の展示も行います。

11月9日～10日
甲賀市あいの土山文化ホール
森林文化ホール

あいの土山文化協会 無料

滋賀県 甲賀市 ①②③ 第64回甲賀町文化祭
甲賀町文化協会会員（加盟団体）による茶道、華道、書等の美術作品等の展示
及び民謡や舞踊の芸能発表を行います。また、甲賀地域保育・幼稚園児、小学
校児童、中学校生徒による絵画・書・造形作品の展示も行います。

11月2日～3日
甲賀市甲賀中央公園体育館
甲賀農村環境改善センター

甲賀町文化協会 無料

滋賀県 甲賀市 ①③ 第53回甲南文化祭
甲南町文化協会会員（加盟団体）による茶道、華道、書等の美術作品等の展示
及び民謡や舞踊の芸能発表を行います。

10月17日～20日
甲賀市甲南情報交流センター
甲南公民館（忍の里プララ）

甲南町文化協会 無料

滋賀県 甲賀市 ①②③ 第50回信楽芸術文化祭
信楽町文化協会会員（加盟団体）による茶道、華道、書等の美術作品等の展示
及び民謡や舞踊の芸能発表を行います。また、信楽地域保育・幼稚園児、小学
校児童、中学校生徒による絵画・書・造形作品の展示も行います。

11月1日～3日
甲賀市信楽体育館、滋賀県立
陶芸の森産業展示館信楽ホー
ル

信楽町文化協会 無料

滋賀県 甲賀市 ①③
特別展「北大路魯山人　古典復
興－現代陶芸をひらく」

北大路魯山人と同時代に活躍した陶芸家の作品と、彼らが影響をうけた古陶磁
の名品約200点を展示します。

9月14日～12月1日 滋賀県立陶芸の森陶芸館 滋賀県立陶芸の森
https://www.sccp.jp/exhibitions/
10592/

0748-83-0909

滋賀県 甲賀市 ③
【写真展】やきものの花と暮らし
～神山清子-”土”と”焼き”のプ
リミティブ

神山清子が挑む土と炎と対話しながらつくるやきものは、まさにプリミティブな世
界。本展では、信楽焼のうつわを花などで彩り、信楽焼の魅力や日常の暮らしに
取り入れる楽しさを写真から発信します。

9月29日～10月20日
FUJIKI(陶芸の森地域連携拠
点)

公益財団法人滋賀県陶芸の森 無料
https://www.sccp.jp/

0748-83-0909

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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滋賀県 甲賀市 ③
創作研修館
オープン・スタジオ５

創作研修館は陶芸家が滞在しながら制作するアーティスト・イン・レジデンス事業
を行っている施設です。アーティストによるレクチャーやワークショップ等を開催し

10月20日 滋賀県立陶芸の森創作研修館 公益財団法人滋賀県陶芸の森 無料
https://www.sccp.jp/

0748-83-0909

滋賀県 甲賀市 ①③
親子向け制作体験（特別講座）
子どもやきものシリーズ

陶芸の森では、信楽焼に親しんでいただくため、親子で制作体験できる講座を開
催しています。楽しい器づくりに挑戦できるアイデア満載の講座です。

10月20日
滋賀県立陶芸の森
産業展示館創作室

公益財団法人滋賀県陶芸の森
https://www.sccp.jp/

0748-83-0909

滋賀県 甲賀市 ③
しがらき学ノススメ！穴窯体験
講座
「信楽水指、茶碗をつくる」

陶芸の森では、信楽焼に親しんでいただくため「しがらき学ノススメ」を開催してい
ます。5kgの粘土を使用し、水指、茶碗などを手びねりで制作します。作品は後
日、穴窯で焼成します。

10月27日
滋賀県立陶芸の森
産業展示館創作室

公益財団法人滋賀県陶芸の森 https://www.sccp.jp/ 0748-83-0909

滋賀県 甲賀市 ③
【写真展】shigaraki Photography
～今、ここに生きる。多彩な信
楽の風景から

やきものの町信楽を訪れ、ここに暮らし、働く人々。信楽のもうひとつの魅力に迫
る写真展。信楽の次代を担うさまざまな分野のクリエーターやこの地で働く人々を
紹介します。

10月27日～11月24日
FUJIKI(陶芸の森地域連携拠
点)

公益財団法人滋賀県陶芸の森 無料
https://www.sccp.jp/

0748-83-0909

滋賀県 甲賀市 ①③
信楽焼　薪窯の魅力発見／対
談シリーズ「対話の森」PART１

「信楽(焼)の持っている魅力の再発見」と題して、滋賀県立陶芸の森館長松井利
夫が信楽や陶芸に関わる人々と語る「対談の森」を開催します。

11月2日 信楽産業展示館信楽ホール 公益財団法人滋賀県陶芸の森 無料 https://www.sccp.jp/ 0748-83-0909

滋賀県 甲賀市 ③
創作研修館
オープン・スタジオ６

創作研修館は陶芸家が滞在しながら制作するアーティスト・イン・レジデンス事業
を行っている施設です。アーティストによるレクチャーやワークショップ等を開催し

11月3日 滋賀県立陶芸の森創作研修館 公益財団法人滋賀県陶芸の森 無料 https://www.sccp.jp/ 0748-83-0909

滋賀県 甲賀市 ③
しがらき学ノススメ！穴窯体験
講座
「信楽大壺をつくる」

陶芸の森では、信楽焼に親しんでいただくため「しがらき学ノススメ」を開催してい
ます。10kgの粘土を使用し、大壺を2日間にわたって制作いただき、作品は後日、
穴窯で焼成します。

11月9、10日
滋賀県立陶芸の森
産業展示館創作室

公益財団法人滋賀県陶芸の森 https://www.sccp.jp/ 0748-83-0909

滋賀県 甲賀市 ①③
ギャラリートーク（特別展「北大
路魯山人　古典復興－現代陶
芸をひらく」

北大路魯山人と同時代に活躍した陶芸家の作品と、彼らが影響をうけた古陶磁
の名品約200点を展示する展覧会について、学芸員がわかりやすく解説します。

11月10日 滋賀県立陶芸の森陶芸館 滋賀県立陶芸の森
https://www.sccp.jp/exhibitions/
10592/

0748-83-0909

滋賀県 甲賀市 ④
信楽MUレーダー見学ツアー【京
大ウィークス2019】

直径103mの巨大アンテナを有する世界最高性能のMUレーダー等、各種大気観
測装置の見学や気球観測の実演を行います。

11月9日
京都大学生存圏研究所
信楽MU観測所

京都大学生存圏研究所 無料
http://www.rish.kyoto-
u.ac.jp/mu/openhouse19/

京都大学生存圏研究所信楽MU
観測所0748-82-3211

滋賀県 湖南市 ③ 第16回湖南市文化祭 市民が日頃取り組まれている文化芸術の舞台発表と作品展示が行われます。 11月3日～4日
石部文化ホール、石部まちづく
りセンター

湖南市文化協会 無料
湖南市文化協会事務局（生涯学
習課内）0748-77-6250

滋賀県 高島市 ③ 安曇川文化祭
郷土の文化、芸術等を地域住民が発表し、鑑賞する機会を通して生涯学習活動
の高揚を図る。

10月30日～11月3日 安曇川公民館 安曇川文化祭実行委員会 無料
安曇川公民館　電話：0740-32-
0003

滋賀県 高島市 ③
令和元年度マキノ生涯学習フェ
スティバル

マキノ地域での生涯学習に対する意欲の向上を図る。 10月31日～11月4日 マキノ土に学ぶ里研修センター
マキノ生涯学習フェスティバル
実行委員会

無料
マキノ土に学ぶ里研修センター　
電話：0740-27-1131

滋賀県 高島市 ③ 朽木文化祭
郷土の文化、芸術等を地域住民が発表し、鑑賞する機会を通して生涯学習活動
の高揚を図る。

11月1日～11月3日 朽木公民館 朽木文化祭実行委員会 無料
朽木公民館　電話：0740-38-
2324

滋賀県 高島市 ③ 第１５回　ガリバー文化祭
郷土の文化、芸術等を地域住民が発表し、鑑賞する機会を通して生涯学習活動
の高揚を図る。

11月1日～11月4日 高島公民館 ガリバー文化祭実行委員会 無料
高島公民館　電話：0740-36-
0219

滋賀県 高島市 ③ 第４６回　新旭文化祭
新旭町の文化団体および文化に関心を有する者の相互の連携と親睦を密にし、
文化活動と市民文化の向上を図ることを目的とする。

11月1日～11月4日 新旭公民館・新旭体育館 新旭文化祭実行委員会 無料
新旭公民館　電話：0740-25-
5500

滋賀県 高島市 ③ 第４９回　今津町文化祭
日頃の文化団体の活動成果を一般市民に知っていただき、協力活動の中に文
化の掘り起こしに努める。

11月4日 高島市民会館 今津地域文化祭実行委員会 無料
今津公民館　電話：0740-22-
2249

滋賀県 高島市 ③
第１５回　高島市美術展覧会
　　　　　　高島市青少年美術展
覧会

青少年から高齢者まで幅広い層に芸術文化に触れる機会を提供するとともに、
芸術家の想像力向上を図ることを目的に、高島市美術展覧会を開催する。

11月22日～11月26日 新旭体育館 高島市・高島市教育委員会 無料
社会教育課　電話：0740-25-
8561

滋賀県 高島市 ① 高島市青少年育成大会
青少年育成功労者表彰や中学生の意見発表、講演等を通して、地域ぐるみで青
少年健全育成活動を充実・促進させることを目的として開催。

11月24日 藤樹の里文化芸術会館 高島市・高島市教育委員会 無料
社会教育課　電話：0740-25-
8561

滋賀県 豊郷町 ③
第20回とよさとオータムフェス
ティバル

町の文化祭
文化サークルによる展示、ステージ発表
保・幼・小学校・中学校　児童生徒作品展示　等

11/2、3 豊栄のさと 豊郷町文化協会 無料
豊郷町教育委員会事務局社会
教育課　0749-35-8010

滋賀県 東近江市 ①③ 良い夜いコンサート 地域の方々の音楽発表会と、プロの演奏家のコンサートを行います。 11月8日 東近江市立永源寺図書館 東近江市立永源寺図書館 無料
東近江市立永源寺図書館
0748-27-8050

滋賀県 東近江市 ①③
稲わらと茶つみ
～永源寺の昔の暮らし～（仮）

地域に伝わる稲作の道具や、茶摘みの道具を展示するとともに、藁細工のワー
クショップを行います。

10月18日～11月10日 東近江市立永源寺図書館 東近江市立永源寺図書館 無料
東近江市立永源寺図書館
0748-27-8050

滋賀県 東近江市 ①

第15回東近江市民大学第6講
及び閉講式
講師：モーリー・ロバートソンさん
「いま、世界で、日本で何が起
こっているのか？」

自ら教養・知識を高め、人間性に磨きをかける生涯学習の場として、東近江市民
大学を開講します。

10月29日
東近江市立八日市文化芸術会
館

東近江市民大学運営委員会
【東近江市HP】
http://www.city.higashiomi.shiga.j
p/

東近江市民大学運営委員会事
務局（東近江市教育委員会事務
局生涯学習課内）
0748-24-5672

小学生以下は受講不
可

滋賀県 東近江市 ③ 第15回東近江市美術展覧会
市民の芸術への関心を高め、明るく楽しい文化生活の向上とその実現に寄与す
ることを目的に東近江市美術展覧会を開催します。

10月9日～20日
東近江市立八日市文化芸術会
館

東近江市美術展覧会実行委員
会

無料
【東近江市HP】
http://www.city.higashiomi.shiga.j
p/

東近江市美術展覧会実行委員
会事務局（東近江市教育委員会
事務局生涯学習課内）
0748-24-5672

滋賀県 東近江市 ③
第15回東近江市芸術文化祭
人形劇団むすび座公演
「かくれ山の大冒険」

親子向けイベントとして、人形劇団むすび座による「かくれ山の大冒険」を公演し
ます。

11月16日
東近江市立八日市文化芸術会
館

東近江市芸術文化祭実行委員
会

無料
【東近江市HP】
http://www.city.higashiomi.shiga.j
p/

東近江市芸術文化祭実行委員
会事務局（東近江市教育委員会
事務局生涯学習課内）
0748-24-5672

要整理券
東近江市在住・在勤・
在学者対象

滋賀県 東近江市 ③
第15回東近江市芸術文化祭
劇団前進座公演
「ひとごろし（喜劇一幕）」

秋の芸術鑑賞として、劇団前進座による「ひとごろし（喜劇一幕）」を公演します。 11月17日
東近江市立八日市文化芸術会
館

東近江市芸術文化祭実行委員
会・東近江市文化団体連合会

無料
【東近江市HP】
http://www.city.higashiomi.shiga.j
p/

東近江市芸術文化祭実行委員
会事務局（東近江市教育委員会
事務局生涯学習課内）
0748-24-5672

要整理券
東近江市在住・在勤・
在学者対象
未就学児入場不可

滋賀県 東近江市 ③ 第13回八日市文化協会展
皆さんの芸術作品の発表の機会をつくるとともに、会員相互の親睦と市民との交
流を目的に協会展を開催します。

11月20日～24日
東近江市立八日市文化芸術会
館

八日市文化協会 無料

八日市文化協会事務局
（東近江市教育委員会事務局生
涯学習課内）
0748-24-5672

滋賀県 東近江市 ③
史跡探訪「塚本さとゆかりの地
を訪ねて」

企画展「近江商人の里の女子教育－下田歌子から塚本さとへ－」の関連イベント
として、郷土の女子教育に尽力した塚本さとにゆかりのある場所を学芸員ととも
にめぐります。

11月3日 東近江市五個荘地区内
東近江市近江商人博物館・中
路融人記念館

【近江商人博物館・中路融人記
念館HP】
https://e-omi-
muse.com/omishounin/index.html

東近江市近江商人博物館
中路融人記念館
0748-48-7101

要事前申込み

滋賀県 東近江市 ③
特別講座「近江商人の立身・出
世観（仮）」

滋賀大学名誉教授で、近江商人研究者の宇佐美英機氏をむかえ、近江商人の
立身出世観について講演していただきます。

11月4日
東近江市近江商人博物館・中
路融人記念館

東近江市近江商人博物館・中
路融人記念館

【近江商人博物館・中路融人記
念館HP】
https://e-omi-
muse.com/omishounin/index.html

東近江市近江商人博物館・中路
融人記念館
0748-48-7101

要事前申込み

滋賀県 東近江市 ③ 日本画ワークショップ（仮）
日本画の絵の具で色を塗った紙を使って作品を作ります。岩絵の具という粉末を
ニカワとまぜて絵の具を作るところから始めます。
（講師：美術作家 藤野裕美子氏）

11月10日
東近江市近江商人博物館・中
路融人記念館

東近江市近江商人博物館・中
路融人記念館

【近江商人博物館・中路融人記
念館HP】
https://e-omi-
muse.com/omishounin/index.html

東近江市近江商人博物館・中路
融人記念館
0748-48-7101

要事前申込み

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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第61回「教育・文化週間」関連行事

滋賀県 東近江市 ③
「勝博－中路融人もうひとつの
顔－」

中路融人は、1973年に改号するまで本名の勝博という名で活動していました。広
く知られている近年の写実的で情感あふれる作風とはまるで印象の異なる、硬派
な作品を出展します。

9月7日～11月17日
東近江市近江商人博物館・中
路融人記念館

東近江市近江商人博物館・中
路融人記念館

【近江商人博物館・中路融人記
念館HP】
https://e-omi-
muse.com/omishounin/index.html

東近江市近江商人博物館・中路
融人記念館
0748-48-7101

滋賀県 東近江市 ③
「近江商人の里の女子教育－
下田歌子から塚本さとへ－」

かつて「女に学問はいらぬもの」と言われた時代がありました。その中にあって、
郷土の女子教育に尽力した近江商人の妻・塚本さとが女学校を創立して100周年
を迎える今年、近江商人の里の女子教育を振り返ります。

9月21日～12月1日
東近江市近江商人博物館・中
路融人記念館

東近江市近江商人博物館・中
路融人記念館

【近江商人博物館・中路融人記
念館HP】
https://e-omi-
muse.com/omishounin/index.html

東近江市近江商人博物館・中路
融人記念館
0748-48-7101

滋賀県 東近江市 ③ 東近江歌謡フェスティバル
演歌の祭典、東近江歌謡フェスティバル。出演3組による歌のステージをお楽しみ
ください。
（出演：市川由紀乃、パク・ジュニョン、はやぶさ）

11月8日
東近江市立八日市文化芸術会
館

公益財団法人東近江市地域振
興事業団

【八日市文化芸術会館HP】
http://yokaichi-bungei.com/

東近江市立八日市文化芸術会
館
0748-23-6862

滋賀県 東近江市 ③ 音楽の散歩道
毎月開催している催し物。第1部は様々なジャンルの音楽家の演奏。第2部は
コーディネーターの指導で参加者全員で歌を歌うコーナーです。誰もが気軽に参
加でき、音楽が楽しめます。

11月14日 東近江市あかね文化ホール
公益財団法人東近江市地域振
興事業団

【あかね文化ホールHP】
http://akane-bunkahall.com/

東近江市あかね文化ホール
0748-55-0207

滋賀県 東近江市 ③ 建部地区町民祭 建部地区住民の文化に対する意識の一層の向上を図るために行います。 11月10日
東近江市立
建部コミュニティセンター

建部地区町民祭実行委員会
東近江市立
建部コミュニティセンター
0748-22-0303

滋賀県 東近江市 ③ 中野地区文化祭
中野地区住民がコミュニティセンターでの活動や日々の生活の中で創り上げてき
た作品の展示、趣味や文化的活動の発表を通して心の交流と中野地区の発展・
向上を図ります。

11月7日～10日
東近江市立
中野コミュニティセンター

中野地区文化祭実行委員会 無料
東近江市立
中野コミュニティセンター
0748-22-0154

11月7日～9日は展示
のみ

滋賀県 東近江市 ③ 南部地区文化祭
「広げよう地域の文化とふれあいの輪」をテーマに、南部地区住民や園児・児童
作品、サークルや受講生の作品を一堂に展示し、住民には鑑賞の場を提供する
とともに、出展者等にはその意欲向上につなげ、地域文化への意識向上を図り

10月28日～11月3日
東近江市立
南部コミュニティセンター

東近江市立南部コミュニティセ
ンター

無料
東近江市立
南部コミュニティセンター
0748-23-1573

滋賀県 東近江市 ③ 南部みんなの秋まつり
南部みんなの秋まつりを地域住民（大人とこども両者）のふれあいと交流を図る
ため実施します。南部地区文化祭の期間内での最終日に開催し、相乗効果を図
り、より多くの方が文化祭作品に触れることを目指します。

11月3日
東近江市立
南部コミュニティセンター

南部みんなの秋まつり運営委
員会

東近江市立
南部コミュニティセンター
0748-23-1573

滋賀県 東近江市 ①③ 令和元年度五個荘地区文化祭

文化協会他による作品展示、体験教室など（7日（木）～10日（日））。
市民による手作りコンサート”100人コーラス”発表および地域の方による芸能発
表会（10日（日））。
きもの着付け無料体験及および学生向け各種体験教室などを行います。

11月7日～10日
東近江市立
五個荘コミュニティセンター

五個荘地区文化祭実行委員会
五個荘地区文化祭
実行委員会事務局
0748-48-2737

滋賀県 東近江市 ①②
令和元年度東近江市青少年育
成市民会議青少年育成大会

今年で結成50周年の記念大会。小・中学生の標語表彰、地域青少年の善行表
彰、バイマーヤンジン氏の講演を実施します。

11月3日
東近江市立
五個荘コミュニティセンター

東近江市青少年育成市民会議
五個荘支部

無料
東近江市青少年育成市民会議
五個荘支部事務局
0748-48-2737

滋賀県 東近江市 ①③ 第61回能登川地区文化祭

市民の文化芸術への関心を高め、地域の文化振興を図ることを目的に、日ごろ
の生涯学習活動の成果を発表する場として、作品展示や芸能発表、ダンスパー
ティ、菊花展、歴史講話、模擬店、お茶席などを開催します。地域の福祉団体
や、個人の参加もあり、地域の文化活動として開催します。

10月26日,
11月2日,3日

東近江市立
能登川コミュニティセンター

能登川地区文化祭実行委員会 無料
能登川地区文化祭
実行委員会事務局
0748-42-3200

滋賀県 東近江市 ① 青少年育成大会

激変する社会で人の思考も複雑・多様化するなかで地域住民が集い、青少年の
思いや現状を知るとともに、家庭・学校・地域が相互に連携し、青少年の健全な
育成を図ることを目的に、「青少年育成大会」を開催します。
テーマ「大人が変われば、子どもの変わる」

11月2日
東近江市立能登川コミュニティ
センター

東近江市青少年育成市民会議
能登川支部

無料
東近江市青少年育成市民会議
能登川支部事務局
0748-42-3200

滋賀県 東近江市 ③ 2019年度蒲生地区文化祭
蒲生地区内に居住または勤務する個人作品および団体作品と地区内の幼保小
中学生からの作品を展示。また、地区内で活動するサークルの舞台発表。その
他にスタンプラリーやお楽しみ抽選会を実施。

11月1日～3日
東近江市立蒲生コミュニティセ
ンター・東近江市あかね文化
ホール

蒲生地区文化祭実行委員会 無料
東近江市立蒲生コミュニティセン
ター
0748-58-0207

滋賀県 彦根市 ③
第67回ひこねの城まつりパレー
ド

毎年11月3日に開催しているひこねの城まつりのメインイベント「ひこねの城まつ
りパレード」。子供大名行列、子供時代風俗行列や、彦根らしさを組み入れた井
伊の赤鬼家臣団列など、多彩な時代行列が、錦秋の彦根を華やかに彩ります。

11月3日 彦根城域、および彦根市内 彦根市 無料
https://www.hikoneshi.com/jp/e
vent/articles/c/parade

観光企画課
0749-30-6120

滋賀県 彦根市 ③ 令和元年度秋の文化祭
写真・押絵・ちぎり絵・俳画・絵手紙などの展示、輪投げ大会、幼稚園・保育園・各
サークルなどの舞台発表です。

10月31日～11月2日 彦根市高宮地域文化センター
高宮学区文化祭実行委員会、
高宮町公民館、高宮学区文化

無料
彦根市高宮地域文化センター
0749-22-3510

滋賀県 彦根市 ①③④
名勝「旧彦根藩松原下屋敷（お
浜御殿）庭園」特別公開

普段は非公開となっている国名勝庭園の秋の特別公開をしています。 11月23日～12月1日
名勝「旧彦根藩松原下屋敷（お
浜御殿）庭園」（彦根市松原町
515番地）

彦根市市長直轄組織文化財課 無料 https://www.city.hikone.shiga.jp
彦根市市長直轄組織
文化財課
0749-26-5833

滋賀県 彦根市 ② 彦根市幼児画展
彦根市内の幼稚園・こども園の幼児の絵画を展示し、市民に幼児教育の文化や
重要性について知ってもらい、より良い教育社会を築くために開催しています。

11月16日～11月17日 中地区公民館 彦根市立幼稚園研究会 無料
彦根市立旭森幼稚園
0749-24-1119

滋賀県 彦根市 ③
宝塚歌劇雪組公演全国ツアー
「はばたけ黄金の翼よ」「Music 
Revolution!」

宝塚歌劇雪組による全国ツアー公演。彦根では4年ぶりの宝塚公演となります。 11月2日
ひこね市文化プラザ　グランド
ホール

ひこね市文化プラザ https://www.bunpla.jp
文化振興室
0749-27-5200

滋賀県 彦根市 ③
夏井いつき講演会　「旬会ライ
ブ」

人気俳句番組「プレバト！！」でおなじみの辛口先生が彦根にやってくる！小学
生から大人まで、たくさんの人たちと一緒に俳句を楽しむための新しい句会の

11月3日
ひこね市文化プラザ　グランド
ホール

ひこね市文化プラザ https://www.bunpla.jp
文化振興室
0749-27-5200

滋賀県 彦根市 ③
種をまくプロジェクト2019
びわ湖・滋賀の風景展

一般部門・高校生部門に加え、小中学生部門を併設した全国公募の美術展。作
品を通して、湖国の豊かな風景を再発見してください。

10月10日～17日 ビバシティホール びわ湖芸術文化財団 無料

（公財）びわ湖芸術文化財団ＨＰ
https://www.biwako-
arts.or.jp/rd/kokoku-
g/tanepro/20515.html

びわ湖芸術文化財団
地域創造部
077-523-7146

10月16日(水）は休館日

滋賀県 彦根市 ③ 滋大祭(学園祭) 教室展示、フリーマーケット、模擬店、音楽ライブ等を開催します。 11月2日～3日 滋賀大学彦根キャンパス 滋大祭実行委員会 無料 http://shidaisai.info/2019
滋大祭実行委員会
0749-27-1137

滋賀県 彦根市 ②④
リスク研究センター、データサイ
エンス教育研究センター共催セ
ミナー

慶応義塾大学より、高橋大志　教授　をお迎えしてセミナーを開催する予定です。
（表題後報）

10月17日
滋賀大学彦根キャンパス総合
研究棟〈士魂商才館〉セミナー
室1

国立大学法人滋賀大学経済学
部附属リスク研究センター

無料
https://www.econ.shiga-
u.ac.jp/risk/10/2/5/16/index.ht
ml

滋賀大学経済学部
附属リスク研究センター
risk@biwako.shiga-u.ac.jp

滋賀県 彦根市 ②④
会計情報学科主催　研究報告
会

本企画は本学経済学部内の教員を講師として開催しているものです。新任の先
生、海外研修から戻られた先生、新しく本を出された先生に講師をお願いし、企
画しています。

11月7日
滋賀大学彦根キャンパス総合
研究棟〈士魂商才館〉研究工房

国立大学法人滋賀大学経済学
部附属リスク研究センター

無料
https://www.econ.shiga-
u.ac.jp/risk/riskjisyukikaku.html

滋賀大学経済学部
附属リスク研究センター
risk@biwako.shiga-u.ac.jp

滋賀県 彦根市 ②④
リスク研究センター主催セミ
ナー

関西学院大学より、池田新介　教授をお迎えして、セミナーを開催する予定です。
（表題後報）

11月14日
滋賀大学彦根キャンパス総合
研究棟〈士魂商才館〉セミナー
室1

国立大学法人滋賀大学経済学
部附属リスク研究センター

無料
https://www.econ.shiga-
u.ac.jp/risk/10/2/5/16/index.ht
ml

滋賀大学経済学部
附属リスク研究センター
risk@biwako.shiga-u.ac.jp

滋賀県 日野町 ①③
各地区公民館文化祭
（日野・東桜谷・西桜谷・西大
路・鎌掛・南比都佐・必佐）

地区公民館で活動しているサークルや地区内の各種団体（老人クラブ、女性会、
子ども会）による舞台発表や作品展示を行います。また、模擬店コーナーや体験
コーナーなどのワークショップを実施します。

11月2日～3日 各地区公民館 各地区公民館実行委員会 無料
各地区公民館または
日野町教育委員会
生涯学習課（0748-52-6566）

滋賀県 日野町 ①③ 日野町文化祭
舞台発表（町内の文化サークル等が日ごろの活動の成果を舞台で発表します）
作品展示（町内の個人や団体の美術、工芸、文芸作品等を展示します）

11月9日～17日 町民会館わたむきホール虹 日野町文化祭実行委員会 無料
日野町文化振興事業団
（0748-52-3233）

滋賀県 日野町 ② 地域ふれあいDay（中学校）
地域の方へ学校を開放し、授業の参観や地域住民と子どもが参加する事業など
をそれぞれの学校で実施します。

11月2日 日野中学校 日野中学校 無料 日野中学校（0748-52-0326）

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

滋賀県 日野町 ②
地域ふれあいDay（幼稚園・小
学校）

地域の方へ学校を開放し、授業の参観や地域住民と子どもが参加する事業など
をそれぞれの学校で実施します。

11月23日 日野町内の各小学校 日野町内の各小学校 無料
各小学校または
日野町教育委員会
学校教育課（0748-52-6564）

滋賀県 日野町 ② 小学生芸術鑑賞事業
町内の5小学校の児童が一堂に参加し、能などの伝統芸能や演劇、クラシック音
楽などの芸術鑑賞を実施します。今年度は、沖縄の伝統民謡を演奏家を招いて

11月11日 町民会館わたむきホール虹 日野町教育委員会 無料
日野町教育委員会学校教育課
（0748-52-6564）

滋賀県 米原市 ③
滋賀県アートコラボレーション事
業
朗読／ピアノコンサート「作曲家

個性派ピアニスト・熊本マリと俳優・石田純一を迎え、作曲家たちのラブレターと
それにまつわるエピソードを紹介する朗読コンサート。
（15：00開演）

10月19日 伊吹薬草の里文化センター
びわ湖芸術文化財団
伊吹山麓まいばらスポーツ文化
振興事業団

（公財）びわ湖芸術文化財団ＨＰ
https://www.biwako-
arts.or.jp/rd/

びわ湖芸術文化財団
地域創造部　077－523-7146

滋賀県 米原市 ③ 第73回滋賀県美術展覧会
広く県民の皆さんが日頃の創作活動の成果を発表する場、また身近に芸術を鑑
賞する場として、滋賀県芸術文化祭の主催事業として毎年開催しています。

11月14日～20日 滋賀県立文化産業交流会館 滋賀県ほか 無料
（公財）びわ湖芸術文化財団ＨＰ
https://www.biwako-

びわ湖芸術文化財団
地域創造部　077－523-7146

滋賀県 守山市 ③ 第50回　守山市菊花展覧会

日本古来の伝統的な菊花を広く市民に鑑賞していただき、その香り高い清らかな
気品にふれることにより、市民の豊かな情操を培い菊づくりへの参加意欲を高揚
することを目的に開催します。切花、盆養、小菊盆栽等の部門に分かれて作品を
出品し、優秀作品については表彰します。

11月2～8日
守山市民ホール
（中庭、ロビー等）

守山市、
守山市教育委員会

無料 077-582-1142

滋賀県 野洲市 ①③ 秋期企画展「人と魚の歴史学」
滋賀県立琵琶湖博物館との共催で、琵琶湖や河川に生息する魚と人とのかかわ
り・歴史を紹介します。

10月5日～11月24日 野洲市歴史民俗博物館 野洲市・野洲市教育委員会
http://www.city.yasu.lg.jp/soshiki
/rekishiminzoku/museum.html

野洲市歴史民俗博物館
077-587-4410

滋賀県 野洲市 ①③
秋期企画展「人と魚の歴史学」
記念講演会

「なれずしの中から飛躍したふなずし」をテーマに、橋本道範氏（滋賀県立琵琶湖
博物館専門学芸員　歴史学）にお話しいただきます。

10月19日 野洲市歴史民俗博物館 野洲市・野洲市教育委員会
http://www.city.yasu.lg.jp/soshiki
/rekishiminzoku/museum.html

野洲市歴史民俗博物館
077-587-4410

滋賀県 野洲市 ①③
秋期企画展「人と魚の歴史学」
記念講演会

「江戸時代の絵画から琵琶湖の魚を読みとく　－湖魚奇観や湖中産物図証の魚
たち－」をテーマに、金尾滋史氏（滋賀県立琵琶湖博物館主任学芸員　水族繁殖
学・魚類保全生態学）にお話しいただきます。

10月26日 野洲市歴史民俗博物館 野洲市・野洲市教育委員会
http://www.city.yasu.lg.jp/soshiki
/rekishiminzoku/museum.html

野洲市歴史民俗博物館
077-587-4410

滋賀県 野洲市 ①③
秋期企画展「人と魚の歴史学」
記念講演会

「ＤＮＡからみた琵琶湖の魚たちの歴史　－湖魚奇観の魚を中心に－」をテーマ
に、田畑諒一氏（滋賀県立琵琶湖博物館学芸技師　魚類学）にお話しいただきま

11月23日 野洲市歴史民俗博物館 野洲市・野洲市教育委員会
http://www.city.yasu.lg.jp/soshiki
/rekishiminzoku/museum.html

野洲市歴史民俗博物館
077-587-4410

滋賀県 野洲市 ③ 野洲市文化芸術祭2019
野洲市文化協会加入団体が中心となり、冠句巻開き、作品展示、舞台発表、お
茶会、ワンポイント教室（「冠句の創作に挑戦しよう！」）を開催します。

①冠句巻開き　10月18日
②作品展示　10月30日～11
月4日
③舞台発表　11月2日～11月
4日
④お茶会　11月2日～11月4
日

①コミュニティセンターやす
②野洲文化小劇場
③野洲文化ホール
④・⑤コミュニティセンターやす

野洲市・野洲市教育・野洲市文
化協会

野洲市教育委員会
生涯学習スポーツ課
077-587-6053

滋賀県 野洲市 ①③ にこにこのじかん 絵本の読み聞かせ（乳幼児向け） 11月2日 野洲図書館　本館 にこにこさん 無料
野洲図書館
077-586-0218

滋賀県 野洲市 ①③ おはなしの森 絵本の読み聞かせ（3歳以上向け） 11月3日 野洲図書館　本館 野洲図書館 無料
野洲図書館
077-586-0218

滋賀県 野洲市 ①③ 図書館まつり2019 「（展示）」「本のカバーかけ講座」「図書館ツアー」「ミニリサイクル市」（予定） 11月9日 野洲図書館　本館 野洲図書館 無料
野洲図書館
077-586-0218

滋賀県 野洲市 ①③ 山本淳子さん講演会
親子が楽しみながらわらべうたや絵本に親しむ時間を持ち、また、子どもたちに
様々なかたちでかかわる大人に向けて、わらべうたの大切さを知る機会を持って

11月10日 野洲図書館　本館 野洲図書館 無料
野洲図書館
077-586-0218

滋賀県 野洲市 ③
よさこいソーランの競演in希望
が丘文化公園

広大な自然のなかでよさこいチームの演舞が繰り広げられ、よさこいの醍醐味を
楽しんでいただきます。

11月9日 滋賀県希望が丘文化公園 KOUGA彩風舞人 無料
希望が丘文化公園
スポーツ課
077-588-3251

滋賀県 野洲市 ① 希望が丘ふれあい祭
レクリエーションやクラフトなどの体験、フリーマーケットや飲食コーナーなど、自
然の中で一日中楽しめるイベントです。

11月9日～10日 滋賀県希望が丘文化公園
公益財団法人滋賀県希望が丘
文化公園

希望が丘文化公園
企画広報係
077-586-2110

滋賀県 野洲市 ①
ビワイチプラス応援イベント「秋
のサイクリング体験」

子ども自転車教室やスポーツサイクルの試乗会など、自然の中で安全にサイクリ
ングを楽しんでいただくイベントです。

11月16日～17日 滋賀県希望が丘文化公園
滋賀プラス・サイクル推進協議
会

希望が丘文化公園
スポーツ課
077-588-3251

滋賀県
野洲市
湖南市
竜王町

①
希望が丘まるごとファミリーフェ
スタ

公園内の宿泊研修施設やキャンプ場、スポーツ施設を使って様々な体験活動を
行い、家族の絆を深め、参加者間の交流を図ります。

10月26日～27日 滋賀県希望が丘文化公園
公益財団法人滋賀県希望が丘
文化公園

希望が丘文化公園
青年の城係
077-586-2111

滋賀県
野洲市
湖南市
竜王町

①③ 希望が丘紅葉祭
紅葉の時季に呈茶やクラフト体験などのイベントを行い、秋の自然を楽しんでい
ただきます。

11月1日～30日 滋賀県希望が丘文化公園
公益財団法人滋賀県希望が丘
文化公園

希望が丘文化公園
企画広報係
077-586-2110

滋賀県 栗東市 ①③
特集展示「えがかれた いのり―
絵馬・額―」

栗東歴史民俗博物館が、栗東市内外の社寺から寄託を受ける絵馬や額を中心
に紹介し、人びとがそれらに込めたさまざまないのりについて考えます。

9月14日～11月24日
栗東歴史民俗博物館　第2展示
室

栗東市・栗東市教育委員会
（主管：栗東歴史民俗博物館）

無料
http://www.city.ritto.lg.jp/hakubu
tsukan/

077-554-2733
11月3日（文化の日）14
時から展示解説会を開
催します。

滋賀県 栗東市 ①②③
第25回「馬の絵作品展」（巡回
展）

北海道・鹿追町の神田日勝記念美術館が毎年開催している「馬の絵作品展」の
巡回展。全国の入選作品と、滋賀県からの出展作品が展示されます。

10月26日～11月10日 栗東歴史民俗博物館　研修室
栗東市・栗東市教育委員会
（主管：馬事業企画室、栗東歴
史民俗博物館）

無料
http://www.city.ritto.lg.jp/hakubu
tsukan/

077-554-2733

滋賀県 栗東市 ③
第４０回滋賀県高等学校総合文
化祭総合開会式

県内高校生のさまざまな文化芸術活動を一堂にご覧いただけます。当日は、
ステージ発表と作品展示、実演も行います。

10月26日 栗東芸術文化会館さきら
滋賀県高等学校文化連盟
滋賀県教育委員会

無料
滋賀県高等学校文化連盟
077-523-2311

滋賀県 竜王町 ①② 竜王町教育フォーラム２０１９
竜王町ＰＴＡ連絡協議会が掲げる「楽しもう！夢と希望を育む子育てを　語り合お
う！親育ちのために」をスローガンに基づき、子どもたちの夢や希望を育み、親が
育つための研修会を開催します。

11月23日 竜王町公民館
竜王町PTA連絡協議会
竜王町教育委員会
竜王町社会教育委員会

無料
竜王町教育委員会事務局
生涯学習課
0748-58-3711

滋賀県 竜王町 ①③
第４回竜王町文化きらめきフェ
ア

　日頃の文化芸術に関する意欲的な創作活動の成果を広く発表するとともに地
域の魅力ある文化振興に対する取り組みを紹介することで、創る人と鑑賞する人
との出会いの場を創出しさらなる文化芸術への意欲の高揚を図ります。

11月2～4日 竜王町公民館およびその周辺
竜王町文化協会
竜王町公民館

無料
竜王町公民館
0748-58-1005

滋賀県 竜王町 ① 希望が丘自然観察会（第３回）
専門家の解説を交えながら楽しく自然観察を行い、自然や環境への興味関心を
高めていただきます。　テーマ：秋のきのこ

10月19日 滋賀県希望が丘文化公園
公益財団法人
滋賀県希望が丘文化公園

【公園HP】
https://www.kiboupark-
shiga.or.jp/regular/19387.html

希望が丘文化公園
青年の城係
TEL　077-586-2111

滋賀県 竜王町 ① キャンプ活動の力 防災にも役立つキャンプ・野外活動の知識や技術を楽しく学びます。 10月20日 滋賀県希望が丘文化公園 滋賀県キャンプ協会
【公園HP】
https://www.kiboupark-
shiga.or.jp/event/20585.html

希望が丘文化公園
野外活動係
077-586-1100

滋賀県 竜王町 ①
希望が丘ちびっこファミリー自然
とあそぼう（第５回）

未就学児とその家族を対象に、自然と親しむ体験活動を通して自然や環境への
興味関心を高めていただきます。　テーマ：森の恵みでクラフト

11月2日 滋賀県希望が丘文化公園
公益財団法人
滋賀県希望が丘文化公園

【公園HP】
https://www.kiboupark-
shiga.or.jp/regular/19925.html

希望が丘文化公園
青年の城係
077-586-2111

滋賀県 竜王町 ① 希望が丘秋のプチキャンプ
秋をテーマにした自然体験や野外調理を行い、自然やアウトドア活動への興味
関心を高めていただきます。

11月3日 滋賀県希望が丘文化公園
公益財団法人
滋賀県希望が丘文化公園

希望が丘文化公園
野外活動係
077-586-1100

滋賀県 県内全域 ③
第４０回滋賀県高等学校総合文
化祭

滋賀県高等学校文化連盟に加盟する高等学校文化部（18部門）が県内各地で発
表・展示を行います。

10月25、26、27、29、30、31
日

滋賀県内各会場
滋賀県高等学校文化連盟
滋賀県教育委員会

滋賀県高等学校文化連盟
077-523-2311

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


