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大阪府 池田市 ①③
IKEDA文化DAY関連イベント
第4回メイプルリーフコンサート
Premium～プレムアム～

池田市音楽連盟加盟団体8団体と池田市の姉妹都市である中国・蘇
州市の中学校から来た合唱団によるコンサートを開催します。

11月3日 くれは音楽堂 池田市音楽連盟 無料
池田市教育委員会生涯学習推進課
072-754-6674

大阪府 池田市 ①③ 第22回池田市吟剣詩舞大会 池田市吟剣詩舞連盟加盟3団体による独吟・合吟・連吟 10月27日 池田市民文化会館　小ホール 池田市吟剣詩舞連盟 無料
池田市教育委員会生涯学習推進課
072-754-6295

大阪府 池田市 ③ 八坂神社本殿修理一般公開
国指定重要文化財である、八坂神社の本殿修理完了直前に、その様
子を一般公開します

11月16日 八坂神社 生涯学習推進課および八坂神社 無料
池田市教育委員会生涯学習推進課
072-754-6295

大阪府 泉大津市 ① 第44回南公民館まつり
クラブ員による演技発表、作品展示、模擬店、友好都市・和歌山県日
高川町物産展など

11月9日・10日 泉大津市立南公民館 泉大津市立南公民館
0725-33-1764
（泉大津市立南公民館）

大阪府 泉大津市 ① 北公民館ふれあいまつり クラブ員の演技発表、作品展示、模擬店 11月16日・17日 泉大津市立北公民館 泉大津市立北公民館
0725-23-0505
（泉大津市立北公民館）

大阪府 泉大津市 ①③ 泉大津市文化祭
文化の秋に毎年行われる文化の祭典。市民の皆さんの文化活動を一
挙に集め、盛り上げます。

市内各所
泉大津市教育委員会・泉大津市文
化祭実行委員会

【泉大津市HP】
http://www.city.izumiotsu.lg.jp/

0725-33-1131
（泉大津市文化祭実行委員会事務局
（市生涯学習課内）

10月下旬～11月上旬更新予定。開催日程につ
いてはHP参照

大阪府 泉大津市 ①③ ごかんのおまつり 子どもを中心としたワークショップやステージ。当日参加できます。 11月23日 テクスピア大阪
泉大津市教育委員会・泉大津市文
化祭実行委員会

【泉大津市HP】
http://www.city.izumiotsu.lg.jp/

0725-33-1131
（泉大津市文化祭実行委員会事務局
（市生涯学習課内）

10月下旬～11月上旬更新予定

大阪府 泉大津市 ①③
第38回市民音楽祭～合唱・合奏
の部

市民参加による音楽の祭典。 11月26日 テクスピア大阪
泉大津市教育委員会・泉大津市民
音楽祭実行委員会

無料
【泉大津市HP】
http://www.city.izumiotsu.lg.jp/

0725-33-1131
（泉大津市民音楽祭実行委員会事務局
（市生涯学習課内）

10月下旬～11月上旬更新予定

大阪府 泉大津市 ①③ 第48回泉大津市展 洋画・日本画・書・陶芸・写真などの公募展。 11月29日～12月1日 テクスピア大阪
泉大津市教育委員会・泉大津市文
化祭実行委員会

【泉大津市HP】
http://www.city.izumiotsu.lg.jp/

0725-33-1131
（泉大津市文化祭実行委員会事務局
（市生涯学習課内）

10月下旬～11月上旬更新予定

大阪府 泉大津市 ①④ 文化財公開展 文化財を訪ねて市内をウォーキングします 11月23日 泉大津市内
泉大津市教育委員会・泉大津市文
化財保護委員会

無料
【泉大津市HP】
http://www.city.izumiotsu.lg.jp/

0725-33-1131
（泉大津市教育委員会生涯学習課）

大阪府 泉佐野市 ① おはなし会 絵本の読み聞かせ、紙芝居、手遊び、その他 11月6日
泉佐野市立中央図書館2階視聴
覚室

泉佐野市立中央図書館 無料
http://library.city.izumisano.lg.jp/
event/event.html

泉佐野市立中央図書館
電話072-469-7130

毎月第1・第2水曜日開催

大阪府 泉佐野市 ①
日曜・祝日おはなし会　おはなしの
玉手箱

絵本の読み聞かせ、紙芝居、手遊び、その他 10月20日
泉佐野市立中央図書館2階視聴
覚室

泉佐野市立中央図書館 無料
http://library.city.izumisano.lg.jp/
event/event.html

泉佐野市立中央図書館
電話072-469-7130

不定期

大阪府 泉佐野市 ① 間々田先生のサイエンスショー
「宇宙の大きさを実感しよう」と題して、工作を通して参加者に惑星の
大きさを感じてもらう

11月3日
泉佐野市立中央図書館2階視聴
覚室

泉佐野市立中央図書館 無料
http://library.city.izumisano.lg.jp/
event/event.html

泉佐野市立中央図書館
電話072-469-7130

大阪府 泉佐野市 ① カレン先生の英語でおはなし会 英語による手遊び、うた遊び、絵本の読み聞かせ、その他 10月23日
泉佐野市立中央図書館2階視聴
覚室

泉佐野市立中央図書館 無料
http://library.city.izumisano.lg.jp/
event/event.html

泉佐野市立中央図書館
電話072-469-7130

不定期

大阪府 泉佐野市 ① カレン先生とハロウィンSHOW 英語による手遊び、うた遊び、絵本の読み聞かせ、その他 10月27日 泉佐野市立日根野公民館図書室 泉佐野市立中央図書館 無料
http://library.city.izumisano.lg.jp/
event/event.html

泉佐野市立中央図書館
電話072-469-7130

大阪府 泉佐野市 ① 土曜子どもシアター アニメ・ドラマ等で主に児童向けのものを鑑賞する 11月9日
泉佐野市立中央図書館2階視聴
覚室

泉佐野市立中央図書館 無料
http://library.city.izumisano.lg.jp/
event/event.html

泉佐野市立中央図書館
電話072-469-7130

毎月第2土曜日開催

大阪府 泉佐野市 ③ 午後のキネマ 一般向けの懐かしの名画を鑑賞する 10月19日
泉佐野市立中央図書館2階視聴
覚室

泉佐野市立中央図書館 無料
http://library.city.izumisano.lg.jp/
event/event.html

泉佐野市立中央図書館
電話072-469-7130

隔月第3土曜日開催

大阪府 泉佐野市 ③ 文化祭（市民展）
市内在住又は在学、在勤もしくは市内で活動している人が創作した洋
画・日本画・俳画・絵手紙・書道・写真・陶芸・立体造形・工芸の作品を
展示しています。

10月18～20日
エブノ泉の森ホール（ギャラリー・
マルチスペース・レセプションホー
ル）

泉佐野市・泉佐野市教育委員会・
一般財団法人泉佐野市文化振興
財団

無料
http://www.city.izumisano.lg.jp/k
akuka/shakaikyoiku/shakaikyoiku
/menu/bunkasai.html

大阪府 泉佐野市 ③
文化祭（泉佐野高齢者ふれあい交
流会　敬老大会）

演芸発表会 10月11日 エブノ泉の森ホール（大ホール） 泉佐野市長生会連合会 無料

大阪府 泉佐野市 ③ 文化祭（第42回民謡民踊発表会） 民謡民踊発表会 10月20日 エブノ泉の森ホール（小ホール） 泉佐野民謡連合会 無料
大阪府 泉佐野市 ③ 文化祭（第52回泉佐野詩吟発表 詩吟発表会 11月4日 エブノ泉の森ホール（小ホール） 泉佐野詩吟発表会実行委員会 無料

大阪府 泉佐野市 ③
文化祭（‘19泉佐野市茶華道連合
会茶華道展）

いけばな展示と茶会 11月16、17日 エブノ泉の森ホール（和室・茶室） 泉佐野茶華道連合会 茶代（材料費のみ）必要

大阪府 泉佐野市 ③
文化祭（フラワーデザイン連盟作
品展）

フラワーデザインの作品展示 11月16、17日 エブノ泉の森ホール（ギャラリー） フラワーデザイン連盟 無料

大阪府 泉佐野市 ①
文化祭（佐野ウインドオーケストラ
第12回定期演奏会）

オーケストラ音楽の演奏会 11月10日 エブノ泉の森ホール（小ホール） 佐野ウインドオーケストラ 無料

大阪府 泉佐野市 ① プレイパーク（秋の巻） 子ども達と成人が楽しく遊べる場所づくり 10月27日
市内
檀波羅公園

泉佐野市教育委員会 無料

大阪府 泉佐野市 ③ 文化祭（四ツ葉会舞踊発表会） 日本舞踊の発表会 10月27日 エブノ泉の森ホール（小ホール） 四ツ葉会 無料

大阪府 泉佐野市 ①
篆刻作り講座 ～朱と白の織りなす
印の世界へ～

篆刻による印づくりの講座 11月9日 泉佐野市立生涯学習センター 泉佐野市生涯学習課
http://www.city.izumisano.lg.jp/k
akuka/shogaigakushu/menu/inde
x.html

材料費1000円

大阪府 泉佐野市 ①
親と子のたのしい関係～アドラー
心理学から学ぶ～

心理学の講座 11月12、19日 泉佐野市立生涯学習センター 泉佐野市生涯学習課 無料
http://www.city.izumisano.lg.jp/k
akuka/shogaigakushu/menu/inde
x.html

大阪府 泉佐野市 ①
プロの技を学ぼう！いずみさの漫
画道場

動きのあるキャラクターづくりの指導を中心にしたマンガの描き方講座 11月17日 泉佐野市立生涯学習センター 泉佐野市生涯学習課
http://www.city.izumisano.lg.jp/k
akuka/shogaigakushu/menu/inde
x.html

教材費300円

大阪府 泉佐野市 ①
出張医療講座『前立腺がんについ
て～手術用ロボット・ダヴィンチの
紹介～』

泌尿器科の医師を講師に招き、手術用ロボット・ダヴィンチの紹介を
中心に、前立腺の病気についての講座

11月21日 泉佐野市立生涯学習センター 泉佐野市生涯学習課 無料
http://www.city.izumisano.lg.jp/k
akuka/shogaigakushu/menu/inde
x.html

大阪府 泉佐野市 ①
ペン習字体験講座　～筆ペンも！
ボールペンも！～

筆ペン、ボールペン講座
10月30日
11月13日

泉佐野市立生涯学習センター 泉佐野市生涯学習課
http://www.city.izumisano.lg.jp/k
akuka/shogaigakushu/menu/inde
x.html

教材費200円

大阪府 泉佐野市 ① パンづくり教室 料理講座 10月25日 泉佐野市立佐野公民館 泉佐野市立佐野公民館
http://www.cf-
izumisano.or.jp/sa_kouminkan/ind
ex.html

材料費1000円

大阪府 泉佐野市 ① 朗読公演会 朗読の発表会 10月31日 泉佐野市立佐野公民館 泉佐野市立佐野公民館 無料
http://www.cf-
izumisano.or.jp/sa_kouminkan/ind
ex.html

大阪府 泉佐野市 ① 体験してみませんか「和みのヨガ」 ヨガ教室 11月8日 泉佐野市立佐野公民館 泉佐野市立佐野公民館 無料
http://www.cf-
izumisano.or.jp/sa_kouminkan/ind
ex.html

大阪府 泉佐野市 ① 行楽弁当づくり 料理講座 11月15日 泉佐野市立佐野公民館 泉佐野市立佐野公民館
http://www.cf-
izumisano.or.jp/sa_kouminkan/ind
ex.html

教材費800円

大阪府 泉佐野市 ①
季節の発酵食料理講座　秋の実り
で体内元気美人に！～胃腸を整
え、うるおいプラス～

健康料理講座 10月25日 泉佐野市立長南公民館 泉佐野市立長南公民館
http://www.cf-
izumisano.or.jp/cho_kouminkan/in
dex.html

材料費1000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

大阪府 泉佐野市 ①
色を楽しむ講座（全2回）～イエベ・
ブルべを知ってオシャレな私へ～

カラーコーディネイト講座
10月27日
11月10日

泉佐野市立長南公民館 泉佐野市立長南公民館 無料
http://www.cf-
izumisano.or.jp/cho_kouminkan/in
dex.html

大阪府 泉佐野市 ①
健康セミナー　腸内環境は健康の
バロメーター　～快腸生活で素敵
な幸齢者に～

健康講座 10月30日 泉佐野市立長南公民館 泉佐野市立長南公民館 無料
http://www.cf-
izumisano.or.jp/cho_kouminkan/in
dex.html

大阪府 泉佐野市 ①
リンパウォーキング講座　～一生
涯、健康的に美しく歩こう～

健康（ウォーキング）講座 11月3日 泉佐野市立長南公民館 泉佐野市立長南公民館 無料
http://www.cf-
izumisano.or.jp/cho_kouminkan/in
dex.html

大阪府 泉佐野市 ① 初めての社交ダンス 社交ダンス講座
10月23日
10月30日

泉佐野市立日根野公民館 泉佐野市立日根野公民館 無料
http://www.cf-
izumisano.or.jp/hi_kouminkan/ind
ex.html

大阪府 泉佐野市 ①
フラダンス～フラダンスで心も身体
もリラックス～

フラダンス講座 10月27日 泉佐野市立日根野公民館 泉佐野市立日根野公民館 無料
http://www.cf-
izumisano.or.jp/hi_kouminkan/ind
ex.html

大阪府 泉佐野市 ① 大掃除・収納セミナー 掃除・収納講座 11月12日 泉佐野市立日根野公民館 泉佐野市立日根野公民館 無料
http://www.cf-
izumisano.or.jp/hi_kouminkan/ind
ex.html

大阪府 泉佐野市 ① 「一閑張」体験講座 伝統工芸の体験講座 11月6、13、20日 泉佐野市立日根野公民館 泉佐野市立日根野公民館
http://www.cf-
izumisano.or.jp/hi_kouminkan/ind
ex.html

材料費1000円

大阪府 泉佐野市 ① 「絵手紙」体験講座 絵手紙講座
11月19、26日
12月10日

泉佐野市立日根野公民館 泉佐野市立日根野公民館
http://www.cf-
izumisano.or.jp/hi_kouminkan/ind
ex.html

材料費1000円

大阪府 泉佐野市 ① 日根荘大木の里　コスモス園
「日根荘大木の農村景観」として国の重要文化的景観に選定された大
木地区。休耕田を活用して、コスモス園を開園します。伝統的な農村
景観を次世代に継承し、地域のあり方を考えます。

10月19日～11月4日 日根荘大木の里コスモス園 大木まちづくり協議会 無料 http://www.city.izumisano.lg.jp
泉佐野市教育委員会文化財保護課
072-463-1212

大阪府 泉佐野市 ① いずみさの検定 泉佐野市を広く知っていただくため、検定試験を実施します。 11月3日 泉の森ホール 泉佐野市教育委員会 http://www.city.izumisano.lg.jp
泉佐野市教育委員会文化財保護課
072-463-1212

大阪府 泉佐野市 ①③
令和元年度歴史館いずみさの　秋
季特別展「向井久万仏画展」

泉佐野市出身の画家であり人体を描くことを追及した向井久万は、前
半期は裸婦を描きましが、晩年になると多数の仏画を描きました。今
回の展覧会ではそれら多数の仏画の展示をします。

10月12日～12月22日 泉佐野市立歴史館いずみさの 歴史館いずみさの 無料
http://www.facebook.com/rekishi
kan.izumisano/

歴史館いずみさの

大阪府 和泉市 ①③④
令和元年度秋季特別展「北陸の
弥生世界－わざとこころ－」

北陸屈指の大集落、石川県小松市八日市地方（ようかいちじがた）遺
跡の出土遺物を取り上げ、北陸弥生人の高い技術力、周辺地域との
活発な交流を描き出します。

10月19日～12月15日 大阪府立弥生文化博物館 大阪府立弥生文化博物館
http://www.kanku-
city.or.jp/yayoi/

大阪府立弥生文化博物館
(0725-46-2162)

一般650円、65歳以上・高大生450円

大阪府 和泉市 ①③④
令和元年度秋季特別展関連講演
会「日本海をめぐる北陸弥生社会
の地域間交流」（仮）

秋季特別展に関連した講演会を開催します。
　※タイトルは８月22日時点では確定していません。

11月3日 大阪府立弥生文化博物館 大阪府立弥生文化博物館
http://www.kanku-
city.or.jp/yayoi/

大阪府立弥生文化博物館
(0725-46-2162)

一般650円、65歳以上・高大生450円

大阪府 和泉市 ①③④
令和元年度秋季特別展関連講演
会「弥生時代の表玄関、日本海

秋季特別展に関連した講演会を開催します。 11月9日 大阪府立弥生文化博物館 大阪府立弥生文化博物館
http://www.kanku-
city.or.jp/yayoi/

大阪府立弥生文化博物館
(0725-46-2162)

一般650円、65歳以上・高大生450円

大阪府 和泉市 ①③
やよいミュージアムコンサート「ア
ンサンブルから協奏曲まで」

弥生文化博物館のエントランスホールにて、「アンサンブル大阪」によ
るミュージアムコンサートを開催します。

10月27日 大阪府立弥生文化博物館 大阪府立弥生文化博物館
http://www.kanku-
city.or.jp/yayoi/

大阪府立弥生文化博物館
(0725-46-2162)

一般650円、65歳以上・高大生450円

大阪府 和泉市 ①③
やよいミュージアムコンサート「笛
吹きからの贈り物～芸術の秋だ!
音楽だ！フルートだ！！～」

弥生文化博物館のエントランスホールにて、「フルートアンサンブル
mistral」によるミュージアムコンサートを開催します。

11月10日 大阪府立弥生文化博物館 大阪府立弥生文化博物館
http://www.kanku-
city.or.jp/yayoi/

大阪府立弥生文化博物館
(0725-46-2162)

一般650円、65歳以上・高大生450円

大阪府 和泉市 ①③
和泉市久保惣記念美術館特別展
関連イベント「Ei愛チャリティコン
サート」

和泉市久保惣記念美術館の令和元年度特別展「絵画でランデヴー－
東西美術の出逢い－」の開催期間中に、関西広域連合と関西元気文
化圏推進協議会が主催する「関西文化の日」に参加し、入館料を無料
とするとともに、併設された音楽ホールでの無料コンサートを開催いた
します。出演は久保惣Ｅｉ＜アイ＞ホールコンサート委員。13時30分開
場、14時開演、要当日受付、先着120名。

11月10日 和泉市久保惣記念美術館 和泉市久保惣記念美術館 無料
【和泉市久保惣記念美術館ＨＰ】
　ｈｔｔｐ//www.ikm-art.jp

和泉市教育委員会生涯学習部和泉市
久保惣記念美術館
電話　0725-54-0001

現在、詳細打合せ中。

大阪府 和泉市 ①③ 市民文化祭(展示の部第１期)
和泉市民等を対象に、和泉市民文化祭開催中にさまざまなジャンル
の作品の展示などを行います。(書道・第２期以外のジャンルの展示)

10月25日～27日 和泉シティプラザ
和泉市、和泉市教育委員会
和泉市文化協会

無料
生涯学習課生涯学習係
0725-99-8161(直通)

大阪府 和泉市 ①③ 市民ステージ
和泉市民等を対象に募集をかけ、応募者は踊りや歌、楽器演奏など
を舞台で披露します。

10月26日 和泉シティプラザ
和泉市、和泉市教育委員会
和泉市文化協会

無料
生涯学習課生涯学習係
0725-99-8161(直通)

大阪府 和泉市 ①③ 詩吟大会
和泉市文化協会の詩吟部門の方々が、市民の皆様に日々の練習の
成果を発表します。

10月27日 和泉市コミュニティセンター
和泉市、和泉市教育委員会
和泉市文化協会

無料
生涯学習課生涯学習係
0725-99-8161(直通)

大阪府 和泉市 ①③ 合唱祭
和泉市文化協会の合唱部門の方々が、市民の皆様に日々の練習の
成果を発表します。

10月27日 和泉シティプラザ
和泉市、和泉市教育委員会
和泉市文化協会

無料
生涯学習課生涯学習係
0725-99-8161(直通)

大阪府 和泉市 ①③ 市民文化祭(展示の部第２期)
和泉市民等を対象に、和泉市民文化祭開催中にさまざまなジャンル
の作品の展示などを行います。(ちぎり絵・写真・洋画・編み物・陶芸・
木彫・俳句・いけばな・日本画・水墨画・押し花・俳画・盆栽等)

11月1日～3日 和泉シティプラザ
和泉市、和泉市教育委員会
和泉市文化協会

無料
生涯学習課生涯学習係
0725-99-8161(直通)

大阪府 和泉市 ①③ 式典
文化功労賞の表彰等
オープニングやアトラクションでは文化協会の演技部会が毎年ロー
テーションで舞台発表をします。

11月3日 和泉シティプラザ
和泉市、和泉市教育委員会
和泉市文化協会

無料
生涯学習課生涯学習係
0725-99-8161(直通)

大阪府 和泉市 ①③ 社交ダンス発表会
和泉市文化協会の社交ダンス部門の方々が、市民の皆様に日々の
練習の成果を発表します。

11月3日 和泉市立人権文化センター
和泉市、和泉市教育委員会
和泉市文化協会

無料
生涯学習課生涯学習係
0725-99-8161(直通)

大阪府 和泉市 ①③ フラメンコライブ
和泉市文化協会のフラメンコ部門の方々が、市民の皆様へ日々の練
習の成果を発表します。

11月3日 和泉シティプラザ
和泉市、和泉市教育委員会
和泉市文化協会

生涯学習課生涯学習係
0725-99-8161(直通)

大阪府 和泉市 ①②③ 市民文化祭(展示の部第３期)
ＰＴＡ作品展・こども絵画展・識字学級の作品・国際交流の作品等様々
なジャンルの展示を行います。

11月9日～10日 和泉シティプラザ
和泉市、和泉市教育委員会
和泉市文化協会

無料
生涯学習課生涯学習係
0725-99-8161(直通)

大阪府 和泉市 ①③
日本と世界の子どもの作品展
（市民文化祭第3期 国際交流展）

友好都市の中国南通市、姉妹都市の米国ブルーミントン市及び和泉
市内の子どもたちの絵画・書道等の作品の交換展示を行います。

11月9日～10日 和泉シティプラザ
和泉市、和泉市教育委員会
和泉市文化協会

無料
人権・男女参画室
0725-99-8115

大阪府 和泉市 ①③ 謡曲発表会
和泉市文化協会の謡曲部門の方々が、市民の皆様へ日々の練習の
成果を発表します。

11月10日 和泉市コミュニティセンター
和泉市、和泉市教育委員会
和泉市文化協会

無料
生涯学習課生涯学習係
0725-99-8161(直通)

大阪府 和泉市 ①③ 演劇フェスティバル
和泉市文化協会の演劇部門の方々が、市民の皆様へ日々の練習の
成果を発表します。

11月10日 和泉市コミュニティセンター
和泉市、和泉市教育委員会
和泉市文化協会

無料
生涯学習課生涯学習係
0725-99-8161(直通)

大阪府 和泉市 ①② 和泉市PTA協議会研究大会
市内全校園のＰＴＡが校区内活動内容を舞台で発表、子育てや教育
についての講演などを行います。

11月10日 和泉シティプラザ
和泉市、和泉市教育委員会
和泉市文化協会

無料
生涯学習課生涯学習係
0725-99-8161(直通)

大阪府 和泉市 ①③ ハーモニカ 第14回定期演奏会
和泉市文化協会のハーモニカ部門の方々が、市民の皆様へ日々の
練習の成果を発表します。

11月10日 和泉シティプラザ
和泉市、和泉市教育委員会
和泉市文化協会

無料
生涯学習課生涯学習係
0725-99-8161(直通)

大阪府 和泉市 ①③ 交響楽団定期演奏会
和泉市文化協会の交響楽部門の方々が、市民の皆様へ日々の練習
の成果を発表します。

11月17日 和泉シティプラザ
和泉市、和泉市教育委員会
和泉市文化協会

無料
生涯学習課生涯学習係
0725-99-8161(直通)

大阪府 和泉市 ①② 資料展示「漢字の本」 大阪府立図書館から借りうけた特別貸出用図書セットを展示します。 10月5日～24日
人権文化センター図書室（にじの
としょかん）

和泉市立人権文化センター図書室
（にじのとしょかん）

無料
【和泉市立図書館HP】
https://www.library.izumi.osaka.jp
/

和泉市立人権文化センター図書室
（にじのとしょかん）
0725-47-1040

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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大阪府 和泉市 ① すくすくタイム
午前中は小さなお子さんと親御さんのための図書館開放時間とし、11
時からは図書館スタッフによる読み聞かせや手遊びなどのおはなし会
も行います。

10月18日,
11月1,15日

TRC和泉図書館内絵本コーナー TRC和泉図書館 無料
【和泉市立図書館HP】
https://www.library.izumi.osaka.jp
/

TRC和泉図書館
0725-44-3071

大阪府 和泉市 ① にじのひろば（えほんのひ） ボランティアによる絵本の読み聞かせを行います。
10月18日,
11月7,15日

人権文化センター図書室（にじの
としょかん）

和泉市立人権文化センター図書室
（にじのとしょかん）

無料
【和泉市立図書館HP】
https://www.library.izumi.osaka.jp
/

和泉市立人権文化センター図書室
（にじのとしょかん）
0725-47-1040

大阪府 和泉市 ① おはなし会
ボランティアによる絵本の読み聞かせやパネルシアターなどを行いま
す。

10月19日 TRCシティプラザ図書館内お話室 TRCシティプラザ図書館 無料
【和泉市立図書館HP】
https://www.library.izumi.osaka.jp

TRCシティプラザ図書館
0725-57-6670

大阪府 和泉市 ① おうたのひ ボランティアによる歌や絵かき歌、パネルシアターなどを行います。
10月19日,
11月16日

TRC和泉図書館ミーティングルー
ム

TRC和泉図書館 無料
【和泉市立図書館HP】
https://www.library.izumi.osaka.jp

TRC和泉図書館
0725-44-3071

大阪府 和泉市 ① えいごのおはなし会
ボランティアによる英語の絵本の読み聞かせを行います。ワークショッ
プも行います。

10月20日,
11月17日

TRC和泉図書館ミーティングルー
ム

TRC和泉図書館 無料
【和泉市立図書館HP】
https://www.library.izumi.osaka.jp

TRC和泉図書館
0725-44-3071

大阪府 和泉市 ① むかしあそびをしよう
指で押さえると跳ねるおもちゃ、「ホッピングアニマル」を紙パックと輪
ゴムで作ります。

10月20日 TRCシティプラザ図書館内お話室 TRCシティプラザ図書館 無料
【和泉市立図書館HP】
https://www.library.izumi.osaka.jp

TRCシティプラザ図書館
0725-57-6670

大阪府 和泉市 ① 尺八で民話、そして演奏
石崎昌男さんを講師に招き、和泉市鳳林寺にまつわる民話の尺八の
弾き語りと演奏を行います。

10月21日 北部リージョンセンター和室 TRC北部リージョンセンター図書室 無料
【和泉市立図書館HP】
https://www.library.izumi.osaka.jp

TRC北部リージョンセンター図書室
0725-90-7512

大阪府 和泉市 ① こども手づくり教室 図書館スタッフによる布等を使って季節の飾り物などを作ります。 10月23日 和泉シティプラザ3階学習室1AB TRCシティプラザ図書館 無料
【和泉市立図書館HP】
https://www.library.izumi.osaka.jp

TRCシティプラザ図書館
0725-57-6670

大阪府 和泉市 ① すくすくタイム
午前中は小さなお子さんと親御さんのための図書館開放時間とし、11
時からはスタッフによる絵本の読み聞かせと手遊びなどのおはなし会
も実施します。

10月25日
TRC北部リージョンセンター図書
室内えほんのおへや

TRC北部リージョンセンター図書室 無料
【和泉市立図書館HP】
https://www.library.izumi.osaka.jp
/

TRC北部リージョンセンター図書室
0725-90-7512

大阪府 和泉市 ① こどもまつり ボランティアによる人形劇、大型紙芝居などを行います。 10月26日
和泉シティプラザ地下1階リハー
サル室

TRCシティプラザ図書館 無料
【和泉市立図書館HP】
https://www.library.izumi.osaka.jp

TRCシティプラザ図書館
0725-57-6670

大阪府 和泉市 ① ハロウィンおたのしみ会 絵本の読み聞かせと工作を行います。 10月26日 北部リージョンセンター集会室２ TRC北部リージョンセンター図書室 無料
【和泉市立図書館HP】
https://www.library.izumi.osaka.jp

TRC北部リージョンセンター図書室
0725-90-7512

大阪府 和泉市 ① こども工作教室 ボランティアによる工作を行います。 10月26日 TRC和泉図書館集会室 TRC和泉図書館 無料
【和泉市立図書館HP】
https://www.library.izumi.osaka.jp

TRC和泉図書館
0725-44-3071

大阪府 和泉市 ①③
堀明子詩集「四季の色」を歌うコン
サートとお話

ＤＶＤ「センス・オブ・ワンダー」を鑑賞し、日本レイチェル・カーソン協会
会員から説明を聞いた後、自然を愛した夭折詩人の詩集「四季の色」
から曲をつけた作曲家が数曲を歌います。

10月26日
人権文化センター図書室（にじの
としょかん）

和泉市立人権文化センター図書室
（にじのとしょかん）

無料
【和泉市立図書館HP】
https://www.library.izumi.osaka.jp
/

和泉市立人権文化センター図書室
（にじのとしょかん）
0725-47-1040

大阪府 和泉市 ①
読書週間～たくさん本を読んでガ
チャを回そう～

当日貸出されたレシート１枚につき１回ガチャを回すことができます。 10月27日～11月9日
TRC北部リージョンセンター図書
室

TRC北部リージョンセンター図書室 無料
【和泉市立図書館HP】
https://www.library.izumi.osaka.jp

TRC北部リージョンセンター図書室
0725-90-7512

大阪府 和泉市 ① こども手づくり教室 図書館スタッフによる布等を使って季節の飾り物などを作ります。 10月28日
TRC和泉図書館ミーティングルー
ム

TRC和泉図書館 無料
【和泉市立図書館HP】
https://www.library.izumi.osaka.jp

TRC和泉図書館
0725-44-3071

大阪府 和泉市 ① おはなし会
ボランティアによる絵本の読み聞かせ、手遊び、パネルシアターなどを
行います。

11月2日
TRC北部リージョンセンター図書
室

TRC北部リージョンセンター図書室 無料
【和泉市立図書館HP】
https://www.library.izumi.osaka.jp
/

TRC北部リージョンセンター図書室
0725-90-7512

午前10時30分～午前10時50分（赤ちゃん～３歳
位）
午前11時～午前11時30分（幼児～大人）

大阪府 和泉市 ① こどもまつり ボランティアによる人形劇、大型紙芝居などを行います。 11月2日 TRC和泉図書館集会室 TRC和泉図書館 無料
【和泉市立図書館HP】
https://www.library.izumi.osaka.jp

TRC和泉図書館
0725-44-3071

大阪府 和泉市 ① おりがみ教室 ボランティアによる季節の折り紙を行います。 11月2日 和泉シティプラザ3階学習室１AB TRCシティプラザ図書館 無料
【和泉市立図書館HP】
https://www.library.izumi.osaka.jp

TRCシティプラザ図書館
0725-57-6670

大阪府 和泉市 ①②
資料展示「うさこちゃん（オランダ
語）絵本」

大阪府立図書館から借りうけた特別貸出用図書セットを展示します。 11月5日～24日
人権文化センター図書室（にじの
としょかん）

和泉市立人権文化センター図書室
（にじのとしょかん）

無料
【和泉市立図書館HP】
https://www.library.izumi.osaka.jp
/

和泉市立人権文化センター図書室
（にじのとしょかん）
0725-47-1040

大阪府 和泉市 ①
可愛いお人形つくり！（ストラップ
付）

風船かずらの種でストラップを作ります。 11月6日
人権文化センター図書室（にじの
としょかん）

和泉市立人権文化センター図書室
（にじのとしょかん）

無料
【和泉市立図書館HP】
https://www.library.izumi.osaka.jp
/

和泉市立人権文化センター図書室
（にじのとしょかん）
0725-47-1040

大阪府 和泉市 ① すくすくタイム
午前中は小さなお子さんと親御さんのための図書館開放時間とし、11
時からは図書館スタッフによる読み聞かせや手遊びなどのおはなし会
も行います。

11月8日 TRCシティプラザ図書館内お話室 TRCシティプラザ図書館 無料
【和泉市立図書館HP】
https://www.library.izumi.osaka.jp
/

TRCシティプラザ図書館
0725-57-6670

大阪府 和泉市 ① おはなし会
ボランティア、図書館スタッフによる絵本の読み聞かせなどを行いま
す。

11月9日
TRC南部リージョンセンター図書
室内絵本コーナー

TRC南部リージョンセンター図書室 無料
【和泉市立図書館HP】
https://www.library.izumi.osaka.jp

TRC南部リージョンセンター図書室
0725-92-3811

大阪府 和泉市 ① おりがみ教室 ボランティアによる季節の折り紙を折ります。 11月9日
TRC和泉図書館ミーティングルー
ム

TRC和泉図書館 無料
【和泉市立図書館HP】
https://www.library.izumi.osaka.jp

TRC和泉図書館
0725-44-3071

大阪府 和泉市 ① こどものための映画会 子ども向け映画の上映会を行います。 11月9日
和泉シティプラザ地下１階多目的
室

TRCシティプラザ図書館 無料
【和泉市立図書館HP】
https://www.library.izumi.osaka.jp

TRCシティプラザ図書館
0725-57-6670

大阪府 和泉市 ① ＰＯＰすく～る おすすめしたい本のＰＯＰを作成し、館内に貼り出します。 11月10日
TRC北部リージョンセンター図書
室

TRC北部リージョンセンター図書室 無料
【和泉市立図書館HP】
https://www.library.izumi.osaka.jp

TRC北部リージョンセンター図書室
0725-90-7512

大阪府 和泉市 ① にじのとしょかんおはなし会 図書館員によるストーリーテリングを行います。 11月10日
人権文化センター図書室（にじの
としょかん）

和泉市立人権文化センター図書室
（にじのとしょかん）

無料
【和泉市立図書館HP】
https://www.library.izumi.osaka.jp
/

和泉市立人権文化センター図書室
（にじのとしょかん）
0725-47-1040

大阪府 和泉市 ① 新宮晋さんワークショップ 新宮晋さんとこどもたちが風であそべる物をつくります。 11月10日
人権文化センター図書室（にじの
としょかん）

和泉市立人権文化センター図書室
（にじのとしょかん）

無料
【和泉市立図書館HP】
https://www.library.izumi.osaka.jp
/

和泉市立人権文化センター図書室
（にじのとしょかん）
0725-47-1040

大阪府 和泉市 ① ちいさなおはなし会 図書館スタッフによる絵本の読み聞かせや紙芝居などを行います。 11月14日 TRCシティプラザ図書館内お話室 TRCシティプラザ図書館 無料
【和泉市立図書館HP】
https://www.library.izumi.osaka.jp

TRCシティプラザ図書館
0725-57-6670

大阪府 和泉市 ① 書庫の日 書庫に入って本を借りてもらいます。 11月15日
人権文化センター図書室（にじの
としょかん）

和泉市立人権文化センター図書室
（にじのとしょかん）

無料
【和泉市立図書館HP】
https://www.library.izumi.osaka.jp
/

和泉市立人権文化センター図書室
（にじのとしょかん）
0725-47-1040

大阪府 和泉市 ① おはなし会
ボランティアによる絵本の読み聞かせやパネルシアターなどを行いま
す。

11月16日 TRCシティプラザ図書館内お話室 TRCシティプラザ図書館 無料
【和泉市立図書館HP】
https://www.library.izumi.osaka.jp

TRCシティプラザ図書館
0725-57-6670

大阪府 和泉市 ① おやまのがっこう 工作、または折り紙を行います。 11月17日
TRC南部リージョンセンター図書
室内絵本コーナー

TRC南部リージョンセンター図書室 無料
【和泉市立図書館HP】
https://www.library.izumi.osaka.jp

TRC南部リージョンセンター図書室
0725-92-3811

大阪府 茨木市 ① 下水処理施設見学会
水みらいセンターにおいて、施設見学を行うことで「下水道」全般につ
いての理解と関心を深める

11月10日 中央水みらいセンター 大阪府 北部流域下水道事務所 無料
http://www.pref.osaka.lg.jp/hoku
bugesui/sisetukenngakukai/index
.html

北部流域下水道事務所
企画グループ
072-620-6672

予備日：11月17日

大阪府 茨木市 ① 下水処理施設見学会
水みらいセンターにおいて、施設見学を行うことで「下水道」全般につ
いての理解と関心を深める

11月10日 中央水みらいセンター 大阪府 北部流域下水道事務所 無料
http://www.pref.osaka.lg.jp/hoku
bugesui/sisetukenngakukai/index
.html

北部流域下水道事務所
企画グループ
072-620-6672

予備日：11月17日

大阪府 茨木市 ①③
茨木市立文化財資料館第36回
テーマ展「上皇を支えた村々-摂
津国島下郡の仙洞料-」講演会

江戸時代の茨木市域の村々と、天皇、上皇、宮家など朝廷とのつなが
りを古文書・絵図で紹介する展示に関連した講演会です。

10月27日，11月9日 茨木市立文化財資料館 茨木市教育委員会 無料
http://www.city.ibaraki.osaka.jp 茨木市立文化財資料館

（072-634-3433）
事前申込み不要、先着80名

大阪府 茨木市 ①③ 第39回郷土民俗資料展 茨木の寺社縁起にスポットをあてた展示です。 11月22日～24日 茨木市立文化財資料館 茨木市教育委員会 無料
http://www.city.ibaraki.osaka.jp 茨木市立文化財資料館

（072-634-3433）
入場無料

大阪府 茨木市 ①③ 第39回郷土民俗資料展講演会 茨木の寺社縁起にスポットをあてた展示に関連した講演会です。 11月23日 茨木市立文化財資料館 茨木市教育委員会 無料
http://www.city.ibaraki.osaka.jp 茨木市立文化財資料館

（072-634-3433）
事前申込み不要、先着50名

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

大阪府 茨木市 ①③
たかつき・いばらき歴史ウォーカー
「総持寺から富田寺内町を訪れ

磯良神社や総持寺等を徒歩でめぐり、各ポイントにて各市の学芸員が
解説します。　JR総持寺駅に集合し、阪急富田駅南口で解散します。

10月27日 茨木市、高槻市 茨木市教育委員会 無料
http://www.city.ibaraki.osaka.jp 茨木市立文化財資料館

（072-634-3433）
事前申込み要、応募者多数の場合は抽選

大阪府 茨木市 ③
子ども体験イベント「甲冑を着て記
念写真を撮ろう！」

プラスティック製の甲冑を着て、記念写真を撮るイベントです。 11月2日 茨木市立文化財資料館 茨木市教育委員会 無料
http://www.city.ibaraki.osaka.jp 茨木市立文化財資料館

（072-634-3433）
事前申込み不要

大阪府 茨木市 ① 第47回ライブラリーフェスティバル
企画展・講演会・映画会・朗読会・おはなし会・子どもの本交換会・リサ
イクル図書フェアなどを開催します。

10月29日～11月10日 茨木市立中央図書館　ほか 茨木市教育委員会 無料 http://www.lib.ibaraki.osaka.jp/
茨木市立中央図書館
（072-627-4129）

一部事前申し込み制

大阪府 茨木市 ①② 第40回やってみよう運動会
市立小・中学校の支援学級在籍児童生徒および市内在住の支援学
校（小・中学部）在籍児童生徒のスポーツ活動を広げ、お互いのふれ
あいの機会とするとともに、保護者同士の交流の場とします。

10月19日 茨木市立南市民体育館 茨木市、茨木市教育委員会 無料
茨木市教育委員会学校教育部
学校教育推進課
（072-620-1683）

所属の学校を通して申し込み

大阪府 茨木市 ② 第72回茨木市小学校連合運動会
市内32小学校の６年生児童全員が４会場に集う運動会。学校体育に
よって養われた陸上運動と表現運動の力を発表し合うことや他校との
親睦をはかることを趣旨として行います。

10月17日
（予備日：　　　　10月18日,
10月21日）

茨木市立
彩都西小学校、郡小学校、庄栄
小学校、東奈良小学校

茨木市、茨木市教育委員会、茨木
市教育研究会

無料
茨木市教育委員会学校教育部
学校教育推進課
（072-620-1683）

大阪府 茨木市 ②③ 第55回茨木市中学校連合音楽会
中学校の生徒の平素の音楽学習の成果を発表することにより表現の
喜びを感得するとともに、他校生徒の発表する音楽を観賞する心を習
得します。

10月30日
立命館いばらき
フューチャープラザ
グランドホール

茨木市、茨木市教育委員会、茨木
市教育研究会

無料
茨木市教育委員会学校教育部
学校教育推進課
（072-620-1683）

各学校からの発表

大阪府 茨木市 ②③ 第71回茨木市小学校連合音楽会
茨木市内の小学校が平素の学習成果を発表し、互いに観賞すること
を通して、音楽への興味関心を高めるとともに、心のふれあいの機会
とします。

11月8日
立命館いばらき
フューチャープラザ
グランドホール

茨木市、茨木市教育委員会、茨木
市教育研究会小学校音楽部

無料
茨木市教育委員会学校教育部
学校教育推進課
（072-620-1683）

各学校からの発表

大阪府 茨木市 ②③
第62回茨木市立幼稚園・認定こど
も園・小学校・中学校総合展

幼・認・小・中学校、園幼児、児童、生徒の造形・図工・美術・技術家
庭・書の作品や総合的な学習の時間の作品、人権作品入選作品、姉
妹都市交流作品の展示を行います。

11月9日～11日 茨木市役所
茨木市、茨木市教育委員会、茨木
市教育研究会

無料
茨木市教育委員会学校教育部
学校教育推進課
（072-620-1683）

各学校園からの発表

大阪府 茨木市 ②④ 第６回茨木市相馬芳枝科学賞
本市の科学教育の振興を図るため、小・中学生の優れた自由研究の
表彰を行うとともに、自由研究の展示や科学に親しむ場として実験
ブースを設けます。

11月9日，10日
市民総合センター
（クリエイトセンター）

茨木市、茨木市教育委員会 無料
http://www.educ.city.ibaraki.osak
a.jp

茨木市教育センター
（072-626-4400）

大阪府 茨木市 ②③
第40回茨木市立幼稚園・認定こど
も園こどものつどい

市立幼稚園・認定こども園児による演技発表、大阪府警察本部生活
安全指導班による防犯教室、茨木市消防音楽隊による吹奏楽等を行

11月20日
立命館いばらきフューチャープラ
ザ

茨木市、茨木市教育委員会 無料
茨木市こども育成部保育幼稚園総務課
（072-655-2753）

大阪府 茨木市 ②
第36回茨木市国際親善都市協会
英語スピーチ大会

次代を担う青少年の国際感覚の向上を目的とし、中学・高校生が英語
スピーチを行います。

11月10日 福祉文化会館
茨木市国際親善都市協会、茨木
市、茨木市教育委員会

無料
茨木市市民文化部文化振興課
（072-620-1810）

大阪府 茨木市 ③
川端康成文学館
テーマ展示：川端康成とふるさと茨
木

映画「葬式の名人」の公開に合わせ、川端康成がふるさとへの思いを
つづった随筆『私のふるさと』の自筆原稿や映画関連の資料を展示し
ます。

8月3日～
12月2日

茨木市立川端康成文学館 茨木市立川端康成文学館 無料
http://www.city.ibaraki.osaka.jp/k
ikou/shimin/bunka/menu/kawab
ata/index.html

茨木市市民文化部文化振興課
川端康成文学館
（072-625-5978）

開館時間：9:00～17:00
休館：火曜日(10月22日は開館）、10月５日、10
月23日

大阪府 茨木市 ③ 邦楽名演会 邦楽の演奏を行います。 10月13日 福祉文化会館　文化ホール 茨木市 無料
茨木市市民文化部文化振興課
（072-620-1810）

大阪府 茨木市 ③ 愛石・盆栽展 愛石・盆栽の展示を行います。 10月25日～27日 大池コミュニティセンター 茨木市 無料
茨木市市民文化部文化振興課
（072-620-1810）

大阪府 茨木市 ③ 市民吟詠大会 合吟、独吟、競吟、テーマ吟詠を行います。 10月27日 市民総合センターセンターホール 茨木市、茨木市教育委員会 無料
茨木市市民文化部文化振興課
（072-620-1810）

大阪府 茨木市 ③ 茶華道展 各流派による生花を展示するとともに、茶席を開設します。 11月9日～10日
生涯学習センターきらめき　きら
めきホール

茨木市
茨木市市民文化部文化振興課
（072-620-1810）

茶席500円

大阪府 茨木市 ③
茨木市吹奏楽団オータムコンサー
ト2019

クラシック等の演奏を行います。 11月17日
立命館いばらき　フューチャープ
ラザ　グランドホール

茨木市 無料
茨木市市民文化部文化振興課
（072-620-1810）

大阪府 茨木市 ③ 市民謡曲大会 日本の伝統芸能である能楽を、謡や仕舞などの形式で発表します。 11月24日 福祉文化会館　文化ホール 茨木市 無料
茨木市市民文化部文化振興課
（072-620-1810）

大阪府 茨木市 ③ 市民音楽家～合唱のつどい～ 合唱連盟加盟の約30団体による演奏会です。 11月23日
立命館いばらき　フューチャープ
ラザ　グランドホール

茨木市 無料
茨木市市民文化部文化振興課
（072-620-1810）

大阪府 茨木市 ③
川端康成文学館ギャラりー企画
河合　隆三 展（仮）

大阪城公園「石の詩」などのパブリックアートで知られる彫刻家・河合
隆三氏の作品を紹介します。

10月17日～31日 茨木市立川端康成文学館 茨木市立川端康成文学館 無料
http://www.city.ibaraki.osaka.jp/k
ikou/shimin/bunka/menu/kawab
ata/index.html

茨木市市民文化部文化振興課
川端康成文学館
（072-625-5978）

開館時間：9:00～17:00
休館：火曜日(10月22日は開館）、10月23日

大阪府 茨木市 ① 第２８回市民ウォークラリー大会
周辺のポイントを巡りながら、時間得点と課題得点、ゲーム得点を競
います。

10月20日 中央公園北グラウンド、市内各所 茨木市、茨木市ウォークラリー協会
茨木市市民文化部スポーツ推進課
（072-620-1608）

大阪府 茨木市 ①
第４４回公民館区対抗ソフトボー
ル大会

小学校区公民館から選ばれたチームによるソフトボール大会です。 10月６日，10月20日
東雲運動広場グラウンド、若園運
動広場グラウンド

茨木市、茨木市スポーツ推進委員
協議会

無料
茨木市市民文化部スポーツ推進課
（072-620-1608）

大阪府 茨木市 ① 第４９回市民ゲートボール大会 各チーム３回競技できるリンク戦方式のゲートボール大会です。 11月16日 西河原公園南グラウンド
茨木市、茨木市ゲートボール連盟、
茨木市老人クラブ連合会

茨木市市民文化部スポーツ推進課
（072-620-1608）

大阪府 茨木市 ①
第２７回市民グラウンド・ゴルフ大
会

24ホールストロークプレーによる個人戦のグラウンド・ゴルフ大会で
す。

11月12日 中央公園南・北グラウンド
茨木市、茨木市グラウンド・ゴルフ
連盟

茨木市市民文化部スポーツ推進課
（072-620-1608）

大阪府 茨木市 ①
第５３回公民館区対抗３点バレー
ボール大会

小学校区公民館から選ばれたチームによる３点バレーボール大会で
す。

11月10日，　11月17日 市民体育館
茨木市、茨木市スポーツ推進委員
協議会

無料
茨木市市民文化部スポーツ推進課
（072-620-1608）

大阪府 茨木市 ①
第２７回市民スポーツフェスティバ
ル

ニュースポーツやフットサル・ペタンクの大会、ニュースポーツの体験
を行います。

11月23日
市民体育館、東市民体育館、南
市民体育館、水尾公園グラウンド

茨木市、茨木市スポーツ推進委員
協議会

無料
茨木市市民文化部スポーツ推進課
（072-620-1608）

大阪府 茨木市 ③ 追手門学院　合同学園祭

追手門学院大学と追手門学院中･高等学校との合同学園祭を開催し
ます。
学術・文化講演、体験企画、学部の教育・研究成果の発表のほか、ク
ラブ・サークル等の課外活動の発表を行います。

11月2日～3日
追手門学院大学
茨木総持寺キャンパス
追手門学院中・高等学校

追手門学院大学
追手門学院中・高等学校

無料

追手門学院大学学生支援課
TEL：072-641-9627
FAX：072-643-9785
追手門学院中・高等学校事務室
TEL：072-697-8185
FAX：072-697-8220

大阪府 大阪市 ①②③ 文化の日の表彰　表彰式
府内に居住し、もしくは勤務する個人又は府内に所在する団体で、教
育振興に関し顕著な功績のあった方を「文化の日の表彰」として表彰
します。

11月
ホテルプリムローズ大阪
２階　鳳凰東

大阪府教育庁　教育総務企画課 無料
大阪府教育庁教育総務企画課
広報・議事グループ
06-6941-0351

大阪府 大阪市 ①④
おおさかものづくりコレクション２０
１９

身のまわりにある製品の製造に携わる人たちの技能を紹介し、実演
やものづくり体験・展示等を通じて「ものづくり」への関心を高めていた

11月24日 ハービスHALL
大阪府地域技能振興コーナー（大
阪府職業能力開発協会）

大阪府職業能力開発協会
https://www.osaka-noukai.jp/

06-4394-7833
ものづくり体験参加者は材料費が別途かかりま
す（100円から500円程度）。

大阪府 大阪市 ④ 大阪科学賞表彰式・記念講演

大阪府、大阪市及び一般財団法人大阪科学技術センターが、大阪に
おける創造的科学技術の振興を図り、21世紀の新たな発展と人類社
会の未来に貢献するため、科学や新技術の発展に寄与した者に対し
て「大阪科学賞」を贈呈するとともに、受賞者による記念講演を開催し

11月13日 大阪科学技術センター
大阪府、大阪市、一般財団法人大
阪科学技術センター

無料
一般財団法人大阪科学技術セン
ターHP：http://www.ostec.or.jp/

大阪科学賞運営委員会事務局
06-6443-5320

大阪府 大阪市 ① くずし字入門講座
江戸時代の江戸と大坂の風俗を絵入りで比較した『街廼噂（ちまたの
うわさ）』を素材として、くずし字の初歩を学びながら、当時の人びとの
暮らしについての知識を深めることができる講座です。

11月6日,12月4日・25日 大阪府立中之島図書館 大阪府立中之島図書館
大阪府立中之島図書館
指定管理者アスウェル
06-6203-0474

要事前申し込み

大阪府 大阪市 ① 初級・古文書講座
初めて古文書に触れる方々を対象として、当館所蔵資料をテキスト
に、古文書に対する理解と興味を深めていただくことを目的とした古文
書の判読講座です。

11月14日,21日,28日 大阪府立中之島図書館 大阪府立中之島図書館 無料
大阪府立中之島図書館　大阪資料・古
典籍課
06-6203-0474

要事前申し込み

大阪府 大阪市 ①
ビジネスセミナー「大阪の産業・経
済を知る！」

大阪産業経済リサーチ＆デザインセンターの研究員が、大阪の産業・
経済を取り巻くトピックをお話します。

11月13日,27日 大阪府立中之島図書館 大阪府立中之島図書館 無料
https://www.library.pref.osaka.jp/
site/business/r1-orcie-

大阪府立中之島図書館　ビジネス支援
課

要事前申し込み

大阪府 大阪市 ① 書庫見学ツアー ふだんは入ることのできない書庫を図書館の司書がご案内します。 11月8日、11月15日 大阪府立中之島図書館 大阪府立中之島図書館 無料
https://www.library.pref.osaka.jp/
site/nakato/shoko-tour-r1.html

大阪府立中之島図書館
指定管理者アスウェル
06-6203-0474

事前申込不要（先着１５名。１５分前から２階ライ
ブラリーショップにて受付開始）

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

大阪府 大阪市 ①
2019大阪市生涯学習ルームふぇ
すてぃばる

各小学校で開設している「生涯学習ルーム事業」の取り組みを発信
し、広く市民の方々にふれていただく機会として開催します。各区の生
涯学習ルームによる特色あふれる体験コーナーや、制作作品の展示
や手づくり市、舞台発表など盛りだくさんな内容でどなたでも楽しめる

10月27日(日)
大阪市立難波市民学習センター 大阪市教育委員会 無料

大阪市教育委員会事務局
生涯学習担当
（06-6539-3347）

大阪府 大阪市 ①③
「おとなの学び舎’19秋」明智光秀
-織田権力の司令塔

こどもから社会人までを対象に、これまでの教育機関の枠にとらわれ
ない立命館ならではの「学びの場」を提供しています。「おとなの学び
舎」は、さまざまな学びを深く楽しく体験したい方のための開かれた講
座です。

11月5日 立命館大阪梅田キャンパス 立命館アカデミックセンター
【立命館アカデミックセンター】
http://www.ritsumei.ac.jp/acr/

立命館アカデミックセンター事務局
電話：06-6360-4804　（平日10：00～17：
00）
E-mail：acr02@st.ritsumei.ac.jp

大阪府 大阪市 ①③④
国立民族学博物館コレクション「世
界のかわいい衣装」

本展では、国立民族学博物館が所蔵するコレクションのなかから、「か
わいい」をキーワードに選んだ、1920年代から現在までの衣装約120
点を紹介します。これらを身につける人びとの世界に思いを馳せるこ
とは、私たちの装いについても問い直す機会となるでしょう。

11月13日～25日
阪急うめだ本店9階　阪急うめだ
ギャラリー

阪急うめだ本店、国立民族学博物
館、千里文化財団

【みんぱく公式HP】
http://www.minpaku.ac.jp/museu
m/exhibition/traveling/20191113
kawaii

国立民族学博物館
06-6876-2151

大阪府 大阪市 ①③ 市民仏教講座
讃仏偈のおつとめの後、学内外の浄土真宗の専門家が、仏教および
浄土真宗の教えを平易に解説します。

11月16日
相愛大学
南港学舎

相愛大学
宗教部

無料 http://www.soai.ac.jp
相愛大学学生支援センター
06-6612-5932

大阪府 大阪市 ①
第83回大阪薬科大学公開教育講
座

「薬剤師の生涯教育」として年3回開催しています。テーマは「くすりの
作用と副作用～薬物治療における安全管理のために～」とし、医薬品
の適正使用をめぐる様々な問題点について議論します。

11月23日 新大阪丸ビル別館 大阪薬科大学

大阪薬科大学 公開教育講座の
ご案内HP
https://www.oups.ac.jp/course/p
harm/open/index.html

大阪薬科大学
臨床教育・研究支援課
072-690-1101

大阪府 大阪市 ① オーラルフレイルと口腔ケア指導
サンスターと大阪薬科大学との共同セミナーです。オーラルフレイルな
どの講演や口腔ケアの実演紹介、口腔粘膜炎ケアなどのディスカッ
ションを通して、口腔衛生と健康について、薬剤師の役割を考えます。

11月24日 関西大学梅田キャンパス 大阪薬科大学

大阪薬科大学 サンスターとの共
同セミナーのご案内
https://www.oups.ac.jp/course/s
unstar.html

大阪薬科大学
臨床教育・研究支援課
072-690-1101

大阪府 大阪市 ③ 常翔学園ロビーコンサート
常翔学園と大阪音楽大学の連携により、教育研究活動の充実と発
展、梅田を拠点に「工学と音楽」が融合した新たな芸術を世界に向け
て発信するための事業の一環として、毎月、さまざまなジャンルのコン

11月9日 OIT梅田タワー1Fギャラリー
常翔学園・
大阪音楽大学

無料 http://daion.ac.jp
大阪音楽大学連携支援センター
06-6334-2249

自由入場

大阪府 大阪市 ② 第42回邦楽演奏会
本学の大学、短大の邦楽専攻・コースの学生と教員による邦楽曲の
演奏会です。

11月15日 常翔ホール 大阪音楽大学 http://daion.ac.jp
大阪音楽大学コンサートセンター
06-6334-2242

要申込

大阪府 大阪市 ①②

第47回教育実践学フォーラム

「グローバル時代の教育が目指す
もの：成長し変化し続ける教育を
問う」

2019年度テーマ「グローバル教育の目指すもの」
　 グローバル教育という言葉をよく耳にします． ですが，実際のところ
グローバル教育とは何なのでしょうか． 大学改革の文脈では，ともす
ると実践的な英語教育がグローバル教育の焦点に なる風潮すらあり
ます．グローバル化する世界に適切に対応できるために 英語力は必
須かもしれませんが，それのみをグローバル教育と考えるのは視野が
狭いように思われます．地球的視野に立った教育を進めるには何を考
えればいいのでしょうか．グローバル教育がその先に目指すものにつ
いて，さまざまな視点からお話しいただきます．

11月10日 大阪大学中之島センター５０７
兵庫教育大学大学院連合学校教
育学研究科

無料
http://www.office.hyogo-
u.ac.jp/jgs/forum/2019/

兵庫教育大学連合大学院チーム
TEL:0795-44-2426

大阪府
大阪市
旭区

① 淀川クリーンキャンペーン
毎年の恒例行事であり、クラブ生や教職員、地域の方々などの有志で
淀川の清掃活動を行います。

10月12日
城北公園、
淀川沿い

大阪工業大学
学生課

無料
大阪工業大学学生課
06-6954-4651

大阪府
大阪市
旭区

③ 第71回城北祭（大学祭）
毎年恒例の学園祭であり、ライブやトークショー、クラブによる展示発
表、模擬店などを予定しています。

10月25～27日
大阪工業大学
大宮キャンパス

大阪工業大学
学生課

城北祭実行委員会HP：
http://shirokitapost.wixsite.com/
sirokitasai

大阪工業大学学生課
06-6954-4651

大阪府
大阪市
旭区

③
大阪工業大学図書館　企画展
「本でできるいろいろなこと」

城北祭当日、図書館2階玄関ホールで「本を参考に作った作品展」
「ブックカバー・しおり作成」「破損本の展示」「古本市」を行います。26
日（土）、27日（日）には読み聞かせも行いますので、ぜひご来場くださ

10月25日～10月27日
大阪工業大学図書館
大宮本館2階玄関ホール

大阪工業大学図書館 無料
https://www.oit.ac.jp/japanese/t
oshokan/index.html

大阪工業大学図書館事務室
06-6954-4108

大阪府
大阪市
北区

③ 第3回茶屋町祭（大学祭）
今年度で3回目を迎える学園祭であり、研究成果発表・展示などを予
定しています。

11月2日
大阪工業大学
梅田キャンパス

大阪工業大学ロボティクス＆デザ
イン工学部
茶屋町祭実行委員会

https://chayamachipost.wixsite.c
om/mysite

大阪工業大学
ロボティクス＆デザイン工学部事務室
06-6147-6830

大阪府
大阪市
北区

① 摂南大学薬学部公開講座

生涯学習支援の一環として開催します。
テーマ
10/20（日）　「糖尿病の合併症治療」
11/17（日）　「糖尿病と腎疾患について学ぶ」

10月20日，
11月17日

10/20（日）
OIT梅田タワー　セミナー室
11/17（日）
TKPガーデンシティ大阪梅田

摂南大学
http://www.setsunan.ac.jp/~phar
m/syogai/

●講座内容について
　摂南大学薬学部　高田雅弘
　TEL:072-800-1200
●申し込みについて
　(株)近畿日本ツーリスト北海道
　TEL:011-280-8855

大阪府
大阪市北
区

①
第37回人文機構シンポジウム「こ
の世のキワー自然と超自然のは
ざま」

自然界のどのような現象が「驚異」や「怪異」として認識されたのかとい
う点に注目し、西洋近代的なnatureとしての「自然」という概念そのもの
を捉え直し、広く一般に公開することを目的としたシンポジウムを開催
します。

11月23日

グランフロント大阪北館タワーC8
階
ナレッジキャピタルカンファレンス
ルームタワーC　RoomC01+02

大学共同利用機関法人　人間文化
研究機構

無料
【人間文化研究機構公式HP】
https://www.nihu.jp/ja

第37回人文機構シンポジウム事務局
（一般財団法人 千里文化財団 内）
TEL:06-6877-8893
Mail:sympo@senri-f.or.jp

9月23日に応募受付開始予定

大阪府
大阪市北
区

②③
相愛オーケストラ第72回定期演奏
会

指揮：円光寺雅彦
管弦楽：相愛オーケストラ
プログラム:プロコフィエフ／バレエ音楽「ロメオとジュリエット」作品64よ
り モンタギュー家とキャピュレット家～タイボルトの死
ドヴォルザーク／交響曲第8番 ト長調 作品88　他

10月23日 ザ・シンフォニーホール 相愛大学音楽学部
https://www.soai.ac.jp/informatio
n/concert/2019/07/20191023-
soaioke72th.html

相愛大学
オーケストラ合同研究室
06-6612-3954

前売り2.500円  当日3.000円

大阪府
大阪市北
区

②③
相愛ウィンドオーケストラ第41回定
期演奏会

指揮：新田ユリ、若林義人
プログラム：矢代秋雄/吹奏楽のための祝典序曲「白銀の祭典」
ジョン・バーンズ・チャンス/交響曲第2番
ジャン・シベリウス/交響詩「フィンランディア」作品26の7　他

11月15日 ザ・シンフォニーホール 相愛大学音楽学部
https://www.soai.ac.jp/informatio
n/concert/2019/05/20191115-
soaiwind41.html

相愛大学
オーケストラ合同研究室
06-6612-3954

前売当日共2,000円

大阪府
大阪市北
区

①④
令和元年度 大阪大学薬学部 第6
回卒後研修会

『感染症治療の最前線』という演題で、講義を行います。 11月2日
大阪大学中之島センター　507号
室

大阪大学薬友会・国立大学法人大
阪大学大学院薬学研究科

無料
http://www.phs.osaka-
u.ac.jp/homepage/yaku/sotugo/s
otugo-index.html

大阪大学薬学研究科庶務係
06-6879-8144

大阪府
大阪市北
区

④
サイエンスカフェ・オンザエッジ＠
ラボカフェ
世界をかけめぐる耐性菌

今、世界中で抗生物質が効かない細菌（＝耐性菌）が大きな問題と
なっています！この先、有効な耐性菌対策が取られなかった場合、
2050年には世界で1000万人ものヒトが耐性菌によって亡くなるという
試算が英国のシンクタンクによりなされています。このように世界中で
耐性菌は深刻な問題となっていますが、さらに新しいタイプの耐性菌
が次々に出現するなど、その拡がりは留まることを知りません。このよ
うな状況を把握するために、私たちは耐性菌のゲノム配列を基にした
研究をおこなっています。今回はその研究結果を交えながら耐性菌の
現状とこれからどのように耐性菌対策に取り組んでいくべきなのか、

11月6日 アートエリアB1

大阪大学 免疫学フロンティア研究
センター、大阪大学 微生物病研究
所、アートエリアB1（大阪大学＋
NPO法人ダンスボックス＋京阪
ホールディングス株式会社）

無料
http://www.ifrec.osaka-
u.ac.jp/jpn/topics/20190809-
0300.htm

大阪大学免疫学フロンティア研究セン
ター（担当：渡部）
06-6879-4777
ifrec-office@ifrec.osaka-u.ac.jp

大阪府
大阪市北
区中之島

①
第32回国際労働問題シンポジウ
ム

ILO（国際労働機関）と日本―100年の歴史と仕事の未来をテーマに、
基調講演・個別報告・パネル・ディスカッションを行う。

11月11日 大阪市中央公会堂
大原社会問題研究所/ILO駐日事
務所

無料 https://oisr-org.ws.hosei.ac.jp/
法政大学大原社会問題研究所
042-783-2305

大阪府
大阪市住
之江区

②③ 愛響祭 大学祭 10月12日、13日 相愛大学南港キャンパス 相愛大学大学祭実行委員会
相愛大学学生支援センター事務室
06-6612-5932

各種イベント(無料)
各種出店(有料)

大阪府
大阪市住
之江区

②③
管打楽器専攻成績優秀者による
独奏演奏会

相愛大学の管打楽器専攻選抜生による演奏会 10月15日 相愛大学南港ホール 相愛大学音楽学部 無料
相愛大学オーケストラ合同研究室
06-6612-3954

大阪府
大阪市住
之江区

③ さざぴー音楽祭
住之江区青少年福祉委員連絡協議会等が主催する、住之江区内の
小・中・高等学校、特別支援学校による音楽祭

10月19日 大阪フィルハーモニー会館
住之江区青少年福祉委員連絡協
議会
住之江区役所　　他

無料
相愛大学学長室
06-6612-5902

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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大阪府
大阪市住
之江区

②③ フルートオケ演奏会 相愛大学のフルート専攻生による演奏会 10月26日 相愛大学南港ホール 相愛大学音楽学部 無料
相愛大学オーケストラ合同研究室
06-6612-3954

大阪府
大阪市住
之江区

①② 相愛子どもわくわく遊び広場
地域と連携した世代間プログラム。けん玉・ブーメラン・ドミノ・手づくり
あそび・昔あそび・学生ステージ・乳児コーナーなど、多彩な遊びを通
して、地域の人々と学生が交流する事業

10月26日 相愛大学南港キャンパス 相愛大学人間発達学部 無料
相愛大学子ども発達学科
小学校教育実習指導室
06-6612-6273

大阪府
大阪市住
之江区

②③ ホルン・アンサンブル演奏会 相愛大学のホルン専攻生による演奏会 10月31日 相愛大学南港ホール 相愛大学音楽学部 無料
相愛大学オーケストラ合同研究室
06-6612-3954

大阪府
大阪市住
之江区

②③ クラリネット・アンサンブル演奏会 相愛大学のクラリネット専攻生による演奏会 11月2日 相愛大学南港ホール 相愛大学音楽学部 無料
相愛大学オーケストラ合同研究室
06-6612-3954

大阪府
大阪市住
之江区

②③
相愛大学子ども発達学科　親子で
わくわく体験フェスタ

地域連携事業　咲洲こどもフェスタの一環として開催。相愛大学子ども
発達学科の学生とともに、親子でモノづくりなど体験していただく企画

11月2日 ATC２Fママのフォレストパーク 相愛大学 無料
相愛大学
地域連携センター（学長室内）
06-6612-5902

大阪府
大阪市住
之江区

②③
相愛大学ATCコンサート
（海辺のオペラ）

ATC（アジアトレーディングセンター）での年2回の大型コンサート
相愛大学の声楽専攻生による演奏会

11月3日 ATC海辺のステージ 相愛大学 無料
相愛大学
地域連携センター（学長室内）
06-6612-5902

大阪府
大阪市住
之江区

②③ 報恩講法要
報恩講法要とは浄土真宗の宗祖親鸞聖人のご命日(旧暦：弘長2年11
月28日)にあたり、親鸞聖人のご恩をしのび、阿弥陀如来のお心をあ
らためて深く味わわせていただく法要。

11月7日 相愛大学南港ホール 相愛大学宗教部 無料
相愛大学
学生支援センター事務室
06-6612-5932

大阪府
大阪市住
之江区

②③ トロンボーン・アンサンブル演奏会 相愛大学のトロンボーン専攻生による演奏会 11月7日 相愛大学南港ホール 相愛大学音楽学部 無料
相愛大学
オーケストラ合同研究室
06-6612-3954

大阪府
大阪市住
之江区

②③ ピアノ専攻生による演奏会 相愛大学のピアノ専攻生による演奏会 11月17日 相愛大学南港ホール 相愛大学音楽学部 無料
相愛大学
音楽学科合同研究室
06-6612-6245

大阪府
大阪市中
央区

①②
宮崎哲弥客員教授による「仏教原
論」
（第7回）

政治・哲学・サブカルチャー・仏教論を主軸として宮崎哲弥客員教授が
「近代日本が出会った初期仏教」について語ります。
講師：宮崎哲弥（人文学部客員教授）

10月18日 相愛大学本町学舎C601教室 相愛大学人文学部
相愛大学
人文学科合同研究室
06-6612-6247

2,000円（※要事前申込）

大阪府
大阪市中
央区

①③
相愛大学伝統芸能コーディネー
ター育成プログラム2019 連続講
座[6]

伝統芸能に対する公的支援を考える［シンポジウム］
小野真龍（天王寺舞楽協会常任理事）
山本章弘（公益財団法人山本能楽堂 代表理事・公益社団法人能楽
協会理事）
釈徹宗（相愛大学教授、宗教学者）　ほか

10月18日 山本能楽堂 相愛大学 無料
https://www.soai.ac.jp/informatio
n/news/2019/05/miyabi-
azure2019.html

相愛大学
雅 Azureプロジェクト実行委員会（学長
室内）
06-6612-5902

要事前申込

大阪府
大阪市中
央区

①②
名越康文客員教授による「宗教心
理学」
（第8回）

精神科医の名越康文教授による公開授業。空海の思想・著作と性格
分類法やアドラー心理学の技法を織り交ぜて、21世紀の心理療法を
考察します。
講師：名越康文（人文学部客員教授）

10月31日 相愛大学本町学舎C601教室 相愛大学人文学部
相愛大学
人文学科合同研究室
06-6612-6247

2,000円（※要事前申込）

大阪府
大阪市中
央区

①②
宮崎哲弥客員教授による「仏教原
論」
（第8回）

政治・哲学・サブカルチャー・仏教論を主軸として宮崎哲弥客員教授が
「近代日本が出会った初期仏教」について語ります。
講師：宮崎哲弥（人文学部客員教授）

11月8日 相愛大学本町学舎C601教室 相愛大学人文学部
相愛大学
人文学科合同研究室
06-6612-6247

2,000円（※要事前申込）

大阪府
大阪市平
野区

③ 伝承あそび
平野には古い歴史があり、「わたしの大阪遊び唄辞典」著者の山野良
子氏により、語り継がれたわらべ歌・季節の遊び等は、今も保育所や
お寺で継承されており、「ときわっこ」でも「伝承遊び」に取り組んでいま

11月6日 つどいの広場ときわっこ つどいの広場ときわっこ 無料
つどいの広場ときわっこ
http://www.tokiwakai-
kodomocenter.jp/

つどいの広場ときわっこ
06-6790-3830

大阪府 貝塚市 ①
自然と絵本のコラボレーション
森の絵本づくり

自然の家の豊かな自然を利用し、散策しながら絵本の素材集め、専
門機関との連携を図りながら絵本を制作します。

10月20日 大阪府立少年自然の家 大阪府立少年自然の家 http://shizen.osaka-yha.or.jp/
大阪府立少年自然の家
072-478-8331

大阪府 貝塚市 ①③ 少年自然の家オープンデー
施設を開放し、施設見学会、プログラム体験会、野外コンサート（音楽
祭）、屋台（有料）、手作りおもちゃ出店等をします。

11月3日
大阪府立少年自然の家
その周辺地域

「奥貝塚農と緑のゆったりウォーク」
実行委員会

http://shizen.osaka-yha.or.jp/
大阪府立少年自然の家
072-478-8331

大阪府 貝塚市 ①
自然の中で読書活動
森の中で読み聞かせ

自然の中で「えほんのひろば」や、絵本を読み聞かせを行います。（少
年自然の家オープンデーと共催）

11月3日 大阪府立少年自然の家 大阪府立少年自然の家 無料 http://shizen.osaka-yha.or.jp/
大阪府立少年自然の家
072-478-8331

大阪府 貝塚市 ① 第16回アドプトフォレスト
自然の家の周囲の森林、竹林を活用し、参加者が杉や竹の間伐や木
登り等の体験を実践します。

11月16日 大阪府立少年自然の家 大阪府立少年自然の家 無料 http://shizen.osaka-yha.or.jp/
大阪府立少年自然の家
072-478-8331

大阪府 貝塚市 ①
おとなのための自然塾
おとなのえんそく

自然観察、野鳥等の生き物観察、トレッキング、ツリーリング、間伐体
験、野外料理等を実施します。

11月17日 大阪府立少年自然の家 大阪府立少年自然の家 http://shizen.osaka-yha.or.jp/
大阪府立少年自然の家
072-478-8331

大阪府 貝塚市 ③ 文化の日のつどい 教育・文化に関する功労者等の表彰、記念講演 11月3日 コスモスシアター 貝塚市教育委員会 無料
貝塚市社会教育課
072-433-7215

大阪府 貝塚市 ③ 貝塚市市民文化祭
公募により組織された運営委員会において企画・運営を行い、作品展
示や市民茶会、体験コーナーなど、市民へ文化芸術に触れる機会を

11月2・3日 コスモスシアター
貝塚市教育委員会・貝塚市市民文
化祭運営委員会

無料
貝塚市社会教育課
072-433-7215

大阪府 貝塚市 ①
「かいづか家族の日」エッセイ・写
真コンクール

「家族」に関するエッセイ・写真コンクールの入賞者表彰式 11月17日 山手地区公民館 貝塚市教育委員会 無料
貝塚市社会教育課
072-433-7215

大阪府 貝塚市 ①
「かいづか家族の日」料理コンクー
ル

市内在住の小学4年生から中学3年生以下と家族の2名1チームで作る
家族の料理のレシピを募集し、選ばれた5チームで実技選考、表彰式

11月17日 山手地区公民館 貝塚市教育委員会 無料
貝塚市社会教育課
072-433-7215

大阪府 貝塚市 ①③ 第２９回山手地区公民館まつり
公民館で活動するクラブや様々な団体が、日ごろの活動の成果を発
表するべく作品展示、舞台発表や模擬店などを出店し、普段公民館を
利用しない周辺地域方たちや市民の皆さんに公民館活動を知っても

１０月１９日２０日 山手地区公民館 山手地区公民館 無料
貝塚市立山手地区公民館
072-446-0090

大阪府 貝塚市 ③ 山手地区公民館ロビーコンサート
市内の団体が公民館ロビーを利用し、ミニコンサートを開催し、お昼休
みのひと時をクラシックを聴きながら過ごす場を提供する。

11月19日 山手地区公民館 山手地区公民館 無料
貝塚市立山手地区公民館
072-446-0090

大阪府 貝塚市 ①③
第31回浜手地区公民館ふれあい
まつり

公民館で活動するクラブの活動発表（作品展示・舞台発表）、および、
模擬店（地域団体も参加あり）をおこない、普段利用していない市民に
も公民館活動を知ってもらうとともに、利用者・市民が楽しく交流しま

11月27日＜展示は20日～
＞

浜手地区公民館
浜手地区公民館ふれあいまつり実
行委員会

無料
http://www.city.kizuka..lg.jp/kaku
ka/kyoiku/hamatekominkan/inde
x.html

貝塚市立浜手地区公民館
（072-431-0926）

大阪府 貝塚市 ③
「クラシックコンサート～新しい時
代をむかえて～」（仮称）

元号が令和になり、新しい時代をむかえたことをテーマに、貝塚市クラ
シック音楽家協会会員によるコンサートを開催します。

11月10日 貝塚市立中央公民館 貝塚市立中央公民館 無料
貝塚市立中央公民館
072-433-7222

大阪府 貝塚市 ③ 民謡フェスティバル
貝塚市日本民謡連合会会員の唄、三味線等日本民謡のフェスティバ
ルで貝塚市立中央公民館との共催事業です。

11月10日 コスモスシアター
貝塚市日本民謡連合会・貝塚市立
中央公民館

無料
貝塚市立中央公民館
072-433-7222

大阪府 貝塚市 ③
貝塚ファミリー劇場地域例会「驚
異のリズム」（音楽）

貝塚ファミリー劇場による地域例会　出演：サウンドポケット 11月10日 コスモスシアター
貝塚ファミリー劇場・貝塚市立中央
公民館

無料
貝塚市立中央公民館
072-433-7222

大阪府 貝塚市 ③ 貝塚プレイパーク
”火・水・木・土”を使って、子どもの「やってみたい！」を最大限カタチ
にする冒険ある遊び場です。

11月9日、10日 貝塚市立青少年野外広場
貝塚子育てネットワークの会・貝塚
市立中央公民館

無料
貝塚市立中央公民館
072-433-7222

大阪府 貝塚市 ①
貝塚市民図書館開館30周年記念
祭

午前中は「おはなし大会」、午後は「ワークショップ」など、利用者、ボラ
ンティア、職員が一体となって1日中図書館を楽しめるイベントをおこな

11月9日 貝塚市民図書館 貝塚市民図書館 無料
https://www.kaizuka-
library.osaka.jp

貝塚市民図書館
072-433-7200

大阪府 貝塚市 ①③ 第２９回山手地区公民館まつり
公民館で活動するクラブや様々な団体が、日ごろの活動の成果を発
表するべく作品展示、舞台発表や模擬店などを出店し、普段公民館を
利用しない周辺地域方たちや市民の皆さんに公民館活動を知っても

10月19、20日 山手地区公民館 山手地区公民館 無料
貝塚市立山手地区公民館
072-446-0090

大阪府 貝塚市 ③ 山手地区公民館ロビーコンサート
市内の団体が公民館ロビーを利用し、ミニコンサートを開催し、お昼休
みのひと時をクラシックを聴きながら過ごす場を提供する。

11月19日 山手地区公民館 山手地区公民館 無料
貝塚市立山手地区公民館
072-446-0090

大阪府 柏原市 ① かしわらとしょかんのおはなし会
絵本や紙芝居の読み聞かせ、工作を行い子どもたちや保護者さんと
本を結びつける。

11月10日 柏原図書館 柏原市 無料 072-971-0335

大阪府 柏原市 ① こくぶとしょかんのおはなし会
絵本や紙芝居の読み聞かせ、工作を行い子どもたちや保護者さんと
本を結びつける。

11月3日 国分図書館 柏原市 無料 072-975-1212

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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大阪府 柏原市 ① ０・１・２さいのおはなし会
０歳から２歳くらいを対象にしたおはなし会。手あそびなど、あかちゃん
からでも楽しめるプログラム

10月28日 国分図書館 柏原市 無料 072-975-1212

大阪府 柏原市 ① 絵本の会 テーマにそった絵本を囲み、思ったことや感じたことを語り合う 11月7日 国分図書館 柏原市 無料 072-975-1212

大阪府 柏原市 ①
としょかんマルシェ　おはなしのも
り２０１９

絵本や児童書の世界をテーマにし、おはなし会やテーマにちなんだパ
ン・お菓子・雑貨の販売を行う

10月27日 国分図書館 柏原市 無料 072-975-1212

大阪府 柏原市 ① 増税に負けない節約特集 節約・お金について・エコ・生活の知恵に関する本を展示 10月1～10月31日 柏原図書館 柏原市 無料 072-971-0335

大阪府 柏原市 ① ビジネス誌で紹介された本
柏原図書館で所蔵しているビジネス雑誌「週刊東洋経済」で紹介・書
評された本を集めて展示

10月1～10月32日 柏原図書館 柏原市 無料 072-971-0335

大阪府 柏原市 ① お仕事小説展 いろんな仕事でがんばっている人達の本を展示 10月1～10月31日 柏原図書館 柏原市 無料 072-971-0335
大阪府 柏原市 ① くるまの本「ドライブde読書)展 車に関する本や小説の展示 9月11日～10月30日 国分図書館 柏原市 無料 072-975-1212
大阪府 柏原市 ① クリスマス展 クリスマスをテーマにした絵本の展示 11月8日～12月25日 国分図書館 柏原市 無料 072-975-1212

大阪府 柏原市 ③ 史跡高井田横穴特別公開 普段は施錠している横穴を公開、学芸員が案内。 10月19日 史跡高井田横穴公園 柏原市教育委員会 無料
http://www.city.kashiwara.osaka.j
p/docs/2014081900065/

柏原市立歴史資料館
072-976-3430

大阪府 柏原市 ③
企画展「大和川つけかえと中甚兵
衛」

江戸時代の大和川付け替え工事についての紹介。 9月10日～12月8日 柏原市立歴史資料館 柏原市教育委員会 無料
http://www.city.kashiwara.osaka.j
p/docs/2014081900065/

柏原市立歴史資料館
072-976-3430

大阪府 柏原市 ③ 第３２回柏原市民文化祭
市民から、生け花や美術、手工芸などの作品や、音楽や芸能の出演
者を募集（現在募集中）し、右記日程・会場で展示部門、舞台部門の
催しなどを開催します。

10/5-6、12-14、
19-20

文化センター公民館本館、堅下
分館、リビエールホール

市、市教育委員会 無料
http://www.city.kashiwara.osaka.j
p/

教育部公民館
（072-971-0013）

大阪府 柏原市 ③ 第６９回　神霜祭
日常の研究と学習の成果を発表し，今後の学習活動及び課外活動の
発展，地域との交流に寄与し，全学・地域相互の親睦を図る。

11/2～4 大阪教育大学柏原キャンパス 大阪教育大学 無料 https://osaka-kyoiku.ac.jp/
学生支援課課外活動係
Tel:072-978-3310
Mail:kagai@bur.osaka-kyoiku.ac.jp

大阪府 柏原市 ②③ 子どもフェスタ 近隣の子どもたちが遊べるイベントを開催 11月3日
大阪教育大学柏原キャンパス体
育館

大阪教育大学フレンドシップ事業実
行委員会

無料
大阪教育大学音楽教育講座
kitajun@cc.osaka-kyoiku.ac.jp

大阪府 交野市 ③ 第36回交野市中学校合同文化祭
市立の4中学校の文化クラブの日頃の活動の質的向上を図る。また、
文化関係団体と合同で文化祭を開催する。

10月 星の里いわふね
交野市中学校文化連盟（交野市内
の中学校）、交野市文化連盟）、教
育委員会

無料 072‐892‐7721

大阪府 交野市 ③ 第43回交野市文化祭
市内文化関係団体の協調、連絡、育成に努めそれら各種の文化活動
を通じ、より豊かな人間性と人格の形成を期し、交野市の文化発展に
寄与する事を目的とする。

11月
青年の家
星の里いわふね

交野市文化祭実行委員会（教育委
員会・交野市文化連盟）

072‐892‐7721

大阪府 門真市 ①
一般書展示会
「健康について」(仮題)

医療と健康についてガンの本を中心に展示します。 10月26日～11月10日 門真市立図書館 門真市立図書館 無料
http://www.library.kadoma.osaka.j
p/

門真市立図書館
06-6908-2828

大阪府 門真市 ① 書庫開放
読書推進の一環として、普段見ることのできない書庫資料を市民に公
開します。

11月5日～7日 門真市立図書館 門真市立図書館 無料
http://www.library.kadoma.osaka.j
p/

門真市立図書館06-6908-2828

大阪府 門真市 ①

ブックスタート研修会
「赤ちゃんの発達と絵本」～絵本に
よる赤ちゃんとのコミュニケーショ
ンとは～

赤ちゃんの発達と絵本についての研修会を行います。 11月8日 門真市保健福祉センター 門真市立図書館 無料
http://www.library.kadoma.osaka.j
p/

門真市立図書館
門真市民プラザ分館
072-887-6648

大阪府 門真市 ①
届けるを贈る届けるを支えるがん
情報ギフト記念事業「図書館で健

「がんを予防する」をテーマに健康についての講演会や認知症予防体
操などを行います。

11月9日 門真市立図書館 門真市立図書館 無料
http://www.library.kadoma.osaka.j
p/

門真市立図書館
06-6908-2828

大阪府 門真市 ① 朗読で楽しむ文学の世界
小説や随筆、詩等を朗読で楽しみ、文学の世界に親しんでもらいま
す。

11月16日 門真市立図書館 門真市立図書館 無料
http://www.library.kadoma.osaka.j
p/

門真市立図書館
06-6908-2828

大阪府 門真市 ①
かどま市スポーツ・レクリエーショ
ンフェスティバル2019

市民のスポーツの振興、健康の増進を図るため、市民の誰もが参加
でき、スポーツ・レクリエーション活動のきっかけづくりとなる「スポーツ
レクリエーションフェスティバル」を開催する。

11月10日 門真市立門真市民プラザ
門真市生涯スポーツ推進協議会及
び門真市・門真市教育委員会

門真市生涯スポーツ推進協議会
門真市教育委員会事務局
教育部社会教育課
06-6902-7195

大阪府 門真市 ③ 門真市文化祭

門真市民による様々なジャンルの文化・芸術活動の発表の場として、
大々的に開催される門真市民文化祭です。
ヒップホップダンス・バレエ・フラダンス・一輪車等の発表を行うダンス
フェスティバル（10月27日）、絵画、書道、陶芸、手工芸、華道等の作
品展示を行う創作展（10月26・27日）、舞踊・民謡等の発表を行う芸能
祭（11月３日）、吹奏楽・合唱等の発表を行う音楽祭（11月４日）と老若
男女を問わない数多くの参加者によって数日間にわたって催される文
化芸術の祭典となっています。

10月26日～27日
11月3日～4日

門真市立文化会館
門真市立総合体育館
門真市南部市民センター
門真市立門真みらい小学校

門真市文化祭実行委員会 無料 http://npotoybox.jp/lumi/
門真市立市民交流会館(中塚荘)
06-6907-8101

大阪府 門真市 ③ 門真市文化の日式典
門真市教育委員会表彰規定に基づき、毎年11月３日（文化の日）に門
真市文化の日式典を挙行し、該当者の表彰を行います。

11月3日 門真市南部市民センター
門真市教育委員会事務局教育部
教育総務課

無料
門真市教育委員会事務局
教育部教育総務課
06-6902-6082

大阪府 河南町 ①③④
令和元年度秋季企画展「ヤマト王
権とその拠点－政治拠点と経済
拠点－」

大王の宮を中心とするヤマト王権の政治拠点について、王権の経済
活動に深く関わったと考えられる生産拠点や流通拠点といえる集落遺
跡や生産遺跡に注目します。

10月12日～12月1日 大阪府立近つ飛鳥博物館 大阪府立近つ飛鳥博物館 http://www.chikatsu-asuka.jp
大阪府立近つ飛鳥博物館
（0721-93-8321）

一般650円、65歳以上・高大生450円

大阪府 河南町 ①③④
「筒城宮伝承地と南山城の古墳を
あるく」

秋季企画展に関連して、近つ飛鳥博物館の学芸員とともに南山城地
域の旧跡と古墳をめぐります。

11月2日（土） 大阪府立近つ飛鳥博物館 大阪府立近つ飛鳥博物館 http://www.chikatsu-asuka.jp
大阪府立近つ飛鳥博物館
（0721-93-8321）

事前申込。参加費300円必要。

大阪府 河南町 ③ 第17回　秋の文化祭典
河南町文化協会所属クラブを中心に一般参加者も含め、舞台発表及
び作品展示を行う

11月3日・4日 総合体育館・大宝地区公民館 河南町文化協会 無料
河南町教育委員会事務局
中央公民館

大阪府
河内長野
市

① 植物アレンジレッスン
クリスマスのスワッグを作ります。
※スワッグ：花や葉を束ねて壁にかける飾り

11月10日 大阪府立花の文化園 大阪府立花の文化園 http://gfc-osaka.com/ 0721-63-8739
参加費:1500円（別途入園料が必要）
※要事前申し込み（10月5日から申込受付開始）
※先着順

大阪府
河内長野
市

③ 第65回河内長野市文化祭
河内長野市立文化会館等において、市民の日頃の芸術・芸能・文化
活動を一般に公開します。

10月25日～11月4日
市立文化会館「ラブリーホール」、
市民交流センター「キックス」他

河内長野市、河内長野市文化連
盟、
公益財団法人河内長野市文化振
興財団

市立文化会館
「ラブリーホール」HP
http://www.lovelyhall.com/index.
cgi

河内長野市教育委員会
文化・スポーツ振興課
0721-53-1111

大阪府
河内長野
市

①③
河内長野市指定文化財旧三日市
交番秋期特別公開

三日市地域の地車の写真を紹介しながら、地車の歴史などもあわせ
てパネルで解説します。

10月26日～11月4日 旧三日市交番 河内長野市 無料
【河内長野市HP（文化財保護
課）】
https://www.city.kawachinagano.l

河内長野市教育委員会
文化財保護課
0721-53-1111

大阪府
河内長野
市

①③
文化財特別公開事業
「ぐるっとまちじゅう博物館2019」

新たに整備を実施した国史跡烏帽子形城跡について広く知ってもら
い、郷土の歴史についての普及啓発を目的とし、史跡に関するクイズ
ゲームや主催者で製作した甲冑の着用体験を実施します。

10月27日 烏帽子形城跡 河内長野市 無料
【河内長野市HP（文化財保護
課）】
https://www.city.kawachinagano.l

河内長野市教育委員会
文化財保護課
0721-53-1111

大阪府
河内長野
市

① 読書週間おはなしウォッチング
親子連れなどの方々に大型絵本の読み聞かせや手遊びなどを楽しん
でもらい、広く読書活動についての関心と理解を深めてもらうととも
に、子どもが積極的に読書活動を行う契機とします。

10月27日
河内長野市立図書館おはなしの
へや

河内長野市立図書館 無料
https://www.city.kawachinagano.l
g.jp/site/tosho/

河内長野市立図書館
（代表：0721-52-6933）

大阪府
河内長野
市

① 古文書講座入門編
本市に伝わる古い資料を使って、古文書の読み解き方を学ぶ初心者
向けの連続講座（全3回）で、積極的な生涯学習を促す契機とします。

11月13日
11月27日
12月11日

河内長野市立市民交流センター
大会議室

河内長野市立図書館 無料
https://www.city.kawachinagano.l
g.jp/site/tosho/

河内長野市立図書館
（代表：0721-52-6933）

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

大阪府
河内長野
市

① こどもえいご村

2020年から小学校で「外国語」が教科化されることを踏まえ、小学校及
び市内公共施設で、幼児期より英語に触れる機会を提供するため、体
験型英語学習の場である英語村を開設する。幼児クラス・低学年クラ
ス・中学年クラス・高学年クラスの４クラス編成とし、子どもの発達段階
に応じた内容とする。歌・ゲーム・身体遊び・絵本の読み聞かせ等「遊
びを通して英語を学ぶ」を基本コンセプトとする。

① 11/10
② 11/24

①子ども・子育て総合センターあ
いっく
②市民交流センター

河内長野市 無料

河内長野市ＨＰ
http://www.city.kawachinagano.lg
.jp/soshiki/45/27796.html

河内長野市教育推進部
0721-53-1111

大阪府 岸和田市 ③ 第71回岸和田市文化祭
市民の自主的な文化活動の発表の場として、舞台部門・展示部門に
分かれ、市内各所で開催します。

9月19日～11月16日 市立文化会館、　　自泉会館、他
岸和田市・岸和田市教育委員会
文化祭実行委員会

無料
魅力創造部文化国際課
072-443-3800

大阪府 岸和田市 ①②③ 文化の日祝典
11月３日の文化の日に際し、本市の文化教育の振興に貢献された
方々の功績をたたえ、表彰状・感謝状の贈呈及び記念事業を行いま

11月3日 市立文化会館（マドカホール） 岸和田市・岸和田市教育委員会 無料
魅力創造部文化国際課
072-443-3800

大阪府 岸和田市 ③
文化の日祝典記念　「不思議大好
き！イリュージョンマジック」

関西屈指のマジシャンHIROTO　PROJECT による、イリュージョンマ
ジックを開催します。

11月3日 市立文化会館（マドカホール） 岸和田市 無料
魅力創造部文化国際課
072-443-3800

要整理券

大阪府 岸和田市 ③ 第70回岸和田市市展受賞作品展
春に開催した岸和田市市展（全6部門：洋画・陶芸・書・日本画・俳画・
写真）において受賞した作品、約80点を一堂に集めた展覧会。

10月31日～11月3日 市立文化会館（マドカホール） 岸和田市 無料
魅力創造部文化国際課
072-443-3800

大阪府 熊取町 ①③ 第２９回　町民文化祭

（目的）芸術、文化等住民の成果を発表する機会を提供し交流とふれ
あいの場を創出します。
 (内容）作品展、舞台発表、模擬店・バザー・体験コーナー、活動紹
介、お話会、折り紙遊びコーナー、体操コーナーです。

11月2日（土）　　 ・3日(日）
熊取町公民館,町民会館
熊取ふれあいセンター
煉瓦館,図書館

熊取町民文化祭実行委員会 無料 http://www.town.kumatori.lg.jp

熊取町公民館
072-452-6363
熊取図書館
072-451-2828

大阪府 熊取町 ① 第２９回町民文化祭

町民文化祭に関連して、図書館でも子ども向け行事（おはなし会、工
作）、健康増進に関するイベント、シニア向けおはなし会、修理本講座
などを開催する。文化祭開催施設を３か所以上巡り、記念品がもらえ
るスタンプラリーにも、施設の一つとして参加している。

１１月２日、３日 熊取図書館
町民文化祭実行委員会（公民館
内）

無料 熊取図書館TEL072-451-2828 町HP、ポスター等は９月末頃に掲載、掲示予定

大阪府 堺市 ①
企画展
「LGBT－私たちのcolor - 」

「LGBT」「性的マイノリティ」について理解を深めるため、日常生活上の
困りごとや悩みのエピソードが描かれたイラストパネルを展示、紹介し
ます。

10月2日～12月28日 堺市立平和と人権資料館 堺市 無料

【堺市HP】
http://www.city.sakai.lg.jp/shisei
/jinken/jinken/heiwajinkenshiryok
an/index.html

堺市立平和と人権資料館
電話：072-270-8150

大阪府 堺市 ①②③ 第46回　堺まつり

堺市内最大のまつり。堺1600年の歴史と文化を「大パレード」や「利休
のふるさと大茶会」などで表現します。　大小路筋シンボルロードで開
催される大パレードは、ダンスやパフォーマンスのほか、全国の火縄
銃の祝砲や勇壮華麗な堺ふとん太鼓の担ぎ合いが見どころ。
　また、南宗寺、さかい利晶の杜で開催される大茶会では三千家や堺
で茶道を学ぶ学生や園児による茶会、和菓子作り体験や販売を実施

10月19日，20日
大小路筋、
堺市役所前、
さかい利晶の杜など

公益社団法人堺観光コンベンショ
ン協会

無料 https://www.sakai-tcb.or.jp/
公益社団法人
堺観光コンベンション協会
072-233-5258

大茶会は有料

大阪府 堺市 ③ 令和元年秋季堺文化財特別公開
「古代から令和へ　受け継がれた堺文化」をテーマに、堺の歴史や文
化を物語る貴重な文化財などを期間限定で特別に公開します。

11月1日、2日、3日、4日 堺市内の寺社等
公益社団法人
堺観光コンベンション協会

https://www.sakai-
tcb.or.jp/event/detail/644

公益社団法人
堺観光コンベンション協会
072-233-5258

有料公開箇所　1カ所400円

大阪府 堺市 ③
第3回堺W-1グランプリ～堺の和
菓子を食べつくす～

千利休のふるさと・堺を代表する和菓子の名店（13店舗）のお菓子食
べ比べコーナー、呈茶コーナー、茶筅振り体験コーナーで和菓子・茶
の湯の世界を堪能できるイベントです。お客様からの投票でグランプリ
を決定します。

11月2日
第１会場：さかい利晶の杜

第２会場：堺山之口商店街

堺W-1グランプリ実行委員会　事務
局

http://www.sakai-
rishonomori.com

堺W-1グランプリ実行委員会　事務局
（さかい利晶の杜内）
電話：072-260-4386

◆食べ比べチケット（3枚つづり）前売り400円、
当日販売500円
◆まんぷくセット
前売りのみ　2,000円（呈茶チケット付き）
◆呈茶チケット
当日のみ販売　100円
◆茶筅振り体験チケット
当日のみ販売　200円
◆和菓子作り体験チケット
当日のみ販売　500円

大阪府 堺市 ③ 堺市展
日本画、洋画・版画、彫刻・立体造形、工芸、写真、書道・てん刻の6部
門で作品を募集し、入賞・入選作品を展示

11.6～10
11.13～⒘
11.20～24

堺市立文化館
堺市・公益財団法人堺市文化振興
財団

無料 http//www.sakai-bunshin.com
公益財団法人
堺市文化振興財団
電話：072-228-0880

作品を応募する場合のみ応募費用（1,000円）が
必要

大阪府 堺市 ③
「鍵谷節子の世界－花々に込めら
れた想い」（展覧会）

本展では、堺市在住の日本画家　鍵谷節子氏の原点から現代の作品
へと続く画業の軌跡を紹介し、鍵谷さんが見つめ続けた多彩な花々へ
の想いをめぐる展覧会

11.2～11.24
※水曜日休館

堺市立東文化会館 堺市 無料 http//www.city.sakai.lg.jp
堺市文化課
電話：072－228-7143

大阪府 堺市 ②③ 堺・アセアンウィーク2019

アセアン諸国との相互交流や友好関係を深めることを目的として「堺・
アセアンウィーク2019」を実施します。
①民間大使プログラム　日本について学んでいる参加７カ国の大学生
が「民間大使」として、堺市内の小学生などに自国の文化を日本語で
紹介するとともに、市内の大学や東南アジア諸国との市場交流を望む
企業などを訪問し、今後の堺市と各国との懸け橋となる活動に繋げま
す。
②理工系学生交流プログラム　アセアンの大学で理工系科目につい
て学んでいる学生を４カ国から招へいし、市内大学での研究発表や、
市内企業などの見学により、将来の本市内への留学や企業就職につ
ながる取組みを実施します。　③「堺・アセアンひろば」　（ア）ワーク
ショップ　来場者向けに参加国の特色ある食や伝統産業文化などを体
験できるワークショップを実施します。また、子ども用民族衣装の試着
体験を行います。（イ）アセアンフードフェア　エスニック料理の実演販
売とアジア雑貨のＰＲ販売を行います。　④写真展　アセアン諸国の風
景や歴史的建造物や文化的催しなどを撮影した写真を公募、展示し

10月7日～20日 堺市内 堺・アセアンウィーク実行委員会 無料

【堺市HP】
http://www.city.sakai.lg.jp/shisei
/kokusai/aseankoryu/aseanweek
/index.html

堺市文化観光局国際部
アセアン交流推進室
電話：072-222-7434

一般参加が可能な行事は「堺・アセアンひろば」
「写真展」「アセアン映画フェスタ」です。

大阪府 堺市 ③
企画展　描かれた仏の世界―堺
の仏教絵画―

堺市域の寺院に伝わる鎌倉時代から室町時代に描かれた仏教絵画
を展示し、人びとの祈りと堺の仏教文化について考えます。

10月5日～11月4日 堺市博物館 堺市

【堺市博物館HP】
https://www.city.sakai.lg.jp/kank
o/hakubutsukan/kikaku_tokubets
u/index.html

堺市博物館
電話072-245-6201

観覧料一般200円（160円）
高校生・大学生100円(70円）
小学生・中学生50円（30円）
（　）内は20名以上の団体料金
堺市在住の65歳以上の方は無料(要証明書）
障害のある方は無料（要証明書）
堺市在住在学の小中学生は無料

大阪府 堺市 ③
堺市史編纂90周年記念展　わたし
たちの歴史を編む―『堺市史』とそ
の時代―

昭和4年（１９２９）に『堺市史』が刊行され始めてから90年を記念し、大
正13年（１９２４）の市史資料展覧会などをふくめ、市史編纂事業の歩
みを中心に紹介します。

11月16日～12月22日 堺市博物館 堺市

【堺市博物館HP】
https://www.city.sakai.lg.jp/kank
o/hakubutsukan/kikaku_tokubets
u/index.html

堺市博物館
電話072-245-6201

観覧料一般200円（160円）
高校生・大学生100円(70円）
小学生・中学生50円（30円）
（　）内は20名以上の団体料金
堺市在住の65歳以上の方は無料(要証明書）
障害のある方は無料（要証明書）
堺市在住在学の小中学生は無料

大阪府 堺市 ①
体験学習会「お茶室をたんけんし
よう」

小・中学生を対象に、堺市茶室「伸庵」など、普段なかなか入れないお
茶室を探検し、そのあと「伸庵」広間で、自分自身で抹茶を点てる体験
をします。

11月16日
10時３０分～１２時

堺市博物館敷地内　堺市茶室「伸
庵」

堺市

【堺市博物館HP】
https://www.city.sakai.lg.jp/kank
o/hakubutsukan/kikaku_tokubets
u/index.html

堺市博物館
電話072-245-6201

参加費　300円（お茶代と干菓子代）
10月16日午前10時から電話にて先着順で受
付。定員小・中学生、各10組20名（小学生の場
合は必ず保護者同伴のこと。中学生は保護者
同伴なしの単独参加も可とします。）

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

大阪府 堺市 ① 第62回堺市緑化祭

都市緑化月間の10月に関係諸団体や地域住民の参加と協力を得て、
市民の緑化意識の醸成や、住民参加による緑のまちづくりの推進を
目的としています。
緑化祭当日は、緑化に貢献された方の表彰式のほか、チェーンソー
アートパフォーマンス、ダンスパフォーマンス、緑化活動団体による活
動の紹介や緑の物品販売コーナー、ガーデニングなどの体験ブース
やグルメブースなど楽しい催しを開催します。

10月27日 大仙公園
堺市
公益財団法人堺市公園協会 無料

http://www.city.sakai.lg.jp/kurash
i/koen/event/sakai_event/sakai_
sakaishiryokkasai.html

堺市建設局公園緑地部
公園緑地整備課
電話：072-228-7424

物品販売のみ料金要

大阪府 堺市 ③ 第67回堺市菊花大会

本大会は、一般菊愛好家を始め、市民に菊花を通じて花に対する関
心を高めるとともに、情操教育の向上と本市で提唱している“ともに育
む花と緑のまちづくり”に資するものであり、あわせて菊花園芸の向上
と菊花の改良・普及のため大菊・小菊盆栽・切花等の展覧会を開催し

10月19日～11月16日 大仙公園日本庭園

堺市
浪速菊花協会
南海・田中・大阪造園共同企業体

http://www.city.sakai.lg.jp/kurash
i/koen/event/sakai_event/sakai_
kikkataikai.html

日本庭園管理事務所
電話：072-247-3670
FAX：072-247-3670

入園料要

大阪府 堺市 ③ 北区交流まつり2019

　北区15校区の自治連合会代表と北区長によって構成される実行委
員会が主催し、様々な模擬店やステージプログラムなどコミュニティづ
くりのイベントを開催します。　北区民が、相互の心のふれあいと連帯
感を強め、まちづくり意識の高揚を図ることを通じ、地域社会の発展に
寄与することを目的としています。

11月2日 金岡公園野球場 北区交流まつり実行委員会

【堺市HP】
https://www.city.sakai.lg.jp/kita/
machizukuri/machi/maturi2019.ht
ml

北区役所自治推進課 飲食及び物品販売は有料

大阪府 堺市 ③
第24回（令和元年度） みはら芸術
展

区民から応募のあった絵画・版画・彫刻・造形・陶芸・写真・書の展覧
会です。作品の展示作業や開催期間中の運営は、区内を中心に活動
する芸術の愛好家らが行っています。また、みはら小中学生作品展も
同時開催します。

10月18日
～20日

堺市立美原文化会館（アルテベ
ル）及び美原区役所本館

みはら芸術展実行委員会 無料

【堺市HP】
https://www.city.sakai.lg.jp/mihar
a/machizukuri/torikumi/m_art/df_
filename.html

美原区役所
自治推進課
電話：072-363-9312

大阪府 堺市 ①③ 第23回 ソフィア・堺 作品展
ソフィア・堺で活動する創作サークルの展示会・ワークショップ、お茶
サークルによるお茶席、料理サークルによる飲食コーナー、音楽サー
クルのロビーコンサートを開催します。

11月22～24日
堺市教育文化センター
ソフィア・堺 中文化会館

指定管理者　JTBコミュニケーショ
ンズグループ

無料
【ソフィア・堺】
http://sofia-
sakai.jp/event/index.html

ソフィア・堺　中文化会館
電話：072-270-8110

お茶席・飲食コーナー・ワークショップは有料。
R1.10月にHP掲載予定

大阪府 堺市 ④ 天文教室「地球外生命」
プラネタリウム特別投影。通常のプラネタリウム番組からさらに一歩踏
み込んだ内容で解説します。

10月25日
堺市教育文化センター
ソフィア・堺 プラネタリウム（千の
夢きらめく堺星空館）

指定管理者　JTBコミュニケーショ
ンズグループ

無料
【ソフィア・堺】
http://sofia-
sakai.jp/planetarium/event.html#t

ソフィア・堺　中文化会館
電話：072-270-8110

事前申し込みあり。10月2日から電話にて受付。

大阪府 堺市 ④ 天体観察会
ソフィア・堺屋上の天文台にて、季節の星座、月や惑星などの天体を
観察します。

11月2日.8日.16日.22日
堺市教育文化センター
ソフィア・堺６階
天文台

指定管理者　JTBコミュニケーショ
ンズグループ

無料
【ソフィア・堺】
http://sofia-sakai.jp/astro/

ソフィア・堺　中文化会館
電話：072-270-8110

悪天候時は中止。当日１７時に実施／中止を決
定。詳細はHP参照。

大阪府 堺市 ③
ジャズ＆ラテンフェスティバル
West vs. East

東西老舗プロビッグバンド総勢37名が一堂に会し、
ジャズとラテンのヒット曲によるバトルを繰り広げます。
【出演】
・アロージャズオーケストラ
・見砂和照と東京キューバンボーイズ
・鳴海じゅん（ゲストボーカル）

11月9日
堺市教育文化センター
ソフィア・堺 中文化会館ホール

【共催】株式会社サウンドニュー、
指定管理者　JTBコミュニケーショ
ンズグループ

【ソフィア・堺HP】
http://sofia-
sakai.jp/event/index.html#181021

株式会社サウンドニュー
06-6438-0208
ソフィア・堺 中文化会館
072-270-8110

大阪府 堺市 ①
郷土資料展「発見！堺の鉄砲づく
りと商い ～堺鉄砲鍛冶屋敷の古
文書調査から～」

堺鉄砲鍛冶屋敷の調査で発見された資料から、鉄砲の生産と流通に
ついてのパネルや、図書館所蔵の関連資料を展示する。

11月16日～12月1日 堺市立中央図書館ロビー 堺市立中央図書館 無料
【堺市HP】
http://www.city.sakai.lg.jp/kosod
ate/library/index.html

堺市立中央図書館
電話072-244-3811

大阪府 堺市 ① おはなしボランティア養成講座
おはなし（ストーリーテリング）を語るボランティアとして図書館で活動し
たいという方を対象に、昔話の語りの方法を学んでもらう初心者向け
講座です

11月20日,27日,12月11日,18
日

堺市立中図書館 堺市立中図書館 無料
【堺市HP】
http://www.city.sakai.lg.jp/kosod
ate/library/index.html

堺市立中図書館
電話：072-270-8140

大阪府 堺市 ① 大人も楽しめるおはなし会
少し長い昔話などを中心にしたストーリーテリングを実演し、おはなし
を聞く楽しさを大人にも味わってもらいます

11月12日 東図書館おはなし室 堺市立東図書館 無料
【堺市HP】
http://www.city.sakai.lg.jp/kosod
ate/library/index.html

堺市立東図書館
電話:072-235-1345

大阪府 堺市 ① おはなしボランティア養成講座
おはなしボランティアとして図書館で活動したいという方を対象に、お
はなしの選び方やストーリーテリングの方法を学んでもらう講座です

11月13日・21日・12月4日
（予定）

東図書館会議室・おはなし室 堺市立東図書館 無料
【堺市HP】
http://www.city.sakai.lg.jp/kosod
ate/library/index.html

堺市立東図書館
電話:072-235-1345

大阪府 堺市 ①
おはなし・読み聞かせボランティア
養成講座

「おはなし会」「絵本の読み聞かせ会」など、図書館で開催する行事を
支援してもらうための図書館協力ボランティアを養成するための講座
です

10月30日～11月29日までの
間に全4回

堺市立西図書館 堺市立西図書館 無料
【堺市HP】
http://www.city.sakai.lg.jp/kosod
ate/library/index.html

堺市立西図書館
電話：072-271-2032

大阪府 堺市 ① 南図書館おたのしみフェア 講演会、えほんの読み聞かせ、おはなし大会などを開催します。 11月2・3日 南図書館ホール、おはなし室等 南図書館 無料
【堺市HP】
http://www.city.sakai.lg.jp/kosod
ate/library/index.html

堺市立南図書館
072-294-0123

大阪府 堺市 ① 南区おもしろ大発見！
えほんの読み聞かせ、ウォークラリー、どんぐりを使った工作を行いま
す。

11月9日 南図書館ホール等 南図書館 無料
【堺市HP】
http://www.city.sakai.lg.jp/kosod
ate/library/index.html

堺市立南図書館
072-294-0123

大阪府 堺市 ①
マジック・ショー～ふしぎな世界へ
ようこそ～（南図書館おたのしみ
フェア）

マジック・ショーを行います。 11月2日 栂文化会館　和室 南図書館栂分館 無料
【堺市HP】
http://www.city.sakai.lg.jp/kosod
ate/library/index.html

南図書館栂分館
072-296-0025

大阪府 堺市 ①
絵本をたのしもう！（南図書館お
たのしみフェア）

読み聞かせと絵本の展示を行います。 11月2日 鴨谷体育館　研修室 南図書館美木多分館 無料
【堺市HP】
http://www.city.sakai.lg.jp/kosod
ate/library/index.html

南図書館美木多分館
072-296-2111

大阪府 堺市 ① サポーター養成講座 図書館活動をサポートするボランティアの養成講座 11月20日 北区役所３階研修室 堺市立北図書館 無料
【堺市HP】
http://www.city.sakai.lg.jp/kosod
ate/library/index.html

堺市立北図書館
℡　072-258-6850

大阪府 堺市 ① 本のリサイクルフェア
市民から寄贈された、図書館では受け入れなかった図書を中心に希
望する利用者へ譲渡します

11月3日 堺市美原区役所 堺市立美原図書館 無料
【堺市HP】
http://www.city.sakai.lg.jp/mihara
/index.html

堺市立美原図書館
電話：072-369-1166

大阪府 堺市 ① 第18回市民公開講座
地域への社会貢献と市民の健康維持、また更なる保健・医療に関す
る知識の向上を目的に公開講座を実施しています。第18回は『心筋梗
塞や狭心症に対するカテーテル治療』をテーマに公開講座を開催しま

10月26日
大阪物療大学
4号館(アリーナ)

大阪物療大学 無料
https://www.butsuryo.ac.jp/activi
ty/

大阪物療大学
入試課
（072-260-0095）

大阪府 島本町 ③ 「水無瀬駒　関連資料」実物展示
町指定文化財である「水無瀬駒　関連資料」の実物の一般公開の実
施。

10月20日 島本町立歴史文化資料館 島本町教育委員会 無料
島本町立歴史文化資料館
075-961-3411

大阪府 島本町 ③ 図書館まつり 「おはなしかいスペシャル」「講座」「コンサート」等を実施します。 10月19日
島本町立図書館
外

島本町教育委員会 無料
島本町立図書館
075-962-4364

大阪府 島本町 ③ 島本町文化祭
文化の推進・向上を目的に、作品展示や舞台発表、模擬店やクラフト
体験等のコーナーを開催。

11月3日
島本町ふれあいセンター、町立体
育館、史跡桜井駅跡史跡公園

島本町文化祭事業実行委員会
島本町文化祭事業実行委員会
（島本町教育こども部生涯学習課）
075-962-6316

大阪府 島本町 ② 公開保育
　地域における幼稚園教育の理解を深めるとともに、園児ならびに教
師の意欲向上を目指し、保育風景を公開します。

10月31日
11月 1日

島本町立第一幼稚園 島本町教育委員会 無料
島本町教育こども部教育推進課
075-962-0391

大阪府 島本町 ② 公開授業
　地域における学校教育の理解を深めるとともに、児童ならびに教師
の意欲向上を目指し、授業風景を公開します。

10月
25日・26日

島本町立第一小学校 島本町教育委員会 無料
島本町教育こども部教育推進課
075-962-0391

大阪府 島本町 ② 公開授業
　地域における学校教育の理解を深めるとともに、児童ならびに教師
の意欲向上を目指し、授業風景を公開します。

10月
25日・26日

島本町立第二小学校 島本町教育委員会 無料
島本町教育こども部教育推進課
075-962-0391

大阪府 島本町 ② 公開授業
　地域における学校教育の理解を深めるとともに、児童ならびに教師
の意欲向上を目指し、授業風景を公開します。

10月
25日・26日

島本町立第三小学校 島本町教育委員会 無料
島本町教育こども部教育推進課
075-962-0391

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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大阪府 島本町 ② 公開授業
　地域における学校教育の理解を深めるとともに、児童ならびに教師
の意欲向上を目指し、授業風景を公開します。

10月
25日・26日

島本町立第四小学校 島本町教育委員会 無料
島本町教育こども部教育推進課
075-962-0391

大阪府 島本町 ② 公開授業・部活動公開
　地域における学校教育の理解を深めるとともに、生徒並びに教師の
意欲向上をめざし、授業及び部活動を公開します。

10月31日
11月 1日

島本町立第一中学校 島本町教育委員会 無料
島本町教育こども部教育推進課
075-962-0391

大阪府 島本町 ② 公開授業・部活動公開
　地域における学校教育の理解を深めるとともに、生徒並びに教師の
意欲向上をめざし、授業及び部活動を公開します。

10月
28日・29日

島本町立第二中学校 島本町教育委員会 無料
島本町教育こども部教育推進課
075-962-0391

大阪府 島本町 ③ 企画展「鈴谷瓦窯跡と東大寺」 鈴谷瓦窯跡と島本町内に残る東大寺関連資料の展示を行う。 10月2日～12月3日 島本町立歴史文化資料館 島本町教育委員会 無料
島本町立歴史文化資料館
075-961-3411

大阪府 島本町 ③ 講演会「島本町と東大寺」 企画展「鈴谷瓦窯跡と東大寺」に関連した講演会を開催。 10月6日 島本町立歴史文化資料館 島本町教育委員会 無料
島本町立歴史文化資料館
075-961-3411

大阪府 島本町 ③ 講演会「やさしい古代瓦の歴史」 企画展「鈴谷瓦窯跡と東大寺」に関連した講演会を開催。 10月27日 島本町立歴史文化資料館 島本町教育委員会 無料
島本町立歴史文化資料館
075-961-3411

大阪府 島本町 ③
体験講座「瓦ストラップ・マグネット
づくり」

企画展「鈴谷瓦窯跡と東大寺」に関連した体験講座を開催。 10月5日 島本町立歴史文化資料館 島本町教育委員会 無料
島本町立歴史文化資料館
075-961-3411

大阪府 島本町 ③ 体験講座「瓦拓本体験」 企画展「鈴谷瓦窯跡と東大寺」に関連した体験講座を開催。 10月12日、10月19日 島本町立歴史文化資料館 島本町教育委員会 無料
島本町立歴史文化資料館
075-961-3411

大阪府 吹田市 ① 地区公民館文化祭 作品展示、演芸発表、模擬店など。
10/19,20,26,27
11/2,3,9,
10

各地区公民館 各地区公民館文化祭実行委員会
吹田市教育委員会
地域教育部まなびの支援課
06-6155-8257

大阪府 吹田市 ①③ 江坂ロビーフェスタ 毎月恒例の行事で、音楽演奏や踊りなどを楽しみます。
10月19日,
11月16日

花とみどりの情報センターロビー
吹田市立江坂図書館、花とみどり
の情報センター

無料 http://www.lib.suita.osaka.jp/
吹田市立江坂図書館
06-6385-3766

大阪府 吹田市 ① 運動講座「ウォーキング」 歩きながらできるストレッチや筋力トレーニングをご紹介します。 10月24日
吹田市立子育て青少年拠点夢つ
ながり未来館6階多目的ホール

吹田市立子育て青少年拠点夢つな
がり未来館山田駅前図書館

無料 http://www.lib.suita.osaka.jp
吹田市立子育て青少年拠点
夢つながり未来館山田駅前図書館
06-6816-7722

要事前申込

大阪府 吹田市 ① すいぽんをさがせ
図書館クイズの問題用紙をカウンターで配布。書架の間に置かれた、
図書館ＳＮＳマスコットキャラクター「すいぽん」のマークを探して、そこ
に書かれたヒントをもとに問題を解く。（対象：4歳～中学生）

10月26日～11月4日 吹田市立千里図書館 吹田市立千里図書館 無料 http://www.lib.suita.osaka.jp
吹田市立千里図書館
06-6834-0132

大阪府 吹田市 ① まるたす広場でえほんのじかん 大型絵本や紙芝居の読み聞かせなど。 10月27日
南千里駅前公共広場（まるたす広
場）

吹田市立千里図書館 無料 http://www.lib.suita.osaka.jp
吹田市立千里図書館
06-6834-0132

大阪府 吹田市 ①
令和元年度（第16回）図書館講座
じゅず
つなぎ「江戸時代の垂水・江坂」

絵図・古文書の画像を見ながら、江戸時代の領主・村役人・庶民の生
活を探ります。

11月2日 吹田市立江坂図書館 吹田市立図書館 無料 http://www.lib.suita.osaka.jp
吹田市立江坂図書館
06-6385-3766

要事前申込

大阪府 吹田市 ①
令和元年度（第16回）図書館講座
じゅず
つなぎ「博物館へ行こう」

学芸員による館内の案内、開催中の秋季特別展の説明、普段見るこ
とのできない収蔵庫などのバックヤードも見学します。

11月7日 吹田市立博物館 吹田市立図書館 http://www.lib.suita.osaka.jp
吹田市立子育て青少年拠点
夢つながり未来館山田駅前図書館
06-6816-7722

要事前申込
参加費は無料。ただし、博物館入館料のみ実費
負担。

大阪府 吹田市 ①
令和元年度（第16回）図書館講座
じゅず
つなぎ「大塩平八郎と吹田」

天保の大飢饉に苦しむ人々を救うために挙兵した大塩平八郎。
大塩平八郎と吹田の関わりについてお話しします。 11月14日 吹一地区公民館さんくす分館 吹田市立図書館 無料 http://www.lib.suita.osaka.jp

吹田市立さんくす図書館
06-6317-0037

要事前申込

大阪府 吹田市 ① 親子わくわく読書ひろば
未就学児とその保護者が一緒に、ゆっくりくつろぎながら、絵本や紙芝
居、雑誌などを楽しんでいただける場所を提供しています。 11月18日 吹田市立千里図書館多目的室 吹田市立千里図書館 無料 http://www.lib.suita.osaka.jp

吹田市立千里図書館
06-6834-0132

先着10組

大阪府 吹田市 ①③

令和元年度（第16回）図書館講座
じゅず
つなぎ　「遊文字で年賀状をつくろ
う」

遊文字と絵を組み合わせてオリジナル年賀状を作成します。 11月22日
吹田市立千里丘市民センター会
議室兼練習室 吹田市立図書館 無料 http://www.lib.suita.osaka.jp

吹田市立千里丘図書館
06-6877-4060

要事前申込

大阪府 吹田市 ①

令和元年度（第16回）図書館講座
じゅず
つなぎ「紅葉のニュータウン・北千
里を歩く」

奥居武さん（ニュータウン育ち×ニュータウン研究者）の案内で、北千
里駅周辺の紅葉やまちなみを見て回ります。

11月30日 吹田市北千里地区公民館前集合 吹田市立図書館 無料 http://www.lib.suita.osaka.jp
吹田市立千里図書館北千里分室
06-6834-2922

要事前申込

大阪府 吹田市 ① バリアフリー映画上映会
音声ガイド、日本語字幕付きの映画を上映します。受付、司会進行に
手話通訳あり。

12月13日
吹田市立子育て青少年拠点夢つ
ながり未来館4階会議室

吹田市立子育て青少年拠点夢つな
がり未来館山田駅前図書館

無料 http://www.lib.suita.osaka.jp
吹田市立子育て青少年拠点
夢つながり未来館山田駅前図書館
06-6816-7722

大阪府 吹田市 ③

吹田市立博物館令和元年度秋季
特別展
「大塩平八郎展　四海困窮いたし
候はば・・・」

大塩平八郎の乱が起きた背景と、大塩平八郎と吹田との関わりを紹
介します。

10月19日～12月1日 吹田市立博物館 吹田市立博物館
http://www2.suita.ed.jp/hak/inde
x.html

吹田市立博物館
06-6338-5500

大阪府 吹田市 ①③④
特別展「驚異と怪異―想像界の生
きものたち」

なぜ人類は、この世のキワにいるかも・・しれない不思議な生きものを
思い描き、形にしてきたのか？奇妙で怪しい、不気味だけどかわい
い、世界の霊獣・幻獣・怪獣が大集合！現代のアーティスト・漫画家・
ゲームデザイナーたちによるクリーチャー制作も紹介し、妖怪やモン
スターの源泉にある想像と創造の力を探ります。

8月29日～11月26日 国立民族学博物館
大学共同利用機関法人
人間文化研究機構国立民族学博
物館

【みんぱく公式HP】
http://www.minpaku.ac.jp/museu
m/exhibition/special/20190829ky
oui/index

国立民族学博物館
06-6876-2151

大阪府 吹田市 ①③④
企画展「アルテ・ポプラル―メキシ
コの造形表現のいま」

先スペイン時代にメソアメリカ文明を開花させ、16世紀以降、ヨーロッ
パ、アフリカ、アジアから文化的影響を受けたメキシコでは、アルテ・ポ
プラルと呼ばれる独自のものづくりの伝統が生まれました。職人や一
般の人々による造形表現の総称であるアルテ・ポプラルを通じて、メキ
シコの創造性を紹介します。

10月10日～12月24日 国立民族学博物館
大学共同利用機関法人
人間文化研究機構国立民族学博
物館

【みんぱく公式HP】
http://www.minpaku.ac.jp/museu
m/exhibition/thematic/mexico20
191010/index

国立民族学博物館
06-6876-2151

大阪府 吹田市 ①③④ 無料観覧日 本館展示の無料観覧を実施します。 11月16日～17日 国立民族学博物館
大学共同利用機関法人
人間文化研究機構国立民族学博
物館

無料
【みんぱく公式HP】
http://www.minpaku.ac.jp/

国立民族学博物館
06-6876-2151

特別展は有料です。

大阪府 吹田市 ①③④
みんぱくゼミナール「珍獣・霊獣・
幻獣・怪獣―人はなぜモンスター
を想像するのか？」

世界各地の人びとが創りだしてきた不思議な生きものたち。水に潜
み、天に羽ばたき、地を巡る、想像界の生物多様性を探求するととも
に、人類に普遍的な心の動きやイメージの作られ方について考えま

10月19日 国立民族学博物館
大学共同利用機関法人
人間文化研究機構国立民族学博
物館

無料
【みんぱく公式HP】
http://www.minpaku.ac.jp/museu
m/event/seminar/future

国立民族学博物館
06-6876-2151

当日先着順
定員200名

大阪府 吹田市 ①③④
みんぱくゼミナール「ルーマニア近
代の知識人と民衆―民族主義、正
教信仰、社会主義のなかで」

西欧化した知識人と前近代的な農民社会を特徴とする20世紀のルー
マニアでは、ひとびとが民族主義、社会主義を厚い正教信仰をもって
経験しました。そんな激動の時代を振り返ってみます。

11月16日 国立民族学博物館
大学共同利用機関法人
人間文化研究機構国立民族学博
物館

無料
【みんぱく公式HP】
http://www.minpaku.ac.jp/museu
m/event/seminar/future

国立民族学博物館
06-6876-2151

当日先着順
定員200名

大阪府 吹田市 ①③④
みんぱくウィークエンド・サロン―
研究者と話そう

みんぱくの研究者が展示場で「現在取り組んでいる研究」「調査してい
る地域（国）の最新情報」「みんぱくの展示資料」など、多彩な話題をわ
かりやすくお話します。

10月20日,11月3日,10日 国立民族学博物館
大学共同利用機関法人
人間文化研究機構国立民族学博
物館

【みんぱく公式HP】
http://www.minpaku.ac.jp/museu
m/event/salon/future

国立民族学博物館
06-6876-2151

大阪府 吹田市 ①③④

企画展「アルテ・ポプラル―メキシ
コの造形表現のいま」関連 親子
deワークショップ「メキシコのパン
づくり―死者のパン」

企画展の関連ワークショップを開催します。 10月20日,11月24日 国立民族学博物館
大学共同利用機関法人
人間文化研究機構国立民族学博
物館

【みんぱく公式HP】
http://www.minpaku.ac.jp/museu
m/exhibition/thematic/mexico20
191010/index

国立民族学博物館
06-6876-2151

事前申込制

大阪府 吹田市 ①③④

企画展「アルテ・ポプラル―メキシ
コの造形表現のいま」関連 研究
公演「ソン・ハローチョ―国境を越
えるメキシコの歌」

企画展関連の研究公演を開催します。 10月27日 国立民族学博物館
大学共同利用機関法人
人間文化研究機構国立民族学博
物館

【みんぱく公式HP】
http://www.minpaku.ac.jp/museu
m/exhibition/thematic/mexico20
191010/index

国立民族学博物館
06-6876-2151

当日先着順
定員300名

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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大阪府 吹田市 ①③④

企画展「アルテ・ポプラル―メキシ
コの造形表現のいま」関連 ワーク
ショップ「ソン・ハローチョを楽しも
う」

企画展の関連ワークショップを開催します。 10月26日 国立民族学博物館
大学共同利用機関法人
人間文化研究機構国立民族学博
物館

【みんぱく公式HP】
http://www.minpaku.ac.jp/museu
m/exhibition/thematic/mexico20
191010/index

国立民族学博物館
06-6876-2151

事前申込制

大阪府 吹田市 ①③④
みんぱく映画会／みんぱくワール
ドシネマ「ワンダーストラック」

映像から考える＜人類の未来＞をテーマに、アメリカ映画を上映し、
美しい映像世界の中で、聴覚障害者の視点をとおして、博物館の始ま
りについて知りたいと思います。

11月9日 国立民族学博物館
大学共同利用機関法人
人間文化研究機構国立民族学博
物館

【みんぱく公式HP】
http://www.minpaku.ac.jp/museu
m/exhibition/special/20190829ky
oui/event#0003

国立民族学博物館
06-6876-2151

当日先着順
定員200名

大阪府 吹田市 ①③④
企画展「アルテ・ポプラル―メキシ
コの造形表現のいま」ギャラリー
トーク

企画展示場にて展示解説を行います。（都合により変更になることが
あります。）

10月17日,31日,11月7日,21
日

国立民族学博物館
大学共同利用機関法人
人間文化研究機構国立民族学博
物館

【みんぱく公式HP】
http://www.minpaku.ac.jp/museu
m/exhibition/thematic/mexico20
191010/index

国立民族学博物館
06-6876-2151

大阪府 吹田市 ①

大阪学院大学エクステンションセ
ンター生涯学習講座（2019年度）
講座コード110「弥生時代の漁業と
塩づくり」

塚本浩司 氏（大阪府立弥生文化博物館　総括学芸員）が講師を担当
し、弥生時代の考古資料から大阪湾岸の漁業・塩づくりを具体的に考
察する講座を開講します。

11月2日 大阪学院大学
大阪学院大学エクステンションセン
ター

https://www.osaka-
gu.ac.jp/life/lifelong/index.html

大阪学院大学
エクステンションセンター
06-6381-8434（代表）

受講申込み締切日：2019年10月18日（金）

大阪府 吹田市 ①

大阪学院大学エクステンションセ
ンター生涯学習講座（2019年度）
講座コード110「弥生時代の漁業と
塩づくり」

佐々木清次 氏（大阪学院大学高等学校教員）が講師を担当し、秋の
京都を寺町二条から祇園まで、梶井基次郎・夏目漱石・吉井　勇など
を中心に文学遺址を巡回・研修する講座を開講します。

11月9日 京都市中京区、東山区
大阪学院大学エクステンションセン
ター

https://www.osaka-
gu.ac.jp/life/lifelong/index.html

大阪学院大学
エクステンションセンター
06-6381-8434（代表）

受講申込み締切日：2019年10月18日（金）

大阪府 摂津市 ① 安威川公民館まつり 安威川公民館で活動する各種団体が日頃の学習成果を発表する。 10月19日・20日 摂津市立安威川公民館 安威川公民館まつり実行委員会 無料
【摂津市WEB】
http://www.city.settsu.osaka.jp/

安威川公民館
06-6383-6690

大阪府 摂津市 ① 新鳥飼公民館まつり 新鳥飼公民館で活動する各種団体が日頃の学習成果を発表する。 10月26日・27日 摂津市立新鳥飼公民館 新鳥飼公民館まつり実行委員会 無料
【摂津市WEB】
http://www.city.settsu.osaka.jp/

新鳥飼公民館
072-654-6954

大阪府 摂津市 ①③ 第4４回摂津市美術展
日本画・洋画・彫刻・工芸・書・写真・デザインの7部門の作品を展示
し、その中から市長賞、議長賞などの各賞を決定する行事

10月24日～27日 摂津市立コミュニティプラザ 摂津市 無料
【摂津市WEB】
http://www.city.settsu.osaka.jp/

文化スポーツ課
06-6383-5790

大阪府 摂津市 ①③ 第31回せっつしこども展覧会
市内在住・在学・在園の4歳児～小学6年生の絵画・書・工作の作品を
展示する行事

10月24日～27日 摂津市立コミュニティプラザ 摂津市 無料
【摂津市WEB】
http://www.city.settsu.osaka.jp/

文化スポーツ課
06-6383-5790

大阪府 摂津市 ①③
第50回摂津市民芸能文化祭　発
表の部

市内を中心に活動する団体や個人が、ダンス、舞踊、詩吟、大正琴、
カラオケ等の演目を発表する行事

10月27日，
11月3日・4日

摂津市民文化ホール、摂津市立
コミュニティプラザ

摂津市 無料
【摂津市WEB】
http://www.city.settsu.osaka.jp/

文化スポーツ課
06-6383-5790

大阪府 摂津市 ①③
第50回摂津市民芸能文化祭　展
示の部

市内を中心に活動する団体や個人が、絵画、写真、書、陶芸、華道等
の作品を展示する行事

11月2日～4日 摂津市立コミュニティプラザ 摂津市 無料
【摂津市WEB】
http://www.city.settsu.osaka.jp/

文化スポーツ課
06-6383-5790

大阪府 摂津市 ①③
第33回摂津音楽祭リトルカメリアコ
ンクール

クラシック分野での有能な音楽家を発掘し、合わせて音楽文化の発展
と向上を目指し、市民の審査による賞や伴走者に贈る伴奏賞を設け
るなど、特色のある音楽コンクール

11月17日 摂津市民文化ホール 摂津市
【摂津市WEB】
http://www.city.settsu.osaka.jp/

文化スポーツ課
06-6383-5790

大阪府
泉南郡熊
取町

④
アトムサイエンスフェア2019講演
会

2002年度から、毎年テーマを変え、研究所の教職員や外部から招い
た講師による講演を行っています。幅広い年齢層の一般の方々に、科
学に興味を持っていただくよう、複合原子力科学研究所における研究
などを分かりやすく紹介します。

10月19日
熊取交流センター（煉瓦館）コット
ンホール

国立大学京都大学複合原子力科
学研究所

無料
https://www.rri.kyoto-
u.ac.jp/public/asf/

複合原子力科学研究所総務掛・
072-451-2300

大阪府
泉南郡熊
取町

④
アトムサイエンスフェア2019実験
教室

小・中学生を対象とした科学実験教室です。簡単な実験を通してアト
ムや放射線の世界が体験できます。他にも科学の楽しさを体験できる
イベントが盛りだくさんです。

10月27日 京都大学複合原子力科学研究所
国立大学京都大学複合原子力科
学研究所

無料
https://www.rri.kyoto-
u.ac.jp/public/asf/

複合原子力科学研究所総務掛・
072-451-2300

大阪府 泉南市 ① 泉州下水道フェスティバル2019
水循環を含む「下水道」全般についての理解と関心を深めることを目
的に、水みらいセンターにおいて、施設見学、パネル・絵画の展示、ク
イズ、打ち水等の催しを実施する

11月9日 南部水みらいセンター 大阪府 南部流域下水道事務所 無料
http://www.pref.osaka.lg.jp/namb
ugesui/shokai.html

南部流域下水道事務所
企画グループ
072-438-7406

大阪府 泉南市 ① 泉州下水道フェスティバル2019
水循環を含む「下水道」全般についての理解と関心を深めることを目
的に、水みらいセンターにおいて、施設見学、パネル・絵画の展示、ク
イズ、打ち水等の催しを実施する

11月9日 南部水みらいセンター 大阪府 南部流域下水道事務所 無料
http://www.pref.osaka.lg.jp/namb
ugesui/shokai.html

南部流域下水道事務所
企画グループ
072-438-7406

大阪府 泉南市 ①③ 2019市民交流センターまつり

「2019市民交流センターまつり」は、市民交流センターを地域住民のほ
か、市民に周知するとともに、センター内で活動されている団体の活
動発表の場として、また、調整区解消に向けた取組のひとつとして、人
権啓発及び地域交流の場として実施します。

11月9日 泉南市立市民交流センター
泉南市/
泉南市教育委員会/
泉南市人権問題連絡会

無料
泉南市総合政策部人権推進課
072-480-2855

URLにつきましては10月初旬に泉南市HPに掲
載予定です。

大阪府 泉南市 ①②③ 第22回人権西信達校区の集い
小学生にも人権についてわかりやすく学び・出会いが持てるよう公演、
講演会を実施します。

10月18日 西信達小学校体育館
西信達校区人権啓発推進協議会/
西信達小学校PTA/泉南市人権啓
発推進協議会

無料
http://www.city.sennan.lg.jp/shis
ei/jinken/jinken/1458795169684.
html

泉南市総合政策部人権推進課
072-480-2855

大阪府 泉南市 ①②③ 新家校区人権啓発講演会
小学生にも人権についてわかりやすく学び・出会いが持てるよう公演、
講演会を実施します。

10月20日 新家東小学校体育館
新家校区人権啓発推進協議会/新
家東小学校PTA/泉南市人権啓発
推進協議会

無料
http://www.city.sennan.lg.jp/shis
ei/jinken/jinken/1458795169684.
html

泉南市総合政策部人権推進課
072-480-2855

大阪府 泉南市 ①②③ 砂川校区人権啓発講演会
小学生にも人権についてわかりやすく学び・出会いが持てるよう公演、
講演会を実施します。

10月23日 砂川小学校体育館
砂川校区人権啓発推進協議会/砂
川小学校PTA/泉南市人権啓発推
進協議会

無料
http://www.city.sennan.lg.jp/shis
ei/jinken/jinken/1458795169684.
html

泉南市総合政策部人権推進課
072-480-2855

大阪府 泉南市 ①②③ 第29回人権雄信区民の集い
小学生にも人権についてわかりやすく学び・出会いが持てるよう公演、
講演会を実施します。

10月23日 雄信小学校体育館
雄信校区人権啓発推進協議会/雄
信小学校PTA/泉南市人権啓発推
進協議会

無料
http://www.city.sennan.lg.jp/shis
ei/jinken/jinken/1458795169684.
html

泉南市総合政策部人権推進課
072-480-2855

大阪府 泉南市 ①②③ 一丘校区人権啓発講演会
小学生にも人権についてわかりやすく学び・出会いが持てるよう公演、
講演会を実施します。

10月28日 一丘小学校体育館
一丘校区人権啓発推進協議会/一
丘小学校PTA/泉南市人権啓発推
進協議会

無料
http://www.city.sennan.lg.jp/shis
ei/jinken/jinken/1458795169684.
html

泉南市総合政策部人権推進課
072-480-2855

大阪府 泉南市 ① 2019年度人権啓発講演会
「調整区解消にかかる基本方針」「調整区解消に係る人権啓発・人権
教育のとりくみの推進プラン」に基づいた部落問題に関する啓発事業
を実施します。

10月29日
泉南市総合福祉センター大会議
室

泉南市/泉南市教育委員会/泉南
市人権問題連絡会/阪南市事業所
人権問題連絡会/岬町事業所人権
問題連絡会

無料
泉南市総合政策部人権推進課
072-480-2855

URLにつきましては9月頃に泉南市HPに掲載予
定です。

大阪府 泉南市 ①②③ 新家校区人権啓発講演会
小学生にも人権についてわかりやすく学び・出会いが持てるよう公演、
講演会を実施する。

11月15日 新家小学校体育館
新家校区人権啓発推進協議会/新
家小学校PTA/泉南市人権啓発推
進協議会

無料
http://www.city.sennan.lg.jp/shis
ei/jinken/jinken/1458795169684.
html

泉南市総合政策部人権推進課
072-480-2855

大阪府 泉南市 ① 市民協働啓発講座
市民協働とは何かなど、市民と行政との協働によるまちづくりについ
て、楽しく学ぶ講座を開催します。

11月～1月調整中 泉南市埋蔵文化センター 泉南市ABC委員会 無料
政策推進課
072-483-0004

大阪府 泉南市 ①
第３５回泉南市りんくうマラソン大
会

市民のスポーツ交流の場づくりのため、マラソン大会を開催します。 11月3日
大阪府南部広域防災拠点及び周
辺

泉南市りんくうマラソン実行委員会
教育委員会生涯学習課生涯学習推進
係

URLにつきましては10月初旬に泉南市HPに掲
載予定です。

大阪府 泉南市 ① 第２４回ちびっこずもう泉南場所
青少年の健全育成とたくましい子ども達の成長を図るため、市内在住
の小学１年生から小学６年生までの男女及び泉南市スポーツ少年団
加入者にて開催します。

11月4日 泉南市立市民体育館
泉南市青少年指導員協議会・泉南
市教育委員会

無料
教育委員会生涯学習課青少年係
072-483-2582

大阪府 泉南市 ①
第３４回泉南市吹奏楽祭「せんな
んブラスフェスティバル」

市内中学校吹奏楽部と市内吹奏楽団との交流を図るとともに、音楽の
楽しさ、素晴らしさを市民に伝えます。

11月17日 泉南市立文化ホール
泉南市青少年吹奏楽団・泉南市教
育委員会

無料
教育委員会生涯学習課青少年係
072-483-2582

大阪府 泉南市 ①
市民フォーラム
タイトル（仮）自分の最期について
考えよう

講師による講和を聞いて頂き、自分や家族の最期（介護・看取りも含
めた）について考えて頂きます。

11月16日 泉南市立文化ホール　大ホール 長寿社会推進課 無料
長寿社会推進課
072-483-8254

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

大阪府 泉南市 ① 新家公民館まつり
公民館利用者の作品展示、演技紹介を通して地域の活性化を図りま
す。

10/19.20 新家公民館
泉南市立公民館
クラブ協議会

無料
泉南市立樽井公民館
072-483-4361

大阪府 泉南市 ① 樽井公民館まつり
公民館利用者の作品展示、演技紹介を通して地域の活性化を図りま
す。

10/26.27 樽井公民館
泉南市立公民館
クラブ協議会

無料
泉南市立樽井公民館
072-483-4361

大阪府 泉南市 ① ヒーリングホイッスル アイルランドの民族楽器　ティンホイッスルを使った演奏会です。 11月16日 樽井公民館 泉南市立公民館 無料
泉南市立樽井公民館
072-483-4361

大阪府 泉南市 ①
おはなしひろば　ぴよぴよ＆てくて
く

乳幼児と保護者を対象としたおはなし会で、絵本の読み聞かせや紹
介、わらべうた遊びなどをします。（0～3歳向き。毎月第1金曜、第3土

10月19日
11月1,16日

泉南市立図書館 泉南市立図書館 無料 http://www.toshokan-sennan.jp/
泉南市立図書館
072-482-7766

大阪府 泉南市 ① えほんタイム
図書館応援団（市民ボランティア）の絵本グループによる絵本の読み
聞かせや昔遊びなどをします。（主に幼児から小学生対象。毎月第1
土曜に開催）

11月2日 泉南市立図書館 泉南市立図書館 無料 http://www.toshokan-sennan.jp/
泉南市立図書館
072-482-7766

大阪府 泉南市 ① 本と雑誌のリサイクル市 図書館の除籍本や寄贈本を再活用するための無料譲渡会です。 11月23日、24日、26日 泉南市立図書館 泉南市立図書館 無料 http://www.toshokan-sennan.jp/
泉南市立図書館
072-482-7766

大阪府 泉南市 ① 本の修理屋さん
図書館応援団（市民ボランティア）の修理グループのみなさんと一緒
に、本の修理体験をおこないます。

11月23日 泉南市立図書館 泉南市立図書館 無料 http://www.toshokan-sennan.jp/
泉南市立図書館
072-482-7766

大阪府 泉南市 ① かみしばい会 紙芝居ボランティア「拍子木」による、かみしばい会です。 11月9日 泉南市立図書館 泉南市立図書館 無料 http://www.toshokan-sennan.jp/
泉南市立図書館
072-482-7766

大阪府 泉南市 ①
ボランティア団体共催おたのしみ
会

図書館と4つのボランティア団体が一緒に、ストーリーテリング、紙芝
居、絵本の読み聞かせなどをおこないます。（10月～11月の土曜日に

10月12日,26日,11月16日 泉南市立図書館 泉南市立図書館 無料 http://www.toshokan-sennan.jp/
泉南市立図書館
072-482-7766

大阪府 泉南市 ① ブックサロン「古典を知る」
ブックサロンでは、司書が毎回テーマを設定して、関連本の紹介をしま
す。この回では、古典に親しむためのいろいろな本を紹介します。

11月13日 泉南市立図書館 泉南市立図書館 無料 http://www.toshokan-sennan.jp/
泉南市立図書館
072-482-7766

大阪府 太子町 ①③ 太子町文化祭
公民館クラブ、文化団体、一般の方が作成された作品の展示や、、民
謡、踊り、などの発表会を催し、文化団体や地域の人々との文化交流
の場として開催します。

11月2日～11月3日 太子町立公民館他
太子町文化連盟・太子町教育委員
会

無料

太子町教育委員会
事務局生涯学習課
0721－98－5534
syougaigakusayuu@town.taishi.osaka.jp

大阪府 太子町 ①
竹内街道歴史資料館令和元年度
企画展

竹内街道に関する企画展示を行います。 10月2日～12月1日
太子町立竹内街道歴史資料館
第2展示室

太子町立竹内街道歴史資料館・太
子町教育委員会

太子町教育委員会
事務局生涯学習課
0721－98－5534
syougaigakusayuu@town.taishi.osaka.jp

大阪府 太子町 ① ふれあいTAISHI2019
町内の各種団体が出店する模擬店や各種イベントを通じて、親子、大
人とこども、地域の人々の交流の場を設定し、青少年の健全育成を図
るとともに、地域の仲間づくりを促進します。

11月10日 太子・和みの広場 ふれあいTAISHI実行委員会 無料

太子町教育委員会
事務局生涯学習課
0721－98－5534
syougaigakusayuu@town.taishi.osaka.jp

大阪府 大東市 ① おはなし会
読み聞かせボランティア、または図書館スタッフによる絵本、紙芝居等
の読み聞かせです。

10月19日,
11月2日

大東市立西部図書館 おはなしの
部屋

大東市立西部図書館 無料 https://www.librarydaito.jp/ 072-873-1451

大阪府 大東市 ①
おじいちゃんおばあちゃんに贈ろ
う！ぼくのわたしのとっておきの一

孫の日（10月の第3日曜）にちなんで、子どもたちがスクラップブッキン
グを作成します。

10月19日 大東市立中央図書館 大東市立中央図書館 https://www.librarydaito.jp/ 072-873-3523

大阪府 大東市 ① 0歳から楽しむファミリーコンサート
毎年好評でリピーターも続出している0歳から楽しめるコンサートで
す。

10月20日
大東市立総合文化センター
多目的小ホール

大東市文化協会 http://daitobunkyo.web.fc2.com/ 072-873-0810

大阪府 大東市 ① 子ども向け上映会 図書館所蔵の子ども向けDVDの上映会を開催します。 10月20日 まなび南郷　多目的室A 大東市立西部図書館 https://www.librarydaito.jp/ 072-873-1451

大阪府 大東市 ①
赤ちゃんと一緒に読むはじめての
絵本

赤ちゃん絵本の選び方や読み聞かせのポイントをお話する講座を開
催します。

10月24日
大東市立西部図書館 おはなしの
部屋

大東市立西部図書館 無料 https://www.librarydaito.jp/ 072-873-1451

大阪府 大東市 ③ ハロウィンお楽しみデイ2019！
毎年恒例となったハロウィンにちなんだイベント･講座等をサーティ
ホール全体を使って実施します。

10月27日 大東市立総合文化センター 全館 大東市立総合文化センター
http://www.daito-
30.jp/index.html

072-873-0030

大阪府 大東市 ③ 第64回　大東市民文化祭 文化の日を中心に、市民による舞台発表と作品展示を実施します。 11月1日～4日 大東市・大東市教育委員会 大東市文化協会 無料 http://daitobunkyo.web.fc2.com/ 072-873-0810

大阪府 大東市 ③ 金曜フィルムクラシック
懐かしい、世界・日本の名作映画「カサブランカ」「三十四丁目の奇蹟」
「晩 春」「七つの顔」の連続上映会を開催します。

11月1日,8日,15日
大東市立文化情報センターＤＩＣ
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大東市立生涯学習センターアクロ
ス

http://www.daito-across.jp/ 072-869-6505

大阪府 大東市 ① 本のリサイクル展 図書館で除籍した雑誌等を譲渡します。 11月10日 まなび南郷多目的室B 大東市立西部図書館 無料 https://www.librarydaito.jp/ 072-873-1451

大阪府 大東市 ③
だんじりまつりを盛り上げよう！
だんじりフォトコンテスト

大東市のだんじり祭りの写真を公募展示します。 11月上旬 大東市立総合文化センター 大東市立公民館 無料
http://www.daito-
30.jp/publichall/publicaccess.htm

072-873-3522

大阪府 高槻市 ①④
子どもワークショップ
「はっけん！やさいの花」

野菜の食べている部分は根？葉？実？花の写真を見て、野菜も植物
であることを考える子どもワークショップです。

10月12日
10月13日

あくあぴあ芥川
2階水族展示コーナー

高槻市立自然博物館 無料
高槻市立自然博物館
（あくあぴあ芥川）
072－692-5041

庁内担当
地域教育青少年課
072-674-7654

大阪府 高槻市 ①④
企画展
「秋の味覚　～自然が育む　季節
のごちそう～」

秋に旬をむかえるサンマ、新米、マツタケ・・・などのおいしい食べもの
を育んでいる「自然環境」に焦点をあてた企画展です。

10月12日
～12月15日

あくあぴあ芥川
1階企画展スペース

高槻市立自然博物館 無料
高槻市立自然博物館
（あくあぴあ芥川）
072－692-5041

庁内担当
地域教育青少年課
072-674-7654

大阪府 高槻市 ①④
あくあぴあ公園博物館　　清水池
公園編

あくあぴあを飛び出して、清水池公園で生きものさがしをします。 10月17日 清水池公園 高槻市立自然博物館 無料
高槻市立自然博物館
（あくあぴあ芥川）
072－692-5041

庁内担当
地域教育青少年課
072-674-7654

大阪府 高槻市 ①
森のキッズルームそうべえ
第4回オーバーナイト！56(ゴロ)ベ
ンチャー

小学5，6年生を対象とした宿泊キャンプ事業です。「森でおもいきり楽
しむ」こと、そのためにひとりひとりが「やってみたいこと」を考え、実現
していくプログラムです。

10月20日
11月2日,3日
11月16日

富田青少年交流センター
摂津峡青少年キャンプ場

富田青少年交流センター

高槻市教育委員会事務局
地域教育青少年課
富田青少年交流センター
072-694-5454

大阪府 高槻市 ①
食育講座
「おうちでごはん～パーティーメ
ニューをつくろう～」

小学4，5，6年生を対象にした講座で、“一から自分でつくる楽しみや
喜び”や“手づくりのおいしさ”を味わい、食や健康の大切さ学ぶプログ
ラムです。

10月19日 富田ふれあい文化センター 富田青少年交流センター

高槻市教育委員会事務局
地域教育青少年課
富田青少年交流センター
072-694-5454

大阪府 高槻市 ①
親子体験講座
「背伸ばしヨガ」

成長期特有の身体の不調和のメンテナンス方法を学び、子どもと保護
者が成長期の心身の特徴を理解し、親子で取り組むことができるプロ
グラムです。

10月26日 富田青少年交流センター 富田青少年交流センター 無料

高槻市教育委員会事務局
地域教育青少年課
富田青少年交流センター
072-694-5454

大阪府 高槻市 ①③ はばたくこども会展
こども会の子どもたちによる夏休みの自由研究や地域活動の報告な
どを展示します。

11月9日
高槻市立
総合市民交流センター
8階展示ホール

高槻市こども会連合会 無料
高槻市こども会連合会
072-676-1813

毎週木曜日午後1時～5時
地域教育青少年課
072－674-7654

大阪府 高槻市 ①③ こども大会
こども会活動で練習している合唱、合奏及びダンス等の成果を舞台で
発表します。

11月9日
高槻市立
総合市民交流センター
8階展示ホール

高槻市こども会連合会 無料
高槻市こども会連合会
072-676-1813

毎週木曜日午後1時～5時
地域教育青少年課
072－674-7655

大阪府 高槻市 ① 人権ばらえてぃセミナー
子どもの健やかな成長を支え、子どもの尊厳と人権を守るために大人
が集い、学び、つながり、人権感覚を身につけ行動することを目的に、
5回連続の人権教育講座を実施する。

11月8日，15日，22日，12月
5日，12日

高槻市総合センター14階
C1401　会議室

高槻市教育委員会
高槻市PTA協議会

無料
高槻市教育委員会事務局
地域教育青少年課
072-674-7654

大阪府 高槻市 ①
子ども・若者育成支援強調月間
高槻市民の集い

内閣府が提唱する11月の「子ども・若者育成支援強調月間」における
取組として「高槻市民の集い」を開催し、青少年の健全育成に資する
講演会を実施します。

11月16日
高槻市立
生涯学習センター
1階展示ホール

高槻市教育委員会
高槻市青少年指導員協議会

無料
高槻市教育委員会事務局
地域教育青少年課
072‐674-7654

大阪府 高槻市 ①③ 真上地区コミュニティ文化祭
真上コミュニティ協議会との共催事業で地域、公民館が一丸となり、舞
台発表や作品展示の運営をおこないます。

11月17日 高槻市立真上公民館
真上コミュニティ協議会、真上公民
館

無料
http://www.city.takatsuki.osaka.j
p/kakuka/kyoiku/kominkan/inde
x.html

真上公民館
072-683-2509

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

大阪府 高槻市 ①③ 第34回南大冠東地区文化祭
南大冠東地区住民会議との共催による文化祭（公民館サークル、地
域住民、園児、小・中学校児童生徒の作品展示など）

11月9日，10日 高槻市立南大冠公民館他
南大冠東地区住民会議、南大冠公
民館（共催）

無料
http://www.city.takatsuki.osaka.j
p/kakuka/kyoiku/kominkan/inde
x.html

南大冠公民館
072-673-1477

大阪府 高槻市 ①③ 第31回三箇牧地区文化祭
三箇牧地区連合自治会、三箇牧地区文化祭実行委員会及び三箇牧
公民館の共催事業として実施。公民館利用サークル、当該地区小･中
学校生及び各自治会員・社会福祉施設入所者等の舞台発表や作品

10月26日，27日 高槻市立三箇牧公民館
三箇牧地区連合自治会
・三箇牧地区文化祭実行委員会・
三箇牧公民館

無料
http://www.city.takatsuki.osaka.j
p/kakuka/kyoiku/kominkan/inde
x.html

三箇牧公民館
072-677-0965

大阪府 高槻市 ①③ 今城塚公民館文化祭

今城塚公民館を利用しているサークルの日頃の成果発表として「今城
塚公民館文化祭」を開催します。作品展示・舞台発表・体験コーナーを
展開しサークル間の親睦を深め、市民・地域の方々に参加いただき交
流活動を広げます。

１１月９日，１０日 高槻市立今城塚公民館
今城塚公民館文化祭実行委員会・
今城塚公民館

http://www.city.takatsuki.osaka.j
p/kakuka/kyoiku/kominkan/inde
x.html

今城塚公民館
072-683-3331

お茶席・食事と一部の
体験コーナーは有料

大阪府 高槻市 ③ 磐手ナイトコンサート 地区住民等に、中学・高校生の生演奏を身近で聞いてもらう 11月2日 高槻市立磐手公民館 高槻市立磐手公民館 無料
http://www.city.takatsuki.osaka.j
p/kakuka/kyoiku/kominkan/inde
x.html

磐手公民館
072-685-2110

大阪府 高槻市 ① 明智光秀と丹波亀山 明智光秀について学ぶ 11月8日 高槻市立磐手公民館 高槻市立磐手公民館 無料
http://www.city.takatsuki.osaka.j
p/kakuka/kyoiku/kominkan/inde
x.html

磐手公民館
072-685-2111

大阪府 高槻市 ① 日吉台公民館　こどもまつり
公民館利用サークルやいなほ隊、大学生と協力し、地域の子どもたち
が遊びに来るこどもまつりを開催する。大人から子どもまでの幅広い
年代が、遊びや工作を通して交流を深めることを目的とする。

10月26日 高槻市立日吉台公民館 高槻市立日吉台公民館 無料
http://www.city.takatsuki.osaka.j
p/kakuka/kyoiku/kominkan/inde
x.html

日吉台公民館
072-688-6636

大阪府 高槻市 ① 世界を歩く公民館　アイルランド編

公民館統一事業「世界を歩く公民館」で、アイルランドについて学ぶ。
高槻市都市交流協会で英語講師をつとめるアイルランド出身の田渕
デニースさんを講師に招く。
第一部でアイルランドの歴史や文化の話、日本について思うことなど
を聞く。
第二部ではアイルランドが起源のハローウィンの話を聞く。
楽しく国際交流できるように、クイズや観光スポットの紹介なども織り
交ぜて進めていき、参加者に多文化理解を促す。

10月31日 高槻市立日吉台公民館 高槻市立日吉台公民館 無料
http://www.city.takatsuki.osaka.j
p/kakuka/kyoiku/kominkan/inde
x.html

日吉台公民館
072-688-6636

大阪府 高槻市 ①③ 日吉台地区ふれあい文化祭

日吉台地区コミュニティ連絡協議会主催、日吉台公民館共催、地区こ
ども会協力事業として、「小さなふれあい　大きな和」をテーマにした世
代間交流文化事業を開催する。地域の園児、児童、住民の作品展や
芸能発表会を行う。また、日吉台地区福祉委員会や芝谷中学校区地
域教育協議会、地区自治会、人権まちづくり協会、ボランティアなどに
よって様々な催しを行う。

11月10日
高槻市立日吉台公民館・北日吉
台小学校体育館

日吉台地区コミュニティ連絡協議会 無料
http://www.city.takatsuki.osaka.j
p/kakuka/kyoiku/kominkan/inde
x.html

日吉台公民館
072-688-6636

大阪府 高槻市 ①③
世界を歩く公民館　中国編・第２弾
「食の交流・豚まん作り」

高槻市13館統一事業「世界を歩く公民館」の一環で、今回は、中国残
留孤児受け入れの際に通訳として活躍された等、日本と中国の架け
橋となった講師をお招きし、食の観点から文化交流を図る。

10月25日
高槻市立如是公民館　料理実習
室

高槻市立如是公民館
http://www.city.takatsuki.osaka.j
p/kakuka/kyoiku/kominkan/inde
x.html

如是公民館
072-693-1866

材料費：500円
持ち物：エプロン・バンダナ・布巾

大阪府 高槻市 ①③ 城内フェスタ2019～集い～
公民館利用グループが日頃の成果を発表する場として、舞台発表や
作品展示を行います。また併せて、各グループによるワークショップや
環境講座、リサイクルブックフェアー等も実施します。

10月19日，20日 高槻市立城内公民館
城内フェスタ2019実行委員会、城
内公民館

http://www.city.takatsuki.osaka.j
p/kakuka/kyoiku/kominkan/inde
x.html

城内公民館
072-671-4644

カフェ他一部有料

大阪府 高槻市 ①③ 第１０回阿武山公民館文化祭

阿武山公民館で活動されているサークルの日頃の成果を発表・展示
します。
コーラスやギター、キッズダンス、着付け等の発表の部、陶芸や絵画、
ガーデニング、絵手紙等の展示の部、お茶席・喫茶コーナーもありま

11月3日 高槻市立阿武山公民館 阿武山公民館、文化祭実行委員会
http://www.city.takatsuki.osaka.j
p/kakuka/kyoiku/kominkan/inde
x.html

阿武山公民館
072-693-0188

お茶席・喫茶コーナー
は有料
お茶席は、事前申込
が必要

大阪府 高槻市 ②
スクールフェスタたかつき2019
小学生音楽交流会～けやき音楽
祭～

高槻市立小学校の代表校が歌や演奏を発表します。 11月29日 高槻市現代劇場中ホール
高槻市
高槻市教育委員会

無料
高槻市教育委員会教育指導課
072-674-7631

大阪府 高槻市 ②
スクールフェスタたかつき2019
中学生交流会

市内中学校の障がいのある生徒とその仲間による舞台発表や意見交
流等を行います。

11月30日 高槻市現代劇場中ホール
高槻市
高槻市教育委員会

無料
高槻市教育委員会教育指導課
072-674-7631

大阪府 高槻市 ②
スクールフェスタたかつき2019
中学生主張大会

中学生が体験や社会の一員として日頃考えていることを発表し、 もの
の見方や考え方をより深め、 中学生の社会参加への意識高揚と健全
育成を図ることを目的として実施します。

11月30日 高槻市現代劇場4F 集会室
高槻市
高槻市教育委員会

無料
高槻市教育委員会教育指導課
072-674-7631

大阪府 高槻市 ②
スクールフェスタたかつき2019
読書感想文コンクール表彰式

高槻市読書感想文コンクールの表彰式を行います。 11月30日 高槻市現代劇場4F 集会室
高槻市
高槻市教育委員会

無料
高槻市教育委員会教育指導課
072-674-7631

大阪府 高槻市 ②
スクールフェスタたかつき2019
英語スピーチ大会

暗誦、スキット、スピーチなどの英語プレゼンテーション大会を行いま
す。

11月30日
高槻市文化ホール 3F
レセプションルーム

高槻市
高槻市教育委員会

無料
高槻市教育委員会教育センター
072-675-0398

大阪府 高槻市 ①③ たかつきアート博覧会

商店街のアーケードに子どもたちが描いた巨大絵画を展示する「巨大
絵画アーケード展」をメイン企画とし、中心市街地各所でライブペイント
やワークショップなどのアートイベントを展開します。
高槻のまちを舞台として、地域文化の創造を図るとともに、芸術活動
を促進することで賑わいの創出並びに若手クリエイターの発掘・育成

11月1日～29日 市内各所 たかつきアート博覧会実行委員会 http://takatsuki-art.com/
高槻市産業振興課
072-674-7411

大阪府 高槻市 ③ 令和元年度高槻市文化祭
文化の日を中心に、市及び市内の文化団体が文化芸術に関する催し
を計２８事業を実施します。

10月5日～
11月12日

高槻現代劇場、高槻市立生涯学
習センター　他

高槻市、高槻市教育委員会、高槻
市文化祭実行委員会

【高槻市文化祭HP】
http://www.city.takatsuki.osaka.j
p/kakuka/machi/bunkasp/gyomu
annai/bunkagyomuannai/bunka_iv
ent/bunka_sai/index.html

高槻市歴史にぎわい部
文化スポーツ振興課
072-674-7414

大阪府 高槻市 ① けやきの森市民大学　秋期講座

・大阪成蹊大学・短期大学公開講座「摂津国を歩いてみましょう～高
槻ふれあい町歩き」
・同志社大学提携講座「源氏物語と華道・香道・歌道」
・龍谷大学提携講座「目で見る仏教の昔ばなし３」
・関西大学公開講座「人から見る中国史」
・ＮＨＫ大阪放送局提携講座「テレビ番組はこうして作られる」

10月3日～12月16日
高槻市立生涯学習センター3階
研修室ほか

生涯学習センター
高槻市立生涯学習
センター
072-674-7700

大阪府 高槻市 ①③
大阪音楽大学公開講座「音楽の
宝石箱～様々な輝きとの出会い

コンサート形式の講座です。ピアノ、ギター、歌、オペラといった様々な
楽器・音楽の歴史や魅力について、ホールで生演奏を聴きながら学び

10月4日、18日、11月8日、
22日

高槻市立生涯学習センター２階
多目的ホール

生涯学習センター
高槻市立生涯学習センター
072-674-7700

大阪府 高槻市 ① NHK公開講演会
「「切断」された絵巻と100年の流転―佐竹本三十六歌仙絵と王朝の美
―」

10月25日
高槻市立生涯学習センター２階
多目的ホール

生涯学習センター 無料
高槻市立生涯学習センター
072-674-7700

大阪府 高槻市 ① NHK公開講演会 「仏像 中国・日本展?見どころと展覧会裏話」 11月21日
高槻市立生涯学習センター２階
多目的ホール

生涯学習センター 無料
高槻市立生涯学習センター
072-674-7700

大阪府 高槻市 ③ ランチタイム・ロビーコンサート
高槻音楽家協会の協力により、高槻市で活躍されている音楽家のみ
なさんに出演していただき、クラシック音楽を中心に開催します。

10月23日、
11月27日

高槻市立生涯学習センター１階
展示ホール前

生涯学習センター 無料
高槻市立生涯学習センター
072-674-7700

大阪府 高槻市 ③ 高槻市民寄席
噺の会じゅげむの協力により、高槻市で活躍されている落語愛好家の
みなさんに出演していただき、市民寄席を開催します。

11月24日
高槻市立生涯学習センター１階
展示ホール

生涯学習センター 無料
高槻市立生涯学習センター
072-674-7700

大阪府 高槻市 ①③
高槻市立今城塚古代歴史館秋季
企画展
「高槻の西国街道」

今城塚古代歴史館の近くを東西に走る西国街道について、江戸時代
の古地図や古文書などから、道と各集落が描かれた景観や、行き交う
人びとと宿場の様子を紹介し、豊かな高槻の歴史を広くPRする企画展
です。

10月5日～12月1日
高槻市立今城塚古代歴史館
（大阪府高槻市郡家新町48-8）

高槻市街にぎわい部文化財課 無料
http://www.city.takatsuki.osaka.j
p/rekishi_kanko/rekishi/rekishika
n/daio/kodairekishikan

高槻市立今城塚古代歴史館
(072)682-0820

開館について
10:00～17:00
（入館は16:30まで）
休館日：月曜日･祝日の翌平日

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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大阪府 高槻市 ② 中学生職場体験学習

中学校からの依頼を受け、図書館の業務（貸出・返却・受入・装備・配
架、学術雑誌の製本準備、文献複写依頼の受付など）を3日間実際に
体験してもらいます。図書館についての理解をより深めてもらうために
「図書館利用案内」を用い、各種サービスの説明後、図書館や資料展
示室を案内します。

10月24～25日 大阪薬科大学図書館 大阪薬科大学 無料
大阪薬科大学図書・情報課
072-690-1000（代表）

大阪府 高槻市 ① サテライトセミナー
各回のテーマに沿った内容を基礎から応用にわたって学習する、少人
数演習形式のセミナーです。

10月27日 大阪薬科大学 大阪薬科大学
大阪薬科大学サテライトセミナー
HP
https://www.oups.ac.jp/course/p

大阪薬科大学
臨床教育・研究支援課
072-690-1101

大阪府 高槻市 ②③ 第５４回　大薬祭
学生が主体となり、クラブの活動報告、展示、模擬店の出店や地域住
民も参加可能なイベント等を開催します。

11月2日，3日 大阪薬科大学 大阪薬科大学　大薬祭実行委員会 無料
大阪薬科大学
学生課
072-690-1014

大阪府 高槻市 ①
薬剤師のためのフィジカルアセス
メントセミナー（ベーシック編）

薬剤師に必要なフィジカルアセスメントの基礎知識の講義のほか、ア
ネロイド式血圧計を用いた血圧測定及び心音の聴診、簡易心電計を
用いた心電図の基本などを学ぶ演習形式のセミナーです。

11月10日 大阪薬科大学 大阪薬科大学

大阪薬科大学薬剤師のための
フィジカルアセスメントセミナーHP
https://www.oups.ac.jp/course/p
harm/physical/index.html

大阪薬科大学
臨床教育・研究支援課
072-690-1101

大阪府 高槻市 ① 教師力を高める研修会

｢発達障害のある子どもの二次障害と心身症を理解する」と題し、発達
障害を理解した上で、二次障害にならないようにするにはどうすれば
よいか、二次障害かもしれないと気づくためのポイント、二次障害に
なったらどうすればよいかについてを学ぶ研修会です。

10月12日 大阪医科大学看護学部講堂 大阪医科大学　ＬＤセンター
大阪医科大学LDセンターHP
https://www.osaka-
med.ac.jp/deps/ldc/index.html

大阪医科大学LDセンター
072-683-1221（代表）

大阪府 高槻市 ① 教師力を高める研修会
｢発達障害のある子どもへの会話の援助」と題し、ＡＳＤの子どもが会
話でわかりにくいのはどのようなことなのか、それをどう教え、周囲は
どうかかわっていけばよいかを学ぶ研修会です。

10月12日 大阪医科大学看護学部講堂 大阪医科大学　ＬＤセンター
大阪医科大学LDセンターHP
https://www.osaka-
med.ac.jp/deps/ldc/index.html

大阪医科大学LDセンター
072-683-1221（代表）

大阪府 高槻市 ①
教員・指導者・保護者を対象とした
講演会

｢発達障害のある子どもの中学校・高等学校での課題」と題し中学校・
高等学校での社会性や行動の問題について、どのようなことが課題に
なってくるのか、この時期には何に取り組んでいけばよいのかを学ぶ

10月26日 大阪医科大学看護学部講堂 大阪医科大学　ＬＤセンター
大阪医科大学LDセンターHP
https://www.osaka-
med.ac.jp/deps/ldc/index.html

大阪医科大学LDセンター
072-683-1221（代表）

大阪府 高槻市 ①
教員・指導者・保護者を対象とした
講演会

｢発達障害のある人はどのような歩みをして大人になっていくか」と題
し、成人期までの様々なライフステージでどのような育て方や支援をし
ていく事が望ましいか、自閉症スペクトラムのある人に焦点をあてての

10月26日 大阪医科大学看護学部講堂 大阪医科大学　ＬＤセンター
大阪医科大学LDセンターHP
https://www.osaka-
med.ac.jp/deps/ldc/index.html

大阪医科大学LDセンター
072-683-1221（代表）

大阪府 高槻市 ① 保護者のための学習会
「幼児期に経験する身体の動きは学習や社会性の土台」と題し、子ど
もの体の動きの意味を考え家庭でどのような経験をさせたり、援助を
したりすればよいのかについて作業療法の立場から考える学習会で

10月29日 大阪医科大学ＬＤセンター 大阪医科大学　ＬＤセンター
大阪医科大学LDセンターHP
https://www.osaka-
med.ac.jp/deps/ldc/index.html

大阪医科大学LDセンター
072-683-1221（代表）

大阪府 高槻市 ①
幼児期の発達障害支援を学ぶ講
演会

｢わたしから見える世界 自閉症スペクトラム『わたし』研究」と題し、私
たちがＡＳＤの人の理解を少しでも深められるよう、当事者からお話を
うかがい、感覚と運動の問題の理解とその対応を学ぶ講演会です。

11月2日 大阪医科大学看護学部講堂 大阪医科大学　ＬＤセンター
大阪医科大学LDセンターHP
https://www.osaka-
med.ac.jp/deps/ldc/index.html

大阪医科大学LDセンター
072-683-1221（代表）

大阪府 高槻市 ① 教師力を高める研修会
「発達障害のある子どもの通級指導教室や特別な場での指導」と題
し、通級の限られた指導時間数の中で子どもの指導をどう組み立て、
何をしていくかについて、具体例を交えてお話いただく講演会です。

11月2日 大阪医科大学看護学部講堂 大阪医科大学　ＬＤセンター
大阪医科大学LDセンターHP
https://www.osaka-
med.ac.jp/deps/ldc/index.html

大阪医科大学LDセンター
072-683-1221（代表）

大阪府 高槻市 ① 保護者のための学習会

「手先が不器用な子どもの理解と支援を考える」と題し、手先の巧緻性
にかかわる動作について、どのような工夫をすると子どもが叱られる
事を減らし、失敗を減らす事ができるのか、また練習をする気持ちを
維持することができるのかについて学ぶ学習会です。

11月15日 大阪医科大学研究棟会議室 大阪医科大学　ＬＤセンター
大阪医科大学LDセンターHP
https://www.osaka-
med.ac.jp/deps/ldc/index.html

大阪医科大学LDセンター
072-683-1221（代表）

大阪府 高槻市 ① 教師力を高める研修会
「小学生の読み書きの困難の評価」と題し、子どもの読み書きのつま
ずきを理解するために使用可能な評価について紹介し、その結果に
よってどのような教材を使うことができるのかについて学ぶ研修会で

11月23日 大阪医科大学学Ⅰ講堂 大阪医科大学　ＬＤセンター
大阪医科大学LDセンターHP
https://www.osaka-
med.ac.jp/deps/ldc/index.html

大阪医科大学LDセンター
072-683-1221（代表）

大阪府 高槻市 ① 教師力を高める研修会
「漢字のしくみをとらえた合理的な読み書き指導」と題し、漢字学習が
苦手な子どもの為に作られた、「漢字が部品で成り立っていること、漢
字の読みは音訓セットとして学ぶ」ミチムラ式漢字学習法を学ぶ研修

11月23日 大阪医科大学学Ⅰ講堂 大阪医科大学　ＬＤセンター
大阪医科大学LDセンターHP
https://www.osaka-
med.ac.jp/deps/ldc/index.html

大阪医科大学LDセンター
072-683-1221（代表）

大阪府 高槻市 ②③ 大阪医科大学学園祭
学園祭実行委員会が主催で、学生有志が参加するフットサル大会、ク
ラブの展示発表会、模擬店の出店、近隣住民参加イベントも開催しま

10月25日 大阪医科大学さわらぎキャンパス 学園祭実行委員会 無料 未定

大阪府 高槻市 ①
第8回大阪医科大学市民看護講
座

高槻市民および本学学生、関連施設の医療従事者等を対象に講師を
招聘し、「何歳になっても鍛えられる！シニアに適したトレーニングで
健康長寿！（フレイル予防！）」をテーマに講演、実技指導します。

11月9日 大阪医科大学看護学部講堂 大阪医科大学　看護学部 無料

大阪医科大学
看護学部HP
http://www.osaka-
med.ac.jp/deps/dns/index.html

看護学実践研究
センター
072-684-6782

大阪府 高槻市 ①
第5回高槻市民いきいき健康講座
兼　令和元年度第4回大阪医科大
学市民公開講座

地域社会の知的向上と医学知識等の普及を図ることを目的に、市民
を対象とした公開講座を実施します。第4回は全身の虚弱（フレイル）
のサインであるお口のささいな衰え「オーラルフレイル」について、本学
ブランディング事業と共催の講演会を行います。看護相談・お薬相談

11月16日 大阪医科大学看護学部講堂
高槻市、高槻商工会議所、大阪医
科大学

無料

学校法人大阪医科薬科大学
大阪医科大学市民公開講座HP
https://www.omp.ac.jp/lecture/2
019.html

大阪医科大学
総務課
072－683-1221㈹

要事前申込
定員400名

大阪府 高槻市 ①③
大阪音楽大学公開講座
音楽の宝石箱

高槻市と大阪音楽大学が連携して行う音楽講座。全４回の講座で、第
２回目の10月18日は、田中由也教授による声楽の演奏とお話。

10月18日
高槻市立生涯学習センター
多目的ホール

高槻市・大阪音楽大学 http://daion.ac.jp
高槻市立生涯学習センター
072-674-7700

要申込

大阪府 高槻市 ①③
大阪音楽大学公開講座
音楽の宝石箱

高槻市と大阪音楽大学が連携して行う音楽講座。全4回の講座で、第
3回目の11月8日は、木田雅子特任教授によるヴァイオリンの演奏とお

11月8日
高槻市立生涯学習センター
多目的ホール

高槻市・大阪音楽大学 http://daion.ac.jp
高槻市立生涯学習センター
072-674-7700

要申込

大阪府 高槻市 ①④
京都大学防災研究所阿武山観測
所 【京大ウィークス2019】

特別講演シリーズでは、余震観測結果や地震により見えてきた防災
の課題等、地震学と防災学の両面からH30年大阪府北部地震に迫り、
施設公開では、近代測量150周年を記念し、観測所保有の測量機器
の展示を行います。

11月9日
11月10日

阿武山観測所 京都大学　防災研究所 無料 http://abuyama.com
防災研究所　 阿武山観測所
E-mail： info＊abuyama.com （＊を@に
変えてください）

大阪府 田尻町 ①③ 公民館まつり
公民館利用者連絡協議会クラブによる舞台発表と作品展示を行いま
す。公民館との共催事業です。

11月9日～10日 田尻町立公民館 公民館まつり実行委員会 無料
田尻町立公民館
072-466-0030

大阪府 忠岡町 ③ 忠岡町ふれあいフェスティバル 会館利用の披露部門クラブ生の練習成果を発表する。 11月3日 忠岡町文化会館 忠岡町文化協会 無料 0725-33-1151

大阪府 忠岡町 ① 忠岡町こどもカーニバル
毎年11月3日（文化の日）にグラウンドで各地区のこども会が集まり、
様々なゲームやビンゴ等を行い、交流する。

11月3日 忠岡町民グラウンド 忠岡町こども会育成者協議会 無料
0725-22-1122
（内線：285）

大阪府 忠岡町 ③ 忠岡町民音楽祭 町内で活動する音楽団体の出演とゲストを迎えた音楽祭を開催する。 11月17日 ふれあいホール 忠岡町文化協会 無料 0725-33-1151

大阪府 豊中市 ①③④
陶芸展「民藝に想いを寄せながら
Ⅱ」

東村孝郎氏による作陶展です。立杭焼の窯で学んだ技をアレンジした
暮らしの器を展示します。

10月5～20日 日本民家集落博物館
公益財団法人大阪府文化財セン
ター

http://www.occh.or.jp/minka/
日本民家集落博物館
(06-6862-3137)

入館料必要（大人500円・高校生300円・小中学
生200円）

大阪府 豊中市 ①③ 能・狂言面展
豊中市を拠点に活動する能・狂言面制作グループ、「遊創工房」によ
る作品展です。10月19日（土）は、能面をつけてみる体験も併せて行

10月12～20日 日本民家集落博物館
公益財団法人大阪府文化財セン
ター

http://www.occh.or.jp/minka/
日本民家集落博物館
(06-6862-3137)

入館料必要（大人500円・高校生300円・小中学
生200円）

大阪府 豊中市 ①③ 親子芋ほり体験
館内の畑で、ボランティアが栽培したさつま芋を掘る体験を開催しま
す。

10月13日 日本民家集落博物館
公益財団法人大阪府文化財セン
ター

http://www.occh.or.jp/minka/
日本民家集落博物館
(06-6862-3137)

入館料必要（大人500円・高校生300円・小中学
生200円）雨天中止、小学生と保護者とのペア先
着20組、9：30～窓口で受付、抽選

大阪府 豊中市 ①③ はたおり体験
さおり織りのボランティアグループ「SAORI豊崎長屋」による、機織り体
験です。３０分程度で、花瓶敷きを作っていただけます。

10月18～20日 日本民家集落博物館
公益財団法人大阪府文化財セン
ター

http://www.occh.or.jp/minka/
日本民家集落博物館
(06-6862-3137)

入館料以外に、体験費800円必要

大阪府 豊中市 ①③ わくわくワークまつり
館内の民家を会場に、折り紙やオカリナ作り、竹ぼっくり作り等の体
験、オカリナやギター、リコーダー等のコンサート、北摂の郷土の名産
等の紹介をいたします。

10月19日 日本民家集落博物館
公益財団法人大阪府文化財セン
ター

http://www.occh.or.jp/minka/
日本民家集落博物館
(06-6862-3137)

入館料大人250円、高校生以下無料（特別割引）

大阪府 豊中市 ①③ 第25回游心会展
豊中市を拠点に活動する書道グループ「游心会」による作品展です。
万葉集から近現代詩まで、日本の代表的な詩を様々な書体で表した
作品展です。

10月30日～11月4日 日本民家集落博物館
公益財団法人大阪府文化財セン
ター

http://www.occh.or.jp/minka/
日本民家集落博物館
(06-6862-3137)

入館料必要（大人500円・高校生300円・小中学
生200円）

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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大阪府 豊中市 ①③ 嬉遊会　尺八演奏会
北摂を中心に活動する尺八グループ「嬉遊会」による尺八の古典曲の
演奏会と勉強会を行います。

11月9日（土） 日本民家集落博物館
公益財団法人大阪府文化財セン
ター

http://www.occh.or.jp/minka/
日本民家集落博物館
(06-6862-3137)

入館料必要（大人500円・高校生300円・小中学
生200円）

大阪府 豊中市 ①③ コマ遊び
コマの名人による昔ながらのコマ遊びの数々のパフォーマンスとコマ
遊び体験を行います。

10～11月中の毎土曜日 日本民家集落博物館
公益財団法人大阪府文化財セン
ター

http://www.occh.or.jp/minka/
日本民家集落博物館
(06-6862-3137)

入館料必要（大人500円・高校生300円・小中学
生200円）

大阪府 豊中市 ①③ お茶会
北河内の茶室を公開しながら、お茶の文化を体験していただく催しで
す。

10月5日（土）・10月19日
（土）・11月2日（土）・11月16
日（土）

日本民家集落博物館
公益財団法人大阪府文化財セン
ター

http://www.occh.or.jp/minka/
日本民家集落博物館
(06-6862-3137)

入館料以外に、体験費400円必要各日とも定員
30名

大阪府 豊中市 ①③ 石臼体験 昔ながらの石臼のひき方を体験いただく催しです。
10月6日（日）・20日（日）・11
月3日（日）・17日（日）

日本民家集落博物館
公益財団法人大阪府文化財セン
ター

http://www.occh.or.jp/minka/
日本民家集落博物館
(06-6862-3137)

入館料以外に、体験費100円必要

大阪府 豊中市 ①③ きものでみんか 民家の中で着物の着付け体験を行います。
10～11月中の毎火曜日(但
し休館日を除く）

日本民家集落博物館
公益財団法人大阪府文化財セン
ター

http://www.occh.or.jp/minka/
日本民家集落博物館
(06-6862-3137)

入館料以外に、体験費300円必要　所要時間1
時間、1回の受付で2名まで

大阪府 豊中市 ①③ とほるのかいこ日記
博物館内、飛騨白川の合掌造り民家の郷土で盛んであった養蚕にち
なみ、7月～8月にかけて行った蚕の飼育について紹介展示いたしま
す。併せて、まゆから作った人形等の作品も展示します。

11月9日～12月1日 日本民家集落博物館
公益財団法人大阪府文化財セン
ター

http://www.occh.or.jp/minka/
日本民家集落博物館
(06-6862-3137)

入館料必要（大人500円・高校生300円・小中学
生200円）

大阪府 豊中市 ①
第35回青少年健全育成市民のつ
どい

青少年健全育成について広く市民への広報と啓発を図ることを目的
に、各中学校区青少年健全育成会の実践発表及び講師による講演を
行います。

11月21日
豊中市立文化芸術センター中
ホール

豊中市青少年健全育成会 無料
https://www.city.toyonaka.osaka.
jp/kosodate/kyo_iin/jidoseito/SH
IMIN.html

豊中市教育委員会事務局
児童生徒課
06-6866-0101

大阪府 豊中市 ①
平成の保存修理完成記念
重要文化財・摂津豊中大塚古墳
出土品　 特別公開（仮）

昭和58年（1983年）の発掘以来の主要出土品を展示します。 11月6日～17日 豊中市立文化芸術センター
豊中市教育委員会事務局
社会教育課文化財保護係

無料
https://www.city.toyonaka.osaka.
jp/

豊中市教育委員会事務局
社会教育課　文化財保護係
06-6858-2550

大阪府 豊中市 ①
平成の保存修理完成記念
重要文化財・摂津豊中大塚古墳
出土品　 記念講演会（仮）

世界遺産　百舌鳥・古市古墳群と密接な関係にあった豊中市の桜塚
古墳群の被葬者たちの具体像に迫る講演会です。

11月9日 豊中市立中央公民館
豊中市教育委員会事務局
社会教育課文化財保護係

無料
https://www.city.toyonaka.osaka.
jp/

豊中市教育委員会事務局
社会教育課　文化財保護係
06-6858-2550

要事前申込

大阪府 豊中市 ① 西摂弥生遺跡めぐりバスツアー
豊中市の指定文化財・勝部遺跡の出土木棺墓をはじめとする近隣市
の弥生時代の遺跡を巡ります。

11月9日
田能遺跡、勝部収蔵庫、伊丹スカ
イパーク・岩屋遺跡、西宮市郷土
資料館、辰馬考古資料館

豊中市教育委員会事務局
社会教育課文化財保護係

無料
https://www.city.toyonaka.osaka.
jp/

豊中市教育委員会事務局
社会教育課　文化財保護係
06-6858-2550

定員26名（要事前申込）

大阪府 豊中市 ① 人権教育をすすめる市民の集い
すべての市民の人権意識を高め、より人権尊重の輪を広げるため、
中学校区の意見発表・講師による講演を行う。

11月8日 豊中市アクア文化ホール 豊中市人権教育推進委員協議会 無料
豊中市人権教育推進委員協議会
（社会教育課内）

大阪府 豊中市 ① 高川図書館レコード展 所蔵するレコード資料を中心に音楽に関する資料を展示します。 10月12日～11月14日 高川図書館 豊中市立高川図書館 無料
http://www.lib.toyonaka.o
saka.jp/index.html

高川図書館
06‐6336‐6901

大阪府 豊中市 ① 音楽に関する資料・本の展示 図書館内の展示スペースで音楽に関する資料を展示・貸出します。 10月2日～10月31日 野畑図書館 豊中市立野畑図書館 無料
http://www.lib.toyonaka.o
saka.jp/index.html

野畑図書館
06‐6336‐6901

大阪府 豊中市 ①
見つけよう！あなたにぴったりな
楽器（図書やＣＤの展示）

とよなか音楽月間事業　図書館展示スペースで音楽（楽器）に関する
資料を展示します。

10月1日～30日 蛍池図書館 豊中市立蛍池図書館 無料
hｔｔｐ：
//www.lib.toyonaka.osaka.jp/inde
x.htmｌ

蛍池図書館
06-6840-8000

大阪府 豊中市 ③ ほたるシネマ 映画会を実施します。 10月23日 蛍池公民館 蛍池図書館・蛍池公民館 無料
hｔｔｐ：
//www.lib.toyonaka.osaka.jp/inde
x.htmｌ

蛍池図書館
06-6840-8000

大阪府 豊中市 ① 音楽と仕事（図書の展示） 図書館内の展示スペースで音楽と仕事に関する資料を展示・貸出しま 11月1日～11月28日 千里図書館 豊中市立千里図書館 無料 千里図書館06-6831-0225
大阪府 豊中市 ① 音楽を楽しもう（児童書の展示） 図書館展示スペースで音楽文化教育に関する図書を展示します。 11月1日～11月28日 千里図書館 豊中市立千里図書館 無料 千里図書館06-6831-0225

大阪府 豊中市 ① おはなしどんどん（おはなし会）
毎週水曜日に０歳の部（午前10：30～）と１歳からの部（午前11：30～）
に分けて、絵本の読み聞かせや手遊び、紙芝居などのおはなし会をし

10月23、30日　　　　　　11月
6、13、20日

千里図書館 豊中市立千里図書館 無料
https://lib.toyonaka.osaka.jp/kids
/ohanashi_kamishibai.html

千里図書館06-6831-0225

大阪府 豊中市 ① ときどきおはなし会
月2回土曜日または日曜日の不定期のおはなし会（いずれも2：30～）
で、幼児から小学生を対象に絵本の読み聞かせや手遊び、紙芝居な
どのおはなし会をします。

11月16、17日 千里図書館 豊中市立千里図書館 無料
https://lib.toyonaka.osaka.jp/kids
/ohanashi_kamishibai.html

千里図書館06-6831-0225

大阪府 豊中市 ① 高校生によるＰＯＰ展示
千里星雲高校の図書委員のみなさんがおすすめ本のＰＯＰを作成し、
ＹＡ（ヤングアダルト）コーナーに展示します。

11月17日～11月30日（予
定）

千里図書館 豊中市立千里図書館 無料
千里図書館
06-6831-0225

大阪府 豊中市 ① 音楽を楽しむ絵本の展示 2階・こども室で音楽がテーマの絵本を展示・貸出します。 10月1日～10月31日 庄内図書館 豊中市立庄内図書館 無料
http://www.lib.toyonaka.osaka.jp/
index.html

庄内図書館
06‐6334‐1261

大阪府 豊中市 ①
音楽に関する資料・本の展示
本・CDを中心に

1階・成人室の展示スペースで音楽に関する資料を展示・貸出します。 11月1日～30日 庄内図書館 豊中市立庄内図書館 無料
http://www.lib.toyonaka.osaka.jp/
index.html

庄内図書館
06-6334-1261

大阪府 豊中市 ①
映画と音楽に関する資料・本の展
示

図書館展示スペースで映画と音楽に関する資料を展示・貸出します。
11月1日（金）～11月28日
（木）

岡町図書館 豊中市立岡町図書館 無料
https://www.lib.toyonaka.osaka.jp
/

岡町図書館
06-6843-4553

大阪府 豊中市 ③ 文字・活字文化振興事業講演会
大阪大学大学院文学研究科教授・金水敏教授による講演会を開催し
ます。

11月10日（日） 岡町図書館 豊中市立岡町図書館 無料
https://www.lib.toyonaka.osaka.jp
/

岡町図書館
06-6843-4553

大阪府 豊中市 ① 子どもと本のつどい 絵本作家はやしますみさんの絵本原画展と絵本遊びを開催します。
10月26日（土）～10月27日
（日）

岡町図書館 豊中市立岡町図書館 無料
https://www.lib.toyonaka.osaka.jp
/

岡町図書館
06-6843-4553

大阪府 豊中市 ②
第62回ミレニアム・スチューデント・
コンサート

本学の選抜学生による声楽、ピアノ、管弦打楽器等のソロ及びアンサ
ンブル曲による演奏会です。

10月19日
大阪音楽大学
ミレニアムホール

大阪音楽大学 無料 http://daion.ac.jp
大阪音楽大学コンサートセンター
06-6334-2242

要整理券

大阪府 豊中市 ③
第55回オペラ公演
ベッリーニ「カプレーティとモンテッ

V.ベッリーニ作曲のオペラ「カプレーティとモンテッキ」を、関西を代表
するキャストで上演します。

11月
1日、3日

大阪音楽大学
ザ・カレッジ・オペラハウス

大阪音楽大学 http://daion.ac.jp
大阪音楽大学コンサートセンター
06-6334-2242

要申込

大阪府 豊中市 ② 第31回ザ・コンチェルト・コンサート
本学の選抜学生による協奏曲演奏会です。オーケストラは大学所属
のプロの管弦楽団です。

11月8日
大阪音楽大学
ザ・カレッジ・オペラハウス

大阪音楽大学 http://daion.ac.jp
大阪音楽大学コンサートセンター
06-6334-2242

要申込

大阪府 豊中市 ②
大阪音楽大学
大学院定期演奏会2019

大学院各研究室の研究成果を一般社会に広く公開するための演奏会
です。

11月11日
大阪音楽大学
ザ・カレッジ・オペラハウス

大阪音楽大学 http://daion.ac.jp
大阪音楽大学コンサートセンター
06-6334-2242

要申込

大阪府 豊中市 ①③
大阪音楽大学開放講座
音楽・心の旅33

豊中市と大阪音楽大学が連携して行う音楽講座。全２回の講座で、第
１回目の11月13日は、藤井敬吾特任教授によるギターの演奏とお話。

11月13日
豊中市立中央公民館
多目的ホール

豊中市・
大阪音楽大学

無料 http://daion.ac.jp
豊中市立中央公民館
06-6866-0555

要申込

大阪府 豊中市 ②
第63回ミレニアム・スチューデント・
コンサート

本学の選抜学生による声楽、ピアノ、管弦打楽器等のソロ及びアンサ
ンブル曲による演奏会です。

11月
13日、14日

大阪音楽大学
ミレニアムホール

大阪音楽大学 無料 http://daion.ac.jp
大阪音楽大学コンサートセンター
06-6334-2242

要整理券

大阪府 豊中市 ③
Daion吹奏楽フェスティバル
～吹奏楽の饗宴～

大阪音楽大学創立100周年を記念し企画された演奏会。関西で吹奏
楽を指導する大阪音楽大学卒業生を中心に、関西のさまざまな吹奏
楽団体に出演いただき吹奏楽の魅力を楽しんでいただく演奏会。

11月17日
大阪音楽大学
ザ・カレッジ・オペラハウス

大阪音楽大学 無料 http://daion.ac.jp
大阪音楽大学連携支援センター
06-6334-2249

要整理券

大阪府 豊中市 ② 第6回ミレニアムピアノコンサート 本学のピアノ教員による研究成果の発表会です。 11月19日
大阪音楽大学
ミレニアムホール

大阪音楽大学 無料 http://daion.ac.jp
大阪音楽大学コンサートセンター
06-6334-2242

大阪府 豊中市 ①③
大阪音楽大学開放講座
音楽・心の旅33

豊中市と大阪音楽大学が連携して行う音楽講座。全２回の講座で、第
２回目の11月25日は、松田昌恵教授による声楽の演奏とお話。

11月25日
豊中市立中央公民館
多目的ホール

豊中市・
大阪音楽大学

無料 http://daion.ac.jp
豊中市立中央公民館
06-6866-0555

要申込

大阪府 豊中市 ③

大阪大学総合学術博物館　第13
回特別展
大阪が生んだ稀代の経営者　佐
治敬三“百面相”」

戦後を代表する経営者のひとり佐治敬三は、父・鳥井信治郞が創業し
た壽屋（現・サントリー）を継承し、洋酒の製造・販売にとどまらず日本
人の生活文化を創造し、学術・文化の方面でも幅広い社会貢献活動
で利益を還元しました。本展では生誕100周年を記念し、彼の多彩な

10月25日～12月26日
大阪大学総合学術博物館　待兼
山修学館

大阪大学総合学術博物館 無料
https://www.museum.osaka-
u.ac.jp/

大阪大学総合学術博物館
待兼山修学館
Tel:06-6850-6284

大阪府 豊中市 ③④
大学祭及び学内研究室等施設開
放

学生団体による課外活動の成果発表、各種アトラクション、園遊会及
び豊中地区部局の共催による施設開放等が行われます。

11月2～4日 大阪大学豊中キャンパス 国立大学法人大阪大学 http://machikanesai.com/
豊中学生センター
TEL: 06-6850-5022

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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大阪府 豊中市 ④ まちかね山の数学教室

①日常にひそむ数理の観察、数学パネル展示と解説・実演、極小曲
面の実験や幾何学模型製作の体験など、観て聞いて触って「数楽」を
感じる場を提供します。
②数学の教材として作成されたビデオ、数学者に関するドキュメンタ
リービデオなどを上映し、解説を加えながら、魅惑に満ちた数学の世
界へご案内します。

11月3日 大阪大学豊中キャンパス
国立大学法人
大阪大学大学院理学研究科

無料
http://www.math.sci.osaka-
u.ac.jp/event/machikanesai/

大阪大学大学院理学研究科
数学専攻　菊池　和徳
TEL:06-6850-5326

大阪大学大学祭期間中における行事

大阪府 豊中市 ④
ビデオ上映「元素誕生の謎にせま
る」および「原子番号113の元素創
成」

水素からウランに至る多様な元素の起源とは？元素誕生のドラマ「元
素誕生の謎にせまる」（34分）と、周期表に新たに加わることが決定し
た日本発の新元素ニホニウム発見のドラマ「原子番号１１３の元素創
成」（13分）のビデオ上映を行います。

11月3日 大阪大学豊中キャンパス
国立大学法人
大阪大学大学院理学研究科

無料
https://vdg.phys.sci.osaka-
u.ac.jp/

大阪大学大学院理学研究科
物理学専攻　三原基嗣
TEL:06-6850-6734

大阪大学大学祭期間中における行事

大阪府 豊中市 ④ 加速器で見る原子核の世界

私たちは加速器を使って自然に存在しない不安定な原子核を生成し、
それを用いて様々な研究を行っています。最近の研究紹介や楽しい
デモンストレーションを通じて原子核の世界や身の回りに存在する放
射線についてご紹介します。

11月3日 大阪大学豊中キャンパス
国立大学法人
大阪大学大学院理学研究科

無料
https://vdg.phys.sci.osaka-
u.ac.jp/

大阪大学大学院理学研究科
物理学専攻　三原基嗣
TEL:06-6850-6734

大阪大学大学祭期間中における行事

大阪府 豊中市 ④
化学専攻・高分子科学専攻・熱・エ
ントロピー科学研究センター研究
室見学ツアー

化学系のいくつかの研究室をツアー形式で見学していただく企画で
す。化学の幅広い分野にわたる最先端研究を簡単な実験を通して身
近に感じていただきます。

11月3日 大阪大学豊中キャンパス
国立大学法人
大阪大学大学院理学研究科

無料
http://www.chem.sci.osaka-
u.ac.jp/chem/machikane/

大阪大学大学院理学研究科
高分子科学専攻　寺尾　憲
TEL:06-6850-5459

大阪大学大学祭期間中における行事

大阪府 豊中市 ④
化学専攻・高分子科学専攻・熱・エ
ントロピー科学研究センター研究
内容ポスター展示

化学系研究室の研究内容を紹介するポスターを掲示します。 11月2～4日 大阪大学豊中キャンパス
国立大学法人
大阪大学大学院理学研究科

無料
http://www.chem.sci.osaka-
u.ac.jp/chem/machikane/

大阪大学大学院理学研究科
高分子科学専攻　寺尾　憲
TEL:06-6850-5459

大阪大学大学祭期間中における行事

大阪府 豊中市 ④
生物科学専攻研究室紹介～オー
プンラボ～

生物科学専攻において、研究室毎の研究成果のパネル展示を行いま
す。生物科学についての関心を高めてもらう機会としまして研究パネ
ルを展示し、学生による解説を行います。

11月2日 大阪大学豊中キャンパス
国立大学法人
大阪大学大学院理学研究科

無料
大阪大学大学院理学研究科
生物科学専攻　小布施　力史
TEL:06-6850-6768

大阪大学大学祭期間中における行事

大阪府 豊中市 ①
大阪大学大学院歯学研究科
第17回市民フォーラム

「人生１００年時代を支える健口のために」と題し、広く一般市民を対象
に、本学研究科及び附属病院所属の教員、看護師等が口腔ケアにつ
いて講演を行います。

11月 千里ライフサイエンスセンター
国立大学法人大阪大学大学院歯
学研究科、大阪大学歯学部附属病
院

無料
http://www.dent.osaka-
u.ac.jp/forum.html

大阪大学大学院
歯学研究科総務課庶務係
「第17回市民フォーラム事務局」
TEL･FAX：06-6875-8300

大阪府 豊能町 ①③ 第９回とよのまつり　文化展
豊能町内在住・在勤または豊能町内に活動拠点を持つ人々の作品
展。

11月9日、10日 豊能町立西公民館 とよのまつり文化展実行委員会 無料 https://toyonobunka.jimdo.com/
豊能町教育委員会
生涯学習課
072-738-4628

大阪府 富田林市 ①②③ 市指定文化財記念講演会 講演会 11/9
Topic富田林市きらめき創造館
（富田林市常盤町16-11）

富田林市教育委員会 無料
www.city.tondabayashi.lg.jp/site/
bunkazai/

富田林市教育委員会文化財課
(0721)25-1000（内線504）

大阪府 富田林市 ①②③ 市指定文化財展示 展示 11月中
寺内町センター（富田林市富田林
町15-4）

富田林市教育委員会 無料
www.city.tondabayashi.lg.jp/site/
bunkazai/

富田林市教育委員会文化財課
(0721)25-1000（内線507）

大阪府 富田林市 ③
関西文化の日連携
重要文化財旧杉山家住宅無料開

「関西文化の日」事業に参加し、本市の文化資源を広くアピールする
ために、重要文化財旧杉山家住宅の入館料を無料にして公開しま

11/16,17
旧杉山家住宅（富田林市富田林
町14-31）

富田林市教育委員会 無料
www.city.tondabayashi.lg.jp/site/
bunkazai/

富田林市教育委員会文化財課
(0721)25-1000（内線508）

大阪府 富田林市 ③ 石上露子を偲ぶ着物展
富田林寺内町が生んだ歌人・石上露子の幻の着物と語り伝えられて
きた訪問着3点と掛け軸1点を特別公開します。

10/5～10/28
旧杉山家住宅（富田林市富田林
町14-31）

富田林市教育委員会
www.city.tondabayashi.lg.jp/site/
bunkazai/

富田林市教育委員会文化財課
(0721)25-1000（内線508）

入館料要：大人（16歳以上）400円、小人200円

大阪府 富田林市 ③
河内の古民家めぐりスタンプラ
リー

河内の古民家が集まり、スタンプラリーを実施することで、歴史的な建
造物を身近に感じてもらおうという試みです。

9/14～3/15
河内の古民家
（重要文化財旧杉山家住宅他17
箇所）

河内の古民家めぐりネットワーク
www.facebook.com/kawachi.komi
nka/

富田林市教育委員会文化財課
(0721)25-1000（内線508）

入館料要：大人（16歳以上）400円、小人200円
スタンプラリー台紙100円

大阪府 富田林市 ①
音声訳ボランティア養成講習会・
初級編（全６回）

音声訳技術を習得し、視覚障がい者への録音図書（デイジー図書）を
作製するためのボランティアを育成することを目的とする連続講座で

第2回10月29日,第3回11月
19日

富田林市立金剛図書館 富田林市立図書館 無料
http://www.city.tondabayashi.lg.j
p/site/library/

富田林市立金剛図書館
（0721）28-1171

大阪府 富田林市 ③ おとなのための朗読会
朗読ボランティアグループに詩や小説などの文学作品を朗読していた
だき、聴く読書を楽しむ講座です。

①10月26日
②11月13日

①富田林市立金剛図書館
②富田林市立中央図書館

富田林市立図書館 無料
http://www.city.tondabayashi.lg.j
p/site/library/

①富田林市立金剛図書館（0721）28-
1171
②富田林市立中央図書館

大阪府 富田林市 ①
赤ちゃんの笑顔が見たくて！～わ
らべうたと絵本でつなぐボランティ
ア～（全４回）

乳幼児対象の読み聞かせやわらべうた、赤ちゃん絵本について学ん
でいただき、図書館の乳幼児サービスボランティアを養成することを目
的とした講座です。

第3回10月30日,4回11月20
日

富田林市立中央図書館
富田林市立図書館 無料

http://www.city.tondabayashi.lg.j
p/site/library/

富田林市立中央図書館
（0721）25-4921

大阪府 富田林市 ② 中学生職業体験学習
学校からの依頼を受け、図書館の仕事（貸出・返却・配架作業など）を
２日間体験してもらいます。そして、図書館について理解を深めてもら
うために、サービスの説明の時間も設けています。

①11月7日～8日
②11月13日～14日
③11月20日～21日

①③富田林市立中央図書館
①②富田林市立金剛図書館 富田林市立図書館 無料

http://www.city.tondabayashi.lg.j
p/site/library/

①③富田林市立中央図書館
（0721）25-4921
①②富田林市立金剛図書館
（0721）28-1171

大阪府 富田林市 ① おはなし会 子ども向けに絵本の読み聞かせとおはなし（語り）をおこないます。
①10月19日②10月27日
③11月2日④11月10日
⑤11月16日

②④富田林市立中央図書館
①③⑤富田林市立金剛図書館

富田林市立図書館 無料
http://www.city.tondabayashi.lg.j
p/site/library/

②④富田林市立中央図書館
(0721)25-4921
①③⑤富田林市立金剛図書館
（0721）28-1171

大阪府 富田林市 ①
じゅうたんコーナーでのよみきか
せ

子ども向けに図書館職員が絵本の読み聞かせをおこないます。

①10月20日
②10月26日
③11月3日
④11月9日
⑤11月17日

①③⑤富田林市立中央図書館
②④富田林市立金剛図書館

富田林市立図書館 無料
http://www.city.tondabayashi.lg.j
p/site/library/

①③⑤富田林市立中央図書館
（0721）25-4921
②④富田林市立金剛図書館
（0721）28-1171

大阪府 富田林市 ① あかちゃんのおはなし会
あかちゃんと保護者向けに、絵本の読み聞かせとわらべうたをおこな
います。

①10月18日
②11月14日③11月15日
④11月21日

①③富田林市立中央図書館
②④富田林市立金剛図書館

富田林市立図書館 無料
http://www.city.tondabayashi.lg.j
p/site/library/

①③富田林市立中央図書館
（0721）25-4921
②④富田林市立金剛図書館
（0721）28-1171

大阪府 寝屋川市 ③ 寝屋川文化芸術祭

「みる」「きく」「ふれる」をキーワードに、様々な文化・芸術活動の紹介・
体験・市民の日頃の活動の成果発表等、文化・芸術に関する文化芸
術体験事業・文化事業発表・鑑賞事業・文化発表及び鑑賞事業を融
合した事業・食文化や衣食住を振興する模擬店等を開催する。

11月2・3日
アルカスホール（寝屋川市立地域
交流センター）、寝屋川市立市民
会館、寝屋川市立中央小学校他

寝屋川文化芸術祭実行委員会 無料

http://www.city.neyagawa.osaka.j
p/organization_list/kyoiku_shakai
kyoiku/
bunkasport/bunka/bunka_geijyuts
u/index.html

寝屋川文化芸術祭実行委員会事務局
寝屋川市教育委員会　社会教育部　文
化スポーツ室
電話番号：072-813-0074
メール：bunka@city.neyagawa.osaka.jp

大阪府 寝屋川市 ③ アルカスジュニアピアノコンクール

大阪府内公共ホールでは唯一のスタインウェイフルコンサートグランド
ピアノ２台を有するアルカスホールで、寝屋川市をはじめとする地域の
音楽文化のさらなる発展と未来を担う子どもたちの育成を目指し、ジュ
ニアピアノコンサートを開催する。

予選：10月26日・27日、本
選：11月30日

アルカスホール（寝屋川市立地域
交流センター）

寝屋川市、寝屋川市教育委員会、
アルカスホール指定管理者　㈱ア
ステム

http://www.arukas-
hall.jp/competition.html

アルカスホール（寝屋川市立地域交流
センター）
電話番号：072-821-1240

予選は入場無料（出場料は別途募集要項を参
照のこと。）

大阪府 能勢町 ③ 能勢文化フェスティバル
町民、町内の文化団体及び学校など幅広く参加できる。町民の文化
発信と交流を目的とした行事。

11月２日・３日 浄るりシタター
能勢文化フェスティバル実行委員
会

能勢町教育委員会生涯教育課
072-734-2452

大阪府 羽曳野市 ③ 第６２回市民文化祭
羽曳野市文化連盟に加入の20部門約70団体を中心に一般市民の参
加も含め、舞台での発表及び作品の展示を行います。

10月19日～11月10日
ＬＩＣはびきの市民会館
陵南の森公民館

羽曳野市
羽曳野市教育委員会
羽曳野市民文化祭実行委員会

無料

羽曳野市教育委員会
生涯学習室社会教育課
TEL072-958-1111
（内線4450,4451）

大阪府 羽曳野市 ①
青少年健全育成推進大会及びＰＴ
Ａ連絡協議会全体研修会

青少年の健全育成のため、教育に関する講演会を行います。今年度
は元競泳選手の千葉すず氏による講演を実施する予定です。

11月2日 ＬＩＣはびきの
羽曳野市青少年健全育成推進協
議会
羽曳野市ＰＴＡ連絡協議会

無料

羽曳野市教育委員会
生涯学習室社会教育課
TEL072-958-1111
（内線4452、4420）

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

大阪府 羽曳野市 ③ 大学祭

本学の保有する知的資源を広く地域の一般市民へ還元すると同時
に、卒業生ならびに在学生、保護者との交流を図るため、「文化の日」
を中心とした3日間、本学学生の祭典である大学祭を本学キャンパス
内にて開催します。

11月2日～4日 四天王寺大学 四天王寺大学 無料
http://www.shitennoji.ac.jp/ibu/g
akusei/020ibu/

四天王寺大学学生支援センター
072-956-9956

大阪府 阪南市 ①③ 文化財ミニ展示 阪南市所有の文化財などを展示します。 10月3日～3月31日 阪南市立文化センター2階 阪南市生涯学習推進室 無料
http://www.city.hannan.lg.jp/kank
ou/rekishi/bunkazai_shokai_short
cut.html

阪南市生涯学習推進室
072-471-5678（代）

大阪府 阪南市 ① みんなのスポーツ祭
世代を越えた人々との交流を深めるとともに、生涯スポーツの振興に
寄与することを目的として、ニュースポーツやアトラクション、健康体力
相談コーナーや、健幸体験スタンプラリー等を実施します。

11月3日
阪南市総合体育館・中央運動広
場

阪南市スポーツ推進委員協議会 http://www.city.hannan.lg.jp/
阪南市生涯学習推進室
072-471-5678（代）

料金：1 種目につき小学生400円、中学生以上
600 円

大阪府 阪南市 ① 阪南市民健康マラソン大会
スポーツや運動に関心のない方にも参加を促し、子どもからおとなま
で幅広い年齢層の市民がスポーツに親しめるよう、親子ペアや中学生
の部、一般の部において2Ｋｍ～10Ｋｍの健康マラソン大会を実施し

11月23日 せんなん里海公園
阪南市体育協会、阪南市、阪南市
教育委員会

http://www.city.hannan.lg.jp/
阪南市生涯学習推進室
072-471-5678（代）

高校生以上1,000円、小・中学生500円（予定）

大阪府 阪南市 ①③ 泉州アートサミット
文化芸術によるまちづくりを進めるためのシンポジウム、ワークショッ
プなどを実施します。講師は、平田オリザさん(劇作家)他を予定してい

10月26日 阪南市立文化センター大ホール 泉州アートサミット実行委員会 無料 http://www.city.hannan.lg.jp/
阪南市生涯学習推進室
072-471-5678（代）

大阪府 阪南市 ①③ 尾崎公民館まつり
公民館で活動するクラブや団体が、日頃の学習や文化活動の成果を
発表することを目的に開催します。

10月19日,20日 阪南市立尾崎公民館 尾崎公民館まつり実行委員会 http://www.city.hannan.lg.jp
阪南市立尾崎公民館
072-471-0531

大阪府 阪南市 ① 親子自然体験講座
自然体験を通じて、五感や感性を磨き、自然との調和、人に対する思
いやりやふれあいを深めることを目的に実施します。

11月17日 阪南市鳥取池緑地桜の園
阪南市立
東鳥取公民館

無料 http://www.city.hannan.lg.jp/
阪南市立東鳥取公民館
072-471-0050

要事前申し込み

大阪府 阪南市 ③ 西鳥取公民館まつり
公民館で活動するクラブや団体が、日頃の学習や文化活動の成果を
発表することを目的に開催します。

11月9,10日 阪南市立西鳥取公民館 西鳥取公民館クラブ協議会 http://www.city.hannan.lg.jp
阪南市立西鳥取公民館
072-472-3188

大阪府 阪南市 ①
えほんのひろばボランティア養成
講座

加藤啓子さんを講師に招き、えほんのひろばのボランティアを養成す
る講座を開催します。

10月21日 阪南市立文化センター練習室 阪南市立図書館 無料
https://www3.city.hannan.osaka.j
p/

阪南市立図書館

大阪府 阪南市 ① 読みメンおはなし会
図書館の誕生日行事の一環として、男性ボランティアのみによるおは
なし会を開催します。

11月3日 阪南市立図書館 阪南市立図書館 無料
https://www3.city.hannan.osaka.j
p/

阪南市立図書館

大阪府 阪南市 ① 図書館おたのしみ会
図書館の誕生日行事の一環として、マジックや腹話術などを楽しむ会
を開催します。

11月3日 阪南市立図書館 阪南市立図書館 無料
https://www5.city.hannan.osaka.j
p/

阪南市立図書館

大阪府 阪南市 ① 書庫開放デー
普段は関係者以外立ち入り禁止となっている書庫に図書館利用者が
入り、自由に本を見たり、借りることができます。

11月3日 阪南市立図書館 阪南市立図書館 無料
https://www3.city.hannan.osaka.j
p/

阪南市立図書館

大阪府 阪南市 ①③
人形劇公演「１１ぴきのねことへん
なねこ」

図書館開館３０周年記念として、人形劇団クラルテによる公演を開催
します。

11月4日 阪南市立文化センター大ホール 阪南市立図書館 無料
https://www3.city.hannan.osaka.j
p/

阪南市立図書館

大阪府 阪南市 ①③ 長谷川義史えほん日和 絵本作家長谷川義史さんの講演会を開催します。 11月23日 阪南市立文化センタ－大ホール 阪南市立図書館 無料 https://www3.city.hannan.osaka.j 阪南市立図書館

大阪府 東大阪市 ②③ 御厨祭（大学祭）
課外活動の活動報告や、地域との連携によるイベントの開催、模擬店
の出店等を行います。

10月26日～27日 大阪商業大学 大阪商業大学 無料
https://ouc.daishodai.ac.jp/camp
uslife/festival/

学生生活課
06-6782-2297

大阪府 東大阪市 ①② ビブリオバトル大会（高校生大会）
子どもどうしがゲーム感覚でお勧めの本を紹介しあう「ビブリオバトル」
の府下中学生大会を開催します。

11月10日 近畿大学東大阪キャンパス 大阪府教育委員会 無料
http://www.pref.osaka.lg.jp/chikik
yoiku/5biburio/index.html

大阪府教育庁　市町村教育室　地域教
育振興課
06-6944-9372

バトラー要事前申し込み（10月４日締切）

大阪府 東大阪市 ③ 魅せます！紙芝居展
紙芝居の歴史をたどりつつ、各時代の子どもたちに親しまれてきた紙
芝居作品を紹介します。

10月1日～12月28日
大阪府立中央図書館1階国際児
童文学館等

大阪府立中央図書館国際児童文
学館

無料 作成中
大阪府立中央図書館
国際児童文学館
06-6745-0710(内)150

事前申込不要

大阪府 東大阪市 ①
「あなたにおすすめ本のPOP広
場」作品展示

中高生から応募された本のPOP作品を展示しています。 10月16日～11月6日
大阪府立中央図書館1階展示
コーナー

大阪府立中央図書館 無料 作成中
大阪府立中央図書館
生涯学習担当
06-6745-0710(内)252

11月3日に表彰式

大阪府 東大阪市 ① 「夜間中学はいま」パネル展
産経新聞で連載中の企画「夜間中学はいま」で撮影した写真をパネル
掲示することで、大阪府内など各地にある夜間中学について紹介しま
す。

10月16日～11月6日
大阪府立中央図書館1階展示
コーナー

大阪府立中央図書館 無料 作成中
大阪府立中央図書館
生涯学習担当
06-6745-0710(内)252

大阪府 東大阪市 ①
講演会「エローラ石窟・ヒンドゥー
教、仏教、ジャイナ教の寺院が並
ぶ」

ヒンドゥー教、仏教、ジャイナ教の寺院をとおして、インドの歴史と文化
について学習し、発見ある楽しい講演会をしていただきます。

11月2日
大阪府立中央図書館2階多目的
室

大阪府立中央図書館 無料 作成中
大阪府立中央図書館
生涯学習担当
06-6745-0710(内)252

先着順・事前申込不要

大阪府 東大阪市 ① 地下書庫見学ツアー ふだんは入ることのできない地下書庫をご覧いただきます。 11月2日 大阪府立中央図書館 大阪府立中央図書館 無料
https://www.library.pref.osaka.jp/
site/central/shoko2018.html

大阪府立中央図書館
協力振興課
06-6745-0170(内)258

事前申込不要
（先着20名。15分前から1階エントランスホール
にて受付開始）

大阪府 東大阪市 ③
生駒ネイチャークラフトクラブとつく
る工作教室

木の実などの自然素材をつかって、楽しく工作を行います。 11月3日
大阪府立中央図書館エントランス
ホール

大阪府立中央図書館指定管理者
大阪府立中央図書館　指定管理者
06-6745-0170(内)218

要事前申込み

大阪府 東大阪市 ① 講演会「白楽天について」（仮）
中国の思想家、白楽天について研究成果をもとに講演していただきま
す。

11月4日
大阪府立中央図書館2階大会議
室

大阪府立中央図書館 無料
大阪府立中央図書館
生涯学習担当
06-6745-0710(内)252

先着順・事前申込不要

大阪府 東大阪市 ① 大阪湾再生巡回展
大阪湾再生行動計画に関する取り組みや大阪湾の環境の現状、民間
企業の取り組み等について展示します。

11月12日～11月19日
大阪府立中央図書館1階展示
コーナー

大阪府立中央図書館 無料
大阪府立中央図書館
生涯学習担当
06-6745-0710(内)252

大阪府 東大阪市 ① 「図書館でボードゲームをする日」
ボードゲームを題材に遊びながら、論理的思考力や幅広いコミュニ
ケーションスキルを学習することを目指します。企業やゲームサーク
ルの方々にもご協力いただき、数十種類のゲームを準備しています。

11月17日
大阪府立中央図書館2階多目的
室

大阪府立中央図書館 無料
http://www.library.pref.osaka.jp/s
ite/central/boardgame2019.html

大阪府立中央図書館
生涯学習担当
06-6745-0710(内)252

事前申込不要

大阪府 東大阪市 ①③
関西文化の日、[むかししごとの
ワークショップ綿しごと]

会所で収穫した棉(わた)から糸をつむぎ、機を織る伝統的な技術を学
びます。

11月16～17日
国史跡重要文化財鴻池新田会所
（東大阪市鴻池元町2-30）

公益財団法人東大阪市文化振興
協会

無料
http://www.bunkazaishisetsu.or.j
p/kaisho/index.html

06-6745-6409

大阪府 東大阪市 ①③
特別展示に伴う記念講演会「調理
具からみた河内の渡来人のふるさ

左記の内容について、大阪歴史博物館学芸員寺井誠氏よりご講演い
ただきます。

11月9日
東大阪市立郷土博物館（(東大阪
市上四条町18-12)

公益財団法人東大阪市文化振興
協会

無料 http://bunkazaishisetsu.or.jp 072-984-6341 申込制

大阪府 東大阪市 ①③
特別展示に伴う記念講演会「ゴー
ランドが調査した東大阪の古墳」

左記の内容について、京都橘大学一瀬和夫教授にご講演いただきま
す。

11月17日
東大阪市立郷土博物館（(東大阪
市上四条町18-12)

公益財団法人東大阪市文化振興
協会

無料 http://bunkazaishisetsu.or.jp 072-984-6341 申込制

大阪府 東大阪市 ③
第53回（令和元年度）
東大阪市民文化祭

第5３回 東大阪市民文化祭
工芸展

10月11～12日  東大阪市立社会教育センター 東大阪市文化連盟加盟各団体 無料
http://h-
bunren.sansak.jp/109.php

06-6789-4100
（社会教育センター）

「東大阪市民文化祭」は、市民の皆様が文化・芸
術に触れたり、参加する機会を提供し、市民文
化の向上・発展を目的とし、東大阪市文化連盟
加盟各団体の皆様の手により、毎年9月頃から
11月頃にかけて開催しています。

大阪府 東大阪市 ③
第53回（令和元年度）
東大阪市民文化祭

吟詠歌謡を楽しむ 大会 10月13日
大阪商業大学
ユニバーシティホール蒼天

東大阪市文化連盟加盟各団体 無料
http://h-
bunren.sansak.jp/109.php

06-6789-4100
（社会教育センター）

大阪府 東大阪市 ③
第53回（令和元年度）
東大阪市民文化祭

第53 回 東大阪三曲協会演奏会
 「筝と尺八」

10月20日
東大阪市文化創造館
小ホール

東大阪市文化連盟加盟各団体 無料
http://h-
bunren.sansak.jp/109.php

06-6789-4100
（社会教育センター）

大阪府 東大阪市 ③
第53回（令和元年度）
東大阪市民文化祭

 第53回
日本民謡東大阪連合会文化祭

10月5日
東大阪市文化創造館
小ホール

東大阪市文化連盟加盟各団体 無料
http://h-
bunren.sansak.jp/109.php

06-6789-4100
（社会教育センター）

大阪府 東大阪市 ③
第53回（令和元年度）
東大阪市民文化祭

「彩」絵手紙展 10月18～20日 東大阪市文化創造館 東大阪市文化連盟加盟各団体 無料
http://h-
bunren.sansak.jp/109.php

06-6789-4100
（社会教育センター）

大阪府 東大阪市 ③
第53回（令和元年度）
東大阪市民文化祭

第５３回 東大阪市民文化祭
 書道展

10月18～20日  東大阪市民美術センター 東大阪市文化連盟加盟各団体 無料
http://h-
bunren.sansak.jp/109.php

06-6789-4100
（社会教育センター）

大阪府 東大阪市 ③
第53回（令和元年度）
東大阪市民文化祭

自然の美 第６１回　水石展 10月19～20日
東大阪市多目的センター 大会議
室１

東大阪市文化連盟加盟各団体 無料
http://h-
bunren.sansak.jp/109.php

06-6789-4100
（社会教育センター）

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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第61回「教育・文化週間」関連行事

大阪府 東大阪市 ③
第53回（令和元年度）
東大阪市民文化祭

東大阪市合唱連盟
「第53回 合唱祭」

10月20日
東大阪市文化創造館
大ホール

東大阪市文化連盟加盟各団体 無料
http://h-
bunren.sansak.jp/109.php

06-6789-4100
（社会教育センター）

大阪府 東大阪市 ③
第53回（令和元年度）
東大阪市民文化祭

 第53回東大阪市民文化祭
茶花道大会

10月26～27日  東大阪市民美術センター 東大阪市文化連盟加盟各団体 無料
http://h-
bunren.sansak.jp/109.php

06-6789-4100
（社会教育センター）

大阪府 東大阪市 ③
第53回（令和元年度）
東大阪市民文化祭

 第53回 東大阪市民俳句大会 10月27日  東大阪市立社会教育センター 東大阪市文化連盟加盟各団体 無料
http://h-
bunren.sansak.jp/109.php

06-6789-4100
（社会教育センター）

大阪府 東大阪市 ③
第53回（令和元年度）
東大阪市民文化祭

第53回  民踊・新舞踊大会 10月27日
東大阪市文化創造館
大ホール

東大阪市文化連盟加盟各団体 無料
http://h-
bunren.sansak.jp/109.php

06-6789-4100
（社会教育センター）

大阪府 東大阪市 ③
第53回（令和元年度）
東大阪市民文化祭

大正琴演奏会 10月27日
街の駅
クレアホール・ふせ

東大阪市文化連盟加盟各団体 無料
http://h-
bunren.sansak.jp/109.php

06-6789-4100
（社会教育センター）

大阪府 東大阪市 ③
第53回（令和元年度）
東大阪市民文化祭

東大阪市クラシックバレエ協会
発表会

11月4日 東大阪市文化創造館 東大阪市文化連盟加盟各団体 無料
http://h-
bunren.sansak.jp/109.php

06-6789-4100
（社会教育センター）

大阪府 東大阪市 ③
第53回（令和元年度）
東大阪市民文化祭

第53回 秋季公募美術展 11月13～17日  東大阪市民美術センター 東大阪市文化連盟加盟各団体 無料
http://h-
bunren.sansak.jp/109.php

06-6789-4100
（社会教育センター）

大阪府 東大阪市 ①②③

大阪商業大学アミューズメント産
業研究所　第18回特別展示「必
見！じゃんけん！大発見！　拳遊
戯の世界」

拳の遊戯は古代からあり、古代ローマや中国で遊ばれた記録が残っ
ています。日本でも江戸時代、明治時代を中心に数多くの拳の遊戯が
考案されています。しかし、残念ながら遊びの多様化や機械文化の発
達により、じゃんけんを残して多くが消えてしまいました。その拳遊戯
の歴史と文化を振り返ります。

10月26日～12月7日

大阪商業大学
谷岡記念館1階
アミューズメント産業研究所展示
室

大阪商業大学アミューズメント産業
研究所

無料
https://ouc.daishodai.ac.jp/ams_l
abo/

大阪商業大学
学術研究事務室
アミューズメント産業研究所
06-6618-4068

大阪府 東大阪市 ①②
大阪商業大学アミューズメント産
業研究所　第11回公開講座「日本
拳遊戯サミット」

じゃんけんだけが拳ではありません。日本の歴史の中には100を越す
拳遊戯がありました。今回は、今も残り、地域ゲームとなっている拳遊
戯が大阪に集結して公開シンポジウムを開催します。

11月23日
大阪商業大学
ユニバーシティホール蒼天

大阪商業大学アミューズメント産業
研究所

無料
https://ouc.daishodai.ac.jp/ams_l
abo/

大阪商業大学
学術研究事務室
アミューズメント産業研究所
06-6618-4068

大阪府 東大阪市 ①②③

大阪商業大学開学70周年記念事
業
商業史博物館及びアミューズメン
ト産業研究所連携企画展「“楽しい

日々の生活を彩る娯楽、床の間飾りや節句の祝いなどの盛行、芝居
や寺社の祭礼はもちろんのこと、公共事業への加勢においても、大阪
の町人はその負荷を能動的に楽しみました。様々な場面で大阪人が
実践してきた “楽しい生き方”の系譜を史料に基づいて紹介します。

10月26日～12月7日 大阪商業大学　谷岡記念館2階
大阪商業大学商業史博物館、同ア
ミューズメント産業研究所

無料

https://ouc.daishodai.ac.jp/muse
um/
https://ouc.daishodai.ac.jp/ams_l
abo/

大阪商業大学
学術研究事務室
06-6785-6139

大阪府 東大阪市 ①

大阪商業大学比較地域研究所
国際シンポジウム「SDGs時代の
企業活動と地域社会－日韓の中
小企業と海外の日系企業の事例

本シンポジウムでは、日韓中小企業や海外進出した日系企業の社会
貢献活動について話を伺い、その後のパネルディスカッションで、
SDGs時代の本業と社会貢献活動の展望など、議論を深めていきま
す。

11月16日
大阪商業大学
ユニバーシティホール蒼天

大阪商業大学比較地域研究所 無料
https://ouc.daishodai.ac.jp/ca_lab
o/

大阪商業大学
学術研究事務室
06-6785-6139

大阪府 東大阪市 ①② 秋のスポーツ教室
地域スポーツ振興を目的として、地域住民を対象にスポーツ教室を開
催します。2教室で合計13回行います。

10月17,24,31日
11月14,20,21,27,28日
12月4,5,11,12,18日

大阪商業大学
ユニバーシティ・コモンズ リアクト

大阪商業大学総合交流センター
http://ouc.daishodai.ac.jp/genera
l/activity/lecture/

大阪商業大学総合交流支援課
06-6785-6286

大阪府 東大阪市 ①②
大阪商業大学
公開講座「地域産業振興論」

自治体や地域産業政策担当者、地域の経営革新支援者等の外部講
師を招聘して行う正規授業の「地域産業振興論」を、広く地域住民に
「大阪商業大学公開講座」として開放します。

10月3,10,17,24,31日
11月7,14,21,28日

大阪商業大学
ユニバーシティホール蒼天

大阪商業大学 無料
https://ouc.daishodai.ac.jp/facult
y/lecture/

大阪商業大学総合交流支援課
06-6785-6286

大阪府 東大阪市 ③
大阪商業大学図書館
特別企画「主人公が「どん底」本
and「どん底からの這い上がり」本」

主人公がどん底の人生を歩んでいる小説や実話と、どん底から這い
上がる内容の図書を集めてみました。

10月30日～12月12日 大阪商業大学図書館 大阪商業大学図書館 https://ouc.daishodai.ac.jp/lib/
大阪商業大学図書館事務室
06-6781-5280

図書館入館には利用登録（一般の方：年額1,000
円）が必要です。

大阪府 東大阪市 ③
大阪商業大学図書館
特別企画「乗り越える」

長い人生、誰だって大きな壁にぶつかることが1度や2度はあります。
しかし、その壁を乗り越えると大きな自信につながります。そんな壁に
ぶつかったときの参考になる本を集めてみました。

9月20日～11月19日 大阪商業大学図書館 大阪商業大学図書館 https://ouc.daishodai.ac.jp/lib/
大阪商業大学図書館事務室
06-6781-5280

図書館入館には利用登録（一般の方：年額1,000
円）が必要です。

大阪府 東大阪市 ①③

「朝活」地域密着型セミナー　Early
Bird University
「生きること、楽しむこと～生活文
化の諸相～」

本学学長プロデュースによる早朝のレクチャーシリーズです。秋季は
「生きること、楽しむこと～生活文化の諸相～」をメインテーマに、かる
た、家族団欒、日本の染織文化等について全5回の講演を実施しま
す。

9月24日,10月1日,8日,15
日,29日

大阪商業大学
ユニバーシティ・コモンズ リアクト
内リアクトカフェ

大阪商業大学 無料 https://ouc.daishodai.ac.jp/
大阪商業大学総合交流支援課
06-6785-6286

大阪府 枚方市 ① 天の川クリーン&ウォーク
市民や市内事業者等に、天の川河川敷を歩いてもらい、ごみ拾いをお
こなうとともに、川を愛し、「ごみを捨てない」気持ちを醸成することを図
ります。

10月26日 天の川下流河川敷

天の川再生実行委員会（天野川沿
いの、自治会、市内事業所・学校、
ＮＰＯ法人等、枚方市、大阪府枚方
土木事務所）

無料
http://www.city.hirakata.osaka.jp
/0000003898.html

枚方市環境部環境保全課
050-7102-6006

・午前中
・雨天の場合、11月2日に順延

大阪府 枚方市 ① クリーンリバー穂谷川
市民及び市内事業者に、穂谷川堤防をウォーキングしながらごみ拾
いを行います。

11月3日 穂谷川堤防 枚方市、大阪府枚方土木事務所 無料
http://www.city.hirakata.osaka.jp
/0000003898.html

枚方市環境部環境保全課
050-7102-6006

・午前中

大阪府 枚方市 ② 枚方英語村
関西外国語大学の学生や留学生等と英語のみで会話し、交流すると
ともに、職業体験（キャビンアテンダント体験等）を通じて、英語をより
身近に感じることができるイベントです。（対象は、本市在住・在学の中

10月26日 関西外国語大学 枚方市教育委員会　教育指導課 無料
枚方市教育委員会教育指導課
050-7105-8052

大阪府 枚方市 ①
文化財連続講座③「禁野火薬庫と
枚方製造所」

(公財)大阪府文化財センター駒井正明氏による講演を行います。 11月16日
メセナひらかた会館　6階大会議
室
（枚方市新町2丁目1-5）

枚方市教育委員会
文化財課

http://www.city.hirakata.osaka.jp
/soshiki/11-2-0-0-0_13.html

枚方市教育委員会文化財課
（050-7105-8058）

要事前申込
参加費：100円
定員：先着

大阪府 枚方市 ①③
平成30年おおさかふみんネット
「聞く・見る・歩く 北河内パート19」

大阪府と北河内７市が協力して、各市域にある歴史や文化を身近に
学び、あらためて地域の良さを発見します。遺跡などを歩いて巡りま
す。

1回目：10月9日
2回目：10月23日
3回目：10月30日
予備日：11月13日

1回目：（集合場所）四條畷市立歴
史民俗資料館
2回目：門真市立公民館
3回目：交野市役所別館中会議室

枚方市教育委員会
文化財課

無料
http://www.city.hirakata.osaka.jp
/soshiki/11-2-0-0-0_13.html

枚方市教育委員会文化財課
（050-7105-8058）

要事前申込
対象は原則として全3回参加可能な方

大阪府 枚方市 ①③
ひらかた歴史探検隊－枚方宿を
歩こう－

枚方宿鍵屋資料館を中心に枚方宿を親子で歩きながら、枚方宿に残
る文化財や景観を調べます。

11月9日
（集合場所）市立枚方宿鍵屋資料
館

枚方市教育委員会
文化財課

無料
http://www.city.hirakata.osaka.jp
/soshiki/11-2-0-0-0_13.html

枚方市教育委員会文化財課
（050-7105-8058）

要事前申込
定員：先着15組（１組５人まで）

大阪府 枚方市 ①

企画展　門真市立歴史資料館・市
立枚方宿鍵屋資料館・淀川資料
館・鴻池新田会所合同企画「災害
と地域の人々」

近年は、日本各地でさまざまな災害が発生しています。歴史的にみて
も、私たちが住んでいる地域では、地震や台風・洪水などによる被害
がありました。そのような災害があった場合、地域の人々はどのように
対処し、また私たちは今後どのように行動すればよいのでしょうか。今
回は、北河内・中河内に所在する４つの資料館が連携して、災害と地
域の人々に注目した合同企画を開催します。

10月9日～12月8日 市立枚方宿鍵屋資料館 市立枚方宿鍵屋資料館
https://kagiya.hirakata-
kanko.org/

市立枚方宿鍵屋資料館
（072-843-5128）

入館料：大人200円／小人100円　休館：毎週火
曜日（ただし祝日の場合は翌平日休館）

大阪府 枚方市 ①
企画展関連講座　「淀川３万年の
生いたち」

鴻池新田会所学芸員別所秀高氏による講演。淀川は有史以降、為政
者による治水事業が執り行われてきた。ゆえに私たちが知っている現
在の淀川は人工的な河川である。地形学・地質学的分析や考古・歴
史資料をもとに過去３万年の淀川の移り変わりと治水の歴史について

10月16日 市立枚方宿鍵屋資料館 市立枚方宿鍵屋資料館
https://kagiya.hirakata-
kanko.org/

市立枚方宿鍵屋資料館
（072-843-5128）

要事前申込　参加費：大人500円／小中学生400
円　定員：80名

大阪府 枚方市 ①
企画展関連イベント　史跡巡り「淀
川流域に残る史跡を訪ね、洪水と
治水について考える」

ＪＲ桜宮駅から毛馬閘門までの淀川流域に残る史跡をめぐります。桜
宮神社・青湾碑・源八渡し・柴島の晒堤など道中案内は、佛教大学名
誉教授渡邊忠司氏。また毛馬閘門では、淀川洪水や治水の歴史を淀
川資料館スタッフが案内いたします。

10月31日
ＪＲ桜宮駅から毛馬閘門までの淀
川流域に残る史跡等

市立枚方宿鍵屋資料館
https://kagiya.hirakata-
kanko.org/

市立枚方宿鍵屋資料館
（072-843-5128）

要事前申込　参加費：大人・小中学生とも500円
定員：20名

大阪府 枚方市 ①③ 桂南天落語会 枚方出身の落語家桂南天が鍵屋の大広間で一席お伺いいたします。 11月2日 市立枚方宿鍵屋資料館 市立枚方宿鍵屋資料館
https://kagiya.hirakata-
kanko.org/

市立枚方宿鍵屋資料館
（072-843-5128）

要事前申込　参加費：一般2300円／小中学生
2200円　定員：110名

大阪府 枚方市 ①
企画展関連イベント　史跡巡り「鴻
池新田周辺の堤と洪水跡をたど
る」

鴻池新田周辺にはかつての新開池（しんかいいけ）を囲った堤防が
残っています。この堤防は新開池が溢れるのを防ぐだけではなく、淀
川の洪水から鴻池新田を守る堤防でもありました。かつての水辺を想
像しながら新開池堤防をたどり、洪水関連の史跡を訪ね歩きます。

11月20日
ＪＲ徳庵駅～鴻池新田会所付近
の史跡等

市立枚方宿鍵屋資料館
https://kagiya.hirakata-
kanko.org/

市立枚方宿鍵屋資料館
（072-843-5128）

要事前申込　参加費：大人500円／小中学生400
円　定員：20名

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

大阪府 枚方市 ①
ちょこっと体験「お抹茶のいただき
方」

茶道のうちの「いただき方」（作法）のレクチャーを受けながら、お茶席
を体験し、伝統文化に触れていただきます（午後から2回実施）。

10月22日 市立枚方宿鍵屋資料館 市立枚方宿鍵屋資料館 http://kagiya.hirakata-kanko.org/
市立枚方宿鍵屋資料館
（072-843-5128）

要事前申込
参加費：800円（小中生700円）
定員：各回20名

大阪府 枚方市 ③
イベント
「五六市・大広間茶屋」

毎月第２日曜日に開催される「くらわんか五六市」に合わせて、大広間
でくらわんか鮨やごんぼ汁などの軽食や枚方銘菓等の販売を行って

11月10日 市立枚方宿鍵屋資料館 市立枚方宿鍵屋資料館 http://kagiya.hirakata-kanko.org/
市立枚方宿鍵屋資料館
（072-843-5128）

要入館料

大阪府 枚方市 ③
イベント
「うまいもん市」

関西文化の日のイベントで、入館料無料で見学できます。また大広間
では、地元・枚方のうまいものを集めて販売しています。

11月16・17日 市立枚方宿鍵屋資料館 市立枚方宿鍵屋資料館 http://kagiya.hirakata-kanko.org/
市立枚方宿鍵屋資料館
（072-843-5128）

入館無料（関西文化の日につき）

大阪府 枚方市 ① 鋳造講座（予定） ブロンズで表札やランプシェードなどを作ります。
11月・16・23・30
12月7・14日

旧田中家鋳物民俗資料館
（枚方市藤阪天神町5-1）

旧田中家鋳物民俗資料館
https://www.city.hirakata.osaka.j
p/soshiki/11-2-0-0-0_17.html

旧田中家鋳物民俗資料館
（050-7105‐8097）

対象は原則として全6回参加可能な方
要事前申込
参加費：4,000円（予定）
募集人数：16人

大阪府 枚方市 ① ステンドグラス講座（予定） 古典技法（ケイム）でA3サイズのウィンドウパネルを作ります。
10月29日
11月12・19・26
12月3日

旧田中家鋳物民俗資料館
（枚方市藤阪天神町5-1）

旧田中家鋳物民俗資料館
https://www.city.hirakata.osaka.j
p/soshiki/11-2-0-0-0_17.html

旧田中家鋳物民俗資料館
（050-7105‐8097）

対象は原則として全5回参加可能な方
要事前申込
参加費：未定
募集人数：12人

大阪府 枚方市 ① 七宝講座（予定） 内容未定です。 10月18日
旧田中家鋳物民俗資料館
（枚方市藤阪天神町5-1）

旧田中家鋳物民俗資料館
https://www.city.hirakata.osaka.j
p/soshiki/11-2-0-0-0_17.html

旧田中家鋳物民俗資料館
（050‐7105‐8097）

要事前申込
参加費：1,100円（予定）
募集人数：16人

大阪府 枚方市 ① 彫金講座（予定） 内容未定です。 10月26日
旧田中家鋳物民俗資料館
（枚方市藤阪天神町5-1）

旧田中家鋳物民俗資料館
https://www.city.hirakata.osaka.j
p/soshiki/11-2-0-0-0_17.html

旧田中家鋳物民俗資料館
（050‐7105‐8097）

要事前申込
参加費：2,300円（予定）
募集人数：16人

大阪府 枚方市 ①③ カマドでご飯を炊こう
江戸時代の建物（大阪府指定有形文化財）で、カマドを使ってご飯を
炊き、試食します。

10月19日予定
旧田中家鋳物民俗資料館
（枚方市藤阪天神町5-1）

旧田中家鋳物民俗資料館
https://www.city.hirakata.osaka.j
p/soshiki/11-2-0-0-0_17.html

旧田中家鋳物民俗資料館
（050‐7105‐8097）

要事前申込
参加費：200円（予定）
募集人数：15人

大阪府 枚方市 ③ 第23回北山祭（大学祭）
毎年恒例の学園祭であり、課外活動団の展示や催しを実施するほ
か、一般市民によるフリーマーケットなどを行います。

11月3日
大阪工業大学
枚方キャンパス

大阪工業大学情報科学部
北山祭実行委員会

大阪工業大学
情報科学部事務室
072-866-5301

大阪府 枚方市 ① ひらかた市民大学
テーマ「おとなのためのプログラミング体験」
本講座は、情報科学部の教員が講師となり、参加者がコンピュータで
動く簡単なプログラムを作ることを通してプログラムとは何かを学びま

11月3日
大阪工業大学
枚方キャンパス

枚方市 無料
枚方市役所
産業文化部生涯学習課
072-841-1409

大阪府 枚方市 ④ 子ども大学探検隊
「Oh!ITカーニバル」として情報科学部の研究室が一堂に集まり、研究
内容を発表します。ＶＲ（バーチャル・リアリティ）やロボット操作など、
体験型のブースも多くあり、自由に探検することができます。

11月3日
大阪工業大学
枚方キャンパス

枚方市 無料
枚方市役所
産業文化部生涯学習課
072-841-1409

大阪府 枚方市 ④ 中高生を対象とした大学体験事業

「Oh! IT カーニバル」を開催しています。情報科学部のほぼすべての
研究室が大会場にブースを構え、研究の成果をさまざまな形式で紹
介します。特にプレゼンテーションでは、卒業研究などで行っている難
解な技術課題をそのまま紹介するのではなく、一般来場者に研究の
趣旨を理解してもらうことを主眼として構成しています。体験型プレゼ
ンテーションとして実施する研究室が多く、学生の手作りによるデモン
ストレーションシステムで大学研究の一端とその雰囲気を体験するこ

11月3日
大阪工業大学
枚方キャンパス

枚方市 無料
枚方市役所ひらかた魅力推進課
072-841-1229

大阪府 藤井寺市 ①②③ 藤井寺市民表彰・感謝状贈呈式
市の政治、経済、文化、社会その他各般にわたり市政振興に寄与した
個人又は団体を表彰 （表彰区分には教育文化功労以外も含まれてい

11月3日 市立市民総合会館別館中ホール 藤井寺市 無料 http://www.city.fujiidera.lg.jp/ 教育総務課　072-939-1401

大阪府 藤井寺市 ① 第34回市民文化財講座
5回にわたって、外部から招聘した専門の講師や市教委職員が、市民
に歴史関連の講義を行います。

10月5日、11月9日、12月7
日、令和2年1月11日、令和2
年2月22日

藤井寺市立生涯学習センター 藤井寺市教育委員会

【市民文化財講座HP】
http://www.city.fujiidera.lg.jp/reki
shikanko/ibento/1387843926764.
html

文化財保護課
072-939-1419

大阪府 藤井寺市 ① 古代史料展
遺跡・古墳が多く所在する藤井寺市の特色を活かし、収集した古代史
に関する本を展示・貸し出しします。

9月28日～10月30日 藤井寺市立図書館 藤井寺市立図書館 無料
http://ｗｗ
ｗ.lib.city.fujiidera.osaka.jp

藤井寺市立図書館

大阪府 藤井寺市 ① 蔵出し本展 書庫に所蔵している資料を、閲覧室で展示・貸し出しします。 9月28日～10月30日 藤井寺市立図書館 藤井寺市立図書館 無料
http://ｗｗ
ｗ.lib.city.fujiidera.osaka.jp

藤井寺市立図書館

大阪府 藤井寺市 ① 大人も楽しめる子どもの本 大人も楽しめる子どもの本を展示・貸し出しします。 9月28日～10月30日 藤井寺市立図書館 藤井寺市立図書館 無料
http://ｗｗ
ｗ.lib.city.fujiidera.osaka.jp

藤井寺市立図書館

大阪府 藤井寺市 ①
藤井寺市立図書館おすすめの本
展

当館職員がおすすめする図書を展示・貸し出しします。 9月28日～10月30日 藤井寺市立図書館 藤井寺市立図書館 無料
http://ｗｗ
ｗ.lib.city.fujiidera.osaka.jp

藤井寺市立図書館

大阪府 藤井寺市 ① 紙芝居と絵本の読み聞かせ ボランティアの協力により、紙芝居と絵本の読み聞かせを行います。
10月23日、30日、11月6日、
13日、20日

藤井寺市立図書館 藤井寺市立図書館 無料
http://ｗｗ
ｗ.lib.city.fujiidera.osaka.jp

藤井寺市立図書館

大阪府 藤井寺市 ① えほんとおはなしのへや
ボランティアの協力により、おはなしと絵本の読み聞かせなどを行いま
す。

10月26日、11月9日 藤井寺市立図書館 藤井寺市立図書館 無料
http://ｗｗ
ｗ.lib.city.fujiidera.osaka.jp

藤井寺市立図書館

大阪府 藤井寺市 ① 健康に関する本展 健康に関する本を展示・貸し出しします。 11月1日～28日 藤井寺市立図書館 藤井寺市立図書館 無料
http://ｗｗ
ｗ.lib.city.fujiidera.osaka.jp

藤井寺市立図書館

大阪府 藤井寺市 ① 「古典の日」展 秋の夜長にじっくり読みたい、古典の数々を展示・貸し出しします。 11月1日～28日 藤井寺市立図書館 藤井寺市立図書館 無料
http://ｗｗ
ｗ.lib.city.fujiidera.osaka.jp

藤井寺市立図書館

大阪府 藤井寺市 ① クリスマスの本展 クリスマスに関する本を展示・貸し出しします。 11月1日～28日 藤井寺市立図書館 藤井寺市立図書館 無料
http://ｗｗ
ｗ.lib.city.fujiidera.osaka.jp

藤井寺市立図書館

大阪府 藤井寺市 ① リサイクルフェア 図書館で使わなくなった図書を、市民の皆さんに無償でお譲りします。 11月16日～17日 藤井寺市立図書館 藤井寺市立図書館 無料
http://ｗｗ
ｗ.lib.city.fujiidera.osaka.jp

藤井寺市立図書館

大阪府 松原市 ①③ 第３３回松原市音楽祭
市内で練習、活動している団体（コーラス、ブラスバンド、ギター、琴、
尺八など）の演奏会が行われます。

11月4日 松原市文化会館 松原市音楽祭実行委員会 無料
市民協働部いきがい学習課
072-349-3274

大阪府 松原市 ①③ 松原市民文化祭
市内在住・在学・在勤の方が制作した作品の展示や、俳句・詩吟・囲
碁・将棋・社交ダンスの大会が行われます。

10月26～27日(展示)
11月3日(大会)

松原市立各公民館、松原図書
館、まつばらテラス(輝)、松原市
民道夢館

松原市文化祭実行委員会 無料
市民協働部いきがい学習課
072-349-3274

大阪府 岬町 ③ 岬町文化祭
文化の日を中心とした町民参加型の文化祭です。作品等の展示や、
舞踏・民謡の芸能、コーラス、マンドリンの演奏などを催します。

11月2日～11月4日 淡輪公民館・海風館 岬町文化祭実行委員会 無料
岬町教育委員会生涯学習課
072-492-2715

大阪府 箕面市 ①③ 箕面市戦没者追悼式
先の大戦における戦没者並びに多数の戦争受難者を追悼し、恒久平
和への誓いを新たにするため、戦没者追悼式を挙行します。

11月10日 箕面市立メイプルホール 箕面市 無料
健康福祉政策室
072-727-9512

大阪府 箕面市 ① 手話奉仕員養成講座
地域生活支援事業。聴覚障害者の生活及び関連する福祉制度につ
いての理解と認識を深めると共に、日常会話を行うに必要な手話を習
得する。

R1年6月～R2年2月
箕面市立障害者福祉センター
ささゆり園

箕面市立障害者福祉センターささ
ゆり園　（社福）あかつき福祉会(指
定管理業務)

無料
箕面市立障害者福祉センター
ささゆり園　072-724-2940

教材実費負担

大阪府 箕面市 ①
手話通訳技能研修および自主学
習

本市の登録手話通訳者および登録をめざすかたを対象を対象とし、
自らの手話通訳の技術及び知識の向上を促進し、合わせて人材育成
を図ることを目的とした研修。

8月～R2年3月
箕面市立障害者福祉センター
ささゆり園

障害福祉室 無料
障害福祉室
072-727-9506

教材実費負担

大阪府 箕面市 ① 要約筆記講習会
要約筆記の周知と要約筆記者の養成を目的に、当事者の話を聞き、
聞こえない体験をすると共に、話の内容や音声情報を文字で伝える方

R1年10月～11月
箕面市立障害者福祉センター
ささゆり園

障害者福祉センターささゆり園、社
協ボランティアセンター、障害福祉

無料
障害福祉室
072-727-9506

教材実費負担

大阪府 箕面市 ①③ 食育フェア
・市がすすめる食育の啓発を行います。
・市の食育の取り組みや地産地消の良さを紹介し、家庭での食育に取
り入れてもらいます。

11月23日
・メイプルホール
・中央生涯学習センター

箕面市
【箕面市HP】
http://www.city.minoh.lg.jp/

みどりまちづくり部
箕面産と食の推進室
電話番号：072-724-6159
メール：syokuiku@maple.city.minoh.lg.jp

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

大阪府 箕面市 ①②
2019みのおアイデアメニューコン
テスト表彰式

・市内在住、在学の小学校5年生から中学生を対象に、箕面市で収穫
された秋野菜を使用した料理コンテストを実施し、食に関する興味・関
心を深めます。
・箕面市で収穫される野菜を使用することにより、箕面産野菜及び地
産地消への関心を深めます。

11月23日 箕面市農業祭会場 箕面市 無料
【箕面市HP】
http://www.city.minoh.lg.jp/

みどりまちづくり部
箕面産と食の推進室
電話番号：072-724-6159
メール：syokuiku@maple.city.minoh.lg.jp

大阪府 箕面市 ① みのお山とみどりのフェスティバル
自然素材を使った工作や体験コーナー、活動写真の展示、山麓ファン
ド募金、音楽ステージ等

11月3日
箕面公園瀧安寺前広場、 箕面駅
前ステージ、夫婦橋、梅屋敷、他

NPO山麓保全委員会 無料 072-724-3615

大阪府 箕面市 ③ 多民族フェスティバル2019
世界各国の料理や物産の屋台、子どものあそびなどを通して、地域の
外国人市民と日本人との交流を図るお祭り。

11月9日 小野原公園 （公財）箕面市国際交流協会 https://mafga.or.jp
箕面市国際交流協会
072-727-6912

大阪府 箕面市 ①③ みのおNPOフェスタ2019
箕面市内等で活動するNPO約30団体が、パネル展やブース出展等に
よりその活動の内容や意義等をアピールします。

パネル展：10月11日～25
日、フェスタ当日：10月27日

箕面市立みのお市民活動セン
ター他

みのお市民活動センター
【みのお市民活動センターHP】
http://www.shimink.jp/

箕面市立
みのお市民活動センター
072-720-3386

大阪府 箕面市 ① 第38回箕面市青少年弁論大会 中学生の意見表明の場として弁論大会を行います。 11月9日 箕面市立箕面文化・交流センター
箕面市
箕面市教育委員会
箕面ライオンズクラブ

無料

箕面市教育委員会事務局
子ども未来創造局
青少年育成室
072-724-6968

大阪府 箕面市 ③ 第62回箕面市民展
市民が誰でも参加できる美術展を開催し、絵画・彫塑の部、写真の
部、工芸の部、書の部の４部門で展示を行う。

10月25日～11月3日 箕面市立箕面文化・交流センター
箕面市・箕面市教育委員会・箕面
市美術協会

無料
公益財団法人
箕面市メイプル文化財団
072-723-2525

業務を（公財）箕面市メイプル文化財団に委託

大阪府 箕面市 ①
第３１回生涯学習センターなつり｢
まなび･つどい･ふれあいまつり｣

生涯学習センター利用者グループの日頃の学習活動の発表や展示を
行います。

10月19日10月20日
・箕面市立中央生涯学習センター
・箕面市立メイプルホール

まなび・つどい・ふれあいまつり実
行委員会

箕面市立中央生涯学習センター
072-721-4094

大阪府 箕面市 ①
赤ちゃんのそばでリラックス！産
後ママのためのエクササイズ講座

【生涯学習講座】赤ちゃんと一緒に参加できる、産後の身体に優しく安
心して行えるエクササイズの講座です。

11月21・28日
12月5・12日

箕面市立中央生涯学習センター 箕面市教育委員会
公益財団法人
箕面市メイプル文化財団
072-721-2123

受講申込締切11月7日

大阪府 箕面市 ①
くらしの文字教室～筆ペンで手習
い～

【生涯学習講座】筆ペンを使い方や筆ペンで美しい文字を書く方法を
学ぶ講座

10月16・30日
11月 6・20日

箕面市立東生涯学習センター 箕面市教育委員会
公益財団法人
箕面市メイプル文化財団
072-721-2123

受講申込締切10月2日

大阪府 箕面市 ①
ベトナムの文化を知ろう！阪大生
が見た生きた学び

大阪大学の学生によるベトナム文化などについての公開プレゼンテー
ション及び交流回です。

10月31日
箕面市立みのお市民活動セン
ター

箕面市教育委員会、大阪大学院言
語文化研究科・外国語学部

無料
箕面市教育委員会子ども未来創造局
生涯学習・市民活動室
072-724-6729

大阪府 箕面市 ①③
大阪青山大学・大阪青山大学短
期大学部
公開講座「笑いヨガ」

「笑いヨガ」（仮題）
～誰にでもできる「笑いの体操」と「ヨガの呼吸法」を組み合わせた運
動法～

10月27日
大阪青山大学
箕面キャンパス

大阪青山大学・大阪青山大学短期
大学部

無料
https://www.osaka-
aoyama.ac.jp/

大阪青山大学
大阪青山大学短期大学部
学生支援センター地域連携課
072-724-1836

大阪府 守口市 ①②③ 守口市教育委員会表彰
教育の発展や文化・体育活動に関して、優れた業績を挙げた個人・団
体を表彰します。

11月1日 守口市役所 守口市教育委員会 無料 06-6995-3152

大阪府 守口市 ①③ 守口市美術展覧会

本市における美術の発展並びに市民の情操教育に資するため、ま
た、市民の文化活動及び意識の向上に資することを目的に、守口市・
守口市教育委員会・守口市総合美術協会との三者共催で、「守口市
美術展覧会」を開催しようとするものです。

11月14日～11月17日 守口市役所　会議室104～106
守口市、守口市教育委員会、守口
市総合美術協会

無料 06-6995-3158

大阪府 八尾市 ①③ 第66回　八尾市文化芸術芸能祭
市民の日常の学習・文化・芸術活動の発表、交流の場として開催。作
品展示や舞台発表等を行います。

11月3日、8～10日
八尾市文化会館（プリズムホー
ル）

八尾市文化芸術芸能祭実行委員
会

http://www.kagayaki-yao.or.jp/
八尾市生涯学習センター
電話072-924-3876

※展示・発表は有料（受付終了）です。
※観覧は無料です。

大阪府 八尾市 ①③ ビブリオバトルiｎ八尾図書館
ビブリオバトル（知的書評合戦）に挑戦します。

10月26日
八尾市立青少年センター会議室
（八尾図書館４階）

八尾市立八尾図書館 無料 https://web-lib.city.yao.osaka.jp
八尾図書館
TEL:072-993-3606
FAX:072-923-2937

対象は中学生以上／10月1日午前10時から受
付

大阪府 八尾市 ③
ぬいぐるみおとまり会「ハロウィン
パーティーにようこそ」

おはなし会の後、大好きなぬいぐるみを図書館におとまりさせよう。絵
本を読んだり、遊んだり・・・どんなふうにすごすのかな？こっそり写真
にとっておしらせするよ。

10月26日
八尾市立青少年センター集会室
（八尾図書館４階）

八尾市立八尾図書館 無料 https://web-lib.city.yao.osaka.jp
八尾図書館
TEL:072-993-3606
FAX:072-923-2937

対象は3歳～小学生／10月5日10時から申込書
配布（提出すれば招待状）

大阪府 八尾市 ①③ 読書週間講演会
「歴史文献と先端科学から読み解く宇宙と人間の未来」
講師：京都市立芸術大学美術学部准教授 磯部洋明氏

11月2日
八尾市立青少年センター集会室
（八尾図書館３階）

八尾市立八尾図書館 無料 https://web-lib.city.yao.osaka.jp
八尾図書館
TEL:072-993-3606
FAX:072-923-2937

対象は中学生以上／　10月２日午前10時から受
付

大阪府 八尾市 ①③
講演会「現代語訳で楽しむ『万葉
集』～「令和」のきらめき

新元号「令和」の出典である『万葉集』を、現代語訳でやさしく講義。古
典文学の豊かな世界にいざないます。講師：梅花女子大学 教授 市瀬
雅之氏

11月16日
八尾市立青少年センター集会室
（八尾図書館３階）

八尾市立八尾図書館 無料 https://web-lib.city.yao.osaka.jp
八尾図書館
TEL:072-993-3606
FAX:072-923-2937

対象は16歳以上／11月1日午前10時から受付

大阪府 八尾市 ③
読書週間行事「山本図書館　にぎ
わい寄席」

秋の読書週間の一環として、図書館に来館してもらうきっかけづくりと
して、「山本図書館　にぎわい寄席」を開催します。今年で２年目の行
事であり、一昨年に社会人落語で日本一に輝いた落語家　喜怒家哀
楽氏をお招きします。

10月26日 山本コミュニティセンター 八尾市立山本図書館 無料 https://web-lib.city.yao.osaka.jp/
八尾市立山本図書館
072-995-3883

大阪府 八尾市 ③
読書週間講演会　令和と「万葉集」
－万葉集の魅力－

秋の読書週間の一環として、このたびの元号めいめいの典拠となりま
した『万葉集』のその部分の解説と、そもそも「万葉集の魅力」はどん
なところにあるのかを具体的にわかりやすく講師にお話ししていただき

11月2日 山本コミュニティセンター 八尾市立山本図書館 無料 https://web-lib.city.yao.osaka.jp/
八尾市立山本図書館
072-995-3883

大阪府 八尾市 ①③
ちびっこおはなし会スペシャル
「おばけのランタン（ハロウィングッ
ズ）を作ろう」

おばけのランタン（ハロウィングッズ）を作ります。 10月18日 八尾市立志紀図書館おはなし室 八尾市立志紀図書館 無料 https://web-lib.city.yao.osaka.jp/
志紀図書館
TEL：072-948-5454
FAX：072-920-2211

対象：就学前児とその保護者
定員30組（当日先着順）
申し込み不要

大阪府 八尾市 ①③
ちびっこおはなし会プラス
「保健師さんに聞いてみよう」

保健師さんによる元気になれるお話です。
子どものこと、ご自身のこともご相談ください。
司書による絵本の読み聞かせもあります。

10月25日 八尾市立志紀図書館おはなし室 八尾市立志紀図書館 無料 https://web-lib.city.yao.osaka.jp/
志紀図書館
TEL：072-948-5454
FAX：072-920-2211

対象：３歳児以下とその保護者
定員30組（当日先着順）
申し込み不要

大阪府 八尾市 ①③
おはなし会スペシャル
「ハロウィングッズ」を作ろう

ハロウィングッズを作ります。 10月26日 八尾市立志紀図書館おはなし室 八尾市立志紀図書館 無料 https://web-lib.city.yao.osaka.jp/
志紀図書館
TEL：072-948-5454
FAX：072-920-2211

対象：３歳～小学生
定員30名（当日先着順）
申し込み不要

大阪府 八尾市 ①③
血管年齢測定プラス
「自宅でできる簡単ストレッチ」

血管年齢の測定と待ち時間を利用した
「自宅でできる簡単ストレッチ」の体験会

10月27日 八尾市立志紀図書館おはなし室 八尾市立志紀図書館 無料 https://web-lib.city.yao.osaka.jp/
志紀図書館
TEL：072-948-5454
FAX：072-920-2211

100名（当日先着順）
申し込み不要

大阪府 八尾市 ①③

読書週間記念講演会
「縄文のマツリと弥生時代のはじま
り～2600年前の志紀で起こった出
来事～」

近年の考古学的調査により、田井中遺跡から、従来の研究を覆すよう
な新成果が得られつつあります。縄文時代から弥生時代へいかにして
移り変わっていったのか？縄文人と弥生人はどのように共存していた
のか。学校では教えてくれない最新情報をお届けします。

11月2日
八尾市立
志紀コミュニティセンター集会室

八尾市立志紀図書館
八尾市役所志紀出張所

無料 https://web-lib.city.yao.osaka.jp/
志紀図書館
TEL：072-948-5454
FAX：072-920-2211

60名（当日先着順）
申し込み不要

大阪府 八尾市 ①③

八尾市立埋蔵文化財調査セン
ター令和元年度秋季企画展
『やおの弥生時代(後期)－邪馬台
国時代前夜のようす－』

企画展では、市内で行った発掘調査の成果に基づく主な遺構や遺物
を紹介し、弥生時代後期の暮らしや当時の様子を考えてみます。

令和元 (2019) 年9月26日
(木)～令和2(2020) 年2月14
日(金)

八尾市立埋蔵文化財調査セン
ター（八尾市幸町四丁目58番地
の2）

公益財団法人
八尾市文化財調査研究会

無料
http://www17.plala.or.jp/zyao_ma
ibun/center/index.html

公益財団法人八尾市文化財調査研究
会(八尾市立埋蔵文化財調査センター)
TEL：072-994-4700

午前9時～午後5時　　休館日：土・日・祝日、12
月29日～1月3日
但し10月27日（日）、11月16日(土)・17日（日）、
令和2年1月19日（日）は開館。

大阪府 八尾市 ①③
令和元年度秋季企画展関連講演
会①特別講演会

演題「邪馬台国前史―近畿の弥生時代後期社会と八尾―」講師：関
西大学大学院　非常勤講師森岡秀人氏

10月27日
八尾市文化会館プリズムホール４
階研修室（八尾市光町2-40）

公益財団法人
八尾市文化財調査研究会

http://www17.plala.or.jp/zyao_ma
ibun/center/index.html

公益財団法人八尾市文化財調査研究
会(八尾市立埋蔵文化財調査センター)
TEL：072-994-4700

資料代200円
講演会14：00～15：30
事前申込不要　当日先着80人　当日受付13：00

大阪府 八尾市 ①③ 「関西文化の日」連携イベント
火おこし体験
石包丁による穂摘み体験

11月16、17日
八尾市立埋蔵文化財調査セン
ター（八尾市幸町四丁目58番地
の2）

公益財団法人
八尾市文化財調査研究会

無料
http://www17.plala.or.jp/zyao_ma
ibun/center/index.html

公益財団法人八尾市文化財調査研究
会(八尾市立埋蔵文化財調査センター)
TEL：072-994-4700

休日開館
開館時間午前９時～午後５時　事前申込不要

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

大阪府 八尾市 ③ 関西文化の日
安中新田会所跡旧植田家住宅の入館料を関西文化の日で無料にし
ます。

11月16、17日
安中新田会所跡旧植田家住宅
（八尾市植松町一丁目1番25号）

NPO法人HICALI 無料 http://kyu-uedakejutaku.jp/
安中新田会所跡
旧植田家住宅
072-992-5311

大阪府 八尾市 ③ 植松灯籠の日（夜間開館）
市指定文化財である安中新田会所跡旧植田家住宅の公開と夜間開
館を実施。

11月16日
安中新田会所跡旧植田家住宅
（八尾市植松町一丁目1番25号）

NPO法人HICALI 無料 http://kyu-uedakejutaku.jp/
安中新田会所跡
旧植田家住宅
072-992-5311

大阪府 八尾市 ③ 子どもむかし遊びの日 安中新田会所跡旧植田家住宅で昭和の遊びを体験できます。 11月17日
安中新田会所跡旧植田家住宅
（八尾市植松町一丁目1番25号）

NPO法人HICALI 無料 http://kyu-uedakejutaku.jp/
安中新田会所跡
旧植田家住宅
072-992-5311

大阪府 八尾市 ③ 関西文化の日 しおんじやま古墳学習館の入館料を関西文化の日で無料にします。 11月16、17日
八尾市立しおんじやま古墳学習
館（八尾市大竹五丁目143番地の
2）

特定非営利活動法人
歴史体験サポートセンター楽古

無料 http://racco-taiken.com/sionji/
八尾市立
しおんじやま古墳学習館
072-941-3114

大阪府 八尾市 ①③
特別展「由義寺　発見！－国史跡
指定記念－」

八尾市東弓削で平成29年に発見された由義寺塔跡が国史跡に指定
された記念の特別展です。塔跡の発掘調査で得られたさまざまな資料
とともに関連する資料を一堂に会し、由義寺の塔基壇発見の意義に

～11月25日
八尾市立歴史民俗資料館
（八尾市千塚3-180-1）

八尾市立歴史民俗資料館
http://www17.plala.or.jp/yaoreki
min/

八尾市立歴史民俗資料館
TEL：072-941-3601

大人330円、大・高校生160円（団体は20名以上
半額）

大阪府 八尾市 ①③
ミュージアムトーク「まぼろしの由
義寺　発見」

特別展の展示資料をもとに由義寺の発掘調査成果などをお話しま
す。

10月6日
八尾市立歴史民俗資料館
（八尾市千塚3-180-1）

八尾市立歴史民俗資料館
http://www17.plala.or.jp/yaoreki
min/

八尾市立歴史民俗資料館
TEL：072-941-3601

毎月第一日曜日は観覧料無料

大阪府 八尾市 ①③
特別展記念講演会「（演題未定）」
講師：網伸也氏（近畿大学文芸学
部教授）

特別展に関連した記念講演会です。 10月26日
八尾市立歴史民俗資料館隣　高
安コミセン
（八尾市千塚3-180-1）

八尾市立歴史民俗資料館
http://www17.plala.or.jp/yaoreki
min/

八尾市立歴史民俗資料館
TEL：072-941-3601

資料代200円

大阪府 八尾市 ①③
ミュージアムトーク「由義寺と道鏡
奈良時代の八尾」

由義寺と由義寺を建立した弓削道鏡についてお話します。 11月3日
八尾市立歴史民俗資料館
（八尾市千塚3-180-1）

八尾市立歴史民俗資料館
http://www17.plala.or.jp/yaoreki
min/

八尾市立歴史民俗資料館
TEL：072-941-3601

毎月第一日曜日は観覧料無料

大阪府 八尾市 ①③
特別展記念講演会「（演題未定）」
講師：古市晃氏（神戸大学人文学
研究科准教授）

特別展に関連した記念講演会です。 11月4日
八尾市立歴史民俗資料館隣　高
安コミセン
（八尾市千塚3-180-1）

八尾市立歴史民俗資料館
http://www17.plala.or.jp/yaoreki
min/

八尾市立歴史民俗資料館
TEL：072-941-3601

資料代200円

大阪府 八尾市 ①③
新収蔵品展「古文書で見る八尾の
中世」

近年資料館で購入した中世古文書史料を中心に紹介します。 11月30日～ 1月6日
八尾市立歴史民俗資料館
（八尾市千塚3-180-1）

八尾市立歴史民俗資料館
http://www17.plala.or.jp/yaoreki
min/

八尾市立歴史民俗資料館
TEL：072-941-3601

大人330円、大・高校生160円（団体は20名以上
半額）

大阪府 八尾市 ③ 関西文化の日 八尾市立歴史民俗資料館の入館料を関西文化の日で無料にします。 11月16、17日
八尾市立歴史民俗資料館隣
高安コミセン
（八尾市千塚3-180-1）

八尾市立歴史民俗資料館 無料
http://www17.plala.or.jp/yaoreki
min/

八尾市立歴史民俗資料館
TEL：072-941-3601

大阪府 八尾市 ①③
新版八尾市史 『古代・中世史料
編』を読む会(古代編）

第1回新版八尾市史『古代中世史料編』読み説く会(古代編）を開催 10月20日
市史編纂室2Ｆ会議室（西山本三
丁目5番25号）

八尾市教育委員会 無料 https://www.city.yao.osaka.jp
文化財課　市史編纂室
TEL:072-924-3038

入場料無料。詳細はホームページ参照。

大阪府 八尾市 ①③
新版八尾市史 『古代・中世史料
編』を読む会（中世編）

第2回新版八尾市史『古代中世史料編』読み説く会（中世編）を開催 11月4日
久宝寺コミュニティセンター（八尾
市北久宝寺2丁目1番1号）

八尾市教育委員会 無料 https://www.city.yao.osaka.jp
文化財課　市史編纂室
TEL:072-924-3038

入場料無料。詳細はホームページ参照。

大阪府 八尾市 ①③ 新版八尾市史 『民俗編』を読む会 第1回新版八尾市史『民俗編』読み説く会を開催 11月9日
市史編纂室2Ｆ会議室（西山本三
丁目5番25号）

八尾市教育委員会 無料 https://www.city.yao.osaka.jp
文化財課　市史編纂室
TEL:072-924-3038

入場料無料。詳細はホームページ参照。

大阪府 八尾市 ③
まちで魅了する舞台
落語と演芸会　茶吉寄席

「まちで魅了する舞台」とは、八尾には魅力的な建物や隠れた名所が
たくさんあり、そこにアートと美味しい味覚も加わって、素敵な異空間で
あなたを魅了するプリズムホールの催しです。『茶吉寄席』では桂福團
治師匠プレゼンツの落語・マジック・漫才を丸ごとお楽しみいただけま
す。八尾の懐石料理店＜佑和＞の特別懐石御膳を合わせてお楽しみ
いただけるセットもあります。

10月19日
登録有形文化財
茶吉庵

茶吉庵
（共催）公益財団法人八尾市文化
振興事業団

https://prismhall.jp/
八尾市文化会館
（プリズムホール）
072-924-9999

大阪府 八尾市 ③ 子ども河内音頭講座
地元八尾の特色を読み込んだ河内音頭「八尾百選景」を題材に、音
頭の歴史、詠み方、踊り、太鼓などの鳴り物等といった様々な角度か
ら河内音頭について楽しく学んでいただく講座を毎月１回開催していま

第1回　10月20日
第2回　11月17日
（全7回）

プリズムホール
練習室1
練習室2

公益財団法人
八尾市文化振興事業団

無料 https://prismhall.jp/
八尾市文化会館
（プリズムホール）
072-924-9999

大阪府 八尾市 ③

八尾プリズムホール演劇助成事
業
Prism Partner’s Produce　劇団
コーロ　ワークショップ ①戯曲編

プリズムパートナーズプロデュース今年度採択公演「眠っているウサ
ギ」のプレ企画。
＜物語をつくってみる＞＜演じてみる＞という2つの視点からお芝居を
知るワークショップです。

11月3日、30日
プリズムホール
会議室1

公益財団法人
八尾市文化振興事業団

https://prismhall.jp/
八尾市文化会館
（プリズムホール）
072-924-9999

PPPiaku本公演
12/21～22

大阪府 八尾市 ③

まちで魅了する舞台
～ルネサンス！共鳴し合う弦と古
民家～
ニッケルハルパと古楽器の音楽会

「まちで魅了する舞台」とは、八尾には魅力的な建物や隠れた名所が
たくさんあり、そこにアートと美味しい味覚も加わって、素敵な異空間で
あなたを魅了するプリズムホールの催しです。『ニッケルハルパと古楽
器の音楽会』は北欧伝統楽器とルネサンス古楽器という多弦楽器によ
るアンサンブルの調べが、趣きある古民家と響き合うひとときをワイン
やイタリアンとともに味わえる催しです。当日会場中庭では地元のお
店の雑貨や食材のお買い物が出来る「marche' de omonogi」が同時開

11月16日
登録有形文化財
茶吉庵

公益財団法人
八尾市文化振興事業団

https://prismhall.jp/
八尾市文化会館
（プリズムホール）
072-924-9999

大阪府 八尾市 ③ 菊花展
八尾市市民憲章推進協議会の緑化部会による活動であり、みどり豊
かなまちづくりに向けた啓発活動の一環として、八尾市市民憲章推進
協議会と菊友会が共催し、やおの花である菊の展示を行います。

11月３日前後の１週間くらい 八尾市役所正面玄関外 菊友会 無料

八尾市市民憲章
推進協議会事務局
八尾市市コミュニティ政策推進課
072-924-3827

大阪府 八尾市 ① 家庭教育を考える市民集会

青少年非行の低年齢化が大きな社会問題となり、その背景の一つに
家庭の教育力の低下があげられています。次代を担う青少年の健全
な育成にとって家庭教育は極めて重要な役割を持つため、市民をあ
げて家庭教育に対する関心と理解を深め、そのあり方について考える
機会として講演を行います。

11月23日
八尾市文化会館（プリズムホー
ル）　小ホール

青少年健全育成八尾市民会議、八
尾市

無料
http://www.city.yao.osaka.jp/sos
hiki/6-15-0-0-0_4.html

八尾市こども未来部
青少年課
TEL072-924-3874

大阪府 関係市町 ①
第38回全国・自然歩道を歩こう大
阪府大会
生駒山麓ウォーク

生駒山系の見どころを紹介する「いこいこまっぷ」のコースを歩くイベン
トを開催します！石切駅前公園(東大阪市)を出発し、直後の上り坂は
ハードですが、府民の森ぬかた園地や暗峠など見どころもたくさん！
近鉄生駒ケーブル宝山寺駅(生駒市)がゴールです。秋の景色を楽し
みながら、生駒山系を歩きましょう！

11月3日 石切駅前公園 生駒山系広域利用促進協議会 https://ikomasankei.org/

生駒山系広域利用促進協議会事務局
大阪府みどり推進室
みどり企画課
06-6210-9555

300円※中学生以下無料
当日受付
定員300名

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


