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佐賀県 有田町 ③ 国際学芸員サミット2019

有田焼を所蔵する海外の著名な博物館から学芸員やコレクターを招聘
し、世界に誇る有田焼について海外の学芸員に語っていただくことで、
佐賀県が持つ本物の資源としての有田焼の素晴らしさを県内外へ広く
発信していくため、国際学芸員サミット2019を開催します。

11月16日 県立九州陶磁文化館　講堂 佐賀県 無料
【佐賀県HP】
http://www.pref.saga.lg.jp/

県文化・スポーツ交流局
文化課施設・歴史資産担当
0952-25-7236
Mail:culture_art@pref.saga.lg.jp

佐賀県 有田町 ③ 特別企画［ 有田×野老 ］展
「つなげる」をテーマに紋様の制作を続ける美術家野老朝雄（ところあさ
お）氏による新たな有田焼の可能性を模索する展覧会

9月20日～11月24日 県立九州陶磁文化館 ［ 有田×野老 ］展実行委員会
【九州陶磁文化館HP】
https://saga-
museum.jp/ceramic/

県立九州陶磁文化館

佐賀県 有田町 ③
新収蔵品展1 寄贈記念「今泉吉郎・
吉博コレクション」展

昨年度寄贈のあった貴重なコレクションを展示する 10月5日～11月24日 県立九州陶磁文化館 県立九州陶磁文化館 無料
【九州陶磁文化館HP】
https://saga-
museum.jp/ceramic/

県立九州陶磁文化館

佐賀県 有田町 ②③ 文化発表会
有田中学校で日頃行っている学習や部活動の成果を発表し、文化的、
芸術的な活動を通して豊かな心情を養い、文化に対する意識を高めま

10月25日 有田中学校 有田中学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/arita-j

0955-43-2291

佐賀県 有田町 ②③ 文化発表会 日常の学習活動・文化活動をステージや展示で発表します。 11月1日 西有田中学校 西有田中学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/nishiarita-j

0955-46-4171

佐賀県 有田町 ② 有田工業高校授業参観週間
教職員が相互に授業を参観し、授業者と参観者が感想や気づき等を交
わすことで授業改善を図るもの。

10月下旬～11月上旬 有田工業高校 有田工業高校 無料
【有田工業高校ＨＰ】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/aritakougyoukoukou/

有田工業高校
0955－42－3136

佐賀県 有田町 ②
令和元年度有田工業高等学校文
化祭

1日目：各クラスや有志等によるステージ発表、文化部作品展示や発表
など
2日目：クラス・文化部等による作品展示や発表、模擬店、バザーなど

11月15日～16日 有田工業高校 有田工業学校 無料
【有田工業高校ＨＰ】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/aritakougyoukoukou/

有田工業高校
0955－42－3136

佐賀県 有田町 ② 公開授業週間
終日学校を開放し、保護者や生徒が就業している事業所の方々に授業
を参観していただきます。また、最終日には給食の試食会も行います。

10月23日～11月6日 有田工業高校 有田工業高校定時制 無料
【有田工業高校定時制HP】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/aritakougyoukoukou-p

有田工業高校（定時制）
0955-42-3136

給食試食会の給食費は実費負担で
す。

佐賀 伊万里 ② 松浦小教育フェスタ
子ども達の日頃の学びを参観していただき、学校教育への理解を深め
てもらう。親子で講演を聴いたりお弁当を食べたりすることで、親子のふ
れあいの場とし、また、バザーも開催し、地域の交流の場にもしたい。

11月10日 松浦小学校 松浦小学校 無料
松浦小学校
0955-26-2050

佐賀県 伊万里市 ②
ミュージアム・キャラバン隊「近くで
見よう、ホンモノの美術作品」

事前に応募いただいた学校へ、持参した画や工芸品など美術作品を目
の前に、学芸員が児童へ鑑賞のポイントを解説します。

11月8日 伊万里市立滝野小学校 佐賀県立博物館・美術館 無料
佐賀県立博物館・美術館
0952-24-3948

対象は会場校児童のみ

佐賀県 伊万里市 ①②
松浦公民館まつり・家読フェスティ
バル

公民館まつりでは、各種イベントや食品バザー、地域住民による芸能発
表を行います。町民へ家読の浸透を図りまちづくりの発展のため、家読
フェスティバルと合同で開催します。

11月17日 松浦公民館 松浦公民館まつり実行委員会 無料
【松浦公民館HP】
http://www.city.imari.saga.jp/26
66.htm

松浦公民館
0955-26-2001

佐賀県 伊万里市 ④ 第１７回立花公民館まつり 芸能発表・作品展示 11月17日 立花公民館 立花公民館まつり実行委員会 無料
立花公民館
0955-20-4567

佐賀県 伊万里市 ①③ 大坪公民館まつり 各種イベントや食品バザー、地域住民による芸能発表会等を行います。 11月17日 大坪公民館 大坪公民館まつり実行委員会 無料
大坪公民館
0955-23-9898

佐賀県 伊万里市 ①
令和元年度　二里町民ふれあいま
つり

町民が相集い、連帯感を深め、心豊かで活力あふれるまちづくりめざ
し、明日の「ふたさと」を考える機会とするため、各種サークルの発表や
作品展示、小・中学生の主張発表、ふれあい販売等を実施する。

11月17日 二里公民館 二里公民館 無料
【二里公民館】　　　　　　　　niri-
kou@city.imari.lg.jp

二里公民館
0955-23-3024

佐賀県 伊万里市 ①③ 第３２回山代まつり 公民館まつり（芸能発表・文化作品展示など） 11月17日 山代公民館 山代まつり実行委員会 無料 yamashiro-kou@city.imari.lg.jp
山代公民館
0955-28-2001

佐賀県 伊万里市 ①③
フル―ツの里南波多ふれあいまつ
り

家庭、学校、地域が連携し、町民のふれあいと伝統の継承、文化の創造
を図るため、子どもの主張や各種団体による芸能発表、バザー等を実施

11月17日 南波多公民館
フルーツの里南波多ふれあい
まつり実行委員会

無料
南波多公民館
0955-24-2001

佐賀県 伊万里市 ①
やってみゅ～だ２０１９ｉｎ大川町、
ふるさと祭り

グラウンド・ゴルフ大会・ジュニア駅伝・バーベキュー大会・佐賀県玉入れ
選手権大会・作品展示・ふるさと祭り

11月3日
大川運動広場
大川公民館

やってみゅ～だ実行委員会・大
川町区長会

ookawa-kou@city.imari.lg.jp
大川公民館
0955-29-2001

参加料有
(ふるさと祭り無料）

佐賀県 伊万里市 ①
令和元年度
子ども伊万里塾

お祭り会場で花を飾ろう
トンテントンのポスターで祭りを盛り上げよう
トンテントン祭りの前に会場をきれいにしよう
トンテントン祭りの後に会場をきれいにしよう

10月 伊万里町市街地 響け伊小の会 無料
伊万里公民館
0955-23-9988

佐賀県 伊万里市 ①
令和元年度
第5回啓蒙舎塾

現地研修　市教育委員会 10月18日 伊万里公民館 啓蒙舎塾実行委員会 無料
伊万里公民館
0955-23-9988

佐賀県 伊万里市 ①③ 第32回伊万里公民館まつり 芸能発表・文化発表等 11月3日 伊万里公民館
伊万里公民館まつり実行委員
会

無料
伊万里公民館
0955-23-9988

佐賀県 伊万里市 ①
令和元年度
第4回子ども啓蒙舎塾

企業を知ろう 11月9日 東山代町、波多津町 子ども啓蒙舎塾実行委員会 無料
伊万里公民館
0955-23-9988

佐賀県 伊万里市 ① 第37回ナイトハイク 子ども達による夜間約24ｋｍのハイキング 11月16日～17日 伊万里町～黒川町 伊万里地区子ども会連合会 無料
伊万里公民館
0955-23-9988

佐賀県 伊万里市 ① 牧島公民館まつり
地区対抗駅伝、保育園児、小・中学生、一般の方の作品展、芸能発表、
子ども話し方の披露、農協青年部による農産品バザー、子ども会による
出店、壁新聞、食改善推進協議会による昼食バザーを行います。

11月17日
牧島公民館
及びその周辺

牧島公民館まつり実行委員会 無料 makishima-kou@city.imari.lg.jp
牧島公民館
0955-22-5783

農産品、昼食のバザー等の購入
は、有料となっています。

佐賀県 伊万里市 ①②
令和元年度
波多津公民館大会

生涯学習及び学校教育の成果を発表する場を設け、学習活動に対する
町民の理解と認識を深めてもらい、さらに、町民自らが学習の実践者と
なるきっかけを提供します。

11月10日
伊万里市
波多津コミュニティセンター

波多津公民館大会実行委員会 無料 hatatsu-kou@city.imari.lg.jp
波多津公民館
0955-25-0001

佐賀県 伊万里市 ③ 岳神社奉納浮立
大川内山岳神社に奉納する浮立を今年は「正力坊」地区が町をあげて
行う

10月23日
大川内町（大川内山岳神社と、正力
坊・吉田・福野地区にある神社前広
場3か所の計４か所）

岳神社奉納浮立保存会（今年
は、正力坊地区）

無料 正力坊区長
問合せ先の区長へは、大川内公民
館を通じて連絡します（大川内公民
館0955-23-2774）

佐賀県 伊万里市 ① 大川内公民館まつり 町民が集まり、芸能発表（踊りや歌、茶道、手芸品の発表）等を行う。 11月17日 大川内公民館 公民館まつり実行委員会 無料
大川内公民館
0955-23-2774

佐賀県 伊万里市 ①③ 東山代町ふるさとふれあいまつり
小・中学生、一般の方の作品展示、芸能発表、子ども話し方大会、各種
バザーを行います。

11月10日 東山代公民館
東山代町ふるさとふれあいまつ
り実行委員会

無料
東山代公民館
0955-28-0001

佐賀県 伊万里市 ①②③ 令和元年度黒川町ふるさとまつり
町民、学校および企業等へ参加を呼びかけ、芸能発表を行うとともに、
功績者の表彰、少年の主張や創作品の展示、即売会やお楽しみ抽選会
等を実施します。

11月17日 黒川公民館
黒川町ふるさとまつり実行委員
会、黒川公民館

無料 kurogawa-kou@city.imari.lg.jp
黒川公民館
0955-27-0001

各団体等の出店あり。有料で販売。

佐賀県 伊万里市 ①②③ 東山代町ふるさとふれあいまつり
小・中学生、一般の方の作品展示、芸能発表、子ども話し方大会、高校
生によるカフェ、各種ﾊﾞｻﾞｰを実施

11月10日 東山代公民館
東山代ふるさとふれあいまつり
実行委員会

無料
東山代公民館
0955－28－0001

higashiyamashiro-kou@city.imari.lg.jp

佐賀県 伊万里市 ② フリー参観デー
保護者・地域の方の授業参観（フリー参観デー）並びに育友会によるバ
ザー

11月10日 二里小学校 二里小学校
【二里小学校HP】
http://cms.saga-ed.jp/hp/niri-

二里小学校
0955-23-3463

佐賀県 伊万里市 ② わいわいフェスタ 授業参観・ＰＴＡバザー・教育講演会 11月17日 東山代小学校
小学校
PTA

無料
東山代小学校
0955-28-0024

佐賀県 伊万里市 ②
小中一貫校滝野校
学習発表会・地域ふれあい行事

生活科や総合的な学習の時間等で学習したことを、保護者や地域の
方々に発表する。午後は、地域の方々と昔遊びで親睦を深めます。

10月20日
小中一貫校
滝野校体育館

小中一貫校滝野校 無料
【滝野校HP】http://cms.saga-
ed.jp/hp/takino-j

小中一貫校滝野校小学部
0955-28-0023

佐賀県 伊万里市 ② ふれあいサンデー
日曜参観日として、「ふれあい道徳」の授業参観及び教育講演会、バ
ザー等を開催します。

11月10日 山代東小学校 山代東小学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/yamashirohigashi-

伊万里市立山代東小学校
0955-28-2009

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

佐賀県 伊万里市 ② 西の谷ふれあいまつりin山西小 授業参観・育友会バザー・学年発表等 11月10日
山代西小学校
体育館

山代西小学校 無料
【山代西小学校HP】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/yamashironishi-e/

山代西小学校
0955-28-3015

佐賀県 伊万里市 ② 文化発表会
南波多郷学館全校児童生徒による学習発表会を行います。地域にも呼
びかけ、毎年多数の参観者があります。

10月20日
南波多郷学館
体育館

南波多郷学館 無料
【郷学館HP】http://cms.saga-
ed.jp/hp/minamihata-

南波多郷学館
0955-24-2007

佐賀県 伊万里市 ② 文化発表会
総合的な学習の時間のまとめや演劇等を学年ごとに発表し，広く保護
者・地域の方々に学習の様子を公開します。

10月20日 伊万里中学校 伊万里中学校
伊万里中学校
0955-23-4158

佐賀県 伊万里市 ② オープンスクール
保護者・地域の方へ学校を開放し，生徒の学習の様子等自由に参観し
てもらいます。

11月5日～８日 伊万里中学校 伊万里中学校
伊万里中学校
0955-23-4158

佐賀県 伊万里市 ② 啓成中学校文化発表会 生徒によるステージ発表、作品展示等 10月20日 啓成中学校 啓成中学校 無料
啓成中学校
0955-22-3600

佐賀県 伊万里市 ②
啓成中学校ふれあい道徳・バザー・
竹あかりコンサート

ふれあい道徳の授業参観やＰＴＡ主催のバザー、竹あかりコンサート等 11月17日 啓成中学校 啓成中学校 無料
啓成中学校
0955-22-3600

佐賀県 伊万里市 ② 文化発表会
総合的な学習の時間のまとめや演劇等を学年ごとに発表し，広く保護
者・地域の方々に学習の様子を公開します。

10月20日 青嶺中学校 青嶺中学校 無料
青嶺中学校
0955-27-0053

佐賀県 伊万里市 ③ 文化発表会 学年劇・学年合唱・総合的な学習の時間での学習発表・展示等 10月20日
東陵中学校
体育館

東陵中学校 無料
【東陵中学校HP】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/toryo-j/

東陵中学校
0955-26-2012

佐賀県 伊万里市 ② 校内合唱コンクール 校内でクラス対抗で合唱コンクールを実施します。 10月20日 国見中学校体育館 国見中学校 無料
【国見中学校HP】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/kunimi-j/

国見中学校　
0955-23-5195

佐賀県 伊万里市 ② 学習発表会 日頃の学習の成果について展示・実演などの発表を行います。 10月20日 国見中学校体育館 国見中学校 無料
【国見中学校HP】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/kunimi-j/

国見中学校　
0955-23-5195

佐賀県 伊万里市 ② 音楽鑑賞会 佐賀県警察音楽隊による演奏 10月20日 国見中学校体育館 国見中学校 無料
【国見中学校HP】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/kunimi-j/

国見中学校　
0955-23-5195

佐賀県 伊万里市 ② 文化発表会 合唱コンクール
学校での教育活動の学習成果と文化活動について地域・保護者に発表
し交流を深めます。

10月20日 山代中学校体育館 山代中学校 無料
【山代中ＨＰ】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/yamashiro-j/

0955-28-2026

佐賀県 伊万里市 ② 親子ふれあいデー
保育参観・教育講演会
親子ふれあい給食

１１月1日
（金）

黒川幼稚園 黒川幼稚園 無料 kurogawa-you@city.imari.lg.jp
黒川幼稚園
0955-27-0609

佐賀県 伊万里市 ①② 校内読書会（ビブリオバトル）
自分のお気に入りの一冊を紹介し、クラス内で「一番読みたくなった本」
を投票で決定する活動で、読書に取り組む姿勢を養うとともにプレゼン
テーション能力の向上を目指します。

10月29日 伊万里高校 伊万里高校 無料
【伊万里高校HP】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/imarikoukou

伊万里高校
0955-23-3101

佐賀県 伊万里市 ② 佐賀ローカリスト講演会
佐賀県のローカリストをお招きし、1，2年生を対象に地域とのかかわり方
について講演をいただく。

10月31日 伊万里高校体育館 さが創生推進課 無料
【伊万里高校HP】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/imarikoukou

伊万里高校
0955-23-3101

佐賀県 伊万里市 ①② がんの教育
がんに対する正しい知識を身につけ、自己の健康管理・健康増進への
意欲を醸成します。

11月12日 伊万里高校 伊万里高校 無料
【伊万里高校HP】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/imarikoukou

伊万里高校
0955-23-3101

佐賀県 伊万里市 ①② 性教育講演会
性教育に関する正しい知識を身につけ、自己の健康管理・健康増進へ
の意欲を醸成します。

11月12日 伊万里高校 伊万里高校 無料
【伊万里高校HP】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/imarikoukou

伊万里高校
0955-23-3101

佐賀県 伊万里市 ①② 人権学習・同和教育講演会
講演会を通して望ましい人権感覚を身につけ、差別に負けない・差別を
許さない態度の育成を図ります。

11月19日 伊万里高校 伊万里高校 無料
【伊万里高校HP】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/imarikoukou

伊万里高校
0955-23-3101

佐賀県 伊万里市 ② 芸術鑑賞会
優れた文化・芸術に親しみ、感性や教養、興味を深め、豊かな心を育成
することを目的に、伊万里商業高校・伊万里農林高校・伊万里実業高校
の3校合同で芸術鑑賞会を行います。

10月23日 伊万里市民会館 伊万里商業高等学校 無料

【伊万里商業高校HP】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/imarishougyoukoukou
【伊万里実業高校HP】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/imarijitsugyoukoukou

伊万里商業高等学校
0955-23-5191

生徒・職員対象のため、一般参観
不可

佐賀県 伊万里市 ② 人権・同和教育講演会

同和問題をはじめとする様々な人権問題に対する認識を深めるととも
に、人権問題を自らの問題として捉え、日頃の言動に反映させることが
できるような人権意識の高揚を図ることを目的として講演会を開催しま
す。

11月21日 伊万里商業高校体育館 伊万里商業高等学校 無料

【伊万里商業高校HP】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/imarishougyoukoukou
【伊万里実業高校HP】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/imarijitsugyoukoukou

伊万里商業高等学校
0955-23-5191

生徒・職員対象のため、一般参観
不可

佐賀県 伊万里市 ② 第４１回はってん祭 学校祭（授業参観）があります。 10月13日
伊万里特別支援学校
体育館他

伊万里特別支援学校 無料
imaritokubetsushien@mail.saga-
ed.jp

伊万里特別支援学校

佐賀県 嬉野市 ① 演劇鑑賞会 演劇鑑賞を通じ、子ども達の健全な成長へ繋げていく 11月17日 嬉野市社会文化会館リバティ 嬉野市子ども会連絡協議会 無料
嬉野市文化・スポーツ振興課
TEL/FAX：0954-66-9129

佐賀県 嬉野市 ② 塩田中学校文化発表会
全校生徒が体育館ステージで劇や合唱等の発表 を行います。また、各
学年の共同作品や各教科の作品、美術部の作品等を展示します。

10月30日 塩田中学校体育館 塩田中学校 無料
塩田中学校
0954－66－2030

佐賀県 嬉野市 ② 嬉野中学校文化発表会 合唱コンクール、学年劇、体験活動発表、など 10月20日 嬉野中学校 嬉野中学校 無料
嬉野中学校
0954-43-0244

佐賀県 嬉野市 ② 大野原ふるさと文化祭 児童生徒の劇や総合的な学習の時間の成果発表、作品展示、バザー 11月16日 大野原小中学校体育館 大野原小中学校 無料
大野原中学校
0954-43-0807

佐賀県 嬉野市 ② 吉田中学校文化祭 生徒全員による展示・ステージ発表・合唱コンクールなど 10月26日 吉田中学校体育館 吉田中学校 無料
吉田中学校
0954‐43‐9321

佐賀県 嬉野市 ② 嬉野市教育の日 嬉野市内の小中学校で授業参観、講演会などを実施します。 11月10日 市内小中学校 嬉野市教育委員会 無料
嬉野市教育委員会
0954-66-9128

佐賀県 嬉野市 ②③
文化庁の文化芸術による子供の育
成事業（巡回公演）

人形劇団京芸による児童劇 10月8日 大草野小学校 文化庁・嬉野市教育委員会 無料
大草野小学校　　　　　　　　　　　　
0954-43-1388

佐賀県 嬉野市 ②③
文化庁の文化芸術による子供の育
成事業（巡回公演）

ＡＣＯ沖縄による沖縄版ミュージカル「沖縄燦燦」 11月15日 久間小学校 文化庁・嬉野市教育委員会 無料
久間小学校
0954-66-2204

佐賀県 嬉野市 ② 人権・同和教育講演会（全学年）
HR活動の時間を使い、講師を招いて人権に関する講演会を実施しま
す。

10月29日 嬉野高校（嬉野校舎） 嬉野高校（嬉野校舎） 無料
嬉野高校（嬉野校舎）
0954-43-0107

佐賀県 嬉野市 ② 防犯教室（全学年）
HR活動の時間を使い、講師を招いて防犯に関する講演会を実施しま
す。

11月12日 嬉野高校（嬉野校舎） 嬉野高校（嬉野校舎） 無料
嬉野高校（嬉野校舎）
0954-43-0107

佐賀県 嬉野市 ② エイズ予防講演会（１学年）
HR活動の時間を使い、講師を招いてエイズ予防に関する講演会を実施
します。

11月19日 嬉野高校（嬉野校舎） 嬉野高校（嬉野校舎） 無料
嬉野高校（嬉野校舎）
0954-43-0107

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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佐賀 嬉野市 ②③ 第５６回塩工祭

毎年、「塩工祭」のテーマを設定し文化祭と体育祭を実施します。文化祭
では、テーマに基づいた各クラスの作品制作や、研究発表、各種模擬店
の出店、PTAによるバザーを行います。また、体育祭では生徒が3つの
団に分かれ、優勝を目指して15種目競技を行います。

10月12日
15日

塩田工業高校、嬉野高校塩田校舎 同左 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/shiotakougyoukoukou/

塩田工業高校、嬉野高校塩田校舎
0954-66-2044

佐賀 嬉野市 ②④ 工業系高校学習成果発表会
工業系高校各科が日頃の学習状況や研究内容等をまとめ発表を行い
ます。

10月19日 鳥栖市民文化会館 工業系高校 無料
塩田工業高校、嬉野高校塩田校舎
0954-66-2044

佐賀 嬉野市 ①②③ 嬉野市塩田町文化祭

嬉野市塩田町が開催する文化祭で、本校の各工業科と文化部が参加を
します。各工業科や文化部が日頃の活動で制作した作品や、また町内
の方に本校の学習内容や活動を理解していただくため、体験型の作品
制作コーナーもあります。

10月26日27日 嬉野市中央公民館 無料

佐賀 嬉野市 ② 食育教育

「嬉野市食育推進計画」のもと、市民が一体となって、関係者と連携を深
めながら、嬉野市の食育推進活動が展開されています。今回の食育教
育では、高校を卒業するまでに、簡単な料理が自分で作れるように体験
学習を行い、卒業後自立した食生活を営むことができるようになることを
目的として開催されます。また、地域の人と交流しながら、郷土料理の実
習をとおして「食文化」や「地産地消」等、食育の関心を深め実践につな

10月30日31日 塩田工業高校、嬉野高校塩田校舎 同左 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/shiotakougyoukoukou/

塩田工業高校、嬉野高校塩田校舎
0954-66-2044

佐賀 嬉野市 ②③ 芸術鑑賞会
塩田校舎、嬉野校舎の合同開催行事であり、毎年両校舎の全生徒が一
斉に芸術を鑑賞するようにしています。毎年ジャンルを変えており、今年
度は古典芸能落語を鑑賞します。

11月1日 塩田工業高校、嬉野高校塩田校舎 同左
http://cms.saga-
ed.jp/hp/shiotakougyoukoukou/

塩田工業高校、嬉野高校塩田校舎
0954-66-2044

保護者からの徴収金で開催のた
め、外部の方は、要相談

佐賀 嬉野市 ② 防火・防災避難訓練
外部より講師を招聘し、「防火防災」に対する知識と意識の向上、また有
事の際の行動を訓練します。

11月5日 塩田工業高校、嬉野高校塩田校舎 同左 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/shiotakougyoukoukou/

塩田工業高校、嬉野高校塩田校舎
0954-66-2044

佐賀 嬉野市 ①② 進路セミナー
地元企業の数社から講師を招聘し、1・2年生対象に地元企業の魅力を
発信していただき、有望な生徒を少しでも地元企業に残すための事業で

11月12日 塩田工業高校、嬉野高校塩田校舎 同左 無料
塩田工業高校、嬉野高校塩田校舎
0954-66-2044

佐賀 嬉野市 ①② 人権・同和教育
外部より講師を招聘し、スマートフォーンによるいじめ等について、いじ
め防止に対する考え方の促進を図ることを目的とし、1・2年生対象に講
演をしていただく予定です。

11月19日 塩田工業高校、嬉野高校塩田校舎 同左 無料
塩田工業高校、嬉野高校塩田校舎
0954-66-2044

佐賀県 大町町 ③ ふるさと文化まつり 大町町文化連盟を中心に作品展示と芸能発表が行われます 11月1日～４日 大町町公民館 大町町文化連盟 無料
大町町教育委員会社会教育係
0952-82-3177

佐賀県 大町町 ① 少年の主張大会 大町ひじり学園の児童生徒の代表が自らの主張を発表します 11月3日 大町町公民館 青少年育成町民会議 無料
大町町教育委員会社会教育係
0952-82-3177

佐賀県 大町町 ② 文化発表会・きらきら集会 大町町立小中一貫校大町ひじり学園の学習発表・文化発表会です 11月9日 大町ひじり学園 大町ひじり学園 無料
大町町教育委員会学校教育係
0952-82-3177

佐賀県 大町町 ② 聖陵祭文化祭
日頃の学習活動や部活動の取組を発表し、保護者や地域の方々へも披
露する。

11月1日 佐賀県立杵島商業高等学校 佐賀県立杵島商業高等学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/kishimashougyoukouko

杵島商業高等学校
0952-82-3241

佐賀県 大町町 ② 芸術鑑賞
津軽三味線あべや（津軽三味線、民謡を中心とした日本民俗音楽芸能
集団）の演奏を鑑賞し、日本人が育んできた音の響きの美しさを再認識

11月5日 白石高等学校普通科キャンパス
杵島商業高等学校・白石高等
学校

http://cms.saga-
ed.jp/hp/kishimashougyoukouko

杵島商業高等学校
0952-82-3241

部外者鑑賞不可

佐賀県 大町町 ② 聖陵祭文化祭
日頃の学習活動や部活動の取組を発表し、保護者や地域の方々へも披
露する。

11月1日 佐賀県立杵島商業高等学校 佐賀県立杵島商業高等学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/kishimashougyoukouko

杵島商業高等学校
0952-82-3241

佐賀県 大町町 ② 芸術鑑賞
津軽三味線あべや（津軽三味線、民謡を中心とした日本民俗音楽芸能
集団）の演奏を鑑賞し、日本人が育んできた音の響きの美しさを再認識

11月5日 白石高等学校普通科キャンパス
杵島商業高等学校・白石高等
学校

http://cms.saga-
ed.jp/hp/kishimashougyoukouko

杵島商業高等学校
0952-82-3241

部外者鑑賞不可

佐賀県 小城市 ③ 小城市民文化祭　　小城町文化展 市民及び文化連盟会員の一年間の集大成ともいえる作品の展示 11月1日～3日 ゆめぷらっと小城
小城市
協力：小城市文化連盟

無料
【小城市HP】
http://www.city.ogi.lg.jp/

小城公民館　
　
　0952-73-3215

佐賀県 小城市 ③ 小城市民文化祭　三日月作品展 市民及び文化連盟会員の一年間の集大成ともいえる作品の展示 11月1日～3日 ドゥイング三日月
小城市
協力：小城市文化連盟

無料
【小城市HP】
http://www.city.ogi.lg.jp/

三日月公民館
0952-72-1616

佐賀県 小城市 ③
小城市民文化祭　　牛津作品展示
会

市民及び文化連盟会員の一年間の集大成ともいえる作品の展示 11月1日～3日 牛津公民館
小城市
協力：小城市文化連盟

無料
【小城市HP】
http://www.city.ogi.lg.jp/

牛津公民館
0952-37-6143

佐賀県 小城市 ③
小城市民文化祭　　あしかり文化ま
つり展示会

市民及び文化連盟会員の一年間の集大成ともいえる作品の展示 11月1日～3日
芦刈地域交流
センター

小城市
協力：小城市文化連盟

無料
【小城市HP】
http://www.city.ogi.lg.jp/

芦刈公民館
0952-37-6140

佐賀県 小城市 ③
小城市民文化祭　三日月子ども文
化まつり

子どもを主体とした団体の日頃の成果を発表 11月2日 ドゥイング三日月
小城市
協力：小城市文化連盟

無料
【小城市HP】
http://www.city.ogi.lg.jp/

三日月公民館
0952-72-1616

佐賀県 小城市 ③
小城市民文化祭　　あしかり文化ま
つり公演会

音楽、舞踏など舞台公演会の開催 11月3日
芦刈地域交流
センター

小城市
協力：小城市文化連盟

無料
【小城市HP】
http://www.city.ogi.lg.jp/

芦刈公民館
0952-37-6140

佐賀県 小城市 ③
小城市民文化祭　　牛津一般公演
会

音楽、舞踏など舞台公演会の開催 11月4日 牛津公民館
小城市
協力：小城市文化連盟

無料
【小城市HP】
http://www.city.ogi.lg.jp/

牛津公民館
0952-37-6143

佐賀県 小城市 ③ 小城市民文化祭　小城町芸能祭 音楽、舞踏など舞台公演会の開催 11月9日 ゆめぷらっと小城
小城市
協力：小城市文化連盟

無料
【小城市HP】
http://www.city.ogi.lg.jp/

小城公民館　
　　
0952-73-3215

佐賀県 小城市 ① 小城市少年少女の声大会 小学生、中学生が日頃考えていることや感じていることを発表 11月16日 ドゥイング三日月 小城市 無料
【小城市HP】
http://www.city.ogi.lg.jp/

生涯学習課　
　　
　0952-37-6132

佐賀県 小城市 ③ 佐賀大学・小城市交流事業展 小城藩主と朝廷との交流について考える 10月26日～12月8日 小城市立歴史資料館
小城市教育委員会　
　
佐賀大学

無料
小城市教育委員会
文化課文化振興係
0952-71-1132

佐賀県 小城市 ③ 土生遺跡公園まつり
主に小学生及びその保護者を対象として土器つくりや火起こし体験、古
代食体験をおこなう。子供たちが作成した土器等は後に焼成し、歴史資
料館で企画展示をおこなう。

10月19日 史跡土生遺跡公園 小城市教育委員会
小城市教育委員会
文化課文化財保護係
0952-73-8809

料金は材料費500円程度

佐賀県 小城市 ③ 中林梧竹特別展 小城出身の書家中林梧竹の作品を紹介します。 10月15日～未定 小城市立中林梧竹記念館 小城市教育委員会
小城市教育委員会
文化課文化振興係
0952-71-1132

入場料大人200円

佐賀県 小城市 ① ブックリサイクル
市民図書館で除籍された図書資料約3,000冊を図書館利用者に、読書
の推進と感謝の意を持って無料譲渡します。

10月19日 ドゥイング三日月 小城市民図書館 無料
【小城市民図書館HP】
http://library.city.ogi.saga.jp/

小城市民図書館三日月館
0952-72-4946

メールアドレス:tosyokan-
mikatsuki@city.ogi.lg.jp

佐賀県 小城市 ① 秋の夜の おはなし会 読み聞かせボランティアグループと協働で実施します。 11月16日 小城市地域交流センターあしぱる 小城市民図書館 無料
【小城市民図書館HP】
http://library.city.ogi.saga.jp/

小城市民図書館芦刈分室
0952-37-6141

メールアドレス:tosyokan-
mikatsuki@city.ogi.lg.jp

佐賀県 小城市 ②
小城中学校フリー参観デー
文化発表会

学習活動公開及び文化発表会 10月26日 小城中学校 小城中学校 無料 http://www.ogicity.ed.jp/jh-ogi/
小城中学校
0952-73-2191

佐賀県 小城市 ②
三日月中学校　小城市民参観日
文化発表会　合唱コンクール

学習活動公開、文化発表会及び各学級の合唱発表会 10月20日 三日月中学校 三日月中学校 無料
三日月中学校
0952-73-2016

佐賀県 小城市 ②
牛津中学校フリー参観デー
津拓祭（しんたくさい）

学習活動公開及び文化発表会・合唱コンクール 10月27日 牛津中学校 牛津中学校 無料 www.ogicity.ed.jp/jh-ushizu/
牛津中学校
0952-66-0022

佐賀県 小城市 ② 桜岡小学校フリー参観日 学習活動公開(授業公開・全校集会）　　少年少女の声発表会 10月27日 桜岡小学校 桜岡小学校 無料
桜岡小学校
0952-73-3070

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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佐賀県 小城市 ② 日曜参観デー「三里フェスタ」 学習活動公開 11月10日 三里小学校 三里小学校 無料
三里小学校
0952-73-3239

佐賀県 小城市 ② 晴田小学校区フリー参観デー 学習活動公開及び人権フェスタ 11月10日 晴田小学校 晴田小学校 無料
晴田小学校
0952-73-3226

佐賀県 小城市 ② 学校公開日・「少年の声」発表大会
地域の方に児童の学習の様子及び代表児童による「少年の声」発表会
を参観してもらいます。

11月10日 岩松小学校 岩松小学校
岩松小学校
0952-73-2555

佐賀県 小城市 ②③ 三日月小学校　三日月デー 学習活動公開　親子芸術鑑賞 11月17日 三日月小学校 学校・育友会
http://www.ogicity.ed.jp/e-
mikatsuki/

三日月小学校
0952-73-2950

佐賀県 小城市 ② 牛津小学校フリー参観デー 学習活動公開　、音楽集会 11月24日 牛津小学校 牛津小学校 無料
牛津小学校
0952-66-0047

佐賀県 小城市 ② 砥川小学校フリー参観デー 学習活動公開及びもちつき大会 12月7日 砥川小学校 砥川小学校 無料
http://www.ogicity.ed.jp/e-
togawa/

砥川小学校
0952-66-0130

佐賀県 小城市 ②
芦刈観瀾校フリー参観デー
文化発表会

学習活動公開及び文化発表会 10月26日 芦刈観瀾校 芦刈観瀾校 無料
芦刈観瀾校
0952-66-0403

佐賀県 小城市 ② 芸術鑑賞会
今年度は、東京演劇集団「風」による『Touch～孤独から愛へ』の演劇を
上演し、登場人物の心情を味わったり、演劇の歴史的背景について理
解を深めるなど、芸術や文化に親しむ。

11月7日 佐賀県立小城高等学校体育館 佐賀県立小城高等学校 無料
佐賀県立小城高等学校HP
http://cms.saga-
ed.jp/hp/ogikoukou/

小城高校
0952-73-2295

R元.10月上旬～中旬に更新予定

佐賀県 小城市 ② 人権・同和教育講演会
様々な人権問題に対する認識を深めるとともに、人権問題を自らの問題
として捉え、日頃の言動に反映させることができるような人権感覚を高め
ることを目的として、講演会を行います。

11月13日 佐賀県立小城高等学校体育館 佐賀県立小城高等学校 無料
佐賀県立小城高等学校HP
http://cms.saga-
ed.jp/hp/ogikoukou/

小城高校
0952-73-2295

R元.10月上旬～中旬に更新予定

佐賀県 小城市 ② オンリーワン課題探究発表会

本校では、高校生活の３年間において、自分が興味のある学問や職業
について調べ、学ぶ意義や働くことについて理解を深める「オンリーワン
活動」というものを実施しています。その中の、１年生は職業研究につい
て、２年生は自由課題研究についての課題探究発表会を行います。

11月19日 佐賀県立小城高等学校体育館 佐賀県立小城高等学校 無料
佐賀県立小城高等学校HP
http://cms.saga-
ed.jp/hp/ogikoukou/

小城高校
0952-73-2295

R元.10月上旬～中旬に更新予定

佐賀 小城市 ② 第56回牛津高等学校文化祭
本校4学科の日頃の学習成果を発表する場です。文化部等による作品
等の展示発表があります

11月10日～11日 牛津高校 牛津高校 無料
【牛津高校HP】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/ushidukoukou/

牛津高校
0952-66-1811

佐賀県 鹿島市 ③
床の間コーナー
「鹿島美術人協会50周年記念事業　
鹿島をリードした芸術家たち」

鹿島美術人協会が今年で創立50年を迎えるにあたり開催する鹿島美術
人協会50周年記念事業の一環として、展示を行う。三期に分けて、物故
者の作品から現会員の工芸、絵画の作品を展示します。

10月1日～12月23日
鹿島市生涯学習センター・エイブル
2階床の間コーナー

一般財団法人鹿島市民立生涯
学習・文化振興財団

無料
【エイブルHP】
http://kashima-able.com/

エイブル
0954-63-2138

佐賀県 鹿島市 ①

えいぶる講座
「有明海を巡る市民の科学講座」
～伝統漁法で生き物集めをしてみ
よう～

河口域に生息する生き物を採集して観察。今回は有明海の沿岸域で行
われている石積み漁法のひとつである「うなぎ塚」を使って生き物を採集
します。

10月26日
鹿島市
干潟交流館

一般財団法人鹿島市民立生涯
学習・文化振興財団

無料
【エイブルHP】
http://kashima-able.com/

エイブル
0954-63-2138

佐賀県 鹿島市 ①
えいぶる講座
「韓国語教室～初級編～」

簡単な会話を学び、実践的な場面においても基礎的な対応ができるよう
にする。ハングルを通じて韓国文化に対する理解を深め関心を高めま
す。

7月3日～12月18日 鹿島市生涯学習センター・エイブル
一般財団法人鹿島市民立生涯
学習・文化振興財団

【エイブルHP】
http://kashima-able.com/

エイブル
0954-63-2138

受講料：500円
エイブル倶楽部会員対象（入会随
時）※別途テキスト代が必要です

佐賀県 鹿島市 ①
えいぶる講座「ゼロから始める大人
のための脳トレ英会話（昼コース）」

テキストやCDを使い、遊び感覚で、簡単な英会話を楽しく学び身につけ
る脳トレを目的とした講座です。

6月11日～11月26日 鹿島市生涯学習センター・エイブル
一般財団法人鹿島市民立生涯
学習・文化振興財団

【エイブルHP】
http://kashima-able.com/

エイブル
0954-63-2138

受講料：500円
エイブル倶楽部会員対象（入会随
時）※別途テキスト代が必要です

佐賀県 鹿島市 ①
えいぶる講座「ゼロから始める大人
のための脳トレ英会話（夜コース）」

テキストやCDを使い、遊び感覚で、簡単な英会話を楽しく学び身につけ
る脳トレを目的とした講座です。 6月13日～11月28日 鹿島市生涯学習センター・エイブル

一般財団法人鹿島市民立生涯
学習・文化振興財団

【エイブルHP】
http://kashima-able.com/

エイブル
0954-63-2138

受講料：500円
エイブル倶楽部会員対象（入会随
時）※別途テキスト代が必要です

佐賀県 鹿島市 ①
えいぶる講座
「書道教室～初級編～」

基本的な筆使いを学び、作品作り、写経にチャレンジしていきます。 4月11日～9月26日 鹿島市生涯学習センター・エイブル
一般財団法人鹿島市民立生涯
学習・文化振興財団

【エイブルHP】
http://kashima-able.com/

エイブル
0954-63-2138

受講料：500円
エイブル倶楽部会員対象（入会随
時）※別途テキスト代が必要です

佐賀県 鹿島市 ①
えいぶる講座
「楽しいパッチワーク」

パッチワークの基礎を学びながら、ポーチやバック等の小物作りを楽し
みます。

8月6日～
令和2年1月21日

鹿島市生涯学習センター・エイブル
一般財団法人鹿島市民立生涯
学習・文化振興財団

【エイブルHP】
http://kashima-able.com/

エイブル
0954-63-2138

受講料：500円
エイブル倶楽部会員対象（入会随
時）※別途材料費が必要です

佐賀県 鹿島市 ① 本をゆずる市
図書館で不要になった本および市民の方から集めた自宅で不要になっ
た本を、希望者に無料で配布します。

11月 鹿島市民図書館 鹿島市民図書館 無料
【鹿島市民図書館HP】
https://www.library.city.kashima
.saga.jp/

鹿島市民図書館
0954-63-4343

佐賀県 鹿島市 ① 絵本読み語り隊
図書館利用が困難な高齢者の方に向けたサービス。市内高齢者施設を
訪問し、絵本や紙芝居の読み語り等を行う催しです。
あわせて高齢者施設で活用できる資料の紹介等も行います。

11月14日 市内各高齢者施設 鹿島市民図書館 無料
【鹿島市民図書館HP】
https://www.library.city.kashima
.saga.jp/

鹿島市民図書館
0954-63-4343

佐賀県 鹿島市 ① おはなしとどけ隊
自分たちだけでは来館できない遠隔地の小学校にて、方言での紙芝居
やパネルシアターを使用し、お話の楽しさを伝えます。

11月 市内小学校図書室または特別教室 鹿島市民図書館 無料
【鹿島市民図書館HP】
https://www.library.city.kashima
.saga.jp/

鹿島市民図書館
0954-63-4343

佐賀県 鹿島市 ① 図書館サポーター活動
市内小学4,5年生の図書館サポーターが貸出・返却・配架・館内ディスプ
レイ作成を行います。

11月 鹿島市民図書館 鹿島市民図書館 無料
【鹿島市民図書館HP】
https://www.library.city.kashima
.saga.jp/

鹿島市民図書館
0954-63-4343

佐賀県 鹿島市 ③ 鹿島市文化祭
文化に対する市民意識の高揚を目的とし、作品等の発表の場の提供、
文化講演会を開催します。

11月1～4日 鹿島市生涯学習センター・エイブル 鹿島市文化連盟 無料
鹿島市教育委員会
生涯学習課
0954-63-2125

佐賀県 鹿島市 ① 第７回中木庭ダムフェスタinのごみ
幼稚園児・保育園児や小学生の出し物があったり、地元の食材の提供
（有料）などがあります。

11月17日 中木庭ダムやまびこ広場周辺 実行委員会
【鹿島市HP】
http://www.city.saga-
kashima.lg.jp/main/23html

のごみふれあい楽習館
0954-62-3373

佐賀県 鹿島市 ② 鹿島小学校日曜フリー参観
校区内の住民に広く呼びかけ、授業参観や講演会、PTAのバザー等の
活動に参加していただくことで、学校教育への理解を促進している。

10月20日 鹿島小学校 鹿島市立鹿島小学校 無料
【鹿島小学校HP】
https://cms.saga-
ed.jp/hp/kashima-e

鹿島市立鹿島小学校
0954-63-5255

佐賀県 鹿島市 ③ 東部中学校文化発表会
各学級による合唱コンクール等、生徒による各種文化的な出し物が披露
される。

10月20日 東部中学校 鹿島市立東部中学校 無料
【鹿島東部中学校HP】
https://cms.saga-
ed.jp/hp/tobu-kashima-e

鹿島市立東部中学校
0954-63-5245

佐賀県 鹿島市 ③ 西部中学校第45回文化祭
各学級による合唱コンクール等、生徒による各種文化的な出し物が披露
される。

11月1日 西部中学校 鹿島市立西部中学校 無料
【鹿島西部中学校HP】
https://cms.saga-
ed.jp/hp/seibu-kashima-e

鹿島市立西部中学校
0954-62-1211

佐賀県 鹿島市 ③ 鹿島市小中学校書道・美術展
市内小学校７校、中学校２校のそれぞれの学校から、児童生徒の書写・
図画の作品を持ち寄り、一斉に展示している。

11月１日
～
11月4日

エイブル 鹿島市教育委員会 無料
【鹿島市HP】
http://www.city.saga-
kashima.lg.jp/main/23html

鹿島市教育委員会
0954-63-2103

佐賀県 鹿島市 ② ふれあい集会
校区内の住民と交流し、各学年で出し物を披露する。授業参観やPTAの
バザー等の活動に参加していただくことで、学校教育への理解を促進し
ている。

11月3日 北鹿島小学校 鹿島市立北鹿島小学校 無料
【北鹿島小学校HP】
https://cms.saga-
ed.jp/hp/Kitakashima-e

鹿島市立北鹿島小学校
0954-62-4075

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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佐賀県 鹿島市 ② のごみっ子発表会 授業参観やPTA教育講演会、PTAほのぼのバザーが行われる。 11月10日 能古見小学校 鹿島市立能古見小学校 無料
【能古見小学校】
https://cms.saga-
ed.jp/hp/nogomi-e

鹿島市立能古見小学校
0954-63-3983

佐賀県 鹿島市 ② ひかりの子集会
授業参観や総合的な学習や生活科でお世話になっている地域の方々へ
の感謝の会を行う。

11月10日 浜小学校 鹿島市立浜小学校 無料
【浜小学校】
https://cms.saga-
ed.jp/hp/hama-e

鹿島市立浜小学校
TEL0954-62-2444

佐賀県 鹿島市 ② 明倫祭り
明倫小学校校区内の住民に広く呼びかけ、授業参観や地域に伝わる民
俗芸能等の発表会を行なうことで、学校教育への理解を促進している。

11月10日 明倫小学校 鹿島市立明倫小学校 無料
【明倫小学校HP】
https://cms.saga-
ed.jp/hp/meirin-e

鹿島市立明倫小学校
0954-62-5252

佐賀県 鹿島市 ④ ものづくりの日イベント
市内の企業等および近隣の高校（専門高校）による体験・展示を通して、
子どもたちにものづくりの魅力や市内の企業の技術のすばらしさを感じ
させる。

11月16日 エイブル 鹿島市教育委員会 無料
【鹿島市HP】
http://www.city.saga-
kashima.lg.jp/main/23html

鹿島市教育委員会
TEL0954-63-2103

佐賀県 鹿島市 ② 授業公開
日頃の授業の様子を保護者、市民の皆様に公開することにより、本校に
対する理解を深めていただく。

11月1日 両校各教室
鹿島高校・鹿島実業高校・新鹿
島高校

無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/kashimakoukou-n/（新
鹿島Hp）

鹿島高校赤門学舎
0954-62-4136

佐賀県 鹿島市 ② 牡丹餅会
鹿島高校と鹿島実業高校の3年生が合同で牡丹餅を食べ、進路決定に
際し粘り強く取り組む決意を表明する伝統行事。

10月28日 鹿島高校赤門学舎体育館
鹿島高校・鹿島実業高校・新鹿
島高校

無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/kashimakoukou-n/（新
鹿島Hp）

鹿島高校赤門学舎
0954-62-4136

佐賀県 上峰町 ③ 第３４回上峰町文化祭
公民館利用サークル、幼稚園、保育園、小中学校、町在住者等による作
品展示、演芸発表などの文化祭を行います。

11月1日～11月3日 上峰町民センター 上峰町文化協会 無料
上峰町教育委員会
生涯学習課
0952-52-3833

佐賀県 上峰町 ①③ 上小祭
上峰小の子どもたちが所属している社会体育の団体による活動体験
コーナーで体を動かしたり、子どもたちのバレエや演奏、ダンス等の発表
を見たりすることができます。

11月10日 上峰小学校 上峰小学校 無料
上峰小学校
0952-52-3835

佐賀県 上峰町 ② 日曜授業参観
開かれた学校づくりの一環として行う休日開催の授業参観です。全クラ
スが授業を公開します。多くの保護者が参観されます。

11月10日 上峰小学校 上峰小学校 無料
上峰小学校
0952-52-3835

佐賀県 上峰町 ②
上峰中学校土曜参観、ＰＴＡ親子豚
汁会

授業参観、ＰＴＡ主催の豚汁会を行います。 11月16日 上峰中学校 上峰中学校 無料
上峰中学校
0952-52-3834

佐賀県 唐津市 ③ 浜玉町文化祭 作品展・芸能発表 11月9～10日 ひれふりランド 唐津市 無料 浜玉公民館0955-56-8315

佐賀県 唐津市 ②
ミュージアム・キャラバン隊「近くで
見よう、ホンモノの美術作品」

事前に応募いただいた学校へ、持参した画や工芸品など美術作品を目
の前に、学芸員が児童へ鑑賞のポイントを解説します。

11月21日 唐津市立長松小学校 佐賀県立博物館・美術館 無料
佐賀県立博物館・美術館
0952-24-3949

対象は会場校児童のみ

佐賀県 唐津市 ③
テーマ展２
名護屋城と配陣図

肥前名護屋には150か所を超す陣屋が築かれました。陣主を類推するた
めの
基礎資料であるいわゆる配陣図についてご紹介します。

10月4日～11月17日 県立名護屋城博物館 佐賀県 無料
【名護屋城博物館ＨＰ】
http://saga-
museum.jp/nagoya/

県立名護屋城博物館
0955-82-4905
mail:nagoyajouhakubutsukan@pref.sa
ga.lg.jp

佐賀県 唐津市 ② ステージ発表会 各学年の学習の成果を、保護者・地域の方に発表します。 10月20日 東唐津小体育館 東唐津小 無料
唐津市立東唐津小学校
0955-72-3501

佐賀県 唐津市 ② PTAバザー
休眠品や手作り品・協賛品などを販売し、保護者・地域の交流と活性化
を図ります。

10月20日 東唐津小体育館 東唐津PTA
唐津市立東唐津小学校
0955-72-3501

佐賀県 唐津市 ② 授業参観日 ハートフル人権集会・講演会・授業参観（全て午前） 10月28日 外町小学校 外町小学校 無料
外町小学校
0955-73-1161

佐賀県 唐津市 ② 西唐津小中　ふれあいまつり
休眠品や出店販売、各種団体のステージ発表で、地域の交流と活性化
を図ります。

12月8日 西唐津小学校 西唐津小中PTA 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/sashi-e/

西唐津小学校
0955-72-3165

佐賀県 唐津市 ②
日曜参観・高峰中文化祭発表会見
学

授業参観後、保護者と一緒に高峰中の文化発表会を見学 10月27日 竹木場小学校 竹木場小学校 無料
竹木場小学校
0955-72-3475

佐賀県 唐津市 ② 高島区文化祭 作品展示、児童の学習発表、地域住民の踊り等 11月16日 高島小体育館 学校・地区 無料 takashima-e@mail.saga-ed.jp
高島小学校
0955-72-4387

佐賀県 唐津市 ②
授業参観
ＰＴＡ主催バザー

保護者だけでなく、地域の方にも学校を公開し、授業の様子を見ていた
だきます。また、休眠品や手作り品などの販売、イベントコーナーといっ
た企画で、地域の交流と活性化を図ります。

11月17日
佐志小学校
体育館

佐志小学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/sashi-e/

佐志小学校
0955-74-3445

佐賀県 唐津市 ② 授業参観・バザー・もちつき 授業参観・もちつき・物品販売等 11月9日 鏡山小学校 鏡山小及びPTA 無料
鏡山小
0955-77-0305

佐賀県 唐津市 ② 日曜参観日 保護者等を対象とした全校授業参観 11月17日 久里小学校 久里小学校 無料
http://cms.saga-ed.jp/hp/kuri-
e/

久里小学校
0955-78-0012

佐賀県 唐津市 ② 日曜参観・ＰＴＡバザー 3,4校時　全校授業参観、午後　ＰＴＡバザー 10月19日 鬼塚小学校
鬼塚小学校
鬼塚小ＰＴＡ

無料
鬼塚小学校
0955-78-0013

佐賀県 唐津市 ② 鑑賞教室 劇「青い鳥」を全校で鑑賞 10月29日 鬼塚小学校 鬼塚小学校 無料
鬼塚小学校
0955-78-0013

佐賀県 唐津市 ② 授業参観・ひまわり講座
5・6校時　全校授業参観
保護者を対象としたSNS、インターネットトラブル回避のための講座を行
います。

11月8日 鬼塚小学校体育館 鬼塚小学校 無料
鬼塚小学校
0955-78-0013

佐賀県 唐津市 ②
授業参観
集会

授業参観、アピール集会(児童集会） 11月22日 湊小学校 学校・育友会 無料 minato-e@mail.saga-ed.jp
湊小学校
0955-79-0004

佐賀県 唐津市 ②
持久走大会
育友会バザー

持久走大会及び育友会バザーを行います。 10月20日 湊小学校 学校・育友会 無料 minato-e@mail.saga-ed.jp
湊小学校
0955-79-0004

バザー用品の購入は有料

佐賀県 唐津市 ② 成和小鼓笛隊パレード 小学校6年生による校区のパレード 11月15日 成和小学校 成和小学校 無料
成和小学校
0955-75-0174

佐賀県 唐津市 ② ノーテレビ・ノーゲームデー
全校児童・保護者に呼びかけ、親子のコミュニケーションを図る場を設定
する。

11月1日 大志小学校 大志小学校ＰＴＡ 無料
大志小学校
0955-73-1167

佐賀県 唐津市 ② くんち清掃ボランティア 地朝の時間を活用して、唐津くんち後の学校周辺の清掃活動をする。 11月5日 大志小学校 大志小学校ＰＴＡ 無料
大志小学校
0955-73-1166

佐賀県 唐津市 ② 読み聞かせ PTAによる読み聞かせ 11月11日 大志小学校 大志小学校ＰＴＡ 無料
大志小学校
0955-73-1165

佐賀県 唐津市 ② 人形浄瑠璃鑑賞
文化庁の「文化芸術による子供の育成体験事業」の一環で、淡路人形
座の公演を鑑賞する。

11月14日 大志小学校 文化庁 無料
大志小学校
0955-73-1165

佐賀県 唐津市 ② 持久走大会 体育の授業等の練習の成果を発表し、その頑張りを認め合う。 11月20日 浜崎小学校 浜崎小学校 無料
浜崎小学校
0955-56-6116

佐賀県 唐津市 ②③ 玉小学習フェスタ
日頃の学習成果の発表（合唱、合奏、劇、学習発表等）の活動を公開
し、ともに楽しみながら地域連携を図る。地域の方の参加可（大歓迎）

10月20日
玉島小学校
体育館・教室

玉島小学校 無料
玉島小学校
0955-56-6953

佐賀県 唐津市 ② やまびこ発表会 日頃の学習の成果を保護者や地域の方々へ発表する。 11月20日 平原小学校体育館 平原小学校・ＰＴＡ 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/hirabaru-
e/home/homeMain.do

平原小学校
0955-56-6504

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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佐賀県 唐津市 ②
平成30・令和元年度　佐賀県教育
委員会
指定事業（英語教育）研究発表会

来年度から本格実施となる新学習指導要領を見据えた小学校外国語活
動に
ついての研究成果を授業公開することで、参加者と共に研修を深める。

11月19日 厳木小学校 厳木小学校 無料
厳木小学校
0955-63-2621

佐賀県 唐津市 ② 授業参観・駅伝大会 授業参観と駅伝大会の実施。 11月15日 箞木小学校 箞木小学校 無料
【箞木小学校HP】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/utsubogi-e

箞木小学校
0955-63-2635

佐賀県 唐津市 ② 音楽鑑賞会 全校児童と保護者で、音楽鑑賞を楽しむ。 10月17日
相知小学校
体育館

相知小学校 無料
相知小学校
0955-62-2355

佐賀県 唐津市 ② 小中連携ボランティア清掃 相知くんちの後の、校区内清掃を相知中学校生徒と一緒に行う。 10月21日 相知町内くんち会場周辺
相知小学校
相知中学校

無料
相知小学校
0955-62-2355

佐賀県 唐津市 ② ノーテレビ・ノーゲームデー
各家庭で子どもたちとふれあい、親子で語り合う時間をとり、楽しい時を
過ごす。

11月1日 各家庭 相知小学校 無料
相知小学校
0955-62-2355

佐賀県 唐津市 ②
自然教室
「稲刈り体験学習」

6月に田植えを実施した5年生が、稲の実りを実感しながら、アザメの会
や保護者とともに稲刈りを行う。

10月18日 相知町アザメの瀬 相知小学校アザメの会 無料
相知小学校
0955-62-2355

佐賀県 唐津市 ② 児童集会(平和集会) 6年生が修学旅行の報告と各クラスからの平和宣言の発表。 11月12日 相知小学校体育館 相知小学校 無料
相知小学校
0955-62-2355

佐賀県 唐津市 ② 認知症理解のための絵本教室
4年生の子どもたちがワークショップ形式で話し合い活動を行い、認知症
を持つ高齢者に対する接し方や思いやりの心などについて学ぶ。

11月中旬 相知小学校体育館
相知小学校
社会福祉協議会

無料
相知小学校
0955-62-2355

佐賀県 唐津市 ③ 音楽鑑賞会 スクールコンサート（午前）「神田将エレクトーンアンサンブル」 11月7日 伊岐佐小学校 伊岐佐小学校 無料
伊岐佐小学校
0955-62-2701

佐賀県 唐津市 ②
小中連携による学力向上推進地域
指定事業、公開授業

2年生・6年生の授業を公開します（授業参観を兼ねます） 11月1日 切木小学校 切木小学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/kirigo-e/

切木小学校
0955-53-2200

佐賀県 唐津市 ② 切っ子発表会 各学年の児童がそれまでの学習の成果を発表する。 11月22日 切木小学校体育館 切木小学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/kirigo-e/

切木小学校
0955-53-2200

佐賀県 唐津市 ① 教育講演会
外部講師を招き、家庭教育や地域の教育に関する講演会を開催しま
す。

11月12日
肥前市民会館
ハーモニー

manmaの会 無料
高﨑明美
090-2515-8615

佐賀県 唐津市 ② 授業参観・食育講演会 ②授業参観（下学年）　③授業参観（上学年）　④食育講演会 10月25日
入野小学校教室
なかよしホール

入野小学校 無料
【入野小学校HP】
http://cms.saga-ed.jp/hp/irino-

入野小学校
0955-54-1103

佐賀県 唐津市 ② 学習発表会
各学年ごとに日頃の学習の成果を保護者や地域の方々に発表します。
育友会バザーも実施します。

11月17日
納所小学校
体育館

納所小学校 無料
【納所小学校ＨＰ】
http://cms.saga-

納所小学校
0955-54-0203

佐賀県 唐津市 ② ありがとう集会
お世話になった地域の方々に感謝の気持ちを伝える。
日頃の学習の成果を発表する。

11月17日 田野小学校 田野小学校 無料
http://cms.saga-ed.jp/hp/tano-
e

田野小学校
0955-54-0335

佐賀県 唐津市 ③ 能の鑑賞会
能楽師を招き、能楽作品を鑑賞、能楽についての講話を受けることで
我が国の伝統文化への理解を深める、

11月14日
名護屋小学校
体育館

文部科学省 無料
名護屋小学校
0955-82-1032

佐賀県 唐津市 ③ 映画を見る会
大画面で上映される映画をみんなと一緒に見る体験を通し、考え方の多
様性を知ったり、想像力を豊かにしたりする。

11月18日
名護屋小学校
体育館

名護屋小学校 無料
名護屋小学校
0955-82-1032

佐賀県 唐津市 ② 授業参観 授業公開・学級レク 10月24日 打上小学校 学校・育友会 無料 uchiage-e@mail.saga-ed.jp
打上小学校
0955-82-3700

佐賀県 唐津市 ② 学習発表会 学習発表会・合唱 11月24日 打上小学校 学校・育友会 無料 uchiage-e@mail.saga-ed.jp
打上小学校
0955-82-3700

佐賀県 唐津市 ② ロボットプログラミング教室 小学生がロボットを用いてプログラミングについて学ぶ。 10月10日 小川小中学校 無料
【小川小中学校】　
http://cms.saga-
ed.jp/hp/ogawa-j

小川小中学校
0955-82-8009

佐賀県 唐津市 ② 授業参観 児童の学習の様子を公開し、保護者等に参観していただく。 11月1日 小川小中学校 無料
【小川小中学校】　
http://cms.saga-
ed.jp/hp/ogawa-j

小川小中学校
0955-82-8009

佐賀県 唐津市 ② 駅伝大会 小中学校の児童生徒全員で駅伝を行う。 11月15日 小川島漁協前 無料
【小川小中学校】　
http://cms.saga-
ed.jp/hp/ogawa-j

小川小中学校
0955-82-8009

佐賀県 唐津市 ② 文化発表会
日ごろの学習活動を通して得た成果を発表し合い、文化的・芸術的な学
習体験を、地域や保護者の方へ感謝をこめて発表します。

10月27日 体育館 唐津市立第一中学校 無料
第一中学校
0955-73-2815

佐賀県 唐津市 ② ２年生くんち前清掃活動（予定）
ユネスコ無形文化遺産に登録された唐津くんち、地元の中学校として｢ま
ちをきれいに！｣の思いを込めて、2年生全員と保護者有志で地域の清
掃活動をします。

10月31日 校区内各所 唐津市立第一中学校 無料
第一中学校
0955-73-2815

佐賀県 唐津市 ② １年生くんち後清掃活動（予定）
ユネスコ無形文化遺産に登録された唐津くんち、地元の中学校として｢ま
ちをきれいに！｣の思いを込めて、1年生全員と保護者有志で地域の清
掃活動をします。

11月5日 校区内各所 唐津市立第一中学校 無料
第一中学校
0955-73-2815

佐賀県 唐津市 ② 学習文化発表会

・総合的な学習、職場体験、劇、音楽(吹奏楽部発表・合唱）、英語(暗唱)
等各教科のステージ発表
・美術、国語、技術・家庭科等の作品展示
・PTAバザー・合唱

10月27日 本校体育館 佐志中学校 無料
佐志中学校
0955-73-3361

佐賀県 唐津市 ② 文化発表会
ステージ発表（合唱コンクール、総合学習の発表等）展示発表（美術、職
場体験等）

10月27日 高峰中学校体育館 高峰中学校 無料
【高峰中学校HP】
http://cms.saga-

高峰中学校
0955-72-3475

佐賀県 唐津市 ② 文化発表会
各学年総合学習の発表展示・英語暗誦・合唱コンクール・文化部活動の
発表展示・PTAによる活用品バザー　など

10月27日 第五中学校 第五中学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/daigo-j/

第五中学校
72-2134

佐賀県 唐津市 ② 文化発表会 合唱コンクール・英語暗唱・総合的な学習の時間の発表・劇及び展示 10月27日 鏡中学校 鏡中学校 無料
鏡中学校
0955-77-0500

佐賀県 唐津市 ② 文化発表会 合唱コンクール・英語暗唱・総合的な学習の時間の発表・劇及び展示 10月27日 鬼塚中学校 鬼塚中学校 無料

【鬼塚中学校HP】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/onizuka-
j/home/homeMain.do

鬼塚中学校
0955-78-0135

佐賀県 唐津市 ②③ 文化発表会 総合的な学習の時間の学習成果発表、学年劇の発表など 10月26日 湊中体育館 湊中学校 無料
湊中学校
0955-79-0009

佐賀県 唐津市 ② 文化発表会
ステージ発表（合唱コンクール、総合学習の発表等）、展示発表（美術、
職場体験等）

10月27日 西唐津中学校体育館 西唐津中学校 無料
西唐津中学校
0955-74-8651

佐賀県 唐津市 ② 文化発表会
ステージ発表：合唱コンクール・英語暗唱・学年発表・ブラスバンド部演
奏・生徒会
展示発表：各学年・ひまわりバザー・各教科･専門委員会

10月27日
ひれふりランド
浜玉中学校

浜玉中学校 無料
【浜玉中学校ＨＰ】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/hamatama-j/

浜玉中学校
0955-56-6650

佐賀県 唐津市 ② 文化発表会
・総合的な学習、職場体験などの取組発表　・英語暗唱　・合唱コンクー
ル　

10月26日 厳木中学校 厳木中学校 無料
厳木中学校
0955-63-2531

佐賀県 唐津市 ② 文化発表会
・総合的な学習、職場体験などの取組発表
・英語暗唱、学年劇の発表
・吹奏楽部の演奏、合唱コンクール

10月27日 相知中学校 相知中学校 無料 相知中学校

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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佐賀県 唐津市 ② 文化発表会
ステージ発表（合唱コンクール、総合的な学習の発表等）展示発表（製作
物、美術作品、総合的な学習まとめレポート等）

10月27日 肥前中学校体育館 肥前中学校 無料
【肥前中学校HP】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/hizen-j

肥前中学校　
　　
　
0955-54-1105

佐賀県 唐津市 ② 文化発表会 発表（劇・合唱コンクール等）、展示（国語・美術作品等） 10月27日 海青中学校体育館 海青中学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/kaisei-j

海青中学校
0955-82-0515

佐賀県 唐津市 ②③ 馬渡小中学校文化祭

馬渡小中学校の児童生徒の文化的な学習活動の発表の場である。小・
中学生児童生徒による劇や合唱のステージ発表。中学生による英語暗
唱、生徒会活動の発表。児童生徒作品を展示し、地域・保護者の方も招
待して参観してもらう。

11月2日 馬渡小中学校体育館 馬渡小中学校 無料
【馬渡小中学校HP】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/madara-j/

馬渡小中学校
0955-82-9003

佐賀県 唐津市 ② 文化祭
加唐小中学校の児童生徒の文化的な学習活動の発表の場である。小・
中学生児童生徒による合唱やダンスのステージ発表、児童生徒作品を
展示を行う。地域・保護者の方に参観してもらう。

10月19日 加唐小中学校体育館 加唐小中学校 無料
加唐小中学校
0955-82-9303

佐賀県 唐津市 ② 授業参観
児童・生徒全員参加のマラソン大会を行った後、老人会の方々とゲート
ボール交流を行う。

11月1日
加唐小中学校周辺道路
加唐島ゲートボール場

加唐小中学校 無料
加唐小中学校
0955-82-9303

佐賀県 唐津市 ③ 久里地区文化祭 久里小学生別発表会・作品展示・舞台発表など 11月17日 久里公民館 久里地区文化祭実行委員会 無料
久里公民館
0955-78-1029

佐賀県 唐津市 ③ 鏡校区産業文化祭
舞台発表・作品展示、物品販売、餅まき、抽選会、小学生かるた大会　
ほか

11月23日
鏡公民館
鏡神社神苑宮の原

産業文化祭実行委員会・公民
館

無料
鏡公民館
0955-77-0510

佐賀県 唐津市 ③ 鬼塚ふれあいまつり 舞台発表、作品展示、バザーなど 11月17日

鬼塚公民館　
　　
　
鬼塚中学校体育館

鬼塚ふれあいまつり実行委員
会

無料
鬼塚公民館
0955-78-1083

佐賀県 唐津市 ①③ 成和まつり
舞台発表、作品展示、バザー、子供の主張、児童作品展示、お楽しみ抽
選会、移動動物園、農産物販売、緊急車両展示・試乗

11月17日
成和小学校
成和公民館

成和まつり実行委員会 無料
成和公民館
0955-73-7086

佐賀県 唐津市 ①③ 大成地区文化祭
三世代グラウンドゴルフ大会、休眠品バザー、昼食バザー、舞台発表、
作品展示、呈茶コーナーなど

11月17日 大成公民館
大成地区文化祭実行委員会
大成公民館

無料
大成公民館
0955-74-6272

休眠品バザー、昼食バザー
呈茶コーナーは有料

佐賀県 唐津市 ③ 長松地区産業文化祭
舞台発表、作品展示、バザー、長松小・一中児童生徒作品展示、昼食
コーナー
移動動物園

11月10日 長松公民館
長松公民館・長松産業文化祭
運営委員会

無料
長松公民館
0955-72-8906

佐賀県 唐津市 ①③ 佐志校区文化祭
舞台発表、作品展示、児童・生徒作品展示、農産物・海産物販売
抽選会、昼食バザー、体験コーナー、プチマルシェ

11月23日 佐志公民館
佐志校区文化祭
実行委員会

佐志公民館
0955-72-2461

佐賀県 唐津市 ③ やまとみ文化祭
大良地域芸能発表、作品展示、児童・生徒作品展示、ビンゴ大会、バ
ザー等

11月17日 大良公民館
大良各種団体
大良公民館

無料
大良公民館
0955-74-1584

佐賀県 唐津市 ③ 唐津市民文化祭つまみ絵展 つまみ絵会によるつまみ絵の展示会 10月20日～22日 唐津市近代図書館 唐津市 無料 唐津市未来創生部文化振興課

佐賀県 唐津市 ③
唐津市民文化祭日本盆栽協会唐
津支部展示会

日本盆栽協会唐津支部による盆栽の展示会 11月2～4日 唐津市文化体育館 唐津市 無料 唐津市未来創生部文化振興課

佐賀県 唐津市 ③ 唐津市民文化祭絵画展（ゴタール ゴタール会による絵画の展示会 11月14日～17日 唐津市民会館 唐津市 無料 唐津市未来創生部文化振興課
佐賀県 唐津市 ③ 唐津市民文化祭唐津寒蘭会展示 唐津寒蘭会による寒蘭の展示会 11月15日～16日 都市コミュニティセンター 唐津市 無料 唐津市未来創生部文化振興課
佐賀県 唐津市 ③ 唐津市民文化祭合唱祭 合唱グループによる発表会 11月9日 唐津市文化体育館 唐津市 無料 唐津市未来創生部文化振興課
佐賀県 唐津市 ③ 唐津市民文化祭　義太夫の会 人形浄瑠璃・舞踊・三味線の演奏 10月13日 相知交流文化センター 唐津市 無料 唐津市未来創生部文化振興課

佐賀県 唐津市 ③
唐津市民文化祭　唐津華道連盟合
同花展

4派流合同いけばな展 10月19～20日 唐津市民会館 唐津市 無料 唐津市未来創生部文化振興課

佐賀県 唐津市 ③ 唐津市民文化祭　和美会絵画展 絵画展 11月14～17日 近代図書館 唐津市 無料 唐津市未来創生部文化振興課

佐賀県 唐津市 ③
唐津市民文化祭　秋のバレエコン
サート

クラシックバレエの作品集 11月17日 唐津市民会館 唐津市 無料 唐津市未来創生部文化振興課

佐賀県 唐津市 ③ 唐津市民文化祭　東洋蘭の展示会 東洋蘭(寒蘭)の展示会 11月15～17日 唐津市民会館 唐津市 無料 唐津市未来創生部文化振興課

佐賀県 唐津市 ③
唐津市民文化祭　
大正琴佐賀からまつ支部発表会

大正琴の発表会 11月23日 高齢者ふれあい会館りふれ 唐津市 無料 唐津市未来創生部文化振興課

佐賀県 唐津市 ③
唐津市民文化祭　
吹奏楽団唐津音工房第19回定期
演奏会

クラシックステージ　ポップステージ 11月17日 相知交流文化センター 唐津市 無料 唐津市未来創生部文化振興課

佐賀県 唐津市 ③
唐津市民文化祭　
各流合同謡曲大会唐謡会

唐謡会における謡曲の発表会 11月17日 長松公民館 唐津市 無料 唐津市未来創生部文化振興課

佐賀県 唐津市 ③
唐津市民文化祭　
第42回唐松地区親睦剣詩舞大会

漢詩、和歌、詩舞、書道吟の舞台発表 11月24日
高齢者ふれあい会館
りふれ

唐津市 無料 唐津市未来創生部文化振興課

佐賀県 唐津市 ③ ぬいぐるみおとまり会
お気に入りのぬいぐるみと一緒におはなし会を楽しんだ後、ぬいぐるみ
は図書館で楽しいお泊りをします。

10月20日 唐津市近代図書館 唐津市近代図書館 無料
【唐津市近代図書館HP】
http://www.city.karatsu.lg.jp/ky
oiku/toshokan/index.html

唐津市近代図書館図書サービス係
0955-72-3468

佐賀県 唐津市 ③ えほんのマルシェ
絵本300冊を持って地域の産業祭に出ていき、絵本の読み聞かせなども
行い親しんでもらう機会とします。また自由に絵本を読んでもらいます。

11月10日 肥前町 唐津市近代図書館 無料
【唐津市近代図書館HP】
http://www.city.karatsu.lg.jp/ky
oiku/toshokan/index.html

唐津市近代図書館図書サービス係
0955-72-3468

佐賀県 唐津市 ③
特別展新見美術館コレクション
「日本画　一度は見たい名品展」

明治期より日本独自の伝統が生まれ改革を遂げてきた日本画。特別展
では新見美術館（岡山県新見市）の千点を超える所蔵品の中から、横山
大観、平山郁夫など日本画壇の巨匠から現在活躍中の優品を選び展示

10月19日～12月1日
唐津市近代図書館
美術ホール

唐津市近代図書館
【唐津市近代図書館HP】
http://www.city.karatsu.lg.jp/ky
oiku/toshokan/index.html

唐津市近代図書館学芸係
0955-72-3467

佐賀県 唐津市 ③ 相知図書館おはなし会
毎月、第1・第3土曜日に行っている幼児・児童向けの読み聞かせです。
（10月のみ第3を第4に変更）

10月26日
唐津市相知図書館
児童室

唐津市相知図書館 無料
【唐津市近代図書館HP】
http://www.city.karatsu.lg.jp/ky
oiku/toshokan/index.html

唐津市近代図書館（相知図書館）
0955-62-4194

佐賀県 唐津市 ③ 近代図書館おはなし会（幼児向け）
毎週土曜日に行っているボランティアグループ「まつぼっくり」などによる
幼児向け絵本の読み聞かせです。

10月19、26日
11月2、19日

唐津市近代図書館 唐津市近代図書館 無料
【唐津市近代図書館HP】
http://www.city.karatsu.lg.jp/ky
oiku/toshokan/index.html

唐津市近代図書館図書サービス係
0955-72-3467

佐賀県 唐津市 ③ ぴよぴよおはなし会 0歳児向け絵本の読み聞かせを行います。
10月16、23日
11月13日

唐津市近代図書館 唐津市近代図書館 無料
【唐津市近代図書館HP】
http://www.city.karatsu.lg.jp/ky
oiku/toshokan/index.html

唐津市近代図書館図書サービス係
0955-72-3467

佐賀県 唐津市 ③ 子ども向け図書館探検ツアー 図書館の案内や子どもたちに図書館の仕事を体験してもらいます。 11月24日 唐津市近代図書館 唐津市近代図書館 無料
【唐津市近代図書館HP】
http://www.city.karatsu.lg.jp/ky
oiku/toshokan/index.html

唐津市近代図書館図書サービス係
0955-72-3467

事前に窓口または電話での申し込
みが必要です。
申込受付：10/2～10/28

佐賀県 唐津市 ③
近代図書館おはなし会（小学生向
け）

毎週土曜日に行っているボランティアグループ「まつぼっくり」などによる
小学生向け絵本の読み聞かせです。
毎月、第1、第2土曜日に行っています。

11月10日 唐津市近代図書館 唐津市近代図書館 無料
【唐津市近代図書館HP】
http://www.city.karatsu.lg.jp/ky
oiku/toshokan/index.html

唐津市近代図書館図書サービス係
0955-72-3467

佐賀県 唐津市 ②③
唐津市教育文化祭　中学校英語暗
唱大会

日頃の英語学習の成果を発表する。県大会につながります。 10月31日 相知交流文化センター 地区英語部会（唐津市教委） 無料
https://www.city.karatsu.lg.jp/k
yoiku/kyoiku/inkai/index.html

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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佐賀県 唐津市 ②③
唐津市教育文化祭　児童生徒理科
研究発表会

理科の研究発表会。県大会につながります。 10月18日 唐津市文化体育館 地区理科部会（唐津市教委） 無料
https://www.city.karatsu.lg.jp/k
yoiku/kyoiku/inkai/index.html

佐賀県 唐津市 ②③ 唐津市教育文化祭　作品展示 幼・小・中の各種作品展示を実施します。
11月
9～12日

唐津市民会館 唐津市教育委員会 無料
https://www.city.karatsu.lg.jp/k
yoiku/kyoiku/inkai/index.html

佐賀県 唐津市 ②③
唐津市教育文化祭　児童生徒音楽
会

文化祭の一貫として児童生徒の音楽発表会を行います。 11月12日 唐津市民会館 唐津市教育委員会 無料
https://www.city.karatsu.lg.jp/k
yoiku/kyoiku/inkai/index.html

佐賀県 唐津市 ①②
相知町民まつり「ちょっと遊

アソ

びに来
コ

んね。米
コ

んね祭
サイ

」
町内小中学生の舞台発表、町内サークル活動の発表 11月10日 相知交流文化センター駐車場 唐津市 無料

相知市民センター産業・教育課
0955－53－7125

佐賀県 唐津市 ③ 相知地区市民文化祭 文化祭（町民による作品等の展示、舞台発表等）
11月
9～10日

相知交流文化センター 唐津市 無料
相知市民センター産業・教育課
0955－53－7125

佐賀県 唐津市 ③ 相知フレッシュピアノコンサート
市内の幼児から高校生を対象に、今年は一般の方にも枠を広げたピア
ノ発表会

11月23日 相知交流文化センター 唐津市 無料
相知公民館
0955-62-3111

佐賀県 唐津市 ② 文化発表会
・総合的な学習、職場体験、合唱などのステージ発表
・国語、美術、学年などの展示発表

10月27日
北波多中学校
体育館

北波多中学校 無料
北波多中学校
0955-64-2009

佐賀県 唐津市 ③ 北波多ふれあいフェスタ 北波多地区における文化祭、工作・陶芸作品展・PTAバザー 11月10日 北波多中央広場
北波多ふれあいフェスタ実行委
員

無料
北波多市民センター産業・教育課
0955-53-7135

佐賀県 唐津市 ③ 唐津市肥前文化祭 市民の文化活動の作品展示及び舞台発表、小中学生による合唱。 11月10日
唐津市肥前文化会館
及び肥前市民センター

唐津市 無料
肥前市民センター産業・教育課
0955‐53‐7145

佐賀県 唐津市 ③ 唐津市鎮西地区市民文化祭
11/16　作品展示・・・鎮西町公民館　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　11/17　舞台発表・・・名護屋城博物館ホール

11月
17～18日

鎮西公民館
名護屋城博物館ホール

鎮西市民センター
産業・教育課

無料
鎮西市民センター産業・教育課
0955-53-7155

佐賀県 唐津市 ③ 唐津市呼子地区市民文化祭 舞台発表、作品展示 11/9～10(予定) 呼子公民館 唐津市 無料
呼子市民センター産業・教育課
53-7165

佐賀県 唐津市 ② 祖父母参観 ・学年毎の親子体験学習（親子「もの作り授業」） 10月29日 呼子小学校 呼子小学校 無料
呼子小学校
0955-82-3534

佐賀県 唐津市 ①
いきいき学ぶからつっ子事業（小学
４年生）

・体験学習（甘夏ゼリー作り） 10月24日 呼子小学校 呼子小学校 無料
呼子小学校
0955-82-3534

佐賀県 唐津市 ②③ 文化発表会
小中学校児童生徒の総合的な学習や授業の成果を、体育館ステージパ
フォーマンスや展示作品として発表し合い、鑑賞し合うことで相互に高め

10月27日
（予定）

七山小中学校
体育館

七山小中学校 無料
七山小中学校
0955-58-2009

佐賀県 唐津市 ①③ ななやま観音の滝俳句会
景勝地：観音の滝を散策しながら、自然の中で俳句を創作することによ
り、七山の文化の高揚を図る。

11月中旬
（予定）

観音の滝周辺 七山文化連盟
七山公民館
0955-58-3039

佐賀県 唐津市 ② 学力向上研究発表会 各学年の授業の公開、研究事業（英語）の実施。 11月6日
七山小中学校
各教室

七山小中学校 無料
七山小中学校
0955-58-2009

佐賀県 唐津市 ③ 西唐津地区文化祭 舞台発表・作品展示・休眠品バザー・昼食コーナー・ビンゴ大会など 11月17日 西唐津公民館 西唐津公民館 無料
西唐津公民館
0955-73-2874

佐賀県 唐津市 ① 竹木場校区産業文化祭 作品展示・園児のお遊戯発表・農産物トラック市・バザー 11月24日 竹木場公民館
公民館
校区産業文化部

無料
竹木場公民館
0955-74-0271

佐賀県 唐津市 ② 学校開放
公開授業
（一般の参観も可能です。）

10月19日
唐津東高校
唐津東中学校

唐津東高校
・中学校

無料
karatsuhigashicyuugakkou@mail.
saga-ed.jp

唐津東高校・中学校
0955-77-1984

佐賀県 唐津市 ②③ 芸術鑑賞会 演劇「龍馬からの手紙」を鑑賞します。 10月24日 唐津市民会館 唐津西高校 無料
佐賀県立唐津西高校
0955-72-7184

佐賀県 唐津市 ②
郷土を誇りに思う教育推進事業に
係る講演会

公益財団法人　佐賀未来創造基金　理事長　山田　健一郎氏に、「佐賀
さいこう！佐賀でソーシャルに夢を叶える生き方！」という演題で講演し
ていただきます。

10月29日
唐津西高校
体育館

唐津西高校 無料
佐賀県立唐津西高校
0955-72-7184

佐賀県 唐津市 ② 「性に関する講演会」
田辺クリニックから助産師の方をお招きし、全校生徒を対象に性につい
て講演していただきます。

11月12日
唐津西高校
体育館

唐津西高校 無料
佐賀県立唐津西高校
0955-72-7184

佐賀県 唐津市 ② あいさつ運動
本校振興会が主催し、保護者と教職員と生徒が一緒に本校正門前であ
いさつ運動を行います。

11月12、13日
唐津西高校
正門前

唐津西高校
振興会

無料
佐賀県立唐津西高校
0955-72-7184

7:50～8:20

佐賀県 唐津市 ② 学校開放日
広く市民に学校を開放し、学校の施設や生徒の様子、授業風景などを見
学していただき、本校の現状や取組を理解していただく機会としていま

11月16日 唐津西高校 唐津西高校 無料
佐賀県立唐津西高校
0955-72-7184

佐賀県 唐津市 ② 若杉文化フェスタ（学校開放日）
学校を終日開放し、保護者や地域の方々に文化祭及び校内活動（授業
参観・部活動）の見学をしていただきます。

10月26日 佐賀県立厳木高等学校 佐賀県立厳木高等学校 無料
【厳木高校ＨＰ】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/kyuuragikoukou

佐賀県立厳木高等学校
0955-63-2535

佐賀県 唐津市 ② 授業公開 期間中の全授業を公開授業とします。 10月28日～11月8日 唐津南高校体育館 唐津南高校 無料
唐津南高校
0955-72-4123

佐賀県 唐津市 ②③ 芸術鑑賞会
中島敦の短編小説「山月記」を原作とした創作舞台劇（音楽劇）を鑑賞し
ます。

10月29日 唐津南高校体育館 唐津南高校
唐津南高校
0955-72-4123

生徒・教職員対象

佐賀県 唐津市 ② 第５８回南高祭（文化祭）
専門分野の研究発表、クラス企画イベント、生徒の作品展示、生産物・
製造物の販売実習を行います。ＰＴＡバザー等もあります。

11月15、16日 唐津南高校 唐津南高校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/karatsuminamikoukou/

唐津南高校
0955-72-4123

佐賀県 唐津市 ②③ 芸術鑑賞
「演劇」
「Touch～孤独から愛へ」東京演劇集団 風

11月14日
唐津工業
高等学校

唐津工業
高等学校

http://cms.saga-
ed.jp/hp/karatsukougyoukoukou

唐津工業高等学校
0955－78－1155

生徒徴収金による芸術鑑賞会
一般参加不可

佐賀県 唐津市 ② 学校開放週間
学校を終日開放し，保護者や地域の方々に授業参観や部活動の見学を
していただきます。

11月5～8日 唐津商業高等学校 唐津商業　　高等学校 無料

【唐津商業高校HP】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/karatsusyougyoukouko
u/

唐津商業高校
0955-72-7196

佐賀県 唐津市 ②③ 芸術鑑賞 「おもしろ落語笑学校」 11月6日 唐津商業高等学校 唐津商業　高等学校 無料
唐津商業高校
0955-72-7196

「一般参加も可」

佐賀県 唐津市 ② まつら祭（学校祭）
全学部美術作品等の展示、小学部遊び場の公開・体験、中学部・高等
部作業学習製品の展示・販売（8作業班）、卒業生の発表、ステージ発表
（合唱など）、PTA食品バザー、障害者施設等バザー

10月20日 佐賀県立唐津特別支援学校 佐賀県立唐津特別支援学校 無料
【唐津特別支援学校HP】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/karatsutokubetsushien

佐賀県立唐津特別支援学校
0955-78-2394

佐賀県 唐津市 ② 学校開放
公開授業
（一般の参観も可能です。）

10月19日 唐津東高等学校・中学校
佐賀県立唐津東高等学校・中
学校

無料
karatsuhigashicyuugakkou@mail.
saga-ed.jp

0955-77-1984

佐賀県 神埼市 ①② 神埼市「教育の日」記念行事
神埼市「教育の日」に伴う記念行事として式典を開催し、地域の教育へ
の貢献者を表彰します。また、講師を招いて講演会も行います。

11月4日 神埼市千代田文化会館 神埼市教育委員会 無料
神埼市教育委員会学校教育総務課
0952-44-2296

佐賀県 神埼市 ② 神埼市内小中学校フリー参観 学校を開放し、保護者及び地域の方に自由な授業参観です。 指定なし
神埼市内
各小中学校

各小中学校 無料
神埼市教育委員会学校教育課
0952-44-2384

佐賀県 神埼市 ③ 神埼町文化祭
10月31日～11月3日に作品展示部門を行い、11月3日にステージ部門を
開催します。

10月31日～11月3日 神埼市中央公民館
神埼市文化連盟
神埼支部

無料
神埼市中央公民館
0952-53-2325

佐賀県 神埼市 ③ 千代田町文化祭
10月25日～27日に作品展示部門を行い、27日にステージ部門を開催し
ます。

10月25日～27日
神埼市千代田文化会館
千代田町保健センター

神埼市文化連盟
千代田支部

無料
神埼市教育委員会社会教育課
0952-44-2731

佐賀県 神埼市 ③
脊振森林の里
文化フェスティバル

保育園・小学校・各団体の展示と出し物のほか、餅やカレーライスを振る
舞っています。

11月9日～10日 脊振勤労者体育館
神埼市文化連盟
脊振支部

無料
神埼市脊振公民館
0952-59-2131

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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佐賀県 神埼市 ② エイズ予防講演会
エイズに対する基礎的な知識と理解を深め、感染予防を図り感染者に
対する偏見をなくすための講演会。（講師交渉中）

10月21日 神埼高校体育館 神埼高校 無料
【神埼高校HP】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/kanzakikoukou/

神埼高校
0952-52-3118

佐賀県 神埼市 ② 人権・同和教育講演会
外部より講師を招へいし講演を聴くことで、人権・同和教育について理解
を深めます。

10月28日 神埼高校体育館 神埼高校 無料
【神埼高校HP】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/kanzakikoukou/

神埼高校
0952-52-3118

佐賀県 神埼市 ②③ 芸術鑑賞会
優れた文化・芸術に親しみ、感性や教養、興味を深め、豊かな心を育成
することを目的としています。今回は落語鑑賞会です。

10月28日 神埼市中央公民館 神埼高校 無料
【神埼高校HP】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/kanzakikoukou/

神埼高校
0952-52-3118

佐賀県 神埼市 ② 創立90周年記念式典
本校創立からの90年の歴史を振り返りながら、創立の意義と使命を確認
し、生徒の自信と誇りを高めると共に感謝を伝えます。学校、同窓会、後
援会で共催し、七田忠昭先生の記念講演会と記念式典を行います。

11月9日 神埼高校体育館 神埼高校 無料
【神埼高校HP】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/kanzakikoukou/

神埼高校
0952-52-3118

佐賀県 神埼市 ② 芸術鑑賞会
「学校寄席落語」本格的な寄席舞台を設定し、鑑賞します。
公演時間は約２時間

10月28日 神埼市中央公民館
神埼高校
神埼清明高校

無料
【神埼清明ＨＰ】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/kanzakiseimeikoukou/

神埼清明高校
0952-52-3191

佐賀県 神埼市 ② 性に関する講演会
外部講師を招聘し講演会を実施することで、生徒及び教職員が性に関
する正しい知識を身に着けることを目的とする。今年度は、講師に僧侶
の古川潤哉先生が来校予定。

11月11日 神埼清明高校 神埼清明高校 無料
【神埼清明ＨＰ】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/kanzakiseimeikoukou/

神埼清明高校
0952-52-3191

佐賀県 基山町 ③ 基山町文化祭
町民文化会館にて、書道や絵画、手芸ほか様々な展示や茶道、謡曲の
披露を行います。

11月1日～3日 基山町民会館 基山町 無料
まちづくり課
0942-92-7935

佐賀県 基山町 ① 青少年健全育成町民大会
①少年の主張発表　②アトラクション（基山中吹奏楽部へ演奏依頼予
定）

11月4日 基山町民会館 基山町青少年育成町民会議
事務局（基山町こども課）
0942-92-7968

佐賀県 玄海町 ③ 玄海町文化講演会 「丘みどり」コンサート 11月2日 玄海町町民会館文化ホール 玄海町教育委員会
https://www.town.genkai.lg.jp/s
oshiki/11/24617.html

玄海町教育課
0955-80-0233

佐賀県 玄海町 ② 公開授業
保護者や地域の方々に学校の様子を知ってもらうために、すべてのクラ
スの授業を公開します。

10月27日 佐賀県立唐津青翔高等学校 佐賀県立唐津青翔高等学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/karatsuseishoukoukou

唐津青翔高等学校
0955－52－2347

佐賀県 玄海町 ② 性教育講演会
外部講師を招き、生徒、保護者を対象にした「生・性」についての講演会
を実施します。

10月27日 佐賀県立唐津青翔高等学校 佐賀県立唐津青翔高等学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/karatsuseishoukoukou

唐津青翔高等学校
0955－52－2347

佐賀県 江北町 ③
令和元年度 江北町文化協会発表
会

江北町文化協会加盟サークルによる作品展示及び舞台発表。
江北町文化協会以外による作品展示、舞台発表、伝統芸能出演等。

作品展示：11月2～4日
舞台発表：11月3日

佐賀のへそ・ふれあい交流センター
ネイブル（佐賀県杵島郡江北町山口
1334）

江北町文化協会 無料
江北町教育委員会
こども教育課生涯学習係
（0952-86-5623）

佐賀県 江北町 ③
令和元年度 江北町文化功労者表
彰

江北町文化協会の振興、普及、発展に貢献した団体及び個人を表彰す
る。

11月4日
江北町役場（公民館）3階大ホール
（佐賀県杵島郡江北町山口1651-1）

江北町文化協会 無料
江北町教育委員会
こども教育課生涯学習係
（0952-86-5623）

佐賀県 佐賀市 ③ 佐賀さいこうフェス2019
「アートで佐賀を“再興”し、人々に楽しさや感動を与える“最高”の佐賀を
つくりだす」をテーマに、第一線で活躍する県出身アーティスト等が出演
するライブイベント・ワークショップなどを開催します。

10月19～20日
県立佐賀城本丸歴史館、県立博物
館・美術館周辺

佐賀県
サガテレビ

無料
【佐賀さいこうフェスHP】
http://www.sagatv.co.jp/nx/art
-project/fes.html

県文化・スポーツ交流局文化課
芸術担当
0952-25-7236
Mail:culture_art@pref.saga.lg.jp

一部有料

佐賀県 佐賀市 ③ タイフェスin SAGA 2019
佐賀県のホストタウン相手国であるタイと佐賀の文化に触れることので
きるステージイベント、展示、体験コーナー、飲食等が楽しめる文化交流
プログラムを実施します。

10月19～20日 こころざしの森（県立図書館横広場） 佐賀県 無料
【佐賀文化プログラム推進プロ
ジェクトHP】
http://www.saga-bunpro.jp

県文化・スポーツ交流局文化課
芸術担当
0952-25-7236
Mail:culture_art@pref.saga.lg.jp

一部有料

佐賀県 佐賀市 ①③ 維新博メモリアル展示

「肥前さが幕末維新博覧会」の開催を通じて高まった県民の佐賀への誇
りを定着させるため、博覧会のコンテンツを活用して「維新博メモリアル
展示」を整備し、博覧会が発信した「志」を継承し、新たな感動や勇気を
育む。

10月19日（予定）～ 県立博物館、佐賀城本丸歴史館 佐賀県 無料

県文化・スポーツ交流局文化課
さが維新志担当
0952-25-7253
Mail:culture_art@pref.saga.lg.jp

佐賀県 佐賀市 ③ フィンランドウィーク（仮称）
佐賀県のホストタウン相手国であるフィンランドの文化に触れることので
きる拠点を設置、拠点を中心に、展示、体験コーナー、飲食、映画等が
楽しめる文化交流プログラムを実施します。

11月23日～12月2日
※予定

岡田三郎助アトリエ、シアターシエマ
他

佐賀県 無料

県文化・スポーツ交流局文化課
芸術担当
0952-25-7236
Mail:culture_art@pref.saga.lg.jp

一部有料

佐賀県 佐賀市 ③
SAGA Super Games 2019 ストリー
ト陸上

日本トップクラスの陸上競技アスリートを佐賀県に招待し、トップレベル
の短距離走、跳躍競技等のパフォーマンス等を通じて、県民のスポーツ
に対する関心を高め、スポーツ実践のきっかけづくりとするとともに、誰
もがスポーツを楽しむ環境づくりを推進するためのイベントを開催。

10月20日 佐賀市内 佐賀県 無料
佐賀県文化・スポーツ交流局
スポーツ課
0952－25－7334

佐賀県 佐賀市 ①③ 読書推進運動県大会
優良読書グループの表彰と活動報告に加え県内作家の講演会を行いま
す。

10月25日 県立図書館
県立図書館・県読書推進運動
協議会

無料
【県立図書館HP】
https://www.tosyo-saga.jp/

県立図書館企画課
0952-24-2900

佐賀県 佐賀市 ①③ 本のリサイクルフェア
佐賀県読書推進運動協議会員等が提供するリサイクル本を御希望の方
に無料でお譲りします。

10月27日 県立図書館 県読書推進運動協議会 無料
【県立図書館HP】
https://www.tosyo-saga.jp/

県立図書館企画課
0952-24-2900

佐賀県 佐賀市 ① おはなし会 職員が絵本の読み語りなどを行います。
10月19日
11月16日

県立図書館 県立図書館 無料
【県立図書館HP】
https://www.tosyo-
saga.jp/?page_id=201

県立図書館利用サービス課
0952-24-2900

佐賀県 佐賀市 ① おはなし会ピヨピヨ 職員が赤ちゃん向けおはなし会を行います。
10月16日
11月6、20日

県立図書館 県立図書館 無料
【県立図書館HP】
https://www.tosyo-
saga.jp/?page_id=201

県立図書館利用サービス課
0952-24-2900

佐賀県 佐賀市 ①③ 博物館・美術館セミナ－
博物館・美術館の学芸員による講座です。今回は「岡田三郎助のまなび 
―滞欧日記のことなど―」と題して開催します。

11月9日 佐賀県立美術館・画廊
佐賀県立博物館・佐賀県立美
術館

無料
https://saga-
museum.jp/museum/

佐賀県立博物館・美術館
0952-24-3947

佐賀県 佐賀市 ①③
超写実展　―リアルを越えた絵画
―
ホキ美術館×MAME（ヨーロッパ近

世界初の写実絵画専門美術館ホキ美術館と、スペインのMWAM（ヨー
ロッパ近代美術館）の写実絵画113点が展示されます。

9月14日～11月10日 佐賀県立美術館 サガテレビ https:// www.sagatv.co.jp
サガテレビ事業企画部
0952-23-9112

佐賀県 佐賀市 ①③
超写実展　―リアルを越えた絵画
―
ホキ美術館×MAME（ヨーロッパ近

佐賀大学・小木曽誠氏によるギャラリートークが行われます。 10月26日 佐賀県立美術館 サガテレビ https:// www.sagatv.co.jp
サガテレビ事業企画部
0952-23-9113

ギャラリートークへの参加は無料、
但し展覧会の観覧券が必要（有料）

佐賀県 佐賀市 ①③
第31回佐賀県高等学校総合文化
祭

佐賀県内の高校生の文化・芸術活動のうちの美術・工芸部門の作品が
展示されます。

10月22日～11月10日 佐賀県立博物館 佐賀県高等学校文化連盟 無料 http://sagakoubunren.maim.jp
佐賀県高等学校文化連盟
0952-25-3303

佐賀県 佐賀市 ①③ 水彩画教室作品展9 10月22日～10月27日 佐賀県立美術館・画廊 0952-75-7502（有田）
佐賀県 佐賀市 ①③ 佐賀装美会作品展 10月29日～11月3日 佐賀県立美術館・画廊 佐賀装美会 0954-62-5928（山口）

佐賀県 佐賀市 ②
ミュージアム・キャラバン隊「近くで
見よう、ホンモノの美術作品」

事前に応募いただいた学校へ、持参した画や工芸品など美術作品を目
の前に、学芸員が児童へ鑑賞のポイントを解説します。

11月26日 佐賀市立春日小学校 佐賀県立博物館・美術館 無料
佐賀県立博物館・美術館
0952-24-3951

対象は会場校児童のみ

佐賀県 佐賀市 ①③
開館１５周年記念特別展「東京をつ
くった佐賀人たち」

2020年の東京オリンピック・パラリンピックを前に、開催地・東京の成り立
ちに、佐賀人が深く関わったことを紹介します。会期中は、関連行事とし
て記念講演会や歴史館ゼミナールなどのイベントも開催予定です。

10月11日～12月8日
佐賀城本丸歴史館　外御書院・御小
書院

佐賀県立佐賀城本丸歴史館 無料
佐賀県立佐賀城本丸歴史館Ｈ
Ｐ
http://saga-museum.jp/sagajou

佐賀城本丸歴史館
0952-41-7550

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

佐賀県 佐賀市 ①③
特別展記念講演会「東京を作った４
人の佐賀人－大木喬任、大隈重
信、辰野金吾、曾禰達蔵」

東京都江戸東京博物館長で建築史家の藤森照信先生を講師にお招き
して、大木喬任・大隈重信・辰野金吾・曾禰達蔵による東京の街づくりに
関する講演会を開催します。
開催時間：13時30分～15時

10月12日 佐賀城本丸歴史館　外御書院 佐賀県立佐賀城本丸歴史館 無料
佐賀県立佐賀城本丸歴史館Ｈ
Ｐ
http://saga-museum.jp/sagajou

佐賀城本丸歴史館
0952-41-7550

佐賀県 佐賀市 ①③
第１８２回歴史館ゼミナール「東京」
の誕生と佐賀人

開館15周年記念特別展「東京をつくった佐賀人たち」の展示内容を深く
掘り下げる本館学芸員による講座です。
開催時間：13時30分～15時

11月9日 佐賀城本丸歴史館　外御書院 佐賀県立佐賀城本丸歴史館 無料
佐賀県立佐賀城本丸歴史館Ｈ
Ｐ
http://saga-museum.jp/sagajou

佐賀城本丸歴史館
0952-41-7550

佐賀県 佐賀市 ③ 子ども着付体験
打掛、裃、甲冑を着て、お姫様、お殿様、武将に変身し、記念撮影ができ
ます。
開催時間：13時30分～16時

11月2日、12月7日（毎
月第1土曜日）

佐賀県立佐賀城本丸歴史館 佐賀県立佐賀城本丸歴史館 無料
佐賀県立佐賀城本丸歴史館Ｈ
Ｐ
http://saga-museum.jp/sagajou

佐賀県立佐賀城本丸歴史館
0952-41-7550

佐賀県 佐賀市 ③ 中学校文化発表会
合唱・ECC所属による英語劇・書道パフォーマンス・未来予想発表などに
加え、本年度から取り組んでいるSDGｓ関連の発表を行います。

10月26日 本校　　振風館 龍谷中学校
http://www.sagaryukoku.ed.jp/j
hsc

保護者の入場可

佐賀県 佐賀市 ③ 観劇
佐賀西・佐賀北・佐賀商と本校の4校で計画している行事で、今年は「日
本古典芸能」を鑑賞することを通して「社会性」や「感受性」を養うことを
目指します。

10月30日 佐賀市文化会館 佐賀市4高校
http://www.sagaryukoku.ed.jp/h
sc

0952-24-2244 該当校保護者の入場可

佐賀県 佐賀市 ①② 薬物乱用防止講演会
薬物乱用の現状を知るとともに、薬物依存の恐ろしさや身近な問題とし
てとらえ常に危機管理を持つことの必要性について理解することを目的
として実施します。

11月14日 本校　文化体育館 龍谷高校
http://www.sagaryukoku.ed.jp/h
sc

0952-24-2244 保護者の入場可

佐賀県 佐賀市 ①② 勧興校区少年の主張大会 校区内の小･中学生が、日頃考えていることや将来の夢を発表します。 11月9日 勧興公民館 校区青少年健全育成協議会 無料
【勧興公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/kkank
o/kominkan.html

勧興公民館
0952-23-6303

佐賀県 佐賀市 ③ 勧興まつり
公民館サークルを中心に校区住民などあらゆる世代のステージ発表と
作品展示。小学校もフリー参観デーで参加、児童の発表もあり、校区全
体の文化交流として開催します。

11月10日 勧興小学校
勧興まちづくり協議会・勧興公
民館

無料
【勧興公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/kkank
o/kominkan.html

勧興公民館
0952-23-6303

佐賀県 佐賀市 ①② 循誘小ものづくりクラブ （実技）紙飛行機を飛ばします。 10月21日 佐賀市立循誘小学校 循誘公民館 無料
ブログ「つながる循誘」
http://www.tsunasaga.jp/junyu/
calendar.html

循誘公民館
0952-23-3759

地域住民が講師として参加

佐賀県 佐賀市 ① 循誘人権学習会現地研修 （研修先）巨大防空壕「無窮洞」、浦頭引揚記念資料館を見学します。 10月23日 長崎県佐世保市
循誘校区人権･同和教育推進
協議会

ブログ「つながる循誘」
http://www.tsunasaga.jp/junyu/
calendar.html

循誘公民館
0952-23-3759

参加費：1,500円／回

佐賀県 佐賀市 ① YOU誘大学現地研修 （研修先）佐賀県庁、佐賀県議会を見学します。 10月24日
佐賀県庁
佐賀県議会

循誘公民館 無料
ブログ「つながる循誘」
http://www.tsunasaga.jp/junyu/
calendar.html

循誘公民館
0952-23-3759

佐賀県 佐賀市 ① アートｉｎ循誘 （座学）循誘の洋画家を学びます。 10月25日 佐賀市立循誘公民館 循誘公民館 無料
ブログ「つながる循誘」
http://www.tsunasaga.jp/junyu/
calendar.html

循誘公民館
0952-23-3759

佐賀県立博物館・美術館とコラボ

佐賀県 佐賀市 ①② 循誘小ものづくりクラブ （実技）ペットボトルで空気砲を作ります。 10月28日 佐賀市立循誘小学校 循誘公民館 無料
ブログ「つながる循誘」
http://www.tsunasaga.jp/junyu/
calendar.html

循誘公民館
0952-23-3759

地域住民が講師として参加

佐賀県 佐賀市 ①
子ども食育講座　“ご近所ばあば”
の料理教室

（実習）お魚を食べます。 11月16日 佐賀市立循誘公民館 循誘公民館
ブログ「つながる循誘」
http://www.tsunasaga.jp/junyu/
calendar.html

循誘公民館
0952-23-3759

参加費：2,500円／年

佐賀県 佐賀市 ① じゅんゆう歴史クラブ現地研修 （研修先）肥前浜宿、祐徳稲荷神社宝物殿を見学します。 11月20日 佐賀県鹿島市 循誘公民館
ブログ「つながる循誘」
http://www.tsunasaga.jp/junyu/
calendar.html

循誘公民館
0952-23-3759

参加費：1,000円／回

佐賀県 佐賀市 ① 福々カレッジ （座学）怪我をしない日常生活での体の使い方を学びます。 11月20日 佐賀市立循誘公民館 循誘公民館 無料
ブログ「つながる循誘」
http://www.tsunasaga.jp/junyu/
calendar.html

循誘公民館
0952-23-3759

佐賀県在宅生活サポートセンターと
の共同事業

佐賀県 佐賀市 ①③ 日新さが学講座
佐賀について、歴史や経済、文化など、あらゆる面から郷土愛を育み、
次世代へとつないでいきます。

10月29日 名護屋城跡 日新公民館
【日新公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/nisshi
n/kominkan.html

日新公民館
0952-26-9216

佐賀県 佐賀市 ③ にっしん茶屋の会　秋の大茶会
にっしん茶屋の会による煎茶でおもてなしを行う茶会で、子どもから大人
まで多世代間交流を目的に開催されています。

11月9日
日新公民館
多目的ホール

にっしん茶屋の会 無料
【日新公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/nisshi
n/kominkan.html

日新公民館
0952-26-9216

佐賀県 佐賀市 ① 日新校区少年の主張大会
子どもたちが、日ごろ考えていること、訴えたいこと、願い、希望、将来の
夢などを発表します。

11月16日
日新公民館
多目的ホール

日新青少年育成会 無料
【日新公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/nisshi
n/kominkan.html

日新公民館
0952-26-9216

佐賀県 佐賀市 ①② 赤松校区少年の主張大会
校区内の小・中学生が、日頃考えていることや訴えたいことを発表しま
す。

10月27日 赤松公民館
赤松校区青少年健全育成会・
赤松公民館

無料
【赤松公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/akama
tsu/kominkan.html

赤松公民館
0952-23-6002

佐賀県 佐賀市 ③ 赤松文化まつり
日頃生涯学習に取組んでいる公民館利用サークルや地域住民が、その
成果を発表する機会を設けるとともに、赤松校区の文化の発展を図るた
めの場です。

11月9日（予定） 赤松公民館
赤松まちづくり協議会・赤松公
民館

無料
【赤松公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/akama
tsu/kominkan.html

赤松公民館
0952-23-6002

佐賀県 佐賀市 ①②③ 第14回神野芸術祭
神野小児童・成章中生徒の合唱や演奏、ゲストの出し物などが披露さ
れ、地域の子どもから大人までが文化・芸術に触れることができます。

10月27日 神野小学校体育館 神野まちづくり協議会 無料
【神野公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/kono/
kominkan.html

神野公民館
0952-30-6702

佐賀県 佐賀市 ① 少年の主張大会
校区内の小・中学生が日頃考えていることや将来の夢などを発表しま
す。

10月27日 神野小学校体育館 神野青少年健全育成協議会 無料
【神野公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/kono/
kominkan.html

神野公民館
0952-30-6702

佐賀県 佐賀市 ①③ にしよか文化祭
校区住民などあらゆる世代のステージ発表と作品展示があります。小学
校もフリー参観デーで参加し、児童の発表や地域の有志の発表など文
化に親しみふれあう1日です。

11月10日 西与賀小学校体育館 にしよか文化祭実行委員会 無料 つながる西与賀
西与賀公民館
0952－23－4683

佐賀県 佐賀市 ① ふれあい広場「とまりぎ」
高齢者の方々が地域の中で心身ともに元気で楽しく暮らしていけるよう
な場の提供と居場所づくり活動の支援をします。毎月1回開催。要望が
あれば町区へアウトリーチもします。

11月8日 西与賀公民館 西与賀公民館 無料 つながる西与賀
西与賀公民館
0952－23－4683

佐賀県 佐賀市 ① 西与賀キッズクラブ
毎月1回、佐賀大学団体、学生と協働で開催します。環境学習や季節の
行事、野外体験など、子どもたちが体験しながら経験できるプログラムを
実施します。

10月26日 西与賀公民館 西与賀公民館 無料 つながる西与賀
西与賀公民館
0952－23－4683

佐賀県 佐賀市 ①② 少年の主張大会 校区内の小･中学生が、日頃考えていることや将来の夢を発表します。 10月30日 西与賀小学校 校区青少年健全育成協議会 無料 つながる西与賀
西与賀公民館
0952－23－4683

佐賀県 佐賀市 ①③ 生涯学習“学びの泉”
毎月1回開催。佐賀の歴史や文化、身近な問題、さが学を学びます。明
治維新150年講座や現地研修など。

10月25日 西与賀公民館、他 西与賀公民館 無料 つながる西与賀
西与賀公民館
0952－23－4683

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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佐賀 佐賀 ① 第30回嘉瀬町少年の主張大会 校区内の小・中学生が、日頃、考えている事や願い等を発表します。 10月20日 嘉瀬小学校 嘉瀬町青少年健全育成協議会 無料
【嘉瀬公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/kase/
kominkan.html

嘉瀬公民館
0952-26-5208

佐賀 佐賀 ③ 嘉瀬かかしまつり
まちづくり協議会が中心となり、佐賀熱気球大会期間中大会会場近くに
嘉瀬町の個人･団体、企業が作ったかかしを陳列して来場者へのおもて
なしをします。

10月28日～11月4日
嘉瀬川防災
ステーション

嘉瀬かかしまつり実行委員会 無料
【嘉瀬公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/kase/
kominkan.html

嘉瀬公民館
0952-26-5208

佐賀県 佐賀市 ①③ 第31回　巨勢町文化祭

校区内の文化振興を目的に、サークル・町民の作品展示や発表を披露
する場です。日曜日は小学校フリー参観デーと合同開催し、小学生の発
表、中学校吹奏楽演奏、地域の大人と子どもが演じるにわか劇発表な
ど、互いの交流を図る場でもあります。

11月9日～10日 巨勢公民館
巨勢公民館・
巨勢まちづくり協議会

無料
【巨勢公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/kose/
kominkan.html

巨勢公民館
0952-26-9218

佐賀県 佐賀市 ①② 第32回兵庫町少年の主張大会 小学校、中学校の子どもたちの主張大会です。 11月2日 メートプラザ 兵庫町青少年健全育成協議会 無料
【兵庫公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/hyogo
/kominkan.html

兵庫公民館
0952-23-3566

佐賀県 佐賀市 ①②③ 第5回兵庫町民文化祭
学校と公民館サークルとのコラボ発表、作品展示など。農業まつりも併
催します。

11月10日
兵庫小学校
兵庫公民館

兵庫まちづくり協議会 無料
【兵庫公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/hyogo
/kominkan.html

兵庫公民館
0952-23-3566

佐賀県 佐賀市 ①② 高木瀬校区少年の主張大会
校区内の小・中学生が、日頃考えていることや訴えたいことを発表しま
す。

11月9日 高木瀬公民館
高木瀬校区青少年健全育成協
議会

無料
【高木瀬公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/takaki
se/kominkan.html

高木瀬公民館
0952-31-3400

佐賀県 佐賀市 ①③ 高木瀬町民文化祭 公民館自主サークルの発表会、伝統文化を披露します。 11月10日 高木瀬公民館
高木瀬校区まちづくり協議会・
高木瀬公民館

無料
【高木瀬公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/takaki
se/kominkan.html

高木瀬公民館
0952-31-3400

駐車場が使用できません。公共交
通機関でご来場ください。

佐賀県 佐賀市 ③ 北川副校区民文化祭 公民館サークル及び校区民の文化活動の発表です。 11月16日～17日 北川副公民館
北川副まちづくり協議会・北川
副公民館文化祭実行委員会

無料
【北川副公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/kitaka
wasoe/kominkan.html

北川副公民館
0952-23-3086

佐賀県 佐賀市 ①② 北川副校区少年の主張大会 校区内の小・中学生が日頃の思いを発表します。 10月27日 北川副公民館 北川副校区青少年健全育成会 無料
【北川副公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/kitaka
wasoe/kominkan.html

北川副公民館
0952-23-3086

佐賀県 佐賀市 ③
家庭教育学級～乳幼児救急救命
講座

未就園児の保護者を対象に、もしもの時のための救急法を学びます。 11月7日 本庄公民館
本庄公民館・本庄まちづくり協
議会

無料
【本庄公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/honjou
/kominkan.html

本庄公民館
0952-23-2691

佐賀県 佐賀市 ③ 本庄校区少年の主張大会 校区内の小・中学生が日頃の思いを発表します。 11月9日 本庄公民館
本庄校区青少年健全育成協議
会

無料
【本庄公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/honjou
/kominkan.html

本庄公民館
0952-23-2691

佐賀県 佐賀市 ③ 本庄公民館文化祭
公民館自主サークル活動や地域の住民による趣味の成果の展示・発表
会をします。

11月23日～24日 本庄公民館 文化祭実行委員会 無料
【本庄公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/honjou
/kominkan.html

本庄公民館
0952-23-2691

佐賀県 佐賀市 ③ 養正ふれあいまつり
鍋島校区民がふれあう秋祭りで、公民館サークルや校区民の文化活動
の発表の場にもなっています。

10月20日 鍋島小学校 鍋島まちづくり協議会 無料
【鍋島公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/nabes
hima/kominkan.html

鍋島公民館
0952-31-2984

佐賀県 佐賀市 ① 子育てのヒント
乳幼児をもつお母さんたちが、日々の子育てでの悩みを互いに出し合
い、専門家のアドバイスを聴きながら解決法をみんなで考えていきます。
（全5回のうちの4回目と5回目にあたります。）

10月29日,
11月12日

鍋島公民館 鍋島公民館 無料
【鍋島公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/nabes
hima/kominkan.html

鍋島公民館
0952-31-2984

佐賀県 佐賀市 ①
超高齢社会にあなたはどう備えま
すか？

認知症への理解、在宅生活の最新事情、いざという時の意思表示など、
高齢期を安心して暮らすために必要な知識や心構えなどを学びます。
（全3回のうちの3回目にあたります。）

11月6日 鍋島公民館 鍋島公民館 無料
【鍋島公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/nabes
hima/kominkan.html

鍋島公民館
0952-31-2984

佐賀 佐賀市 ①③
金立町民ふれあい文化祭（作品展
示）

公民館で活動中のサークルの作品を公民館ホールに展示し、広く町民
に観てもらいます。

11/9～16 金立公民館 金立公民館 無料 kkinryu@city.saga.lg.jp 0952-98-1016

佐賀 佐賀市 ①③
金立町民ふれあい文化祭（舞台発
表）

公民館で活動中のサークルが日頃の練習の成果を発表し、広く町民に
観てもらいます。

11月10日 金立公民館 金立公民館 無料 kkinryu@city.saga.lg.jp 0952-98-1016

佐賀県 佐賀市 ③ 久保泉町民文化祭 舞台発表、作品展示、少年の主張大会を行います。 11月1～4日 久保泉公民館 久保泉公民館 無料
【久保泉公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/kuboiz
umi/kominkan.html

久保泉公民館
0952-98-0001

佐賀県 佐賀市 ①② 蓮池校区少年の主張大会
校区内の小・中学生が、日頃考えていることや訴えたいことを発表しま
す。

11月10日 蓮池公民館 蓮池町青少年健全育成協議会 無料
【蓮池公民館HP】
http//www.tsunasaga.jp/hasuik
e/kominkan.html

蓮池公民館
0952-97-0070

佐賀県 佐賀市 ① 新栄さが学講座③ （座学）「（仮）書から見た副島種臣という人物」 10月24日 新栄公民館 新栄公民館 無料
【ブログ　つながる新栄】
https://www.tsunasaga.jp/shine

新栄公民館
0952-23-4907

佐賀県 佐賀市 ①②③ 新栄ふれあい秋まつり
華やかな衣装に身を包んだ、新栄校区の子どもたちが、笛太鼓の音色
に合わせ、五穀 豊穣（ほうじょう）や健康などの願いを込めて踊ります。

11月4日 新栄校区内 新栄ふれあいまちづくり協議会 無料
【ブログ　つながる新栄】
https://www.tsunasaga.jp/shine

新栄公民館
0952-23-4907

佐賀県 佐賀市 ①② 新栄校区少年の主張大会
校区内の小・中学生が日常生活の中で考えていること、自分の夢、自分
と社会のかかわりについて思ったことなどを発表します。

11月9日 新栄公民館 新栄ふれあいまちづくり協議会 無料
【ブログ　つながる新栄】
https://www.tsunasaga.jp/shine

新栄公民館
0952-23-4907

佐賀県 佐賀市 ③ 新栄公民館文化祭
公民館で活動しているサークルの発表及び展示のほか、校区住民、近
隣の小・中・高校生の作品の展示、各種団体協力によるスープや抹茶の
振る舞いなどを行い、校区民が文化に親しむ機会とします。

11月9日～11日 新栄公民館 新栄公民館 無料
【ブログ　つながる新栄】
https://www.tsunasaga.jp/shine
i/

新栄公民館
0952-23-4907

佐賀県 佐賀市 ①②③ 若楠文化祭 公民館サークルと小中学生が日頃の学習成果を発表します。 11月17日 若楠小学校
若楠公民館
若楠小学校

無料
【若楠公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/wakak
usu/kominkan.html

若楠公民館
0952-31-6358

佐賀県 佐賀市 ① 開成コンサート 校区在住の音楽家によるコンサートです。 10月12日 開成公民館　集会室
開成まちづくり協議会文化ス
ポーツ部会

無料
【開成公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/kaisei/

開成公民館
0952-33-9581

佐賀県 佐賀市 ① 歌声喫茶かいせい 伴奏に合わせて歌い、地域交流をします。 10月25日 開成公民館　集会室 開成公民館
【開成公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/kaisei/

開成公民館
0952-33-9581

佐賀県 佐賀市 ② 鍋島中学校文化祭 鍋島中学校の生徒が文化発表します。 11月1日 佐賀市立鍋島中学校 鍋島中学校 無料
【開成公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/kaisei/

開成公民館
0952-33-9581

佐賀県 佐賀市 ①② 開成校区少年の主張大会
開成校区の児童生徒が日ごろ考えていること、や将来の夢などを発表し
ます。

11月3日 開成公民館　集会室
開成校区青少年健全育成協議
会

無料
【開成公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/kaisei/

開成公民館
0952-33-9581

佐賀県 佐賀市 ① 開成ライトファンタジー点灯式
地域の住民が交流を通して自分の地域に愛着を持つイルミネーションイ
ベントです。

11月3日 開成公民館 開成っ子はぐくみ会
【開成公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/kaisei/

開成公民館
0952-33-9581

佐賀県 佐賀市 ① 子育てリフレッシュ講座 地域交流をはかりながら子育てについて学ぶ家庭教育講座です。 11月8日 開成公民館　集会室 開成公民館 無料
【開成公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/kaisei/

開成公民館
0952-33-9581

佐賀県 佐賀市 ① 人権同和研修会 身近な人権について知り、人権の大切さを学ぶ研修会です。 11月12日 開成公民館　集会室
開成校区人権同和教育推進協
議会

無料
【開成公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/kaisei/

開成公民館
0952-33-9581

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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佐賀県 佐賀市 ①② 開成文化祭
公民館利用自主サークルと町民と開成小学校の児童が合同で文化発
表します。

11月10日 佐賀市立開成小学校 開成校区文化祭実行委員会 無料
【開成公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/kaisei/

開成公民館
0952-33-9581

佐賀県 佐賀市 ① 振休ふれあいパーク 振り替え休日日の子どもの居場所づくりと交流を行います。 11月11日 開成公民館
開成まちづくり協議会子ども部
会

【開成公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/kaisei/

開成公民館
0952-33-9581

佐賀県 佐賀市 ① 秋の園芸教室 花の植え方などを学び、公民館や地域、自宅などの緑化推進をします。 11月22日 開成公民館 開成公民館
【開成公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/kaisei/

開成公民館
0952-33-9581

佐賀県 佐賀市 ①③

「生きがい講座　　～音楽（歌）と健
康～」
第4回　スポーツ音楽とニュース
ポーツ

本講座は、人生の楽しみ方や生きがい、幸せな生き方について学ぶとと
もに仲間づくりの場とすることを目的としています。今回は「音楽」「健康」
をキーワードにして、人生において誰もが巡り会い、懐かしさ、または励
ましされた、誰かと聴いた思い出や心地よさに身を寄せながら、楽しく
「健康」について軽運動やゲーム、講話でまなぶ講座です。また、参加者
同士が思いや体験活動を共有するといったワークショップを取り入れるこ
とで仲間づくりに繋げると共に、その必要性を体感することで公民館活
動や地域に貢献できる人材育成を図ります。

10月24日 諸富町公民館 諸富町公民館 無料
【諸富町公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/morod
omi/kominkan.html

諸富町公民館　
0952-47-4995

佐賀県 佐賀市 ①③
「いきいき大学」
えびす紀行～映像でめぐる恵比須
さん～

時事問題、教養、健康などについての講義や実習、受講生同士での
ワークショップを用いた意見交換等を通して健康で心豊かに活き活きと
生活を営むために知識や教養を身につけ、地域交流を活性化させま
す。今回は、日本一の個体数を誇る「恵比須像」について学びます。諸
富町にある恵比須像について、映像と解説でその歴史や石材について
学ぶことで、佐賀（諸富）への郷土愛を育みます。

11月20日 諸富町公民館 諸富町公民館 無料
【諸富町公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/morod
omi/kominkan.html

諸富町公民館　
0952-47-4995

佐賀県 佐賀市 ③ 第43回諸富町文化祭

地域文化の育成と文化振興及び市民の芸術・文化・芸能への関心を高
め、共に楽しめる場づくりと生きがいづくり、及び仲間づくりを目的として
います。また、多彩な文化活動の展示、発表等をすることで、サークルや
関係者同志の交流を深め、地域づくりの一端を担うことを目的としていま

11月16日～17日
　諸富文化体育館

佐賀市文化連盟諸富支部 無料
【諸富町公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/morod
omi/kominkan.html

佐賀市文化連盟諸富支部
0952-47-2154

佐賀県 佐賀市 ①③ 家庭園芸・野菜編

本講座は全三回の講座で、家庭菜園や花壇づくり、寄植え等の講義と
実技を通して、家庭園芸の実践的な教養を深めるとともに、施設の花壇
整備等、ボランティア活動にも積極的に参加してもらい、地域の人々との
交流を図ることを目的としています。この回では、①ハーブ系の野菜と花
を一緒に寄せ植え②季節の庭の管理方法などの講義を実施します。

11月14日  　諸富町公民館 諸富町公民館
【諸富町公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/morod
omi/kominkan.html

諸富町公民館　
0952-47-4995

佐賀県 佐賀市 ①② 富士町少年の主張大会 少年達が日頃思っている事や将来の夢等について発表します。 10月26日 富士公民館 富士町青少年健全育成協議会 無料
【富士公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/fuji/ko
minkan.html

富士公民館
0952-58-2882

佐賀県 佐賀市 ② つくらん場
食育と健康を目的とし、調理実習や健康体操、現地研修をおこないま
す。

10月21日
富士公民館
その他

富士公民館 無料
【富士公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/fuji/ko
minkan.html

富士公民館
0952-58-2882

佐賀県 佐賀市 ② つくらん場
食育と健康を目的とし、調理実習や健康体操、現地研修をおこないま
す。

11月15日 富士公民館 富士公民館 無料
【富士公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/fuji/ko
minkan.html

富士公民館
0952-58-2882

佐賀県 佐賀市 ①② 三瀬村少年の主張大会
児童生徒が、日頃考えていること、訴えたいこと、願い、希望などを発表
します。

11月11日 三瀬校体育館
三瀬村青少年健全育成村民会
議

無料
【三瀬公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/mitsus
e/kominkan.html

三瀬公民館
56-2003

佐賀県 佐賀市 ② 三瀬寄席
プロの落語家に来て頂き、世代に関わらず身近に落語を鑑賞していただ
き、落語家さんとの交流を図ります。

11月10日 三瀬公民館 三瀬寄席実行委員会
【三瀬公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/mitsus
e/kominkan.html

三瀬公民館
56-2003

佐賀県 佐賀市 ② 私の趣味展 地域住民が、日々の生活やサークル活動で学んだ成果を発表します。 10月26、27日 三瀬公民館 三瀬公民館 無料
【三瀬公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/mitsus
e/kominkan.html

三瀬公民館
56-2003

佐賀県 佐賀市 ①② 「少年の主張」大会 川副町内の小・中学生が、日頃、考えている事や願い等を発表します。 11月2日 南川副公民館 川副町青少年健全育成協議会 無料
【南川副公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/minam
ikawasoe/kominkan.html

南川副公民館
0952-45-8919

佐賀県 佐賀市 ③ 西川副老人クラブ連合会文芸大会

西川副校区内の老人クラブが実施する文芸大会です。日頃作成した文
芸作品を募集し、サークル活動や趣味の成果の展示、発表会など、文芸
創作活動の振興と向上を図ることを目的として行われています。毎年11
月下旬において行われ、今年で第35回目を迎えます。

11月下旬 西川副公民館 西川副老人クラブ連合会 無料
【西川副公民館HP】
https://www.tsunasaga.jp/nishik
awasoe/kominkan.html

西川副公民館
0952-45-1478

佐賀県 佐賀市 ①② さつまいも掘り体験
農業体験の一環として西川副小学校1年がまちづくり協議会の指導の
下、6月に自ら苗植えした大豆の収穫を行います。

11月21日 西川副小学校周辺 西川副まちづくり協議会 無料
【西川副公民館HP】
https://www.tsunasaga.jp/nishik
awasoe/kominkan.html

西川副公民館
0952-45-1478

佐賀県 佐賀市 ①② 大豆刈り取り体験
農業体験の一環として西川副小学校4年がまちづくり協議会の指導の
下、7月に自ら種まきした大豆の刈り取りを行います。収穫した大豆は豆
腐づくりなどの加工体験に使用します。

11月26日 西川副小学校周辺 西川副まちづくり協議会 無料
【西川副公民館HP】
https://www.tsunasaga.jp/nishik
awasoe/kominkan.html

西川副公民館
0952-45-1478

佐賀県 佐賀市 ① 成人学級（第28回歴史講座） 激動の時代を生きた「佐賀に縁ある女たち」　講師　末岡暁美さん 10月24日 佐賀市立中川副公民館 中川副公民館 無料
中川副公民館
0952-45-4173

佐賀県 佐賀市 ① 子育て講座 子どもを事故から守る！乳幼児のための応急措置（仮） 11月5日 佐賀市立中川副公民館 中川副公民館 無料
中川副公民館
0952-45-4173

佐賀県 佐賀市 ①② 東与賀校区少年の主張大会
東与賀校区内の小・中学生が、日頃感じていることや、将来の夢、社会
問題等について発表します。

11月10日
東与賀農村環境
改善センター

東与賀町青少年健全育成協議
会

無料
【東与賀公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/higashi
yoka/kominkan.html

東与賀公民館
0952-45-0375

佐賀県 佐賀市 ①②③ 久保田町文化祭
文化連盟サークル活動や趣味の成果の展示、発表会。裏千家の方によ
るお茶席、お楽しみ抽選会、オープニングには、中学部吹奏楽演奏や町
内の保育園・幼稚園児の合唱なども発表します。

11月16日
久保田農村環境
改善センター

佐賀市文化連盟久保田支部 無料
【久保田公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/kubota
/kominkan.html

佐賀市文化連盟
久保田支部事務局
0952-68-3611

佐賀県 佐賀市 ①②③ 久保田町まなざしフェスティバル
「子どもへのまなざし運動」の一環として、小中学生による少年の主張大
会、中学部7年生による浮立披露、落語家の笑福亭瓶二さんを迎えて公
演を開催します。

11月17日
久保田農村環境
改善センター

久保田町まなざしフェスティバ
ル実行委員会

無料
【久保田公民館HP】
http://www.tsunasaga.jp/kubota
/kominkan.html

久保田公民館
0952-68-3611

佐賀県 佐賀市 ③

第7回佐賀市民芸術祭プレイベント
第35回三瀬村　田舎と都市のふれ
あい祭り
プレコンサート

佐賀市民芸術祭に出演するアーティストが「第35回三瀬村　田舎と都市
のふれあい祭り」のステージの一部に出演して、市民芸術祭のＰＲ及び
演奏を披露します。

10月26日
佐賀市立小中一貫校三瀬校小学部
グラウンド

佐賀市民芸術祭実行委員会 無料
佐賀市ホームページ
https://www.city.saga.lg.jp/
市民芸術祭フェイスブック

佐賀市民芸術祭実行委員会
0952-32-3000
佐賀市教育委員会文化振興課
0952-40-7369

佐賀県 佐賀市 ③
第7回佐賀市民芸術祭プレイベント
ひがしよかピアノマラソン

経験年数、レベル不問のピアノフェスティバル部門、中級から上級者を
対象としたピアノコンサート部門の2部門で、出演者を募集して実施しま
す。

10月27日 佐賀市立東与賀文化ホール 佐賀市文化振興財団 無料
佐賀市ホームページ
https://www.city.saga.lg.jp/
市民芸術祭フェイスブック

東与賀文化ホール
0952-45-3939

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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佐賀県 佐賀市 ③
第7回佐賀市民芸術祭プレイベント
ゆめタウン佐賀プレコンサート

佐賀市民芸術祭に出演するアーティストが出演して、市民芸術祭のＰＲ
を兼ねたコンサートを実施します。

11月4日 ゆめタウン佐賀プレコンサート 佐賀市民芸術祭実行委員会 無料
佐賀市ホームページ
https://www.city.saga.lg.jp/
市民芸術祭フェイスブック

佐賀市民芸術祭実行委員会
0952-32-3000
佐賀市教育委員会文化振興課
0952-40-7369

佐賀県 佐賀市 ③ 第7回佐賀市民芸術祭
佐賀出身又は佐賀で活躍するアーティストを広く紹介するとともに、誰も
が気軽に文化芸術に親しむことができる機会を提供することを目的とす
るイベントです。

11月8～10日 佐賀市文化会館 佐賀市民芸術祭実行委員会 無料
佐賀市ホームページ
https://www.city.saga.lg.jp/
市民芸術祭フェイスブック

佐賀市民芸術祭実行委員会
0952-32-3000
佐賀市教育委員会文化振興課
0952-40-7369

佐賀県 佐賀市 ③
第5回肥前国庁南門ライトアップ＆
芸能祭

肥前国庁跡歴史公園の南門をライトアップして一輪車パフォーマンスと
薩摩琵琶、クラシック＆ジャズ、打楽器アンサンブルの演奏などを行いま

10月26日 肥前国庁跡歴史公園
佐賀市教育委員会
文化振興課

無料
佐賀市教育委員会文化振興課
0952-40-7369

佐賀県 佐賀市 ③
肥前国庁資料館企画展「肥前国の
郡衙と関連遺跡」展

古代肥前国の郡衙や関連遺跡について、各郡ごとに発掘調査で出土し
た遺物を展示し調査成果等を公開します。今年度は「髙来郡」「養父郡」
「三根郡」「基肄郡」をとりあげます。

11月23～3月1日 肥前国庁跡資料館
佐賀市教育委員会
文化振興課

無料
佐賀市教育委員会文化振興課
0952-40-7368

佐賀県 佐賀市 ③
肥前国庁講座「肥前国の郡衙と関
連遺跡」

企画展と連動した講座で、肥前国内の各郡における発掘調査や研究成
果を盛り込んだ一般向けの講座を行います。今年度は2回目で諫早市・
鳥栖市・上峰町・基山町の発掘調査担当者をお招きして全5回開催を予

10月19日～2月22日 肥前国庁跡資料館
佐賀市教育委員会
文化振興課

無料
佐賀市教育委員会文化振興課
0952-40-7368

佐賀県 佐賀市 ①② 暴力団排除講演会
若い世代の暴力団への勧誘や暴力団からの被害を防止することを目的
として行う講演会です。

10月18日 佐賀西高等学校 佐賀西高等学校
http://cms.saga-
ed.jp/hp/saganishikoukou

佐賀西高等学校
TEL 0952-24-4331

生徒・職員対象

佐賀県 佐賀市 ①② SDGｓ講演会
探究活動に取り組む本校生徒に対して、参考となる視点や学び方、将来
の進路選択への参考となる情報を提供することを目的として行う講演会

10月25日 佐賀西高等学校 佐賀西高等学校
http://cms.saga-
ed.jp/hp/saganishikoukou

佐賀西高等学校
TEL 0952-24-4331

生徒対象

佐賀県 佐賀市 ②③ 芸術鑑賞会
優れた文化・芸術に親しみ、感性や教養、興味を深め、豊かな心を育成
することを目的としています。
今回は落語鑑賞です。

10月30日 佐賀市文化会館 佐賀西高等学校
http://cms.saga-
ed.jp/hp/saganishikoukou

佐賀西高等学校
TEL 0952-24-4331

一般参加不可

佐賀県 佐賀市 ②
学校開放週間
10/28～11/1

保護者や地域の方々に、授業や部活動の参観等、普段の学校の様子を
見ていただき、学校教育への理解を深めていただくものです。

10月28日～
11月1日

佐賀西高等学校 佐賀西高等学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/saganishikoukou

佐賀西高等学校
TEL 0952-24-4331

佐賀県 佐賀市 ②③ 人権･同和教育講演会
他者との違いを認め、許容する姿勢を育み、差別や偏見のない社会を
作る一員として、持つべき人権感覚を高めることを目的として行う講演会

11月1日 佐賀西高等学校 佐賀西高等学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/saganishikoukou

佐賀西高等学校
TEL 0952-24-4331

生徒・職員対象

佐賀県 佐賀市 ② 校内読書会
読書を通して、クラス内で意見交換を行い、言語活動の充実を図りま
す。

11月8日 佐賀西高等学校 佐賀西高等学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/saganishikoukou

佐賀西高等学校
TEL 0952-24-4331

生徒対象

佐賀県 佐賀市 ③ 芸術鑑賞
東京演劇集団風による演劇公演　「Touch　～孤独から愛へ」を鑑賞しま
す。

10月21日 佐賀市文化会館
佐賀東高校
高志館高校

無料
佐賀東高校
0952-24-0141

生徒対象

佐賀県 佐賀市 ① エイズ講話 佐賀市保健所の保健師による講演会で感染症について学びます。 10月24日 佐賀東高校体育館 佐賀中部保健福祉事務所 無料
佐賀東高校
0952-24-0141

生徒（1年生）対象
日程変更もあり得ます

佐賀県 佐賀市 ① 佐賀県のことを学ぶ時間
佐賀県の歴史と伝統を理解する授業で、佐賀県の歴史について学びま
す。

10月31日 佐賀東高校体育館 佐賀東高校 無料
佐賀東高校
0952-24-0141

生徒対象
日程変更もあり得ます

佐賀県 佐賀市 ② 人権・同和教育研修会
人権・同和教育に関する講演会で、被差別部落をはじめとした様々な問
題について学びます。

11月14日 佐賀東高校体育館 佐賀県高同研 無料
佐賀東高校
0952-24-0141

生徒・職員対象
日程変更もあり得ます

佐賀県 佐賀市 ②
佐賀北高校
人権・同和教育講演会

講演を聞き、人権や同和問題について主体的に考える態度を育みま
す。

10月21日
佐賀北高校
体育館

佐賀北高校 無料
佐賀北高校
電話：0952-26-3211

生徒・保護者・
教職員対象

佐賀県 佐賀市 ②
佐賀北高校
芸術鑑賞会

演劇等の鑑賞を通じて、芸術に直接触れる機会をもちます。 10月30日 佐賀市文化会館 佐賀北高校 無料
佐賀北高校
電話：0952-26-3211

生徒・教職員対象

佐賀県 佐賀市 ②
佐賀北高校
校内読書会

読書会を通して意見を交換し、言語活動を充実させます。 11月11日
佐賀北高校
各教室

佐賀北高校 無料
佐賀北高校
電話：0952-26-3211

生徒対象

佐賀県 佐賀市 ②
致遠館中学校・高等学校保護者授
業参観

保護者対象に保護者授業参観を行います。その中で、中学校1年生、中
学校2年生は総合的な学習における各自の個人研究の中間発表会を行
います。また、高等学校の授業も自由に参観できます。

11月12日 佐賀県立致遠館中学校・高等学校 致遠館中学校教育推進部 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/chienkanchuugakkou/

致遠館中学校
0952-33-0401

佐賀県 佐賀市 ② 芸術鑑賞 劇団「風」による演劇　「タッチ」の鑑賞 10月21日
佐賀市文化会館
大ホール

佐賀東高校
高志館高校

無料
高志館高校
0952-62-1331

佐賀県 佐賀市 ② 春日保育園芋掘り交流
交流学習の一環として実施。生徒が教師役となって保育園児に芋ほり
の手順や手助けを行いながら、農業の楽しさを教えます。

11月8日 高志館高校 高志館高校 無料
高志館高校
0952-62-1331

佐賀県 佐賀市 ② 高志祭
高志館高校の生徒会・農業クラブが中心となり、日頃学んでいる学習成
果を発表したり、地域の方々に学校生産物販売を行っています。

11月15～16日 高志館高校 高志館高校 無料
高志館高校
0952-62-1331

佐賀県 佐賀市 ② 佐工祭「文化祭」 各種イベントや文化部等の発表があります。 10月11日 佐賀工業高校 佐賀工業高校 無料
【佐賀工業高校HP】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/sagakougyoukoukou/

佐賀工業高校
0952-24-4356

佐賀県 佐賀市 ②③ 芸術鑑賞会
優れた文化・芸術に親しみ、感性や教養、興味を深め、豊かな心を育成
することを目的としています。（令和元年度は、「落語・講談」）

10月31日 佐賀市文化会館
佐賀商業高等学校
TEL 0952-30-8571

一般参加不可

佐賀県 佐賀市 ① 学校開放日
学校を開放して、授業・部活動・生活状況等を参観してもらい、信頼され
る・地域に開かれた学校づくりを推進する。

11月6日 佐賀商業高等学校
佐賀商業高等学校
TEL 0952-30-8571

保護者・地域住民
中学生・中学生保護者

佐賀県 佐賀市 ② 学校開放週間 保護者に案内文書を渡し、自由に授業参観をしていただく。 11月1日～7日
佐賀県立佐賀商業高等学校
定時制教室等

佐賀県立佐賀商業高等学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/sagashougyoukoukou-
p/

佐賀県立佐賀商業高等学校　定時
制

受付で手続きあり

佐賀県 佐賀市 ②
晴田小学校との交流（小学部３年
生）

交流及び共同学習の一環として、学校間交流を行います。小城市立晴
田小学校３年生の児童が来校し、小学部３年生児童と、歌やダンス、
ゲーム等を通して交流をします。

10月31日 大和特別支援学校体育館 大和特別支援学校
大和特別支援学校
0952-62-1221

佐賀県 佐賀市 ②
佐賀県立盲学校
学校公開

幼小学部、中学部、高等部普通科、保健理療科、専攻科理療科の授業
を公開します。また、見えない・見えにくいことの体験コーナーも設けま
す。見えにくさや見えないことでお困りの方へ個別の相談会も行います。
(8:30～12:30)

10月27日（日） 本校各教室等 佐賀県立盲学校 無料
盲学校
「目の支援センターゆうあい」
0952-23-4672

随時、視覚障害に関する個別の相
談に応じます。

佐賀県 佐賀市 ② 図書館まつり
読書に関わる様々な活動を通して、読書活動の推進をはかります。
また、幼児・児童・生徒・職員に図書館を親しんでもらい、利用の促進に
つなげていきます。

10月23日～11月1日 本校図書館 佐賀県立盲学校 無料 0952-23-4672
幼児児童生徒および職員が制作し
た作品展示なども行います。

佐賀県 佐賀市 ① 妊娠期から学ぶ楽しい子育て

9月24日：新しいいのちの誕生を知る
9月28日：夫婦で学ぶ妊娠期の過ごし方
10月15日：出産にあたって家族の心構えと子育ての始まり
10月23日：家族と子育て祖父母力

9月24日,28日
10月15日,23日

西九州大学
西九州大学短期大学部
健康支援センター
多目的ルーム

西九州大学、西九州大学短期
大学部
健康福祉・生涯学習センター

https://www.nisikyu-
u.ac.jp/syogai/information/detai
l/i/920/

西九州大学、西九州大学短期大学
部
健康福祉・生涯学習センター
TEL：0952-32-1314（直通）

佐賀県 佐賀市 ①
大人の体力測定
～日常生活を見直すきっかけづくり
～

各種の測定を体験して、運動不足解消を兼ねた体力チェックの
方法について学びます。　
※公開講座終了後（14：30 ～ 15：30）に本学科学生との楽しいレクス
ポーツ等を行います。運動ができる服装および室内シューズ、タオル、
飲み物をお持ちください。

11月2日

西九州大学
西九州大学短期大学部
健康支援センター
多目的ルーム

西九州大学、西九州大学短期
大学部
健康福祉・生涯学習センター

:https://www.nisikyu-
u.ac.jp/syogai/information/detai
l/i/920/

西九州大学、西九州大学短期大学
部
健康福祉・生涯学習センター
TEL：0952-32-1314（直通）

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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佐賀県 佐賀市 ①
つらくならない高齢者の排泄ケア
～尿もれ予防と便秘対策～

排尿・排便のメカニズム、尿もれや便秘といった排泄障害の対処や予防
の方法（体操・日常生活で気をつけること）などを紹介します。

11月8日
西九州大学短期大学部
佐賀キャンパス
健康福祉・生涯学習センター

西九州大学、西九州大学短期
大学部
健康福祉・生涯学習センター

https://www.nisikyu-
u.ac.jp/syogai/information/detai
l/i/920/

西九州大学、西九州大学短期大学
部
健康福祉・生涯学習センター

佐賀県 佐賀市 ① 健やかな毎日を過ごすために
食べ物と健康に関する情報が多すぎて迷っているかたへ。健康で生き生
きした毎日を過ごすための食生活を、一緒に考えます。

11月13日

西九州大学
西九州大学短期大学部
健康支援センター
多目的ルーム

西九州大学、西九州大学短期
大学部
健康福祉・生涯学習センター

https://www.nisikyu-
u.ac.jp/syogai/information/detai
l/i/920/

西九州大学、西九州大学短期大学
部
健康福祉・生涯学習センター
TEL：0952-32-1314（直通）

佐賀県 佐賀市 ① 私の作品制作の軌跡Ⅰ,Ⅱ

私の40 年に及ぶ作品制作（陶芸）を振り返りながら、作品を作ることにつ
いて解説します。
11月14日：私の作品制作の軌跡Ⅰ
11月21日：私の作品制作の軌跡Ⅱ

11月14日,21日

西九州大学
西九州大学短期大学部
健康支援センター
多目的ルーム

西九州大学、西九州大学短期
大学部
健康福祉・生涯学習センター

https://www.nisikyu-
u.ac.jp/syogai/information/detai
l/i/920/

西九州大学、西九州大学短期大学
部
健康福祉・生涯学習センター
TEL：0952-32-1314（直通）

佐賀県 佐賀市 ① パソコンを使って絵を描こう
パソコンを使って絵を描いてみます。デジタルカメラやスマートフォンでと
る写真などとは違い、時間はかかるし、上手に描くのは難しい。手で書い
た方が早かったり。でも味のある面白い絵が描けることも…。

11月19日
西九州大学短期大学部
佐賀キャンパス
3号館2階PC演習室

西九州大学、西九州大学短期
大学部
健康福祉・生涯学習センター

https://www.nisikyu-
u.ac.jp/syogai/information/detai
l/i/920/

西九州大学、西九州大学短期大学
部
健康福祉・生涯学習センター

佐賀県 佐賀市 ①
文学作品から考える「介護」
～「恍惚の人」から「明日の記憶」へ
～

小説の中の「介護」「認知症」の描かれ方の変化から、社会における「介
護」や「認知症」の位相を考えます。

11月19日
西九州大学、西九州大学短期大学
部
健康支援センター　多目的ルーム

西九州大学、西九州大学短期
大学部
健康福祉・生涯学習センター

https://www.nisikyu-
u.ac.jp/syogai/information/detai
l/i/920/

西九州大学、西九州大学短期大学
部
健康福祉・生涯学習センター

佐賀県 佐賀市 ① 痛みについて考える
「痛い」と感じる時は、怪我をしたときだけとは限りません。痛みを感じる
と身体はどのように変化するのかを学び、その対処法を一緒に考えま
す。

11月20日
西九州大学、西九州大学短期大学
部
健康支援センター　多目的ルーム

西九州大学、西九州大学短期
大学部
健康福祉・生涯学習センター

https://www.nisikyu-
u.ac.jp/syogai/information/detai
l/i/920/

西九州大学、西九州大学短期大学
部
健康福祉・生涯学習センター

佐賀県 佐賀市 ①④
佐賀大学附属図書館
「図書館月間2019」

佐賀大学附属図書館では、地域住民の生涯学習の一助として、毎年11
月にイベントを開催しています2019年度は、「旧制佐賀高等学校・師範
学校アーカイブズ」（仮称）をテーマとし、講演会及び資料展示等を実施

11月1日～30日 佐賀大学附属図書館
国立大学法人佐賀大学附属図
書館

無料 https://www.lib.saga-u.ac.jp/
0952-28-8902又は
0952-28-8415

講演会、資料展示等の期間は未定

佐賀県 白石町 ② 有明中学校文化発表会 学年の発表や授業の取組、吹奏楽などの部活動の成果を発表します。 10月20日 有明中学校体育館 白石町立有明中学校 無料
【有明中学校HP】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/ariake-j

有明中学校
0954-65-2127

佐賀県 白石町 ② 福富中学校文化発表会
総合的な学習の時間に取り組んだ探究活動の成果を地域の方へ発表し
ます。

10月26日 福富ゆうあい館 白石町立福富中学校 無料
【福富中学校HP】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/fukudomi-j

福富中学校
0952-87-3531

佐賀県 白石町 ① ゆうあい図書館まつり ブックリサイクル・おはなし会等を開催します。 10月27日 福富ゆうあい館図書室
生涯学習課
福富ゆうあい館係

無料
【福富ゆうあい館HP】
http://www.town.shiroishi.lg.jp/j
yuumin/manabu/toshokan.html

福富ゆうあい館係
0952-87-2149

佐賀県 白石町 ② 白石中学校文化発表会
舞台発表では、学年劇等を行います。午後は合唱コンクールを開催しま
す。また、学年作品等を掲示します。

10月27日 白石中学校体育館 白石町立白石中学校 無料
【白石中学校HP】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/shiroishi-j

白石中学校
0952-84-2411

佐賀県 白石町 ① 白石文化祭 舞踊等の芸能の発表や、会員による作品の展示を行います。 11月2～3日 白石町総合センター他 白石文化協会 無料 白石文化協会事務局

佐賀県 白石町 ① 秋の陶芸教室
①陶土をこねて、湯のみや皿などを作り、②形を仕上げ、③下絵・色づけ
をし、④焼きあがった作品を鑑賞します。

11月6日,
9日,23日,30日

陶芸館
生涯学習課
生涯学習係

生涯学習係
0952-87-7129

佐賀県 白石町 ① 有明文化まつり 舞踊等の芸能の発表や、会員による作品の展示を行います。 11月9～10日 有明スカイパークふれあい郷自有館 有明文化協会 無料 有明文化協会事務局

佐賀県 白石町 ① おはなし会 本の読み聞かせ・手遊び等を行います。 11月9日 福富ゆうあい館図書室
生涯学習課
福富ゆうあい館係

無料
【福富ゆうあい館HP】
http://www.town.shiroishi.lg.jp/j
yuumin/manabu/toshokan.html

福富ゆうあい館係
0952-87-2149

佐賀県 白石町 ② 須古まつり
地域の方をお招きし、日頃の感謝の気持ちを伝えます。また、地域の方
や保護者に向けての学習発表会や教育講演会を開催します。

11月10日 須古小学校 白石町立須古小学校 無料
【須古小学校HP】
http://cms.saga-

須古小学校
0952-84-2219

佐賀県 白石町 ②
六角小
コミュニティーデー

学習発表会やＰＴＡ主催のバザー・だご汁会等を行います。地域の方を
お招きし、日頃の感謝の気持ちを伝えます。また、授業参観も兼ねてい
ます。

11月10日 六角小学校
白石町立六角小学校･六角小
学校PTA

無料
【六角小学校HP】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/rokkaku-e

六角小学校
0952-84-2009

佐賀県 白石町 ② 北明小秋祭り
午前中は、保護者や地域の方々をお招きし、学習発表会や感謝の会を
行います。午後は、PTA主催によるバザーやセレモニー、体験コーナー
を行います。

11月10日 北明小学校
白石町立北明小学校・北明小
学校PTA

無料
【北明小学校㏋】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/hokumei-e

北明小学校
0952-84-2240-

佐賀県 白石町 ② 南小まつり
午前中は、保護者や地域の方をお招きし，日頃の学習の成果を発表し
ます。午後は、地域の人材を生かした様々な参加体験型の教室を設定
し、地域の方との交流を図ります。

11月10日 有明南小学校 白石町立有明南小学校 無料
白石町立有明南小学校
http://cms.saga-
ed.jp/hp/ariakeminami-e

有明南小学校
0954-65-4169

佐賀県 白石町 ② にしきえ祭り
学習成果を発信する場として学習発表会を行います。保護者や家族だ
けでなく、お世話になっている地域の方々を招いて交流を深めます。

11月16日 有明西小学校体育館 白石町立有明西小学校 無料
【有明西小学校㏋】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/ariakenishi-e

有明西小学校
0954-65-4137

佐賀県 白石町 ① じょうえい会 幼児向けのアニメを上映します。 11月16日 福富ゆうあい館図書室
生涯学習課
福富ゆうあい館係

無料
【福富ゆうあい館HP】
http://www.town.shiroishi.lg.jp/j
yuumin/manabu/toshokan.html

福富ゆうあい館係
0952-87-2149

佐賀県 白石町 ① ゆうあい教室｢寄せ植え｣ 種類の異なる園芸植物を取り合わせ、一つの鉢に植えこみます。 11月24日 福富ゆうあい館
生涯学習課
福富ゆうあい館係

【福富ゆうあい館HP】
http://www.town.shiroishi.lg.jp/j
yuumin/manabu/toshokan.html

福富ゆうあい館係
0952-87-2149

佐賀県 白石町 ② 東っこフェスティバル
各学年からのステージ発表や子ども達の自慢大会、地区の子ども浮立
などの文化的発表の場を設定し、保護者や地域の方に参観していただ
きます。

12月1日 有明東小学校体育館 白石町立有明東小学校 無料
【有明東小学校HP】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/ariakehigashi-e

有明東小学校
0954-65-4038

佐賀県 白石町 ②
佐賀農業高等学校
第54回佐農祭（農業文化祭）

日ごろの学習成果や文化部の展示をします。また、SGH（スーパーグ
ローバルハイスクール指定校）におけるポスター展示などもあります。そ
の他、バザー模擬店、学校生産物販売、PTAイベンなどお楽しみもあり

11月15、16日 県立佐賀農業高等学校 県立佐賀農業高等学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/saganougyoukoukou/

県立佐賀農業高等学校
0952-84-2611

2日目（16日）のみ
一般公開、見学等は無料、学校生
産物販売あり

佐賀県 多久市 ①② 多久市教育委員会表彰
多久市の学校教育、社会教育、文化芸術、社会教育の各分野で功績や
貢献のある人を表彰する。

11月 多久市役所 多久市教育委員会 無料
多久市教育委員会教育振興課
0952-75-8022

佐賀県 多久市 ① 多久市論語かるた大会
多久市で作成している論語かるたを使い、百人一首形式で「幼児の部・
小学生の部・中学生の部・一般の部（高校生以上）」に分かれて、論語か
るた大会を行います。

11月23日 多久市立東原庠舎東部校体育館
多久市教育委員会・公益財団
法人孔子の里・多久市児童愛
護班・多久市中央公民館

無料
多久市教育委員会教育振興課
社会教育係
0952-74-3241

佐賀県 多久市 ③ 多久市文化まつり 文化作品展示及び芸能披露を行います。 11月16日～17日 多久市中央公民館 多久市文化連盟
多久市教育委員会教育振興課
0952-74-3241

芸能披露に関しては入場料500円

佐賀県 多久市 ③ ふれあいまつり
町民の生きがい・健康づくりを目的とした文化活動発表会・綱引き大会
や、町づくりを推進する為に必要な意思疎通を目的とした親睦会、青少
年健全育成を考えた子供の演劇・郷土芸能披露などを行います。

11月10日 西多久公民館広場 ふれあいまつり実行委員会
西多久公民館
0952-75-2205

男性：2,000円、女性：1,000円
中高生：1,000円、小学生：500円
（ただし、親睦会に参加する者の

佐賀県 多久市 ③ 北多久町文化祭 サークル団体等の芸能披露を行います。 11月3日 北多久公民館 北多久公民館 無料
北多久公民館
0952-75-2586

佐賀県 多久市 ② 学校訪問
校長等との意見交換及び全学級の授業参観、学校施設等の視察を行
います。

11月14日 多久市立病院東原庠舎西渓校 多久市教育委員会 無料
多久市教育委員会学校教育課
0952-75-2227

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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佐賀県 多久市 ② ノーテレビ・ノーゲーム
佐賀県教育週間における佐賀県PTA連合会一斉取組活動で、この日は
テレビやゲームをやめて、読書をしたり、家族で語らう時間を設けたりし
て家庭や地域で、楽しいひとときを過ごします。

11月1日 市内一円
多久市教育委員会・多久市PTA
連合会

無料
多久市教育委員会学校教育課
0952-75-2227

佐賀県 多久市 ② 多久市就学相談
特別支援学校の入学、転入学、義務教育学校の特別支援学級の入級、
通級

10月下旬 多久市保健センター 多久市教育委員会 無料
多久市教育委員会学校教育課
0952-75-2227

佐賀県 多久市 ② 多久市教育の日
「多久市教育の日」として、日頃の義務教育学校としての学校づくりや教
育実践、教育環境の整備等について、広く市民に学校を公開する。教育
講演会も行います。（当日は、土曜開校日）

11月30日 市内各学校 多久市教育委員会 無料
多久市教育委員会学校教育課
0952-75-2227

佐賀県 多久市 ②
東原庠舎西渓校公開授業及び授
業研究会

県教委の指定を受け、新学習指導要領の主旨で、後期課程、社会科の
公開授業及び授業研究会を行います。

10月18日 多久市立病院東原庠舎西渓校 多久市教育委員会 無料
多久市教育委員会学校教育課
0952-75-2227

佐賀県 多久市 ②③ 多久高等学校芸術鑑賞会
多久高校生徒を対象に毎年開催している芸術鑑賞会。
今年度は落語の鑑賞。

10月29日 多久市中央公民館 佐賀県立多久高等学校 無料

【佐賀県立多久高等学校ＨＰ】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/takukoukou/home/ho
meMain.do

多久高等学校
0952-75-3191（代表）

佐賀県 多久市 ② 小高連携事業 多久市内の小学生と多久高校生が、授業や実習を通して交流します。 10月31日 佐賀県立多久高等学校 佐賀県立多久高等学校 無料

【佐賀県立多久高等学校ＨＰ】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/takukoukou/home/ho
meMain.do

多久高等学校
0952-75-3191（代表）

佐賀県 多久市 ② 多久高等学校公開授業
２日間、保護者や多久市民の皆様に自由に来校いただき、授業を参観
していただきます。

11月5日,6日 佐賀県立多久高等学校 佐賀県立多久高等学校 無料

【佐賀県立多久高等学校ＨＰ】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/takukoukou/home/ho
meMain.do

多久高等学校
0952-75-3191（代表）

佐賀県 多久市 ② 人権・同和教育講演会 ＬＨＲの時間を使い、講師を招いて人権に関する講演があります。 11月12日 佐賀県立多久高等学校 佐賀県立多久高等学校 無料

【佐賀県立多久高等学校ＨＰ】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/takukoukou/home/ho
meMain.do

多久高等学校
0952-75-3191（代表）

佐賀県 武雄市 ② 日曜参観　育友会バザー
授業参観と育友会バザーを行います。児童の学習の様子を見てもらうと
共に、バザーを楽しんだり、交流を深めたりします。

11月10日 御船が丘小学校
御船が丘
小学校

無料
御船が丘小学校
0954-23-8660

佐賀県 武雄市 ①② 朝日町ふれあい祭り
朝日町民による芸能発表や作品展示。また、バザーなどの催し物があり
ます。

11月3日
11月4日

朝日町公民館

佐賀県 武雄市 ② 朝日小親子ふれあい活動
生け花・米料理・ミニスポーツなど、親子や地域の方に指導をいただいて
行う活動。

11月24日 朝日小学校

佐賀県 武雄市 ①②③
授業参観
武内町ふれあい祭り

武内町民による芸能発表や作品展示。また、バザーなどの催し物もあり
ます。

11月10日 武内小・武内神社 武内町公民館 無料
武内町公民館
0955-27-2001

佐賀県 武雄市 ② 感謝の会 お世話になった地域の人を招待し，集会をして感謝の気持ちを表す。 11月20日 西川登小学校 西川登小学校 無料
 http://cms.saga-
ed.jp/hp/nishikawanobori-e

西川登小
0954-28-2006、FAX　0954-28-2101

佐賀県 武雄市 ② 教育フェスタ ふれあい道徳・教育講演会 10月26日 東川登小学校 東川登小学校 無料 東川登小学校0954-23-2905

佐賀県 武雄市 ①③ 第28回　橘町ふれあいまつり
文化や芸術を通じて、町民が交流する場。文化作品展、ふれあいの集
い(ステージ発表)、バザー、町民駅伝大会などが行われます。

11月1日～3日
橘公民館
橘小学校

橘町まちづくり推進協議会 無料 橘公民館0954-22ー3884

佐賀県 武雄市 ② 橘小学校ときわ祭り 全校もちつき会、感謝の会等を通した地域の方との触れ合い行事。 11月17日 橘小学校 橘小学校 無料 橘小学校0954-22ー2925
佐賀県 武雄市 ①③ 山内町文化祭 毎年開催されている山内町民による文化発表会 11月3日 山内農村環境改善センター 山内町文化連盟・山内公民館 無料 山内公民館0954-45-2139
佐賀県 武雄市 ② ふれあい祭り 授業参観、ふれあい祭り、ふれあい餅つき 11月10日 山内東小学校 山内東小学校 無料 山内東小学校0954-45-3565

佐賀県 武雄市 ② 地域とのふれあいデー（仮称） 低・中・高学年に分かて、地域の方々の協力を得た体験学習等を行う。 11月10日 武雄市立山内西小学校 武雄市立山内西小学校 無料
 http://www2.saga-
ed.jp/school/edq13602/

0954-45-3575

佐賀県 武雄市 ② ふれあい感謝の会
日頃お世話になっている地域の方や家族に対して感謝の気持ちを伝え
るとともに，ゲームなどを通してふれあい活動を行う。PTAによるふれあ
いバザーも行われる。

11月9日 北方小学校 北方小学校及びPTA 無料 fukuda-yasuhiro@takeo.ed.jp 北方小学校0954-36-2006

佐賀県 武雄市 ② 武雄中合唱コンクール 課題曲・自由曲による、学年毎・学級対抗の合唱コンクール 11月1日
武雄中学校
武雄市文化会館

武雄中学校 無料
【武雄中ＨＰ】http://cms.saga-
ed.jp/hp/takeo-j

武雄中学校0954-22-4105

佐賀県 武雄市 ②
武雄北中学校　夢プロジェクト
～夢よはばたけ世界へ未来へ～

被災地の復興を願って、【祭り】をテーマに全国に元気や勇気を届けよう
とするプロジェクト。オリジナルの曲を歌唱したり劇・地域社会貢献活動
の発表等を行います。地域の方も参加する地域一体型の行事であり、
最後には、抽選会や全員でオリジナル曲のフォークダンスを踊ります。

10月27日
武雄市立武雄北中学校
体育館

武雄市立
武雄北中学校

無料 takeokita-j@mail.saga-ed.jp
武雄北中学校
0954-27-2004

佐賀県 武雄市 ② 川登中学校学習成果発表会
合唱などの舞台発表、調べ学習や制作物の展示など、学習活動の成果
を発表します。

11月2日 川登中学校 川登中学校 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/kawanobori-j/

川登中学校
0954-28-2001

佐賀県 武雄市 ② 北方中学校文化活動発表会
合唱などの舞台発表、総合的な学習での調べ学習、美術で制作した物
や技術・家庭科で製作したものの展示など、学習活動の成果を発表しま

10月27日 北方中学校 北方中学校 無料
北方中学校
0954-36-2069

佐賀県 武雄市 ② 中高授業参観・相互研究会
中高一貫教育校としての教科指導力向上と中高一貫教育の充実のた
め、併設中学校と合同で授業研究会を行う。

11月6日 武雄高校会議室 武雄高校 無料
武雄高校
0954-22-3103

佐賀県 武雄市 ② 進路講演会及び授業参観
１・２年生の保護者を対象として、進路講演会及び授業参観を実施し、学
校の教育活動への理解の促進と進路意識の向上、進路情報の共有を

10月25日 武雄高校体育館 武雄高校 無料
武雄高校
0954-22-3103

佐賀県 武雄市 ③ 芸術鑑賞会 日本音楽としての「和楽器」を鑑賞。 10月18日 武雄市文化会館 武雄高校 無料
武雄高校
0954-22-3103

佐賀県 武雄市 ③ クラス読書会
本を読むことの意義やおもしろさを発見（再発見）し、あらゆる活動の基
盤となる「教養・価値観・感性等」を生涯を通じて身に付けていく「自ら本
に手を伸ばす」生徒を育成する。（生涯学習）

11月12日 武雄高校各教室 武雄高校 無料
武雄高校
0954-22-3103

佐賀県 武雄市 ② さがを誇りに思う講演会
講演を通して佐賀県のよさを再確認することで、ふるさと佐賀を愛し誇り
と自信を持つ生徒を育成する。

10月29日 武雄高校体育館 武雄高校 無料
武雄高校
0954-22-3103

佐賀県 武雄市 ①② 育ちあい講座
市内６園の園児が来校し、本校生徒と触れ合う時間を持つ。生徒の進路
意識の醸成の一助とし、生徒の親になりたいと思う心情を育む。

１１月中
武雄高校
図書館棟

武雄高校 無料
武雄高校
0954-22-3103

佐賀県 武雄市 ② ふれあい道徳
・各学級、「命」に関連する内容をテーマに道徳の授業を行い、授業参観
を実施する。

8月31日 武雄青陵中学校 武雄青陵中学校 無料 0954-22-3177

佐賀県 武雄市 ② 教育講演会
・本校体育館で、講師を招へいして、「命」に関連する内容の講演会を実
施する。保護者にも案内を配布し、保護者、生徒、職員で講演を聴く予

8月31日 武雄青陵中学校 武雄青陵中学校 無料 0954-22-3177

佐賀県 武雄市 ② 中高合同芸術鑑賞会

・武雄高等学校と合同での「和楽器」鑑賞会。リズム楽器（太鼓）中心の
単調な構成になりがちな和太鼓鑑賞会ではなく、メロディーを奏でる楽器
（尺八・箏・三味線）を加えて変化に富んだ楽曲の演奏。音楽指導要領に
も登場する邦楽器の生の音を生徒たちに楽しませる構成となっている。

10月18日
武雄市文化会館
大ホール

・武雄高等学校
・武雄青陵中学校

0954-22-3177 960円

佐賀県 武雄市 ② 武雄青陵中学校文化発表会

午前に、テーマに沿って、学年ごとに作品の展示やステージ発表、また、
文化部の活動発表を行う。午後に、各学級ごとの合唱（コンクール形式）
と全学年合同合唱の披露を行う。校舎内では、文化部活動や学習の成
果発表の展示を行い、近隣小学校にも来場案内を行う。ステージ発表や
展示を参観してもらうように保護者等に案内をする。

11月2日 武雄青陵中学校 武雄青陵中学校 無料 0954-22-3177

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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佐賀県 太良町 ③ 太良町文化祭 音楽等のステージ発表、作品展示、茶席等の公開活動を開催します。 11月2～3日
太良町自然休養村管理センター
大ホール他

太良町・太良町教育委員会・太
良町文化連盟

無料
太良町教育委員会
0954-67-0317

佐賀県 太良町 ② たらっこ学習発表会 児童が、日頃の学習の成果を歌や劇など工夫した表現方法で発表しま 10月27日 太良町立多良小学校 太良町立多良小学校 無料 多良小学校0954-67-0044
佐賀県 太良町 ② ひこばえ学習発表会 児童が、日頃の学習の成果を歌や劇など工夫した表現方法で発表しま 11月6日 太良町立大浦小学校 太良町立大浦小学校 無料 大浦小学校0954-68-2129

佐賀県 太良町 ② 多良中学校文化祭
各学級による合唱コンクール等、生徒による各種文化的な出し物を披露
します。

10月25日 太良町立多良中学校 太良町立多良中学校 無料 多良中学校0954-67-0222

佐賀県 太良町 ② 大浦中学校文化学習発表会
各学級による合唱コンクール等、生徒による各種文化的な出し物を披露
します。

10月24日 太良町立大浦中学校 太良町立大浦中学校 無料 大浦中学校0954-68-2029

佐賀県 太良町 ②
学校祭
｢豊峯祭(文化祭)｣

日頃の学習活動の成果あるいは文化部の部活動の成果を発表し、保護
者や地域の方に参観していただく。

10月13日 佐賀県立太良高等学校 会場校に同じ 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/tarakoukou/home/ho
meMain.do

太良高等学校
0954-67-1811

佐賀県 太良町 ② 授業公開
10月16日～19日を授業研究週間としており、その日程中について、保護
者や地域の方に午前中を公開する。

10月16～19日 佐賀県立太良高等学校 会場校に同じ 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/tarakoukou/home/ho
meMain.do

太良高等学校
0954-67-1812

※19日は11：40～１２：25のみの時
間帯を公開

佐賀県 太良町 ②
学校説明会
および
授業公開

中学生･保護者及び中学校関係者の方へ本校の特徴や取り組みを紹介
します。午前中3時限を公開にして、保護者や地域の方、あるいは説明
会に参加された方へ参観していただく。

10月19日 佐賀県立太良高等学校 会場校に同じ 無料
http://cms.saga-
ed.jp/hp/tarakoukou/home/ho
meMain.do

太良高等学校
0954-67-1813

佐賀県 鳥栖市 ③
第58回鳥栖民文化祭～とすフェス
～

舞台発表や作品展示を行う市民参加の文化祭。鳥栖基山小中学校音
楽祭や防災フェスタも同時に行っている。

11月2日3日13日 鳥栖市民文化会館・鳥栖市体育館
鳥栖市、鳥栖市教育委員会、鳥
栖市文化連盟

bunkakaikan@city.tosu.lg.jp
鳥栖市民文化会館
0942-85-3645

出品・出演は有料鑑賞に関しては
無料

佐賀県 鳥栖市 ② にこにこ集会
各教科、生活科、総合的な学習の時間等で、人権について学習した内
容をもとに、各学年ごとに発表します。

11月8日 鳥栖小学校 鳥栖小学校 無料
【鳥栖小HP】
http://cms.saga-ed.jp/hp/tosu-

鳥栖小学校
0942-83-2535

佐賀県 鳥栖市 ② 授業参観
保護者や地域の方に教育活動を公開し、内にも外にも開かれた学校を
目指します。下学年：2校時　9:30～10:15　上学年：3校時　10:35～11:20

10月24日 鳥栖北小学校 鳥栖北小学校 無料
【鳥栖北小HP】
https://cms.saga-
ed.jp/hp/tosukita-e/

鳥栖北小学校
0942-83-2296

佐賀県 鳥栖市 ② なかよし集会
学校全体で、人権について考え、意識する学習を通して、みんなで仲良
く過ごせる学校を目指して取り組みます。２、３校時　9:30～11:20

11月27日 鳥栖北小学校体育館 鳥栖北小学校 無料
【鳥栖北小HP】
https://cms.saga-
ed.jp/hp/tosukita-e/

鳥栖北小学校
0942-83-2296

佐賀県 鳥栖市 ② 田代祭
各学年で歌や音楽劇、総合的な時間の学習における学習の成果などを
ステージ発表し、文化にふれる行事です。

11月12日 田代小学校体育館 田代小学校 無料
【田代小HP】http://cms.saga-
ed.jp/hp/tashiro-e/

田代小学校
0942-83-2744

佐賀県 鳥栖市 ② 大船越小学校との交流
旧対馬藩としての史跡をウォークラリーを通して探訪することで交流を深
めます。

10月24日 田代小学校周辺 田代小学校 無料
【田代小HP】http://cms.saga-
ed.jp/hp/tashiro-e/

田代小学校
0942-83-2744

佐賀県 鳥栖市 ② 弥生フェスタ
○各教科や生活科，総合的な学習の時間で学んだ内容を発表すること
で，児童や保護者が相互交流をします。
・11月８日「児童向け・保護者向けのステージ発表」

11月 8日 弥生が丘小学校 弥生が丘小学校 無料
【弥生が丘小HP】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/yayoigaoka-e/

弥生が丘小学校
0942-48-3100

佐賀県 鳥栖市 ②③ 人権ふれあいコンサート
うたびと　染矢敦子さんのコンサートです。一期一会を大切に，心が明る
く軽くなるトーク＆コンサートです。

10月24日 若葉小学校体育館 若葉小学校 無料
【若葉小学校HP】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/wakaba-e/

若葉小学校
0942-82-8722

佐賀県 鳥栖市 ② 若葉フェスタ 各教科等の時間で学習した内容について、ステージ発表等を行います。 11月22日 若葉小学校体育館 若葉小学校 無料
【若葉小学校HP】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/wakaba-e/

若葉小学校
0942-82-8722

佐賀県 鳥栖市 ② 授業参観
各教科や教科「日本語」、「ふれあい道徳」などの授業を公開する予定で
す。

10月24日 基里小学校 基里小学校 無料
【基里小HP】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/kizato-e

基里小学校
0942-83-2288

佐賀県 鳥栖市 ② 基里っ子集会
各教科等の時間に学習した内容について、ステージ発表を行います。各
学年、委員会・クラブ等で作成した作品を体育館の壁面に掲示します。

11月8日 基里小学校体育館 基里小学校 無料
【基里小HP】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/kizato-e

基里小学校
0942-83-2288

佐賀県 鳥栖市 ②③ アウトリーチ訪問演奏会 派遣アーティストによる訪問演奏を鑑賞します。 10月23日 麓小学校体育館 鳥栖市文化芸術振興課 無料
【麓小HP】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/fumoto-e/

麓小学校
0942-83-2013

佐賀県 鳥栖市 ② 授業参観及び教育講演会
保護者や地域の方に教育活動を参観してもらいます。また、児童・保護
者・地域の方向けに講演会を開催します。

10月31日 麓小学校 麓小学校 無料
【麓小HP】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/fumoto-e/

麓小学校
0942-83-2013

佐賀県 鳥栖市 ①②③ 麓ふれあい祭り
地域と学校が一体となって、全校児童が参加する集会活動です。家庭・
地域・学校の協働体制による様々なワークショップがあります。

11月29日 麓小学校 開かれた学校推進委員会 無料
【麓小HP】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/fumoto-e/

麓小学校
0942-83-2013

佐賀県 鳥栖市 ①② 授業参観及び教育講演会
全クラスで授業を公開します。教科「日本語」や「ふれあい道徳」などの
授業も行います。PTA主催の教育講演会も行います。

10月18日 旭小学校 旭小学校 無料
【旭小HP】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/asahi-tosu-e/

旭小学校
0942-83-2806

佐賀県 鳥栖市 ② 文化発表会 日頃の学習成果の発表と合唱コンクール全校大会を行います。 11月1日 鳥栖中学校体育館 鳥栖中学校 無料
【鳥栖中学校HP】
http://cms.saga-ed.jp/hp/tosu-

鳥栖中学校
0942-83-2537

佐賀県 鳥栖市 ② 文化発表会 やまなみ賞の発表、合唱コンクール、教科での取組を発表します。 10月25日 田代中学校体育館 田代中学校 無料
【田代中HP】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/tashiro-j

田代中学校
0942-83-2758

佐賀県 鳥栖市 ② 文化発表会 日頃の学習の成果の発表と全校合唱コンクールを行います。 10月25日 基里中学校体育館 基里中学校 無料
【基里中学校HP】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/tkizato-j

基里中学校
0942-83-2944

佐賀県 鳥栖市 ② 文化発表会
文化発表会を通して，充実感・達成感・満足感を味わうことで鳥栖西中
学校を誇りに思う心を育てます。・英語暗唱発表会、各学年ステージ発
表(学年劇）、吹奏楽部演奏会、全校合唱コンクール

10月25日 鳥栖西中学校体育館 鳥栖西中学校 無料
【鳥栖西中HP】
http:cms.saga-
ed.jp/hp/tosunishi-j

鳥栖西中学校
0942-83-2083

佐賀県 鳥栖市 ③
第58回鳥栖民文化祭～とすフェス
～

舞台発表や作品展示を行う市民参加の文化祭。鳥栖基山小中学校音
楽祭や防災フェスタも同時に行っている。

11月2日3日13日 鳥栖市民文化会館・鳥栖市体育館
鳥栖市、鳥栖市教育委員会、鳥
栖市文化連盟

bunkakaikan@city.tosu.lg.jp
鳥栖市民文化会館
0942-85-3645

出品・出演は有料鑑賞に関しては
無料

佐賀県 鳥栖市 ②③ 芸術鑑賞会
優れた文化・芸術に親しみ、感性や教養、興味を深め、豊かな心を育成
することを目的としています。今回は「古典芸能」鑑賞です。

11月8日 鳥栖市民文化会館 鳥栖高校 無料
【鳥栖高校】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/tosukoukou

鳥栖高校
0942-83-2211

佐賀県 鳥栖市 ② 大学とのジョントセミナー
講師の先生が専門とされている分野の模擬講義を受講し、各分野の内
容や学問の面白さを感じとり、将来の進路選択の一助となることを目的
としています。

10月18日 鳥栖高校 鳥栖高校 無料
【鳥栖高校】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/tosukoukou

鳥栖高校
0942-83-2211

佐賀県 鳥栖市 ③ 校内読書会
読書を通して、クラス内で意見交換を行い、言語活動の充実を図りま
す。

11月5日 鳥栖高校 鳥栖高校 無料
【鳥栖高校】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/tosukoukou

鳥栖高校
0942-83-2211

佐賀県 鳥栖市 ② 授業公開
授業を公開し、保護者や地域住民に学校活動を周知し、語り合う場を設
けます。具体的には月曜日の授業を保護者・学校教員・地域住民に公
開します。

11月5日 鳥栖高校 鳥栖高校 無料
【鳥栖高校】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/tosukoukou

鳥栖高校
0942-83-2211

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

佐賀県 鳥栖市 ①②③
芸術鑑賞会
古典芸能鑑賞会

鳥栖工業、鳥栖商業、三養基高校の3校合同芸術鑑賞会
11月14日(木)～15日(金)計3回公演

11月14～15日 鳥栖市民文化会館
佐賀県立鳥栖工業高校
鳥栖商業高校
三養基高校

佐賀県立鳥栖工業高校0942-83-
4134

鳥栖工業高校鑑賞会
11月15日(金)午前中

佐賀県 鳥栖市 ② 鳥栖商フェスティバル
本校生徒だけなく、地域の方や保護者等を招いて、本校文化部の舞台
発表や展示等を行います。

10月18日 鳥栖市文化会館 鳥栖商業高等学校 無料
鳥栖商業高等学校
0942-83-2153

佐賀県 鳥栖市 ② ICT公開授業
ICT機器(タブレットPC・電子黒板等)を利用した授業を保護者や地域住
民公開する。具体的には月曜日の授業を公開し、授業後には、アンケー
トに協力してもらう。

11月5日(火) 佐賀県立香楠中学校 佐賀県立香楠中学校 無料
【佐賀県立香楠中学校HP】
http://cms.saga-
ed.jp/hp/kounanchuugakkou

佐賀県 未定 ③
SAGA SEA 2019 音楽寺子屋～大
倉正之助～

大鼓の重要無形文化財総合指定保持者である大倉正之助氏を招聘し、
伝統文化に触れるワークショップを行います。

11月2日 未定 佐賀県 無料

県文化・スポーツ交流局
文化課芸術担当
0952-25-7236
Mail:culture_art@pref.saga.lg.jp

佐賀県 みやき町 ②
ミュージアム・キャラバン隊「近くで
見よう、ホンモノの美術作品」

事前に応募いただいた学校へ、持参した画や工芸品など美術作品を目
の前に、学芸員が児童へ鑑賞のポイントを解説します。

10月30日 中原特別支援学校 佐賀県立博物館・美術館 無料
佐賀県立博物館・美術館
0952-24-3947

対象は会場校児童のみ

佐賀県 みやき町 ②
ミュージアム・キャラバン隊「近くで
見よう、ホンモノの美術作品」

事前に応募いただいた学校へ、持参した画や工芸品など美術作品を目
の前に、学芸員が児童へ鑑賞のポイントを解説します。

11月22日 中原特別支援学校 佐賀県立博物館・美術館 無料
佐賀県立博物館・美術館
0952-24-3950

対象は会場校児童のみ

佐賀県 みやき町 ① 中原校区小・中学校　交流主張会
小・中学生が学校・家庭・郷土および友人との関わり合いの中で、日ごろ
考えていることや感じていることを発表します。

11月14日 中原小学校 みやき町青少年育成町民会議 無料 社会教育課0942-89-3163

佐賀県 みやき町 ① 三根校区小・中学校　交流主張会
小・中学生が学校・家庭・郷土および友人との関わり合いの中で、日ごろ
考えていることや感じていることを発表します。

11月16日 三根中学校 みやき町青少年育成町民会議 無料 社会教育課0942-89-3163

佐賀県 みやき町 ①
北茂安校区小・中学校　交流主張
会

小・中学生が学校・家庭・郷土および友人との関わり合いの中で、日ごろ
考えていることや感じていることを発表します。

11月30日 北茂安小学校 みやき町青少年育成町民会議 無料 社会教育課0942-89-3163

佐賀県 みやき町 ② 授業参観 １～６年生の全クラスで土曜授業を公開します。 11月9日 中原小学校 中原小学校 無料 中原小学校0942-94-2044
佐賀県 みやき町 ② 授業参観 １～４年生の土曜授業を公開します。 11月30日 北茂安小学校 北茂安小学校 無料 北茂安小学校0942-89-2123

佐賀県 みやき町 ③ ふれあいコンサート 児童唱歌を通じ男女間、世代間の共通な話題つくりで絆を深めます。 11月8日 北茂安小学校 北茂安小学校 無料
みやき町芸術文化活動事業協会
090-1341-7582

佐賀県 みやき町 ② 授業参観 土曜授業を公開します。 11月17日 三根東小学校 三根東小学校 無料 三根東小学校0942-96-3106
佐賀県 みやき町 ② 授業参観・教育講演会 授業参観後、保護者を対象にＳＮＳについての教育講演会を行います。 10月11日 三根西小学校 三根西小学校 無料 三根西小学校0942-96-3040
佐賀県 みやき町 ②③ 三根校区文化祭に参加 ４年生が、三根校区の文化祭に出演し、出し物を行います。（音楽関係） 11月3日 三根改善センター みやき町 無料 三根西小学校0942-96-3040

佐賀県 みやき町 ② 授業参観・親子ふれあい交流会
学校開放として、土曜授業を全学年で公開します。昼から父親委員会主
催で、親子でのふれあい交流会（ペタンク・ドッジビー）を行います。

11月16日 三根西小学校 三根西小学校 無料 三根西小学校0942-96-3040

佐賀県 みやき町 ②③ 中原中学校文化発表会 日頃の学習成果等を舞台および展示発表します。 10月26日 中原中学校 中原中学校 無料 中原中学校0942-94-2038
佐賀県 みやき町 ② 学校開放デー 土曜授業を公開します。 11月1日 中原中学校 中原中学校 無料 中原中学校0942-94-2038
佐賀県 みやき町 ②③ 北茂安中学校文化発表会 日頃の学習成果等を舞台および展示発表します。 10月25日 北茂安中学校 北茂安中学校 無料 北茂安中学校0942-89-2008
佐賀県 みやき町 ② 学校開放デー 中学校説明会（小学6年生及び保護者対象）を行います。 11月19日 北茂安中学校 北茂安中学校 無料 北茂安中学校0942-89-2008
佐賀県 みやき町 ②③ 三根中学校文化発表会 日頃の学習成果等を舞台および展示発表します。 10月26日 三根中学校 三根中学校 無料 三根中学校0942-96-2229
佐賀県 みやき町 ② 学校開放デー 中学校説明会（小学6年生及び保護者対象）を行います。 11月11日 三根中学校 三根中学校 無料 三根中学校0942-96-2229
佐賀県 みやき町 ② フリー参観デー 保護者、地域の方々に生徒の学校生活を公開します。 10月15～26日 三根中学校 三根中学校 無料 三根中学校0942-96-2229

佐賀県 みやき町 ② 芸術鑑賞会
東西バラエティー寄席(上方漫才及び江戸落語等)を実施します。いずれ
も生徒参加型です。

11月14日 鳥栖市民文化会館 三養基高校 無料 三養基高校0942-94-2345

佐賀県 みやき町 ② 食育講演会 大学から講師を招き、食育に関する講演会を実施します。 11月21日 三養基高校 三養基高校 無料 三養基高校0942-94-2345

佐賀県
吉野ヶ里
町

③ 吉野ヶ里町文化祭 文化協会の会員の発表、一般町民の発表
11月9日
11月10日

吉野ヶ里町東脊振健康福祉セン
ター・中央公民館・東脊振公民館

吉野ヶ里町 無料
【吉野ヶ里町HP】
https://www.town.yoshinogari.s
aga.jp/

吉野ヶ里町社会教育課
0952-52-3499

佐賀県
吉野ヶ里
町

文化発表会（三田川中学校） 生徒の発表（展示・合唱等） 10月26日 児童体育館 三田川中学校 無料
吉野ヶ里町立三田川中学校
（0952-52-2195）

佐賀県
吉野ヶ里
町

文化発表会（東脊振中学校） 生徒の発表（展示・合唱等） 10月27日 東脊振中学校体育館 東脊振中学校 無料
吉野ヶ里町立東脊振中学校
（0952-52-2529）

佐賀県 県内全域 ②
佐賀県特別支援学校就労支援
フォーラム

特別支援学校における就職を希望する生徒等の資質・能力等及び特別
支援学校における企業等と連携した取組を広く周知し、障害のある生徒
の雇用促進及び理解啓発を図る。

10月16日 アバンセ
佐賀県
教育委員会

無料
佐賀県教育庁教育振興課
特別支援教育室
0952-25-7475

佐賀県 県内全域 ①④
アバンセ開館25周年記念
放送大学佐賀学習センター公開講
演会

アバンセ（佐賀県立生涯学習センター）開館25周年を記念し、県民の生
涯学習の一層の推進を図ることを目的として、公開講演会を開催する。
　・演題：「宇宙はなぜブラックホールを造ったのか」
　・講師：放送大学教授　谷口義明氏

10月20日
アバンセホール
（佐賀市天神3-2-11）

放送大学佐賀学習センター、公
益財団法人佐賀県女性と生涯
学習財団、佐賀県立図書館

無料
https://www.sc.ouj.ac.jp/center
/saga/

放送大学佐賀学習センター
〒840-0815佐賀市天神3-2-11
(0952)22-3308

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


