
 10月に開催予定の「滋賀教育月間」関連事業

1
9月1日（土）～10月13
日（土）

こうかうた短歌俳句大賞2018
短歌・俳句の募集
作品テーマ①甲賀のみどころ
　　　　　②大切な人への思い

―
一般の部
小学生の部
中学生の部

―

甲賀市教育委員会事務局
文化スポーツ振興課文化
振興係
（あいこうか市民ホール
内）

0748-62-2626

2
9月19日（水）
～10月21日（日）

特別陳列「重要文化財指定記念　長命寺
文書展」

重要文化財指定を記念し、当館に寄託されている長命寺文書の中から文書資料、曼荼羅図
などを紹介します。
入館料：大人450（360）円、高大生300（240）円
小中生、県内高齢者（65歳以上）、障害のある方は無料
※～9月24日（月・振）は企画展料金、大人500（400）円
※（　）内は20名以上の団体料金

滋賀県立安土城考古博物館
第2常設展示室内

どなたでも ―
滋賀県立安土城考古博物
館

0748-46-2424

3 10月2日（火） 柔道教室 これから柔道を始めようとする人や、昇段、昇級を目指す人が対象の教室 県立武道館 小学生以上 30人 県立武道館 077-521-8311

4
10月2日（火）、16日
（火）、30日（火）

剣道教室 これから剣道を始めようとする人や、昇段、昇級を目指す人が対象の教室 県立武道館 小学生以上 30人 県立武道館 077-521-8311

5 10月2日（火） 合気道教室 合気道を通して、心身ともに健康になる。 県立武道館 小学3年生以上 30人 県立武道館 077-521-8311

6 10月2日（火）～ ジュニア強化剣道教室 滋賀国体を見据えた強化事業 県立武道館 小学生～中学生 30人 県立武道館 077-521-8311

7
10月2日（火）
～12月9日（日）

特別陳列「近江八幡市内遺跡発掘調査成
果展」

近江八幡市教育委員会による近年の発掘成果を中心に、近江風土記の丘周辺の遺跡を紹介
します。
入館料：大人450（360）円、高大生300（240）円
小中生、県内高齢者（65歳以上）、障害のある方は無料
※（　）内は20名以上の団体料金

滋賀県立安土城考古博物館
望楼下

どなたでも ―
滋賀県立安土城考古博物
館

0748-46-2424

8
10月4日（木）、
5日（金）

県立守山養護学校 文化祭
芸術体験活動
ステージ発表
作品展示

県立守山養護学校プレイ
ルーム他

本校児童生徒・教職
員、保護者、病院関
係者、学校評議員等

約60人 県立守山養護学校 077-583-5857

9 10月4日（木）
「戦国の近江」地域の魅力発信事業・東
京シンポジウム

戦国の近江の魅力を広く発信するため「織田信長の登場」をテーマにシンポジウムを開催
する。

国立オリンピック記念青少
年総合センター
（東京都渋谷区代々木神園
町3－1）

どなたでも 380人
滋賀県教育委員会事務局
文化財保護課

0748-46-6144

10 10月4日（木） ＰＴＡ研修旅行 生徒の進路選択の参考、保護者の親睦を深める機会とする
京都大学
および京都市内

保護者 90人 県立守山中学校高等学校 077-582-2289

11 10月5日（金） 守山市ほたるのこスポーツカーニバル 守山市内小学校の特別支援学級の児童によるスポーツカーニバル 守山市民体育館
市内特別支援学級入
級者

約200人
守山市教育委員会学校教
育課

077-582-1149

12 10月5日（金） 愛知高等養護学校の授業公開 本校の教育活動について広く知ってもらう機会とする。 県立愛知高等養護学校
小中学生の保護者
愛荘町中心に地域の
方々

100人 愛知高等養護学校 0749-49-4000

13 10月6日（土） 城郭探訪「金剛寺城跡を歩く」
金剛寺城跡（近江八幡市）を当館学芸員と近江八幡市職員がご案内します。
参加費：500円

JR安土駅～沙沙貴神社～浄
厳院～金剛城跡～JR近江八
幡駅

一般

電話にて要予約
9月6日（木）から受
付開始《受付時間
8:30～17:00》

20人（申込先着
順）

滋賀県立安土城考古博物
館

0748-46-2424

14 10月6日（土） 中高生のための近江文化財講座 中学生・高校生向けの文化財講座。米原・曳山祭りの宵宮に参加します。 米原市 中高生 30人
滋賀県教育委員会事務局
文化財保護課

077-528-4675

15 10月6日(土)
科学工作教室
「ペットボトルソーラーカーを作ろう」

太陽光を電気エネルギーに変え、モーターを回して走るエコカーを作ります。ニッパーお
よびドライバーを使います。

大津市生涯学習センター２
階工作室

大津市在住小学５年
生～中学３年生

18人
（要予約）

大津市科学館 077-522-1907

16
10月6日（土）、
7日（日）

第15回日本オオサンショウウオの会長浜
市大会

国の天然記念物であるオオサンショウウオの研究者や保護団体が一同に集まる全国大会
6日　長浜バイオ大学
7日　長浜市立高時小学校

日本オオサンショウ
ウオの会会員、研究
者等

延べ700人

第15回日本オオサンショ
ウウオの会長浜大会実行
委員会（長浜市市民協働
部歴史遺産課）

0749-65-6510

17 10月7日（日） 田んぼ体験教室 稲刈り・ハサ掛け（晩稲：滋賀羽二重もち） 県立琵琶湖博物館
どなたでも
（小学生以下は保護
者同伴）

― 県立琵琶湖博物館 077-568-4811

18 10月8日（月・祝）
Ｃｏｃｏ-Ｋａｒａ　ｆｅｓ
心と体が元気になるフェスタ

５校連携事業（大津商業・瀬田工業・湖南農業・安曇川・信楽高校）の取組と高校のＰＲ
を兼ねたイベントを実施。内容：湖南農業高校のサツマイモを瀬田工業高校が製作した焼
き芋装置で焼き芋を、大津商業高校はスイートポテトを作り販売する。商店名「オウミえ
えもん商会」

守山市民体育館 どなたでも ―

ココ♡カラＦｅｓ開催実行
委員会
県立大津商業高等学校

077-514-2505
077-524-4284

19 10月8日（月・祝）
子ども向け体験型平和学習「平和の学校
あかり」

小学生、中学生を対象とした子ども向け体験型平和学習「平和の学校あかり」を開催しま
す。

滋賀県平和祈念館 どなたでも 80人 滋賀県平和祈念館 0749-46-0300

20 10月8日（月・祝） 無料感謝デー
感謝とＰＲを含め、無料開放を行う。
（フリースポーツ、体験コーナー）

ウカルちゃんアリーナ
（県立体育館）

どなたでも 300人 県立体育館 077-524-0221

21 10月9日（火） 絵手紙教室 手作り年賀状の作成（切り絵、貼り絵、消しゴムスタンプ等） 大津中央郵便局　会議室 どなたでも 20人～30人 大津中央郵便局 077-524-2002

22

10月9日（火）
～31日（水）

展示 11月18日（日）

第1回草津市図書館を使った調べる学習コ
ンクール

草津市内小中学校で4月からの授業で取り組んだ図書館を使った調べる学習でのレポート
作品を審査し、優秀な作品を11月18日（日）のビブリオバトルの時に受付に展示します。
その後、全国コンクールに応募します。

11月7日（水）に審査
11月18日（日）優秀作品展
示　表彰は2学期終業式で
該当校で実施。

小中学生
―

草津市教育委員会事務局
学校政策推進課

077－561－6981

23
10月10日（水）、
31日（水）

スポーツデー
スポーツの生活化を図り、利用促進を目指す。
（バドミントン、卓球、トランポリン）

ウカルちゃんアリーナ
（県立体育館）

どなたでも 55人 県立体育館 077-524-0221

24
10月10日（水）、
31日（水）

なかよしスポーツ教室 幼児・小学生を対象に、運動神経等を育成する。
ウカルちゃんアリーナ
（県立体育館）

4歳～小学3年生 90人 県立体育館 077-524-0221

参加対象者
参加予定人数
（定員）

団体名 電話番号等

取組の計画 主催連絡先

通
番

実地
予定日

行事名 行事の概要
開催場所
（会場）



 10月に開催予定の「滋賀教育月間」関連事業

参加対象者
参加予定人数
（定員）

団体名 電話番号等

取組の計画 主催連絡先

通
番

実地
予定日

行事名 行事の概要
開催場所
（会場）

25
10月11日（木）、
12日（金）

県立守山北高等学校 文化祭
１１日の午後から始まり、１年合唱コンクール、貼り絵展示、２年ステージ発表、３年模
擬店等を実施。文化部発表、職員劇発表、PTAからも模擬店を出店。

県立守山北高等学校体育館
他

職員、生徒 約550人 県立守山北高等学校 077-585-0431

26 10月11日（木）
滋賀県の文化財講座「花湖さんの打出の
コヅチ」
第5回「天下布武の城 安土城」

滋賀県の文化財の魅力を広く発信するため講座を開催する。
コラボしが21
3階大会議室
（大津市）

一般 200人
滋賀県教育委員会事務局
文化財保護課

077-528-4672

27 10月11日（木） 守山市体育祭 守山市内小学校5，6年生が集い、100m走やリレー、綱引きなどを行い、友好を深める。 守山市民運動公園 5,6年生児童 約2,000人
守山市教育委員会学校教
育課

077-582-1149

28 10月11日（木） 1年環境学習 市内環境施設の訪問

守山市環境センター
ハウスセレクション守山
びわこ豊穣の里
びわこ地球市民の森
町屋 うの家
旭化成守山支社

１年生 202人 守山市立守山中学校 077-585-0321

29 10月12日（金）
ＰＴＡ会員研修会
（大学訪問）

大学側からの説明および見学
高校側から保護者への現況報告

同支社大学
新田辺キャンパス

保護者 148人 県立八日市高等学校 0748-22-1515

30
10月12日（金）
～19日（金）

草津市内中学3年生対象
ＧＴＥＣ検定

草津市立学校の全中学3年生を対象に英語の４技能の能力をはかる検定事業を実施しま
す。
なお、中学1年、2年は1月に実施します。

草津市内各中学校 中学3年生 約3,400人
草津市教育委員会事務局
学校政策推進課

077－561－6981

31
10月12日（金）
予備日
10月16日（火）

稲刈り
今年5月25日（金）に実施した田植え体験交流学習で植えたもち米の収穫を地域の方々と
共に行う

県立甲良養護学校に隣接し
た田（地域住民所有）

高等部作業学習農業
履修生徒、
地元住民、
民生委員、
ＪＡのボランティア

約50人 県立甲良養護学校 0749-38-4880

32 10月13日（土）
特別陳列関連講座「重要文化財　長命寺
文書の世界」

「重要文化財　長命寺文書の世界」
講師：藤田励夫氏（文化庁主任文化財調査官）
参加費：200円

滋賀県立安土城考古博物館
セミナールーム

どなたでも
140人（当日先着
順）

滋賀県立安土城考古博物
館

0748-46-2424

33 10月13日（土） ＰＴＡ研修旅行 ＰＴＡ会員の見聞を広めるとともに、子どもの進路選択についての知識を得る。 京都橘大学　他
本校
ＰＴＡ会員

70人 県立八幡商業高等学校 0748-32-2072

34 10月13日（土） 「自分史づくり」講座
自分史とは、自分の記憶をたよりに、自分のことばで、自分の生きた時代の証言をつづる
ことです。みなさまの自分史づくりをお手伝いします。

滋賀県平和祈念館 どなたでも 80人 滋賀県平和祈念館 0749-46-0300

35 10月13日（土） ドキ土器！おしゃれもようを楽しもう！
縄文時代の土器の特徴について博士からお話を聞き、おしゃれな縄文もようのプレートづ
くりをします。

県立琵琶湖博物館
どなたでも
小学4年生以下は保
護者同伴

30人 県立琵琶湖博物館 077-568-4811

36 10月13日（土） おはなし会 おはなし・大型絵本など 草津市立市民交流プラザ どなたでも ― 草津市立南草津図書館 077-567-0373

37 10月13日（土）
BLACK BOTTOM BRASS BAND featuring綾戸
智恵

ニューオリンズスタイルのブラスバンド「ブラック・ボトム・ブラス・バンド」とジャズ
ボーカリスト綾戸智恵さんによるコンサート

甲賀市あいこうか市民ホー
ル

入場料
一般3,500円
高校生以下
2,500円
（※未就学児入場不
可）

750人

甲賀市教育委員会事務局
文化スポーツ振興課文化
振興係
（あいこうか市民ホール
内）

0748-62-2626

38 10月13日（土）
青少年育成大会、ＰＴＡ教育講演会
「子どもの自信とやる気を引き出す」

青少年育成大会
「私の思い2018」中学生の意見発表、あいさつ運動標語入賞者表彰
PTA教育講演会
講師：原田綾子氏

米原市民交流プラザ（ルッ
チプラザ）

市内の青少年育成関
係者
PTA関係者
一般市民

300人
米原市青少年育成市民会
議
米原市PTA連絡協議会

0749-55-8104

39 10月13日(土）
第6回ほくぶん地域塾【第4講座】「iPS細
胞ことはじめ」

講師は中内彩香氏（京都大学iPS細胞研究所ｻｲｴﾝｽｺﾐｭﾆｹｰﾀｰ）。iPS細胞のこれまでの歩み
と最前線を学ぶ。【受講料】500円【申込】電話にて10月12日（金）までに同センターへ

大津市北部地域文化セン
ター1階ホール

どなたでも
100人
※事前申込制

大津市北部地域文化セン
ター

077-574-0140

40 10月13日(土） 琵琶湖での生物多様性保全活動

環境学習琵琶湖の外来種植物について
外来魚駆除(琵琶湖大津港)
外来魚解剖実演・解説

大津港旅客ターミナル：滋
賀県大津市浜大津五丁目５
－１

ＭＳ＆ＡＤグループ
社員およびそのご家
族

300人 三井住友海上滋賀支店 077-522-4340

41
10月13日（土）
～10月15日（月）

ラムサールびわっこ大使事業
世界湖沼会議派遣

環境保全の次世代リーダー育成を目的として実施する本事業では、今年度びわっこ大使に
選ばれた小学校5,6年の8名が世界湖沼会議に参加し、全3回の事前学習会を通して学んだ
滋賀・琵琶湖のことについて発表を行います。

茨城県つくば国際会議場 8人 8人

本事業の担当：滋賀県自
然環境保全課
世界湖沼会議の主催：茨
城県生活環境部環境対策
課

滋賀県自然環境保全
課：077-528-3483
茨城県生活環境部環
境対策課：029-301-
2995

42
10月13日（土）、
20日（土）

おはなしのじかん 絵本・紙芝居の開き読み 草津市立図書館 どなたでも ― 草津市立図書館 077-565-1818

43
10月13日（土）～
11月25日（日）

湖都大津十社寺・湖信会設立60周年記念
企画展
「神仏のかたち-湖都大津の仏像と神像-
」

大津市内の有名観光社寺10社寺が連携し設立された「湖信会」の名宝を中心に、湖都大津
の神社仏閣に伝わる仏像や神像を公開。【入館料：一般800円、高大生400円、小中生200
円】

大津市歴史博物館 どなたでも － 大津市歴史博物館 077-521-2100

44 10月14日（日）

女性のチャレンジシンポジウム
13:40～14:40基調講演
14:45～15:50交流会
16:00～16:30個別相談会

起業やそのステップアップに向けてチャレンジしたいと意欲を持つ女性が、スキルアップ
を図ることを目的に開催。
［基調講演講師:文美月さん（リトルムーンインターナショナル株式会社創業者）］

県立男女共同参画センター
“G-NETしが”
大ホール

起業を考えている女
性、女性の活動を支
援する関係機関、家
族、一般県民等

60人
県立男女共同参画セン
ター“G-NETしが”

TEL:0748-37-3751
FAX:0748-37-5770

45 10月14日（日） 戦争体験を聞く会
戦争体験者（語り部）の方をお招きして、当時の体験を語っていただく。
10月14日（日）13：30～
「海軍航空技術廠での徴用体験や津の空襲の様子」

滋賀県平和祈念館 どなたでも 80人 滋賀県平和祈念館 0749-46-0300
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参加対象者
参加予定人数
（定員）

団体名 電話番号等

取組の計画 主催連絡先

通
番

実地
予定日

行事名 行事の概要
開催場所
（会場）

46 10月14日（日） 第14回東近江市民大学　第６講座 弁護士・菊間千乃さんによる講演会
東近江市立八日市文化芸術
会館

どなたでも 600人
東近江市民大学運営委員
会

0748-24-5672

47 10月14日（日） よし笛コンサート
博物館が所在する近江八幡市の水郷から生まれたよし笛の音色を楽しんでいただきます。
参加費：無料

滋賀県立安土城考古博物館
エントランスホール

どなたでも
70人程度（当日先
着順）

滋賀県立安土城考古博物
館

0748-46-2424

48 10月15日（月） 避難訓練
湖南地域に強い地震が発生。その地震から校内で出火したことを想定し、近隣の福祉施設
への救助・避難誘導を含めての防災訓練とする。

県立守山北高等学校運動場
職員、生徒、近隣施
設職員とその利用者

約600人 県立守山北高等学校 077-585-0431

49
10月15日（月）～
17日（水）

保護者対象授業公開
保護者対象に授業公開を行い、学校への理解を深めてもらうとともに、教師の授業力向上
を図る。

県立守山中学校高等学校 保護者 150人 県立守山中学校高等学校 077-582-2290

50 10月16日（火） 中学生保護者対象学校説明会 県内の中学校第３学年の保護者を対象に、本校の特色や教育内容を説明する。
県立八幡商業高等学校セミ
ナーハウス

中学校３年生保護者 50人 県立八幡商業高等学校 0748-32-2072

51 10月16日（火） PTAひびきあい活動 おやこふれあい活動 守山市立守山小学校 保護者 580人 守山市立守山小学校 077-582-2424

52 10月17日(水）
ほくぶん知っ得塾【第1回】「不動産の相
続と登記」

講師は齋藤信夫 氏(大津地方法務局・登記官)。相続制度の基本的な知識や遺言制度、登
記制度についてを分かりやすく説明します。【受講料・無料】※事前申込制。10月2日
(火)～前日(10時～17時)に同センター窓口または電話で。

大津市北部地域文化セン
ター1階ホール

どなたでも
100人
※事前申込制

大津市北部地域文化セン
ター

077-574-0140

53 10月18日（木） 木曜おはなしのじかん（赤ちゃん向け） 絵本の開き読みや手あそびなど 草津市立図書館 どなたでも ― 草津市立図書館 077-565-1818

54 10月18日（木） ブックトークの会 小学校高学年向きのおすすめの本をテーマに沿って紹介します 草津市立図書館 どなたでも ― 草津市立図書館 077-565-1818

55 10月18日（木） 学習参観・PTA人権講演会 各学年の学習参観後、地域総合センターの人権講座と共催でPTA人権講演会を開催する。 守山市立玉津小学校体育館
全校児童
保護者

300人
守山市立玉津小学校

守山市地域総合センター

077-585-0008

077-585-4822

56 10月19日（金） お話し会 絵本の読み聞かせ ほか 県立図書館談話室
乳幼児～
大人

― 県立図書館 077-548-9691

57 10月19日（金）
文化芸術体験 バレエ公演

くるみ割り人形
守山市立中洲小学校体育館 保護者 50人 守山市立中洲小学校 077-585-2040

58
10月19日（金）
～25日（木）

平成30年度（第56回）
草津市青少年美術展覧会

就学前施設および小中学校の子どもたちの図工・美術、書写作品を一堂に展示します。 草津市役所２階特大会議室 どなたでも 約7,000人
草津市教育委員会事務局
学校政策推進課

077－561－6981

59 10月20日（土） 「滋賀教育の日」に係る授業公開 授業公開 県立愛知高等学校

保護者、学校評議
員、
同窓会、愛荘町内の
保育園・幼稚園・小

― 県立愛知高等学校 0749-42-2150

60 10月20日（土）

G-NETシネマ　　「みすゞ」（2004年/104
分）監督：五十嵐匠/出演：田中美里、寺
島進、ｲｯｾｰ尾形　　　　　　　夭逝した
幻の童謡詩人、金子みすゞの短くも波乱
に満ちた生涯を端正な映像で描く。

自分らしく輝く生き方のヒントになる映画の上映。【参加費無料/託児あり（１週間前ま
でに要申込み、定員あり）】

県立男女共同参画センター
“G-NETしが”　　視聴覚
室

どなたでも 80人
県立男女共同参画セン
ター“G-NETしが”

TEL:0748-37-3751
FAX:0748-37-5770

61 10月20日（土） 土曜サロン「サロン・マジックショー」 カードやハンカチといった身近な道具を使ったマジック 県立図書館談話室 幼児～大人 ― 県立図書館 077-548-9691

62 10月20日（土）
第14回東近江市芸術文化祭　「こども
フェスティバル」

市内の子どもたちによるダンスや楽器演奏の発表会
東近江市立八日市文化芸術
会館

どなたでも 300人
東近江市芸術文化祭実行
委員会

0748-24-5672

63 10月20日(土) 星空観望会 「月と天王星」
大津市科学館
天文ドームおよびプラネタ
リウム

小学生以上
60人
（要予約）

大津市科学館 077-522-1907

64
10月20日（土）、
21日（日）

ご当地キャラ博 in 彦根
本校のマスコットキャラクターの「てんぱちくん」のブースを設け、本校のＰＲと販売実
習を行う。

彦根市京橋駐車場および夢
京橋キャッスルロード

どなたでも 9万人 県立八幡商業高等学校 0748-32-2072

65
10月20日（土）、
27日（土）

おはなしのじかん 絵本・紙芝居の開き読み 草津市立南草津図書館 どなたでも ― 草津市立南草津図書館 077-567-0373

66 10月20日（土） Mｙぶんドキドキ観察会 出土文化財を間近に観察し、絵やイラストを制作する。
びわこ文化公園
催し物広場

一般
（子ども向け）

80人
滋賀県教育委員会事務局
文化財保護課

077-528-4675

67

10月20日（土）
※予備日
10月21日（日）

滋賀けんせつみらいフェスタ2018
建設業の仕事を、『みて』・『ふれる』体験型イベント！
工事現場で活躍する特殊車両への試乗や製作体験、
他にも、楽しいステージ企画が盛りだくさん！

大津港前イベント特設会場
（京阪びわ湖浜大津駅より
徒歩約2分）

どなたでも ―
滋賀県土木交通部監理課
技術管理室

077-528-4117

68
10月20日（土）、
27日（土）

相撲教室 相撲を体験する中で、興味を高め本格的な取組の足がかりとする。 県立武道館 小学生以上 20人 県立武道館 077-521-8311

69
10月20日（土）
～12月2日（日）

平成30年度秋季特別展「キミそっくりな
古代人がいたよ―原始・古代の人物表現
―」

滋賀県では、原始・古代の人物を表現した各種の考古資料が出土しています。これらを近
畿や東海地方の出土資料とも対比させながら、各時代の人物表現の違いや連続性について
焦点をあてる展覧会です。
入館料：大人890（680）円、高大生630（460）円、小中生410（310）円、県内高齢者（65
歳以上）450（340）円
※（　）内は20名以上の団体料金

滋賀県立安土城考古博物館
企画展示室

どなたでも ―
滋賀県立安土城考古博物
館

0748-46-2424

70 10月21日（日）
ギャラリートーク　特別陳列「近江八幡
市内遺跡発掘調査成果展」

ご案内：田井中洋介（当館学芸課長）
参加費：無料（入館料が必要）

滋賀県立安土城考古博物館
望楼下

どなたでも ―
滋賀県立安土城考古博物
館

0748-46-2424

71 10月21日（日）
特別陳列関連講座「金剛寺城遺跡の発掘
調査で分かったこと」

「金剛寺城遺跡の発掘調査で分かったこと」
講師：森山宗保氏（近江八幡市）
参加費：200円

滋賀県立安土城考古博物館
セミナールーム

どなたでも
140人（当日先着
順）

滋賀県立安土城考古博物
館

0748-46-2424

72 10月21日（日）
平和学習講座
「日中戦争からアジア・太平洋戦争へ　–
戦場の実態にもふれつつ-」

一橋大学大学院　教授　吉田　裕　氏を講師にお迎えして、「平和学習講座」を開講しま
す。

滋賀県平和祈念館 どなたでも 80人 滋賀県平和祈念館 0749-46-0300

73 10月21日(日） 第4回甲賀市人権教育連続セミナー
講演会
「住み慣れた地域で、安心して暮らし続けるために」
講師：花戸貴司さん（永源寺診療所所長･医師）

滋賀県立陶芸の森
信楽ホール

どなたでも 200人
甲賀市市民環境部
人権推進課人権教育室

0748-70-0022



 10月に開催予定の「滋賀教育月間」関連事業
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74 10月21日（日）
ハロウィンのおはなし会
「ハロウィン魔法学校」

子どもたちひとりひとりが魔法使いになって楽しめる参加型おはなし会です。紙芝居、人
形劇など。仮装しての参加も大歓迎。

米原市民交流プラザ（ルッ
チプラザ）

幼児から小学生とそ
の保護者

50人 米原市立山東図書館 0749-55-4554

75 10月21日（日）
東近江市子ども会連合会
子ども交流会

・危険予知トレーニング
・ＭＩＯびわこ滋賀子どもレクリエーション

東近江市湖東体育館
市内小学生子ども会
会員

約100人
東近江市子ども会連合会
事務局

0748-24-5672

76 10月21日(日）
和邇文化センター　　　　『げんき塾』
【第3講】　ご当地八景の横綱「近江八
景」－比良暮雪か石山秋月-

講師：大津市歴史博物館学芸員　　横谷　賢一郎氏
受講料３講（1,000円）　　　　　１講500円
琵琶湖湖岸の美しさを代表する八つの景勝地の講演               （当日申し込み可）

和邇文化センターホール どなたでも 200人 和邇文化センター
TEL:077-594-8022
FAX:077-594-4189

77 10月23日（火）
地域の名人に学ぼう
（小学3年生）

地域の方に来校していただき、3年生の児童に得意なこと（手芸、囲碁、将棋、グラウン
ドゴルフ、工作、けん玉、郷土料理や和菓子作り等）を教えていただき、交流する。

守山市立玉津小学校教室、
特別教室、
体育館、運動場

3年生児童
地域の方

40人 守山市立玉津小学校 077-585-0008

78 10月23日（火） 祖父母参観 授業参観 守山市立中洲小学校各教室 祖父母 150人 守山市立中洲小学校 077-585-2040

79 10月24日(水) 授業参観 授業の参観 県立長浜北星高等養護学校 保護者 約40人
県立長浜北星高等養護学
校

0749-62-0920

80 10月24日(水) 親子で聞く講演会
ＮＴＴドコモ「スマホ・ケータイ安全教室」
親子でスマートフォンの使い方や情報モラルについて学びます。

県立長浜北星高等養護学校
生徒、保護者、教職
員

約100人
県立長浜北星高等養護学
校

0749-62-0920

81 10月24日(水)
福祉健康コース　保育系列選択生「良い
声ってなに？歌うって楽しいよ」体験

びわこ学院大学の出前授業で「良い声ってなに？歌うって楽しいよ」の講義を受けます。 石部高等学校３階音楽室
３年福祉健康コース
保育系列生

－ 県立石部高等学校 0748-77-0311

82 10月25日（木） 給食試食会 希望する保護者が児童の給食の配膳している姿を参観し、その後給食を食べる。 守山市立立入が丘小学校
立入が丘小学校保護
者

50人 守山市立立入が丘小学校 077-581-0081

83 10月25日（木）
びわ湖ホールロビーコンサート
ハロウィンモンスターナイト

夜のびわ湖ホールでダンスパフォーマンスを開催します。
（一緒にダンスに参加できます。観覧だけでも結構です。）
入場無料

びわ湖ホールメインロビー どなたでも － びわ湖ホール事業部 077-523-7150

84 10月26日（金） 祖父母参観 学習参観 守山市立守山小学校 祖父母 700人 守山市立守山小学校 077-582-2424

85 10月26日（金） 第3回滋賀県統計講演会

統計データの理解・活用力を向上するため
「意外と身近で役に立つ データサイエンスについて知ろう」をテーマに、講演会を開
催。
講師：青山和裕氏、渡辺美智子氏

滋賀県庁新館7階大会議室
県民（企業を含
む。）、県・市町職
員、教員等

200人
（先着順）

滋賀県県民生活部統計課 077-528-3397

86 10月26日（金）
「戦国の近江」地域の魅力発信事業・東
京講座

戦国の近江の魅力を広く発信するため「織田信長VS近江～元亀争乱と城」をテーマに講座
を開催する。

INBOUND LEAGUE新宿
（東京都新宿区新宿
5－15－14）

どなたでも 80人
滋賀県教育委員会事務局
文化財保護課

0748-46-6144

87

10月26日（金）
～11月9日（金）
※期間中の土、日、祝
日は除く。

第68回滋賀県統計グラフコンクール優秀
作品展

平成30年度第68回滋賀県統計グラフコンクールにおける優秀作品（約26点）を展示しま
す。
滋賀県統計グラフコンクールHP
http://www.pref.shiga.lg.jp/c/toukei/graph.html

滋賀県庁本館
県民サロン どなたでも － 滋賀県県民生活部統計課 077－528－3393

88 10月27日（土）
「戦国の近江」地域の魅力発信事業・東
京講座

戦国の近江の魅力を広く発信するため「琵琶湖城郭ネットワーク～織田信長の近江支配」
をテーマに講座を開催する。

LEAGUE有楽町
（東京都千代田区有楽町2
－10－1）

どなたでも 80人
滋賀県教育委員会事務局
文化財保護課

0748-46-6144

89 10月27日（土） 第２２回文化祭
・各学部ステージ発表
・各学部展示発表
・地域の事業所の作品展示

県立新旭養護学校体育館
校内

保護者の方
地域の方

本校児童生徒数
（56人）
保護者

県立新旭養護学校 0740-25-6810

90 10月27日（土）
ビワマスの採卵現場を見学してみません
か！

ビワマスは、琵琶湖の固有種であると同時に重要な水産資源です。このビワマスの増殖を
はかる目的で、毎年人工採卵放流事業が行われています。船に乗って親魚を捕獲するとこ
ろから、採卵までの行程を見学してみませんか。

高島市マキノ町知内(百瀬
漁協，高島事業場)

どなたでも
小学生以下は保護者
同伴

20人 県立琵琶湖博物館 077-568-4811

91 10月27日（土） アトリウムコンサート 大津吹奏楽団 県立琵琶湖博物館 どなたでも ― 県立琵琶湖博物館 077-568-4811

92 10月27日（土） おはなし会 おはなし・大型絵本など 草津市立図書館 どなたでも ― 草津市立図書館 077-565-1818

93 10月27日(土） 子ども映画会 子ども向け映画の鑑賞
大津市生涯学習センター
４階視聴覚室

中学生以下の子ども
とその保護者

各回先着80人
大津市生涯学習センター
視聴覚ライブラリー

077-528-2047

94 10月27日(土）
和邇文化センター　　　　『げんき塾』
【第４講】　「がん医療の進歩と今後の
課題」

講師：大阪国際がんセンター総長　　　　　　　　　　　　　　　松浦　成昭氏
受講料３講(1,000円）１講500円　　　　　　　｢働きながらがん治療｣をモットーにがん
の苦痛を笑いで緩和されるという研究にも取り組まれています。（当日申込み可）

和邇文化センターホール どなたでも 200人 和邇文化センター
TEL:077-594-8022
FAX:077-594-4189

95 10月27日（土） 秋季特別展記念トークショー

「縄文人と土偶」（仮）
講師：譽田亜紀子氏（文筆家で土偶女子）
聞き手：福西貴彦（当館学芸員）
参加費：200円

滋賀県立安土城考古博物館
セミナールーム

どなたでも
140人（当日先着
順）

滋賀県立安土城考古博物
館

0748-46-2424

96 10月28日(日)
コミュニティ・スクール、地域学校協働
活動フォーラム

講演：「今、なぜコミュニティ・スクールなのか？」
講師：貝ノ瀬　滋　氏
グループワーク：分散会による熟議

高島市立安曇川中学校体育
館

地域学校協働活動推
進員
学校運営協議会委員
小中学校教員
社会教育団体関係者
地域ボランティア
保護者

200人
高島市教育委員会教育総
務部社会教育課

0740-32-4457

97 10月28日（日） 映画上映会
毎月1回「戦争」や「平和」をテーマとした映画の上映会を開催しています。
10月28日（日）13:30～、上映作品「父と暮らせば」（99分）

滋賀県平和祈念館 どなたでも 80人 滋賀県平和祈念館 0749-46-0300

98 10月28日（日） くさつ図書館まつり 本のリサイクル市やおはなし会、　手作り遊びなど、図書館を楽しむ　イベント 草津市立図書館 どなたでも ― 草津市立図書館 077-565-1818

99 10月28日（日）
ハロウィンのおはなし会 小さな子も英語が初めての子も楽しめる簡単な英語の絵本やゲームのおはなし会です。仮

装しての参加も大歓迎。
米原市立近江図書館
（かたりべホール）

幼児から小学生とそ
の保護者

50人 米原市立近江図書館 0749-52-5246

100 10月28日（日） 愛荘66かまど祭 物産展、各種イベント、演奏等 ラポール秦荘 どなたでも 20000人 愛荘町商工会青年部 0749-37-3951

101 10月28日（日） 小津ふれあい祭り
小津学区民のつどい
発表と展示

小津公民館 学区民 約1000人
実行委員会
（小津公民館）

077-585-3366



 10月に開催予定の「滋賀教育月間」関連事業

参加対象者
参加予定人数
（定員）

団体名 電話番号等

取組の計画 主催連絡先

通
番

実地
予定日

行事名 行事の概要
開催場所
（会場）

102
10月29日（月）～
11月4日（日）

公開授業週間
期間中、在学生保護者による授業参観を実施します。
なお、11月2日（金）は11月4日（日）の振替休日とします。

県立信楽高等学校HR教室、
特別教室、体育館など。

在校生の保護者 50人 県立信楽高等学校 0748-82-0167

103 10月29日(月)
授業参観および
教育講演会

5限：授業参観
6限：総合学習で１年生生徒対象に警察の方による講演会を実施する。内容は高校生の関
わる犯罪についてである。希望する保護者も参加可である。

県立伊香高等学校武道場
１年生生徒全員、お
よび１年生保護者の
うちの希望者

約120人 県立伊香高等学校 0749-82-4141

104
10月29日（月）
10月30日（火）

堅田高等学校第１回公開授業 授業参観および学校生活の見学
県立堅田高等学校
各教室および体育館または
グラウンド

保護者
地域の方
学校評議員
中学教諭等

― 県立堅田高等学校 077-572-1206

105 10月30日（火） 2年環境学習 県内環境施設の訪問

琵琶湖博物館
キリンビール
TOTO
黒田紙業など20箇所

中学2年生 210人 守山市立守山中学校 077-585-0321

106 10月30日（火）
安曇川高校・高島屋洛西店・高島市によ
る「商品開発」プロジェクト　新商品発
表会

生徒が考案したアドベリー等の地域の食材を使用した新商品について、高島市長、高島屋
洛西店店長、本校校長へプレゼンを行い、新商品完成に向け助言をもらいます。

安曇川高等学校視聴覚室 生徒、関係者 ― 県立安曇川高等学校 0740-32-0477

107 10月31日（水） 引き渡し訓練 非常事態時に児童を保護者に引き渡すための訓練。 守山市立立入が丘小学校
立入が丘小学校保護
者

350人 守山市立立入が丘小学校 077-581-0081

108 10月31日（水） 学校公開日 授業参観・ＰＴＡ人権研修会 守山市立速野小学校 約1500人 約1000人 守山市立速野小学校 077-585-1014

109 10月31日（水） 人権教育講演会
いじめ問題、ＬＧＢＴ問題、障がい者問題など、一人一人の違いを認め合うなかで、クラ
ス・学校の一員としてどのような集団を作っていくべきかについて、講話と歌を交えての
講演を聞き、人権意識を高める。

県立八幡商業高等学校体育
館

本校生徒
ＰＴＡ会員

750人 県立八幡商業高等学校 0748-32-2072

110 10月31日(水）
ほくぶん知っ得塾【第2回】「瀬田川洗堰
の歴史と役割」

講師は奥野淳一 氏(琵琶湖河川事務所・保全対策官)。瀬田川洗堰の歴史や役割について
講演します。【受講料・無料】※事前申込制。10月2日(火)～前日(10時～17時)に同セン
ター窓口または電話で.

大津北部地域文化センター
1階ホール

どなたでも
100人
※事前申込制

大津北部地域文化セン
ター

077-574-0140

111 10月31日(水）
福祉健康コース　保育系列選択生「読み
聞かせ」体験

本読みサークルさんたろうの講師による「絵本の読み聞かせ」体験指導を行います。
県立石部高等学校２階図書
室

２年福祉健康コース
保育系列生

― 県立石部高等学校 0748-77-0311

112
10月31日（水）
～11月4日（日）

豊かな言の葉書道展
中日新聞社、株式会社呉竹の後援を得て、多賀町の近隣の小中学生の優秀な毛筆と硬筆作
品を展示する。

多賀町中央公民館
米原市、彦根市、愛
知郡、犬上郡の小中
学生

応募作品500人分、
参加者800人程度

多賀町教育委員会
学校教育課

0749-48-8123


