
 11月に開催予定の「滋賀教育月間」関連事業

1 11月1日（水） 人権ふれあい啓発事業
滋賀県人権啓発キャラクター「ジンケンダー」、手話歌アーティストyokkoさんととも
に、紙芝居、歌などを使って、人権について楽しく学びます。

愛荘町立秦荘西小学校 生徒、保護者 約300人 県庁人権施策推進課 077-528-3533

2 11月1日（水） 人権教育講演会
共同作業所、学童保育所等での指導の活動経験から、障害者問題、いじめ問題、高齢者問
題などの人権問題について学び、人権意識の高揚につなげます。

八幡商業高校体育館 生徒、ＰＴＡ会員 約750人 県立八幡商業高等学校 0748-32-2072

3 11月1日（水）
開館25周年記念リレー講座（全3回）
第1回「織田信長研究の25年」

開館25周年を記念して、当館が取り組んできた主要な研究テーマに関して、調査研究に携
わってきた専門職員が講師を務めるリレー講座を開催します。

講師：髙木叙子（当館学芸員）
参加費：200円

県立安土城考古博物館
セミナールーム

一般 140名（先着順） 県立安土城考古博物館 0748-46-2424

4 11月2日（木） ＪＲＣ研究発表大会
「気づき、考え実行する」を態度目標として、県内のＪＲＣ加盟校が集い、公開授業およ
び研究発表会を行います。

大津市立坂本小学校 教育関係者 約100名

・日本赤十字社滋賀県支
部
・滋賀県教育委員会事務
局幼小中教育課

077-528-4662

5 11月2日（木）
学校を核とした地域力強化プラン第4回合
同研修会

核家族化や地域社会のつながりの希薄化等を背景として、子育ての悩みや不安を抱えた保
護者の増加等、家庭教育の困難な現状が指摘されています。そこで、「地域における家庭
教育支援総合推進事業」にかかる事業関係者等が一堂に会し、家庭教育支援のための具体
的な事例をもとに有効な手立てを学ぶ機会とします。

県庁東館
7階大会議室

各市町生涯学習・社
会教育関係者、学校
教育関係者、ＰＴＡ
関係者、家庭教育支
援員、家庭教育支援
チーム員、子育てサ
ポーター、民生委
員・児童委員、社会
福祉士、家庭教育支
援に関心のある方
等

約70名
滋賀県教育委員会事務局
生涯学習課

077-528-4654

6 11月2日（木） 授業公開 保護者等を対象に1、2年の午後の授業を公開します。 県立虎姫高等学校
保護者 近隣保育
園、幼稚園、小・中
学校

約30人 県立虎姫高等学校 0749-73-3055

7 11月2日（木） 校内文化祭
・合唱コンクール
・伝記映画鑑賞

湖南市立甲西北中学校 生徒とその保護者 － 湖南市立甲西北中学校 0748-72-2680

8
11月2日（木）
3日（金・祝）

学校公開
あすなろ音楽集会

・1日目：授業の様子等を終日参観
・2日目：音楽集会まで授業の様子等を参観、音楽集会は、第1部（学年合奏）、第2部（｢
広野物語」～地域の歴史を歌と合奏で表現）

湖南市立菩提寺北小学校 児童とその保護者 － 湖南市立菩提寺北小学校 0748-74-3881

9 11月3日（金・祝） ＰＴＡ文化講演会
滋賀大学教育学部教授 辻延浩氏を講師として招き、睡眠と健康についての研修を行いま
す。

県立彦根東高等学校
多目的ホール

保護者 約100人 県立彦根東高校 0749-22-4800

10
11月3日（金・祝）
（展示の部：11月1日
（水）～4日（土））

第47回今津町文化祭
・発表の部（コーラス、剣舞、詩吟、銭太鼓、太鼓、大正琴、舞踊、民謡、フラダンス、
フォークダンス、カラオケ、サルサ、オカリナ、高島音頭など）
・展示の部（押し花、書、墨絵、生け花、俳句等）

高島市民会館、今津東コ
ミュニティセンター（展
示）

一般 - 今津公民館 0740-22-2249

11
11月3日（金・祝）
（展示の部：11月1日
（水）～5日（日））

平成29年度マキノ生涯学習フェスティバ
ル

・発表の部（コ－ラス・少年少女合唱団・大正琴・カラオケ・本調子盆踊り・フラダン
ス・リズム体操・二胡演奏・ピアノ演奏など）
・展示の部（俳句・短歌・書道・陶芸・絵画・工芸・写真・絵手紙・ネイチャ－イラス
ト・パッチワ－ク・七宝焼・草木染め・木工・菊・盆栽・地区活動展など）

マキノ土に学ぶ里研修セン
ター

一般 -
マキノ公民館（マキノ土
に学ぶ里研修センター
内）

0740-27-1131

12 11月3日（金・祝） まなびの体験広場2017
小学生・幼児を対象とした、市内の高校生・専門学生・シルバー人材センター会員・企業
等による様々な体験活動の出展。

碧水ホール 主に幼児・小学生 約600人
甲賀市教育委員会事務局
社会教育課

0748-86-8021

13 11月3日（金・祝） 滋賀県ディーベート大会 県内高校生の英語によるディベート大会 県立米原高等学校 県内の高校生 約100人

・滋賀県高等学校等教育
研究会英語教育部会
・滋賀県高校生英語
ディーべート推進委員会
兼全国高校生英語ディ
ベート連盟滋賀支部

0749-52-1602

14 11月3日（金・祝） 絵本の時間 絵本の読み聞かせ、わらべうた、手遊び等 安土図書館 0･1･2歳児親子 - 安土図書館 0748-46-6479

15 11月3日（金・祝） Ｍｙぶんドキドキ観察会
遺跡から出土した土器や瓦などを間近に観察してスケッチ等の作品を制作して文化財に親
しみます。

県立埋蔵文化財センター 小・中学生、一般 定員なし
滋賀県教育委員会事務局
文化財保護課

077-528-4675

16 11月3日（金・祝）
観音寺城の石垣
見える化プロジェクト

新幹線から観音寺城の石垣が見えるように草刈り、間伐、散策路整備をＮＰＯ、杜づくり
隊、老蘇町づくり協議会と協働で実施します。

観音寺城
（御館跡～池田丸）

小・中学生、一般 250人
滋賀県教育委員会事務局
文化財保護課

0748-46-6144

17 11月3日（金・祝） 地域ふれあいＤＡＹ 町内中学校において授業参観など学校公開を行います。 日野町立日野中学校 保護者、地域の方々 －
日野町教育委員会事務局
学校教育課

0748-52-6564

18

11月3日（金・祝）
（展示の部：11月3日
（金・祝）～5日
（日））

平成29年度朽木文化祭

・発表の部（コーラス・ゴスペル・大正琴・フラダンス・朽木音頭・朽木太鼓・演劇・六
斎念仏・カラオケなど）
・展示の部（書道・絵手紙・写真・パッチワーク・版画・フラワーアレンジメント・絵
画・園・小・中学生の作品・公民館教室の受講生の作品など）

朽木公民館（やまびこ館） 一般 - 朽木公民館 0740-38-2324

19
11月3日（金・祝）
4日（土）

愛荘町民文化祭（子ども展示） 町内子ども作品の展示 愛知川武道館 一般 約2000人 愛荘町文化祭実行委員会 0749-37-8055

20 11月4日(土)
講演会「古文書、農具から見た滋賀県内
の農具屋」

特集展示「手仕事の時代―文字からたどる民俗資料のルーツ―」の関連事業として、講演
会を開催します。
講師：大塚 活美　さん（京都府立京都学・歴彩館　専門幹）
※参加費200円

栗東歴史民俗博物館 一般
80人
（当日先着順）

栗東歴史民俗博物館 077-554-2733

21 11月4日（土） 学校説明会・見学会
米原高校への進学を希望している中学3年生とその保護者を対象に、学校説明と見学を行
います。

県立米原高等学校
中学3年生とその保
護者

約200人 県立米原高等学校 0749-52-1601

22 11月4日（土） 中学生体験入学 中学生とその保護者対象に学校の説明や模擬授業体験を提供します。 県立虎姫高等学校 中学生とその保護者 約100人 県立虎姫高等学校 0749-73-3055
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23 11月4日（土） 栗高オープンスクール2017

・部活動見学
・文化部作品展示
・憩いの広場
　　在校生と語る会
　　進学Ｑ＆Ａ
　　学校紹介ビデオ等

県立栗東高等学校
近隣中学生とその保
護者、地域の方々

約100人 県立栗東高等学校 077-553-3350

24 11月4日（土） 市民読書会 テーマ本『お上にたてつき候』について意見交換を行います。 近江八幡図書館 一般 - 近江八幡図書館 0748-32-4090

25
11月4日(土)
5日(日)

淡海フラワーフェスティバル

①親子寄植教室（４日(土)のみ）
長浜農業高等学校の生徒さんが講師として学校で育てた花を使った寄植教室を2回開催し
ます。【参加費500円】
　1回目：11:00～11:45
　2回目：14:00～14:45

②親子フラワーアレンジメント教室（5日(日)のみ）
湖南農業高等学校の生徒さんが講師としてフラワーアレンジメント教室を3回開催しま
す。【参加費500円】
　1回目：11:00～11:45
　2回目：13:30～14:15
　3回目：14:45～15:30

近鉄百貨店草津店5階
イベントスペース

親子

①寄植教室は毎回
親子20組40名

②フラワーアレン
ジメント教室は毎
回親子15組30名

県庁農業経営課 077-528-3834

26

11月4日（土）
5日（日）
（展示の部：11月2日
（木）～5日（日））

第44回新旭文化祭

・発表の部（舞踊・ダンス・カラオケ・大正琴・よし笛・三味線・詩吟、フラダンス、和
太鼓、コーラス、園児・児童の発表など）
・展示の部（書道、絵画、陶芸、押し花、俳句、短歌、写真、水墨画、墨絵、パッチワー
クなど）

高島市観光物産プラザ（新
旭公民館）、新旭体育館
（展示）

一般 -
高島市観光物産プラザ内
新旭公民館

0740-25-5500

27
11月4日（土）
5日（日）

湖南市青少年美術展 絵画、立体、書道等の展示 サンヒルズ甲西 一般 － 湖南市教育委員会 0748-77-7011

28
11月5日（日）
（展示の部：11月2日
（木）～5日（日））

第13回ガリバー文化祭

・発表の部（舞踊・ダンス・コーラス・フルート・大正琴・よし笛・オカリナ吹奏楽・太
極拳・少年少女合唱団・保育園・有志発表など）
・展示の部（俳句・短歌・生花・書・水墨画・木彫・木工・陶芸・手芸・子ども絵画等な
ど）

アイリッシュパーク（高島
公民館）

一般 - 高島公民館 0740-36-0219

29
11月5日（日）
（展示の部：11月1日
（水）～5日（日））

2017安曇川文化祭

・発表の部（カラオケ・コーラス・詩吟・民謡・日本舞踊・新舞踊・仕舞・フラダンス・
ダンス・吹奏楽・大正琴・和太鼓など）
・展示の部（短歌・俳句・冠句・書道・革手芸・押し花・ちぎり絵・絵画・絵手紙・写
真・フラワーアレンジメントなど）

安曇川公民館 一般 - 安曇川公民館 0740-32-0003

30 11月5日（日） 笠縫学区ふれあい祭り
学区民が一堂に会し、日頃の各種団体の活動を発表したり、模擬店を開いたりして交流を
深めます。

草津市立笠縫小学校
体育館、その周辺

笠縫学区民 約500人 笠縫市民センター 077-562-0071

31 11月5日（日）
野洲高等学校
第2回オープンスクール

中学3年生の進路選択の一助として、本校学校説明会を行います。（学校説明・ビデオ視
聴、校舎見学、 部活動見学・質問会）

県立野洲高等学校
中学3年生およびそ
の保護者

約70人 県立野洲高等学校 077-587-0059

32 11月7日（火）
平成29年度学ぶ力向上実践交流フォーラ
ム（平成29年度次世代型教育推進セミ
ナー［滋賀大会］）

新しい学習指導要領が求める「主体的・対話的で深い学び」を実現する授業改善について
協議します。

ピアザ淡海
コラボしが21

教育関係者 約280名
滋賀県教育委員会事務局
幼小中教育課

077-528-4662

33 11月7日（火） 校内音楽会
・合唱、合奏の発表
・講師の先生による講評

湖南市立岩根小学校 児童とその保護者 － 湖南市立岩根小学校 0748-72-1500

34 11月7日（火） 校内文化祭

・合唱コンクール
・展示・吹奏楽部発表
・「私の思い2017」意見発表
・体験講座

湖南市立甲西中学校 生徒とその保護者 － 湖南市立甲西中学校 0748-72-1138

35
11月7日（火）
～12月10日（日）

特別陳列「古墳時代の刀剣と刀装具」

県内の古墳から出土した銀象嵌を有する刀装具などの考古資料を展示します。

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
害をお持ちの方は無料 ※11月7日～12月3日は特別展開催のため、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

県立安土城考古博物館
望楼下

一般 - 県立安土城考古博物館 0748-46-2424

36 11月9日（木） 文化祭②
・小学部児童のステージ発表
・展示
・販売

県立野洲養護学校
体育館等

在籍児童生徒、保護
者、地域の方々

約600人 県立野洲養護学校 077-586-6850

37 11月9日（木） 課題研究中間発表会 2年生理数科生徒による課題研究中間発表。 県立米原高等学校
2年理数科生、高大
連携関係大学関係
者、保護者

約60人 県立米原高等学校 0749-52-1601

38
11月9日（木）
10日（金）

文化祭

・ステージ発表
・クラス展示
・ロボット相撲
・アームレスリング等

県立八幡工業高等学校 生徒、保護者 - 県立八幡工業高等学校 0748-37-7227

39 11月10日（金） 学校へ行こう　パート2
・授業公開
・ＰＴＡ教育講演会

高島高等学校
各教室、セミナーハウス

保護者 約50人 県立高島高等学校ＰＴＡ 0740-22-2002

40 11月10日（金） 能登川高等学校「公開授業」
多様化する高校教育のニーズに応え、創意工夫を凝らした魅力ある本校の高校作りを一層
推進するため、地域に広くアピールします。

県立能登川高等学校内
生徒、保護者、学校
評議員、関係中学校
教員

約700人 県立能登川高等学校 0748-42-1305
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41 11月10日（金） 「学びの共同体」公開授業研究会
・公開授業
・公開研究授業
・授業検討会

県立彦根西高等学校
県立彦根翔陽高等学校
県立彦根翔西館高等学校
各教室

保護者、教育関係者 約100人

・県立彦根西高等学校
・県立彦根翔陽高等学校
・県立彦根翔西館高等学
校

0749-23-1491

42 11月10日（金） 文化祭③
・小学部および北桜校舎児童生徒のステージ発表
・展示
・販売

県立野洲養護学校
体育館等

在籍児童生徒、保護
者、地域の方々

約600人 県立野洲養護学校 077-586-6850

43 11月10日（金） 守山養護学校30周年記念事業
・式典
・芸術鑑賞(マリンバコンサート）

県立守山養護学校
プレールーム等

小・中学部児童生徒
とその保護者、病棟
関係者、学校評議員
等

約80人 県立守山養護学校 077-583-5857

44 11月10日（金） むさっこ人権フェスティバル 人権集会、学習発表会 近江八幡市立武佐小学校 児童、保護者 - 近江八幡市武佐小学校 0748-37-6025

45 11月10日（金） 平成29年度近江八幡市「市民大学講座」
講演「発達障害！？ちょっと気になる子どもたちの話」
講師：窪田知子氏（滋賀大学教育学部准教授）

ひまわり館
1階ホール

近江八幡市民、近江
八幡市に勤務されて
いる方

約50人
近江八幡市教育委員会事
務局生涯学習課

0748-36-5533

46 11月10日（金） きらめき音楽会 合唱、合奏の発表 湖南市立菩提寺小学校 児童とその保護者 － 湖南市立菩提寺小学校 0748-74-1755

47 11月11日（土） 長浜北星高等学校「公開授業」 本校生徒の普段の授業や部活動の様子を参観していただきます。 県立長浜北星高等学校
保護者、中学生とそ
の保護者、学校評議
員

約250人
県立長浜北星高等学校
教務課・総務課

0749-62-3370

48 11月11日（土） 中学生体験入学 中学生の体験入学 県立八幡工業高等学校
県内中学生とその保
護者

約100人 県立八幡工業高等学校 0748-37-7227

49 11月11日（土） 彦根工業高校文化祭と学校公開
工業学科各科、各クラスの展示発表やロボット競技会校内予選などを実施し、本校の教育
活動の成果を発表します。

県立八幡工業高等学校
校舎

生徒、保護者 約900人
県立彦根工業高等学校
生徒会係

0749-28-2201

50 11月11日（土） オープンスクール 3時間目4時間目の授業見学

県立彦根西高等学校
県立彦根翔陽高等学校
県立彦根翔西館高等学校
各教室

保護者、中学3年生
とその保護者、中学
校教員

約250人

・県立彦根西高等学校
・県立彦根翔陽高等学校
・県立彦根翔西館高等学
校

0749-23-1491

51 11月11日（土） 滋賀県青少年育成県民大会

・青少年等知事表彰等、各種表彰
・豊かな心を育む家庭づくり最優秀作文朗読
・青少年活動発表
・講演

米原市民交流プラザ
（ルッチプラザ）

一般 350人
滋賀県青少年育成県民会
議

077-523-5484

52 11月11日（土） かめちゃん祭り 本校ＰＴＡ主催のお祭りです。 県立甲良養護学校
児童生徒、ＰＴＡ、
後援会、作業所等

約350名 県立甲良養護学校ＰＴＡ 0747-38-4880

53 11月11日（土） 第2回体験入学

（１）歓迎の演奏 （吹奏楽部）
（２）開会挨拶
（３）日程説明、本校の特色について
（４）堅田高校で学んで（卒業生の話）
（５）部活動紹介・学校行事映像紹介
（６）授業体験
（７）アンケート記入
（８）校舎案内
（９）事前の希望参加者による部活動（ウエイトリフティング部）体験

県立堅田高等学校
各教室、体育館、グラウン
ド

中学3年生とその保
護者、学校関係者 約100人 県立堅田高等学校 077-572-1206

54 11月11日（土） 老蘇小学校オープンスクールデー 道徳授業・ふるさと学習の参観 近江八幡市立老蘇小学校 児童、保護者 - 近江八幡市立老蘇小学校 0748-46-3079

55 11月11日（土）
体験博物館
「銅鐸博士になろう」

展示室にある本物の銅鐸について、詳しく学習します。学習シートを使い、銅鐸の複製品
を間近に見ながら銅鐸に描かれた文様などを調査します。（①13時30分～、②15時～）
参加費：200円
申込方法：電話（0748-46-2424 ）にて、10月11日（水）から受付開始【受付時間：8時30
分～17時】

県立安土城考古博物館
第1常設展示室

小学生～
※小学校低学年は、
保護者一緒に参加
※電話にて要申込

各回15人 県立安土城考古博物館 0748-46-2424

56 11月11日（土） 図書館まつり2017
「野洲図書館15年のあゆみ（展示）」「本のカバーかけ講座」「図書館ツアー」「朗読ユ
ニットあかり　朗読ライブ」「しおりをつくろう！」「『私の新聞綴じ』をつくりません
か？」「安藤紳次写真展」等

野洲図書館
本館

一般
（プログラムに
よっては定員あ
り）

野洲図書館 077-586-0218

57 11月11日（土） 滋賀県青少年育成県民大会
滋賀県知事表彰、県民会議会長表彰、豊かな心を育む家庭づくり絵画・ポスター入賞者表
彰、最優秀作文の朗読、青少年活動発表、講演「考えながら学ぶ子どもを育てるために」
講師：林龍平氏

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

約350人

・滋賀県青少年育成県民
会議
・米原市青少年育成市民
会議ほか

・滋賀県青少年育成
県民会議
077-523-5484
・米原市青少年育成
市民会議
0749-55-8104

58 11月11日（土） 人形劇がやってくる！
人形劇サークル『おにぎり村』による人形劇
「ジャックと豆の木」等

米原市立近江図書館
（かたりべホール）

幼児～小学生とその
保護者

約100人 米原市立近江図書館 0749-52-5246

59 11月11日（土）
「戦国の近江」地域の魅力発信事業・東
京講座「戦国近江へのいざない」

滋賀の戦国遺跡の魅力を首都圏から全国に向けて広く発信し、滋賀県への来訪者の拡大を
図ります。

ＬＥＡＧＵＥ有楽町 一般 80人
滋賀県教育委員会事務局
文化財保護課

0748-46-6144

60 11月11日（土） 水戸まつり

・各学年の学習発表
・縦割り活動で作成したみこしの地域練り歩き
・日枝中吹奏楽演奏
・人権コンサート（つながりを感じて）

湖南市立水戸小学校
生徒とその保護者、
地域の方々

－ 湖南市立水戸小学校 0748-75-2640

61 11月11日（土） 学びのフェスティバル
各学年の学習成果を劇や歌・演奏などで発表する。幕間では、各学年でのチャンプ本に選
ばれた人がビブリオバトルをする。

草津市立南笠東小学校
体育館

保護者、地域の方々 約230人 草津市立南笠東小学校 077-562-9541
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62 11月11日（土） ふれあい老上まつり

・午前中（9時30分～11時30分）
　音楽発表会（1年生～6年生）
・夕方（16時～20時）
　模擬店（16時～）
　音楽演奏（18時～）

草津市立老上西小学校
（音楽発表会：体育館、模
擬店：昇降口前広場（予
定）、音楽演奏：音楽室）

児童、教職員、保護
者、地域の方々

約2,000人 草津市立老上西小学校 077-566-2401

63
11月11日（土）
12日（日）

あいの土山文化祭
土山町内で文化活動をする個人や団体の発表の場として展示や舞台発表等による文化祭
・展示：保・小・中学生、一般、団体の作品【11～12日】
・発表：団体（児童、一般）【12日】

あいの土山文化ホール
森林文化ホール

一般 約500人
・あいの土山文化祭実行
委員会
・あいの土山文化協会

0748-66-0158
（土山中央公民館）

64
11月11日（土）
12日（日）

大津市立公民館開設70周年記念事業
大津公民館の文化祭と同時開催する。本市内36公民館毎に公民館活動等をパネル展示を実
施し、記念式典（11月12日）を開催します。

大津公民館
市内公民館関係者、
一般

2,000人（2日間の
文化祭参加予定人
数）

大津市教育委員会事務局
生涯学習課

077-528-2635

65
11月11日（土）
～17日（金）

税を考える週間
「くらしを支える税」をテーマに、税に対する理解を一層深めるため、関係機関にポス
ターを配布するなど、当該期間内に様々な広報活動を行います。

－ － - 県庁税政課 077-528-3211

66

11月11日（土）、12日
（日）、18日（土）、
19日(日）、23日
（木・祝）、26日
（日）

チャレンジスポーツデー
市内各所で誰もが参加できるスポーツイベントを実施し、より多くの市民にスポーツを楽
しんでもらい、生涯スポーツの推進を図ります。（各種競技スポーツやニュースポーツの
体験など）

・草津市内各社会体育施設
・草津市立小学校
・立命館大学びわこ・くさ
つキャンパス等

一般 約5000人

チャレンジスポーツデー
実行委員会事務局（事務
局：公益社団法人草津市
体育協会内）

077-568-5300

67 11月12日（日）
特別展記念講演会
「青銅器の発達と近畿の弥生社会」

開館25周年記念　平成29年秋季特別展「青銅の鐸と武器―近江の弥生時代とその周辺―」
の開催を記念して講演会を実施します。

講師：森岡秀人氏（関西大学大学院非常勤講師）
参加費：500円

県立安土城考古博物館
セミナールーム

一般 140人（先着順） 県立安土城考古博物館 0748-46-2424

68 11月12日（日）
【原田マハ講演会】
「人生の宝物―私を作った文学とアー
ト」

作家原田マハさんによる講演会。城奈緒美さんによるパイプオルガンミニ演奏もありま
す。

安土文芸セミナリヨ 一般（大人）
300人
（入場料1,000円）

近江八幡図書館 0748-32-4090

69 11月12日（日）
「戦国の近江」地域の魅力発信事業・連
続講座「近江の城郭～足利将軍と近江」
第1回「朽木」

県内地域に存在する城跡や古戦場などの戦国遺跡の新たな魅力を掘り起こし探訪コースと
して新たな価値づけを図ります。

高島市朽木
旧秀隣寺庭園等

一般 80人
滋賀県教育委員会事務局
文化財保護課

0748-46-6144

70 11月12日（日）
地域ふれあい東まつり
（学習発表会・ふるさと葉山川博物館・
東っ子句会）

・午前：各学年ごとに音楽発表
・午後：「ふるさと葉山川博物館」（環境学習の成果を発表します）
・終日：「東っ子句会」（全校の代表句の中から投票により優秀句を選びます）

草津市立笠縫東小学校 保護者、地域の方々 約1,000人 草津市立笠縫東小学校 077-564-4391

71 11月14日（火） ＰＴＡ人権教育研修会 草津市同和教育啓発講師団の片山惠泉氏による講演
草津市立玉川中学校
視聴覚室

保護者、教職員 約60人 草津市立玉川中学校 077－566－3631

72 11月15日（水）
開館25周年記念リレー講座（全3回）
第2回「安土城跡調査研究の25年」

開館25周年を記念して、当館が取り組んできた主要な研究テーマに関して、調査研究に携
わってきた専門職員が講師を務めるリレー講座を開催します。

講師：松下浩氏（滋賀県教育委員会）
参加費：200円

県立安土城考古博物館
セミナールーム

一般 140人（先着順） 県立安土城考古博物館 0748-46-2424

73 11月15日（水） おはなしメリーゴーランド 絵本の読み聞かせ、わらべうた、手遊び等 近江八幡図書館 0･1･2歳児親子 - 近江八幡図書館 0748-32-4090

74
11月15日（水）
～19日（日）

平成29年度
栗東高校美術科卒業制作展

平成29年度美術科3年生
・卒業制作
・作品展示

栗東芸術文化会館
「さきら」小ホール

一般 約1,000人 県立栗東高等学校 077-553-3350

75 11月17日（金）
第35回近畿特別活動研究協議会滋賀県大
会

夢を描き、仲間と乗り越え未来を創る子どもを育む特別活動を研究テーマに近畿各府県か
ら教育関係者が集まり協議します。

守山市立吉見小学校 教育関係者 約250名
滋賀県教育委員会事務局
幼小中教育課

077-528-4660

76 11月17日（金） 文化祭④
・中学部生徒のステージ発表
・展示
・販売

県立野洲養護学校
体育館等

在籍児童生徒、保護
者、地域の方々

約600人 県立野洲養護学校 077-586-6850

77 11月17日（金） 近江八幡市ＩＣＴフォーラム 公開授業、全体協議会
近江八幡市立桐原東小学校
、武佐小学校、八幡中学校

市町教育委員会関係
者、地域の教員、一
般

-
近江八幡市教育委員会事
務局学校教育課

0748-36-5531

78
11月17日（金）
～19日（日）

第55回近江八幡市青少年美術展覧会 平面、立体、書写の作品展示 近江八幡市文化会館
幼児、児童生徒、保
護者、一般

-
近江八幡市教育委員会事
務局学校教育課

0748-36-5531

79 11月18日(土) 秋の農産物販売会
・農畜産物・加工品の販売・成果発表
・ＰＴＡ評議員による模擬店販売

県立長浜農業高等学校
農場

一般 約2,000人
県立長浜農業高等学校
農場

0749-62-0876

80 11月18日(土)
自然観察会
「ひっつきむし観察会」

小学校親子連れを中心に参加いただき、地域の自然環境へ関心を持つきっかけとなるよ
う、ひっつきむしとそれを取り巻く周囲の自然を観察していただきます。

大瀧神社周辺
（多賀町富之尾）

一般 30人
環境フォーラム湖東事務
局（滋賀県湖東環境事務
所内）

0749-27-2255
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81 11月18日(土) 滋賀県茶振興大会

①お茶の淹れ方教室
日本茶インストラクターが講師としておいしいお茶の淹れ方を教えます。
【参加費無料】
　1回目：13:00～14:00
　2回目：15:00～16:00

②お茶の種類当てクイズ（茶歌舞伎）。様々な種類のお茶を飲んでいただき、その種類を
当てるクイズを実施します。【参加費無料】
　1回目：11:30～12:00
　2回目：12:30～13:00
　3回目：13:30～14:00
　4回目：14:30～15:00
　5回目：15:30～16:00
　6回目：16:30～17:00

近鉄百貨店草津店5階
みどりの広場

一般

①お茶の淹れ方教
室は毎回15名

②茶歌舞伎は毎回
18名

県庁農業経営課 077-528-3834

82 11月18日（土） 博物館講座「かまどめしを炊こう!!」
栗東歴史民俗博物館敷地内の移築民家旧中島家住宅（登録有形文化財）のかまどを用いた
炊飯体験です。
※参加費200円

栗東歴史民俗博物館 一般

20人（11月8日
（水）までに要申
込、応募多数の場
合抽選）

栗東歴史民俗博物館 077-554-2733

83 11月18日（土） ふれ愛ウォーク愛荘 豊かな自然と歴史、文化にふれながらウォークラリーを行います。 愛荘町スポーツセンター 一般 約200人 愛荘町体育協会 0749-37-3383

84 11月18日（土）
野洲図書館会館15周年記念講演会「清水
眞砂子さん講演会」

演題「心がゆたかになるってどういうこと？ 本との出合いがもたらすもの」
児童文学評論の第一人者であり、『ゲド戦記』の翻訳者でもある清水さんの講演。

野洲図書館
本館

一般 約100人 野洲図書館 077-586-0218

85 11月18日（土） 馬っ子フェスティバル 総合学習発表会 近江八幡市立馬淵小学校 児童、保護者 - 近江八幡市立馬淵小学校 0748-37-7022

86 11月18日（土）
平成29年度近江八幡市
「中央公民館講座」

懐かしの名画座ｉｎ安土
「シェーン」上映

近江八幡市立安土図書館 一般 -
近江八幡市教育委員会事
務局生涯学習課

0748-36-5533

87 11月18日（土）
2017近江八幡市男女共同参画市民のつど
い

講演『大切な人の「想い」とともに』～112日間のママ～
講師：清水健氏（元アナウンサー）

滋賀県立男女共同参画セン
ター
大ホール

近江八幡市民、関係
団体・企業関係者、
行政関係者等

約480人
近江八幡市人権・市民生
活課

0748-36-5881

88 11月18日（土） ふれあい参観日
・観劇
・人権に関わる授業公開
・人権懇談会

湖南市立三雲東小学校 児童とその保護者 － 湖南市立三雲東小学校 0748-72-4616

89

11月18日（土）
～23日（木・祝）
（出品作品申込：11月
1日（水）～11月8日
（水））

第13回高島市美術展覧会

市民より作品を募集し、審査の上、一堂に展示して鑑賞します。広く一般から募集するこ
とで芸術や文化への興味や関心を深めるとともに、作品の鑑賞を通じて心のゆとりに寄与
し、市民文化の向上に資することを目的に開催します。
(部門)平面・立体・書・工芸・写真の5部門
(備考)青少年美術展覧会と同時開催

新旭体育館

観覧：一般
出品：高島市在住、
通勤、通学する者ま
たは出身者（中学生
以下は青少年美術展
覧会）

-
高島市美術展覧会実行委
員会事務局

0740-32-4457

90 11月19日（日） 五愛塾講座（第1回） 講演：東日本大震災津波からの復興（講師：岩手県大槌町長） 愛知川公民館 一般 約350人 愛知川公民館 0749-42-5141

91 11月19日（日） 農産物即売会 本校農場で生産および加工された農産物を一般市民を対象に販売します。
県立湖南農業高等学校
農場周辺

一般 約1,000人 県立湖南農業高等学校 077-564-5255

92 11月19日（日）
平成29年度近江八幡市「青少年育成市民
大会」

・中学生による意見発表と表彰
・講演：神月紀輔氏（京都ノートルダム女子大学教授）

アクティ近江八幡 一般 -
近江八幡市教育委員会事
務局生涯学習課

0748-36-5533

93 11月19日（日） チャレンジスポーツデイ 学区民が一堂に会し、スポーツを通して交流するとともに、体力向上を図ります。
草津市立笠縫小学校
グラウンド、体育館

笠縫学区民 約200人 笠縫市民センター 077-562-0071

94 11月21日（火） 平成29年度近江八幡市「市民大学講座」
講演「名筆に学ぶーその書法と精神（こころ）ー」
講師：中村史朗氏（滋賀大学教育学部教授）

ひまわり館
1階ホール

近江八幡市民、近江
八幡市に勤務されて
いる方

約50人
近江八幡市教育委員会事
務局生涯学習課

0748-36-5533

95 11月21日（火） 笠っ子学習発表会 本校児童が取り組んできた学習の成果を学年ごとに発表します。
草津市立笠縫小学校
体育館

笠縫学区民 約300人 草津市立笠縫小学校 077-562-0352

96 11月23日（木・祝）
八日市南高等学校
農業祭

農産物販売や模擬店活動、学習展示などを通して、生徒の農業学習活動および農業クラブ
活動の発表の場とします。

県立八日市南高等学校
農場一帯

生徒、教職員、ＰＴ
Ａ会員、一般

約2,000人 県立八日市南高等学校 0748-22-1513

97 11月23日（木・祝） 第23回ふれあいの里フェスティバル
市内の子どもたちが集まる創作体験事業
・創作体験等、各ブースの出店
※近江母の郷おふくろ感謝祭と同時開催

道の駅近江母の郷
近江母の郷文化センター

市内の子どもたち、
一般

約200人
米原市子ども会育成連合
会

0749-55-8104

98 11月23日（木・祝）
特別展関連博物館講座（全2回）
第1回「弥生時代青銅器工人の系譜―銅鐸
群と送風管―」

開館25周年記念　平成29年秋季特別展「青銅の鐸と武器―近江の弥生時代とその周辺―」
の開催に関連して講座を実施します。

講師：清水邦彦氏（茨木市立文化財資料館）
参加費：200円

県立安土城考古博物館
セミナールーム

一般 140人（先着順） 県立安土城考古博物館 0748-46-2424

99 11月24日（金） つながり学習発表会
「自ら課題を見つけ、探求し、人と協力して解決をめざす生徒の育成－いのち・環境・人
権－」を研究主題として取り組んできたつながり学習の成果を発表します。

草津市立玉川中学校
体育館

全校生徒、教職員、
来賓、保護者、地域
の方々

約600人 草津市立玉川中学校 077－566－3631

100 11月25日（土）
平成29年度近江八幡市「中央公民館講
座」

懐かしの名画座ｉｎ安土
「駅馬車」上映

近江八幡市立安土図書館 一般 -
近江八幡市教育委員会事
務局生涯学習課

0748-36-5533

101 11月25日（土）
図書館の達人講座
第5回「コーナーづくりに挑戦！」

紹介したい本を、テーマに沿って展示するミニコーナーを作成します。 近江八幡図書館 中学生以上 10人 近江八幡図書館 0748-32-4090

102 11月25日（土） 地域ふれあいＤＡＹ 町内幼稚園（4園）、小学校（5校）において授業参観など学校公開を行います。

・町内幼稚園
・桜谷こども園（第1園
舎）
・町内小学校

保護者、地域の方々 －
日野町教育委員会事務局
学校教育課

0748-52-6564



 11月に開催予定の「滋賀教育月間」関連事業

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）

参加対象者
参加予定人数
（定員）

団体名 電話番号等

103 11月26日（日） 遊びの宝島へＧＯ！

・オープニングステージ
・わくわくステージ
・遊びのブース、お仕事体験ブース
・様々な遊びや体験活動を実施

滋賀県男女共同参画セン
ター、滋賀県婦人会館、サ
ンビレッジ近江八幡

幼児～高校生 約2,000人 滋賀県子ども会連合会 077-523-5353

104 11月26日（日） 秋のお茶会

博物館でお抹茶とお菓子を味わって、戦国時代の武将たちも好んだとされるお茶の文化を
楽しむイベントを開催します。

参加費：300円

県立安土城考古博物館
エントランスホール

一般
70人程度（先着
順）

県立安土城考古博物館 0748-46-2424

105 11月29日（水）
開館25周年記念リレー講座（全3回）
第3回「近江の縄文時代研究の25年―粟津
湖底遺跡発掘調査の意義を振り返る―」

開館25周年を記念して、当館が取り組んできた主要な研究テーマに関して、調査研究に携
わってきた専門職員が講師を務めるリレー講座を開催します。

講師：瀬口眞司氏（公益財団法人滋賀県文化財保護協会）
参加費：200円

県立安土城考古博物館
セミナールーム

一般 140人（先着順） 県立安土城考古博物館 0748-46-2424

106 11月29日（水） 人権参観 公開授業参観
草津市立矢倉小学校
各教室

全校児童、教職員、
保護者、地域の方々

約500人 草津市立矢倉小学校 077ｰ564ｰ4388

107 11月（日程未定）
夢・未来教室
～ようこそ先輩ただ今授業中～

各界で活躍中の本校卒業生のお話を聞きます。
草津市立笠縫東小学校
6年生教室、5年生教室

保護者、地域の方々 約100人 草津市立笠縫東小学校 077-564-4391


