
 令和元年10月に開催予定の「滋賀教育月間」関連事業

1
8月31日(土)～1月29日
(水)

スポット展示
十字形洋剣「水口レイピア」

江戸時代に水口藩を所領とした加藤家の祖である戦国大名加藤嘉明が所持した十字型洋
剣「水口レイピア」を展示します。

水口歴史民俗資料館
第2展示室

どなたでも － 水口歴史民俗資料館 0748-62-7141

2
9月14日(土)～10月20
日(日),10月22日(火・
祝)～12月1日(日)

特別展「北大路魯山人　古典復興－現代
陶芸をひらく」

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

滋賀県立陶芸の森
陶芸館

一般 －
公益財団法人滋賀県陶芸
の森

0748-83-0909

3
9月18日（水）～10月
22日（火・祝）

特別陳列「明智光秀と近江」

これまで、主君信長を討った謀反人としての側面ばかりが強調されてきた光秀の近江国
内外での活躍を、収蔵する肖像画や古文書・古書籍などの関係資料を通して紹介する。
開館時間：9時～17時（入館は16時30分まで）
休館日：月曜日（月曜日が祝日・振替休日の場合は翌日）
参加費：常設展入館料

滋賀県安土城考古博物館
（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

4
9月21日（土）～10月
20日（日）※会期中無
休

滋賀近美アートスポットプロジェクト
Vol.2《Symbiosis》

リニューアル整備のために長期休館中の近代美術館が休館の期間を利用し、県内様々な
地域で美術館の活動を展開する試みの一環として、滋賀県にゆかりある若手作家を中心
に紹介するとともに、開催する地域の方と交流・協働を目指す「アートスポットプロ
ジェクト」を実施している。
第2回目となる今回は、高島市安曇川町の広大な農地が広がる泰山寺エリアにある開拓時
代から使われてきた作業小屋（長屋）をメイン会場として、3人の若手作家が土地の自然
や歴史と向き合い新たに制作した作品を展示する。
あわせて、ワークショップやアーティストトークなどの関連事業も実施する。

メイン会場　田中邸長屋お
よび周辺（滋賀県高島市安
曇川町田中4915）　ほか

一般、青少年 － 滋賀県立近代美術館 077-522-2111

5
9月25日（水）～12月
17日（火）の火・水・
木曜日（10回）

体操教室
幼児・小学生・親子

体操器具や体操施設を使った運動教室 滋賀県立栗東体育館
①4，5歳児
②小学1～4年生
③3，4歳児の親子

①約150人
②50人
③15組30人

滋賀県立栗東体育館 077-551-1030

6
9月26日（木）～12月5
日（木）の木曜日（10
回）

ヨガ教室 姿勢、呼吸、瞑想を主としたエクササイズ 滋賀県立栗東体育館 一般 30人 滋賀県立栗東体育館 077-551-1030

7
9月27日（金）～12月
13日（金）の金曜日
（10回）

avex ダンスプログラム avexの楽曲を使ったダンス講座 滋賀県立栗東体育館

①4，5歳児
②小中学生（3コー
ス）
③一般

各15人 滋賀県立栗東体育館 077-551-1030

8
9月28日（土）～12月
15日（日）の土・日曜
日（10回）

トランポリン教室 トランポリンを使った運動教室 滋賀県立栗東体育館 小学生 40人 滋賀県立栗東体育館 077-551-1030

9
9月29日（日）～10月
20日（日）

【写真展】やきものの花と暮らし～神山
清子-”土”と”焼き”のプリミティブ

本展では、信楽焼のうつわを花などで彩り、信楽焼の魅力や日常の暮らしに取り入れる
楽しさを写真から発信する。

陶芸の森地域連携拠点
FUJIKI

一般 －
公益財団法人滋賀県陶芸
の森

0748-83-0909

10

10月1日（火）,3日
（木）,8日（火）,10
日（木）,22日
（火）,24日（木）,29
日（火）

ジュニア強化剣道教室 2024年国民スポーツ大会を見据えた強化事業 滋賀県立武道館 小学生～中学生 30人 滋賀県立武道館 077-521-8311

11
10月1日（火）,8日
（火）,22日（火）,29
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 滋賀県立武道館 小学生以上 30人 滋賀県立武道館 077-521-8311

12
10月1日（火）,8日
（火）,22日（火）,29
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 滋賀県立武道館 小学生以上 30人 滋賀県立武道館 077-521-8311

13
10月1日（火）,8日
（火）,22日（火）,29
日（火）

合気道教室 合気道を通じて心身ともに健康になる教室 滋賀県立武道館 小学生以上 30人 滋賀県立武道館 077-521-8311

14
10月2日（水）,16日
（水）,30日（水）

スポーツデー スポーツの活性化を図り、利用促進を目指す。 ウカルちゃんアリーナ どなたでも 65人 滋賀県立体育館 077-524-0221

15 10月2日（水） 1・2年学年別研修会 親子で楽しい運動遊びをする。 守山市立速野小学校体育館
1・2年生児童とその
保護者

400人
守山市立速野小学校PTA研
修部

077-585-1014

16 10月2日（水） わくわく水曜日
市内地域ボランティアの方に、昔遊び等（折り紙、お手玉、おはじき、ビー玉、あやと
り、将棋、パソコン）を教えていただく。

守山市立吉身小学校４Ｆ多
目的室

本校児童 700人 守山市立吉身小学校 077-583-2386

17 10月3日（木） キラリ☆祭
学校全体で文化的活動を通して捜索の意欲を高め、発表の一体感や達成感・感動を味わ
い、より良い仲間づくりの場とする。

守山市民ホール 生徒・教職員 920人 守山市立守山南中学校 077-583-5900

18
10月3日（木）,4日
（金）

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

19
10月3日(木),11月7日
（木）

リトミック教室
0～1歳児コース 10:00～10:45/2～3歳児コース 11:00～11:45
親子でピアノ演奏と歌声などの音楽に触れあいながら楽しく身体を動かし、幼児情操教
育の一環として開催する。

安土マリエート 0～3歳児の親子 30組 安土マリエート 0748-46-2645

20 10月3日（木）14時～

【みんなで考える人権講座】
演題：障がい者スポーツを通したインク
ルーシブ社会の醸成に向けて
講師：三元　大輔　氏（日本体育大学大
学院生（博士前期課程））

共生社会の実現を目指しているパラリンピックは、スポーツの祭典でありながら、イン
クルーシブな社会へと変革しうる大きな可能性を秘めている。私たちは何を知り、考え
るべきかについてヒントをいただく。

大津市役所　別館大会議室 どなたでも 定員120人
大津市教育委員会事務局
生涯学習課

077-528-2635

21
10月5日（土）,12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教室 滋賀県立武道館 小学生以上 20人 滋賀県立武道館 077-521-8311
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22
10月5日（土）～18日
（金）

オトナもコドモも楽しめる「遊び」と
「学び」のアートイベント　Biwart Fes

アート文化を推進する草津市とともにイオンモール草津が「まるごと体験型ミュージア
ムになる芸術祭」を開催する。

イオンモール草津　各会場 どなたでも － イオンモール草津 077-599-5100

23 10月6日（日） 無料感謝デー 広く県民の皆さんが「集い・楽しみ・学び・体験する」場として実施 ウカルちゃんアリーナ どなたでも 300人 滋賀県立体育館 077-524-0221

24 10月6日(日)
親子向け制作体験（特別講座）子どもや
きものシリーズ
”お団子ねんどからお皿ができる！”

信楽焼に親しんでいただくため、親子で楽しい器づくりを体験できる講座を開催する。
（材料費要）

滋賀県立陶芸の森
産業展示館創作室

親子
30人
（事前申込制・先
着）

世界にひとつの宝物づく
り実行委員会（滋賀県立
陶芸の森内）

0748-83-0968

25 10月6日〈日）
展示室サロンコンサート　vol.10
秋涼に弦楽合奏を愉しむ

甲賀市出身の若手メンバーを中心としたアンサンブルによる「弦楽四重奏」をお楽しみ
ください。

甲賀市
あいこうか市民ホール

どなたでも 120人

甲賀市教育委員会事務局
社会教育スポーツ課
（あいこうか市民ホー
ル）

0748-62-2626

26 10月7日（月） 安全教室（ヤマト運輸） 交通安全指導 長浜市立さくらんぼ幼児園 保護者・園児 200人
さくらんぼ幼児園保護者
会

0748-48-4689

27 10月7日（月） 1年生防災教育
北消防署の学校防災アドバイザーの指導による発災時の避難方法や、発煙時の避難体験
などを行う。

守山市立速野小学校体育館 1年生児童 133人 守山市立速野小学校 077-585-1014

28 10月8日（火） 2年生防災教育
北消防署の学校防災アドバイザーの指導による発災時の避難方法や、発煙時の避難体験
などを行う。

守山市立速野小学校体育館 2年生児童 159人 守山市立速野小学校 077-585-1014

29 10月9日（水） 文化庁芸術体験 音楽劇　ワークショップ 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

30
10月9日（水）～20日
（日）

第15回東近江市美術展覧会 日本画・洋画・美術工芸・彫刻彫塑・書・写真の作品展示会
東近江市立八日市文化芸術
会館

どなたでも 約1300人
東近江市美術展覧会実行
委員会

0748-24-5672

31 10月9日（水） 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。
三重大学、立命館大学（衣
笠キャンパス）

在校生保護者
60～80人（事前申
込が必要）

県立東大津高等学校 077-545-8025

32 10月9日（水）
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状報告

関西大学千里山キャンパス 保護者 150人 県立八日市高等学校 0748-22-1515

33 10月10日(木) 愛荘町役場パン販売

生徒たちが、日ごろの学習の成果として、販売活動を通して、コミュニケーション力を
高める事を目的として、専門教科学習（食品加工班）で作ったパンを愛荘町役場で販売
する。
・値段：総菜パン1個100円、菓子パン１個90円

愛荘町役場愛知川庁舎　１
階食堂

どなたでも － 県立愛知高等養護学校 0749-49-4000

34

①10月10日(木)～17日
(木)
10/16(水)は休館日
②10月22日(火･祝)～
28日(月)

種をまくプロジェクト2019
びわ湖・滋賀の風景展

一般部門、高校生部門に加え小中学生部門を併設した全国公募の美術展。作品を通して
湖国・滋賀の豊かな風景を再発見していただく。
①10:00～20:00(入場は19:30まで)
②9:00～17:00(入場は16:30まで)
観覧無料

①ビバシティホール(ビバ
シティ彦根2階)彦根市竹ヶ
鼻町43-1
②しがぎんホール(滋賀銀
行本店2階)大津市浜町1-38

どなたでも －
（公財）びわ湖芸術文化
財団地域創造部

077-523-7146

35 10月10日(木) ふれあい音楽教室 びわ湖ホール声楽アンサンブルのメンバーが、滋賀県内の小学校で音楽の授業を行う。 東近江市立蒲生西小学校 在校生 －
（公財）びわ湖芸術文化
財団地域創造部

077-523-7146

36 10月10日(木) ふれあい音楽教室 びわ湖ホール声楽アンサンブルのメンバーが、滋賀県内の小学校で音楽の授業を行う。 大津市立逢坂小学校 在校生 －
（公財）びわ湖芸術文化
財団地域創造部

077-523-7146

37
10月12日（土）～
20日（日）10時～17時

はやしますみ　絵本原画展
近江八幡市在住の絵本作家　はやしますみ　さんの作品『ねこぼん』『たんぼレストラ
ン』の原画展　※　10月20日（日）は15時まで

近江八幡図書館 どなたでも － 近江八幡図書館 0748-32-4090

38
10月12日（土）～11月
24日（日）

秋季特別展「『動物美術館』開演！」

動物埴輪から木造、石造、やきものの狛犬、仏教美術、神道美術の中の動物、近世絵画
のかわいい動物など、日本の動物美術を系統的に展示する。
開館時間：9時～17時（入館は16時30分まで）
休館日：月曜日（月曜日が祝日・振替休日の場合は翌日）
参加費：特別展入館料

滋賀県安土城考古博物館
（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

39 10月13日（日） 北里ワンダーランド 防災・安全に関しての親子・地域イベント
近江八幡市立北里小学校グ
ランド

小学生、PTA 約350名 北里小学校PTA事務局 0748-36-8046

40 10月13日（日） 米原乗りノリFES2019
車や新幹線、レーシングカーなど乗り物が間近に見られたり、マイカー無料点検教室が
開催され、車好きのお子様から大人にもおすすめ。

米原駅東口 どなたでも － 米原市商工会青年部 0749-52-0632

41 10月13日（日） 第14回伊吹ふれあい体育祭
米原市伊吹地区の住民が集い、スポーツに親しむことで体力づくりの契機と住民の友好
を深める。

伊吹第1グランド 地域の方 1,500人
米原市伊吹地区体育振興
会

0749-58-1155

42 10月14日（月・祝） 第6回秋まつり CSRの一環として開催し、近隣の方や社員・協力会社の家族に参加していただく。 旭化成住工株式会社
一般、社員・協力会
社の家族

1,100人
旭化成住工株式会社総務
部総務課

0749-45-1528

43 10月14日（月・祝） 豊郷町民健康フェスティバル2019
字別対抗競技・一般参加種目・いきいきウォーキング・グラウンドゴルフ大会・健康啓
発コーナー・体力テスト・元気印コーナー（よさこいスクール、ヒップホップダンス教
室）リレーマラソン

豊郷スポーツ公園 町内在住、在勤者等 約750人
豊郷町教育委員会事務局
保健体育課

0749-35-8010

44
10月14日(月・祝)
10時～16時
（受付9時30分）

令和元年度　美の糸口―アートにどぼ
ん！2019

近江商人の町家とヴォーリズ建築が共在する趣深い近江八幡の旧市街エリアで、さまざ
まなアートや「美の滋賀」を体験できる一日だけのアートフェスティバル。
無料（ただし、一部材料費の必要なプログラムあり）

ヴォーリズ学園（近江八幡
市市井町177）、かわら
ミュージアム（近江八幡市
多賀町738-2）、奥村家住
宅（近江八幡市永原町上
8）

どなたでも －
（公財）びわ湖芸術文化
財団地域創造部

077-523-7146

45 10月15日（火） ＰＴＡ教育講演会 本校ＰＴＡ教養部主催の生徒・保護者を対象とした講演会 守山市立明富中学校体育館
全校生徒
保護者

600～700人 守山市立明富中学校 077-585-7262

46
10月15日（火）～
　　　　17日（木）

保護者対象の授業公開 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機会とする。 県立守山中学校・高等学校 保護者 －
県立守山中学校・高等学
校

077-582-2289

47 10月16日（火） 連携授業（フジノ食品） パティシエによる講話と実演 野洲市立三上小学校 6年生 44人 洋菓子プティドール 077-587-3699

48 10月16日（水） 3・4年学年別研修会
親子リズム体操と
骨盤のセルフケア

守山市立速野小学校体育館
3・4年生児童とその
保護者

400人
守山市立速野小学校PTA研
修部

077-585-1014
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49 10月16日（水）
びわ湖ホール声楽アンサンブル　子ども
向けオペラ「泣いた赤鬼」

子ども向けオペラ「泣いた赤鬼」を、県内のホールおよび教育委員会と協力して、県内
各地のホールや小学校で上演する。

長浜市立高時小学校 在校生 －
滋賀県立芸術劇場びわ湖
ホール

077-523-7150

50 10月17日（木） ふれあい音楽教室 びわ湖ホール声楽アンサンブルのメンバーが、滋賀県内の小学校で音楽の授業を行う。 甲良町立甲良東小学校 在校生 －
（公財）びわ湖芸術文化
財団地域創造部

077-523-7146

51 10月17日（木） ふれあい音楽教室 びわ湖ホール声楽アンサンブルのメンバーが、滋賀県内の小学校で音楽の授業を行う。 甲良町立甲良西小学校 在校生 －
（公財）びわ湖芸術文化
財団地域創造部

077-523-7146

52 10月17日(木) 地域パン販売
生徒たちが、日ごろの学習の成果として、販売活動を通して、コミュニケーション力を
高める事を目的として、専門教科学習（食品加工班）で作ったパンを販売する。
・値段：総菜パン1個100円、菓子パン１個90円

県立愛知高等養護学校　食
品加工棟

どなたでも － 県立愛知高等養護学校 0749-49-4000

53
10月17日(木) (14時開
演)

第235回はつらつｺﾝｻｰﾄ 
「なつかしの昭和歌謡」

コンサートの最後には「みんなで歌おう」のコーナーがあるセミナリヨ定番のコンサー
ト　出演/八日市ﾏﾝﾄﾞﾘﾝｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ＆高井典子（歌）

安土・文芸セミナリヨ 一般 380名 文芸セミナリヨ 0748-46-6507

54 10月17日（木） 速野っ子集会 全校児童参加による児童集会 守山市立速野小学校体育館 全校児童 908人 守山市立速野小学校 077-585-1014

55 10月18日（金） 全校読み聞かせ
読み聞かせボランティアの方にしていただいている各クラスでの様子を保護者に参観し
ていただく。

守山市立吉身小学校各教室 本校児童、保護者 1200人 守山市立吉身小学校 077-583-2386

56 10月18日（金） 小学部文化祭 保護者はもちろんのこと、地域の方々にも公開し、生徒の活動を見ていただく。 県立長浜養護学校 どなたでも － 県立長浜養護学校 0749-63-9721

57 10月19日（土） 「滋賀教育の日」に係る授業公開 授業公開を実施 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・小学校・中学
校、教育振興会

－ 県立愛知高等学校 0749-42-2150

58
10月19日（土）,11月9
日（土）,12月7日
（土）

びわ湖の日 滋賀県提携龍谷講座in大阪
『琵琶湖と人の様々な関わり』

（講座内容）
■第１回　
　　日時　：令和元年10月19日（土）13:30～15:00
　　テーマ：琵琶湖の魚を守ることと活かすこと
　　講師　：太田　滋規（滋賀県水産試験場・主任専門員）
■第２回
　　日時　：令和元年11月9日（土）13:30～15:00
　　テーマ：森の健康が流域連携を支える
　　講師　：横田　岳人（龍谷大学理工学部・准教授）
■第３回
　　日時　：令和元年12月7日（土）13:30～15:00
　　テーマ：世界農業遺産認定を目指す「琵琶湖システム」
　　講師　：脇田　健一（龍谷大学社会学部・教授）

龍谷大学大阪梅田キャンパ
ス（ヒルトンプラザウエス
トオフィスタワー14階）

どなたでも 70人
滋賀県琵琶湖環境部環境
政策課

077-528-3463

59 10月19日(土) 中学生体験入学 本校の工業科(機械科、電気科、建設科)の希望する科で実習体験をする。 県立彦根工業高等学校
県内中学校3年生と
その保護者

240名 県立彦根工業高等学校 0749-28-2201

60 10月19日（土） 星空観望会
「天王星と土星の環」
プラネタリウムでの解説および天文ドーム、屋上天体観測場での天体観測

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（申込要） 大津市科学館 077-522-1907

61
10月19日（土）
10時～15時30分

滋賀けんせつみらいフェスタ2019
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 －
滋賀県土木交通部技術管
理課

077‐528‐4340

62
10月19日（土）
11時30分～15時20分

日野高等学校　第2回体験入学

中学3年生や保護者の方に本校の活動について、理解を深めてもらうため、授業見学をは
じめ学校説明、体験授業、部活動見学を行う。本校の保護者や学校評議員にも授業を公
開をするとともに、「日野町子育て・教育合同研究会」として近隣の小・中学校の職員
にも参加を呼びかける。

県立日野高等学校
中学3年生、保護
者、学校評議員、近
隣中学校の職員

200人 県立日野高等学校 0748-52-1200

63
10月19日（土）～
　　　　20日（日）

市民文化祭 近江八幡市の文化団体等が一堂に集まる文化の祭典 近江八幡市文化会館 一般 － 近江八幡市文化会館 0748-33-8111

64 10月19日（土）
希望が丘自然観察会（第3回）～秋のきの
こ～

専門家の解説を交えながら、楽しく自然観察を行い、自然や環境への興味関心を高め
る。

滋賀県希望が丘文化公園
青年の城

小学生以上（小学生
は保護者同伴）

30人 滋賀県希望が丘文化公園 077-586-2111

65 10月19日（土）
第15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 約300人
東近江市芸術文化祭実行
委員会

0748-24-5672

66

【全体会】
10月19日（土）
【分科会】
10月20日（日）

第63回滋賀県人権教育研究大会（栗東大
会）

「差別の現実から深く学び、生活を高め、未来を保証する教育を確立しよう」をテーマ
に人権問題の解決をめざすため、関係機関、団体、企業、教育関係者、県民の参加を得
て研究大会を開催する。個人の参加も可能で、当日参加も受け付ける。（参加費無料）

栗東芸術文化会館さきら等 一般 約3,000人
滋賀県教育委員会事務局
人権教育課

077-528-4592

67 10月20日（日） ハロウィンおはなし会
ブラックパネルシアターやペープサートなど楽しいおはなしがいっぱいのおはなし会で
す。仮装しての参加も大歓迎！

米原市民交流プラザ
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

68 10月20日（日）
キャンプ活動の力～そのとき！あなたに
できること～

防災にも役立つキャンプ・野外活動の知識や技術を楽しく学ぶ。
滋賀県希望が丘文化公園
野外活動センター

子どもを含む家族や
グループ

100人 滋賀県希望が丘文化公園 077-586-1100

69 10月20日（日）
親子向け制作体験（特別講座）子どもや
きものシリーズ
”粘土の板からカップをつくろう！”

信楽焼に親しんでいただくため、親子で楽しい器づくり体験できる講座を開催する。
（材料費要）

滋賀県立陶芸の森
産業展示館創作室

親子
30人
（事前申込制・先
着）

世界にひとつの宝物づく
り実行委員会（滋賀県立
陶芸の森内）

0748-83-0968

70 10月20日（日）
創作研修館
オープン・スタジオ５

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

滋賀県立陶芸の森
創作研修館

一般 －
公益財団法人滋賀県陶芸
の森

0748-83-0909

71
10月20日（日）
10時～15時

ひのフェス　～＠Home Halloween

普段、日野駅で行っている「日野高カフェ」の運営の一環として、駅前商店街等の協力
を得て、日野高校生が中心となった文化祭を企画し、地域の方に楽しんでいただく。
近隣の小学生にも手伝ってもらい販売実習を行うほか、日野高校音楽部や美術部等の発
表も行う。また、ビンゴ大会や地域の方の出店もある。

日野駅・日野駅周辺 どなたでも 800人 県立日野高等学校 0748-52-1200

72 10月21日（月） アートのじかん
県内小中学校、特別支援学校から希望校を募り、アーティストを学校の音楽室に派遣。
間近で音楽に触れていただく機会を提供する。

甲賀市立大野小学校 在校生 －
（公財）びわ湖芸術文化
財団地域創造部

077-523-7146
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73 10月21日（月） 親子ふれあい体操
健康しがの一環として毎月開催しているイベント。親子でスキンシップをとりながら
様々な遊具に触れていただく。

イオンモール草津　１Fセ
ントラルコート

1～3歳 2部制（各10人） ラグスタ株式会社 077-561-5559

74
10月21日（月）～
　　　2月21日（金）

「アートのじかん」
子どもたちがホールではなく学校の授業で、本物の芸術体験ができるように演奏家を学
校へ派遣する。アーティストとの出会いにより、「想像力」「表現力」「コミュニケー
ション能力」を育む手助けとなることを目指す。

滋賀県内の小・中学校、特
別支援学校等

滋賀県内の小・中学
校、特別支援学校等
の児童・生徒

約760人 県立文化産業交流会館 0749-52-5111

75 10月22日（火・祝） キッズスポーツ（野球編）
健康しがの一環として毎月開催しているイベント。ボールを使ってスポーツを体感して
いただく。

イオンモール草津　１Fセ
ントラルコート

年中～小学3年生 2部制（各10人） ラグスタ株式会社 077-561-5559

76
10月22日（火・祝）
　13時～

令和元年度　第２回生涯学習推進フォー
ラム

第一部：基調講演「はやぶさ君とはや２くんの冒険」
講師：（元ＪＡＸＡ研究開発本部未踏技術研究センター研究員）
小野瀬直美氏
第二部：ワークショップ（意見交換・交流会）
ファシリテーター：（ｍｏｔｔｏひょうご事務局長）栗木剛氏

北部地域文化センター
ホール

生涯学習推進会議加
入団体、公民館利用
者団体、地域各種団
体、一般市民

定員250人
大津市教育委員会事務局
生涯学習課

077-528-2635

77 10月23日（水）14時～ 市民大学講座
「琵琶湖のおいたち」
講師：琵琶湖博物館　　里口保文 総括学芸員

近江八幡市総合福祉セン
ター（ひまわり館ホール）

一般 80人
近江八幡市教育委員会事
務局生涯学習課

0748-36-5533

78 10月23日（水） 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23日（水） 5・6年研修会 スマホ・携帯安全教室 守山市立速野小学校体育館
5・6年生児童とその
保護者

450人
守山市立速野小学校PTA研
修部

077-585-1014

80 10月24日（木）
地域の名人に学ぼう
（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

50人 守山市立玉津小学校 077-585-0008

81 10月24日（木） アートのじかん
県内小中学校、特別支援学校から希望校を募り、アーティストを学校の音楽室に派遣。
間近で音楽に触れていただく機会を提供する。

甲賀市立伴谷東小学校 在校生 －
（公財）びわ湖芸術文化
財団地域創造部

077-523-7146

82 10月24日（木） ふれあい音楽教室 びわ湖ホール声楽アンサンブルのメンバーが、滋賀県内の小学校で音楽の授業を行う。 栗東市立治田東小学校 在校生 －
（公財）びわ湖芸術文化
財団地域創造部

077-523-7146

83 10月24日（木） ふれあい音楽教室 びわ湖ホール声楽アンサンブルのメンバーが、滋賀県内の小学校で音楽の授業を行う。 米原市立春照小学校 在校生 －
（公財）びわ湖芸術文化
財団地域創造部

077-523-7146

84 10月25日（金） 保護者対象公開授業 当日の本校の授業を保護者に公開する。 県立東大津高等学校 在校生保護者 － 県立東大津高等学校 077-545-8025

85 10月25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

86 10月26日（土）
地元の新米と秋野菜を使った「JAこうか
ちゃぐりん親子料理教室」

地元の新米と秋野菜を使っての親子料理教室 JAこうか本所
JAこうか管内に在住
の小学生と保護者

20人
JAこうか　総合企画部
組織広報課

0748-62-0582

87 10月26日（土） 安全教室（ヤマト運輸） 交通安全指導 高島市立古賀保育園 園児 25人 高島市立古賀保育園 0740-33-0011

88 10月26日（土）

G-NETシネマ「ファブリックの女王」2015
年／フィンランド／85分／字幕／監督：
ヨールン・ドンネル／出演：ミンナ・
ハーブキュラ 他

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）】
内容：戦後まもない1951年に＜マリメッコ＞を創業したアルミは、才能あるデザイナー
を集めて作った斬新なデザインのファブリックで、女性たちをコルセットから解放し、
新しい時代のライフスタイルを提案することに生涯情熱を注いだ・・・

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

89
10月26日（土）,27日
（日）

しごとチャレンジフェスタ
様々なしごとのプロの指導による「しごと体験教室」や凄い技術を持つプロの職人と一
緒にものづくり体験を行う。そのほか、特別企画あり。

長浜バイオ大学ドーム どなたでも －
滋賀県商工観光労働部労
働雇用政策課

077-528-3755

90
10月26日（土）～11月
10日（日）

みんなのグラスデザイン画コンペティ
ション　入賞作品展

子どもたちの考える「こんなグラスがあったらいいな」を叶える企画『みんなのグラス
デザイン画コンペティション』。中学生以下の方を対象にデザイン画を募集し、その中
から12作品を選び、実際にガラスになった作品とともに展示する。

黒壁スクエア内 どなたでも －
グラスアート展in長浜実
行委員会

0749-65-2330

91 10月26日（土） 太陽黒点観察 天文ドームで太陽黒点を観測する。 大津市科学館　天文ドーム どなたでも 20人程度 大津市科学館 077-522-1907

92 10月26日（土） 科学工作教室 「ペットボトルソーラーカーを作ろう」 大津市科学館
市内小学生4年生以
上中学生まで

18人 大津市科学館 077-522-1907

93 10月26日(土) 第23回文化祭
・各学部、ＰＴＡステージ発表
・各学部展示発表
・地域の事業所、交流校展示発表

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
（55人）その保護
者

県立新旭養護学校 0740-25-6810

94
10月26日(土) (13時30
分開講)

冨田一樹パイプオルガンリサイタル～
バッハへの道のり～

バッハ国際コンクールオルガン部門で日本人初の優勝を果たした実力者冨田一樹のパイ
プオルガンリサイタルで、バッハを取り巻く様々な作品を取りあげる。

安土・文芸セミナリヨ 一般 380人 文芸セミナリヨ 0748-46-6507

95 10月26日（土）
第４０回滋賀県高等学校総合文化祭
総合開会式

県内高校生の様々な文化芸術活動を御覧いただける。当日は、ステージ発表と作品展
示、実演を行う。また、10月25日（金）から11月3日（日）までの10日間にわたって県内
各地で開催される各部門の発表にもお越しいただきたい。

栗東文化芸術会館さきら
大ホール他

どなたでも 800人 滋賀県高等学校文化連盟 077-523-2311

96 10月26日（土） 中学部文化祭 保護者はもちろんのこと、地域の方々にも公開し、生徒の活動を見ていただく。 県立長浜養護学校 どなたでも － 県立長浜養護学校 0749-63-9721

97 10月27日（日） ZeZeときめき坂ハロウィン2019
地元自治会や商店街を中心とした地域行事に、大津高校家庭クラブの生徒たちが参加し
て、オリジナル菓子を製造し、販売する。

JR膳所駅前ロータリー周辺 どなたでも 県立大津高等学校 077-523-0386

98 10月27日（日） 流星打上げ 県選択無形民俗文化財「流星」の打上げ 奥伊吹スキー場 どなたでも －
米原市教育委員会
歴史文化財保護課

0749-55-4552

99 10月27日（日）
しがらき学ノススメ！穴窯体験講座
「信楽水指、茶碗をつくる」

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

滋賀県立陶芸の森
産業展示館創作室

一般
15人
（事前申込制・抽
選）

公益財団法人滋賀県陶芸
の森

0748-83-0909

100 10月27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 約100人 東近江市子ども会連合会 0748-24-5672
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101 10月27日（日） 図書館まつり

「本と人がであう場所」「文化を発信する空間」を提供することを目的とし、各種イベ
ントを開催する。イベント内容は、子ども向け講座「信楽焼のヒミツをさぐる」、ビブ
リオバトル in KOKA、ヴァイオリンとピアノによるコンサート、オープンカフェを予定
してる。

甲賀市信楽図書館 どなたでも － 甲賀市図書館

水口図書館:0748-
63-7400
土山図書館:0748-
66-1056
甲賀図書情報
館:0748-88-7246
甲南図書交流
館:0748-86-1504
信楽図書館:0748-
82-0320

102
10月27日（日）
13時30分～16時30分

女性のチャレンジシンポジウム

第1部　基調講演　テーマ『もっと輝く明日からの生き方　～女性が生み出すソーシャ
ル・インパクト、キーワードは「エンパワーメント」～』　　講師：大崎　麻子さん
（特定非営利活動法人Gender Action Platform理事、関西学院大学客員教授、元国連開
発計画職員）
第2部　トークセッション　テーマ『わたしたちのチャレンジ　～わたしたちのエンパ
ワーメント～」
メンター：女性の起業を応援する会　滋賀農業女子100人プロジェクトくさつ男女共同参
画市民会議い～ぶん・くさつ☆ﾊﾟｰﾙﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄチーム

滋賀県立男女共同参画セン
ター　大ホール

起業やコミュニ
ティ・ビジネス等を
している女性やこれ
からしたいと考えて
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

80人
★参加申込み締切
り10/26
★無料託児申込み
締切り　10/17
★チャレンジ
ショップ体験申込
み締切り10/6

滋賀県立男女共同参画セ
ンター

0748-37-3751

103
10月27日（日）～11月
24日（日）

【写真展】shigaraki Photography～今、
ここに生きる。多彩な信楽の風景から

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

陶芸の森地域連携拠点
FUJIKI

一般 －
公益財団法人滋賀県陶芸
の森

0748-83-0909

104 10月27日（日） ふれあい祭り
小津学区民の住民の交流の場として、自主教室の取組の発表や住民主体の取組の交流を
行う。小学校としては子どもの作品を提示する。

小津公民館 小津学区民 約200人 小津公民館 077-585-3366

105 10月28日（月） アートのじかん
県内小中学校、特別支援学校から希望校を募り、アーティストを学校の音楽室に派遣。
間近で音楽に触れていただく機会を提供する。

私立近江兄弟社小学校 在校生 －
（公財）びわ湖芸術文化
財団地域創造部

077-523-7146

106
10月28日（月）
19時～19時30分

びわ湖ホールロビーコンサート
ハロウィン・ロビーコンサート「夜の仮
面舞踏会」

弦楽四重奏が奏でる夜の舞踏会にみんなで仮装してお出かけしませんか。
（入場無料）

滋賀県立芸術劇場びわ湖
ホール　メインロビー

どなたでも －
滋賀県立芸術劇場びわ湖
ホール

077-523-7150

107 10月28日（月） 連携授業（フジノ食品） パティシエによる講和と実演 甲賀市立大原小学校 6年生 42人 洋菓子クラブハリエ 0749-49-2222

108
10月28日（月）,29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
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

109 10月28日（月）5，6限 授業参観および教育講演会 5限授業参観、6限１年生の教育講演会（総合的な学習の時間）
授業参観は各教室、教育講
演会は武道場

本校生保護者 － 県立伊香高等学校 0749-82-4141

110 10月29日（火） 公開授業 当日の本校の授業を保護者に公開する。 県立長浜農業高等学校 在校生保護者 30人 県立長浜農業高等学校 0749-62-0876

111 10月29日（火） 第15回東近江市民大学　第6講座 国際ジャーナリスト　モーリー・ロバートソンさんによる講演会
東近江市立八日市文化芸術
会館

どなたでも 約400人
東近江市民大学運営委員
会

0748-24-5672

112
10月29日（火）～31日
（木）

職場体験学習 金融に関する基礎学習
湖東信用金庫本部、蒲生支
店

東近江市立朝桜中学
校

3～5人 湖東信用金庫総合企画部 0748-20-2551

113 10月29日（火） 「おうちで読書」読み聞かせブース
家庭で読書の習慣を身に付け、発達段階に応じた読書活動を通して親子の思いを伝え合
い、コミュニケーションを図る。

イオンモール草津　3Fキッ
ズパーク

6歳まで －
イオンモール草津（滋賀
県教育委員会事務局生涯
学習課）

077-599-5100

114 10月29日（火） 速野っ子わくわく遠足 全校遠足。縦割り判で秋見つけや遊びを行う。 地球市民の森 全校児童 908人 守山市速野小学校 077-585-1014

115 10月30日（水）
創立30周年記念式典
（音楽参観）

創立30周年を記念して、式典を行ったあと、音楽集会を開催し、保護者参観を実施す
る。

守山市民ホール
本校児童
本校保護者

約1300人 守山市立物部小学校 077-583-9595

116 10月30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 本校保護者 350人 守山市立立入が丘小学校 077-581-0081

117 10月30日（水）
学校公開日
引渡訓練

午前中の授業公開
5校時：道徳参観
6校時：引渡訓練

守山市立速野小学校
全校児童および保護
者

1500人 守山市速野小学校 077-585-1014

118 10月30日（水） なかよしスポーツ教室 仲良く楽しく運動を行ってもらうことでスポーツへの興味関心を高める教室 ウカルちゃんアリーナ 4歳～小学3年生 90人 滋賀県立体育館 077-524-0221

119 10月30日（水） 講演会「ネット＆スマホの光と影」
講師の方をお招きし、ネットを活用した教育の効果とLINE等を使用したいじめ等の問題
について考えることによって、ネット利用におけるマナーアップを図ることを目的とし
た講演会を実施する。

河瀬中学校・高等学校　体
育館

本校生徒・保護者 －
県立河瀬中学校・高等学
校

0749-25-2200

120 10月31日（木） アートのじかん
県内小中学校、特別支援学校から希望校を募り、アーティストを学校の音楽室に派遣。
間近で音楽に触れていただく機会を提供する。

豊郷町立豊郷小学校 在校生 －
（公財）びわ湖芸術文化
財団地域創造部

077-523-7146

121 10月31日（木） ふれあい音楽教室 びわ湖ホール声楽アンサンブルのメンバーが、滋賀県内の小学校で音楽の授業を行う。 日野町立南比都佐小学校 在校生 －
（公財）びわ湖芸術文化
財団地域創造部

077-523-7146

122 10月31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

123 10月 生物多様性貢献MDD運動
里山でゲーム形式のウォークラリーを行い、動植物との触れ合いを通じ生物多様性への
理解を深める。

みなくち子どもの森 従業員、家族 20人 株式会社ホタルクス 0748-63-6504


