
 令和元年11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」を展示する。

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

3
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

4
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

5
9月28日～12月15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

6
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

7
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

8
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

9
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

10
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

11 11月1日（金） 豊郷教育の日
町内各校園でのフリー参観
（保育園・幼稚園9:30～12:00　小学校9:00～12:00　中学校9:00～16:45）

町内各校園（保育園・幼稚
園・小学校・中学校）

保護者、町内在住の
方、次年度入園予定
園児の保護者

200人 豊郷町教育委員会 0749-35-8131

12 11月1日（金）
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。

東近江市立能登川東小学校 在校生 －
滋賀県立芸術劇場びわ湖
ホール

077-523-7150

13

①11月1日（金）～
　　　8日（金）
②11月11日（月）～
　　 29日（金）

滋賀県統計グラフコンクール優秀作品展
第69回滋賀県統計グラフコンクールにおける優秀作品30点程度を展示する。
https://www.pref.shiga.lg.jp/kensei/tokei/toukei/concool/304192.html

①滋賀県庁本館１階県民サ
ロン
②滋賀県庁２階連絡通路
（渡り廊下ギャラリー）

規定なし 定員なし 滋賀県総合企画部統計課 077‐528‐3393

14 11月2日（土）
信楽焼　薪窯の魅力発見／対談シリーズ
「対話の森」PART１

「信楽(焼)の持っている魅力の再発見」と題して、滋賀県立陶芸の森館長松井利夫が信
楽や陶芸に関わる人々と語る「対談の森」を開催する。

信楽産業展示館信楽ホール 一般 300人
公益財団法人滋賀県陶芸
の森

0748-83-0909

15
11月2日（土）,3日
（日・祝）

第20回とよさとオータムフェスティバル
作品展示・サークル発表・バザー・お楽しみ抽選会・演芸会

豊栄のさと どなたでも 約800人
豊郷町教育委員会事務局
社会教育課

0749-35-8010

16
11月2日（土）,3日
（日・祝）

水口中央公民館　文化祭（11/2前夜祭・
11/3文化祭）

公民館活動サークル団体間の交流と連携を深めるとともに地域の幅広い年代層に生涯学
習の輪を広げるため、日々活動されているサークル等の作品展示・活動発表等を行う。

甲賀市立水口中央公民館
公民館活動サークル
団体等、一般市民

約700人
甲賀市教育委員会事務局
社会教育スポーツ課水口
中央公民館

0748-62-0488

17 11月2日（土）
大津商業高校生が作った　瀬田川クルー
ズ介護ツアー！

高校生が同行し介助することで、普段一人では旅行へ行くことのできない高齢者の方に
旅行をしていただく取組

瀬田川クルーズ他 介助が必要な方 15人 県立大津商業高等学校 077-524-4284

18 11月3日（日・祝） 希望が丘秋のプチキャンプ
秋をテーマにした自然体験や野外調理を行い、自然やアウトドア活動への興味関心を高
める。

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

120人 滋賀県希望が丘文化公園 077-586-1100

19 11月3日（日・祝） ビワアートコレクション
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にて毎月開催しているイベン
ト。アートに触れて学んでいただく。

イオンモール草津　１Fセ
ントラルコート

どなたでも － イオンモール草津 077-599-5100

20 11月3日（日・祝） 第2回国際バカロレア体験授業
中学生およびその保護者等を対象に、来年度からはじまる本校の国際バカロレアディプ
ロマプログラムの説明と、模擬授業などを実施する。

県立虎姫高等学校
中学生およびその保
護者・教育関係者

100人 国際バカロレア推進室 0749-73-3055

21 11月3日（日・祝） 第2回オープンHiスクール 中学3年生とその保護者対象に学校の説明や模擬授業を実施する。 県立虎姫高等学校
中学3年生およびそ
の保護者

100人 県立虎姫高等学校 0749-73-3055

22 11月3日（日・祝） わくわくサイエンス大実験ショー 科学実験の実演
大津市科学館　展示ホール
内サイエンステーブル

どなたでも 24人（見学可） 大津市科学館 077-522-1907

23 11月3日（日・祝）
創作研修館
オープン・スタジオ6

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
行っている施設である。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

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

24 11月4日（月・振）
大津商業高校生といく！秋の夕日に乾杯
ツアー

高校生が同行し介助することで、普段一人では旅行へ行くことのできない高齢者の方に
旅行をしていただく取組

高島市マキノ農業公園他
高齢者で自立歩行が
可能な方 15人 県立大津商業高等学校 077-524-4284

25
11月5日（火）、6日
（水）

葉ボタン販売 高等部の生徒が、9月に植え始めた葉ボタンを周辺の町内に販売にいく。 県立長浜養護学校周辺 どなたでも － 県立長浜養護学校 0749-63-9721

26 11月5日(火)～8日(金) 「滋賀教育の日」にかかる公開授業 保護者を対象とした授業の公開 石部高等学校各教室 本校生徒の保護者 － 県立石部高等学校 0748-77-0311

27 11月6日（水） 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。

甲賀市立多羅尾小学校 在校生 －
（公財）びわ湖芸術文化
財団地域創造部

077-523-7146

団体名 電話番号等

取組の計画 主催連絡先

通
番
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（会場）

参加対象者
参加予定人数
（定員）
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28 11月6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

29
11月6日（水）
～8日（金）

守山北中学校創学ウィーク 総合的学習の時間で学習した内容を学年ごとに発表する。 守山市立守山北中学校 本校生徒・保護者 500人 守山市立守山北中学校 077-585-3851

30
11月6日（水）,13日
（水）,20日（水）,27
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

31
11月6日（水）,20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

32

11月7日（木）,12日
（火）,14日（木）,19
日（火）,21日
（木）,26日（火）,28
日（木）

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

33
11月7日（木）,8日
（金）,11日（月）,12
日（火）

職場体験学習 金融に関する基礎学習
湖東信用金庫本部、永源寺
支店

東近江市立聖徳中学
校
東近江市立永源寺中
学校

5～10人 湖東信用金庫総合企画部 0748-20-2551

34 11月7日（木）14時～

【みんなで考える人権講座】　
演題：（仮）犯罪被害に遭うということ
講師：岩城　順子　氏（京都府犯罪被害
者支援コーディネーター）

京都府安心・安全まちづくり推進課 犯罪被害者サポートチームにおける犯罪被害者支援
コーディネーターとして活動されており、犯罪被害に遭われた家族としてのご自身のお
話をしていただく。

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

35 11月8日（金） 八商マルシェ
本校3年生全員が近江八幡市内7か所で固定販売を実施する。仕入・販売・会計処理まで
の一連の流れを生徒が経験し商業に関する学習の集大成とする。

近江八幡市内　銅像前広
場、資料館、アルプラザ、
まちや倶楽部、きたかー
な、イオン白雲館などを予
定

どなたでも － 県立八幡商業高等学校 0748-32-2072

36 11月8日（金） 芸術鑑賞会
本物の劇や音楽を鑑賞することにより、豊かな心を培う。PTA教養講座も兼ねている。玉
津教育後援会、教育会玉津支部と共催。

守山市立玉津小学校体育館
全校児童
保護者
地域の方

300人 守山市立玉津小学校 077-585-0008

37 11月9日（土） 親子で手作り体験 親子で、リースやけん玉、オリジナル消臭剤など手作り体験を行う。 守山市立速野小学校
全校児童及び保護者
(希望者）

200人
守山市立速野小学校PTA厚
生部

077-585-1014

38 11月9日(土)
滋賀県立長浜北星高等学校
公開授業および学校説明会

授業（5・6限）および部活動の公開 長浜北星高等学校
本校保護者、中学生
とその保護者

200人程度 県立長浜北星高等学校 0749-62-3370

39 11月9日(土) 聾話学校　2019年度文化祭 ステージ発表（演劇等）　作品展示（美術・書・工作等)　　模擬店 県立聾話学校 どなたでも 約100人 県立聾話学校 077－552－1380

40 11月9日(土)
水口町郷土史会創立60周年記念誌発刊講
演会『藤栄神社所蔵「十字形洋剣」の謎
に挑む』

甲賀市水口町の藤栄神社に伝わる十字形洋剣（水口レイピア）について、6年間にわたる
調査成果を東京文化財研究所小林公治氏にご講演いただく。

水口中央公民館
鹿深ホール

どなたでも 100人 水口町郷土史会 0748-62-2086

41
11月9日（土）,10日
（日）

しが☆フェスティバル（仮）
東京2020オリンピック・パラリンピック関連イベントとして、オリンピック・パラリン
ピック競技の他、様々なスポーツを体験していただく。

イオンモール草津　各会場 どなたでも －
イオンモール草津（滋賀
県）

077-599-5100

42
11月9日（土）,16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

43
11月9日（土）,10日
（日）

しがらき学ノススメ！穴窯体験講座
「信楽大壺をつくる」

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。10kgの粘土を使用し、大壺を2日間にわたって制作いただき、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

44 11月9日（土）
Open ZEZE High! 2019 in Autumn(体験入
学・秋の部）

学校説明会・クラブ活動紹介 県立膳所高等学校
中学3年生とその保
護者・中学校教員

200人程度 県立膳所高等学校 077‐523‐2304

45 11月9日（土） 令和元年度滋賀県青少年育成県民大会

○表彰
　・滋賀県青少年等知事表彰
　・滋賀県青少年育成県民会議会長表彰
　・豊かな心をはぐくむ家庭づくり絵画・ポスター・作文入賞者表彰
○青少年活動発表
　・豊かな心をはぐくむ家庭づくり最優秀作文の朗読
　・八中太鼓
○講演
　「子は大人をうつす鏡」
　　　講師:笑福亭 松枝さん

安土文芸の郷「文芸セミナ
リヨ」

どなたでも 390人
滋賀県青少年育成県民会
議

077-523-5484

46 11月9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体験

各教室および体育館または
グラウンド

中学3年生およびそ
の保護者と学校関係
者

100人 県立堅田高等学校 077-572-1206

47 11月9日（土）
滋賀県立彦根東高等学校　第2回　学校説
明会

中学校3年生とその保護者対象の学校説明会・部活動紹介
（事前の申込みが必要） 県立彦根東高等学校

中学校3年生の生徒
およびその保護者

300人 県立彦根東高等学校 0749-22-4800

48 11月9日（土） 信楽高等学校　一日体験入学
8月20日（火）実施の一体験入学を前編、今回はその後編として中学三年生を対象に本校
の授業を公開し、学習内容の理解を深めてもらう目的をもつ。

県立信楽高等学校　各ホー
ムルーム教室、および特別
教室

県内、及び全国募集
枠の中学3年生と保
護者

約50人 県立信楽高等学校 0748-82-0167

49 11月9日（土） 昼間の星観察 天文ドームで昼間に見える星を観測する。 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
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50
11月9日（土）
13時～16時

男女共同参画市民のつどい
「男女が輝いて生きる」絵手紙　入賞者表彰式
朗読劇：近江八幡市人権尊重のまちづくり推進協議会 女性活動部会
講演会：山田　亮　さん（家事ジャーナリスト、楽家事ゼミ主宰スーパー主夫）

Ｇ-ＮＥＴしが どなたでも 500人
近江八幡市市民部人権・
市民生活課

0748-36-5881

51 11月9日（土） 大津高等学校体験入学
中学3年生を対象に学校の概要説明と運動部・文化部の見学を実施する。(野球部は体験
を行う。)また、家庭科学科では、実習体験を行う。

県立大津高等学校
中学3年生（事前申
込が必要）

120人 県立大津高等学校 077-523-0386

52
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

53 11月10日（日）
中学生一日体験入学および「文化のひと
とき」

・文化部の日頃の成果の発表の機会を設け、地域の方々等や一日体験参加の中学生等に
見学してもらい、本校の特徴や長所をアピールする場として実施する。
・運動部のアピールタイムもある。
・事前申込：中学生一日体験参加者は、中学校を通じて事前申込をする。一般の方は、
当日受付を行う。

県立甲西高等学校

中学3年生・保護
者・中学校教諭、地
域の方、学校運営協
議会委員、本校保護
者

250人 県立甲西高等学校 0748-72-3611

54 11月10日（日）
ギャラリートーク（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点を展示する展覧会について、学芸員がわかりやすく解説する。

滋賀県立陶芸の森
陶芸館

一般 － 滋賀県立陶芸の森 0748-83-0909

55
11月11日（月）
～15日（金）

校内作品展 全校児童の作品を展示し、鑑賞していただくとともに、学校見学の機会とする。
守山市立玉津小学校教室、
ワークスペース

保護者、祖父母、地
域の方

100人 守山市立玉津小学校 077-585-0008

56
11月11日（月）
～15日（金）

授業公開週間 保護者に学校や生徒の様子を見ていただく。 守山市立明富中学校 保護者 － 守山市立明富中学校 077-585-7262

57
11月11日(月)～22日
(金)

公開授業および芸術科・文化部等作品
展・発表会

「滋賀教育の日」の関連事業として、芸術教科や文化部の活動を校内で展示します。21
日(木)には、公開授業と茶道部による【お茶会】も開催されます。

県立国際情報高等学校 保護者 － 県立国際情報高等学校 077-554-0600

58
11月11日（月）～14日
（木）

信楽高等学校　公開授業週間 開催期間において、保護者を中心に本校の授業を公開する。
信楽高等学校　各ホーム
ルーム教室、特別教室、及
び体育館・グラウンド

在校生保護者 50人 県立信楽高等学校 0748-82-0167

59
11月11日（月）,17日
（日）

税を考える週間
「くらしを支える税」をテーマとして、生活と税の関わりを理解してもらうことによ
り、納税意識の向上を図るため、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う。

－ どなたでも － 滋賀県総務部税政課 077-528-3210

60
11月12日（火）,19日
（火）,26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

61
11月12日（火）,19日
（火）,26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

62
11月12日（火）,19日
（火）,26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

63 11月13日(水) １年　社会体験活動 びわこ文化公園文化ゾーン内のプランタ花植え・落葉清掃 びわこ文化公園文化ゾーン 本校１年生 200人 県立東大津高等学校 077-545-8025

64 11月13日(水) 滋賀県立八日市南高等学校文化祭 各クラスのステージ発表、文化部活動発表、有志による発表等
八日市文芸会館(午前)、八
日市南高等学校(午後)

本校生徒、保護者 400人ほど 県立八日市南高等学校 0748-22-1513

65
11月14日（木）～20日
（水）

中学生チャレンジウィーク 滋賀銀行本店で接客や通帳作成などの銀行業務を体験 滋賀銀行本店 県内中学2年生 5人 滋賀銀行営業統括部 077-521-2849

66 11月14日（木） ＰＴＡ給食参観 1年生保護者を対象に給食ができる過程について説明後、実際に給食を試食する。 守山市立物部小学校 1年生保護者 約80人 守山市立物部小学校 077-583-9595

67 11月14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

68
11月14日（木）～20日
（水）
9：00～17：00

第73回滋賀県美術展覧会
広く県民の皆さんが日ごろの創作活動の成果を発表する場、また、身近に芸術を鑑賞す
る場となることを目指し、滋賀県芸術文化祭の主催事業として毎年開催している。
（入場無料）

滋賀県立文化産業交流会館
（米原市下多良二丁目
137）

どなたでも －
（公財）びわ湖芸術文化
財団地域創造部

077-523-7146

69 11月15日（金） 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。

甲賀市立油日小学校 在校生 －
（公財）びわ湖芸術文化
財団地域創造部

077-523-7146

70 11月15日（金）
半日参観（午前）
教育講演会（午後）

半日授業公開
PTA主催で、保護者・児童参加

守山市立河西小学校教室、
体育館

保護者・児童
1043人
330人（高学年）

守山市立河西小学校 077-582-2174

71 11月15日（金） 学校公開 本校文化祭にて、各クラスの生徒作品展示を見学していただく。 県立彦根工業高等学校 本校保護者 300人 県立彦根工業高等学校 0749-28-2201

72 11月16日（土） 秋の農産物販売会 農畜産物・加工品の販売・成果発表 県立長浜農業高等学校農場 どなたでも 2,000人 県立長浜農業高等学校 0749-62-0876

73 11月16日（土）
卒業生と語る会
(ＰＴＡ教育懇談会)

卒業生のパネルディスカッション
保護者・卒業生・教員による座談会

八日市ロイヤルホテル 保護者 100人 県立八日市高等学校 0748-22-1515

74 11月16日（土） 星空観望会
「アンドロメダ銀河としし座流星群」
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

75 11月16日（土） 秋の農産物販売会 農畜産物・加工品の販売・成果発表 県立長浜農業高等学校農場 どなたでも 2,000人 県立長浜農業高等学校 0749-62-0876

76
11月16日（土）,17日
（日）

ビワイチプラス応援イベント「秋のサイ
クリング体験」

子ども自転車教室やスポーツサイクルの試乗会など、自然の中で安全にサイクリングを
楽しんでいただくイベント

滋賀県希望が丘文化公園
スポーツゾーン

小学生以上（小学生
は保護者同伴）

100人 滋賀県希望が丘文化公園 077-588-3251

77 11月17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嗜んだとされるお茶の文化
を楽しむイベントを開催する。
開催時間：10時～15時
参加費：300円

滋賀県安土城考古博物館
（エントランスホール）

どなたでも 100人（先着順）
滋賀県立安土城考古博物
館

0748-46-2424
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78 11月19日（火） 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。

滋賀県立長浜養護学校 在校生 －
（公財）びわ湖芸術文化
財団地域創造部

077-523-7146

79 11月19日（火）
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。

能登川コミュニティセン
ター

旧能登川町内小学5
年生、一部一般

－
滋賀県立芸術劇場びわ湖
ホール

077-523-7150

80 11月19日（火） 学習参観 児童の日頃の学習の様子を参観する。 守山市立物部小学校 保護者 約600人 守山市立物部小学校 077-583-9595

81 11月19日（火） 学習参観 児童の日頃の学習の様子を参観する。 守山市立立入が丘小学校 保護者 400人 守山市立立入が丘小学校 077-581-0081

82 11月19日（火） PTAバザー 各家庭から品物を提供いただき、それを保護者へ販売し、収益金を学校へ寄付する。 守山市立立入が丘小学校 保護者 350人 守山市立立入が丘小学校 077-581-0081

83 11月19日（火） 葉ボタン贈呈
高等部の生徒が、9月に植え始めた葉ボタンを、長浜市役所、ハローワーク、長浜警察署
などに寄贈する。

長浜市役所他 本校生徒 － 県立長浜養護学校 0749-63-9721

84 11月20日（水） 避難訓練 地震・火災を想定しての避難訓練 県立東大津高等学校 本校全学年 1200人 県立東大津高等学校 077-545-8025

85 11月20日（水） 学習参観 学習参観 守山市立守山小学校 保護者 1000人 守山市立守山小学校 077-582-2424

86
11月21日(木）
12時10分
～12時40分

㈱ダイフクでの
パン販売

生徒たちが、日ごろの学習の成果として、作業学習（食品加工班）で作ったパンを、㈱
ダイフクで勤めている本校卒業生が販売する。
・値段：総菜パン1個100円、菓子パン１個90円

㈱ダイフクの食堂 本校生徒 － 県立愛知高等養護学校 0748-49-4000

87
11月21日（木）
13時45分～16時30分

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。

東近江市立愛東南小学校 在校生 －
滋賀県立芸術劇場びわ湖
ホール

077-523-7150

88
11月21日（木）
13時45分～16時30分

教職員さんかく講座

①男女共同参画社会づくり副読本等の活用について
②講演『ジェンダーに配慮したカリキュラムの実践』
講師：奥野　佐矢子さん（神戸女学院大学文学部准教授）

滋賀県立男女共同参画セン
ター　大ホール

小学校・中学校・高
等学校・義務教育学
校・中等教育学校・
特別支援学校の教職
員、大学等の教職
員、市町教育委員会
担当指導主事等、保
護者、青少年の健全
育成に携わる人、
一般県民

100人
滋賀県立男女共同参画セ
ンター

0748-37-3751

89 11月22日（金） 安全教室（ヤマト運輸） 交通安全指導 大津市立藤尾小学校 全学年生徒 150人 大津市生涯学習センター 077-527-0025

90 11月22日（金） 琵琶湖が育む「食」の魅力（講座）

日本最大の湖・琵琶湖は世界有数の古代湖で、豊かな生態系など多様な価値があり、琵
琶湖と共生する滋賀の農林水産業が「日本農業遺産」に認定された。
本講座では、琵琶湖の環境や生き物に優しい農産物や滋賀の伝統食を含め、琵琶湖が育
んだ「食」の魅力に迫る。

立命館東京キャンパス（東
京）

どなたでも 60人 環境政策課 077-528-3453

91
11月22日（金）～26日
（火）

長浜市子ども美術展覧会
市内の保育園、幼稚園、認定こども園、小学校、中学校、義務教育学校で学ぶ子どもた
ちの作品を展示する。

南部会場：長浜文化芸術会
館
北部会場：高月運動広場体
育館

どなたでも －
長浜市教育委員会事務局
教育指導課

0749-65-8605

92 11月22日（金） 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。

長浜市立湯田小学校 在校生 －
（公財）びわ湖芸術文化
財団地域創造部

077-523-7146

93
11月22日(金)～11月26
日(火)

第15回　高島市美術展覧会 高島市の市民文化の向上に資することを目的に「平面」「書」「立体」「工芸」「写
真」の5つの分野で作品を募集し、展示を行う。

新旭体育館 自由参加 4,200人
高島市教育委員会教育総
務部　社会教育課

0740-25-8561

94
11月23日（土・祝）
10時～11時30分

冬の販売会
授業（作業学習）で製作した製品（花苗、木工製品、焼き菓子、野菜など）を販売す
る。

長浜養護学校伊吹分教室 どなたでも －
県立長浜養護学校伊吹分
教室

0749-55-8031

95 11月23日（土・祝） 土曜参観 授業参観
守山市立中洲小学校　各教
室

保護者 260人 守山市立中洲小学校 077-585－2040

96 11月23日（土・祝）
第15回東近江市芸術文化祭　「芸能フェ
スティバル」

市内で活動されているグループのステージ発表会
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

97 11月23日（土・祝） 滋賀県立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
活動の発表の場とする。

県立八日市南高等学校
本校生徒、保護者、
一般の方々

2000人 県立八日市南高等学校 0748-22-1513

98 11月23日（土・祝） 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

99 11月23日（土・祝）
長浜農業高等学校とＪＡレーク伊吹との
連携事業「ＪＡレディーススクール寄せ
植え講習会」

本校生徒が栽培した花苗を活用して寄せ植えを行う。本校園芸科草花分野生徒が参加者
に寄せ植え指導を行う。

県立長浜農業高等学校草花
ハウス

生徒、ＪＡレーク伊
吹レディース会員希
望者

150人 県立長浜農業高等学校 0749-62-0876

100 11月23日(土・祝) 冬の販売会
・本校生徒が生産したものを地域の方々に販売する。
・冬の花、寄せ植え（50円）や菓子パン（90円）調理パン（100円）を販売する。
・本校で学習している接客などの学習の一環である。

県立愛知高等養護学校
グランド、食品加工棟

どなたでも － 県立愛知高等養護学校 0749-49-4000

101 11月23日（土・祝）
ユースシアター関連企画「劇作家による
戯曲講座」成果発表会

脚本の書き方を学ぶ講座です。全8回の最終日に作られた戯曲の朗読会を行う。
滋賀県立文化産業交流会館
第1会議室

どなたでも 100人程度
滋賀県立文化産業交流会
館

0749-52-5111

102 11月23日（土・祝） 授業参観・製品発表会 「農業（園芸）」「工業（木工、縫工、窯業）」の授業で制作した製品を販売する。 県立長浜北星高等養護学校
生徒、保護者、教職
員、地域住民

－
県立長浜北星高等養護学
校

0749-62-0920

103
11月23日(土・祝)
 10時30分開演

ﾜﾝｺｲﾝｺﾝｻｰﾄ ｼﾘｰｽﾞ122  「リズムにのって
秋の音楽さんぽ」

乳幼児から本物の音楽に触れてほしいと願い開催するコンサート
出演/改發麻衣（ﾏﾘﾝﾊﾞ）、岸本早耶香（鍵盤ﾊｰﾓﾆｶ）、深田瑞穂（打楽器）

安土・文芸セミナリヨ どなたでも 380人 文芸セミナリヨ 0748-46-6507

104 11月24日（日） 市民音楽祭 近江八幡市音楽連盟の加盟団体が一堂に集まる音楽の祭典 近江八幡市文化会館 どなたでも － 近江八幡市文化会館 0748-33-8111

105 11月24日（日） オーロラ特別講演 写真家　中垣哲也さんによる、オーロラの映像と講演を実施
大津市科学館　プラネタリ
ウム

小学生以上
4回投影（1回90
人、申込要）

大津市科学館 077-522-1907

106 11月25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。

滋賀県立北大津養護学校 在校生 －
（公財）びわ湖芸術文化
財団地域創造部

077-523-7146

107 11月25日（月）
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。

米原市立春照小学校 在校生 －
滋賀県立芸術劇場びわ湖
ホール

077-523-7150
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108 11月26日（火）
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。

東近江市立八日市西小学校 在校生 －
滋賀県立芸術劇場びわ湖
ホール

077-523-7150

109 11月27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。

甲良町立甲良西小学校 在校生 －
滋賀県立芸術劇場びわ湖
ホール

077-523-7150

110 11月28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。

東近江市立能登川東小学校 在校生 －
（公財）びわ湖芸術文化
財団地域創造部

077-523-7146

111 11月28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

112 11月30日（土） ジュニア天文教室
月や惑星、星や星座の見方等、天文全般について学習し、天体望遠鏡や双眼鏡、その他
の天文観測機器についても実施する。

大津市科学館　天文ドーム
およびプラネタリウム

小学4年生から6年生 30人（申込要） 大津市科学館 077-522-1907

113 11月30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 米原市立近江図書館
幼児から小学生とそ
の保護者

100人 米原市立近江図書館 0749-52-5246

114
11月30日（土）～1月
30日（木）

ロビー展「発掘された甲賀の城」
戦国時代から近世にかけて築かれた甲賀の城跡にスポットを当て発掘調査成果を紹介す
る。

水口図書館・水口歴史民俗
資料館ロビー

どなたでも － 水口歴史民俗資料館 0748-62-7141

115
12月3日（火）～7日
（土）

東近江市文化団体連合会
第14回「文化展」

東近江市文化団体連合会会員による展示会
東近江市立八日市文化芸術
会館

どなたでも 約500人
東近江市文化団体連合会
事務局

0748-24-5672


