
 令和４年10月に開催予定の「滋賀 教育の日」関連行事

1
4月～2月までの
年38回

石山っ子わくわく親子で畑探検隊

地域の親子を対象に、農業を中心とした自然体験学習を石山公民館・地域ボラン
ティア・滋賀大学教育学部の３者の共同企画で、年間を通して実施しています。
10月から11月は、秋冬野菜の植え付け・手入れ、稲刈り・脱穀、サツマイモの収
穫、干し柿づくりなどを実施します。
 　　※令和４年度の募集は終了しています。
　　　 来年度の募集は本年度末に石山公民館を窓口として行う予定です。

滋賀大学教育学部
自然環境教育施設の農場

原則として石山お
よび南郷学区の幼
稚園、小学校の児
童と保護者

滋賀大学教育学部
教育実践総合センター

077-537-7993

2
4月1日（金）
～11月30日（水）

ボート・カヌー体験教室
ボート、またはカヌーの説明、漕ぎ方の練習をした後、びわ湖へ漕ぎ出します。
(ボートは４人１組、カヌーは２人以上でお申し込み下さい。)
　　※当日のびわ湖のコンディションにより、実施できない場合があります。

関西みらいローイングセ
ンター
(県立琵琶湖漕艇場)

小学生４年生以上
(親子で２人乗りの
カヌー艇に乗る場
合は小学１年生以
上)

関西みらいローイング
センター

077-545-2165

3
9月8日（木）
～10月5日（水）

テーマ展
「源氏物語 ―古典の継承と展開―」

物語文学の最高峰、源氏物語は、広く親しまれるようになった江戸時代、読み物
としてだけでなく、絵画や工芸品のモチーフとなるなど、様々に展開しました。
本展では、江戸時代に花開いた源氏物語の世界を堪能します。

彦根城博物館 どなたでも 彦根城博物館 0749-22-6100

4
9月8日（木）
～10月4日（火）

特集展示
「松居石材商店の歴史」

江戸時代の彦根城下で創業し、今に続く松居石材商店。　明治・大正期には、石
塔・石碑の製作などに加え、トンネル工事などの事業を手掛けました。本展で
は、同商店製作の石造品や伝来の文書・古写真から、商店の歴史と近代彦根の諸
相を紹介します。

彦根城博物館 どなたでも 彦根城博物館 0749-22-6100

5
9月17日（土）
～11月6日（日）

手原駅開業100周年記念展
「街道から鉄道へ」

草津線の手原駅（栗東市手原）が、本年11月5日に開業100周年を迎えることを記
念して、手原駅が開業した時代を振り返るとともに、手原駅の開業がその後のま
ちに与えた影響についても紹介するものです。

栗東歴史民俗博物館
第２展示室

どなたでも 栗東歴史民俗博物館 077-554-2733

6
9月21日（水）～
毎週水曜日
計10回

幼児・ジュニアスポーツ教室
トランポリン、マット運動、鉄棒、跳び箱、体操、からだ作りトレーニング等を
行います。

県立スポーツ会館
２階アリーナ

・４歳児　15名
・５歳児　15名
・小学１～３年生
　　　　　20名

県立スポーツ会館 077-522-0301

7 9月24日（土）
絵本と里山の自然にふれるお散歩
①金尾恵子さん絵本原画展＆今関信子
さん講演会

令和４年度 滋賀県 地域の魅力を生かす子どもの居場所づくり推進事業として実
施する４回連続事業の１回目です。
　　〇時間…13：00～15：00
　　〇内容…絵本原画展
　　　　　　（金尾恵子さん絵本「のぼれ　のぼれ」と
　　　　　　　　　　　「やどかりくんのうちさがし」の原画全２４点）

マキノ土に学ぶ里
研修センター

子どもから大人ま
で、どなたでも
（30名）

NPO法人
絵本による街づくりの
会事務局

080-3802-8157

8 9月30日（金） 文化的行事
各教科や部活動で学習してきた内容や作品を展示することにより、その成果を発
表する場とします。
　　〇内容…授業参観と作品展示（各教科や部活動の作品）

愛荘町立秦荘中学校 生徒・保護者 愛荘町立秦荘中学校 0749-37-2005

9 10月1日（土） 県立守山中学校　学校説明会

入学を希望する児童および保護者を対象に、中高一貫教育の特徴や県立守山中学
校の教育目標、教育課程、入学者選抜についての概要を説明するとともに、学校
生活や卒業後の様子などについても紹介します。
　　〇時間…9:00～11:00
　　〇内容…学校概要説明、学校紹介、入学者選抜の概要説明 など

県立守山中学校
体育館

入学を希望する小
学６年生児童とそ
の保護者１名

県立守山中学校 077-582-2289

取組の計画 主催連絡先

通番
実施

予定日
行事名 行事の概要

開催場所
（会場）

参加対象者 団体名 電話番号等

　※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載している行事が中止・延期になる可能性があります。事前に、それぞれの主催にお問い合わせください。
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10
10月1日（土）
雨天時：2日（日）

第43回運動会 学校・保護者・PTAが協力し、児童が主役になる運動会を目指して取り組みます。
栗東市立葉山東小学校
運動場

保護者、PTA 栗東市立葉山東小学校 077-553-8300

11 10月1日（土） 中央公民館講座１０周年記念事業
アーティスティックスイミング日本代表ヘッドコーチの井村雅代氏に「心の才能
を伸ばす」と題して講演をしていただきます。

近江八幡市文化会館
大ホール

近江八幡市在住
者、在学者、在勤
者

近江八幡市生涯学習課 0748-36-5533

12 10月1日（土） 運動会 各学年の運動・発表を学年ごとに分散開催します。
大津市立膳所小学校
運動場

児童、保護者、教
職員

大津市立膳所小学校 077-522-6719

13 10月1日（土） 日野高等学校　体験入学
中学３年生やその保護者の方に、日野高校について理解を深めていただくため、
学校の概要説明、系列の体験授業、部活動見学等を行います。

県立日野高等学校
中学３年生・保護
者

県立日野高等学校 0748-52-1200

14 10月1日（土） 第53回音楽科定期演奏会
石山高校音楽科の学習の成果を見ていただくため、演奏会を実施します。
　　〇時間…13:00開場　14:00開演

栗東芸術文化会館さきら
大ホール

希望する中学生と
その保護者（要申
込）

県立石山高等学校 077-537-3371

15 10月1日（土） 運動会
学年部ごとに団体競技種目、団体演技1種目を行います。学年部ごとの入れ替え制
の予定です。

愛荘町立愛知川東小学校
運動場

児童、保護者
愛荘町立愛知川東小学
校

0749-42-2307

16 10月1日（土） 運動会 保護者参観の形式で運動会を開催します。
近江八幡市立安土小学校
運動場

全校児童及び保護
者

近江八幡市立安土小学
校

0748-46-2037

17
10月1日（土）、22日
（土）

中学生体験入学〔実技体験会〕

実技体験を通じて瀬田工業高校の教育内容を理解し、進路選択の参考にしていた
だきます。複数の科に参加することも可能です。８月末頃までに本校ホームペー
ジに参加案内を掲載し、同時に申込みの受付も開始します。
　　（１）機械科・・・・10月１日（土）・22日（土）の午前に実施
　　（２）電気科・・・・10月１日（土）・22日（土）の午前に実施
　　（３）化学工業科・・10月１日（土）・22日（土）の午後、
　　　　　　　　　　　　11月26日（土）の午前に実施

県立瀬田工業高等学校
校舎（工業科実習棟）内

中学３年生 県立瀬田工業高等学校 077-545-2510

18
10月1日（土）
～11月15日（火）

第２期
スケート・アイスホッケー教室

スケート靴の履き方から学ぶコースからバッジテスト合格を目指すコースまで、
幅広く実施している教室です。
　　〇教室情報
　　　①幼児・ジュニア教室：初心者向けコース
　　　②幼児上級・育成コース：中級者向けコース
　　　　(申込には①で昇級試験に合格する必要があります)
　　　③専門コース：上級者向けコース
　　　④アイスホッケー教室：５歳以上の男女参加可能

県立アイスアリーナ
４歳～15歳
(高校生対象外)

県立アイスアリーナ 077-547-5566

　※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載している行事が中止・延期になる可能性があります。事前に、それぞれの主催にお問い合わせください。
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19 10月2日（日）
わくわく体験スクール
「茶道を楽しもう」

伝統文化である茶道について学び、昔のお殿様の住まいでお茶体験を行います。 彦根城博物館

彦根市、米原市、
愛荘町、甲良町、
多賀町、豊郷町に
在学もしくは在住
する小学生

彦根城博物館 0749-22-6100

20
10月3日（月）
～11月30日（水）

＜e-ネットキャラバン＞ インター
ネットの安心・安全な利用のための情
報モラルについてのビデオ配信講座
（Ｗｅｂ講座。Zoomにて配信）

インターネットの「危険の実態」、危険に対する「予防・対策・心構え」につい
て、事例等を交えてわかりやすくお伝えします。
　　１．ネット依存　　　　　　　 ５．個人情報
　　２．ネットいじめ 　　　　　　６．ネット詐欺
　　３．不確かな情報の拡散　 　　７．著作権・肖像権
　　４．誘い出し・なりすまし 　　８．まとめ・予防策
保護者・教職員向けの「Plus」講座では、上記に加えてご家庭等におけるスマ
ートホン利用ルール作りやフィルタリング機能の活用等についてお伝えします。
　　〇詳細URL…https://www.fmmc.or.jp/e-netcaravan/
　　〇申込〆切…講座開催日(ビデオ配信日)の２週間前
　　※協力：総務省、文部科学省、情報通信関連各企業
　　※平日のみ。原則、ご要望いただいた日に開催いたします

web開催

小学３年生～高校
生の児童・生徒お
よびその児童・生
徒を守る立場の大
人（保護者・教職
員等）

一般財団法人マルチメ
ディア振興センター
e-ネットキャラバン事
務局

※e-mail：e-
netcaravan@fmmc.or
.jp
03-5403-1090
（繋がらない場合：
090-2720-1090
または
090-1034-1091）

21 10月4日（火） 運動会
種目は応援合戦、団体競技、団体演技などです。上学年、下学年の２部制で実施
します。

彦根市立佐和山小学校
運動場

児童、保護者 彦根市立佐和山小学校 0749-22-0863

22
10月4日（火）、18日
（火）

ジュニアハンドボールアカデミー
ジュニア期からの取組により、有望な選手の育成・発掘・強化を目的として、全
国大会の舞台や２巡目国民スポーツ大会に向けての強化事業として位置づけ、滋
賀県ハンドボール協会と連携しながら計画的・継続的に実施します。

ウカルちゃんアリーナ
（県立体育館）
本館

小学生
中学生

県立体育館
武道館管理センター

077-524-0221

23
10月4日（火）、18日
（火）

柔道教室
これから柔道を始めようとする人や、柔道を愛好し昇級・昇段を目指す人を対象
に、各自の技能や能力に応じた指導により、県内の柔道の普及振興と競技人口の
増加を図ります。

県立武道館
柔道場

小学生以上
県立体育館
武道館管理センター

077-521-8311

24
10月4日（火）、18日
（火）

ジュニア強化剣道教室
ジュニア期からの一貫した指導理念に基づいた選手強化事業として定着を図りま
す。さらには2025滋賀国スポを見据えた選手育成・強化をねらい実施します。

県立武道館
剣道場

小学生・中学生
県立体育館
武道館管理センター

077-521-8311

25
10月4日（火）、18日
（火）、25日（火）

剣道教室
これから剣道を始めようとする人や、剣道を愛好し昇級・昇段を目指す人を対象
に、各自の技能や能力に応じた指導により、県内の剣道の普及振興と競技人口の
増加を図ります。

県立武道館
剣道場

小学生以上
県立体育館
武道館管理センター

077-521-8311

26
10月4日（火）、18日
（火）、25日（火）

護身術も学べる合気道教室 合気道を通して、心身ともに健康でたくましく活力ある生活の実現を図ります。
県立武道館
剣道場

小学３年生以上
県立体育館
武道館管理センター

077-521-8311
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27 10月5日（水） 出前講座
　　〇講　師…松田　繁樹　教授
　　〇講座名…「生理学の基礎に基づいた効果的な運動・トレーニング」

近江八幡市立八幡東中学
校

中学生
滋賀大学教育学部
教育実践総合センター

077-537-7993

28 10月5日(水) 体育大会
50ｍ走、100m走、ハンドボール投げ、走り幅跳び、綱引き、学年別学級大縄跳
び、学年別学級対抗全員リレー等を実施します。

大津市立南郷中学校
グラウンド

生徒、保護者（保
護者は参観の
み）、教職員

大津市立南郷中学校 077-534-7121

29 10月5日（水） ドローン体験教室
テレビ等で見る機会が増えたドローン。今後産業でドローンの活用が期待されま
す。当教室では、ドローンの飛行体験をすることで基本的な操作方法を学ぶこと
ができます。親子での参加も可能なので楽しい思い出を作りましょう！

ウカルちゃんアリーナ
（県立体育館）
別館

中学生以上
県立体育館
武道館管理センター

077-524-0221

30
10月5日（水）、6日
（木）、7日（金）

出前授業
「ぐっすり眠るためのヒミツを知ろ
う！」

「睡眠」をテーマとしたセミナーです。
　　〇主な内容…①事前アンケートの結果発表、②睡眠の大切な役割、
　　　　　　　　③眠りのサイクル、④体内時計とは、
　　　　　　　　⑤ぐっすり眠るためのヒミツ、⑥スマホと睡眠

近江八幡市立八幡東中学
校

中学生
公益財団法人
西川文化財団

0748-32-2909

31
10月5日（水）、12日
（水）、19日（水）、26
日（水）

なかよしスポーツ教室
幼児、児童低学年期に著しいとされる神経系の発達を促進させるとともに、仲良
く楽しい運動・体操を通して、運動好きを増やし、活発でたくましい幼児・児童
の育成を図ります。

ウカルちゃんアリーナ
（県立体育館）
本館

年中・年長
小学１～３年生

県立体育館
武道館管理センター

077-524-0221

32 10月6日（木）
インターネット人権マスター講座
モニタリング養成講座

滋賀県人権センター職員を講師に、インターネット上の差別書き込み・識別情報
の摘示、誹謗中傷などのモニタリングや削除要請の方法を学んでいただきます。

米原学びあいステーショ
ン

どなたでも
公益財団法人
滋賀県人権センター
人権啓発グループ

077-522-8253

33 10月6日（木） 体育参観

日頃の体育学習の成果を発表するとともに、保護者に児童の頑張りを参観しても
らいます。
　　〇時間…8:30～12:30
　　〇内容…各学年の集団演技および集団競技（リレー）

大津市立瀬田北小学校
運動場

瀬田北小学校全校
児童並びにその保
護者

大津市立瀬田北小学校 077-511-9893

34
10月6日（木）、7日
（金）

守山養護学校　文化祭 各学部による学習発表を行います。また、陶芸体験や作品展示も行います。
県立守山養護学校
プレイルーム

児童生徒・当校教
職員

県立守山養護学校 077-583-5857

35
10月6日（木）、20
日（木）、27日（木）

ジュニア強化バドミントンスクール

ジュニア期からの取組により、有望な選手の発掘や強化を目的として、全国大会
の舞台や２巡目国民スポーツ大会に向けての強化事業として位置づけ、滋賀県バ
ドミントン協会の協力を得ながら長期プランをもって計画的・継続的に実施しま
す。

ウカルちゃんアリーナ
（県立体育館）
別館

小学生・中学生
県立体育館
武道館管理センター

077-524-0221

36 10月7日（金） みんなで考える人権講座

　　〇講演テーマ…「コロナ時代と子どもの願い、人権を考える
　　　　　　　　　　　　　～いじめ問題への対応を切り口にして～」
　　〇講師…春日井敏之(立命館大学大学院　教授)
　　〇時間…14:00～16:00

明日都浜大津
ふれあいプラザホール

どなたでも
大津市政策調整部
いじめ対策推進室

077-528-2826

　※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載している行事が中止・延期になる可能性があります。事前に、それぞれの主催にお問い合わせください。
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 令和４年10月に開催予定の「滋賀 教育の日」関連行事

取組の計画 主催連絡先
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37
10月7日（金）、11日
（火）、12日（水）

運動会 体育科の学習の発表の場です。学年ごとに、日時を区切って実施します。
大津市立瀬田小学校
運動場

児童・保護者 大津市立瀬田小学校 077-545-2581

38 10月8日（土） 運動会
　　〇内容…徒走、団体演技　等
　　〇時間…午前中の半日開催

長浜市立朝日小学校
運動場

全校児童、保護
者、家族

長浜市立朝日小学校 0749-79-0002

39 10月08日 (土)
葛川自然学校
～草木染編～

親子で葛川の草や木を採集し、草木染を行います。大津葛川の大自然を思う存分
味わい、自然を慈しんだり大切にしたりする心を育てるとともに、ふるさと大津
を愛する気持ち、家族の絆を深める機会とします。
　　〇時間…10:00～15:00
　　〇内容…草木染

大津市立
葛川少年自然の家

大津市内小中学生
を含む家族（10家
族30名程度）

大津市立
葛川少年自然の家

077-599-2102

40
10月8日（土）
～11月7日（月）

企画展
「上田道三
　　　―彦根の歴史風景を描く―」

上田道三(1908～84)は彦根に生まれ、京都や奈良で絵を学んだのち彦根に戻り、
城郭や古民家等を愚直に描き続けた画家です。本展では、道三が描いた彦根の風
景画を中心に、画壇で活躍した若き日の作品も展示し、その画業の全貌を紹介し
ます。

彦根城博物館 どなたでも 彦根城博物館 0749-22-6100

41
10月8日（土）
～11月20日（日）

令和４年度秋季特別展
開館30周年記念
「里帰り！日本最大の銅鐸～太古の響
きを安土の地で～」

東京国立博物館所蔵の現存する日本最大の銅鐸をはじめ、野洲市大岩山遺跡出土
の銅鐸が勢揃いする展示です。

県立安土城考古博物館
企画展示室

どなたでも 県立安土城考古博物館 0748-46-2424

42
10月8日（土）、22
日（土）

親子英語DEエクササイズ教室
小学校にて教科として英語が加わり始めていることから、早期に英語に親しむ機
会を提供します。親子で英語を用いたエクササイズを楽しく実施し、親子のふれ
あいの場とします。

県立武道館
研修室２

幼児
その保護者

県立体育館
武道館管理センター

077-521-8311

43 10月9日（日） 「うみのこ」見学会

学習船「うみのこ」における魅力ある活動の一部を広く保護者や県内外の方々に
公開し、フローティングスクール事業への理解を図ります。学習船「うみのこ」
の船内見学やびわ湖学習の体験を通して、児童と保護者が安心して乗船できる一
助とし、フローティングスクールの思い出を通して親子がつながるきっかけとし
ます。

大津港停泊中の 学習船
「うみのこ」

どなたでも
県立びわ湖フローティ
ングスクール

077-524-8225

44 10月10日（月） くらしとお金講演会

講演会、ミニ講座、ファイナンシャル･プランナーによる個別相談会を開催しま
す。(参加無料)
　　〇【講演会】13：30～15：20
　　　　　　　「世の中うまい話はない！消費者問題あれこれ」
　　　　　　　　　　弁護士 菊地幸夫 氏（定員200名）
　　〇【ミニ講座】15：30～16：30
　　　　　　　「老後まで見据える子育て世代のためのマネー講座」
　　　　　　　　　　金融広報アドバイザー 熊谷嘉隆 氏（定員40名）
　　※要事前申込＜9月30日(金)申込締切＞

ピアザ淡海 どなたでも
滋賀県金融広報委員会
（県民活動生活課内）

077-528-3412

45 10月10日（月）
絵本と里山の自然にふれるお散歩
②ペーパーわんこを作っておさんぽし
よう！

令和４年度　滋賀県　地域の魅力を生かす子どもの居場所づくり推進事業として
実施する４回連続事業の２回目です。
　　〇時間…13:00～15:00
　　〇内容…ペーパーわんこを作る。

マキノ土に学ぶ里
研修センター

子どもから大人ま
で、どなたでも
（30名）

NPO法人絵本による街づ
くりの会事務局

080-3802-8157

　※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載している行事が中止・延期になる可能性があります。事前に、それぞれの主催にお問い合わせください。
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46 10月12日（水）
市民大学講座⑤
「心の育つ読み聞かせ」

絵本作家のはやしますみさん、作家のいけだけいさんをお招きし、「心の育つ読
み聞かせ」についてお話しいただきます。

近江八幡市桐原コミュニ
ティセンター

近江八幡市在住者 近江八幡市生涯学習課 0748-36-5533

47
10月12（水）、26日
（水）

ペン字教室
ビジネスシーンなど実用的な美文字習得を目的に開催します。また、正しい姿勢
や集中力を身につけることで体と心のバランスを整え、健康つくりを目指しま
す。

県立武道館
研修室１

小学３年生以上
県立体育館
武道館管理センター

077-521-8311

48 10月13日（木）
学習参観（道徳）・PTA教育講演会
（スマホ・ケータイ安全教室)

保護者を対象に道徳の学習の様子を公開します。その後、PTA主催でスマホ・ケー
タイ安全教室を実施します。感染対策のため時間を分け、高学年児童も参加しま
す。

彦根市立城東小学校
体育館

児童・保護者
彦根市立城東小学校・
城東小学校PTA

0749-22-0312

49 10月13日（木）
出前講座
「ぐっすり眠るためのヒミツを知ろ
う！」

「睡眠」をテーマとしたセミナーです。
主な内容：①事前アンケートの結果発表、②睡眠の大切な役割、
　　　　　③眠りのサイクル、④体内時計とは、
　　　　　⑤ぐっすり眠るためのヒミツ、⑥スマホと睡眠

竜王町立竜王西小学校
学校保健委員会
（教員・保護者・
学校医）

公益財団法人
西川文化財団

0748-32-2909

50

10月13日（木）､14
日（金）
※予備日：17日
（月）､18日（火）

青山小スポーツフェスティバル
体育科の学習の発表会です。１、３、５年生が13日（木）に、２、４，６年生が
14日（金）に発表を行います。

大津市立青山小学校
運動場

青山小学校児童・
保護者

大津市立青山小学校 077-549-0266

51
10月13日 (木)、14
日 (金)

県立守山北高等学校
2022年度学園祭「翏幻祭」

　　〇１年生…「はり絵壁画」
　　〇２年生…「ステージ発表」(演劇等)
　　〇３年生は「パフォーマンス」(ダンス等)
　　　※新型コロナウイルス感染症対策のため、見学は生徒のみとし、
　　　　保護者や卒業生等の入場は不可とします。

県立守山北高等学校
体育館とその周辺敷地内

生徒・教職員 県立守山北高等学校 077-585-0431

52 10月14日（金） 県立愛知高等養護学校・授業公開日

教育活動の内容や方向性、生徒の学び等について、より広く知っていただく機会
とします。
　　〇内容…①公開授業
　　　　　　②学校についての概要説明
　　　　　　③部活動見学
　　※実施内容の詳細等は、愛知高等養護学校HPに掲載しますので、ご確認
　　　ください。
　　※実施にあたり、感染症対策を徹底してまいりますので、ご協力をお願
　　　いいたします。
　　※感染症の感染拡大状況等により、中止や内容の変更等を急遽行う場合
　　　がありますので、HPにてご確認ください。

県立愛知高等養護学校

本校保護者等、小
中学生等の保護者
等、愛荘町（学校
所在地）をはじめ
とする地域の方々

県立愛知高等養護学校 0749-49-4000

53 10月14日（金） 運動会 各学年、体育科の学習の成果を発表します。
大津市立石山小学校
運動場

児童・保護者 大津市立石山小学校 077-537-0014

54 10月14日（金） 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・落葉清掃を実施します。
びわこ文化公園文化ゾー
ン

１年生
（約200人）

県立東大津高等学校 077-545-8025

　※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載している行事が中止・延期になる可能性があります。事前に、それぞれの主催にお問い合わせください。
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55 10月15日（土） 秋季運動会 児童による徒競走・団体演技・団体競技等を行います。
長浜市立小谷小学校
運動場

児童・教職員・保
護者

長浜市立小谷小学校 0749-78-0036

56 10月15日（土） 文化祭
「学習の成果を発表する場として、表現する経験をして達成感を味わう。」をね
らいに、10月15日(土)にステージ発表や作品展示を行います。今年度の文化祭の
テーマは、『元気いっぱい文化祭』です。

県立盲学校
盲学校保護者 （児
童生徒一人あ たり
２名まで）

県立盲学校 0749-22-2341

57 10月15日（土） 公開講座「わくわくテニス教室」
硬式テニスというスポーツを通じて、明るい豊かな街づくりや地域社会との交
流・連携の実現を目指して、プロ選手や大学生と一緒にテニスを楽しみます。

滋賀大学彦根キャンパス
テニスコート

どなたでも
（小学生以上）

滋賀大学
産学公連携推進課

0749-27-1279

58 10月15日（土） 安曇川高校 中学生の体験入学
中学生３年生や保護者の方に、安曇川高校の教育活動について理解を深めてもら
うため体験入学を実施します。学校の概要説明、系列の体験授業、施設見学や部
活動体験（ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ部、野球部）等を行います。

県立安曇川高等学校
中学３年生・保護
者

県立安曇川高等学校 0740-32-0477

59 10月15日（土） ながっこ広場

午前中は、１・２年生、３・４年生、５・６年生と順番に、１時間ごとに親子ひ
びきあい活動を実施します。昼食をとった後、近くにある西浅井まちづくりセン
ター大ホールにて、子ども向けオペラの芸術鑑賞を予定しています。今年度は、
学校運営協議会の協力により、びわ湖ホールのアウトリーチ（出前公演）を予
定。保護者の鑑賞は、コロナ禍により検討中。鑑賞後は、引き渡し訓練を実施し
ます。当日は、保護者や地域の方が多く来校されるため、児童による募金活動も
計画しています。

長浜市立永原小学校
校舎内と希望公園（裏
山）
西浅井まちづくりセン
ター大ホール

全校児童と保護
者、学校運営協議
会委員

長浜市立永原小学校 0749-89-0004

60 10月16日(日） 日野高カフェ＠Home

３年生の「課題研究」の授業の一環として「起業者教育・課題解決能力の育成・
地域理解の推進」などを目的に、月に一度CAFÉの営業を行っています。地域の方
に愛されるお店作りを目指し、６年目を迎えました。また、日野町内の商店で作
られている商品も販売する予定です。

近江鉄道日野駅舎「なな
いろ」

どなたでも 県立日野高等学校 0748-52-1200

61 10月16日（日） 栗東市アドベンチャーキャンプ2022
レクリエーション、野外炊飯、クラフト等を通じて異学年、他学校との交流を行
います。

10月16日（日）栗東市学
習支援センター

栗東市内の小中高
生

栗東市生涯学習課 077-551-0496

62 10月16日（日）

2022滋賀県高校生等交流集会ヒューマ
ンライツwithアクション（青年集会と
同時開催）
テーマ：「絆」

県内の青年が部落差別をはじめあらゆる差別の現実を学び、互いの思いや願いを
交流するとともに、人権尊重に向けた実践活動をさらに発展させる目的で実施し
ます。また、各地域、職場、団体での人権を尊重する取組をさらに発展させ、連
帯の輪を広げるため、高校生等とも交流の場を広げます。
　　〇時間…13:45～16:00
　　〇内容…高校生等実行委員会によるパフォーマンスなど

近江八幡市文化会館大
ホール

どなたでも
公益財団法人滋賀県人
権センター
人権啓発グループ

077-522-8253

63 10月16日（日）

部落解放・人権確立をめざす第47回滋
賀県青年集会（高校生等交流集会と同
時開催）
テーマ：「知ろう！広めよう！つなが
ろう！みんなの笑顔あふれる未来へ向
けて」

県内の高校生等の若者が自ら人権をテーマに交流・連帯を深め、地域のリーダー
としてそれぞれの地域社会において活動できるための育成事業を目的としていま
す。さらに、実行委員会を通じて同世代や青年層との連帯を高め、広く人権を大
切にする集団づくりを目指します。
　　〇時間…13:45～16:00
　　〇講演…「コロナ禍から考える人権問題の見つめ方」
　　　　　　　　　竹尾耕児（人権ネットワーク八幡）

近江八幡市文化会館大
ホール

どなたでも
公益財団法人滋賀県人
権センター
人権啓発グループ

077-522-8253

　※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載している行事が中止・延期になる可能性があります。事前に、それぞれの主催にお問い合わせください。
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64
10月18日 (火)
 ※予備日：25日
（火）

防災避難訓練

県立守山北高等学校と周辺施設および地域が合同で実施する防災避難訓練です。
　　〇参加施設等…県立守山北高校、社会福祉法人慈恵会 ゆいの里、
　　　　　　　　　社会福祉法人ひかり会 守山学園(児童養護施設)、
　　　　　　　　　社会福祉法人湖南会 蛍の里(将棋者支援施設)、笠原自治会

県立守山北高等学校
グラウンド

生徒・教職員、各
施設および地域の
方々

県立守山北高等学校 077-585-0431

65
10月19日（水）
 ※天候により延期
予備日：24日(月）

伊香立小・中学校 学校夢づくりプロ
ジェクト
小中合同伊香立健康体操発表会

「学校と地域を元気に！！」をスローガンのもと、市内唯一の芝生グラウンドで
ある大津市立伊香立小学校のグラウンドで、小中合同で健康体操を披露します。
第79回国スポ・第24回障スポ大会のイメージソングである「シャイン！！」に合
う健康体操を伊香立小・中学生が考えました。当日は、小中学生に加え、地域の
関係者もお越しいただき、体操をドローンで撮影します。

大津市立伊香立小学校
芝生グラウンド

伊香立小・中学校
の児童・生徒・教
職員・地域関係者

大津市立伊香立小学校
大津市立伊香立中学校

小学校
077-598-2175
中学校
077-598-2016

66 10月19日（水） 第２回学校運営協議会 地域と学校が協働する学校運営の実現に向けて熟議を行います。 近江八幡市立八幡中学校
八幡中学校学校運
営協議会委員

近江八幡市立八幡中学
校

0748-33-2059
hachiman-
jh@omihachiman.ed.
jp

67 10月19日 (水) 第２回教育相談講演会

保護者や教職員への支援を目的として、子どもの学校園、家庭等における教育上
の課題の解決に資する講演会を開催します。
　　〇時間…15:00～16:30
　　〇講師…公認心理師
　　※事前予約が必要

明日都浜大津
ふれあいプラザ
５階 中会議室

教職員・保護者
（定員25名）

大津市教育支援セン
ター

077-527-5525

68 10月20日（木）
出前講座
「健康にとっての睡眠の重要性」

「睡眠」をテーマとしたセミナーです。
　　〇主な内容…①睡眠の状況、②睡眠の大切な役割、
　　　　　　　　③眠りのメカニズム、④快眠のためのテクニック

米原市烏脇集会所 地域住民
公益財団法人
西川文化財団

0748-32-2909

69 10月20日（木）
インターネット人権マスター講座
オープン講座

神月紀輔（京都ノートルダム女子大学教授）さんによる「情報化社会の理解と情
報モラルの指導（仮）」と題しての講演会です。

解放県民センター
「光荘」

どなたでも
公益財団法人
滋賀県人権センター
人権啓発グループ

077-522-8253

70 10月21日（金）
出前講座
「健康にとっての睡眠の重要性」

「睡眠」をテーマとしたセミナーです。
　　〇主な内容…①睡眠の状況、②睡眠の大切な役割、
　　　　　　　　③眠りのメカニズム、④快眠のためのテクニック

高島市今津公民館 地域住民
公益財団法人
西川文化財団

0748-32-2909

71 10月21日（金） ３年進路説明会 ３年生の保護者を対象に卒業後の進路選択について説明します。 近江八幡市立八幡中学校 ３年生保護者
近江八幡市立八幡中学
校

0748-33-2059
hachiman-
jh@omihachiman.ed.
jp

72 10月22日（土）
ビワイチ・プラス応援イベント　こど
もビワイチ体験会　第２弾　いろんな
自転車にのってみよう！

①いろんな自転車に乗ってみよう！
　　　スポーツバイクやeバイク、タンデムなどさまざまな種類の自転車に
　　無料で試乗することができます。
②子ども自転車教室
　　　４歳から５歳のお子さんを対象に自転車教室を開催します。

滋賀県希望が丘文化公園
スポーツ会館

①小学生以上
②４歳から５歳の
子ども（保護者同
伴で参加くださ
い。）

県観光振興局ビワイチ
推進室

077-528-3746

　※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載している行事が中止・延期になる可能性があります。事前に、それぞれの主催にお問い合わせください。
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 令和４年10月に開催予定の「滋賀 教育の日」関連行事

取組の計画 主催連絡先

通番
実施

予定日
行事名 行事の概要

開催場所
（会場）

参加対象者 団体名 電話番号等

73 10月22日 (土) 星空観望会
プラネタリウムでの解説及び屋上観測場や天文ドームでの観測です。
　　〇テーマ…「木製・土星のひみつ」
　　〇時　間…18：30～

大津市科学館プラネタリ
ウム・天文ドーム

小学生以上（事前
申込が必要）

大津市科学館 077-522-1907

74 10月22日（土） 相撲体験教室
相撲体験教室を通して相撲への興味関心を促すとともに、日本の国技である相撲
を通じて武道における礼節を学び、健全な心身の育成を図ります。

県立武道館
相撲場

小学生以上
県立体育館
武道館管理センター

077-521-8311

75 10月22日（土） 太陽黒点観察
天文ドームで投影版を使って太陽黒点を観測します。
　　〇時間…10：30～

大津市科学館天文ドーム
小学生以上、幼児
も参加可

大津市科学館 077-522-1907

76
10月22日（土）、23
日（日）

第66回滋賀県人権教育研究大会
(東近江大会)

「差別の現実から深く学び、生活を高め、未来を保障する教育を確立しよう」を
テーマに、半世紀以上にわたる歴史を積み重ね、第66回目を迎える研究大会で
す。今回は３年ぶりに集会での開催を予定しています。
　　※詳細は(公社)滋賀県人権教育研究会ホームページでご確認ください。

１日目
　八日市文化芸術会館
２日目
　東近江市各会場

どなたでも(事前申
込が必要)

県人権教育課 077-528-4592

77 10月25日（火） 立小パワフル運動会
児童による徒走、団体競技、団体演技を行います。密を避けるために、奇数学
年・偶数学年の部と時間帯を分けて実施します。

守山市立立入が丘小学校
運動場

児童・保護者
守山市立立入が丘小学
校

077-581-0081

78 10月26日（水） 学習参観日・PTA研修会
保護者に授業時の子ども達の様子を参観いただきます。１・２校時に分散形式で
行います。その後、PTA主催の研修会（ネットリテラシーについて）を行います。

彦根市立金城小学校
各教室・体育館

保護者 彦根市立金城小学校 0749-22-4898

79 10月26日（水） 音楽会 学年部（２学年）ごとに実施します。
近江八幡市立金田小学校
体育館

保護者、学校運営
協議会委員

近江八幡市立金田小学
校

074-837-7575

80 10月27日（木） 学習参観 児童の学習の様子を参観していただきます。 愛荘町立愛知川東小学校 児童、保護者
愛荘町立愛知川東小学
校

0749-42-2307

81 10月27日（木） クローズアップ人権講座第7講座
佐藤学（NPO法人ＰＯＳＳＥ）さんによる「ＬＧＢＴＱと労働問題」と題しての講
演会です。

解放県民センター「光
荘」

どなたでも
公益財団法人滋賀県人
権センター
人権啓発グループ

077-522-8253

82
10月27日（木）、28
日（金）※基準日

県高校秋季総合体育大会 全国選抜大会等の予選を含めた県内公式戦（競技種目別）です。 県内一円
県内高校生（高体
連の加盟校に在
学）

滋賀県高等学校体育連
盟

077-528-4621

　※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載している行事が中止・延期になる可能性があります。事前に、それぞれの主催にお問い合わせください。
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 令和４年10月に開催予定の「滋賀 教育の日」関連行事

取組の計画 主催連絡先

通番
実施

予定日
行事名 行事の概要

開催場所
（会場）

参加対象者 団体名 電話番号等

83 10月28日（金） 第２回子ども読書ボランティア研修会

県内各地で読書ボランティア活動に携わる方々が、子どもたちの読書活動をより
豊かなものにするために必要な知識や技術等について学び、個々の資質を高める
とともに、相互に交流することにより、新たなつながりや活動の場が生まれるな
ど、学びの成果を社会に生かしていくことを目的としてを市町等と連携して実施
します。
　　〇時間…13:30～16:00
　　〇内容…講演「ひろがるつながる 地域に根差した読書ボランティア活動」
           　　講師：藤田直子氏（和歌山県社会教育委員会議議長）
　　　　　　実践交流・情報交換

野洲図書館

読書ボランティア
関係者、公共図書
館・市町行政関係
者

県生涯学習課 077-528-4651

84 10月28日（金） 校内音楽会
体育館にてマスクをしての合唱と合奏を行います。感染対策のため、リコーダー
や鍵盤ハーモニカの使用は控え、オルガンやキーボード、打楽器などで合奏しま
す。１～３年と４年～６年の２部制で実施します。

彦根市立城東小学校
体育館

児童・保護者 彦根市立城東小学校 0749ｰ22ｰ0312

85 10月28日（金） ロケット教室

植松努氏（北海道・植松電機）による「ロケット教室」を４・５年生　対象で開
催します。子どもたちが仲間と一緒に試行錯誤の中で組み立てたロケットが打ち
あがるという実体験から「やればできる」という自信を体感できると期待してい
ます。

米原市立坂田小学校 ４・５年生児童 米原市立坂田小学校 0749-52-1240

86 10月28日（金） 合唱コンクール
八幡中学校三大行事のフィナーレを飾る、学級ごとに練習してきた合唱の発表会
です。

近江八幡市立八幡中学校 八幡中学校保護者
近江八幡市立八幡中学
校

0748-33-2059
hachiman-
jh@omihachiman.ed.
jp

87 10月29日（土） 小谷小城まつり

学校から公園まで手作りの神輿を担いで武者行列をし、公園では、小谷城・浅井
氏三代の歴史について学んだことを元にゆかりの人物発表や歴史クイズ、和太鼓
演奏、小谷城賛歌のリコーダー演奏等の発表をします。その後、縦割り班で歴史
クイズを解きながら、親子で小谷山を登ります。

伊部親水公園（戦国ガイ
ドステーション）
及び小谷山

児童・教職員・保
護者

長浜市立小谷小学校 0749-78-0036

88 10月29日（土） 学習参観　　PTA教育講演会 学習参観とPTA教育講演会を実施します。
長浜市立朝日小学校
各教室・体育館

全校児童
参観：保護者
講演会：PTA会員

長浜市立朝日小学校 0749-79-0002

89 10月29日（土） 親子スマートフォン学習会
インターネットや携帯電話、ポータブルゲーム機などに潜む被害の実情や予防等
について、親子で講演を聴き、深く学ぶ。講演では、学校や家庭、マスコミ等で
は知り得ない情報や知識、防御策を学び、情報化社会でのスキルを習得する。

彦根市立西中学校
体育館、教室（教室につ
いてはｗｅｂ開催）

本校生徒、保護者 彦根市立西中学校PTA 0749-22-4808

90 10月29日（土） 秋の音楽祭

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・軽音楽部・
吹奏楽部の生徒たちが参加予定です。家庭クラブは「シュシュ」等の販売、軽音
楽部・吹奏楽部は演奏をする予定です。
　　〇時間…10:00～15:00

琵琶湖岸なぎさ公園 広く市民全般
平野学区まちづくり協
議会

090-5653-6459

91 10月29日（土） 学習発表会 学習発表会。各学年ごとに、学習の成果を発表します。 長浜市立浅井小学校
本校児童、教職
員、保護者。

長浜市立浅井小学校 0749-74-1707

　※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載している行事が中止・延期になる可能性があります。事前に、それぞれの主催にお問い合わせください。
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 令和４年10月に開催予定の「滋賀 教育の日」関連行事

取組の計画 主催連絡先

通番
実施

予定日
行事名 行事の概要

開催場所
（会場）

参加対象者 団体名 電話番号等

92 10月29日 (土)
生涯学習推進フォーラム
（研修会）

　　〇（第一部）　講演テーマ「地球温暖化：答えは緑」
　　　　　　　　　　　講師　ブライアン・ウイリアムズ氏（風景画家）
　　〇（第二部）　団体発表
　　　　　　　　　・大津公民館利用者団体連絡協議会
　　　　　　　　　・大津市生涯学習センターボランティア連絡協議会
　　　　　　　　　・一般社団法人 言語交流研究所 ヒッポファミリークラブ
　　　　　　　　　・ブックステーション　どんぐり時間…13:00～16:30

和邇文化センターホール どなたでも
大津市教育委員会事務
局生涯学習課

077-528-2635

93
10月29日（土）
※雨天時：30日（日）
に延期

滋賀けんせつみらいフェスタ2022 重機の見学・試乗、ものづくり体験など、建設業の魅力を発信するイベント！
大津市大津港前特設イベ
ント会場

どなたでも
滋賀県建設産業魅力
アップ実行委員会

077-522-3232

94
10月29日（土）、30
日（日）

としょかんまつり2022
読書週間（10/27～11/9）において市民と本を繋げ、読書に親しんでいただくこと
を目的に、さまざまな企画を開催します。これをきっかけに、図書館を利用して
いただき、読書活動の推進を図ります。

大津市立図書館 どなたでも 大津市立図書館 077-526-4600

95
10月29日（土）、30
日（日）

地方青少年武道
錬成大会(銃剣道)

中央派遣講師(日本武道館)２名・地元推薦講師２名の指導により「銃剣道」の専
門的な知識と技術の取得を目指します。

県立武道館
剣道場

小学生
中学生
高校生

県立体育館・
武道館管理センター 077-521-8311

96 10月30日（日）
聴覚障害児及び保護者サポート事業
保護者学習会のびのびサロン

聴覚障害のあるお子さんの保護者学習会です。お子さんが早期から言葉を獲得で
きるための支援、また保護者支援について、長く東京都立の聾学校で乳幼児教育
相談を担当しておられる先生にお話をいただきます。
 　 〇時間…10:00～15:00

WEB開催　参加者は県立
聴覚障害者センターにて

聞こえないお子さ
ん（乳幼児から小
学生）の保護者や
家族

県立聴覚障害者セン
ター

077-561-6111
shigajou@eos.ocn.n
e.jp

97 10月30日（日） 栗東市アドベンチャーキャンプ2022
レクリエーション、野外炊飯、クラフト等を通じて異学年、他学校との交流を行
います。

フォレストアドベンチ
ャー栗東、信楽陶苑たぬ
き村

栗東市内の小中高
生

栗東市生涯学習課 077-551-0496

98 10月30日（日） ひらのハロウィン2022
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
参加予定です。家庭クラブは「シュシュ」等の販売をする予定です。
　　〇時間…10:00～15:00

琵琶湖岸なぎさ公園 広く市民全般
2022ときめき坂ハロ
ウィン実行委員会

090-5060-5970

99 10月31日（月）
出前講座
「健康にとっての睡眠の重要性」

「睡眠」をテーマとしたセミナーです。
　　〇主な内容…①睡眠の状況、②睡眠の大切な役割、
　　　　　　　　③眠りのメカニズム、④快眠のためのテクニック

草津市役所
体操サークルの皆
さん

公益財団法人
西川文化財団

0748-32-2909

100 10月31日（月） 保護者対象公開授業 当日の本校の授業を保護者に公開します。 県立東大津高等学校
希望する在校生の
保護者

県立東大津高等学校 077-545-8025

　※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載している行事が中止・延期になる可能性があります。事前に、それぞれの主催にお問い合わせください。
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