
【三原市】

実施日 行事名 行事の概要（内容） 場所・会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ 問合せ先

7月20日～11月22日 江戸時代の教科書展

本展では，学びの段階に応じて用いられ
た教科書と，当時の学問の様子につい
て紹介します。また，三原市に関連した
江戸時代の教育施設についても取り上
げ，郷土の教育史を発信します。

三原市歴史民俗資料
館　１階展示室

三原市教育委員会 無料
http://www.city.mihara.hiro
shima.jp/

三原市教育委員会
文化課
0848-64-9235

9月27日,
10月18日,

11月15日,29日

三原シティカレッジ「将
来を見据えた地域での
発達支援」

発達障がいのあるこどもたちが成長し社
会に巣立つ課程について専門家の視点
から情報を提供する公開講座です。

県立広島大学三原
キャンパス

三原地域連携推進協
議会・県立広島大学

無料
県立広島大学三原地
域連携センター
0848-60-1200

10月10日,17日,24日

公開講座「医療処置を
受ける子どもと家族へ
の小児看護ケアモデル
実践講座」

小児看護ケアモデルを活用した日頃の
実践の振り返りと情報交換を通して看護
実践を考える公開講座です。

県立広島大学三原
キャンパス

県立広島大学
県立広島大学三原地
域連携センター
0848-60-1200

10月16日
三原シティカレッジ「知っ
て，学んで考えよう！」

介護サービスが必要になったときの自分
のケアプランを考える公開講座です。

県立広島大学三原
キャンパス

三原地域連携推進協
議会・県立広島大学

無料
県立広島大学三原地
域連携センター
0848-60-1200

10月19日,11月16日
三原シティカレッジ「プレ
イバックシアター体験」

プレイバックシアターという即興劇を体験
する公開講座です。

県立広島大学三原
キャンパス

三原地域連携推進協
議会・県立広島大学

無料
県立広島大学三原地
域連携センター
0848-60-1200

10月25日,26日
三原シティカレッジ「園
芸福祉講座2019」

植物にふれることがもたらす効果につい
て，講義と実習を通して理解する公開講
座です。

県立広島大学三原
キャンパス

三原地域連携推進協
議会・県立広島大学

無料
県立広島大学三原地
域連携センター
0848-60-1200

10月26日

公開講座「子ども虐待世
帯への支援とそのチー
ムマネジメント－発生要
因に即した支援体制づく
りに向けて－」

子ども虐待の発生要因と支援連携につ
いて，講義と演習を通して考える，子ども
虐待対応機関の専門職等を対象者とす
る公開講座です。

サテライトキャンパス
ひろしま

県立広島大学
県立広島大学三原地
域連携センター
0848-60-1200

令和元年度「ひろしま教育の日」の関連事業
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【三原市】

実施日 行事名 行事の概要（内容） 場所・会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ 問合せ先

令和元年度「ひろしま教育の日」の関連事業

11月2日～24日
池田重子コレクション
帯留に遊ぶ　和装のお
しゃれ展

本展では，池田重子コレクションの中か
ら帯留を中心に，半襟や和装小物などを
コーディネイト例と共に展示します。合わ
せて，三原市ゆかりの彫金家・清水南山
の帯留やそのスケッチを展示し，郷土作
家を顕彰します。

三原リージョンプラザ
展示ホール

三原市，三原市教育
委員会

【三原市ＨＰ】へ掲載予定
http://www.city.mihara.hiro

shima.jp/

三原市教育委員会
文化課
0848-64-9234

11月9日,10日
県立広島大学三原キャ
ンパス大学祭
「第24回浮城祭」

学生企画による多彩なイベントを開催し
ます。

県立広島大学三原
キャンパス

県立広島大学 無料

県立広島大学三原キャ
ンパス
教学課
0848-60-1126
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【尾道市】

実施日 行事名 行事の概要（内容） 場所・会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ 問合せ先

9月14日 ～10月14日 第９回マンガ大賞展
市内在住か通学している小・中・高生を
対象に《１コマの部》《４コマの部》の作品
を公募し，応募作品を展示します。

おのみち歴史博物館
受付エントランス

尾道市 無料
尾道市
文化振興課
0848-20-7514

9月28日 ～11月4日
おのみち歴史博物館特
別展

特別展「村上海賊と瀬戸内海の城」を開
催します。（今治市村上水軍博物館・因
島水軍城との巡回展です。）

おのみち歴史博物館 尾道市教育委員会

大人200円
中学生以下無

料
（10月以降入館
料210円（消費

税改定に伴う料
金変更）

尾道市
文化振興課
0848-20-7492

10月1日 ～20日 児童作品展
町内の小学生が制作した絵画などの作
品展示です。

尾道市立みつぎ子ど
も図書館

尾道市立みつぎ子ど
も図書館

無料
尾道市立みつぎ子ども
図書館
0848-76-3113

10月3日 ～11月10日 因島観光写真展

因島図書館開館25周年を記念して，因
島の魅力を再発見する展示をします。第
32回いんのしま観光写真コンテスト受賞
作品32点の展示です。

尾道市立因島図書館 尾道市立因島図書館 無料
尾道市立因島図書館
0845-22-8660

10月6日 農業講習会
「畑の作業　コツと裏ワザ」と題して，農
山漁村文化協会の講師に指導いただき
ます。

尾道市立因島図書館 尾道市立因島図書館 無料
尾道市立因島図書館
0845-22-8660

10月11日 ～11月11日
学校選択制度に係る
オープンスクール・授業
公開

授業公開，自由参観等を行います。
公開日は学校ごとに設定しています。

市内各小中学校 尾道市教育委員会 無料

尾道市教育委員会
教育指導課
学事係
0848-20-7474

10月12日 科学脳トレ講座

秋の読書週間にちなみ，最新の科学の
話題，脳のトレーニング，簡単な工作を
杉本先生（鳥取大学名誉教授）に指導い
ただきます。

尾道市立因島図書館 尾道市立因島図書館 無料
尾道市立因島図書館
0845-22-8660

10月19日 ～11月17日
吉田路子切り絵展「葛
原しげる詩の世界」

秋の読書週間にちなみ，童謡詩人・葛原
しげるの詩とその情景が浮かぶ切り絵を
7点展示し，葛原しげる作詞の因島小中
学校の校歌も掲示します。

尾道市立因島図書館 尾道市立因島図書館 無料
尾道市立因島図書館
0845-22-8660

令和元年度「ひろしま教育の日」の関連事業
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【尾道市】

実施日 行事名 行事の概要（内容） 場所・会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ 問合せ先

令和元年度「ひろしま教育の日」の関連事業

10月20日 ,11月17日 英語のおはなし会
幼児・小学生を対象にした英語の絵本の
読み聞かせです。

尾道市立みつぎ子ど
も図書館

尾道市立みつぎ子ど
も図書館

無料
尾道市立みつぎ子ども
図書館
0848-76-3112

10月22日 ～31日 平和ポスター展
町内の中学生が平和をテーマに制作し
たポスターを展示します。

尾道市立みつぎ子ど
も図書館

尾道市立みつぎ子ど
も図書館

無料
尾道市立みつぎ子ども
図書館
0848-76-3114

10月25日 小学校
10月23日 中学校

全小中学校音楽コン
クール

全小中学校が課題曲と自由曲の２曲を
合唱し，グランプリ校を選出します。

しまなみ交流館 尾道市教育委員会 無料

尾道市教育委員会
教育指導課
確かな学力育成係
0848-20-7455

10月26日
｢わくわく」おはなしフェス
タ

幼児から小学生を対象としたおはなし会
です。うたあそびや大型絵本・大型紙芝
居などが楽しめます。ブックトークもあり
ます。

尾道市立向島子ども
図書館「わくわく」

尾道市立向島子ども
図書館「わくわく」

無料
尾道市向島子ども図書
館
0848-44-0114

10月26日 ～27日
第14回瀬戸田地区文化
祭

尾道市文化協会瀬戸田地区会員による
美術作品等展示，舞台発表です。

瀬戸田市民会館ほか
尾道市文化協会（瀬
戸田地区）

無料
尾道市
文化振興課
0848-20-7514

10月27日
第４回文化講座　「平田
玉蘊と江戸時代の女性
画家」

江戸時代の女性画家を紹介しながら，平
田玉蘊の生涯と画業の特色を考える講
座です。

尾道市立中央図書館 尾道市立中央図書館 無料
尾道市立中央図書館
0848-37-4946

10月27日 吹奏楽コンサート
町内の中学生・高校生による吹奏楽コン
サートです。

尾道市立みつぎ子ど
も図書館

尾道市立みつぎ子ど
も図書館

無料
尾道市立みつぎ子ども
図書館
0848-76-3115

10月27日
第18回高校生おのみち
演劇祭

高校生演劇の尾三地区予選会です。 しまなみ交流館 尾道市文化協会 無料
尾道市
文化振興課
0848-20-7514

11月1日 ～7日
おのみち「心の元気
ウィーク」

①道徳の時間の授業公開を行います。
（全学級）
②児童生徒，教職員，保護者及び地域
住民による地域貢献活動を行います。

市内各小中学校及び
その周辺地域

尾道市教育委員会 無料

尾道市教育委員会
教育指導課
豊かな心と体育成係
0848-20-7454

11月2日 おはなしと音を楽しむ会 読み聞かせとミュージックケアです。 瀬戸田市民会館
尾道市立瀬戸田図書
館

無料
尾道市立瀬戸田図書
館
0845-27-1877
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【尾道市】

実施日 行事名 行事の概要（内容） 場所・会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ 問合せ先

令和元年度「ひろしま教育の日」の関連事業

11月3日
尾道小径散策秋の茶会
2019

文化協会所属の4流派による茶会を開催
します。

浄土寺 尾道市文化協会
前売り600円
当日700円

尾道市
文化振興課
0848-20-7514

11月3日
第5回文化講座　「尾道
三町物語～『尾道町を
ゆく』から～」

尾道町内に散在する歴史的・民族的・文
化的スポットや話題を拾い出しながら，
尾道の町を表に裏にめぐってみる講座で
す。

尾道市立中央図書館 尾道市立中央図書館 無料
尾道市立中央図書館
0848-37-4946

11月9日 おはなし会
絵本や紙芝居の読み聞かせ，エプロン
シアターなどです。

尾道市立瀬戸田図書
館

尾道市立瀬戸田図書
館

無料
尾道市立瀬戸田図書
館
0845-27-1877

11月9日 ～10日 市民音楽芸能祭2019 音楽，芸能団体による舞台発表です。 しまなみ交流館
尾道市・尾道市文化
協会

無料
尾道市
文化振興課
0848-20-7514

11月9日 ～10日
因島地区総合文化祭
2019

尾道市文化協会因島地区会員による舞
台発表，美術作品展示，囲碁や将棋の
広場を開催します。

因島市民会館ほか
尾道市文化協会（因
島地区）

無料
尾道市
文化振興課
0848-20-7514

11月13日 ～17日
第37回尾道市文化協会
総合文化祭「尾道の美
展2019」

尾道市文化協会美術，華道部会員によ
る作品展示です。

尾道市民センターむ
かいしま

尾道市文化協会 無料
尾道市
文化振興課
0848-20-7514

11月15日 ～26日 人権作品展
町内の保育所・小学校・中学校の子ども
たちが制作した絵画，作文・標語を展示
します。

尾道市立みつぎ子ど
も図書館

尾道市立みつぎ子ど
も図書館

無料
尾道市立みつぎ子ども
図書館
0848-76-3116

11月16日
本とあそぼう全国訪問
おはなし隊

おはなしえほんバスがやってきて，絵本
の見学や読み聞かせをします。

尾道市立みつぎ子ど
も図書館

尾道市立みつぎ子ど
も図書館

無料
尾道市立みつぎ子ども
図書館
0848-76-3117

11月23日
進藤義武弦楽四重奏団
クラシックコンサート

市民に本格的クラッシック音楽を無料で
楽しんでいただくため，弦楽四重奏の演
奏会を開催します。

尾道市立中央図書館 尾道市立中央図書館 無料
尾道市立中央図書館
0848-37-4946

11月24日
進藤義武弦楽四重奏団
クラシックコンサート

因島図書館開館25周年を記念して，弦
楽四重奏曲２曲の演奏会をクラシック専
用ホールで開催します。

瀬戸田ベル・カント
ホール

尾道市立因島図書館 無料
尾道市立因島図書館
0845-22-8660

11月27日 ～12月12日 昆虫スケッチ展
近隣で見つけた昆虫のスケッチ作品を
展示します。

尾道市立みつぎ子ど
も図書館

尾道市立みつぎ子ど
も図書館

無料
尾道市立みつぎ子ども
図書館
0848-76-3118
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【福山市】

実施日 行事名 行事の概要（内容） 場所・会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ 問合せ先

10月10日～12月1日
戦国の争乱から太平の
世へ－戦国時代から江
戸時代初期の芸備－

戦国時代，大内氏や尼子氏などの大勢
力に囲まれる中，次第に勢力を伸ばして
いった毛利氏の動向や，その後の福島
正則・水野勝成の治世の様子を広島県
内外の古文書や考古資料などを中心に
紹介します。

広島県立歴史博物館 広島県立歴史博物館
https://www.pref.hiroshima.l
g.jp/site/rekishih/

広島県立歴史博物館
084-931-2513

10月26日 技能祭
職業能力開発施設の訓練内容を紹介す
る多彩なイベントを開催します。（ものづく
り体験，公開実習など）

県立福山高等技術専
門校

県立福山高等技術専門
校

無料
【広島県ＨＰ】
https://www.pref.hiroshima.l
g.jp/soshiki/185/

県立福山高等技術専
門校　04-951-0260

10月29日～11月3日
（広島県立美術館）
11月19日～24日
（ふくやま美術館）

あいサポートアート展 障害のある方の芸術作品の展示会
広島県立美術館，
ふくやま美術館

広島県 無料
https://www.pref.hiroshima.l
g.jp/soshiki/62/aiartr1.html

広島県障害者支援課
082-513-3155

11月2日～3日
第19回広島県高校生ス
ペシャリストの祭典

地域や産業界の協力を得て，専門高校
等で学ぶ生徒が産業教育に関する学習
の成果を発表・展示することにより，産業
教育の活性化を図ります。

広島県立歴史博物
館，福山市ものづくり
交流館，福山城公園

第19回「広島県高校
生スペシャリストの祭
典」実行委員会

無料
高校教育指導課
082-513-4998

11月3日
ふくやま子どもフェスティ
バル2019

　子ども対象の体験型イベントで，1999
年度より毎年開催しています。2014年度
からは中心市街地の秋のイベントの一
環として，中央公園を会場に「ふくやまバ
スまつり」等と共同開催し，駅前周辺に
おける一体的な事業として取り組んでい
ます。
　また，中・高校生を中心とした公募ボラ
ンティアが多数参加しており，各コーナー
の運営スタッフとして活動しています。

まなびの館ローズコ
ム，
中央公園

ふくやま子どもフェス
ティバル実行委員会

jinken-
shougaigakushuu@city.fukuy
ama.hiroshima.jp

中部生涯学習センター
084-932-7265

11月17日
けんみん文化祭ひろし
ま’19「芸能・銭太鼓の
祭典」

県民の皆様の文化活動の発表，鑑賞，
交流の場として開催する「けんみん文化
祭ひろしま」の「芸能・銭太鼓」分野の発
表です。

福山市沼隈サンパル
けんみん文化祭ひろ
しま実行委員会

無料

けんみん文化祭ひろしま’
19：
http://www.hiroshima-
kenbunsai.jp/

広島県文化芸術課
082-513-2722

令和元年度「ひろしま教育の日」の関連事業
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