
 10月に開催予定の「滋賀教育月間」関連事業

1 10月1日（日） 第24回滋賀県ジュニア音楽祭 普段接することのない小学生と中学生が一堂に会し演奏を披露します。
県立石山高等学校
湖声ホール

演奏者：県内小・中
学生（申込者）
鑑賞者：自由

演奏者29名
鑑賞者：約80名

県立石山高等学校 077-537-3867

2

10月1日（日）、15日
（日）、28日（土）
11月23日（木・祝）
12月2日（土）

親子で挑戦！着物の端切れで軸を作ろう 着物の端切れで掛け軸をつくるワークショップ（全5回） 近江八幡図書館 親子（5歳以上）
20組
（材料費ひとり
1,000円）

近江八幡図書館 0748-32-4090

3 10月4日（水） 人権統一ＬＨＲ(1年生)
視覚障害の方と盲導犬を講師に招き『盲導犬とともに』という演題で講演をしていただき
ます。

県立信楽高等学校
体育館

1年生全員、保護者 61名＋保護者 県立信楽高等学校 0748-82-0167

4
10月4日(水)
～6日(金)

八幡東中学校健康フォーラム 健康についての講座を聞き、今後の生活について考える機会とします。 近江八幡市立八幡東中学校 生徒、保護者、一般 -
近江八幡市立八幡東中学
校

0748-37-1112

5
10月5日（木）
6日（金）

文化祭
・芸術体験活動
・ステージ発表
・作品見学等

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
関係者等

約55人 県立守山養護学校 077-583-5857

6 10月6日（金） 稲刈り
5月に地域の方の協力を得ながら生徒たちが田植えしたもち米の稲刈りをします。地域の
方にも応援していただきます。

県立甲良養護学校
高等部生徒、教職
員、地域の方々等

約30名 県立甲良養護学校 0747-38-4880

7 10月6日（金） 八幡西中学校文化祭 合唱コンクール、音楽鑑賞、意見発表、教科展示、部活動の発表等を行います。 近江八幡市立八幡西中学校 生徒、保護者、一般 - 近江八幡市八幡西中学校 0748-34-8383
8 10月6日（金） 安土中学校天正祭 学級劇、学年劇、学年展示、教科展示、部活動の発表等を行います。 近江八幡市立安土中学校 生徒、保護者、一般 - 近江八幡市安土中学校 0748-46-2157

9 10月6日（金） 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

10 10月6日（金） 親子人権研修会 森圭一郎さんを招いての人権コンサート 湖南市立下田小学校 生徒とその保護者 － 湖南市立下田小学校 0748-75-0004

11 10月6日（金） 『滋賀教育の日』授業公開
小・中学校教員、その他県立学校教員、保護者、地域の方々に本校の教育内容を知ってい
ただくことを目的とし、公開授業ならびに、学校説明を行います。

県立愛知高等養護学校
第1棟3階の教室、食品加工
棟、農場等

市町教育委員会関係
者、地域の小・中学
校教員、保護者、地
域の方々

約60人 県立愛知高等養護学校 0749-49-4000

12 10月7日（土）
地域交流事業
「電気安全教室とものづくり」

本校「電気類型」の日頃の取組を紹介するとともに、生徒による「電気安全教室」と「も
のづくり教室」を開催します。

県立長浜北星高等学校
電気実習棟

地域の方々 20人
県立長浜北星高等学校
情報電子テクノロジー系
列 電気類型

0749-62-3370

13 10月7日（土） 「滋賀教育の日」に係る授業公開 授業公開 県立愛知高等学校

保護者、同窓会、愛
荘町内の保育園・幼
稚園・小学校・中学
校の方々

- 県立愛知高等学校 0749-42-2150

14
10月7日（土）
～9日（月）

近江学園作品展示 近江学園生徒様による作品展示
イオンモール草津
2階イオンホール

一般 － 県立近江学園 0748-77-2811

15
10月7日（土）
～11月5日（日）

特別陳列
「歴史の中の女性（歴史資料編）」

館蔵の浅井長政夫人（お市の方）画像をはじめ、女性に関係した歴史資料を紹介します。

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 ※10月21日～11月5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
第2常設展示室内

一般 - 県立安土城考古博物館 0748-46-2424

16 10月9日（月・祝）
「戦国の近江」地域の魅力発信事業・東
京シンポジウム「戦国近江の幕開け」

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。

国立オリンピック記念青少
年総合センター

一般 300人
滋賀県教育委員会事務局
文化財保護課

0748-46-6144

17 10月11日（水） 学校公開日
長休みから下校（10時20分～14時40分）までの児童の学習・生活の様子を自由に参観でき
ます。

草津市立笠縫東小学校 保護者、地域の方々 約400人 草津市立笠縫東小学校 077-564-4391

18
10月11日（水）
～13日（金）

東っ子作品展 全校児童の絵画作品（2学期に描いたもの）を各教室前廊下に展示します。 草津市立笠縫東小学校 保護者、地域の方々 約420人 草津市立笠縫東小学校 077-564-4391

19 10月13日（金）
滋賀県立膳所高等学校
ＰＴＡ会員研修会

関西学院大学、かねふくめんだいパーク等を訪問します。
関西学院大学、かねふくめ
んだいパーク等

ＰＴＡ会員 約145人 県立膳所高等学校ＰＴＡ
077-523-2304
（県立膳所高等学校
総務課）

20 10月14日（土） 平成29年度第2回学校説明会 中学生とその保護者対象に本校の説明会を実施します。
県立彦根高等学校
体育館等

県内中学生とその保
護者

約200人 県立彦根東高校 0749-22-4800

21 10月14日（土） ＰＴＡ研修旅行 ＰＴＡ会員の見聞を広めるとともに、子どもの進路選択についての知識を学びます。 龍谷大学等 ＰＴＡ会員 約70人 県立八幡商業高等学校 0748-32-2072

22 10月14日（土）
青少年育成大会
ＰＴＡ教育講演会

青少年育成大会
「私の思い2017」中学生の意見発表、あいさつ運動標語入賞者表彰
ＰＴＡ教育講演会
「今、求められる家庭の教育力」講師：大日向雅美氏

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300人

・米原市青少年育成市民
会議
・米原市ＰＴＡ連絡協議
会

0749-55-8104

23 10月14日（土） 学校公開 本校の3限目、4限目の授業を公開します。 県立安曇川高等学校 保護者 -
県立安曇川高等学校
教務課

0740-32-0477

24 10月14日（土） 沖島小学校オープンスクール 学習参観、沖島太鼓見学、学校説明等 近江八幡市立沖島小学校 児童、保護者 - 近江八幡市立沖島小学校 0748-33-9515

25
10月14日（土）
15日（日）

京都国際映画祭にちなんだワークショッ
プ

・吉本芸人さんと行うアテレコ声優講座
・アクション俳優講座
・キッズショートフィルムプロジェクト表彰式等

イオンモール草津
1階セントラルコート

一般 －
株式会社プランニングオ
フィスエスエムエス

090-4642-6242

26
10月14日（土）
～11月26日（日）

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―」

民具資料に記された文字情報から、今は博物館に収蔵される民具がどこでだれの手で作ら
れ、栗東へやってきたのかを明らかにします。

栗東歴史民俗博物館 一般 - 栗東歴史民俗博物館 077-554-2733

27 10月15日（日） 2017びわ湖高島栗マラソン
・ハーフマラソンの部
・クォーターマラソンの部
・2㎞の部

マキノピックランド 一般 2,500人
びわ湖高島栗マラソン実
行委員会

0740-32-4459

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
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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

28 10月15日（日）
RISSミュージアムロビーコンサート30
～森からとび出した音・おと・音たち～

博物館と音楽振興会の共催企画コンサート。博物館ロビー磨崖仏（複製）前で美しい音楽
をお楽しみください。
【出演】
ピアチェーレ（ミュージックベル）
小さなピアニスト
　・竹田晴稀（中1）
　・寒川結乃（小3）、寒川忠良（お父さん）
　・飯島真愛（中1）
　・元川琴琳（高2）
田中靖二（クラシックギター）

栗東歴史民俗博物館 一般 -

・栗東歴史民俗博物館栗
東音楽振興会（栗東芸術
文化会館さきら 内）
・栗東歴史民俗博物館

077-551-1455
077-554-2733

29 10月15日（日） よし笛コンサート

博物館が所在する近江八幡市の水郷から生まれたよし笛とピアノの音色を楽しんでいただ
きます。

参加費：無料
※展示をご覧になる場合は入館料が必要です。

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

30 10月15日（日） ハロウィンのおはなし会
ハロウィンのおはなし（日本語＆英語）や、やさしい英語のゲーム、簡単な工作など
仮装しての参加も大歓迎！

米原市民交流プラザ
（ルッチプラザ）

幼児～小学生とその
保護者

約50人 米原市立山東図書館 0749-55-4554

31 10月16日（月） 一日参観
全授業を保護者、地域の方々に公開します。児童作家の今関信子さんと琴奏者の麻植美弥
子さんを迎え、本と琴とのコラボレーションを楽しむ授業もあります。また、全学年で1
時間ずつビブリオバトルに取り組みます。6校時にはクラブ活動を公開します。

草津市立南笠東小学校
図書室、各教室

保護者、地域の方々 約230人 草津市立南笠東小学校 077-562-9540

32 10月17日（火） 中学生保護者対象学校説明会 県内の中学校第３学年の保護者を対象に、本校の特色や教育内容を説明します。
八幡商業高等学校
セミナーハウス

中学校3年生保護者 約50人 県立八幡商業高等学校 0748-32-2072

33 10月18日（水）
水曜神仏語り講座
「観音さん－観音菩薩の信仰と美術－」

毎月第3水曜日は神仏語りの日として、当館の山下立学芸員が、宗教美術について語りま
す。
※8月16日中止分の振替講座です。

講師：山下立（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人（先着順） 県立安土城考古博物館 0748-46-2424

34

10月22日（日）

(プレイベント)
10月21日（土）

滋賀けんせつみらいフェスタ2017
建設業のしごとを、『見て』・『体験できる』イベントです！
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！

大津港イベント特設会場
（京阪浜大津駅より徒歩2
分）

一般 -
県庁監理課
技術管理室

077-528-4125

35 10月18日（水） 人権統一ＬＨＲ(２年生)
滋賀県平和祈念館の出前授業として、『平和の尊さと命の大切さ』の演題で講演をしてい
ただきます。

県立信楽高等学校
体育館

2年生全員、保護者 66名＋保護者 県立信楽高等学校 0748-82-0167

36 10月18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

37
10月18日（水）、25日
（水）、11月28日
（火）、29日（水）

秋のミニコンサート
地域の音楽家の方々によるミニコンサート
（いずれも13時20分～13時45分）

草津市立老上西小学校
音楽室、大階段

児童、教職員、保護
者、地域の方々

約100人 草津市立老上西小学校 077-566-2401

38 10月19日（木） 保護者対象授業公開 本校保護者に授業を公開します。
県立守山中学・高等学校
各教室

中学生の保護者 - 県立守山中学・高等学校 077-582-2289

39 10月19日（木） 授業公開
近隣の小・中・高等学校の教員、本校の保護者および地域の住民に対し、授業を公開する
ことで、本校の実情を理解していただき、今まで以上に地域に根ざした学校を目指しま
す。また、本校教員の授業改善に役立てます。

県立水口高等学校
教室、体育施設等

近隣学校の教員、保
護者、地域の方々

- 県立水口高等学校 0748-62-4104

40 10月21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（10月11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

41 10月21日（土） 親子遺跡発掘体験 市内に残る古代の遺跡を発掘します。
榊差遺跡
（草津市野路町）

草津市内に通学する
小・中学生
※小学生は保護者同
伴

約30人
草津市教育委員会事務局
文化財保護課

077-561-2429

42
10月21日（土）
22日（日）

ご当地キャラ博in彦根
本校のマスコットキャラクターの「てんぱちくん」のブースを設け、本校のＰＲと販売実
習を行います。

彦根市京橋駐車場
夢京橋キャッスルロード

一般 約9万人 県立八幡商業高等学校 0748-32-2072

43 10月21日（土）
男女共同参画事業
平成29年度近江八幡市「中央公民館講
座」

3人の女性によるパネルディスカッション
テーマ「女性が活躍できるまちづくり」

ひまわり館
2階研修室

一般 約50人
近江八幡市教育委員会事
務局生涯学習課

0748-36-5533

44
10月21日（土）
～12月3日（日）

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－」

青銅器や鋳造関係遺物をはじめ、県内の主要な遺跡および同時代の近畿や東海地域の関連
遺物を展示し、近江の弥生時代の特徴を紹介します。

入館料：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
企画展示室

一般 - 県立安土城考古博物館 0748-46-2424

45 10月22日（日） 近江八幡市「2017人権フェスティバル」

・人権講演会
・コンサート
・アトラクション（ジャグリング・バルーンアート）
・販売コーナー（チヂミ・ブラジルスナック等）

安土文芸セミナリヨ
あづちマリエート前駐車場

一般 -
近江八幡市人権・市民生
活課

0748-36-5881

46 10月22日（日）
【子どものためのコンサート＆ワーク
ショップ】こんな楽器知ってる？―チェ
ンバロ

チェンバリスト中野振一郎さんによるミニコンサートと楽器についてのワークショップ 近江八幡図書館 親子（小学生以上）
100人
（無料）

近江八幡図書館 0748-32-4090
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番
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47 10月22日（日）
【歴史講演】世界を動かした日本 そして
近江商人

作家中野順哉さんによる歴史講演とチェンバリスト中野振一郎さんによる演奏のコラボ
レーション

近江八幡図書館 一般（大人）

100人
(入場料【市民】
500円、【その他】
1,000円)

近江八幡図書館 0748-32-4090

48 10月22日（日） 喜久屋書店にる絵本読み聞かせ会 読み聞かせスタッフによる絵本読み聞かせ会
イオンモール草津
2階イオンホール

一般 －
喜久屋書店
イオンモール草津店

077-516-1118

49
10月23日（月）
～25日（水）

保護者対象授業公開 本校保護者に授業を公開します。
県立守山中学・高等学校
各教室

保護者(中・高) - 県立守山中学・高等学校 077-582-2289

50 10月25日（水） 防災キャンプフォーラム
滋賀県で実施した防災キャンプの事例発表と講演をとおして、子どもたちが主体として参
画する防災教育に係る体験活動の成果を共有し、活動の啓発や推進を図ります。

滋賀県危機管理センター
1階大会議室

地域において子ども
の体験活動や防災教
育に関わる団体・指
導者等

100名
（先着順）

滋賀県教育委員会事務局
生涯学習課

077-528-4654

51 10月25日（水） 祖父母参観 授業の参観 湖南市立三雲小学校 祖父母 － 湖南市立三雲小学校 0748-72-0025

52 10月25日（水）
たのしい音楽会
（音楽参観）

学年合唱・合奏
草津市立矢倉小学校
体育館

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

53 10月27日（金） 文化祭①
・高等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

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

54 10月27日（金） 平成29年度近江八幡市「市民大学講座」
講演「人と環境を考えた食料生産をめざして」
講師：森太郎氏（滋賀大学教育学部准教）

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

55 10月27日（金） 道徳教育研究発表大会
平成29・30年度文部科学省・滋賀県教育委員会「道徳教育の抜本的改善・充実に係る支援
事業」一年次発表会

湖南市立菩提寺小学校
県内教職員、地域の
方々

－ 湖南市立菩提寺小学校 0748-74-1755

56
10月27日（金）
28日（土）

学習発表会 本校の児童生徒によるステージ発表や作品展示を行います。 県立甲良養護学校
児童生徒、教職員、
地域の方々等

約350名 県立甲良養護学校 0747-38-4880

57
10月27日（金）
11月23日（木・祝）
～26日（日）

野洲文化芸術祭2017

野洲市文化協会加盟団体が中心となり、冠句巻開き、お茶会、舞台発表、作品展示会を開
催します。
①冠句巻開き：10月27日（金）
②舞台発表：11月23日（木・祝）、25日（土）、26日（日）
③作品展示：11月23日（木・祝）～26日（日）
④お茶会：11月26日（日）

①コミュニティセンターし
のはら
②野洲文化ホール
③野洲文化小劇場
④コミュニティセンターや
す

一般 約2,000人
野洲市教育委員会事務局
生涯学習スポーツ課

077-587-6053

58 10月28日（土） 第21回文化祭

・各学部ステージ発表
・各学部展示発表
・交流校の児童生徒作品展示
・地域の事業所の作品展示

県立新旭養護学校
体育館、校内

保護者、地域の方々 - 県立新旭養護学校 0740-25-6810

59 10月28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。

龍潭寺周辺
（彦根市古沢町）

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

60 10月28日（土） 島小学校オープンスクール 学習参観、演奏会、学校説明等 近江八幡市立島小学校 児童、保護者 - 近江八幡市立島小学校 0748-32-3510

61 10月28日（土） 校内音楽会 学年ごとに音楽科における学習の成果を全校児童および保護者の前で発表します。 湖南市立下田小学校 児童とその保護者 － 湖南市立下田小学校 0748-75-0004

62 10月28日（土）
第26回親子ふれあいウオークラリー
　～2017東海道阿山コース～

道の駅あやまから甲西中学校まで、約29㎞の道のりを、全校生徒と保護者が踏破します。 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

63 10月28日（土）
ウォークラリー
かふかコース

甲賀市のかふか生涯学習館から日枝中学校まで、約23kmの道のりを、全校生徒と保護者が
踏破します。

湖南市立日枝中学校 生徒とその保護者 － 湖南市立日枝中学校 0748-75-1158

64 10月28日（土） むすび座による人形劇会
・草津市による子育て支援講座
・むすび座による人形劇会

イオンモール草津
2階イオンホール

一般 先着100名
草津市子ども子育て推進
課

077-561-6958

65

【全体会】
10月28日（土）
【分科会】
10月29日（日）

第61回
滋賀県人権教育研究大会（野洲大会）

「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
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
究大会を開催します。個人の参加も可能で、当日参加も受けつけます。

野洲文化ホール他 制限なし 約3,000人
滋賀県教育委員会事務局
人権教育課

077-528-4592

66
10月28日（土）
11月25日（土）

子ども文化財探訪
・小谷城（10/28）
・鴨稲荷山古墳（11/25）

文化財専門職員の案内で城跡や古墳、近くの資料館を巡る子ども向け文化財探訪を開催し
ます。

・史跡小谷城跡と戦国歴史
資料館（10/28）
・県指定史跡鴨稲荷山古墳
と歴史民俗資料館
（11/25）

小・中学生とその保
護者

各回30人（要申
込）

滋賀県教育委員会事務局
文化財保護課

077-528-4675

67 10月29日（日）
第4回FAIRY TRAILびわ湖高島
トレイルランニングinくつき

・スーパーロングコース 60㎞
・ロングコース 40㎞
・ショートコース 18㎞

グリーンパーク想い出の森 16歳以上 1,000人
ＪＴＢ大津支店内1階
高島くつきトレイルラン
レース実行委員会事務局

077-522-4103

68 10月29日（日） 図書館まつり2017

・木の実クラフトとミニブックトーク
・甲賀の古文書講座
・布絵本展示
・オープンカフェ
・資料のリユース

甲南図書交流館 一般 約200人
・甲賀市教育委員会事務
局社会教育課
・甲賀市図書館

0748-86-1504
（甲南図書交流館）

69 10月29日（日） 愛荘66かまど祭 物産展、各種イベント、演奏等 ラポール秦荘 一般 約2万人 愛荘町商工会青年部 0749-37-3951

70 10月29日（日）
男女共同参画事業
平成29年度近江八幡市「中央公民館講
座」

フォークグループ「紙ひこうき」公演
テーマ「童謡･唱歌・歌謡曲に込められた物語」

ひまわり館
1階ホール

一般 約100人
近江八幡市教育委員会事
務局生涯学習課

0748-36-5533
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71 10月29日（日）
特別陳列「歴史の中の女性（歴史資料
編）」ギャラリートーク

特別陳列「歴史の中の女性（歴史資料編）」の展示資料について、担当学芸員が詳しく解
説するギャラリートークを開催致します。（①13時30分～、②15時～）

ご案内：髙木叙子（当館学芸員）
※入館料が必要です。

県立安土城考古博物館
第2常設展示室内

一般 - 県立安土城考古博物館 0748-46-2424

72 10月29日（日） くさつ健幸ウオーク2017

スポーツ健康づくりの推進のために市内をステージとした健康イベントを開催します。
（原則、事前申込）
・15㎞の健脚コース
・8㎞の一般コース
・4㎞の散策コース
・4㎞のノルディックコース

草津川跡地公園（区間5）
de愛ひろば（主会場）

一般 約500人

くさつ健幸ウオーク実行
委員会（事務局：草津市
教育委員会事務局スポー
ツ保健課内）

077-561-2432

73 10月29日（日） 常盤学区民ふれあいまつり
～豊かな心のふるさと常盤づくり～をテーマとして、地域で活動する人たちが一堂に会し
一日楽しく過ごします。

・草津市立常盤小学校
・常盤まちづくりセンター

常盤学区民 約1,200人
・常盤協議会
・草津市立常盤小学校

077-568-0001
077-568-0002

74
10月29日（日）
11月19日（日）
12月3日（日）

中高生のための近江の文化財講座美術工
芸コース

歴史や文化に興味や関心のある中高生を対象とした文化財講座を開催する。文化財専門職
員や大学教員と共に文化財からホンモノの歴史を学びます。

・コラボしが21
・三井寺

中学生・高校生
各回30人（要申
込）

滋賀県教育委員会事務局
文化財保護課

077-528-4675

75
10月29日（日）
～11月2日（火）

学習公開日 1日の授業のうちでいつ参観していただいてもよいように学校公開を実施します。 草津市立常盤小学校 保護者 約260人 草津市立常盤小学校 077-568-0002

76 10月30日（月）
夢・未来教室
～ようこそ先輩ただ今授業中～

若手漫画家として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
図工室

保護者、地域の方々 約20人 草津市立笠縫東小学校 077-564-4391

77 10月30日（月） 人権教育講演会 元不登校バンドがおくる心の授業ＪＥＲＲＹＢＥＡＮＳのトーク＆ライブ
草津市立高穂中学校
体育館

－ 約930人 草津市立高穂中学校 077-565-3611

78
10月30日（月）
～11月2日（木）
11月5日（日）

公開授業週間 本校保護者に授業を公開します。 県立信楽高等学校 保護者 - 県立信楽高等学校 0748-82-0167

79 10月31日（火）
地域交流（金田コミュニティーセン
ター）

本校環境化学科生徒が地元の方々と連携し、黒橋川の水質調査を行います。 近江八幡市黒橋川流域
生徒、金田学区の
方々

約10人 県立八幡工業高等学校 0748-37-7227

80
10月31日（火）
11月1日（水）

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
県立堅田高等学校
各教室、体育館、グラウン
ド

保護者、地域の
方々、学校評議員
中学校教員等

- 県立堅田高等学校 077-572-1206


