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10月11日～13日 養父市立高柳小学校 養父市立高柳小学校 オープンスクール オープンスクール（公開授業）を実施します。
養父市立高柳小学校
079-662-2058

10月13日
養父市立高柳小学校
ＰＴＡ

養父市立高柳小学校 教育講演会 助産師さんによる命の授業を実施します。
養父市立高柳小学校
079-662-2058

10月15日 養父市、養父市教育委員会 八鹿文化会館ホール
関西学院グリークラブ
養父市公演

2016全日本合唱コンクール全国大会金賞受賞、合唱
界をリードする男性合唱の素晴らしさを披露します。

養父市立八鹿公民館
079-662-6141

10月16日～22日 養父市立養父中学校 養父市立養父中学校
人権集会
オープンスクール

人権週間及び人権に関する学年展示・意見発表・
講演会を実施します。

養父市立養父中学校
079-664-1001

10月19日 養父市立養父小学校
養父市立養父小学校
校区内マラソンコース

マラソン大会 校区内のマラソンコースを走ります。
養父市立養父小学校
079-665-0300

10月20日～22日
やぶ文化祭実行委員会・養
父市・養父市教育委員会

養父市養父公民館 第52回やぶ文化祭
市民が集い、日頃の学習の成果を披露します。市民作
品展、テーマ作品展、芸能祭等を開催します。

やぶ文化祭実行委員会
事務局
079-664-1141

10月28日,29日
関宮文化祭実行委員会・養
父市・養父市教育委員会

養父市立関宮公民館周辺 第50回関宮文化祭

市民が集い、日頃の学習の成果を披露します。市民作
品展、テーマ作品展、芸能祭等を開催します。第50回
の節目に、特別展として「なつかしの写真展（仮題）」を
開催します。

関宮文化祭実行委員会
事務局
079-667-2331

10月30日～11月4日 養父市立大屋中学校 養父市立大屋中学校 オープンスクール 学習状況及び文化祭への準備を公開します。
養父市立大屋中学校
079-669-0111

11月
養父市立大屋小学校
ＰＴＡ

天滝 西谷地区交流会 天滝祭り及び天滝登山に参加します。
養父市立大屋小学校
079-669-0016

11月
養父市立大屋小学校
ＰＴＡ

口大屋公民館 口大屋地区交流会 口大屋地区文化祭に参加します。
養父市立大屋小学校
079-669-0016

11月1日 養父市立伊佐こども園 養父市立伊佐こども園
ふるさと教育事業
やきいも大会

お年寄りと一緒にやきいも体験をします。
養父市立伊佐こども園
079-662-2528

11月3日 養父市立養父中学校 養父市立養父中学校 第２９回文化祭
各教科での作品展示、合唱コンクール、演劇等を
実施します。

養父市立養父中学校
079-664-1001

11月3日 養父市立
関宮中学校
養父市立 関宮公民館
ノビアホール

養父市立関宮中学校
文化祭演劇や合唱など取組の発表を実施します。
養父市立関宮中学校
079-667-2759

11月3日,4日 養父市立建屋小学校 養父市立建屋小学校 オープンスクール
マラソン大会、収穫祭、ふるさと劇を実施しま
す。

養父市立建屋小学校
079-666-0240

11月3日～5日
八鹿文化祭実行委員会・養
父市・養父市教育委員会・八
鹿文化協会

養父市立八鹿文化会館・八
鹿公民館・八鹿体育館・よう
か武道館

第53回八鹿文化祭

市民が集い、日頃の学習の成果を披露します。市民作
品展、特別展 内海みさ子「昭和のあそびとくらし」、音
楽と芸能の玉手箱」、各種バザーを開催します。また、
養父市造形教育展を同時開催し、幼・小・中学校の絵
画や書道の作品を併せて展示します。

八鹿文化祭実行委員会
事務局
079-662-6141

11月4日 養父市立大屋中学校 養父市立大屋中学校
養父市立大屋中学校
文化祭

演劇や合唱など取組の発表を実施します。
養父市立大屋中学校
079-669-0111

11月4日 養父市立八鹿青渓中学校 養父市立八鹿青渓中学校 教育講演会 ＳＮＳに関する教育講演会を実施します。
養父市立八鹿青渓中学
校
079-662-2237

11月4日
大屋文化祭実行委員会・養
父市・養父市教育委員会

養父市立おおやホール 第53回大屋文化祭
市民が集い、日頃の学習の成果を披露します。　音楽
と芸能のつどいを開催します。

大屋文化祭実行委員会
事務局
079-669-0120

11月12日
養父市立大屋小学校
ＰＴＡ

南谷ふれあいの家 南谷地区交流会 南谷地区文化祭に参加します。
養父市立大屋小学校
079-669-0016

11月13日～17日 養父市立八鹿青渓中学校 養父市立八鹿青渓中学校 オープンスクール
授業公開、学校生活の公開、部活動の公開及び最
終日に文化祭を実施します。

養父市立八鹿青渓中学
校
079-662-2237

11月14日～18日 養父市立伊佐小学校 養父市立伊佐小学校 オープンスクール 学習の様子を公開します。
養父市立伊佐小学校
079-662-2087

11月16日 養父市立関宮小学校 養父市立関宮小学校 学習発表会
各教科及び総合的な学習時間の成果を発表しま
す。

養父市立関宮小学校
079-667-3100

11月17日 養父市立八鹿小学校 養父市立八鹿小学校 音楽発表会 音楽を中心に学習の成果を発表します。
養父市立八鹿小学校
079-662-2185

11月18日 養父市立伊佐小学校 養父市立伊佐小学校 学習発表会 児童の学習成果を発表します。
養父市立伊佐小学校
079-662-2087

11月18日
養父市立伊佐小学校
伊佐校区自治協議会

養父市立伊佐小学校 ふれあい文化祭
午後は、伊佐校区自治協議会のふれあい文化祭を
実施します。

養父市立伊佐小学校
079-662-2087

11月18日 養父市立大屋小学校 養父市立大屋小学校 学習発表会 日頃の学習成果を発表します。
養父市立大屋小学校
079-669-0016

11月18日 養父市立広谷小学校 養父市立広谷小学校 オープンスクール 道徳の参観授業及びＰＴＡ鑑賞会を実施します。
養父市立広谷小学校
079-664-0023

11月18日
養父市教育委員会
生涯スポーツセンター

養父市教育委員会
生涯スポーツセンター
芝生広場

天体観望会 シシ座流星群観察を実施します。
養父市教育委員会
生涯スポーツセンター
079-663-2021

11月19日 養父市立高柳小学校 養父市立高柳小学校 学習発表会 各教科や総合的な学習時間の成果を発表します。
養父市立高柳小学校
079-662-2058

11月19日 養父市立宿南小学校
養父市立宿南小学校
体育館

学習発表会 日頃の学習成果を実施します。
養父市立宿南小学校
079-662-2857

11月23日 養父市立養父小学校
養父市立養父小学校
体育館

オープンスクール
学習発表会

学習発表会を見てもらいます。
養父市立養父小学校
079-665-0300

□ 養父市 □



11月23日

ひょうご民俗芸能祭養父市実
行委員会・兵庫県伝承民俗
芸能文化協会・養父市・養父
市教育委員会・兵庫県・兵庫
県教育委員会・（公財）兵庫
県芸術文化協会

養父市立ビバホール
ひょうご
民俗芸能祭inやぶ

兵庫県内に伝わる民俗芸能が集い、熱気あふれるス
テージを繰り広げます。

ふれあいの祭典ひょうご
民俗芸能祭養父市実行
委員会事務局
079-664-1141

11月25日 おおやホール文化振興会 養父市立おおやホール
「花※花」コンサート
ウｵープレイ　in おおや

女性デﾕオ「花*花」のコンサートを開催します。
養父市立大屋公民館
079-669-0120

12月2日
養父市・ビバホールチェロコ
ンクール実行委員会

養父市立ビバホール 藤原秀章チェロリサイタル
第12回ビバホールチェロコンクールにおいて第1位を受
賞した藤原秀章氏の受賞記念リサイタルです。

養父市立養父公民館
079-664-1141

12月10日
葛畑農村歌舞伎伝承会・養
父市・養父市教育委員会

養父市立ノビアホール
せきのみや
子ども歌舞伎公演

子どもたちが、地域の伝承文化である農村歌舞伎を半
年間かけて稽古をし、その成果を披露します。
演目は、「口上」「葛畑三番叟」「歌舞伎道行新口村」
「歌舞伎恋吹雪花宴」です。

養父市立関宮公民館
079-667-2331

12月11日
養父市合唱祭実行委員会・
養父市・養父市教育委員会

八鹿文化会館ホール 養父市合唱祭
市内の合唱グループが一堂に集い、日頃の練習の成
果を披露します。

養父市立八鹿公民館
079-662-6141


