
№
申請年月日
承諾年月日
(担当課)

申請者 事業名称
開催日時
会　　場

1
平成27年４月２日
平成27年４月２日
(スポーツ推進課)

静岡県野球連盟
浜名支部

「第18回浜名湖支部旗争奪中学クラブ野球
大会」

日時:平成27年５月24日(日)
　　 平成27年５月30日(土)
会場:湖西運動公園野球場、みなと
     運動公園野球場、岡中、白中

2
平成27年４月６日
平成27年４月６日

(教育総務課)

フェスティナ・レン
テ合奏団

「創立33周年記念演奏会　第４回チャリ
ティーコンサート(東北被災地支援)」

日時:平成27年８月23日(日)
会場:豊橋市民文化会館

3
平成27年４月８日
平成27年４月８日

(学校教育課)

静岡県教育研究会特
別活動研究部
湖西地区代表者

「第41回静岡県教育研究会特別活動研究部
夏季研究大会浜松・湖西大会」

日時:平成27年８月７日(金)
会場:クリエート浜松

4
平成27年４月９日
平成27年４月10日

(社会教育課)

表鷲津生涯学習推進
懇談会

「第４回チャリティ・講談＆落語in鷲津」
日時:平成27年５月９日(土)
会場:表鷲津多目的ホール

5
平成27年４月８日
平成27年４月８日

(学校教育課)

静岡県教育研究会特
別活動研究部　湖西
地区

「第41回静岡県教育研究会特別活動研究部
夏季研究大会浜松・湖西大会」

日時:平成27年８月７日(金)
会場:クリエート浜松

6
平成27年４月14日
平成27年４月14日

(学校教育課)

浜松人権啓発活動
ネットワーク協議会

「平成27年度小学生人権書道コンテスト」
期間:平成27年５月19日(火)～
　　         12月31日(木)
会場:クリエート浜松

7
平成27年４月14日
平成27年４月14日

(学校教育課)

浜松人権啓発活動
ネットワーク協議会

「平成27年度小学生人権ポスターコンテス
ト」

期間:平成27年５月19日(火)～
　　　　　　 12月31日(木)
会場:クリエート浜松

8
平成27年４月17日
平成27年４月17日

(学校教育課)
学校法人　笹田学園 「夢デザイン・コンテスト」

期間:平成27年７月１日(火)～
　　　　　 　10月24日(土)
会場:笹田学園 東伊場校舎

9
平成27年４月21日
平成27年４月21日
(スポーツ推進課)

アスモ㈱
「平成27年度前期日本卓球ﾘｰｸﾞ･ﾎｰﾑﾏｯﾁ湖
西大会」

日時:平成27年６月３日(水)
　　　アスモVS日立化成
　　 平成27年６月５日(金)
　    アスモVSサンリツ
会場:湖西市アメニティプラザ
     メインアリーナ

10
平成27年４月21日
平成27年４月21日
(スポーツ推進課)

NPO法人湖西市体育協
会

「第７回浜名湖マラソン大会」
日時:平成27年11月１日(日)
会場:浜名湖競艇場及び周辺

11
平成27年４月22日
平成27年４月22日

(教育総務課)

公益財団法人　浜松
市文化財団

「浜松科学館特別展「～だまされる楽しさ
～トリックアートとふしぎな視覚展」

日時:平成27年７月18日(土)～
　　　　　　 ８月30日(日)
会場:浜松科学館

12
平成27年４月24日
平成27年４月24日
(スポーツ推進課)

静岡県市町対抗駅伝
競走大会

「第16回静岡県市町対抗駅伝競走大会」
日時:平成27年12月５日(土)
会場:静岡県庁前スタート
     草薙陸上競技場ゴール

13
平成27年４月27日
平成27年４月28日

(教育総務課)

㈱静岡第一テレビ
「だいいちテレビ　アクアリウム」

日時:平成27年８月５日(土)～
　　　       ９月23日(日)
会場:遠鉄百貨店

14
平成27年５月１日
平成27年５月１日

(学校教育課)

ブリッジハートセン
ター東海 「母国語教室運営事業」

期間:平成27年４月１日(水)～
     平成28年３月31日(木)まで
     (月８回程度)
会場:湖西市民活動センター他

15
平成27年５月１日
平成27年５月１日

(社会教育課)

新居町かたつむりの
会 「おたのしもー会’15」

日時:平成27年7月26日(日)
会場:新居地域センター

平成27年度 教育委員会後援事業一覧
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16
平成27年５月１日
平成27年５月１日

(社会教育課)

入出明湖会
「入出明湖会第23回文化祭」

日時:平成27年10月17日(土)～
             10月18日(日)
会場:入出集落センター

17
平成27年５月５日
平成27年５月５日

(学校教育課)

特定非営利活動法人
福祉住環境地域セン
ター

「第７回ゆいフィールコンサート」
日時:平成27年８月１日(土)
会場:豊橋市民文化会館

18
平成27年５月13日
平成27年５月13日

(学校教育課)
株式会社遠鉄ストア 「第23回遠鉄ストア童話大賞」

期間:平成27年７月１日(土)～
　　　　　　 ９月11日(金)

19
平成27年５月19日
平成27年５月21日

(文化課)
翔鴻流静陵吟詠会 「翔鴻流静陵吟詠会　第31回記念大会」

日時:平成27年８月23日(日)
会場:新居地域センター

20
平成27年５月18日
平成27年５月22日

(社会教育課)

豊橋ふれあい子ども
将棋教室

「第２回豊橋ふれあい親子ペア将棋大会」
日時:平成27年８月23日(日)
会場:アイプラザ豊橋

21
平成27年５月18日
平成27年５月18日

(学校教育課)

静岡大学教育学部付
属浜松中学校

「平成27年度研究発表会」
日時:平成27年10月９日(金)
会場:静岡大学教育学部付属浜松
     中学校

22
平成27年５月18日
平成27年５月18日

(学校教育課)

静岡県教育研究会
湖西地区生徒指導部

「静岡県教育研究会生徒指導研究部夏季研
究大会　浜松・湖西大会」

日時:平成27年８月６日(木)
会場：クリエート浜松

23
平成27年５月18日
平成27年５月18日

(学校教育課)

静岡県教育研究会
湖西地区技術・家庭
科

「静岡県教育研究会技術・家庭科夏季研究
大会　浜松・湖西大会」

日時:平成27年８月７日(金)
会場:浜松市教育会館

24
平成27年５月19日
平成27年５月19日
(スポーツ推進課)

湖西市卓球協会 「第29回湖西オープン卓球大会」
日時:平成27年６月28日(日)
会場:湖西市アメニティプラザ

25
平成27年５月20日
平成27年５月20日

(学校教育課)
静岡県中日青年会 「第2回 新聞作品コンクール」

期間:平成27年６月下旬～12月上旬
会場:中日新聞東海本社

26
平成27年５月26日
平成27年５月27日

(教育総務課)

天竜光明会館デジタ
ル事業部

「移動映画上映(①妖怪ウオッチ誕生の秘
密だニャン、②ドラえもんのび太のスペー
スヒーローズ宇宙英雄記)」

日時:①平成27年７月19日(日)
　　 ②平成27年９月13日(日)
会場:新居地域センター

27
平成27年５月28日
平成27年５月29日

(教育総務課)

社団法人浜名湖青年
会議所

「第32回ＪＣサマースクール」
日時:平成27年８月９日(日)～
     ８月11日(火)２泊３日
会場:アプトいちしろ

28
平成27年６月３日
平成27年６月３日
(スポーツ推進課)

浜名湖CUPサッカー大
会実行委員会

「第20回浜名湖CUPサッカー大会」

日時:平成27年８月10日(月)～
　　　　　　 ８月15日(土)
会場:浜電サッカーグランド、
     湖西運動公園陸上競技場等

29
平成27年６月９日
平成27年６月９日

(学校教育課)
湖西市商工会 「第34回湖西市商工会珠算競技大会」

日時:平成27年８月６日(木)
会場:湖西市商工会２Ｆ

30
平成27年６月16日
平成27年６月16日

(学校教育課)
雄踏水泳協会

「古橋廣之進杯第21回浜名湖少年少女水泳
競技大会」

日時:平成27年７月20日(月)
会場:浜松市立雄踏中学校
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31
平成27年６月23日
平成27年６月23日
(スポーツ推進課)

静岡県卓球協会 「第67回中部日本卓球選手権大会」
日時:平成27年８月28日(金)～
             ８月30日(日)
会場:湖西市アメニティプラザ

32
平成27年７月１日
平成27年７月１日

(学校教育課)

青少年のための科学
の祭典浜名湖大会実
行委員会

「青少年のための科学の祭典2015　浜名湖
大会」

日時:平成27年８月２日(日)
会場:浜松市雄踏文化センター

33
平成27年７月14日
平成27年７月15日

(社会教育課)

遠州公開講座実行委
員会

「平成27年度　遠州公開講座」
日時:平成27年９月６日(日)
　　 14:00～16:30
会場:浜松プレスタワー

34
平成27年７月14日
平成27年７月14日
(スポーツ推進課)

静岡県児童養護施設
協議会

「第44回静岡県児童福祉施設夏季球技大
会」

日時:平成27年８月20日(木)
会場:湖西市みなと運動公園

35
平成27年６月23日
平成27年６月23日

(学校教育課)

静岡大学教育学部附
属浜松小学校

「第93回教育研究発表会」
日時:平成27年10月８日(木)
会場:静岡大学教育学部附属浜松
     小学校

36
平成27年６月23日
平成27年６月23日

(学校教育課)

公益財団法人中部科
学技術センター

「青少年のための科学の祭典2015・東三河
大会」

日時:平成28年１月23日(土)～
　　　　　 　１月24日(日)
     10:00～16:00
会場:こども未来館ここにこ

37
平成27年７月13日
平成27年７月13日

(学校教育課)

静岡県ラグビーフッ
トボール協会

「ジャパンラグビートップリーグ2015-
2016」

期間:平成27年９月４日(金)～
　　 平成28年１月24日(日)
　　　５試合を県内で開催
会場:ヤマハスタジアム(磐田)
　　　ほか

38
平成27年７月29日
平成27年７月29日

(教育総務課)

湖西国際交流協会 「2015 International「KOKOまつり」」 日時:平成27年11月29日(土)
会場:アメニティプラザ

39
平成27年７月21日
平成27年７月21日

(文化課)

湖西市文化協会 「第５回合唱の祭典」 日時:平成27年９月６日(日)
会場:新居地域センター３階ホール

40
平成27年8月10日
平成27年8月10日

(文化課)

三遠南信ふるさと歌
舞伎交流実行委員会

「三遠南信ふるさと歌舞伎交流大鹿大会」 日時:平成27年11月15日(日)
会場:大鹿小学校体育館

41
平成27年８月11日
平成27年８月11日

(学校教育課)

ソニーイーエムシー
エス㈱

「2015年度ソニーものづくり教室」
日時:平成27年11月３日(火)
会場:ソニーイーエムシーエス㈱
　　 湖西サイト「多目的ホール」

42
平成27年８月16日
平成27年８月20日
(スポーツ推進課)

新居町卓球スポーツ
少年団

「第28回新居21卓球大会」
日時:平成27年11月22日(日)
会場:新居体育館

43
平成27年８月17日
平成27年８月17日

(社会教育課)
中部ガス株式会社

「第9回ウィズガス親子クッキングコンテ
スト西部地域予選大会」

日時:平成27年９月27日(日)
会場:サーラプラザ浜松

44
平成27年８月17日
平成27年８月17日

(学校教育課)

コサイ・イングリッ
シュ・クラブ

「コサイ・イングリッシュ・キャンプ
2015」

日時:平成27年10月24日(土)～
　　 平成27年10月25日(日)
会場:静岡県立三ケ日青年の家

45
平成27年８月20日
平成27年８月25日

(社会教育課)

ここねっとタオの
プーさん

「”あそびにおいでよ”親子deクリスマス
コンサート　新沢としひこ＆山野さと子」

日時:平成27年12月23日(日)
会場:新居地域センター
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46
平成27年８月31日
平成27年９月１日

(教育総務課)

NPO法人静岡県学童保
育連絡協議会

「第25回静岡県学童保育研究集会inはまき
た」

日時:平成28年１月24日(日)
会場:浜北文化センター

47
平成27年８月25日
平成27年９月３日
(スポーツ推進課)

浜名湖ソフトボール
協会

「第46回静岡県父親ソフトボール大会」

日時:平成27年11月８日(日)
　　　　 　　11月15日(日)
　　　　     11月22日(日)
会場:みなと運動公園

48
平成27年８月27日
平成27年８月27日

(幼児教育課)

色彩心理診断士協会
ＣＡＭＰＡＳ

「みんなで子育て「カラフル・ブリッジ」
フェア、交流会」

日時:平成27年10月６日(火)
会場:磐田市総合健康福祉会館
日時:平成27年11月29日(日)
会場:浜松市総合産業展示館

49
平成27年８月20日
平成27年８月20日

(学校教育課)
遠州鉄道株式会社 「浜松のりものフェスタ」

日時:平成27年10月24日(土)
会場:ソラモ(浜松市ギャラリー
　　 モール)

50
平成27年８月28日
平成27年８月28日

(学校教育課)

公益社団法人
教育演劇研究協会 「第24回劇団たんぽぽクリスマス公演」

日時:平成27年12月23日(祝・水)
会場:浜松市福祉交流センター

51
平成27年９月８日
平成27年９月８日

(学校教育課)

一般社団法人
浜名湖青年会議所

「浜名湖青年会議所創立40周年記念講演会
～ゴルゴ松本氏による漢字を用いた命の授
業～」

日時:平成27年10月14日(水)
会場:湖西市アメニティプラザ

52
平成27年９月10日
平成27年９月10日

(学校教育課)

静岡県私学協会西部
支部

「私立高校合同フェア」 日時:平成27年11月23日(月)
会場:プレスタワー

53
平成27年９月14日
平成27年９月16日

(社会教育課)

静岡県書道連盟浜松
西・湖西支部
　

「静岡県書道連盟浜松西・湖西支部展」
日時:平成27年10月２日(金)～
　　 平成27年10月４日(日)
会場:新居図書館

54
平成27年９月17日
平成27年９月17日

(教育総務課)

天竜光明会館デジタ
ル事業部

「移動映画上映(①バケモノの子②クレヨ
ンしんちゃんオラの引越し物語サボテン大
襲撃③名探偵コナン業火の向日葵)」

日時:①平成27年11月21日(土)
     ②平成27年12月13日(日)
     ③平成28年１月17日(日)
会場:新居地域センター

55
平成27年9月18日
平成27年9月30日
(スポーツ推進課)

中日新聞東海本社 「 第40回中日浜名湖一周駅伝競走大会」 日時:平成28年２月７日(日)
開催場所:浜名湖周辺

56
平成27年９月25日
平成27年９月30日
(スポーツ推進課)

アスモ㈱
「平成27年度後期日本卓球リーグ･ホーム
マッチ湖西大会(第１戦)」

日時:平成27年10月27日(火)
会場:湖西市アメニティプラザ
     メインアリーナ

57
平成27年10月１日
平成27年10月６日
(スポーツ推進課)

湖西ゴルフ連盟

「第30回湖西市チャリティーゴルフ大会」
(ゴルフを通じ、湖西市の福祉事業に協力
するとともに、生涯スポーツの普及振興に
寄与する。)

日時:平成27年11月５日(木)
会場:浜名湖カントリークラブ

58
平成27年10月７日
平成27年10月９日

(教育総務課)

医療法人社団三遠メ
ディメイツ

「あなたの眠りは大丈夫ですか？～いびき
と睡眠時無呼吸症候群～」

日時:平成27年11月29日(日)
会場:浜松科学館ホール

59
平成27年10月10日
平成27年10月14日
(スポーツ推進課)

㈱フェニックス
「bjリーグ2015-2016シーズン(浜松・東三
河フェニックスホームゲーム)」

日時:平成27年10月17日(土)～
　　 平成27年10月18日(日)
会場:アメニティプラザ

60
平成27年10月19日
平成27年10月22日

(教育総務課)

中日新聞東海本社
事業部

「ポップサーカス浜松公演」
日時:平成28年２月27日(土) ～
　　 平成28年４月10日(日)
会場:プレ葉ウォーク浜北大テント

－ 4 －
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61
平成27年10月28日
平成27年10月29日
(スポーツ推進課)

湖西市卓球協会 「第19回湖西市卓球協会長杯卓球大会」
日時:平成27年12月13日(日)
会場:湖西市アメニティプラザ

62
平成27年10月30日
平成27年11月4日
(教育総務課)

遠州立教会 「香山リカ「公開講演会」
日時:平成28年５月28日(土)
会場:アクトシティ浜松
　　 研修交流センター

63
平成27年11月５日
平成27年11月５日

(社会教育課)

寺道ＤＥ落語会 「寺道落語会(第33回)」 日時:平成28年２月28日(日)
会場:本果寺本堂

64
平成27年11月５日
平成27年11月５日

(社会教育課)

新居町かたつむりの
会

「浜松キャラバン隊公演会」
日時:平成28年１月24日(日)
　　 10:00～12:00
会場:新居地域センター大会議室

65
平成27年11月11日
平成27年11月11日

(学校教育課)
浜名湖競艇企業団 「イザ！カエルキャラバン」

日時:平成27年12月20日(日)
     10:00～15:30
会場:ボートレース浜名湖

66
平成27年11月16日
平成27年11月16日

(社会教育課)

静岡県立湖西高等学
校

「静岡県立湖西高等学校吹奏楽部　第31回
定期演奏会」

日時:平成28年２月21日(日)
　　 13:30～16:00
会場:湖西市新居地域センター

67
平成27年11月16日
平成27年11月17日

(社会教育課)

公益財団法人モラロ
ジー研究所　浜名湖
モラロジー事務所
浜名地区セミナー

「モラロジー生涯学習セミナー」
日時:平成28年２月28日(日)
　　 9:50～16:30
会場:湖西市民会館

68
平成27年11月20日
平成27年11月24日

(教育総務課)

New Education Expo
実行委員会

「New　Education　Expo2015in浜松」

日時:平成28年１月16日(土)
     11:00～18:00
会場:えんてつホール(遠鉄百貨店
     8F イベントホール)

69
平成27年12月８日
平成27年12月10日

(教育総務課)

湖西国際交流協会
「KOKOライブ「広い川の岸辺」コンサー
ト」

日時:平成28年２月13日(土)
　　 18:30～20:00
会場:湖西市新居地域センター

70
平成27年12月17日
平成27年12月22日

(社会教育課)

ここねっとタオの
プーさん

「水谷もりひと講演会「いい子より幸せな
子に　いい人より素敵な人に」」

日時:平成28年１月23日(土)
　　 13:30～15:30
会場:湖西市新居地域センター

71
平成27年12月25日
平成27年12月25日
(スポーツ推進課)

レク楽の会
「レク楽のひろば　チャレンジザゲーム体
験会」

日時:平成28年２月28日(日)
　   13:00～14:45
会場:新居体育館

72
平成27年12月25日
平成27年12月25日
(スポーツ推進課)

一般社団法人 ブレス
浜松

「Ｖ・チャレンジリーグⅡ女子2015/16湖
西大会」

日時:①平成28年１月16日(土)
　　　13:00～
　 　②平成28年１月17日(日)
　　　12:00～
会場:湖西市アメニティプラザ

73
平成27年12月28日
平成27年12月28日
(スポーツ推進課)

一般社団法人浜名湖
青年会議所
浜名湖ＪＣカップ
サッカー大会実行委
員会

「第13回浜名湖ＪＣカップサッカー大会」
日時:平成28年２月14日(日)
  　 8:30～17:10
会場:湖西運動公園

74
平成28年１月５日
平成28年１月５日

(学校教育課)

公益社団法人　浜松
青年会議所

「2016はままつ少年の船」
日時:平成28年７月30日(土)～
　　　　　 　８月１日(月)
会場:日本近海洋上

75
平成28年１月14日
平成28年１月18日

(教育総務課)

天竜光明会館デジタ
ル事業部

「移動映画上映(①ちびまるこちゃんイタ
リアから来た少年②妖怪ウォッチエンマ大
王５つの秘密だニャン」

日時:①平成28年4月10日(土)
　　　　14:30～16:15
　　 ②平成28年4月24日(日)
　　　　14:30～16:15
会場:新居地域センター

76
平成28年１月22日
平成28年１月25日

(教育総務課)

静岡新聞社・静岡放
送

「浜松大恐竜博」

日時:平成28年４月29日(金)～
　　　　　 　５月８日(日)
　　 10:00～16:00
会場:アクトシティ浜松－ 5 －
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77
平成28年１月25日
平成28年１月25日

(学校教育課)
遠州鉄道株式会社

「第２回遠鉄ふれあいコンサート」

日時:平成28年4月17日(日)
　1部　13:30～15:00
　2部　16:00～17:30
会場:えんてつホール

78
平成28年２月15日
平成28年２月15日

(学校教育課)

静岡県母親大会実行
委員会

「第54回静岡県母親大会」
日時:平成28年６月19日(日)
　　 10：00～16：00
会場:静岡県立島田工業高等学校

79
平成28年２月17日
平成28年２月17日

(社会教育課)

本興寺写生大会実行
委員会

「本興寺写生大会」
日時:平成28年３月26日(土)
     9:00～
会場:本興寺境内及び周辺

79
平成28年２月25日
平成28年２月26日

(社会教育課)
レク楽の会 「レク楽のひろば　湖西コース」

日時:平成28年４月20日(水)～
　 　平成29年２月15日(水)
　   19:00～21:00
会場:湖西高校湖風館ほか予定

80
平成28年３月７日
平成28年３月９日

(学校教育課)

㈱静岡第一テレビ 「Daiichi-TV Presents めちゃ！動物ラン
ド」

日時:平成28年４月29日(金)～
　　 平成28年５月８日(日)
     10:00～19:30
会場:遠鉄百貨店

81
平成28年３月15日
平成28年３月15日

(学校教育課)
青山高等学校 「不登校教育フォーラム」

日時:平成28年６月12日(日)
　　 13:30～15:00
会場:アクトシティ浜松
     コングレスセンター43会議室

82
平成28年３月15日
平成28年３月15日

(学校教育課)
浜松ユネスコ協会

「平成28年度 未来の遺産「私のまちのた
からもの」展　浜松市・湖西市合同展」

日時:平成29年１月11日(水)～
     平成29年１月23日(月)
　   10:00～17:00
会場:遠鉄百貨店ギャラリー･ロゼ

83
平成28年３月28日
平成28年３月28日

(学校教育課)

静岡県私学協会
西部支部 「第５回私立中高一貫校合同フェア」

日時:平成28年６月５日(日)
　　 10:30～15:30
会場:えんてつホール

－ 6 －


