
№
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30年４月２日
平成30年４月２日
（社会教育課）

寺道ＤＥ落語会 「寺道落語会　第40回～第42回」

平成30年６月10日(日)
平成30年９月の日曜日
平成31年２月の日曜日
　　14:30～17:00
本果寺本堂

2

平成30年４月２日
平成30年４月５日
（スポーツ･文化

課）

レク楽の会 「ふれあいあそびの日」

平成30年６月10（日)
　　　13:30～15:30
平成30年11月４日（日)
平成31年２月３日（日)
　　　9:30～11:30
新居幼稚園遊戯室

3
平成30年４月３日
平成30年４月５日

（スポーツ・文化課）

静岡県野球連盟 浜名
湖支部

「第21回 浜名湖支部旗争奪中学クラ
ブ野球大会」

平成30年５月27日(日）
平成30年６月３日(日)
予備日　６月９日(日)
運動公園野球場
岡崎中グラウンド
みなと運動公園野球場
白須賀中グラウンド

4
平成30年４月４日
平成30年４月９日
（社会教育課)

一般社団法人浜名湖
青年会議所

「第35回JCサマースクール」
平成30年８月18日(土)～
平成30年８月19日(日)
浜松市渚園

5
平成30年４月11日
平成30年４月13日

（スポーツ・文化課）
湖西市文化協会

「湖西市芸術祭　第39回春季芸能の祭
典」

平成30年５月20日(日)
　10:00～15:00
新居地域センターホール

6
平成30年４月11日
平成30年４月16日
（学校教育課)

学校法人笹田学園 「夢デザイン･コンテスト」

平成30年７月２日(月)～
平成30年10月27日(土)
　9:00～17:00
学校法人笹田学園 東伊場校舎

7
平成30年４月12日
平成30年４月17日
（学校教育課)

きらきら鉄道博
2018inはままつ実行
委員会

「きらきら鉄道博2018inはままつ」

平成30年７月14日(土)～
平成30年７月16日(月)
　9:30～15:30
浜松市総合産業展示館

8
平成30年４月10日
平成30年４月20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30年度小学生人権書道コンテス
ト」

平成30年５月15日(火)～
平成30年12月31日(月)
クリエート浜松

9
平成30年４月17日
平成30年４月20日
（学校教育課)

ＫＴＣおおぞら高等
学院浜松キャンパス

教職員対象講演会 「こどもの睡眠
生活リズムを考える」

平成30年６月９日(土)
　13:00～
ＫＴＣおおぞろ高等学院静岡キャン
パス

10

平成30年４月23日
平成30年４月27日
（スポーツ・文化

課)

株式会社デンソー
「平成30年度前期日本卓球リーグ･
ホームマッチ湖西大会」

平成30年５月25日(金)
　　　18:00～
湖西市アメニティプラザ・メインア
リーナ

11
平成30年５月１日
平成30年５月１日
（社会教育課)

豊橋ふれあい子ども
将棋教室

「第５回豊橋ふれあい親子ペア将棋大
会」

平成30年８月26日(日)
　10:00～16:30
アイプラザ豊橋２階小ホール

12
平成30年４月30日
平成30年５月８日
（社会教育課)

入出明湖会 「第26回入出明湖会文化祭」

平成30年10月20日(土)～
平成30年10月21日(日)
　9:00～16:00
入出集落センター

平成30年度 教育委員会後援事業一覧



13
平成30年４月30日
平成30年５月８日
（学校教育課)

スコーレ家庭教育振
興協会
浜松地区実行委員会

「スコーレ家庭教育講座」
平成30年６月６日(水)
　10:00～11:30
雄踏文化センター

14
平成30年５月８日
平成30年５月11日
（社会教育課）

表鷲津生涯学習懇談
会

「第７回 講談＆落語in表鷲津」
平成30年７月７日(土)
　14:00～15:30
表鷲津多目的ホール

15
平成30年４月10日
平成30年５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30年度小学生人権ポスターコン
テスト」

平成30年５月15日(火)～
平成30年12月31日(月)
クリエート浜松

16

平成30年５月１日
平成30年５月16日
（スポーツ･文化

課）

湖西卓球協会 「第32回湖西オープン卓球大会」
平成30年６月17日(日)
　9:30～
アメニティプラザ

17
平成30年５月14日
平成30年５月17日
（学校教育課）

静岡県中日会 「第５回新聞作品コンクール」

平成30年６月中旬～
平成31年２月上旬
中日新聞東海本社
株式会社ホテルコンコルド浜松

18
平成30年５月14日
平成30年５月17日
（学校教育課)

静岡大学教育学部附
属浜松中学校

「平成30年度教育研究発表会」
平成30年10月４日(木)
　8：30～15:00
静岡大学教育学部附属浜松中学校

19
平成30年５月14日
平成30年４月15日
（社会教育課）

新居町かたつむりの
会

「おたのしもー会'18」
平成30年７月22日(日)
　10:00～12:10
新居地域センター

20
平成30年５月14日
平成30年５月21日
（教育総務課）

浜松･浜名湖地域 食
×農プロジェクト推
進協議会

「浜松･浜名湖地域里山たいけん帖」
平成30年７月21日(土)～
平成30年10月28日(日)
湖西市内・浜松市内各所

21
平成30年５月２日
平成30年５月22日
（学校教育課)

ソニーグローバルマ
ニュファクチャリン
グ＆オペレーション
ズ株式会社

「2018年度ソニーものづくり教室」

平成30年８月７日(火)
　13:00～17:30
ｿﾆｰｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞ＆ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ
ｽﾞ株式会社湖西サイト

22
平成30年５月17日
平成30年５月23日
（教育総務課)

浜名湖競艇企業団
Boat Park「浜スポinボートレース浜
名湖」

平成30年７月27日(金)～
平成30年８月29日(水)
　10:00～17:00
ボートレース浜名湖
サンホール他

23

平成30年５月24日
平成30年５月25日
（スポーツ・文化

課）

翔鴻流静陵吟詠会
「翔鴻流静陵吟詠会創立45周年記念大
会」

平成30年８月19日(日)
　9:00～17:00
新居地域センター

24
平成30年５月18日
平成30年５月30日
(教育総務課)

株式会社
　劇団うりんこ

舞台劇「はなのき村」

平成30年９月29日(土)
　14:00～15:00
浜松市男女共同参画・文化芸術活動
推進センター
あいホール

25
平成30年６月５日
平成30年６月５日
（学校教育課）

静岡県教育研究会社
会科教育研究部

「平成30年度静岡県教育研究会社会科
教育研究部　夏季研究大会」

平成30年８月８日(水)
　9:30～16:00
クリエート浜松

26
平成30年５月28日
平成30年６月８日
（教育総務課）

しずおか多胎ネット
「多胎児ファミリー応援フェスタ2018
～見て！知って！体験して！ふたご･
みつごちゃん達の世界～」

平成30年９月９日(日）
　10:00～14:00
ボートレース浜名湖
１Ｆサンホール



27
平成30年６月８日
平成30年６月12日
(スポーツ･文化課)

湖西市文化協会 「佐吉検定３級・２級・１級」
平成30年８月19日(日)
　9:00～13:00
豊田佐吉記念館・山口公会堂

28

平成30年６月８日
平成30年６月12日
（スポーツ・文化

課）

湖西市文化協会 「第８回 合唱の祭典」
平成30年９月２日(日)
　13:00～15:15
新居地域センター３階ホール

29
平成30年６月８日
平成30年６月８日
（学校教育課）

静岡大学教育学部附
属浜松小学校

「第96回 教育研究発表会」
平成30年10月５日(金）
　8:30～16:15
静岡大学教育学部附属浜松小学校

30
平成30年６月12日
平成30年６月12日
（学校教育課）

静岡県教育研究会生
活科・総合的な学習
の時間研究部

「静岡県教育研究会 生活科・総合的
な学習研究部　夏季研究大会」

平成30年８月８日(水）
　9:45～16:30
浜松市　浜北文化センター

31
平成30年６月７日
平成29年６月11日
(学校教育課)

トップガン教育シス
テム協議会

「第６回ＭＡＴＨやらまいか予選・決
勝大会」

<予選>
平成30年10月１日(月)～
平成30年10月31日(水)
インターネット上
<決勝>
平成30年12月15日(土)
　13:00～15:00
えんてつホール（遠鉄百貨店新館８
回）

32
平成30年６月７日
平成29年６月11日
(学校教育課)

トップガン教育シス
テム協議会

「第３回小･中学生理科研究プレゼン
テーションコンテスト」

平成31年1月27日（日）
　10:00～17:20
えんてつホール（遠鉄百貨店新館８
階）

33
平成30年６月12日
平成30年６月12日
（学校教育課）

静岡県教育研究会国
語研究部　夏季大会
実行委員会

「静岡県教育研究会国語研究夏季大会
浜松・湖西大会

平成30年８月９日(木)
　9:30～16:00
浜松市　浜北文化センター

34
平成30年６月１日
平成30年６月13日
（学校教育課）

親守詩静岡県大会実
行委員会

「第６回親守詩静岡県大会」
平成31年３月９日(土)
　10:00～12:00
日本平ホテル

35
平成30年６月11日
平成30年６月14日
（社会教育課）

中部ガス株式会社
「第12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」

平成30年９月30日(日)
　10:00～15:00
サーラプラザ浜松３Ｆ
くらしときめきアカデミークッキン
グスタジオ

36
平成30年６月11日
平成30年６月14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2018・東
三河大会」

平成31年１月19日(土）～20日（日）
　10:00～16:00
こども未来館　ここにこ（豊橋市）

37
平成30年６月１日
平成30年６月19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2018
－2019」

平成30年８月31日（金）～平成31年
１月19日（土）
ヤマハスタジアム（磐田市）、遠州
灘海浜公園球技場（浜松市）

38
平成30年６月21日
平成30年６月25日
（学校教育課）

湖西市商工会 「第37回湖西市商工会珠算競技大会」
平成30年８月２日(木)
　8:45～
湖西市商工会館２F

39
平成30年６月22日
平成30年６月25日
（学校教育課）

雄踏水泳協会
「古橋廣之進杯 第24回浜名湖少年少
女水泳競技大会」

平成30年７月16日(月)
　9:00～12:30
浜松市立雄踏中学校



40
平成30年６月28日
平成30年６月29日
（スポーツ･文化課)

ＮＰＯ法人湖西市体
育協会

「第10回 浜名湖マラソン」
平成30年11月４日(日)
　7:30～
浜名湖競艇場周辺道路

41
平成30年７月２日
平成30年７月10日
（スポーツ･文化課)

三遠南信ふるさと歌
舞伎交流下條大会

「第25回三遠南信ふるさと歌舞伎交流
下條大会」

平成30年12月16日(日)
　10:00～17:00
下條市コスモホール

42
平成30年７月５日
平成30年７月10日
（スポーツ･文化課）

静岡県児童養護施設
協議会

「第47回静岡県児童福祉施設夏季球技
大会（ソフトボール）」

平成30年８月23日(木)
　9:00～16:00
湖西市みなと運動公園

43
平成30年７月11日
平成30年７月18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2018 浜
名湖大会」

平成30年８月５日(日)
　10:00～16:00
浜松市雄踏文化センター

44
平成30年7月19日
平成30年7月26日
（社会教育課)

特定非営利活動法人
静岡県学童保育連絡
協議会

「第28回 静岡県学童保育研究集会in
しずおか」

平成30年12月9日(日)
　9:30～16:00
掛川市生涯富士市交流プラザホール

45
平成30年7月24日
平成30年8月1日
（教育総務課)

湖西国際交流協会 「第5回International KOKOまつり」
平成30年11月25日(日)
　10:00～15:00
アメニティプラザ サブアリーナ

46
平成30年8月1日
平成30年8月2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」
平成30年11月23日(金)
　10:30～16:00
浜松プレスタワー７階

47
平成30年8月1日
平成30年8月2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
2018」

平成30年10月20日(土)～
平成30年10月21日(日)
　9:30～15:30
県立三ケ日青年の家

48
平成30年8月1日
平成30年8月6日

（スポーツ･文化課）

浜名湖CUPサッカー大
会実行委員会

「第23回浜名湖CUPサッカー大会」

平成30年８月12日(日)～
平成30年８月18日(土)
浜名湖電装吉美グラウンド
湖西運動公園陸上競技場
湖西高校グラウンド

49
平成30年8月5日
平成30年8月9日

（スポーツ･文化課)

新居町卓球スポーツ
少年団

「第31回新居21卓球大会」
平成30年11月25日(日)
　9:15～
新居体育館

50
平成30年8月8日
平成30年8月10日
（社会教育課)

遠州公開講座実行委
員会

「平成30年度　遠州公開講座」
平成30年11月25日(日)
　17:30～20:00
浜松プレスタワー17階

51
平成30年８月23日
平成30年８月24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　ケロポンズ」

平成30年12月23日(日)
　13:30～15:30
新居地域センター

52
平成30年８月24日
平成30年８月27日
（スポーツ･文化課)

湖西ゴルフ連盟
「第33回湖西市チャリティーゴルフ大
会」

平成30年10月25日(木)
　8:00～
浜名湖カントリークラブ

53
平成30年９月６日
平成30年９月６日
（社会教育課)

新居町かたつむりの
会

「みんなの学校」上映会
平成30年12月2日(日）
　13:30～15:10
新居地域センター



54
平成30年９月４日
平成30年９月６日
（学校教育課)

ＫＴＣ中央高等学院
浜松キャンパス

「鹿嶋真弓氏【互いに認め合い高めあ
う学級づくり】」講演会

平成31年１月26日(土)
　10:00～12：00
浜松市勤労会館（Uホール）

55
平成30年８月30日
平成30年９月７日

（教育総務課)

メディメッセージ
2018
実行委員会

メディメッセージ2018

平成30年11月23日(金）
　10:00～16:30
アクトシティ浜松
展示イベントホール

56
平成30年９月11日
平成30年９月12日
（学校教育課)

公益社団法人 教育演
劇研究協会

「2018年 第27回 劇団たんぽぽクリス
マス公演」

平成30年12月24日(月)
　14:00～15:00
浜松市福祉交流センター

57
平成30年９月18日
平成30年９月21日
（スポーツ・文化課)

静岡県立湖西高等学
校

「第３回ベースボールフェスタ」
平成30年11月 10日(土)･11日(日)
　9:30～16:00
湖西運動公園野球場

58
平成30年９月19日
平成30年９月21日
（スポーツ・文化課)

湖西卓球協会 「第47回湖西市民卓球大会」
平成30年９月23日(日)　9:00～
アメニティプラザ

59
平成30年9月18日
平成30年9月20日
（社会教育課)

公益財団法人モラロ
ジー研究所

「モラロジー生涯学習セミナー」
平成30年12月1日(土)
　9：40～14:30
新居地域センター２階視聴覚ホール

60
平成30年9月21日
平成30年10月9日
（スポーツ･文化課)

アスモ株式会社
卓球部長

「平成30年度後期日本卓球リーグ・
ホームマッチ湖西大会」

平成30年10月24日(水)
　18:00～
　デンソー対サンリツ
湖西市アメニティプラザ
メインアリーナ

61
平成30年9月27日
平成30年10月4日
（学校教育課)

浜松学院大学
「第11回・第12回 発達障害児指導法
基礎講座」

第11回 平成30年11月3日（土）9:20
～16：00
第12回 平成31年2月2日（土）9:20～
16:00
　浜松学院大学

62
平成30年9月28日
平成30年10月9日

（スポーツ・文化課)

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34
回定期演奏会」

平成31年１月20日(日)
　13:30～16:00
新居地域センターホール

63
平成30年 9月30日
平成30年10月15日
（教育総務課)

浜名湖競艇企業団
「ＢＯＡＴ　ＣＩＮＥＭＡ（ボートシ
ネマ）」

平成30年12月16日(日)
平成31年1月20日(日)
平成31年2月10日(日)
10:00～、13:00～２回上映
ボートレース浜名湖
サンホール

64
平成30年10月 9日
平成30年10月23日
（教育総務課)

浜名湖えんてつグ
ループ

「プロジェクト・ワイルド エデュ
ケーター講習会」

平成30年11月23日（金）
平成30年11月24日(土)
　9:00～16:00
浜名湖ガーデンパーク　体験学習館

65
平成30年10月29日
平成30年11月 1日

（学校教育課)

New Education Expo
実行委員会

「New Education Expo2018 in浜松」

平成31年１月19日(土)
　11:00～17:30
えんてつホール（遠鉄百貨店８階イ
ベントホール）

66
平成30年10月24日
平成30年11月 5日
（スポーツ・文化課)

NPO法人キッズアート
プロジェクト

「キッズ美術展」

平成31年2月2日(土)～
平成31年2月6日(水)
　13：00～15:00
湖西アメニティプラザ・サブアリー
ナ

67
平成30年11月5日
平成30年11月5日
（社会教育課）

レク楽の会 「新春あそび体験フェア」
平成31年１月27日（日)
　13:00～15:30
湖西高校湖風館



68
平成30年11月6日
平成30年11月8日
（学校教育課)

一般社団法人　ＧＰ
リーグ

「ＧＰリーグ ヤマハ発動機プロミン
グコロシアム静岡県大会」

平成30年12月8日（土)
　　　　　～9日（日）
　13:00～17:00
静岡大学　浜松キャンパス

69
平成30年11月19日
平成30年11月22日
（スポーツ・文化課)

湖西卓球協会 「第22回湖西卓球協会長杯卓球大会」
平成31年2月2日(日)9:30～

アメニティプラザ

70
平成30年11月19日
平成30年11月28日
（スポーツ・文化課)

地域スポーツ振興協
会

「冬の1日体操教室」
平成30年12月25日(火)
　13:30～14:30
新居体育館

71
平成30年12月11日
平成30年12月18日
（教育総務課)

湖西国際交流協会
「KOKOライブ　佐吉が紡ぐ世界の音
楽」

平成31年3月3日(日)
　13:30～15:30
新居地域センター ホール

72
平成30年12月25日
平成31年１月４日

（社会教育課)
郷南郷北自治会 「第14回中之郷ふれあい文化祭」

平成31年２月２日(土)
平成31年２月３日(日)
　9:00～18:00
中之郷・郷南公民館

73
平成30年12月20日
平成31年１月16日
（社会教育課)

公益社団法人
浜松青年会議所

「2019はままつ少年の船」
平成31年７月31日(月)～
平成31年８月２日(金)
清水港～伊豆諸島周遊～横浜港

74
平成31年１月10日
平成31年１月11日
（スポーツ・文化課)

一般社団法人浜名湖
青年会議所

「第16回浜名湖ＪＣカップサッカー大
会」

平成31年２月10日(土）
　8:30～17:10
湖西運動公園

75
平成31年１月21日
平成31年１月24日
（スポーツ・文化課)

浜松美術協会
「市民との絆をつくる　第15回浜松美
術協会展」

平成31年４月23日(火)～
平成31年５月５日(日)
　10:00～16:00
クリエート浜松３階ギャラリー

76
平成31年２月５日
平成31年２月６日
（社会教育課)

表鷲津生涯学習推進
懇談会

「第３回フルートと筝の調べ」
平成31年３月30日(土)
　14:00～15:00
表鷲津多目的ホール

77
平成31年１月31日
平成31年２月７日
（スポーツ･文化課）

株式会社フェニック
ス

「Ｂ.ＬＥＡＧＵＥ2018-19 Ｂ１リー
グ戦」

平成31年２月９日(土)～
平成31年４月22日(日)
浜松アリーナ他

78
平成31年２月15日
平成31年２月21日
（スポーツ･文化課)

「ふるさと・しあわ
せコンサートin豊
橋」実行委員会

「ふるさと・しあわせコンサートin豊
橋」

平成31年６月８日(土)
　13:00～17:00
アイプラザ豊橋・小ホール

79
平成31年２月13日
平成31年２月20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」
平成31年３月30日(土)
　9:00～15:00
本興寺境内及び周辺

80
平成31年２月21日
平成31年２月22日
（学校教育課)

静岡県母親大会実行
委員会

「第57回静岡県母親大会」
平成31年５月19日(日)
  10:00～16:00
松薫学園　焼津高等学校

81
平成31年２月21日
平成31年２月22日
（学校教育課)

第65回日本母親大会
実行委員会

「第65回日本母親大会」

平成31年８月24日(土)～
平成31年８月25日(日)
　12:30～14:30
静岡市：グランシップ・あざれあ、
焼津市：焼津文化会館



82
平成31年２月25日
平成31年２月27日
（社会教育課)

湖西連峰ハイキング
コース開発委員会

「平成31年湖西連峰山開き」
平成31年３月24日(日)
　8:30～11:30
梅田親水公園

83
平成31年２月28日
平成31年３月７日
（教育総務課)

浜名湖競艇企業団
「Boat Kids Park ～ボーネルンド×
ボートレース～」

平成31年８月１日(木)～
平成31年９月１日(日)
　10:00～17:00
ボートレース浜名湖
サンホール

84
平成31年３月８日
平成31年３月11日
（社会教育課)

レク楽の会
「レク楽のひろば」

平成31年4月17日(水)
        5月15日(水)
　　　　6月19日(水)
　　　　7月17日(水)
　　　　9月18日(水)
　　　 10月16日(水)
　　　 11月20日(水)
       12月11日(水)
各18:30～21:00
湖西高校 湖風館（予定）

85
平成31年２月15日
平成31年２月15日
（学校教育課)

青山高等学校 「不登校教育フォーラム」

平成31年６月16日(日)
  13:30～15：00
アクトシティ浜松
ｺﾝｸﾞﾚｽｾﾝﾀｰ43会議室

86
平成31年３月14日
平成31年３月15日
（社会教育課)

寺道DE落語会 「寺道落語会　第43回～第45回」

平成31年５月26日(日)
平成31年９月の日曜日
平成32年２月の日曜日
　14:30～17:00
本果寺本堂

87
平成31年３月18日
平成31年３月19日
（学校教育課)

浜松ユネスコ協会
「2019年度 第10回未来遺産「私のま
ちのたからもの」展 浜松市･湖西市合
同展」

平成32年１月15日(水)～
平成32年１月20日(月)
  10:00～17:00
遠鉄百貨店６階
ギャラリー･ロゼ

88
平成31年３月18日
平成31年３月19日
（学校教育課)

静岡県私学協会西部
支部

「第８回私立中高一貫校合同フェア」

平成31年６月２日(日)
  10:30～15:30
えんてつホール
（遠鉄百貨店新館８階）


