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鹿児島県
市区町村 種類 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

全市町村 ②
地域が育む「かごしまの教育」県
民週間

各幼稚園・小学校・中学校・高等学校において，期間中，広く学校を開放
し，保護者や地域の方々を対象とする授業参観や交流行事等を行いま
す。

11月1日～7日 県内各学校 県及び市町村教育委員会

鹿児島市 ② 高校生の庁内インターンシップ
将来公務員を志望している高校生1・2年生を対象とした県庁内でのイン
ターンシップを行います。

10月31日～11月4日
祝日除く

鹿児島県庁舎内 鹿児島県教育庁高校教育課 無料 099-286-5294

鹿児島市 ①
「教育・文化週間」
特別上映会

鹿児島県の文化や祭り等に関する映像上映会を開催します。
上映時間は，午前11時～
　　　　　　　　 午後　2時～

11月1日～11月7日

かごしま県民交流
センター
6階
映画シアター

かごしま県民大学中央セン
ター

無料    かごしま県民大学中央センター生涯学習課学習情報係099-221-6606

鹿児島市 ① 親子で自然体験
自然体験に興味ある親子を対象に，豊かな自然に親しみ，親子の絆を深
め，参加者相互のふれあいを深めます。

10月23日
県立青少年研修セ
ンター

県立青少年研修センター 200円 099-294-2111

鹿児島市 ①
元気きっず　この指とまれ　パート
１　第２弾

小学１年生から４年生を対象に，自然体験活動や宿泊体験活動を実施
し，自主性・協調性・社会性を培います。

10月29日, 30日
県立青少年研修セ
ンター

県立青少年研修センター 1300円 099-294-2111

鹿児島市 ①
秋だ！紅葉！青少研もみじまつり
施設（かえでの園）開放

センターを広く県民に開放し，もみじの紅葉などの観賞を通して豊かな自
然を堪能してもらう機会とします。

10月29日～12月4日
県立青少年研修セ
ンター

県立青少年研修センター 無料 099-294-2111

鹿児島市 ① ファミリーデイキャンプ秋物語
野外活動に興味のあるファミリーを対象に，キャンプ活動を満喫し，家族
の絆と参加者相互の交流を深めます。

11月13日
県立青少年研修セ
ンター

県立青少年研修センター 600円 099-294-2111

鹿児島市 ①
秋だ！紅葉！青少研もみじまつり
メインイベント

センターの自然を生かした体験活動等を通して，青少年健全育成につい
て理解を深めてもらう機会とします。

11月20日
県立青少年研修セ
ンター

県立青少年研修センター 実費負担 099-294-2111

鹿児島市 ②
施設見学会
天体観察会

　一般の方々を対象として，所内施設の見学会と天体ドームでの天体観
察会を実施します。

11月1日, 2日
鹿児島県総合教育
センター

鹿児島県総合教育センター 無料 099-294-2311

鹿児島市 ③ 文化の日（11月3日）無料観覧日

文化の日（11月3日）に以下の施設を無料開放します。
○常設展無料
　・鹿児島市立美術館
　・鹿児島市立ふるさと考古歴史館
　・かごしま近代文学館・メルヘン館
○入館無料
　・鹿児島市立科学館（宇宙劇場の観覧
   料は必要）
　・西郷南洲顕彰館
　・かごしま文化工芸村

11月3日
左記「行事の概要」
に記載の施設

鹿児島市教育委員会 099-227-1926

鹿児島市 ③ 鹿児島県発明工夫展 鹿児島県発明工夫展の入選作品を展示します。 10月29日, 30日 鹿児島市立科学館 鹿児島市立科学館 無料 099-250-8511

鹿児島市 ③ パソコン工作教室
小中学生を対象に、ペーパークラフト作りを通して、ものづくりの楽しさを
体験してもらいます。

11月12日 鹿児島市立科学館 鹿児島市立科学館 099-250-8511

鹿児島市 ①③ 第59回鹿児島市民文化祭 市内の文化団体による日頃の活動成果を発表します。 9月～12月 市内 文化団体 099-227-1962

無料の行事、有
料の行事があり、
料金は行事ごと
に異なる

鹿児島市 ①③
特別企画展「島尾敏雄展　～Diary
of Toshio Shimao～」

かごしま近代文学館の収蔵作家の資料等を特別に展示し、紹介すること
を通して、本市における文学の振興・普及の促進を図るもので、今回は、
本館常設展示作家の一人である島尾敏雄について紹介します。

10月14日～11月13
日

かごしま近代文学
館

鹿児島市・
鹿児島市教育委員会・
かごしま近代文学館

　 099-226-7771

鹿児島市 ①③ 第40回鹿児島市ふるさと芸能祭 市内に伝えられる郷土芸能や一般芸能を発表します。 10月28日 天文館ベルク広場
鹿児島市・
鹿児島市教育委員会

無料 099-227-1962

鹿児島市 ③ 五色の花コンサート
平成16年に鹿児島市と合併した旧5町域の方々が身近な場所で、優れた
芸術に触れる機会を提供するために、本市で活躍する音楽家等によるコ
ンサートを開催します。

10月21日, 25日, 27
日　11月15日, 18日

･吉田公民館　・松
元公民館　・郡山支
所旧議場　　　　　・
マリンピア喜入
・桜島支所旧議場

鹿児島市教育委員会 無料 099-227-1962

鹿児島市 ③
特別企画展「薩摩人の祈り-廃仏
毀釈-」

江戸～明治時代における鹿児島県内各地の歴史資料や寺院の発掘調
査成果を展示し、廃仏毀釈の歴史的背景などを紹介します。

9月17日～12月4日

鹿児島市・
鹿児島市教育委員会
（財）かごしま教育文化振興
財団　　　鹿児島市立ふるさと
考古歴史館

099-266-0696

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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鹿児島市 ③ 古代火おこし体験 古代のおこし器「舞いぎり」を使って火おこしを体験してもらいます。 11月の土･日･祝日
鹿児島市立ふるさと考古歴
史館

無料 099-266-0696

鹿児島市 ③
生誕130年
橋口五葉展

橋口五葉の生誕130年を記念して、多くの新発見資料を含む400点を超え
る作品を紹介します。

10月4日～11月6日 鹿児島市立美術館 鹿児島市立美術館 099-224-3400

鹿児島市 ③
境界のない公募展～すべての出
品作品を展示します

美術館前庭にてジャンルを問わない1日限りの無審査の公募展を開催。
全作品を展示し、審査・表彰を行います。

10月30日 鹿児島市立美術館 鹿児島市立美術館 無料 099-224-3400

鹿児島市 ③
常設展
「秋の所蔵品展」

モネの「睡蓮」など印象派以降の西洋美術、黒田清輝をはじめとした鹿児
島出身作家たちの作品を展示するほか、特集展示として藤島武二の油彩
画やパステル画、素描を紹介します。

10月4日～6日 鹿児島市立美術館 鹿児島市立美術館 099-224-3400

鹿児島市 ⑥ 楽しい親子読書教室 小学生とその保護者が読書の大切さや親子読書について研修します。 10月15日 鹿児島市立図書館 鹿児島市立図書館 無料 099-250-8500

鹿児島市 ⑥ さつまっ子読書まつり(イベント)
幼児や小学生向けに昔話や人形劇等を通して楽しいおはなしの世界を
紹介します。

10月29日 鹿児島市立図書館 鹿児島市立図書館 無料 099-250-8500

鹿児島市 ⑥ 読書ゆうびん展(展示)
市内小中学校の児童生徒によりはがき形式で書かれた本の紹介文を展
示します。

10月26日～11月21
日

鹿児島市立図書館 鹿児島市立図書館 無料 099-250-8500

鹿児島市 ⑫ 教育週間展(展示)
子供の教育に関する図書資料のパネルによる紹介、教育関係の図書資
料を展示します。

10月12日～24日 鹿児島市立図書館 鹿児島市立図書館 無料 099-250-8500

鹿児島市 ② 道徳教育研究会

道徳の時間の授業公開を通して指導法の改善を図るとともに、家庭・地
域との協力による開かれた道徳教育を推進します。
○授業公開…低・中・高学年の授業
○分科会…各学年分科会と家庭・地域連携分科会
○参加者…市内各学校の道徳主任・担当者等、該当中学校区の保護者
及び地域住民等

10月25日 紫原小 鹿児島市教育委員会 無料 099－227-1941

鹿児島市 ② 吉田南中学校研究公開

「確かな学力」をはぐくむ学習指導を研究主題として研究公開を実施しま
す。
○公開授業…全教科
○分科会…国語、社会、数学、理科、技術・家庭、英語
○参加者…県内各小・中・高等学校等、該当中学校区の保護者及び地
域住民等

10月28日 吉田南中学校 鹿児島市教育委員会 無料 099－227-1941

鹿児島市 ②
中学生英語スキット・スピーチコン
テスト

創造的な表現力や実践的なコミュニケーション能力の基礎を培うために、
中学生が日頃学習している英語を使って、身近な生活について自分の思
いや考えを表現します。
○２年生の部(スキット）・・・9:50～12:15
○３年生の部（スピーチ)・・・13:00～16:35

11月10日 サンエール鹿児島 鹿児島市教育委員会 無料 099－227-1941

鹿児島市 ② 伊敷台中学校研究公開

基礎・基本の定着を図る指導法の工夫と望ましい学習環境の整備を研究
主題として研究公開を実施します。
全体会Ⅰ（開会行事、研究発表）、
公開授業（数学、英語）、
全体会Ⅱ（授業研究、研究協議、指導助言、指導講話、閉会行事）

11月8日 伊敷台中学校 鹿児島市教育委員会 無料 099－227-1941

鹿児島市 ① 宮川の秋を楽しむ親子のつどい
宮川野外活動センターで、さつまいも掘り、いもご飯作り、いもを使った簡
単なお菓子作りに親子で取り組みます。

11月5日
宮川野外活動セン
ター

鹿児島市教育委員会 099-227-1971

鹿児島市 ① かごしま文化工芸村秋まつり
陶芸や木工芸などの創作活動を体験できる場として、広く市民にかごしま
文化工芸村を開放します。

11月6日
かごしま文化工芸
村

鹿児島市教育委員会 099-813-0851
原材料の実費負
担あり

鹿児島市 ① 中央地域人権問題研修会
人権問題に関するビデオ視聴、講話、グループでの感想、意見交換を実
施します。

11月11日 中央公民館 中央公民館 無料 099-224-4528

鹿児島市 ① 家庭教育研修会 家庭教育力向上のための研修会を実施します。 10月20日 中央公民館 中央公民館 無料 099-224-4528

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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鹿児島市 ① 鴨池地域総合文化祭
公民館講座、自主学習グループなどによる舞台発表や作品展示を実施し
ます。

11月11日～13日 鴨池公民館 鴨池公民館 無料  099-252-5756

鹿児島市 ①② 城西地域人権問題研修会
人権問題に関するビデオ視聴、講話、グループでの感想、意見交換を実
施します。

11月9日 城西公民館 城西公民館 無料 099-224-6993

鹿児島市 ③ 第31回各流連合華道展 市内華道団体連合による展示会を実施します。 10月29日, 30日 谷山市民会館 谷山市民会館 無料 099-267-5988

鹿児島市 ③ 谷山地域総合文化祭
公民館講座、自主学習グループなどによる舞台発表や作品展示を実施し
ます。

11月5日, 6日 谷山市民会館 谷山市民会館 無料 099-267-5988

鹿児島市 ①③ 東桜島地域総合文化祭
公民館講座、自主学習グループなどによる舞台発表や作品展示を実施し
ます。

11月6日
鹿児島市立東桜島
中学校体育館

東桜島校区公民館連絡協議
会・東桜島公民館

無料 099-221-2328

鹿児島市 ⑫ 吉野地域人権問題研修会
人権問題に関するビデオ視聴、講話、グループでの感想、意見交換を実
施します。

10月28日 吉野公民館 吉野公民館 無料 099-244-2566

鹿児島市 ⑫ 吉野地域総合文化祭
公民館講座、自主学習グループなどによる舞台発表や作品展示を実施し
ます。

11月19日 吉野公民館 吉野公民館 無料 099-244-2566

鹿児島市 ① 武・田上地域人権問題研修会
人権問題に関するビデオ視聴、講話、グループでの感想、意見交換を実
施します。

11月11日
鹿児島市武・田上
公民館

武・田上公民館 無料 099-281-0698

鹿児島市 ③ 第５回リバーサイドコンサート
幼児から大人までが集い，なつかしい童謡や唱歌を歌い合うコンサートで
す。

10月29日 伊敷公民館 伊敷公民館 無料 099-220-1866

鹿児島市 ① 伊敷地域人権問題研修会
人権問題に関するビデオ視聴、講話、グループでの感想、意見交換を実
施します。

11月9日 伊敷公民館 伊敷公民館 無料 099-220-1866

鹿児島市
①②
③

吉田地域総合文化祭
公民館講座、自主学習グループなどによる舞台発表や作品展示を実施し
ます。

11月5日, 6日
吉田文化
体育センター

吉田地域
総合文化祭実行委員会    099-294-1219（鹿児島市吉田公民館内）

入場は無料だ
が、製作体験コー
ナーは材料が代
実費程度必要

鹿児島市 ① 桜島地域人権問題研修会
人権問題に関するビデオ視聴、講話、グループでの感想、意見交換を実
施します。

11月1日 桜島公民館 桜島公民館 無料 099－293-2725

鹿児島市 ③ 桜島地域総合文化祭
公民館講座、自主学習グループなどによる舞台発表や作品展示を実施し
ます。

11月23日 桜島総合体育館 桜島公民館 無料 099－293-2725

鹿児島市 ③ 松元地域総合文化祭
公民館講座、自主学習グループなどによる舞台発表や作品展示を実施し
ます。

11月10日～13日 松元公民館 松元公民館 無料 099-278-1312

鹿児島市 ③ 文化講演会 文化的な著名人を講師に招き文化講演会を実施します。 11月13日 喜入小学校体育館 喜入公民館 無料 099-345-3751

鹿児島市 ③ 喜入地域総合文化祭
公民館講座、自主学習グループなどによる舞台発表や作品展示を実施し
ます。

11月13日 喜入小学校体育館 喜入公民館 無料 099-345-3751

鹿児島市 ① 喜入地域人権問題研修会
人権問題に関するビデオ視聴、講話、グループでの感想、意見交換を実
施します。

11月24日 マリンピア喜入 喜入公民館 無料 099-345-3751

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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鹿児島市 ①③ 郡山地域総合文化祭
公民館講座、自主学習グループなどによる舞台発表や作品展示を実施し
ます。

11月5日, 6日 郡山公民館 郡山公民館 無料 099-298-2220

鹿児島市 ① きたぽっぽ土曜おはなしの時間 第３土曜日に主に小学生を対象とした読み聞かせ会を行います。 11月19日 谷山北公民館 谷山北公民館 無料 099-269-6391

鹿児島市 ① 家庭の日体育館無料開放
第３日曜日に、未成年の子どもを含む家族を対象として、ホール兼体育
館を無料で開放し、卓球及びバドミントンを行います。

11月20日 谷山北公民館 谷山北公民館 無料 099-269-6391

鹿児島市 ① どんぐりで遊ぼう どんぐりを使った工作や遊びを体験してもらいます。 10月30日
鹿児島市立少年自
然の家

鹿児島市立少年自然の家 無料 099-244-0333

鹿児島市 ① オータムフェスタ
クイズラリー、野菜収穫、創作活動、干し柿作りなどを体験してもらいま
す。

11月13日
鹿児島市立少年自
然の家

鹿児島市立少年自然の家 099-244-0333

鹿児島市 ①
科学教室「アサギマダラのひみつ
を調べよう」

蝶の羽に印を付けて飛ばし，海を越えて旅をするアサギマダラのひみつ
に迫ります。

10月30日 指宿市開聞岳 鹿児島県立博物館 kahaku1@pref.kagoshima.lg.jp

鹿児島市 ① 科学教室「化石発掘体験」 魚や木の葉の化石を掘り出し，地層のできた時代や環境を調べます。 11月6日 薩摩川内市藤本 鹿児島県立博物館 kahaku1@pref.kagoshima.lg.jp

鹿児島市 ①
科学教室「ジュズダマでかざりを作
ろう」

ジュズダマを収穫して，いろいろな遊びを体験しましょう。 11月20日
薩摩川内市清浦ダ
ム

鹿児島県立博物館 kahaku1@pref.kagoshima.lg.jp

鹿児島市 ①
企画展「あぶない！かな？みぢか
なハチ」

スズメバチやミツバチなど不思議な生き方をするハチたちを紹介します。 9月23日～11月20日 鹿児島県立博物館 鹿児島県立博物館 無料 kahaku1@pref.kagoshima.lg.jp

鹿児島市 ①
天文教室「ゆらゆらゆれる　惑星
モビール」

太陽系惑星のモビールを作って，惑星の大きさを比べます。 11月13日 鹿児島県立博物館 鹿児島県立博物館 kahaku1@pref.kagoshima.lg.jp

鹿児島市 ④ 京都大学鹿児島講演会
京都大学の学術研究の一端を広く社会に公開するとともに、本学の理念
や現状等を全国各地に周知します。

11月26日
ホテルパレスイン鹿
児島

京都大学 無料 http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/education/open/open/

鹿児島市 ② ブックガイド秋

以下のテーマで、学生向け図書の展示紹介を行います。
①「続・キャリアを考える」
②「理系のためのリメディアル＆ベーシック」
③「東日本大震災の記憶」

10月4日～11月15日
鹿児島大学附属図
書館

鹿児島大学附属図書館 無料 http://www.lib.kagoshima-u.ac.jp/

鹿児島市
①②
③

Library Lovers’ 2011キャンペーン
図書館が森になる！？育てよう、読書の木(仮)と題して、葉っぱの台紙に
読書コメント記入してもらい、木の幹を描いた台紙に貼り付けて木を育て
ます。

10月12日～11月15
日

鹿児島大学附属図
書館

鹿児島大学附属図書館 無料 http://www.lib.kagoshima-u.ac.jp/

鹿児島市 ①
鹿児島市生涯学習プラザ協働講
座
‐市民のための楽しい独唱講座‐

内外の独唱曲を歌うことで、合唱芸術の楽しみを知り、表現力の向上を目
指す鹿児島市民を対象とした、声楽の独唱講座です。

10月20日～12月1日 サンエールかごしま 鹿児島市教育委員会  齊藤祐　鹿児島大学教育学部音楽専修声楽研究室saitoh@edu.kagoshima-u.ac.jp

鹿児島市
①②
③

読書週間イベント 他団体と連携した読書会関連イベントを開催します。 10月27日～11月9日
鹿児島大学附属図
書館

鹿児島大学附属図書館 無料 http://www.lib.kagoshima-u.ac.jp/

鹿児島市 ① 特別展

第11回特別展　やきものづくりの考古学
-鹿児島の縄文土器から薩摩焼まで-

鹿児島のやきもの文化を考古学で考えます。縄文土器から近代の薩摩
焼に至るまで、鹿児島にはこの地域に特徴的な土器が作られ、使われて
きました。考古学では土器からどのように、何を知ろうとしているのかを展
示します。

10月31日～11月30
日

鹿児島大学郡元
キャンパス総合教
育研究棟
2階プレゼンテー
ションホール

鹿児島大学総合研究博物館 無料 www.museum.kagoshima-u.ac.jp

鹿児島市 ② 祖父母参観
保護者だけでなく，祖父母や家族の方々にも，子どもの学級での様子や
本校の教育活動についてお知らせする。

11月6日
鹿児島大学教育学
部附属小学校

鹿児島大学教育学部附属小
学校

無料 http://www-fs.edu.kagoshima-u.ac.jp/

鹿児島市 ②
鹿児島大学教育学部音楽科演奏
会

鹿児島大学教育学部音楽専修学生による声楽、ピアノ、管楽器、弦楽
器、邦楽器の演奏会です。

11月11日～15日
鹿児島大学教育学
部音楽美術棟

鹿児島大学教育学部音楽専
修

無料  齊藤祐　鹿児島大学教育学部音楽専修声楽研究室saitoh@edu.kagoshima-u.ac.jp

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



第５３回「教育・文化週間」関連行事

鹿児島県
市区町村 種類 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

鹿児島市 ① 市民講座

第21回市民講座　鹿児島のやきものを知る

本田道輝（鹿児島大学法文学部）
「縄文土器・弥生土器を知る」
橋本達也（鹿児島大学総合研究博物館）「古墳時代の土師器・須恵器・埴
輪・成川式土器を知る」
渡辺芳郎（鹿児島大学法文学部）
「近世・近代の薩摩焼を知る」

11月12日
13:30～  16:30

鹿児島大学郡元
キャンパス総合教
育研究棟2階203

鹿児島大学総合研究博物館 無料 www.museum.kagoshima-u.ac.jp

鹿児島市 ①
鹿児島大学水産学部おさかなま
つり

企画Ａ：へ～すごい！船ってこうなってるんだ！
一般参観者に附属練習船かごしま丸の船内を、乗船実習に参加した学
生と共に探検してもらい、船という施設のすごさを体感してもらいます。船
橋では、制服や救命スーツを着ながらの画像撮影もあります。
企画Ｂ：魚拓をつくろう！
一般参観者に、かごしま丸の実習で採取された東シナ海のおさかなを、
乗船実習に参加した学生と一緒に魚拓を作ってもらいます。
企画Ｃ：マグロ解体ショー
一般参観者に、かごしま丸の実習で採取されたインド洋産マグロを解体
ショーを行い、刺身になるまでの過程を見てもらいます。

11月12日

鹿児島大学水産学
部附属練習船かご
しま丸
（鹿児島市谷山埠
頭）

鹿児島大学水産学部 無料 http://www.fish.kagoshima-u.ac.jp/

鹿児島市 ① 研究交流会

第16回研究交流会
世界遺産アンコール遺跡群の自然

塚脇真二（金沢大学）
「アンコール世界遺産公園の自然
　　　　　　　　　　　　　　　-現状と課題」
大八木英夫（日本大学）
「遺跡周辺の変動する水環境」
荒木祐二（横浜国立大学）
「遺跡にそびえる巨樹の森」
本村浩之（鹿児島大学総合研究博物館）「遺跡周辺の魚類多様性」

11月13日
13:30～16:00

鹿児島大学郡元
キャンパス総合教
育研究棟2階203

鹿児島大学総合研究博物館 無料 www.museum.kagoshima-u.ac.jp

鹿児島市 ③ ミニコンサート

学内ミニコンサート
『フルートとピアノの調べ（仮）』
演奏者：フルート　浅生 典子 氏
　　　　　 ピアノ　大迫 　貴 氏ほか２名

11月13日
 16:00～17:00

鹿児島大学郡元
キャンパス総合教
育研究棟エントラン
スホール

鹿児島大学総合研究博物館 無料 www.museum.kagoshima-u.ac.jp

鹿児島市 ③④
鹿児島大学附属図書館貴重書公
開展

本年度の貴重書展示においては、明治に活躍した浮世絵師たちによる西
南戦争の浮世絵作品を展示し、浮世絵に表現された近代初期の鹿児島
イメージの諸相を呈示します。

11月19日～12月4日
鹿児島大学附属図
書館

鹿児島大学附属図書館 無料 http://www.lib.kagoshima-u.ac.jp/

鹿屋市 ③ 第42回鹿屋市文化祭 舞踊、劇、着付、大正琴、詩吟等の発表会です。 10月30日, 31日 鹿屋市文化会館
鹿屋市、鹿屋市教育委員会
等

無料 0994-44-5115

鹿屋市 ① 人権問題講演会（仮） デートＤＶの防止に関する理解を深めるための研修会等を実施します。 11月5日 リナシティかのや 鹿児島県ハーモニー推進課 無料 099-221-6603

鹿屋市 ①
象嵌装大刀出土地めぐりバスツ
アー

鹿屋市吾平町から出土した鹿屋市指定文化財「象嵌装大刀」の出土地外
をめぐるバスツアーです。

10月～11月中 鹿屋市吾平町一円
鹿屋市教育委員会生涯学習
課文化財センター

無料 0994－31－1167

鹿屋市 ②
鹿屋市中学校英語暗唱・弁論大
会

鹿屋市立の中学校英語暗唱・弁論大会をすることにより、鹿屋市内中学
校の英語力の向上、コミュニケーション能力の育成に図ります。

9月30日 リナシティーかのや 鹿屋市教育委員会 無料 0994-31-1137

鹿屋市 ②
鹿屋市小・中・高等学校音楽発表
会

鹿屋市立の小・中・高等学校の児童生徒が一堂に会し，日ごろの音楽学
習の成果をお互いに披露し合うことを通して，豊かな情操を養い，音楽に
対する感性を培うとともに，音楽教育振興の一助とします。

11月30日 市文化会館 鹿屋市教育委員会 無料 0994-31-1137

鹿屋市 ③ 蒼天祭
　学生主体の学園祭と教職員主体の大学開放事業を同日に実施します。
イベント参加と合わせて施設の無料使用が可能です。

11月12日, 13日 鹿屋体育大学 国立大学法人鹿屋体育大学 無料 http://www.nifs-k.ac.jp/

枕崎市 ③
第45回枕崎市総合文化祭（展示
部門）

絵画・写真・陶芸・書道など市民の皆さんによる多数の作品を2会場で展
示します。

10月22日～11月3日
枕崎市市民会館，
枕崎市文化資料セ
ンター南溟館

枕崎市，枕崎市教育委員会，
枕崎市文化協会

無料 文化課                           0993-72-9998(内線417)

枕崎市 ③
第45回枕崎市総合文化祭（市民
の夕べ）

内容未定 11月2日 枕崎市市民会館
枕崎市，枕崎市教育委員会，
枕崎市文化協会

無料 文化課                           0993-72-9998(内線417)

枕崎市 ③
第45回枕崎市総合文化祭（市民
芸能祭）

枕崎市内の文化団体・個人による舞踊・音楽などの発表です。 11月3日 枕崎市市民会館
枕崎市，枕崎市教育委員会，
枕崎市文化協会

無料 文化課                           0993-72-9998(内線417)

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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枕崎市 ③
第45回枕崎市総合文化祭（学校
音楽祭）

枕崎市内の小・中学生による合唱や合奏です。 11月17日 枕崎市市民会館
枕崎市，枕崎市教育委員会，
枕崎市文化協会

無料 文化課                           0993-72-9998(内線417)

枕崎市 ③ 南溟館定期コンサート
枕崎市内の音楽団体「リコーダーアンサンブル“ドルメッチ”」による演奏会
です。

11月6日
枕崎市文化資料セ
ンター南溟館

枕崎市教育委員会 無料 文化課                           0993-72-9998(内線417)

阿久根市 ① 第６５回阿久根市総合文化祭
市民の方々が，芸術・文化の向上を目指して活動されてきた成果を発表
し，鑑賞する場として毎年開催しているものです。

11月5日, 6日 阿久根市民会館
阿久根市教育委員会。阿久
根市文化協会

無料  時期が近づいてきたら，市のホームページに，特設ページが開設される予定です。阿久根市ＨＰ：http://www.city.akune.kagoshima.jp/

垂水市 ③ 第３５回垂水市民文化祭 舞台発表や作品展示などを行います。 11月5日, 6日 垂水市文化会館 垂水市文化協会 無料 0994-32-7551
舞台は５日、展示
は５，６日

垂水市 ③ 第３６回肝属地区広域文化祭 舞台発表や作品展示などを行います。 11月5日, 6日 垂水市文化会館
肝属地区文化協会連絡協議
会、肝属地区各市町教育委
員会

無料 0994-32-7551
舞台は６日、展示
は５，６日

垂水市 ③
たるみずＳmileコンサート  ～山ケ
城 陽子と仲間達～

マリンバ、ピアノ、打楽器、吹奏楽器等によるコンサートを行います。 11月12日 垂水市文化会館
たるみずＳmileコンサート実
行委員会

無料 0994-32-7551
垂水市、同教育
委員会共催事業

垂水市
①②
③

垂水島津家林之城(はやしのじょ
う)築城四百年記念事業

式典、記念講演、資料展示、スライド上映　、記念碑除幕式等を行いま
す。

11月20日 垂水市文化会館外
垂水島津家林之城築城四百
年記念事業実行委員会

無料 0994-32-7551
垂水市、同教育
委員会共催事業

垂水市 ②③ 垂水市小・中学校合同音楽会
垂水市内の８小学校と１中学校の児童生徒が，日ごろの学習の成果とし
て，合奏や合唱等を発表します。

11月18日 垂水市文化会館
垂水市教育委員会
垂水市小・中学校教育研究
会音楽部会

無料  垂水市教育委員会学校教育課0994-32-7213

日置市 ③ 日吉地域文化祭
日吉地域の文化団体などが作品の展示と舞台発表を行い、芸術文化の
振興を図ります。

10月30日
日吉老人福祉セン
ター

日吉地域文化協会 無料 日置市教育委員会日吉支所教育振興課

日置市 ③ 吹上地域文化祭
吹上地域の文化団体などが作品の展示と舞台発表を行い、芸術文化の
振興を図ります。

10月29日, 30日 吹上中央公民館 吹上地域文化協会 無料 日置市教育委員会吹上支所教育振興課

日置市 ③ 東市来地域文化祭
東市来地域の文化団体などが作品の展示と舞台発表を行い、芸術文化
の振興を図ります。

11月3日
東市来文化交流セ
ンター

東市来地域文化協会 無料 日置市教育委員会東市来支所教育振興課

日置市 ③ 伊集院地域文化祭
伊集院地域の文化団体などが作品の展示と舞台発表を行い、芸術文化
の振興を図ります。

11月3日 伊集院文化会館 伊集院地域文化協会 無料 日置市教育委員会社会教育課

日置市 ③ 日置市芸術祭
日置市の文化団体などが作品の展示と舞台発表を行い、芸術文化の振
興を図ります。

11月6日 伊集院文化会館 日置市文化協会 無料 日置市役所社会教育課

曽於市 ④ 財部地域小・中合同音楽会
財部地域の小・中学生による日頃の音楽の学習成果の発表会を実施し
ます。

10月28日
財部きらめきセン
ター

曽於市教育委員会 無料 099-482-5957

曽於市 ④ 末吉地域小・中合同音楽会
末吉地域の小・中学生による日頃の音楽の学習成果の発表会を実施し
ます。

11月18日 末吉総合センター 曽於市教育委員会 無料 099-482-5957

曽於市 ⑫ そお市民祭
曽於市内小・中学校の児童生徒，及び市民の作品等の展示による日頃
の学習成果の発表と，３地域からの郷土芸能等のステージ発表を行いま
す。

11月12日,13日 末吉総合体育館 曽於市教育委員会 無料  099-482-5957099-482-5958

曽於市 ④ 曽於市夢育み支援事業

1財部南小「美しい音色から学ぼう」(10/21)
2檍小「あおきっこ『夢』育み事業」(10/25)
3岩北小「フラワーアレンジメント」(10/25)
4菅牟田小「ホタル竹太鼓」(11/1)
5諏訪小「サッカーってたのしい」(11/２)
6財部北中「服飾に関する仕事について考えてみよう」(11/9)
7高岡小「わたしたちの先輩のお仕事」(11/9)

10月21日～11月9日 各小・中学校 曽於市教育委員会 無料 099-482-5957

曽於市 ① 弥五郎どんまつり文化祭 曽於市文化協会会員による作品展示です。 11月3日, 4日 大隅中央公民館 曽於市教育委員会 無料 099-482-5958

霧島市 ①
国分図書館
読書まつり

市民の皆さまに本に興味、関心を持ってもらうきっかけづくりとして、おは
なし会、わらべ歌や本の交換市などを行います。

11月13日
霧島市立
国分図書館

霧島市立
国分図書館

無料  国分図書館0995-64-0918

霧島市 ① きりしまチャレンジャー「科学体験」
第一工業大学の協力を得て、霧島市内の小・中学生に科学の面白さを体
験させます。

11月5日 第一工業大学 霧島市教育委員会  生涯学習課0995-42-1118

霧島市 ② 霧島市小・中学校音楽のつどい
みやまコンセールに霧島市の小中学校が集まり、日ごろの音楽学習の成
果を発表します。

11月15日～17日
霧島国際音楽ホー
ル（みやまコンセー
ル）

霧島市教育委員会 無料  学校教育課0995-42-1116

霧島市 ③
霧島市溝辺ふるさと祭り
（霧島市文化協会溝辺支部文化
祭）

農産物の販売及び文化協会員等の作品展示や舞台発表です。 10月29日, 30日
溝辺公民館（みそ
め館）・溝辺運動場
（野外ステージ）

霧島市溝辺ふるさと祭り実行
委員会
（霧島市文化協会溝辺支部）

無料    溝辺出張所教育振興課0995-58-3191

霧島市 ③ 霧島文化祭
芸術の秋といわれるこの時期に，日頃の芸術・趣味活動の成果を広く発
表し合い，霧島地区の文化振興，交流，発展を目指します。

10月22日, 23日 霧島公民館 霧島文化祭実行委員会 無料   霧島出張所教育振興課0995-57-1111（内線5841）

霧島市 ③ 霧島市文化協会牧園支部文化祭 文化協会員等の作品展示や舞台発表です。 10月30日
霧島国際音楽ホー
ル（みやまコンセー
ル）

霧島市文化協会牧園支部 無料    牧園出張所教育振興課0995-76-1111（内線5531）

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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霧島市 ③ 霧島市文化協会福山支部文化祭 文化協会員等の作品展示や舞台発表です。 10月30日 福山公民館 霧島市文化協会福山支部 無料    福山出張所教育振興課0995-56-2026（内線6821）

霧島市 ③ 霧島市文化協会国分支部文化祭 文化協会員等の作品展示や舞台発表です。 10月31日～11月3日
霧島市民会館・国
分シビックセンター

霧島市文化協会国分支部 無料  文化振興課0995-42-1119

霧島市 ③ 霧島市文化協会横川支部文化祭 舞台発表及び展示発表です。 11月3日 霧島市横川公民館 霧島市文化協会横川支部 無料   横川出張所教育振興課0995-72-1596

霧島市 ③ 霧島市文化協会隼人支部文化祭 文化協会員等の作品展示や舞台発表です。 11月23日
隼人農村環境改善
センター・隼人体育
館

霧島市文化協会隼人支部 無料  文化振興課0995-42-1119

霧島市 ③ 霧島市郷土芸能祭 郷土芸能の舞台発表です。 11月23日 霧島市民会館
霧島市郷土芸能祭実行委員
会

無料  文化振興課0995-42-1119

霧島市 ③
第３１回企画展「新発見￤かごし
まの遺跡2011～県立埋蔵文化財
センター発掘速報展」

人面墨書土器（薩摩川内市），出土銭（志布志市），近代化産業遺産群
（鹿児島市）の発掘調査報告を行います。

7月26日～11月27日
上野原縄文の森
（展示館）

上野原縄文の森 http://www.jomon-no-mori.jp/　

霧島市 ③ 第８回　縄文の森　秋まつり
ステージパフォーマンスや火おこし・アクセサリー作りなどの縄文体験，縄
文料理販売などが行われる体験参加型イベントです。

10月22日, 23日
上野原縄文の森
（体験広場）

上野原縄文の森 http://www.jomon-no-mori.jp/　

霧島市 ① 霧島ファミリー散歩
霧島の秋の自然を堪能しながら，家族のふれあいを深め自然に親しむ態
度を培います。

10月22日, 23日
霧島自然ふれあい
センター周辺

霧島自然ふれあいセンター   http://www.pref.kagoshima.jp/kikan/kirishima/0995-78-2815

霧島市 ① 霧島山中独り寝体験
厳冬期の霧島山中での独り寝体験とおして心豊かでたくましい青少年の
育成を図ります。

10月29日, 30日
霧島自然ふれあい
センター周辺

霧島自然ふれあいセンター  http://www.pref.kagoshima.jp/kikan/kirishima/

霧島市 ① 山楽隊
登山の楽しさや自然の美しさを満喫してもらうとともに，健康づくりを目指
します。

11月5日, 6日 えびの高原 霧島自然ふれあいセンター http://www.pref.kagoshima.jp/kikan/kirishima/

霧島市 ② 高専祭（文化祭）
学科・文化部等による展示の他、露天、英語劇、音楽部ライブ等を行いま
す。

10月29日
鹿児島工業高等専
門学校

鹿児島工業高等専門学校 無料 http://www.kagoshima-ct.ac.jp/

霧島市 ②
中学生及び保護者のための学校
説明会

本校の教育方針、教育実状及び教育環境を御理解いただくため、中学
生・保護者を対象とした学校説明会を実施します。

10月1日
鹿児島工業高等専
門学校

鹿児島工業高等専門学校 無料 http://www.kagoshima-ct.ac.jp/

霧島市 ③
平成２３年度（第14回）鹿児島第
一中学校文化祭

鹿児島第一中学校生徒の日頃の文化活動（合唱、合奏、弁論、演劇、英
語、書道、絵画、技術家庭等）を発表・展示

11月3日
鹿児島第一高等学
校アトリウム

鹿児島第一中学校 無料 鹿児島第一中学校　ＴＥＬ0995-46-7831

いちき串
木野市

③
いちき串木野市文化祭
（芸能発表）

舞踊や詩吟、ダンスなど市文化協会加盟団体や市民が参加する発表会
を実施します。

11月3日, 6日 市民文化センター
いちき串木野市
市文化協会 無料 bunka1@city.ichikikushikino.lg.jp

いちき串
木野市

③
いちき串木野市文化祭
（作品展示）

生涯学習講座や文化協会会員、市民の作品が参加する展示会を実施し
ます。

11月3日～6日 いちきアクアホール
いちき串木野市
市文化協会 無料 bunka1@city.ichikikushikino.lg.jp

いちき串
木野市

②
青少年のための科学の祭典いち
き串木野大会

子どもたちの科学への興味・関心を高めるために科学実験・科学工作を
実演します。

11月12日（土）
市来アクアホール
他

いちき串木野市教育委員会 無料   gakyo1@city.ichikikushikino.lg.jp0996-21-5127

いちき串
木野市

② いちき串木野市音楽発表会 子どもたちの音楽教育の成果を発表し，相互に鑑賞しあいます。 11月18日（金） 市民文化センター いちき串木野市教育委員会 無料   gakyo1@city.ichikikushikino.lg.jp0996-21-5127

奄美市 ②③
教育委員会，小・中学校等のポス
ター・チラシの展示

大島教育事務所廊下に地区内の学校等の啓発用ポスター・チラシを展示
します。

10月12日～11月12
日

鹿児島県大島支庁
別館

大島教育事務所 無料 0997-57-7391

奄美市 ① あまみならでは学舎（６時間目）
シニア海外協力隊ＯＢの恵原正継氏を招き「海外生活で考えたシマのこと
（仮題）」をテーマに生涯学習講座を実施します。

10月8日 県立奄美図書館 県立奄美図書館 無料 http://www.library.pref.kagoshima.jp/amami/

奄美市 ① 島尾敏雄記念室講演会
初代分館長であり，奄美にゆかりの深い作家島尾敏雄の文学に造詣の
深い専門家を招き講演会を実施します。

11月3日 県立奄美図書館 県立奄美図書館 無料 http://www.library.pref.kagoshima.jp/amami/

奄美市 ①
図書館ボランティア養成（応用）講
座

「読み聞かせ」を中心とした知識・技能の習得に関する研修を実施しま
す。

11月6日 県立奄美図書館 県立奄美図書館 無料 http://www.library.pref.kagoshima.jp/amami/

奄美市 ① あまみならでは学舎（７時間目）
紬ひろば「あまみ～る」の内山初美氏を招き「大島紬の魅力（仮題）」を
テーマに生涯学習講座を実施します。

11月12日 県立奄美図書館 県立奄美図書館 無料 http://www.library.pref.kagoshima.jp/amami/

奄美市 ① 島尾敏雄記念室企画展
「島尾忌」にちなみ，初代分館長であり，作家の島尾敏雄に関する企画展
を実施します。

10月26日～11月15
日

県立奄美図書館 県立奄美図書館 無料 http://www.library.pref.kagoshima.jp/amami/

奄美市 ① 書庫見学会 普段入れない書庫を開放し，禁帯出資料等の閲覧を実施します。 11月5日, 6日 県立奄美図書館 県立奄美図書館 無料 http://www.library.pref.kagoshima.jp/amami/

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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奄美市 ① 県民週間天体ドーム開放
　期間中天体ドームを開放し，天体望遠鏡を使って星の観察をしたり，職
員の説明を聞くことができます。

10月31日～11月6日
県立奄美少年自然
の家

県立奄美少年自然の家 無料  ０９９７－５３－１０３２

南九州市 ③ 南九州市文化祭
芸能舞台発表，作品展示（絵画，工芸品，書道，生け花，盆栽）を行いま
す。

11月2日, 3日
川辺文化会館
知覧文化会館
頴娃文化会館

南九州市教育委員会 無料   社会教育課文化振興係0993-56-5404

姶良市 ① 姶良市加治木文化祭
姶良市加治木文化協会主催の文化祭。展示発表は２日間、舞台発表は
１日です。

10月29日, 30日 加音ホール 姶良市加治木文化協会 無料  社会教育課℡099-21-2111（内線244）

姶良市 ① 姶良市蒲生文化祭
姶良市蒲生文化協会主催の文化祭。展示発表は２日間、舞台発表は１
日です。

11月2日, 3日 蒲生公民館 姶良市蒲生文化協会 無料  蒲生教育課　℡0995-52-1771

姶良市 ① 姶良市姶良文化祭
姶良市姶良文化協会主催の文化祭。展示発表は２日間、舞台発表は１
日です。

11月5日, 6日 姶良公民館 姶良市姶良文化協会 無料  姶良教育課　℡0995-66-2044

姶良市 ① 市町村による青少年劇場 人形劇京劇をお招きして、学校の体育館で実施します。 10月24日 柁城小学校 姶良市教育委員会 無料  社会教育課℡099-21-2111（内線244）

姶良市 ① 市町村による青少年劇場 劇団「コーロ」をお招きして、学校の体育館で実施します。 11月22日 建昌小学校 姶良市教育委員会 無料  社会教育課℡099-21-2111（内線244）

姶良市 ② 姶良市小・中学校合同音楽会
姶良市の小・中学校の児童生徒が一堂に会して，日頃の音楽の授業の
成果を発表します。

10月27日 姶良市加音ホール 姶良市教育委員会 無料 学校教育課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0995-62-2111（内線222）

姶良市 ③
図書館
フェスティバル

古本雑誌の無料配布、おはなし会等の各種催し物、折り紙教室等の各種
教室、その他出店等を行います。

11月3日
姶良市立
中央図書館

姶良市立
中央図書館

無料 0995-64-5600

三島村 ①
村民スポーツ･レクリエーション大
会

村民総参加のスポーツ･レクリエーションを通して，村民の連帯と強調のも
とに健康で明るい生き生きとした人づくり･地域づくりを目的に実施します。

11月5日
硫黄島
開発センター

三島村･
三島村教育委員会

 三島村教育委員会099-222-3141
村文化祭と村ス
ポ・レクを隔年で
実施

三島村 ③ 三島村歌舞伎｢俊寛｣ 中村勘三郎丈による、史実の地・場所での屋外歌舞伎上演です。 10月22日
硫黄島特設ステー
ジ

三島村･総務課 三島村総務課099-222-3141

長島町 ① 長島町総合文化祭 芸能発表・作品展示を行います。 11月5日, 6日
長島町文化ホール
他

長島町文化協会・長島町・長
島町教育委員会

無料 0996-86-1111
長島町教育委員
会社会教育課

長島町 ① 長島町古墳まつり 大昔の体験（火おこし・勾玉つくり・他）に挑戦します。 10月22日 ながしま風車公園
長島町・長島町教育委員会・
村おこしグループ長島島援隊

無料 0996-86-1111
長島町教育委員
会社会教育課

長島町 ①
離島小中学校芸術・芸能観賞と体
験ワークショップ

離島での芸術・芸能の振興を図ります。 11月4日 獅子島      中学校 西日本文化協会 無料 0996-86-1111
長島町教育委員
会社会教育課

湧水町 ③ 湧水町秋まつり文化祭 作品展示鑑賞、舞台発表、郷土芸能披露、特別講演等が開催されます。 11月19日, 20日 湧水町吉松体育館 湧水町文化協会 無料  湧水町教育委員会0995-75-2142

東串良町 ①③
第３４回文化祭
平成２３年度生涯学習推進大会

・講演会，活動及び舞台発表，社会教育功労者発表，展示発表を行いま
す。

11月19日, 20日
東串良町総合セン
ター

東串良町教育委員会
東串良町文化協会

無料 0994-63-3134

錦江町 ①
平成２３年度肝属地区教育振興
大会

肝属地区の教育機関・団体関係者が一堂に会し，実践活動の発表等を
行います。

11月12日
錦江町文化セン
ター

肝属地区教育振興会 無料  大隅教育事務所0994－52－2206

錦江町 ① 錦江町文化祭 文化協会，学校等の発表・展示を行います。 11月2日, 3日
錦江町中央公民
館・錦江町文化ｾﾝ
ﾀｰ

錦江町 無料  錦江町教育委員会0994-22-0517

錦江町 ① 錦江町自主文化事業 三遊亭歌之介さんの公演です。 11月13日 錦江町文化ｾﾝﾀｰ 錦江町教育委員会 無料  錦江町教育委員会0994-22-0517

中種子町 ①③
中種子町文化祭　生涯学習町民
フェア

町民（幼児から高齢者まで）による作品展示や舞台発表を行います。 11月5日, 6日 種子島こりーな 町文化協会町教育委員会 無料 0997-27-1111【内線２６９】

中種子町 ③ 農林漁業祭 　　　　　郷土芸能祭 各種イベントや町内各集落の郷土芸能を披露します。 11月12日
種子島こりーな
種子島中央体育館

町役場農林水産課 無料 0997-27-1111【内線２８３】

南種子町 ② 県民週間 各学校で工夫された授業参観，学習の発表会等を行います。 11月1日～7日 各学校 南種子町教育委員会 無料 kanri4@town.minamitane.lg.jp

大和村 ③ 郷土資料室開放
日頃，開放していない資料室を期間限定で一般に開放します。ただし，
土，日，祝日は除きます。

11月1日～7日 大和村中央公民館 大和村中央公民館 無料  http://www.vill.yamato.gl.jp/0997-57-3211
土，日，祝日は除
く

大和村 ③ 郷土資料閲覧開放
日頃，開放していない資料を閲覧できるようにします。ただし，資料の持ち
出しはできません。

11月1日～7日 大和村中央公民館 大和村中央公民館 無料  http://www.vill.yamato.gl.jp/0997-57-3211
資料の持ち出し
はできない

宇検村 ① 文化財ウオッチング
村内の小・中学生を対象として，村内の文化財を通して宇検村の歴史と
文化を学習する行事です。

11月5日（予定） 宇検村内 宇検村教育委員会 無料 0997-67-2261

宇検村 ① 生涯学習推進大会
これからの生涯学習の在り方を展望し，心豊かで生きがいのある人生を
生涯にわたって，村民が学習活動を続けようとする意欲と向上心を育み
ます。

11月13日
生涯学習センター
宇検村元気の出る
公社

宇検村 無料 0997-67-2261

瀬戸内町 ① 子ども島口・伝統芸能大会
町内の子どもたちが，童話を島口にかえて語ったり，集落の民謡や島唄
を三味線や太鼓を使い，失われつつある地域の島口と伝統芸能を披露し
ます。

10月29日
瀬戸内町中央公民
館

瀬戸内町教育委員会社会教
育課

無料  瀬戸内町教育委員会社会教育課0997-72-0113

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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瀬戸内町 ① 就学時子育て学習講座
小学校への入学前の子どもたちの保護者を対象に，家庭教育の在り方に
ついて考える機会を提供します。

11月9日
瀬戸内町中央公民
館

瀬戸内町教育委員会社会教
育課

無料  瀬戸内町教育委員会社会教育課0997-72-0113

瀬戸内町 ② 弁論・英語暗唱大会
町内の各中学校の代表者が，一堂に会して，弁論や英語暗唱をとおした
表現力を養います。

11月15日
瀬戸内町中央公民
館

瀬戸内町教育委員会総務課 無料  瀬戸内町教育委員会総務課0997-72-0113

瀬戸内町 ③ 町文化祭
町内の一般町民をはじめとする各種団体が，日頃取り組んでいる活動の
成果を広く町民に公開することで，郷土の文化を発掘，継承し，文化的で
明るく住みよい瀬戸内町づくりを目指します。

11月19日, 20日
瀬戸内町清水公園
総合体育館

瀬戸内町教育委員会社会教
育課

無料  瀬戸内町教育委員会社会教育課0997-72-0113

龍郷町 ① 子育て学習講座
町内の未就学児の保護者を対象に子育てや家庭教育に関する講座を実
施します。

11月4日 龍郷町中央公民館 龍郷町教育委員会 無料  龍郷町教育委員会0997-62-3111

龍郷町 ①
子ども博物学士講座「古代にタイ
ムスリップ」

子ども達に町の歴史に関する興味を持ってもらえるよう，古代生活の体験
学習講座を実施します。

11月3日
龍郷町立赤徳小中
学校

龍郷町教育委員会 無料  龍郷町教育委員会0997-62-3111

龍郷町 ①②
人権教育総合推進地域事業研究
公開

３年間取り組んできた人権教育の研究・実践をまとめて公開します。 11月8日
龍郷町体育・文化
センターりゅうゆう
館

龍郷町教育委員会 無料  龍郷町教育委員会0997-62-3111

喜界町 ① 文化財展 中央公民館保管の民具、農具等の展示をします。 10月30日～11月4日 喜界町中央公民館 喜界町役場生涯学習課 無料 WWW.town.kikai.ig.jp

徳之島町 ④ 博物館がやってきた
県立博物館と教育委員会が連携して徳之島町の児童生徒に，星空観察
会や，自然観察会，展示活動等を実施します。

10月19日～23日
徳之島町
生涯学習
センター

徳之島町
教育委員会

無料 0997-82-2904

徳之島町 ②
徳之島町中学校弁論・英語暗唱
大会

町内中学校代表が，弁論の部，英語暗唱の部に分かれて練習の成果を
発表する大会を実施します。

10月25日
徳之島町
文化会館

徳之島町
教育委員会

無料 0997-82-1308

徳之島町 ① 徳之島町文化祭
町内の子どもからお年寄りまでが一堂に会し，作品展示や島唄，日舞，
太鼓，カラオケ，伝統芸能等を発表します。

11月3日
徳之島町
文化会館

徳之島町
教育委員会

無料 0997-82-2904

徳之島町 ③ 朗読劇「月光の夏」 劇団東演を招いて，ピアノを弾きながらの朗読劇を実施します。 10月27日, 28日
徳之島町
文化会館

徳之島町
文化会館

0997-83-1682

徳之島町 ③ 岡本知高ソプラニスタ・コンサート
世界的評価を受けるソプラ二スタ岡本知高さんによるソプラニスタ・コン
サートを実施します。

11月13日
徳之島町
文化会館

徳之島町
文化会館

0997-83-1682

伊仙町 ③ 町民文化祭
伊仙町の文化芸能に関する演目披露や町の文化に関するパネルディス
カッションなどを行います。

11月3日 伊仙町体育館 伊仙町文化協会 無料 0997-86-3111

知名町 ①
第２１回知名町生涯学習フェスティ
バル

 誰もが気軽に参加できるイベントを通して活力ある町づくりについて真剣
に考え、生き甲斐のある人生と潤いに満ちた郷土づくりを目指します。

11月6日
おきえらぶ文化
ホールあしびの郷・
ちな

知名町 無料    知名町教育委員会事務局生涯学習課0997-81-5151

肝属地区
２市４町

③ 第３６回広域文化祭 ・舞台発表，展示発表を行います。 11月5日, 6日 垂水市文化会館 肝属地区文化協会 無料 0994-63-3134

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料


