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宮崎県  延岡市 ③ 文化祭いけばな展 いけばなの展示 10月20, 21日 延岡総合文化センター 延岡市華道連盟 無料
延岡市華道連盟
（0982-34-3088）

宮崎県  延岡市 ③
第16回延岡市景観コン
クール

作品展示会 10月26～29日 同上 延岡市都市計画課 無料
延岡市都市計画課
（0982-22-7022）

宮崎県  延岡市 ③
平成24年度
　県北吹奏楽祭

吹奏楽演奏会 11月3日 同上 県北吹奏楽連盟
県北吹奏楽連盟
（0982-37-0073）

宮崎県  延岡市 ③ ﾘﾝｸｽﾌﾙｰﾄｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ フルート演奏会 11月11日 同上 延岡総合文化センター
延岡総合文化セン
ター（0982-22-1855）

宮崎県  延岡市 ③
延岡市
小・中学校音楽祭

小・中学生の音楽祭 11月15日 同上 延岡市学校教育研修所 無料
延岡市学校教育研修
所（0982-21-4241）

宮崎県 えびの市 ③
田の神さあの里産業文
化祭

産業祭と文化祭の構成となっており、産業祭では農業協同組
合を中心に、各種の催し物が実施されます。また、文化祭で
は、市内の児童生徒・高齢者など多くの市民の書道や絵画等
の展示を行います。魅力ある田の神さあの里づくりと伸びゆく
えびの市をみんなで確認し合うとともに、健康を喜び、心のふ
れあいを通じて、地域の人達との調和を図ることを目的として
開催します。

11月17, 18日 えびの市文化の杜

えびの市、えびの市教育委
員会、えびの市農業協同組
合、えびの市畜産振興会、
えびの市芸術文化協会、え
びの市生涯学習推進会議

無料
えびの市企画課
（0984-35-1111（代））

宮崎県 えびの市 ①
南部教育事務所管内
第１回読み聞かせセミ
ナー

子どもの読書活動を推進する指導者を養成するために、読み
聞かせに関心のある方を対象に、講話や技術講習等を行いま
す。

10月20日 えびの市文化センター 南部教育事務所 無料
南部教育事務所
0986-23-4521

宮崎県 門川町
①、②、

③
門川町総合文化祭作
品展

11月3, 4日
クリエイティブセンター門
川

門川町教育委員会 無料
門川町社会教育課
（0982-63-1140（内線
266））

宮崎県 門川町 ①、③
門川町総合文化祭華
道展・寒蘭展

11月3, 4日 同上 同上 無料 同上

宮崎県 門川町
①、②、

③
門川町総合文化祭合
唱のつどい

11月4日 門川町総合文化会館 同上 無料 同上

宮崎県 門川町 ①、③
門川町総合文化祭芸
能発表大会

11月3日 同上 同上 無料 同上

宮崎県 門川町 ①、③
門川町総合文化祭合
同茶会

11月11日
クリエイティブセンター門
川

同上 無料 同上

宮崎県 門川町 ②
門川中学校吹奏楽部
定期演奏会

11月11日 門川町総合文化会館 門川中学校 無料
門川中学校（0982-
63-1037）

宮崎県 串間市 ③
平成２４年度串間市民
秋祭り

パレード・ステージイベント等で各種民俗芸能や文化団体の発
表の場を提供しています。

11月3日 串間市街地 串間市 無料
串間市生涯学習課
(0987-72-6511)

宮崎県 串間市 ③ 第１７回串間市美術展
広く市民に美術作品発表の場と鑑賞の機会を提供し、地域文
化の振興を図ります。

11月10～15日 串間市文化会館
串間市、串間市教育委員
会、串間市文化協会

無料
串間市生涯学習課
(0987-72-6511)

宮崎県 串間市 ②
平成２４年度市民秋祭
り「串間市幼稚園・保育
園児作品展、書道展」

市制施行の日に市内の幼稚園児、保育園児等の日頃の成果
を一堂に展示し、子どもたちの成長を願うとともに、広く市民に
鑑賞していただきます。

11月1～4日 串間市総合体育館
串間市活性化委員会、串間
市教育委員会

無料
串間市学校政策課
(0987-72-1111（代）)

宮崎県 串間市 ②
平成２４年度市民秋祭
り「串間市児童・生徒作
品展」

串間市民秋祭りの日に市内児童、生徒の日頃の学習の成果
を一堂に展示し、広く市民に鑑賞していただくことによって児
童・生徒の学習意欲を高め、もって教育の振興を図ります。

11月1～4日 串間市文化会館
串間市活性化委員会、串間
市教育委員会

無料
串間市学校政策課
(0987-72-1111（代）)

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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宮崎県 小林市 ①
第３７回小林市民音楽
祭

小林市総合文化祭の一環であり、小林市民の音楽演奏の発
表の場として開催します。

10月28日 小林市文化会館 小林市・小林市教育委員会 無料
http://www.city.koba
yashi.lg.jp/

左記以外の小林市総
合文化祭の一環事業
は、(1)作品展（11/3
～5 市民体育館、中
央公民館） (2)短歌会
（11/3　中央公民館）
(3)将棋大会(11/3  中
央公民館） (4) 囲碁
大会(11/3　百歳会
館）

宮崎県 小林市 ①
平成２４年度小林市総
合文化祭（お茶会）

小林市総合文化祭の一環としてお茶会を開催します。 11月3日 小林市文化会館 小林市・小林市教育委員会 無料
http://www.city.koba
yashi.lg.jp/

同上

宮崎県 小林市 ①
第５１回小林市民芸能
祭

小林市総合文化祭の一環であり、小林市民の芸能（舞踊・ダン
ス等）の発表の場として開催します。

11月3, 4日 小林市文化会館 小林市・小林市教育委員会 無料
http://www.city.koba
yashi.lg.jp/

同上

宮崎県 西都市 ③
国際交流展「人の来た
道～東アジアの旧石器
時代と宮崎～」

旧石器時代の宮崎に朝鮮半島経由の道、台湾経由の道は
あったのか。宮崎につながる人の道について考える展示です。

10月5日～12月9
日

西都原考古博物館 西都原考古博物館 無料
http://saito-
muse.pref.miyazaki.jp
/home.html

宮崎県 西都市 ③ 国際交流展講演会
国際交流展の関連講演会として「北からの道・南からの道～人
はどこから来たのか～」と題し、韓国と宮崎の旧石器時代の研
究者２人が講演を行います。

10月20日 西都原考古博物館 西都原考古博物館 無料
http://saito-
muse.pref.miyazaki.jp
/home.html

宮崎県 西都市 ③
考古博講座Ⅱ「宮崎の
旧石器時代研究」

これまでの宮崎県における旧石器時代研究の成果や課題等
をわかりやすく解説する講座です。

11月24日 西都原考古博物館 西都原考古博物館 無料
http://saito-
muse.pref.miyazaki.jp
/home.html

宮崎県 高千穂町 ①
北部さんさんこどもフェ
スタ

地域住民と子どもたちのふれあいや子どもの教育について考
える取組をとおして、地域全体で子どもを育もうとする環境の
醸成を図る。
○　教育講演会（保護者対象）
○　体験活動（子ども対象）
　・　ウォークラリー（記紀編さん関連）
　・　読み聞かせ（民話・神話）
　・　工作教室
　・　弁当づくり（親子）　等

11月25日 高千穂町中央公民館他 北部教育事務所 無料
０９８２－３２－６１１６
（北部教育事務所）

宮崎県 日南市 ③
デフ・パペットシアター・
ひとみによる人形劇

ろう者と健聴者が共に人形劇を演じる公演を、市内の福祉団
体と市が共催により実施します。

10月19日 日南市文化センター
日南手話サークル「たんぽ
ぽ」

日南手話サークル
「たんぽぽ」(0987-
23-8707）

宮崎県 日南市 ③
平成２４年度（第４回）
日南市総合文化祭
（演技発表の部）

本市で活動する文化芸術愛好者に発表の場を提供し、活動・
創作意欲をかき立て、市民に文化芸術鑑賞の場を提供するこ
とにより、本市の文化芸術活動の振興・推進を図ります。

11月3日 同上 日南市・日南市教育委員会 無料
日南市文化生涯学習
課(0987-31-1145）

宮崎県 日南市 ③

原佳大・原麻里亜デュ
オリサイタル～郷土の
演奏家たちとのコラボ
～

日本人で初めてモーツァルトのピアノ・ソロ曲全曲を完奏する
など、ヨーロッパを中心に活躍している原佳大さんを招いての
コンサートです。

10月20日
北郷ふれあい交流セン
ター

日南市・日南市教育委員会
日南市文化生涯学習
課(0987-31-1145)

宮崎県 日南市 ③
平成２４年度（第４回）
日南市総合文化祭
（作品展示の部）

本市で活動する文化芸術愛好者に発表の場を提供し、活動・
創作意欲をかき立て、市民に文化芸術鑑賞の場を提供するこ
とにより、本市の文化芸術活動の振興・推進を図ります。

10月28日～11月4
日

南郷ハートフルセンター
ほか

日南市・日南市教育委員会 無料
日南市文化生涯学習
課(0987-31-1145)
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宮崎県 延岡市 ②
公開講座
（４回目）

本講座では、「大学からの情報発信２０１２」という総合テーマ
で、外部講師を招き開催します。

10月27日 F講義棟 九州保健福祉大学

http://www.phoenix.a
c.jp/news/file/docs/
kokaikoza.pdf
九州保健福祉大学庶
務課
0982-23-5555

事前申込必要
公開講座１回～６回
7/21～12/15
※１回～６回受講
２，０００円

宮崎県 延岡市 ②
公開講座
（５回目）

本講座では、「大学からの情報発信２０１２」という総合テーマ
で、本学の教員にて開催します。

11月17日 F講義棟 九州保健福祉大学

http://www.phoenix.a
c.jp/news/file/docs/
kokaikoza.pdf
九州保健福祉大学庶
務課
0982-23-5555

事前申込必要
公開講座１回～６回
7/21～12/15
※１回～６回受講
２，０００円

宮崎県 延岡市 ② 学園祭
本学の学生主催で、学内にてイベントを開催する。保健科学部
作品展示や体験、点字・茶道・花展・原爆と戦争展をします。

11月3, ４日 九州保健福祉大学 九州保健福祉大学 無料

http://www.phoenix.a
c.jp/
九州保健福祉大学学
生課
0982-23-5576

一般参加

宮崎県 延岡市 ②
のべおか子どもセン
ター

毎月1回延岡市と九州保健福祉大学共同開催で実施している
子育て支援事業である。現在の児童養育環境を考えるなら、
地域の子育て機能を回復し、家庭・学校・地域が一体化となっ
た協働的取組なくしては現在の子育て困難を抱える家庭を救
うことは難しい。そこで市内の経験豊かな人材と高等教育機関
の力で事業を10年継続してきた。１１月は、本学体育館を会場
に、子ども保育福祉学科学生によるオペレッタの鑑賞とダンス
体験を実施します。

11月4日
九州保健福祉大学体育
館

九州保健福祉大学
QOL機構社会福祉学研究
所
延岡市

無料
延岡市教育委員会社
会教育課
0982-34-6549

一般参加

宮崎県
東臼杵郡
椎葉村

① 九州山地の森と樹木
一般市民の方に九州山地の森林や樹木、森林動物などの生
態的特徴や、森と木との係わりに関する知識を深めてもらうこ
とを目的として、公開講座を開催します。

10月28日
九州大学農学部附属演
習林宮崎演習林

九州大学農学部附属演習
林宮崎演習林

http://www.forest.ky
ushu-
u.ac.jp/miyazaki/inde
x.php

宮崎県 三股町 ① 図書館まつり おはなし会・講演会・本の展示 10月28日 三股町立図書館 三股町立図書館 無料
三股町立図書館
（0986-51-3200）

宮崎県 三股町
②、③、

④
三股町表彰式 文化分野も含め、各分野の表彰式 11月3日 三股町立文化会館 三股町 無料

三股町地域政策室
（0986-52-1111（代））

宮崎県 三股町 ① 子どもの声を聞く会 町内小中学生による発表（日頃考えていること思っていること） 11月3日 三股町立文化会館 三股町 無料
三股町教育課生涯教
育係（0986-52-1111
（代））

宮崎県 都城市 ③
コロ・フェスタ2012 in都
城

合唱による人々の交流と交換の場、合唱文化の交流の場とし
て開催する「合唱のおまつり」

11月10, 11日 都城市総合文化ホール
コロ・フェスタ2012in都城実
行委員会

http://miyakonojyo-
bunkyo.blogspot.jp/

宮崎県 都城市 ①
南部教育事務所管内
第２回読み聞かせセミ
ナー

子どもの読書活動を推進する指導者を養成するために、読み
聞かせに関心のある方を対象に、講話や技術講習等を行いま
す。

11月10日 都城市中央公民館 南部教育事務所 無料
南部教育事務所
0986-23-4521

宮崎県 宮崎市 ①
みどりの図書館フェス
タ

読書の大切さと図書館の事業について理解を深めてもらうた
め、紙芝居や読み聞かせなど様々なイベントを実施します。

11月3日 宮崎県立図書館 宮崎県立図書館 無料
http://www.lib.pref.mi
yazaki.lg.jp/

宮崎県 宮崎市 ①
特別展「『古事記』と日
向国」

古事記編さん１３００年にあたり、『古事記』と古代日向国との
関わりについて紹介する企画展を実施します。

10月10日～11月
18日

宮崎県立図書館 宮崎県立図書館 無料
http://www.lib.pref.mi
yazaki.lg.jp/
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宮崎県 宮崎市 ①
博物館講座「博物館周
辺の史跡めぐり」

博物館講座は、県民の自然への理解及び歴史への関心を深
め、文化活動の充実を図るため行っています。今回は、郷土
宮崎の歴史を県民にもっと身近な存在として知ってもらうた
め、博物館周辺の史跡巡りを行います。

11月3日 宮崎県総合博物館周辺 宮崎県総合博物館 無料
http://www.miyazaki
-archive/museum/

宮崎県 宮崎市 ①
特別展覧会「宮崎の土
人形」～佐土原人形の
世界～

宮崎の土人形である佐土原人形は、四百年以上の歴史を持
つ宮崎の土人形。発掘調査で出土した土人形をはじめ、本館
のコレクションや県内に残る佐土原人形を公開します。

10月6日～12月2
日

宮崎県総合博物館特別
展示室

宮崎県総合博物館 無料
http://www.miyazaki
-archive/museum/

宮崎県 宮崎市 ③
特別展「アートエネル
ギー研究所」

アートに含まれる力をアートエネルギーと名付け、体験的な鑑
賞をとおして、当館コレクションの魅力を紹介します。

11月3日～12月9
日

宮崎県立美術館 宮崎県立美術館
http://www.miyazaki
-
archive.jp/bijutsu/bo

宮崎県 宮崎市 ③ かえるワークショップ
従来の表現形式や技法にとらわれない表現活動にみんなで参
加してもらい、美術の楽しさを体験する活動です。

11月3日～12月9
日

宮崎県立美術館 宮崎県立美術館 無料
http://www.miyazaki
-
archive.jp/bijutsu/bo

宮崎県 宮崎市 ③

埋蔵文化財センター施
設公開Ⅱ　　　　　　「来
て！見て！みんなの埋
文センター」

埋蔵文化財センターの施設や作業の様子を公開し、センター
業務への理解と埋蔵文化財の保護についての意識啓発を図
るとともに、現在本センターが取り組んでいる「交差する歴史と
神話　みやざき発掘１００年記念事業」についてPRします。展
示や体験コーナーを設置し、宮崎県シンボルキャラクター「み
やざき犬」によるイベントも開催する予定です。

11月4日
宮崎県埋蔵文化財セン
ター分館

宮崎県埋蔵文化財センター 無料
http://www.miyazaki
-archive.jp/maibun/

宮崎県 宮崎市 ③

パイプオルガンプロム
ナードコンサート  　オ
ルガンdeブランチ　～フ
ランスの響き～

オルガニスト：川越聡子 10月21日
メディキット県民文化セ
ンター

（公財）宮崎県立芸術劇場
http://www.miyazaki
-ac.jp/

宮崎県 宮崎市 ③
紀尾井シンフォニエッタ
東京宮崎公演

出演　クリスティアン・エーヴァルト（指揮）、ペーター・レーゼル
（ピアノ）、紀尾井シンフォニエッタ東京

11月4日 同上 同上
http://www.miyazaki
-ac.jp/

宮崎県 宮崎市 ①
読み聞かせ講座
（上級編）

読み聞かせ等の専門的な技術講習を行うことにより、子どもの
読書活動を推進する人材の養成を行います。

10月16日 宮崎県立図書館 中部教育事務所 無料
中部教育事務所
０９８５－２９－３２２３

宮崎県 宮崎市 ③
みやざき市民芸術・文
化祭

宮崎市民文化ホールの各施設で様々なイベントを企画し、無
料で開放する。この事業を通して、宮崎市民文化ホールの施
設を充分に理解してもらい、より身近なホールの存在を認識し
ていただくと共に、宮崎市の文化と芸術の普及発展に寄与しま
す。

11月3日 宮崎市民文化ホール 宮崎市民文化ホール 無料
http://www.miyazaki
bunkahall.jp/index.ph
p

大ﾎｰﾙ（ミュージカル
劇）、ｲﾍﾞﾝﾄﾎｰﾙ（和太
鼓、英会話教室）、ﾎﾜ
ｲｴ（野点）、ｴﾝﾄﾗﾝｽ
（ﾊﾞﾙｰﾝｱｰトの体
験）、会議室（絵本と
紙芝居のお話し会）

宮崎県 宮崎市 ③
第26回みやざき民俗芸
能まつり

宮崎の地域に伝承されている民俗芸能への幅広い層の理解
と認識を深めることを目的とした、民俗芸能の発表会です。

11月10日 宮崎市民プラザ
宮崎市、宮崎市教育委員
会、第26回みやざき民俗芸
能まつり実行委員会

無料
宮崎市教育委員会文
化財課（0985-21-
1836）

宮崎県 宮崎市 ① 佐土原総合文化祭 展示・ステージ発表・芸能発表 11月3, 4日
宮崎市佐土原総合文化
センター

宮崎市 無料

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54回「教育・文化週間」関連行事
都道府県 市区町村 類型 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

宮崎県 宮崎市 ① 宮崎大学大学開放日

宮崎大学では大学開放日を毎年11月の土・日曜日に設け、特
色のある諸事業を通じて地域の人々と大学との交流を深め、
大学を身近な存在として感じてもらうために、大学の施設を開
放しています。当日は、全学部のキャンパス、研究室、附属施
設等を市民一般に開放し、体験講義・実験・農産物の収穫体
験や販売、学生サークル行事等の事業を行います。

11月17, 18日
宮崎大学木花キャンパ
ス・清武キャンパス

宮崎大学 無料

研究国際部
産学・地域連携課
Tel:0985-58-7188
Mail:m-
chiiki@of.miyazaki-
u.ac.jp

宮崎県 宮崎市 ① 清花祭・特別後援会
一般市民の方々に、各界で活躍されている方の講演を聞くこと
で見聞を広げ、個々人の日々の生活、あるいは将来の糧とす
ることを目的としています。

11月11日
清武町
文化会館

宮崎大学
医学部

無料
医学部
学生支援課
0985-85-9190

宮崎県 宮崎市 ③ 清花祭・医学展
医療者と一般の方々の中間の立場にある医学生の視点で医
学を紹介し、難しく見られがちな医学を来場された地域住民の
方々に親しみを持って学んでもらえるような内容です。

11月17, 18日
宮崎大学医学部（清武
キャンパス）

宮崎大学
医学部

医学部
学生支援課
0985-85-9190

宮崎県 宮崎市 ② アドベンチャー工学部
進学予定の高校生や一般市民の方々に本学部の教育・研究
概要を紹介するための催しです。

11月18日 宮崎大学工学部
宮崎大学
工学部

無料

http://www.miyazaki
-
u.ac.jp/tech/events/f
estival.html

宮崎県 宮崎市 ② テクノフェスタ
高校生を対象とし、講義と実験・演習を実体験してもらい、工学
部の教育研究内容に触れていただき、工学の面白さを知って
いただくための催しです。

11月18日 宮崎大学工学部
宮崎大学
工学部

無料

http://www.miyazaki
-
u.ac.jp/tech/events/
taiken_2012/index.ht
m

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


