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鹿児島県 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１～７日 県内各学校 県及び市町村教育委員会

鹿児島県 姶良市 ③ 第36回蒲生文化祭
市文化協会支部における芸術の祭典として、広く一般に内外
の優れた芸術作品を鑑賞する機会を提供するとともに、芸術
の創造とその発展を図ります。

11月2, 3日 蒲生公民館 姶良市蒲生文化協会 無料
姶良市教育委員会
社会教育課
0995-62-2111

鹿児島県 姶良市 ③ 第40回姶良文化祭
市文化協会支部における芸術の祭典として、広く一般に内外
の優れた芸術作品を鑑賞する機会を提供するとともに、芸術
の創造とその発展を図ります。

11月3, 4日 姶良公民館 姶良市姶良文化協会 無料
姶良市教育委員会
社会教育課
0995-62-2111

鹿児島県 姶良市 ①
平成24年度鹿児島県
「市町村による青少年
劇場」

児童青少年に、生の優れた児童演劇の舞台を鑑賞する機会を提 11月5日
錦江小学校
体育館

鹿児島県
社団法人日本児童演劇協
会
姶良市教育委員会

無料
姶良市教育委員会
社会教育課
0995-62-2111

鹿児島県 姶良市 ①
平成24年度鹿児島県
「市町村による青少年
劇場」

児童青少年に、生の優れた児童演劇の舞台を鑑賞する機会を提 11月6日
姶良小学校
体育館

鹿児島県
社団法人日本児童演劇協
会
姶良市教育委員会

無料
姶良市教育委員会
社会教育課
0995-62-2111

鹿児島県 姶良市 ①
平成24年度鹿児島県
「市町村による青少年
劇場」

児童青少年に、生の優れた児童演劇の舞台を鑑賞する機会を提 11月7日
重富小学校
体育館

鹿児島県
社団法人日本児童演劇協
会
姶良市教育委員会

無料
姶良市教育委員会
社会教育課
0995-62-2111

鹿児島県 姶良市 ③
第２回姶良市文化芸術
祭

市民参加型の芸術の祭典として、広く一般に内外の優れた芸
術作品を鑑賞する機会を提供するとともに、芸術の創造とその
発展を図ります。

12月1, 2日 加音ホール 姶良市教育委員会 無料
姶良市教育委員会
社会教育課
0995-62-2111

鹿児島 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する

11月1日 姶良市加音ホール 姶良市教育委員会 shido@city.aira.lg.jp

鹿児島県 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

鹿児島県 阿久根市 ③
第66回　阿久根市総合
文化祭

市民の文化意識の向上を目的に，演芸会・展示会を開催しま
す。
一年間の活動の成果の披露・発表の場として，幼児，小・中・
高の児童生徒及び各種生涯学習講座，文化協会を中心に展
示・演芸部門を開催します。

11月3, 4日
鹿児島県
阿久根市
阿久根市民会館

阿久根市教育委員会 無料 0996-72-1051

鹿児島県 奄美市 ③ 奄美博物館無料開放 文化の日に博物館を市民に無料開放します。 11月3日 奄美博物館 奄美市教育委員会 無料
奄美市奄美博物館
☎54-1210

鹿児島県 奄美市 ③ 奄美市民文化祭
舞台部門と展示部門に分かれ日頃の文化活動の発表を行い
ます。

10月27日～11月4
日

奄美振興会館 奄美市教育委員会 無料
奄美市生涯学習課
☎52-1111（内線
1725）

鹿児島県
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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

鹿児島県 出水市 ③ 出水地域文化祭
地域市民が参加している各種文化活動の発表の場を設け、文
化活動の促進を図るとともに、広く市民に鑑賞の機会を提供す
ることにより、文化に対する意識の高揚を図る。

11月3, 4日
市文化会館・市総合体
育館

出水市・出水市教育委員
会・出水市文化協会

無料

出水市教育委員会生
涯学習課
ＴＥＬ
　0996（63）2200
ＵＲＬ
http://www.city.izumi
.kagoshima.jp/

鹿児島県 出水市 ③ 高尾野地域文化祭
地域市民が参加している各種文化活動の発表の場を設け、文
化活動の促進を図るとともに、広く市民に鑑賞の機会を提供す
ることにより、文化に対する意識の高揚を図る。

11月10, 11日
高尾野体育館・高尾野
農村環境改善センター

出水市・出水市教育委員
会・出水市文化協会

無料

出水市教育委員会生
涯学習課
ＴＥＬ
　0996（63）2200
ＵＲＬ
http://www.city.izumi
.kagoshima.jp/

鹿児島県 出水市 ①
すこやかな青少年を育
むつどい

青少年の健全育成を図る育成者等の集い
教育講演会、子ども会表彰、体験活動、分科会等

11月10日
市中央公民館・市音楽
ホール・市総合体育館

青少協・市Ｐ連・市子連・生
涯学習課

無料

出水市教育委員会生
涯学習課
ＴＥＬ
　0996（63）2200
ＵＲＬ
http://www.city.izumi
.kagoshima.jp/

鹿児島県 出水市 ③ 青少年劇場

小学校在籍中に1度は本物の劇団による演劇を鑑賞させ、感
性豊かな青少年を育てることを目的とする。

今年度は、
野田小児童
米ノ津東小・切通小児童

11月2, 9日

野田小
米ノ津東小

生涯学習課 無料

出水市教育委員会生
涯学習課
ＴＥＬ
　0996（63）2200
ＵＲＬ
http://www.city.izumi
.kagoshima.jp/

鹿児島県 伊仙町 ③ 伊仙町文化祭
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を行います。

11月3日 義名山体育館 伊仙町文化協会 無料 0997-86-3111

鹿児島県
いちき串
木野市

③
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

11月3, 4日 市民文化センター
いちき串木野市
市文化協会 無料 0996-21-5113

鹿児島県
いちき串
木野市

③
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

11月1～4日 いちきアクアホール
いちき串木野市
市文化協会 無料 0996-21-5113

鹿児島県
いちき串
木野市

② 市音楽発表会 子どもたちの音楽教育の成果を発表し，相互に鑑賞しあう。 11月9日（金） 市民文化センター いちき串木野市教育委員会 無料 0996-21-5127

鹿児島県 指宿市 ③
指宿市開聞地域文化
祭

文化協会会員による展示・芸能・文芸の発表。 11月3, 4日 開聞総合体育館 指宿市文化協会開聞支部 無料
社会教育課0993-23-
5100

鹿児島県 指宿市 ③
指宿市山川地域文化
祭

文化協会会員による展示・芸能・文芸の発表。 11月10, 11日 山川文化ホール 指宿市文化協会山川支部 無料
社会教育課0993-23-
5100

鹿児島県 指宿市 ③
指宿市指宿地域文化
祭

文化協会会員による展示・芸能・文芸の発表。 11月17, 18日
指宿市民会館・指宿総
合体育館

指宿市文化協会指宿支部 無料
社会教育課0993-23-
5100

鹿児島県 宇検村 ②
宇検村英語スピ－チ・
弁論大会

村内の全中学校の生徒が一同に介し，英語を用いた表現活動
に取り組んだり，自分なりの見方や考え方を筋道立てて表現
（論文発表）し合ったりする。

11月7日

宇検村生涯学習セン
ター「元気の出る館」大
ホール 宇検村教育委員会 無料

宇検村教育委員会
０９９７－６７－２２６１

鹿児島県 宇検村 ①
リュウキュウアユ保全
活動

奄美大島に生息する希少種リュウキュウアユの生態等を学
び，生物多様性についての知識を高める。 11月24日 河内川

宇検村子ども会育成連絡協
議会

無料
宇検村教育委員会
０９９７－６７－２２６１

鹿児島県 宇検村 ①
大島地区生涯学習推
進大会・広域文化祭

各地区における生涯学習の成果と今後の在り方を展望し潤い
と活力づくりに満ちたふるさとづくりの発展を図ります。

12月1日 龍郷町 龍郷町 無料
宇検村教育委員会
０９９７－６７－２２６１

広域文化祭で芸能発
表を行う。

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
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鹿児島県 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30日～11月2
日

鹿児島県庁舎内
鹿児島県教育庁高校教育
課

無料 099－286－5294

鹿児島県 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
　・かごしま近代文学館・メルヘン館
　・鹿児島市立ふるさと考古歴史館
　・鹿児島市立美術館
○入館無料
　・旧鹿児島紡績所技師館（異人館）
　・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

鹿児島県 鹿児島市 ③

特別企画展「平安時代
の鹿児島-甦りし“こだ
い”の景色、“もの”の
煌めき-」

鹿児島市域や県内の平安時代の遺跡の発掘調査成果の展示
を行い、平安時代の様子を紹介します。

9月15日～12月2
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

鹿児島県 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

鹿児島県 鹿児島市 ①③
第60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～11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

鹿児島県 鹿児島市 ①③
特別企画展「黒田三郎
展　～たかが詩人だっ
た～」

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黒田三
郎について紹介します。

10月19日
～11月18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

鹿児島県 鹿児島市 ①③
第41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。 11月2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

鹿児島県 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16, 19, 23日,
11月13, 20日

・松元公民館
・吉田公民館
・郡山公民館
・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

鹿児島県 鹿児島市 ①③
文化薫るかごしまづくり
キックオフイベント

平成23年度に策定した「文化薫る地域の魅力づくりプラン」に
基づき、美術、音楽、地域伝統芸能など本市ゆかりの文化振
興を通じた元気な地域づくり・人づくりを進めるため、本プラン
の初年度となる今年度は、文化薫るかごしまづくりキックオフイ
ベントとして、鹿児島にゆかりのある世界的なジャズピアニスト
である山下洋輔氏のコンサート、シンポジウム、郷土芸能披露
などのイベントを開催します。

11月9日
鹿児島中央駅アミュ広
場

文化薫る地域の魅力づくり
実行委員会・鹿児島市・南
日本新聞社

無料 099-227-1962

鹿児島県 鹿児島市 ①③
あかりと音楽のコラボ
レーション（仮称）

平成23年度に策定した「文化薫る地域の魅力づくりプラン」に
基づくプレイベントとして、地域伝統芸能の披露、吹奏楽・マー
チング等の演奏、あかりオブジェの展示等を行うイベントを開
催します。

11月17日 鹿児島市中央公園
文化薫る地域の魅力づくり
実行委員会・鹿児島市・南
日本新聞社

無料 099-227-1962
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鹿児島県 鹿児島市 ③
大桜島　公募展
全国公募！桜島大賞
〈平面・写真・文芸〉

　桜島をテーマに全国から募集した、絵画などの平面作品、写
真作品、フォト俳句による文芸作品を展示します。

10月12日～11月4
日

鹿児島市立美術館
大桜島公募展実行委員会
（鹿児島市立美術館内）

099-224-3400

鹿児島県 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、新収蔵品
の中から橋口五葉の《孔雀と印度女》ほか関連の素描などを
紹介します。

9月25日～11月25
日

鹿児島市立美術館 鹿児島市立美術館 099-224-3400

鹿児島県 鹿児島市 ①
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27日 鹿児島市立図書館 鹿児島市立図書館 無料 099-250-8500

鹿児島県 鹿児島市 ② 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31日～11月
26日

鹿児島市立図書館 鹿児島市立図書館 無料 099-250-8500

鹿児島県 鹿児島市 ①.② 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3～29日 鹿児島市立図書館 鹿児島市立図書館 無料 099-250-8500

鹿児島県 鹿児島市 ②
市研究協力校研究公
開

研究主題「人とのかかわりの中で自己を見つめ、よりよく生き
ようとする子どもの育成」の下、道徳教育の研究・実践の取組
を公開します。

11月2日 武小学校 鹿児島市教育委員会 無料 099－227-1941

鹿児島県 鹿児島市 ② 市人権教育研修会
授業を通した研修により、さまざまな人権課題について、教職
員の理解と認識を深め、各学校における人権教育の指導方法
等の改善を図ります。（教職員のみを対象）

11月6日 星峯中学校 鹿児島市教育委員会 無料 099－227-1941

鹿児島県 鹿児島市 ②
山下小学校公開研究
会

研究主題「自ら考え判断し、表現できる子どもを育てる学習指
導の開発」の下、国語、社会、算数、理科、体育、道徳、特別
支援教育の授業を行うとともに、実践研究の取組を公開しま
す。

11月9日 山下小学校 鹿児島市教育委員会 無料 099－227-1941

鹿児島県 鹿児島市 ② 市道徳教育研究会

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

11月14日 緑丘中学校 鹿児島市教育委員会 無料 099－227-1941

鹿児島県 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10日 宮川野外活動センター 鹿児島市教育委員会 099-227-1971

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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鹿児島県 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11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

鹿児島県 鹿児島市 ①
吉野地域人権問題研
修会

一般市民に対し、人権啓発のためのビデオ視聴、意見交換、
講話等を実施します。

10月29日 吉野公民館 鹿児島市教育委員会 無料 099-244-2566

鹿児島県 鹿児島市 ① 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17日 吉野公民館 鹿児島市教育委員会 無料 099-244-2566

鹿児島県 鹿児島市 ③
第６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うコン
サートです。

10月27日 伊敷公民館 鹿児島市教育委員会 無料 099-220-1866

鹿児島県 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7日 伊敷公民館 鹿児島市教育委員会 無料 099-220-1866

鹿児島県 鹿児島市 ①，③ 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9～11日 鴨池公民館 鹿児島市教育委員会 無料 099-252-5756

鹿児島県 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11日 喜入小学校体育館 鹿児島市教育委員会 無料 099-345-3751

鹿児島県 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11日 喜入小学校体育館 鹿児島市教育委員会 無料 099-345-3751

鹿児島県 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29日 マリンピア喜入 鹿児島市教育委員会 無料 099-345-3751

鹿児島県 鹿児島市
①，②，

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10, 11日
吉田文化
体育センター

鹿児島市教育委員会
  099-294-1219
（鹿児島市吉田
公民館内）

原材料の実費負担あ
り

鹿児島県 鹿児島市 ①，③ 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10, 11日 郡山公民館 鹿児島市教育委員会 無料 099-298-2220

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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鹿児島県 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、講話を実施します。 11月6日 桜島公民館 鹿児島市教育委員会 無料 099－293-2725

鹿児島県 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 鹿児島市教育委員会 無料 099－293-2725

鹿児島県 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8～11日 松元公民館 鹿児島市教育委員会 無料 099-278-1312

鹿児島県 鹿児島市 ①
松元地域人権問題研
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25日 松元公民館 鹿児島市教育委員会 無料 099-278-1312

鹿児島県 鹿児島市 ①，②
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14日 城西公民館 鹿児島市教育委員会 無料 099-224-6993

鹿児島県 鹿児島市 ①
谷山地域人権問題研
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14日 南部清掃工場 鹿児島市教育委員会 無料 099-267-5988

鹿児島県 鹿児島市 ① 家庭教育研究会 家庭教育力向上のための研修会を実施します。 10月11日 南部清掃工場 鹿児島市教育委員会 無料 099-267-5988

鹿児島県 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。

10月20日, 11月17
日

谷山北公民館 鹿児島市教育委員会 無料 099-269-6391

鹿児島県 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。

10月21日
11月18日

谷山北公民館 鹿児島市教育委員会 無料 099-269-6391

鹿児島県 鹿児島市 ①
秋のきたぽっぽ子ども
読書週間

「さつまっ子読書週間」に合わせ、親子で読んで欲しい本の展
示や、読み聞かせなどを行います。

10月27日～
11月9日

谷山北公民館 鹿児島市教育委員会 無料 099-269-6391

鹿児島県 鹿児島市 ①
中央地域人権問題研
修会

人権意識の向上と問題解決のための実践力を高めるための
研修会を実施します。（ビデオ視聴、意見交換、講話等）

11月9日 サンエールかごしま 鹿児島市教育委員会 無料 099-224-4528
改修工事に伴う休館
のため別会場で開催

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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鹿児島県 鹿児島市 ①
中央地域家庭教育研
究会

家庭教育力向上のための研修会を実施します。（事例発表、
意見交換、講話等）

10月26日 サンエールかごしま 鹿児島市教育委員会 無料 099-224-4528
改修工事に伴う休館
のため別会場で開催

鹿児島県 鹿児島市 ①，③
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11日
鹿児島市立黒神小学校
体育館

鹿児島市教育委員会 無料 099-221-2328

鹿児島県 鹿児島市 ① 武・田上地域体育大会
武・田上地域のコミュニティーづくりの一環として、ソフトボール
及びソフトバレーボール大会を実施します。

11月4日 大峯公園グラウンド 鹿児島市教育委員会 無料 099-281-0698

鹿児島県 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9日 武・田上公民館 鹿児島市教育委員会 無料 099-281-0698

鹿児島県 鹿児島市 ① オータムフェスタ クイズラリー、野菜収穫、創作活動などを体験してもらいます。 11月11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

鹿児島県 鹿児島市 ① 金曜講演会
「中高年のための三歩進んだインターネット活用講座」として，
社会のインフラとして欠かせないものとなりつつあるインター
ネットの安全で便利な使い方について学んでいきます。

10月19日,　　26
日,　　　11月2日

鹿児島県立短期大学
ワークステーション室

鹿児島県立短期大学　　附
属図書館

無料
http://www.k-
kentan.ac.jp/library/i
ndex.html

鹿児島県 鹿児島市 ①

鹿児島大学総合研究
博物館
第12回公開講座
封入標本づくり

透明な樹脂の中に昆虫や魚類をとじこめた封入標本を作って
みましょう。
講師　三橋弘宗
　　　（兵庫県立大学自然・環境学研究所）

10月20日 10:30～
15：00

鹿児島大学
郡元キャンパス

鹿児島大学総合研究博物
館

無料
http://www.museum.
kagoshima-u.ac.jp

鹿児島県 鹿児島市
①，②，

③
Library Lovers’ 2012

「九州文学地図」
九州にゆかりのある小説についての紹介文を募集し、文学作
品の紹介で九州地図を作成しながら展示していきます。
「九州地区大学図書館貸出ランキング」
九州地区の参加大学図書館の貸出統計を集計してランキング
を作成し、公開・展示します。

10月22日～11月
19日

鹿児島県大学図書館協
議会加盟館

九州地区大学図書館協議
会

無料
http://www.lib.kagos
hima-u.ac.jp/

鹿児島県 鹿児島市 ①

鹿児島大学総合研究
博物館
第12回特別展
錦江湾奥の自然と人と
のかかわり

錦江湾奥およびその周辺域にスポットをあて、生体・標本・映
像を用いた展示を行います。

11月1日～30日
鹿児島大学附属図書館
ギャラリーアトリウム

鹿児島大学総合研究博物
館

無料
http://www.museum.
kagoshima-u.ac.jp

鹿児島県 鹿児島市 ①,②,④
鉱物資源標本の一般
公開

鉄、銅、金、レアメタル等の鉱石やマンガン団塊等の深海底資
源を公開します。自由に触れることができます。

11月3, 4日
鹿児島大学郡元キャン
パス　共通教育棟4号館
「国際資源論研究室」

国立大学法人鹿児島大学
法文学部国際資源論研究
室

無料

志賀美英（鹿児島大
学法文学部）
shiga@leh.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
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鹿児島県 鹿児島市 ①

鹿児島大学総合研究
博物館
第22回市民講座
錦江湾の秘密にせまる
（仮）

錦江湾奥部の海底噴気活動と海底噴気孔周辺堆積物中のレ
アメタルなどについて専門家にお話しいただきます。
講師　山中　寿朗（岡山大学科）
　　　　冨安　卓滋（鹿児島大学）

11月10日 13:30～
15：30

鹿児島大学郡元キャン
パス総合教育研究棟
203

鹿児島大学総合研究博物
館

無料
http://www.museum.
kagoshima-u.ac.jp

鹿児島県 鹿児島市 ④

女子中高生のための
鹿大科学体験塾～理
系女子（リケジョ）って
かっこいい～（仮称）

女子中高生のみなさんに様々な実験を通じて科学の楽しさに
触れていただくとともに、学生との交流を通じて、理系の魅力
について知ってもらうことで理系進路選択を支援する。

11月
11, 17, 18, 24日

鹿児島大学
郡元及び下荒田キャン
パス

国立大学法人鹿児島大学 無料
http://atsuhime.kuas.
kagoshima-u.ac.jp/

＜実施部局＞
理学部、工学部、
農学部、
水産学部、
共同獣医学部

鹿児島県 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17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.kago
shima-u.ac.jp/

鹿児島県 鹿児島市 ③
鹿児島大学総合研究
博物館
学内ミニコンサート

鹿児島県内外で活躍する若手演奏家をお招きしてクラシック
音楽を楽しむひとときを創出いたします。

11月17日　14:00
～15:00

鹿児島大学
郡元キャンパス

鹿児島大学総合研究博物
館

無料
http://www.museum.
kagoshima-u.ac.jp

鹿児島県 鹿児島市 ④

市民フォーラム２０１２
～私たちの体と健康を
支えるアミノ酸･ペプチ
ド～

ペプチドに関する知識を深めてもらうため、医学、農学、企業
から６名の講師を招き、講演会を開催します。 11月10日 鹿児島大学稲盛会館 日本ペプチド学会 無料

http://www.peptide-
soc.jp/jps49/forum.ht
ml

鹿児島県 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。

11月10, 11日 鹿屋体育大学 鹿屋体育大学 無料
http://www.nifs-
k.ac.jp/

鹿児島県 鹿屋市 ③ 鹿屋市文化祭
文化団体の発表会や、絵画や書の展示等を行います。一般参
加も募集します。

10月27, 28日
鹿屋市文化会館・鹿屋
市中央公民館

鹿屋市文化協会・鹿屋市 無料

鹿児島県 喜界町 ③ 「文化の日」フェスタ
・講話
・DVD放映
・普段見る機会の少ない各集落独自の伝統文化の発表

11月3日 役場コミュニティホール
喜界町教育委員会生涯学
習課

無料
http://www.town.kika
i.lg.jp/

鹿児島県
肝付地区
２市４町

③
第３７回肝属地区広域
文化祭

・舞台発表
・展示発表

11月22, 23日 東串良町総合センター 肝属地区文化協会 無料 ０９９４－６３－３１３４

鹿児島県 霧島市 ③
縄文シティサミットｉｎき
りしま

全国の縄文遺跡所在地の首長等が集まり縄文遺跡を中心とし
たまちづくりについて話をする

10月13, 14日
霧島市民会館・上野原
縄文の森

縄文シティサミット実行委員
会

無料
文化振興課
0995-42-1119

鹿児島県 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21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
0995-45-5111
（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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鹿児島県 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21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6820）

鹿児島県 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
す。

10月27, 28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
0995-45-5111
（内線5841）

鹿児島県 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

鹿児島県 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

鹿児島県 霧島市 ①
きりしまチャレンジャー
｢きりしま歩き隊（仮）」

霧島七不思議などについて，霧島を歩き，いろいろな歴史や自
然に触れます。

11月3日 霧島地区 霧島市教育委員会
生涯学習課
0995-42-1118

鹿児島県 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。

11月4日 溝辺公民館（みそめ館）

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

鹿児島県 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4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

鹿児島県 霧島市 ③ 霧島市芸術祭 文化協会員の作品展示です 11月8～14日 国分シビックセンター 霧島市文化協会 無料
文化振興課
0995-42-1119

鹿児島県 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11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

鹿児島県 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、わらべ唄や本のリサイクル市などを行いま
す。

11月11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

鹿児島県 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14～16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

鹿児島県 霧島市 ③
第5回市内史跡めぐり
「きりしま歴史散歩」

市内の史跡をめぐります 11月18日 市内 霧島市教育委員会
文化振興課
0995-42-1119

鹿児島県 霧島市 ①
霧島市地域体験学習
「きりしまチャレン
ジャー」

地域の小・中学生に科学実験を行ってもらい、ものづくりと実
験の楽しさなどを実感してもらいます。

11月17日 第一工業大学 霧島市教育委員会 無料 0995-45-0640

鹿児島県 霧島市 ③
　平成24年度（第15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、英会話、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

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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鹿児島県 薩摩川内市 ②③ 第3回はんやジュニア大会

　「はんや踊り」を教育の一環として、以下の目的のもと開催す
る。
①　市内の小中学校において、子どもたちに昔ながらの「正調
はんや」や「はんやロックバージョン」等様々な「はんや踊り」を
踊る機会を与えることで、ふるさとを愛し、心豊かにたくましく生
きる人づくりを行う。
②　発表会を通じ競い合うことで学校間の交流を活発にし、ク
ラスや学校単位での一体感の醸成を図る。
③「はんや踊り」の復興・保存・継承を図る。

11月3日 川内文化ホール 薩摩川内市教育委員会 無料
薩摩川内市教育委員
会（文化課）

鹿児島県 さつま町 ③
文化協会薩摩支部文
化祭

舞台発表・作品展示などが無料で観覧できます。 10月27, 28日
薩摩農村環境改善セン
ター

文化協会薩摩支部 無料
薩摩教育係
0996-57-0970

鹿児島県 さつま町 ③
文化協会宮之城支部
文化祭

舞台発表・作品展示などが無料で観覧できます。 11月2, 3日 宮之城文化センター 文化協会宮之城支部 無料
文化課文化係
0996-53-1732

鹿児島県 さつま町 ③
文化協会鶴田支部文
化祭

舞台発表・作品展示などが無料で観覧できます。 11月23日 鶴田中央公民館 文化協会鶴田支部 無料
鶴田教育係
0996-59-2022

鹿児島県 さつま町 ③ 郷土芸能祭
さつまフェスタ会場で，２年に１回の郷土芸能発表（５団体）が
行われます。

11月18日
薩摩総合運動公園（グラ
ウンド）

さつま町 無料
文化課文化係
0996-53-1732

鹿児島県 さつま町 ③ さつま美術展作品募集
さつま美術展作品（自由部門・テーマ部門）の募集を行い，審
査会を経て優秀作品の展示会を行います。

10月5日～11月22
日

文化課 さつま町 無料
文化課文化係
0996-53-1732

鹿児島県 さつま町 ③

こども図書館開館
一周年記念
お話しの部屋
スペシャル

親子連れを対象とした，大型絵本等の読み聞かせ，紙芝居，
エプロンシアター，リズム遊び，ゆびあそび等を行う「お話しの
部屋」を開催します。

10月27日
こども図書館
～えほんの森～

さつま町教育委員会 無料 www.satsuma-net.jp

鹿児島県 志布志市 ③ 志布志市総合芸術祭 志布志市文化協会作成の展示発表及び舞台発表です。 11月3日 志布志市文化会館 志布志市 無料 099-472-1111

鹿児島県 志布志市 ③
志布志地区秋の芸術
祭

志布志町文化協会作成の展示発表及び舞台発表です。 11月4日 志布志市文化会館 志布志町文化協会 無料 099-472-1111

鹿児島県 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，童話等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27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
0997-72-2905

鹿児島県 瀬戸内町 ①
就学時子育て学習講
座

小学校入学前の子どもをもつ保護者を対象に，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7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
0997-72-2905

鹿児島県 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13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

鹿児島県 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に寄与し
ます。

11月17, 18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
0997-72-2905

鹿児島県 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

10月26日 財部きらめきセンター 曽於市教育委員会 無料 099-482-5957

鹿児島県 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

11月14日 末吉総合センター 曽於市教育委員会 無料 099-482-5957

鹿児島県 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
３地域からの郷土芸能等のステージ発表

11月10, 11日 末吉総合体育館 曽於市教育委員会 無料
099-482-5957
099-482-5958

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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鹿児島県 曽於市 ④
曽於市夢育み支援事
業

1財部南小「接客マナー」(10/16)
2光神小「スポーツを通しての夢実現」(10/19)
3檍小「あおきっこ『夢』育み事業」(10/23)
4中谷小「明るく楽しく夢をひろげよう」(11/1)
5高岡小「夢育み講話」(11/２)
6菅牟田小「夢の職業で働いている人から話を聞こう」(11/上
旬)
7月野小「その道の達人に学ぼう」(11/6)

10月16日～11月6
日

各小学校 曽於市教育委員会 無料 099-482-5957

鹿児島県 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 11月3, 4日 大隅中央公民館 曽於市教育委員会 無料 099-482-5958

鹿児島県 垂水市 ③
第36回垂水市民文化
祭

文化協会・一般市民による舞台発表及び作品展示 3（土）, 4日（日）
垂水市文化会館，体育
館

垂水市教育委員会，市文化
協会

無料
http://www.city.taru
mizu.lg.jp/bunkakaika
n/index.htm

左URLは文化祭直前
に更新

鹿児島県 垂水市 ②
垂水中央中学校合唱コ
ンクール

垂水中央中学校主催の校内合唱コンクール 7日（水） 市文化会館 垂水中央中学校 無料
垂水市文化会館
0994-32-7551

鹿児島県 龍郷町 ②
地域が育む「かごしま
の教育」県民週間

学校を地域住民に開放したり、開かれた学校づくりに向けた取
り組みを行う

11月1～７日 鹿児島県内各地 鹿児島県教育委員会 無料
龍郷町教育委員会
0997-62-3111

鹿児島県 龍郷町 ② 龍郷町教育旬間
学校を地域住民に開放したり、過程教育に関する講座や郷土
資料室の開放等を行う

11月1～10日 龍郷町 龍郷町教育委員会 無料
龍郷町教育委員会
0997-62-3111

鹿児島県 龍郷町 ③
第５８回「文化財保護
強調週間」

住民の文化財保護意識の高揚を図る取り組みとして，中央公
民館郷土資料室の開放を行う

11月1～7日 龍郷町 龍郷町教育委員会 無料
龍郷町教育委員会
0997-62-3111

鹿児島県 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

11月2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

鹿児島県 龍郷町 ①
子ども博物学士講座
「古代にタイムスリップ」

古代生活の体験学習講座を実施し、子ども達に町の歴史に関
する興味を持たせる

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

鹿児島県 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。

11月4日
おきえらぶ文化ホール
あしびの郷・ちな

知名町 無料 ０９９７－８１－５１５１

鹿児島 徳之島町 ① 徳之島町文化祭
　町内の子どもたちからお年寄りまでが一同に会し，作品展示
や島唄，日舞，太鼓，カラオケ，伝統芸能等を発表する。

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 なし

鹿児島県 長島町 ② 第５回長島検定
郷土長島に関する検定問題に町内の小学校５・６年生及び中
学生が挑戦します。

10月29日～11月
16日の間に各中
学校区で期日を

各学校 長島町教育委員会 無料
長島町教育委員会学
校教育課０９９６－８
６－１１１１

鹿児島県 長島町 ②
町小中学校音楽発表
会

町内の小中学生が日ごろの練習の成果を発表します。合唱，
合奏，竹太鼓や樽太鼓の演奏など，幅広いジャンルで表現し
ます。

11月7日
長島町開発総合セン
ター

長島町教育委員会 無料
長島町教育委員会学
校教育課０９９６－８
６－１１１２

鹿児島県 長島町 ① 長島町古墳祭り 大昔の体験（火おこし・勾玉つくり・弓体験・古代鍋試食） 10月20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
長島町教育委員会社
会教育課０９９６－８
６－１１１１

鹿児島県 長島町 ①,③ 長島町総合文化祭 芸能発表・作品展示
11月10日から11

月11日
長島町文化ホール・Ｂ＆
Ｇ体育館

長島町文化協会・長島町・
長島町教育委員会

無料
長島町教育委員会社
会教育課０９９６－８
６－１１１１

鹿児島県 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 11月2, 3日 種子島こりーな 町文化協会　町教育委員会 無料 27－１１１１【269】

鹿児島県 中種子町 ③
農林漁業祭　　　　郷土
芸能祭

各種イベントや町内集落の郷土芸能を披露 11月10日 種子島中央体育館 町役場農林水産課 無料 27－１１１１【283】

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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鹿児島県 錦江町 ③ 錦江町文化祭
日頃研鑽した芸能や文化作品を発表・展示し、相互の研修を
深めるとともに、広く町民に公開することにより、本町文化の向
上を図ります。

11月2, 3日 錦江町文化センター 錦江町文化祭実行委員会 無料 0994－22－0517

鹿児島県 東串良町 ②
第７回東串良町小・中
学校音楽会

・合唱，合奏等 11月7日 東串良町総合センター 東串良町教育委員会 無料 ０９９４－６３－３１３３

鹿児島県 東串良町 ③
町制８０周年記念
ＮＨＫ歌謡ショー

・歌謡ショー 11月16日 東串良町総合センター 東串良町 無料 ０９９４－６３－３１３４

鹿児島県 東串良町 ③
町制８０周年記念
ＮＨＫ公開録音

・ラジオ番組公開録音 11月18日 東串良町総合センター 東串良町 無料 ０９９４－６３－３１３４

鹿児島県 東串良町 ①③
第３５回東串良町文化
祭

・講演会
・活動及び舞台発表
・社会教育功労者表彰
・展示発表

11月23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

鹿児島県 日置市 ②
日置市内学校自由参
観

地域が育む「かごしまの教育」県民週間に合わせ、市内全学
校を自由に参観できる。

11月1～7日 市内各学校 日置市教育委員会・各学校 無料
日置市教育委員会学
校教育課

鹿児島県 日置市 ② 日置市音楽発表会
市内公立小中学校の児童生徒が音楽活動の 成果を発表しあ
い、感性や情操を養うとともに音楽教育の振興を図る。

11月7日 伊集院文化会館 日置市教育委員会 無料
日置市教育委員会学
校教育課

鹿児島県 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

鹿児島県 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

鹿児島県 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。

11月3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

鹿児島県 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。

11月3, 4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

鹿児島県 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18日 伊集院文化会館 日置市文化協会 無料
日置市教育委員会社
会教育課

鹿児島県 枕崎市 ③ 枕崎市総合文化祭

文化祭に向けて園児や学校，文化に関わる団体がこれまでの
成果を発表できる期間である。市民の方々もこの期間の展示
物，芸能祭など文化芸術を身近に触れることができる期間で
ある。

10月27日～11月4
日

枕崎市市民会館　南溟
館

枕崎市 無料
0993－72－2221
0993－72－9998

展示10/27 ～11/4
芸能祭11/3
学校音楽祭11/8

鹿児島県 三島村 ①
三島村民文化祭・生涯
学習推進大会

三島の伝統や文化的な風土に根ざした村民の個性的で魅力
ある文化活動を紹介します。

11月3日 三島開発総合センター 三島村・三島村教育委員会 無料
kyouiku@mishimamur
a.jp

鹿児島県 三島村 ①
第2回アイランドトレイ
ル２days黒島

本格的なトレイルランの入門におすすめします。冬のフルマラ
ソンのトレーニングの導入にも最適です。

10月20日 三島村黒島 三島村
soumu@mishimamura.
jp

鹿児島県 南大隅町 ③ 南大隅町民文化祭
絵画、習字、硬筆俳句等の作品を無料で
ご覧いただけます。

11月3日 南大隅町体育館 南大隅町文化協会 無料 0994-24-3164

鹿児島県 南大隅町 ①
南大隅町生涯学習大
会

舞踊、カラオケ、民謡、詩吟等を無料で鑑賞できます 11月3日 南大隅町体育館 教育委員会 無料 0994-24-3164

鹿児島県 南九州市 ③
南九州市川辺・知覧・
頴娃支部文化祭

子どもから高齢者まで全市民の積極的な参加により，様々な
文化活動の成果を発表し“観る”“楽しむ”“参加する”ことで地
域文化の振興を図り，文化の薫り高い地域を目指します。

11月2, 3日
川辺・知覧・頴娃文化会
館ほか

南九州市  文化協会 無料
0993-56-5404 0993-
83-2111 0993-36-
1110

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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鹿児島県 南九州市 ③ 南九州市市民大学
楽しい講話などに触れることで自分を見つめ直し，心豊かな生
活を目指そうとするもので，テーマを「命・平和・希望」として年
間通して開催します。

11月23日 知覧文化会館 南九州市 0993-83-2111

鹿児島県 南九州市 ③
自主文化事業舞台劇
「長崎の鐘」

平和をテーマにした演劇であり，平和を願う南九州市にふさわ
しい。

11月25日 川辺文化会館 南九州市 無料 0993-56-5404

鹿児島県 南九州市 ③
自主文化事業「市町村
による青少年劇場」

限りない可能性を秘めたこどもたちの一人一人の成長に欠か
せない芸術教育を提供することにより，創造的な精神の醸成
などその情操の形成に資するものである。

10月23日 知覧小学校体育館 南九州市 無料 0993-56-5404

鹿児島県
南さつま

市
① 南さつま児童美術展 児童美術展の入賞作品を展示

10月21日～11月
17日

南さつま市民会館 南さつま市教育委員会 無料 ０９９３５３－２１１１

鹿児島県
南さつま

市
② 市小学校陸上記録会 市内全小学校の児童による陸上記録会を開催 10月17日 加世田運動公園 南さつま市教育委員会 無料 ０９９３５３－２１１１

鹿児島県
南さつま

市
③ 金峰地区文化祭

地域内保育所・小・中・高校生及び地区民の各種作品の展示
及び芸能発表

10月27日～10月
28日

金峰文化センター 南さつま市教育委員会 無料 ０９９３５３－２１１１

鹿児島県
南さつま

市
③ 坊津総合文化祭

坊津地域における幼保・小中，一般の絵画，工芸等の作品展
示や芸能発表

11月1～3日 坊津輝津館 南さつま市教育委員会 無料 ０９９３５３－２１１１

鹿児島県
南さつま

市
③ 加世田地域文化祭 加世田地域における幼保・小・中・高校生による芸能発表

10月31日～11月3
日

市民会館 南さつま市教育委員会 無料 ０９９３５３－２１１１

鹿児島県
南さつま

市
①

キッズサッカーフェステ
イバル

サッカーの街南さつま市で，普及を図ることを目的に，園児を
対象としたサッカー教室を開催

11月18日 吹上海浜公園 南さつま市教育委員会 無料 ０９９３５３－２１１１

鹿児島県
南さつま

市
② 仲良し音楽会 市内幼・小・中・高等学校の児童生徒による音楽発表会を開催 11月9日 金峰文化センター・他 南さつま市教育委員会 無料 ０９９３５３－２１１１

鹿児島県
南さつま

市
①

小学生さわやか一輪車
大会

小学生が日頃取り組んでいる，一輪車の技能を競い合う大会
を開催

11月10日 加世田運動公園 南さつま市教育委員会 無料 ０９９３５３－２１１１

鹿児島県 南種子町 ②
地域が育む「かごしま
の教育』教育週間

各学校の計画で授業参観及び地域との文化的な交流活動等
を計画し，学校教育に対する理解を図る。

11月1～7日 町内各小学校 町教育委員会 無料
南種子町教育委員会
管理課
0997-26-1111

鹿児島県 南種子町 ③ 南種子町ふるさと祭り 南種子町文化・芸術等の作品展示，芸能発表を行う 11月2, 3日 町福祉センター等 南種子町 無料
南種子町教育委員会
管理課
0997-26-1112

鹿児島県 屋久島町 ②
町内小・中学校フリー
参観

各小・中学校の教育活動を自由に参観していただけます。 11月1～7日 町内各小・中学校 各小・中学校 無料
0997-43-5900
（教育総務課）

鹿児島県 屋久島町 ③ 屋久島町文化祭
地域に根ざした文化活動の促進を図るために，各種団体によ
る郷土芸能，音楽，舞踊等の発表を行います。また，美術作品
等の展示もあります。

11月24, 25日 離島開発総合センター 屋久島町文化協会 無料
0997-43-5900
（社会教育課）

鹿児島県 大和村 ②
地域が育む「県民週
間」

・地域の方々に，学校での児童・生徒の活動を見てもらい，学
校に対しての理解を深める。期間内に，各学校では，「学習発
表会」等が開催されます。

不明 各学校体育館等 各学校 無料

鹿児島県 湧水町 ③ 湧水町舞台芸能祭 舞台発表・郷土芸能披露が開催されます。 11月17日 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

鹿児島県 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・特別公演等が開催
されます。

11月17, 18日 吉松体育館 湧水町教育委員会 無料
湧水町教育委員会
0995-75-2142

１７日は作品展示鑑
賞のみ

鹿児島県 与論町 ②
地域が育む「かごしま
の教育」県民週間

　与論町の各小・中学校で地域住民や保護者が各学校の教育
活動を参観する週間である。

11月1～7日 与論町内各小・中学校 与論町教育委員会 無料
与論町教育委員会
0997-97-2441

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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鹿児島県 与論町 ②
第35回小中高音楽発
表会

　与論町の各小・中学校，鹿児島県立与論高等学校の児童・
生徒が日頃の音楽の学習の成果を披露する発表会である。

11月7日 砂美地来館 与論町教育委員会 無料
与論町教育委員会
0997-97-2441

鹿児島県 和泊町 ①・③ 文化と福祉の祭典

「町民文化祭」，「生涯学習推進大会」，「福祉健康まつり」を合
併した行事です。10月28日～11月1日までは作品展示が，11
月3日には式典と舞台発表が開催されます。全て無料で鑑賞
いただけます。

10月28日　　～
11月1, 3日

和泊町民　　　　体育館
・和泊町　　　　　・和泊町教
育委員会　　　　・和泊町文
化協会

無料
和泊町教育委員会事
務局　　　　　生涯学
習係

鹿児島県 和泊町 ② 和泊町学校開放日
地域が育む「かごしまの教育県民週間」に合わせて，町内全幼
稚園・小中学校の教育活動を公開し，地域の方々に参観して
いただけます。

11月1～7日
町内各幼稚園・小中学
校

・和泊町教育委員会 無料
和泊町教育委員会事
務局　　　　　学校教
育係

鹿児島県 鹿屋市 ① 子ども自然クラフト祭り
親子を対象に、自然体験やクラフト活動の場を提供し、体験活
動の重要性を理解していただく事業です。

10月20日～
11月4日

※かのやばら祭り期間中の日、

祝日

・

11月25日
※ﾂｰﾙﾄﾞ・おおすみ・ｻｲｸﾘﾝｸﾞ大

会

国立大隅青少年自然の
家

独立行政法人国立青少年
教育振興機構

http://www.niye.go.jp/

鹿児島県 鹿屋市 ① 南九州自然探検隊
南九州の特色ある自然を探索するとともに、桜島についての
理解を深め、地球環境の保全についての意識を高めることを
目的とした事業です。

11月10日～
11月11日

国立大隅青少年自然の
家

独立行政法人国立青少年
教育振興機構

http://www.niye.go.jp/

鹿児島県 鹿屋市 ① 桜島大根育て隊
桜島大根を種まきから収穫までを体験することにより、農業に
対する関心を高めるとともに、協力して働くことの大切さを学
び、収穫の喜びを味わうことも目的とした事業です。

10月20日
11月3日
11月17日

国立大隅青少年自然の
家

独立行政法人国立青少年
教育振興機構

http://www.niye.go.jp/

鹿児島県 鹿屋市 ①
サンロードウォークinか
のや

ｳｫｰｷﾝｸﾞ大会を通じ、市民の健全育成を図るとともに、市民の
交流の場を提供する事業です。

11月4日
国立大隅青少年自然の
家

独立行政法人国立青少年
教育振興機構

http://www.niye.go.jp/

鹿児島県 大崎町 ③ 大崎町文化祭 町文化協会の加盟団体による舞台発表及び作品展示 11月2, 3日
大崎町　　　　中央公民
館

大崎町　　　　　文化協会 無料
大崎町教育委員会社
会教育課　　　099‐
476‐0548

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


