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沖縄県 ③
沖縄県煎茶道協会茶
会

沖縄県煎茶道協会８流派合同で煎茶の普及を図るため行いま
す。

11月4日 沖縄護国神社 沖縄総支部
栄野元秀興　　098-
933-5752

沖縄県 石垣市 ③ 文化財めぐり
文化財を中心に市内各所を見学します。行事をとおして地域
の自然や歴史・文化を学び、文化財の保護啓発を図ります。

11月 市内 石垣市教育委員会 無料
石垣市文化課文化財
係
0980-83-7269

沖縄県 浦添市 ③ 宝くじおしゃべり音楽館
宝くじの助成により行う清水ミチコ・小原孝・島田歌穂・東京
ニューシティ管弦楽団によるコンサートを行います。

11月4日
浦添市てだこホール大
ホール

浦添市・浦添市教育委員
会・沖縄県・(財)自治セン
ター

有料

浦添市教育委員会文
化課文化振興係
098-876-1234(内線
6211)

沖縄県 浦添市 ③
歴史ロマン街道尚寧王
の道をたどる

第二尚氏七代の国王尚寧の命により改修されたかつての西海
道を浦添グスクから首里城へたどりながら道沿いの文化財を
紹介します。

11月3日 浦添城跡他
NPO法人うらおそい歴史ガ
イド友の会

有料 098-874-9345

沖縄県 うるま市 ③ 発掘調査速報展
2005年以降のうるま市内で発掘調査で発見された遺物や発掘
状況を展示・紹介します。

11月1～25日
うるま市立石川歴史民
俗資料館

うるま市教育委員会　文化
課

無料
http://www.city.urum
a.lg.jp

沖縄県 うるま市 ③
文化財案内人養成講
座

うるま市内に所在する文化財や豊かな自然を訪れる人たちに
わかりやすく案内、紹介する「文化財案内人」を養成するため
の講座を開催致します。

11月4日～
うるま市立与那城歴史
民俗資料館

うるま市教育委員会　文化
課

無料
http://www.city.urum
a.lg.jp

沖縄県 うるま市 ③
第27回全島獅子舞フェ
スティバル

県内の獅子舞保存会(6団体)、民俗芸能保存会(1団体)を招聘
し演じてもらいます。

10月28日 うるま市安慶名闘牛場 うるま市教育委員会文化課 無料
http://www.city.urum
a.lg.jp

沖縄県 うるま市 ③ 第8回うるま音楽祭
うるま市民を中心にして行われる音楽祭です。第1部各団体に
よる合唱曲、第2部オペラ合唱曲歌います。

11月11日
うるま市民芸術劇場　響
ホール

うるま市教育委員会文化課 無料
http://www.city.urum
a.lg.jp

沖縄県 うるま市 ③ うるま市総合文化祭 うるま市文化協会の10部門の会員による展示発表会です。 11月16～18日
うるま市具志川総合体
育館

うるま市教育委員会文化課 無料
http://www.city.urum
a.lg.jp

沖縄県 うるま市 ①③

平成24年度琉球大学
附属図書館貴重書展
「文献資料にみる琉球・
沖縄　in　うるま市」

琉球大学が所蔵する、学術的価値の高い琉球・沖縄関係の貴
重資料を地域住民に向けて公開する事業。毎年、地域の公共
図書館等と共催しており、今年度はうるま市立中央図書館と共
催する。期間中は、本学教員による講演会も開催される。

10月16～24日 うるま市立中央図書館 国立大学法人琉球大学 無料

TEL:098-895-8697
FAX:098-895-8575
e-mail:
okinawa@lib.u-
ryukyu ac jp

沖縄県 大宜味村 ③ おおぎみ展 村内関係者による芸術作品の展示会です。 11月9～11日 大宜味村立塩屋小学校 大宜味村教育委員会 無料
大宜味村教育委員会
0980-44-3006

沖縄県 大宜味村 ③ しまんしゅ芸能の夕べ 村内芸能団体による公演会です。 11月23日(予定)
大宜味村環境改善セン
ター

大宜味村教育委員会 無料
大宜味村教育委員会
0980-44-3006

沖縄県 沖縄市 ①
第19回沖縄市生涯学
習フェスティバル

参加体験型の生涯学習フェスティバルにおいて、広い世代に
生涯学習の機会をつくり、学習活動の参加を促すとともに、学
ぶことの楽しさを実感することができる事業展開をおこない、
「生涯学習のまちづくり」を推進しています。

12月2日
沖縄市体育館及び多目
的運動場、武道館

沖縄市、沖縄市教育委員
会、沖縄市生涯学習のまち
づくり推進本部

無料
沖縄市教育部生涯学
習課
098-929-4127

沖縄県 沖縄市 ① 思春期子育て講座

思春期の多感な子ども達の子育てに戸惑うことも少なくありま
せん。そこで思春期の子ども達の心の変化に対応できるように
保護者を対象に学習の機会を
提供し、地域全体で家庭教育を支え子ども達の健やかな成長
を支援することを目的に開設します。

10月～12月
※10回講座

未定
沖縄市　　　教育委員会 生
涯学習課

無料
沖縄市教育部生涯学
習課
098-929-4127

沖縄県 沖縄市 ③ 琉球らでん
らでんは、貝殻の真珠質の部分を薄く研磨したものを、模様の
形に切り、漆地や木地の表面にはめ込む手法のことです。先
人たちが残した素晴らしい手仕事を学びます。

11月8, 15日, 22日
沖縄市立中央公民館研
修室

沖縄市立　　中央公民館
沖縄市立中央公民館
098-939-0033

要材料費

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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沖縄県 沖縄市 ③
第39回企画展「沖縄陸
生・淡水生甲殻類(仮)」

沖縄県の日本復帰40周年と合わせ、この40年の沖縄市の環
境変化を、甲殻類の棲息を通して説明します。

10月26日～12月9
日

沖縄市立郷土博物館 沖縄市立郷土博物館 無料

http://www.city.okina
wa.okinawa.jp/site/vi
ew/contview.jsp?cate
id=107&id=8670&page

沖縄県 沖縄市 ③ 講演会
文化の日、「自由と平和を愛し、文化をすすめる」ことを趣旨と
する公演会を予定しています。

11月3日
沖縄市文化センター4階
ホール

沖縄市立図書館 無料
沖縄市文化センター
098-932-6883

※内容検討中

沖縄県 沖縄市 ③ 沖縄市文化祭
広く市民に芸術文化の活動を奨励し発表の場を提供し、郷土
文化の向上と発展を図ります。

11月23～25日 沖縄市体育館 沖縄市、沖縄市文化協会 無料
沖縄市文化センター
098-932-6883

沖縄県 恩納村 ③
恩納村文化祭「舞台発
表部門」

琉球舞踊・三線・日本舞踊・大正琴・合唱などの舞台発表をし
ます。

11月3日
恩納村ふれあい体験学
習センター「ゆうなホー
ル」

恩納村文化協会 www.onnaweek.jp

沖縄県 恩納村 ③
恩納村文化祭「展示部
門」

絵画・書道・陶芸・写真・琉歌・手工芸・ガラス工芸などの展示
をします。

11月30日～12月9
日

恩納村博物館 恩納村文化協会 www.onnaweek.jp
博物館見学者は有料
(一般　100円学生
50円)

沖縄県 北中城村 ①，③
第18回文化祭(展示部
門)

文化協会各部の作品を展示します。 11月3, 4日 北中城村立中央公民館 北中城村文化協会 無料
中城村文化協会
098-935-3773

後援：北中城村教育
委員会

沖縄県 宜野座 ①
生涯学習フェスティバ
ル

各種団体の1年間の活動を紹介したり童話お話し大会の出場
者の発表や太読者賞の表彰、記念公演を開催しまし。

11月5日 がらまんホール 社会教育課 無料
宜野座村社会教育課
098-983-2613

沖縄県 宜野座村 ①

宜野座村立博物館　企
画展
「宜野座村と山との関
わり(仮)」

　宜野座村と山との関わりについて、絵・写真・表・山道具等を
通して、先史時代、琉球王府時代、明治～沖縄戦前、沖縄戦
後まで歴史的に概観した企画展を実施します。

10月27日～11月
25日※但し、月

曜・祝祭日は休館

宜野座村立博物館＜第
3展示室＞

宜野座村立博物館
(098‐968‐4378)

宜野座村立博物館
098‐968‐4378

宜野座村まつり＜平
成24年10月27日(土)
～28日(日)＞、生涯
学習フェスティバル＜
平成24年11月3日
(土)～10日(土)＞と同

沖縄県 宜野座村 ③

宜野座村立博物館　郷
土史講座
「漢那ウェーヌアタイの
木製家型墓について
(仮)」

　生涯学習フェスティバルに併せて、郷土史講座「漢那ウェー
ヌアタイ木製家型墓について(仮)」を実施します。

11月(予定)
宜野座村立博物館＜講
堂＞

宜野座村立博物館
(098‐968‐4378)

無料
宜野座村立博物館
098‐968‐4378

生涯学習フェスティバ
ル＜平成24年11月3
日(土)～10日(土)＞と
同時開催

沖縄県 宜野座村 ③

宜野座村立博物館　郷
土史講座
宜野座村の史跡めぐり
(仮)

　生涯学習フェスティバルに併せて、郷土史講座「宜野座村の
史跡めぐり(仮)」を実施します。

11月(予定)
宜野座村立博物館＜講
堂＞

宜野座村立博物館
(098‐968‐4378)

無料
宜野座村立博物館
098‐968‐4378

生涯学習フェスティバ
ル＜平成24年11月3
日(土)～10日(土)＞と
同時開催

沖縄県 宜野座村 ①

漢那ウェーヌアタイ　自
然観察会
「アマミアラカシの実(ド
ングリ)をみよう！(仮)」

　アマミアラカシが実をつける11月頃、漢那区の協力を得て、
漢那ウェーヌアタイの植生調査の成果を基に自然観察会を実
施します。

年11月(予定)

漢那ウェーヌアタイ＜俗
称：ヨリアゲの森公園＞
(宜野座村字漢那地域
内)

宜野座村立博物館
(098‐968‐4378)

無料
宜野座村立博物館
098‐968‐4378

宜野座村立博物館
企画展「宜野座村と
山との関わり(仮)＜
平成24年10月27日
(土)～11月25日(日)
＞の期間に開催予定

沖縄県 宜野湾市 ③
第33回宜野湾市文化
祭

各文化領域の優れた作品を広く市民に公開し、文化に対する
理解を深め、意欲的な公演発表をとおして文化の継承と創造
及び発展に寄与し、市民の文化振興を図ります。

11月3, 4日(舞台
の部)

11月9～11日(展
示の部)

宜野湾市民会館(大ホー
ル)
宜野湾市中央公民館
(集会所)

宜野湾市文化協会、宜野湾
市、宜野湾市教育委員会

無料

宜野湾市教育委員会
生涯学習課市民文化
係
098-893-4433

沖縄県 宜野湾市 ③
宜野湾市民文化財めぐ
り

宜野湾市民及び市内在勤者を対象に、市内及び県内の文化
財を巡検します。

11月3日(予定) 市内・県内の文化財他 宜野湾市教育委員会
http://www.city.gino
wan.okinawa.jp/index.
html

沖縄県 宜野湾市 ③
イガルー・シマ文化財
教室

市民及び市内在勤者を対象とした、文化財教室です。 11月17日(予定) 市内・県内の文化財他 宜野湾市教育委員会

http://www.city.gino
wan.okinawa.jp/2556/
2562/2563/2602/271
51.html

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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沖縄県 宜野湾市 ③ 埋蔵文化財企画展(仮) 市内に分布する遺跡から発掘成果を公開します。
10月31日～12月2

日
(予定)

宜野湾市立博物館 宜野湾市教育委員会 無料

http://www.city.gino
wan.okinawa.jp/2556/
2562/2563/2564/141
9.html

沖縄県 宜野湾市 ③ 文化財関連講座(仮) 企画展と関連した、文化財講座を行います。 11月11日(予定) 宜野湾市立博物館 宜野湾市教育委員会 無料

http://www.city.gino
wan.okinawa.jp/2556/
2562/2563/2564/141
9.html

沖縄県 国頭村 ①，③
国頭村文化・福祉まつ
り

国頭村の文化・福祉に関する展示・舞台発表です。 11月10, 11日 国頭村総合体育館
国頭村文化・福祉まつり実
行委員会

無料
国頭村教育委員会
0980-41-5308

沖縄県 中城村 ①，③
第三回護佐丸ウォーキ
ング

村内歴史の道沿道に残る文化財についてボランティアガイドの
説明を聞き、世界遺産中城城跡まで歴史学習をしながら
ウォーキングを楽しみます。

11月18日 中城村※歴史の道
吉の浦
総合スポーツクラブ

有料
中城村教育委員会生
涯学習課
098-895-3707

沖縄県 今帰仁村 ③ 発掘調査体験学習
地元の小学生に発掘調査に参加してもらい、今帰仁城跡の歴
史、発掘の面白さに触れて文化力の向上を図ります。

11月1～25日 今帰仁城跡 今帰仁村教育委員会 無料

今帰仁村教育委員会
0980-56-3201
yn-
bunkazai@woody.ocn.
ne.jp

沖縄県 名護市
①，②，

③
「名護市教育の日」式
典及び講演会

「名護市教育の日」(11月の第3日曜日)の式典、講演会等を開
催します。

11月18日 名護市民会館大ホール 名護市教育委員会 無料

名護市教育委員会総
務課
0980-53-1212(内線
128)

沖縄県 名護市
①，②，

③
教育功労者表彰式・児
童生徒等表彰式

　教育、学術及び文化の振興に寄与し、その功績が顕著であ
ると認められる個人及び学校その他教育関係団体(社会教育
関係団体を含む)を表彰します。
　教育、文化、スポーツ活動等の分野において沖縄県及び全
国大会で顕著な成果を収めた児童生徒、団体、又は他の模範
となる児童生徒、団体を表彰します。

11月18日 名護市民会館大ホール 名護市教育委員会 無料

名護市教育委員会総
務課
0980-53-1212(内線
128)

沖縄県 名護市 ② 教育の日授業参観
各学校で、名護市教育の日(11月18日)を基準として授業参観
を行います。

11月 各学校 名護市教育委員会 無料

名護市教育委員会学
校教育課
0980-53-1212(内線
381)

沖縄県 名護市 ③
市史セミナー
(「名護市の芸能」)

　1回2人の講師(名護市史芸能編専門部会委員)による講演会
を2回開催します。各講師の公演テーマは名護市の村踊り、オ
モロ、ウシデーク、長者の大主等を予定しています。

11月14, 21日 名護市民会館 名護市教育委員会 無料
名護市教育委員会文
化課市史編さん係
0980-53-5402

沖縄県 名護市 ③

わがまち・わがむら　ご
自慢再発見！
―55字すべての字に
指定文化財を！―

　名護市の指定文化財78件の周知を含め、各字の指定候補
文化財約160件についても周知を図ることを目的に文化財の
写真パネルを使った展示会を開催します。

11月21日～12月
26日

名護市立中央図書館 名護市教育委員会 無料
名護市教育委員会文
化課文化財係
0980-53-3012

沖縄県 名護市 ③

平成24年度名護博物
館企画展　発見！私た
ちのすむ名護の川と自
然
～あなたは何本の川を
知っていますか？～

「市内にどんな川があるか、どのような地形的特徴を持つか」
から始まり、川の環境や生きもの、歴史などを水槽や剥製、写
真パネル等で紹介します。
　また、関連イベントとして、川の自然環境に関する講演会、川
の観察会などを予定しています。

11月2日～12月2
日

名護博物館ギャラリー 名護市教育委員会 無料

名護博物館
0980-53-1342
http://www.city.nago.
okinawa.jp/4/3282.ht
ml

沖縄県 名護市 ①，③ 第28回市民音楽祭
　名護市及びやんばるで活動する音楽サークル団体が一堂に
集まり、日頃の活動成果を多くの人々に鑑賞してもらう音楽会
を開催します。

11月3日 名護市民会館 名護市教育委員会 無料

名護市市民会館
0980-53-5427
http://www.city.nago.
okinawa.jp/1/515.htm

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
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沖縄県 名護市 ① どんぐりキャンプ(案)

市内の親子対象に1泊2日の野外宿泊研修を行います。
　＜プログラム案＞
名護岳散策(どんぐりや野草つみ)・採ってきた野草やどんぐり
を使った野外炊飯・星空観察・どんぐりクラフト

11月17, 18日 名護青少年の家 名護市教育委員会 有料

名護市教育委員会社
会教育課
0980-53-5428
http://www.city.nago.
okinawa.jp/4/3982.ht
ml

沖縄県 名護市 ①，③ 第39回やんばる展
　北部地域を対象としたアンデパンダン展(だれでもが自由に
出品し、審査を受けることなく、また授賞の制度も設けない展
覧会)芸術文化展を開催します。

10月31日～11月4
日

名護市民会館 名護市教育委員会 無料

名護市市民会館
0980-53-5427
http://www.city.nago.
okinawa.jp/1/515.htm
l

沖縄県 名護市 ①，③ 子ども芸能まつり 子ども会や児童生徒による舞台発表を行います。 11月4日 名護市民会館大ホール 名護市教育委員会 無料

名護市市民会館
0980-53-5427
http://www.city.nago.
okinawa.jp/1/515.htm

沖縄県 南城市 ③ 南城市まつり 10月12～14日
グスクロード公園・玉城
総合体育館

南城市 無料 098－946－8817

沖縄県 南城市 ③
シモン・ボリバル弦楽
四重奏

文化庁の補助事業であるイニシアチブ事業の一環として海外
アーティストと地域の交流を図る学校へのアウトリーチを行うと
ともに、シュガーホールにて世界的なアーティストの公演を行
います。

10月24, 25日
玉城中学校，文化セン
ター，シュガーホール

南城市 098-947-1100

沖縄県 南城市 ① 尚巴志ハーフマラソン
琉球王国を築いた尚巴志の出身地である佐敷を中心に南城
市を駆け巡るハーフマラソンを実施します。今年で11回目にな
ります。

11月4日 南城市内
尚巴志ハーフマラソン実行
委員会

098-946-8817

沖縄県 南城市 ③ 文化講演会 市内の文化財テーマとして、講演会を行います。 11月17日
南城市大里農村環境改
善センター

南城市教育委員会 無料 098-946-8990

沖縄県 南城市 ③ 琉歌募集事業
南城市の歴史文化をテーマにした琉歌を募集し、作品展示、
表彰を行います。

11月2～17日(作
品展示)

11月17日(表彰式)

南城市役所大里庁舎エ
ントランス
南城市大里農村環境改
善センター

南城市教育委員会 無料 098-946-8990

沖縄県 南城市 ① 文化財巡り

南城市内の小中学生を対象に市内各所で文化財を見学しま
す。行事をとおしてさらに市内外の文化財等に興味を持っても
らい自主性の向上や団体行動の大切さを学ぶことを目的とし
ます。

11月3日 市内
南城市青少年育成市民会
議

無料
教育指導課社会教育
係
098－947－6017

沖縄県 南風原町 ③ 南風原町総合文化祭
絵画・書道・彫刻・陶器類の展示と琉舞・日舞・コーラスの舞台
発表を行います。

11月19～25日 南風原文化センター 南風原町文化協会
一部
有料

南風原町教育委員会
生涯学習文化課
098-889-7399

沖縄県 那覇市 ①
「早寝早起き朝ごはん」
フォーラム

これまでの地域における取組により得られた成果等をもとに、
子どもの生活リズム定着の重要性を伝えることにより、地域一
丸となった取組を一層促進させるため、各地域においてフォー
ラムを実施し、子どもの基本的な生活習慣の定着を図ります。

11月10日 パレット市民劇場
早寝早起き朝ごはん全国協
議

無料
http://www.hayanehaya
oki.jp/

沖縄県 読谷村 ③ 読谷まつり 読谷村歴史民俗資料館を特別開館、無料開放します。 11月上旬 読谷村歴史民俗資料館 読谷村
読谷村歴史民俗資料
館
098－958－3141

沖縄県 読谷村 ③ 企画展　読谷山昔話
11月3日～12月28

日
読谷村歴史民俗資料館 読谷村教育委員会

読谷村歴史民俗資料
館
098－958－3142

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


