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宮崎県 綾町 ③ 綾町総合文化祭
町民の日頃の文化活動の作品を展示します。（高年者クラブ、生涯学習の成果、保育
所、幼稚園、小学校、中学校）

11月10日、11日 綾町体育館 綾町民主団体連絡協議会 無料 0985-77-1183

隣接施設等で、有機
農業推進大会（農林
振興課担当）、農業祭
（ＪＡ綾町主催）を開催

宮崎県 綾町 ③ 各自治公民館文化祭 綾町内にある22地区の自治公民館毎にそれぞれ個人の作品を展示します。 11月中 各自治公民館 各自治公民館 無料 0985-77-1183 開催は1日程度

宮崎県 えびの市 ① 霧島山で秋の植物観察をしよう 霧島山で秋に咲く植物や紅葉する植物、きのこ、地衣類などを観察します。 10月20日 霧島山（えびの市） 宮崎県総合博物館 無料
http://www.miyazaki-
archive.jp/museum/in
dex.html

宮崎県総合博物館
(0985-24-2071)

宮崎県 門川町 ①，② 県民総ぐるみ教育推進研修会
地域人材を活用した中学校の授業「よのなか教室」の公開授業と、小学校及び高等学校
による地域と連携した活動の実践発表及び協議会を実施します。

10月25日 門川中学校 県教育委員会 無料
北部教育事務所
0982－32－6116

宮崎県 門川町 ③ 旅する美術館（タビビ）
宮崎県立美術館の収蔵している作品を美術館以外においても広く県民の観賞に供する
ための展示を行ったり、来場者が気軽に参加できる創作活動を実施します。

10月16日～10月21日 門川町立図書館
宮崎県立美術館
門川町
門川町教育委員会

無料
門川町教育委員会
社会教育課
0982-63-1140

宮崎県 門川町 ② 第36回読書感想文コンクール表彰式・発表会 町内小中学生による、読書感想文コンクールの表彰式及び発表会です。 10月20日 門川町役場
門川町教育委員会
門川町立図書館

無料
門川町教育委員会
社会教育課
0982-63-1140

宮崎県 門川町 ③ 門川町文化協会40周年記念事業 門川町文化協会創立４０周年を記念した記念式典の開催や記念誌の発行です。 11月3日～11月4日 門川町総合文化会館
門川町文化協会
門川町教育委員会

無料
門川町教育委員会
社会教育課
0982-63-1140

宮崎県 門川町 ③
門川町総合文化祭
（作品展示）

児童、生徒、町民が制作した絵画・書・俳句・工芸・パッチワークなどの作品展示です。合
同華展も開催します。

11月3日～11月4日 クリエイティブセンター門川
門川町
門川町教育委員会

無料
門川町教育委員会
社会教育課
0982-63-1140

宮崎県 門川町 ③ 第33回合唱のつどい
町内の一般コーラス団体、小・中学校、幼稚園、保育園の子どもたちによる合唱や器楽
などの舞台発表です。

11月11日 門川町総合文化会館
門川町文化協会
門川町教育委員会

無料
門川町教育委員会
社会教育課
0982-63-1140

宮崎県
門川町
高千穂町

①，③ 旅する美術館・みんなでアート（タビビ）
より多くの県民が、気軽に本物の美術作品に触れることができるよう県立美術館収蔵作
品による展覧会を県内各地域で実施します。

10月16日～10月21日
11月15日～11月18日

門川町（門川町立図書館）
高千穂町（高千穂町武道
館）

宮崎県立
美術館

無料
http://www.miyazaki-
archive.jp/bijutsu/inde
x.html

宮崎県立美術館
0985-20-3792

宮崎県 川南町 ③ 川南コンサート２０１８ ゲストを招き、町内小中高生と地元合唱団が共演する地域密着型コンサートです。 10月28日 サンＡ川南文化ホール 川南町教育委員会
川南町教育委員会
教育課　文化スポーツ係
0983-27-8020

宮崎県 川南町 ③ レインボーフェスティバル 町内の小中学校計７校が集まり、合唱・合奏を行う音楽大会です。 11月1日 サンＡ川南文化ホール 川南町教育委員会 無料
川南町教育委員会
教育課　学校教育係
0983-27-8019

宮崎県 木城町 ①
共に生きる喜び　木城町日向新しき村１００周
年記念祭

武者小路実篤が木城町に日向新しき村を創設して１００周年という大きな節目を迎える
にあたり、実篤の精神、人類普遍の憧れが根を生やしてきた長きに亘るその足跡を振り
返ります。

11月10日
木城町総合交流センター
ホール

木城町日向新しき村１００周年実
行委員会

無料
木城町教育課
0983－32－2369

宮崎県 木城町 ①
木城町日向新しき村１００周年記念祭　特別展
示

木城町日向新しき村が創設されて１００周年を迎えるにあたり、武者小路実篤の文学に
スポットを当てた特別展示を実施します。

11月10日～23日
木城町総合交流センター
２階

木城町日向新しき村１００周年実
行委員会

無料
木城町教育課
0983－32－2369

宮崎県 木城町 ① 木城町民文化祭　作品展示の部
個人や団体及び学校で取り組んだ学習や作品の発表を行なうことにより、町民の生涯学
習への興味・関心を一層高めるとともに、実践化への意欲を喚起し、本町の生涯学習の
更なる振興と充実を図ります。

11月10日～14日 木城町体育館 木城町生涯学習推進協議会 無料
木城町教育課
0983－32－2369

宮崎県 串間市 ①，②
県民総ぐるみ教育推進研修会
（南那珂地区）

学校・家庭・地域や企業・市民団体等が一体となって取り組む教育推進体制の強化や各
学校における「よのなか教室」の充実を図るために、授業公開や協議を実施し、本県に
おけるキャリア教育を一層推進します。

11月28日 串間市立串間中学校 中部教育事務所 無料
中部教育事務所
０９８５－
４４－３３２２

宮崎県 串間市 ②，③ 串間市音楽会
市内全小中学校がそれぞれ学校や合唱の発表を行います。音楽のプロや専門家等に
よるミニコンサートもあります。

11月8日 串間市文化会館 串間市教育委員会 無料
串間市学校政策課
0987－72－1111

第60回「教育・文化週間」関連行事

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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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第60回「教育・文化週間」関連行事

宮崎県 串間市 ②，③ 県民総ぐるみ教育推進研修会 キャリア教育に関する授業公開や研究実践発表及びシンポジュームです。 11月28日 串間中学校 県教育委員会 無料
串間市学校政策課
0987－72－1111

宮崎県 串間市 ①，② ふれあい体験 市内小学校5年生による合同宿泊体験学習です。
10月22日
～10月24日

青島青少年自然の家
主催：ふれあい体験実行委員会
共催：串間市教育委員会

串間市生涯学習課
0987－72－1111

宮崎県 五ヶ瀬町 ①，②，③
平成３０年度五ヶ瀬町教育文化祭小・中学生
発表会

五ヶ瀬町内の児童生徒が一同に会し、音楽及び意見発表など日頃の学習の成果を発
表します。文化を通じて学校間の垣根を越えてお互いの親睦と融和を図るとともに、町
民の方にも参観を呼びかけ、青少年の健全な発達を推進します。

10月26日 五ヶ瀬中等教育学校
五ヶ瀬町教育委員会・子どもを伸
ばすかがみ会

無料
五ヶ瀬町教育委員会0982-
82-1710

宮崎県 小林市 ①，③ 土器と石器がやってきた！埋文セレクション 土器と石器を展示します。 11月18日～12月1日 埋文センター分館 宮崎県埋蔵文化財センター 無料
http://www.miyazaki-
archive.jp/maibun/

0985-21-1600

宮崎県 小林市 ①，② 県民総ぐるみ教育推進研修会
教職員、企業、社会教育関係団体、市町社会教育行政担当者、学校支援地域本部・放
課後子供教室コーディネーター等が参加し、公開授業や実践発表、協議を通して、県民
総ぐるみによる教育を推進します。

11月15日 小林市立三松小学校 南部教育事務所 無料
南部教育事務所家庭・地域
教育担当
0986-23-4521

宮崎県 小林市 ① 宮崎県子ども会育成大会（小林大会）
情報化・国際化など社会の変化に対応した、青少年の健全育成を図るため、子ども会関
係者が一堂に集い、21世紀を展望した望ましい子ども会活動及び育成会活動の進め方
について情報交換し、子ども会活動の一層の充実振興に役立てます。

10月21日
小林市文化会館
小ホール

一般社団法人宮崎県子ども会育
成連絡協議会

無料
社会教育課
0984-22-7912

宮崎県 小林市 ① 読書まつり（110周年記念事業） 読書感想文・感想画表業式典および110周年記念式典を開催します。 10月27日 図書館 小林市立図書館 無料
小林市立図書館
0984-22-7913

宮崎県 小林市 ③ 第42回小林市民音楽祭

本音楽祭は、小林市総合文化祭事業の一環として、日々芸術文化活動に取り組まれて
いる方々の日ごろの成果発表の場として、また、本市の文化・芸術に対する創造性をよ
り一層高めるため、毎年開催している。コーラス、ピアノ、吹奏楽、管弦楽、筝、三味線、
民謡、大正琴、詩吟などの発表があります。

10月28日
小林市文化会館
大ホール

小林市、小林市教育委員会 無料
社会教育課文化会館グルー
プ
0984-23-7400

宮崎県 小林市 ③ 第57回小林市民芸能祭

本芸能祭は、総合文化祭事業の一環として、文化活動に取り組まれている方々の成果
発表の場として、また、本市の文化・芸術に対する創造性をより一層高めるため、毎年開
催している。舞踊（日本舞踊・剣詩舞・民舞などの邦舞踊）、ダンス（フラダンス・バレエ・
ヒップホップ・ジャズダンス・創作ダンスなどの洋舞踊）などの発表があります。

11月4日
小林市文化会館
大ホール

小林市、小林市教育委員会 無料
社会教育課文化会館グルー
プ
0984-23-7400

宮崎県 小林市 ③ 埋文セレクション
旧石器時代の狩りの道具、縄文時代、弥生時代の土器や石器から武士の時代の生活
道具まで、埋文センターの発掘調査で見つかった実物資料を展示します。県内各地の考
古資料とともに地元の遺跡資料も展示します。

11月18日～12月1日
小林市役所
市民交流スペース

宮崎県埋葬文化財センター 無料
普及資料課
0985-21-1600

宮崎県 西都市 ①，③，④
西都原考古博物館国際交流展「海山に宿る
神々～日韓の祭祀遺跡」

宮崎と韓国の考古資料の展示会を行います。 １０月６日～１２月２日 県立西都原考古博物館 県立西都原考古博物館 無料
saito-
muse.pref.miyazaki.jp/
web/index.html

0983-41-0041

宮崎県 西都市 ①，③
西都原考古博物館体験講座「古代アクセサ
リーづくり～トンボ玉～」

古代の装飾品のガラスのトンボ玉を製作する講座です。 10月20日 県立西都原考古博物館 県立西都原考古博物館
saito-
muse.pref.miyazaki.jp/
web/index.html

0983-41-0041

宮崎県 西都市 ①，③，④ 西都原考古博物館国際交流展関連講演会 日本と韓国の研究者を招いての講演会が開催されます。 10月27日 県立西都原考古博物館 県立西都原考古博物館 無料
saito-
muse.pref.miyazaki.jp/
web/index.html

0983-41-0041

宮崎県 西都市 ①，③，④ 西都原考古博物館国際交流展講座 国際交流展に関連した講座を開講する予定です。 11月17日 県立西都原考古博物館 県立西都原考古博物館 無料
saito-
muse.pref.miyazaki.jp/
web/index.html

0983-41-0041

宮崎県 西都市 ① 男狭穂塚・女狭穂塚古墳を外から観察しよう
九州最大の中期古墳である男狭穂塚・女狭穂塚古墳を外から観察して、古墳の見方や
西都原古墳群の形成の歴史やヤマト王権との関係について学びます。

11月4日 西都原古墳群（西都市） 宮崎県総合博物館 無料
http://www.miyazaki-
archive.jp/museum/in
dex.html

宮崎県総合博物館
(0985-24-2071)

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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第60回「教育・文化週間」関連行事

宮崎県 西都市 ①，③ 西都市総合文化祭　芸能大会
西都市文化連盟に加盟している各部門の団体が、生きがいのある質の高い生活を送る
ための精神的な満足感をもたらす継続的な文化活動の発表の場として、開催していま
す。

11月3日 西都市民会館 西都市教育委員会 無料
西都市教育委員会
社会教育課
0983-43-3479

　

宮崎県 西都市 ②，③ 西都市教育文化祭
市内の小・中学生の作品を募集、展示及び表彰することをとおして、創作及び発表の喜
びを味わわせ、豊かな人間性を養うとともに、あわせて地域文化の発展に寄与します。

11月9日～11日 西都市民会館 西都市教育委員会 無料
西都市教育委員会
教育政策課
0983-43-3438

宮崎県 椎葉村 ①，②，③
椎葉平家まつり
「やまびこ発表会」

　毎年行われる「椎葉平家まつり」を側面から盛り上げ、伝統文化の継承、地域と学校と
のつながりを更に深めることをねらいとし、児童生徒の学習活動等を保護者・地域に広く
伝え、郷土を愛する心を育てます。

11月9日，10日，11日
椎葉村役場駐車場、村道
（歩行者天国）等

椎葉村 無料
http://www.vill.shiiba.
miyazaki.jp

椎葉村役場（地域振興課）

宮崎県 新富町 ① きらりブックフェスタ
古本リサイクル青空市や、えびの、川南、新富の図書館の男性スタッフで構成されてい
る「読みメン隊」によるおはなしかいのほか、講演会も予定しています。

11月3日 新富町図書館
新富町・新富町教育委員会・新
富町生涯学習本部・新富町文化
協会

無料 0983-33-1022

宮崎県 新富町 ③ ジュニア太鼓コンクール 次世代を担うこどもたちの健全育成と全国大会出場チームを決める宮崎県大会です。 11月18日 新富町文化会館 新富町教育委員会 0983-33-6205

宮崎県 新富町 ③ しんとみ生涯学習ウィーク作品展示会
町内にお住まいの方お勤めの方より募集した絵画・書道・写真・陶芸・イラストレーション
などの作品を展示ます。

11月3日～11月4日 新富町文化会館
新富町・新富町教育委員会・新
富町生涯学習本部・新富町文化
協会

無料 0983-33-1022

宮崎県 新富町 ③ しんとみ生涯学習ウィーク文化発表会
町内にお住まいの方お勤めの方、町内に拠点を置く団体による、音楽や踊りなどの発表
を行います。

11月4日 新富町文化会館
新富町・新富町教育委員会・新
富町生涯学習本部・新富町文化
協会

無料 0983-33-1022

宮崎県 新富町 ① しんとみ生涯学習ウィークおためし教室＆講座
期間中に教室や講座を開きたい個人や団体による、おためし教室や講座を行います。
開催や受講には事前の申し込みが必要です。

11月2日～11月8日 新富町総合交流センター
新富町・新富町教育委員会・新
富町生涯学習本部・新富町文化
協会

無料 0983-33-1022

宮崎県 高千穂町 ②，③ 高千穂町子ども音楽フェスティバル
町内各小中学校が全て参加し、歌や楽器の演奏をとおして児童生徒の文化振興に寄与
するとともに、町内の音楽文化醸成に貢献するものです。

11月2日
高千穂町
自然休養村管理センター

高千穂町 無料
高千穂町教育委員会
教育総務課
0982-73-1205

宮崎県 高千穂町 ①，③ 2018「第26回町民のつどい」

高千穂町民並びに関係者が一堂につどい、お互いの活動の様子や学習の成果を発表
する場所となっています。町民あげて喜びに満ちた日とするため、より活力のある住みよ
いまちづくり、うるおいと安らぎ、生き甲斐のあるまちづくりについてともに考えあう機会と
なっています。
内容は、町内各種団体の活動発表や、公民館毎の踊りやダンス披露、講演会を行うとと
もに、会場内には各団体等の作品展示も行っています。

11月11日 高千穂町武道館

高千穂町・高千穂町教育委員
会・高千穂町涯学習推進会議・
高千穂町公民館連絡協議会・高
千穂町公民館助成連絡協議会

無料
高千穂町教育委員会
教育総務課
0982-73-1205

宮崎県 高千穂町 ①，②，③ 高千穂町教育文化祭
高千穂町では、子どもたちの想像力や個性豊かな表現力の育成をとおして、豊かな人
間性を養うとともに、地域の文化の発展に努めています。毎年開催されるこの文化祭に
は、絵画や書道、工作など子どもたちの個性豊かな作品が多数展示されています。

11月17日～11月18日 高千穂町武道館 高千穂町 無料
高千穂町教育委員会
教育総務課
0982-73-1205

宮崎県 高千穂町 ①，②，③ 宮崎県立美術館　移動美術展
美術館等のない本町では、作品を鑑賞する機会がすくないため、宮崎県立美術館の館
外展示の事業を利用し、町民にすぐれた作品を身近に楽しんでもらいます。

11月15日～11月18日 高千穂町武道館 高千穂町　　宮崎県立美術館 無料
高千穂町教育委員会
教育総務課
0982-73-1205

宮崎 都農町 ② 都農東小学校・内野々分校オープンスクール
地域の教育の充実と、地域と学校とのつながりを更に深めることをねらいとし、児童生徒
の学習活動等を保護者や地域へ広く公開します。今年度も昨年度と同様、本校・分校の
授業公開を実施します。

10月25日～26日
都農東小学校　　　内野々
分校

都農東小学校
内野々分校

無料
都農東小学校
〔本校・分校〕

宮崎 都農町 ② 都農東小学校〔交流活動〕 地域の方々とのふれあい活動です。 11月7日 都農東小学校 都農東小学校 無料
都農東小学校
〔本校〕

宮崎県 西米良村 ② オープンスクール
保護者並びに村民に児童の学習状況を参観してもらうことを通して、教育に対する正し
い理解を深めるとともに、学校と家庭及び地域が協力し合って教育成果の充実を図る一
助とすることを狙いとして実施します。

11月8日，9日
西米良村立
村所小学校

西米良村立
村所小学校

無料
西米良村立
村所小学校
0983-36-1034

宮崎県 日南市 ① 宮崎の天然記念物めぐり②～猪崎鼻 2014年に国の 天然記念物に指定された猪崎鼻をめぐり解説します。健脚向きです。 11月23日 猪崎鼻（日南市） 宮崎県総合博物館 無料
http://www.miyazaki-
archive.jp/museum/in
dex.html

宮崎県総合博物館
(0985-24-2071)

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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 日南市 ③ 日南市総合文化祭（作品展の部）
文化芸術活動の振興・推進を目的に、市民が絵画、書道、写真、工芸、生け花等の作品
の展示発表をします。

10月28日～11月4日

生涯学習センターまなびピ
ア、
南郷ハートフル
センター、
北郷農村環境
改善センター

日南市、
日南市教育委員会

無料

日南市教育委員会
生涯学習課
生涯学習係
℡(0987)31-1145

宮崎県 日南市 ③ 日南市総合文化祭（演技発表の部）

本市で活躍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・推進を図るこ
とを目的に開催します。市民で構成される文化団体等が日本舞踊、民舞、フラダンス、邦
楽等の演技・演奏等の発表をします。

11月3日 日南市文化センター
日南市、
日南市教育委員会

無料

日南市教育委員会
生涯学習課
生涯学習係
℡(0987)31-1145

宮崎県 日南市 ①
歩き・み・ふれる歴史の道「飫肥街道」ウォーキ
ング

飫肥城下と飫肥藩領清武郷を結ぶ山仮屋関所跡付近の旧街道（約４km）をゆっくりと散
策します。

11月10日
日南市北郷農村環境改善セ
ンター

飫肥街道ウォーキング実行委員
会

日南市教育委員会
生涯学習課
文化財係
℡(0987)31-1145

宮崎県 日南市 ①，② 日南市立図書館まつり

　「図書館に親しみ」「本に興味・関心」を持つ機会を市民へ提供し、読書活動の啓発が
目的です。
　中学生のビブリオバトルと読書推進校の活動発表、また、絵本づくりワークショップや
司書による工作教室等を開催します。

11月17日
生涯学習センターまなびピ
ア図書館

日南市、日南市教育委員会 無料

日南市教育委員会
生涯学習課
図書館係
℡(0987)25-0158

宮崎県 延岡市 ① カルチャーゾーンフェスタ2018

社会教育や文化活動に関係する団体やグループが連携協力して、カルチャーゾーンフェ
スタを開催します。今年も子どもから大人まであらゆる世代が一緒になって、教育・文化
の情報発信を行います。
・第20回図書館まつり　・ぱぱパーク　・キッズパーク　・飲食コーナー

11月3日
社会教育センター
図書館

延岡市教育委員会
社会教育課
市立図書館

無料

社会教育課
電話番号　22-7032
市立図書館
電話番号　32-3058

宮崎県 日之影町 ①，② 地域と学校をつなぐ音楽祭
町内小・中学校の児童生徒による合唱・合奏やプロの日本楽器演奏者による演奏を行
います。

10月26日
日之影中学校体育館（予
定）

日之影町教育委員会 無料
日之影町教育委員会
0982－87－3907

宮崎県 日之影町 ③
日之影町渓谷まつり
（青少年伝統芸能発表）

本町に伝わる神楽等を披露します。 10月27日
日之影町いやしの森運動の
森公園特設ステージ

日之影町教育委員会 無料
日之影町教育委員会
0982－87－3907

宮崎県 日向市 ① 宮崎の天然記念物めぐり①～日向岬 2018年に国の 天然記念物に指定された日向岬をめぐり解説します。健脚向きです。 10月27日 日向岬（日向市） 宮崎県総合博物館 無料
http://www.miyazaki-
archive.jp/museum/in
dex.html

宮崎県総合博物館
(0985-24-2071)

宮崎県 日向市 ② ひまわりフェスティバル
音楽に対する関心・意欲、音楽表現の素晴らしさや仲間と協力し合う喜び、望ましい鑑賞
態度を児童生徒に身に付けさせることを目的として、日向市内全小中学校と、近隣の町
の中学校から代表児童生徒が集い、吹奏楽、合唱、合奏などの発表を行います。

11月9日 日向市文化交流センター 日向市教育委員会 無料
日向市教育委員会
学校教育課
0982-66-1037

宮崎県 日向市 ② オープンスクール
小中学校において、みやざき子ども教育週間にあわせ、参観日や鑑賞教室、地域と連
携した祭りなどを計画し、半日から一週間の間で学校開放を行います。

10～11月 各小中学校他 各小中学校 無料
日向市教育委員会
学校教育課
0982-66-1037

宮崎県 日向市 ① 秋の図書館まつり
「2018年　第72回　読書週間(10/27～11/9)」にあわせて関連のイベントを行うことによ
り、市民へ読書の楽しさを伝え、本に親しむきっかけとしていただく目的で開催します。日
向市立図書館を会場に、おはなし会、古本市など多彩な催しを実施します。

11月10日 日向市立図書館 日向市立図書館 無料
http://www.lib.city.hyu
ga.miyazaki.jp/

日向市立図書館
0982-54-1919

宮崎県 日向市 ③ 日向市文化賞受賞式典
日向市の文化の向上発展に関し、特に顕著な功績のあった方に、「日向市文化功労者」
として、「日向市文化賞」を顕彰します。

11月3日 日向市役所
日向市教育委員会 文化生涯学
習課

無料
日向市教育委員会
文化生涯学習課
（直通）0982-66-1038

宮崎県 日向市 ①，③，④ 第54回　日向市総合文化祭
市内で芸術文化活動に精進されている皆さんが一同に会し、日頃の活動の成果を披露
します。

10月7日,13日,14日,
28日11月3日,4日,9日,
10日,11日,12日,18日

日向市文化交流センター・
日向市中央公民館・大王谷
コミュニティセンター・日知屋
公民館

日向市文化連盟加盟団体
市民文化活動団体
伝統文化保存活動団体

無料
日向市教育委員会
文化生涯学習課
（直通）0982-66-1038

宮崎県 美郷町 ③ 第11回美郷町音楽祭 町内小･中学校、一般による合唱、合奏のイベントです。 11月17日 美郷北学園 美郷町合唱祭実行委員会 無料
h-
kyouiku@town.miyazaki
-misato.lg.jp

美郷町教育委員会

宮崎県 美郷町 ③ 第30回葉桜まつり
郷土(美郷町西郷)の歌人 小野葉桜の歌と業績を偲び、葉桜短歌賞の表彰式や記念講
演を実施します。

11月3日
美郷町西郷ニューホープセ
ンター

葉桜顕彰会・美郷町・美郷町教
育委員会

無料
h-
kyouiku@town.miyazaki
-misato.lg.jp

美郷町教育委員会

宮崎県 三股町 ① 出張講座「チリメンモンスターをGetしよう！」
ちりめんに含まれる小さな海の生きものたち（チリメンモンスター）を探し観察することで、
宮崎の海の豊かさを学習します。

10月21日
三股町立文化会館（三股
町）

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

宮崎県総合博物館
(0985-24-2071)

宮崎県 三股町 ①，② 文教みまたフェスティバル
平成２６年に「三股町教育の日」を制定し、学校における伝統教育や各種団体及び各種
団体及び個人の教育支援に関する取組について劇や意見発表等を行います。

10月20日 三股町立文化会館 三股町教育委員会 無料
kyoiku-
k@town.mimata.lg.jp

0986-52-9314

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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 三股町 ③
三股町立文化会館自主文化事業
「三股町郷土芸能発表会」（第３２回芸能発表
会）

毎年、三股町文化協会が主催して行われる芸能発表会に、郷土芸能団体も参加し、日
本舞踊や地域に伝わる伝統芸能などを披露します。町制７０周年事業として開催しま
す。

10月28日 三股町立文化会館 三股町教育委員会 無料
https://bunka.town.mi
mata.lg.jp/

0986-51-3462

宮崎県 都城市 ①，② 県民総ぐるみ教育推進研修会
教職員、企業、社会教育関係団体、市町社会教育行政担当者、学校支援地域本部・放
課後子供教室コーディネーター等が参加し、公開授業や実践発表、協議を通して、県民
総ぐるみによる教育を推進します。

11月27日 都城市立小松原中学校 南部教育事務所 無料
南部教育事務所家庭・地域
教育担当
0986-23-4521

宮崎県 都城市 ① 都城フェスタ「第13回都城市環境まつり」

企業・団体・行政の環境保全活動の紹介や、啓発活動のパネル展示を行っている都城
市環境まつりにおいて、環境学習に関する出前講座をＰＲするとともに、「よか・余暇・楽
習ネットワーク」事業などのパンフレットなどを配布し、生涯学習についてＰＲを行いま
す。

10月27日
都城市リサイクルプラザ「さ
いせい館」

都城市、都城市環境まつり実行
委員会

無料
都城市環境森林部
環境政策課
0986-23-2130

宮崎県 都城市 ①，③ 企画展「知られざる文化財」
過去に未紹介の収蔵資料に加え、市内の神社に保管されている普段は見られない文化
財の展示を行い、意外な所や身近な所にも文化財があることを紹介し、郷土の歴史、文
化財行政への理解を深めるため、開催するものです。

9月7日～10月28日 都城歴史資料館 文化財課
culture@city.miyakonoj
o.miyazaki.jp

都城市教育委員会
文化財課
0986－23－9547

宮崎県 都城市 ①，③ 企画展「西南戦争」
西南戦争に都城の人々がどのように係ったかを、関連する収蔵資料の展示を通して、来
館者にその文化遺産を深く味わい、郷土へのさらなる認識を深めていただくために開催
するものです。

11月2日～1月20日 都城歴史資料館 文化財課
culture@city.miyakonoj
o.miyazaki.jp

都城市教育委員会
文化財課
0986－23－9547

宮崎県 都城市 ③
都城市立美術館特別展「平山郁夫展　よみが
えるシルクロード」

シルクロードシリーズで知られる日本画家・平山郁夫の展覧会。東西アジアの遺跡や遺
物をテーマとして紹介することで、国際化への理解等を更に深めるべく開催します。

10月20日～12月2日 都城市立美術館
都城市立美術館特別展実行委
員会

http://mcma.art.cooca
n.jp/2018/

都城市立美術館　0986-25-
1447

特別展は料金が必要
（一般800円/高大生
600円/中学生以下無
料/20名以上で団体割
引あり）

宮崎県 都城市 ①
平成30年度　都城島津伝承館特別展
「鉄砲伝来と薩摩筒」

南九州に伝来した鉄砲は、その後島津氏の領国内において「薩摩筒」という火縄銃に進
化しました。都城島津邸に収蔵されている薩摩筒をとおして、火縄銃の進化の過程を紹
介します。

10月13日～11月25日 都城島津伝承館 都城島津邸
http://www.city.miyak
onojo.miyazaki.jp/shim
azu

都城島津邸
0986-23-2116

宮崎県 都城市 ①，②，③
平成30年度　都城島津伝承館特別展
講演会

特別展「鉄砲伝来と薩摩筒」に関連した講演会です。日本中世史・対外交流史が専門の
村井章介氏（立正大学文学部教授・東京大学名誉教授）をお招きして、鉄砲伝来を取り
巻く歴史を紹介していただきます。

10月20日
都城市総合文化ホールＭＪ
中ホール

都城島津邸 無料
http://www.city.miyak
onojo.miyazaki.jp/shim
azu

都城島津邸
0986-23-2116

宮崎県 都城市 ①，②，③
明治維新150年記念歴史講座
「西郷さんを支えたもの～生活・女性の視点か
ら～」

尚古集成館学芸員の小平田史穂氏をお招きして、生活や女性の視点から西郷隆盛の
人物像に迫る歴史講座を開催します。

10月27日
都城市立図書館　1階ギャラ
リーＡ・Ｂ

都城島津邸 無料
http://www.city.miyak
onojo.miyazaki.jp/shim
azu

都城島津邸
0986-23-2116

宮崎県 都城市 ①，②，③
明治維新150年記念歴史講座
「桂久武と西郷どん～刀を鍬に持ち替え、強弓
で政府軍と戦ったラストサムライ～」

志學館大学教授の原口泉氏をお招きして、薩摩藩家老・都城県初代参事の桂久武の活
躍や、盟友西郷隆盛との友情について講演していただきます。

11月24日
都城市総合文化ホールＭＪ
中ホール

都城島津邸 無料
http://www.city.miyak
onojo.miyazaki.jp/shim
azu

都城島津邸
0986-23-2116

宮崎県 都城市 ①，②，③ 大河ドラマ『西郷どん』全国巡回展
ＮＨＫ大河ドラマ『西郷どん』のパネルや映像紹介、衣装や小道具（レプリカ）、出演者の
サイン色紙などを展示します。

11月21日～25日 都城島津邸　本宅
ＮＨＫ
都城島津邸

無料
http://www.city.miyak
onojo.miyazaki.jp/shim
azu

都城島津邸
0986-23-2116

料金・主催等調整中

宮崎県 都城市 ③ 山之口弥五郎どん祭り 大人人形「弥五郎どん」を先頭に、御神幸行列の浜殿下りや民俗芸能奉納を行います。 11月3日 弥五郎どんの館付近 山之口弥五郎どん祭り保存会 無料 山之口地域振興課

宮崎県 都城市 ③ 山之口麓文弥節人形浄瑠璃定期公演 国の重要無形民俗文化財に指定されている、人形浄瑠璃の公演を年4回行っています。
3月，6月，9月，
11月の　年4回

山之口麓文弥節人形浄瑠
璃資料館

山之口麓文弥節人形浄瑠璃保
存会

山之口地域振興課

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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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第60回「教育・文化週間」関連行事

宮崎県 都城市 ①
教養講座
源氏物語と、関連する漢文を読む

文法（高校生程度）や出典の解説を行いつつ、時間をかけて、源氏物語の本文を少しず
つ読み進めていくとともに、関連する漢文にも話を広げます。

10月25日
11月8日

都城工業高等専門学校 都城工業高等専門学校

http://www.miyakonoj
o-
nct.ac.jp/~techcen/ko
za.html

総務課企画係　　　　0986-
47-1306

通年の教養講座（全
10回）で、受講申込み
は終了しています。

宮崎県 都城市 ③ 高専祭 本校学生主催の学校行事です。研究発表・展示・催し等が行われます。 11月3日、4日 都城工業高等専門学校 都城工業高等専門学校 無料
学生課学生係
0986-47-1136

宮崎県 都城市 ①，④ おもしろ科学フェスティバル 科学のおもしろさを伝え、ものづくりに興味をもってもらう機会をつくります。 11月18日 都城工業高等専門学校 都城工業高等専門学校 無料
学生課教務係
0986-47-1134

宮崎県 宮崎市 ②
「私を変えた先生との出会い」エピソード感謝状
贈呈式

県民に募集した「私を変えた先生との出会い」のエピソードの中で、県教育委員会で活
用する作品の応募者に感謝状を贈呈し、広くその作品を周知することで、県民に教育の
素晴らしさを認識していただき、県民総ぐるみの教育を推進します。

11月11日 県庁講堂 宮崎県教育委員会 無料
宮崎県教育庁教職員課人
材育成担当
0985-26-7241

宮崎県 宮崎市 ① おはなしの部屋
図書館職員とボランティアによる絵本の読み聞かせを毎週３回実施します。（祝日を除く
火、水、土曜日）

10月2，3，6，10，13，
16，17，20，23，24，
27，30，31日
11月6，7，10，13，14，
17，20，21日

宮崎県立
図書館

宮崎県立
図書館

無料
http://www2.lib.pref.mi
yazaki.lg.jp

宮崎県立図書館
0985-29-2911

宮崎県 宮崎市 ①
特別展「本に命を吹きこむ　～生賴範義の足跡
～」

生賴範義の原画と装釘を手がけた書籍の展示とパネルによる業績の紹介を行います。 10月20日～11月25日
宮崎県立
図書館

宮崎県立
図書館

無料
http://www2.lib.pref.mi
yazaki.lg.jp

宮崎県立図書館
0985-29-2911

宮崎県 宮崎市 ① 特設展示「秋の牧水」 若山牧水の秋の歌を紹介します。 10月22日～11月11日
宮崎県立
図書館

宮崎県立
図書館

無料
http://www2.lib.pref.mi
yazaki.lg.jp

宮崎県立図書館
0985-29-2911

宮崎県 宮崎市 ①，③ 図書館シアター
図書館所蔵の視聴資料の中から、名作や人の生き方について考える感動的な映画や、
時代の要請に応える教育的な映画を選び、県民を対象に映写会を実施します。（年間６
回開催予定）

10月23日
宮崎県立
図書館

宮崎県立
図書館

無料
http://www2.lib.pref.mi
yazaki.lg.jp

宮崎県立図書館
0985-29-2911

宮崎県 宮崎市 ① 「秋の読書週間」関連展示
「秋の読書週間」に合わせ、書物に触れる大切さや楽しさを体感し、読書推進を図ること
をねらいとした関連展示を行います。

10月23日～11月11日
宮崎県立
図書館

宮崎県立
図書館

無料
http://www2.lib.pref.mi
yazaki.lg.jp

宮崎県立図書館
0985-29-2911

宮崎県 宮崎市 ①，③ 緑陰コンサート
様々な演奏団体による演奏会や、県立図書館所蔵のレコードを使用したレコードコン
サートを県民を対象に緑陰コンサートとして実施します。（年間４回開催予定）

11月4日
宮崎県立
図書館

宮崎県立
図書館

無料
http://www2.lib.pref.mi
yazaki.lg.jp

宮崎県立図書館
0985-29-2912

宮崎県 宮崎市 ①，④ 「いいお産の日in宮崎」

県民と助産師が妊娠・出産・育児について考え、語り合うイベントであり、生まれてくる命
を守り健全に育んでいく環境を整えるために母子を取り巻く家族の妊娠・出産・育児に関
する知識の向上と地域社会の理解と協力への啓発を目的として開催します。（公益社団
法人　宮崎県看護協会主催、県立図書館及び一般社団法人宮崎県助産師会共催）

11月10日
宮崎県立
図書館

宮崎県立
図書館

無料
http://www2.lib.pref.mi
yazaki.lg.jp

宮崎県立図書館
0985-29-2911

宮崎県 宮崎市 ① 特設展示「西郷隆盛」 西郷隆盛の様々なエピソードを紹介します。 11月12日～12月9日
宮崎県立
図書館

宮崎県立
図書館

無料
http://www2.lib.pref.mi
yazaki.lg.jp

宮崎県立図書館
0985-29-2911

宮崎県 宮崎市 ①，③
特別展
「シャガール展　版画でつづる愛の物語」

ロシアに生まれたマルクシャガールは、主にフランスを舞台に、20世紀を代表する画家
の一人として活躍しました。「愛の画家」シャガールの、代表的な8つの版画集から、全
279点を一同に紹介します。

11月17日～12月24日 宮崎県立美術館
宮崎県立
美術館

http://www.miyazaki-
archive.jp/bijutsu/inde
x.html

宮崎県立美術館
0985-20-3792

宮崎県 宮崎市 ①，③ コレクション展（第3期） 年に4回、多彩なテーマで、宮崎県立美術館の収蔵作品を紹介します。 9月30日～12月16日 宮崎県立美術館
宮崎県立
美術館

無料
http://www.miyazaki-
archive.jp/bijutsu/inde
x.html

宮崎県立美術館
0985-20-3792

宮崎県 宮崎市 ①，③ 子ども美術教室「おもしろ合体アート」 接着剤でいろいろなものを合体させて、できる形を楽しみます。 11月3日，4日 宮崎県立美術館
宮崎県立
美術館

無料
http://www.miyazaki-
archive.jp/bijutsu/inde
x.html

宮崎県立美術館
0985-20-3792

宮崎県 宮崎市 ①，③ 施設公開「埋文センターで考古学体験」 土器の復元など、埋文センターの仕事を体験できます。 11月4日 埋文センター分館 宮崎県埋蔵文化財センター 無料
http://www.miyazaki-
archive.jp/maibun/

0985-21-1600

宮崎県 宮崎市 ①③
特別展「日向国の明治維新～戊辰戦争から西
南戦争まで～」

明治維新１５０周年を記念して、戊辰戦争から西南戦争に焦点を当てながら、政治や経
済、社会のしくみなどが大きく変化した幕末・維新期の日向国の歴史を紹介します。

10月18日～12月2日 宮崎県総合博物館 宮崎県総合博物館 無料
http://www.miyazaki-
archive.jp/museum/in
dex.html

宮崎県総合博物館
(0985-24-2071)

宮崎県 宮崎市 ① 草木染めに挑戦！
植物を使った草木染めに挑戦します。やさしい自然の色と模様で自分だけのオリジナル
グッズを作ります。

11月11日 宮崎県総合博物館 宮崎県総合博物館 無料
http://www.miyazaki-
archive.jp/museum/in
dex.html

宮崎県総合博物館
(0985-24-2071)

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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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第60回「教育・文化週間」関連行事

宮崎県 宮崎市 ①
宮崎の歴史を学ぶ２
※特展関連講座として実施

資料を読みながら、歴史の見方・考え方を学び、宮崎の歴史認識を深めます。 11月17日 宮崎県総合博物館 宮崎県総合博物館 無料
http://www.miyazaki-
archive.jp/museum/in
dex.html

宮崎県総合博物館
(0985-24-2071)

宮崎県 宮崎市 ① これからはじめるバードウォッチング 初心者のための野鳥観察講座。神宮の森で野鳥観察の仕方を学びます。 11月25日 宮崎県総合博物館 宮崎県総合博物館 無料
http://www.miyazaki-
archive.jp/museum/in
dex.html

宮崎県総合博物館
(0985-24-2071)

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vol.160
オルブラ

楽器の王様「パイプオルガン」の音色を充分に、そして気軽に楽しむことができるプロム
ナード・コンサート。コンサートホールをレストランに見立て、シェフ（オルガニスト）やソム
リエ（司会）が登場します。

10月20日
メディキット県民文化セン
ター

公益財団法人宮崎県立芸術劇
場

http://www.miyazaki-
ac.jp/

メディキット県民文化セン
ター
（左記ホームページを御確
認ください。）

宮崎県 宮崎市 ③
オペラシアターこんにゃく座
『おぐりとてるて－説経節「小栗判官照手姫」よ
り－』

中世から近世の日本で、民衆芸能として人気を博した語り物芸能「説経節」から、その代
表作「小栗判官照手姫」を舞台化。宮崎県立芸術劇場演劇ディレクター立山ひろみが台
本、演出を手掛けた、奇想天外オペラを宮崎で初上演します。

10月21日
メディキット県民文化セン
ター

・オペラシアターこんにゃく座
・公益財団法人宮崎県立芸術劇
場

http://www.miyazaki-
ac.jp/

メディキット県民文化セン
ター
（左記ホームページを御確
認ください。）

宮崎県 宮崎市 ③
プレミアム・セレクト・コンサート＃10
「サクソフォンを聴く～Quarteｔ×カルテット＝∞
の響き～」

フランスを代表する「ハバネラ　サクソフォン・カルテット」と、日本を代表する「ブルーオー
ロラ　サクソフォン・カルテット」の2組を迎え、少人数編成による、上質な音楽を楽しんで
いただく特別なコンサートをお届けします。

11月3日
メディキット県民文化セン
ター

公益財団法人宮崎県立芸術劇
場

http://www.miyazaki-
ac.jp/

メディキット県民文化セン
ター
（左記ホームページを御確
認ください。）

宮崎県 宮崎市 ③ ゲゲゲの先生へ

紀伊國屋演劇賞を受賞するなど、現代日本演劇を牽引するイキウメの前川知大による
書き下ろし新作の宮崎公演です。
センス・オブ・ワンダー（現実の中の異界）を描き続ける劇作家・演出家の前川が新作舞
台のモチーフにするのは「水木しげるの世界」。佐々木蔵之介、松雪泰子、白石加代子
ほか個性豊かな実力派キャストで贈る「ゲゲゲの先生へ」に、どうぞご期待ください！

11月14日
メディキット県民文化セン
ター

・公益財団法人宮崎県立芸術劇
場
・ＭＲＴ宮崎放送

http://www.miyazaki-
ac.jp/

メディキット県民文化セン
ター
（左記ホームページを御確
認ください。）

宮崎県 宮崎市 ③
国民文化祭　全国障害者芸術・文化祭プレイ
ベント　劇場開館25周年感謝祭　けんげき２５
フェス

宮崎県立芸術劇場は、2018年で開館25周年を迎えます。これまで劇場に親しんでいた
だいた方にも、これからはじめて劇場に来る方にも、ここでの時間をもっと楽しんでほし
い。劇場の“これまで”と“これから”に感謝の気持ちをこめて、「けんげき２５フェス」を開
催します！

11月17日～18日
メディキット県民文化セン
ター

・宮崎県
・公益財団法人宮崎県立芸術劇
場

無料
http://www.miyazaki-
ac.jp/

メディキット県民文化セン
ター
（左記ホームページを御確
認ください。）

宮崎県 宮崎市 ③
アートマネジメント講座特別講演
地域を巻き込む文化力

県では、2020年の国民文化祭及び全国障害者芸術・文化祭の開催を絶好の機会と捉
え、文化芸術の持つ力で地域の魅力を再発見し、教育、医療、福祉、観光、まちづくりな
どの地域振興に繋げていくため、未来のみやざきの文化と地域を支えるための知識を学
ぶ「アートマネジメント講座」を開催します。
「沖縄文化芸術振興アドバイザー」として文化に軸足をおいた新たな地域活性化のトップ
ランナーとして活動する平田大一氏の講演会を開催します。

11月10日
メディキット県民文化セン
ター

宮崎県 無料
http://www.umkag.co
m/art.php

株式会社ＵＭＫエージェン
シー内「アートマネジメント講
座」事務局
（左記ホームページを御確
認ください。）

宮崎県 宮崎市 ③
神話のふるさと県民大学
朗読ライブ「海幸山幸物語～二人の御子と不
思議な釣り針～」

本県の神話や伝承等について、県民の知る機会、県民が触れる機会を積極的に創り出
し、次世代へと語り継ぐ基盤づくりを推進するため、県民向けのリレー講座や講演会、小
学校等における出前授業などで構成する「神話のふるさと県民大学」を開催します。
朗読ライブ「海幸山幸物語」」と題し、声優　池田知聡氏による読み語りと横山起朗氏の
ピアノ演奏を、宮崎県立看護大学教授　大館真晴氏の解説とＭＲＴ宮崎放送アナウン
サー　加藤沙知氏の進行により行います。

10月20日 宮崎県立看護大学 宮崎県 無料
http://www.umkag.co
m/shinwa.php

株式会社ＵＭＫエージェン
シー内「神話のふるさと県民
大学」事務局
（左記ホームページを御確
認ください。）

宮崎県 宮崎市 ③
神話のふるさと県民大学
「日本紀の局　紫式部－平安貴族と『日本書
紀』－」「『日本書紀』と蝦夷」

本県の神話や伝承等について、県民の知る機会、県民が触れる機会を積極的に創り出
し、次世代へと語り継ぐ基盤づくりを推進するため、県民向けのリレー講座や講演会、小
学校等における出前授業などで構成する「神話のふるさと県民大学」を開催します。
「日本紀の局　紫式部－平安貴族と『日本書紀』－『日本書紀』と蝦夷」をテーマに、奈良
女子大学文学部准教授　西村さとみ氏、岩手大学人文社会科学部教授　樋口知志氏、
宮崎産業経営大学教授　柴田博子氏を招いて講演を行います。

10月27日 宮崎産業経営大学
・宮崎県
・宮崎産業経営大学

無料
http://www.umkag.co
m/shinwa.php

株式会社ＵＭＫエージェン
シー内「神話のふるさと県民
大学」事務局
（左記ホームページを御確
認ください。）

宮崎県 宮崎市 ③
神話のふるさと県民大学
第２回神楽講座／第１回神楽公演

本県の神話や伝承等について、県民の知る機会、県民が触れる機会を積極的に創り出
し、次世代へと語り継ぐ基盤づくりを推進するため、県民向けのリレー講座や講演会、小
学校等における出前授業などで構成する「神話のふるさと県民大学」を開催します。
本県の神楽を学ぶための講座を、宮崎民俗学会　那賀教史氏、西米良神楽各保存会会
長を招いて行い、村所神楽保存会による神楽公演を行います。

10月28日 宮崎県総合博物館 宮崎県 無料
http://www.umkag.co
m/shinwa.php

株式会社ＵＭＫエージェン
シー内「神話のふるさと県民
大学」事務局
（左記ホームページを御確
認ください。）

宮崎県 宮崎市 ③

神話のふるさと県民大学
平成30年度国際シンポジウム
「古事記と『国家』の形成－古代史と考古学の
視点から－」

本県の神話や伝承等について、県民の知る機会、県民が触れる機会を積極的に創り出
し、次世代へと語り継ぐ基盤づくりを推進するため、県民向けのリレー講座や講演会、小
学校等における出前授業などで構成する「神話のふるさと県民大学」を開催します。
セインズベリー日本藝術研究所考古・文化遺産学センター長　サイモン・ケイナー氏、仁
済大学校歴史考古学科教授　李永植氏、國學院大學教授による国際シンポジウムを開
催します。

11月3日
宮崎県立西都原考古博物
館

・國學院大學
・宮崎県

無料
http://www.umkag.co
m/shinwa.php

株式会社ＵＭＫエージェン
シー内「神話のふるさと県民
大学」事務局
（左記ホームページを御確
認ください。）

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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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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 問合せ先 備考

第60回「教育・文化週間」関連行事

宮崎県 宮崎市 ③
神話のふるさと県民大学
第2回神楽公演

本県の神話や伝承等について、県民の知る機会、県民が触れる機会を積極的に創り出
し、次世代へと語り継ぐ基盤づくりを推進するため、県民向けのリレー講座や講演会、小
学校等における出前授業などで構成する「神話のふるさと県民大学」を開催します。
本県の神楽を広めることを目的に、上田原神楽保存会による神楽公演を行います。

11月11日 宮崎県総合博物館 宮崎県 無料
http://www.umkag.co
m/shinwa.php

株式会社ＵＭＫエージェン
シー内「神話のふるさと県民
大学」事務局
（左記ホームページを御確
認ください。）

宮崎県 宮崎市 ①，②
県民総ぐるみ教育推進研修会
（宮崎地区）

学校・家庭・地域や企業・市民団体等が一体となって取り組む教育推進体制の強化や各
学校における「よのなか教室」の充実を図るために、授業公開や協議を実施し、本県に
おけるキャリア教育を一層推進します。

11月29日 宮崎県教育研修センター 中部教育事務所 無料
中部教育事務所
０９８５－
４４－３３２２

宮崎県 宮崎市 ① 図書館まつり
【11/3】創作童話・紙芝居・絵本コンクール、わくわくボランティアシアター、あおぞらおは
なし会、図書交換市、【11/17】絵本作家の講演会などを行います。

11月3日、17日 宮崎市立図書館 宮崎市教育委員会生涯学習課 無料
http://www.lib.city.miy
azaki.miyazaki.jp/

宮崎市立図書館
電話：0985-52-7100

宮崎県 宮崎市 ① 日曜映画会 毎月テーマを決めて家族向けの映画を上映しています。（第２・第４日曜）
10月7日、21日
11月4日、18日

宮崎市立図書館 宮崎市教育委員会生涯学習課 無料
http://www.lib.city.miy
azaki.miyazaki.jp/

宮崎市立図書館
電話：0985-52-7100

宮崎県 宮崎市 ① 月曜おはなし会
10月１日、8日、15日、
22日、29日
11月5日、12日、19日

宮崎市立図書館 宮崎市教育委員会生涯学習課 無料
http://www.lib.city.miy
azaki.miyazaki.jp/

宮崎市立図書館
電話：0985-52-7100

宮崎県 宮崎市 ① 水曜おはなし会
10月3日、10日、17日、
24日、31日
11月7日、14日、21日

宮崎市立図書館 宮崎市教育委員会生涯学習課 無料
http://www.lib.city.miy
azaki.miyazaki.jp/

宮崎市立図書館
電話：0985-52-7100

宮崎県 宮崎市 ① 土曜おはなし会
10月6日、13日、
20日、27日
11月10日、17日

宮崎市立図書館 宮崎市教育委員会生涯学習課 無料
http://www.lib.city.miy
azaki.miyazaki.jp/

宮崎市立図書館
電話：0985-52-7100

宮崎県 宮崎市 ①，③ 宮崎東中地区文化祭 10月20日～21日
宮崎東地区交流センター・
下原ふれあい広場

宮崎東中地区生涯学習推進協
議会

無料
宮崎東地区交流センター
(0985)20-3511

宮崎県 宮崎市 ①，③ 生目台地区総合文化祭 10月21日 生目台地区交流センター
生目台地区生涯学習推進協議
会

無料
生目台地区交流センター
(0985)59-9191

宮崎県 宮崎市 ①，③ 宮崎地区総合文化祭 10月21日 宮崎地区交流センター 宮崎地区生涯学習推進協議会 無料
宮崎地区交流センター
(0985)20-3512

宮崎県 宮崎市 ①，③ 木花地区総合文化祭 11月3日～4日
木花公民館・木花児童セン
ター

木花地区生涯学習推進協議会 無料
木花公民館
(0985)55-3064

宮崎県 宮崎市 ①，③ 赤江東地区ふれあいまつり 11月3日～4日 赤江東地区交流センター
赤江東地区生涯学習推進協議
会

無料
赤江東地区交流センター
(0985)59-8422

宮崎県 宮崎市 ①，③ 佐土原総合文化祭 11月3日～4日 佐土原総合文化センター
佐土原地区生涯学習推進協議
会

無料
佐土原地区交流センター
(0985)74-0018

宮崎県 宮崎市 ①，③ 田野総合文化祭 11月3日～4日 田野文化会館 田野地区生涯学習推進協議会 無料
田野公民館
(0985)86-2018

宮崎県 宮崎市 ①，③ 大宮地区ふれあい総合文化祭 11月4日 大宮公民館 大宮地区生涯学習推進協議会 無料
大宮公民館
(0985)20-3509

絵本の読み聞かせ、紙芝居などを行います。

宮崎市公立公民館等を中心に、
各地区の団体が日頃取り組んでいる

生涯学習活動の成果発表や、
生涯学習・文化・芸能等の体験教室等を開催します。

【成果発表ステージ】
・団体例

幼稚園・保育園・小中学校・公民館自主グループ等
・発表例

演舞・合唱・コーラス・ダンス等

【体験教室等】
書道・茶道・手芸等

【その他】
屋台出店・作品展示・講演会等

※「開催日程」記載日の前後で作品展示・講演会等を行う地区もあります。

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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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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 問合せ先 備考

第60回「教育・文化週間」関連行事

宮崎県 宮崎市 ①，③ 生目南公民館総合文化祭 11月4日 生目南公民館
生目南中学校区生涯学習推進
協議会

無料
生目南公民館
(0985)30-4037

宮崎県 宮崎市 ①，③ 高岡地区文化祭 11月10日～11日
高岡地区農村環境改善セン
ター・天ヶ城麓地区武家住
宅

高岡地区生涯学習推進協議会 無料
高岡地区農村環境改善セン
ター
(0985)82-0710

宮崎県 宮崎市 ①，③ 清武地区総合文化祭 11月10日～11日 清武文化会館 清武地区生涯学習推進協議会 無料
清武・地域市民福祉課
(0985)85-1111

宮崎県 宮崎市 ①，③ 本郷地区ふれあい文化祭 11月16日～18日 本郷公民館 本郷地区生涯学習推進協議会 無料
本郷公民館
(0985)55-2038

宮崎県 宮崎市 ①，③ 住吉地区総合文化祭 11月17日～18日
住吉公民館・住吉地域セン
ター・すみよし公園

住吉地区生涯学習推進協議会 無料
住吉公民館
(0985)30-2073

宮崎県 宮崎市 ①，③ 加納地区文化祭 11月17日～18日 加納地区交流センター 加納地区生涯学習推進協議会 無料
加納地区交流センター
(0985)85-2666

宮崎県 宮崎市 ①，③ 小戸・西池地区ふれあい総合文化祭 11月18日 宮崎西地区交流センター
小戸・西池地区生涯学習推進協
議会

無料
宮崎西地区交流センター
(0985)20-3507

宮崎県 宮崎市 ①，③ 赤江地区総合文化祭 11月18日 赤江公民館 赤江地区生涯学習推進協議会 無料
赤江公民館
(0985)55-1232

宮崎県 宮崎市 ①，③ 檍地区文化祭 11月18日
檍公民館・檍中学校・檍地
域事務所

檍地区生涯学習推進協議会 無料
檍公民館
(0985)28-1138

宮崎県 宮崎市 ①，③ 大塚地区総合文化祭 11月18日
大塚公民館・大塚地域事務
所

大塚地区生涯学習推進協議会 無料
大塚公民館
(0985)55-1231

宮崎県 宮崎市 ①，③ 東大宮地区コミセンまつり 11月18日
東大宮地区コミュニティセン
ター

東大宮地区生涯学習推進協議
会

無料
東大宮地区コミュニティセン
ター
(0985)26-1534

宮崎県 宮崎市 ①，③ 中央公民館まつり 11月24日～25日 中央公民館 中央公民館まつり実行委員会 無料
中央公民館
(0985)29-8455

宮崎県 宮崎市 ①，③ 北地区総合文化祭 11月24日～25日
西部地区農村環境改善セン
ター

北地区生涯学習推進協議会 無料
西部地区農村環境改善セン
ター
(0985)30-3017

宮崎県 宮崎市 ①，③ 生目地区総合文化祭 11月25日 生目公民館・生目児童館 生目地区生涯学習推進協議会 無料
生目公民館
(0985)30-4036

宮崎市公立公民館等を中心に、
各地区の団体が日頃取り組んでいる

生涯学習活動の成果発表や、
生涯学習・文化・芸能等の体験教室等を開催します。

【成果発表ステージ】
・団体例

幼稚園・保育園・小中学校・公民館自主グループ等
・発表例

演舞・合唱・コーラス・ダンス等

【体験教室等】
書道・茶道・手芸等

【その他】
屋台出店・作品展示・講演会等

※「開催日程」記載日の前後で作品展示・講演会等を行う地区もあります。

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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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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 問合せ先 備考

第60回「教育・文化週間」関連行事

宮崎県 宮崎市 ①，③ 古代の瓦について学ぼう！(瓦作り体験) 古代の瓦を作りながら、その歴史についても楽しく学びます。 11月11日 宮崎市生目の杜遊古館 宮崎市教育委員会文化財課
http://www.city.miyaz
aki.miyazaki.jp/culture
/facilities/1324.html

宮崎市生目の杜遊古館
0985-47-8001

要事前申込み
（定員あり）

宮崎県 宮崎市 ①，③
遊古館歴史入門講座
ゆうこかん館長歴史余話　第３回
「江戸を知る！ｐａｒｔⅢ」

「江戸のまちづくり」をテーマに絵地図から見る都市計画と知りたいあの場所についての
講座を行います。

11月10日 宮崎市生目の杜遊古館 宮崎市教育委員会文化財課 無料
http://www.city.miyaz
aki.miyazaki.jp/culture
/facilities/1324.html

宮崎市生目の杜遊古館
0985-47-8001

要事前申込み
（定員あり）

宮崎県 宮崎市 ①，③
西郷どん関連講座　第２回
「島津啓次郎」

西南戦争に佐土原隊を率いて薩軍として従軍した、若きプリンス「島津啓次郎」の生涯を
テーマにした講座を行います。

11月18日 宮崎市生目の杜遊古館 宮崎市教育委員会文化財課 無料
http://www.city.miyaz
aki.miyazaki.jp/culture
/facilities/1324.html

宮崎市生目の杜遊古館
0985-47-8001

要事前申込み
（定員あり）

宮崎県 宮崎市 ③ 第32回みやざき民俗芸能まつり
宮崎市域に伝わる神楽や踊り・唄といった民俗芸能を一堂に集め披露するイベントで
す。今回は、国富町の芸能を含む6団体が出演し、日頃より継承している優雅な舞や迫
力のある演技を披露します。

11月24日
宮崎市民プラザ
オルブライトホール

宮崎市教育委員会文化財課 無料
宮崎市教育委員会文化財
課
0985-47-8012

宮崎県 宮崎市 ③
日本遺産認定記念
下北方古墳群散策ツアー

「宮崎市下北方地下式横穴第5号出土品一括」の日本遺産認定を記念し、下北方地区
に点在する古墳群を、その構造や歴史を学びながら散策するツアーです。

11月10日 下北方古墳群エリア 宮崎市教育委員会文化財課 無料
宮崎市教育委員会文化財
課
0985-47-8012

要事前申込み
（定員あり）

宮崎県 宮崎市 ①，③ 遊古館フェスタ
カラー勾玉「虹玉」を作るワークショップや生目古墳群の謎解きウォークラリーなど、生目
の杜遊古館と生目古墳群ほか宮崎の歴史と文化財を満喫できる体験が盛り沢山の2日
間です。第4回みやざき歴史キッズ選手権も同時開催です。

10月20日～10月21日
宮崎市生目の杜遊古館、生
目古墳群

宮崎市教育委員会文化財課
http://www.city.miyaz
aki.miyazaki.jp/culture
/facilities/1324.html

宮崎市教育委員会文化財
課
0985-47-8012
宮崎市生目の杜遊古館
電話番号:0985-47-8001

一部メニューは要事前
申込み
（定員あり）

宮崎県 宮崎市 ③
企画展
「日本遺産認定記念　台地に絵を描く　宮崎市
内の古墳景観」

「古代人のモニュメント―台地に絵を描く　南国宮崎の古墳景観―」の本県初となる日本
遺産認定を記念し、遺産を構成する16の文化財のうち宮崎市に所在する4つの文化財
（生目古墳群、生目古墳群出土遺物、蓮ヶ池横穴群、宮崎市下北方地下式横穴第5号
出土品一括）について紹介します。

7月7日～10月28日 宮崎市生目の杜遊古館 宮崎市教育委員会文化財課 無料
http://www.city.miyaz
aki.miyazaki.jp/culture
/facilities/162142.html

宮崎市教育委員会文化財
課
0985-47-8012

宮崎県 宮崎市 ③ 企画展「絵はがきの世界」
様々なジャンルの絵はがきを展示し、絵はがきから読み取れる情報を紐解くことで当時
の世情や歴史に興味をもっていただく機会とします。

10月20日～12月9日 みやざき歴史文化館
公益財団法人
宮崎文化振興協会

無料
http://rekishi.miyabun
kyo.com/

みやざき歴史文化館
0985－39－6911

宮崎県 宮崎市 ③ 企画展「戦国時代の佐土原」
戦国時代の武将や当時の佐土原城とそれをめぐる政治や出来事・人物等をとりあげ、佐
土原地域の魅力を発信します。

10月20日～12月9日 宮崎市佐土原歴史資料館
公益財団法人
宮崎文化振興協会

無料
http://rekishi.miyabun
kyo.com/

みやざき歴史文化館
0985－39－6911

宮崎県 宮崎市 ③ 古文書講座 講師の指導のもと古文書を解読します。 10月27日 みやざき歴史文化館
公益財団法人
宮崎文化振興協会

http://rekishi.miyabun
kyo.com/

みやざき歴史文化館
0985－39－6911

宮崎県 宮崎市 ③ 歴史探訪 都城市方面にある史跡や文化財を見学します。 10月27日 みやざき歴史文化館
公益財団法人
宮崎文化振興協会

http://rekishi.miyabun
kyo.com/

みやざき歴史文化館
0985－39－6911

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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 宮崎市 ③ 古文書講座 講師の指導のもと古文書を解読します。 11月17日 みやざき歴史文化館
公益財団法人
宮崎文化振興協会

http://rekishi.miyabun
kyo.com/

みやざき歴史文化館
0985－39－6911

宮崎県 宮崎市 ③ 歴史探訪 日南市方面にある史跡や文化財を見学します。 11月17日 みやざき歴史文化館
公益財団法人
宮崎文化振興協会

http://rekishi.miyabun
kyo.com/

みやざき歴史文化館
0985－39－6911

宮崎県 宮崎市 ①，③ 秋の企画展　　「安井息軒と秋月種樹」
清武と高鍋が産んだ二人の偉人、当時の政治情勢と二人の関係が垣間見える書簡を展
示します。

9月15日～11月4日 宮崎市安井息軒記念館 宮崎市安井息軒記念館 無料
http://yasuisokken.qc
web.jp/

宮崎市安井息軒記念館
0985-84-0234

宮崎県 宮崎市 ①，②，③ 安井息軒顕彰書道展
安井息軒を顕彰するため、小学生～一般の方から寄せられた安井息軒に関する書道作
品を展示します。

9月21日～11月10日 宮崎市安井息軒記念館 宮崎市安井息軒記念館 無料
http://yasuisokken.qc
web.jp/

宮崎市安井息軒記念館
0985-84-0234

宮崎県 宮崎市 ②，③ 安井息軒学習作品展並びに発表会
夏休みに清武町域の児童限定で募集。息軒に関する自由研究等作品を展示し、優秀作
品は発表します。

9月21日～11月10日 宮崎市安井息軒記念館 宮崎市安井息軒記念館 無料
http://yasuisokken.qc
web.jp/

宮崎市安井息軒記念館
0985-84-0234

宮崎県 宮崎市 ①，③ 第5回・第6回清武町史セミナー 執筆者を講師にお迎えして、近世を中心に清武町史を学びます。
10月13日
11月17日

宮崎市安井息軒記念館
特定非営利活動法人安井息軒
顕彰会

無料
http://yasuisokken.qc
web.jp/

宮崎市安井息軒記念館
0985-84-0234

要事前申込み
（定員あり）

宮崎県 宮崎市 ①，③ 第４回安井息軒記念館講座
今回は『読書余適』の世界・前編　江戸から松島まで」という題目で、息軒の紀行文の足
跡を検証します。

10月20日 宮崎市安井息軒記念館 宮崎市安井息軒記念館 無料
http://yasuisokken.qc
web.jp/

宮崎市安井息軒記念館
0985-84-0234

要事前申込み
（定員あり）

宮崎県 宮崎市 ①，②，③ 秋の息軒ふるさとウォーク 安井息軒のゆかりの地である清武城周辺を散策し、息軒を中心に学びます。 10月21日 加納小学校（集合地） 宮崎市安井息軒記念館 無料
http://yasuisokken.qc
web.jp/

宮崎市安井息軒記念館
0985-84-0234

要事前申込み
（定員あり）

宮崎県 宮崎市 ①，③ 息軒探訪バスツアー
延岡を訪ね、内藤記念館や宿陣跡資料館など、安井息軒や西郷隆盛のゆかりの地を巡
ります。

11月4日 延岡地区野口記念館他
特定非営利活動法人安井息軒
顕彰会

有料
http://yasuisokken.qc
web.jp/

宮崎市安井息軒記念館
0985-84-0234

要事前申込み
（定員あり）

宮崎県 宮崎市 ④ ナイトミュージアム
夜間を効果的に使った演出とプログラムを準備し、科学館の面白さの再発見と、科学現
象や科学技術に対する興味・関心を深める機会にします。

10月27日～28日 宮崎科学技術館
公益財団法人宮崎文化振興協
会

http://cosmoland.miya
bunkyo.com/

宮崎科学技術館
0985-23-2700

要事前申込み（定員
あり）

宮崎県 宮崎市 ②
秋の企画展「よく見てみよう！ちょっぴりこわい
生き物展」

一般的に怖がられやすい生き物の展示を通して、正しい付き合い方を学ぶとともに、そ
の存在価値について考える機会にします。

9月22日～ 10月28日 大淀川学習館
公益財団法人宮崎文化振興協
会

無料
http://oyodo.miyabunk
yo.com/

大淀川学習館
0985-20-5685

宮崎県 宮崎市 ②
秋の特別企画展「水の生き物と仲良くなろう！
ガラ・ルファフィッシュ体験」

人の角質を食べてくれる魚「ガラ・ルファ」を多数用意し、タッチプールで触れる体験を通
して、水の生き物と親しみ、自然を大切にする意識を育てます。

9月29日～11月4日 大淀川学習館
公益財団法人宮崎文化振興協
会

無料
http://oyodo.miyabunk
yo.com/

大淀川学習館
0985-20-5685

宮崎県 宮崎市 ②
作品展示「第２３回大淀川流域の動植物画コン
クール」

大淀川流域に生息する鳥・魚・昆虫等の動物や植物の精密画を募集・展示することによ
り、大淀川流域の動植物に対する関心を高め、動植物を正確に観察する力を育てます。

10月6日～11月11日 大淀川学習館
公益財団法人宮崎文化振興協
会

無料
http://oyodo.miyabunk
yo.com/

大淀川学習館
0985-20-5685

宮崎県 宮崎市 ② 秋の企画展「ちっちゃい生き物　大たんけん展」
昆虫や植物などの体のつくりをミクロの視点から見つめ、緻密さや美しさを伝えるととも
に、自然を生き抜くための工夫なども紹介します。

11月17日～12月16日 大淀川学習館
公益財団法人宮崎文化振興協
会

無料
http://oyodo.miyabunk
yo.com/

大淀川学習館
0985-20-5685

宮崎県 宮崎市 ③ 第24回　宮崎･音のスケッチブック
橘公園噴水広場において、幅広いジャンルの音楽を提供する屋外コンサートです。宮崎
を中心に活動・活躍している演奏家やアーティスト等の発表機会を創出します。※雨天
時は、オルブライトホールで開催

10月21日
橘公園噴水広場
※雨天時　宮崎市民プラザ
オルブライトホール

公益財団法人宮崎文化振興協
会

http://www.siminplaza.
com/

宮崎市民プラザ
0985-24-1008

宮崎県 宮崎市 ③ 市民プラザ寄席　志の輔・歌春二人会
宮崎出身で落語家の桂 歌春がプロデュースする寄席です。人気落語家の立川志の輔さ
んを迎え、桂歌春さんとの二人会として開催します。落語を通して、古典芸能への興味・
関心を高めます。

11月18日
宮崎市民プラザ　オルブライ
トホール

公益財団法人宮崎文化振興協
会

http://www.siminplaza.
com/

宮崎市民プラザ
0985-24-1008

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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 宮崎市 ① 読み聞かせ講座　中級編 司書による読み聞かせ講座を実施します。 11月10日 佐土原図書館 宮崎市教育委員会生涯学習課 無料
http://www.lib.city.miy
azaki.miyazaki.jp/

宮崎市立佐土原図書館
0985-30-1038

宮崎県 宮崎市 ① 音楽ってたのしい展 芸術の秋にちなんで音楽の本を展示貸出します。 10月14日～31日 佐土原図書館 宮崎市教育委員会生涯学習課 無料
http://www.lib.city.miy
azaki.miyazaki.jp/

宮崎市立佐土原図書館
0985-30-1038

宮崎県 宮崎市 ① ハロウィン展 ハロウィンにあわせて展示貸出を行います。 10月14日～31日 佐土原図書館 宮崎市教育委員会生涯学習課 無料
http://www.lib.city.miy
azaki.miyazaki.jp/

宮崎市立佐土原図書館
0985-30-1038

宮崎県 宮崎市 ① おりがみであそぼう展 折り紙の日にあわせて展示貸出を行います。 11月1日～11日 佐土原図書館 宮崎市教育委員会生涯学習課 無料
http://www.lib.city.miy
azaki.miyazaki.jp/

宮崎市立佐土原図書館
0985-30-1038

宮崎県 宮崎市 ①，④
京都大学防災研究所宮崎観測所 施設見学・ミ
ニ公開講座【京大ウィークス2018】

地震・地殻変動の研究拠点である宮崎観測所で、最新の観測研究成果を交えたミニ講
座と施設見学会を行います。科学に興味がある若者達に、教科書には載っていない地
球科学の魅力を直に感じて貰う機会を提供します。

11月4日 宮崎観測所 京都大学防災研究所 無料

京大ウィークス
http://www.kyoto-
u.ac.jp/ja/social/week
s/2018.html

防災研究所 宮崎観測所
E-mail：myzobs＊
rcep.dpri.kyoto-u.ac.jp（＊を
@に変えてください）

宮崎県 宮崎市
①,②，
③,④

みやだい Waku Waku 体験 Day

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日～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

宮崎大学
産学・地域連携課
後田剛史郎　　Tel:0985-58-
7188

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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


