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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

鹿児島県 姶良市 ② 親子読書会
親子読書サ－クルの保護者が大型絵本などによる読み聞かせ
やゲ－ムをして親子で過ごす活動です。

10月25日 加治木幼稚園 姶良市立加治木幼稚園 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立加治木幼稚園
園長　　城ヶ﨑　修二
0995-65-2502

鹿児島県 姶良市 ② 自由参観（園開放）
県民週間に合わせて，保護者や地域の方々に園に来ていただ
き，幼稚園生活を理解していただく期間です。

11月1日～7日
（3日～4日　休み）

加治木幼稚園 姶良市立加治木幼稚園 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立加治木幼稚園
園長　　城ヶ﨑　修二
0995-65-2502

鹿児島県 姶良市 ② いも掘り
自分達が５月に植えたさつまいもを掘り出し，自然の恵みに感謝
し，収穫の喜びを味わう行事です。

11月1日 加治木幼稚園 姶良市立加治木幼稚園 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立加治木幼稚園
園長　　城ヶ﨑　修二
0995-65-2502

鹿児島県 姶良市 ② 焼き芋パ－ティ
収穫したさつまいもを焼き芋にしてみんなで食べ，豊作を喜び食
べることに感謝する行事です。

11月6日 加治木幼稚園 姶良市立加治木幼稚園 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立加治木幼稚園
園長　　城ヶ﨑　修二
0995-65-2502

鹿児島県 姶良市 ② 脱穀祭り
園児が刈り取った稲を千歯こぎやとうみで脱穀等を行う行事で
す。

10月29日 錦江幼稚園　園庭 姶良市立錦江幼稚園 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立錦江幼稚園
園長　中村　泰大
0995-63-2038

鹿児島県 姶良市 ② 読み聞かせ
保護者の読み聞かせグループ「白いポケット」が，園児に読み聞
かせをする行事です。

11月1日 錦江幼稚園　遊戯室 姶良市立錦江幼稚園 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立錦江幼稚園
園長　中村　泰大
0995-63-2038

鹿児島県 姶良市 ② 避難訓練（地震・津波想定）
地震の発生後津波を想定し, 園児が近くの高架橋に避難する行
事です。

11月1日 錦江幼稚園　園庭・高架橋 姶良市立錦江幼稚園 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立錦江幼稚園
園長　中村　泰大
0995-63-2038

鹿児島県 姶良市 ② 焼き芋給食
園児及び未就園児・保護者等が収穫した芋を焼き芋にして食べ
る行事です。

11月6日 錦江幼稚園  園庭 姶良市立錦江幼稚園 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立錦江幼稚園
園長　中村　泰大
0995-63-2038

鹿児島県 姶良市 ② 農園活動
園児がちびっ子農園に，ソラ豆や玉ネギの苗を植え付ける行事
です。

11月9日 錦江幼稚園  農園 姶良市立錦江幼稚園 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立錦江幼稚園
園長　中村　泰大
0995-63-2038

鹿児島県 姶良市 ② 地域幼児とのふれあい活動
地域の幼児を園内に迎え，在園児と一緒に遊ぶ活動です。外遊
び（固定施設や三輪車など）や室内遊び（折り紙やままごとなど）
を一緒にします。

11月2日 建昌幼稚園 姶良市立建昌幼稚園 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立建昌幼稚園
園長　田原　勝徳
0995-65-2140

鹿児島県 姶良市 ① 教育講演会
ＮＰＯ法人ネットポリス鹿児島の戸高成人さんに来ていただき，
「幼児のスマホの使い方について」講演してもらいます。

11月5日 建昌幼稚園　リズム室 姶良市立建昌幼稚園 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立建昌幼稚園
園長　田原　勝徳
0995-65-2140

鹿児島県 姶良市 ② 食材五感体験
様々な食材にふれ，命の大切さを知る活動です。食材への興味
を高めたり，作る方への感謝の気持ちを持たせたりする活動で
す。

11月6日 建昌幼稚園　リズム室 姶良市立建昌幼稚園 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立建昌幼稚園
園長　田原　勝徳
0995-65-2140

鹿児島県 姶良市 ② 自由保育参観
保育活動を都合のつく時間帯に，だれでも自由に参観してもらい
ます。

11月1日～2日,5日～7
日

建昌幼稚園 姶良市立建昌幼稚園 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立建昌幼稚園
園長　田原　勝徳
0995-65-2140

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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鹿児島県 姶良市 ② 親子読書会
親子読書サ－クルの保護者が大型絵本などによる読み聞かせ
やゲ－ムをして親子で過ごす活動です。

10月25日 加治木幼稚園 姶良市立加治木幼稚園 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立加治木幼稚園
園長　　城ヶ﨑　修二
0995-65-2502

第60回「教育・文化週間」関連行事

鹿児島県 姶良市 ② 秋の一日遠足
帖佐保育所で交流し，その後，花園寺跡公園に行き，帖佐小学
校を見学し帰園します。

10月30日
帖佐保育所・花園寺跡公
園・帖佐小学校

姶良市立帖佐幼稚園 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
帖佐幼稚園
園長　郡山　雅朗
0995-66-1394

鹿児島県 姶良市 ② 帖佐小２年生との交流
幼小連携の一環として年長組が小２生活科フェスティバルに参
加し，交流します。

11月2日 帖佐小学校体育館 姶良市立帖佐幼稚園 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
帖佐幼稚園
園長　郡山　雅朗
0995-66-1394

鹿児島県 姶良市 ② 幼稚園開放 市内在住の幼児を招いて交流します。 11月6日 帖佐幼稚園 姶良市立帖佐幼稚園 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
帖佐幼稚園
園長　郡山　雅朗
0995-66-1394

鹿児島県 姶良市 ①，② 地域高齢者とのふれ合い
地域の高齢者を招き一緒に遊んだり，芋煮会を実施したりしま
す。

11月9日 帖佐幼稚園 姶良市立帖佐幼稚園 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
帖佐幼稚園
園長　郡山　雅朗
0995-66-1394

鹿児島県 姶良市 ② 市立中央図書館訪問
年少組が市立中央図書館を訪問し見学したり，読み聞かせをし
てもらったりします。

11月15日 市立中央図書館 姶良市立帖佐幼稚園 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
帖佐幼稚園
園長　郡山　雅朗
0995-66-1394

鹿児島県 姶良市 ② 秋の親子遠足 在園児の保護者と園児が参加し，交流を深めます。 11月2日 上野原縄文の森 姶良市立大楠ちびっ子園
バス8台(未
定）

http://www.city.aira.lg.jp/
大楠ちびっ子園
主任　大脇　千鶴
0995-52-0112

鹿児島県 姶良市 ② 小学校との交流 地域の漆小学校にて児童と園児の交流を行います。 11月9日 漆小学校 姶良市立大楠ちびっ子園 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
大楠ちびっ子園
主任　大脇　千鶴
0995-52-0112

鹿児島県 姶良市 ② 誕生日会 誕生月の園児の保護者が参加します。 11月14日 大楠ちびっ子園 姶良市立大楠ちびっ子園 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
大楠ちびっ子園
主任　大脇　千鶴
0995-52-0112

鹿児島県 姶良市 ② 芋掘り体験 園児と子育てサロンの幼児が親子で参加します。 11月15日 地域の借用畑 姶良市立大楠ちびっ子園 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
大楠ちびっ子園
主任　大脇　千鶴
0995-52-0112

鹿児島県 姶良市 ② 学校自由参観
・保護者や地域の方々に授業を公開し，学校での児童の様子を
終日，参観することのできる取組です。

11月1日～7日 柁城小学校 姶良市立柁城小学校 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立柁城小学校
教頭　宮路　直子
0995-63-2552

鹿児島県 姶良市 ② 校長と語る会
・日頃お世話になっている地域の方々と校長が，子どもたちの様
子を語る会です。

11月2日 柁城小学校　校長室　他 姶良市立柁城小学校 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立柁城小学校
教頭　宮路　直子
0995-63-2552

鹿児島県 姶良市 ① 昔の遊びをしよう
・１年生児童と地域の方々が，けん玉や竹馬，お手玉等の昔の
遊びを通して交流する活動です。

11月2日 柁城小学校　校庭・体育館 姶良市立柁城小学校 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立柁城小学校
教頭　宮路　直子
0995-63-2552

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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やゲ－ムをして親子で過ごす活動です。

10月25日 加治木幼稚園 姶良市立加治木幼稚園 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立加治木幼稚園
園長　　城ヶ﨑　修二
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第60回「教育・文化週間」関連行事

鹿児島県 姶良市 ①
ふれあい柁城のまつり
（ＰＴＡバザ－）

・各学年・PTA専門部による催し物及び，児童による発表大会で
す。

11月3日 柁城小学校　校庭・体育館 姶良市立柁城小学校 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立柁城小学校
教頭　宮路　直子
0995-63-2552

鹿児島県 姶良市 ② 学習発表会
・全校児童が，朗読や合唱，合奏等，学習の成果を発表する活
動です。

11月10日 柁城小学校　体育館 姶良市立柁城小学校 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立柁城小学校
教頭　宮路　直子
0995-63-2552

鹿児島県 姶良市 ②，③ 芸術鑑賞会
・全校児童が，プロの演劇を観て，芸術に対する興味・関心を高
めることを目指した行事です。

11月27日 柁城小学校　体育館 姶良市立柁城小学校 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立柁城小学校
教頭　宮路　直子
0995-63-2552

鹿児島県 姶良市 ① 昔遊びをしよう
１年生が，校区内の高齢者を招き，一緒に昔遊びを楽しむ活動
です。

11月6日 錦江小学校  校庭・体育館 姶良市立錦江小学校 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立錦江小学校
教頭　山本　拓朗
0995-62-2359

鹿児島県 姶良市 ① 地域の方々とグラウンドゴルフをしよう
６年生が地域の方々を招き，一緒にグラウンドゴルフを楽しむ活
動です。

11月6日 錦江小学校  校庭 姶良市立錦江小学校 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立錦江小学校
教頭　山本　拓朗
0995-62-2359

鹿児島県 姶良市 ② ふれあい給食
地域の方々やお世話になっている方々を招待して，一緒に給食
を味わう活動です。

11月6日 錦江小学校  各教室 姶良市立錦江小学校 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立錦江小学校
教頭　山本　拓朗
0995-62-2359

鹿児島県 姶良市 ① 学習発表会
保護者・校区民に対して，日頃の学習の成果を発表する活動で
す。

11月10日 錦江小学校  体育館 姶良市立錦江小学校 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立錦江小学校
教頭　山本　拓朗
0995-62-2359

鹿児島県 姶良市 ② 竜門小学校自由参観 保護者・地域の方々に授業等を公開します。
11月1日～2日,5日～7
日

竜門小学校　各教室 姶良市立竜門小学校 無料 kyoto-ryumon@po12.synapse.ne.jp
姶良市立竜門小学校
教頭　有留　盛昭
0995-63-3446

鹿児島県 姶良市 ② 学習発表会 保護者・地域の方々に学習の成果を発表します。 11月10日 竜門小学校　体育館 姶良市立竜門小学校 無料 kyoto-ryumon@po12.synapse.ne.jp
姶良市立竜門小学校
教頭　有留　盛昭
0995-63-3446

鹿児島県 姶良市 ② 学校自由参観 保護者・地域の方々に授業等を公開します。 11月1～2日,5日～7日 永原小学校各教室 姶良市立永原小学校 無料 http://www.city.aira.lg.jp/

姶良市立永原小学校　
　　
　 
  
  

鹿児島県 姶良市 ② 心の教育の日 全学級道徳の授業を実施する行事です。 11月8日 永原小学校各教室 姶良市立永原小学校 無料 http://www.city.aira.lg.jp/

姶良市立永原小学校　
　　
　 
  
  

鹿児島県 姶良市 ② 学習発表会 日頃の学習の成果を保護者や地域の方々に披露します。 11月10日 永原小学校体育館 姶良市立永原小学校 無料 http://www.city.aira.lg.jp/

姶良市立永原小学校　
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10月25日 加治木幼稚園 姶良市立加治木幼稚園 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立加治木幼稚園
園長　　城ヶ﨑　修二
0995-65-2502

第60回「教育・文化週間」関連行事

鹿児島県 姶良市 ② 合同給食週間
給食センタ－の職員の方や児童の祖父母又は校区公民館運営
審議員の方々を給食に招待し，一緒に給食を食べる行事です。

11月12日～16日
永原小学校オープンスペー
ス

姶良市立永原小学校 無料 http://www.city.aira.lg.jp/

姶良市立永原小学校　
　　
　 
  
  

鹿児島県 姶良市 ③
ＰＴＡバザ－
校区文化祭

学校を会場にＰＴＡ会員全員参加によるバザ－や校区文化祭を
とおして地域住民との交流活動を行います。

10月27日 加治木小学校 姶良市立加治木小学校 無料
http://kajikishou.synapse-
blog.jp/kajiki/

姶良市立加治木小学校
教頭　小川正嗣
0995-62-3156

鹿児島県 姶良市 ② 学校参観週間 保護者や地域の方々に授業等を公開します。
11月1日～2日,5日～7
日

加治木小学校 姶良市立加治木小学校 無料
http://kajikishou.synapse-
blog.jp/kajiki/

姶良市立加治木小学校
教頭　小川正嗣
0995-62-3156

鹿児島県 姶良市 ②
学校評議員，校区公民館審議員，民生
委員による学校参観

授業参観，施設参観及び学校長との懇談会や給食交流会を行
います。

11月2日 加治木小学校 姶良市立加治木小学校 無料
http://kajikishou.synapse-
blog.jp/kajiki/

姶良市立加治木小学校
教頭　小川正嗣
0995-62-3156

鹿児島県 姶良市 ① ＰＴＡ・校区公民館共催の教育講演会 講師を招いて教育講演会を行います。 11月10日 加治木小学校 姶良市立加治木小学校 無料
http://kajikishou.synapse-
blog.jp/kajiki/

姶良市立加治木小学校
教頭　小川正嗣
0995-62-3156

鹿児島県 姶良市 ② ＰＴＡバザ－
ＰＴＡの学年部等を単位として出店をするとともに，提供品の販売
を行い，子どもたちが積極的に参加する活動です。

10月20日 帖佐小学校 姶良市立帖佐小学校 無料 http://www.city.aira.lg.jp/

姶良市立帖佐小学校　　　　　　　　　
　　　　　　　　教頭　　迫田　智志　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　0995-65-
2036

鹿児島県 姶良市 ②
学校開放週間（参観）
（学校評議委員授業参観）

授業参観・施設参観を実施し,子どもたちの日頃の学習の様子を
見て，理解を深めてもらう活動です。

11月1日～2日,5日～7
日

帖佐小学校 姶良市立帖佐小学校 無料 http://www.city.aira.lg.jp/

姶良市立帖佐小学校　　　　　　　　　
　　　　　　　　教頭　　迫田　智志　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　0995-65-
2036

鹿児島県 姶良市 ② 給食試食会
地域・ＰＴＡの方々を対象に，給食試食会をとおして，理解を深め
てもらう行事です。

11月1日～2日,5日～7
日

帖佐小学校 姶良市立帖佐小学校 無料 http://www.city.aira.lg.jp/

姶良市立帖佐小学校　　　　　　　　　
　　　　　　　　教頭　　迫田　智志　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　0995-65-
2036

鹿児島県 姶良市 ② 帖佐幼稚園・帖佐保育所との交流学習
２年生が帖佐幼稚園児・保育園児を招き，交流を深める学習で
す。

11月1日 帖佐小学校 姶良市立帖佐小学校 無料 http://www.city.aira.lg.jp/

姶良市立帖佐小学校　　　　　　　　　
　　　　　　　　教頭　　迫田　智志　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　0995-65-
2036

鹿児島県 姶良市 ② 担任と話そう 保護者対象の教育相談を行います。 11月13日～29日 帖佐小学校 各教室等 姶良市立帖佐小学校 無料 http://www.city.aira.lg.jp/

姶良市立帖佐小学校　　　　　　　　　
　　　　　　　　教頭　　迫田　智志　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　0995-65-
2036

鹿児島県 姶良市 ② 学習発表会 学習の成果を発表する行事（展示発表,舞台発表） 11月25日 帖佐小学校 姶良市立帖佐小学校 無料 http://www.city.aira.lg.jp/

姶良市立帖佐小学校　　　　　　　　　
　　　　　　　　教頭　　迫田　智志　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　0995-65-
2036

鹿児島県 姶良市 ② 津波を想定した避難訓練
鹿児島湾での地震等発生に伴う津波を想定し，本校の危機管理
マニュアルに則り，全校で避難訓練を実施します。

11月1日
建昌小学校　教室及び校
庭

姶良市立建昌小学校 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立建昌小学校
教頭　大園　和浩
0995-65-2004

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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鹿児島県 姶良市 ② 親子読書会
親子読書サ－クルの保護者が大型絵本などによる読み聞かせ
やゲ－ムをして親子で過ごす活動です。

10月25日 加治木幼稚園 姶良市立加治木幼稚園 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立加治木幼稚園
園長　　城ヶ﨑　修二
0995-65-2502

第60回「教育・文化週間」関連行事

鹿児島県 姶良市 ② 学校自由参観 保護者や地区住民による授業参観及び施設参観です。 11月2日,5～6日 建昌小学校　各学級 姶良市立建昌小学校 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立建昌小学校
教頭　大園　和浩
0995-65-2004

鹿児島県 姶良市 ① ＰＴＡ祭
ＰＴＡ主催のバザ－で，各学級の保護者が模擬店を出店します。
おやじの会の振舞い餅つきやお化け屋敷など楽しい催しのある
ＰＴＡの一大イベントです。

11月3日
建昌小学校
体育館及び教室

姶良市立建昌小学校 入場は無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立建昌小学校
教頭　大園　和浩
0995-65-2004

鹿児島県 姶良市 ② 芸術鑑賞会
音楽に関する演奏や歌唱を，全校児童で観賞し，情操を養う学
校行事です。

11月6日 建昌小学校　体育館 姶良市立建昌小学校 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立建昌小学校
教頭　大園　和浩
0995-65-2004

鹿児島県 姶良市 ② 学校自由参観
保護者や地域住民を対象に，学校施設や授業の自由参観を実
施します。

11月1日～2日, 5日～7
日

三船小学校 姶良市立三船小学校 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立三船小学校
教頭　米森　一孝
0995-65-2371

鹿児島県 姶良市 ② 米作り体験学習
５年生が育てた稲を脱穀します。

11月1日～16日 三船小学校前農園 姶良市立三船小学校 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立三船小学校
教頭　米森　一孝
0995-65-2371

鹿児島県 姶良市 ② 日曜参観 授業参観後，「親子ふれあい活動」を実施します。 11月18日
三船小学校各教室及び体
育館

姶良市立三船小学校 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立三船小学校
教頭　米森　一孝
0995-65-237１

鹿児島県 姶良市 ② 読書まつり
読書活動の充実を目指して，読書標語の発表や読書大好き賞
の表彰，読書クイズ，読み聞かせグループの読み聞かせなどを
行います。

10月22日 重富小学校屋内運動場 姶良市立重富小学校 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立重富小学校
教頭　岩戸　修二
0995-65-2115

鹿児島県 姶良市 ② 自由参観週間 校区内全ての方々を対象にした授業参観を行います。 11月1日～2日,5日 重富小学校　各教室等 姶良市立重富小学校 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立重富小学校
教頭　岩戸　修二
0995-65-2115

鹿児島県 姶良市 ② 給食試食会 保護者を対象にした給食指導参観及び給食試食会を行います。 11月1日～2日
重富小学校　各教室・会議
室

姶良市立重富小学校 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立重富小学校
教頭　岩戸　修二
0995-65-2115

鹿児島県 姶良市 ② 剣の平まつり ２年生児童が生活科での学習成果を発表する活動です。 11月1日
重富小学校　各教室・体育
館

姶良市立重富小学校 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立重富小学校
教頭　岩戸　修二
0995-65-2115

鹿児島県 姶良市 ② 人権教室 ５年生児童が，講師を招いて人権の大切さを学びます。 11月2日 重富小学校屋内運動場 姶良市立重富小学校 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立重富小学校
教頭　岩戸　修二
0995-65-2115

鹿児島県 姶良市 ① ＰＴＡバザ－
各種体験コ－ナ－（親父の会餅つき等）やＰＴＡによる出店を行
います。

11月4日 重富小学校　校庭・体育館 姶良市立重富小学校 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立重富小学校
教頭　岩戸　修二
0995-65-2115

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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鹿児島県 姶良市 ② 親子読書会
親子読書サ－クルの保護者が大型絵本などによる読み聞かせ
やゲ－ムをして親子で過ごす活動です。

10月25日 加治木幼稚園 姶良市立加治木幼稚園 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立加治木幼稚園
園長　　城ヶ﨑　修二
0995-65-2502

第60回「教育・文化週間」関連行事

鹿児島県 姶良市 ① 昔遊び体験
３年生児童が保護者や祖父母に学習内容の発表をしたり，昔の
遊びを一緒に楽しんだりする活動です。

11月2日 重富小学校　体育館 姶良市立重富小学校 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立重富小学校
教頭　岩戸　修二
0995-65-2115

鹿児島県 姶良市 ② ようこそ先輩講演会
４～６年児童が，人生の先輩の話を聞いて，自分の進路や生き
方について考えを深めます。

11月10日 重富小学校　体育館 姶良市立重富小学校 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立重富小学校
教頭　岩戸　修二
0995-65-2115

鹿児島県 姶良市 ① ふれあい活動 地域の高齢者とのふれあい活動を実施します。 11月1日 山田小体育館 姶良市立山田小学校 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立山田小学校
教頭  海江田　聡　
0995-65-2506

鹿児島県 姶良市 ② ふれあい給食 地域の高齢者とのふれあい給食を実施します。 11月1日 山田小各教室 姶良市立山田小学校 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立山田小学校
教頭　海江田　聡
0995-65-2506

鹿児島県 姶良市 ① どんぐりごま回し大会
全校児童が手作りの「どんぐりごま」を持ち寄り，班対抗などでタ
イムを競います。

11月2日 山田小体育館 姶良市立山田小学校 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立山田小学校
教頭　海江田　聡
0995-65-2506

鹿児島県 姶良市 ② 学校自由参観 　保護者や地域の方々を対象とした自由参観を行います。
11月1日～2日,5日～7
日

北山小学校 姶良市立北山小学校 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立北山小学校
教頭　西留　栄俊
0995-68-0280

鹿児島県 姶良市 ②
道徳授業参観
地域の方々とのふれあい活動

　御来校いただいた方々に，道徳の授業参観をしていただきま
す。また，地域の方々とふれあうことで，学校のことをもっとよく
知っていただきたいと思います。

11月2日 北山小学校 姶良市立北山小学校 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立北山小学校
教頭　西留　栄俊
0995-68-0280

鹿児島県 姶良市 ② 学習発表会
　児童・保護者・地域の方々にこれまで学習してきたことを工夫し
て発表します。子どもたちの頑張る姿を是非見に来ていただきた
いと思います。

11月10日 北山小学校 姶良市立北山小学校 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立北山小学校
教頭　西留　栄俊
0995-68-0280

鹿児島県 姶良市 ② 学校自由参観 学校教育全般の自由参観です。
11月1日～2日,5日～7
日

姶良小学校各教室 姶良市立姶良小学校 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立姶良小学校
教頭　中山  克彦
0995-65-5655

鹿児島県 姶良市 ② 児童と給食物資納入業者との交流給食
給食物資を納入している業者を学級に招き，生産・流通の仕組
みなどについて学ぶとともに，給食試食をとおして交流します。

11月1日 姶良小学校各教室 姶良市立姶良小学校 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立姶良小学校
教頭　中山  克彦
0995-65-5655

鹿児島県 姶良市 ② 給食試食会並びに給食参観
学校給食を試食していただくとともに，児童の給食の様子を参観
していただきます。

11月2日
姶良小学校家庭科室，各
教室

姶良市立姶良小学校 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立姶良小学校
教頭　中山  克彦
0995-65-5655

鹿児島県 姶良市 ② 道徳科授業公開（心の教育の日）
心の教育の紹介を兼ね，全学級で道徳科の授業を公開し参観し
ていただきます。

11月2日 姶良小学校各教室 姶良市立姶良小学校 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立姶良小学校
教頭　中山  克彦
0995-65-5655

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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鹿児島県 姶良市 ② 親子読書会
親子読書サ－クルの保護者が大型絵本などによる読み聞かせ
やゲ－ムをして親子で過ごす活動です。

10月25日 加治木幼稚園 姶良市立加治木幼稚園 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立加治木幼稚園
園長　　城ヶ﨑　修二
0995-65-2502

第60回「教育・文化週間」関連行事

鹿児島県 姶良市 ② 学校保健委員会 児童の健康・保健面に関する講演会です。 11月2日 姶良小学校体育館 姶良市立姶良小学校 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立姶良小学校
教頭　中山  克彦
0995-65-5655

鹿児島県 姶良市 ② 学習発表会 全学年の児童が日頃の学習の成果を発表する行事です。 11月10日 姶良小学校体育館 姶良市立姶良小学校 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立姶良小学校
教頭　中山  克彦
0995-65-5655

鹿児島県 姶良市 ① ＰＴＡバザ－
地域の多くの方々に来校いただき，舞台発表や出店で楽しんで
いただきます。

11月11日 姶良小学校校庭・体育館 姶良市立姶良小学校 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立姶良小学校
教頭　中山  克彦
0995-65-5655

鹿児島県 姶良市 ② 自由参観
保護者や地域の方々に自由に学校を参観していただく行事で
す。

11月1日～2日,5日～7
日

西姶良小学校教室・体育館 姶良市立西姶良小学校 無料

http://www.city.aira.lg.jp/nishiaira
-
s/kurashi/kyoiku/gakko/nishiairas
ho.html

姶良市立西姶良小学校
教頭　森山　新二
0995-66-1870

鹿児島県 姶良市 ② 学習発表会
保護者や地域の方々を招き，日頃の学習の成果を発表したり，
子どもたちの作品を展示したりする行事です。

11月10日 西姶良小学校教室・体育館 姶良市立西姶良小学校 無料

http://www.city.aira.lg.jp/nishiaira
-
s/kurashi/kyoiku/gakko/nishiairas
ho.html

姶良市立西姶良小学校
教頭　森山　新二
0995-66-1870

鹿児島県 姶良市 ① 青少年意見発表会
校区民を招き，本校代表児童等による意見発表をする行事で
す。

11月18日 西姶良小学校体育館 姶良市立西姶良小学校 無料

http://www.city.aira.lg.jp/nishiaira
-
s/kurashi/kyoiku/gakko/nishiairas
ho.html

姶良市立西姶良小学校
教頭　森山　新二
0995-66-1870

鹿児島県 姶良市 ①，③ ＰＴＡバザ－，校区文化祭
保護者や地域の方々を招き，物品の販売と校区民の作品展示
や舞台発表を行う行事です。

11月18日 西姶良小学校体育館 姶良市立西姶良小学校 無料

http://www.city.aira.lg.jp/nishiaira
-
s/kurashi/kyoiku/gakko/nishiairas
ho.html

姶良市立西姶良小学校
教頭　森山　新二
0995-66-1870

鹿児島県 姶良市 ② 児童総会
３～６年生までの児童が，本校の課題解決に向けて話し合う行
事です。

11月22日 西姶良小学校体育館 姶良市立西姶良小学校 無料

http://www.city.aira.lg.jp/nishiaira
-
s/kurashi/kyoiku/gakko/nishiairas
ho.html

姶良市立西姶良小学校
教頭　森山　新二
0995-66-1870

鹿児島県 姶良市 ①，②
姶良市モラリティ・インプルーブメント推進
事業実践発表会

児童の道徳性の育成を目指して，学校・家庭・地域が連携を図っ
て取り組んできた成果を，市内の先生方や保護者，地域住民に
公開し，示唆を仰ぐ場にしたいと考えます。

10月31日
松原なぎさ小学校教室及び
体育館

姶良市立松原なぎさ小学校 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立松原なぎさ小学校
教頭　川路　勇策
0995-73-7931

鹿児島県 姶良市 ① 学校自由参観
保護者や地域の方々に授業を公開し，学校での児童の様子を
参観していただく取組です。

１１月5日～6日 松原なぎさ小学校各教室 姶良市立松原なぎさ小学校 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立松原なぎさ小学校
教頭　川路　勇策
0995-73-7931

鹿児島県 姶良市 ① ＰＴＡ祭
各学年・PTA専門部による催し物や児童のステージ発表,バザー
も実施されます。

11月17日 松原なぎさ小学校体育館等 姶良市立松原なぎさ小学校 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立松原なぎさ小学校
教頭　川路　勇策
0995-73-7931

鹿児島県 姶良市 ② 読書祭り
読み聞かせグル－プＨａｎａＨａｎａや図書委員による読み聞か
せ，多読者表彰や図書にちなんだレクリエ－ションをします。

11月1日 蒲生小学校　体育館 姶良市立蒲生小学校 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立蒲生小学校
教頭　宮元　秀樹
0995-52-0009

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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鹿児島県 姶良市 ② 親子読書会
親子読書サ－クルの保護者が大型絵本などによる読み聞かせ
やゲ－ムをして親子で過ごす活動です。

10月25日 加治木幼稚園 姶良市立加治木幼稚園 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立加治木幼稚園
園長　　城ヶ﨑　修二
0995-65-2502

第60回「教育・文化週間」関連行事

鹿児島県 姶良市 ② 自由参観 保護者や地域の方々に授業を公開します。
11月1日,2日,4日,
6日～7日

蒲生小学校　各教室 姶良市立蒲生小学校 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立蒲生小学校
教頭　宮元　秀樹
0995-52-0009

鹿児島県 姶良市 ② あやめ学級との交流会
あやめ学級の方々と紙鉄砲や紙飛行機づくり，レクリエ－ション，
給食での会食などの交流を通して高齢者とのふれあいをもつ活
動です。

11月6日
蒲生小学校　体育および１
年教室

姶良市立蒲生小学校 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立蒲生小学校
教頭　宮元　秀樹
0995-52-0009

鹿児島県 姶良市 ③ 韓国高校生との交流
韓国高校生が，蒲生にホ－ムステイすることに伴い，本校におい
て国際交流の機会をもつ活動です。

11月16日 蒲生小学校　体育館 姶良市立蒲生小学校 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立蒲生小学校
教頭　宮元　秀樹
0995-52-0009

鹿児島県 姶良市 ② 学習発表会
保護者や地域の方々を招待して，合唱・合奏，創作劇等発表す
る行事です。

11月4日 蒲生小学校　体育館 姶良市立蒲生小学校 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立蒲生小学校
教頭　宮元　秀樹
0995-52-0009

鹿児島県 姶良市 ② 一日授業参観
平常の学校生活の様子や授業の様子を地域の方々や保護者に
参観してもらう活動です。

11月1日, 2日,4日,6日～
7日

漆小学校 姶良市立漆小学校 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立漆小学校
教頭　岡元　広志
0995-52-8600

鹿児島県 姶良市 ② 野菜の収穫
地域の方々に呼びかけ，育てた野菜の収穫を一緒に行う活動で
す。

11月1日 漆小学校近くの畑 姶良市立漆小学校 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立漆小学校
教頭　岡元　広志
0995-52-8600

鹿児島県 姶良市 ② ふれあい給食会
地域の方々と野菜の収穫の喜びを分かち合いながら，給食を楽
しむ活動です。

11月1日 漆小学校 姶良市立漆小学校 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立漆小学校
教頭　岡元　広志
0995-52-8600

鹿児島県 姶良市 ② 学校評議員等授業参観
学校評議委員の方々に道徳の授業や日常の学校生活を参観し
ていただく活動です。

11月2日 漆小学校 姶良市立漆小学校 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立漆小学校
教頭　岡元　広志
0995-52-8600

鹿児島県 姶良市 ② 学習発表会
児童が日頃の学習で学んだことを保護者や地域の方々に向け
て舞台発表する行事です。

11月4日 漆小学校 姶良市立漆小学校 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立漆小学校
教頭　岡元　広志
0995-52-8600

鹿児島県 姶良市 ② 大楠ちびっ子園との交流会
大楠ちびっ子園の年長児と漆小学校児童と一緒になって，ドッジ
ボール等の交流活動を行う。

11月7日 漆小学校 姶良市立漆小学校 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立漆小学校
教頭　岡元　広志
0995-52-8600

鹿児島県 姶良市 ② 学習発表会
　保護者・地域の方々に呼びかけ，学級毎に練習した歌や劇等
を発表します。

11月4日 西浦小学校　体育館 姶良市立西浦小学校 無料
http://www.city.aira.lg.jp/nishiura-
s/kurashi/kyoiku/gakko/nishiuras
ho.html

姶良市立西浦小学校
教頭　塩屋　みゆき
0995-52-0314

鹿児島県 姶良市 ①
西浦学校140周年記念祭
家庭教育学級

  地域，ＰＴＡと一緒に西浦小140周年記念祭を行います。少年消
防クラブ設立20周年を記念した規律訓練発表や講演会も実施し
ます。特産品の販売やバザーも行われます。

11月4日 西浦小学校　体育館 姶良市立西浦小学校 無料
http://www.city.aira.lg.jp/nishiura-
s/kurashi/kyoiku/gakko/nishiuras
ho.html

姶良市立西浦小学校
教頭　塩屋　みゆき
0995-52-0314

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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鹿児島県 姶良市 ② 親子読書会
親子読書サ－クルの保護者が大型絵本などによる読み聞かせ
やゲ－ムをして親子で過ごす活動です。

10月25日 加治木幼稚園 姶良市立加治木幼稚園 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立加治木幼稚園
園長　　城ヶ﨑　修二
0995-65-2502

第60回「教育・文化週間」関連行事

鹿児島県 姶良市 ② フリ－参観
　県民週間の期間中，保護者や地域の方に自由に授業参観をし
ていただきます。

11月1日～2日
4日,6日～7日

西浦小学校　各教室 姶良市立西浦小学校
各自
購入分

http://www.city.aira.lg.jp/nishiura-
s/kurashi/kyoiku/gakko/nishiuras
ho.html

姶良市立西浦小学校
教頭　塩屋　みゆき
0995-52-0314

鹿児島県 姶良市 ① 家庭教育学級⑧
　学習発表会の午後から教育講演会を行います。講師は南日本
放送タレントの野口たくお氏です。校区外からの参加も大歓迎で
す。（西浦小140歳誕生会～地域をあげて西浦小をお祝いしよう）

11月4日 西浦小学校　体育館 姶良市立西浦小学校 無料
http://www.city.aira.lg.jp/nishiura-
s/kurashi/kyoiku/gakko/nishiuras
ho.html

姶良市立西浦小学校
教頭　塩屋　みゆき
0995-52-0314

鹿児島県 姶良市 ② 学校自由参観
保護者や地域の方々に，授業の様子や施設･設備等を自由に参
観していただきます。

10月29日～11月2日 加治木中学校各教室 姶良市立加治木中学校 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立加治木中学校
教頭　野村　浩二
0995-63-1111

鹿児島県 姶良市 ① 文化祭・ＰＴＡバザー
総合的な学習の時間を中心とした日常の学習の成果を発表しま
す。
また，保護者によるバザーも合わせて実施します。

11月2日 加治木中学校 姶良市立加治木中学校 各自購入分 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立加治木中学校
教頭　野村　浩二
0995-63-1111

鹿児島県 姶良市 ② 文化祭 地域，保護者の方々へ文化祭を公開します。 10月26日 帖佐中学校体育館 姶良市立帖佐中学校 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立帖佐中学校
教頭　中村　洋一
0995-65-2021

鹿児島県 姶良市 ① ＰＴＡバザ－ 提供品や手作り品を販売します。 10月26日 帖佐中学校武道館 姶良市立帖佐中学校 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立帖佐中学校
教頭　中村　洋一
0995-65-2021

鹿児島県 姶良市 ② フリ－タイム授業参観 地域，保護者の授業参観を行います。 11月1日～11月7日 帖佐中学校各教室 姶良市立帖佐中学校 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立帖佐中学校
教頭　中村　洋一
0995-65-2021

鹿児島県 姶良市 ② 心の教育の日 全校一斉の道徳の授業参観を行います。 11月2日 帖佐中学校各教室 姶良市立帖佐中学校 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立帖佐中学校
教頭　中村　洋一
0995-65-2021

鹿児島県 姶良市 ② 3年授業参観・学年ＰＴＡ 3年の保護者を対象とした授業参観と学年ＰＴＡを開催します。 11月1日 帖佐中学校３年教室 姶良市立帖佐中学校 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立帖佐中学校
教頭　中村　洋一
0995-65-2021

鹿児島県 姶良市 ② 給食試食会 3年生保護者を対象とした給食試食会を開催します。 11月1日 帖佐中学校調理室 姶良市立帖佐中学校 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立帖佐中学校
教頭　中村　洋一
0995-65-2021

鹿児島県 姶良市 ① 家庭教育学級教育講演会 保護者を対象とした講演会を開催します。 11月2日 帖佐中学校図書室 姶良市立帖佐中学校 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立帖佐中学校
教頭　中村　洋一
0995-65-2021

鹿児島県 姶良市 ①
第2回校区保護司・民生委員・児童委員
会

校区内の保護司，民生委員，児童委員を招いての授業参観及
び情報交換会を開催します。

11月2日 帖佐中学校図書室 姶良市立帖佐中学校 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立帖佐中学校
教頭　中村　洋一
0995-65-2021

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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鹿児島県 姶良市 ② 親子読書会
親子読書サ－クルの保護者が大型絵本などによる読み聞かせ
やゲ－ムをして親子で過ごす活動です。

10月25日 加治木幼稚園 姶良市立加治木幼稚園 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立加治木幼稚園
園長　　城ヶ﨑　修二
0995-65-2502

第60回「教育・文化週間」関連行事

鹿児島県 姶良市 ② 土曜参観 保護者に学校の様子や授業を参観していただく行事です。 10月13日 重富中学校 姶良市立重富中学校 無料
http://www12.synapse.ne.jp/siget
omijh/

姶良市立重富中学校
教頭　　迫田　尚久
0995-65-2109

鹿児島県 姶良市 ② 第７2回文化祭
生徒たちがテ－マに沿ってつくり上げた作品や劇，合唱などを保
護者，地域住民等に見ていただく行事です。

11月2日 重富中学校体育館 姶良市立重富中学校 無料
http://www12.synapse.ne.jp/siget
omijh/

姶良市立重富中学校
教頭　　迫田　尚久
0995-65-2109

鹿児島県 姶良市 ① ＰＴＡバザ－
文化祭を参観に来た，保護者や地域住民等に日用品や手作り
品，植物の苗，軽食等を販売する行事です。

11月2日 重富中学校体育館前 姶良市立重富中学校
各自
購入分

http://www12.synapse.ne.jp/siget
omijh/

姶良市立重富中学校
教頭　　迫田　尚久
0995-65-2109

鹿児島県 姶良市 ② フリ－参観
保護者，学校近隣地域住民に学校の様子や授業を参観してい
ただく行事です。

11月6日～10日 重富中学校 姶良市立重富中学校 無料
http://www12.synapse.ne.jp/siget
omijh/

姶良市立重富中学校
教頭　　迫田　尚久
0995-65-2109

鹿児島県 姶良市 ②
姶良市モラリティ・インプルーブメント推進
事業実践発表会

児童の道徳性の育成を目指して，学校・家庭・地域が連携を図っ
て取り組んできた成果を，市内の先生方や保護者，地域住民に
公開し，示唆を仰ぐ場にしたいと考えます。

11月28日 重富中学校 姶良市立重富中学校 無料
http://www12.synapse.ne.jp/siget
omijh/

姶良市立重富中学校
教頭　　迫田　尚久
0995-65-2109

鹿児島県 姶良市 ② 学校自由参観 保護者・地域の方々に授業等を公開します。
11月1日～2日,5日～7
日

山田中学校各教室 姶良市立山田中学校 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立山田中学校
教頭　西　眞智子
0995-66-2504

鹿児島県 姶良市 ② 文化祭 保護者・校区住民も作品展示や舞台発表に参加します。 11月2日 山田中学校体育館 姶良市立山田中学校 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立山田中学校
教頭　西　眞智子
0995-66-2504

鹿児島県 姶良市 ② 給食試食会
保護者や校区の高齢者等を招き，文化祭を参観していただき，
希望のある方には給食を試食していただきます。

11月2日 山田中学校家庭科室 姶良市立山田中学校
給食代金
289円

http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立山田中学校
教頭　西　眞智子
0995-66-2504

鹿児島県 姶良市 ② 第51回文化祭・合唱コンク－ル
総合的な学習の時間や学級・学年等で取り組んできた学習の成
果を発表します。
学級ごとの合唱コンク－ルも実施します。

10月28日 蒲生中学校体育館 姶良市立蒲生中学校 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立蒲生中学校
教頭　七村　徳穂
0995-52-0100

鹿児島県 姶良市 ② 学校自由参観 保護者・地域の方々に授業等を公開します。
11月1日～2日,5日～7
日

蒲生中学校各教室 姶良市立蒲生中学校 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立蒲生中学校
教頭　七村　徳穂
0995-52-0100

鹿児島県 姶良市 ② 保育体験学習
３年生の家庭科の授業で，町内の認定こども園を訪問し，保育
の体験学習を行います。

10月20日，11月１日 蒲生高等学校 蒲生高等学校 無料
鹿児島県立蒲生高等学校
担当：清川教頭
℡：0995-52-1155

鹿児島県 姶良市 ②③ 第７０回大楠祭（文化祭）
大楠祭のステ－ジ・展示・食物バザー等の各部門を地域の方々
や保護者に案内し，参加していただきます。

10月28日 蒲生高等学校 蒲生高等学校 無料
鹿児島県立蒲生高等学校
担当：清川教頭
℡：0995-52-1156

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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鹿児島県 姶良市 ② 親子読書会
親子読書サ－クルの保護者が大型絵本などによる読み聞かせ
やゲ－ムをして親子で過ごす活動です。

10月25日 加治木幼稚園 姶良市立加治木幼稚園 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立加治木幼稚園
園長　　城ヶ﨑　修二
0995-65-2502

第60回「教育・文化週間」関連行事

鹿児島県 姶良市 ② 公開授業 この期間の授業を地域の方々や保護者へ公開します。 11月1日～7日 蒲生高等学校 蒲生高等学校 無料
鹿児島県立蒲生高等学校
担当：清川教頭
℡：0995-52-1157

鹿児島県 姶良市 ① Ｊ・Ｏ・Ｂ(Joy of books)
図書館において，音楽とともにブックトークや朗読，ビブリオバト
ルなどを楽しみます。
保護者や地域の方々の参加が可能です。

10月21日 本校 加治木高等学校 無料
鹿児島県立加治木高等学校
担当：宮田教頭
℡：0995-63-2052

鹿児島県 姶良市 ② 学校見学会
土曜講座の日に，授業参観等をすることができます。中学生も参
加できます。詳細は10月上旬ごろ各中学校に案内します。

10月21日 本校 加治木高等学校 無料
鹿児島県立加治木高等学校
担当：宮田教頭
℡：0995-63-2053

鹿児島県 姶良市 ② 芸術鑑賞会
「NHK交響楽団金管トップメンバーによるブラスアンサンブル」で
す。保護者や地域の方々も鑑賞できます。

10月27日 本校 加治木高等学校 無料
鹿児島県立加治木高等学校
担当：宮田教頭
℡：0995-63-2054

鹿児島県 姶良市 ①② 加高図書館ミニ企画展
「本屋大賞」「部活に関する本」をテ－マに図書館でミニ企画展を
行います。保護者・地域の方々の観覧可能です。

10月30日～11月2日 本校 加治木高等学校 無料
鹿児島県立加治木高等学校
担当：宮田教頭
℡：0995-63-2055

鹿児島県 姶良市 ② 一斉公開授業 この期間の２限目～６限目の授業を公開します。 11月13日～11月17日 本校 加治木高等学校 無料
鹿児島県立加治木高等学校
担当：宮田教頭
℡：0995-63-2056

鹿児島県 姶良市 ② 一日遠行
１・２年生による周辺山坂等の遠行を実施します。
保護者の湯茶接待や地域の方々の応援により各自のペ－スで
完走を目指します。

11月2日 本校 加治木高等学校 無料
鹿児島県立加治木高等学校
担当：宮田教頭
℡：0995-63-2057

鹿児島県 姶良市 ②③ 工業祭(文化祭)
本校で学んでいる学習の成果や学校教育活動（部活動）等で
培った文化的内容の発表や展示物を保護者や地域の方々に公
開します。

10月28日 本校 加治木工業高等学校 無料
鹿児島県立加治木工業高等学校
担当：江口教頭
℡：0995-62-3166

鹿児島県 姶良市 ② 授業公開
特色ある工業高校の学習内容の理解の浸透を図るために，本
校の授業を保護者や地域の方々に公開します。

11月1日，2日，6日
7日

本校 加治木工業高等学校 無料
鹿児島県立加治木工業高等学校
担当：江口教頭
℡：0995-62-3167

鹿児島県 姶良市 　② 学校紹介展示
特色ある工業高校の教育活動の理解の浸透を図るために，本
校の学習内容や成果をパネルや作品として展示し，保護者や地
域の方々に紹介します。

11月1日，2日，6日
7日

本校 加治木工業高等学校 無料
鹿児島県立加治木工業高等学校
担当：江口教頭
℡：0995-62-3168

鹿児島県 姶良市 ①② インタ－ンシップ
地域の特色ある県内企業等に協力を依頼し，本校２年生を対象
としたインタ－ンシップを行います。

11月8日～10日 本校 加治木工業高等学校 無料
鹿児島県立加治木工業高等学校
担当：江口教頭
℡：0995-62-3169

鹿児島県 姶良市 ② 教材・教具展示会
本校職員が個々の児童生徒に応じた教材を作成し，日々の教育
活動で活用している様子を紹介します。

10月20日～11月7日 加治木養護学校 加治木養護学校 無料
鹿児島県立加治木養護学校
担当：大山教頭
℡：0995-63-5729

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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鹿児島県 姶良市 ② 親子読書会
親子読書サ－クルの保護者が大型絵本などによる読み聞かせ
やゲ－ムをして親子で過ごす活動です。

10月25日 加治木幼稚園 姶良市立加治木幼稚園 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立加治木幼稚園
園長　　城ヶ﨑　修二
0995-65-2502

第60回「教育・文化週間」関連行事

鹿児島県 姶良市 ②③ 平成２９年度学習発表会
本校アリ－ナの舞台において，音楽や劇などこれまでの学習の
成果を発表します。

10月21日 加治木養護学校 加治木養護学校 無料
鹿児島県立加治木養護学校
担当：大山教頭
℡：0995-63-5730

鹿児島県 姶良市 ② 児童生徒校内作品展 児童生徒が学習活動で制作・研究したものを校内に展示します。 10月21日～12月22日 加治木養護学校 加治木養護学校 無料
鹿児島県立加治木養護学校
担当：大山教頭
℡：0995-63-5731

鹿児島県 姶良市 ② 学校参観（授業参観及び校内施設見学）
保護者や地域の方々を招き，全学級の授業公開（期間中の２限
目～６限目）をします。

11月1日～7日 加治木養護学校 加治木養護学校 無料
鹿児島県立加治木養護学校
担当：大山教頭
℡：0995-63-5732

鹿児島県 姶良市 ①② 地域ふれあい交流（馬踊り）
姶良市加治木町馬心会のみなさんによる伝統芸能の馬踊りを見
学します。

11月1日 加治木養護学校 加治木養護学校 無料
鹿児島県立加治木養護学校
担当：大山教頭
℡：0995-63-5733

鹿児島県 姶良市 ② 給食感謝祭
食育指導の一環として，栄養教諭の話を聞いたり，給食関係者
等を招待して感謝の言葉を述べたりします。

11月22日 加治木養護学校 加治木養護学校 無料
鹿児島県立加治木養護学校
担当：大山教頭
℡：0995-63-5734

鹿児島県 姶良市 ② オープンキャンパス
中学生へ向けて，設置学科の体験を行います。保護者の来校も
可能です。

10月21日 龍桜高等学校 龍桜高等学校 無料
龍桜高等学校
担当：肥田校長
℡：0995-63-3001

鹿児島県 姶良市 ② 戴帽式
看護学科２年生へのナースキャップの戴帽をします。来賓・保護
者も来校します。

10月25日 龍桜高等学校 龍桜高等学校 無料
龍桜高等学校
担当：肥田校長
℡：0995-63-3002

鹿児島県 姶良市 ②③ 文化祭
舞台・展示・販売を行います。保護者や地域の方々も多数来校し
ます。

10月28日 龍桜高等学校 龍桜高等学校 無料
龍桜高等学校
担当：肥田校長
℡：0995-63-3003

鹿児島県 姶良市 ③ 吹奏楽部定期演奏会
市内加音ホールにて日頃の活動の成果発表会を行います。地
域の方々も多数参加されます。

11月5日 龍桜高等学校 龍桜高等学校 無料
龍桜高等学校
担当：肥田校長
℡：0995-63-3004

鹿児島県 姶良市 ② 公開授業 医療福祉科の１～３年生の授業を保護者に公開します。 11月6日～10日 龍桜高等学校 龍桜高等学校 無料
龍桜高等学校
担当：肥田校長
℡：0995-63-3005

鹿児島県 姶良市 ② 県高校看護教育研究会
本校が当番校で県下看護学科設置校の先生方の研修会です。
授業研究も予定しています。

11月９日，10日 龍桜高等学校 龍桜高等学校 無料
龍桜高等学校
担当：肥田校長
℡：0995-63-3001

鹿児島県 姶良市 ② 姶良市小学校陸上記録会
児童の体力・気力向上の一環として、５・６年生を対象に実施し、
小学校体育の振興を図ります。

10月18日 姶良市総合運動公園 姶良市 無料
姶良市教育委員会
保健体育課　川畑　
℡：0995-62-2111

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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鹿児島県 姶良市 ② 親子読書会
親子読書サ－クルの保護者が大型絵本などによる読み聞かせ
やゲ－ムをして親子で過ごす活動です。

10月25日 加治木幼稚園 姶良市立加治木幼稚園 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立加治木幼稚園
園長　　城ヶ﨑　修二
0995-65-2502

第60回「教育・文化週間」関連行事

鹿児島県 姶良市 ② 姶良市小・中合同音楽会
各学校の代表児童生徒が日頃の合唱・演奏の学習や部活動の
練習の成果を発表します。

10月26日 加音ホール 姶良市 無料
姶良市教育委員会
学校教育課　有島　
℡：0995-62-2111

鹿児島県 姶良市 ① ムーミン講座⑦「山学校」
姶良退職校長会会員の指導により，郷土学習や創作活動，植物
採集，史跡めぐりなど，週休日を活用した体験学習の場を設定
し，青少年の健全育成をめざします。

10月28日 県民の森 姶良市 保険料100円
姶良市教育委員会
社会教育課　宇井
℡：0995-62-2111

鹿児島県 姶良市 ②
姶良っ子の自立を育む教育フォーラム  
ハートフルあいらんど

学校・家庭・地域の道徳教育への参画意識を高めるため、ことば
のいずみコンクールスピーチコンテストや著名な講師による講演
等を行います。

10月22日 姶良公民館 姶良市 無料
姶良市教育委員会
学校教育課　益満
℡：0995-62-2111

鹿児島県 姶良市 ①
ＡＩＲＡふるさとチャレンジャー⑤「西郷ど
んのヒミツをさがせ！」
～ここに西郷どんがいた～

異年齢集団による体験活動を行うことにより，協調性・自主性・
積極性を養うとともに，郷土に誇りと愛着を持ち，未来を担うたく
ましいリーダーを育てます。

11月4日 姶良公民館　他 姶良市 無料
姶良市教育委員会
社会教育課　宇井
℡：0995-62-2111

鹿児島県 姶良市 ③
第50回加治木文化祭
第44回姶良文化祭
第40回蒲生文化祭

姶良市文化協会各支部に加盟する団体が，それぞれ２日間にわ
たり舞台・展示部門で日頃の活動の成果を発表します。

10月21日・22日
10月28日・29日
11月2日・3日

加音ホール
姶良公民館
蒲生公民館

姶良市 無料
姶良市教育委員会
社会教育課　宇井
℡：0995-62-2111

鹿児島県 姶良市 ① ムーミン講座⑧「読み聞かせ」
姶良退職校長会会員の指導により，郷土学習や創作活動，植物
採集，史跡めぐりなど，週休日を活用した体験学習の場を設定
し，青少年の健全育成をめざします。

11月25日 姶良中央図書館 姶良市 無料
姶良市教育委員会
社会教育課　宇井
℡：0995-62-2111

鹿児島県 姶良市 ② サイエンスあいらんど
科学好きな子どもたち、その保護者等を対象に，著名な講師によ
るサイエンストーク，教職員を中心にした実験演示講師による体
験型実験教室を行います。

11月26日 姶良公民館 姶良市 無料
姶良市教育委員会
学校教育課　平原　
℡：0995-62-2111

鹿児島県 阿久根市 ①　② 学校フリ－参観
保護者や地域の方々に，自由に授業や施設参観を行っていただ
きます。

11月1日～7日 阿久根市立阿久根小学校 阿久根市立阿久根小学校 無料
鹿児島市立阿久根小学校
担当：高岡教頭
℡：0996-72-0025

鹿児島県 阿久根市 ① 教育相談月間
夏季休業期間中に行った教育相談後の子供の様子等から，必
要に応じて教育相談を行います。

11月1日～30日 阿久根市立阿久根小学校 阿久根市立阿久根小学校 無料
鹿児島市立阿久根小学校
担当：高岡教頭
℡：0996-72-0025

鹿児島県 阿久根市 ①　② ＰＴＡ秋祭り（阿久根っ子祭り）
学校とＰＴＡが一体となり，各学年の音楽発表やＰＴＡバザ－，各
学年の催し物などを行う行事です。

11月10日 阿久根市立阿久根小学校 阿久根市立阿久根小学校 無料
鹿児島市立阿久根小学校
担当：高岡教頭
℡：0996-72-0025

鹿児島県 阿久根市 ② 大川小教育週間 保護者・地域の方々に授業等を公開します。 10月29日～11月2日 阿久根市立大川小学校 阿久根市立大川小学校 無料
鹿児島市立大川小学校
担当：今村教頭
Tel:0996-74-0007

鹿児島県 阿久根市 ①，② さつまいもパ－ティ－
１・２年生が収穫したサツマイモを保護者と一緒に調理し，試食
する活動です。

10月31日 阿久根市立大川小学校 阿久根市立大川小学校 無料
鹿児島市立大川小学校
担当：今村教頭
Tel:0996-74-0007

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



3812

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

鹿児島県 姶良市 ② 親子読書会
親子読書サ－クルの保護者が大型絵本などによる読み聞かせ
やゲ－ムをして親子で過ごす活動です。

10月25日 加治木幼稚園 姶良市立加治木幼稚園 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立加治木幼稚園
園長　　城ヶ﨑　修二
0995-65-2502

第60回「教育・文化週間」関連行事

鹿児島県 阿久根市 ③ 大川小・大川中合同文化祭 小中合同で文化祭（学習発表会）を行います。 11月2日 阿久根市立大川中学校 阿久根市立大川中学校 無料
鹿児島市立大川小学校
担当：今村教頭
Tel:0996-74-0007

鹿児島県 阿久根市 ①，② ふれあい給食
地域の皆様をご招待して，児童と一緒に給食の試食会を行いま
す。

11月2日 阿久根市立大川小学校 阿久根市立大川小学校 無料
鹿児島市立大川小学校
担当：今村教頭
Tel:0996-74-0007

鹿児島県 阿久根市 ①，② 脱穀体験
米つくりの学習の一環として３・４年生が収穫したもち米を協力者
の皆さんと一緒に脱穀します。

11月1日 阿久根市立大川小学校 阿久根市立大川小学校 無料
鹿児島市立大川小学校
担当：今村教頭
Tel:0996-74-0007

鹿児島県 阿久根市 ①，③ 家庭教育学級（食育について）
保護者が食育についての講話を聞いたり，いもを使ったお菓子
作りを行ったりします。

10月29日 阿久根市立西目小学校 阿久根市立西目小学校 無料
阿久根市立西目小学校
担当：池下教頭
℡：0996-72-0448

鹿児島県 阿久根市 ② フリ－参観 保護者，地域の方々に授業等を公開します。
11月1日～2日
11月5日～7日

阿久根市立西目小学校 阿久根市立西目小学校 無料
阿久根市立西目小学校
担当：池下教頭
℡：0996-72-0448

鹿児島県 阿久根市 ②，③ 食育活動
食育支援活動として，地域で水揚げされた魚の捌き方，調理等
の活動を行います。

11月2日 阿久根市立西目小学校 阿久根市立西目小学校 無料
阿久根市立西目小学校
担当：池下教頭
℡：0996-72-0448

鹿児島県 阿久根市 ②，③ 高齢者とのふれあい活動
地域の高齢者の方々と昔の遊びや竹細工・縄ないなどの活動を
した後，給食を一緒に食べます。

11月7日 阿久根市立西目小学校 阿久根市立西目小学校 無料
阿久根市立西目小学校
担当：池下教頭
℡：0996-72-0448

鹿児島県 阿久根市 ②，③ 図書館祭り
読書週間と日ごろの学習活動を保護者や地域の方々に発表し，
鑑賞する態度や感謝の気持ちを培います。

11月11日 阿久根市立西目小学校 阿久根市立西目小学校 無料
阿久根市立西目小学校
担当：池下教頭
℡：0996-72-0448

鹿児島県 阿久根市 ② 学校自由参観
保護者や地域の方々が来校し，自由に授業や施設参観を行う行
事です。

11月1日～7日 阿久根市立山下小学校 阿久根市立山下小学校 無料
阿久根市立山下小学校
担当：松元教頭
℡:0996-72-0062

鹿児島県 阿久根市 ② 山下ふれあい学習塾
校区内の高齢者を招き，昔の遊びをしたり，郷土料理を作ったり
する活動です。

11月2日 阿久根市立山下小学校 阿久根市立山下小学校 無料
阿久根市立山下小学校
担当：松元教頭
℡:0996-72-0062

鹿児島県 阿久根市
①，
②，③

市町村による青少年劇場（児童演劇）
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。（西目小，尾崎小，山下小合同鑑賞）

11月13日 阿久根市立西目小学校 阿久根市立山下小学校 無料
阿久根市立山下小学校
担当：松元教頭
℡:0996-72-0062

鹿児島県 阿久根市 ② 授業参観（道徳一斉授業）
保護者や地域の方々に呼びかけ，本校の道徳の授業を一斉参
観していただく活動を行います。

11月1日 阿久根市立鶴川内小学校 阿久根市立鶴川内小学校 無料
阿久根市立鶴川内小学校
担当：才田教頭
Tel：0996-72-0489

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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鹿児島県 姶良市 ② 親子読書会
親子読書サ－クルの保護者が大型絵本などによる読み聞かせ
やゲ－ムをして親子で過ごす活動です。

10月25日 加治木幼稚園 姶良市立加治木幼稚園 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立加治木幼稚園
園長　　城ヶ﨑　修二
0995-65-2502

第60回「教育・文化週間」関連行事

鹿児島県 阿久根市 ② フリ－参観
保護者や地域の方々に呼びかけ，本校の授業や学校生活等を
自由に参観していただく活動を行います。

11月1日,2日，5日，6
日,7日

阿久根市立鶴川内小学校 阿久根市立鶴川内小学校 無料
阿久根市立鶴川内小学校
担当：才田教頭
Tel：0996-72-0489

鹿児島県 阿久根市 ②，③ 地域の先輩方とのふれあい活動
校区内の先輩方（高齢者等）を招き，昔の遊びや縄ない等を一
緒に楽しむ活動を行います。

11月1日 阿久根市立鶴川内小学校 阿久根市立鶴川内小学校 無料
阿久根市立鶴川内小学校
担当：才田教頭
Tel：0996-72-0489

鹿児島県 阿久根市 ② 地域の先輩方とのふれあい給食
校区内の先輩方（高齢者等）を招き，低学年児童を中心に交流
給食を行う活動を行います。

11月1日 阿久根市立鶴川内小学校 阿久根市立鶴川内小学校 無料
阿久根市立鶴川内小学校
担当：才田教頭
Tel：0996-72-0489

鹿児島県 阿久根市
①，
②，③

ふれあい参観デー
（もちつき大会・グラウンドゴルフ）

高齢者の方々，保護者と一緒にもちつきをしたり，グラウンドゴル
フで交流する活動です。

11月1日 阿久根市立田代小学校 阿久根市立田代小学校 無料
阿久根市立田代小学校
担当：青野教頭
℡：0996-79-2001

鹿児島県 阿久根市 ① フリ－参観
保護者や地域の方々に呼びかけ，本校の授業や学校生活等を
自由に参観していただく活動です。

１１月１日～１１月７日 阿久根市立田代小学校 阿久根市立田代小学校 無料
阿久根市立田代小学校
担当：青野教頭
℡：0996-79-2001

鹿児島県 阿久根市 ②，③ 学習発表会 全児童による学習の成果を，保護者や校区民に発表します。 11月18日 阿久根市立田代小学校 阿久根市立田代小学校 無料
阿久根市立田代小学校
担当：青野教頭
℡：0996-79-2001

鹿児島県 阿久根市 ①，② 稲刈り体験活動
３年生が自分たちで植えた稲を，保護者や折多校区の自然を守
る会の方々と刈り取ります。

10月16日
阿久根市立折多小学校近く
の田んぼ
(陳之尾）

阿久根市立折多小学校 無料
阿久根市立折多小学校
担当：中村教頭
℡：0996-75-0162

鹿児島県 阿久根市 ①，② ふるさと先生
地域の方をゲストティ－チャ－として招き，５．６年生が昔の生活
について学ぶ活動です。

10月18日 阿久根市立折多小学校 阿久根市立折多小学校 無料
阿久根市立折多小学校
担当：中村教頭
℡：0996-75-0162

鹿児島県 阿久根市 ①，② 脱穀体験活動
３年生が自分たちで刈った稲を，保護者や折多校区の自然を守
る会の方々と脱穀します。

10月23日
阿久根市立折多小学校近く
の田んぼ

阿久根市立折多小学校 無料
阿久根市立折多小学校
担当：中村教頭
℡：0996-75-0162

鹿児島県 阿久根市 ② フリ－参観
保護者をはじめ，校区民等に学校教育活動を自由に参観してい
ただきます。

11月1日～7日 阿久根市立折多小学校 阿久根市立折多小学校 無料
阿久根市立折多小学校
担当：中村教頭
℡：0996-75-0162

鹿児島県 阿久根市
①，
②，③

お米の出発式
３年生が刈り取ったもち米を福島県いわき市立錦東小学校へ送
付する式を行います。

11月1日 阿久根市立折多小学校 阿久根市立折多小学校 無料
阿久根市立折多小学校
担当：中村教頭
℡：0996-75-0162

鹿児島県 阿久根市
①，
②，③

学習発表会，原子力災害引渡し訓練
全児童による学習の成果を，保護者や校区民に発表します。
午後は，原子力災害引渡し訓練を行います。

11月4日 阿久根市立折多小学校 阿久根市立折多小学校 無料
阿久根市立折多小学校
担当：中村教頭
℡：0996-75-0162

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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鹿児島県 姶良市 ② 親子読書会
親子読書サ－クルの保護者が大型絵本などによる読み聞かせ
やゲ－ムをして親子で過ごす活動です。

10月25日 加治木幼稚園 姶良市立加治木幼稚園 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立加治木幼稚園
園長　　城ヶ﨑　修二
0995-65-2502

第60回「教育・文化週間」関連行事

鹿児島県 阿久根市 ①，② そばの収穫
５年生が自分たちで植えたそばを，保護者や折多校区の自然を
守る会の方々と収穫をします。

11月12日
阿久根市立折多小学校近く
のそば畑
(折口東）

阿久根市立折多小学校 無料
阿久根市立折多小学校
担当：中村教頭
℡：0996-75-0162

鹿児島県 阿久根市 ①，②
折多へいらっしゃい
(学校関係者評価委員会）

民生委員代表・折多校区自然を守る会会長・区長会長さんなど
を招き，施設・授業参観，給食試食会を通して教育活動を知って
いただきます。

11月16日 阿久根市立折多小学校 阿久根市立折多小学校 無料
阿久根市立折多小学校
担当：中村教頭
℡：0996-75-0162

鹿児島県 阿久根市 ①，② そばの脱穀
５年生が自分たちで収穫したそばを保護者や折多校区の自然を
守る会の方々と脱穀をします。

11月20日 折多地区集会施設 阿久根市立折多小学校 無料
阿久根市立折多小学校
担当：中村教頭
℡：0996-75-0162

鹿児島県 阿久根市 ② 給食試食会（家庭教育学級）
１年生と保護者が学校給食を通して食育と栄養について考えま
す。

11月22日 阿久根市立折多小学校 阿久根市立折多小学校 無料
阿久根市立折多小学校
担当：中村教頭
℡：0996-75-0162

鹿児島県 阿久根市 ① 学校保健委員会 保護者が保健についての講話を聴いて考えを深めます。 11月22日 阿久根市立折多小学校 阿久根市立折多小学校 無料
阿久根市立折多小学校
担当：中村教頭
℡：0996-75-0162

鹿児島県 阿久根市 ①② 心の教育の日 　校区の方々へ道徳の授業を公開します。 11月1日 阿久根市立尾崎小学校 阿久根市立尾崎小学校 無料
阿久根市立尾崎小学校
担当：黒瀬教頭
℡：0996-72-2100

鹿児島県 阿久根市 ①②③ 高齢者とのふれあい活動
　高齢者を招待し，給食やグラウンドゴルフ，わらじ・お手玉等を
通して，楽しく交流する活動です。

11月1日 阿久根市立尾崎小学校 阿久根市立尾崎小学校 無料
阿久根市立尾崎小学校
担当：黒瀬教頭
℡：0996-72-2100

鹿児島県 阿久根市 ② 学校自由参観 　保護者，校区の方々に授業等を公開します。 11月1,2,5,6日 阿久根市立尾崎小学校 阿久根市立尾崎小学校 無料
阿久根市立尾崎小学校
担当：黒瀬教頭
℡：0996-72-2100

鹿児島県 阿久根市 ②③ 学習発表会＆校区文化祭
　学習発表会と校区文化祭を合同で行います。児童は日頃の学
習の成果を発表し，校区民も各種団体の舞台発表や校区の特
産物や作品の展示等を行います。

11月11日 阿久根市立尾崎小学校 阿久根市立尾崎小学校 無料
阿久根市立尾崎小学校
担当：黒瀬教頭
℡：0996-72-2100

鹿児島県 阿久根市 ② フリ－参観（学校自由参観） 保護者・地域の方々に授業等を公開します。 11月2日 阿久根市立脇本小学校 阿久根市立脇本小学校 無料
http://www.school.city.akune.kago
shima.jp/wakimoto/index.html

阿久根市立脇本小学校
担当：柳田教頭
℡:0996-75-0004

鹿児島県 阿久根市 ② 給食試食会 保護者を対象に，学校給食の試食会を行います。 11月2日 阿久根市立脇本小学校 阿久根市立脇本小学校 無料
http://www.school.city.akune.kago
shima.jp/wakimoto/index.html

阿久根市立脇本小学校
担当：柳田教頭
℡:0996-75-0004

鹿児島県 阿久根市 ①．③ ＰＴＡ教育講演会
川畑忠実氏を講師に故郷の偉人「寺島宗則」について講演を行
います。

11月2日 阿久根市立脇本小学校 阿久根市立脇本小学校 無料
http://www.school.city.akune.kago
shima.jp/wakimoto/index.html

阿久根市立脇本小学校
担当：柳田教頭
℡:0996-75-0004

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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鹿児島県 姶良市 ② 親子読書会
親子読書サ－クルの保護者が大型絵本などによる読み聞かせ
やゲ－ムをして親子で過ごす活動です。

10月25日 加治木幼稚園 姶良市立加治木幼稚園 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立加治木幼稚園
園長　　城ヶ﨑　修二
0995-65-2502

第60回「教育・文化週間」関連行事

鹿児島県 阿久根市 ②. ③ トトロのへや人形劇
ボランティアサ－クルによる人形劇等を，全児童・保護者等を対
象に行います。

11月2日 阿久根市立脇本小学校 阿久根市立脇本小学校 無料
http://www.school.city.akune.kago
shima.jp/wakimoto/index.html

阿久根市立脇本小学校
担当：柳田教頭
℡:0996-75-0004

鹿児島県 阿久根市 ②．③ 学習発表会 保護者・地域の方々に普段の学習の成果を発表します。 11月10日 阿久根市立脇本小学校 阿久根市立脇本小学校 無料
http://www.school.city.akune.kago
shima.jp/wakimoto/index.html

阿久根市立脇本小学校
担当：柳田教頭
℡:0996-75-0004

鹿児島県 阿久根市 ①，② フリ－参観日 保護者・地域の方々に授業を公開する行事です。 11月1日 阿久根市立阿久根中学校 阿久根市立阿久根中学校 無料
阿久根市立阿久根中学校
担当：田原教頭
℡：0996-72-0123

鹿児島県 阿久根市 ② 学習発表会
学習発表，弁論や英語暗唱等を保護者や地域の方々に公開す
る行事です。

11月2日 阿久根市立阿久根中学校 阿久根市立阿久根中学校 無料
阿久根市立阿久根中学校
担当：田原教頭
℡：0996-72-0123

鹿児島県 阿久根市 ② フリ－参観
保護者，地域の方々に自由に学校や授業を参観してもらう行事
です。

10月22日～11月10日 阿久根市立大川中学校 阿久根市立大川中学校 無料
阿久根市立大川中学校
担当：古木教頭
Tel:0996-74-0004

鹿児島県 阿久根市 ③ 小中合同文化祭

小学校と合同開催で，日頃の学習の成果を披露します。
総合的な学習（大川CT)や弁論発表など，日頃の学習の様子を
メインに展示・舞台発表などを行います。
特に郷土の偉人「寺島宗則」にスポットを当てた劇「二人の
MUNENORI（海を越えた偉人）」……もう一人は誰？

11月2日 阿久根市立大川中学校 阿久根市立大川中学校 無料
阿久根市立大川中学校
担当：古木教頭
Tel:0996-74-0004

鹿児島県 阿久根市 ①，② 親子給食会
生徒と保護者が一緒に給食を食べる行事です。
給食の試食，給食指導の参観，親子の語らいを目的にしていま
す。

11月2日 阿久根市立大川中学校 阿久根市立大川中学校 無料
阿久根市立大川中学校
担当：古木教頭
Tel:0996-74-0004

鹿児島県 阿久根市 ①，② シルバ－フレンド活動

地域の高齢者との交流活動を行います。
各集落の高齢者と生徒･職員でチームを編成し，グランドゴルフ
を楽しみます。その後，弁論･合唱等の表現活動を披露して，本
校の教育活動を理解していただきます。

11月10日 阿久根市立大川中学校 阿久根市立大川中学校 無料
阿久根市立大川中学校
担当：古木教頭
Tel:0996-74-0004

鹿児島県 阿久根市 ①
家庭教育学級
（フラワーアレンジメント）

　講師を招いて，フラワーアレンジメントについて学びます。創っ
た作品は，文化祭でも展示します。

10月18日 阿久根市立鶴川内中学校 阿久根市立鶴川内中学校 無料
阿久根市立鶴川内中学校
担当：福島教頭
℡：0996-72-2101

鹿児島県 阿久根市 ②，③ 文化祭
　文化祭を，今年度は日曜日に開催します。生徒による合唱・演
劇等の舞台発表や展示発表を保護者・地域の方々に参観してい
ただきます。

10月21日 阿久根市立鶴川内中学校 阿久根市立鶴川内中学校 無料
阿久根市立鶴川内中学校
担当：福島教頭
℡：0996-72-2101

鹿児島県 阿久根市 ② 自由参観
　保護者・地域の方々が学校に来て，授業参観し生徒の頑張り
や先生たちとの取り組みの様子を見てもらいます。

11月1日～7日 阿久根市立鶴川内中学校 阿久根市立鶴川内中学校 無料
阿久根市立鶴川内中学校
担当：福島教頭
℡：0996-72-2101

鹿児島県 阿久根市 ①，② 健康教室
　学校保健会で生徒，保護者等を対象に，基本的生活習慣の確
立を定着させることで心身の健康的な成長が成されることについ
ての講話を計画しています。

11月21日 阿久根市立鶴川内中学校 阿久根市立鶴川内中学校 無料
阿久根市立鶴川内中学校
担当：福島教頭
℡：0996-72-2101

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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鹿児島県 姶良市 ② 親子読書会
親子読書サ－クルの保護者が大型絵本などによる読み聞かせ
やゲ－ムをして親子で過ごす活動です。

10月25日 加治木幼稚園 姶良市立加治木幼稚園 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立加治木幼稚園
園長　　城ヶ﨑　修二
0995-65-2502

第60回「教育・文化週間」関連行事

鹿児島県 阿久根市 ② 学校自由参観週間
保護者や地域の方々に，自由に学校の授業等を参観していただ
きます。

11月1日～9日 阿久根市立三笠中学校 阿久根市立三笠中学校 無料
阿久根市立三笠中学校
担当：阿部教頭
℡：0996-75-0003

鹿児島県 阿久根市 ②、③ 学習発表会
「総合的な学習の時間」の成果を発表し，保護者や地域の方々
に観覧していただきます。

11月2日 阿久根市立三笠中学校 阿久根市立三笠中学校 無料
阿久根市立三笠中学校
担当：阿部教頭
℡：0996-75-0003

鹿児島県 出水市 ② いい歯ニッコリ三笠週間
この週間を通して，むし歯予防と歯周病予防について意識を高
めるとともに学活で歯科指導を行っていきます。

11月5日～11日 阿久根市立三笠中学校 阿久根市立三笠中学校 無料
阿久根市立三笠中学校
担当：阿部教頭
℡：0996-75-0003

鹿児島県 阿久根市 インターンシップ
地域の企業等に協力を依頼し，本校２年生を対象としたインター
ンシップを行います。

10月23日～27日 鶴翔高等学校 鶴翔高等学校 無料
鹿児島県立鶴翔高等学校
担当：稲村教頭
℡：0996-72-7310

鹿児島県 阿久根市 ②，③ 授業公開 保護者や地域の方々に，期間中の全授業を公開します。 11月1日～７日 鶴翔高等学校 鶴翔高等学校 無料
鹿児島県立鶴翔高等学校
担当：稲村教頭
℡：0996-72-7311

鹿児島県 阿久根市 ② 飛翔祭(文化祭)
ステ－ジ発表，展示発表，物産販売，農産物販売などを行いま
す。

11月10日～11日 鶴翔高等学校 鶴翔高等学校 無料
鹿児島県立鶴翔高等学校
担当：稲村教頭
℡：0996-72-7312

鹿児島県 阿久根市 ③ アートフェス
保護者に参加していただき，一緒に絵画・造形活動を楽しみま
す。

10月21日
認定こども園
阿久根めぐみこども園

認定こども園
阿久根めぐみこども園

無料

認定こども園
阿久根めぐみこども園
担当：本主任
℡：0996-72-0431

鹿児島県 阿久根市 ② 作品展（バザー） バザー会場に園児の作品を展示し，観覧していただきます。 11月18日
認定こども園
あくね園

認定こども園
あくね園

無料

認定こども園
あくね園
担当：坪久田園長
℡：0996-72-1582

鹿児島県 阿久根市 ①,③ 阿久根市総合文化祭
市内の幼・小・中・高生，一般の方々の演芸発表や作品展示等
を行います。

11月3日～4日 阿久根市市民会館
阿久根市教育委員会生涯学
習課

無料
阿久根市教育委員会
生涯学習課　平田
℡：0996-72-1051

鹿児島県 阿久根市 ②,③ 阿久根市小・中・高音楽会
市内の全小・中学校と県立鶴翔高等学校の代表が集い，合唱や
合奏等を発表します。

11月8日 阿久根市市民会館
阿久根市音楽部会，阿久根市
教育委員会

無料
阿久根市教育委員会
学校教育課　鎌田　
℡：0996-73-1258

鹿児島県 阿久根市 ② 阿久根市中学校英語暗唱・弁論大会
市内の全中学校の代表が集まり，課題に沿った英語による弁論
を行います。

11月30日 阿久根市立大川中学校
阿久根市中学校英語部会，阿
久根市教育委員会

無料
阿久根市教育委員会
学校教育課　德重
℡：0996-73-1258

鹿児島県 天城町 ② フリ－参観週間
園内の授業や活動の様子を保護者，地域の方々に自由参観し
ていただきます。

10月23日～27日 天城町立西阿木名幼稚園 天城町立西阿木名幼稚園 無料
天城町立西阿木名幼稚園
担当：竹山園長
℡：0997-85-9331

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



3812

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

鹿児島県 姶良市 ② 親子読書会
親子読書サ－クルの保護者が大型絵本などによる読み聞かせ
やゲ－ムをして親子で過ごす活動です。

10月25日 加治木幼稚園 姶良市立加治木幼稚園 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立加治木幼稚園
園長　　城ヶ﨑　修二
0995-65-2502

第60回「教育・文化週間」関連行事

鹿児島県 天城町 ② 学習発表会
敷地内にある小学校・中学校と合同で開催し，音楽演奏や劇な
どを発表します。

10月27日
天城町立西阿木名小中学
校体育館

天城町立西阿木名幼稚園 無料
天城町立西阿木名幼稚園
担当：竹山園長
℡：0997-85-9332

鹿児島県 天城町 ② ふれあい給食
園児・児童・生徒と保護者や地域の方と一緒に体育館で給食を
食べながら交流を深める活動です。

10月27日
天城町立西阿木名小中学
校体育館

天城町立西阿木名幼稚園 無料
天城町立西阿木名幼稚園
担当：竹山園長
℡：0997-85-9333

鹿児島県 天城町 ② 校内ロ－ドレ－ス大会 幼稚園児から中学生まで合同の校内ロ－ドレ－スを行います。 11月8日
天城町立西阿木名小中学
校グラウンドから県道

天城町立西阿木名幼稚園 無料
天城町立西阿木名幼稚園
担当：竹山園長
℡：0997-85-9334

鹿児島県 天城町 ② 1年生保護者対象「給食試食会」
1年生保護者と児童を対象に，担任及び栄養教諭による食育教
室を実施した後，児童と共に給食の試食を行い，給食及び食に
関する理解を深めます。

11月2日 天城町立天城小学校 天城町立天城小学校 無料
天城町立天城小学校
担当：長田教頭
℡：0997-85-2052

鹿児島県 天城町 ②
学校評議員会
給食試食会

学校評議員の方に授業参観や給食試食を通して，学校教育の
現状をよりよく理解していただくとともに，多方面から意見をいた
だきます。

11月2日 天城町立天城小学校 天城町立天城小学校 無料
天城町立天城小学校
担当：長田教頭
℡：0997-85-2053

鹿児島県 天城町 ②
世代間交流ふれあい
グラウンドゴルフ大会

５･６年生児童が地域の高齢者の方々とグラウンドゴルフ
を通して交流を深めます。

11月2日 天城町立天城小学校 天城町立天城小学校 無料
天城町立天城小学校
担当：長田教頭
℡：0997-85-2054

鹿児島県 天城町 ② 学習発表会
各学級や金管バンドの日頃の学習及び練習の
成果を保護者や地域住民に発表します。

11月12日 天城町立天城小学校 天城町立天城小学校 無料
天城町立天城小学校
担当：長田教頭
℡：0997-85-2055

鹿児島県 天城町 ② 読書祭り
朝の読書タイムで読み聞かせをしたり，標語や読書感想文を発
表したりします。

10月24日 天城町立岡前小学校 天城町立岡前小学校 無料
天城町立岡前小学校
担当：中野教頭
℡：0997-85-4188

鹿児島県 天城町 ② ようこそおもちゃランドへ
２年生が１年生及び保護者を招き生活科で作ったおもちゃを披露
し，交換したり，一緒に遊んだりする。

11月7日 天城町立岡前小学校 天城町立岡前小学校 無料
天城町立岡前小学校
担当：中野教頭
℡：0997-85-4189

鹿児島県 天城町 ② 昔遊びの交流学習
３年生が地域の方々と一緒に遊ぶという体験を通して，昔遊びに
ついて学びます。

11月7日 天城町立岡前小学校 天城町立岡前小学校 無料
天城町立岡前小学校
担当：中野教頭
℡：0997-85-4190

鹿児島県 天城町 ② 郷土料理を作ろう ４年生が地域の方々から，郷土料理の作り方を学び，試食する。 11月7日 天城町立岡前小学校 天城町立岡前小学校 無料
天城町立岡前小学校
担当：中野教頭
℡：0997-85-4191

鹿児島県 天城町 ② 徳之島の農業を知ろう ５年生が徳之島の農業について講師を招き，講話を聞く 11月7日 天城町立岡前小学校 天城町立岡前小学校 無料
天城町立岡前小学校
担当：中野教頭
℡：0997-85-4192

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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鹿児島県 姶良市 ② 親子読書会
親子読書サ－クルの保護者が大型絵本などによる読み聞かせ
やゲ－ムをして親子で過ごす活動です。

10月25日 加治木幼稚園 姶良市立加治木幼稚園 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立加治木幼稚園
園長　　城ヶ﨑　修二
0995-65-2502

第60回「教育・文化週間」関連行事

鹿児島県 天城町 ② ジャガイモを植えよう ６年生が保護者と一緒にジャガイモの植え付けをする。 11月7日 天城町立岡前小学校 天城町立岡前小学校 無料
天城町立岡前小学校
担当：中野教頭
℡：0997-85-4188

鹿児島県 天城町 ② 学習発表会
全校児童が日頃の学習の成果を保護者や地域の方々を招いて
発表します。

11月2日 天城町立岡前小学校 天城町立岡前小学校 無料
天城町立岡前小学校
担当：中野教頭
℡：0997-85-4189

鹿児島県 天城町 ②
｢心の教育の日｣
授業参観

全学級で道徳の授業を公開し，保護者や地域の方々に参観して
いただきます。

10月18日
天城町立岡前小学校与名
間分校

天城町立岡前小学校与名間
分校

無料

天城町立岡前小学校
与名間分校
担当：奥教頭
℡：0997-85-2284

鹿児島県 天城町 ② 読書祭り
読み聞かせグル－プの読み聞かせを聞いたり，読書標語等の発
表をしたりします。(岡前小学校との合同学習）

10月24日 天城町立岡前小学校
天城町立岡前小学校与名間
分校

無料

天城町立岡前小学校
与名間分校
担当：奥教頭
℡：0997-85-2285

鹿児島県 天城町 ②
与名間分校・与名間保育所合同学習発
表会

保護者や地域の方々を招いて，保育所と合同で日常の学習成
果を発表します。

11月1日
天城町立岡前小学校与名
間分校

天城町立岡前小学校与名間
分校

無料

天城町立岡前小学校
与名間分校
担当：奥教頭
℡：0997-85-2286

鹿児島県 天城町 ② 岡前小学校学習発表会参加
岡前小学校の学習発表会で，岡前小学校区の地域の方々や，
岡前小学校の児童･教職員の前で与名間太鼓を披露します。

11月2日 天城町立岡前小学校
天城町立岡前小学校与名間
分校

無料

天城町立岡前小学校
与名間分校
担当：奥教頭
℡：0997-85-2287

鹿児島県 天城町 ② 学校自由参観
保護者や地域の方々に学校や児童の様子を自由に参観してい
ただきます。

11月6日，7日
天城町立岡前小学校与名
間分校

天城町立岡前小学校与名間
分校

無料

天城町立岡前小学校
与名間分校
担当：奥教頭
℡：0997-85-2288

鹿児島県 天城町 ②
昔の遊び
グランドゴルフ大会
給食交流会

地域の高齢者や学校支援ボランティアの方々を招き，昔の遊び
やグランドゴルフを一緒に楽しむふれあい活動です。

11月7日
天城町立岡前小学校与名
間分校

天城町立岡前小学校与名間
分校

無料

天城町立岡前小学校
与名間分校
担当：奥教頭
℡：0997-85-2289

鹿児島県 天城町 ② フリ－参観日 日常の学習の様子を自由に参観していただきます。 11月1日～12日 天城町立兼久小学校 天城町立兼久小学校 無料
天城町立兼久小学校
担当：西教頭
℡：0997-85-2285

鹿児島県 天城町 ② 学習発表会
日頃学習した内容を，保護者や校区民を招いて，各学年ごとに
発表します。

11月12日 天城町立兼久小学校 天城町立兼久小学校 無料
天城町立兼久小学校
担当：西教頭
℡：0997-85-2286

鹿児島県 天城町 ② 学校評議員会
学校の教育活動を自由に参観していただき，教育活動全般につ
いての点検・評価をしていただきます。

11月12日 天城町立兼久小学校 天城町立兼久小学校 無料
天城町立兼久小学校
担当：西教頭
℡：0997-85-2287

鹿児島県 天城町 ② 学校保健委員会
学校内の健康安全に関する諸課題などについて情報交換をしな
がらよりよい取組を探る会議です。

11月12日 天城町立兼久小学校 天城町立兼久小学校 無料
天城町立兼久小学校
担当：西教頭
℡：0997-85-2288

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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鹿児島県 姶良市 ② 親子読書会
親子読書サ－クルの保護者が大型絵本などによる読み聞かせ
やゲ－ムをして親子で過ごす活動です。

10月25日 加治木幼稚園 姶良市立加治木幼稚園 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立加治木幼稚園
園長　　城ヶ﨑　修二
0995-65-2502

第60回「教育・文化週間」関連行事

鹿児島県 天城町 ② 教育相談週間 全保護者を対象に保護者と担任による教育相談を実施します。 11月14日15日,17日 天城町立兼久小学校 天城町立兼久小学校 無料
天城町立兼久小学校
担当：西教頭
℡：0997-85-2289

鹿児島県 天城町 ② フリ－参観週間
教科・総合的な学習の時間・生活科などの授業や活動の様子を
保護者，地域の方々に自由参観していただきます。

10月23日～27日 天城町立西阿木名小学校 天城町立西阿木名小学校 無料
天城町立西阿木名小学校
担当：泉教頭
℡：0997-85-9001

鹿児島県 天城町 ② 学習発表会
敷地内の幼稚園・中学校と合同で開催し，音楽演奏や詩の群
読，劇などを発表します。

10月27日
天城町立西阿木名小中学
校体育館

天城町立西阿木名小学校 無料
天城町立西阿木名小学校
担当：泉教頭
℡：0997-85-9002

鹿児島県 天城町 ② ふれあい給食
園児・児童・生徒と保護者や地域の方々と一緒に体育館で給食
を食べながら交流を深める活動です。

10月27日
天城町立西阿木名小中学
校体育館

天城町立西阿木名小学校 無料
天城町立西阿木名小学校
担当：泉教頭
℡：0997-85-9003

鹿児島県 天城町 ② 校内ロ－ドレ－ス大会 幼稚園児から中学生まで合同の校内ロ－ドレ－スを行います。 11月8日
天城町立西阿木名小中学
校グラウンドから県道

天城町立西阿木名小学校 無料
天城町立西阿木名小学校
担当：泉教頭
℡：0997-85-9004

鹿児島県 天城町 ② 学校自由参観 保護者・地域の方々に授業等を公開します。 11月1・2・6・7日
天城町立西阿木名小学校
三京分校

天城町立西阿木名小学校三
京分校

無料

天城町立西阿木名小学校
三京分校
担当：持留教頭
℡：0997-85-9002

鹿児島県 天城町 ②
学習発表会
グラウンドゴルフ大会
ふれあい給食

学習発表会終了後、児童・職員・集落の方々を交えてグラウンド
ゴルフ大会とふれあい給食を実施します。

11月2日
天城町立西阿木名小学校
三京分校

天城町立西阿木名小学校三
京分校

無料

天城町立西阿木名小学校
三京分校
担当：持留教頭
℡：0997-85-9003

鹿児島県 天城町 ② 校内文化祭
実行委員会を中心に計画し，生徒の創造性・自主性を高めるとと
もに，協調・共和の精神を身に付けさせます。

11月1日 天城中学校体育館 天城町立天城中学校 無料
天城町立天城中学校
担当：碇山教頭
℡：0997-85-2281

鹿児島県 天城町 ② 天城町英語暗唱・弁論大会
天城町内の中学校代表者が英語暗唱・弁論大会で発表します。
他の学校の様子がわかり，よい刺激となりこれからの学習の充
実に役立ちます。

11月2日 天城中学校体育館 天城町立天城中学校 無料
天城町立天城中学校
担当：碇山教頭
℡：0997-85-2282

鹿児島県 天城町 ② 自由授業参観・学校見学
受付後，校内を自由に授業参観できる。生徒の頑張っている姿
や，学校の環境を見ていただき意見をいただきます。

11月1日2日６日7日 天城中学校校内 天城町立天城中学校 無料
天城町立天城中学校
担当：碇山教頭
℡：0997-85-2283

鹿児島県 天城町 ② 創立７０周年記念文化祭
弁論や合唱，英語暗唱など，日頃の学習の成果や総合的な学
習の学年テ－マに沿った発表をします。

10月27日 北中学校 天城町立北中学校 無料
天城町立北中学校
担当：塩満教頭
℡：0997-85-2282

鹿児島県 天城町 ② 学校自由参観 保護者や地域の方々など，学校を自由に参観できます。
11月1日～2日，6日～7
日

北中学校 天城町立北中学校 無料
天城町立北中学校
担当：塩満教頭
℡：0997-85-2283

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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鹿児島県 姶良市 ② 親子読書会
親子読書サ－クルの保護者が大型絵本などによる読み聞かせ
やゲ－ムをして親子で過ごす活動です。

10月25日 加治木幼稚園 姶良市立加治木幼稚園 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立加治木幼稚園
園長　　城ヶ﨑　修二
0995-65-2502

第60回「教育・文化週間」関連行事

鹿児島県 天城町 ② 農業体験学習
２年生が保護者や地域の方々の指導を受け，ジャガイモ植付に
取り組みます。

11月10日 北中学校近郊 天城町立北中学校 無料
天城町立北中学校
担当：塩満教頭
℡：0997-85-2284

鹿児島県 天城町 ② フリ－参観週間
教科・道徳・学活・総合的な学習の時間などの授業や活動の様
子を保護者・地域の方々に自由に参観していただきます。

10月23日～27日 天城町立西阿木名中学校 天城町立西阿木名中学校 無料
天城町立西阿木名中学校
担当：泉教頭
℡：0997-85-9001

鹿児島県 天城町 ② 学習発表会
敷地内にある幼稚園・小学校と合同で開催し，音楽演奏や詩の
群読，劇などを発表します。

10月27日
天城町立西阿木名小中学
校体育館

天城町立西阿木名中学校 無料
天城町立西阿木名中学校
担当：泉教頭
℡：0997-85-9002

鹿児島県 天城町 ② ふれあい給食
園児・児童・生徒と保護者や地域の方と一緒に体育館で給食を
食べながら交流を深める活動です。

10月27日
天城町立西阿木名小中学
校体育館

天城町立西阿木名中学校 無料
天城町立西阿木名中学校
担当：泉教頭
℡：0997-85-9003

鹿児島県 天城町 ② 校内ロ－ドレ－ス大会 幼稚園児から中学生まで合同の校内ロ－ドレ－スを行います。 11月8日
天城町立西阿木名小中学
校グラウンドから県道

天城町立西阿木名中学校 無料
天城町立西阿木名中学校
担当：泉教頭
℡：0997-85-9004

鹿児島県 天城町 ② 保育参観日
保護者や地域の方々に，自由な時間帯に保育を参観していただ
きます。

11月１日，２日 天城カトリック幼稚園 天城カトリック幼稚園 無料
天城カトリック幼稚園
担当：中水主任
℡：0997-85-2215

鹿児島県 天城町 ② 天城町中学校英語暗唱･弁論大会 町内の各中学校の代表者が，英語暗唱と弁論を発表する。 11月2日 天城中学校 天城町教育委員会 無料
天城町教育委員会
総務課　栗山　
℡：0997-85-5226

鹿児島県 天城町 ① 大島地区ふれあい読書フェスタ
読書普及推進のため，読書活動実践発表や功労者表彰を行うと
ともに，一般財団法人鹿児島県青年会館艸舎事務局長  池水聖
子氏による講演会を開催します。

11月11日 天城町防災センター
鹿児島県図書館協会奄美支
部

無料
鹿児島県立奄美図書館
℡：0997-52-0244

鹿児島県 奄美市 2 幼稚園開放 未就園児と園児との交流を深めることを目的とした活動です。 11月2日 名瀬幼稚園 奄美市立名瀬幼稚園 無料
奄美市立名瀬幼稚園
担当：水野園長
℡：0997-52-0679

鹿児島県 奄美市 2 祖父母との交流会
園児の祖父母を招いて，保育参観・遊び・お茶会を行う行事で
す。

11月7日 名瀬幼稚園 奄美市立名瀬幼稚園 無料
奄美市立名瀬幼稚園
担当：水野園長
℡：0997-52-0680

鹿児島県 奄美市 2 幼稚園開放日
来年度入園予定の子どもや地域の未就学園児が来園し，在園
児と交流する。

11月2日 朝日幼稚園
奄美市立朝日小学校附属幼
稚園

無料
奄美市立朝日小学校附属幼稚園
担当：長野園長
℡：0997-53-2370

鹿児島県 奄美市 2 祖父母交流会
園児の祖父母を招き，園児の活動を見せたり，一緒に遊んだり、
お茶会をしたりして楽しむ。

11月8日 朝日幼稚園
奄美市立朝日小学校附属幼
稚園

無料
奄美市立朝日小学校附属幼稚園
担当：長野園長
℡：0997-53-2371

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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鹿児島県 姶良市 ② 親子読書会
親子読書サ－クルの保護者が大型絵本などによる読み聞かせ
やゲ－ムをして親子で過ごす活動です。

10月25日 加治木幼稚園 姶良市立加治木幼稚園 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立加治木幼稚園
園長　　城ヶ﨑　修二
0995-65-2502

第60回「教育・文化週間」関連行事

鹿児島県 奄美市 3 祖父母交流会
園児の祖父母を招き，園児による島唄の披露や活動を見ていた
だいたり，昔遊びを一緒にしたりして楽しむ行事です。

11月1日 小宿幼稚園２階ホール
奄美市立小宿小学校附属幼
稚園

無料
奄美市立小宿小学校附属幼稚園
担当：林園長
℡：0997-54-0009

鹿児島県 奄美市 2 自由参観　パン給食試食会
保育参観，パン給食参観を自由にしていただきます。　　　希望
する保護者にパン給食の試食会をします。

11月6日 小宿幼稚園
奄美市立小宿小学校附属幼
稚園

無料
奄美市立小宿小学校附属幼稚園
担当：林園長
℡：0997-54-0010

鹿児島県 奄美市 2 新入園児体験入園 未就学園児が来園し，園児と交流する行事です。 11月7日 小宿幼稚園
奄美市立小宿小学校附属幼
稚園

無料
奄美市立小宿小学校附属幼稚園
担当：林園長
℡：0997-54-0011

鹿児島県 奄美市 ② 幼稚園自由参観週間
保護者・地域の皆様に，園児の学習の様子や園の施設を参観し
ていただく行事です。

11月１日～７日 赤木名小学校附属幼稚園
奄美市立赤木名小学校附属
幼稚園

無料

奄美市立赤木名小学校附属幼稚
園
担当：前田園長
℡：0997-63-0072

鹿児島県 奄美市 ② 学習発表会
保護者・地域の皆様に，園児の学習の成果を参観していただく
行事です。

11月11日 赤木名小学校　体育館
奄美市立赤木名小学校附属
幼稚園

無料

奄美市立赤木名小学校附属幼稚
園
担当：前田園長
℡：0997-63-0073

鹿児島県 奄美市 ② 校区民生委員さんとのふれあい給食
   校区民生委員の方々を招待して，給食を食べながら交流する
行事です。

11月1日 名瀬小学校 奄美市立名瀬小学校 無料
奄美市立名瀬小学校
担当：上村教頭
℡：0997-52-0054

鹿児島県 奄美市 ② 学習発表タイム 　各学年が学習の成果や活動の様子を発表します。 11月2日 名瀬小学校 奄美市立名瀬小学校 無料
奄美市立名瀬小学校
担当：上村教頭
℡：0997-52-0055

鹿児島県 奄美市 ② 保護者給食試食会・給食参観
　 保護者が給食を試食したり，給食参観をしたりして学校給食へ
の理解を深めてもらう行事です。

11月１，２，６日 名瀬小学校 奄美市立名瀬小学校 無料
奄美市立名瀬小学校
担当：上村教頭
℡：0997-52-0056

鹿児島県 奄美市 ② 学校参観 　　授業や校内施設を自由に参観することができます。 11月１日～7日 名瀬小学校 奄美市立名瀬小学校 無料
奄美市立名瀬小学校
担当：上村教頭
℡：0997-52-0057

鹿児島県 奄美市 ② 名瀬小学校の歴史紹介パネル展示
　 校長室前廊下に名瀬小学校の歴史を紹介する写真を掲示し
ます。

11月１日～21日 名瀬小学校 奄美市立名瀬小学校 無料
奄美市立名瀬小学校
担当：上村教頭
℡：0997-52-0058

鹿児島県 奄美市 ② 学校自由参観 授業や校内施設を自由に参観することができます。 11月１日～7日 奄美小学校 奄美市立奄美小学校 無料
奄美市立奄美小学校
担当：川上教頭
℡：0997-52-0155

鹿児島県 奄美市 ② 給食試食会
保護者や民生委員等の関係者を対象とした給食試食会を実施
し，給食の現状等について理解を深めていただきます。

11月7日 奄美小学校 奄美市立奄美小学校 無料
奄美市立奄美小学校
担当：川上教頭
℡：0997-52-0156

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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鹿児島県 姶良市 ② 親子読書会
親子読書サ－クルの保護者が大型絵本などによる読み聞かせ
やゲ－ムをして親子で過ごす活動です。

10月25日 加治木幼稚園 姶良市立加治木幼稚園 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立加治木幼稚園
園長　　城ヶ﨑　修二
0995-65-2502

第60回「教育・文化週間」関連行事

鹿児島県 奄美市 ② 学習発表会 保護者や地域の方々にこれまでの学習の成果を発表します。 11月11日 奄美小学校 奄美市立奄美小学校 無料
奄美市立奄美小学校
担当：川上教頭
℡：0997-52-0157

鹿児島県 奄美市 ② 学校自由参観
期間中，授業の様子や施設等の教育環境を自由に参観してい
ただきます。

11月1日～7日 奄美市立伊津部小学校 奄美市立伊津部小学校 無料
奄美市立伊津部小学校
担当：徳田教頭
℡：0997-52-0970

鹿児島県 奄美市 ② 給食試食会
地域の方々に児童と一緒に給食(郷土料理)を試食していただき
ながら交流を深めてもらいます。

11月2日 奄美市立伊津部小学校 奄美市立伊津部小学校 無料
奄美市立伊津部小学校
担当：徳田教頭
℡：0997-52-0971

鹿児島県 奄美市 ② 学習発表会
劇・合唱・合奏・研究発表など，これまで学習してきたことを各学
年ごとに発表します。

11月2日
奄美市立伊津部小学校体
育館

奄美市立伊津部小学校 無料
奄美市立伊津部小学校
担当：徳田教頭
℡：0997-52-0970

鹿児島県 奄美市 ② 校内読書祭り
下学年と上学年に分かれ，読書に関する取組の発表や，児童や
ＰＴＡ読書委員会による読み聞かせ等を行います。

11月22日
奄美市立伊津部小学校３Ｆ
ホール

奄美市立伊津部小学校 無料
奄美市立伊津部小学校
担当：徳田教頭
℡：0997-52-0971

鹿児島県 奄美市 ② 学校自由参観
保護者や地域の方々が授業や学校施設を自由に参観できま
す。

11月1日～7日 朝日小学校 奄美市立朝日小学校 無料
奄美市立朝日小学校
担当：赤井教頭
℡：0997-52-1194

鹿児島県 奄美市 ② 給食試食会
学校評議員，スクールガードの方々を対象に，地場産物を材料
とした給食試食会を実施します。

11月2日 朝日小学校 奄美市立朝日小学校 無料
奄美市立朝日小学校
担当：赤井教頭
℡：0997-52-1195

鹿児島県 奄美市 ② 学習発表会
上学年と下学年に分かれて，普段の学習の成果を保護者や地
域の方々に舞台発表します。

11月11日 朝日小学校 奄美市立朝日小学校 無料
奄美市立朝日小学校
担当：赤井教頭
℡：0997-52-1196

鹿児島県 奄美市 ② 読書祭り
各学年部で読み聞かせ会や，ＰＴＡ読書研修部によるエプロンシ
アタ－やパネルシアタ－等を行います。

11月1日～14日 朝日小学校 奄美市立朝日小学校 無料
奄美市立朝日小学校
担当：赤井教頭
℡：0997-52-1197

鹿児島県 奄美市 ② 学校自由参観
保護者や地域の方々が，授業や学校施設を自由に参観できま
す。

11月1日～7日 小宿小学校 奄美市立小宿小学校 無料
奄美市立小宿小学校
担当：中村教頭
℡：0997-54-8832

鹿児島県 奄美市 ② 小宿フェスティバル
保護者や地域の方々に対して，学年ごとにこれまでの学習成果
を発表します。

11月11日 小宿小学校 奄美市立小宿小学校 無料
奄美市立小宿小学校
担当：中村教頭
℡：0997-54-8833

鹿児島県 奄美市 ② 地震・津波を想定した避難訓練
もし，自分たちの住んでいる地域で大規模な地震・津波が発生し
たらどのように行動したらよいか，地域の方々と一緒に考えた
り，実際の避難の様子を参観したりしていただきます。

11月1日 知根小学校 奄美市立知根小学校 無料
奄美市立知根小学校
担当：永野教頭
℡：0997-54-8138

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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鹿児島県 姶良市 ② 親子読書会
親子読書サ－クルの保護者が大型絵本などによる読み聞かせ
やゲ－ムをして親子で過ごす活動です。

10月25日 加治木幼稚園 姶良市立加治木幼稚園 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立加治木幼稚園
園長　　城ヶ﨑　修二
0995-65-2502

第60回「教育・文化週間」関連行事

鹿児島県 奄美市 ② 学習発表会
児童による学習成果の発表に加え，保護者や地域による舞台発
表があり，お互いに鑑賞し合います。

11月4日 知根小学校 奄美市立知根小学校 無料
奄美市立知根小学校
担当：永野教頭
℡：0997-54-8139

鹿児島県 奄美市 ② 学校自由参観
保護者や地域の方々が授業や学校施設を自由に参観できま
す。

11月1日～2日
11月７日

知根小学校 奄美市立知根小学校 無料
奄美市立知根小学校
担当：永野教頭
℡：0997-54-8140

鹿児島県 奄美市 ② 給食試食会
学校ボランティアでお世話になっている地域の方々をご招待し
て，子どもたちと一緒に学校給食を楽しんでいただきます。

11月7日 知根小学校 奄美市立知根小学校 無料
奄美市立知根小学校
担当：永野教頭
℡：0997-54-8141

鹿児島県 奄美市 ② 大川小・中学校文化祭 舞台発表や展示発表など日頃の学習の成果を発表します。 10月29日 大川小学校体育館 奄美市立大川小学校 無料
奄美市立大川小学校
担当：七夕教頭
℡：0997-54-9831

鹿児島県 奄美市 ② 授業参観
保護者や地域の方々が授業や学校施設を自由に参観できま
す。

11月1日～7日 大川小学校 奄美市立大川小学校 無料
奄美市立大川小学校
担当：七夕教頭
℡：0997-54-9832

鹿児島県 奄美市 ② 心の教育の日
全学級で道徳の授業を行い，学校における心の教育の在り方に
ついて考える日です。

11月1日 大川小学校教室 奄美市立大川小学校 無料
奄美市立大川小学校
担当：七夕教頭
℡：0997-54-9833

鹿児島県 奄美市 ② 給食試食会 子どもたちと一緒に給食を食べ，語らいながら親交を深めます。 11月1日 大川小学校 奄美市立大川小学校 無料
奄美市立大川小学校
担当：七夕教頭
℡：0997-54-9834

鹿児島県 奄美市 ② ふれあい給食
学校ボランティアとしてお世話になっている校区の方々を招待し
て，児童と一緒に給食を食べていただく取組です。

11月2日 小湊小学校 奄美市立小湊小学校 無料
奄美市立小湊小学校
担当：阿久根教頭
℡：0997-54-9833

鹿児島県 奄美市 ② 高齢者とのふれあい活動
校区内の高齢者(先輩方)を招いて地域に伝わる昔話を聞いた
り，昔の遊びを体験したりする活動です。

11月2日 小湊小学校 奄美市立小湊小学校 無料
奄美市立小湊小学校
担当：阿久根教頭
℡：0997-54-9834

鹿児島県 奄美市 ② 学習発表会
保護者，地域の皆様，卒業生を招いて学習発表会を実施いたし
ます。

11月3日 小湊小学校 奄美市立小湊小学校 無料
奄美市立小湊小学校
担当：阿久根教頭
℡：0997-54-9835

鹿児島県 奄美市 ② 学校自由参観
保護者・地域の方々に授業や学校施設を自由に参観していただ
きます。

10月30日～11月7日 小湊小学校 奄美市立小湊小学校 無料
奄美市立小湊小学校
担当：阿久根教頭
℡：0997-54-9836

鹿児島県 奄美市 ② 学習発表会 小中合同でチヂン演奏，劇等学習の成果を発表します。 10月22日 奄美市立崎原小中学校 奄美市立崎原小学校 無料
奄美市立崎原小学校
担当：中島教頭
℡：0997-52-9900

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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鹿児島県 姶良市 ② 親子読書会
親子読書サ－クルの保護者が大型絵本などによる読み聞かせ
やゲ－ムをして親子で過ごす活動です。

10月25日 加治木幼稚園 姶良市立加治木幼稚園 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立加治木幼稚園
園長　　城ヶ﨑　修二
0995-65-2502

第60回「教育・文化週間」関連行事

鹿児島県 奄美市 ②
ふれあい給食
ふれあいタイム

保護者・地域の方々を招いて，レクリエ－ション，給食を一緒に
行います。

10月31日 奄美市立崎原小中学校 奄美市立崎原小学校 無料
奄美市立崎原小学校
担当：中島教頭
℡：0997-52-9901

鹿児島県 奄美市 ② 学校自由参観 保護者・地域の方々に授業や学校施設を公開します。 11月１日～7日 奄美市立崎原小中学校 奄美市立崎原小学校 無料
奄美市立崎原小学校
担当：中島教頭
℡：0997-52-9902

鹿児島県 奄美市 ②
読書祭り
教育講演会

子どもたちの音読や読み聞かせ等の発表と児童・保護者・地域
の方々に講師を招いての教育講演会を行います。

11月11日 奄美市立崎原小中学校 奄美市立崎原小学校 無料
奄美市立崎原小学校
担当：中島教頭
℡：0997-52-9903

鹿児島県 奄美市 ② 地域の方との給食交流会
校区内の高齢者を招いて，昔の暮らしの様子などを
交流会を通して知る行事です。

11月2日
芦花部小中学校多目的ス
ペース

芦花部小学校 無料
奄美市立芦花部小学校
担当：野口教頭
℡：0997-54-6163

鹿児島県 奄美市 ② 学校開放週間
地域・保護者の方々に学校を開放し，自由に教育活動の様子を
参観できる週間です。

11月1日～7日 住用小学校 奄美市立住用小学校 無料
奄美市立住用小学校
担当：中薗教頭
℡：0997-69-2109

鹿児島県 奄美市 ② 学習発表会 保護者や地域の方々を招いて学習の成果を発表する行事です。 11月11日 住用小学校 奄美市立住用小学校 無料
奄美市立住用小学校
担当：中薗教頭
℡：0997-69-2110

鹿児島県 奄美市 ② 給食試食会
保護者や地域の方々を招き，給食を通して交流を図る活動で
す。

11月2日 住用小学校 奄美市立住用小学校 無料
奄美市立住用小学校
担当：中薗教頭
℡：0997-69-2111

鹿児島県 奄美市 ② 学校自由参観
児童の平素の学習の様子を保護者及び地域住民に公開しま
す。

11月1日～7日 東城小学校 奄美市立東城小学校 無料
奄美市立東城小学校
担当：西島教頭
℡：0997-69-5103

鹿児島県 奄美市 ② 読書祭り
児童会図書委員会企画の紙芝居や児童生徒の読書感想文発
表等を行い，全校で楽しむ行事です。

11月1日 東城小学校 奄美市立東城小学校 無料
奄美市立東城小学校
担当：西島教頭
℡：0997-69-5104

鹿児島県 奄美市 ② 給食試食会 学校評議員に給食参観と給食試食をしていただく行事です。 11月1日 東城小学校 奄美市立東城小学校 無料
奄美市立東城小学校
担当：西島教頭
℡：0997-69-5105

鹿児島県 奄美市 ② 学校評議員会
授業や行事，給食指導を参観していただき，質疑・応答や要望・
意見を今後の教育活動に役立てます。

11月1日 東城小学校 奄美市立東城小学校 無料
奄美市立東城小学校
担当：西島教頭
℡：0997-69-5106

鹿児島県 奄美市 ②
学習発表会
校区文化祭

子どもたち，ＰＴＡ会員，集落の各組織ごとの発表や絵画等を展
示した学習発表会と校区文化祭を合同で行う行事です。

10月29日 市小学校 奄美市立市小学校 無料
奄美市立市小学校
担当：田中教頭
℡：0997-69-2603

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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鹿児島県 姶良市 ② 親子読書会
親子読書サ－クルの保護者が大型絵本などによる読み聞かせ
やゲ－ムをして親子で過ごす活動です。

10月25日 加治木幼稚園 姶良市立加治木幼稚園 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立加治木幼稚園
園長　　城ヶ﨑　修二
0995-65-2502

第60回「教育・文化週間」関連行事

鹿児島県 奄美市 ② ふれあい活動
校区内の高齢者を招き，昔の遊びを教えていただきながら一緒
に遊ぶ活動です。

11月1日 市小学校 奄美市立市小学校 無料
奄美市立市小学校
担当：田中教頭
℡：0997-69-2604

鹿児島県 奄美市 ② ふれあい給食
校区内の高齢者を招き，一緒に給食を食べながら親交を深める
活動です。

11月1日 市小学校 奄美市立市小学校 無料
奄美市立市小学校
担当：田中教頭
℡：0997-69-2605

鹿児島県 奄美市 ② 学校自由参観週間
保護者・地域の皆様に，児童の学習の様子や学校の施設を参観
していただく行事です。（道徳一斉授業・給食試食会等を含む）

11月１日～７日 奄美市立赤木名小学校 奄美市立赤木名小学校 無料
奄美市立赤木名小学校
担当：中山教頭
℡：0997-63-0009

鹿児島県 奄美市 ② 学習発表会
保護者・地域の皆様に，児童の学習の成果を参観していただく
行事です。

11月11日 奄美市立赤木名小学校 奄美市立赤木名小学校 無料
奄美市立赤木名小学校
担当：中山教頭
℡：0997-63-0010

鹿児島県 奄美市 ② 給食試食会（１・２年保護者対象） 保護者や祖父母を招き，児童と一緒に給食を試食します。 10月27日 笠利小学校１・２年教室 笠利小学校 無料
奄美市立笠利小学校
担当：折田教頭
℡：0997-63-8831

鹿児島県 奄美市 ② 学校自由参観 保護者や地域の方々に授業や学校施設を公開します。 11月１日～11月７日 笠利小学校各教室 笠利小学校 無料
奄美市立笠利小学校
担当：折田教頭
℡：0997-63-8832

鹿児島県 奄美市 ② 学校自由参観 日頃の学校での様子や学校施設を参観していただきます。 11月1日，6日 節田小学校 奄美市立節田小学校 無料
奄美市立節田小学校
担当：濱﨑教頭
℡：0997-63-0081

鹿児島県 奄美市 ② 読書まつり
子どもたちの暗唱や保護者によるエプロンシアタ－や読み聞か
せなどを行います。

11月7日 節田小学校 奄美市立節田小学校 無料
奄美市立節田小学校
担当：濱﨑教頭
℡：0997-63-0081

鹿児島県 奄美市 ② 心の教育の日（道徳一斉授業参観）
全学級道徳の授業を行い,保護者や地域の方々に参観していた
だきます。

11月7日 節田小学校 奄美市立節田小学校 無料
奄美市立節田小学校
担当：濱﨑教頭
℡：0997-63-0082

鹿児島県 奄美市 ② 学校自由参観 日頃の学校での様子や学校施設を参観していただきます。 11月１日～7日 緑が丘小学校 奄美市立緑が丘小学校 無料
奄美市立緑が丘小学校
担当：堀内教頭
℡：0997-63-1994

鹿児島県 奄美市 ② 学習発表会
音楽や劇など日頃の学習の成果を保護者や地域の方々に発表
する行事です。

11月12日 緑が丘小学校 奄美市立緑が丘小学校 無料
奄美市立緑が丘小学校
担当：堀内教頭
℡：0997-63-1995

鹿児島県 奄美市 ② 学校自由参観 保護者・地域の方々に授業や学校施設を公開します。 11月1・２・６・７日 奄美市立宇宿小学校 奄美市立宇宿小学校 無料
奄美市立宇宿小学校
担当：花里教頭
℡：0997-63-0094

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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鹿児島県 姶良市 ② 親子読書会
親子読書サ－クルの保護者が大型絵本などによる読み聞かせ
やゲ－ムをして親子で過ごす活動です。

10月25日 加治木幼稚園 姶良市立加治木幼稚園 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立加治木幼稚園
園長　　城ヶ﨑　修二
0995-65-2502

第60回「教育・文化週間」関連行事

鹿児島県 奄美市 ② 給食試食会
保護者と一緒に交流給食を行い，給食委員会の子どもたちが献
立の発表や給食についてのクイズを紹介します。

11月2日 奄美市立宇宿小学校 奄美市立宇宿小学校 無料
奄美市立宇宿小学校
担当：花里教頭
℡：0997-63-0095

鹿児島県 奄美市 ② 学校自由参観
　保護者や地域の方々に日頃の学校の様子や授業の様子を公
開します。

11月１日～7日 手花部小学校 奄美市立手花部小学校 無料
奄美市立手花部小学校
担当：尾辻教頭
℡：0997-63-0085

鹿児島県 奄美市 ② 「手花部に行こうDay」手花部授業
　地域の方々を講師として招いて，地域及び奄美大島について
話を聞いたり，体験活動を行ったりする（児童・保護者・地域住民
対象）。

11月2日 手花部小学校 奄美市立手花部小学校 無料
奄美市立手花部小学校
担当：尾辻教頭
℡：0997-63-0086

鹿児島県 奄美市 ①
「手花部に行こうDay」高齢者とのふれあ
い活動

　地域の高齢者の方々と一緒にグランドゴルフや島口カルタ等の
活動をしたりしながら高齢者との親睦を深めたり，昔の奄美の様
子聞いたりする。

11月1日 手花部小学校 奄美市立手花部小学校 無料
奄美市立手花部小学校
担当：尾辻教頭
℡：0997-63-0087

鹿児島県 奄美市 ② 「手花部に行こうDay」給食試食会
　校区老人会の方々と一緒に楽しく会食しながら，児童会主催で
クイズ大会などを行って，親睦を深めるとともに，学校給食につ
いて知っていただく。

11月1日 手花部小学校 奄美市立手花部小学校 無料
奄美市立手花部小学校
担当：尾辻教頭
℡：0997-63-0088

鹿児島県 奄美市 ② 教育相談 　県民週間の機会に，全保護者と担任が教育相談を行う。 11月１日～7日 手花部小学校 奄美市立手花部小学校 無料
奄美市立手花部小学校
担当：尾辻教頭
℡：0997-63-0089

鹿児島県 奄美市 ② 学校自由参観
保護者や地域の方々が授業や学校施設を自由に参観できま
す。

11月１日～７日 屋仁小学校各教室 奄美市立屋仁小学校 無料
奄美市立屋仁小学校
担当：平野教頭
℡：0997-63-0044

鹿児島県 奄美市 ② 家族給食
日頃，児童が食べている給食を保護者や家族と一緒に食べる活
動です。

11月2日
屋仁小学校ふれあいホー
ル

奄美市立屋仁小学校 無料
奄美市立屋仁小学校
担当：平野教頭
℡：0997-63-0045

鹿児島県 奄美市 ② お年寄りの方との交流
グラウンド・ゴルフを通して，児童と地域のお年寄りの方々との交
流を深める活動です。

11月2日 屋仁小学校校庭 奄美市立屋仁小学校 無料
奄美市立屋仁小学校
担当：平野教頭
℡：0997-63-0046

鹿児島県 奄美市 ② 学習発表会
多くの地域の方を招待して学習の成果を発表します。学級ごとの
発表の他，総合の時間に練習した三味線や島唄も披露します。

11月12日 屋仁小学校体育館 奄美市立屋仁小学校 無料
奄美市立屋仁小学校
担当：平野教頭
℡：0997-63-0047

鹿児島県 奄美市 ②
佐仁小オーレ週間
（佐仁小へいらしてください）

保護者や地域の方々に児童の学習の様子を自由に参観してい
ただく。

11月1日～7日 佐仁小学校 佐仁小学校 無料
奄美市立佐仁小学校
担当：越間教頭
℡：0997-63-8833

鹿児島県 奄美市 ② お年寄り宅訪問
学校参観等ができない地域の高齢者宅を児童が訪問し，自分た
ちで育てた花の苗やメッセージカードを渡したり，会話を楽しんだ
りする活動です。

11月1日 佐仁校区内 佐仁小学校 無料
奄美市立佐仁小学校
担当：越間教頭
℡：0997-63-8834

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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鹿児島県 姶良市 ② 親子読書会
親子読書サ－クルの保護者が大型絵本などによる読み聞かせ
やゲ－ムをして親子で過ごす活動です。

10月25日 加治木幼稚園 姶良市立加治木幼稚園 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立加治木幼稚園
園長　　城ヶ﨑　修二
0995-65-2502

第60回「教育・文化週間」関連行事

鹿児島県 奄美市 ② 特設授業参観 自由参観週間中ですが，特別に「授業参観」案内を出します。 11月2日 4校時 佐仁小学校 佐仁小学校 無料
奄美市立佐仁小学校
担当：越間教頭
℡：0997-63-8835

鹿児島県 奄美市 ② 親子給食
保護者に給食指導や児童の様子を参観していただき，児童と一
緒に給食の試食をしていただきます。

11月2日 給食時間
12：30～13：15

佐仁小学校 佐仁小学校 無料
奄美市立佐仁小学校
担当：越間教頭
℡：0997-63-8836

鹿児島県 奄美市 ② 老人クラブの交流会
老人クラブの方々と昔の遊びやおもちゃ作りを通して交流をしま
す。

11月14日 佐仁小学校 佐仁小学校 無料
奄美市立佐仁小学校
担当：越間教頭
℡：0997-63-8837

鹿児島県 奄美市 ③ 文化祭
舞台発表や展示等を通して，生徒の日頃の学習成果を発表する
行事です。

11月2日 名瀬中学校 奄美市立名瀬中学校 無料
奄美市立名瀬中学校
担当：松尾教頭
℡：0997-52-0168

鹿児島県 奄美市 ② 校内自由参観 保護者や地域の方々が，学校の授業等を参観する行事です。 11月1日～11月7日 名瀬中学校 奄美市立名瀬中学校 無料
奄美市立名瀬中学校
担当：松尾教頭
℡：0997-52-0169

鹿児島県 奄美市 ① 進路講話・セミナ－ 主に３年生とその保護者を対象にした進路説明会です。 11月7日 名瀬中学校 奄美市立名瀬中学校 無料
奄美市立名瀬中学校
担当：松尾教頭
℡：0997-52-0170

鹿児島県 奄美市 ② 第62回文化祭
学級・学年及び各教科・総合的な学習の時間等の成果を舞台で
発表したり，展示を行ったりする活動です。

11月1日 金久中学校 奄美市立金久中学校 無料
奄美市立金久中学校
担当：川畑教頭
℡：0997-52-0738

鹿児島県 奄美市 ② 学校自由参観週間
保護者，地域の方々及び関係機関の方々が来校し，学校の様
子を参観したり，給食試食会をしたりする活動です。

11月1日～7日 金久中学校 奄美市立金久中学校 無料
奄美市立金久中学校
担当：川畑教頭
℡：0997-52-0739

鹿児島県 奄美市 ② 給食試食会 民生委員や学校評議員の方々に，給食試食会を実施します。 11月7日 金久中学校 奄美市立金久中学校 無料
奄美市立金久中学校
担当：川畑教頭
℡：0997-52-0740

鹿児島県 奄美市 ② 3年学級PTA・給食試食会
3年学級PTA及び進路説明会と同日に，生徒の給食活動の参観
や保護者向けに給食試食会を実施します。

11月16日 金久中学校 奄美市立金久中学校 無料
奄美市立金久中学校
担当：川畑教頭
℡：0997-52-0741

鹿児島県 奄美市 ② 学習発表会
舞台発表や展示発表を通して，日頃の学習の成果や総合的な
学習の時間で学んできたことを発表します。

11月2日 朝日中学校 奄美市立朝日中学校 無料
奄美市立朝日中学校
担当：井之脇教頭
℡：0997-52-1195

鹿児島県 奄美市 ② 地域学校開放週間 保護者や地域の方々に授業等を自由に参観していただきます。 11月1日～11月7日 朝日中学校 奄美市立朝日中学校 無料
奄美市立朝日中学校
担当：井之脇教頭
℡：0997-52-1196

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



3812

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

鹿児島県 姶良市 ② 親子読書会
親子読書サ－クルの保護者が大型絵本などによる読み聞かせ
やゲ－ムをして親子で過ごす活動です。

10月25日 加治木幼稚園 姶良市立加治木幼稚園 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立加治木幼稚園
園長　　城ヶ﨑　修二
0995-65-2502

第60回「教育・文化週間」関連行事

鹿児島県 奄美市 ② 学習発表会
弁論大会・英語暗唱大会，総合的な学習の時間の取組を舞台発
表や展示します。

10月27日 小宿中学校 奄美市立小宿中学校 無料
奄美市立小宿中学校
担当：谷口教頭
℡：0997-54-8830

鹿児島県 奄美市 ② 給食試食会
ＰＴＡ保体部員や地域の方々に給食を試食してもらい，食育への
理解を深めてもらいます。

10月27日 小宿中学校 奄美市立小宿中学校 無料
奄美市立小宿中学校
担当：谷口教頭
℡：0997-54-8831

鹿児島県 奄美市 ② 自由参観 保護者・地域の方々に学校を自由に参観していただきます。 11月1日～7日 小宿中学校 奄美市立小宿中学校 無料
奄美市立小宿中学校
担当：谷口教頭
℡：0997-54-8832

鹿児島県 奄美市 ②
家庭教育学級
（兼 学校保健委員会）

学校歯科医を講師として招聘し，「 未定 」と題して，歯の健康に
ついて講話をしていただきます。

10月27日 小宿中学校 奄美市立小宿中学校 無料
奄美市立小宿中学校
担当：谷口教頭
℡：0997-54-8833

鹿児島県 奄美市 ② 校内弁論大会
学年の代表が，日常生活を通して得た感想・意見などを発表しま
す。

11月1日 大川中学校体育館 奄美市立大川中学校 無料
奄美市立大川中学校
担当：七夕教頭
℡：0997-54-9831

鹿児島県 奄美市 ② 文化祭 日頃の学習の成果を発表します。 10月29日 大川中学校体育館 奄美市立大川中学校 無料
奄美市立大川中学校
担当：七夕教頭
℡：0997-54-9832

鹿児島県 奄美市 ② 授業参観
保護者や地域の方々が授業や学校施設を自由に参観できま
す。

11月1日～7日 大川中学校 奄美市立大川中学校 無料
奄美市立大川中学校
担当：七夕教頭
℡：0997-54-9833

鹿児島県 奄美市 ① 心の教育の日
思いやりの心を育てる人権教室を行い，心の教育の在り方につ
いて考える日です。

11月1日 大川中学校 奄美市立大川中学校 無料
奄美市立大川中学校
担当：七夕教頭
℡：0997-54-9834

鹿児島県 奄美市 ② 給食試食会
保護者・地域の方々と子どもたちが一緒に給食を食べ，語らいな
がら親交を深めます。

11月1日 大川中学校 奄美市立大川中学校 無料
奄美市立大川中学校
担当：七夕教頭
℡：0997-54-9835

鹿児島県 奄美市 ② 学習発表会 小中合同でチヂン演奏，劇等学習の成果を発表します。 10月22日 奄美市立崎原中学校 奄美市立崎原中学校 無料
奄美市立崎原中学校
担当：中島教頭
℡：0997-52-9900

鹿児島県 奄美市 ②
ふれあい給食
ふれあいタイム

保護者・地域の方々を招いて，レクリエ－ション，給食を一緒に
行います。

10月31日 奄美市立崎原中学校 奄美市立崎原中学校 無料
奄美市立崎原中学校
担当：中島教頭
℡：0997-52-9901

鹿児島県 奄美市 ② 学校自由参観 保護者・地域の方々に授業や学校施設を公開します。 11月１日～7日 奄美市立崎原中学校 奄美市立崎原中学校 無料
奄美市立崎原中学校
担当：中島教頭
℡：0997-52-9900

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



3812

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

鹿児島県 姶良市 ② 親子読書会
親子読書サ－クルの保護者が大型絵本などによる読み聞かせ
やゲ－ムをして親子で過ごす活動です。

10月25日 加治木幼稚園 姶良市立加治木幼稚園 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立加治木幼稚園
園長　　城ヶ﨑　修二
0995-65-2502

第60回「教育・文化週間」関連行事

鹿児島県 奄美市 ②
読書祭り
教育講演会

子どもたちの音読や読み聞かせ等の発表と児童・保護者・地域
の方々に講師を招いての教育講演会を行います。

11月11日 奄美市立崎原中学校 奄美市立崎原中学校 無料
奄美市立崎原中学校
担当：中島教頭
℡：0997-52-9901

鹿児島県 奄美市 ② 地域の方との給食交流会
校区内の高齢者を招いて，昔の暮らしの様子などを
交流会を通して知る行事です。

11月2日
芦花部小中学校多目的ス
ペース

芦花部中学校 無料
奄美市立芦花部中学校
担当：野口教頭
℡：0997-54-6163

鹿児島県 奄美市 ② 学習発表会
日頃の学習の様子を，保護者・地域の方々に披露する行事で
す。

10月29日 住用中学校 奄美市立住用中学校 無料
奄美市立住用中学校
担当：瀬戸川教頭
℡：0997-69-2106

鹿児島県 奄美市 ② 学校自由参観
日頃の学習の様子や学校の施設を保護者や地域の方々に公開
します。

11月1日～７日 住用中学校 奄美市立住用中学校 無料
奄美市立住用中学校
担当：瀬戸川教頭
℡：0997-69-2107

鹿児島県 奄美市 ② 国際理解講話（土曜授業） 外部講師を招いて，国際理解について学習します。 11月10日 住用中学校 奄美市立住用中学校 無料
奄美市立住用中学校
担当：瀬戸川教頭
℡：0997-69-2108

鹿児島県 奄美市 ②
学習発表会
校区文化祭

子どもたち，ＰＴＡ会員，集落の各組織ごとの発表や絵画等を展
示した学習発表会と校区文化祭を合同で行う行事です。

10月29日 市中学校 奄美市立市中学校 無料
奄美市立市中学校
担当：田中教頭
℡：0997-69-2603

鹿児島県 奄美市 ① ふれあい活動
校区内の高齢者を招き，昔の遊びを教えていただきながら一緒
に遊ぶ活動です。

11月1日 市中学校 奄美市立市中学校 無料
奄美市立市中学校
担当：田中教頭
℡：0997-69-2604

鹿児島県 奄美市 ② ふれあい給食
校区内の高齢者を招き，一緒に給食を食べながら親交を深める
活動です。

11月1日 市中学校 奄美市立市中学校 無料
奄美市立市中学校
担当：田中教頭
℡：0997-69-2605

鹿児島県 奄美市 ② 自由参観
生徒の平素の学習のようすを保護者及び地域住民に参観してい
ただく行事です。

11月1日～7日 東城中学校 奄美市立東城中学校 無料
奄美市立東城中学校
担当：西島教頭
℡：0997-69-5103

鹿児島県 奄美市 ② 学校評議員会
授業や行事，給食指導を参観していただき，質疑・応答や要望・
意見を今後の教育活動に役立てます。

11月1日 東城中学校 奄美市立東城小学校 無料
奄美市立東城中学校
担当：西島教頭
℡：0997-69-5104

鹿児島県 奄美市 ② 保護者・地域の方々による給食試食会
    ＰＴＡや地域の方々に給食を試食してもらい，食育への理解を
深めてもらいます。

10月27日 赤木名中学校 奄美市立赤木名中学校 無料
奄美市立赤木名中学校
担当：上之園教頭
℡：0997-63-1321

鹿児島県 奄美市 ②
文化祭
校内弁論・英語暗唱大会

   舞台発表や展示等を通して，生徒の日頃の学習成果を発表す
る行事です。
   生徒の日頃の国語と英語の学習の成果を発表します。

10月27日 赤木名中学校 奄美市立赤木名中学校 無料
奄美市立赤木名中学校
担当：上之園教頭
℡：0997-63-1322

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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鹿児島県 姶良市 ② 親子読書会
親子読書サ－クルの保護者が大型絵本などによる読み聞かせ
やゲ－ムをして親子で過ごす活動です。

10月25日 加治木幼稚園 姶良市立加治木幼稚園 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立加治木幼稚園
園長　　城ヶ﨑　修二
0995-65-2502

第60回「教育・文化週間」関連行事

鹿児島県 奄美市 ② 学校自由参観
   保護者や地域の方々に自由に校内を参観していただき，感想
などを記入していただきます。

11月1日～7日 赤木名中学校 奄美市立赤木名中学校 無料
奄美市立赤木名中学校
担当：上之園教頭
℡：0997-63-1323

鹿児島県 奄美市 ② 校内弁論大会
各学年の代表が，自然や環境と，様々な社会問題等について自
分のおもいや・意見・考えを熱弁します。

10月18日 笠利中学校 奄美市立笠利中学校 無料
奄美市立笠利中学校
担当：牟田教頭
℡：0997-63-8114

鹿児島県 奄美市 ② 文化祭
生徒が，展示や舞台発表等をとおして日頃の学習の成果を発表
します。

11月2日 笠利中学校 奄美市立笠利中学校 無料
奄美市立笠利中学校
担当：牟田教頭
℡：0997-63-8115

鹿児島県 奄美市 ② 学校自由参観週間 保護者や地域の方々が自由に参観できる週間です。 11月1日～7日 笠利中学校 奄美市立笠利中学校 無料
奄美市立笠利中学校
担当：牟田教頭
℡：0997-63-8116

鹿児島県 奄美市 ② 赤ちゃん先生
　講師として赤ちゃん，任・産婦の方々を招聘し，生命誕生の神
秘さや，命の大切さを学習します。

11月11日 笠利中学校 奄美市立笠利中学校 無料
奄美市立笠利中学校
担当：牟田教頭
℡：0997-63-8117

鹿児島県 奄美市 ②
「県立高等学校進学支援事業」に係る公
開授業

本校職員の授業力向上研究員による授業を行います。小・中・高
の先生方をはじめ多くの皆様に授業を参観していただきます。

11月中旬 鹿児島県立大島高等学校 大島高等学校 無料
鹿児島県立大島高等学校
担当：原教頭
℡：0997-52-4451

鹿児島県 奄美市 ② NPS（New Perspective Seminar）
文理選択や学部学科研究の契機とし，進学意識の高揚を目標と
する大学講師による出前授業を行います。

10月26日 鹿児島県立大島高等学校 大島高等学校 無料
鹿児島県立大島高等学校
担当：原教頭
℡：0997-52-4452

鹿児島県 奄美市 ③ 学校自由参観週間
保護者・地域の皆様に，生徒の学習の様子を参観していただく
行事です。

11月1日～7日
（土日・祝日を除く）

鹿児島県立大島高等学校 大島高等学校 無料
鹿児島県立大島高等学校
担当：原教頭
℡：0997-52-4453

鹿児島県 奄美市 ① 弁論大会
島口弁論・英語弁論を含む各クラス代表者の意見発表です。保
護者・地域の皆様にも御案内します。

10月～11月 鹿児島県立大島高等学校 大島高等学校 無料
鹿児島県立大島高等学校
担当：原教頭
℡：0997-52-4454

鹿児島県 奄美市 ② 第４８回文化祭
学級や学科の特色を活かした展示やバザー，舞台発表を行うと
ともに，ＰＴＡ参加のバザーも行われ，地域に広く公開し，日頃の
学習成果を披露する。

10月27日～10月28日 鹿児島県立奄美高等学校 奄美高等学校(全日制) 無料
鹿児島県立奄美高等学校
担当：松下教頭
℡：0997-52-6121

鹿児島県 奄美市 ④ 一斉授業公開
保護者，教育関係者，地域に対して，すべての授業公開の案内
をして，校内見学や授業等見学をしてもらう。

11月1日～2日
11月6日～7日

鹿児島県立奄美高等学校 奄美高等学校(全日制) 無料
鹿児島県立奄美高等学校
担当：松下教頭
℡：0997-52-6122

鹿児島県 奄美市 ② 戴帽式
看護基礎教育を終えて，病院実習へ向かう衛生看護科2年生が
ナースキャップを戴き，看護師への決意を新たにする儀式を行
う。

11月8日 鹿児島県立奄美高等学校 奄美高等学校(全日制) 無料
鹿児島県立奄美高等学校
担当：松下教頭
℡：0997-52-6123

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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鹿児島県 姶良市 ② 親子読書会
親子読書サ－クルの保護者が大型絵本などによる読み聞かせ
やゲ－ムをして親子で過ごす活動です。

10月25日 加治木幼稚園 姶良市立加治木幼稚園 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立加治木幼稚園
園長　　城ヶ﨑　修二
0995-65-2502

第60回「教育・文化週間」関連行事

鹿児島県 奄美市 ② 創立100周年記念式典 創立100周年を記念して式典，慰霊祭，記念講演会を実施する。 11月11日 鹿児島県立奄美高等学校 奄美高等学校(全日制) 無料
鹿児島県立奄美高等学校
担当：松下教頭
℡：0997-52-6124

鹿児島県 奄美市 ② 校内授業公開週間
保護者・地域の皆様に，生徒の学習の様子を参観していただく
行事です。

11月1～2日,4～5日
保護者・地域の皆様に，生
徒の学習の様子を参観して
いただく行事です。

無料
鹿児島県立大島北高等学校
担当：樋之口教頭
℡：0997-63-0005

鹿児島県 奄美市 ② 一斉授業公開
保護者・中学校関係者・地域の方々に対して全学級の授業公開
をします。

11月1日～２日，６日～
９日，13日～15日

鹿児島県立奄美高等学校
(定時制)

奄美高等学校（定時制） 無料
鹿児島県立奄美高等学校定時制
担当：伊地知教頭
℡：0997-52-0353

鹿児島県 奄美市 ➁ 創立100周年記念式典 慰霊祭・記念式典・記念講演会 11月11日（午前)
鹿児島県立奄美高等学校　
体育館

奄美高等学校（全日制・定時
制）

無料
鹿児島県立奄美高等学校定時制
担当：伊地知教頭
℡：0997-52-0354

鹿児島県 奄美市 ➀,➁ 第48回　文化祭
クラス・総合的な学習等での取り組みの展示・舞台発表等をしま
す。

11月17日
鹿児島県立奄美高等学校　
体育館
(定時制)

奄美高等学校（定時制） 無料
鹿児島県立奄美高等学校定時制
担当：伊地知教頭
℡：0997-52-0355

鹿児島県 奄美市 ② 運動会
保護者や地域の方々と親睦を図り，子どもたちの成長を参観し
ていただきます。

10月15日 名瀬信愛幼稚園 名瀬信愛幼稚園 無料
名瀬信愛幼稚園
担当：谷村副園長
℡：0997-52-0988

鹿児島県 奄美市 ② 未就園児親子体操教室
地域の未就園児に園を開放して親子で体操を楽しんでいただき
ます。

11月1日 名瀬信愛幼稚園 名瀬信愛幼稚園 無料
名瀬信愛幼稚園
担当：谷村副園長
℡：0997-52-0989

鹿児島県 奄美市 ② 市内一斉授業参観
市内全ての公立幼稚園及び小・中学校の教育活動や学校施設
を，保護者や地域の方々が自由に参観できます。

11月1日～7日
市内各公立幼稚園
市内各小・中学校

奄美市 無料

奄美市教育委員会
学校教育課　新　
　
℡：TEL:0997-52-1128

鹿児島県 奄美市 ① 「読書週間」歴代ポスター・標語展
「読書週間」にちなみ，歴代の読書週間啓発ポスターや標語を展
示します。

10月27日～11月9日 鹿児島県立奄美図書館 鹿児島県立奄美図書館 無料
鹿児島県立奄美図書館
℡：0997-52-0244

鹿児島県 奄美市 ②
「ネリヤカナヤ創作童話コンクール」作品
展

第14回ネリヤカナヤ創作童話コンクールの入賞作品を展示しま
す。

11月1日～12月17日 鹿児島県立奄美図書館
鹿児島県図書館協会奄美支
部

無料
鹿児島県立奄美図書館
℡：0997-52-0244

鹿児島県 奄美市 ① 書庫見学会 普段入ることの出来ない書庫を職員が案内します。 11月3日 鹿児島県立奄美図書館 鹿児島県立奄美図書館 無料
鹿児島県立奄美図書館
℡：0997-52-0244

鹿児島県 奄美市 ① 島尾敏雄記念室企画展
初代県立図書館奄美分館長であり，奄美にゆかりの深い作家の
島尾敏雄氏に関する企画展を開催します。

11月７日～23日 鹿児島県立奄美図書館 鹿児島県立奄美図書館 無料
鹿児島県立奄美図書館
℡：0997-52-0244

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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鹿児島県 姶良市 ② 親子読書会
親子読書サ－クルの保護者が大型絵本などによる読み聞かせ
やゲ－ムをして親子で過ごす活動です。

10月25日 加治木幼稚園 姶良市立加治木幼稚園 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立加治木幼稚園
園長　　城ヶ﨑　修二
0995-65-2502

第60回「教育・文化週間」関連行事

鹿児島県 奄美市 ① 島尾敏雄記念室講演会
島尾敏雄記念室企画展に合わせて，島尾敏雄氏の文学に造詣
の深い専門家を招いて講演会を開催します。

11月12日 鹿児島県立奄美図書館 鹿児島県立奄美図書館 無料
鹿児島県立奄美図書館
℡：0997-52-0244

鹿児島県 奄美市 ① 第2回染め物教室
親子で楽しめる奄美ならではの染め物体験を通して，家族のふ
れあいや参加者相互の交流を深めるとともに，自然の家の事業
や活動について周知を図ることを目的とした行事です。

10月15日
鹿児島県立奄美少年自然
の家

鹿児島県立奄美少年自然の
家

創作活動材
料費

鹿児島県立奄美少年自然の家
℡：0997-53-1032

鹿児島県 奄美市 ① 陶芸教室
陶芸の創作活動を通して，家族のふれあいや参加者相互の交
流を深めるとともに，自然の家の事業や活動について周知を図
ることを目的とした行事です。

10月15日
鹿児島県立奄美少年自然
の家

鹿児島県立奄美少年自然の
家

創作活動材
料費

鹿児島県立奄美少年自然の家
℡：0997-53-1032

鹿児島県 奄美市 ① 自然の家がやってきたin名瀬小学校

奄美市教育委員会や名瀬小学校と連携を図り，自然の家が名
瀬小学校に出向いて創作活動プログラムを展開することにより，
その楽しさやよさ，体験活動の重要性や必要性を啓発し，自然
の家の事業や活動について周知を図ることを目的とした行事で
す。

10月29日 奄美市立名瀬小学校
鹿児島県立奄美少年自然の
家

創作活動材
料費

鹿児島県立奄美少年自然の家
℡：0997-53-1032

鹿児島県 奄美市 ① ハアサキフェスタ
本施設を開放し，体験活動や創作活動を体験してもらうことで，
家族のふれあいや参加者相互の交流を深めるとともに，自然の
家の事業や活動について周知することを目的とした行事です。

11月3日
鹿児島県立奄美少年自然
の家

鹿児島県立奄美少年自然の
家

創作活動材
料費

鹿児島県立奄美少年自然の家
℡：0997-53-1032

鹿児島県 奄美市 ① 奄美少年自然の家施設開放
本施設を開放し，体験活動や創作活動を体験してもらうことで，
家族のふれあいや参加者相互の交流を深めるとともに，自然の
家の事業や活動について周知することを目的とした行事です。

11月4日～5日
鹿児島県立奄美少年自然
の家

鹿児島県立奄美少年自然の
家

創作活動材
料費

鹿児島県立奄美少年自然の家
℡：0997-53-1032

鹿児島県 奄美市 ① スターウオッチング「秋の星空」
月や秋の星座の観察を実施することで，宇宙の広さやすばらしさ
に気付き，宇宙に対する興味・関心を高めることを目的とした行
事です。

11月4日
鹿児島県立奄美少年自然
の家

鹿児島県立奄美少年自然の
家

無料
鹿児島県立奄美少年自然の家
℡：0997-53-1032

鹿児島県 奄美市 ① 自然の家がやってきたin奄美小学校

奄美市教育委員会や奄美小学校と連携を図り，自然の家が奄
美小学校に出向いて創作活動プログラムを展開することにより，
その楽しさやよさ，体験活動の重要性や必要性を啓発し，自然
の家の事業や活動について周知を図ることを目的とした行事で
す。

11月19日 奄美市立奄美小学校
鹿児島県立奄美少年自然の
家

創作活動材
料費

鹿児島県立奄美少年自然の家
℡：0997-53-1032

鹿児島県 奄美市 ① 第3回染め物教室
親子で楽しめる奄美ならではの染め物体験を通して，家族のふ
れあいや参加者相互の交流を深めるとともに，自然の家の事業
や活動について周知を図ることを目的とした行事です。

11月23日
鹿児島県立奄美少年自然
の家

鹿児島県立奄美少年自然の
家

創作活動材
料費

鹿児島県立奄美少年自然の家
℡：0997-53-1032

鹿児島県 奄美市 ①
放送大学公開講座
シマの持続可能性と創造性

持続可能性の「表現」、消えるものと「消えないもの」、大切なもの
は何か？について講演します。

11月18日 県立奄美図書館 放送大学 無料
放送大学
鹿児島学習センター
099-239-3811

鹿児島県 伊佐市 幼稚園開放 保護者や地域の方々に、教育活動を観ていただきます。 11月1日～９日 本城幼稚園 本城幼稚園 無料
http://honjyou.synapse-
blog.jp/isa/

本城幼稚園
担当有馬園長
℡：0995-26-0185

鹿児島県 伊佐市 本城小学校との交流 ６年生と園児が交流します。スライム創り・給食交流もします。 11月1日 本城幼稚園 本城幼稚園 無料
http://honjyou.synapse-
blog.jp/isa/

本城幼稚園
担当有馬園長
℡：0995-26-0185

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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鹿児島県 姶良市 ② 親子読書会
親子読書サ－クルの保護者が大型絵本などによる読み聞かせ
やゲ－ムをして親子で過ごす活動です。

10月25日 加治木幼稚園 姶良市立加治木幼稚園 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立加治木幼稚園
園長　　城ヶ﨑　修二
0995-65-2502

第60回「教育・文化週間」関連行事

鹿児島県 伊佐市 園児と保護者の交流 ２焼き芋を焼いたり、遊んだりします。 11月7日 本城幼稚園 本城幼稚園 無料
http://honjyou.synapse-
blog.jp/isa/

本城幼稚園
担当有馬園長
℡：0995-26-0185

鹿児島県 伊佐市 学習発表会 日常の活動の成果を保護者や地域の方々に発表します。 11月18日 本城幼稚園 本城幼稚園 無料
http://honjyou.synapse-
blog.jp/isa/

本城幼稚園
担当有馬園長
℡：0995-26-0185

鹿児島県 伊佐市 親業講座
保護者への家庭教育に関する講座を開き、お互いに学習しま
す。。

11月7日 本城幼稚園 本城幼稚園 無料
http://honjyou.synapse-
blog.jp/isa/

本城幼稚園
担当有馬園長
℡：0995-26-0185

鹿児島県 伊佐市 ② 学校自由参観週間
　保護者・地域の方々などに，児童の学校での様子を参観してい
ただく。

１１月１日～２日
１１月５日～７日

伊佐市立大口小学校 大口小学校 無料
伊佐市立大口小学校
担当：柳野教頭
℡：０９９５－２２－０３４９

鹿児島県 伊佐市 ② ＰＴＡバザー・校区駅伝大会
　学校・保護者が協力して，ステージアトラクション，バザー，パネ
ル展示等を行う。合わせて校区主催の駅伝大会を実施する。

10月21日 伊佐市立大口小学校 大口小学校
無料
（但し，物品
購入は有料）

　
伊佐市立大口小学校
担当：柳野教頭
℡：０９９５－２２－０３４９

鹿児島県 伊佐市 ②
鹿児島県トラック協会環境出前講座
　　　　　　　(５年生実施)

　資源循環型社会を目指し，身近に取り組むことができる環境保
全活動を知る。

県民週間期間中に実施
予定

伊佐市立大口小学校 大口小学校 無料

伊佐市立大口小学校
担当：柳野教頭
℡：０９９５－２２－０３４９

鹿児島県 伊佐市 ②，③ 読書まつり
職員や図書委員会児童による読み聞かせ活動や推薦図書の紹
介等を行います。

10月18日 大口東小学校 伊佐市立大口東小学校 無料
http://www5.synapse.ne.jp/es-o-
h/                 es-o-
h01@po5.synapse.ne.jp

大口東小学校　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　担当：瀬田教頭　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　℡：0995-
22-0263

鹿児島県 伊佐市 ② 学校開放日(自由参観日)
保護者や校区民による，授業や施設等の参観及び交流活動を
行います。

11月1日～7日 大口東小学校 伊佐市立大口東小学校 無料
http://www5.synapse.ne.jp/es-o-
h/                 es-o-
h01@po5.synapse.ne.jp

大口東小学校　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　担当：瀬田教頭　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　℡：0995-
22-0263

鹿児島県 伊佐市 ② 高齢者との交流会
高齢者とのグラウンドゴルフや交流給食・授業参観による交流体
験を行います。

11月1日 大口東小学校 伊佐市立大口東小学校 無料
http://www5.synapse.ne.jp/es-o-
h/                 es-o-
h01@po5.synapse.ne.jp

大口東小学校　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　担当：瀬田教頭　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　℡：0995-
22-0263

鹿児島県 伊佐市 ②，③ 大口東フェスタイン星が峯
日曜参観を兼ね，校区の駅伝大会，ＰＴＡバザ－，合同文化祭
(校区文化祭・学習発表会)を実施します。

11月4日 大口東小学校 伊佐市立大口東小学校
バザー　の
み有料

http://www5.synapse.ne.jp/es-o-
h/                 es-o-
h01@po5.synapse.ne.jp

大口東小学校　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　担当：瀬田教頭　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　℡：0995-
22-0263

鹿児島県 伊佐市 ② 校区駅伝大会
児童，保護者，地域の選手がそれぞれの自治会の代表としてタ
スキをつなぐ駅伝競走大会を行います。

10月28日 牛尾小学校 伊佐市立牛尾小学校 無料
es-u01@po5.synapse.ne.jp

牛尾小学校
担当：南　一秀教頭
℡：0995-22-0264

鹿児島県 伊佐市 ② 学校自由参観週間
保護者，地域の方々に学校を開放し，いつでも，どの学級でも自
由に授業参観できる週間です。

11月1日～7日 牛尾小学校 伊佐市立牛尾小学校 無料
es-u01@po5.synapse.ne.jp

牛尾小学校
担当：南　一秀教頭
℡：0995-22-0264

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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鹿児島県 姶良市 ② 親子読書会
親子読書サ－クルの保護者が大型絵本などによる読み聞かせ
やゲ－ムをして親子で過ごす活動です。

10月25日 加治木幼稚園 姶良市立加治木幼稚園 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立加治木幼稚園
園長　　城ヶ﨑　修二
0995-65-2502

第60回「教育・文化週間」関連行事

鹿児島県 伊佐市 ② 学習発表会 劇，合唱，合奏，朗読等，各学年の学習成果の発表をします。 11月4日 牛尾小学校 伊佐市立牛尾小学校 無料
es-u01@po5.synapse.ne.jp

牛尾小学校
担当：南　一秀教頭
℡：0995-22-0264

鹿児島県 伊佐市 ② ＰＴＡバザ－ ＰＴＡ事業部主催による寄贈品の販売を行います。 11月4日 牛尾小学校 伊佐市立牛尾小学校 無料
es-u01@po5.synapse.ne.jp

牛尾小学校
担当：南　一秀教頭
℡：0995-22-0264

鹿児島県 伊佐市 ② 校区文化祭 校区・地域の方々の作品の展示，及び鑑賞会を行います。 11月4日 牛尾小学校 伊佐市立牛尾小学校 無料
es-u01@po5.synapse.ne.jp

牛尾小学校
担当：南　一秀教頭
℡：0995-22-0264

鹿児島県 伊佐市 ②
学校自由参観
山野思い出写真展

保護者・地域の方々に授業等を公開します。 11月1日～7日 山野小学校各教室 伊佐市立山野小学校 無料
http://www5.synapse.ne.jp/es-
ya/top.html

山野小学校
教頭：佐多瑞代
℡:0995-22-0420

鹿児島県 伊佐市 ②
高齢者とのふれあい活動
交流給食

高齢者と１・２年生が芋掘り，３・４年生が昔の遊び，５・６年生が
グラウンドゴルフを行い，交流給食を行います。

11月2日
山野小学校校庭・学習農
園・各教室

伊佐市立山野小学校 無料
http://www5.synapse.ne.jp/es-
ya/top.html

山野小学校
教頭：佐多瑞代
℡:0995-22-0420

鹿児島県 伊佐市 ③ 学習発表会
全校児童が，学年毎にテーマを設定してこれまでの学習の成果
を発表します。6年生による，郷土芸能「鎌手踊り」の発表や全校
合奏の発表も行います。

11月10日 山野小学校体育館 伊佐市立山野小学校 無料
http://www5.synapse.ne.jp/es-
ya/top.html

山野小学校
教頭：佐多瑞代
℡:0995-22-0420

鹿児島県 伊佐市 ② ＰＴＡバザー
　ＰＴＡ事業部主催で，バザーを行います。うどんコーナーや寄贈
品コーナー等があります。

11月18日 山野小学校体育館 伊佐市立山野小学校 無料
http://www6.synapse.ne.jp/es-
ya/top.html

山野小学校
教頭：佐多瑞代
℡:0995-22-0421

鹿児島県 伊佐市 ② 学校自由参観
   保護者・地域の方々に学校を開放し，普段の子どもたちの様
子や授業等を自由に参観してもらう。

11月1日～7日 平出水小学校 伊佐市立平出水小学校 無料 http://www5.synapse.ne.jp/es-hi/
伊佐市立平出水小学校
教頭：西牟田　司
℡ 0995-22-1045

鹿児島県 伊佐市 ② 学校運営協議会員授業参観 　学校運営協議会員の授業参観を実施し，御意見を頂く。 11月1日～7日 平出水小学校 伊佐市立平出水小学校 無料 http://www5.synapse.ne.jp/es-hi/
伊佐市立平出水小学校
教頭：西牟田　司
℡ 0995-22-1045

鹿児島県 伊佐市 ②，③ 学習発表会
　 これまでの学習（各教科・総合的な学習の時間等）の成果を発
表する。

11月10日 平出水小学校 伊佐市立平出水小学校 無料 http://www5.synapse.ne.jp/es-hi/
伊佐市立平出水小学校
教頭：西牟田　司
℡ 0995-22-1045

鹿児島県 伊佐市 ① 校区文化・スポーツデー・ＰＴＡバザー
　本校を会場とし，作品展示，ＰＴＡバザー，校区駅伝大会，グラ
ンドゴルフ大会に校区民・児童が参加する。

11月18日 平出水小学校 伊佐市立平出水小学校 無料 http://www5.synapse.ne.jp/es-hi/
伊佐市立平出水小学校
教頭：西牟田　司
℡ 0995-22-1045

鹿児島県 伊佐市 ①
ＰＴＡバザー
校区駅伝大会
校区文化祭

本校を会場にＰＴＡのバザーや校区駅伝大会，校区文化祭を開
催し，児童も駅伝や文化祭に参加します。

11月4日 伊佐市立羽月小学校 伊佐市立羽月小学校 無料
http://hatsuki.synapse-blog.jp/
hatsu01@po5.synapse.ne.jp

学校名：伊佐市立羽月小学校
担当：佐々木教頭
℡： ０９９５－２２－０２７１

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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鹿児島県 姶良市 ② 親子読書会
親子読書サ－クルの保護者が大型絵本などによる読み聞かせ
やゲ－ムをして親子で過ごす活動です。

10月25日 加治木幼稚園 姶良市立加治木幼稚園 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立加治木幼稚園
園長　　城ヶ﨑　修二
0995-65-2502

第60回「教育・文化週間」関連行事

鹿児島県 伊佐市 ② 学校自由参観週間
保護者・地域の皆様に，児童の学習の様子を参観していただく
行事です。

11月1日～7日 伊佐市立羽月小学校 伊佐市立羽月小学校 無料
http://hatsuki.synapse-blog.jp/
hatsu01@po5.synapse.ne.jp

学校名：伊佐市立羽月小学校
担当：佐々木教頭
℡： ０９９５－２２－０２７１

鹿児島県 伊佐市 ② 収穫祭・食に関する学習
４年生が栽培・収穫したサツマイモを使って調理をし，親子で会
食します。また，食に関する指導として栄養教諭による栄養指導
を行います。

11月1日 伊佐市立羽月小学校 伊佐市立羽月小学校 無料
http://hatsuki.synapse-blog.jp/
hatsu01@po5.synapse.ne.jp

学校名：伊佐市立羽月小学校
担当：佐々木教頭
℡： ０９９５－２２－０２７１

鹿児島県 伊佐市 ② 学校保健委員会・給食試食会
保護者を対象に，「スマホ・ケータイ安全教室」の講演と給食試食
会を実施します。

11月1日 伊佐市立羽月小学校 伊佐市立羽月小学校 無料
http://hatsuki.synapse-blog.jp/
hatsu01@po5.synapse.ne.jp

学校名：伊佐市立羽月小学校
担当：佐々木教頭
℡： ０９９５－２２－０２７１

鹿児島県 伊佐市 ② 「昔の遊びを楽しもう」及び交流給食
１年生が，お年寄りを学校に招き，昔の遊びを教えてもらったり，
給食を一緒に食べたりして交流を深めます。

11月2日 伊佐市立羽月小学校 伊佐市立羽月小学校 無料
http://hatsuki.synapse-blog.jp/
hatsu01@po5.synapse.ne.jp

学校名：伊佐市立羽月小学校
担当：佐々木教頭
℡： ０９９５－２２－０２７１

鹿児島県 伊佐市 ② 学習発表会
保護者や地域の方をお招きして，音楽や劇，朗読など全学年の
日頃の学習成果を発表します。

11月10日 伊佐市立羽月小学校 伊佐市立羽月小学校 無料
http://hatsuki.synapse-blog.jp/
hatsu01@po5.synapse.ne.jp

学校名：伊佐市立羽月小学校
担当：佐々木教頭
℡l： ０９９５－２２－０２７１

鹿児島県 伊佐市 ② 学校自由参観 期間中はいつでも自由に参観ができます。
11月１日～11月７日（週
休日・祝日を除く）

伊佐市立羽月西小学校各
学級

伊佐市立羽月西小学校 無料
http://www5.synapse.ne.jp/es-
hatsu-n/

伊佐市立羽月西小学校
教頭　戸髙陽子
℡：0995-28-2002

鹿児島県 伊佐市 ② 心の教育の日 全学級で道徳の授業を公開します。 11月1日
伊佐市立羽月西小学校各
学級

伊佐市立羽月西小学校 無料
http://www5.synapse.ne.jp/es-
hatsu-n/

伊佐市立羽月西小学校
教頭　戸髙陽子
℡：0995-28-2002

鹿児島県 伊佐市 ② 地域の方との交流会
校区高齢者・安全見守り隊・児童民生委員とグランドゴルフや給
食を通して交流を図ります。

11月2日
伊佐市立羽月西小学校運
動場・体育館

伊佐市立羽月西小学校 無料
http://www5.synapse.ne.jp/es-
hatsu-n/

伊佐市立羽月西小学校
教頭　戸髙陽子
℡：0995-28-2002

鹿児島県 伊佐市 ③ 小学校・校区合同文化祭
午前中は伝統芸能棒踊りの発表や学習成果の発表，午後から
はバザーを実施します。

11月4日
伊佐市立羽月西小学校運
動場・体育館

伊佐市立羽月西小学校 無料
http://www5.synapse.ne.jp/es-
hatsu-n/

伊佐市立羽月西小学校
教頭　戸髙陽子
℡：0995-28-2002

鹿児島県 伊佐市 ② ニジマス放流
2月のニジマス釣り大会に向け，１・２年生が学校プ－ルにニジマ
ス600匹を放流します。

10月17日 伊佐市立曽木小学校 伊佐市立曽木小学校 無料 http://sogi.synapse-blog.jp
伊佐市立曽木小学校
担当：水枝谷教頭
℡：0995-25-1152

鹿児島県 伊佐市 ② 学習発表会
保護者・地域の皆様に児童の学習の成果を発表し，児童の様子
を参観していただく行事です。

10月28日 伊佐市立曽木小学校 伊佐市立曽木小学校 無料 http://sogi.synapse-blog.jp
伊佐市立曽木小学校
担当：水枝谷教頭
℡：0995-25-1152

鹿児島県 伊佐市 ② 自由参観日
保護者・地域の皆様に，児童の学習の様子を参観していただく
行事です。

11月1日，２日，5日，
６日，７日

伊佐市立曽木小学校 伊佐市立曽木小学校 無料 http://sogi.synapse-blog.jp
伊佐市立曽木小学校
担当：水枝谷教頭
℡：0995-25-1152

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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鹿児島県 姶良市 ② 親子読書会
親子読書サ－クルの保護者が大型絵本などによる読み聞かせ
やゲ－ムをして親子で過ごす活動です。

10月25日 加治木幼稚園 姶良市立加治木幼稚園 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立加治木幼稚園
園長　　城ヶ﨑　修二
0995-65-2502

第60回「教育・文化週間」関連行事

鹿児島県 伊佐市 ② 曽木フェスティバル
低学年児童が，収穫を祝う行事に高齢者クラブの皆さんと保育
園児を招待してお祭りを行います。

11月22日 伊佐市立曽木小学校 伊佐市立曽木小学校 無料 http://sogi.synapse-blog.jp
伊佐市立曽木小学校
担当：水枝谷教頭
℡：0995-25-1152

鹿児島県 伊佐市 ② ふれあいグラウンドゴルフ大会
中学年児童が，地域のグラウンドゴルフ協会の皆さんとグラウン
ドゴルフ競技を楽しみます。

11月27日 伊佐市立曽木小学校 伊佐市立曽木小学校 無料 http://sogi.synapse-blog.jp
伊佐市立曽木小学校
担当：水枝谷教頭
℡：0995-25-1152

鹿児島県 伊佐市 ② 読書月間お話会
絵本の読み聞かせに，ピアノ演奏・リズム遊びなどを組み合わせ
た『絵本の世界の楽しさ』を体感できるお話会です。（予定）

11月1日 伊佐市立針持小学校 伊佐市立針持小学校 無料
http://www5.synapse.ne.jp/es-
hari/

伊佐市立針持小学校
担当：教頭（星野）
℡：0995-25-1140

鹿児島県 伊佐市 ② ふれあい給食，試食会
地域の方々や保護者と一緒に給食を食べながら，交流を深める
活動です。

11月2日 伊佐市立針持小学校 伊佐市立針持小学校 無料
http://www5.synapse.ne.jp/es-
hari/

伊佐市立針持小学校
担当：教頭（星野）
℡：0995-25-1140

鹿児島県 伊佐市 ② 脱穀をしよう
千歯こぎや足ふみ脱穀機，とうみ等の昔の道具を使用し，米作り
の工夫や苦労を体験します。また，収穫の喜びを味わい，高齢
者の方々との活動を通して，高齢者を敬う心を育てる行事です。

11月2日 伊佐市立針持小学校 伊佐市立針持小学校 無料
http://www5.synapse.ne.jp/es-
hari/

伊佐市立針持小学校
担当：教頭（星野）
℡：0995-25-1140

鹿児島県 伊佐市 ② 授業参観・暗唱発表会
日頃の学習の成果を発表し合い，学校生活を豊かにする行事で
す。（一人一句の暗唱発表を行います。）

11月10日 伊佐市立針持小学校 伊佐市立針持小学校 無料
http://www5.synapse.ne.jp/es-
hari/

伊佐市立針持小学校
担当：教頭（星野）
℡：0995-25-1140

鹿児島県 伊佐市 ① ＰＴＡバザ－
バザ－を実施（うどん，花などの販売）し，保護者同士，地域の
方々とのつながりを深める活動です。

11月18日 伊佐市立針持小学校 伊佐市立針持小学校 無料
http://www5.synapse.ne.jp/es-
hari/

伊佐市立針持小学校
担当：教頭（星野）
℡：0995-25-1140

鹿児島県 伊佐市 ① 本城ふれあい週間
保護者や地域の方々が自由に学校を訪問し,施設参観や授業参
観ができる週間です。

11月1日～７日 本城小学校 伊佐市立本城小学校 無料
http://honjyou.synapse-
blog.jp/isa/

本城小学校
担当：教頭 南
℡：0995-26-0054

鹿児島県 伊佐市 ①，② 本城幼稚園との交流
６年生が園児を招いて，一緒に製作活動を行ったり，給食を共に
食べたりして交流する活動です。

11月1日

本城小学校理科室　
　　
　　
　　
　　

伊佐市立本城小学校 無料
http://honjyou.synapse-
blog.jp/isa/

本城小学校
担当：教頭 南
℡：0995-26-0055

鹿児島県 伊佐市 ①，② 高齢者とのふれあい活動 ２年生児童が,民生委員の方々とグラウンドゴルフで交流します。 11月2日 本城学校2年教室 伊佐市立本城小学校 無料
http://honjyou.synapse-
blog.jp/isa/

本城小学校
担当：教頭 南
℡：0995-26-0056

鹿児島県 伊佐市 ① 学習発表会
保護者・地域の方々を招き，各学年の児童が,学習の成果を発表
します。

11月4日 本城小学校体育館 伊佐市立本城小学校 無料
http://honjyou.synapse-
blog.jp/isa/

本城小学校
担当：教頭 南
℡：0995-26-0057

鹿児島県 伊佐市 ①，② 絵手紙を書こう
全学年の児童が,上学年と下学年に別れて校区公民館の絵手紙
講座の方々と一緒に絵手紙を書く活動を行います。

11月7日 本城小学校各教室 伊佐市立本城小学校 無料
http://honjyou.synapse-
blog.jp/isa/

本城小学校
担当：教頭 南
℡：0995-26-0058

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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鹿児島県 姶良市 ② 親子読書会
親子読書サ－クルの保護者が大型絵本などによる読み聞かせ
やゲ－ムをして親子で過ごす活動です。

10月25日 加治木幼稚園 姶良市立加治木幼稚園 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立加治木幼稚園
園長　　城ヶ﨑　修二
0995-65-2502

第60回「教育・文化週間」関連行事

鹿児島県 伊佐市 ①，②
親業出前講座・おやつ作り
高齢者との交流

生活改善グループの高齢者の方々と親業講座生（1年生保護
者），1年児童が一緒にさつまいもを使ったおやつ作りを通して交
流する活動です。

11月8日 本城コミュニティ 伊佐市立本城小学校 無料
http://honjyou.synapse-
blog.jp/isa/

本城小学校
担当：教頭 南
℡：0995-26-0059

鹿児島県 伊佐市 ②
小規模校入学特別認可制度一日体験入
学

本校への入学・転入学希望の児童・保護者を対象にして，南永
小学校の生活を体験する一日として活動します。

10月23日 伊佐市立南永小学校 伊佐市立南永小学校 無料
http://www3.synapse.ne.jp/nanei-
es/

伊佐市立南永小学校
担当：盛永　宏治　教頭
℡　0995-26-3980

鹿児島県 伊佐市 ② 学校自由参観
保護者・地域の方々に児童の学習活動や施設等を参観していた
だきます。

11月１日～7日 伊佐市立南永小学校 伊佐市立南永小学校 無料
http://www3.synapse.ne.jp/nanei-
es/

伊佐市立南永小学校
担当：盛永　宏治　教頭
℡　0995-26-3980

鹿児島県 伊佐市 ②
高齢者の方々との交流活動
〔グランドゴルフ大会〕

地域の高齢者の方々とのふれあい活動として，グランドゴルフ大
会を行い，児童が地域の高齢者の皆様と交流を深めます。ま
た，大会終了後に交流給食も実施します。

11月1日 伊佐市立南永小学校 伊佐市立南永小学校 無料
http://www3.synapse.ne.jp/nanei-
es/

伊佐市立南永小学校
担当：盛永　宏治　教頭
℡　0995-26-3980

鹿児島県 伊佐市 ②
高齢者の方々との交流活動
〔絵手紙教室〕

地域の高齢者の方々を講師として招待し，絵手紙制作について
御指導をいただきながら，ふれあい活動を行います。また，活動
後に交流給食も実施します。

11月5日 伊佐市立南永小学校 伊佐市立南永小学校 無料
http://www3.synapse.ne.jp/nanei-
es/

伊佐市立南永小学校
担当：盛永　宏治　教頭
℡　0995-26-3980

鹿児島県 伊佐市 ②
南永っ子フェスティバル
〔学習発表会〕

児童の学習の成果を，保護者や地域の皆様に披露し，児童や学
校教育の状況を参観者に理解していただきます。

11月10日 伊佐市立南永小学校 伊佐市立南永小学校 無料
http://www3.synapse.ne.jp/nanei-
es/

伊佐市立南永小学校
担当：盛永　宏治　教頭
℡　0995-26-3980

鹿児島県 伊佐市 ①，③ 星空コンサ－ト
外部音楽団体を招き，児童・保護者・地域住民の皆様が共に本
物の音楽を鑑賞します。

11月10日 伊佐市立南永小学校 伊佐市立南永小学校 無料
http://www3.synapse.ne.jp/nanei-
es/

伊佐市立南永小学校
担当：盛永　宏治　教頭
℡　0995-26-3980

鹿児島県 伊佐市 ①，② 星空観察会
本校の天体観測展望台を利用して，児童と外部参加希望者と共
に，秋の星空観察を行います。

11月10日 伊佐市立南永小学校 伊佐市立南永小学校 無料
http://www3.synapse.ne.jp/nanei-
es/

伊佐市立南永小学校
担当：盛永　宏治　教頭
℡　0995-26-3980

鹿児島県 伊佐市 ② 日曜参観・弁当の日
仕事等で平日に来校できない方々のための授業参観日です。学
習発表会を実施する予定です。
児童は自分で作った弁当を持って登校します。

11月4日 菱刈小学校 伊佐市立菱刈小学校 無料
http://www4.synapse.ne.jp/hishika
ri-ps/

伊佐市立菱刈小学校
担当：教頭　祝原　茂博
０９９５-２６-００１０

鹿児島県 伊佐市 ② ＰＴＡ主催バザー
ＰＴＡ広報・事業部主催のバザ－です。
４年生の稲作体験活動で収穫した米も販売する予定です。

11月4日 菱刈小学校 伊佐市立菱刈小学校
バザーの購
入費のみ有
料

http://www4.synapse.ne.jp/hishika
ri-ps/

伊佐市立菱刈小学校
担当：教頭　祝原　茂博
０９９５-２６-００１０

鹿児島県 伊佐市 ② 学校開放ウィーク
地域住民に学校を開放し，全教育活動を自由に参観していただ
きます。

11月1日～7日 菱刈小学校 伊佐市立菱刈小学校 無料
http://www4.synapse.ne.jp/hishika
ri-ps/

伊佐市立菱刈小学校
担当：教頭　祝原　茂博
０９９５-２６-００１０

鹿児島県 伊佐市 ② 地域懇談会・学校運営協議会
学校教育にかかわってくださる地域住民から，菱刈小の教育活
動について広く意見をいただく行事です。

11月6日 菱刈小学校 伊佐市立菱刈小学校 無料
http://www4.synapse.ne.jp/hishika
ri-ps/

伊佐市立菱刈小学校
担当：教頭　祝原　茂博
０９９５-２６-００１０

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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鹿児島県 姶良市 ② 親子読書会
親子読書サ－クルの保護者が大型絵本などによる読み聞かせ
やゲ－ムをして親子で過ごす活動です。

10月25日 加治木幼稚園 姶良市立加治木幼稚園 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立加治木幼稚園
園長　　城ヶ﨑　修二
0995-65-2502

第60回「教育・文化週間」関連行事

鹿児島県 伊佐市 ②
給食試食会（祖父母及び地域懇談会参
加者対象）

祖父母や地域懇談会参加者を招いての給食試食会です。子ども
たちと一緒に楽しく給食を食べます。

11月6日 菱刈小学校 伊佐市立菱刈小学校
給食費　　有
料

http://www4.synapse.ne.jp/hishika
ri-ps/

伊佐市立菱刈小学校
担当：教頭　祝原　茂博
０９９５-２６-００１０

鹿児島県 伊佐市 ② いもほり
１・２年生が春に植えたさつまいもを収穫します。
いもは「やきいも」にして，おいしくいただきます。

11月10日 菱刈小学校，学習畑 伊佐市立菱刈小学校 無料
http://www4.synapse.ne.jp/hishika
ri-ps/

伊佐市立菱刈小学校
担当：教頭　祝原　茂博
０９９５-２６-００１０

鹿児島県 伊佐市 ② 自由参観
　保護者や地域の方々に児童の学習活動や施設等を参観して
いただきます。

11月1日、2日、5～7日
田中小学校（教室・体育館
等）

伊佐市立田中小学校 無料
http://www2.synapse.ne.jp/tanaka
-es/

伊佐市立田中小学校
教頭　皆倉　健二
℡：0995-26-0029

鹿児島県 伊佐市 ①，② 高齢者とのふれあい活動
　校区の高齢者を招き，ねったぼ作りや昔の遊びなどを一緒に
楽しみ，活動後は給食を一緒に食べます。

11月1日
田中小学校（教室・体育館
等）

伊佐市立田中小学校 無料
http://www2.synapse.ne.jp/tanaka
-es/

伊佐市立田中小学校
教頭　皆倉　健二
℡：0995-26-0029

鹿児島県 伊佐市
①,②,
③

田中フェスタ
　授業参観と学習発表会と校区文化祭，ＰＴＡバザ－を合同で実
施します。

11月4日
田中小学校（教室・体育館
等）

伊佐市立田中小学校 無料
http://www2.synapse.ne.jp/tanaka
-es/

伊佐市立田中小学校
教頭　皆倉　健二
℡：0995-26-0029

鹿児島県 伊佐市 ② 学校運営協議会委員との交流給食
　学校運営協議会委員を招き，運営協議会と授業参観，その後
児童との交流給食を行います。

11月8日 田中小学校（教室等） 伊佐市立田中小学校 無料
http://www2.synapse.ne.jp/tanaka
-es/

伊佐市立田中小学校
教頭　皆倉　健二
℡：0995-26-0029

鹿児島県 伊佐市 ② 民生委員との交流給食 　民生委員を招き，授業参観と意見交換会を行います。 11月8日 田中小学校（教室等） 伊佐市立田中小学校 無料
http://www2.synapse.ne.jp/tanaka
-es/

伊佐市立田中小学校
教頭　皆倉　健二
℡：0995-26-0029

鹿児島県 伊佐市 ②，③ 学習発表会
学習発表会を開催し，日頃の学習の成果を保護者・地域の方々
に公開します。

10月28日
伊佐市立湯之尾小学校体
育館

伊佐市立湯之尾小学校 無料 http://www3.synapse.ne.jp/yunoo
伊佐市立湯之尾小学校
教頭　津曲  威彦
℡：0995-26-0114

鹿児島県 伊佐市 ② 学校自由参観 保護者・地域の方々に授業等を公開します。
10月28日,30日，31日
11月1日，2日，５日，６
日，７日

伊佐市立湯之尾小学校 伊佐市立湯之尾小学校 無料 http://www3.synapse.ne.jp/yunoo
伊佐市立湯之尾小学校
教頭　津曲  威彦
℡：0995-26-0114

鹿児島県 伊佐市 ①，② 高齢者とのふれあい活動
校区の高齢者を招き，１・２年生が昔の遊びを一緒に楽しみま
す。

11月1日
伊佐市立湯之尾小学校体
育館

伊佐市立湯之尾小学校 無料 http://www3.synapse.ne.jp/yunoo
伊佐市立湯之尾小学校
教頭　津曲  威彦
℡：0995-26-0114

鹿児島県 伊佐市 ② 給食試食会
児童の保護者・祖父母の方に希望を募り，各学級で交流給食を
行います。

11月5日 伊佐市立湯之尾小学校 伊佐市立湯之尾小学校
223円
（給食費）

http://www3.synapse.ne.jp/yunoo
伊佐市立湯之尾小学校
教頭　津曲  威彦
℡：0995-26-0114

鹿児島県 伊佐市 ② 文化祭
　文化祭において，日頃の学習の成果を舞台や展示により発表
する場を広く地域の方々に公開します。

10月26日
大口中央中学校　体育館･
他教室

伊佐市立大口中央中学校 無料 jh-o01@po5.synapse.ne.jp
大口中央中学校
担当：教頭　松尾誉
℡：0995-22-0354

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



3812

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

鹿児島県 姶良市 ② 親子読書会
親子読書サ－クルの保護者が大型絵本などによる読み聞かせ
やゲ－ムをして親子で過ごす活動です。

10月25日 加治木幼稚園 姶良市立加治木幼稚園 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立加治木幼稚園
園長　　城ヶ﨑　修二
0995-65-2502

第60回「教育・文化週間」関連行事

鹿児島県 伊佐市 ② 心の教育の日
　土曜授業日を利用して，全学級でいじめ問題等に関するテ－
マでの道徳の授業を実施し，保護者にも学校の取組の一端を紹
介します。

11月10日 大口中央中学校　各教室 伊佐市立大口中央中学校 無料 jh-o01@po5.synapse.ne.jp
大口中央中学校
担当：教頭　松尾誉
℡：0995-22-0354

鹿児島県 伊佐市 ② サタデーウィーク学校開放週間
　保護者や地域の方，学校評議員を対象に，自由に授業を参加
していただく行事です。

11月５日～11月10日 大口中央中学校　各教室 伊佐市立大口中央中学校 無料 jh-o01@po5.synapse.ne.jp
大口中央中学校
担当：教頭　松尾誉
℡：0995-22-0354

鹿児島県 伊佐市 ② 学校開放期間
保護者・地域の方々・学校運営協議会委員を対象にした自由な
参観です。

11月1日～7日 菱刈中学校 伊佐市立菱刈中学校 無料
http://www4.synapse.ne,jp/hishika
ri-jh/

伊佐市立菱刈中学校
教頭　高瀨　信幸
℡　0995-26-0047

鹿児島県 伊佐市 ② 職業人に学ぶ体験講座 地域の方を講師に，いくつかの職業について講演を行います。 11月7日 菱刈中学校 伊佐市立菱刈中学校 無料
http://www4.synapse.ne,jp/hishika
ri-jh/

伊佐市立菱刈中学校
教頭　高瀨　信幸
℡　0995-26-0047

鹿児島県 伊佐市 ② 大学等出張講義 県内外の大学等講師による出張講義を行います。 10月27日 鹿児島県立大口高等学校 大口高等学校 無料
鹿児島県立大口高等学校
担当：前田教頭
℡：0995-22-1441

鹿児島県 伊佐市 ② 学校開放
保護者や地域の皆様に，生徒の学習の様子を参観していただく
行事です。

11月1日～7日 鹿児島県立大口高等学校 大口高等学校 無料
鹿児島県立大口高等学校
担当：前田教頭
℡：0995-22-1442

鹿児島県 伊佐市 ② 教育講演会
EU加盟国の大使や外交官を招いて，EUの概要や日本とEUとの
関係について考える講演会を行います。

11月10日 鹿児島県立大口高等学校 大口高等学校 無料
鹿児島県立大口高等学校
担当：前田教頭
℡：0995-22-1443

鹿児島県 伊佐市 ② 農林技術科農林業体験実習（２年生）
地元の農家・森林組合などでの体験を通し，専門的な知識や技
術を習得します。

10月16日～20日 伊佐農林高等学校 伊佐農林高等学校 無料
鹿児島県立伊佐農林高等学校
担当：鳥飼教頭
℡：0995-22-1445

鹿児島県 伊佐市 ② 生活情報科インタ－ンシップ（１年生）
地元の企業などでの就業体験を通し，働くことの意識を高めま
す。

10月18日～20日 伊佐農林高等学校 伊佐農林高等学校 無料
鹿児島県立伊佐農林高等学校
担当：鳥飼教頭
℡：0995-22-1446

鹿児島県 伊佐市 ② 公開授業
保護者や地域の方々に対して全学級の５･６限目の授業公開し
ます。

11月14日 伊佐農林高等学校 伊佐農林高等学校 無料
鹿児島県立伊佐農林高等学校
担当：鳥飼教頭
℡：0995-22-1447

鹿児島県 伊佐市 ② オープンスクール
小学生（5,6年）の女子及びその保護者に対して本校職員による
授業体験と本校の授業公開を行います。また，本校の保護者に
対しても授業を公開します。

10月21日 大口明光学園中学校 大口明光学園中学校 無料
大口明光学園中学校
担当：藤原
℡：0995-22-0609

鹿児島県 伊佐市 ② 中学校秋の遠足
鹿児島市内に出向いて，放送局，新聞社見学を予定していま
す。計画や見学先の調整は中学3年生の生徒が自分たちで行い
ます。

11月8日 大口明光学園中学校 大口明光学園中学校 無料
大口明光学園中学校
担当：藤原
℡：0995-22-0610

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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鹿児島県 姶良市 ② 親子読書会
親子読書サ－クルの保護者が大型絵本などによる読み聞かせ
やゲ－ムをして親子で過ごす活動です。

10月25日 加治木幼稚園 姶良市立加治木幼稚園 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立加治木幼稚園
園長　　城ヶ﨑　修二
0995-65-2502

第60回「教育・文化週間」関連行事

鹿児島県 伊佐市 ② 中学校保護者研修会
中学1年生から3年生までの生徒及びその保護者を対象に保護
者研修会を行います。新しい大学入試への取組の説明や，学年
会，三者面談等も行います。

11月11日 大口明光学園中学校 大口明光学園中学校 無料
大口明光学園中学校
担当：藤原
℡：0995-22-0611

鹿児島県 伊佐市 ② 高１，２進路研修会
高校1年生及び2年生とその保護者を対象に進路研修会を行い
ます。社会人となっている本校卒業生の講話も行います。

10月14日 大口明光学園高等学校 大口明光学園高等学校 無料
大口明光学園高等学校
担当：藤原
℡：0995-22-0609

鹿児島県 伊佐市 ② オープンスクール
中学生（2,3年）の女子及びその保護者に対して本校職員による
授業体験と本校の授業公開を行います。また，本校の保護者に
対しても授業を公開します。

10月21日 大口明光学園高等学校 大口明光学園高等学校 無料
大口明光学園高等学校
担当：藤原
℡：0995-22-0610

鹿児島県 伊佐市 ② 伊佐市小学校陸上記録会
市内の小学校５・６年生の児童が、陸上種目で記録　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に挑
戦する大会です。

10月26日 伊佐市陸上競技場
伊佐市教育委員会学校教育
課

　　　　　　　
無料

伊佐市教育委員会
学校教育課  西山
℡：0995-26-1532

鹿児島県 伊佐市 ③ 伊佐市小・中学校音楽発表会
市内の小・中学校の児童生徒が、合唱や合奏を披露　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しま
す。

11月8日 伊佐市文化会館
伊佐市教育委員会学校教育
課

　　　　　　　
無料

伊佐市教育委員会
学校教育課  西山
℡：0995-26-1532

鹿児島県 伊佐市 ③ 伊佐市文化祭（菱刈会場） 市民等による芸能発表･作品展を行います。 11月２～3日
伊佐市菱刈環境改善セン
ター

伊佐市教委文化スポーツ課
　　　　　　　
無料

伊佐市教育委員会
文化スポーツ課　原田
℡：0995-26-1578

鹿児島県 伊佐市 ③ 伊佐市文化祭（大口会場） 市民等による芸能発表･作品展を行います。 11月3日 伊佐市文化会館 伊佐市教委文化スポーツ課
　　　　　　　
無料

伊佐市教育委員会
文化スポーツ課　原田
℡：0995-26-1578

鹿児島県 出水市 ② 未就園児参観日
未就園児や保護者に園を解放し参観を実施，幼稚園教育への
理解を図る活動です。

10月24日 幼稚園内
西出水小学校附属紫翠幼稚
園

無料

出水市立西出水小学校附属紫翠
幼稚園
担当：中村  陽子　
電話0996-63-2158

鹿児島県 出水市 ② フリー参観日（ＡＬＴ活動参観）
地域の方々や保護者に園を解放し参観を実施，幼稚園教育へ
の理解を図る活動です。

10月31日 幼稚園内
西出水小学校附属紫翠幼稚
園

無料

出水市立西出水小学校附属紫翠
幼稚園
担当：中村  陽子　
電話0996-63-2158

鹿児島県 出水市 ② ふれあい収穫会
地域の老人会の方々を園へ招待し，一緒に収穫した芋を食べ，
老人会の方々とふれあう交流会です。

11月2日 幼稚園内・農園
西出水小学校附属紫翠幼稚
園

無料

出水市立西出水小学校附属紫翠
幼稚園
担当：中村  陽子　
電話0996-63-2158

鹿児島県 出水市 　　② お店屋さんごっこ
子供たちがいろいろなお店の品物を制作し、保護者と一緒に「お
店屋さん」と「お客さん」になって、売り買いや、相手とのコミュニ
ケーションを楽しむ活動です。

10月19日
出水市立東出水小学校附
属幼稚園

出水市立東出水小学校附属
幼稚園

無料

出水市立東出水小学校附属幼稚
園
担当：梅下  ちはる
℡0996-63-2163

鹿児島県 出水市 　　② ふれあい芋掘り
5月に地域の高齢者の方々に教えてもらいながら植えた、さつま
いもの収穫を、お芋係りの保護者と一緒に芋掘りをして楽しむ活
動です。

10月23日
出水市立東出水小学校附
属幼稚園の農園

出水市立東出水小学校附属
幼稚園

無料

出水市立東出水小学校附属幼稚
園
担当：梅下  ちはる
℡0996-63-2163

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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鹿児島県 姶良市 ② 親子読書会
親子読書サ－クルの保護者が大型絵本などによる読み聞かせ
やゲ－ムをして親子で過ごす活動です。

10月25日 加治木幼稚園 姶良市立加治木幼稚園 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立加治木幼稚園
園長　　城ヶ﨑　修二
0995-65-2502

第60回「教育・文化週間」関連行事

鹿児島県 出水市 　　② 公開参観・未就園児参観

地域の方々や未就園児親子に広報等で呼びかけ、自由に参観
したり、制作や園児とお店屋さんごっこをしたり、保護者に幼稚園
についての説明をしたりして、幼稚園教育への理解を図る活動
です。

10月25日
出水市立東出水小学校附
属幼稚園

出水市立東出水小学校附属
幼稚園

無料

出水市立東出水小学校附属幼稚
園
担当：梅下  ちはる
℡0996-63-2163

鹿児島県 出水市 　　② ふれあい焼き芋大会

地域の長寿会・自治会の方々やお芋係の保護者にお手伝いをも
らいながら焼き芋作りを楽しみ、未就園児親子を幼稚園に招待
し、高齢者や未就園児と触れ合ったり話をしたり一緒に焼き芋を
食べたりして交流を図る活動です。

10月30日
出水市立東出水小学校附
属幼稚園

出水市立東出水小学校附属
幼稚園

無料

出水市立東出水小学校附属幼稚
園
担当：梅下  ちはる
℡0996-63-2163

鹿児島県 出水市 　　② 勤労感謝職場訪問
地域の消防署・牛乳店・小学校を園児が訪問し、園児手作りの
花束等や感謝の言葉を贈り、日頃からお世話になっている方々
への感謝の気持ちを伝える活動です。

11月22日
出水消防署・池田乳業・東
出水小学校

出水市立東出水小学校附属
幼稚園

無料

出水市立東出水小学校附属幼稚
園
担当：梅下  ちはる
℡0996-63-2163

鹿児島県 出水市 ② 未就園児との交流 未就園児を招き、園児と触れ合いながら交流を図る活動です。 10月30日
出水市立米ノ津小学校附
属幼稚園

出水市立米ノ津小学校附属幼
稚園

無料 komenotuyo@po2.synapse.ne.jp
出水市立米ノ津小学校附属幼稚園
担当：川添　真奈美
℡：0996-67-2938

鹿児島県 出水市 ②
自由参観日 保護者・地域住民に苑を自由に参観していただき、幼稚園教育

への理解を図る活動です。
11月2日

出水市立米ノ津小学校附
属幼稚園

出水市立米ノ津小学校附属幼
稚園

無料 komenotuyo@po2.synapse.ne.jp
出水市立米ノ津小学校附属幼稚園
担当：川添　真奈美
℡：0996-67-2938

鹿児島県 出水市 ② 触れ合い焼き芋会
収穫した芋を使って、祖父母と一緒に焼き芋を作ったり、触れ
合ったりする活動です。

11月7日
出水市立米ノ津小学校附
属幼稚園

出水市立米ノ津小学校附属幼
稚園

無料 komenotuyo@po2.synapse.ne.jp

出水市立米ノ津通小学校附属幼稚
園
担当：川添　真奈美
℡：0996-67-2938

鹿児島県 出水市 ② 保・幼・小交流活動
年長児が、小学1年生・生活科の授業に参加して交流する活動
です。

11月16日 出水市立米ノ津小学校
出水市立米ノ津小学校附属幼
稚園

無料 komenotuyo@po2.synapse.ne.jp
出水市立米ノ津小学校
担当：山下　裕司
℡：0996-67-2938

鹿児島県 出水市 ② 芋掘り 年長児の保護者と一緒に芋掘りを楽しみます。 10月22日
米ノ津東小学校附属幼稚
園

米ノ津東小学校附属幼稚園 無料
http://www.city.izumi.kagoshima.jp
/komehigashisho/toppage.html

出水市立米ノ津東小学校
担当：遠竹　伸一　教頭
℡：0996-67-1006

鹿児島県 出水市 ② 保・幼交流活動
保育園と幼稚園の年長児が交流する活動です。
今年度4回計画しており、今回は3回目の活動です。

10月23日 えいふく保育園 米ノ津東小学校附属幼稚園 無料
http://www.city.izumi.kagoshima.jp
/komehigashisho/toppage.html

出水市立米ノ津東小学校
担当：遠竹　伸一　教頭
℡：0996-67-1006

鹿児島県 出水市 ② 幼・幼交流活動
小規模幼稚園と本園年長児が交流する活動です。
今年度4回計画しており、今回は2回目の活動です。

10月26日 切通幼稚園 米ノ津東小学校附属幼稚園 無料
http://www.city.izumi.kagoshima.jp
/komehigashisho/toppage.html

出水市立米ノ津東小学校
担当：遠竹　伸一　教頭
℡：0996-67-1006

鹿児島県 出水市 ② 祖父母参観
祖父母や父母を招き，園児との触れ合いや幼稚園教育への理
解を深める活動です。

10月30日
米ノ津東小学校附属幼稚
園

米ノ津東小学校附属幼稚園 無料
http://www.city.izumi.kagoshima.jp
/komehigashisho/toppage.html

出水市立米ノ津東小学校
担当：遠竹　伸一　教頭
℡：0996-67-1006

鹿児島県 出水市 ② 保・幼・小交流活動
年長児と，小学1年生とが生活科の授業に参加して交流する活
動です。

１０月下旬
米ノ津東小学校附属幼稚
園

米ノ津東小学校附属幼稚園 無料
http://www.city.izumi.kagoshima.jp
/komehigashisho/toppage.html

出水市立米ノ津東小学校
担当：遠竹　伸一　教頭
℡：0996-67-1006

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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鹿児島県 姶良市 ② 親子読書会
親子読書サ－クルの保護者が大型絵本などによる読み聞かせ
やゲ－ムをして親子で過ごす活動です。

10月25日 加治木幼稚園 姶良市立加治木幼稚園 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立加治木幼稚園
園長　　城ヶ﨑　修二
0995-65-2502

第60回「教育・文化週間」関連行事

鹿児島県 出水市 ② 未就園児交流保護者参観
未就園児・一般参観や父母・地域の方々を招き，園児との触れ
合いや幼稚園教育への理解を深める活動をします。

11月1日
米ノ津東小学校附属幼稚
園

米ノ津東小学校附属幼稚園 無料
http://www.city.izumi.kagoshima.jp
/komehigashisho/toppage.html

出水市立米ノ津東小学校
担当：遠竹　伸一　教頭
℡：0996-67-1006

鹿児島県 出水市 ② 触れ合い煮芋会
地域の高齢者と昔ながらの遊びを一緒に楽しみながら、収穫し
たいもを煮て一緒に食べて交流を深めます。

11月7日
米ノ津東小学校附属幼稚
園

米ノ津東小学校附属幼稚園 無料
http://www.city.izumi.kagoshima.jp
/komehigashisho/toppage.html

出水市立米ノ津東小学校
担当：遠竹　伸一　教頭
℡：0996-67-1006

鹿児島県 出水市 ② 自由参観日
園児と触れ合いながら，保護者や地域の方々に参加してもらい，
幼稚園教育への理解を深める行事です。

11月1日
出水市立切通小学校附属
幼稚園

出水市立切通小学校附属幼
稚園

無料 kizushiyo@po2.synapse.ne.jp
出水市立切通小学校
担当：廣　留美　教頭
℡：0996-67-3311

鹿児島県 出水市 ② 焼きいも会
小学1・2年生やお手伝いしてくださる保護者と一緒に焼き芋の準
備をしたり，食べたりして交流を深める行事です。

11月16日
出水市立切通小学校附属
幼稚園

出水市立切通小学校附属幼
稚園

無料 kizushiyo@po2.synapse.ne.jp
出水市立切通小学校
担当：廣　留美　教頭
℡：0996-67-3312

鹿児島県 出水市 ② 秋のたからもの大会
小学１年生に招待され，秋の自然物を使った製作やゲームをし，
園児が小学校に慣れ親しむ行事です。

11月26日
出水市立切通小学校附属
幼稚園

出水市立切通小学校附属幼
稚園

無料 kizushiyo@po2.synapse.ne.jp
出水市立切通小学校
担当：廣　留美　教頭
℡：0996-67-3313

鹿児島県 出水市 ② ハロウイン祭り
手作りの衣装を着た園児が幼稚園周辺を歩く様子を地域の方や
保護者に自由に参観していただくことで,幼稚園行事をアピール
する活動です。

10月31日 野田小学校附属幼稚園 野田小学校附属幼稚園 無料
http://www.city.izumi.kagoshima.jp
/nodasho/index.html

出水市立野田小学校
担当：上葉　智明　教頭
℡：0996-84-2008

鹿児島県 出水市 ② 芋掘り
野田保育園の年長児や保護者と一緒に,芋掘りを楽しむ活動で
す。

11月2日 野田小学校附属幼稚園 野田小学校附属幼稚園 無料
http://www.city.izumi.kagoshima.jp
/nodasho/index.html

出水市立野田小学校
担当：上葉　智明　教頭
℡：0996-84-2008

鹿児島県 出水市 ② 自由参観
園児の保護者や地域の方々,未就園児の家族が来園され園児の
様子を見たり,一緒に製作を行ったりする行事です。

11月6日 野田小学校附属幼稚園 野田小学校附属幼稚園 無料
http://www.city.izumi.kagoshima.jp
/nodasho/index.html

出水市立野田小学校
担当：上葉　智明　教頭
℡：0996-84-2008

鹿児島県 出水市 ② いもほり 鶴荘学園前期１年生との交流活動です。 10月10日 学園敷地内畑
出水市立鶴荘学園附属幼稚
園

無料
出水市立鶴荘学園附属幼稚園
担当：濵﨑　由美子
℡０９９６－８２－３６７０

鹿児島県 出水市 ② 稲刈り 鶴荘学園前期後期との交流活動です。 10月29日 学園借用田んぼ
出水市立鶴荘学園附属幼稚
園

無料
出水市立鶴荘学園附属幼稚園
担当：濵﨑　由美子
℡０９９６－８２－３６７０

鹿児島県 出水市 ② 一般・未就園児参観
一般・未就園児の触れあい活動，地域の方々が自由に参観する
行事です。

10月31日,11月5日 幼稚園保育室
出水市立鶴荘学園附属幼稚
園

無料
出水市立鶴荘学園附属幼稚園
担当：濵﨑　由美子
℡０９９６－８２－３６７０

鹿児島県 出水市 ② 祖父母参観 園児の祖父母の方々に感謝し園児や園を参観する行事です。 11月1日 幼稚園保育室
出水市立鶴荘学園附属幼稚
園

無料
出水市立鶴荘学園附属幼稚園
担当：濵﨑　由美子
℡０９９６－８２－３６７０

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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鹿児島県 姶良市 ② 親子読書会
親子読書サ－クルの保護者が大型絵本などによる読み聞かせ
やゲ－ムをして親子で過ごす活動です。

10月25日 加治木幼稚園 姶良市立加治木幼稚園 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立加治木幼稚園
園長　　城ヶ﨑　修二
0995-65-2502

第60回「教育・文化週間」関連行事

鹿児島県 出水市 ② 勤労感謝職場訪問
園児の手作りのプレゼントをもって，地域の郵便局やＪＡを訪問
し，感謝の気持ちを伝える活動です。

11月22日 幼稚園周辺１キロ
出水市立鶴荘学園附属幼稚
園

無料
出水市立鶴荘学園附属幼稚園
担当：濵﨑　由美子
℡０９９６－８２－３６７０

鹿児島県 出水市 ② 学校自由参観
保護者・地域の方々に授業等を公開します。「ふれあい給食」「避
難訓練」「校区幼保小園長会」等を行います。

11月1日～7日 出水市立出水小学校 出水市立出水小学校 無料
http://www.city.izumi.kagoshima.jp
/izumisho/index.htm

出水市立出水小学校　
担当：教頭　三角　典弘
℡０９９６－６３－２１５１

鹿児島県 出水市 ②
地域の方々との交流給食 日頃お世話になっている地域の方々を各教室に招き給食で交流

を図る行事です。
11月1日 出水市立出水小学校 出水市立出水小学校 無料

http://www.city.izumi.kagoshima.jp
/izumisho/index.htm

出水市立出水小学校　
担当：教頭　三角　典弘
℡０９９６－６３－２１５１

鹿児島県 出水市 ② 日曜参観日
保護者・地域の方々に授業等を公開する。「音楽発表会」「教育
講演会」を行います。

11月4日 出水市立出水小学校 出水市立出水小学校 無料
http://www.city.izumi.kagoshima.jp
/izumisho/index.htm

出水市立出水小学校　
担当：教頭　三角　典弘
℡０９９６－６３－２１５１

鹿児島県 出水市 ②
学校開放週間
（学校フリー参観）

授業参観（自由）を行います。 11月1日～7日 出水市立西出水小学校 出水市立西出水小学校 無料
https://www.city.kagoshima-
izumi.lg.jp/syogakko/nishiizumi_es/

出水市立西出水小学校
担当：教頭 久留　龍二
0996-63-2155

鹿児島県 出水市 ② 校内読書祭り
読書活動日本一に向け工夫を凝らした取組を実践します。
宝本の紹介  出張読み聞かせ  多読者表彰等

11月1日～30日 出水市立西出水小学校 出水市立西出水小学校 無料
https://www.city.kagoshima-
izumi.lg.jp/syogakko/nishiizumi_es/

出水市立西出水小学校
担当：教頭 久留　龍二
0996-63-2155

鹿児島県 出水市 ② 夢の教室（5年） 未定 11月6，7日 出水市立西出水小学校 出水市立西出水小学校 無料
https://www.city.kagoshima-
izumi.lg.jp/syogakko/nishiizumi_es/

出水市立西出水小学校
担当：教頭 久留　龍二
0996-63-2155

鹿児島県 出水市 ② 人権教室（4年） 未定 未定 出水市立西出水小学校 出水市立西出水小学校 無料
https://www.city.kagoshima-
izumi.lg.jp/syogakko/nishiizumi_es/

出水市立西出水小学校
担当：教頭 久留　龍二
0996-63-2155

鹿児島県 出水市 ② 高齢者とのふれあい活動 ２年生が高齢者とともに芋掘りを通して交流します。 10月13日 出水市立東出水小学校 出水市立東出水小学校 無料

https://www.city.kagoshima-
izumi.lg.jp/syogakko/higashiizumi_e
s/

出水市立東出水小学校
担当：飛松　正文　教頭
℡：0996-63-2160

鹿児島県 出水市 ② 東出水地区教育懇談会
東出水地区青少協・子連主催で，児童保護者を対象とした教育
講演会を行います。

10月13日 出水市立東出水小学校 出水市立東出水小学校 無料
https://www.city.kagoshima-
izumi.lg.jp/syogakko/higashiizumi_e
s/

出水市立東出水小学校
担当：飛松　正文　教頭
℡：0996-63-2160

鹿児島県 出水市 ② ふれあい祭り
ＰＴＡ主催のふれいあ祭り（バザー）が行われ，児童・保護者・地
域の方々が参加します。

10月13日 出水市立東出水小学校 出水市立東出水小学校 無料
https://www.city.kagoshima-
izumi.lg.jp/syogakko/higashiizumi_e
s/

出水市立東出水小学校
担当：飛松　正文　教頭
℡：0996-63-2160

鹿児島県 出水市 ② 自由参観
保護者・地域の方々等に学校教育への理解を深めていただくた
め，教育活動を自由に参観していただきます。

11月１日，２日，５日，６
日，７日

出水市立東出水小学校 出水市立東出水小学校 無料
https://www.city.kagoshima-
izumi.lg.jp/syogakko/higashiizumi_e
s/

出水市立東出水小学校
担当：飛松　正文　教頭
℡：0996-63-2160

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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鹿児島県 姶良市 ② 親子読書会
親子読書サ－クルの保護者が大型絵本などによる読み聞かせ
やゲ－ムをして親子で過ごす活動です。

10月25日 加治木幼稚園 姶良市立加治木幼稚園 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立加治木幼稚園
園長　　城ヶ﨑　修二
0995-65-2502

第60回「教育・文化週間」関連行事

鹿児島県 出水市 ② ふれあい給食
校区内の自治会長・民生委員さん等に来校いただき，児童と給
食を食べながら交流していただきます。

11月1日 出水市立東出水小学校 出水市立東出水小学校 無料
https://www.city.kagoshima-
izumi.lg.jp/syogakko/higashiizumi_e
s/

出水市立東出水小学校
担当：飛松　正文　教頭
℡：0996-63-2160

鹿児島県 出水市 ② 交流給食
食材納入業者に来ていただき，児童と給食を食べながら交流し
ていただきます。

11月1日 出水市立東出水小学校 出水市立東出水小学校 無料
https://www.city.kagoshima-
izumi.lg.jp/syogakko/higashiizumi_e
s/

出水市立東出水小学校
担当：飛松　正文　教頭
℡：0996-63-2160

鹿児島県 出水市 ② 命を大切にする授業
６年生を対象に，「ＮＰＯ法人がんサポートかごしま」（がん患者さ
ん）による「いのちの授業」をしていただきます。

11月1日 出水市立東出水小学校 出水市立東出水小学校 無料
https://www.city.kagoshima-
izumi.lg.jp/syogakko/higashiizumi_e
s/

出水市立東出水小学校
担当：飛松　正文　教頭
℡：0996-63-2160

鹿児島県 出水市 ② 学校運営協議会
授業参観，給食試食，給食参観等を組み込んだ学校運営協議
会を開催し，学校教育への理解を深めていただきます。

11月2日 出水市立東出水小学校 出水市立東出水小学校 無料
https://www.city.kagoshima-
izumi.lg.jp/syogakko/higashiizumi_e
s/

出水市立東出水小学校
担当：飛松　正文　教頭
℡：0996-63-2160

鹿児島県 出水市 ② 高齢者とのふれあい活動 １年生が高齢者とともに昔の遊びを通して交流します。 11月2日 出水市立東出水小学校 出水市立東出水小学校 無料
https://www.city.kagoshima-
izumi.lg.jp/syogakko/higashiizumi_e
s/

出水市立東出水小学校
担当：飛松　正文　教頭
℡：0996-63-2160

鹿児島県 出水市 ② 給食試食会
３～６年生の保護者を対象に給食試食会を実施し，学校給食へ
の理解を深めていただきます。

11月5日 出水市立東出水小学校 出水市立東出水小学校 無料
https://www.city.kagoshima-
izumi.lg.jp/syogakko/higashiizumi_e
s/

出水市立東出水小学校
担当：飛松　正文　教頭
℡：0996-63-2160

鹿児島県 出水市 ② 高齢者とのふれあい活動 ５年生が高齢者とともにグラウンドゴルフを通して交流します。 11月16日 出水市立東出水小学校 出水市立東出水小学校 無料
https://www.city.kagoshima-
izumi.lg.jp/syogakko/higashiizumi_e
s/

出水市立東出水小学校
担当：飛松　正文　教頭
℡：0996-63-2160

鹿児島県 出水市 ② どんぐりパーティー
１年生が保育園児・幼稚園児とどんぐりパーティーを通して交流
します。

11月20日 出水市立東出水小学校 出水市立東出水小学校 無料
https://www.city.kagoshima-
izumi.lg.jp/syogakko/higashiizumi_e
s/

出水市立東出水小学校
担当：飛松　正文　教頭
℡：0996-63-2160

鹿児島県 出水市 ② 高齢者とのふれあい活動 ４年生が高齢者とともに竹細工に取り組んで交流します。 11月29日 出水市立東出水小学校 出水市立東出水小学校 無料
https://www.city.kagoshima-
izumi.lg.jp/syogakko/higashiizumi_e
s/

出水市立東出水小学校
担当：飛松　正文　教頭
℡：0996-63-2160

鹿児島県 出水市 ① 子連グランドゴルフ大会
校区内の子供会対抗のグランドゴルフ大会です。子供だけでな
く，保護者や地域の方々も一緒に参加します。

10月27日 出水市立米ノ津小学校 出水市立米ノ津小学校 無料
http://www.city.izumi.kagoshima.jp
/komesho/index.html

出水市立米ノ津小学校
担当：山下　裕司　教頭
℡：0996-67-1119

鹿児島県 出水市 ② 生活科芋掘り
2年生が生活科で育てたイモを地域の農家の方々と一緒に収穫
する行事です。

10月26日 出水市立米ノ津小学校 出水市立米ノ津小学校 無料
http://www.city.izumi.kagoshima.jp
/komesho/index.html

出水市立米ノ津小学校
担当：山下　裕司　教頭
℡：0996-67-1119

鹿児島県 出水市 ② 学校自由参観
保護者・地域の方々に広く呼びかけ，日頃の学校生活を参観し
ていただく行事です。

11月1日～7日 出水市立米ノ津小学校 出水市立米ノ津小学校 無料
http://www.city.izumi.kagoshima.jp
/komesho/index.html

出水市立米ノ津小学校
担当：山下　裕司　教頭
℡：0996-67-1119

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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鹿児島県 姶良市 ② 親子読書会
親子読書サ－クルの保護者が大型絵本などによる読み聞かせ
やゲ－ムをして親子で過ごす活動です。

10月25日 加治木幼稚園 姶良市立加治木幼稚園 無料 http://www.city.aira.lg.jp/
姶良市立加治木幼稚園
園長　　城ヶ﨑　修二
0995-65-2502

第60回「教育・文化週間」関連行事

鹿児島県 出水市 ② 米っこ祭り
地域の方々や保護者を招いて，全クラス模擬店等をしながら学
校の様子を見ていただく行事です。

11月3日 出水市立米ノ津小学校 出水市立米ノ津小学校 無料
http://www.city.izumi.kagoshima.jp
/komesho/index.html

出水市立米ノ津小学校
担当：山下　裕司　教頭
℡：0996-67-1119

鹿児島県 出水市 ② 学校自由参観重点日 保護者・地域住民に授業を自由に参観していただく行事です。 11月2日 出水市立米ノ津小学校 出水市立米ノ津小学校 無料
http://www.city.izumi.kagoshima.jp
/komesho/index.html

出水市立米ノ津小学校
担当：山下　裕司　教頭
℡：0996-67-1119

鹿児島県 出水市 ② 心の教育の日
子どもたちに健全な心を育むための一斉道徳授業の様子を参観
していただく行事です。

11月2日 出水市立米ノ津小学校 出水市立米ノ津小学校 無料
http://www.city.izumi.kagoshima.jp
/komesho/index.html

出水市立米ノ津小学校
担当：山下　裕司　教頭
℡：0996-67-1119

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


