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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

沖縄県 粟国村 ①，③ 読書まつり
読書活動を行う民間団体、行政、学校、図書館等が連携し、地域ぐるみで読書に親しむ
機会を提供することにより、自主的な読書活動の推進を図ることが目的です。

10月20日 離島振興総合センター
粟国村教育委員会・学力向上
推進委員会

無料
粟国村教育委員会
098-988-2449

沖縄県 粟国村 ①，③ 家庭読書の日
読書の習慣を根付かせるために毎月第３日曜日を家庭読書の日に設定し、村民によび
かけています。

毎月第３日曜 無料
粟国村教育委員会
098-988-2449

沖縄県 伊江村 ③ 伊江村民俗芸能発表会
国指定重要無形民俗文化財「伊江島の村踊」の公演を行います。
村内には8つの区があり、各区の持ち回りで公演が行われます。今年度は真謝区に伝
わる芸能を中心に、村内各区の芸能を持ち寄り披露します。

11月10日 伊江村農村環境改善センター 伊江村 無料 http://www.iejima.org/
伊江村教育委員会
0980-49-2334

ホームページ掲載予定

沖縄県 石垣市 ①,③ 文化財めぐり
市民を対象に地域の文化財を中心とした見学を実施します。文化財めぐりをとおし地域
の自然や歴史・文化を学習します。

11月 石垣市内各所 石垣市教育委員会 無料

http://www.city.ishigak
i.okinawa.jp/400000/41
0000/410400/index.ht
ml

石垣市教育委員会文化財課
0980-83-7269

定員30名
要事前予約

沖縄県 石垣市 ②，③ 八重山地区中学校総合文化祭

「島歌の風に乗せ　未来へつなぐ　伝統文化」などをテーマに、八重山地区三市町（石垣
市・竹冨町・与那国町）の中学生１６００人余が、舞台と展示の部で、日頃からの文化活
動の成果を示し、詰めかけた保護者や地域住民らを魅了する一大イベントになっており
ます。

11月
石垣市民会館大ホール・中
ホール・市立図書館

八重山地区中学校文化連盟 無料

八重山地区中学校
文化連盟事務局
石垣市立石垣中学校
0980-82-3070

沖縄県 浦添市 ③ 歴史ロマン街道「尚寧王の道を訪ねる」
第二尚氏第七代の国王尚寧の命により改修されたかつての西海道を浦添グスクから首
里城へ辿り、道沿いの文化財を紹介します。

11月3日 浦添城跡ほか
NPO法人「うらおそい歴史ガイド
友の会

http://www.city.urasoe
.lg.jp/docs/201808150
0034/

NPO法人うらおそい歴史ガイ
ド友の会
TEL：098-874-9345

沖縄県 浦添市 ③ 第5回浦添市小中学生音楽コンクール
音楽コンクールを通じて音楽の能力や技術の向上を図るとともに、児童・生徒の健全な
成長と豊かな感性を育てることを目的としています。

10月20日～21日 浦添市てだこホール小ホール
浦添市文化芸術振興事業実行
委員会

http://www.city.urasoe
.lg.jp/docs/201805140
0081/

浦添市教育委員会
文化スポーツ振興課
098-876-123
（内線6163・6164）

沖縄県 浦添市
①，②，
③

読書月間：読みトク！「カコ・現在みらい」
～みんなでつくるライブラリー～

平成31年4月末をもって元号『平成』が終わり、新元号へ替わることから、図書館の資料
やサービスを通し「過去を学び、未来を見つめ、未来に生かす」という意味を込め、平成
の歴史に関連する本を紹介し、平成を振り返り、未来を考える機会とします。

10月27日～11月29日 浦添市立図書館 浦添市立図書館 無料
http://library.city.uras
oe.lg.jp

浦添市立図書館
TEL：098-876-4946

沖縄県 浦添市
①，②，
③

としょまる30周年公開
移動図書館「としょまる」を浦添市立図書館の正面玄関において公開し、貸出を行いま
す。移動図書館の巡回が少ない地域の利用者にとって、としょまるを利用できる数少な
い機会とします。

11月3日 浦添市立図書館 浦添市立図書館 無料
http://library.city.uras
oe.lg.jp

浦添市立図書館
TEL：098-876-4946

時間11：00～12：00

沖縄県 浦添市
①，②，
③

「浦添市まちづくり生涯学習推進」関連事
業「まなびフェスタ浦添2018」

「まなび」をキーワードに、まちづくり生涯学習に関する事例や情報の提供、舞台発表や
体験活動等のイベントを実施することで、市民一人ひとりのまちづくり生涯学習への意
欲を高めることを目的とした事業です。

11月3日 浦添市てだこホール周辺 浦添市
http://www.city.urasoe
.lg.jp/docs/201808130
0023/

浦添市　市民部
市民協働・男女共同参画課
098-874-5711

沖縄県 浦添市 ①,③
人気実演家による“かぎやで風完全マス
ター”講座

伝統芸能である琉球舞踊「かぎやで風」を通して、琉球舞踊の文化と所作を学び、伝統
芸能の理解を深めその素晴らしさを感じ、郷土愛を高める機会にし、12月1日（土）の公
民館まつりでその成果を披露します。

10月23日～27日
(全７回)

浦添市立中央公民館 浦添市立中央公民館 無料
浦添市立中央公民館
098-879-5503

開催時間
19:00～21:00

沖縄県 浦添市 ①,③
人気実演家による“キッズのための琉球
舞踊”講座

伝統芸能である琉球舞踊「四季口説」を通して、琉球舞踊の文化と所作を学び、伝統芸
能について興味を持たせ、その素晴らしさと郷土愛を高める機会にし、12月2日（日）の
公民館まつりでその成果を披露します。

10月24日～11月14日
11月17日～2月2日
(全10回)

浦添市立中央公民館 浦添市立中央公民館 無料
浦添市立中央公民館
098-879-5503

開催時間　水18:00～19:30　土・日
10:00～11:30

沖縄県 大宜味村 ③ 第４５回おおぎみ展

年間を通し創造している大宜味村民の芸術作品を一堂に展示することにより、芸術意
欲の向上はもとより、芸術作品を村民多数に鑑賞してもらうことを目的として開催しま
す。また、子どもたちの参加を募ることで、彼らの将来への希望につながるものとしてい
ます。

11月2日～4日 旧大宜味小学校体育館 大宜味村教育委員会 無料
http://www.vill.ogimi.ok
inawa.jp/

0980-44-3306
作品募集、日程等が決定次第、HP
等で周知します。

沖縄県 大宜味村 ③ 第２３回しまんちゅ芸能
村内在住者・村内出身者や村内で芸能活動を行っている者が日頃の活動の成果を発
表することにより、多くの村民に活動に興味を持ってもらい、また芸能意欲の向上を目
的としています。

11月4日
大宜味村農村環境改善セン
ター

大宜味村教育委員会 無料 0980-44-3306
出演募集・プログラム決定次第、
HP等で周知します。

第60回「教育・文化週間」関連行事

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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第60回「教育・文化週間」関連行事

沖縄県 沖縄市 ① 図書館セミナー 本に親しむために講師を招いての講演や朗読会などを実施します。 11月3日 市立図書館 市立図書館 無料 098-929-4919

沖縄県 沖縄市 ①，③ サウンドスケープ（仮） 県内に生息する生き物や自然に関する『音』を中心とした企画展を開催します。 10月末～1月末 沖縄市立郷土博物館 沖縄市教育委員会 無料
http://www.okinawa.ok
inawa.jp/about/134

098-932-6882

沖縄県 沖縄市
①，②，
③

平成３０年沖縄市教育表彰式典
本市の教育行政、学校教育、社会教育及び学術文化その他教育の振興に顕著な功労
があり他の模範として推奨に値する業績、若しくは善行があつたものを表彰します。

11月2日 沖縄市民会館大ホール 沖縄市教育委員会 無料
沖縄市教育委員会
教育総務課
098-934-0044

沖縄県 恩納村 ①，③ 第26回恩納村文化祭（芸能部門）
文化協会舞台部門の日頃の文化活動の発表を年に一度、村民に対し披露するとともに
文化活動の向上、普及、発展をめざし、多彩な文化活動の取り組みを開催します。

11月3日
ふれあい体験学習センター
（ゆうなホール）

恩納村文化協会
恩納村文化協会
098-982-5112

沖縄県 恩納村 ①，③ 恩納村文化財普及事業展示会
サンゴの村宣言を実施したことを受けて、サンゴと恩納村に関する展示会を開催しま
す。

10月11日～11月11日 恩納村博物館 恩納村博物館 無料
恩納村博物館
098-982-5112

沖縄県 宜野座村 ③
平成30年度 琉球大学付属図書館・琉球
大学博物館（風樹館）・宜野座村立博物
館 企画展

琉球大学付属図書館・琉球大学博物館（風樹館）・宜野座村立博物館が所蔵する資料
を基礎とした企画展を開催します。

10月27日～11月30日
宜野座村立博物館＜第3展示
室＞

宜野座村教育委員会　教育課
（博物館）

無料
宜野座村立博物館
098‐968‐4378

月曜・祝祭日は休館

沖縄県 宜野湾市 ①④ 第27回産業総合研究所フォーラム
沖縄国際大学産業総合研究所では、研究成果の社会還元の一環としてフォーラムを開
催します。
今年度のテーマは「クルーズ船と沖縄観光（仮）」です。

11月11日
沖縄国際大学
13号館3階

沖縄国際大学　産業総合研究
所

無料 http://igir.okiu.ac.jp/ 098-893-7967

沖縄県 宜野湾市 ①④
沖縄経済環境研究所10周年記念フォー
ラム

沖縄経済環境研究所の設立10周年を記念するものです。10年間を振り返り、地域貢献
をさらに進める意義を籠めて、「沖縄県の沖縄地域の自立（自律）へ向けた持続可能な
発展」のテーマでパネルディスカッションを行います。

11月17日
沖縄国際大学
13号館301教室

沖縄国際大学
沖縄経済環境研究所

無料 http://iees.okiu.ac.jp/
098-893-7967
（研究支援課）

沖縄県 宜野湾市 ①④ 沖縄法政研究所第41回講演会
沖縄法政研究所では、「最高裁GPS判決の市民社会における意義（仮題）」をテーマに
講演会を開催します。

10月27日
沖縄国際大学
13号館301教室

沖縄国際大学　沖縄法政研究
所

無料 http://oilp.okiu.ac.jp/ 098-893-7967

沖縄県 国頭村 ① やんばる山学校

沖縄島北部やんばるの山は、琉球弧の地史を背景に独自の進化をとげた多種多様な
希少野生動植物が生息・生育し、国や沖縄県が目指す世界自然遺産登録（推薦地）の
中核をなす地域です。今年度のやんばる山学校では、世界自然遺産へ登録するほどの
価値を持つ森林と人の命の源である水資源のつながりを自らの目で確認することから
始めます。そして、林業の現場視察を行うことで森林の多面的機能を考え、より有効な
森林の利活用のあり方を学びます。体験やワークショップなど能動的な学習方法を取り
入れながら進める本講座では、主体的で深い対話的な学びを体感できます。

11月23日～24日
琉球大学「与那フィールド」、国
頭村森林公園及び国頭村内
の森林やダム周辺

琉球大学
地域連携推進機構
生涯学習推進部門

https://ercll.u-
ryukyu.narayun.jp/

琉球大学総合企画戦略部
地域連携推進課
098-895-8019

２日間の宿泊型講座
宿泊は琉球大学「与那フィールド」
（国頭村）を利用予定

沖縄県 座間味村 ③ 自然文化再発見親子ウォーク
普段何気なく見ている島の石垣や道、山や海などにも島の歴史や文化があることを再
認識しながら、ウォーキングの楽しさを体験し健康増進を図る目的で行われます。

11月 未定 座間味村教育委員会 無料
座間味村教育委員会
098-987-2153

対象：村内児童生徒及びその家族

沖縄県 多良間村 ①
多良間村教育の日・多良間村コミュニ
ティーまつり

表彰、実践発表、講演等を行います。 12月1日 多良間村コミュニティー施設
コミュニティー祭り実行委員会
多良間村教育委員会

無料

多良間村教育委員会・多良間
村コミュニティー施設
0980-79-2674
0980-79-2013

沖縄県 多良間村 ① 施設の無料公開 常設展示の無料公開を行います。 11月 多良間村ふるさと民俗学習館
多良間村教育委員会
ふるさと民俗学習館

無料

多良間村教育委員会
多良間村ふるさと民俗学習館
0980-79-2674
0980-79-2223

沖縄県 渡嘉敷村 ① 読書まつりinとかしき２０１８
島の将来を担う子ども達をはじめ、村民が読書を通して言葉や学びの感性を磨き、表現
力や想像力・コミュニケーション能力を豊かなものにするために読書講演会や読書にま
つわる作品展示等を実施します。

10月29日 国立沖縄青少年交流の家 渡嘉敷村教育委員会 無料
渡嘉敷村教育委員会
098-987-2120

沖縄県 中城村 ①，③ 『ごさまるウォーキング』
世界遺産中城城跡をゴール地点として中城村内の歴史の道（中城ハンタ道）をウォーキ
ングしながら文化財を巡って歴史を学んだり、沖縄の自然、景観を楽しむ取り組みで
す。

11月11日
中城城跡及び歴史の道（中城
ハンタ道）

主催：
吉の浦地域総合スポーツクラブ
共催：中城村教育委員会

http://www.vill.nakagus
uku.okinawa.jp/index.js
p

098-895-3707
（中城村営体育館事務所）

詳細情報は、中城村広報誌10月
号、村HP（10月中旬頃）に掲載予
定。

沖縄県 中城村 ③
2018世界遺産中城城跡プロジェクション
マッピング

世界文化遺産中城城跡の城壁をスクリーンにしてプロジェクションマッピングを実施しま
す。
城壁前では、地域伝統芸能や組踊伝承者等による伝承に基づいた演舞が行われ、音
楽と映像・演劇を融合させた舞台が繰り広げられます。

11月10日～11日 中城城跡
中城村、世界遺産中城城跡プ
ロジェクションマッピング実行委
員会

無料
http://www.vill.nakagus
uku.okinawa.jp/index.js
p

中城村役場
企業立地・観光推進課
098-895-2131

詳細については世界遺産中城城
跡プロジェクションマッピングＨＰ、
中城村広報誌、村HPで10月上～
中旬で掲載予定。

沖縄県 中城村 ①，③ 『歴史・文化講演会』
歴史研究家を招聘して沖縄の歴史・文化に関する講演を開催します。
※講師及び内容など詳細は調整中。

11月4日、
11月18日

中城村護佐丸歴史資料図書
館

中城村教育委員会 無料
http://www.vill.nakagus
uku.okinawa.jp/index.js
p

中城村護佐丸歴史資料図書
館
098-895-5302

詳細については、中城村広報誌、
村HP、護佐丸歴史資料図書館ブ
ログに掲載予定(10月下旬頃)。

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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第60回「教育・文化週間」関連行事

沖縄県 中城村 ① 『しろませいゆう展』 絵本作家しろませいゆう氏の絵本の展示、読み聞かせ会を行います。 11月14日～25日
中城村護佐丸歴史資料図書
館

中城村教育委員会 無料
http://www.vill.nakagus
uku.okinawa.jp/index.js
p

中城村護佐丸歴史資料図書
館
098-895-5302

詳細については、中城村広報誌、
村HP、護佐丸歴史資料図書館ブ
ログに掲載予定(10月下旬頃)。

沖縄県 今帰仁村 ③，④
国頭地区文化財行政連絡協議会パネル
展「やんばるの貝塚時代（仮）」

やんばるの貝塚時代をテーマに、国頭地区文化財行政連絡協議会に加盟する12市町
村の写真パネル展を開催します。

11月1日～30日 今帰仁村歴史文化センター
国頭地区文化財行政連絡協議
会

0980-56-3201

沖縄県 名護市 ①，③ 第４５回やんばる展
やんばる地域で活動する、地域住民による展示会（書道、絵画、木工芸、陶芸、写真、
民芸等）として開催します。

10月31日～11月4日 名護市民会館
やんばる展
実行委員会

無料
http://www.city.nago.o
kinawa.jp/hall

名護市民会館
0980-53-5427

沖縄県 名護市 ①，③ 第３４回市民音楽祭 市内で活動するサークルによる演奏会を実施します。 11月3日 名護市民会館 芸術鑑賞体験事業実行委員会
http://www.city.nago.o
kinawa.jp/hall

名護市民会館
0980-53-5427

沖縄県 那覇市 ③ 第22回 若狭地域文化祭
地域住民、自治会、企業等が協力して毎年開催しています。地域文化の再認識と新た
な文化の掘り起こしを行い、こどもから高齢者までの異世代交流を図ります。

10月27日 若狭海浜公園 若狭地域文化祭実行委員会 無料
http://cswakasa.com/
kouminkan/index.html

那覇市若狭公民館
098−917−3446

沖縄県 那覇市 ③ こども国際映画祭in沖縄（KIFFO）
「映画を通じて世界を感じ、映画祭運営を通じて様々な年齢の人と出会い、世界を広げ
てほしい」との思いで立ち上がった映画祭です。主な運営をこども達が行います。

11月17～18日 パレット市民劇場 KIFFO実行委員会
https://kukuruvision.co
m/kiffo/

沖縄県 那覇市 ③ うみそら上映会 Vol.4
有志が集まり上映方法や内容を企画立案し、若狭海浜公園で懐かしの映画や地域の
映像を鑑賞します。上映会を通して近隣住民だけでなく世代を超えた幅広い方々が参
加する地域交流・情報交換の場です。

10月12日 若狭海浜公園 那覇市若狭公民館 無料
http://cswakasa.com/
kouminkan/index.html

那覇市若狭公民館
098−917−3446

沖縄県 那覇市 ① 特別無料投影 プラネタリウムを無料で投影します。 10月下旬予定（毎月下旬）
那覇市牧志駅前ほしぞら公民
館
プラネタリウム

那覇市牧志駅前ほしぞら公民
館

無料
http://www.city.naha.o
kinawa.jp/kakuka/kou
minkan/hosizora/（HP）

那覇市牧志駅前
ほしぞら公民館
098-917-3443

沖縄県 那覇市 ③ 第53回琉球王朝祭り首里

首里地区の自治会が主体となり、首里地区に伝わる伝統文化の紹介や古式行列が行
われます。昭和35年から行われていた首里文化祭が基になり、教育・文化の発祥の地
として、青少年の向上心の高揚と健全育成、併せて城下町首里の活性化を図ることを
目的としています。

11月3日
龍潭通り（県道29号線）、首里
中

首里振興会 無料
httjp://syuri-
sinkoukai.com

首里振興会事務局
098-943-0097

沖縄県 那覇市 ① 世界の絵本読み聞かせ会
県国際交流員による絵本の読み聞かせ会です。日本語、外国語での読み聞かせや会
話に触れることで、児童に外国に対する興味関心を高める機会を提供します。

10月31日 那覇市立若狭公民館
沖縄県交流推進課、那覇市立
若狭図書館

無料
那覇市立若狭公民館
098-917-3453

沖縄県 那覇市 ① いわさきちひろ生誕１００年展示 いわさきちひろに関する本の展示です。 未定 那覇市立石嶺図書館 那覇市立石嶺図書館 無料
那覇市立石嶺図書館
098-917-3454

沖縄県 那覇市
①，②，
③

秋の特別おはなし会 季節に関する本の読み聞かせと工作を行います。
10月27日
10:30～

那覇市立石嶺図書館 那覇市立石嶺図書館 無料
那覇市立石嶺図書館
098-917-3454

沖縄県 那覇市
①，②，
③

秋のおはなし会 読みきかせとブラックシアターを楽しむ行事です。 11月3日 那覇市立繁多川図書館 那覇市立繁多川図書館 無料
那覇市立繁多川図書館
098-917-3455

沖縄県 那覇市
①，②，
③

秋の読書週間展示 テーマに沿った本の展示・紹介です。 10月18日～11月11日 那覇市立繁多川図書館 那覇市立繁多川図書館 無料
那覇市立繁多川図書館
098-917-3455

沖縄県 那覇市 ①，③ 世界遺産解説会
世界遺産である「玉陵」「識名園」を、管理指導員、案内親方の解説を聞きながら観覧
し、文化財に触れる機会とします。

11月18日 識名園・玉陵 那覇市市民文化部文化財課 無料
http://www.city.naha.o
kinawa.jp/kakuka/kyoui
kubunkazai/

那覇市市民文化部
文化財課
098-917-3501

識名園：9時～
玉陵：11時～1時間程度

沖縄県 那覇市 ①，③ 文化の日無料公開
文化の日は「自由と平和を愛し、文化をすすめる」ことを趣旨として制定された祝日で
す。この日は、那覇市の文化に親しんでいただくために、歴史文化施設を無料開放いた
します。

11月3日
識名園・玉陵・那覇市立壺屋
焼物博物館・那覇市歴史博物
館

那覇市市民文化部文化財課 無料
http://www.city.naha.o
kinawa.jp/kakuka/kyoui
kubunkazai/

那覇市市民文化部
文化財課
098-917-3501

識名園 9：00～17：00
玉陵 9：00～18：00
那覇市立壺屋焼物博物館
10：00～18：00
那覇市歴史博物館
10：00～19：00

沖縄県 那覇市 ①，③
学芸員と展示を見よう
～常設展ギャラリートーク～

常設展示の内容について、学芸員が展示会場で解説いたします。 11月18日 那覇市立壺屋焼物博物館 那覇市立壺屋焼物博物館
http://www.edu.city.na
ha.okinawa.jp/tsuboya/

那覇市立壺屋焼物博物館
098‐862-3761

那覇市立壺屋焼物博物館：
10：00～18：00

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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沖縄県 那覇市 ①，③ 壺屋やちむん通り祭り無料開館
那覇市が共催する壺屋やちむん通り祭り開催日に合わせ、博物館で壺屋焼の歴史を学
び、焼物や壺屋地域の新たな魅力を感じていただくために那覇市立壺屋焼物博物館を
特別無料開館いたします。

11月3日～4日 那覇市立壺屋焼物博物館 那覇市立壺屋焼物博物館 無料
http://www.edu.city.na
ha.okinawa.jp/tsuboya/

那覇市立壺屋焼物博物館
098‐862-3761

那覇市立壺屋焼物博物館：
10：00～18：00

沖縄県 那覇市 ①，③ （仮）「民藝と壺屋～その影響と現在～」
壺屋焼物博物館の開館20周年の節目に、沖縄を代表する伝統工芸となった「壺屋焼」
について、「民藝」の理論を紐解きながら、壺屋焼の美しさや民藝との影響関係、そして
今後の発展を展望する特別展を開催します。

11月3日～12月27日（予定）
那覇市立壺屋焼物博物館
3階企画展示室

那覇市立壺屋焼物博物館 無料
http://www.edu.city.na
ha.okinawa.jp/tsuboya/

那覇市立壺屋焼物博物館
098‐862-3761

那覇市立壺屋焼物博物館：
10：00～18：00

沖縄県 那覇市 ①，③  OKINAWA　BLACK
沖縄の美術工芸の中で「黒」に注目した企画展です。漆芸、陶芸、織、墨蹟を展示し、沖
縄の色彩の多様性を展示します。

11月2日
～12月26日

那覇市歴史博物館 那覇市歴史博物館
http//www.rekishi-
archive.city.naha.okina
wa.jp

那覇市歴史博物館
098-869-5266

10：00～19：00
木曜を除く

沖縄県 那覇市
①，②，
③

平成30年度市民文化育成発信事業
第11回なは市民芸術展

市民の芸術文化の向上・発展並びに芸術に対する創作活動の奨励普及と創造性を高
めるため、絵画・版画・彫刻・デザイン・写真・書道の6分野より公募で募集した作品のう
ち優秀作品に対し那覇市長賞等を授与し、入選作品を那覇市民ギャラリーにおいて展
示公開します。

10月30日～11月4日 なは市民ギャラリー 那覇市

http://www.city.naha.o
kinawa.jp/kakuka/bunk
a/kaikan/osirase/geiju
tuten2018.html

なは市民芸術展実行委員会
事務局
098-861-1909

沖縄県 南城市 ①，③
第13回芸能公演
～東四間切すりてぃ遊ば～

文化協会会員で構成する古典、琉舞、日本舞踊等の演舞。市内外へ伝統芸能の発信
および若者世代への伝統芸能の継承を目的としています。

10月14日
南城市文化センター・シュガー
ホール

南城市文化協会 http://sugarhall.jp/
南城市文化協会
090-6772－9615

沖縄県 南城市 ①，③ 第12回　「南城市総合文化展」

美術工芸、陶芸、華道、写真、書道、盆栽･花卉園芸、茶道、学術文化、川柳、俳句作
品等の展示を行います。日頃の創作活動成果の展示を通し、会員相互の触発及び親
睦を深め広く市民に芸術文化の感動を与える機会を提供するとともに世代間の交流の
場となるものです。参観していただくことにより出展者の制作意欲の向上と作品を通し、
地域社会へ寄与することを目的に実施します。

11月22日～24日 南城市玉城総合体育館 南城市文化協会 無料
南城市文化協会
090-1942-2428

沖縄県 南城市 ①
第17回尚巴志ハーフマラソンin南城市大
会

西日本最大級のハーフマラソンです。『尚巴志』は琉球王国を築きあげ、大交易時代へ
と発展させた本市のシンボル的存在です。大会をとおして、『尚巴志』を生んだ本市の自
然や歴史、文化に触れ、『尚巴志ロマン』を体感することで本市の魅力が県内外へ発信
され、地域の活性化に寄与していくことを目的として開催するものです。

11月4日
南城市文化センター・シュガー
ホール特設会場

尚巴志ハーフマラソンin南城市
大会実行委員会

http://www.shouhashi.j
p/

尚巴志ハーフマラソンin南城
市大会実行委員会
098-947-6866

沖縄県 南城市 ①，③
斎場御嶽出土品特別展示（斎場御嶽休
息日）

市内外へ南城市の歴史や文化を知っていただくために、斎場御嶽休息日に限り、斎場
御嶽の出土品の特別展示を行います。

11月8～10日 南城市観光協会がんじゅう駅 教育委員会文化課 無料
南城市教育委員会文化課
098－917-5374

沖縄県 南城市 ① 壮年スポーツ交流会（ソフトボール）
３５歳以上がソフトボールをとおして、体力作りと心身の健康、保持増進を図るとともに
参加者相互の親睦と融和を深め、市民スポーツの普及振興に寄与するこを目的に実施
します。

11月18日 南城市市内体育施設 教育委員会生涯学習課
南城市教育委員会生涯学習
課
098-917-5369

沖縄県 南城市 ①，③ 文化財めぐりコンサート
地域の文化遺産を会場としたコンサートを開催し、地域に存在する文化遺産を知るきっ
かけづくりと世代間をつなぐ地域コミュニケーションの活性化を目的に実施します。

10月～11月
百名区、奥武区、知名区、稲
福区

文化課 無料
文化課
098－917-5374

沖縄県 南城市 ① 中学生国際交流派遣事業
国際感覚豊かな人材育成の一環として市内在住の中学生を中国江蘇省江陰市へ7日
間派遣します。

11月18日～24日 市内中学校選抜者 教育委員会生涯学習課
南城市教育委員会生涯学習
課098-917-5369

沖縄県 西原町 ①
働き盛りのための肥満を防ぐ栄養講座・
クッキング　part1～part3　～仕事の活力
を増進させるニュートレ～

現代社会では経済不況、成果主義、顧客ニーズの多様化・複雑化などを背景に長時間
労働や作業の迅速化が求められる傾向にあります。働き世代の“ゆとり”が失われてき
ているようにも思えるこのような状況下で、気持ちや身体に疲れが溜まりがちになって
います。そこで、働き盛りのための栄養講座・クッキングとして、私たち栄養のスペシャリ
ストが食生活の面から日々の「元気」をサポートするポイントを説明し、さらに、料理が苦
手な方でも作れる簡単・栄養満点にできるクッキングをお教えします。

11月3日,10日
琉球大学教育学部本館309教
室、306教室(給食実習室)

琉球大学
地域連携推進機構
生涯学習推進部門

https://ercll.u-
ryukyu.narayun.jp/

琉球大学総合企画戦略部
地域連携推進課
098-895-8019

沖縄県 西原町 ①
市民ランナーのためのランニング科学講
座

「NAHAマラソン」は、いまや３万人がエントリーする国内を代表する一大スポーツイベン
トになりました。しかしながら、完走率は75％ほどで、多くのランナーが悔しい思いをして
います。
本講座は、多くの市民ランナーを指導した実績とランニング学会の会長（平成27・28年
度）などを歴任された豊岡示朗先生の講義と実技指導により、NAHAマラソンやおきなわ
マラソンの完全走破を目指す方をサポートします。

11月9日～10日
琉球大学地域国際学習セン
ター3階301講義室、陸上競技
場（未定）

国立大学法人琉球大学
地域連携推進機構
生涯学習推進部門

https://ercll.u-
ryukyu.narayun.jp/

琉球大学総合企画戦略部
地域連携推進課
098-895-8019

サテライト配信講座
各サテライトキャンパスでも配信い
たします（宮古島、久米島、大宜
味）

沖縄県 西原町 ③ 第５回琉球大学ホームカミングデー
琉球大学卒業生が、旧友との楽しいひとときを過ごし、世代を超えた新しい交流を築くと
ともに、琉球大学の「今」を知っていただくことを目的として、開催しています。

10月27日

講演等：琉球大学
大学会館３階特別会議室
懇親会：琉球大学
生協中央食堂

琉球大学 無料

http://www.u-
ryukyu.ac.jp/top_news/
homecomming2018/ind
ex.html

琉球大学総務部
総務課総務係
098－895－8012
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沖縄県 西原町 ② 化学フォーラム
主に中学校・高校・大学の理科・化学教員を対象に演示実験を含めた授業についての
講演を行います。

11月15日
琉球大学
理系複合棟

沖縄県理科・化学教育懇談会 無料 098-895-8560

沖縄県 東村 ③ 第10回東村文化舞台発表会
村内の伝統芸能保存継承を目的に、各地域で活躍する文化活動の発表の場として毎
年開催します。

11月10日 東村農民研修施設 教育委員会 無料 0980-43-2130

沖縄県 宮古島市 ③
宮古島市民総合文化祭
一般の部　展示部門

児童・生徒及び宮古地区中学校総合文化祭と同時開催することにより、子ども達の豊
かな感性に触れ、表現の原点を感じるような機会を提供し、共に育んでいく意識の涵
養、島内の更なる文化・芸術の振興を図ることを目的に開催します。

10月19日～21日 JTAドーム
宮古島市、宮古島市教育委員
会、一般社団法人宮古島市文
化協会

一般社団法人宮古島市文化
協会
0980-76-6708

沖縄県 宮古島市 ③
宮古島市民総合文化祭
一般の部　史跡巡り

今年度は松原・久貝集落と来間島の史跡巡りを開催します。 10月20日
松原・久貝・来間島
（JTAドーム出発）

宮古島市、宮古島市教育委員
会、一般社団法人宮古島市文
化協会

一般社団法人宮古島市文化
協会
0980-76-6708

沖縄県 宮古島市 ③
宮古島市民総合文化祭
一般の部　音楽祭

音楽祭は日頃から合唱のサークルや楽器演奏活動をしている高校生や一般の皆さん
に定着しています。この音楽祭を一年間の練習の成果を発表する場と捉え、毎年参加
するコーラスグループやこれまで宮古では聴いたことがなかったような新しいジャンルの
音楽が演奏され、多様な音楽がステージいっぱいに繰り広げられます。

10月20日 マティダ市民劇場
宮古島市、宮古島市教育委員
会、一般社団法人宮古島市文
化協会

一般社団法人宮古島市文化
協会
0980-76-6708

沖縄県 宮古島市 ③
宮古島市民総合文化祭
一般の部　こどもシアター

お話人形劇、手話等のパフォーマンスによる舞台発表を行います。地域のお話サーク
ルや人形劇団が合同で、子どもたちや親子、家族みんなで楽しめるような舞台を作って
いきます。それぞれのグループが独自の表現で個性豊かに発表します。

10月21日 JTAドーム
宮古島市、宮古島市教育委員
会、一般社団法人宮古島市文
化協会

一般社団法人宮古島市文化
協会
0980-76-6708

沖縄県 宮古島市 ③
宮古島市民総合文化祭
児童・生徒の部　展示部門

一般の部及び宮古地区中学校総合文化祭と同時開催することにより、島内における文
化活動に触れ、芸術性の高さに感銘するような機械を提供し、共に育んでいく意識の涵
養、島内の更なる文化・芸術の振興を図る。

10月19日～21日 JTAドーム
宮古島市、宮古島市教育委員
会、一般社団法人宮古島市文
化協会

無料
宮古島市教育委員会生涯学
習振興課文化振興係
0980-77-4946

沖縄県 宮古島市 ③
宮古島市民総合文化祭
児童・生徒の部　音楽祭

児童・生徒に音楽発表の場を与え、音楽を通して情操豊かな人間性を育て、市民文化
の向上発展に役立てます。

11月4日 マティダ市民劇場
宮古島市、宮古島市教育委員
会、一般社団法人宮古島市文
化協会

無料
宮古島市教育委員会生涯学
習振興課文化振興係
0980-77-4946

沖縄県 宮古島市 ➂ 宮古島文学賞
文芸活動の振興を図り、島を渡る風と珊瑚礁に育まれる「文芸」を宮古島から発信する
ことを目的とし開催されます。

応募期間
10月1日～31日

一般社団法人宮古島市文化協
会

一般社団法人
宮古島市文化協会
0980-76-6708

入賞作品発表
2019年2月上旬

沖縄県 宮古島市 ➂
危機的な状況にある言語・方言サミット宮
古島大会

ユネスコが平成２１年度に発刊した、「世界の絶滅危機にある言語」によると日本に於い
て８言語・方言が消滅の危機にあるとされています。その中に宮古も含まれています。
そういった危機的な状況が危惧される方言の状況改善に繋げるために、各地域の取り
組み状況等について、国民に広く周知を図るとともに、文化の多様性を支える言語の役
割について、共に考える機会とする目的で実施します。

11月24日
文化庁、沖縄県、宮古島市、そ
の他

無料
宮古島市教育委員会
生涯学習振興課文化振興係
0980-77-4946

沖縄県 本部町 ③ 第３６回もとぶ展
町民が文化活動に接する機会を広く提供し、その鑑賞をとおして情操を高めると同時
に、町民自ら作品を発表することによって文化に対する意識の高揚を図り、地域文化の
向上に資することを目的としています。

11月10日～11日 本部町民体育館 本部町・本部町教育委員会 無料
本部町教育委員会
社会教育班
0980-47-2206

沖縄県 八重瀬町 ③
11月3日(文化の日)
資料館無料開放日

11月3日（文化の日）に合わせ、八重瀬町立具志頭歴史民俗資料館を1日無料開放しま
す。

11月3日
八重瀬町立具志頭歴史民俗
資料館

八重瀬町教育委員会 無料
八重瀬町立具志頭歴史民俗
資料館
098-835-7500

沖縄県 八重瀬町 ③
平成30年度
企画展「獅子ー八重瀬の石獅子展ー」

文化財保護週間に合わせて、資料館にて企画展を行います。
八重瀬町内に点在する石獅子について現在の状況を調査し、文献等とあわせながら石
獅子の今をマップとともに展示公開します。

11月1日～12月2日
八重瀬町立具志頭歴史民俗
資料館

八重瀬町教育委員会
八重瀬町立具志頭歴史民俗
資料館
098-835-7500

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



89

都道府県 市区町村 類型 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ 問合せ先 備考

第60回「教育・文化週間」関連行事

沖縄県 八重瀬町 ① 文学碑めぐり
瀬長島の「手水の縁の碑」など南部の文学碑を訪ね、琉歌を通じ、郷土の理解を深めま
す。他には、八重瀬町の姉妹都市、高知県香南市との縁から高知出身の偉人である
ジョン万次郎の軌跡をたどります。

11月3日 南部地区 八重瀬町教育委員会
八重瀬町教育委員会
098-998-8383

沖縄県 読谷村 ③ 特別展「松田共司作陶展」
読谷村の「ヤチムンの里」にある読谷山北窯で作陶活動を行っている松田共司氏の作
品展です。

9月29日～11月11日
世界遺産座喜味城跡ユンタン
ザミュージアム企画展示室

読谷村
http://www.vill.yomitan
.okinawa.jp/sections/c
ulture/

098-958-3141

企画展示室以外の展示室を観覧
する際は有料となります。
期間中には「第44回読谷まつり」も
村内で開催されます。

沖縄県 読谷村 ① 読谷村手話奉仕員養成講座
聴覚に障がいを持つ方の生活や、社会環境について理解を深めるとともに、自立と社
会参加の促進を図り、手話奉仕員の人材養成を目的とします。

6月29日～2月15日
（毎週金曜）

読谷村総合福祉センター 読谷村社会福祉協議会
http://yomitan-
syakyou.com/?p=1038

098-958-2939 受講料は無料（テキスト代は実費）

沖縄県 読谷村 ③ 第44回読谷まつり
「赤犬子琉球古典音楽大演奏会」・「創作 進貢船」によって琉球の歴史及び伝統芸能が
息づく読谷村らしい舞台が催されます。

10月27日～10月28日

読谷村総合運動公園（主会
場）、多目的広場、伝統工芸
総合センター、読谷村むら咲
むら闘牛場、村民体育セン
ター、世界遺産座喜味城跡ユ
ンタンザミュージアム

読谷まつり実行委員会 無料
http://www.vill.yomitan
.okinawa.jp/events/20
18/10/44.html

098-982-9201

沖縄県 読谷村 ③
（第44回読谷まつり）世界遺産座喜味城
跡ユンタンザミュージアム無料開放

読谷まつりの開催に伴い無料開放します。期間中は特別展示室で松田共司氏の作陶
展を行うほか、常設展示を活用して村内外の多くの方に向けて読谷村の自然・歴史・文
化・美術工芸等を発信します。

10月27日～10月28日
世界遺産座喜味城跡ユンタン
ザミュージアム

読谷村教育委員会 無料
http://www.vill.yomitan
.okinawa.jp/sections/c
ulture/

098-958-3141

沖縄県 読谷村 ① 大人のための夜の朗読会 読書週間に関連して開催している朗読会です。 10月19日 読谷村立図書館 読谷村教育委員会 無料 098-958-3113

沖縄県 ③ 企画展「沖縄県の水中遺跡・沿岸遺跡」

　沖縄県は、先史時代より海を重要な生業の場として利用してきました。特に琉球王国
時代には、その地域性を最大限に利用し、海を媒介とした交易で繁栄を極めました。本
県の歴史と文化は、海によって育まれてきたと言っても過言ではなく、海域や海岸には
多くの遺跡が存在しています。しかしその一方で、リゾート開発や大規模な埋立・護岸工
事が行われており、旧地形が失われるとともに沿岸地域の遺跡の保存も問題となって
います。
　当センターが実施した水中及び沿岸遺跡の貴重な成果を、一般公開することにより水
中遺跡及び沿岸遺跡の理解と文化財保護に対する県民の意識を高めるため展示会を
開催します。

10月23日～11月25日
沖縄県立埋蔵文化財センター
企画展示室

沖縄県立埋蔵文化財センター 無料
http://www.pref.okina
wa.jp/edu/maizo/mado
guchi/soshiki/maizo/

沖縄県立埋蔵文化財センター
調査班
098-835-8752

沖縄県 ①，② 第2回アート　　　コンクール
多くの児童・生徒にアートコンクールへの参加の機会を提供し、親しめる美術館づくりを
目指すことを目的とした、美術館主催の絵画コンクール。

作品応募期間
9/1～10/16

県立博物館・美術館 県立博物館・美術館 無料
指定管理者　沖縄美ら島財団
098-941-1232

沖縄県 ①，③
博物館常設展示室及び美術館コレクショ
ンギャラリーの無料開放

博物館常設展示室及び美術館コレクションギャラリーの無料開放 11月3日 県立博物館・美術館 県立博物館・美術館 無料
指定管理者　沖縄美ら島財団
098-941-1232

沖縄県 ① スペシャルスタンプラリー
通常実施しているスタンプラリーに、無料開放となる博物館常設展示室及び美術館コレ
クションギャラリーを加える

11月3日 県立博物館・美術館 県立博物館・美術館 無料
指定管理者　沖縄美ら島財団
098-941-1232

沖縄県 ① 音楽ライブ ポップス、ジャズ、弦楽器、沖縄民謡などの音楽ライブ 11月3日 県立博物館・美術館 県立博物館・美術館 無料
指定管理者　沖縄美ら島財団
098-941-1232

沖縄県 ①，② 学生による新海誠関連スペシャルライブ 「新海誠」の映画にしようされた楽曲を県内高校・大学の軽音楽部の生徒が演奏 11月3日 県立博物館・美術館 県立博物館・美術館 無料
指定管理者　沖縄美ら島財団
098-941-1232

沖縄県
①，②，
③

沖縄の郷土料理体験 沖縄の郷土料理「ゆし豆腐」を作るワークショップ 11月3日 県立博物館・美術館 県立博物館・美術館
指定管理者　沖縄美ら島財団
098-941-1232

沖縄県 ③ 沖縄最古の鐘を鳴らそう 希望者に旧大聖禅寺鐘をついて貴重な文化財の鐘の音を体験する 11月3日 県立博物館・美術館 県立博物館・美術館 無料
指定管理者　沖縄美ら島財団
098-941-1232

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


