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和歌山県

市区町村 種類 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

和歌山市 ① 和歌山市人権講座
人権が尊重され差別や偏見のない社会の実現のために、人権問題につ
いて考えていただく機会として講座を開催します。

11月5日 和歌山市民会館
・和歌山市
・和歌山市教育委員会
・和歌山市人権委員会

無料 shogaigakushu@city.wakayama.lg.jp

和歌山市 ③ 第６４回和歌山県美術展覧会
公募部門の入選作品と併せて招待作家による“マスターズ・オブ・アート和
歌山”の作品を展示します。

11月2日～
11月14日

・和歌山県立近代
美術館
・和歌山県民文化
会館県民ギャラリー

和歌山県 無料 http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/022100/index.html

和歌山市 ③ 第17回手づくり紙芝居コンクール
予備審査を通過した作品の制作者による実演を審査し、各賞の表彰を行
う。

11月14日
県立図書館ﾒﾃﾞｨｱ･
ｱｰﾄ･ﾎｰﾙ

和歌山県教育委員会 無料 県立図書館サービス課

和歌山市 ①
特別展講座「いのりのかたちを観
る！」

特別展「いのりのかたち～祈願の民具と民間信仰～」の見どころを担当
学芸員が解説する。

10月23日
和歌山県立紀伊風
土記の丘

和歌山県立紀伊風土記の丘 http://www.kiifudoki.wakayama-c.ed.jp

和歌山市 ①
体験教室「大日山35号墳の埴輪を
つくろう第７回」

数回の講座で技術を磨き、復元中の大日山35号墳に設置する円筒埴輪
を製作します。

10月30日
和歌山県立紀伊風
土記の丘

和歌山県立紀伊風土記の丘 http://www.kiifudoki.wakayama-c.ed.jp

和歌山市 ①
体験教室「願いを込めて、土偶を
つくろう」

特別展に合わせて、原始・古代の祈願の造形について解説するとともに、
縄文時代の祈りの対象物である土偶をつくります。

11月6日
和歌山県立紀伊風
土記の丘

和歌山県立紀伊風土記の丘 http://www.kiifudoki.wakayama-c.ed.jp

和歌山市 ① 「ふどきっず⑦」
年10回古代人の技術に挑戦することを目的に小学生を対象とした体験活
動を「ふどきっず」として開催します。

11月7日
和歌山県立紀伊風
土記の丘

和歌山県立紀伊風土記の丘 http://www.kiifudoki.wakayama-c.ed.jp

和歌山市 ①
体験教室「古代人の米作り③脱
穀・炊飯」

稲作文化に触れるシリーズもののイベント。脱穀・炊飯を通して食べ物の
大切さを学びます。

11月14日
和歌山県立紀伊風
土記の丘

和歌山県立紀伊風土記の丘 http://www.kiifudoki.wakayama-c.ed.jp

和歌山市 ① 古墳現地解説講座②
岩橋千塚古墳群の古墳について、現地での解説を通して古墳について理
解を深めてもらうため、古墳ガイドツアーを実施します。

11月20日
和歌山県立紀伊風
土記の丘

和歌山県立紀伊風土記の丘 http://www.kiifudoki.wakayama-c.ed.jp

和歌山市 ①
特別展「いのりのかたち　～祈願
の民具と民間信仰～」

和歌山県内を中心とした信仰対象を展示することによって、信仰されるモ
ノの多様性とその特色を広く紹介します。

10月9日～
12月5日

和歌山県立紀伊風
土記の丘

和歌山県立紀伊風土記の丘 http://www.kiifudoki.wakayama-c.ed.jp

和歌山市 ①
スポット展「初公開！大日山35号
墳の家形埴輪」

大日山35号墳で出土した家形埴輪の復元成果を一般に公開します。
9月23日～
12月12日

和歌山県立紀伊風
土記の丘

和歌山県立紀伊風土記の丘 http://www.kiifudoki.wakayama-c.ed.jp

和歌山市 ③ 保田春彦展 彫刻家・保田春彦のデッサンと彫刻作品を紹介します。
10/23～
1/30

和歌山県立近代美
術館

和歌山県立近代美術館 一般３４０円ほか http://www.bijutu.wakayama-c.ed.jp

和歌山市 ③ コレクション展２０１０－秋冬 当館が開館した４０年前のアートシーンを紹介します。
10/23～
1/30

和歌山県立近代美
術館

和歌山県立近代美術館 一般３４０円ほか http://www.bijutu.wakayama-c.ed.jp

和歌山市 ①
特別展「京都・安楽寿院と紀州・
“あらかわ”ー木食応其を支えた
僧・覚栄の事績を中心にー」

京都の安楽寿院と和歌山の安楽川地域（紀の川市）、意外な組み合わせ
のようですが、実は共通点があります。キーワードは美福門院（鳥羽天皇
の皇后）と戦国時代から江戸時代初めに活躍した僧・覚栄。この特別展で
は、関連する文化財からその共通点を読み解いていきます。

９月１８日
（土）～１１
月７日（日）

和歌山県立博物館 和歌山県立博物館 http://www.hakubutu.wakayama-c.ed.jp

和歌山市 ① 和歌山県立文書館歴史講座
「城下町若山の庶民教育と本屋さん」及び「和歌山の街道（南部街道・御
坊街道）」をテーマに郷土の歴史に対する理解と認識を深めるための講
座です。

10月28日、
11月4日、11
月18日、11
月25日

きのくに志学館 和歌山県立文書館 無料 https://www.lib.wakayama-c.ed.jp/monjyo/

和歌山市 ③ 和歌山市文化表彰式
市の文化の向上発展に特に顕著な功績のある個人または団体に対し、
表彰を行うものです。

11月9日
和歌の浦アート・
キューブ

和歌山市 無料 和歌山市教育委員会生涯学習部文化振興課

和歌山市 ① 図書リサイクル 図書館で不用となった図書を無償で譲ります。 11月3日 和歌山市民図書館 和歌山市民図書館 無料 http://www.lib.city.wakayama.wakayama.jp/

和歌山市 ③ 特別展「紀州徳川家のお姫さま」
紀州徳川家歴代藩主の正室・側室・姫君を中心に、ゆかりの女性たちの
資料を展示します。

10月23日～
11月23日

和歌山市立博物館 和歌山市立博物館 http://www.wakayama-city-museum.jp/

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料 1
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和歌山市 ①③ 和歌山県の古民家探訪

民家は、気候風土、生業、生活などの諸条件に適応しながら歴史的に造
り上げられてきたが、諸条件との関わりにより地域的な特徴が生じる。そ
して、その特質を受け継ぎながら、近代化という新たな要素が加味され、
変容していくが、その過程にも地域性がある。
今回の講座では、これまでに注目されることが少なかった、紀州の民家の
特性を明らかにしながら、近代以降の建築遺産を生活史と観光の側面か
ら紹介する。

11月13日
和歌山信愛女子短
期大学

和歌山信愛女子短期大学 無料 http://www.shinai-u.ac.jp
和歌山県内の大
学にライブ配信さ
れる予定です。

和歌山市 ① 土曜講座 和歌山大学地域連携・生涯学習センターが行う公開講座 11月6日 和歌山大学松下会館 和歌山大学 無料 http://www.life.wakayama-u.ac.jp
和歌山市 ① 生涯学習フォーラム 生涯学習に関する講演・シンポジウム 10月23日 ホテルグランヴィア和歌山 和歌山大学　・文部科学省 無料 http://www.life.wakayama-u.ac.jp

海南市 ①
第３２回自然博物館講演会
「ふるさとの植物を守ろう」

和歌山県の絶滅危惧植物の種類と、それらを取り巻く自然環境保全に携
わる人たちの活動を紹介する。

11/3(水･祝
日)
13:00～
15:00

和歌山県立自然博
物館
レクチャールーム

和歌山県立自然博物館
無料

（ただし、入館料が必要）
http://www.shizenhaku.wakayama-c.ed.jp/

橋本市 ①②
第１９回橋本市ふるさとよいとこ探
し・ナチュラルブレイク

橋本市杉村公園の自然の中で住民が集い自然環境の輪の大切さを学び
ながら、親睦を深め交流の輪を広げます。内容は「森の中の音楽会」「ビ
オト－プづくり」「森の工作室」「ふるさとよいとこ探しウォーキング」「模擬
店」そのほか盛りたくさんの催物があります。

10月31日 橋本市杉村公園
ナチュラルブレイク実行委員
会・紀見地区公民館

無料 紀見地区公民館　　0736-33-2302

橋本市 ①② 第16回ふれあって！せいぶ
西部地区住民の交流を深める場を設定し、文化の向上と人権問題の啓
発推進を図るために演芸大会」「模擬店」「作品展」等を実施する。

11月7日
橋本市立
西部中学校

ふれあって！せいぶ実行委
員会

無料 西部地区公民館　　　　　　0736-33-2656

橋本市の委託事
業として、公民館
運営委員、各区、
自治会、学校、警
察、その他関係
団体・機関との連
携強化に努めて
いる。

橋本市 ① すこやか橋本　まなびの日
手作り工作、わくわくおもしろ科学教室、体力作り、手話・お箏など体験、
子どもの足型スタンプ、健康チェック等子どもたちの遊びと学び、世代を
越えた学び

11月28日 県立橋本体育館 まなびの日実行委員会
まなびの日実行委員会
0736―33―6112
（教育委員会社会教育課内）

橋本市 ①③
第23回学文路地区公民館総合文
化祭

清水・学文路地区の住民の皆様や公民館の各サークルのみなさんが、文
化・芸術活動に熱心に練習、訓練され技能を磨かれた集大成として、その
成果を発表する場が学文路地区公民館文化祭です。

11月13日
11月14日

学文路地区公民館 橋本市学文路地区公民館 無料 学文路地区公民館　　　　　　　　　　　0736-34-1546

橋本市
①③
④

第５回橋本市高野口地区公民館
文化祭

年間を通じ、館主催の大きな事業の一つであり、73あるサークルの総決
算として位置付けられる。また、生活文化の振興・教養の向上・健康の増
進・情操の純化を図りながら、住民の親睦・交流の場であり、楽しみの一
つである。

10月30日
10月31日

産業分化会館 橋本市高野口　地区公民館 無料 高野口地区公民館　　　　　　　　　　　0736-33-3111

弊公民館事業と
して、公民館運営
委員・各区自治
会・学校・警察・
地元住民・その他
関係団体・機関と
の連携強化に努
めている。

橋本市 ①③ 平成22年度橋本市民総合文化祭
ー年間の文化－芸術活動の成果を一斉に発表し、市民文化創造をする
場です。

11月3日 橋本産業文化会館 橋本市民総合文化祭 無料 橋本市中央公民館　　0736-32-0034

橋本市 ① 人権講演会 ドキュメンタリービデオから「生きる事の意味」を考える 11月下旬 橋本地区公民館 橋本地区公民館 無料 橋本地区公民館　　　　　　0736-34-2750

橋本市 ①② 第１５回紀伊見峠『ふるさと展望』
休日の一日、新旧住民が一堂に会し、歴史を偲び、自然に親しみ、親睦
と交流と健康づくりの場として開催している。

11月7日 橋本市柱本地区内
第１５回紀伊見峠『ふるさと展
望』実行委員会

無料 紀見北地区公民館　　　　0736-33-2867

橋本市の委託事
業として、公民館
運営委員、各区、
自治会、学校、警
察、その他関係
団体・機関との連
携強化に努めて
いる。

有田市 ③ 有田市美術展
書道、写真、絵画の3部門の作品を公募し審査を行い応募作品、入選作
品を展示します。

未定 有田市文化福祉センター 有田市 無料
有田市教育委員会生涯学習課文化振興係
岩田0737-82-3221

有田市 ③ 有田市文化祭
盆栽、ちぎり絵、押し花、山野草、美術工芸、短歌、俳句、陶芸、寒蘭、生
け花、俳画、水墨画、日本画の作品展示

未定
有田市民会館
有田市文化福祉セ
ンター

有田市文化協会 無料
有田市教育委員会生涯学習課文化振興係
岩田 0737-82-3221

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料 2
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御坊市 ③ 第４９回御坊市文化祭 御坊詩吟愛好会第３０回詩吟大会 9月12日 市民文化会館
御坊市文化協会・中央公民
館・文化協会加盟行事主管
団体

無料

御坊市 ③ 第４９回御坊市文化祭 表千家御坊松蔭会・裏千家御坊淡交会共催茶会 10月3日 中央公民館
御坊市文化協会・中央公民
館・文化協会加盟行事主管
団体

無料

御坊市 ③ 第４９回御坊市文化祭 御坊短歌会第４９回市民短歌大会 11月20日 中央公民館
御坊市文化協会・中央公民
館・文化協会加盟行事主管
団体

無料

御坊市 ③ 第４９回御坊市文化祭 日高番傘川柳会第４６回市民川柳大会 11月21日 中央公民館
御坊市文化協会・中央公民
館・文化協会加盟行事主管
団体

無料

御坊市 ③ 第４９回御坊市文化祭 はまゆう吟社第４９回自由律俳句大会 11月21日 塩屋公民館
御坊市文化協会・中央公民
館・文化協会加盟行事主管
団体

無料 一般市民参加

御坊市 ③ 第４９回御坊市文化祭 二十日会句会第４９回市民俳句大会 11月21日 中央公民館
御坊市文化協会・中央公民
館・文化協会加盟行事主管
団体

無料

御坊市 ③ 第４９回御坊市文化祭 黒潮カラオケクラブ第２８回歌の旅路 11月28日 市民文化会館
御坊市文化協会・中央公民
館・文化協会加盟行事主管
団体

無料

御坊市 ③ 第４９回御坊市文化祭 南紀カメラクラブ第５８回写真展
10月1日～3
日

中央公民館
御坊市文化協会・中央公民
館・文化協会加盟行事主管
団体

無料

御坊市 ③ 第４９回御坊市文化祭 洋画ひまわり会第３４回作品展
10月1日～3
日

中央公民館
御坊市文化協会・中央公民
館・文化協会加盟行事主管
団体

無料

御坊市 ③ 第４９回御坊市文化祭 御坊花の会　菊花展
10月3日～5
日

市民文化会館
御坊市文化協会・中央公民
館・文化協会加盟行事主管
団体

無料

御坊市 ③ 第４９回御坊市文化祭 青峰会第２５回書道展
10月8日～
10日

中央公民館
御坊市文化協会・中央公民
館・文化協会加盟行事主管
団体

無料

御坊市 ③ 第４９回御坊市文化祭 天音太鼓保存会
11月19日～
21日

市民文化会館
御坊市文化協会・中央公民
館・文化協会加盟行事主管
団体

無料

御坊市 ③ 第４９回御坊市文化祭 御坊華道連合会いけばな展
11月27日～
28日

市民文化会館
御坊市文化協会・中央公民
館・文化協会加盟行事主管
団体

無料

御坊市 ③ 第４９回御坊市文化祭 花を写す会第２９回写真展
9月18日～
20日

中央公民館
御坊市文化協会・中央公民
館・文化協会加盟行事主管
団体

無料

御坊市 ③ 第４９回御坊市文化祭 洋画サークルえんじゅ第１０回作品展
9月24日～
26日

中央公民館
御坊市文化協会・中央公民
館・文化協会加盟行事主管
団体

無料

御坊市 ③ 第４９回御坊市文化祭 御坊写真教室友の会第１５回写真展
9月24日～
26日

中央公民館
御坊市文化協会・中央公民
館・文化協会加盟行事主管
団体

無料

御坊市 ③
Ｈ２２年度第５６回御坊市美術展
覧会

第２期　書・日本画
11月11日～
14日

御坊市中央公民館 御坊市・教育委員会 無料

御坊市 ③
Ｈ２２年度第５６回御坊市美術展
覧会

第１期　洋画・写真・陶芸・彫塑
11月4日～7
日

御坊市中央公民館 御坊市・教育委員会 無料

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料 3



第５２回「教育・文化週間」関連行事

和歌山県

市区町村 種類 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

御坊市 ① 読書週間行事 「本を読んで絵をかこう展」　幼稚園児 10月～11月 市立図書館 市立図書館 無料 市内６幼稚園児

御坊市 ① なるほど体験科学教室 実験又は、工作を行う体験型字授業です。 11月6日
和歌山工業高等専
門学校

和歌山工業高等専門学校 無料
総務・企画係
0738ー29ー8213
http://www.wakayama-nct.ac.jp

田辺市 ③ （仮）小栗判官展 企画展コーナーで小栗判官の伝承にまつわる資料などを展示
10月1日
～10月31日

世界遺産熊野本宮
館

聖地熊野を核とした癒しと蘇
りの観光圏協議会

無料 http://www.city.tanabe.lg.jp/hongukan/index.html

田辺市 ③ 第20回　熊野古道絵巻行列
かつて「蟻の熊野詣」といわれた時代空間を平安時代行列により再現しま
す。１０月１０日から参加者を募集します。（先着順）

11月3日 中辺路町高原地区
中辺路町観光協会(熊野古道
館内）

無料 ℡0739-64-1470

田辺市 ①③ アフリカン・ドラムを体験しよう！
アフリカンドラムを体験するイベント。対象は、子どもから大人までです。
（親子連れ大歓迎）

11月14日
ガーデンホテル　ハ
ナヨ

田辺国際交流協会/独立行
政法人国際協力機構大阪国
際センター

無料 田辺国際交流協会

田辺市 ① 南和歌山「けんこうフェスタ」

病院のスローガンである「地域に密着した良質な医療を提供する」をモッ
トーに職員一同一丸となり取り組む一環として、できる限り多くの方々に最
新の医療情報やサービスを提供できればと考え、計画しました。
＜内容＞
血圧・体脂肪測定、骨密度、栄養食事相談、お薬相談、よろず医療相談、
縁日、健康に関する講演、演奏会などです。

10月31日
和歌山県立情報交
流センター「Ｂｉｇ・
Ｕ」

（独）国立病院機構　南和歌
山医療センター

無料 http://www.hosp.go.jp/~swymhp2/

田辺市 ① 第５回三川地域お楽しみ会
地域全体で三川地域を盛り上げる行事として行っている。行事ではバ
ザー・農産物や日用品の即売会・発表会等多くの催しを実施する。

11月21日 三川小学校
三川地域お楽しみ会実行委
員会

三川小学校
℡0739-62-0032

田辺市 ① 大塔リフレッシュ大作戦
大塔中学校３年生を中心として、小中学生・地域住民が交流も含めて地
域清掃を実施。

11月24日 大塔地域
事務局部会
（名称不確定）

無料
大塔中学校
℡0739-48-0324

田辺市 ①③
全日本きもの装いコンテストきもの
フェスティバル関西大会

「きものを一人で装う運動」並びに「国際文化交流」の一環として昭和４８
年より毎年開催し、女性だけではなく、男性や子供、さらに外国人の方々
が、鏡の無い舞台できものを一人で装うコンテストです。地区コンテストを
６会場行い、来年４月に東京NHKホールにて世界大会を行います。

11月21日 紀南文化会館
社団法人全日本きものコンサ
ルタント協会

全日本きものコンサルタント協会
TEL　03-3230-3015
Fax 03-3556-3889

田辺市 ③ 小栗サミット「熊野のつどい」

第一部　（午前９時３０分～１２時００分）
（１）基調報告　をぐりフォーラム代表 堤正樹（２）講演　熊野本宮大社宮
司　九鬼家隆（3）ひとり語り　「小栗判官・照手姫」古屋和子（4）有田川町
二川地区の盆踊り「小栗判官・照手姫」口説き
第二部（午後１時～３時００分）
熊野本宮大社旧社地「大斎原」を中心とした史跡・伝承地巡り

10月3日
世界遺産熊野本宮
館

小栗フォーラム熊野実行委員
会・をぐり連合（フォーラム）

無料 http://www.city.tanabe.lg.jp/hongukan/index.html

田辺市 ① 第２５回村民文化祭
龍神地域の文化サークルや一般の皆さんの作品展示や、舞台発表会を
おこなう。

11月20日
～11月23日

龍神市民センター 村民文化祭実行委員会 無料 龍神教育事務所　　　　　　℡0739-78-0301

田辺市 ① 第４０回産業文化展
日頃の学習成果の発表機会として作品展示会を開催。地域の「ふる里富
里まつり」と同時に開催して多くの来場をいただいている。

11月3日 とみさと交流館 大塔公民館 無料
大塔教育事務所
℡0739-48-0212

田辺市 ① 中辺路町民運動会
田辺市中辺路町内の町民運動会です。地区対抗種目や一般種目を行う
予定としています。

10月17日
中辺路多目的グラ
ウンド

中辺路町民運動会実行委員
会

無料
中辺路教育事務所
℡0739-64-0504

田辺市 ① 中辺路文化祭
作品展示、福祉映画会、ビデオサークル紀南ビデオ映像祭、親子ふれあ
い映画会、陶芸体験、パソコン体験、囲碁大会、サークル・教室・小中学
生各校代表ステージ発表、茶道お茶席体験、バザー等を行う予定です。

11月19日
～11月21日

中辺路コミュニティ
センター

中辺路文化祭実行委員会 無料
中辺路教育事務所
℡0739-64-0504

田辺市 ① 天神児童館まつり
オープニング・セレモニー（ブラスバンド・合唱）・出店・ゲーム・作品展示・
ダンス等

11月6日
～11月7日

天神児童館 天神児童館 無料
天神児童館
℡0739-24-5323

田辺市 ④
Next-Generation Film Festiva
田辺・弁慶映画祭2010

田辺市で行われる本格的な映画祭。映画検定1級合格者による映検審査
員や、映像関係者による特別審査員を迎え、若手映画監督作品のｺﾝﾍﾟ
ﾃｨｼｮﾝを行います。

11月5日
～11月7日

紀南文化会館
小ホール

田辺・弁慶映画祭事務局 http://www.agara.co.jp/eigasai/

田辺市 ③
田辺市文化事業「大阪交響楽団
名曲ア・ラ・カルト2010｣

指揮：寺岡清高、ピアノ・外山啓介
ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第２番
ドヴォルザーク：交響曲第９番「新世界より」他

11月14日
紀南文化会館
大ホール

田辺市、田辺市教育委員会 http://www.city.tanabe.lg.jp/bunshin/event/index.html
(財)地域創造助
成

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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第５２回「教育・文化週間」関連行事

和歌山県

市区町村 種類 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

田辺市 ③ 第57回田辺市美術展覧会
第１期：10月1日～10月3日　書・彫塑・生花
第２期：10月8日～10月10日
　　　　　　　洋画・写真・陶芸・日本画・工芸

10月1日
～10月3日
10月8日
～10月10日

紀南文化会館 田辺市、田辺市教育委員会 http://www.city.tanabe.lg.jp/bunshin/57th_tanabe_siten

田辺市 ①
田辺市生涯学習フェスティバル、
田辺市生涯学習振興大会

「田辺市学びの日」（11月の第４土曜日）を中心に文化作品の展示や舞台
発表、子ども対象体験事業、健康イベント、環境イベントなど、様々な学習
活動の成果を発表するフェスティバルを開催。また、生涯学習振興大会を
開催、テーマを決めて講演会やシンポジウム等を開催。市民の生涯学習
の一層の振興を図る。

11月27日
～11月28日

田辺市民総合セン
ター　他

田辺市、田辺市教育委員会 http://www.city.tanabe.lg.jp/shougai/index.html

田辺市 ③
田辺市文化事業・宝くじ文化公演
「ﾌﾞﾛｰﾄﾞｳｪｲ･ﾐｭｰｼﾞｶﾙ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ」

ミュージカルの名シーンや名曲をハイライトで披露します。
サウンド・オブ・ミュージック
雨に唄えば、レ・ミゼラブル
ミス・サイゴン、シカゴ、ドリームガールズ他

11月11日
紀南文化会館
大ホール

田辺市、田辺市教育委員会、
和歌山県、(財)自治総合セン
ター

http://www.city.tanabe.lg.jp/bunshin/event/index.html 宝くじ文化公演

田辺市 ③ 第41回田辺市俳句大会 田辺市及び近隣市町村在住の同好者が結社を超えて合同して行う大会 10月31日 市民総合センター
田辺市俳句連盟・中央公民
館

田辺市教育委員会
生涯学習課
℡0739－26－4925

田辺市 ③ 南紀田辺☆うめぇバル

スペイン語のBAR（バル）。日本のバーとは異なり、朝はコーヒー、正午過
ぎには食前酒代わりの一杯、夕方はコーヒーやビール、夕食後にもまた
一杯と、いつでも立ち寄れる気軽なお店を目指す食文化。イベントとして
は函館が最初に始め、札幌・伊丹・柏（千葉）・守山（滋賀）など、全国各地
で盛り上がりを見せています。　田辺市ではお客様が事前にチケットを購
入します。5枚つづりのチケットを1枚ずつお店に提出すると、「ワンドリンク
+1品」が楽しめます。チケットの枚数に応じて店をハシゴできるシステムで
す。

11月6日 田辺市街地 南紀みらい㈱ ℡0739-25-8230

田辺市 ① 南部センターフェスティバル
作品展示、販売コーナー、遊び・体験コーナー、梅の種飛ばし大会、餅ま
き他

10月30日
～10月31日

南部センター
･末広児童館

南部センターフェスティバル
実行委員会

無料
田辺市末広児童館
℡0739-23-1892

田辺市 ③ 文化の日特別公開

(1)南方熊楠邸特別公開
    ※無料公開となります。
(2)収蔵庫特別入室体験
　   ※先着30名様限定のバックヤード見学です。
(3)南方熊楠オリジナルグッズ進呈
　 ※先着50名様
★詳細企画検討中

11月3日 南方熊楠顕彰館 南方熊楠顕彰館 無料 http://www.minakata.org/
「関西文化の日」
に参加。

田辺市 ④
『熊楠をもっと知ろう！』
シリーズ第11回 講演会
　「南方熊楠とリスター父娘」

講師
　松居竜五（龍谷大学准教授　・南方熊楠顕彰会理事）
　田村義也（成城大学非常勤講師・　　　　〃　　　　　　）

11月3日 南方熊楠顕彰館 南方熊楠顕彰館 無料 http://www.minakata.org/

田辺市 ③
南方熊楠顕彰館第26回月例展
「リスター父娘」

シリーズ「南方熊楠とゆかりの人びと」第10回
熊楠と交流のあった人物を紹介しています。
今回は、熊楠の粘菌研究には欠かせない人物、イギリス滞在当時から交
流のあった植物学者アーサー・リスター、グリエルマ・リスター父娘との交
流を紹介します。

10月9日
～11月7日

南方熊楠顕彰館 南方熊楠顕彰館 無料 http://www.minakata.org/

田辺市 ③
南方熊楠顕彰館第28回月例展
「高木敏雄」

シリーズ「南方熊楠とゆかりの人びと」第11回
熊楠と交流のあった人物を紹介しています。
今回は、熊楠との往復書簡は柳田国男との往復書簡に劣らぬ興味深さと
民俗学史上の重要性を持つ人物と評される、高木敏雄との交流を紹介し
ます。

11月27日
～12月26日

南方熊楠顕彰館 南方熊楠顕彰館 無料 http://www.minakata.org/

田辺市
その
他

第32回南方を訪ねて in 高野山
南方熊楠ゆかりの地を訪ね、熊楠との関連、その地の歴史等を学習する
フィールドワーク型イベント

未定 高野山 南方熊楠顕彰館 http://www.minakata.org/

秋期開催予定
（詳細未定）
関係機関との調
整中

田辺市 ① 第２９回文化作品展 保育園・小中学校・一般による作品展示
11月1日
～11月3日

本宮行政局3階 本宮公民館 無料
本宮教育事務所
℡0735-42-1164

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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第５２回「教育・文化週間」関連行事
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新宮市 ③ 第6回新宮市展
新宮市を中心とする地方造形文化の振興と観賞愛好の精神を高揚し、文
化水上の向上に資することを目的とした展覧会

10月23日、
24日、30
日、31日、
11月2日、11
月3日

新宮地域職業訓練センター 新宮市 無料
新宮市教育委員会文化振興課
0735（23）3368

新宮市 ③ 第6回新宮市民音楽祭
新宮市内を中心とする音楽愛好家の方が、ロック、合唱、器楽の3部門に
分かれ、音楽祭を実行する。

10月30日、
31日、11月7
日

新宮市民会館 新宮市 無料
新宮市教育委員会文化振興課
0735（23）3368

新宮市 ①
ワークショップ（仮題）あかちゃんと
お母さんのためのわらべうた

お母さんと0.1.2歳の子どもを対象にわらべうたワークショップを行います。 11月6日 新宮市保健センター 新宮市立図書館・ブックブック 無料 新宮市立図書館　0735（22）2284 託児有

新宮市 ① 研修会（仮題）先生を囲んで―
ボランティア他希望者が日頃から気にかかっていることなどを、教えてい
ただきます。

11月6日 新宮市保健センター 新宮市立図書館・ブックブック 無料 新宮市立図書館　0735（22）2284

新宮市 ①
講演会（仮題）「わらべ歌と絵本
」

霜田美津子先生による講演会を行います。 11月7日 新宮市福祉センター 新宮市立図書館・ブックブック 無料 新宮市立図書館　0735（22）2284

新宮市 ① わらべうた絵本の展示 新宮市立図書館1Ｆカウンター前にてわらべうた絵本の展示を行います。 未定 新宮市立図書館 新宮市立図書館・ブックブック 無料 新宮市立図書館　0735（22）2284

紀の川市 ② 第5回紀の川市文化祭 作品展示、芸能発表等 11/6、７

打田生涯学習セン
ター
那賀総合センター
桃山会館

紀の川市文化協会 無料 0736-64-9163

紀の川市 ①
華岡青洲生誕250年記念シンポジ
ウム

世界で初めて全身麻酔手術に成功した医聖華岡青洲の生誕250年を記
念し、シンポジウムを開催します。

10月23日 粉河ふるさとセンター

和歌山県
華岡青洲生誕250年記念事
業実行委員会

無料 http://www.city.kinokawa.lg.jp/shougai-g/2010-0531-1003-41.html

紀美野町 ① 町民大学講座 著名人を招集し、豊かに生きるための講演会等を開催する 11月3日 中央公民館 紀美野町 無料 紀美野町教育委員会生涯学習課

紀美野町 ① 文化祭 文化作品展示・芸能（大人・子ども）発表を行う
10月30日～
11月1日

文化センター・中央公民館 紀美野町 無料 紀美野町教育委員会生涯学習課

紀美野町 ① 世界民族祭 県内伝統芸能の披露、各国の民俗芸能の披露他
11月6日～7
日

リラ創造芸術高等
専修学校

実行委員会 無料 リラ創造芸術高等専修学校

かつらぎ
町

③ かつらぎ町文化展 文化作品の展示会
10月30日～
11月1日

かつらぎ総合文化会館 かつらぎ町文化協会 無料 0736-22-0303

かつらぎ
町

④ イルカまあるい地球コンサート
平成２２年度きのくに舞台芸術祭支援事業イルカ40th anniversary　まある
い地球コンサート

10月22日 かつらぎ総合文化会館 生涯学習課 0736-22-0303

かつらぎ
町

④ シビック寄席 落語の集い 10月30日 かつらぎ総合文化会館 生涯学習課 0736-22-0303

かつらぎ
町

③ 歴史文化講座 東渋田遺跡出土品の説明 11月20日 かつらぎ文化伝承館 生涯学習課 無料 0736-22-0303

かつらぎ
町

① 青少年健全育成県民大会 青少年に関わる功労者表彰等 10月23日 かつらぎ総合文化会館
和歌山県・（社）和歌山県青
少年育成協会

無料
http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031400/index.html
073-441-2502

九度山町 ① 中央講座 人権講演会 11月30日
九度山中学校体育
館

九度山町教育委員会 無料 http://www.town.kudoyama.wakayama.jp/

九度山町 ① エンジョイウォーク 史跡・町並を巡り、語らいながら楽しく歩き、健康増進を図る 11月14日 未定 九度山町中央公民館 http://www.town.kudoyama.wakayama.jp/

九度山町 ③ 九度山町文化祭 作品展示　演技発表
11月2日～
11月3日

九度山町中央公民
館

九度山町中央公民館 無料 http://www.town.kudoyama.wakayama.jp/

高野町 ① 高野山と重森三玲庭園
平成２２年２月２日に国の登録記念物として登録された庭園の登録記念
イベント

10月30日 寺院（予定） 高野町教育委員会 0736-56-3050

湯浅町 ①②③湯浅愛・あいまつり
幼保園児小中校生の作品展示、文化
団体による作品展示、演芸披露等

11/6･7 有田郡民体育館 湯浅町 無料 0737-63-2525

広川町 ③ 津浪祭
式典（濱口梧陵等先人の遺徳を偲び、町内の平穏無事と過去の津波によ
り尊い命をなくされた方のご冥福をお祈りする行事）と広村堤防への土盛
り。

11月3日 広川町広港湾 広川町 無料
総務政策課
0737-63-1122

広川町 ③ ふるさとまつり 文化展、生け花展他 11月7日 広川町役場周辺
広川町ふるさとまつり実行委
員会

無料
教育委員会
0737-63-1122

白浜町 ①
平成22年度人権を大切にする地
域づくり講演会

人権講演会を実施。 11月9日 白浜会館
白浜町・白浜町議会・白浜町
教育委員会・白浜町人権委
員会

無料
白浜町教育委員会
0739-43-5830

白浜町 ①③
第5回しらはま文化と福祉の集い
（白浜会場）

記念式典・講演会・サークル発表会・保幼小中絵画展・福祉展・各種作品
展示・読み聞かせ・体験コーナー・各種バザーを実施。

10月23日～
10月24日

白浜町立総合体育
館、白浜会館

「しらはま文化と福祉の集い」
実行委員会

無料
白浜町中央公民館
0739-42-2269

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料 6



第５２回「教育・文化週間」関連行事

和歌山県

市区町村 種類 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

白浜町 ①③
第5回しらはま文化と福祉の集い
（日置川会場）

講演会・サークル発表会・保幼小中絵画展・福祉展・各種作品展示・体験
コーナー・各種バザーを実施。

11月20日～
11月21日
【予定】

日置川拠点公民館
「しらはま文化と福祉の集い」
実行委員会

無料
白浜町中央公民館
0739-42-2269

白浜町 ② 白浜音楽祭 町内小・中学校の音楽発表会を実施。 11月9日 白浜会館 白浜町教育委員会 無料
白浜町教育委員会
0739-43-5830

すさみ町 ① 町民運動会 リレー、綱引き、玉入れ等各種競技
10月31日
（予定）

若者広場 すさみ町体育協会 無料
周参見公民館
0739-55-3037

すさみ町 ③ すさみ町文化祭
マーチングバンド、ダンス、カラオケ等
絵画、書、洋裁、手芸、生花等の展示

11月13日～
11月14日

すさみ町総合センター すさみ町文化協会 無料
周参見公民館
0739-55-3037

すさみ町 ③ 江住文化展 絵画、書、手芸、俳句等の展示
11月6日～
11月7日（予
定）

江住公民館 江住公民館 無料
江住公民館
0739-58-0256

すさみ町 ③ 佐本文化祭 カラオケ大会、手芸、書等の展示
10月16日～
10月17日
（予定）

旧佐本小学校体育館 周参見公民館佐本分館 無料 周参見公民館佐本分館　0739-57-0401

太地町 ① 人権教育講演会 人権意識の向上を目的とした講演会 11月上旬 太地町公民館 住民福祉課・教育委員会 無料 0735-59-2335

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料 7


