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熊本県

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

県内各地 ② くまもと教育の日
市町村教育委員会や学校、PTA等が主催で様々な催しを予定していま
す。詳しくはホームページをご覧ください。

10月1日～
11月30日

県内各地の学校や
公民館等

市町村教育委員会・各学校・
PTA等

無料 http://kyouiku.higo.ed.jp/page2011/

熊本県内 ①
ねんりんピック2011（ふれ愛）熊本
1年前イベントほか

平成23年10月に開催される全国健康福祉祭（ねんりんピック2011（ふれ
愛）熊本）の1年前を記念して講演会や各種イベント、リハーサル大会等
が行われます。
詳しくはホームページを御覧ください。

10月3日～
11月21日

熊本県内 熊本県ほか 無料 http://www.nenrinpic2011.jp/

県内各所 ①
家庭から暴力をなくすキャンペー
ン・女性のための法律相談

女性弁護士による無料法律相談を実施します。 時期未定
くまもと県民交流
館、他地域１箇所

男女共同参画センター 無料 096-355-2223 未定

未定 ①
家庭から暴力をなくすキャンペー
ン・街頭キャンペーン

女性や児童、高齢者、障害者に対する暴力根絶に向けたキャンペーンを
行います。

11月3日 未定 熊本県 無料 096-387-2287 ４０人

熊本市 ④
エネルギーエレクトロニクス研究
所第
１６回公開セミナー

エネルギーエレクトロニクス分野における研究成果の発表、学外のゲスト
による最先端技術の発表等を行います。

10/27～28 崇城大学
エネルギーエレクトロニクス
研究所（崇城大学）

http://www.cis.sojo-u.ac.jp/eelab/semina
r.htm

熊本市 ③ くまもとハートウィーク 「ＮＨＫハート展・県内の障がい芸術展」を開催します。 11/16～21
熊本県立美術館分
館

くまもとハートウィーク実行委
員会

無料 熊本県障がい者支援総室 延べ３，５００人

熊本市 ③ 第１９回くまもと障害者音楽祭 障がい者を中心としたコンサートを開催します。 11月6日 熊本県立劇場
くまもと障害者音楽祭実行委
員会

くまもと障害者音楽祭実行委員会事務局 １，０００人

熊本市 ④ ルーテル学院音楽会 音楽会 11月13日 熊本県立劇場 ルーテル学院中学・高等学校 無料 096-343-3246

熊本市 ① 幼稚園バザー 幼稚園バザー 11月6日
ルーテル学院幼稚
園

ルーテル学院幼稚園 無料 096-343-3968

熊本市 ①
介護の日inくまもと
２０１０

トークショーや映画上映を通じて介護についての理解と関心を深め、介護
に関わる人たちの支え合いを深めます。

11月27日～
28日

くまもと県民交流館
パレア

介護の日inくまもと２０１０実
行委員会

無料
介護の日inくまもと２０１０実行委員会事務局
096-333-2217

未定

熊本市 ① ホームカミングデー 同窓会 11月3日 九州ルーテル学院 学校法人九州ルーテル学院 無料 096-343-3111

熊本市 ① フィリア祭（学園祭） 大学学園祭
10月29日30

日
九州ルーテル学院
大学

九州ルーテル学院大学 無料 http://www.klc.ac.jp

熊本市 ① ペシャワールの会 講演会 11月7日
九州ルーテル学院
大学

熊本ペシャワール連絡会 無料 096-346-5503

熊本市 ② 「夢の道しるべ」事業 仲島正教氏（教育サポーター）による高校生に対する講演会を行います。 10月28日 九州学院高校 熊本県 無料 http://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/7/de.html 1400人程度

熊本市 ① くまもと環境フェア
環境に係るステージイベント、環境絵画コンクール表彰式、こどもエコクラ
ブ活動報告会、スタンプラリー等を行います。

10月30日 熊本市動植物園 熊本県
熊本県環境政策課環境立県推進室
096-333-2264

5,000人

熊本市 ② 熊本大学教授による特別授業
佐藤哲彦教授（文学部総合人間学科）による高校生に対する犯罪社会学
に関する特別授業を行います。

11月10日 信愛女学院高校 熊本県 無料 私学振興課　TEL:096-333-2062 850人程度

熊本市 ② 知事出前授業
蒲島知事による高校生に対する出前授業を行います。「夢を持つことの大
切さ」が主なテーマです。

11月18日 マリスト学園高校 熊本県 無料 私学振興課　TEL:096-333-2062 600人程度

熊本市 ② 熊本県がんばる高校生表彰式
学業、スポーツ、文化活動等においてがんばった高校生に対する知事か
らの表彰があります。

10月28日 メルパルク熊本 熊本県、熊本県教育委員会 無料 http://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/7/de.html 200人程度

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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熊本市 ① くまもと森づくり活動の日
熊本県林業研究指導所の一般公開及び立田山での自然観察会等を行
います。

11月14日
熊本県林業研究指
導所、立田山

熊本県・社団法人熊本県緑
化推進委員会

無料 熊本県森林整備課０９６－３３３－２４４１ ２００人

熊本市 ② 県民フォーラム

児童生徒、保護者、教師、地域の人々を対象に、齋藤孝氏（明治大学文
学部教授）講演会を開催します。
公立学校善行児童生徒表彰、教育功労者表彰、フォトコンテスト表彰も行
います。詳しくはホームページをご覧ください。

10月24日 熊本県立劇場 熊本県教育委員会 無料 http://kyouiku.higo.ed.jp/page2011/ 800人程度

熊本市 ② 熊本県人権子ども集会
体験・活動報告や集会アピール採択、記念活動等、児童生徒を中心とし
た集会です。

10月30日 パークドーム熊本 熊本県教育委員会 無料 人権同和教育課 8000人

熊本市 ② 創造！「生きる力」実践発表会
学校教育活動及び社会教育活動、地域の伝統と文化に関する実践発表
を行います。

11月16日 熊本県立劇場 熊本県教育委員会 無料
熊本県教育庁義務教育課
096-333-2688

800人

熊本市 ② 熊本県子ども人権作品展
「命と人権」をテーマとした児童生徒の作文や詩、絵やポスターを展示しま
す。

11月5日～
11月14日
11月20日
11月27日

熊本県立図書館
他

熊本県教育委員会 無料 人権同和教育課

熊本市 ② 食育実践発表大会
講演、就学前、小中学校、高等学校、PTA等における実践の発表等を行
います。

平成２２年１
１月５日

（金）

熊本市植木町文化
センター

熊本県教育委員会 無料 義務教育課 ５００人

熊本市 ③
熊本県警察
音楽隊第２５回
定期演奏会

演奏や警察広報を通して、県民とのふれあいを深めるとともに、警察への
理解を求めることを目的として毎年秋に開催しています。音楽隊の単独
演奏、ステージドリル、ゲストとの共演などで構成しています。

11月20日
熊本
県立劇場

熊本県警察 無料

熊本県警察本部
広報県民課
広報係
096-381-0110

聴衆約1800人収
容可能

熊本市 ①

平成２２年度くまもと県民カレッジ
（後期)
健康①コース
第２回

生涯学習推進センターが県内の高等教育機関などの協力を得て各種講
座を企画運営し、県民へ生涯学習の機会を提供します。

１０月２５日
13:30～
15:00

くまもと県民交流館
パレア

熊本県生涯学習推進セン
ター

manabi@pref.kumamoto.lg.jp ４０名程度

熊本市 ①

くまもと歴史・文化・自然再発見講
座
ライト生誕１４０年
～両女史の働きを支えた日本人
たち

生涯学習推進センターが県内の各施設の協力を得て各種講座を企画運
営し、県民へ生涯学習の機会を提供します。

１０月２７日
13:30～
15:00

くまもと県民交流館
パレア

熊本県生涯学習推進セン
ター

無料 manabi@pref.kumamoto.lg.jp ４０名程度

熊本市 ①

平成２２年度くまもと県民カレッジ
（後期）
成果活用コース
第２回

生涯学習推進センターが県内の高等教育機関などの協力を得て各種講
座を企画運営し、県民へ生涯学習の機会を提供します。

１0月30日
13:30～
15:00

くまもと県民交流館
パレア

熊本県生涯学習推進セン
ター

manabi@pref.kumamoto.lg.jp ４０名程度

熊本市 ①
くまもと歴史・文化・自然再発見講
座
くまもとにいた恐竜たち

生涯学習推進センターが県内の各施設の協力を得て各種講座を企画運
営し、県民へ生涯学習の機会を提供する。

１１月１０日
13:30～
14:30

くまもと県民交流館
パレア

熊本県生涯学習推進セン
ター

無料 manabi@pref.kumamoto.lg.jp ４０名程度

熊本市 ①

平成２２年度くまもと県民カレッジ
（後期）
科学技術コース
第２回

生涯学習推進センターが県内の高等教育機関などの協力を得て各種講
座を企画運営し、県民へ生涯学習の機会を提供します。

１１月1日
13:30～
15:00

くまもと県民交流館
パレア

熊本県生涯学習推進セン
ター

manabi@pref.kumamoto.lg.jp ４０名程度

熊本市 ①

平成２２年度くまもと県民カレッジ
（後期)
環境コース
第２回

生涯学習推進センターが県内の高等教育機関などの協力を得て各種講
座を企画運営し、県民へ生涯学習の機会を提供する。

１１月３日
10:00～
11:30

くまもと県民交流館
パレア

熊本県生涯学習推進セン
ター

manabi@pref.kumamoto.lg.jp ４０名程度

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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熊本市 ①

平成２２年度くまもと県民カレッジ
（後期）
国際理解コース
第２回

生涯学習推進センターが県内の高等教育機関などの協力を得て各種講
座を企画運営し、県民へ生涯学習の機会を提供する。

１１月5日
13:30～
15:00

くまもと県民交流館
パレア

熊本県生涯学習推進セン
ター

manabi@pref.kumamoto.lg.jp ４０名程度

熊本市 ①

平成２２年度くまもと県民カレッジ
（後期)
健康①コース
第３回

生涯学習推進センターが県内の高等教育機関などの協力を得て各種講
座を企画運営し、県民へ生涯学習の機会を提供する。

１１月８日
13:30～
15:00

くまもと県民交流館
パレア

熊本県生涯学習推進セン
ター

manabi@pref.kumamoto.lg.jp ４０名程度

熊本市 ① 「くまもと教育の日」週間 潮谷義子前知事講演会や、美術、書道、写真等の展示を行います。
11月10日～

16日
鶴屋ホール展示室 熊本市退職校長会 無料 096-385-6225 250人

熊本市 ②③ ホームカミングデー茶会
熊本大学茶道部のお手前で、どなたにでも気軽に楽しんでいただける茶
会です。

10月30日
熊本大学五高記念
館前

熊本大学 無料 http://www.goko.kumamoto-u.ac.jp

熊本市 ② 熊粋祭　邦楽部 演奏会
熊本大学 大学祭(熊粋祭）の屋内企画として、邦楽部によります演奏会を
開催します。

10月31日
熊本大学五高記念
館情報プラザ

熊本大学 無料 http://www.kumamoto-u.ac.jp/daigakuseikatsu/gyoji.html

熊本市 ② 熊粋祭　ダイビング部 水中写真展
熊本大学 大学祭(熊粋祭）の屋内企画として、ダイビング部の部員が撮影
した水中写真を多数展示します。

10月30日～
11月1日

熊本大学五高記念
館講義室

熊本大学 無料 http://www.kumamoto-u.ac.jp/daigakuseikatsu/gyoji.html

熊本市 ②
熊粋祭　シネラボ 自主制作映画
上映会

熊本大学 大学祭(熊粋祭）の屋内企画として、シネラボ（映画研究部）の、
自主制作映画を上映します。

10月30日～
11月1日

熊本大学五高記念
館博物館実習室

熊本大学 無料 http://www.kumamoto-u.ac.jp/daigakuseikatsu/gyoji.html

熊本市 ①④

夢科学探検２０１０
・理学部探検
・工学部探検
・もの・くりChallenge

小学生、中・高校生、保護者及び一般市民を対象に科学に関連する体験
型のイベントのほか、学生の作品展示等も行います。
来て、見て、触れて、科学を楽しんでください。

10月30日 熊本大学
熊本大学（理学部・工学部・
自然科学研究科）

無料 http://www.chem.kumamoto-u.ac.jp/act/yume_index.html

熊本市 ①④
市民公開講座「有明海・八代海を
科学する」

日本最大級の干潟をもつ有明海・八代海の生物・環境問題について、最
新の科学的研究成果を市民の皆様に紹介・解説するものです。

10月6日・13
日・20日・27

日、
11月4日・11

日

くまもと県民交流館
パレア

熊本大学沿岸域環境科学教
育研究センター

無料 http://www.kumamoto-u.ac.jp/whatsnew/2010/news1104.html

熊本市 ② 四附交流会
保護者の方に授業に参観してもらうとともに四附属（幼稚園・小学校・中
学校・特別支援学校）の交流を図ります。

10月16日 四附属
熊本大学教育学部　四附属
学校

無料
熊本大学教育学部附属中学校
096-355-0375

熊本市 ② 校内音楽会
校内音楽会は、本校の伝統行事の一つとして全児童生徒、教職員、家族
等が参加して毎年この時期に開催しております。

11月16日 県立劇場
熊本大学教育学部附属小学
校

無料 http://www.educ.kumamoto-u.ac.jp/~elem/pc/

熊本市 ③ 附中文化の日（合唱コンクール）
日頃の学習成果を保護者や学校評議員に披露し、本校の教育への理解
を深めていただいています。

11月12日 熊本県立劇場
熊本大学教育学部附属中学
校

無料
熊本大学教育学部附属中学校
096-355-0375

熊本市 ② すずかけ祭り

生活単元学習や作業学習など，児童生徒の学習の様子や成果発表の場
として祭を開催します。保護者を始め，地域の学校園，地域住民の皆さ
ん，関係各機関の方々を招き，本校の啓発を図るとともに，児童生徒と来
校者の方々との交流の場とします。また，福祉施設やNPO法人の方にも
協力を依頼し，交流の輪の広がりを図ります。

11月14日
熊本大学教育学部
附属特別支援学校

熊本大学教育学部附属特別
支援学校

無料 http://www.educ.kumamoto-u.ac.jp/~yougo/index.htm

熊本市 ①
熊本大学教員美術会「忙中閑あり
～アートするプロフェッサー」展

熊本大学教員による美術展で、絵画･彫刻･写真･工芸作品等を多数展示
します。

10月1日～
12月6日

熊本大学五高記念
館第二･第三企画
展示室

熊本大学五高記念館 無料 http://www.goko.kumamoto-u.ac.jp

熊本市 ① 企画展「五高時代の漱石先生」
五高教師として熊本で過ごした夏目漱石の姿に着目し、後の作品執筆の
糧となったその活動や生活を紹介します。

8月10日～
12月20日

熊本大学五高記念
館第一企画展示室

熊本大学五高記念館 無料 http://www.goko.kumamoto-u.ac.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
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熊本市 ②
学生および若手自治体職員によ
る政策コンペ

テーマは「みんなで考えよう！熊本の将来」。熊本や自分たちの将来につ
いて日々考えている学部生、大学院生および自治体職員が政策提言を
行います。各界代表や聴衆による審査を行い、優秀な提言には賞が贈ら
れます。

10月31日
熊本大学工学部百
周年記念館

熊本大学政策創造研究教育
センター

無料 http://www.cps.kumamoto-u.ac.jp/seisakusozo/compe.html

応募締切は9月
30日。当日、一般
の方の聴講可能
です。

熊本市 ①④
命のしくみを問い続けて70年〜体
質医学研究所から発生医学研究
所までの歩み

体質医学研究所から現在に至る当研究所の歴史と現在の研究内容を紹
介し、実験動物・細胞等を展示します。

10月30日〜
31日

熊本大学発生医学
研究所

熊本大学発生医学研究所 無料 http://www.imeg.kumamoto-u.ac.jp/index.html

熊本市 ①

第27回熊本大学附属図書館貴重
資料展公開講演会・第5回永青文
庫セミナー「永青文庫所蔵の信長
文書の魅力」

資料展の一環として、永青文庫所蔵の信長文書の魅力を紹介します。 10月30日
放送大学熊本学習
センター

熊本大学附属図書館・熊本
大学文学部附属永青文庫研
究センター

無料 http://www.lib.kumamoto-u.ac.jp

熊本市 ①

第27回熊本大学附属図書館貴重
資料展「若き日の細川幽斎－永青
文庫蔵・織田信長文書を中心に
－」

細川幽斎没後400年を記念して、永青文庫資料の中から、若き日の幽斎
に宛てた信長文書等を公開します。

10月30日～
11月1日

熊本大学附属図書
館

熊本大学附属図書館・熊本
大学文学部附属永青文庫研
究センター

無料 http://www.lib.kumamoto-u.ac.jp

熊本市 ③ 熊薬創立125周年記念行事 熊薬創立125周年記念講演会、シンポジウム、記念式典及び祝賀会
10月30日～
10月31日

熊本大学薬学部 熊本大学薬学部 無料
http://www.pharm.kumamoto-u.ac.jp

熊本市 ③ 熊薬創立125周年記念大薬学展 薬学部キャンパスを開放し、薬学を紹介する企画展示を行います。
10月30日～
10月31日

熊本大学薬学部 熊本大学薬学部 無料
http://www.pharm.kumamoto-u.ac.jp

熊本市 ① テクノファンタジー
小中学生を主な対象として、科学の面白さを体験してもらうために、様々
なテーマの実験等が行われます。

10/17 崇城大学 崇城大学 無料
http://www.sojo-u.
ac.jp/

熊本市 ③ 井芹祭
崇城大学の学園祭です。学生による模擬店やステージでのライブ、クイズ
などが２日間に渡り行われます。

11/20～21 崇城大学 崇城大学 無料 http://www.stu.sojo-u.ac.jp/~iseri/

熊本市 ①
家庭から暴力をなくすキャンペー
ン・街頭キャンペーンＤＶ防止講演
会

女性に対する暴力の根絶を目的として、ＤＶ防止の講演会を実施します。 11月6日 くまもと県民交流館 男女共同参画センター 無料 096-355-1187 ３１２人

熊本市 ①
家庭から暴力をなくすキャンペー
ン・ワークショップ

女性に対する暴力の根絶を目的として、ワークショップを開催します。 11月5～7日 くまもと県民交流館 男女共同参画センター 無料 096-355-1187 ７０人

熊本市 ③ 東熊祭（建学祭） 学生の課外活動発表等
11月1日～3

日
東海大学
熊本校舎

東海大学 無料
熊本教学課
096-386-2629

熊本市 ①
2010九州ブロック・ユネスコ活動研
究大会

未来遺産運動に焦点を当てた地域の文化・自然保護活動についての研
究会

11月20～21
日

熊本交通センター
ホテル

日本ユネスコ協会連盟
熊本ユネスコ協会

無料 03-5424-1121

熊本市 ①④

日本化学会西日本大会公開講座
「弛まぬ科学・技術の創成と期待
される化学：力強く輝く化学界と日
本の構築」

日本化学会西日本大会を熊本大学で開催します。その際に日本化学会
長である岩澤康裕先生が「弛まぬ科学・技術の創成と期待される化学：力
強く輝く化学界と日本の構築」という演題で公開講座として講演します。

11月6日 熊本大学 日本化学会九州支部 無料 http://www.sci.kumamoto-u.ac.jp/west2010/home.html

熊本市 ①④

日本化学会西日本大会公開講座
「熊本のクリーンエネルギー開発
＝太陽電池とバイオ燃料電池の
取り組みとその将来＝」

日本化学会西日本大会を熊本大学で開催します。その際に熊本大学学
長である谷口功先生が「熊本のクリーンエネルギー開発＝太陽電池とバ
イオ燃料電池の取り組みとその将来＝」という演題で公開講座として講演
します。

11月6日 熊本大学 日本化学会九州支部 無料 http://www.sci.kumamoto-u.ac.jp/west2010/home.html

熊本市 ③ サテライトステージコンサート オーディションに合格した学生の演奏会
11月2日
19:15～

平成音楽大学熊本
市キャンパスサテラ
イトステージ

平成音楽大学 無料 http://www.heisei-music.ac.jp

八代市 ①
熊本県社会教育研究大会八代大
会

社会教育に携わる人々が一堂に会し、地域での子育ての実践事例等をも
とに社会教育が果たしていく役割、あり方について研究協議を行います。

10月21日
八代市千丁文化セ
ンター

熊本県社会教育委員連絡協
議会

無料 熊本県教育庁社会教育課 ４００人

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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八代市 ③ 高専祭
学生による実行委員会を中心に，クラスや部活による模擬店や各学科の
専門知識を生かした科展示，他にステージイベントや軽音部ライブなどを
行います。

11月7日～
11月8日

熊本高等専門学
校・八代キャンパス

熊本高等専門学校 無料 http://www.kumamoto-nct.ac.jp/

八代市 ④
クルーズ船「飛鳥II」出港セレモ
ニー

飛鳥II出港の際に、本校生徒代表と雅太鼓部で演奏や演舞を披露しま
す。出港時の風物詩といわれています。

11月3日 八代外港 鶴屋百貨店 無料
URL：
http:/www.syugakukan.com/
TEL：0965-33-5134

人吉市
阿蘇市
芦北町

② 地域教育フォーラム
教育事務所主催で、教育講演会やシンポジウム等を行います。詳しくは
ホームページをご覧ください。

10月1日～
11月30日

人吉、阿蘇、芦北 熊本県教育委員会 無料 http://kyouiku.higo.ed.jp/page2011/

人吉市 ① 人吉・球磨文化展 絵画・書道・工芸・陶芸の展示を行います。
11月9日～

14日
人吉森のホール 人吉・球磨退職校長会 無料 0966-24-5730 40人

人吉市 ②
「くまもと教育の日」人吉市教育の
集い・犯罪被害者週間キャンペー
ン事業（仮題）

本事業は、次代を担う児童・生徒らを始めとする地域住民に被害者等の
体験談を通じ、命の大切さについて熟慮する機会を設けることにより、社
会全体で被害者等を支え、被害者も加害者も生み出さない環境づくりに
向けた気運の醸成を図ることを目的としており、
○ 公益社団法人くまもと被害者支援センターが実施する「一行詩いのち
の詩」募集事業に関する人吉市内各小中学校生の取組発表
○ 犯罪被害者遺族による基調講演
を予定しています。

11月27日
人吉カルチャーパレ
ス
（小ホール）

人吉市教育委員会・熊本県
球磨教育事務所・熊本県警
察・熊本県・公益社団法人く
まもと被害者支援センター

無料

熊本県警察本部
広報県民課
犯罪被害者支援室

096-381-0110

４００人

水俣市 ① 「環境絵画コンクール」展
県内の小学生が夏休みに描いた環境に対する想いなどの絵のうち、コン
クールで入賞した３６作品を展示します。

10月19日～
11月19日

熊本県環境セン
ター

熊本県環境センター 無料 http://www.kumamoto-eco.jp/center/

玉名市 ③ 健康食育福祉フェア

市民が本学へ親しむ場、健康づくりの場等として、また玉名市食育推進
計画に基づき、市民一人ひとりが食の大切さを理解し食育への関心を高
めていくためフェアを実施。フェアの内容は、健康関連イベント・展示コー
ナー、食育関連イベント・展示・体験コーナー、講演などである。

11/14 九州看護福祉大学 玉名市、九州看護福祉大学 無料
玉名市役所または
九州看護福祉大学

玉名市 ①
平成22年度九州看護福祉大学公
開講座（後期）

地域住民向けに「暮らしと健康」をテーマに本学教員が８回講演する。
10/2,9,16,23
,30,11/6,13,

20
九州看護福祉大学 九州看護福祉大学 無料 http://www.kyushu-ns.ac.jp/

事前の予約必要
なし

玉名市 ③ 優愛祭（学園祭）
毎年、学園祭実行委員会で決定したテーマの下、講演会やアーティストラ
イブ、地元企業との協賛イベント、また各部・サークルの活動に関する展
示会や報告会など２日間をとおして開催する。

10/23,24 九州看護福祉大学
九州看護福祉大学優愛祭実
行委員会

無料 http://www.kyushu-ns.ac.jp/ 一部有料催しあり

菊池市
山鹿市
和水町
玉名市

③ 菊池川流域装飾古墳一斉公開
熊本が全国に誇る文化遺産である菊池川流域の装飾古墳を、関係教育
委員会との連携により２日間限りの一斉公開を実施します。

10月23日
10月24日

菊池川流域
熊本県教委・　菊池市教委・
山鹿市教委・　和水町教委・
玉名市教委

無料 http://www.kofunkan.pref.kumamoto.jp/ 500

山鹿市
菊池市

③ 鞠智城の日
八角形鼓楼に登ろう・古代米収穫体験・烽火リレー・銅製菩薩立像特別公
開等を行います。

10月23日 歴史公園鞠智城 熊本県・山鹿市・菊池市 無料 http://www.kofunkan.pref.kumamoto.jp/ 1000

山鹿市 ①
子どもに夢を
心にふるさとを

子どもたちによる合唱と、演舞発表、大庭照子氏の歌と講演を行います。 11月3日 山鹿中体育館 鹿本郡市退職校長会 無料 0968-44-2810 100人

宇土市 ① 第２４回くまもと子育てトーク
　子育ての環境改善と地域ぐるみで子育てを支援していく気運を醸成する
ことを目的として、子育て中の方や子育て支援に関心のある方等を対象
に講演会と分科会を開催します。

11月14日 宇土市民会館
くまもと子育てトーク実行委員
会・熊本日日新聞社・熊本県

無料
熊本県少子化対策課
096-333-2225

３００名
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阿蘇市 ④ 高校生サイエンスセミナーｉｎ阿蘇
　科学への興味・関心を高めるとともに，科学的に課題を追求する技能や
知識の向上を図ります。

10月24日
国立阿蘇青少年交
流の家

独立行政法人国立青少年教
育振興機構

http://aso.niye.go.jp/ 高校生100名

阿蘇市 ① 阿蘇の草原キッズになろう：秋編
　小学生に対して阿蘇の草原環境に現状を学ばせるとともに草原維持活
動の体験を通して環境保全の意識を高めます。

10月16日～
10月17日

国立阿蘇青少年交
流の家

独立行政法人国立青少年教
育振興機構

http://aso.niye.go.jp/
小学校４～６年生
80名

天草市 ④ ふれ愛コンサートin天草
本校生徒がステージ上でダンスやコント、太鼓、三味線、吹奏楽部演奏な
どの日頃の活動や主張を披露するステージショーです。

11月12日 松島アロマ 本校 無料
URL：
http:/www.syugakukan.com/
TEL：0965-33-5134

合志市 ④
第14回熊本県中学生アイデアロ
ボットコンテスト大会

中学校技術・家庭科で学習した知識や技能を生かし、ロボットの設計・製
作を行った成果発表をコンテスト形式で実施します。創造アイデアロボット
コンテスト九州中学生大会および全国中学生大会の予選大会でもありま
す。授業内容部門・応用部門・映像部門・九州オリジナル部門・制御部門
の5部門があります。

11月13日
熊本高等専門学校
熊本キャンパス

熊本県中学校教育研究会技
術･家庭部会
熊本市技術・家庭科研究会

無料 http://www.higo.ed.jp/ws/kcgikaws/index.htm

合志市 ③ 電波祭
学生による実行委員会を中心に，クラスや部活による模擬店や各学科の
専門知識を生かした科展示，他にステージイベントや軽音部ライブなどを
行います。

10月30日～
10月31日

熊本高等専門学校
熊本キャンパス

熊本高等専門学校 無料 http://www.kumamoto-nct.ac.jp/

南阿蘇村 ③ 数流祭（建学祭）
学生の課外活動発表及び農産物の販売・
収穫体験

11月1日～3
日

東海大学
阿蘇校舎

東海大学 無料
阿蘇教学課
0967-67-3904

御船町 ① エコライフ体験教室
環境への負荷を少なくするライフスタイルを考え、消費行動を工夫し、環
境に優しい暮らし方を学び、生活を見つめ直す機会とします。

10月24日
御船町カルチャー
センター、御船町保
健センター

熊本県環境センター 無料 http://www.kumamoto-eco.jp/center/ 60人

御船町 ③ モーツァルトホールコンサート オーディションに合格した学生の演奏会
11月10日
16:30～

平成音楽大学モー
ツァルトホール

平成音楽大学 無料 http://www.heisei-music.ac.jp

益城町 ③ 第１６回くまもと物産フェア
フェア会場において工業系高校生によるアイディアロボットコンテストの開
催及び専門高校をＰＲするブース（専門高校等で製造・栽培した物販を含
む）を設置します。

11月6日～
11月7日

グランメッセ熊本 熊本県商工連合会他 無料 ３３３－２７１７ 300

山都町 ① 自然観察体験教室 晩秋の里山観察及び「落ち葉アート」を行う予定です。 11月21日 蘇陽峡（山都町） 熊本県 熊本県森林整備課０９６－３３３－２４４１ ４０人

芦北町 ①
くまもとみんなの川と海づくり県民
大会

講演会やパネルディスカッション等を通じて、県民に水環境保全の啓発を
図る取組みです。

11月14日
しろやまスカイドー
ム

熊本県 無料
熊本県水環境課
096-333-2272

400人
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