
第５２回「教育・文化週間」関連行事
79

宮崎県

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

各市町村 ① みやざき子ども教育週間
県民みんなで健やかな子どもを育てることを目的とし１０月第３日曜日か
らの１週間を「みやざき子ども教育週間」とし子どもの教育に関する取組
を推進します

10月17日
～

10月23日
県内各地 宮崎県教育委員会 無料

宮崎県教育庁総務課
0985-26-7276

宮崎市 ①③ 成年後見シンポジウム
成年後見制度ができて１０年がたちます。円滑な制度活用例を参考にし
て宮崎における取組を考えてみます。

11月13日
宮崎産業経営大学
５１０１教室

社会福祉法人宮崎県社会協
議会・社団法人成年後見セン
ター、リーガルサポートみや
ざき・宮崎産業経営大学法学
部

無料 http://www.miyasankei-u.ac.jp/

宮崎市 ③ 院内美術展 入院・外来患者、教職員及び学生等の出品による美術展 11月上旬
宮崎大学医学部
附属病院

さわやか行政サービス委員
会

無料 0985-85-9141

宮崎市 ①
みやざき子ども読書活動推進
フォーラム

読書に関する対談、文科省の読書活動優秀実践校等の事例発表や読み
聞かせを通して、読書活動推進の気運を一層高めます。

11月6日
宮崎市佐土原交流
プラザ

宮崎県教育委員会 無料 http://www.sun.pref.miyazaki.lg.jp/

宮崎市 ① 磯の生きもの観察会
磯に生息するいろいろな生きものたちを観察することで、生きものたちの
特徴について学習します。

11月6日 宮崎市小内海 宮崎県総合博物館 http://www.miyazaki-archive.jp/museum/index.html

宮崎市 ① ヤッコソウ観察会
葉緑素を持たなくてシイノキに寄生している不思議な寄生植物を観察しま
す。

11月7日
宮崎市高岡町瓜田
ダム

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

宮崎市 ① 宮崎の海のいきもの展
本県の干潟や岩礁等に生息する多様な生きものたちと、本県に漂着した
クジラ類を展示紹介します。あわせて、沿岸域の魚類やサンゴ類、海中の
風景を、県内在住の海中カメラマンの協力を得て写真で紹介します。

10月23日
～

11月28日
宮崎県総合博物館 宮崎県総合博物館 http://www.miyazaki-archive.jp/museum/index.html

宮崎市 ①
\０（ｾﾞﾛｴﾝ）で行く考古ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞの
旅

センター事業及びの概要説明,展示遺物の紹介・説明、遺物収蔵室の案
内及び説明、発掘作業整理の見学及び作業ミニ体験を実施します。

10月22日
宮崎県埋蔵文化財
ｾﾝﾀｰ分館

宮崎県埋蔵文化財ｾﾝﾀｰ http://www.miyazaki-archive.jp/maibun/index.html

宮崎市 ①
平成２２年度　宮崎県埋蔵文化財
ｾﾝﾀｰ施設公開

施設を公開し、宮崎県埋蔵文化財ｾﾝﾀｰの事業内容を広く知っていただく
内容です。体験コーナー、見学観察コーナー、ｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰなどを実施しま
す。

11月3日
宮崎県埋蔵文化財
ｾﾝﾀｰ

宮崎県埋蔵文化財ｾﾝﾀｰ http://www.miyazaki-archive.jp/maibun/index.html

宮崎市 ① みどりの図書館フェスタ
読書の大切さと図書館の事業について理解を深めてもらうため、たくさん
のメニューを用意してフェスタを開催します。

11月3日 宮崎県立図書館 宮崎県立図書館 無料 http://www.lib.pref.miyazaki.jp/

宮崎市 ① 古文書解読講座
江戸時代の古文書の解読を通じて地域の文化を理解するための講座を
開催します。

10月16日
11月20日

宮崎県立図書館 宮崎県立図書館 無料 http://www.lib.pref.miyazaki.lg.jp

宮崎市 ① 特別展「江戸時代の諸県の歴史」
江戸時代に鹿児島藩領域にあった諸県地域の歴史を明らかにする特別
展を開催します。

11月9日
～

12月12日
宮崎県立図書館 宮崎県立図書館 無料 http://www.lib.pref.miyazaki.lg.jp

宮崎市 ①
食育・地産地消みやざきブランド
展

食や農に関する理解を深めてもらうため、パネルや資料、農産物、農村
写真等を展示するほか、就農相談もお受けします。

10月26日
～

11月7日
宮崎県立図書館

宮崎県立図書館・宮崎県農
政水産部ほか

無料 http://www.lib.pref.miyazaki.jp/

宮崎市 ① 仕事と家庭の両立支援企画展
仕事と家庭の両立について、理解を深め働きやすい職場づくりを推進す
るために企画展を開催します。

10月26日
～

11月7日
宮崎県立図書館

宮崎県立図書館・宮崎県労
働政策課

無料 http://www.lib.pref.miyazaki.jp/

宮崎市 ① 「税を考える週間」特別企画展
税の役割や大切さについて考える機会となるよう税に関する資料や映
像、中学生の税に関する作品等を展示します。

11月9日
～

11月14日
宮崎県立図書館

宮崎県立図書館・宮崎税務
署

無料 http://www.lib.pref.miyazaki.jp/

宮崎市 ① 協同農業普及事業パネル展
普及指導員が農業技術の指導や経営相談等を行う「協同農業普及事業」
を紹介するパネル展です。

11月9日
～

11月21日
宮崎県立図書館

宮崎県立図書館・県営農支
援課

無料 http://www.lib.pref.miyazaki.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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宮崎市 ③ 大巻伸嗣公開制作作品展示 アーティストキャンプで制作された作品を公開します。
10月31日

～
12月12日

宮崎県立美術館 宮崎県立美術館 無料 http://www.miyazaki-archive.jp/bijyutsu/

宮崎市 ③
平成２２年度特別展　トリック・アー
トの世界　だまされる楽しさ

高松市美術館の所蔵品を中心に錯覚をテーマとした特色あるコレクション
を紹介します。

11月3日
～

12月5日
宮崎県立美術館

宮崎県立美術館、読売新聞
西部本社、美術館連絡協議
会

http://www.miyazaki-archive.jp/bijyutsu/

宮崎市 ③ 第35回宮崎市美術展
宮崎市とその周辺の美術愛好者に広く創作発表の場を提供することによ
り、鑑賞する喜びと芸術文化に対する理解を深めることを目的した美術展
です。

11月13日
～

11月25日

みやざきアートセン
ター

宮崎市 無料
宮崎市文化スポーツ課
45taiiku@city.miyazaki.miyazaki.jp

宮崎市 ① 図書館まつり
読書活動の推進と図書館事業のPRのために紙芝居・絵本・童話コンクー
ル、講演会、図書館探検ツアーなどのイベントを実施します。

11月3日 宮崎市立図書館 宮崎市生涯学習課 無料
宮崎市生涯学習課
0985-52-7100

宮崎市 ① 清花祭・特別講演会

大学祭という好機を活用し、学生は勿論地域の方々にも参加して頂き、
共に偉業を成し遂げられた方、各界でご活躍されている方の講演を聞くこ
とで見聞を広げ、個々人の日々の生活、あるいは将来の糧とすることを目
的としています。

11月6日
宮崎大学医学部
（清武キャンパス）

宮崎大学
医学部

無料 0985-85-9190

宮崎市 ③ 清花祭・すずかけ医学展
一般の方々と医療者との中間の立場にある医学部学生の視点で医学・
医療を紹介することで、一見とっつきにくいイメージのある医学という学問
に興味や関心を持ってもらえるような内容です。

11月20日～
21日

宮崎大学医学部
（清武キャンパス）

宮崎大学
医学部

0985-85-9190

宮崎市 ② 工学部テクノフェスタ
高校生を対象とし、講義と実験・演習を実体験してもらい、工学部の教育
研究内容に触れていただき、工学の面白さを知っていただくための催しで
す。

11月21日
宮崎大学
工学部

宮崎大学
工学部

無料 http://www.miyazaki-u.ac.jp/tech/event_information/experience.html

宮崎市 ② アドベンチャー工学部
進学予定の高校生や一般市民の方々に本学部の教育・研究概要を紹介
するための催しです。

11月21日
宮崎大学
工学部

宮崎大学
工学部

無料 http://www.miyazaki-u.ac.jp/tech/event_information/festival.html

宮崎市 ①
試食体験『日本の食と伝統を支え
てきた米や雑穀について学ぶ』、
科学実験・工作教室

日本や世界で食されてきた様々な｢米｣や｢雑穀｣の歴史や栄養価など、
『見て・触って・味わって』学べる体験型のイベントです。

11月
20～21日

宮崎大学
農学部附属農業
博物館

宮崎大学
農学部附属農業
博物館

無料 http://www.agr.miyazaki-u.ac.jp/~museum/index.html                   

都城市 ②
親と子の
インターネット講座

小学生とその保護者を対象に、実際にパソコンを操作しながら、情報リテ
ラシーや情報モラルの向上を図ります。

10月30日
都城市立
沖水小学校

宮崎県教育委員会 無料
南部教育事務所教育推進課
0986-23-4521

都城市 ②
親と子の
インターネット講座

小学生とその保護者を対象に、実際にパソコンを操作しながら、情報リテ
ラシーや情報モラルの向上を図ります。

11月6日
都城市立
西中学校

宮崎県教育委員会 無料
南部教育事務所教育推進課
0986-23-4521

都城市 ④
第２回南九州高専発新技術説明
会（都城高専、鹿児島高専発新技
術説明会）

都城工業高等専門学校と鹿児島工業高等専門学校は、それぞれ(社)霧
島工業クラブと錦江湾テクノパーククラブを通して近隣企業と連携を図っ
ていますが、互いに交流を深めることによって、新たな連携が生まれるも
のと期待されます。昨年度から開催しており、本年度、引き続き第２回目
の新技術説明会を開催します。

11月5日
ホテル中山荘（都城
市松元町3-20）

都城工業高等専門学校、社
団法人霧島工業クラブ、ＪＳＴ
イノベーションサテライト宮崎

無料
都城工業高等専門学校総務課
0986-47-1118

共催:鹿児島工業
高等専門学校、
錦江湾テクノパー
ククラブ

都城市 ④
第2回都城高専-鹿児島高専発新
技術説明会

宮崎県と鹿児島県の県境を越えた産学官交流事業。両高専とそれを支
援する企業グループ、公設試験機関等も参画し、技術開発や地域産業の
活性化を目的とする。

11月5日 中山荘
都城工業高等専門学校・
（社）霧島工業クラブ・JST

無料 都城工業高等専門学校総務課

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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都城市 ②

都城高専で体験するバイオテクノ
ロジー実験～自分の遺伝子DNA
からアルコール体質をしらべてみ
よう～

人間の体質の違いは、細胞の核にあるDNAに遺伝情報として保存されて
います。例えば、お酒に対する強さ（お酒に対する適性）もDNA を調べる
事で分かります。今回の公開講座では、主に中学生を対象として、新型イ
ンフルエンザの判定にも使われた遺伝子検査の方法を使って、自分の細
胞のDNAからアルコール体質を調べます。本公開講座は、独立行政法人
科学技術振興機構の平成２２年度サイエンス・パートナーシップ・プロジェ
クト（講座型学習活動）の一環として実施されます。

10月3日、
10月17日、
11月7日

都城工業高等専門
学校

独立行政法人　科学技術振
興機構

無料 http://www.miyakonojo-nct.ac.jp/~koho2/shakai/kouza.html

延岡市 ① カルチャーゾーンフェスタ
カルチャー複合施設において伝統文化こども教室の各種発表会、展示、
ブックリサイクル、遊び、体験活動を実施します。

11月3日
カルチャープラザの
べおか

延岡市教育委員会 無料
http://www.city.nobeoka.miyazaki.jp
延岡市社会教育センター
0982-22-7032

延岡市 ① 第22回生涯学習推進大会
社会教育関係表彰のほか、意見発表会、講演会を行い、生涯学習の推
進を図ります。

11月3日
カルチャープラザの
べおか

延岡市教育委員会・延岡市
社会教育関係団体

無料
http://www.city.nobeoka.miyazaki.jp
延岡市社会教育センター
0982-22-7032

カルチャーゾーン
フェスタの一行事
として開催

延岡市 ①
干支の町フェスティバル（文化作
品展示）

北方町総合支所周辺で地区内の農林産物等の販売、芸能発表が行われ
ます。北方コミュニティーセンターでは北方地区内の保育園や幼稚園、小
中学校、生涯学習講座および北方地区内の市民の文化作品を展示しま
す。

11月14日
北方コミュニティー
センター

干支の町フェスティバル実行
委員会

無料
北方教育課
0982-47-3606

延岡市 ① 北浦町作品展示会 地域住民の生涯学習の成果・発表の場としての作品展示会を行います。
11月1日

～
11月3日

北浦体育館 北浦教育課 無料
北浦教育課
0982-45-3040

日南市 ③ 日南市総合文化祭 市民参加による、演技発表の部、作品展の部、呈茶の部を開催します。
10月30日～

11月3日

《演技発表》
日南市文化セン
ター
《作品展》
まなびピア
北郷ふれあい交流
センター
南郷ハートフルセン
ター
《呈茶》
まなびピア ほか

日南市
日南市教育委員会

無料
日南市文化生涯学習課
0987-31-1145

小林市 ①
読書活動推進
指導者養成講座①

読み聞かせを行う意欲のある方を対象に技術講習を行い、読書活動を推
進する人材の養成を図ります。

10月22日
小林市
野尻庁舎

宮崎県教育委員会 無料
南部教育事務所教育推進課
0986-23-4521

小林市 ②
親と子の
インターネット講座

小学生とその保護者を対象に、実際にパソコンを操作しながら、情報リテ
ラシーや情報モラルの向上を図ります。

10月23日
小林市立
小林中学校

宮崎県教育委員会 無料
南部教育事務所教育推進課
0986-23-4521

小林市 ③ 小林市総合文化祭
市内各会場において作品展、短歌会、将棋大会、囲碁大会、お茶会、音
楽祭、芸能祭が開催されます。

10月24日、
10月31日～
11月3日、11
月7日

小林市民体育館他
市内各所

小林市、小林市教育委員会 無料
小林市教育委員会社会教育課
0984-22-7912

日向市 ③ 第22回日向はまぐり碁石まつり
全対局に本物のはまぐり碁石と日向榧碁盤を使用する、全国唯一のはま
ぐり碁石の産地、日向市ならではの全国規模のアマチュア囲碁大会で
す。

11月7日
11月8日

(前夜祭)ホテルベ
ルフォート日向、(囲
碁大会)日向市文化
交流センター

日向はまぐり碁石まつり実行
委員会

http://www.city.hyuga.miyazaki.jp/goishi/index.html
7日前夜祭
8日囲碁大会

日向市 ① 第36回　日向市人権講座
市民の皆さんを対象に、すべての人の基本的人権を尊重していくための
人権教育・人権啓発をより一層推進していくことを目的として講座を開催
します。

10月７日
10月14日
10月26日
11月５日

日向市中央公民館 日向市生涯学習課 無料 syougaigakusyu@hyugacity.jp

日向市 ③ 第9回若山牧水顕彰全国大会
全国の牧水を慕う方たちと日向市民が一堂に会し、牧水の心情に触れ、
相互の交流を深めながら新たな牧水を発見することで、顕彰の輪を広げ
るとともに、生誕の地日向市を全国に発信します。

10月23日
～

10月24日

日向市中央公民
館・牧水生家周辺

日向市文化スポーツ課 無料 bunka@hyugacity.jp
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第５２回「教育・文化週間」関連行事

宮崎県

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

日向市 ① 秋のとしょかんまつり

古本市、紙芝居などの各種イベントコーナーを設け、子どもからお年より
が楽しめる「としょかんまつり」を行います。この“まつり”を通じて市民の
皆さんに図書館に親しんでいただくとともに、読書を日常生活に取り入れ
ていただき、生涯にわたって“本のある暮らし”を楽しんでいただきたい。
そんな、きっかけづくりにしていただきたいイベントです。

11月13日 日向市立図書館 日向市立図書館 無料 library@hyugacity.jp 開催日は予定

串間市 ③ 市民秋祭文化祭 舞踊、民謡、大正琴等の市民舞台芸術披露を行います。 11月7日 串間市文化会館 くしま活性化委員会 無料
串間市教育委員会文化係
0987－72－6511

串間市 ② 串間市児童生徒作品展 市内児童・生徒の絵画作品展を行います。
11月2日

～
11月3日

串間市文化会館 くしま活性化委員会 無料
串間市教育委員会
教育総務係
0987－72－1111（代）

串間市 ① 図書館祭り 図書の交換、配布、啓発展示等を行います。 10月24日 串間市立図書館 串間市立図書館 無料
串間市立図書館
0987－72－1177

西都市 ②
ネットいじめ対策推進事業「教師・
保護者向け教育講演会」

子どもを取り巻くネット利用の現状と課題及びその予防と対策について学
ぶための講演会を開催します。

11月4日 西都原考古博物館 宮崎県教育委員会 無料
中部教育事務所教育推進課
0985-29-3223

西都市 ①
国際交流展「石器にみる農耕文化
―東アジアの石器―」

南九州が稲作農耕を受容する以前の農耕文化について，東アジア地域
（日本・韓国・台湾）の初期農耕・原始農耕段階の資料をもとにその交流と
比較を考える展示です。

10月 9日
～

12月12日
西都原考古博物館 西都原考古博物館 http://saito-muse.pref.miyazaki.jp/home.html

西都市 ③
第２２回西都市総合文化祭芸能
大会

舞踊・民謡・伝統芸能に励む団体・個人の発表を行います。 11月3日 西都市民会館 西都市教育委員会 無料
西都市市民会館
0983-43-5048

西都市 ② 西都市小中学校音楽大会 市内小中学校の生徒児童による音楽発表を行います。 11月5日 西都市民会館 西都市教育委員会 無料
西都市教育委員会学校教育課
0983-43-3438

西都市 ③
第２２回西都市総合文化祭美術
展

美術展（絵画ﾃﾞｻﾞｲﾝ、書、写真、彫刻陶芸工芸の４部門）及び生花展示を
行います。

10月23日
～

10月31日
西都市民会館 西都市教育委員会 無料

西都市市民会館
0983-43-5048

西都市 ② 西都市教育文化祭
市内小中学生の作品（絵画、彫刻、書道、理科等）の作品を展示公開しま
す。

11月11日
～

11月16日
西都市民会館 西都市教育委員会 無料

西都市教育委員会学校教育課
0983-43-3438

えびの市 ③ 芸能まつり えびの市芸術文化協会所属の団体による発表会を行います。 11月13日
えびの市文化セン
ター

えびの市教育委員会・えびの
市芸術文化協会

無料
えびの市芸術文化協会
0984-35-2268

えびの市 ①
自治公民館対抗カラオケフェス
ティバル

４つの地区公民館から５人ずつ計２０人が出演しカラオケで競う地区対抗
歌合戦を行います。

10月30日
えびの市文化セン
ター

えびの市教育委員会・自治公
民館連絡協議会・えびの市芸
術文化協会

無料
えびの市文化センター
0984-35-2268

えびの市 ③ ふるさと散歩マップ展
これまで広報誌で取り上げた史跡・名勝・遺跡等を再調査し地区ごとにま
とめ展示します。

10月5日
～

11月16日

えびの市歴史民俗
資料館

えびの市教育委員会 無料
えびの市歴史民俗資料館
0984-35-3144

三股町
①③
④

ふるさとまつり
町内の産業・文化・教育を振興するため、町民全員が楽しめるイベントを
開催し、元気で活気のあるまちづくりを推進します。

11月13日
～

11月14日
町多目的広場

三股町・ふるさとまつり実行
委員会

無料
三股町産業振興課
syoukok-k@town.mimata.miyazaki.jp
0986-52-1111(内線354)

本年度第20回

三股町
①②
③④

文化功労者等表彰式
社会教育・生涯学習関係及び町行政功労者に対し、感謝状等を贈呈し功
労をねぎらいます。

11月3日 町立文化会館 三股町・三股町教育委員会 無料
三股町教育委員会教育課
syogak-k@town.mimata.miyazaki.jp
0986-52-1111(内線426)

三股町 ① 町民総合スポーツ祭
町民のスポーツ振興と、健康増進、体力向上及び、公民館相互の親睦融
和を図ります。（自治公民館対抗・地区対抗・自由参加）

10月24日
10月27日
10月31日

町内体育施設 三股町・三股町体育協会 無料
三股町教育委員会教育課
syogak-k@town.mimata.miyazaki.jp
0986-52-1111(内線432)

24日総合開会式
7競技・27日1競
技・31日6競技

三股町 ① 子どもの声を聞く会

町内各小中学校の児童・生徒代表が、子どもの描く人間像並びに家庭生
活、学校生活、友人関係、将来の夢及び郷土について、日頃考えている
ことを発表し、親と子・友人との相互理解を深め、青少年育成活動に役立
てます。

11月3日 町立文化会館 三股町青少年育成町民会議 無料
三股町教育委員会教育課
syogak-k@town.mimata.miyazaki.jp
0986-52-1111(内線433)

後援
三股町・三股町
教育委員会
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三股町 ①④ 恵の森植樹
ボランティアを募集し町有林に地元に植生する雑木を中心に植樹します。
（約3.8ha）

10月31日 町有林 壮年連絡協議会・猟友会 無料
三股町教育委員会教育課
syogak-k@town.mimata.miyazaki.jp
0986-52-1111(内線426)

21度2ha植樹

高原町 ①
読書活動推進
指導者養成講座②

読み聞かせを行う意欲のある方を対象に技術講習を行い、読書活動を推
進する人材の養成を図ります。

11月10日
高原町
ほほえみ館

宮崎県教育委員会 無料
南部教育事務所教育推進課
0986-23-4521

国富町 ①
第5回国富町健康ウォーキング大
会

町内の希望者を募り、コース（5・7･12ｷﾛ）毎に分かれてウオーキングを行
います。

11月14日 国富町運動公園 国富町教育委員会 無料
国富町社会教育課
0985-75-2361

国富町 ② 第11回中学生講演会
生徒に「夢」や「希望」を与えるような著名な講師を招き、町内3中学校の
生徒を一堂に集めて講演会を実施します。

11月18日 国富町中央体育館 国富町教育委員会 無料
国富町教育総務課
0985-75-9401

国富町 ① 婦人団体連絡協議会講演会 県内の著名な講師を招き、講演会を実施します。 11月12日
国富町改善セン
ター

国富町婦人団体連絡協議会 無料
国富町社会教育課
0985-75-2361

綾町 ③ 綾町文化祭 町民の日頃の文化活動の作品展示を行います。
11月13日

～
11月14日

綾町体育館 綾町民主団体連絡協議会 無料
綾町教育委員会
0985-77-1183

綾町 ③ 各自治公民館文化祭
綾町内にある22地区の自治公民館毎にそれぞれ個人の作品展示を行い
ます。

11月中 各自治公民館 各自治公民館 無料
綾町教育委員会
0985-77-1183

綾町 ③ 青少年芸術劇場 小・中学生を対象とした音楽鑑賞会を実施します。 10月20日 綾町文化ホール 宮崎県教育委員会 無料
綾町教育委員会
0985-77-1183

高鍋町 ① 読書感想画展
読書週間にあわせ、町内の全小・中学校から選定された読書感想画を展
示します。

10月27日
～

11月7日
高鍋町美術館 町立高鍋図書館 無料

町立高鍋図書館
0983-21-1152

高鍋町 ① 子ども読書まつり
「読み聞かせ」ボランティアを中心に絵本のつどいを行い、子どもたちに読
書の楽しさを伝えます。また、読書感想文集「白梅」の作品の中から優秀
作品の朗読を行います。

１１月下旬 高鍋町美術館 町立高鍋図書館 無料
町立高鍋図書館
0983-21-1152

西米良村 ① にしめらイキイキ祭
各自治公民館の特色ある事例の掘り起こしや発表等を通じて、村におけ
る生涯学習の今後の方向性を探る契機とします。

10月17日 村トレーニング施設
村生涯学習推進会議・村自
治公民館連絡協議会

無料
西米良村教育総務課
0983-36-1111（内線49）

都農町 ③ 文化祭
日頃から文化芸能活動に励む個人・団体及び児童生徒の学習の成果を
発表します。（展示部門・舞台部門）

11月6日
～

11月7日

都農町民体育館・
塩月記念館

都農町・都農町教育委員会 無料
都農町教育委員会社会教育課
0983-25-5724

都農町 ① 図書館まつり
読書活動の推進を目的に図書館と利用者相互のふれあいの場として開
催します。古本市・読み聞かせ・映画鑑賞・講演会等を行います。

10月31日 都農町民図書館 都農町民図書館 無料
都農町民図書館
0983-25-3316

門川町 ① 東臼杵郡子ども会芸能発表会 児童による地域伝統芸能の発表を行います。 10月31日
門川町総合文化会
館

東臼杵郡子ども会育成連絡
協議会

無料
門川町社会教育課
0982-53-1140（内線266）

門川町 ③ 合唱のつどい 一般、児童、生徒の合唱、合奏　発表会を行います。 11月3日 同上
門川町文化協会、門川町教
育委員会

無料
門川町社会教育課
0982-53-1140（内線266）

門川町 ③ 門川町総合文化祭 芸能発表、作品展、華道展、茶会、演奏会などを行います。
11月6日

～
11月7日

門川町総合文化会
館など

門川町文化協会、門川町教
育委員会

無料
門川町社会教育課
0982-53-1140（内線266）

関連行事を10月1
日～12月31日に
実施

門川町 ① 図書館まつり 展示、読み聞かせ、その他の交流イベントを実施します。 10月23日 門川町立図書館
門川町立図書館、門川町教
育委員会

無料
門川町社会教育課
0982-53-1140（内線266）
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椎葉村 ③ 椎葉平家まつり２０１０
各種郷土芸能披露、大和絵巻武者行列（パレード）、児童生徒やまびこ発
表会、椎葉民俗芸能博物館無料公開、鶴富屋敷無料公開、各種作品展
示、物産販売などを行います。

11月12日
～

11月14日

椎葉村上椎葉市街
地

椎葉平家まつり実行委員会 無料
椎葉村地域振興課
企画情報グループ
0982-67-3203

周辺の駐車場が
不足しますので、
できるだけ乗り合
わせの上お越し
下さい。

日之影町 ② 小中学校音楽祭 町内小中学校の児童生徒による合唱・合奏発表会を実施します。 10月29日
日之影中学校体育
館

日之影町教育委員会 無料
日之影町教育委員会教育課
0982-87-3907

ひのかげ渓谷ま
つり

日之影町 ③ 青少年伝統芸能発表大会
町内各地に古くから受け継がれてきた価値ある伝統芸能を未来の継承者
である青少年が発表します。

10月30日
癒しの森運動公園
特設会場

日之影町教育委員会 無料
日之影町教育委員会教育課
0982-87-3919

ひのかげ渓谷ま
つり

日之影町 ② 小中学校作品展 町内小中学校の児童生徒の作品を一堂に展示します。
10月29日

～
10月31日

日之影町高齢者ｺ
ﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

日之影町教育委員会 無料
日之影町教育委員会教育課
0982-87-3907

ひのかげ渓谷ま
つり
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