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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

日高町 ①③ 日高町文化講演会
「文化」をテーマとして講師を招聘、全町民を対象とした講演会を実施して
います。

11月5日 日高町中央公民館 日高町中央公民館 無料 http://www.town.hidaka.wakayama.jp/kyouiku/

日高町 ① 日高町ふれあい祭

 町民相互の交流と連帯を深めるとともに、日高町の資源を活かした魅力
と活気のあるまちづくりを目指し、教育委員会、首長部局関係課、商工会
に加え文化協会、老人クラブ、郵便局、農協、漁協といった各種団体がそ
れぞれ特色のある事業を実施しています。
文化協会加盟団体（舞踊、詩吟、歌謡など）による「芸能発表会」、町内園
児、小中学生の絵画や書道、自主的に文化活動をしている町民の作品
（書道、手芸、盆栽、活け花など）を展示する「文化展」も併せて開催して
います。

11月19日, 20日 日高町役場敷地内
日高町ふれあい祭実行委員
会

http://www.town.hidaka.wakayama.jp/kyouiku/

美浜町 ① 町人権教育講演会
人権教育の一環として、一般の方を対象に人権教育講演会を開催しま
す。本年度の講師は、木村まさ子さんです。

11月19日
町立松洋中学校体
育館

美浜町・
美浜町教育委員会

無料
美浜町中央公民館
℡0738-22-7309

美浜町 ① 町文化展
町文化協会主催で、手芸、写真、生花等の作品を展示します。町内小中
学生の絵画、書道作品も展示します。

11月18日, 19日 町体育センター 町文化協会 無料
美浜町中央公民館
℡0738-22-7309

和歌山市 ①② 平成２３年度きのくに学びフェスタ
きのくに学びの日・学び月間の趣旨を県民に広く周知するために、シンポ
ジウム、学校や地域の学習成果の発表等を行う。

10月29日
文化情報センター
他

和歌山県教育委員会 無料 073-441-3720

和歌山市 ③ 第１８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
います。

11月13日
県立図書館メディ
ア・アート・ホール

和歌山県教育委員会 無料 https://www.lib.wakayama-c.ed.jp/

和歌山市 ①
コレクション展 ２０１１－秋
生誕１２０年記念特集 保田龍門

和歌山ゆかりの作家と近現代美術の秀作を紹介します。　また生誕１２０
年を迎える保田龍門の特集展示を行います。

9月17日～
12月4日

和歌山県立
近代美術館

和歌山県立
近代美術館

http://www.momaw.jp/
月曜休館（祝日
の場合は翌火曜
日）

和歌山市 ① 吉原英雄展 画家のドラマ
銅版と石版という異なる技法を用いた代表作を中心に、吉原英雄（1931-
2007）の足跡を振り返ります。

11月19日～
1月15日

和歌山県立
近代美術館

和歌山県立
近代美術館

http://www.momaw.jp/
月曜休館（祝日
の場合は翌火曜
日）

和歌山市 ① 第６５回　和歌山県美術展覧会
広く美術作品の公募を行い、優れた作品を審査、選考し、県民に紹介しま
す。

Ⅰ：10月19日～23日
Ⅱ：10月26日～30日

和歌山県立
近代美術館

和歌山県　　　　文化国際課 無料 http://www.momaw.jp/
月曜休館（祝日
の場合は翌火曜
日）

和歌山市 ①
特別展「中世の村をあるくー紀美
野町の歴史と文化ー」

　平安時代から室町時代の紀美野町には、東に神野・真国荘、西に野上
荘という２つの大きな荘園がありました。絵画や古文書、仏像など現地に
残る文化財を手がかりにして、中世の村の世界を解明します。

10月22日～
12月4日

和歌山県立
博物館

和歌山県立
博物館

http://www.hakubutu.wakayama-c.ed.jp
月曜休館（祝日
の場合は翌火曜
日）

和歌山市 ③
座談会「紀伊風土記の丘の歴史を
語る」

開館から現在までの歩みや思い出話、これからのあり方などを関係者に
語ってもらいます。

10月22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.hakubutu.wakayama-c.ed.jp
月曜休館（祝日
の場合は翌火曜
日）

和歌山市 ③ 体験教室「風土記まつり」
平成22年度の風土記まつりを踏まえて、バージョンアップして開催。各種
体験コーナーあり。

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.hakubutu.wakayama-c.ed.jp
月曜休館（祝日
の場合は翌火曜
日）

和歌山市 ③ 古墳公開③「大日山35号墳」
石室公開と周辺の古墳の解説を行う。解説ボランティアを各所に配置す
る。

10月29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

無料 http://www.hakubutu.wakayama-c.ed.jp
月曜休館（祝日
の場合は翌火曜
日）

和歌山市 ③ 体験教室「カラー勾玉作り」 白いろう石で作った勾玉を染料で染めて、クリアーラッカーで仕上げます。 11月3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.hakubutu.wakayama-c.ed.jp
月曜休館（祝日
の場合は翌火曜
日）

和歌山市 ③
民家公開②「県指定文化財　旧谷
村家週宅・旧小早川家住宅」

県指定文化財　旧谷村家住宅・旧小早川家住宅の内部を公開します。 11月3日～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

無料 http://www.hakubutu.wakayama-c.ed.jp
月曜休館（祝日
の場合は翌火曜
日）

和歌山市 ③
体験教室「古代人の米作り③　古
代のごはんを食べよう」

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.hakubutu.wakayama-c.ed.jp
月曜休館（祝日
の場合は翌火曜
日）

和歌山市 ③
風土記講座「古墳現地解説講座
②」

現地で岩橋千塚のＴ字形石室をめぐり解説をします。 11月19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.hakubutu.wakayama-c.ed.jp
月曜休館（祝日
の場合は翌火曜
日）

和歌山市 ③
開館４０周年記念特別展「大王の
埴輪・紀氏の埴輪～今城塚と岩橋
千塚～」

大王の埴輪（今城塚古墳）と同時期の紀氏の首長塚である大日山３５号
墳（岩橋千塚古墳群）などの埴輪を展示します。

10月8日～
12月11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.hakubutu.wakayama-c.ed.jp
月曜休館（祝日
の場合は翌火曜
日）

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
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和歌山市 ③
開館４０周年記念写真展「写真が
語る　紀伊風土記の丘の歴史」

開館前や開館当時から現代までの写真を展示して紀伊風土記の丘の歴
史を紹介します。

9月23日～
12月11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.hakubutu.wakayama-c.ed.jp
月曜休館（祝日
の場合は翌火曜
日）

和歌山市 ① 和歌山県立文書館歴史講座
「幕末城下町和歌山の四方山話」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5日,　12日,　19
日,　11月2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 ① 土曜講座2011　　　第8回
基本的に毎月第1土曜に和歌山大学をはじめとした高等教育機関の知的
財産を地域住民の皆様にお届けする講座

11月5日
和歌山大学松下会
館

和歌山大学地域連携・生涯
学習センター

無料 073-427-4623

和歌山市 ①
研修員OGOB企画（第12回「生と
向き合い、生を考える」集い）

平成15年度に研修員企画として始まった、生と死をテーマとした学び（地
域生涯学習）を発展させる住民参加型セミナー

11月12日
和歌山大学松下会
館

和歌山大学地域連携・生涯
学習センター

無料 073-427-4623

和歌山市 ① 大学改革シンポジウム（仮題） 「大震災後の日本再建と新しい公共」をテーマとしたシンポジウム 11月23日
和歌山大学松下会
館

社団法人国立大学協会・和
歌山大学

無料 073-427-4623

和歌山市 ③ 特別展「祇園南海とその時代」
　紀州藩の儒者で文人画の先駆者として知られる祇園南海の作品と関連
資料を展示し、その足跡をたどります。

10月22日～
11月27日

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

和歌山市 ①
「和歌山市教育・学びあいの日」記
念行事

 　教育、学習に関する市民の意識と関心を高めるため、和歌山市教育・
学びあい月間に記念行事を行います。

11月3日
和歌山市北コミュニ
ティセンター

和歌山市教育委員会 無料 shogaigakushu@city.wakayama.lg.jp
教育総務課
学校教育課

和歌山市 ①
重要文化財　旧中筋家住宅開催
事業　茶室お茶会

重要文化財　旧中筋家住宅にある茶室（普段は非公開）でお茶会を開催
します。先着50人にお茶を楽しんで頂きます。

11月13日
重要文化財　旧中
筋家住宅

和歌山市教育委員会 073－425-1194

参加は無料だが
観覧料（一般300
円、高校生以下
無料）が必要。

和歌山市 ①
重要文化財　旧中筋家住宅開催
事業　古民家で昔話を聞く会３

重要文化財　旧中筋家住宅の表門休憩室において、和歌山昔ばなしを語
る会の方に昔話を語っていただきます。

11月23日
重要文化財　旧中
筋家住宅

和歌山市教育委員会 073－425-1194

参加は無料だが
旧中筋家住宅の
観覧を希望される
方は、観覧料（一
般300円、高校生
以下無料）が必

和歌山市 ③ ラテンダンスの祭典 海外ダンサーによるラテンダンスの競演 10月18日 和歌山市民会館
財団法人和歌山市都市整備
公社（和歌山市民会館）

http://www.qualia.ne.jp/civic-hall/

和歌山市 ③ 桂枝曾丸芸品館 落語独演会 11月20日 和歌山市民会館
財団法人和歌山市都市整備
公社（和歌山市民会館）

http://www.qualia.ne.jp/civic-hall/

和歌山市 ③
平成23年度文化庁文化遺産を活
かした観光振興・地域活性化事業
折紙教室

折紙教室
11月6日,

13日
和歌山市民会館

財団法人和歌山市都市整備
公社（和歌山市民会館）

http://www.qualia.ne.jp/civic-hall/

和歌山市 ③
平成23年度文化庁文化遺産を活
かした観光振興・地域活性化事業
雅楽教室

雅楽教室 11月6日 和歌山市民会館
財団法人和歌山市都市整備
公社（和歌山市民会館）

http://www.qualia.ne.jp/civic-hall/

和歌山市 ③
平成23年度文化庁文化遺産を活
かした観光振興・地域活性化事業
日本舞踊教室

日本舞踊教室 11月12日 和歌山市民会館
財団法人和歌山市都市整備
公社（和歌山市民会館）

http://www.qualia.ne.jp/civic-hall/

和歌山市 ①

観光カリスマ講座
第2回
『～子孫に遺す町づくりへの挑戦
～　町をブランド化した男の話』

（有限会社）わくわくファーム代表浜田倫紀氏を講師に招き、宮崎県綾町
の事例から、まちづくりについて考えます。

10月20日
フォルテ・ワジマ　4
階　多目的ホール

国立大学法人和歌山大学 無料
和歌山大学観光学部教務係
電話：073-457-8542
FAX：073-457-8540

和歌山市 ①

観光カリスマ講座
第3回
『観光地でもない山村に人が来る
馬路村農協の取り組み』

高知県馬路村農業協同組合代表理事専務東谷望史氏を講師に招き、馬
路村の事例から、観光振興について考えます。

11月17日
ホテルアバローム
紀の国

国立大学法人和歌山大学 無料
和歌山大学観光学部教務係
電話：073-457-8542
FAX：073-457-8540

和歌山市 ①
羽衣国際大学わかやまサテライト
市民講座

一般市民を対象とした講座を5種類、1回～6回開講します。すべて本学の
教員にて行います。

10月13日～12月7日
羽衣国際大学わか
やまサテライト

羽衣国際大学 http://www.hagoromo.ac.jp

海南市 ①
講演会
「熊野カルデラ火山がのこしたも
の」

熊野のカルデラ火山がのこした地質遺産について紹介します。 11月3日
和歌山県立
自然博物館

和歌山県立　　　自然博物館 http://www.shizenhaku.wakayama-c.ed.jp/
月曜休館（祝日
の場合は翌火曜
日）

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
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海南市 ① 第56回海南市下津総合文化祭
海南市在住・在勤者による、出店や絵画等作品の展示、芸能発表を行い
ます。
当日は、市外の方も参加いただけます。

10月29日, 30日
海南市民交流セン
ター

海南市下津総合文化祭実行
委員会

073-492-4490

橋本市 ③
第６回橋本市高野口地区公民館
文化祭

公民館ｻｰｸﾙさんによる舞台発表と作品展示（一般募集を含む） 10月29日, 30日
橋本市産業分化会
館（アザレア）

高野口地区公民館文化際実
行委員会

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 ①② 第１6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
交流を深め合う共に、健康づくりの場を提供することから開催している。

11月6日 橋本市柱本地区内
第１６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
業として開催。実
行委員会を組織
し、管区内８区・
自治会と密接な
関係をとりつつ、
学校、警察、その
他関係団体・関
係機関との連携

橋本市 ①②
第20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」「エコ体験」「模擬店」そのほか盛りたくさん
の催物があります。

10月30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 ①③
第24回学文路地区公民館総合文
化祭

公民館主催の事業として、学文路地区の住民や登録ｻｰｸﾙ、保育園、団
体による文化・芸術・健康の増進活動の成果を発表し、また住民の親睦
や交流の深める場となっている。

11月12日, 13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

地域のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
である公民館運
営委員との連携
に努めている。

橋本市 ①② 第1７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6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

橋本市 ①③ 平成23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 教育文化会館
橋本市民総合文化祭実行委
員会

無料 橋本市中央公民館　　0736-32-0034

橋本市
①②
④

おもしろ科学まつり・橋本大会２０
１１

自然科学全般にわたる演示実験、展示、科学工作　（約30ブース） 11月19日, 20日 教育文化会館
おもしろ科学まつり・橋本大
会２０１１実行委員会

無料 橋本市中央公民館　　0736-32-0034

橋本市 ① 人権映画 映画上映会 11月12日
東部コミュ二ティｾﾝ
ﾀｰ 公民館主催

無料
隅田地区公民館
0736-34-2313

橋本市 ① すこやか橋本　まなびの日

地域の中での世代を超えた学び、心身ともに健康な人づくり、暖かいふれ
あいの地域づくりの契機とするため、各種団体や行政が手作り工作、おも
しろ科学教室、手話・お琴体験等子どもの遊びや健康に関するブースを
出展する。

11月27日
和歌山県立
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

橋本市 ①
郷土資料館
秋の企画展
（タイトル未定）

歴史から防災を学ぶ

10月25日
～

12月25日
（予定）

橋本市郷土資料館 橋本市郷土資料館 無料
橋本市郷土資料館
0736-32-4685

有田市 ③ 有田市美術展 書、写真、絵画の3部門で作品を公募し審査し展示する。 11月5日.6日
有田市文化福祉セ
ンター

有田市教育委員会・有田市
文化協会

無料 0737-82-3221

有田市 ③ 有田市文化祭
文化協会会員の作品等を、手工芸、盆栽盆石、山野草、愛蘭、生花、美
術工芸、日本画、俳画、水墨画の部門別に展示する。

11月5日.6日
有田市文化福祉セ
ンター他

有田市教育委員会・有田市
文化協会

無料 0737-82-3221

御坊市 ③ 第57回御坊市美術展覧会 洋画・写真・陶芸・彫塑の作品展 11月3日～6日 市中央公民館 市・市教育委員会 無料 0738-22-0424
主管：中央公民
館

御坊市 ③ 第50回市民文化祭 菊花展 11月2日～5日 市民文化会館
市文化協会・市中央公民館・
協会加盟団体

無料 0738-24-0432
主管：御坊花の
会

御坊市 ④ なるほど体験科学教室 実験または体験を行う工作型体験授業 11月5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 www.wakayama-nct.ac.jp/

田辺市 ③ 第58回田辺市美術展覧会

第１期：10月７日～10月９日　洋画・写真・陶芸・日本画・工芸
第２期：10月14日～10月16日　書・彫塑・生花 10月7日～9日

10月14日～16日
紀南文化会館 田辺市、田辺市教育委員会 無料 http://www.city.tanabe.lg.jp/bunshin/57th_tanabe_siten

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
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田辺市 ③
田辺市文化事業　精巧大型人形
劇「三国志 総集編」

重要シーンをことごとく網羅して、壮大な物語を余すところなく描く決定版
三顧の礼、赤壁の戦い、甘露寺の宴、出師の表、空城の計　　他

10月9日
紀南文化会館
大ホール

田辺市教育委員会、株式会
社劇団影法師

http://www.city.tanabe.lg.jp/bunshin/event/index.html

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16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 第３０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～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

田辺市 ③ 文化の日特別公開

(1)南方熊楠邸特別公開
    ※南方熊楠邸無料公開。
(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。
(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 ③ 第21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）  ℡0739(64)1470

田辺市 ① 第４１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
４８－０２１２

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・ダンス等）・出店・ゲーム・作
品展示等

11月5日, 6日 天神児童館 天神児童館 無料
天神児童館
℡0739-24-5323

田辺市 ③ 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、子どもお茶お花クラブ、映
画コーナー、餅まき他

11月5日, 6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
田辺市文化事業「大阪交響楽団
名曲セレクション2011｣

指揮：佐藤俊太郎、ピアノ：小山実稚恵
チャイコフスキー：ピアノ協奏曲第１番
ベルリオーズ：幻想交響曲

11月6日
紀南文化会館
大ホール

田辺市教育委員会 http://www.city.tanabe.lg.jp/bunshin/event/index.html
宝くじコミュニティ
助成事業

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9日 大塔地域
事務局部会
（名称不確定）

無料
大塔中学校
４８－０３２４

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, 20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 第２６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19日～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６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20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
　６２－００３２

田辺市 ① 田辺市生涯学習振興大会

今年度は田辺市まちづくり市民カレッジの第３回講座と併催。社会教育功
労者表彰の後、３月１１日に発生した東日本大震災を受け、現地支援活
動に参加した市職員の報告や講演会等を開催。これからの田辺市の安
心・安全なまちづくりを考え、地域が抱える課題を解決するため、市民自ら
が行動する力を育くむため、開催します。

11月20日
田辺市ひがしコミュ
ニティセンター

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

田辺市 ① 田辺市生涯学習フェスティバル

「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。市民の生涯学習の一層の
振興を図る。

11月26日, 27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

新宮市 ① 自然探訪スクール
美しいふるさとの自然にふれ親しみながら、その恵みに感謝するととも
に、大自然の営みを学び、それを愛護する精神を培うことを目的として、
屋外での様々な体験学習を実施。

10月16日 七里御浜 新宮市 0735-23‐3368

新宮市 ③ 新宮市民音楽祭
参加者によって自主的に企画運営される「手作りの音楽祭」として当地域
に根付き、市民はもとより、周辺住民からも愛される音楽イベント。毎年、
「器楽の部」・「ロックの部」・「合唱の部」の3部門で開催されている。

10月22日, 23日, 11
月6日

新宮市民会館 新宮市 無料 0735-23‐3368

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
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新宮市 ③ 新宮市展

本市を中心とする地方造形文化の振興と鑑賞愛好の精神を高揚し、文化
水準の向上に資することを目的として、「洋画･デザイン･彫塑」、「日本画･
俳画･ちぎり絵･その他」、「書」、「写真」、「生花」、「民芸・工芸」の6部門の
作品を公募し、展示を行う。

10月22日～23日・29
日～30日・11月2日

～3日

新宮市地域職業訓
練センター・福祉セ
ンター

新宮市 無料 0735-23‐3368
開催日程は予
定。

新宮市 ③ 筆供養 新宮市出身の文豪佐藤春夫氏を偲び毎年11月3日に開催。 11月3日
新宮市民会館前筆
塚

新宮市 無料 0735-23‐3368

新宮市 ① 自然探訪スクール
美しいふるさとの自然にふれ親しみながら、その恵みに感謝するととも
に、大自然の営みを学び、それを愛護する精神を培うことを目的として、
屋外での様々な体験学習を実施。

11月13日 玉置山 新宮市 0735-23‐3368

紀の川市 ② 第6回紀の川市文化祭 作品展示、芸能発表等 11月5日, 6日

打田生涯学習セン
ター
粉河ふるさとセン
ター

紀の川市文化協会 無料 0736-64-9163

岩出市 ③
祝　岩出市誕生５周年
岩出市文化祭

市民文化の発展と充実を図るため、文化活動の成果を発表する機会を設
けています。展示の部・芸能の部の発表やお茶席コーナー、出店コー
ナーなどがあります。

11月5日, 6日
岩出市立市民総合
体育館

岩出市・岩出市教育委員会 無料 http://www.city.iwade.lg.jp/

岩出市 ①
第6回岩出市
生涯学習を考えるつどい

質の高い芸能文化を身近
に鑑賞できる機会の提供
クラシックコンサート（演奏会）予定

11月4日
岩出市立市民総合
体育館

岩出市・岩出市教育委員会 無料 岩出市教育委員会　生涯学習課

かつらぎ
町

④ シビック寄席 落語のつどい 10月29日
かつらぎ総合文化
会館

生涯学習課 無料 0736-22-0303

かつらぎ
町

③ かつらぎ町文化展 文化作品の展示会 10 月29日, 30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

九度山町 ③ 九度山町文化祭 作品展示　演技発表 11月2日, 3日
九度山町中央公民
館

九度山町中央公民館 無料 九度山町中央公民館　　　　　　　　　　0736-54-2019

高野町 ① 高野町民文化祭 町民作品展・文化表彰式等 11月3日～6日 高野町民体育館等 高野町文化協会 無料 0736-56-3050

湯浅町 ①③ 湯浅愛・あいまつり 町民の文化作品展示・演芸披露・人権学習講演会・健康相談など 11月5日,  6日 有田郡民体育館
湯浅愛あいまつり実行委員
会

無料 0737-63-1111

広川町 ③ ふるさとまつり 文化展、生け花展等が開催されます。 11月6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 広川町教育委員会

有田川町 ③ 第３６回文化祭 文化作品展示 10月15日, 16日
きび会館・吉備体育
館

有田川町文化協会吉備支部 無料 有田川町教育委員会社会教育課0737-52-2111

有田川町 ③ 第３９回文化祭 文化作品展示 10月29日, 30日 金屋農村センター 有田川町文化協会金屋支部 無料 有田川町教育委員会社会教育課0737-52-2111

有田川町 ③ 第３４回文化祭 文化作品展示 11月3日, 4日 清水文化センター 有田川町文化協会清水支部 無料 有田川町教育委員会社会教育課0737-52-2111

有田川町 ① 人権講演会 人権力を養う～想像力を広げる視点～ 11月5日 きびドーム 人権機関有田川 無料 有田川町教育委員会社会教育課0737-52-2111

由良町 ③ 由良町文化展 絵画、手芸、陶芸、写真等の展示 10月29日～11月6日 由良町中央公民館
由良町文化協会（由良町中
央公民館）

無料 0738-65-2418

印南町 ① 読書フェスティバル
読書感想文の展示、読書マラソン表彰式
お話し会、昔ながらの自転車の紙芝居、おもちゃ図書

11月3日
印南町
公民館

印南町公民館 無料
印南町公民館
0738-42-1702

印南町 ① 人権教育講演会 講演会 11月9日
印南町
体育センター

印南町教育委員会 無料
印南町公民館
0738-42-1702

印南町 ③ 文化祭 展示及び各サークル発表会 11月12日, 13日
印南町
体育センター

印南町
文化協会

無料
印南町公民館
0738-42-1702

みなべ町 ③ みなべ町文化祭 大展覧会（絵画、俳句、生花等の展示） 10月29日, 30日
みなべ町生涯学習
センター及び南部
公民館

みなべ町文化協会 無料
みなべ町教育委員会
0739-74-3134

みなべ町 ③ みなべ町文化祭 芸能まつり（大正琴、踊り、三味線等） 11月3日
みなべ町保健福祉
センター

みなべ町文化協会 無料
みなべ町教育委員会
0739-74-3134

日高川町 ① 川辺文化祭 川辺文化協会各部の作品展示・発表等 11月5日, 6日
日高川農改セン
ター

川辺公民館 無料 ０７３８－２２－９５５３

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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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

日高川町 ① 中津文化芸能祭 中津文化協会各部の作品展示・発表等 11月3日
日高川交流セン
ター

中津公民館 無料 ０７３８－５４－０３２６

日高川町 ① 美山ふれあいまつり 地域特産品の展示販売、文化協会作品展示、ゲートボール大会等 11月12日, 13日 平スポーツセンター 日高川町役場美山支所 無料 ０７３８－５６－０３２１

白浜町 ①③
第6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22日, 23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

白浜町 ③ 宝くじふるさとワクワク劇場in白浜 お笑いステージ・地元出演者を交えたトーク・ほのぼのコメディ劇場 11月3日
白浜町立総合体育
館

白浜町・和歌山県・(財)自治
総合センター

白浜町教育委員会
0739-43-5830

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

白浜町 ①
平成23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11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6回しらはま文化と福祉の集い
（日置川会場）

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26日, 27日 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
日置川拠点公民館
0739-52-2660

白浜町 ①④ 水族館の飼育体験
飼育水の循環システムを見学し、魚の餌やり、生物集計など飼育の仕事
を体験します。

10月22日
京都大学白浜水族
館

京都大学フィールド科学教育
研究センター　瀬戸臨海実験
所

http://www.seto.kyoto-u.ac.jp/aquarium/
小学生以上
申込み先着順
20名

上富田町 ①③ コスモス園花まつり 小学生児童による発表会・カラオケ大会・各種物産展 10月16日
市ノ瀬小山河川敷
コスモス園

市ノ瀬河川敷環境美化花づく
り推進実行委員会

無料 0739-47-5930

上富田町 ①③ 健康福祉と文化のまつり
作品展、各種健康相談・測定、福祉バザーの開催。小中学校児童の音楽
発表会

11月6日
上富田文化会館ほ
か周辺施設

かみとんだ健康福祉と文化
のまつり実行委員会

無料 0739-47-5930

上富田町 ③ 町民俳句大会 小中学校生徒の入選句表彰式。一般参加による投句・表彰 11月13日 上富田文化会館
上富田町中央公民館・上富
田文化協会

0739-47-5930

上富田町 ③
和歌山県美術展覧会
第８回上富田展

第６５回和歌山県美術展覧会第８回上富田展（地方展）の開催 11月9日～13日 上富田文化会館 上富田町教育委員会 無料 0739-47-5930

すさみ町 ① 町民運動会 リレー、綱引き、玉入れ等各種競技 11月6日 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 江住文化展 絵画、書、手芸、俳句等の展示
11月12日～
13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 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19日, 20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

那智勝浦
町

① 子ども・若者育成支援県民大会 青少年に関わる功労者表彰・中学生フォーラム等 11月3日
那智勝浦町体育文
化会館

和歌山県・（社）和歌山県青
少年育成協会

無料 073-441-2502

太地町 ① 人権教育講演会 講演会 11月13日 太地町公民館
太地町教育委員会・太地町
人権尊重推進委員会

無料

北山村 ➀ クラシックコンサート 和歌山県出身の音楽家によるピアノ、チェロ演奏コンサート 10月31日 北山村村民会館 北山村 無料 ０７３５（４９）２３３１

串本町 ① 第7回町民大運動会
様々なスポーツレクリェーションを実施し、町民が心身ともに健康で活力あ
る、町づくりを目的とする。

11月6日
串本町総合運動公
園多目的グラウンド

串本町・串本町教育委員会 無料 電話０７３５－６２－０００６

串本町 ① 第7回町民総合展
町民の作品を一同に展示し、芸術・文化活動に接する鑑賞機会を提供。
地域の暮らしに根付いた文化創造発展に寄与する。

11月11日～13日
串本町立体育館・
串本町武道館

串本町教育委員会 無料 電話０７３５－６２－０００６

串本町 ① 子ども劇団等鑑賞
全校４～６年生を対象に劇団公演を実施し、豊かな感性を育成することを
目的とする。実際に芸術文化に触れる機会を提供。劇団わらび座『セロ弾
きのゴーシュ』

11月17日 串本文化センター
串本町教育委員会・串本町
子ども会連絡協議会

無料 電話０７３５－６２－０００６

　北山村 ③ 北山村じゃばらの里の収穫祭
北山村青年会主催によるじゃばら加工品販売、北海道上士幌町の気球
試乗体験等

11月6日
北山村下尾井・おく
とろ公園

北山村青年会 ０７３５（４９）２３３１

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


