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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

美里町 ③ ｸﾗｼｯｸｱﾝｻﾝﾌﾞﾙｺﾝｻｰﾄ 町内小中児童・生徒全員と保護者・地域住民対象に3回公演します 11月8日
美里町文化交流セ
ンターひびき

美里町PTA連合会 未定 砥用中

美里町 ①② 「教育の日」講演会
美里町教育の日に教育の重要性について見つめなおす契機とするため
に行う講演会です。講師は検討中です。

11月1日
美里町文化交流セ
ンターひびき

美里町教育委員会 無料 0964-46-2111

美里町 ① 美里町文化祭 美里町文化協会の会員によるステージ発表や展示を行います。 11月3日
美里町文化交流セ
ンターひびき

美里町文化協会 無料 0964-46-2038

小国町 ③ 小国町文化祭 ステージ（3日のみ）及び展示による発表 11月3日, 4日
ＪＡ阿蘇小国郷支所
2階

小国町・小国町教育委員会 無料
小国町教育委員会
℡：0967-46-3317

小国町 ③ 「宮本明・田代晃三」展 小国町にゆかりのある熊本具象絵画の二人展
10月29日～11月29

日
坂元善三美術館 小国町教育委員会

小国町教育委員会
℡：0967-46-3317

小国町 ② すぎのこまつり
体育館でステージ発表、児童生徒の作業製品の販売を行い、本校玄関
前をメインのおまつり広場にし、バザーを行って、地域の方々との交流を
ふかめる。

10月30日
熊本県立小国養護
学校

熊本県立小国養護学校 無料 oguni-s@pref.kumamoto.lg.jp

高森町 ③ 第３４回高森町民音楽祭 コーラス・歌謡・歌曲・バンド演奏・吹奏楽ピアノ演奏による音楽祭 11月5日
高森町立高森中学
校

高森町民音楽祭実行委員会 高森町民音楽祭実行委員会

高森町 ① すまいるフェスタinたかもり

文化祭・人権啓発フェスティバル・健康づくり推進大会を併せた行事として
開催。意見発表や講演会、文化部門については、展示や発表、また健康
コーナー等を設けたりして、大人から子どもまで参加できるようにしてい
る。

11月6日 高森中学校体育館 すまいるフェスタ実行委員会 無料 高森町　　0967-62-1111 1，500人

熊本市 ②
「くまもと教育の日」
県民フォーラム

県民の方々を対象に、刈谷夏子氏（大村はま記念国語教育の会事務局
長）の講演会を開催。公立学校善行児童表彰、教育功労者表彰、「くまも
と教育の日」フォトコンテスト表彰も行います。

11月5日 熊本テルサ 熊本県教育委員会 無料 http://kyouiku.higo.ed.jp/page2011/

熊本市
①②
③

創造！生きる力　　実践発表会
学校・家庭・地域社会が共に創造していく教育の推進を図るため、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15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

熊本市 ③ 近代文化功労者顕彰式 近代文化の発展に貢献された先人を顕彰します。 11月5日 熊本テルサホール 熊本県教育庁文化課 無料 096-333-2705

熊本市 ③ 展示体験学習棟の公開 発掘調査出土遺物の公開及び体験学習等を実施します。 11月（未定） 文化財資料室 熊本県教育庁文化課 無料 0964-28-4933

熊本市 ② 熊本県人権子ども集会
県内の児童生徒による体験活動報告、アピール文採択、記念活動を行い
ます。

10月29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 7000人

熊本市 ② 熊本県子ども人権作品展 県内の児童生徒による人権に関する作品（絵・ポスター）を展示します。
11月17日～27日ま

で
12月3日, 10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 ① 第50回熊本県童話発表大会
県内各地域代表の小学生23人による童話の発表と、熊本聾学校生徒の
手話による童話発表

10月8日
熊本市富合ホール
（アスパル富合）

熊本県立図書館 無料 熊本県立図書館（電話096-384-5000）
200人（観覧者を
含む）

熊本市 ③
印象派の誕生
ﾐﾚｰ、ﾓﾈ、ﾙﾉﾜｰﾙ、ｺﾞｯﾎ
　-天才達の系譜-

ミレーからモネ、ルノワール、ゴッホへとつながる印象派誕生の系譜を、海
外のコレクションを中心に紹介します。

9月23日～11月6日
熊本県立美術館本
館

熊本県立美術館 http://www.museum.pref.kumamoto.jp

熊本市 ③
参勤交代
　－大名たちの大移動－

細川家の参勤交代の様子を、絵巻や古文書、調度品で紹介します。 10月4日～12月18日
熊本県立美術館本
館
永青文庫展示室

熊本県立美術館 http://www.museum.pref.kumamoto.jp

熊本市 ②③
子ども美術館
印象派誕生！
きみも名画はかせ

「印象派の誕生」展に因み、子どもたちの視点で印象派の名画を間近で
鑑賞します。

10月23日
熊本県立美術館
本館講堂

熊本県立美術館 無料 http://www.museum.pref.kumamoto.jp

熊本市 ③
講座 細川ｺﾚｸｼｮﾝ
参勤交代と大名のくらし

永青文庫を広く知っていただくための講座です。講師：立花家史料館史料
室長 植野かおり氏

10月29日
熊本県立美術館
本館講堂

熊本県立美術館 無料 http://www.museum.pref.kumamoto.jp

熊本市 ②③
子ども美術館
親子で能たいけん

地元熊本の能楽師の指導により、日本古来の伝統文化「能」の魅力にふ
れ、親子で体験する貴重な機会です。

11月6日
熊本県立美術館
本館講堂

熊本県立美術館 無料 http://www.museum.pref.kumamoto.jp

熊本市 ③
熊本県警察音楽隊第２６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。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

11月26日 熊本県立劇場 熊本県警察 無料 広報県民課

熊本市 ③

くまもとアートポリス
～(仮)熊本駅周辺デザインシンポ
ジウムⅡ～

熊本駅周辺で竣工したアートポリスプロジェクトを通した「建築とまちづくり
の新しい関係について」のパネルディスカッションや東北支援「みんなの
家」の報告会を行う。

10月22日
くまもと森都心プラ
ザ

熊本県 無料 096-333-2537

熊本市 ①
フィールドミュージアムへ飛びだそ
う「キノコをさがそう」

森の中を歩きながらキノコの観察と採集を行う 10月30日 立田山 熊本県 無料 096-333-2155 申込受付終了

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 11月13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

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



第５３回「教育・文化週間」関連行事

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

熊本市 ③ 第４７回熊本県水彩画会展
熊本県下の水彩画作家の一般公募展及び本会の会員・会友の作品約
230点の展示

11月8日～13日
熊本県立美術館分
館

熊本水彩画会 熊本県水彩画会事務局

熊本市 ③
平成音楽大学2011サテライトス
テージコンサート

学生学内オーディションを行い、合格者による独唱・独奏・アンサンブル等
の演奏会

11月2日
平成音楽大学サテ
ライトステージ

平成音楽大学 無料 平成音楽大学

熊本市 ③ 高見久美子ソプラノコンサート 日本の歌や世界の歌の代表曲のコンサート 11月2日
熊本県立劇場コン
サートホール

泉の会 無料 熊本労音、泉の会

熊本市 ③
藤川いずみ×伊藤美香
箏とヴィオラのエスプリコンサート

東洋と西洋の弦楽器の出会い、日本の現代名曲と新作を集めて 11月4日 健軍文化ホール スリーシェルズ企画 コモド　アート

熊本市 ③
熊本子ども劇場40周年記念特別
講演＆レセプション

在熊の箏奏者松下さんを中心に若手演奏家集団の公園 11月4日
熊本市国際交流会
館ホール

特定非営利活動法人熊本県
子ども劇場連絡会

特定非営利活動法人熊本県子ども劇場連絡会

熊本市 ③ 第３８回煎茶合同茶会 熊本県煎茶道連盟に加盟している四流派の合同茶会 11月6日
崇城大学市民ホー
ル

熊本県煎茶道連盟 熊本県煎茶道連盟

熊本市 ③
第５３回熊本県芸術文化祭参加
肥後狂句

課題吟及び乱吟による肥後狂句の大会 11月3日
熊本市青年会館
ホール

肥後狂句連盟 肥後狂句連盟

熊本市 ③
「ひのくにの伝承其の参　球磨川
物語～急流が育んだ伝承文化～

日本三大急流の一つ球磨川と球磨川水系の一つ川辺川流域に残る民俗
芸能や伝統芸能などを集めた舞台

11月5日
熊本県立劇場演劇
ホール

財団法人熊本県立劇場 財団法人熊本県立劇場

熊本市 ③
「加藤・細川400年」シンポジウム
熊本の歴史・文化をテーマとした
シンポジウム

「加藤・細川文化」をはじめとする、くまもとの文化について広く県民にＰＲ
するシンポジウム

10月30日
熊本県庁地下大会
議室

熊本県文化企画課 無料 熊本県文化企画課

熊本市 ③
熊本大学附属中学校文化の日
（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。

10月14日 熊本県立劇場 － 無料 － 1200人

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15日 四附属 － 無料 － 1000人

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。保護者をはじめ，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，本校教育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13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 ② 一高祭文化部門
本校の保護者や地域住民へ開放し、108年の伝統の上に育まれた一高
生の芸術性や文化の創造力を披露する。

10月8日 第一高校 第一高校 無料 http://www.higo.ed.jp/sh/dai4sh/ 約600人

熊本市 ③ 熊商文化発表会 本校の文化系部活動を中心に、日頃の活動成果を発表する。 10月21日 本校体育館 熊本県立熊本商業高等学校 無料
熊本市神水1-1-2
電話096-384-1551

熊本市 ③ 熊工祭
保護者、地域の方々をお招きし、熊工祭（文化祭）をお楽しみいただきま
す。

11月12日
10:00～14:00

熊本県立熊本工業
高等学校

熊本県立熊本工業高等学校 無料 http://www.higo.ed.jp/sh/kumakoths/

熊本市 ③
「くまもと教育の日」　 　第７回ふれ
あいコンサートｉｎ熊工

保護者、地域の方々及び近隣の中学生をお招きし、熊工吹奏楽部の楽し
い演奏やマーチングドリルをお楽しみいただきます。芸術の秋にふさわし
い名曲の数々を鑑賞して下さい。今年は熊工祭の中で実施します。

11月12日
13:00～14:00

熊本県立熊本工業
高等学校

熊本県立熊本工業高等学校 無料 http://www.higo.ed.jp/sh/kumakoths/

熊本市 ②③ 文化祭 熊本農業高校において文化祭を開催します。 11月12日, 13日 熊本農業高校 熊本農業高校 無料 熊本農業高校     (TEL:096-357-8800)　　

熊本市 ② くまろうクラブ
きこえない、きこえにくい0～5歳児のお子さんと小学生を対象にみんなで
楽しく遊ぶこと・交流することを目的に開かれます。

10月22日 熊本市動植物園 熊本県立　　熊本聾学校 無料 http://www.higo.ed.jp/sh/kumaro/

熊本市 ② 創立１００周年記念くまろう文化祭
保護者や卒業生、交流校、地域の方々などとの親睦を深めるとともに、本
校教育活動の理解及び啓発の推進を図ります。

11月20日
熊本県立熊本聾学
校

熊本県立　　熊本聾学校 無料 http://www.higo.ed.jp/sh/kumaro/ 午後開催です。

熊本市 ② くまよう祭
熊本県立熊本養護学校の秋祭りです。遊び場の公開、作業製品の販売、
訪問教育教材等の展示、地域の各種団体のステージ発表や協賛バザー
を行います。

11月12日
熊本県立熊本養護
学校

熊本県立熊本養護学校 無料 http://www.higo.ed.jp/sh/kmmyogo/

熊本市 ② 湧心祭（文化祭） 全日制の文化部発表会及び各クラス展示発表会等 10月15日 湧心館高校 湧心館高校 無料 096-372-5311（代表）
生徒421名
職員49名
一般200名

熊本市 ②
平成２３年度（第６１回）熊本県高
等学校定時制・通信制文化大会

　熊本県内高等学校の定時制・通信制課程に学ぶ生徒が、日頃の文化
活動の成果を発表し、お互いの交流を深める目的で開かれます。働きな
がら学ぶ生徒達の文化活動を県民に広く理解いただくために、教育関係
者と生徒達が協働して取り組む行事です。
弁論部門・ステージ部門・展示部門があります。

10月16日 熊本県立劇場
熊本県公立高等学校長会定
時制通信制部会

無料
熊本県立湧心館高等学校通信制課程
096-372-5372

約600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

－

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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熊本市 ①④
「熊本へ行こう！明治を探そう！
～熊本大学滞在型セミナー～」

２泊３日の滞在型セミナーです。熊本大学の五高記念館等で活気あふれ
る明治期に触れませんか。講義は本学の教授陣が講師を努める他、NHK
ドラマ「坂の上の雲」のプロデューサーを招きドラマの裏側もお話します。

11月3日～5日

五高記念館
化学実験場
政策創造研究教育
センター講義室

熊本大学

マーケティング推進部地域連携ユニット
TEL：096-342-3144
FAX：096-342-3239
E-mai：chiiki-renkei@jimu.kumamoto-u.ac.jp

熊本市 ①③ 「アートするプロフェッサー」
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。

11月4日～12月5日
熊本大学五高記念
館

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

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。

11月5日
熊本大学五高記念
館

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

熊本市 ②③ 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15日 熊本県立劇場
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 ②③ 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。

10月14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 四附交流会
保護者の方に授業を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15日
熊本大学教育学部
附属中学校

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 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。保護者をはじめ，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，本校教育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13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 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・環境に関する最新の科
学的研究成果を市民の皆様に紹介・解説するものです。

9月28日, 10月5日,
12日, 19日, 25日,

11月2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/event/event1414.html

熊本市 ④

夢科学探検２０１1
・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。

11月5日 熊本大学
熊本大学（理学部・工学部・
自然科学研究科）

無料

熊本市 ②③ 本九祭
医学部学生が学んだことを医学展として地域に向け説明、発表するもの
です。また、種々の出店やイベントなどのエンターテインメント性も織り交
ぜ、企画から設営、運営、撤去まで学生主体で行います。

11月5日, 6日
熊本大学本荘・九
品寺キャンパス

熊本大学医学部 無料
熊本大学医学事務チーム教務担当　　096－373－5025
（HPは未作成）

熊本市 ②③ 藩滋祭 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。 11月5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 ①④
研究所を見学しよう！！　～生命
科学の「今」を体感する～

実際の研究室を見学し、生命科学の研究現場を体感してもらいます。生
きた実験動物や幹細胞（ES細胞・iPS細胞）も展示します。

11月5日, 6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/

熊本市 ①

第28回熊本大学附属図書館貴重
資料展
「永青文庫資料にみる肥後の街道
とその景観」

永青文庫資料のうち、肥後全域を描いた国絵図や巡見使が辿った道筋
の景観を描いた街道図を公開します。

10月29日～31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 ①

第28回熊本大学附属図書館貴重
資料展公開講演会・第6回永青文
庫セミナー
「永青文庫資料にみる肥後の景観
の魅力　-街道とその建築-」

資料展の一環として、展示資料から「肥後の景観の魅力」をテーマに「街
道とその建築」について紹介します。

10月29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 ②③ 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。

11月4日～6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 ②③
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。

11月4日～6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 ②③ 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。

11月6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 ① 第35回　杏祭 熊本保健科学大学学園祭です。 10月15日 熊本保健科学大学 熊本保健科学大学 無料 http://www.kumamoto-hsu.ac.jp/

熊本市 ①
熊本保健科学大学　第12回　公開
講座

鳥越俊太郎氏を講師に迎えての講演会です。 10月26日 熊本県立劇場 熊本保健科学大学 無料 http://www.kumamoto-hsu.ac.jp/
事前申込が必要
定員1800名

熊本市 ①
第５回文化言語学部
公開講座

「多文化時代の人と社会、生活を考える」をテーマに文化言語学部教員に
よる「新しい視点から見た日韓交流」「学校英語なぜつかえない！？」「パ
ソコン実技Ⅰ・Ⅱ」「達成動機の心理学と教育」「平清盛ーその多文化性と
悪行とー」「日米比較文化：「島国」精神と外来語」「グローバル化社会で
の生活を考える」の７講座を開講します。

10月1日～29日 尚絅大学
楡木キャンパス

学校法人
尚絅学園
尚絅大学

http://www.shokei-gakuen.ac.jp
10月8日（土）を除
く
土曜日開講

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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熊本市 ① 第35回　杏祭 熊本保健科学大学学園祭です。 10月15日 熊本保健科学大学 熊本保健科学大学 無料 http://www.kumamoto-hsu.ac.jp/

熊本市 ①
熊本保健科学大学　第12回　公開
講座

鳥越俊太郎氏を講師に迎えての講演会です。 10月26日
崇城大学市民ホー
ル

熊本保健科学大学 無料 http://www.kumamoto-hsu.ac.jp/
事前申込が必要
定員1500名

熊本市 ①

東海大学付属第二高等学校創立
５０周年記念
東海大学公開セミナーLet's不思
議

地域へ学習の場を提供するため公開セミナーを開催しています。第44回
は付属第二高等学校創立50周年記念事業として開催します。

11月20日 ホテル熊本テルサ
東海大学九州キャンパス
熊本日日新聞社　共催

無料
九州入学広報課
096-386-2608

－

熊本市 ① フィリア祭 大学学園祭 10月28日, 29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 ③ 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 ③ 幼稚園バザー 幼稚園バザー 11月5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 ③ ルーテル学院音楽会 音楽会 11月11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 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月16日 崇城大学 崇城大学 無料 http://www.sojo-u.ac.jp/

熊本市 ④
エネルギーエレクトロニクス研究
所第
１７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月21日, 22日 崇城大学
エネルギーエレクトロニクス
研究所（崇城大学）

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月19日, 20日 崇城大学 崇城大学 無料

熊本市 ③ 熊本県煎茶道連盟合同茶会 熊本県の芸術祭の一環として、４流派が参加してお茶会を開催します。 11月6日
崇城大学市民ホー
ル

熊本県煎茶道連盟 大塚秀惇　096-293-2436

八代市 ② 東高マーケット
地域や地元産業界との連携・交流を通し、地域に根差した学校作りを推
進し、産業教育の振興を図る。

12月3日, 4日
やつしろハーモニー
ホール

八代東高校 無料 http://www.higo.ed.jp/sh/yatuhi/

八代市 ② 文化祭
「輝～みんなの笑顔が輝きとなる～」をテーマに、パネルディスカッション、
芸術鑑賞、展示発表など一般公開

10月1日 氷川高等学校 氷川高等学校 無料 0965-52-3611

八代市 ③ 八代市文化祭
展示・・・美術、書道、写真、華道、園芸など
舞台･･･日舞、洋舞、伝統芸能、民謡、詩吟、器楽、合唱など
その他・・・茶道、文芸、能など

9月6日～11月27日
やつしろハーモニー
ホール、厚生会館、
博物館等

八代市
八代市文化協会

無料 bunka@city.yatsushiro.lg.jp

八代市 ③
平成２３年度秋季特別展覧会プレ
イベント「おめでとう国指定！妙見
祭は市民の宝」

本年度秋季特別展覧会のプレイベントとして、中高生の作った燈篭、書道
作品や絵画、妙見祭に寄せる市民のメッセージなどを集めた展示を行な
う。

10月7日～23日
八代市立博物館特
別展示室

八代市立博物館・八代市立
博物館友の会

無料 http://www.city.yatsushiro.kumamoto.jp/museum/

八代市 ③
平成２３年度秋季特別展覧会「大
妙見祭展」

妙見祭の発展と歴史、文化財としての真価を、絵画や民俗資料など各種
の展示物により、広く市内外に紹介する。

10月28日～12月4日
八代市立博物館特
別展示室・第二常
設展示室

八代市立博物館・熊本日日
新聞社（予定）

http://www.city.yatsushiro.kumamoto.jp/museum/

妙見祭礼の国・
重要無形民俗文
化財指定を記念
した展覧会

八代市 ③ 博物館無料開放 文化の日にちなみ、博物館を終日無料開放する。 11月3日 八代市立博物館 八代市立博物館 無料 http://www.city.yatsushiro.kumamoto.jp/museum/

八代市 ③ 秋季特別展覧会特別講演会 展覧会内容に関わる2回の特別講演会を開催する。 10月29日, 11月5日
八代市立博物館講
義室

八代市立博物館 無料 http://www.city.yatsushiro.kumamoto.jp/museum/

八代市 ① 読書週間関連行事
10月27日～11月9日に開催される2011第65回読書週間にちなんで、おは
なし会や関連図書の展示、しおり作り等を行うことによって、読書活動の
推進を図ります。

10月27日～11月9日
八代市立図書館
（本館・せんちょう分
館・かがみ分館）

八代市立図書館（本館・せん
ちょう分館・かがみ分館）

無料 http://www.lib.city.yatsushiro.kumamoto.jp/

八代市 ①
キッズチャレンジ２０１１八竜山に
登ろう

登山・天体観測・調理実習・クラフト等 10月29日, 30日
八竜山自然公園・さ
かもと青少年セン
ター

生涯学習課 有料 30－1110（生涯学習課）　または　　　　　45－2228（坂本公民館）
対象：市内小学
生

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5日, 6日
熊本高専・八代キャ
ンパス

独立行政法人国立高等専門
学校機構　熊本高等専門学
校

無料 http://www.kumamoto-nct.ac.jp/

人吉市 ①
フィールドミュージアムへ飛びだそ
う「タネをさがそう」

森の中を歩きながらいろいろなタネを探して観察を行う 11月6日 相良神社 熊本県 無料 096-333-2155

人吉市 ③ 第５８回人吉球磨総合美展 「絵画・デザイン・彫刻・書道・工芸・写真」の6部門の作品展示 10月29日～11月3日
人吉スポーツパレ
ス

人吉市他 無料 人吉球磨総合美展運営委員会事務局

人吉市 ② 文化クラブ発表会
保護者、就労先、周辺地域住民に対して、文化クラブ（和太鼓、軽音楽、
美術、書道等）の発表会を行い、本校定時制への理解を深めてもらう。

11月11日
熊本県立人吉高校
（定時制）

熊本県立人吉高校
（定時制）

0966-22-2261

人吉市 ② 球磨工フェスタ（文化祭） 各科・各クラスの発表・展示 10月30日 球磨工業高校 球磨工業高校 無料 球磨工業高等学校　　　　　　　　　　　　0966-22-4185

人吉市 ③
犬童球渓顕彰
音楽祭

全校児童が音楽祭に参加をし、本校の校歌（犬童球渓作詞・作曲)を合唱
します。

11月11日
人吉カルチャーパレ
ス

人吉市 無料
久米小学校
0966-42-2180

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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人吉市 ③ 学校寄席 落語鑑賞 11月15日～17日 市内各小・中学校 人吉市教育委員会 無料 0966-22-2111

荒尾市 ② 荒養まつり

児童生徒の日頃の学習成果を広く地域に公開するものです。保護者、卒
業生や交流校、地域住民やボランティアの皆さんと作業製品の展示販
売、プレイランドでの交流、バザーなどの活動をともにしながら、地域に根
ざした特別支援学校を目指した取組を行います。

10月23日
熊本県立荒尾養護
学校

熊本県立荒尾養護学校 無料 http://www.higo.ed.jp/sh/araoyogo/

荒尾市 ③ 華道展 荒尾市内の華道家が生けた花を展示 10月22日, 23日 あらおシティモール
荒尾市教育委員会
文化協会

無料
荒尾市社会教育課
0968－63－1681

荒尾市 ③ 文芸展・児童生徒作品展 荒尾市内の小中学生が製作した作品を展示 11月2日～6日 荒尾文化センター
荒尾市教育委員会
文化協会

無料
荒尾市社会教育課
0968－63－1681

荒尾市 ③
荒尾市吟剣詩舞各流派合同発表
会

吟剣詩舞の発表会 11月3日 荒尾文化センター
荒尾市教育委員会
文化協会

無料
荒尾市社会教育課
0968－63－1681

荒尾市 ③ お茶会 荒尾市内の茶道家によるお茶会 11月3日 荒尾文化センター
荒尾市教育委員会
文化協会

無料
荒尾市社会教育課
0968－63－1681

荒尾市 ③ 万田坑無料開放日 万田坑の入場料が無料に 11月3日 万田坑 万田坑ステーション 無料
万田坑ステーション
0968－57－9155

荒尾市 ③ 荒尾総合美術展 荒尾市民の美術作品の展示会
11月9日～13日, 16

日～20日
荒尾文化センター

荒尾市教育委員会
文化協会

無料
荒尾市社会教育課
0968－63－1681

荒尾市 ③ 混声合唱団ARAO公演 混声合唱団ARAOによる合唱 11月20日 荒尾文化センター
荒尾市教育委員会
文化協会

無料
荒尾市社会教育課
0968－63－1681

水俣市 ③ 水俣高校文化祭
本校で行われている文化的行事を公開し、部活動での取組やクラスでの
取組を公開します。

10月22日, 23日 水俣高校 水俣高校 無料 0966-63-1261

水俣市 ④
ノーベル化学賞受賞者「鈴木　章」
教授講演会（仮称）

講演を聞くことで、教養を高め、豊かな情操の育成を図り、今後の社会生
活の一助となる考え方を学びます。

11月1日 水俣市文化会館 水俣商工会議所(未定) 無料 0966-63-1261

水俣市 ② 水俣高等学校定時制文化祭 学校の公開と創作活動の発表等を行います。 11月11日
熊本県立水俣高等
学校

熊本県立水俣高等学校 無料 0966-63-1261

水俣市 ④ 文化祭
学習成果の展示
研究発表
食品バザー

10月30日 水俣工業高校内
水俣工業高校
生徒指導部生徒会係

無料
水俣市洗切町１１－１
(0966)63-1285

水俣市 ③
第58回
水俣市民文化祭

市文化協会団体や一般参加者が、展示・芸能部門において作品を発表
し、日ごろの成果を披露するイベントです。

11月4日～6日

水俣市総合
もやい直し
センター、
水俣市文
化会館

水俣市、
水俣市
教育委員会、
水俣市
文化協会

無料 syogai@city.minamata.lg.jp

水俣市 ① 図書館まつり２０１１
人形劇、お話し会、古本交換会、読書感想文コンクール表彰式、バザー
等

10月29日, 30日 水俣市立図書館 水俣市教育委員会 無料 http://www.lib-city-minamata-unet.ocn.ne.jp/

玉名市 ① 自然観察体験教室 晩秋の里山観察（予定） 11月20日 玉名市（小岱山） 熊本県 熊本県森林整備課・096-333-2441

玉名市 ② 北稜祭(文化祭)
クラス展示、学科別展示、農産物販売、コスチュームショーなどを一般公
開し、本校の普段の教育活動を地域や保護者に紹介しています。

11月19日, 20日 北稜高校 北稜高校 無料 http://www.higo.ed.jp/sh/hokuryo/

玉名市 ③ 玉名群市音楽会
学校代表による合唱や演奏会に、地域住人や生徒、保護者等が参加し
鑑賞を行う。

11月9日 玉名市民会館 玉名荒尾教育会 無料 玉名荒尾教育会

玉名市 ①
平成23年度九州看護福祉大学公
開講座後期

地域住民に向けた「地域と保健・医療・福祉」をテーマ日本学教員が5回
講演する。

10月１日～11月19日
までの隔週土曜日

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
無

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、アーティストライブや、
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
や報告会の2日間開催。

10月22日. 23日 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/ 一部有料催し有

山鹿市 ①
山鹿市青少年健全育成大会
「夢プロジェクト」講演会Ⅰ

小中高校生、教職員、地域住民を対象に、子どもたちの夢実現に向けて
講演会（講師：大阪ガス陸上部所属　江里口匡史選手）を行う。

11月12日
山鹿市あんずの丘
多目的体育館グ
リーンパルス

山鹿市青少年育成市民会
議・山鹿市ＰＴＡ連絡協議会

無料 熊本県鹿本教育事務所　　　　　　0968-44-2442

山鹿市 ②③
山鹿市教育創造「夢プロジェクト」
講演会Ⅱ

中高校生、教職員、山鹿市民を対象に、「限りない可能性への挑戦」のた
めに、ＪＡＸＡはやぶさプロジェクトマネージャー川口淳一郎氏の講演会を
行う。

12月11日
熊本県立鹿本高等
学校体育館

山鹿市教育委員会・熊本県
鹿本教育事務所

無料 熊本県鹿本教育事務所　　　　　　0968-44-2442

山鹿市 ② 商工フェスタ
実習製品の販売や仕入れ商品の販売実習、エコ電カーの模擬走行など
により、本校の教育活動をPRします。

10月29日, 30日
熊本県立鹿本商工
高等学校

熊本県立鹿本商工高等学校 無料 http://www.higo.ed.jp/sh/kasyoko/

山鹿市 ② 鹿農祭（文化祭）
本校生徒達が日頃取り組んでいる専門教育の学習成果や文化部、委員
会等の発表の場として、保護者・同窓生・地域住民の方々に広く公開す
る。

11月5日, 6日 鹿本農業高等学校 鹿本農業高等学校 無料
0968-46-3101
http;//www.higo.ed.jp/sh/kamotono/

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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菊池市 ② 菊農フェスタ
保護者や地域住民の方々に、日頃取り組んでいる専門的な実験実習の
学習成果発表の場として、生産・製造品の販売や展示、各体験など、菊
農ならではの文化祭を参観してもらう。（販売日は13日）

11月13日 本校農場 菊池農業高等学校 無料 http://www.higo.ed.jp/sh/kikuno/ 約3000人

宇土市 ② 文化祭
文化系部活動の発表や、中学の各種教育活動の発表・展示、クラス別の
展示や発表

10月7日, 8日
宇土中学・宇土高
校

宇土中学・宇土高校 無料 0964-22-0043 約1000名

宇土市 ③ 網田焼の里資料館秋まつり
網田焼のPRと地域の活性化のため，講演会やお茶会，体験イベント，網
田焼復元工程見学会等を実施します。

10月30日
宇土市網田焼の里
資料館

宇土市教育委員会 http://www.city.uto.kumamoto.jp/

宇土市 ③ 「よみがえる小西行長」講演会
16世紀末の宇土城主であったキリシタン大名・小西行長について，講演
会を開催します。（今回第2回目）

11月5日 宇土市民会館 宇土市教育委員会 無料 http://www.city.uto.kumamoto.jp/

宇土市 ①② 教育講演会 宇土市民を対象とした子育て支援に関する講演会 11月中旬 宇土市民会館 宇土市教育委員会 無料 0964-22-6500

上天草市 ② 秋暉祭（文化祭） 保護者や地域の方々に、生徒の文化活動の成果を見学してもらいます。 10月29日
大矢野・上天草高
校

大矢野・上天草高校 無料 0964-56-0007

上天草市 ① 上天草教育フォーラム 生徒研究発表 11月6日
上天草市松島総合
センター「アロマ」

上天草市教育委員会 無料 0969-57-0133

上天草市 ② 松商バザール
　地元商工会や保護者の支援を受けながら、生徒自身が仕入・販売・会
計処理等を体験し、実践をとおして教室で学んだ知識や技術の定着を図
り、職業観・勤労観を養う。

11月26日
上天草市松島総合
センター「アロマ」

松島商業高校 無料 0969-57-0134 約2000人

上天草市
①②
③④

上天草市教育フォーラム
学校の取組や上天草市教育委員会等の取組を保護者や市民に紹介す
る。

11月6日
松島総合センター
「アロマ」

上天草市教育委員会 無料
教育委員会学務課
0969-56-1111

宇城市 ① 熊本を知る講座「貝を学ぶ」 様々な貝について多様性に触れ、基本的な分類を学ぶ 11月6日
文化企画課松橋収
蔵庫

熊本県 無料 096-333-2155 申込受付終了

宇城市 ①
熊本を知る講座「暮らしの中の民
俗学」

暮らしの中の様々な行事やしきたりについて、現代の生活に生きている
伝承文化の意味を探る

11月10日
文化企画課松橋収
蔵庫

熊本県 無料 096-333-2155 申込受付終了

宇城市 ③ 文化祭 11月12日一般公開 11月11日, 12日 松橋高等学校 松橋高等学校 無料

宇城市 ② 北辰祭（文化祭）
本校教育活動の成果や文化部の活動等を、保護者や地域の人に公開す
る。

11月12日 小川工業高校 小川工業高校 無料 総務部0964-43-1151

宇城市 ② きらり祭
ステージ発表、展示、販売会等のプログラムで学習発表の場として公開し
ます。

10月30日 松橋養護学校 松橋養護学校 無料 0964-32-0729

宇城市 ②
特別支援教育の今とこれからを考
える会

知肢併設校である本校の取組をとおして、これからの特別支援学校の在
り方を考える公開授業、ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝを実施します。

11月22日 松橋養護学校 松橋養護学校 無料 0964-32-0729

宇城市 ② 創立４０周年記念事業 地域の方々とのミニコンサート 11月2日 松橋東養護学校 松橋東養護学校 無料 0964-32-1726

宇城市 ② 学校祭「まつにしデー」

当日は学校を開放し、本校児童生徒の活動の紹介をしたり、中学部・高
等部の作業製品の販売を行ったりして、地域住民、関係施設及び近隣の
小中学生や高校生との交流を深める。また、本校PTAや各種団体からも
バザーやアトラクションで協力いただき、交流を更に深める。

10月22日
9:40開会
14:45閉会

松橋西養護学校
（中庭、運動場）

松橋西養護学校 無料 http://www.higo.ed.jp/sh/matsuwyo
雨天時も校内で
実施する

阿蘇市 ② 文化祭
阿蘇中央高校の文化的教育活動の成果を公開（地域への一般公開あり）
します。当日は食品バザーも行います。

10月22日 阿蘇中央高校 阿蘇中央高校 無料 0967-22-0070

阿蘇市 ② 蘇岳祭（文化祭）
保護者や地域住民に専門的な実験実習の学習成果発表の場として、生
産・製造品販売や展示・バザーなどを実施します。

11月6日, 7日 阿蘇清峰高校 阿蘇清峰高校 無料 0967-22-0045 500名

阿蘇市 ①③ 阿蘇市文化祭
市民参加の文化祭として、関係団体が協力し合い文化活動の成果を発
表する。また、児童・生徒の学習成果作品も併せて展示する。

11月2日, 3日
阿蘇市
阿蘇体育館

阿蘇市
文化協会

無料 0967-22-3229

阿蘇市
①②
③

第６回
阿蘇市子ども芸術祭

学校教育の中で取り組んでいる阿蘇市に昔から伝承されている伝統芸能
や音楽活動等について、その取組の成果を発表する。

11月12日
阿蘇市
阿蘇体育館

阿蘇市
教育委員会
（阿蘇市子ども芸術祭実行委
員会）

無料 0967-22-3229

阿蘇市 ①② 阿蘇市図書館まつり
児童・生徒をはじめ市民の読書活動の推進を図るため、読み聞かせや民
間団体による演劇等を行う。

10月29日
阿蘇市
農村環境
改善センター

阿蘇市
教育委員会
（阿蘇市立図書館）

無料 0967-22-3229

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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天草市 ①②
「くまもと教育の日」・「犯罪被害者
週間」県民の集いｉｎあまくさ

社会全体で犯罪被害者等を支え、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に、第1部で次代を担う児童・生
徒や地域住民を対象とした犯罪被害者遺族の講演会を開催し、第２部に
おいて天草市内の小・中学校による命の大切さに関する取組発表を実施

11月12日 天草市民センター

天草市教育委員会
熊本県天草教育事務所
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（内線2192～2195）

天草市 ③ 第３２回牛深地区音楽芸能祭 日本舞踊及び琴曲・詩吟・民謡・フラダンス・洋舞の発表 11月5日, 6日
牛深総合センター
文化会館ホール

牛深地区文化祭
天草市芸術文化協会

牛深総合センター

天草市 ② 文化祭
クラス参加や部活動の発表を通して、学習活動の成果を保護者や地域住
民の方々等に公開します。

10月14日, 15日 天草高等学校
天草高等学校
（全日制）

無料
天草高等学校
0969-23-5533

天草市 ② 文化祭
各クラスの演劇、講演会、各委員会活動の展示、バザー等を行います。
保護者及び地域の方々へ参加を呼びかけます。

10月1日, 2日 天草西校 約60人

天草市 ② 「天養まつり」
ステージ発表、製品販売、遊びの広場を設置します。地域の方々もたくさ
ん来られてみんなでまつりを盛り上げます。

10月16日
熊本県立天草養護
学校

熊本県立天草養護学校 無料 天草養護学校（0960）23-0141 なし

天草市 ② 閉校記念文化祭
演劇や委員会等の発表、地域の伝統芸能等を実施し、保護者・同窓生・
地域の方々に見ていただく、本校最後の文化祭です。

10月30日 天草東高校体育館 天草東高校 無料 http://www.higo.ed.jp/sh/amakusae/
天草東高校最後
の文化祭

天草市 ② 文化祭
文化部やクラスによる展示、ステージ発表、バザー等を行うと共に、保護
者によるバザー等も計画し、地域に開放した文化祭を行う。

10月30日 牛深高校 牛深高校 無料  ushibuka-h@pref.kumamoto.lg.jp0969-73-3105 150名

天草市 ③ 陣中旗特別公開
国指定重要文化財「綸子地著色聖体秘蹟図指物」、通称「天草四郎陣中
旗」を公開します。

11月（詳細日程未
定）

天草市立天草キリ
シタン館

天草市教育委員会 0969-22-3845

天草市 ③ 麦島勝写真展 麦島勝氏の写真に見る昭和30～40年代の天草の様子をご紹介します。
10月から11月まで
（詳細日程未定）

天草市立本渡歴史
民俗資料館

天草市教育委員会 無料 0969-23-5353

天草市 ② 文化祭
クラス劇やダンス、各種委員会の発表、クラスごとの合唱の発表を行いま
す。

11月20日
県立天草高等学校
倉岳校体育館

県立天草高等学校倉岳校 無料 0969-64-3121

合志市 ② 菊養まつり

作業学習での作品を販売し、本校での学習についての理解啓発の機会と
する。
地域の方々との交流の場でもある。
・ステージ発表
・「遊び場」の解放
・作業作品の販売

10月16日 菊池養護学校 菊池養護学校 無料 096-242-0069 350人

合志市 ② くぬぎ文化祭・黒養教育の日
児童生徒の劇・音楽・意見等のステージ発表、作品展示、保護者会等の
昼食・製品バザー、地域団体の音楽演奏会を行います。

10月29日
熊本県立黒石原養
護学校

熊本県立黒石原養護学校 無料 http://www.higo.ed.jp/sh/kuroishi/index.htm

合志市 ② 秋の花苗販売会 本校の園芸科の生徒が育てた花苗を地域の方たちに販売します。 10月下旬
ひのくに高等養護
学校

熊本県立ひのくに高等養護
学校

無料 電話：096-249-1001

合志市 ④
第15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5日
熊本高専・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

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29日, 30日
熊本高専・熊本キャ
ンパス

独立行政法人国立高等専門
学校機構　熊本高等専門学
校

無料 http://www.kumamoto-nct.ac.jp/

玉東町 ①
平成２３年度　西南戦争　戦跡ガ
イド養成講座（第４回　『古写真に
探る西南戦争』

玉東町、熊本市植木町に所在する西南戦争の戦跡について学習。地域
の歴史を理解し、伝えていく人材を育成する。

10月23日
玉東町中央公民館
大会議室

西南戦争遺跡群連携保存活
用協議会

無料 http://www.town.gyokuto.kumamoto.jp/

全５回講座。第４
回については、入
場無料、予約不
要。その他は有
料、要予約の回も

玉東町 ③ 第３４回　玉東町文化祭 各芸能部門の発表会、書道及び美術工芸部門の作品展示会 11月1日～3日 玉東町中央公民館 玉東町文化協会 無料 http://www.town.gyokuto.kumamoto.jp/

長洲町 ② コスモス音楽祭 長洲町内の小中学校から代表学級等が合唱や合奏を発表する。 11月18日 ながす未来館 長洲町教育委員会 無料 0968-78-0109

和水町 ① 和水町文化祭：三加和地区　参加 演芸の部で1年生が発表をする。 11月13日
和水町三加和公民
館

和水町 無料 和水町

和水町 ②③
和水町小中学校音楽会及び交流
会

町内9つの小中学校が一堂に会し、合唱や合奏を披露し合います。その
後、遊びを通してのふれ合い活動も行います。

11月19日
和水町体育館、町
総合グラウンド

和水町教育委員会 無料 0968-86-2057

南小国町 ② 阿蘇北部音楽会 小国郷（小国町、南小国町）の各学校代表による音楽発表会 10月25日 市原小学校体育館
阿蘇郡市教育研究会音楽部
会北部支部

無料
りんどうヶ丘小学校
0967-44-0450

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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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

南小国町 ③ 第２４回みなみおぐに文化祭

町内の文化・芸術の振興を図るため、展示部門・ステージ発表部門に分
けて、日頃の活動の成果を発揮する。
南小国町文化協会員を中心に小・中学生、一般町民も含め、約400名の
参加・入場者である。

11月3日 市原小学校体育館 南小国町文化協会 無料
南小国町教育委員会
0967-42-0047

南阿蘇村 ③ 南阿蘇･草原コンサート 校内中学生を対象にしたスクールコンサート 9月30日 アスペクタ
南阿蘇･草原コンサート実行
委員会

無料 0967-67-1161

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

－

南阿蘇村 ④ 研究成果の一般公開 一般を対象に3年間に亘る研究成果を広く公開するフォーラムです。 11月16日
東海大学農学部講
堂

東海大学農学部 無料
九州研究支援課
096-386-2605

－

御船町 ③ 郡音楽会 郡内の各小学校の代表が集まり、合唱や演奏を披露し合う。 11月1日 益城町文化会館 上益城郡音楽教育研究会 無料 0967-75-0022

御船町 ① 御船町教育フォーラム
各学校代表の児童・生徒が、パネルディスカッションを行ったり、歌等を発
表する。

11月5日
御船町カルチャー
センター

御船町 無料 096-282-0888

益城町 ②
第１１回益城町内
小中学生壁画大会

歩道擁壁を自然の画用紙にして絵を描くことにより、絵画・グループ活動・
自然環境に対して学び、益城町の児童・生徒としての自覚を高め、友人と
の思い出づくりを図る。

11月20日
秋津川左岸益城町
道
歩道擁壁

益城町教育委員会
益城町PTA連絡協議会

無料  096-206-3111内線311
約400名参加見
込み

益城町 ② くまもと物産フェア 県内の物産品を一堂に集めた販売会に参加します。 11月5日6日 グランメッセ熊本
熊本県商工会連合会くまもと
物産フェア実行委員会事務

無料 電話：096-325- 5161

山都町 ② 文化祭
文化祭です。自由見学として、展示、バザー、有志による発表等を予定し
ています。

10月29日 矢部高等学校 矢部高等学校 無料 0967-72-0024

山都町 ②③ 蘇陽高祭（文化祭） 総合的な学習の発表・部活動、委員会等の発表など 11月13日 蘇陽高校 蘇陽高校 無料 0967-83-0072

山都町 ② 時の橋コンサート
町内の児童生徒が音楽に親しみ、関心を持つための事業として実施して
います。

10月7日 矢部中体育館 町教育委員会 無料 0967-72-0443

氷川町 ① 氷川町文化祭
　文化協会会員による芸能発表や幼稚園児・保育園児、小・中学校児童
生徒並びに町民の作品展示を行います。

11月3日, 4日
氷川町文化セン
ター外

氷川町文化協会 無料
氷川町教育委員会生涯学習課
TEL：0965-52-5860

氷川町 ②
第６回「次世代」育成フォーラムin
氷川町

　「次世代」を担う子どもたち（幼・保、小、中、高）の発表やくまもと「親の
学び」プログラムの実習を行います。

11月8日
氷川町文化セン
ター

氷川町教育委員会 無料
氷川町教育委員会学校教育課
TEL：0965-62-3313

芦北町 ② 芦高祭
本校における文化祭。弁論大会、各種生徒発表、バザー及び文化講演
会等を開催。

11月12日, 13日
熊本県立芦北高等
学校

熊本県立芦北高等学校 無料 http://www.higo.ed.jp/sh/ashikitash/

芦北町 ② にこにこふれあい発表会
各学部の日頃の学習成果を劇や音楽などによって保護者、交流校等に
披露する。

11月6日 芦北養護学校 芦北養護学校 無料 ashikita-s@pref.kumamoto.lg.jp

芦北町 ③ 芦北町文化祭
郷土芸能発表及び書道、絵画、写真、文芸、工芸、華道などの作品展示
等を行い、文化講演会を行います。

10月29日, 30日, 11
月3日

芦北町民総合セン
ター

芦北町、
芦北町文化協会

無料
芦北町社会教育センター
電話0966‐82‐2213

芦北町 ①
町民歴史講座
（現地見学会）

年4回開催している町民歴史講座のうち、第3回目の講座として現地見学
会（遺跡見学）を行います。

11月6日 芦北町内 芦北町教育委員会
芦北町教育委員会生涯学習課
電話0966‐87‐1171

芦北町 ① 子ども体験学習（登山） 町内の小学4.5.6年生を対象とし、登山を体験してもらう。 10月22日 俵山 芦北町教育委員会
芦北町教育委員会生涯学習課
電話0966‐87‐1171

芦北町 ① 子どもフェスティバル
青少年が日常生活で考えていることを広く社会に訴える機会を設け、健
全育成を図る。

11月2日
しろやまスカイドー
ム

芦北町青少年育成町民会議 無料
芦北町教育委員会生涯学習課
電話0966‐87‐1171

多良木町 ② 木綿葉フェスタ
保護者、中学生及び地域住民に広く案内し、日ごろの学習活動の成果を
見聞してもらう。また、シンガーソングライターのMICAさんのライブやPTA
によるバザー等も開催する。

10月8日 　　本校 多良木高校 無料 本校(0966-42-2102)

多良木町 ③ えびす祭
多良木町のえびす祭において、本校生徒が神輿担ぎや路上パフォーマン
スで、祭を盛り上げる。地域に出かけ、高校生の元気はつらつな姿を見せ
ることで、地域活性化に貢献する。

10月20日 多良木町中心部 多良木町商工会 無料

多良木町 ② くまよう祭
保護者や地域住民に、学校行事をとおして児童生徒の活動を伝えたり、
共に活動する場を設けて触れ合いを深め合う場にしていく。

10月23日
熊本県立球磨養護
学校

熊本県立球磨養護学校

湯前町 ②
「くまもと教育の日」に伴う小中学
校児童生徒作品展

くまもと教育の日に併せて、小中学生の書道や絵などの作品展を展示し
ます。また、期間中の13日（日）には、町最大のイベント「ゆのまえ漫画
フェスタ」を同会場にて開催いたします。

11月7日～16日
（予定）

ふれあい交流セン
ター　湯～とぴあ

湯前町教育委員会 無料 0966-43-2050

水上村 ① 水上村福祉と文化の集い
保育所園児・小学生・中学生・生涯学習講座・老人会等が一堂に会し、日
頃の学習の成果を披露し、幅広い年齢層の交流を行う。

10月30日 水上村村民体育館 水上村 無料 http://mizukami.kichi.com/ 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
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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五木村 ②
平成23年度熊本県立人吉高等学
校五木分校文化祭

本年度で21回目を数える文化祭である。ステージ部門と展示部門に分け
て行う。地域や保護者の方に本校の教育活動を紹介する場でもある。

10月30日
人吉高校
五木分校

人吉高校
五木分校

無料
人吉高校
五木分校
0966-37-2877

あさぎり
町

②
人権教育フォーラム
ｉｎくま

人権教育の講話、実践発表及び研究協議をとおして人権教育の充実を
図る。

10月19日 深田公民館 球磨教育事務所 無料 0966-24-7776　

あさぎり
町

②
収穫感謝祭
南稜祭（文化祭） 文化祭を地域住民や保護者に、本校教育活動の実態を公開します。 11月9日, 12日, 13日 南稜高校

熊本県立
南稜高等学校

無料 南稜高校生徒会0966-45-1131

あさぎり
町

① 須恵ミニ文化祭
地域の文化的な行事に参加し、子どもたちの様子や学校教育への理解を
推進する。

10月30日 須恵文化ﾎｰﾙ 須恵文化祭実行委員会 無料

苓北町 ③ 坂瀬川地区文化祭 生涯学習の成果発表（演芸・展示） 11月26日, 27日 坂瀬川公民館 坂瀬川公民館 無料 0969-37-0231

苓北町 ③ 志岐地区文化祭 生涯学習の成果発表（演芸・展示） 11月19日, 20日 志岐集会所 志岐公民館 無料 0969-35-1324

苓北町 ③ 富岡地区文化祭 生涯学習の成果発表（演芸・展示） 11月5日, 6日 富岡公民館 富岡公民館 無料 0969-35-0469

苓北町 ③ 都呂々地区文化祭 生涯学習の成果発表（演芸・展示） 11月12日, 13日 都呂々公民館 都呂々公民館 無料 0969-36-0001

苓北町 ③
創立70周年記念
苓洋祭（文化部門）

教育活動の成果発表、芸術鑑賞、食品バザー等を実施します。保護者や
地域の方々に学校を開放し交流を図ります。

11月12日, 13日
苓洋高等学校体育
館

熊本県立苓洋高等学校 無料 ℡0969-35-1155

県内各地 ③ 発掘調査現場公開・体験発掘 調査成果を現場で解説し、体験発掘も実施します。 11月（未定） 各現場 熊本県教育庁文化課 無料 096-333-2707

県内各地 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日間限りで一斉公開する。

10月22日, 23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/ 1000人

県内各地 ③ 鞠智城の日 ・百済系菩薩立像特別公開・八角形鼓楼に登ろう・古代米収穫体験など 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/kikuchijo 1000人

県内各地 ③
菊池川流域装飾古墳一斉公開見
学バスツアー

菊池川流域装飾古墳一斉公開に伴い、地理に不案内な方、交通手段を
お持ちでない方にも参加していただけるよう、バスツアー形式の見学会を
開催する。

10月22日, 23日 菊池川流域 肥後古代の森協議会 http://www.higo-kodainomori.jp/ 150人

阿蘇郡市 ①②
「くまもと教育の日」阿蘇フォーラ
ム

オープニング
（小学生：童話発表、中学生：少年の主張）
開会行事
①実践発表
②小中学校特別支援学級等学習成果発表会
③分科会
○閉会行事

10月23日
南小国町立
南小国中学校

阿蘇ＰＴＡ連合会
阿蘇郡市教育委員会連絡協
議会
阿蘇教育事務所

無料
阿蘇教育事務所
0967-22-5544

南関町 ② きなっせフェスタ
各コースの展示やステージ発表を中心に、保護者や地域の方々に本校
生徒の取組を発表する。

11月11日, 12日 南関高校 南関高校 無料 0968(53)0004

南関町 ① 開放講座
「生きがい、ふれあい、学びあい」のテーマのもと、文化、歴史、芸術など、
本校職員を中心とした講師による、地域開放講座を開く。

9月17日～11月5日 南関高校 南関高校 無料 0968(53)0004

大津町 ② ふれあいサンデー

本校の児童生徒が学習発表（ステージ発表等）を行ったり、中学部と高等
部の生徒は作業製品の販売を行う学校祭である。保護者・同窓会及び地
域の方々にもバザーやステージ発表で参加していただき、共同・協同で企
画運営している。

10月23日
大津養護学校（グラ
ウンド、体育館、校
舎内及び周辺）

大津養護学校 無料
096-293-0486
oozu-s@pref.kumamoto.lg.jp

阿蘇郡 ①② 教育フォーラムin南阿蘇

1　本校生が取り組んだ「南阿蘇アクティブプロジェクト」の成果を地域の
方々に発表します。
2　地域住民全体を対象に講演会を実施し、南阿蘇地区における防災の
在り方について考えます。

10月21日
高森高等学校体育
館

高森高等学校 無料 http://www.higo.ed.jp/sh/takamorish/

阿蘇郡 ② 文化祭
生徒会主催による文化的活動の発表です。各種バザー等、地域の方々
にも広く開放しています。

10月30日
高森高等学校体育
館

高森高等学校 無料 http://www.higo.ed.jp/sh/takamorish/

甲佐町 ② 甲佐高校青垣祭
文化祭を行います。保護者や地域住民に公開しています。また、老健施
設の方々を招待しています。

11月12日
熊本県立甲佐高等
学校

熊本県立甲佐高等学校 無料 kousa-h@pref.kumamoto.lg.jp 350人

河浦町 ② 秋華祭（文化祭）
合唱コンクール、読書感想文発表、各種展示、各種バザー（保護者、生
徒、他団体）、歌の親子師弟対決、吹奏楽部発表、クラス発表など

11月18日, 19日 本校 熊本県立河浦高校 無料
0969-76-1141
kawaura-h@pref.kumamoto.lg.jp

約140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
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料


