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沖縄県
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

那覇市 ① 世界遺産説明会
世界遺産である「玉陵」「識名園」を管理指導員の解説を聞きながら観覧
します。文化財に触れる好機となります。

11月20日(日)
玉陵
識名園

那覇市教育委員会
文化財課

無料
ＴＥＬ：098-891-5901
ＵＲＬ：http://www.edu.city.naha.okinawa.jp/bunkazai/

識名園　9時～10
時
玉陵　11時～12

那覇市 ④ 沖縄高専フォーラム 沖縄県内の企業・団体及び個人を対象にテーマを決めフォーラムを開催 11月25日 ロワジールホテル 沖縄工業高等専門学校 無料 0980-55-4070

那覇市 ③ あかりの日　           街頭ＰＲ

各電力会社及び主催団体会員会社のご協力を得て、全国8地区・10箇所
で「住まいの照明省エネBOOK」「適時適照」「電球形蛍光ランプ」、そして
一般ユーザーから情報を集めるための「アンケートはがき」をPR封筒に入
れて街頭無料配布(11,000セット)を行います。

10月21日 ＨＰ参照

照明関連　四団体
社団法人日本電球工業会
社団法人日本電気協会
社団法人日本照明器具工業
会　　　　　　　　　　　　社団法

無料 http://www.akarinohi.jp/

宜野湾市 ④
第8回JFPSフルードパワーシステ
ム国際シンポジウム

3年に1度、日本フルードパワーシステム学会が開催するフルードパワー
システムに関する国際シンポジウムです。

10月25日～28日
沖縄コンベンション
センター

社団法人日本フルードパワー
システム学会

http://www.jfps.jp/net/8thjfps/

石垣市 ③ 文化財めぐり
文化財を中心に市内各所で見学をします。行事をとおして地域の自然や
歴史・文化を学び、文化財保護の啓発を図ります。

11月 市内 石垣市教育委員会 無料
文化課文化財係
　電話：0980-83-7269

石垣市 ③ 石垣市民俗芸能振興大会
消滅の危機にある狂言やユングトゥ、アヨウ等を発掘し保存継承に努める
ことを目的として開催します。今年度は第2部として、石垣村の組踊り「伊
祖の子」を上演予定です。

11月20日(日)
石垣市民会館大
ホール

石垣市教育委員会 無料 文化課文化振興係　電話：0980-82-1515

石垣市
①③
④

平成23年度琉球大学附属図書館
貴重書展「文献資料にみる八重
山・琉球」

琉球大学が所蔵する、学術的価値の高い琉球・沖縄関係の貴重資料を
地域住民に向けて公開する事業。毎年、地域の公共図書館等と共催で開
催しており、本年度は第１１回目を迎え、石垣市教育委員会と共催で開催
する。期間中は、本学教員による講演会も開催される。

10月22日～30日 石垣市立図書館 国立大学法人琉球大学 無料
TEL:098-895-8697
FAX:098-895-8575
e-mail: okinawa@lib.u-ryukyu.ac.jp

浦添市 ③
企画公演
「国立劇場寄席」

毎年好評の「国立劇場寄席」を今年も上演します。国立劇場おきなわでの
寄席ワールドをお楽しみください。

11月3日 国立劇場おきなわ
財団法人国立劇場おきなわ
運営財団

http://www.nt-okinawa.or.jp/

浦添市 ③
アジア太平洋地域の芸能
「韓国の伝統舞踊と音楽」（仮称）

　沖縄の地理的、歴史的な特性を活かし、伝統文化を通じたアジア・太平
洋地域の交流拠点として、毎年行われる公演。
　今回は、韓国の文化財にも指定されている「伝統舞踊と音楽」のうち代
表的な演目を紹介します。

11月13日 国立劇場おきなわ
財団法人国立劇場おきなわ
運営財団

http://www.nt-okinawa.or.jp/

11/11デモンスト
レーション
11/14伝統芸能
フォーラム「沖縄
と韓国、伝統芸能
交流の展望」（と
もに無料）

浦添市 ③
企画展
「組踊の音楽」

組踊のなかで演奏されている楽器や音曲、演奏形態などについて紹介し
ます。

10月8日～12月18日
国立劇場おきなわ
資料展示室

財団法人国立劇場おきなわ
運営財団

無料 http://www.nt-okinawa.or.jp/

名護市 ③
講演会「グスク時代の陶磁器」（仮
題）

平成23年度史跡等及び埋蔵文化財公開活用事業の一環で、一般市民向
けの講演会を行います。

11月2日(水) 名護中央公民館
名護市教育委員会文化課文
化財係

無料
文化課文化財係
0980-53-3012

名護市 ④
～ALLやんばる科学と教育のまち
づくり～伊是名村宿泊イベント

伊是名村の小学生・おとしより・大人を対象に１泊２日の宿泊型イベント 10月15日, 16日 名護青少年の家 沖縄工業高等専門学校 0980-55-4070

名護市 ④
～ALLやんばる科学と教育のまち
づくり～伊是名村宿泊イベント

伊是名村の中学生・おとしより・大人を対象に１泊２日の宿泊型イベント 10月22日, 23日
ホテルタニュー（旧
いこいの村）

沖縄工業高等専門学校 0980-55-4070

糸満市 ③
市民主催事業「イチマンがいちば
ん！」

市制施行記念事業の一環で行われる市民委員会主催の組踊披露です。
11月12日(土).,13日
(日)., 19日(土), 20日

(日)のいずれか

道の駅いとまん(予
定)

イチマンがいちばん！実行委
員会

無料 http://www.city.itoman.okinawa.jp/section/soumu/memorial_event/index.html
（現在、企画検討
中）

沖縄市 ③ 沖縄市文化祭
消滅の危機にある狂言やユングトゥ、アヨウ等を発掘し保存継承に努める
ことを目的として開催します。今年度は第2部として、石垣村の組踊り「伊
祖の子」を上演予定です。

11月11日(金)～13日
（日）

沖縄市体育館 沖縄市文化協会 無料

豊見城市 ①③
第5回世界のトミグスクンチュ歓迎
会

本市出身の海外移住者やその子弟と市民の交流を図るとともに、地域の
魅力を伝えることで国境や世代を超えた絆の深化、伝承を目指す。開催
は5年に1度。

10月14日(金)
豊見城市立中央公
民館

第5回世界のトミグスクンチュ
歓迎会実行委員会

無料 098-850-0246

豊見城市 ① 豊見城内史跡ガイド養成講座 豊見城市内の史跡を案内できるガイドの要請
8月6日(土)～11月27

日(日)
豊見城市立中央図
書館

豊見城市教育委員会 無料 098-856-3671
申込終了
聴講可

豊見城市 ① 平成23年度収蔵品展 平成21年度より新たに収蔵された品の展示
11月1日(火)～11月

27日(日)
豊見城市立歴史民
俗資料展示室

豊見城市教育委員会 無料 098-856-3672 内容変更あり

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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豊見城市 ③
エイブル・アートとみぐすく2011～
障害者アーティストの可能性～

障害のある人の芸術作品の発表の場を設けることにより、創作意欲や自
信を高め、生活の質の向上及び社会参加の促進を図ることを目的とする
展示会を行います。障害のある方の芸術作品を募集し、市内の銀行、
スーパー、公共施設等、市民の集まる場を会場に移動美術展を開催。

11月16日(水)～12月
9日(金)

①市内銀行、スー
パー
②豊見城市社会福
祉協議会
③豊見城市地域活
動支援センター
④豊見城市役所庁
舎

豊見城市 098-850-5320

宮古島市 ③ 宮古島市民総合文化祭 展示・発表の場を設け、文化芸術のレベルの向上に努めます。
10月29日（土）, 30日

（日）
宮古島市　中央公
民館

宮古島市 無料 生涯学習振興課　0980-77-4947

国頭村 ①③ 国頭村文化・福祉まつり 国頭村の文化・福祉に関する展示・舞台発表
11月12日(土), 13日

(日)
国頭村総合体育館

国頭村文化・福祉まつり実行
委員会

無料
国頭村教育委員会
0980-41-5308

大宜味村 ① 大保ダムまつり ダム湖周辺を活用した環境保護や体験活動 10月23日(日) 大保ダム一帯 大宜味村 無料 0980-44-3007

大宜味村 ③ しまんちゅ芸能の夕べ 村内芸能団体による公演会 11月12日(土)
農村環境改善セン
ター

大宜味村教育委員会 無料 0980-44-3006

恩納村 ③
第19回恩納村文化協会文化祭
（芸能部門）

恩納村文化協会による芸能講演 11月3日(木)
恩納村コミュニ
ティーセンター

恩納村文化協会
恩納村教育委員会

無料
恩納村教育委員会
098-966-1210

中城村 ③ 中城文化まつり
中城村文化協会の各サークルの優れた作品や一般からの公募作品の展
示や伝統芸能などの舞台発表を通して、芸術や文化活動についての理
解を深め、文化の継承と創造、発展を図るために開催されています。

11月12日(土)～13日
(日)

中城村民体育館 中城村教育委員会 無料
中城村教育委員会生涯学習課（中城村民体育館内）
syougai@vill.nakagusuku.lg.jp

中城村 ③ 護佐丸ウォーキング
文化財案内人と一緒に歴史の道をウォーキングしながら沿道に残る地域
の文化財・歴史について学びます。

11月13日(日)
歴史の道「ハンタ
道」

吉の浦地域総合スポーツクラ
ブ

中城村教育委員会生涯学習課（中城村民体育館内）
syougai@vill.nakagusuku.lg.jp

渡嘉敷村 ①② ファミリー読書まつりｉｎとかしき
推薦図書の展示や紹介、小中学生による発表会や幼児への読み聞かせ
等を行います。

11月3日(木)
渡嘉敷村中央公民
館

渡嘉敷村教育委員会 無料

久米島町 ③ 久米島町内文化財めぐり
沖縄戦当時の戦争遺跡を見学し、戦争遺跡の適切な保護・活用を行いま
す。

11月3日(木) 久米島博物館他 久米島博物館 http://www.town.kumejima.okinawa.jp/bunkacenter/

久米島町 ③ 久米島町内発掘調査速報展
平成22、23年度に調査を実施した具志川城遺跡発掘調査の成果を出土
資料や写真パネルで紹介する。

久米島博物館 久米島博物館 無料 http://www.town.kumejima.okinawa.jp/bunkacenter/

久米島町 ③ 漆シンポジウム
浦添市美術館との共催で、沖縄の伝統工芸品の一つである琉球漆器、
漆資料の調査成果を紹介し、漆について学ぶシンポジウム。

久米島博物館 久米島博物館 http://www.town.kumejima.okinawa.jp/bunkacenter/

久米島町 ③ 久米島町文化祭
久米島町文化協会による発表会で舞台部門は琉舞、三線、民謡、空手、
古典民謡独唱、民謡レク、歌劇などが披露される。

10月30日(日)
久米島町具志川農
村環境センター

久米島文化協会
久米島町文化協会
久米島町教育委員会

久米島町 ①
水生生物観察会「リバーウォッチ
ングｉｎカンジン」

ダムの棚田に生息する生き物を調査し、調査結果から水質やダム周辺の
自然環境を学ぶ。

11月17日(木) カンジンダム 久米島町教育委員会 無料
久米島町文化協会
久米島町教育委員会

町内各小学校高
学年対象

北中城 ① 文化財図画作品展
村内の小中学生を対象とし、文化財への理解を深めるために村内の文
化財を題材とした図画作品展を行います。

11月5日(土)～11日
(金)

北中城村立中央公
民館

北中城村教育委員会 無料
北中城村教育委員会
098-935-3773

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


