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和歌山県 有田川町 ③ 第３７回文化祭 文化作品展示 10月20, 21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

和歌山県 有田川町 ③ 第４０回文化祭 文化作品展示 10月27, 28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

和歌山県 有田川町 ③ 第３５回文化祭 文化作品展示 11月3, 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

和歌山県 有田川町 ① 人権講演会 正木　明氏　講演会 11月11日 金屋文化保健センター 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

和歌山県 有田市 ③ 有田市美術展
書道、写真、絵画の3部門の作品を公募し審査を行い応募作品、入
選作品を展示します。

10月27, 28日 有田市文化福祉センター 有田市 無料
有田市教育委員会生涯
学習課文化振興係
0737-82-3221

和歌山県 有田市 ③ 有田市文化祭
盆栽、ちぎり絵、押し花、山野草、美術工芸、短歌、俳句、陶芸、寒
蘭、生け花、俳画、水墨画、日本画の作品展示

10月27, 28日
11月3, 4日

有田市文化福祉センター 有田市文化協会 無料
有田市教育委員会生涯
学習課文化振興係
0737-82-3221

和歌山県 印南町 ① 読書フェスティバル
読書マラソン認定授与式、読書感想文展示、図書展示、おなはし会、
紙芝居、講演会

11月3日 印南町公民館 印南町公民館 無料
http://www.town.wakay
ama-inami.lg.jp/

和歌山県 印南町 ① 人権教育講演会 著名人による講演 11月7日 印南町体育センター 印南町教育委員会 無料
http://www.town.wakay
ama-inami.lg.jp/

和歌山県 印南町 ③ 文化祭 各サークルの展示及び芸能発表会
11月23, 24日,

12月2日
印南町体育センター 印南町文化協会 無料

http://www.town.wakay
ama-inami.lg.jp/

和歌山県 岩出市 ①　②
子ども・若者育成支援県
民大会

テーマを｢みんなで支えよう！和歌山の青少年｣と定めて、大人と子ど
もが共に考える機会として開催します。

11月10日 岩出市立市民総合体育館 和歌山県 無料
青少年・男女共同参画
課
073-441-2500

和歌山県 岩出市 ①
第7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2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

和歌山県 岩出市 ③ 第7回岩出市文化祭

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3, 4日 岩出市立市民総合体育館 岩出市・岩出市教育委員会

http://www.city.iwade.lg
.jp/

和歌山県 岩出市 ③
岩出の古建築とその美
～古い建物をみてみよう
～

古建築を写真と資料でたどるとともに、あわせて、古建築の歴史や魅
力を紹介する。 11月3～25日 岩出市民俗資料館 岩出市・岩出市教育委員会 無料

岩出市教育委員会　民
俗資料館

和歌山県 岩出市 ①
和歌山県立医科大学
保健看護学部公開講
座

「脳の健康を守りましょう：認知症の正しい理解」と「現代型うつ
病って何？」というテーマでお話しをします。

11月3日
あいあいセンター（岩出
市総合保健福祉セン
ター）

和歌山県立医科大学保健
看護学部

無料
http://www.wakayam
a-med.ac.jp/

和歌山県 海南市 ③ 講演会「和歌山の昆虫」 和歌山県内に見られる昆虫の種類や特徴を紹介する 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/

・高校生以下、６５歳以
上、障害者の方，県内
に在学中の外国人留学
生の方は無料。

和歌山県 海南市 ③ 下津総合文化祭
市民より出品のあった絵画や書道、陶芸などの作品を展示し、舞台
では芸能発表を行い、市民の文化活動の発表の機会と芸術文化に
ふれる機会を提供します。

10月27, 28日
海南市民交流センター・拝
町体育館

海南市下津総合文化祭実行委
員会

無料
海南市教育委員会生涯
学習課文化振興係
073-492-4490

和歌山県 かつらぎ町 ③ 人形劇公演 劇団むすび座（花咲かじいさん他） 10月28日 かつらぎ総合文化会館 生涯学習課 無料 0736-22-0303
和歌山県 かつらぎ町 ③ シビック寄席 落語のつどい 11月4日 かつらぎ総合文化会館 生涯学習課 無料 0736-22-0303

和歌山県 かつらぎ町 ③ かつらぎ町文化展 文化作品の展示会
11月3～5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

和歌山県 かつらぎ町 ③ 歴史文化講座 シンポジウム「古代のかつらぎとみやこ」 11月18日 かつらぎ総合文化会館 生涯学習課 無料 0736-22-0303

和歌山県 かつらぎ町 ③ 町内出土文化財展 埋もれていたみんなのたから
10月27日～

11月18日までの
土日曜日

川上酒かつらぎ文化伝承
館

生涯学習課 無料 0736-22-0303

和歌山県

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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和歌山県 上富田町 ①　③ 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21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

和歌山県 上富田町 ①　③ 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4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

和歌山県 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25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

和歌山県 上富田町 ③
和歌山県美術展覧会
第９回上富田展

第６６回和歌山県美術展覧会第９回上富田展（地方展）の開催 11月14～18日 上富田文化会館 上富田町教育委員会 無料 0739-47-5930

和歌山県 紀の川市 ③
第11回中貴志コミセンま
つり

作品展示、芸能発表、模擬店等 10月21日 中貴志コミュニティセンター
中貴志コミセン管理運営委員
会

無料 0736-65-1155

和歌山県 紀の川市 ①
目からウロコのじんけん
学習講座

身近におけるいろいろな問題について考えてみる人権学習講座（５回
講座の４回目）
今回のテーマ「認知症」

10月26日 貴志川生涯学習センター 紀の川市教育委員会 無料 0736-64-9163

和歌山県 紀の川市 ③ 第７回紀の川市文化祭 作品展示、芸能発表等 10月27, 28日
粉河ふるさとセンター
総合センター桃山会館

紀の川市文化協会 無料 0736-64-9163

和歌山県 紀の川市 ③ 第７回紀の川市文化祭 作品展示、芸能発表等 11月3, 4日
打田生涯学習センター
那賀総合センター
貴志川生涯学習センター

紀の川市文化協会 無料 0736-64-9163

和歌山県 紀の川市 ①
公民館へ行こらフェア　～
楽しく学ぶ　ぷち体験～

「公民館に来てもらおう」というコンセプトのもと各地区公民館で開催
するぷち体験イベントのひとつ
今回のテーマ「スポーツ吹き矢」（健康吹き矢を体験してもらう）

11月7日 粉河ふるさとセンター 紀の川市教育委員会 0736-73-3312

和歌山県 紀の川市 ③
丸栖コミュニティセンター
作品展

作品展示、バザー、模擬店等 11月10, 11日 丸栖コミュニティセンター 丸栖コミセン管理運営委員会 無料 0736-64-7270

和歌山県 紀の川市 ③
第22回東貴志コミセンま
つり

作品展示、芸能発表、模擬店、もちまき等 11月10, 11日 東貴志コミュニティセンター
東貴志コミセン管理運営委員
会

無料 0736-64-3877

和歌山県 紀の川市 ①
第10回紀の川市人権講
演会

人権意識を高め、差別のない明るく住みよいまちづくりのため講演会
を開催
今年度は、歌手の沢田知可子さんを講師に、歌セラピーコンサートを
開催
また市内小・中学生から募集した人権標語の受賞作品の発表と表彰
を講演会の前に行う。

11月10日
打田保健福祉センター内
ホール田園

紀の川市・紀の川市教育委員
会・紀の川市人権委員会

無料
0736-77-0855
0736-64-9163

和歌山県 紀の川市 ②,③ きのくに祭

学部祭（大学祭）。大学生の嗜好を凝らした展示物や模擬店（屋台）、
青果鮮魚販売、ゲストライブ、ダンスコンテストなどのステージ企画、
フリーマーケットなど、芸術・教育・文化・食欲の秋を満喫できる。地域
に密着した催しや企画などもあり毎年多数の来場者がある。

11月3, 4日 近畿大学生物理工学部 近畿大学生物理工学部 無料
http://www.waka.kindai.
ac.jp

和歌山県
大阪府

紀の川市
岸和田市
貝塚市

④
和泉葛城山
秋の自然観察会

和泉葛城山は金剛生駒紀泉国定公園に指定されており、国の天然
記念物でもある山頂付近のブナ林で自然観察会を開催します。

10月28日 和泉葛城山山頂

和泉葛城山保全活用対策協議
会
（事務局は和歌山県自然環境
室）

無料

和歌山県
環境生活部
自然環境室
073-441-2780

和歌山県 紀美野町 ③ 紀美野町文化祭 町民の作品展示及び芸能発表 11月3～5日
中央公民館
文化センター

紀美野町教育委員会 無料
生涯学習課
073-489-5915

和歌山県 紀美野町 ①
町民大学講座・人権委員
会研修

やなせなな（僧侶）による音楽コンサート 11月9日
中央公民館
文化センター

紀美野町教育委員会 無料
生涯学習課
073-489-5915

和歌山県 紀美野町 ③
世界民族祭　in　真国
2012

世界各地から民族が集まり、芸術、音楽、舞踊、食などの文化につい
て、体験や創作活動を共にすることで、異文化間、世代間の交流を
図り、お互いの民族への理解を深める

11月10～11日
りら創造芸術高等専修学
校

世界民族祭in真国＜紀美野町
＞実行委員会事務局 無料

http://sekaiminzokusai.
web.fc2.com/index.html
（りら創造芸術高等専修
学校内）
Tell&Fax : 073-497-
0749

和歌山県 串本町 ① 第８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4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 0735-62-0006

和歌山県 串本町 ① 第８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9～1１日
串本町立体育館・串本町
武道館

串本町教育委員会 無料 0735-72-0017

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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和歌山県 串本町 ① 子ども劇団等鑑賞
全校１～３年生・園児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。劇団風
の子『星のひとみ』

11月22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 0735-72-0017

和歌山県 串本町 ④
近畿大学グローバルCOE
串本国際シンポジウム，
2012

「マグロ養殖の革新技術と国際化」と題し、本学教員によるクロマグロ
養殖研究に関する報告及び海外からの招聘講師による講演を行い
ます（23日）。マグロ養殖場の見学を行います。（24日）

11月23, 24日 串本ロイヤルホテル 近畿大学 無料
http://www.gcoe-
kinkiuniv.jp/

和歌山県
串本町・古

座川町
④

近畿自然歩道「熊野灘眺
望のみち」ウォーキングイ
ベント

串本町の橋杭岩を出発し、重畳山（かさねやま）山頂を経由、JR古座
駅までの約１３ｋｍを、和歌山県自然公園指導員の解説を聞きながら
ウォーキングします。

10月20日
近畿自然歩道「熊野灘眺
望のみち」

和歌山県 無料

和歌山県
環境生活部
自然環境室
073-441-2780

和歌山県 九度山町 ③ 九度山町文化祭 作品展示　演技発表 11月2, 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

作品展示(2･3日)
演技発表(3日)

和歌山県 九度山町 ①　③
旧萱野家(大石順教尼の
記念館)秋季特別企画展

未　定 11月1～30日
旧萱野家(大石順教尼の記
念館)

九度山町教育委員会 無料
旧萱野家(大石順教尼
の記念館)
0736-54-2411

和歌山県 高野町 ③
世界遺産条約採択40周
年記念シンポジウム

世界遺産条約がユネスコ総会で採択され、本年が40周年です。ま
た、日本が締約国となって20年です。
　この記念すべき2012年に、世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」を
保有する和歌山県で、人類の宝である 世界遺産の重要性を再認識
するため、世界から有識者を招聘し、世界遺産の保全の在り方や、
次世代への継承についての講演及びパネルディスカッションを開催し
ます。

11月11日
高野山大学
松下講堂
黎明館

和歌山県 無料
和歌山県教育庁生涯学
習局文化遺産課
073-441-3740

事前申し込みが必要

和歌山県 高野町 ① 高野町民文化祭 町民作品展・文化表彰式　等 11月2～4日 高野町民体育館　等 高野町文化協会 無料 0736-56-3050

和歌山県 御坊市 ③
第58回御坊市美術展覧
会

洋画・写真・陶芸・彫塑の作品展 11月1～4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

和歌山県 御坊市 ③
第58回御坊市美術展覧
会

書・日本画 11月8～11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

和歌山県 御坊市 ③ 第51回市民文化祭 菊花展 11月3～5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：御坊文化協会加
盟団体

和歌山県 御坊市 ③ 第51回市民文化祭 表千家御坊松陰会茶会 10月21日 市中央公民館
市文化協会・市中央公民館・協
会加盟団体

無料 0738-24-0432
主管：御坊文化協会加
盟団体

和歌山県 御坊市 ③ 第51回市民文化祭 裏千家御坊淡交会茶会 10月28日 市中央公民館
市文化協会・市中央公民館・協
会加盟団体

無料 0738-24-0432
主管：御坊文化協会加
盟団体

和歌山県 御坊市 ③ 第51回市民文化祭 天音太鼓保存会結成30周年記念公演 11月24日 市民文化会館
市文化協会・市中央公民館・協
会加盟団体

0738-24-0432
主管：御坊文化協会加
盟団体

和歌山県 御坊市 ③ 第51回市民文化祭 御坊華道連合会いけばな展 １１月２４, 25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：御坊文化協会加
盟団体

和歌山県 御坊市 ③ 第51回市民文化祭 日高番傘川柳会第４８回市民川柳大会 11月18日 市中央公民館
市文化協会・市中央公民館・協
会加盟団体

無料 0738-24-0432
主管：御坊文化協会加
盟団体

和歌山県 御坊市 ③ 第51回市民文化祭 はまゆう吟社第５１回自由律俳句大会 11月25日 塩屋公民館
市文化協会・市中央公民館・協
会加盟団体

無料 0738-24-0432
主管：御坊文化協会加
盟団体

和歌山県 御坊市 ③ 第51回市民文化祭 御坊短歌会第５１回市民短歌大会 11月17日 市中央公民館
市文化協会・市中央公民館・協
会加盟団体

無料 0738-24-0432
主管：御坊文化協会加
盟団体

和歌山県 御坊市 ③ 第51回市民文化祭 二十日会句会第５１回市民俳句大会 11月18日 市中央公民館
市文化協会・市中央公民館・協
会加盟団体

無料 0738-24-0432
主管：御坊文化協会加
盟団体

和歌山県 御坊市 ③

御坊歴史再発見シンポジ
ウム“有間”と　“宮子”～
古代の御坊・日高を考え
る～

同志社大学名誉教授の森浩一氏などを迎えて、紀州御坊にかかわ
る“有間皇子”（岩内１号墳）と“藤原宮子”（道成寺）の視点から御坊
歴史再発見シンポジウムを開催し、市民の地域の歴史に対する関心
を高め、魅力を再発見するとともに、全国に御坊の歴史・文化を発信
することを目指します。

11月10日 市民文化会館
御坊市、御坊市教育委員会、
㈶自治総合センター

無料 0738-23-5525
御坊市教育委員会、生
涯学習課

和歌山県 白浜町 ①　③
第7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27, 28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

和歌山県 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6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

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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和歌山県 白浜町 ①
平成24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7～9日のうち、
いずれか1日を予定

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

和歌山県 白浜町 ①　③
第7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24, 25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

和歌山県 白浜町 ①，④ 水族館の飼育体験
水族館裏側を見学、餌やり・生物の集計などを通し海の生物を
学びます。

10月20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.kyot
o-u.ac.jp/aquarium/

小学生以上
申込み先着順20名

和歌山県 新宮市 ③ 第7回新宮市展
新宮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た展覧会

10月27, 28日
11月2～5日

新宮市職業訓練センター 新宮市 無料
新宮市教育委員会文化
振興課
0735-23-3368

和歌山県 新宮市 ③
第7回
新宮市民音楽祭

新宮市内を中心とする音楽愛好家の方が、ロック、合唱、器楽の三
部門に分かれ、音楽祭を実行する

11月3, 4, 11日 新宮市民会館 新宮市 無料
新宮市教育委員会文化
振興課
0735-23-3368

和歌山県 新宮市 ③
中上健次没後20年企画
展（仮称）

中上健次没後20年を記念して、「佐藤春夫から中上健次へ―熊野と
『近代文学』百年―」をテーマに展示を行います。

11月1日～2月17日 佐藤春夫記念館
新宮市・新宮市教育委員会・佐
藤春夫記念会・中上健次資料
収集室

新宮市立図書館0735-
22-2284

和歌山県 新宮市 ③
中上健次没後20年文学
散歩（仮称）

中上健次没後20年を記念して、「中上健次文学散歩地図」をリニュー
アルし、ゆかりの場所をめぐる文学散歩を行ないます。

未定 新宮市内
新宮市立図書館・佐藤春夫記
念館

無料
新宮市立図書館0735-
22-2284

和歌山県 すさみ町 ① 町民運動会
「明るく、楽しく、たくましく」をテーマに町民の体力づくりを推進する。
リレー競技・綱引き・玉入れ　他

11月3日 すさみ若もの広場 すさみ町体育協会 無料
周参見公民館
0739-55-3037

和歌山県 すさみ町 ③ 江住文化展 絵画・書・手芸・俳画等の展示 11月10, 11日 江住公民館 江住公民館 無料
江住公民館
0739-58-0256

和歌山県 すさみ町 ③ すさみ町文化祭
文化の香るまちづくりの推進するため、町民の文化意識の高揚を目
指す。各種展示・舞台芸能発表等

11月17, 18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

和歌山県 太地町 ① 人権教育講演会 落語家立花家 千橘さんによる人権講演会 11月8日 太地町公民館
太地町役場住民福祉課・教育
委員会

無料
太地町役場
0735-59-2335

和歌山県 田辺市 ③
第59回田辺市美術展覧
会

第１期：10月５日～10月７日
　書・彫塑・生花
第２期：10月１２日～10月１４日
　洋画・写真・陶芸・日本画・工芸

10月5～7, 12～14
日

紀南文化会館 田辺市、田辺市教育委員会 無料
http://www.city.tanabe.l
g.jp/bunshin/57th_tanab
e_siten

和歌山県 田辺市 ③

田辺市文化協会20周年
事業・和歌山県 心の復興
プロジェクト事業
「日本音楽集団演奏会」

邦楽演奏の枠を超え、世界を舞台に活躍するプロフェッショナル演奏
集団
◇プログラム
1.　SAKURAパラフレーズ（秋岸寛久編曲）
　　（「桜坂」「夜桜お七」「さくら～独唱」他）
2,　長唄コーナー
　　 ・長唄楽器紹介～三味線、打楽器類、実演とお話
　　 ・江戸屋台囃子
　　 ・幕間三重、獅子狂い五段
　　  勧進帳
3,　新八千代獅子(三木稔編曲)
　　　※古典を題材にオーケストラ規模にアレンジ
4,　フランス音楽メドレー
　    ※「ボレロ」「白鳥」「シシリアー ノ」などフランスを代
　　　　表する音楽を和楽器で
5,　ダンスコンセルタント四季（三木稔作曲）

11月11日 紀南文化会館大ホール
田辺市文化協会事務局
(田辺市教育委員会、文化振興
課）

http://www.city.tanabe.l
g.jp/bunshin/bunkyo/in
dex.html

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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和歌山県 田辺市 ③

田辺市文化協会20周年
事業・和歌山県 心の復興
プロジェクト事業
「原鳳逸・廣畠鋤和・牛尾
武 作品展」

田辺市文化協会20周年記念展
ふるさと田辺の風物を描く・・・３人の画家の作品展

11月10, 11日 紀南文化会館展示ホール
田辺市文化協会事務局
(田辺市教育委員会、文化振興
課）

無料
http://www.city.tanabe.l
g.jp/bunshin/bunkyo/in
dex.html

和歌山県 田辺市 ① 第３１回文化作品展 保育園・小中学校・一般による作品展示 11月1～3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

和歌山県 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）

http://www.nakahechi.j
p/

和歌山県 田辺市 ① 天神児童館まつり
オープニングセレモニー、作品展示会、出店コーナー、昔の遊び体験
コーナーなどの催しを行う。

11月3, 4日 天神児童館 天神児童館 無料
天神児童館
0739-24-5323

和歌山県 田辺市 ③

田辺市文化協会20周年
事業・和歌山県 心の復興
プロジェクト事業
「原鳳逸・廣畠鋤和・牛尾
武 作品展」

田辺市文化協会20周年記念展
ふるさと田辺の風物を描く・・・３人の画家の作品展

11月10, 11日 紀南文化会館展示ホール
田辺市文化協会事務局
(田辺市教育委員会、文化振興
課）

無料
http://www.city.tanabe.l
g.jp/bunshin/bunkyo/in
dex.html

和歌山県 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、餅まき他

11月10, 11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

和歌山県 田辺市 ③

田辺市文化協会20周年
事業・和歌山県 心の復興
プロジェクト事業
「日本音楽集団演奏会」

邦楽演奏の枠を超え、世界を舞台に活躍するプロフェッショナル演奏
集団
◇プログラム
1.　SAKURAパラフレーズ（秋岸寛久編曲）
　　（「桜坂」「夜桜お七」「さくら～独唱」他）
2,　長唄コーナー
　　 ・長唄楽器紹介～三味線、打楽器類、実演とお話
　　 ・江戸屋台囃子
　　 ・幕間三重、獅子狂い五段
　　  勧進帳
3,　新八千代獅子(三木稔編曲)
　　　※古典を題材にオーケストラ規模にアレンジ
4,　フランス音楽メドレー
　    ※「ボレロ」「白鳥」「シシリアー ノ」などフランスを代

表する音楽を和楽器で

11月11日 紀南文化会館大ホール
田辺市文化協会事務局
(田辺市教育委員会、文化振興
課）

http://www.city.tanabe.l
g.jp/bunshin/bunkyo/in
dex.html

和歌山県 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14日 大塔地域
事務局部会
（名称不確定）

無料
大塔中学校
0739-48-0324

和歌山県 田辺市 ③
「関西文化の日」
参加行事

(1)無料開放
　小企画展「素描とともに」の観覧料を無料
(2)ミュージアムトークの実施
※詳細は現在検討中

11月17, 18日 田辺市立美術館 田辺市立美術館 無料
田辺市立美術館
0739-24-3770

和歌山県 田辺市 ①
第７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18日 田辺市立三川小学校
三川地域お楽しみ会実行委員
会

田辺市立三川小学校
0739-62-0032

和歌山県 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、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18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.l
g.jp/shougai/index.html

和歌山県 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24, 25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.l
g.jp/shougai/index.html

和歌山県 田辺市 ① 中辺路文化祭
作品展示、映像祭、陶芸サークル他体験、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。

11月17, 18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

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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和歌山県 橋本市 ④

高野山町石道玉川峡県
立自然公園「やどり温泉
いやしの湯」オープン記
念ウォーキング

平成２４年４月にオープンした「やどり温泉いやしの湯」を発着点とす
るコースを、森林浴を楽しみながらウォーキングします。

10月27日 やどり温泉いやしの湯 和歌山県

和歌山県
環境生活部
自然環境室
073-441-2780

和歌山県 橋本市 ①
すこやか橋本　まなびの
日

地域の中で世代を超えた学び、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、手話や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25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

和歌山県 橋本市 ①　③
平成２４年度橋本市民総
合文化祭

一年間の文化・芸術活動の成果を一斉に発表し、市民文化創造の集
大成ともいうべき橋本市民総合文化祭。

11月2～4日 橋本市教育文化会館
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

和歌山県 橋本市 ①
郷土資料館秋の企画展
（タイトル未定）

最近の寄贈品より
10月16日

～12月23日
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

和歌山県 橋本市 ③ 読書週間読み聞かせ会 絵本や紙芝居の読み聞かせと、子ども参加型・簡単工作 11月3日
橋本市図書館絵本コー
ナー

橋本市図書館 無料
橋本市図書館
0736-33-0899

和歌山県 日高川町 ① 女性の集い
町女性団体連絡協議会加盟団体メンバーによる舞踊、カラオケ、影
絵、コントなどの発表会を開催します。

10月27日 日高川交流センター 日高川町女性団体連絡協議会 無料
http://www.hidakagawa
-ed.jp/

和歌山県 日高川町 ③ 中津文化芸能祭
文化・芸術の祭典として芸術作品の展示や舞踊、コーラス、カラオケ
等の発表を行います。

11月3日 日高川交流センター 中津文化芸能祭実行委員会 無料
中津公民館
0738-54-0326

和歌山県 日高川町 ③ 川辺文化祭
文化・芸術の祭典として芸術作品の展示や舞踊、コーラス、カラオケ
等の発表を行います。

11月3, 4日 農改センター 川辺文化祭実行委員会 無料
川辺公民館
0738-22-8816

和歌山県 日高川町 ③ 美山文化展
文化・芸術の祭典として芸術作品の展示や舞踊、和太鼓等の発表を
行います。

11月11日 スポーツセンター 美山文化協会 無料
美山公民館
0738-56-0391

和歌山県 日高川町 ③ 歴史ウォーク
町内の遺跡などを巡り、古くから伝わる文化や文化財などに触れる
機会を提供します。

11月23日 町内中津地区 日高川町文化保護研究会 無料
http://www.hidakagawa
-ed.jp/

和歌山県 日高川町 ① 人権教育講演会 人権に関することをテーマにした講演会を開催します。 11月25日 日高川交流センター 日高川町人権推進会 無料
http://www.hidakagawa
-ed.jp/

和歌山県 日高町 ①　③ 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4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/

和歌山県 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17, 18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/

和歌山県 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3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

和歌山県 みなべ町 ③ みなべ町文化祭 大展覧会（絵画、書、生花等の展示） 10月27, 28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

和歌山県 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

和歌山県 美浜町 ① 町人権教育講演会 人権をテーマに講演会を開催。 11月10日 松洋中体育館 美浜町 無料 0738-22-7309

和歌山県 美浜町 ③ 町文化展 手芸、写真、生花等を展示。町内小学生の絵画等も展示。 11月17, 18日 町体育センター 町文化協会 無料 0738-22-7309

和歌山県 湯浅町 ①　③ 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3, 4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

和歌山県 由良町 ①　③ かげ絵劇上演会
おはなしの会の新作・小学生の夏休み子供講座で製作した影絵の発
表をご覧いただけます。

10月28日 由良町中央公民館 ゆらおはなしの会 無料
由良町文化協会
0738-65-2418

和歌山県 由良町 ①　②
平成24年度　税に関する
標語の表彰式

租税教育を目的とし、小中学生をはじめ町内全域に税に関する標語
募集を8月から行っています。応募いただいた中、優秀作品者の授賞
式を当日行います。

11月上旬（予定） 由良町役場内
由良町・日高地方租税教育推
進協議会

由良町税務課
0738-65-0200

和歌山県 由良町 ③
平成24年度　由良町文化
表彰式

文化活動において顕著な功績のあった者及び団体を表彰します。 11月3日 由良町役場内 由良町
由良町教育委員会教育
課
0738-65-1800

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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和歌山県 由良町 ①　②
平成24年度　由良町ス
ポーツ賞表彰式

スポーツ活動において顕著な功績のあった者及び団体を表彰しま
す。

11月3日 由良町役場内 由良町
由良町教育委員会教育
課
0738-65-1800

和歌山県 由良町 ①　③ 公民館文化展
短歌、俳句、絵画、書、写真等の26団体の作品展示をご覧いただけ
ます。

11月3～11日 由良町中央公民館 由良文化協会 無料
由良町文化協会
0738-65-2418

和歌山県 由良町 ①　③ 芸能発表会
踊り、詩吟、コーラス、レクレーション等の7団体の芸能部門の発表を
ご覧いただけます。

11月23日 由良町中央公民館 由良文化協会 無料
由良町文化協会
0738-65-2418

和歌山県 由良町 ①
第19回ふれあいウォーク
ラリー大会

勝敗を競うものではなく、途中のゲームや問題を解決しながら歩くこと
で健康づくり、グループのコミュニケーションを図るもので、年齢・性
別・体力を問わず楽しめ、ふれあう野外スポーツです。

11月25日 由良町内（未定） 由良町体育協会 無料
由良町教育委員会教育
課
0738-65-1800

和歌山県 和歌山市 ①　③
「秋の図書館ウォッチン
グ」一般の部

図書館の書庫や貴重な資料の見学、資料の調べ方や司書の仕事体
験を行います。

10月20日, 11月2日 和歌山県立図書館 和歌山県立図書館 無料
https://www.lib.wakaya
ma-c.ed.jp/

和歌山県 和歌山市 ③
第１９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11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.wakaya
ma-c.ed.jp/

和歌山県 和歌山市 ③
第66回和歌山県美術展
覧会

洋画・日本画・書・写真・工芸・彫塑・華道の全７部門について作品を
公募し、審査の結果、入賞・入選となった作品を展示します。

10月24日
～11月4日

和歌山県立近代美術館、
和歌山ビッグ愛

和歌山県 無料
http://www.pref.wakaya
ma.lg.jp/prefg/022100/
kenten/kenten.html

和歌山県 和歌山市 ③
生誕１２０年記念　川口軌
外の歩み展

現在の有田川町に生まれた川口軌外は戦前から戦後にかけて、洋
画家として長く活動を続けました。フランス留学中にレジェやシャガー
ルからその影響を受け、帰国後の１９３０年代からは独立美術協会の
創立会員として幻想的な大作を発表。そして戦後は抽象的な表現に
果敢に挑み、新しい表現の世界を切りひらきました。生誕１２０年にあ
たる本年、約１２０点の作品と資料により、その生涯の歩みを広く紹
介します。

11月10日～
平成25年1月14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）
・高校生以下、６５歳以
上、障害者の方，県内
に在学中の外国人留学
生の方は無料。

和歌山県 和歌山市 ③
コレクション展2012-秋
特集展示　幻想の美術

和歌山ゆかりの作家と近代日本美術の秀作を紹介するとともに、特
集展示として「幻想の美術」を行います。

9月11日
～11月25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）
・高校生以下、６５歳以
上、障害者の方，県内
に在学中の外国人留学
生の方は無料。

和歌山県 和歌山市 ①　③
特別展
「高野山麓　祈りのかた
ち」

高野山の宗教活動を支えた高野山麓の人々の信仰のありかたは、
仏像や神像、仮面など、さまざまな祈りのかたちとして今日に伝わっ
ています。そうした祈りの心を文化財を通じて浮かび上がらせ、世界
遺産・高野山とその文化圏の知られざる新たな魅力に迫ります。

10月20日
～12月2日

和歌山県立博物館 和歌山県立　　　博物館
http://www.hakubutu.w
akayama-c.ed.jp/

・月曜休館（祝日の場合
は翌火曜日）
・高校生以下、６５歳以
上、障害者の方，県内
に在学中の外国人留学
生の方は無料。

和歌山県 和歌山市 ①　③
講演会
「高野山麓の祈りのかた
ち（仮題）」

特別展「高野山麓　祈りのかたち」に関わる学術講演を行う。
講師：和歌山県立博物館　学芸員　大河内智之

11月3日
和歌山県立　　　　近代美
術館　　　　２階ホール

和歌山県立　　　博物館 無料
http://www.hakubutu.w
akayama-c.ed.jp/

和歌山県 和歌山市 ①　③
講演会
「密教彫像の展開（仮
題）」

特別展「高野山麓　祈りのかたち」に関わる学術講演を行う。
講師：和歌山県立博物館　館長　伊東史朗

11月11日
和歌山県立近代美術館
２階ホール

和歌山県立　　　博物館 無料
http://www.hakubutu.w
akayama-c.ed.jp/

和歌山県 和歌山市 ①　③
講演会
「天野社舞楽曼荼羅供に
ついて（仮題）」

特別展「高野山麓　祈りのかたち」に関わる学術講演を行う。
講師：東京学芸大学　准教授　遠藤徹

11月17日
和歌山県立近代美術館
２階ホール

和歌山県立　　　博物館 無料
http://www.hakubutu.w
akayama-c.ed.jp/

和歌山県 和歌山市 ①　③
講演会
「高野山上の仏像（仮
題）」

特別展「高野山麓　祈りのかたち」に関わる学術講演を行う。
講師：高野山霊宝館　学芸員　友鳴利英

11月25日
和歌山県立近代美術館
２階ホール

和歌山県立　　　博物館 無料
http://www.hakubutu.w
akayama-c.ed.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
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



第54回「教育・文化週間」関連行事
都道府県 市区町村 類型 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

和歌山県 和歌山市 ①　③
ミュージアム・トーク
（展示解説）

特別展「高野山麓　祈りのかたち」について、担当学芸員が展示解説
を行います。

会期中７回程度
実施予定

和歌山県立博物館 和歌山県立　　　　　博物館
http://www.hakubutu.w
akayama-c.ed.jp/

・高校生以下、６５歳以
上、障害者の方，県内
に在学中の外国人留学
生の方は無料。

和歌山県 和歌山市 ③ 体験教室「風土記まつり」
運動会・公演・展示解説・古墳や自然観察ガイドなどを実施し、広く県
民に風土記の丘を楽しんでもらう。他の県立３館等のワークショップ
なども実施する。

10月21日
和歌山県立県立紀伊風土
記の丘

和歌山県立県立紀伊風土記の
丘

http;//www.kiifudoki.wa
kayama-c.ed.jp

・高校生以下、６５歳以
上、障害者の方，県内
に在学中の外国人留学
生の方は無料。

和歌山県 和歌山市 ③
風土記講座特別展シンポ
ジウム「紀伊弥生文化の
実像」

特別展関連事業としてシンポジウムを開催。最新の研究成果の講演
及び発表を踏まえて紀伊の弥生文化について討論する。

10月27日 和歌山県立近代美術館
和歌山県立県立紀伊風土記の
丘

http;//www.kiifudoki.wa
kayama-c.ed.jp

和歌山県 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する。 11月3～4日
和歌山県立県立紀伊風土
記の丘

和歌山県立県立紀伊風土記の
丘

無料
http;//www.kiifudoki.wa
kayama-c.ed.jp

和歌山県 和歌山市 ③
「民家でむかしばなし
（秋）」

文化財民家でむかしばなしを鑑賞する。 11月4日
和歌山県立県立紀伊風土
記の丘

和歌山県立県立紀伊風土記の
丘

無料
http;//www.kiifudoki.wa
kayama-c.ed.jp

和歌山県 和歌山市 ③
「大日山35号墳の実物大
の埴輪を作ろう第15回」

大日山35号墳に設置するための実物大の円筒埴輪を製作する。 11月17日
和歌山県立県立紀伊風土
記の丘

和歌山県立県立紀伊風土記の
丘

http;//www.kiifudoki.wa
kayama-c.ed.jp

・高校生以下、６５歳以
上、障害者の方，県内
に在学中の外国人留学
生の方は無料。

和歌山県 和歌山市 ③
特別展「紀伊弥生文化の
至宝」

銅鐸、鏡、弥生土器、石器などの県内出土考古資料を中心に、和歌
山及びその周辺の弥生文化をテーマとした特別展を開催する。

9月28日
～12月2日

和歌山県立県立紀伊風土
記の丘

和歌山県立県立紀伊風土記の
丘

http;//www.kiifudoki.wa
kayama-c.ed.jp

・月曜休館（祝日の場合
は翌火曜日）
・高校生以下、６５歳以
上、障害者の方，県内
に在学中の外国人留学
生の方は無料。

和歌山県 和歌山市 ①　③ 土曜講座
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に
届ける講座です。

11月10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
http//www.life.wakaya
ma-u.ac.jp/

和歌山県 和歌山市 ①

日本ボランティア学習学
会inWakayama

くらしが変わるボランティ
ア学習 ～私が変わる・地
域が変わるボランタリー
生活～

本学会はボランティア活動のもつ潜在的な教育力についての国内や
海外での調査研究や情報提供、教育実践プログラムの開発などの
諸活動を進めており、今年度は和歌山大学でシンポジウム・実践研
究の発表・ワークショップ等が開催されます。

11月23, 24日 和歌山大学松下会館 日本ボランティア学習学会
http//www.life.wakaya
ma-u.ac.jp/

和歌山県 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。

未定 和歌山市内 和歌山市教育委員会 無料
shogaigakushu@city.wak
ayama.lg.jp

教育政策課
学校教育課

和歌山県 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いただきます。

11月3日 重要文化財旧中筋家住宅 和歌山市教育委員会 073-435-1194
参加は無料だが観覧料
(一般300円、高校生以
下無料)が必要

和歌山県 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5

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17日 重要文化財旧中筋家住宅 和歌山市教育委員会 073-435-1194
参加は無料。当日は、
関西文化の日のため観
覧料も無料

和歌山県 和歌山市 ① 図書リサイクル 図書館で不用となった図書を、無償で市民に譲ります。 11月3日 和歌山市民図書館 和歌山市民図書館 無料
http://www.lib.city.waka
yama.wakayama.jp/

和歌山県 和歌山市 ③
特別展「ヘンリー杉本とそ
の時代」

戦前にアメリカに渡り、第二次世界大戦中にアメリカの日系人収容所
を描いた画家・ヘンリー杉本の生涯を追う展覧会。

10月20日
～11月25日

和歌山市立博物館
特別展示室

和歌山市立博物館
http://www.wakayama-
city-museum.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
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



第54回「教育・文化週間」関連行事
都道府県 市区町村 類型 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

和歌山県 和歌山市 ①
最新の医療カンファラ
ンス

本学の教員が医学及び保健看護学に関する最新の情報をお
話します。毎月第２木曜日にテーマを変えて開催しています。

11月8日
和歌山県立医科大学図
書館棟３階研修室

和歌山県立医科大学生涯
研修センター

無料

http://www.wakayam
a-
med.ac.jp/shisetsu/lif
e/index.html

和歌山県 和歌山市 ①
観光カリスマ講座(第２
回/全７回中)

各地で活躍する「観光カリスマ」や成功モデルと評価されてい
る観光地のキーパーソンを招聘し、観光カリスマのユニークな
発想やリーダーシップを発揮しての事業の推進、コンセンサス
の形成方法等の実践事例をとおして、和歌山県の観光振興と
地域再生の方向性を探る。

10月25日 フォルテ・ワジマ 国立大学法人和歌山大学 無料

和歌山大学観光学部
サイト
http://www.wakayam
a-u.ac.jp/tourism/

和歌山県 和歌山市 ③ 大学祭「紀葉祭」
毎年恒例の学生が主体となって実施する学園祭です。ライブ
や講演会、ステージ企画、展示、フリーマーケット、模擬店等を
予定しています。

11月3, 4日
和歌山県立医科大学紀
三井寺キャンパス

和歌山県立医科大学大学
祭「紀葉祭」実行委員会

無料
http://www.wakayam
a-med.ac.jp/

和歌山県
和歌山市
ほか各所

③
第３２回近畿高等学校総
合文化祭和歌山大会

近畿（２府８県　和歌山県・三重県・福井県・鳥取県・兵庫県・大阪府・
徳島県・京都府・奈良県・滋賀県）の高校生による芸術・文化活動

11月17～25日 和歌山県各地
第３２回近畿高等学校総合文
化祭実行委員会他

無料 http://kinsoubun.jp/

和歌山県 和歌山市 ①
「早寝早起き朝ごはん」
フォーラム

これまでの地域における取組により得られた成果等をもとに、
子どもの生活リズム定着の重要性を伝えることにより、地域一
丸となった取組を一層促進させるため、各地域においてフォー
ラムを実施し、子どもの基本的な生活習慣の定着を図ります。

11月11日
和歌山県情報交流セン
ター

早寝早起き朝ごはん全国協
議

無料
http://www.hayanehaya
oki.jp/

和歌山県 田辺市 ① 第27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23～27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
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