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和歌山県 有田川町 ③ 有田川町文化協会清水支部文化祭
有田川町文化協会清水支部主催による文化祭。保育園児や、清水地区の小学
校児童の作品展示も有。

11/3～11/4 清水文化センター 有田川町文化協会清水支部 無料
0737-52-2111
社会教育課

和歌山県 海草・有田 ③ 海草・有田文化交流会 海草・有田地方の文化協会による交流会（今年の会場は有田川町） 11月6日 あさぎり 有田川町文化協会

海南市・紀美野町・有
田市・湯浅町・広川
町・有田川町文化協
会の交流会

和歌山県 有田市 ③ 有田市美術展・文化祭 公募作品及び文化協会員の作品展示 11/3・4
文化福祉センター
市民会館

教育委員会
文化協会

無料 0737-82-3221

和歌山県 有田市 ③ 特別展「明治・大正期の箕島」 資料展示 9/29～12/2 郷土資料館 教育委員会 無料 0737-82-3221

和歌山県 有田市 ③ 特別展「明治・大正期の箕島」記念講座
演題：紀州箕島物語
講師：有田市文化協会会長　成川満氏

9月30日 文化福祉センター 教育委員会 無料 0737-82-3221

和歌山県 有田市 ③ 特別展「明治・大正期の箕島」記念講座
演題：材木商の軌跡
講師：有田市文化財保護審議会委員　綛田隆信氏

10月6日 文化福祉センター 教育委員会 無料 0737-82-3221

和歌山県 有田市 ③ 特別展「明治・大正期の箕島」記念講座

演題：瓦のはなし　その１　瓦散策のススメ　-近代瓦の魅力-
講師：近代瓦研究家　松井美香氏
演題：瓦のはなし　その２　和歌山県内の瓦　-文化財修復技術者の視点から-
講師：和歌山県文化財センター　下津健太朗氏

10月27日 文化福祉センター 教育委員会 無料 0737-82-3221

和歌山県 有田市 ③ 有田市文芸大会 俳句・短歌の作品募集・表彰
11-5
(表彰式)

みかん資料館
教育委員会
文化協会

無料 0737-82-3221

和歌山県 有田市 ③ 時さかのぼる歩き旅 有田市内(糸我地区)をウォーキング 11月24日
紀伊宮原駅
スタート・ゴール

有田市・教育委員会
文化協会・観光協会

0737-82-3221

和歌山県 有田市 ① 家庭教育支援講座「親こみゅ」 演題「子どもを伸ばす、ほめ方、しかり方」（仮題）　講師：上野緑子氏 10月25日
子育て世代活動支援センター
Waku Waku

教育委員会 無料 0737-83-1111

和歌山県 有田市 ③ 宮崎公民館まつり 作品展示・芸能発表　等 10/27～10/28 宮崎公民館 宮崎公民館 無料 0737-83-1111

和歌山県 岩出市 ①③ 第13回岩出市文化祭 文化祭（作品展示、芸能発表） 11月3日、4日 岩出市総合体育館　他 岩出市 無料
http://www.iwade-
city.lg.jp

生涯学習課
0736-62-2141

和歌山県 岩出市 ① 第13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（フラメンコ公演） 11月2日 岩出市総合体育館 岩出市 無料
http://www.iwade-
city.lg.jp

生涯学習課
0736-62-2141

和歌山県 岩出市 ① 中学生ビブリオバトル　岩出市大会
１２月に和歌山県立図書館で開催されるビブリオバトル和歌山大会の予選大会
として開催。中学生がおススメの本を紹介し、参加者全員で一番読みたくなった
本を投票により決める。

11月17日 岩出図書館大会議室 岩出図書館 無料

http://www.iwade-
city-
lib.jp/event/2018/po
st-27.html

岩出図書館
（0736-62-7222)

和歌山県 岩出市 ① 高校生ビブリオバトル　岩出市大会
１２月に和歌山県立図書館で開催されるビブリオバトル和歌山大会の予選大会
として開催。高校生がおススメの本を紹介し、参加者全員で一番読みたくなった
本を投票により決める。

11月18日 紀の川市立河北図書館会議室 岩出図書館 無料

http://www.iwade-
city-
lib.jp/event/2018/po
st-27.html

岩出図書館
（0736-62-7222)

第60回「教育・文化週間」関連行事
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和歌山県 岩出市 ③ 秋季企画展「（仮）根来寺をめぐる人々」

高野山上に大伝法院を開山した興教大師覚鑁、現在の根来寺の地に大伝法院
を移した中興の祖で岩出市出身の頼瑜、豊臣秀吉の紀州攻めで破滅的な打撃
を受けた根来寺の復興に尽力した法住など根来寺の高僧たちの生涯と実績を
中心にそれらの高僧たちと関わりをもった鳥羽上皇などもあわせて紹介します。

11月1日～26日 岩出市民俗資料館 岩出市教育委員会 無料
岩出市民俗資料館
0736-63-1499

和歌山県 海南市 ④
講演会
「わかやまの粘菌を知ろう！」

和歌山県で見られる粘菌を紹介します。南方熊楠の研究についても解説しま
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.shizenha
ku.wakayama-
c.ed.jp/

和歌山県立自然博物館
申込必要

和歌山県 海南市 ④ チリメンモンスター　イン和歌山
ちりめんじゃこに混ざる様々な生物を探し観察し、海の生態系について学びま
す。

11月4日 和歌山県立自然博物館 和歌山県立自然博物館
http://www.shizenha
ku.wakayama-
c.ed.jp/

和歌山県立自然博物館 申込必要

和歌山県 かつらぎ町 ③ かつらぎ町文化展
洋画・日本画・書・写真・工芸・手芸・短歌・俳句・生花・樹石部門の作品を展示し
ます。

11月2日～4日 かつらぎ総合文化会館 かつらぎ町文化協会 無料
http://www.town.kat
suragi.wakayama.jp/

かつらぎ町教育委員会
生涯学習課
TEL 0736-22-0303

ＨＰについては、H30
年10月更新予定

和歌山県 かつらぎ町 ① かつらぎ町人権フェスティバル2018愛かつらぎ

町民の生涯学習を推進し、一人ひとりの人権が尊重されるまちづくりを目指して
開催します。人権に関するポスター展示をはじめ、人権擁護委員会・人権啓発
推進委員会・ＮＰＯ法人等の協力をいただき、各コーナーを設置して人権啓発を
実施します。また、式典では、人権ポスターと人権作文の優秀作品の表彰や作
文の朗読、人権講演会を開催します。

11月11日
11:00～15:00

かつらぎ総合文化会館
大ホール及び展示ホール

かつらぎ町・
かつらぎ町教育委員会

無料
http://www.town.kat
suragi.wakayama.jp/

かつらぎ町教育委員会
生涯学習課
TEL 0736-22-0303

ＨＰについては、H30
年9月下旬更新予定

和歌山県 かつらぎ町 ① 図書館事業ビブリオバトル
ビブリオバトル小学生、中学生大会を開催します。発表者によるお気に入りの本
の紹介があり、その本についてのディスカッションの後、会場の方々によりチャ
ンプ本を決定する、書評合戦です。

11月23日
かつらぎ総合文化会館
ＡＶホール

かつらぎ町立図書館 無料
http://www.town.kat
suragi.wakayama.jp/

かつらぎ町立図書館
TEL 0736-22-0303

ＨＰ更新済

和歌山県 かつらぎ町 ③ シビック寄席 落語会を開催します。 11月10日 かつらぎ総合文化会館 かつらぎ総合文化会館 無料
http://www.town.kat
suragi.wakayama.jp/

かつらぎ町教育委員会
生涯学習課
TEL 0736-22-0303

ＨＰについては、H30
年9月更新予定

和歌山県 かつらぎ町 ①、② 子供・若者育成支援県民大会

「みんなで育てよう！和歌山の子供・若者」～つなげよう次世代へ育成の力を～
をテーマに地域の中で子供・若者が後輩を育てる世代循環型の育成のしくみづ
くりについて考える場を持ち、併せて青少年の健全育成に功績のあった個人及
び団体の表彰やアトラクションなどを行う。

10月20日 かつらぎ総合文化会館 和歌山県 無料
青少年・男女共同参画課
073-441-2502

和歌山県 上富田町 ①，③ かみとんだ健康福祉と文化のまつり

生涯学習を基盤とした「明るく豊かなまちづくり」を目的に、文化・健康・福祉を
テーマとした事業を実施。①前夜祭（各種文化団体発表会）、②音楽祭（小中高
校生、音楽団体による発表会）、③文化展（各種作品展示）、④健康コーナー
ほか

11月4日 上富田文化会館ほか 同実行委員会 無料 0739-47-5930

和歌山県 上富田町 ①，③ 上富田町民俳句大会

当町においても伝統のある俳句に親しんでもらうため、町内小中学生、一般住
民を対象にした俳句大会を開催。当日は事前に審査を行った小中学生の表彰
式及び一般参加者による俳句大会を実施
※平成２９年度は世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」への町内史跡追加登録
一周年を記念して、熊野古道をテーマにした俳句大会を予定。

11月中旬 上富田文化会館 上富田町中央公民館 0739-47-5930

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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 ③ 和歌山県美術展覧会　上富田展
県内で入賞されたすぐれた作品を広く紹介することで、地域住民のさらなる創作
意欲の喚起、芸術文化の振興を図るために県展（県主催事業）の地方展を開
催。

11月14日～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 上富田町 ③
世界遺産追加登録記念
「能楽コンサート」

熊野古道に関連する町内史跡の世界遺産追加登録２周年を記念して、八上王
子跡を舞台に伝統芸能にふれ、文化財保全の大切さを伝える「能」を実施

11月18日
八上王子跡（西牟婁郡上富田
町岡）

上富田町教育委員会 0739-47-5930

和歌山県 紀の川市 ③ 紀の川市文化祭 紀の川市文化協会加盟サークルの活動発表等

１０月２７日、２８日
（粉河、桃山、貴志
川）
１１月３日、４日
（打田、那賀）

打田：打田生涯学習センター及
び紀の川市役所本庁南別館
ホール田園
粉河：粉河ふるさとセンター
那賀：那賀総合センター
桃山：総合センター桃山会館
貴志川：貴志川生涯学習セン
ター

文化協会 無料

打田：打田生涯学習セン
ター(0736-77-3140)
粉河：粉河ふるさとセンター
(0736-73-3312)
那賀：那賀総合センター
(0736-75-2221)
桃山：総合センター桃山会
館(0736-66-2288)
貴志川：貴志川生涯学習セ
ンター(0736-64-2273)

　

和歌山県 紀美野町 ③ 紀美野町文化祭
「学び続けて、豊かに生きる」をテーマとし、町民の豊かな文化性を磨き、教養を
高めるため、また、地域における文化活動への関心を高めるため、年に一度開
催しています。

11月3日～5日
紀美野町中央公民館・
紀美野町文化センター

紀美野町 無料 073-489-5915

和歌山県 串本町 ① 第１５回串本町民大運動会
リレー、玉入れ等の地区対抗団体競技や老若男女が気軽に参加できるレクリ
エーション競技による大運動会を開催し町民の親睦を図る。

10/27（予定）
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
教育課
社会教育グループ
0735-62-0006

雨天延期もしくは中
止

和歌山県 串本町 ① 第１５回串本町民総合展
町民の学習・鑑賞・創造活動を計画的・効果的に推進し、地域の暮らしに根づい
た文化の創造発展に寄与する。

11月8日～10日
（予定）

串本町立体育館 串本町教育委員会 無料
教育課
社会教育グループ
0735-62-0006

和歌山県 串本町 ①、③ 第１５回ふれあいいきいきまつり

子どもからお年寄り、障がい者から健常者までが一堂に会し、お互いにふれあ
う中で思いやりの心を育て生涯学習の必要性を深めるとともに、それぞれの職
場や地域でともに学び、育ちあう、豊かで明るい文化と福祉のまちづくりに寄与
する。

2019/11/17(予定）
串本町文化センター・
串本町体育館

串本町・
串本町教育委員会・
串本町社会福祉協議会

無料
教育課
社会教育グループ
0735-62-0006

和歌山県 九度山町 ③ 九度山町文化祭 中央公民館を会場に、「作品展示」や「演技発表」を行う。
11月2日・
11月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
（電話：0736-54-2019）

和歌山県 高野町 ③ 高野町民文化祭 文化表彰式・町民作品展・町民発表会・読み聞かせ会 １１月3日～5日
高野町中央公民館・
町民体育館

高野町文化協会 無料
高野町中央公民館
0736-56-2076

和歌山県 古座川町
①，③，
④

北海道大学・和歌山研究林「和歌山研究林の歴
史的建造物と照葉樹天然林」

北海道大学和歌山研究林の本館は国の登録有形文化財に指定されておりま
す。また、和歌山研究林の森林は全域が県立自然公園に指定されております。
これら和歌山研究林の文化財と自然について解説します。

10月27日 北海道大学和歌山研究林 北海道大学和歌山研究林
北海道大学
和歌山研究林
0735-77-0321

要事前申込
当日は記念品の進呈
あり

和歌山県 御坊市 ① ビブリオバトル
ビブリオバトル和歌山大会の第１回御坊市予選を実施します。
優勝者は和歌山大会へ参加していただきます。

11月18日 御坊市中央公民館 御坊市立図書館 無料
御坊市立図書館
0738-22-0441
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和歌山県 御坊市 ② 本をよんで絵をかこう展 市内幼稚園児が本を読んで描いた感想画を展示します。
１０月24日～
１１月26日

御坊市立図書館 御坊市立図書館 無料
御坊市立図書館
0738-22-0441

和歌山県 御坊市 ① 平成30年度御坊市人権講演会

一人ひとりが互いに人権を尊重し合い、「自助」「共助」「公助」の考えのもと、住
み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくりを実現するため、人権講演会を開
催し、家庭や地域社会における人権教育・啓発を総合的に推進します。
講師：蓬莱大介（気象予報士・防災士）
テーマ：自然災害が多い日本～家族を守るためのお天気教室～

11月10日 御坊市民文化会館大ホール
御坊市・
御坊市人権啓発推進協議会

無料
http://www.city.gob
o.wakayama.jp/

御坊市社会福祉課人権・
男女共同参画推進室
0738-23-5508

定員900名
手話通訳あり
無料一時保育あり

和歌山県 御坊市 ③ 御坊市美術展覧会
第1期　洋画、写真、陶芸の展示　11月1～4日
第2期　書、日本画の展示　11月8日～11日

11月1日　～11日 御坊市中央公民館 御坊市 無料
御坊市中央公民館
0738-22-0424

和歌山県 白浜町 ①、③ 第３回みんな集まれ！しら・はぐフェスティバル

すべての町民にご参加をいただき、生涯学習の必要性を深め、それぞれの地域
や職場で「ともに知る」「ともに育む」「ともに支えあう」心を共有できる文化と福祉
のイベントを開催します。
主な行事……地元児童の絵画展、サークル発表会、福祉展、出店など

10月27日～28日
白浜会館、
白浜総合体育館
及びその周辺

しら・はぐフェスティバル
実行委員会

無料
http://www.town.shi
rahama.wakayama.jp

白浜町中央公民館
(実行委員会事務局)
0739-42-2269
kominkan@town.shirahama.l
g.jp

和歌山県 白浜町 ② 第２３回白浜音楽祭
白浜町内の小中学校全１３校が参加。合奏や合唱以外にも太鼓や吹奏楽の演
奏もあり、それぞれが日頃の成果を披露する。

10月31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

和歌山県 白浜町 ① 第18回わぁいわぁい子どもまつり
中学生サポーターのお兄さんやお姉さんが企画した、子ども達の大好きな遊び
体験ブースや模擬店などを出店し、親子のふれあい、参加者の交流の場となる
よう実施します。参加者は約1,500人規模。

11月3日 町立児童館
わぁいわぁい子どもまつり
実行委員会

無料
白浜町立児童館
電話0739(45)2117

和歌山県 白浜町 ①
平成３０年度
人権を大切にする地域づくり講演会

「全ての町民が享受する基本的人権の確立と町民一人ひとりが自分や他人の
人権を大切にし、生涯にわたって人間らしく充実した生き方の出来る豊かな社
会の実現に向けて寄与する」という目的に則り、広く町民に人権を正しく理解・認
識し学習することの大切さを啓発するものである。

11月8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
http://www.town.shi
rahama.wakayama.jp

白浜町教育委員会
電話0739(43)5830

和歌山県 田辺市 ① 第49回田辺俳句大会
公募句の表彰
当日句会

10月28日 田辺市民総合センター
田辺市俳句連盟
中央公民館

生涯学習課公民館係
℡0739-26-4925

和歌山県 田辺市 ③
第51回月例展
熊楠とゆかりの人びと第34回
「宮武省三」

南方熊楠にゆかりのある人物をテーマに展示を行ないます。今回は、民俗学に
関心が深く『習俗雑記』などの著作を残す「宮武省三」を取り上げ、熊楠との交流
等を最新の調査に基づいてご紹介します。

10月6日
～11月4日

南方熊楠顕彰館 南方熊楠顕彰館 無料
http://www.minakat
a.org

南方熊楠顕彰館
0739-26-9909

和歌山県 田辺市 ① 田辺市生涯学習フェスティバル特別公開

田辺市生涯学習フェスティバルの一環として、下記イベントを行います。
・南方熊楠邸入場無料（全員）
・収蔵庫特別入室体験（先着30名様）
・オリジナルグッズプレゼント（先着30名様）

11月18日 南方熊楠顕彰館 南方熊楠顕彰館 無料
http://www.minakat
a.org

南方熊楠顕彰館
0739-26-9909

和歌山県 田辺市 ① 中辺路文化祭
中辺路町内の小中学生・保育園児・公民館サークルの作品展示、公民館サーク
ルのステージ発表及び体験コーナーなどを行う予定。

11月17日～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
田辺市教育委員会
中辺路教育事務所
℡0739-64-0504

和歌山県 田辺市 ① 第37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

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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 ① 田辺市生涯学習フェスティバル
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17日～18日 田辺市民総合センター　他 田辺市、田辺市教育委員会 無料
http://www.city.tana
be.lg.jp/shougai/inde
x.html

生涯学習課
℡0739-26-4908

和歌山県 那智勝浦町 ③ 第11回町民舞踊祭
那智勝浦町文化協会に所属する団体が中心となり、日頃の練習の成果を発表
しながら、様々な舞踊を通じて町民の皆様とふれあいを深めていきます。

11月18日 那智勝浦町体育文化会館
町民舞踊祭実行委員会、
那智勝浦町文化協会

無料
那智勝浦町文化協会
事務局
0735－52－4686

和歌山県 西牟婁郡 ①，④
白浜海象観測所・潮岬風力実験所（合同開催）
温度計測機器の紹介とデモンストレーション／
大気観測の実体験【京大ウィークス2018】

現地観測で使用する「温度計測（気温、水温）」について、温度を計測するメカニ
ズムの紹介、説明を行います。複数の計測機器を用いた温度計測のデモ、温度
計測モジュールを使った計測体験を予定しています。

10月27日 白浜海象観測所 京都大学防災研究所 無料

白浜海象観測所
http://rcfcd.dpri.kyo
to-
u.ac.jp/frs/shiraham
a/index.html

防災研究所
白浜海象観測所
 shirahama＊
uh31.dpri.kyoto-u.ac.jp （＊
を@に変えてください）

和歌山県 西牟婁郡 ①，④
白浜海象観測所・潮岬風力実験所（合同開催）
温度計測機器の紹介とデモンストレーション／
大気観測の実体験【京大ウィークス2018】

今年度は白浜海象観測所での白浜・潮岬合同開催です。潮岬風力実験所で観
測している気象測器のデモンストレーションを行います。また、風力発電実験
キットを作成して、身近な風計測を体験します。

10月27日 白浜海象観測所 京都大学防災研究所 無料

潮岬風力実験所
http://rcfcd.dpri.kyo
to-
u.ac.jp/frs/swel/SW
EL.htm

swel@uh31.dpri.kyoto-
u.ac.jp

和歌山県 橋本市 ① すこやか橋本　まなびの日
生涯にわたって心豊かに過していくために地域の中で世代を越えて学び、心身
ともに健康な人づくり、温かいふれあいの地域づくりを行う。

11月25日 和歌山県立橋本体育館
橋本市・
橋本市教育委員会

無料
0736-33-3704
（生涯学習課直通）

和歌山県 橋本市 ① 橋本市民総合文化祭
市展・文芸展・福祉施設作品展の他、各種展示や俳句大会、短歌大会、囲碁大
会などのイベントを開催。

11/2～11/4 橋本市教育文化会館　他
橋本市民総合文化祭
実行委員会

0736-33-3704
（生涯学習課直通）

料金について、一部
有料の場合あり。

和歌山県 橋本市 ① 第28回図書館講座
年齢、性別問わず多くの方にいろいろな情報を提供するために様々なジャンル
の講師をお招きして講座を開催しています。

11月24日 橋本市教育文化会館
橋本市・
橋本市教育委員会

無料
0736-33-0899
（橋本市図書館）

和歌山県 橋本市 ① 読書週間よみきかせ会 ボランティアによる絵本などの読み聞かせと簡単な工作
11月
毎週土曜日

橋本市図書館
橋本市・
橋本市教育委員会

無料
0736-33-0899
（橋本市図書館）

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体験教室、舞踊、コ－ラス、カラオケ
等の発表

11月3日～4日
農村環境改善センタ－
及び川辺西小学校体育館

川辺文化祭実行委員会 無料 川辺公民館

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体験教室、舞踊、コ－ラス、カラオケ
等の発表

11月3日 日高川交流センタ－
中津文化芸能祭
実行委員会

無料 中津公民館

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体験教室、舞踊、コ－ラス、カラオケ
等の発表

11月11日 美山スポ－ツセンタ－
日高川町文化協会
美山分会

無料 美山公民館

和歌山県 日高川町 ① 人権教育講演会 人権と自由の尊さなどをテ－マにした講演会 11月24日 日高川交流センタ－ 日高川町人権推進会 無料 教育委員会 教育課

和歌山県 広川町 ③ 広川町ふるさとまつり
広川町において実施されている豊かな心を養うための文化活動の成果を発表
し、今後の活力を養う場として「文化展」「生け花展」等が開催されます。

11月3日～4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
(0737-23-7795)

和歌山県 広川町 ③ 重要文化財濱口家住宅特別公開 重要文化財濱口家住宅を一般向けに特別公開します。 11月10日～11日 重要文化財濱口家住宅 東濱植林株式会社
東濱植林株式会社
HP:http://www.tohin
-shokurin.com/

東濱植林株式会社
（0737－63－2211）

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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 広川町 ③ 津浪祭 史跡広村堤防に土盛りを行い、津波被害者を追悼する祭礼を行います。 11月5日
広川町広波止場
感恩碑前、広村堤防

広川町総務課 無料
広川町役場HP：
http://www.town.hir
ogawa.wakayama.jp/

広川町総務課
（0737－23－7732）

和歌山県 広川町 ③ 稲むらの火祭り
安政の津波の際、稲むらに火を放ち、避難させ村人を救った濱口梧陵翁の功績
を称え、防災意識を高めるために、「稲むらの火広場」から津波の際の避難場所
となった広八幡神社まで松明行列を行います。

10月28日
広川町役場庁舎周辺～
広八幡神社

広川町産業建設課 無料
広川町役場HP：
http://www.town.hir
ogawa.wakayama.jp/

広川町産業建設課
（0737－23－7764）

和歌山県 広川町 ③ 日本遺産認定記念シンポジウム
文化庁が認定する日本遺産に広川町の「『百世の安堵』～津波と復興の記憶が
生きる広川の防災遺産～」が認定されたことを受け、広川町日本遺産認定記念
シンポジウムを開催します。

10月21日 広川町民体育館
広川町
日本遺産推進協議会

無料
広川町役場HP：
http://www.town.hir
ogawa.wakayama.jp/

広川町企画政策課
（0737－23－7731）

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日～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 平成30年度美浜町人権教育講演会 人権に関する講演会を開催。 11月10日 町地域福祉センター 美浜町教育委員会 無料
美浜町中央公民館
0738-22-7309

和歌山県 美浜町 ③ 美浜町文化展 美浜町文化協会による展示会 11月17日～18日 美浜町体育センター 美浜町文化協会 無料
美浜町中央公民館
0738-22-7309

和歌山県 美浜町 ③ 美浜町文化協会発足50周年記念式典 美浜町文化協会発足50周年記念式典 11月17日 松洋中学校体育館 美浜町文化協会 無料
美浜町中央公民館
0738-22-7310

和歌山県 美浜町 ③ 美浜町文化協会発足50周年記念芸能部発表会 美浜町文化協会芸能部による発表会 11月17日 松洋中学校体育館 美浜町文化協会 無料
美浜町中央公民館
0738-22-7311

和歌山県 湯浅町 ①③ 第15回紀州湯浅のギョギョっとお魚まつり

湯浅町は良好な漁場である湯浅湾に恵まれ、古くから美味しいアジ・サバが水
揚げされてきました。その食文化を伝えるこのまつりでは、町内保育所・幼稚園
の年長クラスによるお魚をテーマにした絵画展を開催したり、グルメフェアで新
鮮な魚を使った料理をその場で味わうことができます。その他にも特産物販売、
露天コーナー、フリーマーケット、ステージイベントなどが開催されます。

10月28日 湯浅漁業協同組合周辺 湯浅町 無料
http://www.town.yu
asa.wakayama.jp/

湯浅町地方創生ブランド
戦略推進課
0737-63-2525

和歌山県 湯浅町 ①②③ 湯浅愛・あいまつり
町民・学生の文化作品展示・演芸披露・人権学習講演会・健康相談などを開催
します。

11月3日～4日 湯浅町総合センター 湯浅愛あいまつり実行委員会 無料
http://www.town.yu
asa.wakayama.jp/

湯浅町人権推進課
0737-64-1126

和歌山県 由良町 ③ 由良町文化表彰式 長年、地域の文化に尽力されてきた方や団体を選定し、表彰する。 11月3日 由良町役場 由良町教育委員会 無料 0738-65-1800

和歌山県 和歌山市 ①③
特別展
「西行－紀州に生まれ、紀州をめぐる－」

西行法師生誕９００年記念。紀州が生んだ歌人西行にまつわる文化財をその足
跡とともに紹介する。

10/13～11/25 和歌山県立博物館 和歌山県立博物館
http://www.hakubut
u.wakayama-c.ed.jp/

073-436-8670

入館料：一般1000円
(800円)・大学生800
円(600円)
※(    )は20人以上の
団体料金

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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和歌山県 和歌山市 ①③ 連続講座「西行　再発見！」
連続講座①「西行和歌の魅力」
山口眞琴 氏（兵庫教育大学）

10月20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.hakubut
u.wakayama-c.ed.jp/

073-436-8670

和歌山県 和歌山市 ①③ 連続講座「西行　再発見！」
連続講座②「西行伝承のおもしろさ」
松本孝三 氏（西行学会委員）

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.hakubut
u.wakayama-c.ed.jp/

073-436-8670

和歌山県 和歌山市 ①③ 連続講座「西行　再発見！」
連続講座③「『選集抄』の中の紀州譚」
礪波美和子 氏（大和大学）

11月10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.hakubut
u.wakayama-c.ed.jp/

073-436-8670

和歌山県 和歌山市 ①③ 連続講座「西行　再発見！」
連続講座④「西行物語絵巻の世界を読む」
阿部泰郎 氏（名古屋大学）他３名

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.hakubut
u.wakayama-c.ed.jp/

073-436-8670

和歌山県 和歌山市 ①③ 西行学会大会
特別展「西行－紀州に生まれ、紀州をめぐる－」の内容に関する講演会・座談講
演

10月27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.hakubut
u.wakayama-c.ed.jp/

073-436-8670

和歌山県 和歌山市 ①③ 西行学会大会
特別展「西行－紀州に生まれ、紀州をめぐる－」の内容に関する研究発表・シン
ポジウム

10月28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.hakubut
u.wakayama-c.ed.jp/

073-436-8670

和歌山県 和歌山市 ①③ 関西文化の日 入館料無料 11/17～11/18 和歌山県立博物館 和歌山県立博物館 無料
http://www.hakubut
u.wakayama-c.ed.jp/

073-436-8670

関西文化の日（主催：
関西広域連合・関西
元気文化圏推進協議
会）

和歌山県 和歌山市 ① 図書館バックヤード　一般の部 図書館書庫の見学及び司書体験 10月28日 和歌山県立図書館 和歌山県立図書館 無料

https://www.lib.waka
yama-
c.ed.jp/honkan/inde
x.html

和歌山県立図書館
サービス課
TEL073-436-9520

和歌山県 和歌山市 ③ 古典に親しもう！ 古典に関する児童書の展示、貸出
10月25日
～11月21日

和歌山県立図書館 和歌山県立図書館 無料

https://www.lib.waka
yama-
c.ed.jp/honkan/inde
x.html

和歌山県立図書館
サービス課
TEL073-436-9520

和歌山県 和歌山市 ③ エントランスコンサート クラシックコンサートの実施 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.waka
yama-
c.ed.jp/bunjyo/index.
html

和歌山県立図書館
文化情報センター
TEL073-436-9530

和歌山県 和歌山市 ① マナビィスト企画ゼミ 和歌山大学と連携し、学習の成果を生かす方策について考える企画ゼミの実施 11月9日 和歌山県立図書館 和歌山県立図書館 無料

https://www.lib.waka
yama-
c.ed.jp/bunjyo/index.
html

和歌山県立図書館
文化情報センター
TEL073-436-9531

和歌山県 和歌山市 ①，③ オータム遊ing 生涯学習の体験・交流発表の場の提供 11月15日～17日 和歌山県立図書館 和歌山県立図書館 無料

https://www.lib.waka
yama-
c.ed.jp/bunjyo/index.
html

和歌山県立図書館
文化情報センター
TEL073-436-9532

和歌山県 和歌山市 ③
秋期特別展
「黒潮の海に糧をもとめて－古墳時代の海の民
とその社会－」

漁撈や製塩を行っていた海の民の姿を、古墳時代を中心とした海の生産用具と
関連遺物から紹介します。

9月29日
～12月2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.kiifudoki.
wakayama-c.ed.jp/

和歌山県立
紀伊風土記の丘
（073-471-6123）

和歌山県 和歌山市 ③
秋期特別展 特別展講座1
「紀伊の海人と古代豪族」

秋期特別展にちなんだ講座を開催。タイトルは「紀伊の海人と古代豪族」、西庄
遺跡を中心に周辺の海浜集落についてお話しする。講師は、紀伊風土記の丘・
冨加見泰彦氏。

10月20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.kiifudoki.
wakayama-c.ed.jp/

和歌山県立
紀伊風土記の丘
（073-471-6123）

和歌山県 和歌山市 ③
秋期特別展 特別展講座2
「尾張・三河の土器製塩」

秋期特別展にちなんだ講座を開催。タイトルは「尾張・三河の土器製塩」、松崎
遺跡を中心に周辺の海浜集落についてお話しする。講師は、東海市立平洲記
念館・郷土資料館 館長 立松彰氏。

10月27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.kiifudoki.
wakayama-c.ed.jp/

和歌山県立
紀伊風土記の丘
（073-471-6123）

・月曜日休館
（祝休日の場合翌平
日）
・特別入館料：一般
350円
　大学生210円（高校
生以下・65歳以上・障
害者手帳をお持ちの
方・県内在学の留学
生無料《証明書の提
示必要》）

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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 和歌山市 ③
秋期特別展 特別展講座3「三浦半島の洞穴遺
跡－洞穴内埋葬から見る古墳時代－」

秋期特別展にちなんだ講座を開催。タイトルは「三浦半島の洞穴遺跡－洞穴内
埋葬から見る古墳時代－」、古墳時代を中心とした三浦半島の洞穴遺跡につい
てお話しする。講師は、三浦市赤坂遺跡調査団 団長 中村勉氏

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.kiifudoki.
wakayama-c.ed.jp/

和歌山県立
紀伊風土記の丘
（073-471-6123）

和歌山県 和歌山市 ③
秋期特別展 特別展講座4
「房総半島の海人の首長墓」

秋期特別展にちなんだ講座を開催。タイトルは「房総半島の海人の首長墓」、古
墳時代を中心とした房総半島の洞穴遺跡についてお話しする。講師は、千葉県
立房総のむら 主任上席研究員 白井久美子氏。

11月10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.kiifudoki.
wakayama-c.ed.jp/

和歌山県立
紀伊風土記の丘
（073-471-6123）

和歌山県 和歌山市 ③ 第9回　風土記まつり
競技会・展示解説・県内外博物館施設のワークショップ・古墳や自然観察ガイド
などを実施し、広く県民に紀伊風土記の丘を楽しんでもらう。

11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.kiifudoki.
wakayama-c.ed.jp/

和歌山県立
紀伊風土記の丘
（073-471-6123）

和歌山県 和歌山市 ③ おしゃべり考古学④
ＯＢ職員等にこれまでの体験を踏まえながら、考古学についての魅力を語って
もらい、気軽に聞く講座

11月16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.kiifudoki.
wakayama-c.ed.jp/

和歌山県立
紀伊風土記の丘
（073-471-6123）

和歌山県 和歌山市 ③ 館長講座3「須恵器の話あれこれ」
長年にわたり須恵器の研究を行ってきた中村館長が、「須恵器とは何か？」をわ
かりやすく解説する。第3回のテーマは「須恵器研究の方法　－型式編年とはな
にか－」。

11月17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.kiifudoki.
wakayama-c.ed.jp/

和歌山県立
紀伊風土記の丘
（073-471-6123）

和歌山県 和歌山市 ③ 秋期特別展 ワークショップ「古代の塩づくり」
秋期特別展「黒潮の海に糧をもとめて－古墳時代の海の民とその社会－」にち
なんだワークショップを開催。古墳時代に行われていた方法で製塩（塩作り）す
る。

11月18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.kiifudoki.
wakayama-c.ed.jp/

和歌山県立
紀伊風土記の丘
（073-471-6123）

和歌山県 和歌山市 ③
コレクション展2018-秋冬
和歌山ゆかりの作家たち

所蔵作品への理解を深められるよう、テーマを設けながら和歌山ゆかりの作家
を中心に近現代美術の秀作を展示。

10月30日
～12月24日

和歌山県立近代美術館 和歌山県立近代美術館
http://www.momaw.j
p

和歌山県立近代美術館
TEL:073-436-8690

和歌山県 和歌山市 ③
特別展
「創立100周年記念国画創作協会の全貌展」

和歌山出身の野長瀬晩花、小野竹喬、土田麦僊、村上華岳、榊原紫峰の5人に
よって設立された国画創作協会は、今年創立100年を迎える。同協会の展覧会
出品作である約100点の日本画を中心に、その全貌を紹介する。

11月3日
～12月16日

和歌山県立近代美術館 和歌山県立近代美術館
http://www.momaw.j
p

和歌山県立近代美術館
TEL:073-436-8690

和歌山県 和歌山市 ①、③ 図書リサイクル
第10回和歌山市教育・学びあいの日の事業として、図書リサイクルを開催しま
す。当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
3階ホール

和歌山市民図書館 無料
http://www.lib.city.w
akayama.wakayama.j
p/

和歌山市民図書館
073－432-0010

和歌山市内在住・通
勤・通学の方対象。
13:30～15:30は事前
に申込みして入場券
のある方(先着350
名）。
15:30～16:30は対象
の方は当日入場可。

和歌山県 和歌山市 ①、③ 小澤俊夫氏講演会
第10回和歌山市教育・学びあいの日の事業として、口承文芸学者小澤俊夫氏
を講師に迎え「昔ばなしが語る子どもの成長」と題して講演会を実施します。第２
部では、むかしばなし・わらべうたも開催します。

11月15日
和歌山市民図書館
3階ホール

和歌山市、昔ばなし語りの会 無料
http://www.lib.city.w
akayama.wakayama.j
p/

和歌山市民図書館
073－432-0010

定員80名。申し込み
は10月18日10時か
ら。

和歌山県 和歌山市 ④
実験で発見！教室　熱
「光はものをあたためる！？」

自然事象を体験することにより、自然科学への興味・関心を高め、科学的な見
方や考え方を養うことを目的とした教室です。こたつや電気ストーブなどは赤く
光っていますが、赤い光がものを温めているのでしょうか。実際に試しながら熱
の秘密にせまっていきます。

11月3日 和歌山市立こども科学館 和歌山市立こども科学館
http://www.kodomo
123.jp/

073-432-0002

・月曜日休館
（祝休日の場合翌平
日）
・特別入館料：一般
350円
　大学生210円（高校
生以下・65歳以上・障
害者手帳をお持ちの
方・県内在学の留学
生無料《証明書の提
示必要》）

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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 和歌山市 ④
ミニサイエンス
キュービックパズルを作ろう

小学生までの子供を対象に、１５分程度の簡単な実験や工作、解説等を行い、
科学に対する興味や関心をもったり、高めたりします。今回は、キュービックパズ
ルを作ります。

11月4日 和歌山市立こども科学館 和歌山市立こども科学館
http://www.kodomo
123.jp/

073-432-0002

和歌山県 和歌山市 ①,③ 旧中筋家住宅　茶室へのお誘い
旧中筋家住宅は、江戸時代後期に建築された大庄屋の屋敷で、国の重要文化
財に指定されています。今回は、主屋の北側にある茶室で、表千家和歌山県青
年部の方々のご協力により、お茶会を開催します。

11月3日
旧中筋家住宅
（和歌山市禰宜148）

和歌山市
一般100円、高
校生以下無料

http://wakayamacity
-
bunkazai.jp/nakasuji
ke/

和歌山市文化振興課
073-435-1194

和歌山県 和歌山市 ① ホール展示
幕末から明治にかけて活躍した和歌山出身の政治家・津田出（つだ いずる）に
関する資料を展示。

11月6日～25日 和歌山市立博物館 和歌山市立博物館 無料
http://www.wakaya
ma-city-
museum.jp/top.html

和歌山市立博物館
℡073‐423‐0003

和歌山 和歌山市 ①

学校における消費者教育～SDGsを目指して～
第1回　講演『新しい時代の消費者教育につい
て～消費者教育推進法、「18歳成人」民法改
正、新教科「公共」、「SDGs」』

消費者教育推進法の施行に伴い、消費者教育について自治体・事業者・学校
における役割を理解するために３回のシリーズで市民と共に消費者教育につい
て考える。

10月27日
和歌山県立図書館
２階　講義・研修室

放送大学・
和歌山県・
和歌山県立図書館

無料
https://www.sc.ouj.a
c.jp/center/wakaya
ma/

放送大学
和歌山学習センター
073-431-0360

和歌山 和歌山市 ①
学校における消費者教育～SDGsを目指して～
第2回　ワークショップ「消費生活と私たちの暮ら
し」

消費者教育推進法の施行に伴い、消費者教育について自治体・事業者・学校
における役割を理解するために３回のシリーズで市民と共に消費者教育につい
て考える。

11月17日
和歌山県立図書館
２階　講義・研修室

放送大学・
和歌山県・
和歌山県立図書館

無料
https://www.sc.ouj.a
c.jp/center/wakaya
ma/

放送大学
和歌山学習センター
073-431-0360

和歌山県 和歌山市 ①,③
ワークショップ：
葛城修験の道を歩く―加太・友ヶ島

紀伊半島における霊場信仰の一形態としての葛城修験を紹介する展覧会「葛
城修験二十八宿―友ヶ島・加太・中津川の儀礼と信仰―」を2019年1月10日
（木）〜3月8日（金）の日程で開催しますが、そのプレイベントとして、秋の加太・
友ヶ島の修験の道をトレッキングしながら体験するワークショップを開催します
（昼食費・汽船乗船券実費）。

11月3日
和歌山市加太・友ヶ島
（加太・あたらし屋前に集合）

国立大学法人和歌山大学地
域活性化総合センター紀州経
済史文化史研究所

無料

和歌山大学紀州経
済史文化史研究所
サイト
http://www.wakaya
ma-
u.ac.jp/kisyuken/

紀州経済史
文化史研究所事務室
TEL：073-457-7891
FAX：073-457-7890

友ヶ島への交通手段
は、汽船のみです。
天候不良により汽船
が欠航となる場合、
ワークショップは中止
します。

和歌山県 和歌山市 ④ 第2回和高専フェア
KOSEN4.0イニシアティブ事業の一環として、和歌山県北部地域や大阪府南部
地域を中心に、小・中学生から大人までを対象に体験型の公開講座や学生との
座談会を通じて本校の魅力を知っていただくイベントです。

11月17日 和歌山県立　わかやま館 和歌山工業高等専門学校 無料
https://www.wakaya
ma-nct.ac.jp

総務課総務・企画係

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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


