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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月2日～3日 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 有田市 ①② 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仕組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

10月26日 有田市民会館 和歌山県 無料
青少年・男女共同参画課
073-441-2500

和歌山県 有田市 ① 家庭教育支援講座「親こみゅ」
演題「ハッピー子育て心理学　～子どものものやる気アップ大作戦～」　講師：山下　真理子
氏

10月17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 保田祭 保田小学校、保田中学校、保田公民館が共同で行う作品展示会と音楽会 11/15～16
保田小学校
保田中学校

保田小学校、保田中学校
保田公民館

無料 0737-83-1111

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 岩出市 ① 第14回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 11月1日 岩出市民総合体育館 岩出市 無料
岩出市教育委員会生涯学習課
62-2141

和歌山県 岩出市 ①③ 第14回岩出市文化祭 文化祭（作品展示、芸能発表） 11月2日、3日 岩出市民総合体育館 岩出市 無料
http://www.iwade-
city.lg.jp

岩出市教育委員会生涯学習課
62-2141

和歌山県 岩出市 ② 岩出市学び月間に係る学校開放
岩出市の教育の充実と地域との連携を更に深めることをねらいとし、児童生徒の学習活動等
を保護者・地域に広く公開します。今年度は、小学校・中学校の授業公開及び小中学生・保
護者・地域住民を参加対象とする文化祭・学園祭・出前講座・芸術鑑賞等を実施します。

１１月において、各
校１週間～１月

岩出市内小中学校
岩出市内小中学校及び
岩出市教育委員会

無料
岩出市教委育委員会教育総務課
0736-62-2141

和歌山県 海南市 ④ ドングリひろいと工作教室 ドングリ拾いや工作を通して、果実や種子の持つ様々な形を学びます。 10月27日 和歌山県立自然博物館 和歌山県立自然博物館
https://www.shizenha
ku.wakayama-
c.ed.jp/index.html

073-483-1777
申込必要
要入館料

和歌山県 海南市 ④
講演会「干潟に暮らす魚の生きざま～海と陸
の狭間で～」

潮の満ち引きによって環境が大きく変化する干潟で、魚類はどのようにして暮らしているの
か、特にハゼ類に注目して、その生き様を紹介します。

11月3日 和歌山県立自然博物館 和歌山県立自然博物館
https://www.shizenha
ku.wakayama-
c.ed.jp/index.html

073-483-1777
申込必要
要入館料

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10日 和歌山県立自然博物館 和歌山県立自然博物館
https://www.shizenha
ku.wakayama-
c.ed.jp/index.html

073-483-1777
申込必要
要入館料＋材料費100円

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・盤景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
【かつらぎ町ＨＰ】
http://www.town.katsu
ragi.wakayama.jp/

かつらぎ町教育委員会生涯学習課
0736-22-0303

HPについては、R1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2019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24日
11:00～15:30

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
【かつらぎ町ＨＰ】
http://www.town.katsu
ragi.wakayama.jp/

かつらぎ町教育委員会生涯学習課
0736-22-0304

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。

10月22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
【かつらぎ町ＨＰ】
http://www.town.katsu
ragi.wakayama.jp/

かつらぎ町教育委員会生涯学習課
0736-22-0305

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。 10月26日 かつらぎ総合文化会館 かつらぎ総合文化会館 無料
【かつらぎ町ＨＰ】
http://www.town.katsu
ragi.wakayama.jp/

かつらぎ町教育委員会生涯学習課
0736-22-0306

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26日、27日
（桃山、貴志川）
11月2日、3日
（粉河、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開催。

11月2～4日
紀美野町中央公民館・紀美
野町文化センター

紀美野町
紀美野町文化祭実行委員会

無料
紀美野町教育課
073-489-5915

和歌山県 紀美野町 ① ビブリオバトル
出場者がお気に入りの本について熱く語り、会場のオーディエンスによる投票で優勝を決め
る書評バトル。

11月7日 紀美野町立野上中学校 ボランティアほんの森 無料 090-8937-1402

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月27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
教育課社会教育グループ
0735-62-0006

雨天の場合、11月3日に延期

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 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 ①③ 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。

11月17日
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・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 九度山町 ③ 絵本作家　長野ヒデ子原画展・記念講演会
くどやま森の童話館で、絵本作家　長野ヒデ子さんの原画を展示し併せて記念講演会（10月
19日）を行う。

10月19日～11月24
日

くどやま森の童話館 九度山町教育委員会 無料
九度山町教育委員会
（電話：0736-54-2019）

記念講演会は10月19日

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2～4日
高野町中央公民館、町民体
育館、サロン

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 ①③④
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
国立大学法人北海道大学和歌
山研究林

無料
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 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23日～
11月24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 ③ 御坊市美術展覧会

　御坊市を中心とする地域の美術振興と芸術への愛好心の高揚を図り、文化的で明るい町
づくりに資することを目的に市展を開催し、洋画、写真、陶芸、書、日本画５部門の作品募集
を行い、２期に分け作品を展示する。例年11月23日に表彰式を挙行し、優秀な作品には、知
事賞・市長賞・教育委員会賞・中央公民館賞・文化協会長賞・市議会議長賞・奨励賞を授与

第1期
10月31日～11月3日
第2期
11月7日～10日

御坊市中央公民館
御坊市
御坊市教育委員会

御坊市ＨＰ
http://www.city.gobo.
wakayama.jp/

御坊市中央公民館
0738-22-0424

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2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16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

和歌山県 御坊市 ① 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、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、また、拉致問題の解決に向けて関心を高めることを目的に人権講演会を開催
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：蓮池　薫（新潟産業大学経済学部准教授）　テーマ：夢と絆～翻弄された運命の中で～

11月23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
御坊市ＨＰ
http://www.city.gobo.
wakayama.jp/

御坊市社会福祉課
人権・男女共同参画推進室

定員900名
要約筆記あり
無料一時保育あり

和歌山県 白浜町 ② 第24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29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19回わぁいわぁい子どもまつり
子ども達の大好きな遊び体験ブースや模擬店の出店や、中学生サポーターのお兄さんやお
姉さんが企画したイベントなどを開催し、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2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

第61回「教育・文化週間」関連行事

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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第61回「教育・文化週間」関連行事

和歌山県 白浜町 ① サークル展示会・発表会 白浜町日置川地域の公民館サークルそれぞれが、日頃の成果を披露する。 12月1日 日置川拠点公民館 白浜町教育委員会 無料
日置川教育事務所
0739（52）2660

和歌山県 白浜町 ①
令和元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

10月31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.shira
hama.wakayama.jp

白浜町教育委員会
電話0739(43)5830

和歌山県 白浜町 ①③ 第4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
もに学ぶ」「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19日～20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.shira
hama.wakayama.jp

白浜町中央公民館
(実行委員会事務局)
電話番号:0739-42-2269
メー

和歌山県 田辺市 ③
植芝盛平翁没後50周年記念事業
「植芝盛平翁の故郷を訪ねて」
植芝盛平翁遺品・パネル展

田辺市生誕の合気道創始者　植芝盛平翁の没後50周年記念事業「植芝盛平翁の故郷を訪
ねて」の一環として、翁の偉業を讃え偲び、その功績を永く、広く後世に伝承するため、遺品・
パネル展を開催する。

11月9日
～10日

紀南文化会館　他 植芝盛平翁顕彰会 無料
植芝盛平翁顕彰会事務局
（スポーツ振興課）
℡0739-25-2531

和歌山県 田辺市 ② 「きのくに学び月間」に係る学校開放
保護者や地域住民に対する授業公開や部活動の参観、文化祭、音楽会、絵画展、作品展等
の開催、地域の方々との体験活動や、授業の実施。

11月 各校・各幼稚園 各校・各幼稚園
【和歌山県教育委員会
HP】

各校・各幼稚園

和歌山県 田辺市 ① 第50回田辺俳句大会
公募句の表彰
当日句会

10月27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 ① 田辺市生涯学習フェスティバル
田辺市学び月間（11月）・田辺市学びの日（11月第4土曜日）記念事業として、学習・発表・体
験の3つをテーマに各種事業を実施します。

11月23日～24日 田辺市民総合センター
田辺市生涯学習フェスティバル
実行委員会

無料
生涯学習課生涯学習推進係
℡0739-26-4908

和歌山県 田辺市 ③ 山下泰資　チェロ・リサイタル
田辺市出身のチェロ奏者、初のソロコンサート
ベートーヴェン：「魔笛」の主題による７つの変奏曲　変ホ長調WoO.46
バッハ：無伴奏チェロ組曲第１番ト長調　BWV1007　　　他

10月26日
紀南文化会館
小ホール

田辺市教育委員会
文化振興課文化振興係
℡ 0739-26-9943

和歌山県 田辺市 ③
第54回月例展
熊楠とゆかりの人びと第37回
「北島脩一郎」

南方熊楠にゆかりのある人物をテーマに展示を行います。今回は、熊楠の菌類及び高等植
物の採集協力者で、熊楠菌類四天王の一人とされる「北島脩一郎」を取り上げ、二人の交流
等を最新の調査に基づいて紹介します。

10月5日～11月3日 南方熊楠顕彰館 南方熊楠顕彰館 無料
南方熊楠顕彰館HP:
http://www.minakata.o
rg

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記念イベント
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。
・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23日 南方熊楠顕彰館 南方熊楠顕彰館 無料
南方熊楠顕彰館HP:
http://www.minakata.o
rg

南方熊楠顕彰館
℡：0739-26-9909

和歌山県
那智勝浦
町

①② 那智勝浦町ビブリオバトル大会
那智勝浦町在住の中学生・高校生のビブリオバトル大会を開催します。オーディエンスは年
齢を問わずご参加いただけます。

10月26日 那智勝浦町体育文化会館 那智勝浦町教育委員会 無料
那智勝浦町教育委員会生涯学習課
電話0735-52-4686

大会出場者は、事前申込が必要。
オーディエンスは当日申込可。

和歌山県
那智勝浦
町

① 手話入門講座 手話初心者を対象とした講座を年間18回開催しています。年度途中からの参加も可能です。 11月5日,19日
那智勝浦町福祉健康セン
ター

那智勝浦町教育委員会 無料
那智勝浦町教育委員会生涯学習課
電話0735-52-4686

和歌山県
那智勝浦
町

① おはなし会
よみきかせボランティア・図書館職員による、絵本や紙芝居のおはなし会です。毎月第2・第4
土曜日開催しています。どなたでも当日申込でご参加いただけます。

10月26日,11月9日 那智勝浦町立図書館 那智勝浦町立図書館 無料
【那智勝浦町立図書館
HP】

那智勝浦町立図書館

和歌山県
那智勝浦
町

① よちよちブック
赤ちゃんとお母さん・お父さんのためのおはなし会です。毎月第2火曜日開催しています。当
日申込でご参加いただけます。

11月12日 那智勝浦町立図書館 那智勝浦町立図書館 無料
【那智勝浦町立図書館
HP】

那智勝浦町立図書館

和歌山県 橋本市 ①③ 文化表彰
橋本市の文化の発展に特に貢献したと認められる個人又は団体に対し、市長が表彰を行
い、顕彰する。表彰の種類は、文化賞、文化功労賞、文化奨励賞の３つとなっている。

11月3日 橋本市教育文化会館 橋本市生涯学習課 無料
橋本市生涯学習課
0736-33-3704

和歌山県 橋本市 ①③ 橋本市民総合文化祭
市民が、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
べき文化祭で、毎年1１月初旬の３日間にわたり開催している。市展・文芸展・福祉施設作品
展のほか各種の展示や大会などを開催しており、多数の作品の応募、大会への参加、鑑賞

11月2日～11月4日 橋本市教育文化会館 市民総合文化祭実行委員会 無料
橋本市生涯学習課
0736-33-3704

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2日・3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2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 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16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 日高川町 ③ 日高川町フォレスト祭 ・ 美山文化展 町主催林業関係の祭りの開催にあわせて実施する町民の芸術作品展 11月17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 日高町 ③ 日高町文化講演会 講師を選定し講演会を行う。 11月3日 日高町中央公民館 日高町中央公民館 無料 0738-63-3811
和歌山県 日高町 ③ 日高町ふれあい祭 屋外：催しやゲーム、屋内：文化展（今年度は保・小・中のみ）、芸能発表会（未定） 11月16～17日 日高町役場周辺 日高町ふれあい祭実行委員会 無料 0738-63-3611

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2日～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
(0737-23-7795)

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.hirog
awa.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19日
広川町役場庁舎周辺～広
八幡神社

稲むらの火祭り実行委員会 無料
広川町役場HP：
http://www.town.hirog
awa.wakayama.jp/

広川町産業建設課
（0737－23－7764）

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16日～17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）

和歌山県 広川町 ③ 古民家イベント
東濱口家住宅の公開に合わせ、にぎわい創出を目的に、「食」・「まちあるき」・「体験」をイベ
ントコンテンツとして、古民家イベントを開催します。

11月16日～17日 戸田家住宅、耐久社　他
HIROGAWA Re:branding実行委
員会

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26日～27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 ③ 美浜町文化展 美浜町各種文化団体の芸能・芸術等及び小・中学校児童生徒の芸術作品展 R1.１１．１６／１７ 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 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

10月27日 湯浅漁業協同組合周辺 湯浅町 無料
http://www.town.yuas
a.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2日～3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.yuas
a.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
由良町教育委員会教育課
0738-65-1800

和歌山県 和歌山市 ①
連携公開講座 『中高年のひきこもり』
第1回　「中高年のひきこもり」

「中高年のひきこもり」について、ひきこもりの要因・阻止へのかかわり・ひきこも
りからの離脱（治療）について専門家・関係者を交えて皆さんと考えていきます。
第1回
　講演 『高齢化できる現状とは？なぜ高齢になるまでひきこもる／れるのか？』
　講演 『高齢化の現状』

10月26日
和歌山県立図書館
2階　講義・研修室

放送大学和歌山学習センター
和歌山県立図書館

無料
https://www.sc.ouj.ac.j
p/center/wakayama/

放送大学和歌山学習センター
073-431-0360

全3回の連携公開講座となっています

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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第61回「教育・文化週間」関連行事

和歌山県 和歌山市 ①
連携公開講座『中高年のひきこもり』
第2回　「高齢化阻止のためにどう関われるの
か」

「中高年のひきこもり」について、ひきこもりの要因・阻止へのかかわり・ひきこも
りからの離脱（治療）について専門家・関係者を交えて皆さんと考えていきます。
第2回
　講演　『中高年の心理と就労支援／集団での治療について』
　講演　『就労支援の実態（和歌山から）』
　講演　『就労支援の実態（大阪から）』

11月30日
和歌山県立図書館
2階　講義・研修室

放送大学和歌山学習センター
和歌山県立図書館

無料
https://www.sc.ouj.ac.j
p/center/wakayama/

放送大学和歌山学習センター
073-431-0360

全3回の連携公開講座となっています

和歌山県 和歌山市 ①
連携公開講座『中高年のひきこもり』
第3回　「ひきこもりとゲーム・ネット依存」

「中高年のひきこもり」について、ひきこもりの要因・阻止へのかかわり・ひきこも
りからの離脱（治療）について専門家・関係者を交えて皆さんと考えていきます。
第3回
　講演　『依存する心理について』
　パネルディスカッション

12月14日
和歌山県立図書館
2階　講義・研修室

放送大学和歌山学習センター
和歌山県立図書館

無料
https://www.sc.ouj.ac.j
p/center/wakayama/

放送大学和歌山学習センター
073-431-0360

全3回の連携公開講座となっています

和歌山県 和歌山市 ③
秋期特別展
「開かれた棺-紀伊の横穴式石室と黄泉の世
界-」

天王塚古墳に代表される石棚・石梁をもつ岩橋型横穴式石室と和歌山県内の横穴式石室を
紹介し、古墳時代の紀伊の人々がみた黄泉の国の世界を探る。

9月28日～12月1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.w
akayama-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360円　大学生220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》）

和歌山県 和歌山市 ③
秋期特別展
　シンポジウム1
「紀伊の横穴式石室」

秋期特別展「開かれた棺-紀伊の横穴式石室と黄泉の世界-」に関するシンポジウムを開催。
タイトルは、「紀伊の横穴式石室～横穴式石室の伝播からみた古墳時代後期の社会～」（仮
題）
講師：太田宏明氏（河内長野市教育委員会）/蔵冨士寛氏（福岡市）/寺前直人氏（駒沢大学）

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.w
akayama-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360円　大学生220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》）

和歌山県 和歌山市 ③ 古墳ガイドツアー2
紀伊風土記の丘にある古墳を、学芸員が案内してくれる。普段は入れない非公開石室の内
部に入って様々な説明を聞きながら見学できる。

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.w
akayama-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360円　大学生220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》）

和歌山県 和歌山市 ③ 秋期特別展　特別展講座2
秋期特別展「開かれた棺-紀伊の横穴式石室と黄泉の世界-」に関する講座を講師を迎えて
開催します。講師は、佐藤純一氏（白浜町教育委員会）・田中元浩氏（和歌山県教育庁）。

11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.w
akayama-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360円　大学生220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》）

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.w
akayama-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360円　大学生220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》）

和歌山県 和歌山市 ③ おしゃべり考古学4
風土記の丘学芸員等が、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る講
座

11月15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.w
akayama-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360円　大学生220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》）

和歌山県 和歌山市 ③
秋期特別展
　シンポジウム2
「天王塚古墳を考える」

秋期特別展「開かれた棺-紀伊の横穴式石室と黄泉の世界-」に関するシンポジウムを開催。
タイトルは、「天王塚古墳を考える～副葬品からみた天王塚古墳～」（仮題）
講師：大賀克彦氏（奈良女子大学）/土屋隆史氏（宮内庁書陵部）/仲辻慧大氏（和歌山県教
育庁）/瀬谷今日子（紀伊風土記の丘学芸員）

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.w
akayama-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360円　大学生220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》）

和歌山県 和歌山市 ③
特別展「日・チェコ交流100周年ミュシャと日
本、日本とオルリク」

１９世紀末から２０世紀にかけて、ジャポニズムと呼ばれる日本文化への熱狂がヨーロッパの
各地で起こりました。パリで活躍したアルフォンス・ミュシャ、実際に日本へ来て木版画技法を
学び持ち帰ったエミール・オルリックは、ともにチェコ人でした。チェコと日本の交流１００年を
契機に複雑な歴史を背景に展開した両国の美術の影響関係を紹介します。

11月2日～12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
和歌山県立近代美術館
TEL:073-436-8690

和歌山県 和歌山市 ③
コレクション展2019-冬 特集ニホンラシサを探
せ

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。

11月2日～12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
和歌山県立近代美術館
TEL:073-436-8690

和歌山県 和歌山市 ③ 外交史料と近代日本のあゆみ
外務省外交史料館所蔵の史料を中心に、美術資料も交えて、明治期の日本の歩みを紹介す
る。

11月2日～12月15日 和歌山県立近代美術館
和歌山県企画部企画政策局文
化学術課

http://www.pref.wakay
ama.lg.jp/prefg/02210
0/

和歌山県企画部企画政策局
文化学術課
TEL:073-441-2050

和歌山県 和歌山市 ①③ 第26回手づくり紙芝居コンクール
「ふるさと和歌山再発見！」をテーマに募集した和歌山県に関する手作りの紙芝居の中か
ら、予備審査を通過した10作品の制作者自身による実演と最終審査、表彰式を行う。

11月10日
和歌山県立図書館
メディア・アート・ホール

和歌山県教育委員会 無料

https://www.lib.wakay
ama-
c.ed.jp/honkan/tenji/k
ami.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 ①③ 図書館バックヤード見学～一般の部～ 図書館の書庫や貴重な資料の見学、司書の仕事や資料調査等の体験を行う。 10月27日 和歌山県立図書館 和歌山県立図書館 無料
https://www.lib.wakay
ama-c.ed.jp/

和歌山県立図書館サービス課
TEL073-436-9520

和歌山県 和歌山市 ①③ 児童室展示「古典に親しもう！」 古典の日にあわせ、古典に関する児童書約160冊の展示・貸出を行う。
10月16日～11月20
日

和歌山県立図書館 和歌山県立図書館 無料
https://www.lib.wakay
ama-c.ed.jp/

和歌山県立図書館サービス課
TEL073-436-9520

和歌山県 和歌山市 ① オータム遊ing2019
生涯学習に関する様々な取組や活動を行っている人々の交流及び学びの場とする体験教
室や日頃の成果を発表する発表会を実施し、県民一人ひとりが生涯学習活動への関心を高
められる学びの場を提供します。

11月8日～9日
和歌山県立図書館メディ
ア・アート・ホール

和歌山県立図書館 無料
https://www.lib.wakay
ama-c.ed.jp/

和歌山県立図書館文化情報セン
ター
073-436-9530

和歌山県 和歌山市 ③
和歌山県立図書館ジュニア・アンサンブル講
座修了演奏会

東京藝術大学早期教育プロジェクトとの連携プログラムである和歌山県立図書館ジュニア・
アンサンブル講座の修了演奏会を実施します。

11月3日
和歌山県立図書館メディ
ア・アート・ホール

和歌山県立図書館 無料
https://www.lib.wakay
ama-c.ed.jp/

和歌山県立図書館文化情報セン
ター

和歌山県 和歌山市 ①③ 特別展「徳川頼宣と紀伊徳川家の名宝」
徳川家入国４００年記念。家康から譲り受けた駿河御分物をはじめ、頼宣や頼宣ゆかりの人
物の所用品、紀伊徳川家ゆかりの寺社に残されている宝物、頼宣に仕えた家臣の家に伝来
した資料などを紹介します。

10月19日～11月24
日

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

073-436-8670
入館料：一般830円(680円)・大学生520円(410円)※(
)は20人以上の団体料金

和歌山県 和歌山市 ①③
特別展「徳川頼宣と紀伊徳川家の名宝」ミュー
ジアムトーク

担当学芸員が特別展「徳川頼宣と紀伊徳川家の名宝」の展示解説をします。 10月19日 和歌山県立博物館 和歌山県立博物館 無料
http://www.hakubutu.
wakayama-c.ed.jp/

073-436-8670 無料（入館手続きが必要）

和歌山県 和歌山市 ①③
特別展「徳川頼宣と紀伊徳川家の名宝」ミュー
ジアムトーク

担当学芸員が特別展「徳川頼宣と紀伊徳川家の名宝」の展示解説をします。 11月3日 和歌山県立博物館 和歌山県立博物館 無料
http://www.hakubutu.
wakayama-c.ed.jp/

073-436-8670 無料（入館手続きが必要）

和歌山県 和歌山市 ①③
特別展「徳川頼宣と紀伊徳川家の名宝」現地
見学会

特別展「徳川頼宣と紀伊徳川家の名宝」開催に合わせて、和歌の浦の徳川家ゆかりの地を
案内します。

11月4日 和歌山市内 和歌山県立博物館 無料
http://www.hakubutu.
wakayama-c.ed.jp/

073-436-8670 無料（事前申込みが必要）

和歌山県 和歌山市 ①③
特別展「徳川頼宣と紀伊徳川家の名宝」現地
見学会

特別展「徳川頼宣と紀伊徳川家の名宝」開催に合わせて、江戸時代の城下町の痕跡を残す
場所を案内します。

11月16日 和歌山市内 和歌山県立博物館 無料
http://www.hakubutu.
wakayama-c.ed.jp/

073-436-8670 無料（事前申込みが必要）

和歌山県 和歌山市 ①③ 関西文化の日 関西文化の日にあたり、入館料が無料になります。 11月16日 和歌山県立博物館 和歌山県立博物館 無料
http://www.hakubutu.
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 ①③
特別展「徳川頼宣と紀伊徳川家の名宝」ミュー
ジアムトーク

担当学芸員が特別展「徳川頼宣と紀伊徳川家の名宝」の展示解説をします。 11月17日 和歌山県立博物館 和歌山県立博物館 無料
http://www.hakubutu.
wakayama-c.ed.jp/

073-436-8670 無料（入館手続きが必要）

和歌山県 和歌山市 ② 第8回わかやま高校生クイズ in ENGLISH
外国の人々と対話できる英語力を身につけ、広く世界で活躍できる人材を育成するため、高
校生等を対象に、英語についての知識や、和歌山県、日本、世界のことがらについて、幅広く
英語で質問するクイズ大会を実施し、高校生等の英語に対する学習意欲を高めます。

10月20日
和歌山駅西口地下広場（わ
かちか広場）

和歌山県教育委員会
http://www.koukou.wb
s.co.jp

和歌山県教育庁県立
学校教育課生徒支援班
073-441-3686

和歌山県 和歌山市 ③
旧中筋家住宅
茶室へのお誘い

旧中筋家住宅は、江戸時代後期の大庄屋の屋敷で、国の重要文化財に指定されています。
秋深まる高積山のふもと、古民家のお茶室において、お茶とお菓子を通じて日本の伝統文化
をお楽しみいただきます。

11月3日
旧中筋家住宅
（和歌山県和歌山市禰宜
148番地）

和歌山市

http://www.city.wakay
ama.wakayama.jp/shis
etsu/bunkashisetsu/1
010298.html

和歌山市文化振興課
073-435-1194
（土・日の場合は旧中筋家住宅073-
465-3040）

和歌山県 和歌山市 ①③
特別展「七宝龍寺と志一上人―葛城修験二
十八宿の世界―」

役行者が法華経を埋め納めたと伝えられる葛城修験二十八宿の一つ、第八経塚を尾根に見
上げる犬鳴山の中腹に七宝瀧寺は建つ。本特別展では、七宝瀧寺にまつわる文化財を中心
に、その中興となった志一上人の伝承を追い、葛城山系および日根荘の歴史を振り返る。

10月31日～12月20
日

和歌山大学紀州経済史文
化史研究所展示室

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.wakayama
-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

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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第61回「教育・文化週間」関連行事

和歌山県 和歌山市 ①
連携公開講座
テーマ 『中高年のひきこもり』
第1回「中高年のひきこもり」

「中高年のひきこもり」について、ひきこもりの要因・阻止へのかかわり・ひきこもりからの離脱
（治療）について専門家・関係者を交えて皆さんと考えていきます。
第1回
　講演 『高齢化できる現状とは？なぜ高齢になるまでひきこもる／れるのか？』
　講演 『高齢化の現状』

10月26日
和歌山県立図書館
2階　講義・研修室

放送大学和歌山学習センター
和歌山県立図書館

無料
https://www.sc.ouj.ac.j
p/center/wakayama/

放送大学和歌山学習センター
073-431-0360

全3回の連携公開講座となっています

和歌山県 和歌山市 ①

連携公開講座
テーマ　『中高年のひきこもり』
第2回「高齢化阻止のためにどう関われるの
か」

「中高年のひきこもり」について、ひきこもりの要因・阻止へのかかわり・ひきこもりからの離脱
（治療）について専門家・関係者を交えて皆さんと考えていきます。
第2回
　講演　『中高年の心理と就労支援／集団での治療について』
　講演　『就労支援の実態（和歌山から）』
　講演　『就労支援の実態（大阪から）』

11月30日
和歌山県立図書館
2階　講義・研修室

放送大学和歌山学習センター
和歌山県立図書館

無料
https://www.sc.ouj.ac.j
p/center/wakayama/

放送大学和歌山学習センター
073-431-0360

全3回の連携公開講座となっています

和歌山県 和歌山市 ①
連携公開講座
テーマ　『中高年のひきこもり』
第3回「ひきこもりとゲーム・ネット依存」

「中高年のひきこもり」について、ひきこもりの要因・阻止へのかかわり・ひきこもりからの離脱
（治療）について専門家・関係者を交えて皆さんと考えていきます。
第3回　講演　『依存する心理について』
　パネルディスカッション

12月14日
和歌山県立図書館
2階　講義・研修室

放送大学和歌山学習センター
和歌山県立図書館

無料
https://www.sc.ouj.ac.j
p/center/wakayama/

放送大学和歌山学習センター
073-431-0360

全3回の連携公開講座となっています

和歌山県
和歌山市
他県内各
所

②③ 和歌山県高等学校総合文化祭

高等学校等における芸術文化活動の振興に資するため、和歌山県内の高等学校等の生徒
による芸術文化の総合的な発表会等を開催し、生徒相互の交流と研鑽を深め豊かな人間性
の育成を目指す。毎年8月～12月頃にかけて、和歌山県高等学校文化連盟に加盟する各部
会で発表会等が開催される。総合開会式（10/27）、合唱（10/24・25）、吹奏楽（10/24・25）、
器楽（11/7）、演劇（10/28～31）、写真（11/12～14）、将棋（11/9）、定時制通信制展示
（11/9・10）、放送文化（11/6）

10月25日～11月14
日

和歌山県民文化会館他県
内各施設

和歌山県高等学校文化連盟 無料
和歌山県高等学校文化連盟事務局
（和歌山県立那賀高等学校内）
0736-62-2117

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


