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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 問合せ先 備考

鹿児島県 姶良市 ③
考古学講座第5回
「島津義弘ゆかりの地 加治木
まち歩き」

没後400年を迎えてもなお人気の戦国武将,島津義弘ゆかりの地，加治木をまち歩き
でおなじみの東川隆太郎氏と楽しく歩きます。

11月23日 姶良市加治木町周辺 上野原縄文の森 httpｓ://www.jomon-no-mori.jp/
上野原縄文の森
担当：広報担当　山下
℡：0995-48-5701

資料代100円

鹿児島県 奄美市 ① 名簿・会計簿作成講座
生涯学習の指導者や指導補助者として教育メディアを活用できる人材を育成するた
め，資料作成や情報発信に役立つ知識・技術の習得を目指します。

11月9日 かごしま県民交流センター
かごしま県民大学中央セン
ター

無料
http://www.kagoshima-
pac.jp/functions/central_center-
2-2/lifetime/media-3-5-2/

鹿児島県 奄美市 ①
ふるさとおこしリーダー育成講
座（ステップアップ講座）

地域リーダーとして，講座受講後の活動等の成果を自ら検証し，効果的な活動を発
展的に深めるとともに，地域リーダー同士の交流を深めるなど，より一層自らの力で
生涯学習を推進する人材を育成します。

11月17日 かごしま県民交流センター
かごしま県民大学中央セン
ター

無料

http://www.kagoshima-
pac.jp/functions/central_center-
2-
2/lifetime/%e3%81%b5%e3%82%8b%
e3%81%95%e3%81%a8%e3%81%8a%e
3%81%93%e3%81%97%e3%83%aa%e3
%83%bc%e3%83%80%e3%83%bc%e8%
82%b2%e6%88%90%e8%ac%9b%e5%b

鹿児島県 奄美市 ①
かごしま県民大学　
生涯学習ふれあい展示

県民が生涯学習として取り組んでいる創作・文化活動を支援し，本県の生涯学習のよ
り一層の振興を図るために，学習成果の発表の場を提供します。

11月20日～12月１日 かごしま県民交流センター
かごしま県民大学中央セン
ター

無料
http://www.kagoshima-
pac.jp/functions/central_center-
2-2/offer/saloon/

鹿児島県 奄美市 ① 第3回ファミリーキャンプ
家族で気軽に参加できる自然の家でのキャンプ活動などを通して，家族のふれあい
や参加者相互の交流を深めるとともに，自然の家の事業や活動について周知する行

11月2日～3日 鹿児島県立奄美少年自然の家 鹿児島県立奄美少年自然の家
鹿児島県立奄美少年自然の家
0997-53-1032

参加費：シーツクリー
ニング代、食事代

鹿児島県 奄美市 ① スターウオッチング「秋の星空」
秋の星座や月，土星，プレアデス星団等の観察などを通して，天体に対する興味・関
心を高めるとともに，宇宙の広さや神秘に気付き，探求しようとする心を育てる行事で

11月2日 鹿児島県立奄美少年自然の家 鹿児島県立奄美少年自然の家 無料
鹿児島県立奄美少年自然の家
0997-53-1032

鹿児島県 奄美市 ① 手作りおもちゃ教室
親子で楽しめる創作活動を通して，家族のふれあいや参加者相互の交流を深めると
ともに，その体験活動の重要性や必要性を啓発し，本所の事業や活動について周知
を図る行事です。

11月3日 鹿児島県立奄美少年自然の家 鹿児島県立奄美少年自然の家
鹿児島県立奄美少年自然の家
0997-53-1032

創作活動材料費

鹿児島県 奄美市 ① ハアサキデー
施設を開放し，体験活動や創作活動などを通して，家族のふれあいや参加者相互の
交流を深めるとともに，自然の家の事業や活動について周知を図る行事です。

11月23日 鹿児島県立奄美少年自然の家 鹿児島県立奄美少年自然の家
鹿児島県立奄美少年自然の家
0997-53-1032

創作活動材料費

鹿児島県 奄美市 ①
放送大学公開講座
奄美の水産業を儲ける水産業
にするためには

水産業は貴重で限られた食料資源です。科学的な視点で日本と奄美の水産業の活
性化を考えることを目指し講演をします。

11月17日 県立奄美図書館 放送大学 無料
放送大学鹿児島学習センター
099-239-3811

鹿児島県 指宿市 ① 生涯学習県民大学講座
県民の多様化・高度化する生涯学習ニーズに応えるため，大学等と連携して，現代
的課題に基づく講座を開設します。

11月2日 指宿市山川図書館
かごしま県民大学中央セン
ター

無料

http://www.kagoshima-
pac.jp/functions/central_center-
2-
2/lifetime/%e7%94%9f%e6%b6%af%e
5%ad%a6%e7%bf%92%e7%9c%8c%e6
%b0%91%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e8%

鹿児島県 指宿市 ①
科学教室「アサギマダラ大作
戦」

海を越えて旅をするアサギマダラの羽にペンでしるしをつけてとばします。南の島であ
なたのマークしたチョウを捕まえてくれるのは，どの島の誰でしょう。※小学生以下は
保護者同伴

11月2日（土）
10:00～12:00

開聞岳周辺（現地集合） 県立博物館
http://www.pref.kagoshima.jp/hak
ubutsukan

県立博物館
099-223-6050

創作活動材料費
要予約9/1から受付開
始

鹿児島県 宇検村 ①
自然の家がやってきたin宇検
村

自然の家が宇検村教育委員会や小学校等と連携を図り，創作活動プログラムを展開
することにより，その楽しさやよさ，体験活動の重要性や必要性を啓発し，本所の事
業や活動について周知する行事です。

10月27日
宇検村生涯学習センター
「元気の出る館」
多目的ホール

鹿児島県立奄美少年自然の家
鹿児島県立奄美少年自然の家
0997-53-1032

創作活動材料費

鹿児島県 宇検村 ① スターウオッチングin宇検村
自然の家と宇検村教育委員会が連携し，星座の話や天体観察を実施することで，天
体に対する興味・関心を高めるとともに，宇宙の広さや神秘に気付き，探求しようとす
る心を育てる行事です。

10月27日
宇検村総合運動公園ゲート
ボール場
曇天・雨天時：体育館

鹿児島県立奄美少年自然の家 無料
鹿児島県立奄美少年自然の家
0997-53-1032

鹿児島県 鹿児島市
地域が育む「かごしまの教育」
県民週間ポスター展

地域が育む「かごしまの教育」県民週間の取組の一環として，学校や市町村教育委
員会が作成したポスタ－を多くの県民の目に触れる場所に展示することで「地域が育
む『かごしまの教育』県民週間」を広く県民に周知し，「かごしまの教育」について考え
る気運を高め，本県教育の充実と発展を図ります。

10月18日～11月7日 県庁行政庁舎18階展望ロビー 鹿児島県教育委員会 無料
鹿児島県教育庁総務福利課
099-286-5188

鹿児島県 鹿児島市 ②
地域が育む「かごしまの教育」
県民週間ポスター原画・標語
入賞作品展

地域が育む「かごしまの教育」県民週間の取組の一環として，ポスタ－原画・標語の
入賞作品を多くの県民の目に触れる場所に展示することで「地域が育む『かごしまの
教育』県民週間」を広く県民に周知し，「かごしまの教育」について考える気運を高め，
本県教育の充実と発展を図ります。

10月16日～29日
山形屋2･3号館3階
ブリッジギャラリー

鹿児島県教育委員会 無料
鹿児島県教育庁総務福利課
099-286-5188

鹿児島県 鹿児島市 ②
特色ある学校施設のパネル展
示

近年整備された公立学校施設の整備状況をパネル展示します。(展示終了後は，展
示内容をホームページに掲載します。)

10月18日～11月7日 県庁行政庁舎18階展望ロビー 鹿児島県教育庁学校施設課 無料
鹿児島県教育庁学校施設課
099-286-5236

鹿児島県 鹿児島市 ② 高校生の庁内インターンシップ
地域が育む「かごしまの教育」県民週間の取組の一環として，将来公務員を志望して
いる高校１・２年生を対象に，県庁内でインターンシップを実施し，実際の行政事務を
経験することにより，勤労観・職業観を育成します。

10月29日～11月1日 鹿児島県庁 鹿児島県教育庁高校教育課 無料

https://www.pref.kagoshima.jp/ba
05/kyoiku-
bunka/school/shinro/internship/t
iikigahagukumu.html

鹿児島県教育庁高校教育課
099-286-5294

鹿児島県 鹿児島市 ①
家庭教育支援キャラバン
「親子すくすくフェスタ」

家庭教育支援の充実に向け，講演やものづくりワークショップ，パネル展示等を行い
ます。

11月23日
指宿市ふれあい
プラザなのはな館

鹿児島県教育庁社会教育課
鹿児島県教育庁社会教育課
099-286-5339

一部有料
（クラフト材料代）

鹿児島県 鹿児島市 ②,③
日本遺産「薩摩の武士が生き
た町」シンポジウム

日本遺産「薩摩の武士が生きた町」をテーマとしたシンポジウムを開催します。会場で
は日本遺産をテーマとした小学生の夏休みの自由研究の展示も予定しています。

11月23日 ホテルウェルビューかごしま
日本遺産「薩摩の武士が生き
た町」魅力発信推進協議会

無料
鹿児島県文化財課
（協議会事務局）099-286-5357

鹿児島県 鹿児島市 ① スマホ・タブレット活用講座
スマートフォンやタブレットの特性を生かした使用方法を学ぶことで，生涯学習の指導
者等の教育メディアに関する知識・技能向上を図ります。

10月12日 かごしま県民交流センター
かごしま県民大学中央セン
ター

無料
http://www.kagoshima-
pac.jp/functions/central_center-
2-2/lifetime/media-3-5-2/

鹿児島県 鹿児島市 ①
かごしま県民大学　
生涯学習ふれあい展示

県民が生涯学習として取り組んでいる創作・文化活動を支援し，本県の生涯学習のよ
り一層の振興を図るために，学習成果の発表の場を提供します。

10月23日～11月３日 かごしま県民交流センター
かごしま県民大学中央セン
ター

無料
http://www.kagoshima-
pac.jp/functions/central_center-
2-2/offer/saloon/

鹿児島県 鹿児島市 ② 施設案内・探訪 敷地内施設を一般公開します。
10月26日～11月7日
※10月26日以外の土日祝
日は開放しません。

鹿児島県総合教育センター 鹿児島県総合教育センター 無料
http://www.edu.pref.kagoshima.jp/
https://www.facebook.com/kagoc
enter

鹿児島県 鹿児島市 ②
ショウくんの太陽系探検隊（仮
称）※星空観望会

天体ドームの望遠鏡を使って秋の星空を観察します。 10月25日 鹿児島県総合教育センター 鹿児島県総合教育センター 無料
http://www.edu.pref.kagoshima.jp/
https://www.facebook.com/kagoc
enter

鹿児島県 鹿児島市 ② 心のふれあい相談 県中央児童相談所等と合同実施 10月27日 鹿児島県総合教育センター 鹿児島県総合教育センター 無料
http://www.edu.pref.kagoshima.jp/
https://www.facebook.com/kagoc
enter

鹿児島県 鹿児島市 ②

【総合教育センター・博物館合
同企画】『？』を『！』に遊びが
学びに変わる＆博物館がやっ
てきた（仮称）

天体観測や理科実験，身近なものを使ったものづくり，絵本の読み聞かせ，プログラ
ミング体験など，１日フェスタを開催します。

10月27日 鹿児島県総合教育センター
鹿児島県総合教育センター
鹿児島県立博物館

無料
http://www.edu.pref.kagoshima.jp/
https://www.facebook.com/kagoc
enter

鹿児島県 鹿児島市 ① 鹿児島県図書館大会
県下の読書活動を推進するために，公共図書館や学校図書館の関係者を中心に，
読書活動に関わる県民が一堂に会し，連携を深め，図書館が発展すべき力について
共に考えます。

11月13日 かごしま県民交流センター 鹿児島県立図書館 無料
鹿児島県立図書館
担当：山田島
℡：099-224-9514

鹿児島県 鹿児島市 ① 「宝本エピソード」展
「おやこ一冊読書」運動を広く普及するために，県民の皆さんから募集した「宝本」（絆
を深め，感動を味わい，自分を見つめる大切な一冊の本）についてのエピソードを展
示します。

10月24日～11月24日 鹿児島県立図書館 鹿児島県立図書館 無料
鹿児島県立図書館
担当：迫田
℡：099-224-9514

鹿児島県 鹿児島市 ① 企画展「チョウに負けん『蛾』」
 博物館には，主に県内各地で採集された蛾類の標本が，250箱あまり収蔵されてい
ます。これらの標本を一堂に展示し，蛾類の魅力や多様性を紹介します。

9月28日～11月24日
県立博物館
1階企画展示室

県立博物館 無料
http://www.pref.kagoshima.jp/hak
ubutsukan

県立博物館
099-223-6050

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

鹿児島県 鹿児島市 ①
プラネタリウム「夢とロマンの星
空散歩～秋編～」

秋に見られる代表的な星や星座を紹介します。星物語ではギリシャ神話「怪獣テュ
フォンの襲撃」をお送りします。

9月14日～11月28日
県立博物館別館プラネタリウ
ム　（宝山ホール４階）

県立博物館
http://www.pref.kagoshima.jp/hak
ubutsukan

県立博物館
099-223-6050

観覧料 小･中学生120
円　高校生以上210円 
ただし，土･日･祝日は
県内の小･中･高校生
は無料

鹿児島県 鹿児島市 ① 楽しい実験「星砂をさがそう」
与論島百合ヶ浜の浜砂から星や太陽のような形をした「星砂」を探し出して，星砂の
正体を調べます。

10月の毎週土曜日・日曜日
11:15～，14:45～，15:45～

県立博物館３階研修室 県立博物館 無料
http://www.pref.kagoshima.jp/hak
ubutsukan

県立博物館
099-223-6050

鹿児島県 鹿児島市 ①
楽しい実験「金魚せんすいか
ん発進」

魚の体の中にある「浮き袋」のはたらきを，ペットボトルの中で浮き沈みする金魚せん
すいかんの動きから考えます。

11月の毎週土曜日・日曜日　
11:15～，14:45～，15:45～

県立博物館３階研修室 県立博物館 無料
http://www.pref.kagoshima.jp/hak
ubutsukan

県立博物館 
099-223-6050

鹿児島県 鹿児島市 ① 天文教室「日時計を作ろう」
時計ができる前，どうやって時刻が分かったのかな？　太陽の動きから時刻がわかる
日時計を作ります。

10月27日
10:30～，14:30～

県立博物館別館
(宝山ホール４階)

県立博物館 無料
http://www.pref.kagoshima.jp/hak
ubutsukan

県立博物館
099-223-6050

鹿児島県 鹿児島市 ①
天文教室「手作り星座早見を
作ろう」

月日と時刻を合わせるだけで星や星座が分かる星座早見を作ります。
11月10日
10:30～，14:30～

県立博物館別館
(宝山ホール４階)

県立博物館 無料
http://www.pref.kagoshima.jp/hak
ubutsukan

県立博物館
099-223-6050

鹿児島県 鹿児島市 ① ファミリーデイキャンプ秋物語
キャンプなどの野外活動を一日体験し，自然の大切さを感じるとともに，家族の絆を
深める機会とします。

10月19日 青少年研修センター 青少年研修センター
青少年研修センター
℡：099-294-2111

参加費　有

鹿児島県 鹿児島市 ① ファミリーキャンプ秋物語
キャンプなどの野外活動を体験し，自然の大切さを感じるとともに，家族の絆を深める
機会とします。

10月26日～10月27日 青少年研修センター 青少年研修センター
青少年研修センター
℡：099-294-2111

参加費　有

鹿児島県 鹿児島市 ① 「秋の散歩道」開放
本センターの施設を広く県民に開放し，もみじ等の鑑賞を通して，豊かな自然を堪能
し，家族の絆や交流を深める機会とします。

10月27日～12月8日 青少年研修センター 青少年研修センター 無料
青少年研修センター
担当：樋之口
℡：099-294-2111

鹿児島県 鹿児島市 ①
青少研がやってきたｉｎ和田小
学校

県内の小学校へ会場を移動し，活動プログラム体験や創作活動等を通して，県民に
本センターの特色や活動内容等を紹介します。

11月10日 鹿児島市立和田小学校 青少年研修センター
青少年研修センター
℡：099-294-2111

材料代　有

鹿児島県 鹿児島市 ①
青少研がやってきたｉｎ西田小
学校

県内の小学校へ会場を移動し，活動プログラム体験や創作活動等を通して，県民に
本センターの特色や活動内容等を紹介します。

11月17日 鹿児島市立西田小学校 青少年研修センター
青少年研修センター
℡：099-294-2111

材料代　有

鹿児島県 鹿児島市 ① 青少研もみじフェスタ
自然を生かした体験活動等を通して，家族やグループ間の絆や交流を深める機会と
します。

11月23日 青少年研修センター 青少年研修センター
青少年研修センター
℡：099-294-2111

材料代　有

鹿児島県 鹿児島市 ①
ふれあいスポーツ・レクリエー
ション教室

総合型地域スポーツクラブ（本県では「コミュニティスポーツクラブ」）が主管し，運動を
する機会の少ない障害のある人を対象に，気軽に運動できる場として，障害のない人
とともに楽しめるスポーツ・レクリエーション教室を開催します。

10月12日,
11月2日,9日

サンアリーナせんだい及びサ
ンアリーナせんだい武道館

鹿児島県総合体育センター
鹿児島県総合体育センター
TEL：099-255-0146

傷害保険料
（各回100円）

鹿児島県 鹿児島市 ①
秋「体育の日」
～スポーツプラザ～

「体育の日」に総合体育センター各運動施設開放し，県民のスポーツ活動及び健康づ
くりへの参加促進と「マイライフ・マイスポーツ運動」の推進のために，スポーツ・レクリ
エーションやニュースポーツ等の体験活動,交歓大会を開催します。

10月14日
県総合体育センター各運動施
設

鹿児島県総合体育センター 無料
鹿児島県総合体育センター
TEL：099-255-0146

鹿児島県 鹿児島市 ①
女性のためのスポーツ・レクリ
エーション教室

総合型地域スポーツクラブ（本県では「コミュニティスポーツクラブ」）が主管し，女性を
対象に，運動に親しむ機会を充実させるためのスポーツ・レクリエーション教室を開催

10月19日 鹿児島市立名山小学校体育館 鹿児島県総合体育センター
鹿児島県総合体育センター
TEL：099-255-0146

傷害保険料
（5回で200円）

鹿児島県 鹿児島市 ① 地域社会少林寺拳法研修会
中･高等学校及び地域や職場における少林寺拳法指導者の技能の向上を図るととも
に，指導力を高め，本県少林寺拳法競技の普及振興と競技力の向上を図る指導者
研修会を開催します。

11月16日～17日
鹿児島県総合体育センター武
道館

鹿児島県総合体育センター 無料
鹿児島県総合体育センター
TEL：099-255-0146

鹿児島県 鹿児島市 ①④

京都大学防災研究所桜島火山
観測所 施設公開ツアー・講演
会・体験会【京大ウィークス
2019】

施設公開ツアーでは、桜島内の施設を巡り、坑道や、観測機器を見学します。観測室
からは山頂を望み、タイミングが合えば噴火を見ることができます。桜島火山の研究
成果の講演会、火山観測の体験会を実施します。

10月26日
10月27日

桜島火山観測所 京都大学防災研究所 無料
http://www.svo.dpri.kyoto-
u.ac.jp/svo/

防災研究所 桜島火山観測所 
Tel： 099-293-2058 
E-mail： weeks@svo.dpri.kyoto-u.ac.jp

鹿児島県 鹿屋市 ①,③ 発掘調査説明会
埋蔵文化財センターが発掘調査を行っている遺跡の現地説明会を行います。最新の
調査成果を公開します。詳細は，ホームページでお知らせします。

11月上旬予定 久保田牧遺跡（鹿屋市）
鹿児島県立埋蔵文化財セン
ター

無料 https://www.jonon-no-mori.jp
鹿児島県立埋蔵文化財センター
Tel:0995-48-5811

鹿児島県 霧島市 ③
第55回企画展
「新発見！かごしまの遺跡
2019～発掘調査速報展～」

平成30年度に発掘調査や整理作業，報告書刊行を行った遺跡の中から，特に注目さ
れる遺跡を中心に，最新でホットな発掘調査の成果を展示します。併せて，今回，国
の重要文化財や県指定文化財に指定された遺跡の出土品等についても紹介します。

7月20日～11月10日
上野原縄文の森　
企画展示室

上野原縄文の森 httpｓ://www.jomon-no-mori.jp/
上野原縄文の森
℡：0995-48-5701

展示館利用料金
大人310円
高・大学生210円
小・中学生150円

鹿児島県 霧島市 ③
河口コレクションコーナー第2
回
「河口貞徳氏の軌跡Ⅱ」

長年，鹿児島県の考古学界をリードしてきた考古学者，故・河口貞徳氏（鹿児島県考
古学会元会長）が調査した遺跡の考古資料等を紹介しています。

9月21日～1月17日
上野原縄文の森　
常設展示室

上野原縄文の森 httpｓ://www.jomon-no-mori.jp/
上野原縄文の森
℡：0995-48-5701

展示館利用料金
大人310円
高・大学生210円
小・中学生150円

鹿児島県 霧島市 ③ 第16回縄文の森秋まつり
縄文村の秋まつり！楽しいステージパフォーマンスあり，縄文体験あり，美味しくて人
気の縄文料理もあります。火おこし大会，土器の重さ当てクイズ，お楽しみ抽選会も

10月19日，20日
上野原縄文の森　
体験広場

上野原縄文の森 httpｓ://www.jomon-no-mori.jp/
上野原縄文の森
℡：0995-48-5701

入場無料
体験活動は有料

鹿児島県 霧島市 ③
縄文の森不思議探検第2回
「縄文の森から星座を観察しよ
う」

縄文時代と現代の星空は違うの？夜の縄文の森で，講師の解説を聞きながら秋の星
座を観察して，当時の人々の生活について考えます。

10月26日
上野原縄文の森　
展示館2階休憩所

上野原縄文の森 無料 httpｓ://www.jomon-no-mori.jp/
上野原縄文の森
℡：0995-48-5701

鹿児島県 霧島市 ③ 紅葉と音楽を楽しむひととき
9,500年前の植生を再現した縄文の森の紅葉と,季節や風景に合った音楽を楽しみま
せんか。

11月9日
上野原縄文の森
展示館ホール

上野原縄文の森 無料 httpｓ://www.jomon-no-mori.jp/
上野原縄文の森
℡：0995-48-5701

鹿児島県 霧島市 ③

第56回企画展
「戦国武将島津義弘の武と雅
～考古資料にみるかごしまの
戦国時代～」

戦国時代の武将島津義弘に焦点をあて，初陣を飾った岩剣城や敵中突破を行った
関ヶ原の戦いなどの「義弘の武」と薩摩焼を生んだ茶人であるなどの「義弘の雅」を，
考古資料を中心に展示するとともに，当時のおもな城郭跡である知覧城跡や志布志
城跡，虎居城跡などの発掘調査成果から，戦国時代のかごしまの様子を紹介しま

11月23日～3月8日
上野原縄文の森　
企画展示室

上野原縄文の森 httpｓ://www.jomon-no-mori.jp/
上野原縄文の森
℡：0995-48-5701

展示館利用料金
大人310円
高・大学生210円
小・中学生150円

鹿児島県 霧島市 ③
縄文の森不思議探検第3回
「森さんぽ～森の木に名前をつ
けよう～」

縄文の森には，どんな種類のどんぐりの木があるの？どんぐりを拾いながら，解説を
聞き，太古の森を散策します！樹名板をつけ，木の名付け親にもなります。

11月30日
上野原縄文の森
見学エリア，体験エリア

上野原縄文の森 無料 httpｓ://www.jomon-no-mori.jp/
上野原縄文の森
℡：0995-48-5701

鹿児島県 霧島市 ① 第一工業大学　公開講座
「知ってトクする自動車の豆知識」とても身近に存在している『自動車』ですが、まだま
だ知られていない魅力が隠れています。そして、明日からでも活用できる豆知識を本
講座にて少しでもお伝えできればと思います。

10月26日 第一工業大学 社会・地域連携センター 無料 http://ditpcc.org/
社会・地域連携センター
0995-45-0640（代）

鹿児島県 霧島市 ① 第一工業大学　公開講座
「三匹の子豚が日本で家を建てたら」三匹の子豚は家の建て方で人生が大きく変わり
ました。藁の家、木の家、煉瓦の家の耐震性能は？安くて安全な家はどんな家？地
震列島日本で安全に暮らすための耐震性能の知識を身につけましょう。

11月9日 第一工業大学 社会・地域連携センター 無料 http://ditpcc.org/
社会・地域連携センター
0995-45-0640（代）

鹿児島県 霧島市 ①
第一幼児教育短期大学　公開
講座

「親子であそぼう　♪楽しいリトミック」「うきうき、わくわく、ドキドキ、ほっ。」 親子いっ
しょにリズムにのって、歌って動いてスキンシップを楽しむワークショップ。

10月26日 第一幼児教育短期大学 第一幼児教育短期大学 無料 http://jc.tsuzuki-edu.ac.jp/
庶務課　
0995-47-2072

鹿児島県 さつま町 ①,②
課題別研究会
「地域とつながる人権教育」

 同和問題をはじめとする様々な人権問題の現状を踏まえ，学校・家庭・地域が共に
人権感覚豊かな子どもたちを育てるために，連携の在り方や啓発の進め方などにつ
いて講座や実践発表，研究協議等を行い，人権教育の充実を図る。

10月16日
薩摩農村環境改善センター及
び薩摩中央公民館

鹿児島県教育委員会，鹿児島
県人権・同和教育研究協議会

無料

鹿児島県教育委員会
人権同和教育課 
　　
　　
　　
　　
Tel:(099)286－5364

鹿児島県 さつま町 ① 生涯学習県民大学講座
県民の多様化・高度化する生涯学習ニーズに応えるため，大学等と連携して，現代
的課題に基づく講座を開設します。

10月19日 宮之城ひまわり館
かごしま県民大学中央セン
ター

無料

http://www.kagoshima-
pac.jp/functions/central_center-
2-
2/lifetime/%e7%94%9f%e6%b6%af%e
5%ad%a6%e7%bf%92%e7%9c%8c%e6
%b0%91%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e8%

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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鹿児島県 徳之島町 ① 生涯学習県民大学講座
県民の多様化・高度化する生涯学習ニーズに応えるため，大学等と連携して，現代
的課題に基づく講座を開設します。

10月20日 徳之島町立生涯学習センター
かごしま県民大学中央セン
ター

無料

http://www.kagoshima-
pac.jp/functions/central_center-
2-
2/lifetime/%e7%94%9f%e6%b6%af%e
5%ad%a6%e7%bf%92%e7%9c%8c%e6
%b0%91%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e8%

鹿児島県 枕崎市 ① 生涯学習県民大学講座
県民の多様化・高度化する生涯学習ニーズに応えるため，大学等と連携して，現代
的課題に基づく講座を開設します。

11月25日 サン・フレッシュ枕崎
かごしま県民大学中央セン
ター

無料

http://www.kagoshima-
pac.jp/functions/central_center-
2-
2/lifetime/%e7%94%9f%e6%b6%af%e
5%ad%a6%e7%bf%92%e7%9c%8c%e6
%b0%91%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e8%

鹿児島県 南さつま市 ①
科学教室「秋の植物観察と植
物採集」

金峰山で秋の植物を観察します。採集や標本の作り方も学んで，四季をとおした植物
標本作りに挑戦してみましょう。※小学生以下は保護者同伴

10月27日（日）
9:00～12:00

金峰山（現地集合） 県立博物館
http://www.pref.kagoshima.jp/hak
ubutsukan

県立博物館
099-223-6050

保険料50円
要予約9/1から受付開
始

鹿児島県 南さつま市 ①
秋のサイクリング～吹上浜で
ビーチコーミング～

サイクリングや吹上浜でビーチコーミングを体験し，採集した貝殻を使った創作活動を
通して，南薩の秋に親しむ自然体験活動を実施します。

10月27日 県立南薩少年自然の家 県立南薩少年自然の家
県立南薩少年自然の家
℡：0993-77-2500

700円程度

鹿児島県 南さつま市 ① ふれあいなんさつ
障害のある子どもたちが，南薩少年自然の家での体験活動を通して，自然に親しむ
喜びや人とふれあう楽しさを体験するイベントを実施します。

11月16日,1月25日 県立南薩少年自然の家 県立南薩少年自然の家
県立南薩少年自然の家
℡：0993-77-2500

700円程度

鹿児島県 南さつま市 ①
未来へはばたけ　
なんさつ感謝デー

開所30周年を記念して，施設を開放し，展示作品の見学や創作活動を通して，日頃
の利用に感謝するイベントを実施します。

11月24日 県立南薩少年自然の家 県立南薩少年自然の家
県立南薩少年自然の家
℡：0993-77-2500

無料※クラフト体験は
一部有料

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


