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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

沖縄県 伊江村 ③ 伊江村民俗芸能発表会
伊江村民俗芸能発表会において、国指定重要無形民俗文化財「伊江島の村踊」の公演を行い
ます。村内には8つの行政区があり、各区の持ち回りで公演が行われます。今年度は西崎区に
伝わる芸能を披露します。

11月9日 伊江村農村環境改善センター 伊江村 無料
https://www.iejima.org
/

伊江村教育委員会生涯学習
課
0980-49-2334

詳細を伊江村ホームページ
に掲載。

沖縄県 石垣市 ①③ 文化財めぐり
市民を対象に地域の文化財を中心とした見学を実施し、文化財めぐりをとおし地域の自然や歴
史・文化を学習します。

11月 石垣市内各所 石垣市教育委員会 無料

石垣市教育委員会
http://www.city.ishiga
ki.okinawa.jp/400000/4
10000/410100/www/i
ndex.html

石垣市教育委員会文化財課
0980-83-7269

要事前予約

沖縄県 石垣市 ③ 第19回石垣市民俗芸能振興大会
市内の字・地域に伝わる古謡や儀礼・伝統芸能などを披露し、広く市民に周知するとともに、そ
の保存・継承の一助とします。

11月 石垣市民会館大ホール 石垣市 無料
石垣市民会館
0980-82-1515

沖縄県 石垣市 ①④ 星空コンサート
素晴らしい演奏家の音楽を聴きながら、秋の星空を眺め宇宙へのロマンを広げる機会として開
催します。

10月25日 石垣青少年の家 沖縄県立石垣青少年の家 無料
沖縄県立石垣青少年の家
0980-82-7301

沖縄県 石垣市 ②④ 沖縄本島視察学習
金銭的にゆとりのない子供達に沖縄本島の博物館、水族館の視察を通して学習の機会を提供
します。

11月9日 沖縄本島 沖縄県立石垣青少年の家 無料
沖縄県立石垣青少年の家
0980-82-7301

沖縄県 糸満市 ①③
令和元年度　第1回　糸満市史講座「糸
満怖い話ツアー～妖怪・幽霊・昔話～
（仮）」

糸満市の歴史と文化を紹介する講座です。沖縄の人々が持つ異界観を研究されている崎原恒
新さんを講師に迎え、糸満市に伝わる昔話の中から妖怪や幽霊などに関わる不思議な物語を
紹介しながら、現地を訪ねます。

10月27日（日） 糸満市内 糸満市教育委員会 無料
糸満市教育委員会生涯学習
課
098-840-8163

定員25名、要予約
ホームページ掲載予定

沖縄県 糸満市 ①③
令和元年度　第2回　糸満市史講座「糸
満漁民がやって来た（仮）」

糸満市の歴史と文化を紹介する講座です。南西諸島の海に関する文化を研究されている板井
英伸さんを講師に迎え、県内離島や県外に出漁していった糸満漁民と、現地の人々との交流
や、現在の様子について紹介します。

11月30日 糸満市立中央図書館集会室 糸満市教育委員会 無料
糸満市教育委員会生涯学習
課
098-840-8163

定員50名、要予約
ホームページ掲載予定

沖縄県 糸満市 ①③
令和元年度　生涯学習支援センター講
座

糸満市にある南山城跡を中心に、南山城の歴史や、市内のグスクの歴史を現地を訪れながら
説明します。

11月頃
(日程調整中)

糸満市生涯学習支援センター 糸満市教育委員会 無料
糸満市生涯学習支援センター
098-992-2869

定員20人
広報掲載予定

沖縄県 糸満市 ①
令和元年度　生涯学習支援センター講
座
「簡単スマホ」講座

高齢者やスマートフォンの初心者にメール、インターネットやカメラ、ラインやアプリなどの使い
方を紹介します。

11月頃
(日程調整中)

糸満市生涯学習支援センター 糸満市教育委員会 無料
糸満市生涯学習
支援センター
098-992-2869

定員24人
広報掲載予定

沖縄県 糸満市 ①② 第16回絵本のひろば
子どもの読書活動に取り組む関係者が集い、交流連帯を広げるとともに、子どもの本や読書活
動の楽しさ、大切さを理解してもらう契機とするため、講演会、劇やオペレッタ、読み聞かせ、読
書活動パネルの展示等を行います。

11月10日 糸満市立中央図書館 糸満市教育委員会 無料
糸満市教育委員会
生涯学習課
098-840-8163

一般市民へ広報

沖縄県 糸満市 ①
おきなわ県民カレッジ広域学習サービ
ス講座

「糸満の特産品を使ってかまぼこ作りを体験しよう」
花づくりや食品づくりを通して、島尻地区をつなげるまちづくりに主体的に参画できる資質を育

10月30日 糸満市中央公民館 沖縄県教育委員会
https://www.lll-
okinawa.info/

島尻教育事務所
098-998-4416

沖縄県 浦添市 ①②③
「浦添市まちづくり生涯学習推進」関連
事業「まなびフェスタ浦添2019」

「まなび」をキーワードに、まちづくり生涯学習に関する事例や情報の提供、舞台発表や体験活
動等のイベントを実施することで、市民一人ひとりのまちづくり生涯学習への意欲を高めること
を目的とした事業です。

11月2日 浦添市てだこホール周辺 浦添市

浦添市HP:
http://www.city.urasoe
.lg.jp/docs/201808130
0023/

浦添市　市民部
市民協働・男女共同参画課
098-874-5711

沖縄県 浦添市 ③ 歴史ロマン街道「尚寧王の道を訪ねる」
第二尚氏第七代の国王尚寧の命により改修されたかつての西海道を浦添グスクから首里城へ
辿り、道沿いの文化財を紹介します。

11月3日 浦添城跡ほか
NPO法人「うらおそい歴史ガ
イド友の会」

浦添市HP：
http://www.city.urasoe
.lg.jp

NPO法人
「うらおそい歴史ガイド友の会」
098-874-9345

沖縄県 浦添市 ③ 掘り出された戦前の沖縄 牧港補給地区（キャンプ・キンザー）で発掘された、近代の集落跡の遺物等を展示公開します。 10月23日～11月29日 浦添市歴史にふれる館
浦添市教育委員会　文化財
課

無料
浦添市HP：
http://www.city.urasoe
.lg.jp

浦添市歴史にふれる館
098-874-9601

沖縄県 浦添市 ①②③
読書月間：～ｍｙbook my life～人生に
は本がかかせない

2019年度の浦添市立図書館のスローガンをテーマに、浦添市立図書館や浦添市に関わる
方々より、感銘を受けた本や生き方に影響した本を教えていただき、利用者へ紹介する。また、
著名人やメディアで取り上げられた本なども併せて紹介します。

10月25日～11月28日 浦添市立図書館 浦添市立図書館 無料
浦添市立図書館
http://library.city.uras
oe.lg.jp

浦添市立図書館
098-876-4946

沖縄県 浦添市 ①②③ 移動図書館公開

まなびフェスタ及び浦添市制50周年、名護市制50周年コラボ企画として、移動図書館「としょま
る」及び名護市立中央図書館の移動図書館「がじまる号」をてだこ大ホールの入口前広場にお
いて公開し、貸出を行います。移動図書館の巡回がない地域の方にも利用していただき、ま
た、普段見ない名護市の移動図書館を見学できる機会とします。

11月2日11：00～12：00 てだこ大ホール入口前広場 浦添市立図書館 無料
浦添市立図書館
http://library.city.uras
oe.lg.jp

浦添市立図書館
098-876-4946

沖縄県 浦添市 ①②③ おはなしのたから箱スペシャル 定期開催のおはなし会の内容をスペシャル版として、外部講師を招き実施します。 11月2日午後 浦添市立図書館 浦添市立図書館 無料
浦添市立図書館
http://library.city.uras
oe.lg.jp

浦添市立図書館
098-876-4946

沖縄県 浦添市 ① スマホを使いこなそう！
スマホの各種アプリ（電話・ブラウザ・SNSなど）の使い方を解説し、同時に依存症や危険性に
ついても説明し、スマホとの健全な付き合い方を身につけることを目的とします。

10月4日,11日,18日,25日 浦添市立中央公民館 浦添市立中央公民館 無料
浦添市立中央公民館
098-879-5503

【android コース】
10：00～12：00
【iOSコース】
14：00～16：00

沖縄県 浦添市 ①③ KARATE☆キッズ
児童を対象に、2020東京オリンピックで競技として採用された沖縄発祥の「空手」についてその
歴史や成り立ちを知り、実際に体験することを通して、世界に誇る沖縄の伝統文化に触れる機

10月12,19,26日
11月2,9,16,23,30日

浦添市立中央公民館 浦添市立中央公民館 無料
浦添市立中央公民館
098-879-5503

11月30日は「公民館まつり」
での演舞となります。

沖縄県 浦添市 ① たのしく防災！
近年の異常気象や大規模な地震・津波等による災害に対して、ゲームや料理体験等の実践も
取り入れながら、参加者全員で協力して楽しく「防災」を学びます。

11月17日,24日 浦添市立中央公民館 浦添市立中央公民館
浦添市立中央公民館
098-879-5503

「災害食」の材料費について
は、実費負担

沖縄県 浦添市
①②
③④

琉球の漆文化と科学2019
琉球漆器を科学の視点から分析した結果を報告。今回は首里城からみえる琉球の漆文化につ
いて県内外の研究者4人による基調報告やポスター展示を行います。

11月9日午後1時30分～
浦添市美術館
講堂

浦添市美術館・明治大学 無料
浦添市美術館
http://museum.city.ur
asoe.lg.jp

浦添市美術館
098-879-3219

沖縄県 浦添市 ①③④ うるしの日体験教室 １１月１３日のうるしの日にあわせ、漆の体験教室を開催します。 11月17日午後2時～
浦添市美術館
実習教室

浦添市美術館
浦添市美術館
http://museum.city.ur
asoe.lg.jp

浦添市美術館
098-879-3219

沖縄県 浦添市 ①③ 漆芸家シリーズ2019　諸見由則展
首里城の漆塗替作業に10年以上携わる髹漆職人の諸見由則氏（沖縄県指定無形文化財保持
者）の活動や作品を紹介する展覧会を開催します。

11月1日～11月17日
浦添市美術館
企画展示室１

浦添市美術館 無料
浦添市美術館
http://museum.city.ur
asoe.lg.jp

浦添市美術館
098-879-3219

沖縄県 うるま市 ①②③ 第３４回全島獅子舞フェスティバル
沖縄県内各地で行われている獅子舞や民俗芸能の中から数団体を招待し、その演舞を披露す
ることで、獅子舞及び民俗芸能の保存・継承・発展に寄与することを目的に毎年開催していま

10月13日
うるま市
安慶名闘牛場

教育委員会文化財課 無料
http://www.city.uruma.
lg.jp

うるま市教育委員会文化財課
098-923-7182

沖縄県 うるま市 ①③ 文化財講座「フールって何？」
県内各地のフール（便所兼豚小屋）について多くの知見を有する専門家・高田勝氏に「フールと
は何か？」というテーマで一般的なフールや楚南村のフールについて語っていただき、戦前の
沖縄のくらしについて学びます。

11月3日 うるま市立石川歴史民俗資料館 教育委員会文化財課 無料
http://www.city.uruma.
lg.jp

うるま市教育委員会文化財課
098-923-7182

R1.10上旬～中旬に更新予
定

沖縄県 うるま市 ①②③
「掘り出された戦前のうるま市－楚南村
跡－」

嘉手納弾薬庫内の発掘調査された「楚南村跡」における戦前の人々のくらしを遺物、遺構より
学びます。

11月1日～1月31日 うるま市立石川歴史民俗資料館 教育委員会文化財課 無料
http://www.city.uruma.
lg.jp

うるま市教育委員会文化財課
098-923-7182

R1.10上旬～中旬に更新予
定

沖縄県 うるま市 ①②③ 企画展「うるま市の闘牛」
昨年度市指定となった「うるま市の闘牛」。今年闘牛のまち宣言をするうるま市より、その歴史
から「闘牛ワイドー」や「闘牛女子」の写真などを展示します。

10月19日～12月1日 うるま市立石川歴史民俗資料館 教育委員会文化財課 無料
http://www.city.uruma.
lg.jp

うるま市教育委員会文化財課
098-923-7182

R1.10上旬～中旬に更新予
定

沖縄県 うるま市 ①②③ 企画展「うるま市の鳥」
うるま市でみられる212種の野鳥をとりあげる本展は、市がもつ自然の豊かさとその生態につい
て広く市民へ関心と理解を深め、教育及び文化の振興を図ることを目的に開催します。

10月1日～12月27日 うるま市立海の文化資料館 教育委員会文化財課 無料
http://www.city.uruma.
lg.jp

うるま市教育委員会文化財課
098-923-7182

R1.10上旬～中旬に更新予
定

沖縄県 うるま市 ①④ 野草料理に挑戦しよう
石川青少年の家で生育している野草を採取し、それを具にして料理に挑戦し、郷土料理の良さ
を味わう機会とします。

11月3日 石川青少年の家 沖縄県立石川青少年の家
石川青少年の家HP
http://www.unai-
sc.net/

沖縄県立石川青少年の家
098-964-3263

10月20日頃、要項アップ
ロード予定

沖縄県 うるま市 ①④
自然とふれあう家族の集い
「オータムキャンプ」

テント設営や野外炊飯などキャンプ活動を通して、家族のふれあいを深める。その他にもナイト
ウォークや登山を行い自然とふれあうことで、動植物の大切さを学びます。

11月16～17日 石川青少年の家
沖縄県立石川青少年の家
沖縄県教育委員会

石川青少年の家HP
http://www.unai-
sc.net/

沖縄県立石川青少年の家
098-964-3263

11月3日頃、要項アップロー
ド予定

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

沖縄県 大宜味村 ①③ 第４６回おおぎみ展

村出身社や村内在住者の芸術作品を一堂に展示することにより、芸術意欲の向上はもとより、
芸術作品を村民多数に鑑賞してもらうために開催します。また、子どもたちの参加を募る事で、
彼らの将来の希望へとつなげることも目的としています。絵画や陶芸等の一般作品以外にも、
保育所、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、各種団体の作品を展示しており、展示会中に芸
術講座などの開催も計画しております。

11月1日～3日 旧大宜味小学校体育館 大宜味村教育委員会 無料
http://www.vill.ogimi.o
kinawa.jp/

大宜味村教育委員会教育課
0980-44-3006

沖縄県 大宜味村 ①③ 第２４回しまんちゅ芸能

村内で芸能活動を行っている者や団体の日頃、活動していることを来場者の前で公演すること
により、分野の異なる芸能関係者の情報交換、連携を図り、さらなる技術向上を目指すために
開催します。また、多くの来場者が本村の芸能文化についての認識を深めることにより、芸能
文化の発展に資する事を目的としています。
琉球芸能や日本舞踊をはじめ、バンド、フラダンス、吹奏楽などさまざまな分野の芸能が出演し
ております。

11月4日
大宜味村農村環境改善セン
ター

大宜味村教育委員会 無料
http://www.vill.ogimi.o
kinawa.jp/

大宜味村教育委員会教育課
0980-44-3006

沖縄県 大宜味村 ①
令和元年度移動図書館（空とぶ図書
館）

県立図書館は、県民の知識要求に対応できるよう的確な資料の収集等に努め、その利用促進
を図るとともに、県内の図書館活動の充実を図るために市町村立図書館や関係機関・関係団
体等と連携・協力し、県民の文化・教養の向上に資することを目的として設置されています。 
しかしながら、地理的条件等により、充実した図書館サービスを享受できない状況であるため、
移動図書館を開催し、図書館未設置である本村の読書活動支援を行うことにより、生涯学習の
振興を図ることを目的としています。

11月2日 旧大宜味小学校
沖縄県立図書館
大宜味村教育委員会

無料
大宜味村教育委員会
0980-44-3006

沖縄県 沖縄市 ①②③
令和元年度沖縄市教育委員会表彰式
典

本市の教育行政、学校教育、社会教育及び学術文化その他教育の振興に顕著な功労があり、
他の模範として推奨に値する業績、若しくは善行があった方を表彰します。

11月1日
沖縄市民会館
大ホール

沖縄市教育委員会 無料
沖縄市教育委員会教育総務
課

沖縄県 沖縄市 ① 図書館セミナー 本に親しむために講師を招いての講演や朗読会などを行います。 11月3日 沖縄市立図書館 沖縄市立図書館 無料
沖縄市立図書館
098-929-4919

沖縄県 沖縄市 ①
おきなわ県民カレッジ広域学習サービ
ス講座

「海の危険生物について学ぼう」
講座での体験を通して新たな発見、自然や人とのつながりの輪を広げていく機会とします。

10月20日 中頭教育事務所 沖縄県教育委員会
https://www.lll-
okinawa.info/

中頭教育事務所
098-939-0044

沖縄県 沖縄市 ①
おきなわ県民カレッジ広域学習サービ
ス講座

「気づきyoga」
講座での体験を通して新たな発見、自然や人とのつながりの輪を広げていく機会とします。

11月17日 中頭教育事務所 沖縄県教育委員会
https://www.lll-
okinawa.info/

中頭教育事務所
098-939-0044

沖縄県 沖縄市 ①④ 第28回産業総合研究所フォーラム
沖縄国際大学産業総合研究所では、研究成果の社会還元の一環としてフォーラムを開催しま
す。今年度のテーマは「アリーナを基点にした商店街づくり　－スポーツビジネスにより地域活
性化－（仮）」です。

11月3日 沖縄市民会館
沖縄国際大学
産業総合研究所

無料
https://www.okiu.ac.jp
/igir

098‐893-7967

沖縄県 恩納村 ①③ 第2７回恩納村文化祭（芸能部門）
文化協会舞台部門の日頃の文化活動の発表を年に一度村民に対し、披露するとともに文化活
動の向上、普及、発展をめざし、多彩な文化活動の取り組みを図ります。

11月3日
ふれあい体験学習センター（ゆ
うなホール）

恩納村文化協会
恩納村文化協会098-982-
5112

沖縄県 恩納村 ①③
恩納村文化財普及事業「掘り出された
戦前のうんな」展

戦前の恩納村について発掘調査で得られた出土遺物等を紹介する展示会を開催します。 10/8～11/10 恩納村博物館 恩納村博物館 無料 恩納村博物館098-982-5112

沖縄県 嘉手納町 ①②③
「嘉手納町教育の日」事業「教育の日
の集い」

沖縄県の「美ら島沖縄教育の日」（11月1日）制定に鑑み、町民の教育に対する関心と理解を一
層高め、学校、家庭、地域社会及び行政が連携して教育に関する取り組みを町全体で推進し、
町における教育の充実と発展を図る目的ため、毎年11月を「教育月間」とし、11月1日を「嘉手
納町教育の日」と定め、その事業を開催します。

11月2日 かでな文化センター 嘉手納町教育委員会 無料
http://www.educ.kade
na.okinawa.jp/

嘉手納町教育委員会
教育総務課教育総務係
098-956-1111　内（254）

沖縄県 嘉手納町 ①③ かでなっ子フェスティバル
町内の子ども会を中心に、子どもたちが日頃の練習で培った芸能等を発表する場として開催す
ることで、人材育成及び地域の子ども会の活性化に寄与することを目的に開催します。

11月17日 かでな文化センター 嘉手納町教育委員会 無料
社会教育課文化振興係
098-956-1111（内線263）

沖縄県 北中城村 ①③ 第25回文化祭（展示部門） 文化協会各部の作品展示を行います。 11月23日～11月24日 北中城村立中央公民館 北中城村文化協会 無料
北中城村立中央公民館内
098-935-3773 後援：北中城村教育委員会

沖縄県 宜野座村 ③
掘り出された近世・近代の金武・宜野
座・恩納

金武町・宜野座村・恩納村で発掘された近世・近代の資料を展示する企画展を開催します。 10月26日～12月1日 宜野座村立博物館 金武・宜野座・恩納 無料
宜野座村立博物館
098-968-4378

9：00～17：00
12：00～13：00・月曜・祝祭
日は休館

沖縄県 宜野湾市 ①④ 第210回シマ研究会
シマ研究会は、沖縄国際大学、南島文化研究所の主催する一般市民向けの定例研究会であ
る。今回の研究会では、呉屋義勝を講師として招き、専門の考古学についてお話しいただく。

10月21日（予定）
沖縄国際大学
13号館1階会議室

沖縄国際大学
南島文化研究所

無料
https://www.okiu.ac.jp
/irc

098‐893-7967
9月ごろに詳細が確定する
予定

沖縄県 金武町 ①② 「金武町教育の日」特別公演事業
毎年11月1日の「金武町教育の日」式典・教育委員会表彰と併せて開催する公演事業。当該年
度は琉球交響楽団「オーケストラ公演」を予定しています。

11月1日 金武町立中央公民館 金武町教育委員会 無料
金武町教育委員会社会教育
課

沖縄県 金武町 ③ 第26回金武町民俗芸能祭
町指定民俗無形文化財の「伊芸の南ヌ島」をはじめ町内各地域に伝わる民俗芸能を一堂に集
め披露する機会を通じて、民俗芸能の保存継承支援及び郷土文化が持つ魅力の再認識を目
的に毎年11月の第1土曜に開催しています。

11月2日 金武町立中央公民館 金武町教育委員会 無料
金武町教育委員会社会教育
課
098-968-8996

沖縄県 金武町 ① 第15回金武町読書フェスティバル
子どもの読書活動推進、町民一般への読書活動の普及啓発を目的に毎年秋に開催。絵本読
み聞かせや親子参加型ワークショップ、古本リサイクルなど、子どもから大人まで一緒に読書に
触れ親しめるプログラムを企画・開催しています。

11月2日 金武町立図書館 金武町教育委員会 無料
金武町立図書館098-968-
5004

沖縄県 金武町 ①③ 第12回金武町文化祭
金武町文化協会主催による文化祭。展示部門と舞台部門で構成、文化・芸術の幅広いジャン
ルで作品展示や舞台発表（こども芸能祭・舞台部門発表）をおこない、町民の文化振興・文化
創造を内外に発信しています。

11月8日～11月10日 金武町立中央公民館 金武町文化協会 無料
金武町教育委員会社会教育
課
098-968-8996

沖縄県 国頭村 ① やんばる山学校

　沖縄島北部やんばるの山は、琉球弧の地史を背景に独自の進化をとげた多種多様な野生動
植物が生息・生育し、国や沖縄県が目指す世界自然遺産登録（推薦地）の中核をなす地域で
す。今年度のやんばる山学校では、世界自然遺産へ登録するほどの価値を持つ森林（⇔自然
遺産が、人の暮らしにどれほどの利益をもたらすものなのか？）と人の命の源である水資源の
つながりを自らの目で確認することから始め、二つのテーマでやんばるを探究します。　一つ目
は、やんばるで行われている林業の現場視察を通して、森林の多面的機能を考え、人の暮らし
の根源をもとに今後のやんばるの森のより有効な森林の利活用のあり方を考えます。二つ目
は、県民の水がめとしてのダムはもとより水源涵養林の役割を果たすやんばるの森から、短い
河川を通り、海岸線までの流域や河口までを辿り、河川環境下で起きている問題にせまりま
す。　体験やワークショップなど能動的な学習方法を取り入れながら進める本講座では、主体

11月23日～24日
琉球大学「与那フィールド」及び
国頭村内の森林やダム周辺、
海岸エリア

琉球大学地域連携推進機構
生涯学習推進部門

https://ercll.u-
ryukyu.narayun.jp/

琉球大学総合企画戦略部
地域連携推進課
098-895-8019

2日間の宿泊型講座
宿泊は琉球大学「与那
フィールド」（国頭村）を利用
予定

受講料・宿泊料の負担あ
り。

沖縄県 県内全域 ① 遊びリンピックin沖縄 県内で開催される祭りやイベント等ブース出展を行い、自然体験プログラムを提供します。 10月26日 那覇市内 沖縄県立名護青少年の家 無料 https://www.opnyc.jp/
沖縄県立名護青少年の家
0980-52-2076

沖縄県 県内全域 ①
やんばる自然教室
「名護岳に登ろう！」

名護岳の自然観察をしながら自然環境の保全と登山コース・ハイキングコースを紹介しながら
自然散策を楽しむ機会として開催します。また、昆虫の生態に詳しい専門講師を招聘し、やん
ばるに生息する昆虫や植物の観察も行います。

10月27日 名護青少年の家 沖縄県立名護青少年の家 https://www.opnyc.jp/
沖縄県立名護青少年の家
0980-52-2076

沖縄県 県内全域 ① 防災キャンプ 名護市の消防署と連携し、防災に対する心構えと教養を深める機会を提供します。 11月 名護青少年の家 沖縄県立名護青少年の家 https://www.opnyc.jp/
沖縄県立名護青少年の家
0980-52-2076

沖縄県 県内全域 ①
スポーツコンベンション支援事業
（ツールド沖縄）

ツールド沖縄や北部地区のマラソン・ウォーキング大会等を通し、運営者間及び参加者間の交
流の場を提供します。

11月 名護青少年の家 沖縄県立名護青少年の家 https://www.opnyc.jp/
沖縄県立名護青少年の家
0980-52-2076

沖縄県 県内全域 ①
やんばるの生態を学ぼう
（植物研究室連携）

沖縄美ら島財団等の専門家を講師として招聘し、自然の宝庫といわれているやんばるを散策
し、やんばるに生息する動植物について理解を深めることを目的に実施します。

11月16日 名護青少年の家 沖縄県立名護青少年の家 https://www.opnyc.jp/
沖縄県立名護青少年の家
0980-52-2076

沖縄県 県内全域 ①
ノルディックウォーキング講座③
（名護岳ハイキングコース）

トレッキング及びノルディックウォーキングを通して健康増進の一助を図るとともに、名護岳周辺
の草花等を楽しむ機会として開催します。

11月17日 名護青少年の家 沖縄県立名護青少年の家 https://www.opnyc.jp/
沖縄県立名護青少年の家
0980-52-2076

沖縄県 県内全域 ① ファミリーキャンプ
自然体験を通して家族や家族同士で交流・協力しあい絆を深める機会として開催します。また、
自然と向き合い体感することで、身近にある自然を改めて発見することを目的としています。

11月16日～17日 糸満青少年の家 沖縄県立糸満青少年の家
沖縄県立糸満青少年の家
098-994-6342

沖縄県 県内全域 ④ 星空観察
星座を観察し、宇宙に対する興味や過去の人々が思い描いた神話の世界への好奇心と深究
心を養うことを目的に開催します。

10月27日 糸満青少年の家 沖縄県立糸満青少年の家
沖縄県立糸満青少年の家
098-994-6342

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



129

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

第61回「教育・文化週間」関連行事

沖縄県 県内全域 ④ 潮干狩り体験教室 潮干狩りの方法を親子で体験し、海の生き物に興味を深める機会とします。 11月10日 糸満青少年の家 沖縄県立糸満青少年の家
沖縄県立糸満青少年の家
098-994-6342

沖縄県 豊見城市 ①③ 第27回豊見城市文化協会総合文化祭
豊見城市文化協会を主催に、市内の文化芸能団体による伝統芸能や「しまくとぅば」発表会入
選者による舞台公演や、茶道などの生活文化の展示を通して地域文化や伝統芸能の振興と継
承発展を図ります。

11月10日
豊見城市
中央公民館

豊見城市
文化協会

無料
豊見城市文化協会
098-856-6430

沖縄県 豊見城市 ③ 特別展「豊見城市の文化財」（仮） 令和元年度に新しく市指定文化財となった文化財を展示公開します。 11月～12月
豊見城市歴史
民俗資料展示室

豊見城市教育委員会 無料
http://www.city.tomigu
suku.okinawa.jp/

豊見城市　文化課
098-856-3671

15名以上は事前予約

沖縄県 豊見城市 ①
おきなわ県民カレッジ広域学習サービ
ス講座

「食を楽しもう」
花づくりや食品づくりを通して、島尻地区をつなげるまちづくりに主体的に参画できる資質を育

11月7日 南部農林高等学校 沖縄県教育委員会
https://www.lll-
okinawa.info/

島尻教育事務所
098-998-4416

沖縄県 豊見城市 ①
おきなわ県民カレッジ広域学習サービ
ス講座

「花を楽しもう」
花づくりや食品づくりを通して、島尻地区をつなげるまちづくりに主体的に参画できる資質を育

11月14日 南部農林高等学校 沖縄県教育委員会
https://www.lll-
okinawa.info/

島尻教育事務所
098-998-4416

沖縄県 中城村 ③ 『ごさまるウォーキング』
世界遺産中城城跡をゴール地点として中城村内の歴史の道（中城ハンタ道）をウォ-キングしな
がら文化財を巡って歴史を学んだり、沖縄の自然、景観を楽しみます。

11月10日
中城城跡及び
歴史の道（中城
ハンタ道）

主催：吉の浦地域総合ス
ポーツクラブ

http://www.vill.nakagu
suku.okinawa.jp/index.j
sp

中城村教育委員会生涯学習
課
（中城村営体育館事務所）
098-895-3707

詳細は、中城村広報
誌10月号、村HP
（9月末～10月初頃）
に掲載予定

沖縄県 中城村 ③
2019世界遺産中城城跡
プロジェクションマッピング

世界文化遺産中城城跡の城壁をスクリーンにしてプロジェクションマッピングを
実施。城壁前では、地域伝統芸能や組踊伝承者等による伝承に基づいた演舞が行われ。音楽
と映像・演劇を融合させた舞台が繰り広げられます。

11月23日～24日 中城城跡
中城村
中城村観光協会

無料
http://www.vill.nakagu
suku.okinawa.jp/index.j
sp

中城村観光協会
098-975-5309

詳細は世界遺産中城城跡ﾌﾟ
ﾛｼﾞｪｸｼｮﾝﾏｯﾋﾟﾝｸﾞHP、中城
村広報誌10､11月号、村
HP(10月末～11月初頃)で掲

沖縄県 中城村 ③
村内文化財展
in護佐丸まつり

護佐丸まつりの中で文化財コーナーを設け、中城城跡など、村内の指定文化財を中心に文化
財パネルや出土遺物の展示を行います。

10月19日～20日 中城城跡
中城村教育委員会
生涯学習課

無料
中城村教育委員会
生涯学習課文化係
098-895-5302

情報は中城村広報誌10月
号、村HP(9月末～10月初
頃)の護佐丸まつりのﾌﾟﾛｸﾞﾗ
ﾑ内で掲載予定

沖縄県 中城村 ①
生涯学習講座
「美ら文字習字教室」

村民を対象とした生涯学習講座で、大人向けの習字(毛筆)教室を開催します。文字の書き方の
基礎から学び、正しく、美しく書くことを身につけることを目的に行います。

10月4日,11日,18日,25
日,11月1日,8日

吉の浦会館
中城村教育委員会
生涯学習課

無料
中城村教育委員会生涯学習
課
（中城村営体育館事務所）

情報は中城村広報誌9月
号、村HP(9月中旬頃～)に
掲載予定

沖縄県 中城村 ①
生涯学習講座
「あなたと私、ステキにコミュニケーショ
ン」

村民を対象とした生涯学習講座で、多種多様な人間社会において、正しい関係性を、暴力・人
権・共生の視点から考えます。

11月11日,18日,25日,12
月2日

吉の浦会館
中城村教育委員会
生涯学習課

無料
中城村教育委員会生涯学習
課
（中城村営体育館事務所）

情報は中城村広報誌9月
号、村HP(9月中旬頃～)に
掲載予定

沖縄県 中城村 ①②③
令和元年度琉球大学附属図書館・琉
球大学博物館企画展(仮)

琉球大学附属図書館と博物館(風樹館）が地域の図書館・博物館と連携し、所蔵する琉球・沖
縄関係の資料の紹介を通して、琉球・沖縄の歴史・文化・自然を身近に、そして総合的に学ぶこ
とができる企画展です。今年度は中城村護佐丸歴史資料図書館にて開催します。

11月1日～11月18日 中城村護佐丸歴史資料図書館 国立大学法人琉球大学 無料
http://www.lib.u-
ryukyu.ac.jp/

TEL:098-895-8697
FAX:098-895-8575
e-mail: tsokinawa@acs.u-
ryukyu.ac.jp

詳細は後日HPに掲載しま
す。

沖縄県 那覇市 ③
文化庁日本の技体験フェア「ふれてみ
よう！文化財を守り続けてきた匠の技」

文化財の保存技術の大切さや伝承者の養成、文化財の修理、原材料や道具などに関する現
状をより多くの方々に理解していただくとともに、未来の伝承者・理解者の拡大等に資すること
を目的に毎年開催されており、今年度は沖縄県での開催となります。

11月9日～10日 沖縄県立武道館 沖縄県教育委員会、文化庁 無料
沖縄県教育庁文化財課
098-866-2731

沖縄県 那覇市 ③ 組踊等教育普及事業　武道館公演
組踊上演300周年を記念して、「組踊等教育普及」の一環で、沖縄県立武道館において組踊の
公演を開催します。なお、日本の技体験フェアと同時開催になります。

11月9日 沖縄県立武道館 沖縄県教育委員会 無料
沖縄県教育庁文化財課
098-866-2731

沖縄県 那覇市 ③
令和元年度　「私たちの文化財」図画
作品展

沖縄県内の文化財を題材にした作品の募集を行い、県内小・中・高等学校、特別支援学校から
応募いただいた作品の中から、入賞した75作品を沖縄県庁ロビーにて展示します。

10月28日～11月1日 沖縄県庁１階ロビー 沖縄県教育委員会 無料
沖縄県教育庁文化財課
098-866-2731

沖縄県 那覇市 ②③
組踊の誕生と展開－玉城朝薫から沖
縄県立芸大まで－

組踊上演300周年及び県立芸大音楽学部琉球芸能専攻創設30年を記念し、主に学内所蔵の
組踊や冊封使等に関する資料を基に、組踊の誕生から県立芸大の組踊教育までの300年にわ
たる歴史を紹介します。

10月25日～11月3日
沖縄県立芸術大学附属図書・
芸術資料館

沖縄県立芸術大学附属図
書・芸術資料館

無料
http://www.lib.okigei.a
c.jp/lib/lib.html

沖縄県立芸術大学
附属図書・芸術資料館
098-882-5038

沖縄県 那覇市 ①③ 世界遺産解説会
世界遺産である「玉陵」「識名園」を、管理指導員、案内親方の解説を聞きながら観覧し、文化
財に触れる機会とします。

11月17日 識名園・玉陵 那覇市市民文化部文化財課 無料

那覇市役所HP
https//www.city.naha.
okinawa.jp/kankou/bu
nkazai/bunnkazaiosira
se.html

那覇市市民文化部文化財課
098-917-3501

識名園：9時～
玉陵：11時～
1時間程度

沖縄県 那覇市 ①③ 文化の日無料公開
文化の日は「自由と平和を愛し、文化をすすめる」ことを趣旨として制定された祝日です。この
日は、那覇市の文化に親しんでいただくために、歴史文化施設を無料開放します。

11月3日
識名園・玉陵・那覇市立壺屋焼
物博物館・那覇市歴史博物館

那覇市市民文化部文化財課 無料

那覇市役所HP
https://www.city.naha.
okinawa.jp/admin/city
hall/sosiki/sosiki/buky
oku/siminbunkabu/kyo
uikubunkazai.html

那覇市市民文化部文化財課
098-917-3501

識名園 9：00～17：00
玉陵 9：00～18：00
那覇市立壺屋焼物博物館 
10：00～18：00
那覇市歴史博物館　10：00
～19：00

沖縄県 那覇市 ①②③ 秋のわくわくこども会“青空おはなし会”
読書推進運動協議会が定めた文化の日を含む読書週間（10/27～11/9）を対象とした、読書推
進活動の一環として中央図書館お隣の与儀公園で、季節に触れあい情景を楽しみながらおは
なし会を行います。

11月2日 与儀公園内 那覇市立中央図書館 無料
那覇市立中央図書館
098-917-3449

沖縄県 那覇市 ①②③ 秋の特別おはなし会 季節に関する本の読み聞かせと工作を行います。
10月26日
11:00～

那覇市立石嶺図書館 那覇市立石嶺図書館 無料
那覇市立石嶺図書館
098-917-3454

沖縄県 那覇市 ①②③ 秋の読書週間展示 テーマに沿った本の展示・紹介です。 10月17日～11月19日 那覇市立繁多川図書館 那覇市立繁多川図書館 無料
那覇市立繁多川図書館
098-917-3455

沖縄県 那覇市 ① 特別無料投影 プラネタリウムを無料で投影します。
10月中旬及び11月中旬
予定

那覇市牧志駅前ほしぞら公民
館
プラネタリウム

那覇市
牧志駅前ほしぞら公民館

無料

https://www.city.naha.
okinawa.jp./shisetsu/b
unka/kouminkan/hoshi
zora/indexhtml

那覇市牧志駅前ほしぞら公民
館
098-917-3443

沖縄県 那覇市 ①
おきなわ県民カレッジ広域学習サービ
ス講座

「那覇御願所巡り」沖縄の歴史、文化、自然に触れ、体験することで沖縄の良さを再発見しても
らうことを目的に実施します。

11月16日 那覇市内 沖縄県教育委員会
https://www.lll-
okinawa.info/

那覇教育事務所
098-867-2710

沖縄県
那覇市、
他

①
おきなわ県民カレッジ美ら島沖縄学講
座

歴史講座「古文書の読み方！パート２」沖縄に残る古文書から琉球の歴史や社会を考えていき
ます。

10月17日 南部合同庁舎各教育事務所 沖縄県教育委員会 無料
https://www.lll-
okinawa.info/

生涯学習推進センター
098-864-0474

ライブ配信を行う。各教育事
務所はサテライト会場となる

沖縄県
那覇市、
他

①
おきなわ県民カレッジ美ら島沖縄学講
座

歴史講座「歴代宝案の世界（その１）」歴代宝案（琉球王国の外交文書を記録した漢文史料）に
ついて、わかりやすく学びます。

11月11日 南部合同庁舎各教育事務所 沖縄県教育委員会 無料
https://www.lll-
okinawa.info/

生涯学習推進センター
098-864-0474

ライブ配信を行う。各教育事
務所はサテライト会場となる

沖縄県 那覇市 ③
〈世界のウチナーンチュの日関連企画〉
世界の料理④（仮）

10月30日の世界のウチナーンチュの日に関連し、世界の料理講座を実施します。沖縄をルー
ツに持つ県系人を講師に招き、移住先の家庭料理を教えてもらい、文化・や歴史、簡単な言語
なども紹介してもらいながら交流を深めます。

10月17日 那覇市若狭公民館 那覇市若狭公民館 無料
https://cs-
wakasa.com/kouminka
n/

那覇市若狭公民館
098−917−3446

参加費は無料。ただし、材
料費等は実費徴収

沖縄県 那覇市 ①
なは市民協働大学院 講座⑧「企画づく
り強化合宿&中間発表」

「地域課題の解決に向けた動きをつくりだす、コーディネーター的視点をもった人材の育成」を
めざし、全8回のプログラムを開催します。第６回目は強化合宿で学びを深めます。

10月19日～20日 森の家みんみん NPO法人値域サポート若狭 無料
https://cs-
wakasa.com/kouminka
n/

那覇市若狭公民館
098−917−3446

参加費は無料。ただし、保
険料等は実費徴収

沖縄県 那覇市 ③ こども国際映画祭in沖縄 KIFFO⑤
「映画を通じて世界を感じ、映画祭運営を通じて様々な年齢の人と出会い、世界を広げてほし
い」との思いで立ち上がった映画祭です。今年度は毎月1回の小さな映画祭を開催し、鑑賞後
におしゃべり会を行っています。第5回目の作品は「地平線のキックオフ」です。

10月20日 沖縄県立図書館３階ホール
こども国際映画祭in沖縄 
〈KIFFO〉実行委員会

無料
https://kukuruvision.c
om/kiffo/

こども国際映画祭in沖縄 
〈KIFFO〉実行委員会
070-5567-6686

沖縄県 那覇市 ③ 第23回 若狭地域文化祭
地域住民、自治会、企業等が協力して毎年開催しています。地域文化の再認識と新たな文化
の掘り起こしを行い、こども〜高齢者までの異世代交流を図ります。

10月26日 若狭海浜公園 若狭地域文化祭実行委員会 無料
https://cs-
wakasa.com/kouminka
n/

那覇市若狭公民館
098−917−3446

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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沖縄県 那覇市 ① 防災キャンプ（秋）

参加者が防災・減災に関する知識を身につけ自助・共助の意識を高めることを目的に季節ごと
に開催します。宿泊を通しての避難所擬似体験から、実際に集団避難した際にどういったこと
が起こりうるかを考え、いざという時の備えに役立てます。加えて、今回はペット同伴可のため、
ペットを連れての避難を擬似的に行い、その際の想定を深めます。

11月9日～10日 新都心公園 那覇市若狭公民館 無料
https://cs-
wakasa.com/kouminka
n/

那覇市若狭公民館
098−917−3446

沖縄県 那覇市 ③ こども国際映画祭in沖縄 KIFFO⑥
「映画を通じて世界を感じ、映画祭運営を通じて様々な年齢の人と出会い、世界を広げてほし
い」との思いで立ち上がった映画祭です。今年度は毎月１回の小さな映画祭を開催し、鑑賞後
におしゃべり会を行っています。第６回目の作品は「菜の花の沖縄日記」です。

11月3日 沖縄県立図書館３階ホール
こども国際映画祭in沖縄 
〈KIFFO〉実行委員会

無料
https://kukuruvision.c
om/kiffo/

こども国際映画祭in沖縄
〈KIFFO〉実行委員会
070-5567-6686

沖縄県 那覇市 ①③
学芸員と展示を見よう
～常設展ギャラリートーク～

常設展示の内容について、学芸員が展示会場で解説します。 11月17日 那覇市立壺屋焼物博物館 那覇市立壺屋焼物博物館
http://www.edu.city.na
ha.okinawa.jp/tsuboya

那覇市立壺屋焼物博物館
098‐862-3761

那覇市立壺屋焼物博物館　
10：00～18：00

沖縄県 那覇市 ①③ 壺屋やちむん通り祭り無料開館
那覇市が共催する壺屋やちむん通り祭り開催日に合わせ、博物館で壺屋焼の歴史を学び、焼
物や壺屋地域の新たな魅力を感じていただくために那覇市立壺屋焼物博物館を特別無料開館

11月2日～3日 那覇市立壺屋焼物博物館 那覇市立壺屋焼物博物館 無料
http://www.edu.city.na
ha.okinawa.jp/tsuboya

那覇市立壺屋焼物博物館
098‐862-3761

那覇市立壺屋焼物博物館　
10：00～18：00

沖縄県 那覇市 ①③ 琉球船と首里・那覇を描いた絵画史料
沖縄の美術工芸の中で「黒」に注目した企画展です。漆芸、陶芸、織、墨蹟を展示し、沖縄の色
彩の多様性を展示します。

11月1日～12月25日 那覇市歴史博物館 那覇市歴史博物館
http//www.rekishi-
archive.city.naha.okina
wa.jp

那覇市歴史博物館
098-869-5266

10：00～19：00
木曜を除く

沖縄県 那覇市 ①②③ 秋のおはなし会 季節の絵本の読みきかせや紙芝居、手遊びなどを行います。 11月3日 那覇市立繁多川図書館 那覇市立繁多川図書館 無料
那覇市立繁多川図書館
098-917-3455

沖縄県 那覇市 ③ 空手の日　記念演武祭
10月25日の「空手の日」を記念して、記念演武祭を行い、空手を創造し育み、受け継いできた
先人に敬意を表するとともに、「空手の日」及び「空手発祥の地・沖縄」を広く国内外に発信しま
す。

10月27日 国際通り
沖縄県、沖縄県議会
沖縄伝統空手道振興会

無料
沖縄県文化観光スポーツ部
空手振興課
098-866-2232

沖縄県 那覇市 ③ おきみゅー誕生祭2019
毎年11月に沖縄県立博物館・美術館の開館を祝う誕生祭を実施しています。
開館12年目となる今年は11/2～4の3日間、開催中の企画展「台湾展」にちなんで、「台湾」を
テーマに食・音楽・アート・文化体験イベントを実施します。

11月2日～4日 県立博物館・美術館
指定管理者
沖縄美ら島財団

https://okimu.jp/
指定管理者　沖縄美ら島財団
098-941-8200

沖縄県 那覇市 ①③ 博物館バックヤードツアー 普段は見ることのできない博物館の裏側を案内します。 10月26日 県立博物館・美術館 県立博物館・美術館 無料 https://okimu.jp/
指定管理者　沖縄美ら島財団
098-941-8200

沖縄県 那覇市 ①③ 美術館ミュージアムツアー
普段は見ることのできない美術館の裏側、そしてコレクションギャラリーを学芸員が案内しま
す。

11月3日 県立博物館・美術館 県立博物館・美術館 無料 https://okimu.jp/
指定管理者　沖縄美ら島財団
098-941-8200

沖縄県 那覇市 ③
博物館常設展／美術館コレクション展
無料開放

毎年11月3日（文化の日）は、博物館常設展と美術館コレクション展を無料開放しています。 11月3日 県立博物館・美術館
指定管理者
沖縄美ら島財団

無料 https://okimu.jp/
指定管理者　沖縄美ら島財団
098-941-8200

沖縄県 那覇市 ③ おきみゅーゆんたくデー
11月3日（文化の日）は丸一日、全ての展示室内で気軽に会話を楽しみながらの作品鑑賞を推
奨する「おきみゅーゆんたくデー」を実施します。

11月3日 県立博物館・美術館
指定管理者
沖縄美ら島財団

無料 https://okimu.jp/
指定管理者　沖縄美ら島財団
098-941-8200

沖縄県 那覇市 ①③ 博物館常設展示解説会 常設展の見どころを学芸員が案内します。 11月14日 県立博物館・美術館 県立博物館・美術館 https://okimu.jp/
指定管理者　沖縄美ら島財団
098-941-8200

沖縄県 那覇市 ①② 第2回アートコンクール
多くの児童・生徒にアートコンクールへの参加の機会を提供し、親しめる美術館づくりを目指す
し、美術館主催の絵画コンクールを開催します。

作品応募期間＝9/1～
10/14

県立博物館・美術館 県立博物館・美術館 無料 https://okimu.jp/
指定管理者　沖縄美ら島財団
098-941-8200

沖縄県 那覇市 ①③
古文書勉強会
「野村工工四上巻」三線名人12人の略

湛水から野村安趙までの系譜を概観します。 10月18日 県立博物館・美術館
指定管理者
沖縄美ら島財団

https://okimu.jp/
指定管理者　沖縄美ら島財団
098-941-8200

沖縄県 那覇市 ①③
古文書勉強会
「尚寧の天罰霊社起請文」-誓約書-

尚寧は神や仏に何を誓ったのか見ていきす。 11月8日 県立博物館・美術館
指定管理者
沖縄美ら島財団

https://okimu.jp/
指定管理者　沖縄美ら島財団
098-941-8200

沖縄県 那覇市 ①③
『OKINAWA』アートワークショップ2019
　石獅子 守り神づくり

沖縄の海と珊瑚が作り出した琉球石灰岩で、石獅子づくりに挑戦してみましょう。 10月19日 県立博物館・美術館 県立博物館・美術館 https://okimu.jp/
指定管理者　沖縄美ら島財団
098-941-8200

沖縄県 那覇市 ①③
『OKINAWA』アートワークショップ2019
漆喰シーサーに挑戦！

漆喰を使って本格的なシーサーづくりに挑戦してみましょう。 11月16日～17日 県立博物館・美術館 県立博物館・美術館 https://okimu.jp/
指定管理者　沖縄美ら島財団
098-941-8200

沖縄県 那覇市 ①③
ふれあい体験室　10・11・12月
 「ペーパービーズでアクセサリーづく

不要となったチラシやポスターを使って、ビーズのアクセサリーづくりに挑戦してみましょう。
10月19、26日
11月9、16日

県立博物館・美術館
指定管理者
沖縄美ら島財団

https://okimu.jp/
指定管理者　沖縄美ら島財団
098-941-8200

沖縄県 那覇市 ①③
おきみゅー で 大人の美術の教室（3回
目）「たからものコラージュ」

スプーンやイヤリングなど思い出の宝物を持参し、そこから絵を描き額装までしてみましょう。
（全4回）

10月26日 県立博物館・美術館 県立博物館・美術館 https://okimu.jp/
指定管理者　沖縄美ら島財団
098-941-8200

沖縄県 那覇市 ①③
おきみゅー で 大人の美術の教室（4回
目）「アクリルグヮッシュで描く新都心の
アコークロー」

秋空が美しくなる時期。おきみゅーの屋上に登り、新都心のまちの夜景と夕暮れ時（アコーク
ロー）を絵の具で描いてみましょう。（全4回）

11月16日 県立博物館・美術館
指定管理者
沖縄美ら島財団

https://okimu.jp/
指定管理者　沖縄美ら島財団
098-941-8200

沖縄県 那覇市 ①③
おきみゅー で ほうかご美術のきょうし
つ「えほんをつくろう2019」（4回目）

印刷製本を体験！絵本を完成させましょう。（全4回） 11月1日 県立博物館・美術館
指定管理者
沖縄美ら島財団

https://okimu.jp/
指定管理者　沖縄美ら島財団
098-941-8200

沖縄県 那覇市 ①③
博物館文化講座「シマクトゥバによる民
話の記録」

民話の記録について詳しく解説します。 11月2日 県立博物館・美術館
指定管理者
沖縄美ら島財団

無料 https://okimu.jp/
指定管理者　沖縄美ら島財団
098-941-8200

沖縄県 那覇市 ①③
博物館学芸員講座「沖縄の映像から記
録の中から～」

映像記録を通して当時の沖縄について解説します。 11月9日 県立博物館・美術館 県立博物館・美術館 無料 https://okimu.jp/
指定管理者　沖縄美ら島財団
098-941-8200

沖縄県 南城市 ①③ 第13回　「南城市総合文化展」

美術工芸、陶芸、華道、写真、書道、盆栽･花卉園芸、茶道、学術文化、川柳、俳句作品等展
示。日頃の創作活動成果の展示を通し、会員相互の触発及び親睦を深め広く市民に芸術文化
の感動を与える機会を提供するとともに世代間の交流の場となるものです。参観していただくこ
とにより出展者の制作意欲の向上と作品を通し、地域社会へ寄与することを目的に実施しま

11月22日～23日 南城市役所 南城市文化協会 無料
090-1942-2428（山田）
090-6772-9615（知念）

沖縄県 南城市 ①
第18回尚巴志ハーフマラソンin南城市
大会

西日本最大級のハーフマラソン。『尚巴志』は琉球王国を築きあげ、大交易時代へと発展させ
た本市のシンボル的存在である。大会をとおして、『尚巴志』を生んだ本市の自然や歴史、文化
に触れ、『尚巴志ロマン』を体感することで本市の魅力が県内外へ発信され、地域の活性化に
寄与していくことを目的として開催するものです。

11月3日
南城市文化センター・シュガー
ホール特設会場

尚巴志ハーフマラソンin南城
市大会実行委員会

http://www.shouhashi.j
p/

尚巴志ハーフマラソン
in南城市大会事務局
098-947-6866

沖縄県 南城市 ①③
斎場御嶽出土品特別展示（斎場御嶽
休息日）

斎場御嶽休息日に限り、斎場御嶽の出土品の特別展示を行い、市内外へ南城市の歴史や文
化を知っていただく機会とします。

10月28日～30日 南城市観光協会がんじゅう駅 南城市観光協会 無料
https://okinawa-
nanjo.jp/sefa/

南城市観光協会
098-948-4611

沖縄県 南城市 ①③
知る見る聴く　地域の文化遺産で体験
する本格組踊（南城市文化遺産巡りコ
ンサート事業）

地域の文化遺産を会場としたコンサートを開催し、地域に存在する文化遺産を知るきっかけづく
りと世代間をつなぐ地域コミュニケーションの活性化を図ります。

11月～12月予定
南城市稲嶺区、船越区、當山
区、手登根区

文化課 無料
http://www.city.nanjo.
okinawa.jp/index.html

南城市教育委員会文化課
098－917-5374

沖縄県 南城市 ①③
古写真トークin南城（南城市地域孫会
議事業）

地域の古写真を見ながら、住民で語らうゆんたくイベント。なつかしいお話をしながら、地域の
歴史や文化遺産を確認し孫の世代へ継承することを目的として開催します。

9月～10月下旬予定
南城市稲嶺区、船越区、當山
区、手登根区

文化課 無料
http://www.city.nanjo.
okinawa.jp/index.html

南城市教育委員会文化課
098－917-5374

沖縄県 西原町 ③ 歴史の道を歩く
国指定史跡内間御殿から首里城までの歴史の道を歩き、尚円王（金丸）に関係する文化財な
どを案内し、歴史について学びます。

11月3日 西原町内～首里城 西原町教育委員会 無料
西原町教育委員会
文化課文化財係
(TEL：098-944-4998)

10月上旬頃に町HP更新予
定

沖縄県 西原町 ① はじめてのプログラミング体験
　2020年度から小学校でプログラミング教育が必修化されます。
本講座では、プログラミングの経験が全く無い児童の皆さんが、実際にプログラミングを体験し
ながら楽しく科学を学びます。

10月27日
琉球大学教育学部棟4階
422室

琉球大学地域連携推進機構
生涯学習推進部門

無料
https://ercll.u-
ryukyu.narayun.jp/

琉球大学総合企画戦略部
地域連携推進課
098-895-8019

（受講対象者）
小学5～6年生

沖縄県 西原町 ①
コンチネンス月間・コンチネンスデイ！
めざせ！気持ちよく排泄できるコンチネ
ンス

すべての人が気持ちの良い排泄ができるように、 排泄障がいの予防や治療、支援、開発、教
育などを行い予防に努めています。コンチネンスメイト・コンチネンスリーダー・コンチネンスアド
バイザーである専門の看護師から食と排泄の重要性について学べます。コンチネンスとは、排
尿や排便が正常の状態や、障がいがあっても排泄がコントロールできている状態を表す言葉で
す。この講座を受けることにより、尿失禁や便失禁がなく気持ちよく排泄ができている状態の正
しい知識の習得、 専門病院への受診、的確な用具を選択するチャンスに恵まれます。さらに排
尿自立にむけた対応と骨盤底筋訓練の理論と実演を体感することによってコンチネンスケアへ

11月2日
放送大学沖縄学習センター5階　
大講義室

琉球大学地域連携推進機構
生涯学習推進部門

無料
https://ercll.u-
ryukyu.narayun.jp/

琉球大学総合企画戦略部
地域連携推進課
098-895-8019

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

沖縄県 西原町 ① 沖縄の公害問題で考える平和学習

沖縄県内にある米軍専用施設は日本全国の70％が集中しています。米軍基地から派生する
公害には、「典型七公害」と呼ばれる大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、悪臭、地盤
沈下の問題が少なからず見られる。本講座では、米軍航空機の騒音問題及び、基地から派生
すると思われる有害物質による土壌汚染、水質汚染の現状の問題について調査結果をもとに
解説します。さらに、70年以上前に行われた沖縄での地上戦争における平和学習を環境面で

11月2日，9日，16日
琉球大学地域国際学習セン
ター301講義室

琉球大学地域連携推進機構
生涯学習推進部門

https://ercll.u-
ryukyu.narayun.jp/

琉球大学総合企画戦略部
地域連携推進課
098-895-8019

サテライト配信講座
各サテライトキャンパスでも
配信いたします。（那覇、宮
古島、久米島、大宜味、国
頭）

沖縄県 西原町 ①

働き盛りのための栄養講座・クッキング
part1～part3
～仕事の活力を増進させるニュートレ
～

現代社会では経済状況、成果主義、顧客ニーズの多様化・複雑化などを背景に長時間労働や
作業の迅速化が求められる傾向にあります。働き世代の‟ゆとり”が失われてきているようにも
思えるこのような状況下で、気持ちや身体に疲れが溜まりがちになっていませんか？
そこで、働き盛りの栄養講座・クッキングとして、私たち栄養のスペシャリストが食生活の面から
日々の「元気」をサポートするポイントを説明し、さらに、料理が苦手な方でも作れる簡単・栄養
満点にできるクッキングをお教えします。明日からの仕事の活力を増進させる方法を一緒に学
び、柔軟で健康な身体とこころを手に入れましょう！

11月9日
琉球大学教育学部本館309教
室、306教室（給食実習室）

琉球大学地域連携推進機構
生涯学習推進部門

https://ercll.u-
ryukyu.narayun.jp/

琉球大学総合企画戦略部
地域連携推進課
098-895-8019

本講義の最少開講人数は3
名以上とさせていただきま
す。
受講料の負担あり。

沖縄県 西原町 ①②④ 音の体験教室
沖縄県唯一の残響室無響室内の非日常の音空間を体感して頂きます。同時に音の実験も行
います。

11月3日（日）
琉球大学工学部２号館残響室
無響室

琉球大学 無料
琉球大学工学部
（098-895-8657)

 

沖縄県 東村 ① 第11回東村文化舞台発表会
郷土の先人より受け継がれてきた文化・芸能を村民に披露し民俗芸能の文化的価値の認識と
保存継承を目的に公民館にて活動しているサークル等の発表の場としています。

11月3日 東村農民研修施設 教育委員会 無料
東村教育委員会
0980-43-2130

沖縄県 宮古島市 ① 「宮古島市生涯学習フェスティバル」

広く市民に対し学習活動の成果発表の場や学習情報を提供することにより、市民一人一人の
生涯学習への意欲を高めるとともに学習活動への参加を促進し、生涯学習の一層の振興を図
ることを目的に開催します。社会教育団体（宮古青少年の家他）や公民間利用団体、婦人会、
子ども会、高等学校理科研究会等が取り組んでいる活動を紹介します（各ブースで活動紹介、
絵画、編み物、民具、ロボット体験、軽スポーツ等）。

11月 宮古島市中央公民間
宮古島市教育委員会、沖縄
県立宮古青少年の家

宮古島市教育委員会
（0980-77-4946）
宮古青少年の家
（0980-72-8883）

開催日調整中

沖縄県 本部町 ③ 第37回もとぶ展
もとぶ展は町民自ら作品を発表することによって文化に対する意識の高揚を図り、地域文化の
向上に資することを目的としています。

11月9日～10日 本部町立体育館 本部町教育委員会 無料
本部町教育委員会社会教育
班

沖縄県 八重瀬町 ③
11月3日(文化の日)
八重瀬町立具志頭歴史民俗資料館　
無料開放日

11月3日（文化の日）に合わせ、八重瀬町立具志頭歴史民俗資料館を1日無料開放します。 11月3日
八重瀬町立具志頭
歴史民俗資料館

八重瀬町教育委員会 無料

八重瀬町教育委員会
生涯学習文化課
（具志頭歴史民俗資料館内）
098-835-7500

沖縄県 八重瀬町 ①
おきなわ県民カレッジ広域学習サービ
ス講座

「野菜作りを楽しもう」
花づくりや食品づくりを通して、島尻地区をつなげるまちづくりに主体的に参画できる資質を育

10月24日 八重瀬町種苗センター 沖縄県教育委員会
https://www.lll-
okinawa.info/

島尻教育事務所
098-998-4416

沖縄県 読谷村 ①②③ 第45回　読谷まつり
読谷村の先人、泰期と赤犬子を題材にしたイベント。古典音楽愛好家による演奏や琉舞などが
披露される他、さまざまなプログラムが催されます。

10月26日～27日
読谷村運動広場、多目的広場、
伝統工芸総合センター、読谷む
ら咲むら闘牛場、読谷村体育セ

読谷まつり実行委員会
www.vill.yomitan.okina
wa.jp

読谷村役場総務課
098-982-9201

沖縄県 読谷村 ①②③ 「世界のゆんたんざんちゅ」展 読谷村から世界に旅立った読谷山人(ゆんたんざんちゅ)についての企画展を開催いたします。 10月5日～27日
世界遺産座喜味城跡ユンタンザ
ミュージアム

世界遺産座喜味城跡ユンタ
ンザミュージアム

無料
www.yuntanza-
museum.jp

読谷村教育委員会文化振興
課

沖縄県 読谷村 ①②③ 文化財講座 読谷村の文化財について知り、親しんでいただくための講座を開催いたします。 11月3日
世界遺産座喜味城跡ユンタンザ
ミュージアム、読谷村各所

世界遺産座喜味城跡ユンタ
ンザミュージアム

無料
www.yuntanza-
museum.jp

読谷村教育委員会文化振興
課

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


