
実施場所 実施予定日時 参加対象

「和歌山市教育・学びあいの日」特別講演会 和歌山市立博物館 １１月４日（土）
午後２時から

限定なし

実験で発見！教室
水溶液　「水溶液の性質を利用して」

こども科学館
実習室

１１月４日（土）
9:40-11:10

小学3年生～中学3年生
（小学４年生までは保護者

同伴）

親子生き物博士教室
「秋の木の実採集ハイキング」

加太
森林公園

１１月５日（日）
10:00-12:00

子供を含む家族

９歳までに身につけたい科学
音を出そう　「紙ぶえ、ふえ、糸でんわ」

こども科学館
実習室

１１月１８日（土）
１回目  9:40-10:50
２回目 14:00-15:10

5歳～小学3年生
（保護者同伴）

音科楽教室
音２　「楽器作り・初級」

こども科学館
実習室

１１月２６日（日）
9:40-10:50

5歳～中学3年生（小学４年
生までは保護者同伴）

岩
出
市

中高生ビブリオバトルin岩出 岩出図書館大会議室
11月4日（土）

午後1時30分から

・発表者　岩出市内に在
住・在学の中高生
・観戦者　誰でも

すこやか橋本　まなびの日 和歌山県立橋本体育館
11月26日（日）
9：30～15：00

（来場者）
どなたでも

橋本市民総合文化祭
橋本市教育文化会館及び
東部コミュニティセンター

11月3日（金・祝）～5日（日）
（来場者）
どなたでも

第22回図書館講座 橋本市教育文化会館 11月18日（土）
（来場者）
どなたでも

読書週間よみきかせ会 橋本市図書館 11月毎週土曜日
（来場者）
どなたでも

家庭教育支援講座　”親こみゅ”
有田市文化福祉センター

調理室
11/21（火）

9：30～11：30
子育てに関心のある方。

有田市郷土資料館特別展記念講演会
有田市文化福祉センター3階

大会議室
11/11（土）

13：30～15：00
一般

有田市郷土資料館特別展記念講演会
有田市文化福祉センター3階

大会議室
11/18（土）

13：30～15：00
一般

箕島高校茶道部によるお茶席 くまの古道歴史民族資料館
11/18（土）・11/19（日）

10：00～15：00
一般

橋
本
市

有
田
市

対象となる中高生でビブリオバトルを実施
岩出市教育委員会岩出図書館

　℡　0736-62-7222

子どもの成長にとって大切な、栄養バランスの良い食事について
の講座及び調理実習。

有田市教育委員会　生涯学習課
社会教育係　0737-83-1111

演題：「女性救済と徳本」
講師：俵谷　和子（西宮市立郷土資料館）

多くの方に色々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。今回はシェイクスピア文学
についてお話いただきます。

0736-33-0899
（橋本市図書館）

生涯にわたって心豊かに過ごしていくために、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。

有田市教育委員会　生涯学習課
文化振興係　0737-83-3221

演題：「仏教史の中の徳本」
講師：寺西　貞弘（前有田市文化福祉センター館長）

有田市教育委員会　生涯学習課
文化振興係　0737-83-3221

和歌山県立箕島高等学校の茶道部によるお茶席

0736-32-0034
（中央公民館　直通）

有田市教育委員会　生涯学習課
文化振興係　0737-83-3221

和歌山市の自然を親子で探索し、生物の観察や採集を行う

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。

和歌山市立博物館

和歌山市立こども科学館

和歌山市立こども科学館

和歌山市立こども科学館

和歌山市立こども科学館

理科を学習する小学３年生までに、体験しておけばよいと考えら
れる科学学習

0736-33-6112
（社会教育課　直通）

実験を通して、自然事象を体験し、自然科学への興味・関心を高
め、科学的な見方、考え方を養う

平成２９年度「きのくに学び月間」（１１月）に実施する協賛事業（市町村）

0736-33-0899
（橋本市図書館）

問い合わせ先事業名 実施予定内容

和
歌
山
市

ボランティアによる絵本などのよみきかせと簡単な工作

楽器作りの体験などから音が聞こえる理由や音が鳴る原理を知
り音について、興味関心を持つ

大政奉還から１５０年を迎えるのを記念して、「将軍家茂上洛前
後の畿内社会」をテーマにした特別講演会



ブラザーズ５スペシャルコンサート 御坊市民文化会館
１１月１８日（土）

16：30開演
チケット購入者

人権講演会 御坊市民文化会館 １１月２２日（水）
13：３０開演

一般無料
定員200名

南方熊楠翁生誕150周年記念
第48回月例展　熊楠のゆかりの人々

第31回「夏目漱石」
南方熊楠顕彰館

10月7日（土）
～11月5日（日）

一般

第48回田辺俳句大会 田辺市民総合センター 11月5日（日） 一般

第36回文化作品展
本宮行政局

　　　３階
11月1日（水）
～3日（金・祝）

一般

中辺路文化祭
中辺路コミュニティセン

ター
11月11日（土）
～12日（日）

一般

田辺市生涯学習フェスティバル特別公開 南方熊楠顕彰館 11月25日（土） 一般

田辺市生涯学習フェスティバル 田辺市民総合センター　他
11月25日（土）
～26日（日）

一般

天神児童館まつり 天神児童館
11月4日（土）
～5日（日）

一般

第３２回村民文化祭 龍神市民センター
11月18日（土）
～23日（金・祝）

一般

広
川
町

ふるさとまつり 広川町民体育館

１１／４（土）
１３：００～２１：００

１１／５（日）
９：００～１５：００

町民（一般）

平成29年度町人権教育講演会 町立松洋中学校体育館 １１月１１日（土）
午後１時３０分～

一般

町文化展 町体育センター １１月１８日（土）、
　　　 １９日（日）

一般

みなべ町文化祭　大展覧会
南部公民館

みなべ町生涯学習センター
10/28（土）～10/29（日） 一般

みなべ町文化祭　芸能まつり みなべ町保健福祉センター 11/3（金・祝） 一般

御
坊
市

田
辺
市

美
浜
町

み
な
べ
町

絵画、書、生花等の展示
教育学習課

0739-74-3134

公募句の表彰
当日句会

生涯学習課公民館係
℡0739-26-4925

大正琴、踊り、三味線等の舞台発表

生涯学習課
℡0739-26-4908

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、南方熊
楠生誕150周年を記念して、東京大学予備門時代の同級生である「夏目漱
石」を取り上げ、二人の接点や比較等、最新の調査に基づく資料をご紹介い
たします。

南方熊楠顕彰館
0739(26)9909

手芸作品、写真、生花等を展示。
町内小学生の絵画や書道作品も展示。
町文化協会主催。

講師:桂春蝶（落語家・大阪成蹊短期大学客員講師)
テーマ：「約束の海～エルトゥールル号物語～」
主催：美浜町、美浜町教育委員会
後援：町人権尊重推進委員会、町老人クラブ、
　　　　町ＰＴＡ連絡協議会、 町青少年育成町民会議、
　　　　町社会福祉協議会

美浜町中央公民館
℡０７３８－２２－７３０９

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。
・南方熊楠邸入場料無料（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）

南方熊楠顕彰館
0739(26)9909

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。

御坊市・御坊市人権啓発推進協議会主催、落語家桂ぽんぽ娘に
よる人権講演会
演題「あだ名からはじまるいじめ～いじめを克服し、前向きに生き
ています～」

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。

田辺市教育委員会
中辺路教育事務所
℡0739-64-0504

天神児童館
℡0739-24-5323

龍神地域の文化サークル、保育園、小中学校、高校、一般の皆
さんの作品展示や、舞台発表会をおこなう。 龍神教育事務所

0739-78-0301

御坊市社会福祉課
人権・男女共同参画推進室

0738-23-5508

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。

広川町教育委員会
０７３７－２３－７７９５

御坊市民文化会館自主事業実行委員会主催のブラザーズ５によ
るコンサート

御坊市教育委員会　生涯学習課
0738-23-5525

文化展
（絵画、手芸、書道等文化活動の成果を展示・発表・鑑賞する。）

教育学習課
　0739-74-3134

美浜町中央公民館
℡０７３８－２２－７３０９

保育園・小中学校・一般による作品展示
本宮教育事務所

℡　0735-42-1164



中津文化芸能祭 日高川交流センター 11月3日（金・祝）
【9:00～15:30】

一般

川辺文化祭 農村環境改善センター
川辺西小学校体育館

11月4日（土）
【9：00～17：00】
11月5日（日）

【9：00～16：00】

一般

第12回美山文化展 スポーツセンター
11月12日（日）
【9:00～15:00】

一般

なるほど！子育て講座 日高川交流センター
11月14日（火）
【10:00～12:00】

一般
（無料、30名）

関西文化の日 中津郷土文化保存伝習館 11月19日（日）
一　　般

（入場無料)

男の料理教室 保健センター
11月24日（金）

【10：00～12：00】
町内在住の男性

(定員10名)

人権教育講演会 日高川交流センター
11月25日（土）
【13:30～15:00】

一般
（入場整理券必要）

子ども将棋教室 農村環境改善センター
11月25日（土）
【9：00～11：00】

小学生
(定員20名)

かみとんだ健康福祉と文化のまつり 上富田文化会館ほか 11月4日（土）～11月5日（日） 町民

上富田町民俳句大会 上富田文化会館 11月18日（土） 一般

第13回町民大運動会 串本町総合運動公園
多目的グラウンド

11月5日(日)
※雨天中止

全町民

第13回町民総合展 串本町立体育館
串本町武道館

11月10(金)
　　　～12日(日)

全町民

子ども劇団等鑑賞 串本町文化センター
12月13日(水)

※今年度は12月開催
町内小学校高学年

第13回ふれあいいきいきまつり　
串本町文化センター

串本町立体育館 11月19日(日) 全町民

橋杭岩ライトアップ
道の駅

　　｢くしもと橋杭岩｣
11月3(金・祝)～5(日)

※11月2日(木)試験点灯
一般　

青少年劇場小公演 大島小学校
10月16日(月)

※今年度は10月開催
大島小学校　他
　　　(申込終了）

日
高
川
町

上
富
田
町

串
本
町

串本町教育委員会　教育課
0735-62-0006

作品展示、体験教室、舞台発表（5日13時～）

作品展示等
（「第1回日高川フォレストまつり」と同時開催）

子どもの成長とネット利用

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。

美山公民館
0738-56-0391

作品展示、舞台発表等

教育課
0738-22-8816

川辺公民館
0738-22-9553

川辺公民館
22-9553

上富田文化会館
0739-47-5930

中津公民館
0738-54-0326

中津公民館
0738-54-0326

関西2府8県の文化施設の入場料を無料とする事業

男性を対象にした家庭料理づくり教室

テーマ：「夢と絆」「北」での24年間、そして〝今〟
　講師：蓮池　薫

町内小学生対象とし、伝統文化である将棋の基礎を身につける。

11/4　文化芸術団体による発表会（前夜祭）
11/5　小中学校、一般の作品展、音楽祭

上富田文化会館
0739-47-5930

串本町教育委員会　教育課
0735-62-0006

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。

串本町教育委員会　教育課
0735-62-0006

中津公民館
0738-54-0326

川辺公民館
0738-22-9553

町民俳句大会
一般投句による俳句大会、小中学生の俳句表彰式

国指定の名勝・天然記念物であり、日本ジオパークに認定された
南紀熊野ジオパークの代表的な奇岩である橋杭岩をライトアップ
することで、貴重な大地の遺産を再認識する契機とする。

串本町　産業課
0735-62-0558

町民がともに学び育ちあう豊かで明るい文化と福祉の薫る町づく
りを推進し、生涯を通じて健康作り･体力づくりを行っていく意識
の高揚を図る。

芸術鑑賞の機会の少ない子供達に、優れた芸術に接する機会を
提供することにより、豊かな情操のかん養を図る。
｢しゃみせんいろいろ｣

串本町教育委員会　教育課
0735-72-0017

町内小学校４～６年生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
供する。
 『シンドバッドの大冒険』  劇団ポプラ

串本町教育委員会　教育課
0735-62-0006


