平成３０年度「きのくに学び月間」（１１月）に実施する協賛事業（市町村）
事業名
和
歌
山
市

実施場所

参加対象

実施予定内容

和歌山市民図書館

３階ホール

11月3日（土）
13:30～16:30

図書館で不用となった図書を1人10冊まで無償でお譲りする
和歌山市在住または通勤通学され
13:30～ 事前申し込みされた方
ている方
15:30～ 申込のない方

―第10回 和歌山市教育・学びあいの日― 『小澤俊夫
和歌山市民図書館
氏講演会』

３階ホール

11月15日（木）
13:30～16:15

一般の方
定員80名

小澤俊夫氏（口承文芸者・筑波大学名誉教授）による講演会
1部 講演「昔ばなしが語る子どもの成長」
2部 昔ばなし語りの会

和歌山市教育・学びあい月間事業 図書リサイクル

問い合わせ先
和歌山市民図書館 073-432-0010

和歌山市民図書館 073-432-0010

すこやか橋本 まなびの日

和歌山県立橋本体育館

11月25日（日）
9：30～15：00

（来場者）
どなたでも

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 0736-33-3704
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。
（生涯学習課 直通）

橋本市民総合文化祭

橋本市教育文化会館及び市民会館

11月2日（金）
～4日（日）

（来場者）
どなたでも

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 0736-33-3704
どのイベントを開催。
（生涯学習課 直通）

第28回図書館講座

橋本市教育文化会館

11月24日（土）

（来場者）
どなたでも

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
0736-33-0899
開催しています。今回はアンケートをもとにした県下真言宗の寺院経営についてお話
（橋本市図書館）
いただきます。

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

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

0736-33-0899
（橋本市図書館）

明治150年記念特別展
明治・大正期の箕島

有田市郷土資料館

9月29日（土）～12月2日(日)

一般

多くの人が集まる魅力的なまち「箕島」の明治・大正期の商売や生活に注目した展
示。
安生寺と泉州谷川瓦の展示。

有田市教育委員会 生涯学習課
文化振興係 0737-83-3221

写真パネル展～有田市と熊野古道～

くまの古道歴史民俗資料館

11月10日（土）～
水・木曜休館

一般

有田市の熊野古道に関するパネルミニ展示

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茶道部によるお茶会

くまの古道歴史民俗資料館

11月10日（土）・11月11日（日）
10：00～15：00

一般

和歌山県立箕島高等学校の茶道部によるお茶席
お茶券：200円

有田市教育委員会 生涯学習課
文化振興係 0737-83-3221

有田市美術展・文化祭

有田市民会館
有田市文化福祉センター

11月3日(土) 9:00～17:00
11月4日(日) 9:00～16:00

一般

美術展：書・写真・絵画の3部門の一般公募作品の展示、表彰。
文化祭：文化協会会員の作品展示、お茶席(一席300円)

有田市教育委員会 生涯学習課
文化振興係 0737-83-3221

文芸大会表彰式

みかん資料館

11月5日(月) 15:30～

一般

俳句、短歌の一般公募作品の展示、表彰。

有田市教育委員会 生涯学習課
文化振興係 0737-83-3221

時さかのぼる歩き旅

文成中学校スタート・ゴール
糸我町散策

11月24日(土) 9:00～

一般

有田市糸我地区の文化財等を歩く。語り部の語りあり。
希望者は有料でみかん狩りができ、昼食を提供できます。
有田市教育委員会 生涯学習課
参加費：100円、みかん狩り：800円、太刀重1200円、紀州うめどり丼900円。申込期間 文化振興係 0737-83-3221
10/1～19

宮川花子講演会
「花子のいきいきライフ」

有田市民会館

11月11日(日)
13:30開場、14:00開演 約90分

一般

手話通訳あり。入場無料。全席指定。
要整理券。整理券配布開始10/6(土)9:00～1人2枚まで

ビブリオバトル Arida city Tournament

有田市民会館

11月18日(日) 12:30～

(バトラー)中高校生
(観戦者)一般

バトラーが読んで面白いと思った本を紹介、ディスカッションし、観戦者がどの本が一 有田市図書館
番読みたくなったかを投票する。最多票獲得者は和歌山大会へ出場する。
0737-82-3220

保田祭

有田市立保田小学校
有田市立保田中学校
有田市立保田公民館

11月16日（金）～11月17日（土）

一般

小中学校と公民館が合同で行う作品展示会等

橋
本
市

有
田
市

実施予定日時

有田市民会館
0737-82-2626

有田市教育委員会 生涯学習課
社会教育係 0737-83-1111（296）

御
坊
市

田
辺
市

御坊市・御坊市人権啓発推進協議会主催、
講師：蓬莱大介さん（気象予報士・防災士）、
演題：家族を守るためのお天気教室～自然災害が多い日本～
整理券必要、10月10日（水）9時から御坊市役所で整理券を発行します。

一般無料
定員900名

御坊市社会福祉課
人権・男女共同参画推進室
℡0738-23-5508

御坊市人権講演会

御坊市民文化会館
大ホール

11月10日（土）
13：30開演

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6日（土）～11月4日（日）

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、民俗学に関心が
南方熊楠顕彰館
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
0739(26)9909
の調査に基づいてご紹介します。

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18日（日）

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

田辺市生涯学習フェスティバル

田辺市民総合センター ほか

11月17日（土）～18日（日）

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。

生涯学習課
℡0739-26-4908

知的書評合戦 中学生 高校生 ビブリオバトル 紀の
岩出市立岩出図書館
川市大会

11月17日(土） 13:30～

紀の川市在住

対象となる中学生でビブリオバトルを実施 ※岩出市大会と同時開催

紀の川市立図書館
℡0736－64－4614

知的書評合戦 中学生 高校生 ビブリオバトル 紀の
紀の川市立河北図書館
川市大会

11月18日(土） 13:30～

紀の川市在住・在学の高校生（高校
対象となる高校生でビブリオバトルを実施 ※岩出市大会と同時開催
生相当年齢の方）

紀の川市立図書館
℡0736－64－4614

中学生ビブリオバトル岩出市大会

岩出市立岩出図書館

11月17日（土） １3:30～

・発表者 岩出市内に在住・在学の中学生
・観戦者 どなたでも

対象となる中学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

高校生ビブリオバトル岩出市大会

紀の川市立河北図書館

11月18日（日） 13:30～

・発表者 岩出市内に在住・在学の高校生
・観戦者 どなたでも

対象となる高校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

第４７回かつらぎ町文化展

かつらぎ総合文化会館

１１月２日(金)～
１１月４日（日）

一般

文化活動の発表

かつらぎ町教育委員会
生涯学習課
0736-22-0303

紀の川万葉の里マラソン・リレーマラソン2018

伊都浄化センター

１１月２５日（日）

小学生から成人

伊都浄化センター周辺でのマラソン

憩楽クラブかつらぎ事務局
0736-22-1023

人権フェスティバル2018
愛かつらぎ

かつらぎ総合文化会館

１１月１１日（日）

一般

新井深絵さんによる人権講演会（トーク＆コンサート）
かつらぎ町教育委員会
人権作文・ポスター優秀作品表彰、人権作文優秀作品朗読、展示コーナー（人権ポス 生涯学習課
ター他）、人権啓発コーナー
0736-22-0303

湯
浅
町

ゆあさ愛・あいまつり

湯浅町総合センター

11月3日（土）・4日（日）

町民

作品の展示、演芸の披露

湯浅町教育委員会
電話：0737-63-1111
FAX：0737-63-3601

広
川
町

ふるさとまつり

広川町民体育館

11月3日(土)
13:00～21:00
11月4日(日)
9:00～15:00

町民（一般）

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。）

広川町教育委員会
0737-23-7795

紀
の
川
市

在学の中学生

岩
出
市

か
つ
ら
ぎ
町

美
浜
町

由
良
町

み
な
べ
町

串
本
町

平成30年度町人権教育講演会

町地域福祉センター

11月10日（土） 13:30～

一般
（200名）

講師:高岡達之（読売テレビ放送報道局解説委員)
テーマ：「ニュースの裏側から見た人権問題」
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

町文化展

町体育センター

11月17日（土）・18日（日）

一般

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。

美浜町中央公民館
℡０７３８－２２－７３０９

町文化協会芸能部発表会

松洋中学校体育館

11月17日(土)

一般

町文化協会芸能部による発表会。
町文化協会主催。2年に1度開催。

美浜町中央公民館
℡０７３８－２２－７３０９

由良町芸能発表会

由良町中央公民館

11月23日（日）

（来場者）
どなたでも

町内有志による舞台発表

（由良町中央公民館）
０７３８－６５－２４１８

由良町文化展

由良町中央公民館

10月27日（土）～11月4日（日）

（来場者）
どなたでも

文化展
（絵画、手芸、書道等文化活動の成果を展示・鑑賞する。）

（由良町中央公民館）
０７３８－６５－２４１８

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月27日（土）～10月28日（日）

一般

絵画、書、生花等の展示

教育学習課
0739-74-3134

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月3日（土・祝）

一般

大正琴、踊り、三味線等の舞台発表

教育学習課
0739-74-3134

第14回町民大運動会

串本町総合運動公園
多目的グラウンド

10月28日(日)
※雨天11月4日(日)

全町民

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。

串本町教育委員会 教育課
0735-62-0006

第14回町民総合展

串本町立体育館
串本町武道館

11月9日(金)～11日(日)

全町民

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

子ども劇団等鑑賞

串本町文化センター

12月13日(木)
※今年度は12月開催

町内小学校低学年

町内小学校1～3年生及び園児を対象に劇団公演を実施し、豊かな感性を育成するこ
串本町教育委員会 教育課
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。 『モンゴルの白い馬』 劇
0735-62-0006
団わらび座関西

第14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18日(日)

全町民

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。

串本町教育委員会 教育課
0735-62-0006

道の駅
｢くしもと橋杭岩｣

11月2(金・祝)～4(日)
※11月1日(木)試験点灯

一般

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

橋杭岩ライトアップ

美浜町中央公民館
℡０７３８－２２－７３０９

