
No 行　　　　事　　　　名
開催日

（開催期間）
開催時間等

開催場所
（所在地）

問合せ先
（TEL)

ホームページ 特記事項・注意事項

1 企画展「チョウに負けん『蛾』」
9月28日（土）～11
月24日（日）

09:00～17:00
鹿児島県立博物館
(鹿児島市城山町1-1)

鹿児島県立博物館
(099-223-6050)

https://www.pref.kagoshima.
jp/hakubutsukan/

無料

2 プラネタリウム秋編
9月14日（土）～11
月28日（木）

11:00～，13:30
～，15:00～

宝山ホール4階
(鹿児島市山下町5-3)

鹿児島県立博物館別館
(099-210-7353)

https://www.pref.kagoshima.
jp/hakubutsukan/

小・中学生120円，高校生以上
210円

3 科学教室「アサギマダラ大作戦」 11月2日(土) 10:00～12:00 開聞岳
鹿児島県立博物館
(099-223-6050)

https://www.pref.kagoshima.
jp/hakubutsukan/

定員40名（要事前申込）
参加費：50円

4 博物館がやってきた！In鹿児島県庁
11月14日（木）～
11月17日（日）

未定
鹿児島県庁18階展望ロビー
(鹿児島市鴨池新町10-1)

鹿児島県立博物館
(099-223-6050)

無料

5 発掘調査説明会 11月上旬（予定）
10:00～15:00
（予定）

久保田牧遺跡
（鹿屋市吾平）

鹿児島県立埋蔵文化財センター
（0995－48－5811）

https://www.jomon-no-
mori.jp

6
第55回企画展「新発見！かごしまの遺跡
2019～発掘調査速報展～」

7月20日（土）～11
月10日（日）

9:00～17:00
上野原縄文の森　展示館企画展示室
（霧島市国分上野原縄文の森1番1号）

0995-48－5701
http://www.jomon-no-
mori.jp/

入館料：大人310円，高・大学生
210円，小・中学生150円

7
河口コレクションコーナー第2回「河口貞徳
氏の軌跡Ⅱ」

9月21日（土）～
令和2年1月17日
（金）

9:00～17:00
上野原縄文の森　展示館常設展示室
（霧島市国分上野原縄文の森1番1号）

0995-48－5701
http://www.jomon-no-
mori.jp/

入館料：大人310円，高・大学生
210円，小・中学生150円

8 文化の日　無料開放 11月3日(日) 9：00～17：00
上野原縄文の森
（霧島市国分上野原縄文の森1番1号）

0995-48－5701
http://www.jomon-no-
mori.jp/

9
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～」

11月23日（土・祝）
～令和2年3月8日
（日）

9：00～17：00
上野原縄文の森　展示館企画展示室
（霧島市国分上野原縄文の森1番1号）

0995-48－5701
http://www.jomon-no-
mori.jp/

入館料：大人310円，高・大学生
210円，小・中学生150円

10
考古学講座第5回「島津義弘ゆかりの地
加治木まち歩き」

11月23日(土・
祝)

10：00～12：
00

姶良市加治木町周辺 0995-48－5701
http://www.jomon-no-
mori.jp/

定員：40人程度（要事前申込
み），資料代：100円

11 世界遺産・ジオパークバスツアー 11月9日 9:00～16：00

石橋記念公園
旧集成館（仙巌園、尚古集成館、異人
館）
関吉の疎水溝
寺山展望台　など

鹿児島市観光交流局観光交流部
世界遺産・ジオパーク推進課
（099-216-1313）

https://www.city.kagoshima.l
g.jp/kanko/sekaiisan/201907
30sekaigeo.html

大人1,800円、小中学生1,300円

12 旧島津氏玉里邸庭園上御庭一般公開 43785
９：００～１７：０
０

国指定名勝　旧島津氏玉里邸庭園
鹿児島市教育委員会文化財課
（０９９－２２７－１９６２）

http://www.city.kagoshima.lg
.jp/kyoiku/kanri/bunkazai/b
unka/bunka/bunkazai/tamaz
atoteienn.html

入園無料

13
島津義弘没後４００年記念事業「甦る戦国」
「チャンバラ合戦ＩＫＵＳＡ　ひおきの乱」

10月26日（土）

第１部10：00-
11：30
第２部12：30-
14：00

日置市役所（日置市伊集院町郡一丁目
100番地）

日置市総務企画部商工観光課
（099-248-9409）

ｈｔｔｐｓ://hioki-pr-
bushotai.com

10/25までに申込サイトより要申
込、参加料：大人1,000円・小人
500円（当日受付大人1,500円・
小人1,000円）

14
島津義弘没後４００年記念事業「甦る戦国」
演劇公演「生還―島津と燃ゆる武士（もの
のふ）達―」・パネル展示

10月26日（土）
14:00開場・
14:30開演（90
分）

日置市伊集院文化会館（日置市伊集院
町郡一丁目100番地）

日置市総務企画部商工観光課
（099-248-9409）

ｈｔｔｐｓ://hioki-pr-
bushotai.com

9/20までに往復はがきにて要
申込

15
島津義弘没後４００年記念事業「甦る戦国」
「妙円寺詣り―島津の大行列―」（武者行列
体験参加）

10月26日（土） 日置市伊集院町内
日置市総務企画部商工観光課
（099-248-9409）

ｈｔｔｐｓ://hioki-pr-
bushotai.com

9/20までに往復はがきにて要
申込。定員：抽選20人参加料：
2,000円（甲冑レンタル込）・1,000
円（甲冑持込み）

16 妙円寺詣りフェスタ2019
10月26日（土）・27
日（日）

徳重神社（日置市伊集院町徳重1786番
地）他

日置市総務企画部商工観光課
（099-248-9409）・日置市教育委
員会社会教育課（099-248-9432）

ｈｔｔｐ
ｓ://www.city.hioki..kagoshim
a.jp

県指定無形民俗文化財　大田
太鼓踊り・徳重大バラ太鼓踊り
等奉納
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17 市文化祭（作品展示）
10月29日～11月3
日

9：00～20：00
いちきアクアホール（いちき串木野市湊
町１丁目102）

いちき串木野市教育委員会
社会教育課　担当：濵田・堀之内
Tel:0996-21-5128

18
吹上歴史民俗資料館無料開放日
（島津義弘没後４００年関連展示）

11月２日（土）・３
日（日）

9:00～16:30
日置市吹上町歴史民俗資料館（日置市
吹上町中原2568番地）

日置市吹上支所教育振興課教育
振興課（099-296-2124）

入場無料

19 市文化祭（芸能発表） 43772 9：30～16：00
いちき串木野市市民文化センター（いち
き串木野市昭和通り１３３－１）

いちき串木野市教育委員会
社会教育課　担当：濵田・堀之内
Tel:0996-21-5128

20 第53回枕崎市総合文化祭（展示部門）
10月26日（土）～
11月4日(月)

 9：00～17：00
枕崎市市民会館（枕崎市千代田町114）
南溟館（枕崎市山手町175）

枕崎市教育委員会文化課
（0993-72-9998）

http://www.city.makurazaki.l
g.jp

21 豊年祭り
10月28日（月）～
10月29日（火）

13：00～終了まで
南方神社（枕崎市鹿篭麓町398）
妙見神社（枕崎市寿町259），他

枕崎市教育委員会文化課
（0993-72-9998）

http://www.city.makurazaki.l
g.jp

22 第６回郷土芸能大会 11月24日（日） 10：00～14：00
枕崎市市民会館
（枕崎市千代田町114）

枕崎市教育委員会文化課
（0993-72-9998）

http://www.city.makurazaki.l
g.jp

市郷土民芸保存会（11団体）

23 企画展「学校と考古学」
9月28日（土）～
1月13日（日）

 9:00～17:00
歴史交流館金峰
（南さつま市金峰町池辺1535）

歴史交流館金峰
（0993-58-4321）

月曜休館（祝日にあたる時はそ
の翌日）
大人300円、小人150円、幼児無
料

24 坊津総合文化祭舞台発表（郷土芸能公演） 11月2日（土） 13:30～16:00
坊津学園
（南さつま市坊津町泊8748）

南さつま市教育委員会坊津教育課

（0993-76-1810）
入場無料、郷土芸能１団体

25
加世田地域文化祭舞台発表（郷土芸能公
演）

11月3日（日）  9:00～16:00
市総合保健福祉センターふれあいかせだ

（南さつま市加世田川畑2627-1）
南さつま市教育委員会生涯学習課

（0993-76-1810）
入場無料、郷土芸能１団体

26
ミュージアム知覧企画展「飯倉神社の宝物
と信仰（仮）」

9月21日（土）～
1月13日（月）

 9:00～17:00
ミュージアム知覧
（南九州市知覧町郡17881）

ミュージアム知覧
（0993-83-4433）

要入館料　大人300円　子供200
円

27
かわなべ磨崖仏まつり「清水磨崖仏説明・
案内」

11月10日（日） 10:00～14:00
岩屋公園
（南九州市川辺町清水3882）

岩屋公園
（0993-83-4433）

かわなべ磨崖仏まつり内イベン
ト　入場無料

28 第７２回総合文化祭
11月2日（土）
11月3日（祝）

13：00～17：00
9：00～16：00

風テラスあくね 0996-72-1051
http://www.city.akune.kagos
hima.jp/

入場無料

29 出水麓歴史館　企画展「出水城跡」
11月21（木）～2月
18日（火）

9:00～17:00
出水麓歴史館
（出水市麓町10番39号）

出水麓歴史館
（0996-68-1390）

https://www.city.kagoshima
-izumi.lg.jp/

入館料　高校生以上510円、中
学生以下300円

30 中世山城跡探検会「高尾野地域の山城」 12月7日（土） 9:00～12:00
（集合場所）西部地区農村公園
（出水市高尾野町下高尾野1154番1）

出水市教育委員会文化財課
（0996-63-2108）

https://www.city.kagoshima
-izumi.lg.jp/

参加費無料

31 出水麓歴史館　企画展「出水に残る刀」
12月19日（木）～2
月18日（火）

9:00～17:00
出水麓歴史館
（出水市麓町10番39号）

出水麓歴史館
（0996-68-1390）

https://www.city.kagoshima
-izumi.lg.jp/

入館料　高校生以上510円、中
学生以下300円

32 第10回薩摩川内はんやジュニア大会 10月26日（土） 13：00～15：30
川内文化ホール（薩摩川内市若松町3番
10号）

0996-23-5111（市教委文化課）

33 天辰寺前古墳公園　石室一般公開 11月3日（日） 10：00～12：00 天辰町寺前651-2 0996-23-5111（市教委文化課） 石室保護の為、雨天中止

34 川内歴史資料館　文化週間無料開館
11月1日（金）～11
月7日（木）

9:00～17:00
薩摩川内市川内歴史資料館（薩摩川内
市中郷二丁目2-6）

0996-20-2344（川内歴史資料館）
http://rekishi.satsumasendai
.jp/

35 川内まごころ文学館　文化週間無料開館
11月1日（金）～11
月7日（木）

9:00～17:00
薩摩川内市川内まごころ文学館（薩摩川
内市中郷二丁目2-6）

0996-25-5580（川内まごころ文学
館）

http://bungaku.satsumasend
ai.jp/

36 「戦国澁谷氏の興亡の軌跡」
9月25日（水）～12
月1日（日）

9:00～17:00
薩摩川内市川内歴史資料館（薩摩川内
市中郷二丁目2-6）

0996-20-2344（川内歴史資料館）
http://rekishi.satsumasendai
.jp/

37 収蔵資料紹介
10月29日（火）～
12月1日（日）

9:00～17:00
薩摩川内市川内歴史資料館（薩摩川内
市中郷二丁目2-6）

0996-20-2344（川内歴史資料館）
http://rekishi.satsumasendai
.jp/

38
トピック展示
古木鐵太郎生誕120年記念展示

現在開催中～12
月22日(日)

9:00～17:00
薩摩川内市川内まごころ文学館（薩摩川
内市中郷二丁目2-6）

0996-25-5580（川内まごころ文学
館）

http://bungaku.satsumasend
ai.jp/

39
第８回　さつま町郷土芸能祭
（さつまフェスタ：農林業祭り）

11月17日（日） 11:00～12:30 薩摩総合運動公園
さつま町教育委員会社会教育課
文化係(0996-53-1732)

町のホームページで掲載予
定
http://www.satsuma-net.jp/

さつまフェスタ会場内（同時開
催）で，郷土芸能保存会４団体
が発表

40
宮之城歴史資料センター収蔵資料展
「さつまに伝わる　刀剣展」(仮称)

令和元年10月29
日（火）～令和2年
１月26日（日）

9:00～17:00 宮之城歴史資料センター
宮之城歴史資料センター
(0996-52-3340)

町のホームページで掲載予
定
http://www.satsuma-net.jp/

休館日：月曜日　入館料：有



41 長島古墳まつり 10月19日（土） 9：00～14：00 歴史民俗資料館（長島町指江1560番地）
長島町教育委員会社会教育課
0996-88-6500

http://www.town.nagashima.i
g.jp/

参加料無料，町内小学生対象

42 第14回長島町総合文化祭
11月2日（土）・3日
（日）

2日（土）18：00
～
3日（日）9：30
～

長島町文化ホール（長島町指江1545）
長島町Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館（長島
町指江1546-3）

長島町教育委員会社会教育課
0996-88-6500

http://www.town.nagashima.i
g.jp/

入場無料

43 文化財少年団第６回「隼人浜下り」 10月20日（日） 8：00～16：00 鹿児島神宮　他
霧島市教育委員会社会教育課
（0995-64-0708）

市内小学生を対象とした年間を
通じた体験学習のプログラム

44

姶良市歴史民俗資料館特別展講演会
講師：山本博文氏（東京大学史料編纂所教
授）
演題：「島津義弘の賭け」

11月16日（土） 14：00～16：00
姶良公民館大ホール
（姶良市西餅田589番地）

姶良市歴史民俗資料館
（0995-65-1553）

45 湧水町舞台芸能祭 11月9日（土）
12：30～（予
定）

吉松体育館
（湧水町中津川608）

湧水町教育委員会生涯学習課
（0995-75-2143）

http://www.town.yusui.kagos
hima.jp/soshiki/7/1010.html

郷土芸能披露

46 企画展「霧島と島津義久」
10月1日（火）～11
月4日（月）

9：00～17：00
霧島市立国分郷土館
（霧島市国分上小川3819）

霧島市教育委員会社会教育課
（0995-64-0708）

準備中 月曜日休館

47 企画展「「記念物１００年」展」
10月1日（火）～11
月4日（月）

9：00～17：00
霧島市立国分郷土館
（霧島市国分上小川3819）

霧島市教育委員会社会教育課
（0995-64-0708）

準備中 月曜日休館

48
姶良市歴史民俗資料館特別展
「島津義弘-乱世を賭けぬけた英雄-」

10月1日（火）～12
月1日（日）

9：00～17：00
姶良市歴史民俗資料館
（姶良市東餅田498番地）

同左
（0995-65-1553）

49 企画展「霧島と島津義久」
11月9日（土）～12
月8日（日）

9：00～17：00
霧島市立隼人歴史民俗資料館
（霧島市隼人町内2496）

霧島市教育委員会社会教育課
（0995-64-0708）

準備中 月曜日休館

50 企画展「「記念物１００年」展」
11月9日（土）～12
月8日（日）

9：00～17：00
霧島市立隼人歴史民俗資料館
（霧島市隼人町内2496）

霧島市教育委員会社会教育課
（0995-64-0708）

準備中 月曜日休館

51 湧水町文化祭 11月10日（日） 9：00～（予定）
吉松体育館
（湧水町中津川607）

湧水町教育委員会生涯学習課
（0995-75-2142）

http://www.town.yusui.kagos
hima.jp/soshiki/7/1010.html

郷土芸能披露

52 文化財散策 11月17日（日） 9：00～12：00 東串良町
東串良町教育委員会社会教育課
(0994－63－3134)

53 生涯学習講座「歴史探会おおさき」
6月1日（土）～
　　3月15日（日）

19：00～21：00 大崎町内
大崎町教育委員会社会教育課
（099-476-1111）

開催期間中10回講座を行う。

54
文化公民館係「歴史を楽しく学ぼう初級講
座」

7月5日（金）
11月9日（土）
2月7日（金）

19：00～21：00
8：30～12：00

大崎町中央公民館・大崎町町内及び近
隣

大崎町教育委員会社会教育課
（099-476-1111）

８月は座学・11月は現地研修

55 大崎町中央公民館郷土資料展示室　開放 11月3日（日） 8：30～17：00 大崎町中央公民館
大崎町教育委員会社会教育課
（099-476-1111）

56 唐仁古墳群移動展示会
11月9日(土)～11
月10日(日)

9：00～17：00
東串良町総合センター
（肝属郡東串良町池之原995-1）

東串良町教育委員会社会教育課
(0994－63－3134)

なし 入場無料

57 第41回東串良町文化祭
11月9日(土)～11
月10日(日)

9：00～15：00
東串良町総合センター
（肝属郡東串良町池之原995-1）

東串良町教育委員会社会教育課
(0994－63－3134)

なし

58 星のふるさと輝北まつり 11月10日（日） 10:00～15:00
輝北運動場及び輝北コミュニティーセン
ター（鹿屋市輝北町上百引2635）

鹿屋市文化財センター
（0994-31-1167)

59
出前講座
（神代三陵巡り）」

10月17日（木） 9:00～16:00 鹿屋市吾平町・肝付町
鹿屋市文化財センター
（0994-31-1168)

60 そお市民祭（郷土芸能発表） 11月10日（日） 11:00～14:00
末吉栄楽公園グラウンド（曽於市末吉
町）

曽於市役所企画課
（0986-46-1111）

http://www.city.soo.kagoshi
ma.jp

入場無料

61 ナイトミュージアム 10月26日（土） 18：00～21：00
種子島開発総合センター「鉄砲館」
（西之表市西之表7585番地）

西之表市教育委員会社会教育課
(0997-23-3215)

http://www.city.nishinoomot
e.lg.jp

ふるさとまなび～隊参加者
年間パスポート所持者招待

62 種子島西之表市いけばな展
11月23日（祝）～
11月24日(日）

10:00～16：00
【国登録】旧上妻家住宅主屋
（西之表市西之表9819番地）

西之表市教育委員会社会教育課
(0997-23-3215)

http://www.city.nishinoomot
e.lg.jp

入場無料

63
中種子町青少年健全育成事業
第3回チャレンジキッズ「歴史を学ぼう」

10月26日（土） 9:00～12：00
古市家住宅
（中種子町坂井3182）

中種子町教育委員会社会教育課
(0997-27-1111)

https://town.nakatane.kagos
hima.jp

地元小・中学生を対象

64 生涯学習町民フェア第45回町民文化祭
11月2日（土）～11
月4日（月）

展示9:00～
17:00
舞台9:00～
20:30

種子島こりーな
（中種子町野間6410-1）

種子島こりーな
(0997-27-3712)

https://town.nakatane.kagos
hima.jp

展示発表２日～４日，舞台発表
３日
※開催時間については変更あ
り



65
令和元年度 南種子町ふるさと祭
郷土芸能発表

11月３日（祝）
12：00～15：30
（予定）

南種子町前之峯陸上競技場
(南種子町中之上2260）

南種子町役場総務課
（0997-26-1111）

http://www.town.minamitane
.kagishima.jp/

入場料無料

66 「宝満池の突き網猟展」パネル展
10月1日（火）～12
月27日（金）

9：00～17：00
南種子町郷土館
（南種子町中之上2420-2）

南種子町郷土館
（0997-26-1111　内線401）

なし 入場料無料

67 えらぶの世之主と孫八とおもろ
4/1（月）～
12/28（土）

9：00～17：00
和泊町歴史民俗資料館
（和泊町根折1314-1）

和泊町歴史民俗資料館
0997-92-0911

http://www.town.wadomari.l
g.jp/

世之主伝説に関する紙芝居他
の展示

68 伊仙町文化財保護審議委員会 10/15（火） 午後
伊仙町歴史民俗資料館
(伊仙町伊仙２６３８）

伊仙町歴史民俗資料館
0997-86-4183

http://www.town.isen.kagosh
ima.jp

町内民俗文化財鑑賞

69 大和っ子スクール(文化遺産探訪) 10/19（土） 9:00～12:00 大和村内
大和村教育委員会
0997-57-2154

http://www.vill.yamato.lg.jp 小中学生対象

70 夜光貝のアクセサリーづくり 10/27（日） 14:00～16:00
天城町歴史文化産業科学資料センター
「ユイの館」（天城町大字天城439番地１）

天城町教育委員会
0997-85-4720

https://www.town.amagi.lg.jp
要予約（先着40名）
参加者に材料費1000円を負担
していただきます。

71 文化財保護査察
11/1（金）～
11/7（木）

未定 奄美市内文化財所在地
奄美市立奄美博物館
（0997-54-1210）

https://www.city.amami.lg.jp
指定文化財が適正・適切に保
護管理されているか，看板等も
含めて査察点検を行う。

72 文化財所在地の環境美化活動
11/1（金）～
11/7（木）

未定 奄美市内文化財所在地
奄美市立奄美博物館
（0997-54-1210）

https://www.city.amami.lg.jp
文化財保護強調週間に限らず
年間を通じて環境美化活動を行
う。

73 指定文化財の周知・広報活動
11/1（金）～
11/7（木）

未定 奄美市内
奄美市立奄美博物館
（0997-54-1210）

https://www.city.amami.lg.jp
新聞・ラジオ等のメディアやＳＮ
Ｓを通じて周知・広報活動を行
う。

74 文化財保護施設の整理
11/1（金）～
11/7（木）

未定
奄美市立奄美博物館　奄美市歴史民俗
資料館
宇宿貝塚史跡公園

奄美市立奄美博物館
（0997-54-1212）

https://www.city.amami.lg.jp
各文化財保護施設の収蔵庫等
の整理を行う。

75 強調週間ポスター掲示、地域エフエム広報
11/1（金）～
11/7（木）

9:00～17:00
宇検村生涯学習センター「元気の出る
館」
（大和村大和浜100番地）

宇検村教育委員会
0997－67－2261

https://www.uken.net

76 郷土館ギャラリートーク 11/2（土）予定 午後
瀬戸内町立図書館・郷土館(瀬戸内町古
仁屋1283-17)

瀬戸内町立図書館・郷土館
0997-72-1600

http://www.setouchi-lib.jp/
図書館・郷土館まつりと連動(開
催日は現段階での候補日)

77 二中文化祭 11/3（日） 10:00～16:00
喜界町旧上嘉鉄小学校
(喜界町湾1746）

090-4359-7228（生島） http://www.town.kikai.lg.jp
旧二中校区内で行われる町民
主体の文化祭。入場無料

78 伊仙町町民文化祭 11/3（日） １日
義名山体育館
(伊仙町伊仙2638）

伊仙町歴史民俗資料館
0997-86-4183

http://www.town.isen.kagosh
ima.jp

町内遺跡紹介

79 和泊町文化の祭典 11/3（日） 13：00～17：00
和泊町立和泊中学校あかね文化ホール
（和泊町手々知名130）

和泊町教育委員会事務局
0997-92-0300

http://www.town.wadomari.l
g.jp

伝統芸能の舞台発表

80 三町文化財保護審議委員会 11/9（土） 午後
徳之島町生涯学習センター
（徳之島町亀津2918）

伊仙町歴史民俗資料館
0997-82-2908

http://www.town.isen.kagosh
ima.jp

島内文化財めぐり

81 第28回知名町生涯学習フェスティバル 11月上旬 9:00～17:00
知名町立町民体育館・町立図書館（予
定）
（知名町知名307）

知名町教育委員会事務局生涯学
習課　0997-81-5151

http://www.town.china.lg.jp 入場無料

82
第5回龍郷町子ども博物学士講座「遺跡発
掘体験！昔の人の暮らしについて学ぼう」

11/23（土）予定 9：30～12：00
龍郷町生涯学習センターりゅうがく館
（龍郷町瀬留968-1）

龍郷町教育委員会
0997-69-4532

https://www.town.tatsugo.lg.
jp

町内児童生徒対象

83 生涯学習フェア・文化祭（展示） 11/23（土）
13:00～16:30
(予定)

砂美地来館
（与論町茶花2045番地）

与論町教育委員会生涯学習課
0997-97-2441

http://www.yoron.jp 入場無料

84 徳之島町文化祭 11/24（日） 13:00～17:00 徳之島町文化会館(徳之島町亀津7673)
徳之島町教育委員会社会教育課
0997‐83‐1682

http://www.tokunoshima-
town.org

85 古墓シンポジウム
11月末～12月初
旬

未定
和泊町立和泊中学校あかね文化ホール
（和泊町手々知名130）

和泊町教育委員会事務局
0997-92-0300

http://www.town.wadomari.l
g.jp

古墓に関するシンポジウム(知
名との共催)

86 指定文化財等の看板設置 令和元年度内 奄美市内文化財所在地
奄美市立奄美博物館
0997-54-1211

https://www.city.amami.lg.jp
文化財看板の新旧取替え及び
新規設置を行う。


