
奄美群島日本復帰６０周年記念　関係行事一覧
平成25年 H25.12.1現在

内容 場所 主催
1月 6日 日 奄美群島日本復帰６０周年記念平成25年関西奄美会新年互礼会 尼崎市中小企業センター 関西奄美会

2月 7日 木 北方領土返還要求運動キャラバン 奄美市、龍郷町 北方領土返還要求運動島民会議(奄
美大島青年会議所・奄美大島青年団連絡協議
会・地域女性連絡協議会　三団体合同事業)

9日 土 北方領土返還要求運動勉強会 和泊町 社団法人 奄美大島青年会議所

3月 9日 土 名瀬市民合唱団定期演奏会　※復帰にちなんだ歌を演奏 奄美文化センター 名瀬市民合唱団

16日 土 フラワーフェスティバル 和泊町民体育館 和泊町

17日 日 第32回花の島沖えらぶジョギング大会 笠石海浜公園 和泊町

17日 日 奄美群島日本復帰60周年記念第96回総会並びに芸能大会
※関西奄美会傘下の各郷友会総会等で「奄美群島日本復帰60周年」を掲げる

あましんアルカイックホール（兵
庫県尼崎市）

関西奄美会

31日 日 奄美群島日本復帰６０周年記念　村上光明写真展『神々の島・奄
美』－シリーズ　黒潮海道―　（～4/21（日））

田中一村記念美術館 奄美パーク

23日 土 九州～奄美～沖縄・海垣サミットin奄美 奄美市立奄美博物館 奄美遺産活用実行委員会

4月 4日 木 NHK「BSにほんのうた」公開録画 奄美文化センター ＮＨＫ鹿児島放送局，奄美市

21日 日 NHK「BSにほんのうた」放送 - ＮＨＫ鹿児島放送局，奄美市

27日 土 奄美群島日本復帰６０周年記念　奄美・横浜・沖縄合同美術展「水
の道・海の道　美の交流展」　（～5/19（日））

田中一村記念美術館 奄美パーク

28日 日 奄美群島日本復帰60周年記念　海のカーニバル 屋子母海岸 沖永良部島観光連盟

5月 3日 金 わんぱく相撲大会 喜界町 社団法人 奄美大島青年会議所

10日 金 「うまいもん市ｉｎ万博」 豊中市 摂津水都信用金庫
（株）大阪彩都総合研究所

12日 日 NHKポコポッテイト小劇場 りゅうゆう館　文化ホール NHK

楠田豊春氏講演会 ふるさとを興す女性会

18日 土 第16回渋谷・鹿児島おはら祭参加 奄美かなしゃ会

23日 木 祝！奄美群島日本復帰60周年&がんばれ横浜DeNAベイスターズ 福岡市 奄美市

24日 金 奄美群島日本復帰６０周年　結人プロジェクト
サブプロジェクト「断食（結いの刻）」

高千穂神社（奄美市名瀬） 結人プロジェクト

25日 土 やんばる駅伝競走大会 伊平屋島 沖縄北部広域事務組合

日本復帰60周年記念　第13回五月の祭典 あしびの郷・ちな 知名町文化協会

26日 日 奄美群島日本復帰６０周年記念｜嘉義丸慰霊７０年祭
ちゅらさあまみ

徳之島町文化会館 ゆめ企画

開催日
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奄美群島日本復帰６０周年記念　関係行事一覧
平成25年 H25.12.1現在

内容 場所 主催開催日
5月 29日 土 奄美群島日本復帰６０周年記念　しま興し祭り 休養村管理センター 喜界町産業振興課

6月 2日 日 琉球・奄美文化交流フェスタ 徳之島町文化会館 宮里榮弘徳之島後援会

9日 日 奄美群島日本復帰60周年記念第６０回記念県美展　奄美関連作
家展(～6/30)

田中一村記念美術館（奄美市） 鹿児島県奄美パーク

29日 土 市民と共に歌う夕べ　※復帰にちなんだ歌を紹介 AiAiひろば（奄美市） 名瀬市民合唱団

29日 土 祝  奄美群島復帰６０周年記念　新川二朗＆たがみ　ジョイントコン
サート

徳之島町文化会館 ＴＡＧＡＭＩプランニング

― ― 結人プロジェクト　沖縄－奄美　単独航行 沖縄～奄美 結人プロジェクト

7月 7日 日 奄美群島日本復帰６０周年記念　工房しょうぶ作品展
SHOBUSTYLE～美しい行為からうまれるカタチ～(～7/28(日))

田中一村記念美術館 奄美パーク

13日 土 奄美群島日本復帰６０周年記念 奄美の観光と物産展in尼崎（～
7/15）

尼崎駅前広場中央公園 ぐーんと奄美
（奄美群島観光物産協会）

JC九州地区大会　（～7/15）　※奄美群島日本復帰６０周年PR 社団法人 奄美大島青年会議所

14日 日 海人まつり（予定） 沖永良部島漁協 沖永良部島漁協えらぶ漁業集落

17日 水 奄美群島日本復帰６０周年記念 奄美群島の物産展（～7/23） 小田急百貨店町田店 ぐーんと奄美
（奄美群島観光物産協会）

18日 木 「米軍政下の奄美の暮らしと大高生の復帰運動」座談会 尼崎中小企業センター 関西安陵会

24日 水 奄美群島復帰６０周年記念 小学校水泳記録会 奄美市小学校体育連盟・奄美市教
育委員会

25日 日 奄美群島日本復帰６０周年記念　木下貴雄記念講演会 鹿児島県奄美パーク 鹿児島県奄美パーク

26日 金 奄美沖縄経済同友会 奄美大島商工会議所

27日 土 奄美群島日本復帰60周年記念 第53回港まつりサマーナイトフェス
ティバル・相撲大会

商店街／笠石ドーム 和泊町商工会

けんむんシンポジウム　世界遺産と環太平洋文明史を語る 龍郷町りゅうゆう館 奄美ケンムンふぇすた実行委員会

28日 日 奄美群島日本復帰60周年記念 第53回港まつり（海上競技・花火大
会）

沖永良部島漁協長浜特設ステー
ジ

和泊町商工会

龍郷ふるさと祭り 玉里漁港内／中央グラウンド ふるさと祭り協賛会

奄美群島日本復帰６０周年　第３回ケンムンふぇすた　沖縄（やん
ばる）と奄美の妖怪交流

鹿児島県奄美パーク 奄美ケンムンふぇすた実行委員会

31日 水 講演会　※大島高校２年生対象

8月 1日 木 第50回奄美まつり（～8/4）

3日 土 奄美群島日本復帰６０周年記念　第３２回　喜界町夏まつり 喜界町相撲場、湾赤連商店街 喜界町夏まつり協賛会
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奄美群島日本復帰６０周年記念　関係行事一覧
平成25年 H25.12.1現在

内容 場所 主催開催日
8月 4日 日 奄美群島日本復帰６０周年記念　第３２回　喜界町夏まつり 湾漁港、スギラビーチ 喜界町夏まつり協賛会

第27回　伊仙町夏まつり（伊仙町ほーらい祭） 伊仙町面縄港 伊仙町夏まつり実行委員会

第９回関かごしまファンデー　奄美群島日本復帰６０周年記念大会 京セラドーム大阪 関西鹿児島県人総連合会

10日 水 ヨロンサンゴ祭り 与論町茶花海岸 与論町連合青年団

日本復帰60周年記念　第21回知名町ふるさと夏祭り（～8/11） 町内 知名町

11日 日 第24回あやまる祭り 奄美市笠利町

奄美群島日本復帰60周年記念　没後十年「孤高の画家木下貴雄
遺作展」（～9/8)

田中一村記念美術館 鹿児島県奄美パーク

24日 土 Final Goal in 喜界島　（06：00ばしゃ山村発～スギラビーチ） 奄美大島～喜界島 結人プロジェクト

奄美群島日本復帰６０周年記念　サマーフェスタinスギラ2013 スギラビーチ 喜界町青年連絡協議会

25日 日 第27回住用三太郎まつり 奄美市住用町 住用三太郎まつり実行委員会

9月 1日 日 子ども会大会・夢語り大会 与論町砂美地来館 与論町教育委員会

15日 日 町相撲大会 町総合グラウンド土俵（龍郷町） 町体育協会

第６７回県民体育大会　相撲競技　奄美群島日本復帰記念大会 伊仙町 (大島教育事務所情報)

TSUMUGU～新しいステージへ～ AiAiひろば（奄美市） TSUMUGU実行委員会
（事務局・奄美大島青年会議所）

奄美群島日本復帰６０周年記念ステージ～つなぐ島々～ 鹿児島県奄美パーク 鹿児島県奄美パーク

17日 火 奄美群島日本復帰60周年　名瀬美術協会創立40周年記念
第26回名瀬美術協会展（～9/23）

AiAiひろば（奄美市） 名瀬美術協会

19日 木 与論十五夜踊り・豊年祭 与論町琴平神社境内 与論町

21日 土 丸の内朝大学日本復帰60周年奄美シマ唄クラス～シマ唄を通じて
島人の心に触れる～　島唄半学

ASIVI（奄美市） (有)アーマイナープロジェクト
※丸の内朝大学日本復帰60周年奄
美シマ唄クラス受講生の皆さん出演

25日 水 自治労鹿児島県本部第75回定期大会＜奄美大会＞（～9/27） 奄美文化センター

10月 6日 日 奄美群島日本復帰60周年記念式典 渋谷公会堂 東京奄美会

奄美群島日本復帰６０周年記念「復帰関係資料巡回展」(～
10/12）

与論町立図書館 奄美図書館・奄美博物館

全国闘牛サミット 伊仙町 全国闘牛サミット協議会

12日 土 奄美群島日本復帰６０周年記念事業　奄美ファンサミット（～
10/14）

奄美文化センターおよび周辺施
設

奄美市
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奄美群島日本復帰６０周年記念　関係行事一覧
平成25年 H25.12.1現在

内容 場所 主催開催日
10月 12日 土 奄美ビーチチャレンジカップ 朝仁海岸（奄美市） 奄美ビーチチャレンジカップ実行委

員会

13日 日 奄美群島日本復帰60周年記念町民体育大会 和泊町民グラウンド 和泊町

奄美群島日本復帰６０周年記念　第５１回　町民体育祭 喜界町総合グラウンド 喜界町生涯学習課

町民体育祭 町総合グラウンド 伊仙町

龍郷町町民体育大会 総合グラウンド（龍郷町） 町体育協会

日本復帰60周年記念　第48回町民体育大会 総合グラウンド（知名町） 知名町

第50回町民体育大会 与論町総合運動場 与論町

復帰６０周年記念総会　※復帰のビデオ放映、復帰関連講演等 尼崎中小企業センター 関西安陵会

18日 金 奄美群島日本復帰６０周年記念　2013全日本女子バレーボール
チーム紅白試合

太陽が丘運動公園体育館（奄美
市）

2013全日本女子バレーボールチー
ム紅白試合実行委員会

19日 土 拉致被害者シンポジュウム 徳之島町文化会館 大ホール 徳之島町

月桃の花上映会・ミニコンサート 奄美文化センター 女声合唱団ラ・メール

奄美群島日本復帰６０周年記念「復帰関係資料巡回展」(～
10/27）

喜界町図書館 奄美図書館・奄美博物館

20日 日 奄美群島祖国復帰60周年・奄美連合会創立６０周年記念式典・
芸能祭

琉球新報ホール 沖縄奄美連合会

奄美群島日本復帰６０周年イベント　奄美群島青年団プレゼンツ
夜ネヤ、島ンチュ、リスペクチュッツ！！

奄美パーク
屋外多目的広場

あまみエフエム(奄美群島広域事務
組合受託事業）

26日 土 あまみ長寿・子宝シンポジウムin徳之島 未定 県保健福祉部保健医療福祉課

恵原義盛スケッチ画展 県立奄美図書館 奄美郷土研究会

大勝方與氏講演会 生協会館 奄美郷土研究会

30日 水 奄美群島日本復帰６０周年記念奄美市小学校陸上記録会 三儀山 奄美市教育委員会、奄美市小学校
体育連盟

11月 2日 土 ～昇　曙夢と日本復帰運動を語る～（シンポジウム） 瀬戸内町中央公民館ホール
9:30～

奄美群島日本復帰６０周年記念瀬
戸内町記念事業実行委員会

～奄美大島日本復帰対策全国総委員長「昇　曙夢」に想いを馳せ
て～（島唄奉納等）　14：00から

瀬戸内町芝(昇　曙夢胸像前) 奄美群島日本復帰６０周年記念瀬
戸内町記念事業実行委員会

奄美群島日本復帰６０周年記念　第4回シシサミットin奄美（～
11/3）

11/2　視察
11/3　AiAiひろば

猪(シシ)サミットin奄美事務局

3日 日 奄美群島日本復帰６０周年式典 HOTEL ルブラ王山 中部奄美会

復帰を知る。大座談会～奄美☆ワールド復帰川柳大会関連事業
～（14：00～15：30）

名瀬公民館
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奄美群島日本復帰６０周年記念　関係行事一覧
平成25年 H25.12.1現在

内容 場所 主催開催日
11月 3日 日 奄美群島日本復帰６０周年記念瀬戸内町音楽フェスティバル 瀬戸内町清水総合体育館 奄美群島日本復帰６０周年記念瀬

戸内町記念事業実行委員会

奄美群島日本復帰６０周年記念「復帰関係資料巡回展」(～
11/10）

徳之島町生涯学習センター 奄美図書館・奄美博物館

奄美群島日本復帰６０周年記念　一村出前講座 和泊町民体育館 鹿児島県奄美パーク

伊仙町文化祭

第６７回県民体育大会　空手競技　奄美群島日本復帰記念大会 龍郷町 (大島教育事務所情報)

奄美群島日本復帰60周年記念 文化と福祉の祭典 和泊町民体育館 和泊町

日本復帰60周年記念　第23回生涯学習フェスティバル あしびの郷・ちな 知名町

7日 木 奄美・西陣コラボレーション展　～復帰還暦メモリアル～　（～
11/9）

AiAiひろば（奄美市） 本場奄美大島紬協同組合

9日 土 奄美群島日本復帰60周年記念式典・祝賀会 奄美文化センター 奄美群島日本復帰６０周年記念事
業実行委員会

奄美群島日本復帰60周年記念地区ジュニア・リーダー等研修会 奄美少年自然の家・奄美文化セ
ンター

大島地区子ども会育成連絡協議会

10日 日 町駅伝大会 伊仙町内

第32回祖国復帰記念町駅伝競走大会 与論町 与論町

奄美群島日本復帰６０周年記念　記念ライブステージ
「民謡日本一唄者の共演」

鹿児島県奄美パーク 鹿児島県奄美パーク

全国奄美会懇談会　（10：15～12：00） 奄美観光ホテル

日本復帰60周年記念「全国奄美人大会」
日本復帰60周年記念「全国奄美人大会」懇談会

奄美観光ホテル 奄美群島日本復帰６０周年記念行
事・民間団体実行委員会（奄美郷土研
究会・奄美群島の日本復帰運動を伝承する会・復
帰を語り島づくりを考える会等)

16日 土 龍音祭　※復帰にちなんだ曲の演奏 りゅうゆう館　文化ホール 龍音祭実行委員会

17日 日 与論十五夜踊り・豊年祭 与論町琴平神社境内 与論町

奄美群島日本復帰６０周年記念　奄美パーク文化講演会
「さかなクンのギョギョッとびっくりお魚教室！　in奄美パーク」

鹿児島県奄美パーク
13：30～

鹿児島県奄美パーク

奄美群島日本復帰60周年記念　第55回九州地区民俗芸能大会 奄美文化センター 第55回九州地区民俗芸能大会実行
委員会

奄美群島日本復帰６０周年記念「復帰関係資料巡回展」(～
11/24）

知名町中央公民館 奄美図書館・奄美博物館

11月 17日 日 奄美群島日本復帰６０周年記念 第４８回 島内一週駅伝競走大会 町内一円 喜界町生涯学習課

町駅伝競走大会 玉里～秋名間　往復（龍郷町） 龍郷町体育協会
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奄美群島日本復帰６０周年記念　関係行事一覧
平成25年 H25.12.1現在

内容 場所 主催開催日
11月 23日 土 奄美群島日本復帰６０周年記念 平成25年度「伊仙町産業・食の文

化祭」＆KAMあまみ21シンポジウム
ほーらい館（伊仙町） 伊仙町

与論町町制施行50周年記念式典 与論町砂美地来館 与論町

奄美群島日本復帰60周年記念 和泊町農業祭 和泊町民体育館 和泊町

24日 日 奄美群島日本復帰60周年記念式典 宝山ホール(鹿児島市) 鹿児島奄美会

奄美群島日本復帰６０周年記念特別コンサート　絆 宝山ホール(鹿児島市) 鹿児島奄美会

30日 土 第5回島口・島唄の夕べ 奄美文化センター 奄美市文化協会

奄美群島日本復帰６０周年記念　一村出前講座 与論町　砂美地来館 鹿児島県奄美パーク

12月 1日 日 与論町生涯学習フェア 与論町砂美地来館 与論町教育委員会

奄美群島日本復帰６０周年記念行事
(行進(町役場前～高千穂神社)・記念式典(高千穂神社境内)・記念
祝賀会(南区会館))

徳之島町亀津 「奄美群島日本復帰運動の心を継
承する会」実行委員会

4日 水 日本復帰記念第３６回奄美市中学校英語暗唱・弁論大会 英語:赤木名中／国語:笠利中 奄美市教育委員会ほか

7日 土 日本復帰６０周年記念第５４回地区駅伝競走大会 喜界町 (大島教育事務所情報)

奄美群島日本復帰６０周年記念第１９回鹿児島県ＰＴＡ研究大会大島大
会

奄美文化センター　他 鹿児島県ＰＴＡ連合会

奄美群島日本復帰６０周年記念「復帰関係資料巡回展」(～
12/13）

奄美博物館 奄美図書館・奄美博物館

14日 土 奄美群島２１世紀の可能性　－復帰６０周年記念 － 九州国立博物館　1階ミュージア
ムホール

筑紫女学園大学

16日 月 「奄美復帰60年スペシャル」（～12/25） ※MBCテレビ・ラジオ・ホーム
ページ

MBC南日本放送

17日 火 日本復帰記念第３２回大島地区中学校弁論・英語暗唱大会 鹿児島県奄美パーク 大島地区教育委員会連絡協議会

19日 木 講演会　※大島高校生対象

22日 日 第43 回龍郷町ロードレース大会 玉里～龍郷間　往復（龍郷町） 龍郷町教育委員会

第６０回日本復帰記念ロードレース 龍郷町 （一財）奄美群島市町村体育協会

第５４回南日本１０ｋｍロード通信大会 玉里～龍郷間　往復（龍郷町） （一財）奄美群島市町村体育協会

奄美群島日本復帰６０周年記念　第九演奏会 奄美文化センター 奄美群島日本復帰６０周年記念第
九演奏会実行委員会

奄美群島日本復帰６０周年記念　田中一村　写生の世界展
（～1/19(日））

田中一村記念美術館 鹿児島県奄美パーク

ヨロン・おきなわ音楽交流祭 与論町砂美地来館 与論町教育委員会

6 ページ



奄美群島日本復帰６０周年記念　関係行事一覧
平成25年 H25.12.1現在

内容 場所 主催開催日
12月 22日 日 奄美群島日本復帰６０周年記念　一村出前講座 喜界町自然休養村管理センター 鹿児島県奄美パーク

23日 月 奄美群島日本復帰６０周年記念　第７回　子どもクリスマス会 鹿児島県奄美パーク 鹿児島県奄美パーク

南日本新聞社・ＭＢＣ共同シンポジウム「奄美復帰６０年 世界遺産
そして未来へ」

宝山ホール(鹿児島市) 南日本新聞社・ＭＢＣ南日本放送

25日 水 日本復帰記念式典・クリスマスイベント 越山公園・いしご公園 和泊町，商工会青年部

奄美群島日本復帰６０周年メモリアルイベント　復帰の灯
(灯篭イルミネーション・タイムカプセル郵便・提灯行列)

名瀬小学校 奄美市メモリアルイベント実行委員
会(事務局・奄美市企画調整課)

メモリアルイベント あまみエフエム(奄美群島広域事務
組合受託事業）

未定 各市町村ワークショップ 未定 あまみエフエム(奄美群島広域事務
組合受託事業）

未定 未定
青少年版領土・領海意識醸成プログラム（DVD映像視聴・パワーポ
イント・アンケート等のワークショップ形式）

公益社団法人日本青年会議所・社団
法人奄美大島青年会議所

平成26年

内容 場所 主催

1月 1日 水 新春町内一周駅伝大会 和泊町一円 和泊町

2日 木 日本復帰60周年記念　第39回町内一周駅伝競走大会 町内一円 知名町体育協会

3日 金 奄美群島日本復帰６０周年記念　新春唄あしび 鹿児島県奄美パーク 鹿児島県奄美パーク

5日 日 奄美群島日本復帰６０周年記念　新春寄席 鹿児島県奄美パーク 鹿児島県奄美パーク

17日 金 奄美群島日本復帰６０周年記念奄美市小・中学校音楽発表会 奄美文化センター
奄美市教育委員会、奄美市教科領域
等教育研究部会音楽部会

19日 日 奄美島唄フォーラム　～歌い継ぐ奄美の島唄～ 奄美文化センター
奄美島唄保存伝承事業実行委員会・
鹿児島県

26日 日 「島のゆしぐとぅ展」（～2/16） 田中一村記念美術館 鹿児島県奄美パーク

未定 奄美群島日本復帰60周年記念　新春寄席 鹿児島県奄美パーク 鹿児島県奄美パーク

2月 11日 火 奄美群島日本復帰６０周年記念「復帰関係資料巡回展」（～3/14） 県立図書館 県立図書館

16日 日 奄美群島日本復帰６０周年記念　島唄・島ゆみた大会 中央公民館 喜界町中央公民館

3月 2日 日 奄美群島日本復帰６０周年記念　第３０回　俊寬ジョギング大会 俊寬像前 喜界町　生涯学習課

※本一覧については、随時、内容の追加・修正を行ってまいります。未記載の行事についての情報は、奄美群島広域事務組合へお知らせください。
①日時　②イベント名称・内容　③場所　④主催　⑤公開可能な問い合わせ先　⑥担当者氏名・連絡先（非公開）

住所／〒894-0023　鹿児島県奄美市名瀬永田町１８－６　奄美群島広域事務組合　奄美振興課
電話／0997-52-6032　　FAX／0997-52-9618　　E-mail／kouiki@amami.or.jp

開催日
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