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ハクモクレン（鹿児島市） 
中国原産のモクレン科。幹は直立で、
高さ１０～１５ｍに達するものもある。
花は１５ｃｍくらいの大きさで、淡黄
色を帯びた白い色が愛らしい。吉
野公園管理事務所付近では２月下
旬から３月上旬頃に咲き始め、蘭に
似た上品な甘い香りを放つ。早春
を告げる可憐な花を楽しんでみては。 
 
 

○時吉チューリップ祭 ［さつま町］ 
１万本のチューリップに包まれて 

4月上旬  

 
 

○第６回和気公園 藤まつり ［霧島市］ 2

体験してみませんか 甘い香りと可憐な花に包まれる感覚 

４月中旬～5月上旬 

問い合わせ先　時吉チューリップ祭り実行委員会　０９９６（５２）２０７０ 

問い合わせ先  藤まつり実行委員会  ０９９５（５４）６４１０  
 

　４月上旬、さつま町時吉地区では１万本のチューリップが見頃を迎
える。会場は時吉運動公園近くの田んぼ。毎年、赤や紫、黄色など
の色鮮やかなチューリップが、訪れた客を出迎えてくれる。 
　開花時期に開催される時吉チューリップ祭りは、さつま町自慢の完
熟トマトや鉢花の販売のほか、スケッチ大会なども行われる。春の陽
気に誘われて、あなたもでかけてみませんか。 
 
 
 

　奈良時代から平安時代にか
けて国の官僚として活躍し、こ
の地に流された和気清麻呂の
生まれ故郷・岡山県和気町から
贈られた約１００本、２３種類の藤
が、毎年この時期見事な花を咲
かす。おすすめは月明かりに照
らされた藤の花。昼間は淡紫色
の花が、月明かりとライトに照らさ
れると淡白色へと変わる。息を
のむ美しさは、一見の価値あり。 
　なお、4月25日（土）～26日（日）
は開花セレモニーが行われ、郷
土芸能や地元の特産品、加工
品の販売も行われる。あなたも
家族や友人、大切な人と幻想
的な世界を味わってみては。  
 

○ かのやばら祭り２００９春 ［鹿屋市］ 3

百万本のばらに抱かれ、癒される。 

4月25日（土）～6月7日（日） 

問い合わせ先　かのやばら祭り実行委員会  ０９９４（３１）１１２１ 

　会場の「かのやばら園」には約８ヘクタールの敷地に日本国内はも
とより、世界各国から集められた４，０００種類、５０，０００株のばらが植栽
してある。園内に足を踏み入れると、そこはまさに、ばらに包まれた癒し
の空間。香りのガーデンやロイヤルガーデンなどのテーマ花壇や、ばら
のトンネルなどが出迎えてくれる。園内のばらが一斉に咲き誇るばら祭
り期間中は、イベントも盛りだくさん。ぜひお越しください。  

ときよし 



○かつおまつり ［枕崎市］ 7

こどもの日 

5月4日（月）～5日（火） 
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○時吉チュ
１万本のチュ

○海のカーニバル２００９ ［知名町］ 4

一足早い沖永良部の海開き 

4月29日（水） 

○第４回TANEGASHIMA CUP ヨットレース ［西之表市］ 6

碧い海原 白波けって 目指せ初夏の種子島 

5月2日（土）～3日（日）  
 

問い合わせ

問い合わせ先　南薩地域地場産業振興センター　０９９３（７２）３１３３ 

　４月上旬、さ
える。会場は
の色鮮やかな
　開花時期に
熟トマトや鉢花
気に誘われて
 
 
 

　知名町では海開きのイベントが屋子母海岸で行われ、安全祈願
祭や知名町エイサー愛好会による演舞が行われるほか、アサリの放
流や宝探しゲームなど楽しいイベントが行われる。ミス知名町が海開
き宣言をし、花火が打ち上がると、詰めかけた参加者は一斉に海へ。
一足早い夏を感じたいなら、青く透明な海が自慢の屋子母海岸へ
出かけてみよう。  

○ かのやば3

百万本のば

問い合わせ

　会場の「か
とより、世界各
してある。園内
の空間。香り
のトンネルなど
り期間中は、イ

　こどもの日と初鰹の時期が重なることから、子どもの健やかな成長
を枕崎市特産の縁起魚「かつお」にあやかろうと始められた祭り。期
間中は「こいのぼり」ならぬ、「かつおのぼり」が掲揚される。 
　祭りではかつお一本釣り大会や鰹節削り大会などが行われるほか、
新鮮な魚や水産加工品、お茶などの農産物の展示即売会を開催。
会場は南薩地域地場産業振興センター。枕崎市ならではのイベント
に参加してみては。 

　種子島の美しい海を舞台に人と人をつなぎ、新たな交流の輪を広
げることを目的とした大会。県内外から参加のヨットが２日間にわたっ
て指宿山川港から種子島西之表港まで約６０ｋｍのコースでレースを
繰り広げる。また、両日サブイベントとして、体験乗船やウェルカムパー
ティー、ミニレース、二人乗りヨット教室、第十管区海上保安部巡視船
一般公開などが行われる。潮風に吹かれながら、爽快感を楽しもう。  
 
 

 

問い合わせ先　知名町観光協会（知名町産業政策課内） ０９９７（９３）３１１１ 

ときよし 

問い合わせ先　同実行委員会（西之表市経済観光課内） ０９９７（２２）１１１１ 

やすらぎと にぎわいの輪が 協奏するまち 

○お釈迦祭り ［志布志市］ 5 4月29日（水） 

問い合わせ先　お釈迦祭り実行委員会  ０９９（４７４）１１１１  内線２８４ 

　江戸時代から盛大に行われ、もとは旧暦４月８日に行っていたこと
から、別名「しがっじょか」と呼ばれている釈迦降誕を祝う祭り。会場
は観音菩薩がまつられている宝満寺跡地。花嫁を乗せたシャンシャ
ン馬や踊り連のパレードが行われる。また、祭り会場にある釈迦像に
甘茶をかけると１年間無病息災と言われている。新婚夫婦のこれか
らの門出を祝い、多くの市民や観光客でにぎわう県内屈指の祭りを
一度見に来ませんか。  
 

ほうまん 

や   こ    も 
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開　催　日 イベント名 場　所 内　　　　　　　容 問い合わせ先 

3月中旬 

5月下旬 

4月  3日（金） 

4月  5日（日） 

4月  5日（日） 

4月10日（金） 

4月12日（日） 

4月12日（日） 

5月　2日（土） 

5月　6日（水） 

4月29日（水） 

もとは旧暦２月６日に松之尾神社（現在は南方神社）
で行われており、現在は２年に１度行われているお
田植え祭り。祭りは水に浸した柴で泥を跳ね上げた
り、かぎ引きをしたり、小型の船の形をした容器で
籾まきをするなど、県内でもほかにない特徴を含
んでおり、貴重な伝統芸能として知られている。主
人役が息子役に稲作の手順や牛の使い方を教える
寸劇は必見。面白おかしい様子に会場は笑いに包
まれる。  
 
古代米として古くから南種子町に伝承されている
赤米のお田植え祭。御田の森で神事を行ったあと、
オセマチと呼ばれる宝満神社の御田に田植え歌に
あわせて赤米を植える。素朴ながらも情緒あふれ
るこの祭りは、稲作に深く携わる地域の人々の豊作
への願いが込められている。  
 
日本桜の名所１００選に選定された２ｋｍにおよぶ桜
並木で開催される祭り。さまざまなステージイベン
トやフリーマーケット、特産市などが行われる。また、
３月下旬から４月上旬までは桜並木に提灯が灯され、
夜桜も楽しめる。あなたも満開の桜に酔いしれて
みては。  
 
もとは第２８代薩摩藩主・島津斉彬の時代から続け
られている春祭りが起源とされる。豊かな自然資源
である花瀬川の石畳では歌謡ショーやキャラクタ
ーショー、特産品販売が行われ、毎年多くの花見客
でにぎわう。桜の舞う春の一日を満喫できるお祭り
に参加してみませんか。  
 
この地区では一般的に田のあぜ道に置かれている
田の神様が、新婚夫婦の家に置かれており、１年に１
度新婚夫婦の家から別の新婚夫婦の家に引越しを
する。伝統的な祭りとして毎年行われ、無病息災と
子孫繁栄を願う。  
 
色鮮やかに飾り付けられたシャンシャン馬を先頭に、
主催の湯之元クラブやミスひおきなどの踊り連が、
太鼓・三味線・お囃子にのり、湯之元温泉街を終日
かけて練り歩く。当日は一部市道に木市などの露
天商が多数出店するなど、春を告げる祭りとして大
勢の観光客でにぎわう。  
 
２５０年ほど前から豊漁などを祈願し、行われている
伝統行事。白砂の松林で少年相撲や高校招待相撲、
乳児健康祈願土俵入りなどが多彩に繰り広げられ、
多くの見物客でにぎわう。白熱した力士の戦いに、
観客の歓声が響き渡る。 
 
今回で２１回目の開催となる大会で、毎年１，０００名を
超える参加者が市内外から集う。コースは３ｋｍと５ｋ
ｍ、新茶の緑を楽しみながら大野岳の山頂を折り返
しとする１８ｋｍの３コース。参加者全員にふるさと自
慢の新茶がプレゼントされる。茶の香り漂う爽やか
な新緑の中で、健脚を競い、春を感じてみませんか。  
 
今年で22回目となる祭典の砂像テーマは「星空ゆ
め物語」～ガリレオ・ガリレイと世界天文年によせて～。
海外のアーティストも参加し、四季の星座にまつわ
る物語を表現する。なお、期間中は19時半ごろから
砂像がライトアップされるほか、毎晩行われるショー
「音と光のファンタジー」では音楽とライティングに
よる幻想の空間に花火が打ち上げられ、ロマンティ
ックな夜を演出する。会場へは入場パスポート（大
人800円／小中学生400円・前売り券大人600円
／小中学生300円）を持って出かけよう。 
 
屋久島の春のイベントとして知られている産業祭。
多くの販売コーナーが並び、地元産の農林水産物
の販売や、姉妹都市・熊本県菊陽町の特産品コー
ナーなど新鮮な野菜を買い求める多くの人でにぎ
わい、人気のコーナーは長蛇の列ができることも。
また、特設ステージではダンスやヒーローショーも
行われる。子どもから大人まで楽しめるイベントに、
みんなででかけてみよう。  

びょうびょう祭  

宝満神社 
赤米お田植え祭  
 

第５２回 
忠元公園桜まつり  
 

花瀬公園まつり  
 
 

田の神戻し  
 
 

湯之元馬頭観音 
馬踊り  
 

柏原大相撲  
 
 

’09吹上浜砂の祭典 
SAND&FLOWER 
フェスタin南さつま 

えい新茶・大野岳
マラソン大会  
 

屋久島町産業祭  
 

いちき串木野市 
文化振興課 
０９９６（３３）５６５０  

南種子町 
教育委員会社会教育課 
０９９７（２６）１１１１  

伊佐市地域振興課 
０９９５（２３）１３１１  
 

錦江町田代支所 
地域振興課 
０９９４（２５）２５１１  

薩摩川内市 
祁答院支所祁答院教育課 
０９９６（５５）１１１１  

日置市東市来支所 
地域振興課商工観光係 
０９９（２７４）２１１１  

東串良町相撲連盟 
０９９４（６３）８２７６ 
 

吹上浜砂の祭典 
実行委員会事務局 
（南さつま市商工観光課内） 
０９９３（５３）２１１１ 
内線２１３２・２１３３ 
www.sand-minamisatsuma.jp 

 

南九州市教育委員会 
頴娃分室社会教育課 
０９９３（３６）１１１０  

屋久島町農林水産課 
０９９７（４３）５９００  
 

いちき串木野市 
南方神社  

南種子町宝満神社  
 

伊佐市忠元公園  
 

錦江町花瀬川石畳  
 

薩摩川内市祁答院町
藺牟田麓地区  

日置市湯之元温泉街  
 

東串良町柏原海岸内
町立相撲場  

南さつま市かせだドーム 
およびその周辺 

南九州市 
頴娃運動公園  

屋久島町尾之間 
町民すこやか 
ふれあいセンター  
 

はなぜ 
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