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入場
料

地域

1 8/30(火)～11/20(日) 黎明館企画展「南九州の古道」
黎明館３階
企画展示室

黎明館
黎明館
099-222-5396

南九州の古道に関する展示
https://www.pref.kagoshima.jp/reim
eikan/

その他 有料 鹿児島

2 9/10(土)～11/28(月)
収蔵品による小企画
小さな さつま焼展

長島美術館 長島美術館
長島美術館
099-250-5400

薩摩焼の小品約60点を展示 https://ngp.jp/nagashima-museum/ 美術 有料 鹿児島

3 9/22(木)～11/6(日)
黎明館企画特別展「茶の湯と薩
摩」

黎明館２階
第２特別展示室

黎明館企画特別展「茶
の湯と薩摩」実行委員会

黎明館
099-222-5100

茶の湯と薩摩に関する展示
https://www.pref.kagoshima.jp/reim
eikan/

その他 有料 鹿児島

4 9/23(金)～11/27(日)
プラネタリウム一般投影
夢とロマンの星空散歩－秋編－

県立博物館別館 県立博物館
県立博物館
099-223-6050

プラネタリウム一般投影 https://www.pref.kagoshima.jp/hakubutsukan/ その他 無料 鹿児島

5 9/27（火）～12/11（日）
秋の所蔵品展
ミニ特集：版画のいろは

鹿児島市立
美術館

鹿児島市立美術館
鹿児島市立美術館
099-224-3400

市立美術館の所蔵品展示
https://www.city.kagoshima.lg.jp/ar
tmuseum/index.html

美術 有料 鹿児島

6 9/30（金）～11/6（日）
特別企画展
「川瀬巴水　旅と郷愁の風景」

鹿児島市立
美術館

川瀬巴水展
実行委員会

鹿児島市立美術館
099-224-3400

抒情的な風景の木版画
https://www.city.kagoshima.lg.jp/ar
tmuseum/index.html

美術 有料 鹿児島

7 10/1(土)～11/27(日) 企画展「ようこそ昆虫レストラン」 県立博物館本館 県立博物館
県立博物館
099-223-6050

昆虫食に関する展示 https://www.pref.kagoshima.jp/hakubutsukan/ その他 無料 鹿児島

8 10/1（土）～2/12（日）
企画展「三十六歌仙絵扁額～繋
がれてきた文化～」

出水歴史民俗資料
館

出水市
出水市商工観光部
文化財課
0996-63-2108

三十六歌仙絵扁額の展示 その他 無料 北薩

9 10/4（火）～1/15（日） 特別展「明治天皇と南洲翁」 西郷南洲顕彰館 西郷南洲顕彰館
西郷南洲顕彰館
０９９－２４７－１１００

西郷隆盛関連歴史資料の展示 http://saigou.jp その他 有料 鹿児島

10 10/8（土）～12/23（金）
馬と一緒～画家とともに、谷山（ふ
るさと）の暮らしとともに～

三宅美術館 三宅美術館
三宅美術館
099-266-0066

馬の絵の展示・郷土の馬の歴史・民
俗の紹介

美術 有料 鹿児島

11 10/20（木）～1/17（火） 企画展「出水の石造物Ⅱ」 出水麓歴史館 出水市
出水市商工観光部
文化財課
0996-63-2108

石造物に関するパネル展示 その他 無料 北薩

12 10/22（土）～11/6（日）
枕崎市総合文化祭（展示部門・芸
能部門【11/6】）

【展示部門】南溟館、
市民会館　　【芸能
部門】市営球場屋外
ステージ

枕崎市、枕崎市教育委
員会、枕崎市文化協会

スポーツ・文化振興課
文化振興係
0993-72-9998

舞台発表・作品展示
http://www.city.makurazaki.lg.jp/sit
e/history/20597.html

総合 無料 南薩

13 10/28(金)～11/28(月)
かごしま近代文学館特別企画展
「白洲次郎・白洲正子　武相荘
折々のくらし」

かごしま近代文学館
鹿児島市、公益財団法
人かごしま教育文化振
興財団

かごしま近代文学館
099-226-7771

白洲次郎生誕120周年記念特別展 https://www.k-kb.or.jp/kinmeru/ その他 有料 鹿児島

14 10/29（土）～11/3（木） 霧島市文化協会国分支部文化祭 国分シビックセンター
霧島市文化協会
国分支部

霧島市文化協会国分
支部
0995-64-0710

文化祭（展示） 総合 無料 姶良・伊佐

15 11/1（火）～11/3（木） 加世田地区文化祭

南さつま市民会館、
南さつま市総合保健
福祉センターふれあ
いかせだ

加世田文化協会
加世田文化協会事務
局（水・金午前中）
0993-52-2542

作品展示と芸能発表 総合 無料 南薩

16 11/1（火）～11/3（木） 坊津地区文化祭
清原地区体育館、清
原地区公民館

坊津文化協会
坊津教育課
0993-67-0170

作品展示と芸能発表 その他 無料 南薩

17 11/1（火）～11/6（日）
いちき串木野市文化祭
作品展示

いちきアクアホール
市文化協会
いちき串木野市

いちき串木野市
教育委員会社会教育
課0996-21-5113

市文化協会芸能団体・個人による
発表会

総合 無料 鹿児島

18 11/1(火)～11/6(日) 第46回鹿児島合同写真展
鹿児島県歴史・美術
センター黎明館(第1
特別展示室)

鹿児島県写真協会
鹿児島県写真協会
099-257-3401(福元)

県内写真愛好家の写真展 美術 無料 鹿児島

19 11/1(火)～11/6(日) 鹿児島フォトサロン写真展
黎明館
第３特別展示室

鹿児島フォトサロン
鹿児島フォトサロン
0996-25-0018

写真約１２０点展示 美術 無料 鹿児島

20 11/1(火)～11/6(日) 教育・文化週間無料開館
川内歴史資料館
川内まごころ文学館

薩摩川内市民まちづくり
公社

川内歴史資料館
0996-20-2344
川内まごころ文学館
0996-25-5580

すべての入館者を対象に無料開館
http://rekishi.satsumasendai.jp
https://magokoro-bungaku.jp/

その他 無料 北薩

21 11/1（火）～3/31（金） 島のはくぶつかんめぐり

屋久島環境文化村
センター
屋久杉自然館
屋久島町歴史民俗
資料館

屋久島環境文化財団
屋久島町

屋久島環境文化財団
0997-42-2900

屋久島島内にある3館の博物館スタ
ンプを集めると景品がもらえる。

https://yakushima.or.jp/ 総合 有料 熊毛・大島

22 11/2（水） 文化芸術による子供育成総合事業 徳之島町文化会館 文化庁
徳之島町文化会館
0997-83-1682

荒馬座による舞台芸能 その他 無料 熊毛・大島

23 11/2（水）～11/3（木） 第49回　大崎町文化祭 大崎町中央公民館 大崎町文化協会
大崎町教育委員会
社会教育課
099-476-1111

舞台発表及び作品展示 https://ｗｗｗ.town.kagoshima-osaki.lg.jo総合 無料 大隅

24 11/2（水）～11/4（金）
錦江町文化祭・生涯学習推進大
会

錦江町文化センター
錦江町、錦江町文化祭
実行委員会
錦江町

錦江町教育委員会
0994-22-0517

舞台部門、展示部門 https://www.town.kinko.lg.jp 総合 無料 大隅

25 11/3（木）
県史跡天辰寺前古墳石室一般公
開

天辰寺前古墳公園 薩摩川内市教育委員会

薩摩川内市教育委員
会
社会教育課文化財G
0996-22-7251

天辰寺前古墳石室一般公開 その他 無料 北薩

26 11/3（木）
NPO法人薩摩川内市文化協会合
同文化祭音楽祭

SSプラザせんだい
NPO法人薩摩川内市文
化協会

NPO法人薩摩川内市
文化協会
080-6849-0899

コーラス、ピアノなどの音楽発表会 音楽 有料 北薩

27 11/3（木） 霧島市文化協会国分支部文化祭 霧島市民会館
霧島市文化協会
国分支部

霧島市文化協会国分
支部
0995-64-0710

文化祭（舞台発表） 総合 有料 姶良・伊佐

28 11/3（木）
霧島市文化協会霧島支部霧島文
化祭

霧島公民館
霧島市文化協会
霧島支部

霧島市文化協会霧島
支部
0995-57-1112

文化祭（展示・舞台発表） 総合 無料 姶良・伊佐

29 11/3（木） 伊集院地域文化祭
日置市伊集院文化
会館

伊集院地域文化協会
事務局（日置市教育委
員会社会教育課内）
099-248-9432

舞台発表及び作品展示 総合 無料 鹿児島

30 11/3（木） 東市来地域文化祭
日置市東市来文化
交流センター

東市来地域文化協会
事務局（東市来支所教
育振興課内）
099-274-2115

舞台発表及び作品展示 総合 無料 鹿児島

令和４年度「文化芸術に親しむ月間」関連事業(全体)
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令和４年度「文化芸術に親しむ月間」関連事業(全体)

31 11／3(木) チェロまろフェスタ2022 みやまコンセール みやまコンセール
みやまコンセール
0995－78－8000

ファミリー向けコンサート https://miyama-conseru.or.jp 音楽 無料 姶良・伊佐

32 11/3（木） 第19回霧島アートの日 霧島アートの森 霧島アートの森
霧島アートの森
0995-74-5945

マルシェ等イベント開催 https://open-air-museum.org 美術 無料 姶良・伊佐

33 11/3（木） 吉俣良コンサート 志布志市文化会館
志布志市・志布志市教
育委員会

志布志市文化会館
099-472-3050

オーケストラのコンサート https://www.city.shibushi.lg.jp/sosh
iki/22/17581.html

音楽 有料 大隅

34 11/3(木) ふるさと考古歴史館感謝デー ふるさと考古歴史館
鹿児島市立ふるさと考
古歴史館

鹿児島市立ふるさと考
古歴史館
099-266-0696

体験イベント、常設展無料 http://www.k-kb.or.jp/koukokan/ その他 無料 鹿児島

35 11/3(木)～11/6(日) 智書展
長島美術館
別館地下

智ちゃん先生商店
長島美術館
099-250-5400

書の作品を展示 美術 無料 鹿児島

36 11/3（木）～11/27（日） 種子島西之表市いけばな展
種子島開発総合セ
ンター「鉄砲館」

西之表市教育委員会
西之表市教育委員会
社会教育課文化財係
0997-23-3215

いけばな資料・作品の展示 その他 無料 熊毛・大島

37 11/4(金)～11/6(日)
湧水町高原フェスタチェンソーアー
ト全国大会２０２２

栗野岳レクリエー
ション村周辺

湧水町高原フェスタ実行
委員会

湧水町役場
商工観光PR課
0995-74-3111

チェンソーアート競技他 各種体験
コーナー

総合 無料 姶良・伊佐

38 11/5（土） 吉俣良コンサート 市民会館

西之表市
西之表市教育委員会
鹿児島県
（一財）自治総合セン

西之表市教育委員会
社会教育課社会教育
係
0997-22-1111

吉俣良と25名の演奏家によるコン
サート

https://www.city.nishinoomote.lg.jp
/admin/soshiki/kyouikuiinkai/shakai
kyouikuka/shakaikyoiku/koukyoushi
setu_1/6246.html

音楽 有料 熊毛・大島

39 11/5（土） 第4回かごしまコーラスアカデミー 霧島国際音楽ホール 鹿児島県合唱連盟
鹿児島県合唱連盟
070-2014-1314

上田真樹作品を通した合唱講習会 http://k-jca.sakura.ne.jp/ 音楽 有料 姶良・伊佐

40 11/5（土）
星と音楽の夕べ～ACIDMAN特集
と秋の星空～

鹿児島市立科学館5
階　宇宙劇場

鹿児島市立科学館
鹿児島市立科学館
099-250-8511

プラネタリウムでCD音楽鑑賞 https://www.k-kagaku.jp/ 音楽 有料 鹿児島

41 11/５(土)～11/６(日) 出水市総合文化祭
マルマエホール出水
マルマエスポーツセ
ンター出水

出水市・出水市教育委
員会・出水市総合文化
祭実行委員会

出水市教育委員会
生涯学習課
0996-63-2200

舞台発表・作品展示 総合 無料 北薩

42 11/5（土）～11/6（日） 肝付町総合文化祭 肝付町文化センター
肝付町文化協会
肝付町教育委員会
肝付町

肝付町生涯学習課
0994-65-2594

芸能発表の祭典・展示 総合 無料 大隅

43 11/5（土）～11/6（日） 第45回垂水市民文化祭 垂水市文化会館
垂水市文化協会
垂水市、垂水市教育委
員会

垂水市文化会館
0994-327551

11/5（土）～展示部門
11/6（日）舞台部門

総合 無料 大隅

44 11/5（土）～11/6（日） 瀬戸内町文化祭 瀬戸内町きゅら島交流館 瀬戸内町文化協会
瀬戸内町税務課
0997-72-1116（大里）

舞台発表及び作品展示 http://www.town.setouchi.lg.jp 総合 無料 熊毛・大島

45 11/5（土）～11/6（日）
第32回知名町生涯学習フェスティ
バル

あしびの郷・ちな
知名町民体育館

知名町・知名町教育委
員会

知名町生涯学習課
0997-81-5151

町内小中高及びこども園児、福祉事
業所、公民館講座生等による舞台
発表・作品展示

総合 無料 熊毛・大島

46 11/5（土）～11/19（土）
笠沙アートフェスティバルin南さつ
ま「南さつま児童生徒美術展」作
品展示会

南さつま市民会館

笠沙アートフェスティバ
ルin南さつま実行委員
会、南さつま市、南さつ
ま市教育委員会

笠沙アートフェスティバ
ルin南さつま実行委員
会事務局
0993-76-1810

絵の展示会・表彰式（11/5） 美術 無料 南薩

47 11/6（日）
いちき串木野市文化祭
芸能発表大会

市民文化センター
市文化協会
いちき串木野市

いちき串木野市
教育委員会社会教育
課0996-21-5113

市文化協会芸能団体・個人による
発表会

総合 無料 鹿児島

48 11/6（日） 開聞地域文化祭
開聞総合体育館・サ
ブアリーナ

指宿市文化協会
指宿市歴史文化課
0993-23-5100

協会会員の展示や芸能の披露 総合 無料 南薩

49 11/6（日）
NPO法人薩摩川内市文化協会合
同文化祭花展・茶席

SSプラザせんだい
NPO法人薩摩川内市文
化協会

NPO法人薩摩川内市
文化協会
080-6849-0899

生花展とお茶席 その他 有料 北薩

50 11/6（日）
Osaka Shion Wind Orchestra
ブラス＆パーカッションコンサート

谷山サザンホール
鹿児島市、公益財団法
人かごしま教育文化振
興財団

谷山サザンホール
099-260-2033

ブラスアンサンブルコンサート
https://www.k-
kb.or.jp/southern/sou/jisyu/2022_1.
html

音楽 有料 鹿児島

51 11/12（土） みやまさてらいとコンサート 市民会館 西之表市教育委員会

西之表市教育委員会
社会教育課社会教育
係
0997-22-1111

みやまコンセールによるコンサート 音楽 無料 熊毛・大島

52 11/12（土）
第47回全国高等学校総合文化祭
吟詠剣詩舞部門プレ大会

SSプラザせんだい
第47回全国高等学校総
合文化祭鹿児島県実行
委員会ほか

鹿児島県教育庁高校
教育課全国高等学校
総合文化祭推進室
099-286-5575

鹿児島、熊本の高校生によるプレ大
会

https://2023kagoshima-soubun.jp 音楽 無料 北薩

53 11/12（土）
仲道郁代ピアノリサイタル～美しき
オールショパン～

川商ホール
鹿児島市、公益財団法
人かごしま教育文化振
興財団

川商ホール
099-257-8111

オールショパンのピアノリサイタル
https://www.k-
kb.or.jp/shibun/sou/jisyu/2022jisyu
/2022_3.html

音楽 有料 鹿児島

54 11/12（土）～12/11（日） 湿地からうまれたアート展
クレインパークいず
み

出水市
クレインパークいずみ
0996-63-8915

【概要】芸術による生物多様性の価
値評価
（詳細、内容は後日決定）

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

その他 無料 北薩

55 11/13（日） 山川地域文化祭 山川文化ホール 指宿市文化協会
指宿市歴史文化課
0993-23-5100

協会会員の展示や芸能の披露 総合 無料 南薩

56 11/13(日） 副田地区文化祭 入来文化ホール
副田地区
コミュニティ協議会

副田地区
コミュニティ協議会
0996-44-2345

日舞・演奏・作品展示 総合 無料 北薩

57 11/13（日） 霧島市文化協会福山支部文化祭 福山活性化センター
霧島市文化協会
福山支部

霧島市文化協会福山
支部
0995-56-2012

文化祭（展示・舞台発表） 総合 無料 姶良・伊佐

58 11/13（日） 町民文化祭 天城町防災センター 天城町文化協会
天城町教育委員会
社会教育課
0997-85-5234

舞台発表，作品展示 舞台芸術 無料 熊毛・大島

59 11/13（日）
鹿児島交響楽団第97回定期演奏
会

宝山ホール
公益社団法人鹿児島交
響楽団

鹿児島交響楽団
099-223-3093

オーケストラ演奏会 https://kakyou.jp/ 音楽 有料 鹿児島

60 11/13(日) 第134回南日本薩摩狂句大会
鹿児島市勤労者交
流センター

渋柿会、南日本新聞社
渋柿会
099-243-2545(中村)

薩摩狂句の発表会 その他 有料 鹿児島

https://miyama-conseru.or.jp
https://open-air-museum.org
https://www.city.shibushi.lg.jp/sosh
http://www.k-kb.or.jp/koukokan/
https://www.city.nishinoomote.lg.jp
http://k-jca.sakura.ne.jp/
https://www.k-kagaku.jp/
http://www.town.setouchi.lg.jp
https://www.k-
https://2023kagoshima-soubun.jp
https://www.k-
https://www.city.kagoshima-
https://kakyou.jp/


開催期間 事業名 会場 主催者 問合せ先 事業内容 関連ホームページＵＲＬ 分野
入場
料

地域

令和４年度「文化芸術に親しむ月間」関連事業(全体)

61 11/13(日) 邦楽演奏会
鹿児島市中央公民
館

鹿児島県尺八連盟
生田流筝曲彌生会
鹿児島筑紫会

鹿児島県尺八連盟
080-8351-3701(福田)

箏、三絃、尺八による合奏 音楽 有料 鹿児島

62 11/13（日）～11/20（日） 南九州市みどりの美術展
南九州市
頴娃武道館

南九州市みどりの
美術展実行委員会

南九州市みどりの
美術展実行委員会
0993-36-1110

美術の公募作品展 美術 無料 南薩

63 11/16（水）
自主文化事業
「くまのがっこう　すてきなすてきな
おくりもの」

末吉総合センター
曽於市
曽於市教育委員会

一般財団法人
まちづくり曽於
0986-76-7100

マスクプレイミュージカル https://www.city.soo.kagoshima.jp 舞台芸術 有料 大隅

64 11/16(水)～1/23(月)
かごしま近代文学館特別企画展
「向田邦子の家時間～着ること食
べること住まうこと～」

かごしま近代文学館
鹿児島市、公益財団法
人かごしま教育文化振
興財団

かごしま近代文学館
099-226-7771

向田邦子関連資料の展示 https://www.k-kb.or.jp/kinmeru/ その他 有料 鹿児島

65 11/17(木)
おひるのプラネタリウム「名曲プラ
ネタリウム～リストを聴きながら秋
の星空散歩～」

鹿児島市立科学館5
階　宇宙劇場

鹿児島市立科学館
鹿児島市立科学館
099-250-8511

クラシック音楽と字幕による星空案
内

https://www.k-kagaku.jp/ 音楽 有料 鹿児島

66 11/17(木)～11/20(日) 移動博物館（知名町） 知名町 県立博物館
県立博物館
099-223-6050

移動博物館事業 https://www.pref.kagoshima.jp/hakubutsukan/ その他 無料 鹿児島

67 11/19(土)～11/27(日)
第6回ぞ展
～百花繚乱、造形を越えて～

長島美術館
別館地下

ぞ展実行委員会
長島美術館
099-250-5400

様々な造形美術作品を展示 美術 無料 鹿児島

68 11/19(土)～12/4(日) 第７７回南日本美術展
鹿児島市立美術館
黎明館第１～第３特
別展示室

南日本新聞社
南日本新聞社
事業部
099-813-5052

美術の公募作品展 美術 有料 鹿児島

69 11/19（土）～1/22（日）
特別企画展
「すわ、谷山！－中世・谷山城跡と
その周辺－」

ふるさと考古歴史館
企画展示室

ふるさと考古歴史館
ふるさと考古歴史館
099-266-0696

谷山城跡等発掘調査成果展示 https://www.k-kb.or.jp/koukokan/ 総合 無料 鹿児島

70 11/20（日） 指宿地域文化祭 指宿市民会館 指宿市文化協会
指宿市歴史文化課
0993-23-5100

協会会員の展示や芸能の披露 総合 無料 南薩

71 11/20（日） 霧島市文化協会牧園支部文化祭 みやまコンセール
霧島市文化協会牧園支
部

霧島市文化協会牧園
支部
0995-76-2701

文化祭（展示・舞台発表） 総合 無料 姶良・伊佐

72 11/20（日） 大隅半島すんくじらフェスティバル 志布志市文化会館
鹿児島弁検定協会　大
隅支部

鹿児島弁検定協会
大隅支部
080-3221-7648

鹿児島弁をテーマにしたお祭り
https://kagoshimaben-
kentei.com/osumi/

総合 無料 大隅

73 11/20(日) 秋季茶会 仙厳園茶室　秀成荘
表千家同門会鹿児島県
支部

表千家同門会鹿児島
県支部
070-2902-2348(中園)

茶道文化の向上・普及のためお茶
の提供

その他 有料 鹿児島

74 11/20(日) 薩摩琵琶弾奏大会
鹿児島市中央公民
館

薩摩琵琶同好会
薩摩琵琶同好会
099-226-0815(濱田)

薩摩琵琶による弾奏 音楽 無料 鹿児島

75 11/20（日） カフェ　ミニコンサート
宝山ホール2階
カフェ　マ・ナ～ナ

宝山ホール
宝山ホール
099-223-4221

カフェで行うミニコンサート https://www.houzanhall.com 音楽 無料 鹿児島

76 11/20（日） 谷山伝統芸能発表会 谷山サザンホール
(公財)かごしま教育
文化振興財団

かごしま教育
文化振興財団
099-260-2033

谷山周辺地域の郷土芸能演示 https://www.k-kb.or.jp/southern その他 無料 鹿児島

77 11/20（日），11/27（日）
維新伝心隊による
「維新演劇シアター」

鹿児島市維新ふるさ
と館　地下
　「維新体感ホール」

鹿児島市維新ふるさと
館

鹿児島市維新ふるさと
館
099-239-7700

史実を元にした楽しい創作演劇
https://ishinfurusatokan.info/engek
i202207/

舞台芸術 無料 鹿児島

78 11/22（火）
第47回全国高等学校総合文化祭
書道部門プレ大会

SSプラザせんだい
第47回全国高等学校総
合文化祭鹿児島県実行
委員会ほか

鹿児島県教育庁高校
教育課全国高等学校
総合文化祭推進室
099-286-5575

県内の高校生によるプレ大会 https://2023kagoshima-soubun.jp 美術 無料 北薩

79 11/23（水）
霧島市文化協会溝辺支部みぞべ
文化祭

溝辺公民館（みそめ館）
霧島市文化協会溝辺支
部

霧島市文化協会溝辺
支部
0995-59-3115

文化祭（展示・舞台発表） 総合 無料 姶良・伊佐

80 11/23(水) 詩吟剣舞道大会
鹿児島市中央公民
館

鹿児島県詩吟剣舞道連
合会

鹿児島県詩吟剣舞道
連合会
099-248-0111（森元）

詩吟剣舞道、詩舞、居合道、空手道
の発表

その他 無料 鹿児島

81 11/23(水) 第120回南日本俳句大会
鹿児島市勤労者交
流センター

鹿児島県俳人協会
南日本新聞社

鹿児島県俳人協会事
務局
099-802-6878（四元）

俳句の発表大会 その他 有料 鹿児島

82 11/24（木）
ジュニアフェスタ･ふれあい読書
フェスタ

天城町防災センター 天城町教育委員会社会教育課
天城町立図書館
0997-85-5112

舞台発表，読み聞かせ 総合 無料 熊毛・大島

83 11/26（土） 子ども芸能祭 あしびの郷・ちな 知名町文化協会
知名町生涯学習課
0997-81-5151

加盟団体の高校生以下の会員によ
る舞台発表

その他 有料 熊毛・大島

84 11/26（土）～27（日）
NPO法人薩摩川内市文化協会合
同文化祭総合作品展

SSプラザせんだい
NPO法人薩摩川内市文
化協会

NPO法人薩摩川内市
文化協会
080-6849-0899

絵画・写真・短歌等の作品展示 総合 有料 北薩

85 11/27（日）
NPO法人薩摩川内市文化協会合
同文化祭芸能発表会

SSプラザせんだい
NPO法人薩摩川内市文
化協会

NPO法人薩摩川内市
文化協会
080-6849-0899

日本舞踊、三味線等の芸能発表 総合 有料 北薩

86 11/27(日)
藤岡幸夫＆木嶋真優
withみやまアンサンブル

みやまコンセール みやまコンセール
みやまコンセール
0995－78－8000

鹿児島の演奏家たちとの響宴 https://miyama-conseru.or.jp 音楽 有料 姶良・伊佐

87 11/27（日）～12/3（土） 霧島市文化協会芸術祭
国分シビックセン
ター

霧島市文化協会
霧島市文化協会
0995-64-0710

芸術祭（展示） 総合 無料 姶良・伊佐

88 11/29（火） オズのまほうつかい 徳之島町文化会館
徳之島子ども劇場
徳之島町文化会館

徳之島町文化会館
0997-83-1682

むすび座による人形劇 舞台芸術 有料 熊毛・大島

89 11/29(火)～2/19(日)
黎明館企画展「鮫島尚信－日本
の外交官第１号－」

黎明館３階
企画展示室

黎明館
黎明館
099-222-5396

鮫島尚信に関する展示
https://www.pref.kagoshima.jp/reim
eikan/

その他 有料 鹿児島

90 11/30（水）
桐野作人氏・三木靖氏
歴史講演会

黎明館　講堂
（公財）鹿児島県文化振
興財団

宝山ホール
099-223-4221

小松帯刀・鹿児島城御楼門に関する
講演

https://www.houzanhall.com/news/
5631/

その他 無料 鹿児島

https://www.city.soo.kagoshima.jp
https://www.k-kb.or.jp/kinmeru/
https://www.k-kagaku.jp/
https://www.pref.kagoshima.jp/hakubutsukan/
https://www.k-kb.or.jp/koukokan/
https://kagoshimaben-
https://www.houzanhall.com
https://www.k-kb.or.jp/southern
https://ishinfurusatokan.info/engek
https://2023kagoshima-soubun.jp
https://miyama-conseru.or.jp
https://www.pref.kagoshima.jp/reim
https://www.houzanhall.com/news/

