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入場
料

地域

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

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

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

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

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

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

10/20（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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

鹿児島市
公益財団法人かごしま
教育文化振興財団
朝日新聞社

長島美術館
099-250-5400

0 https://www.k-kb.or.jp/kinmeru/ その他 有料 鹿児島

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

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

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

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

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

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

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

令和４年度「文化芸術に親しむ月間」関連事業(その他)
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https://www.pref.kagoshima.jp/reim
https://www.pref.kagoshima.jp/hakubutsukan/
https://www.pref.kagoshima.jp/hakubutsukan/
http://saigou.jp
https://www.k-kb.or.jp/kinmeru/
http://rekishi.satsumasendai.jp
https://magokoro-bungaku.jp/
http://www.k-kb.or.jp/koukokan/
https://www.city.kagoshima-
https://www.k-kb.or.jp/kinmeru/
https://www.pref.kagoshima.jp/hakubutsukan/
https://www.k-kb.or.jp/kinmeru/
https://www.k-kb.or.jp/southern
https://www.pref.kagoshima.jp/reim
https://www.houzanhall.com/news/

