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クロガネモチ（薩摩川内市） 
庭木や街路樹として好まれ、植えら
れている木。５月から６月にかけて淡
紫色の花が咲き、秋には直径６ｍｍ
程の真っ赤な果実をあちらこちら
につける。薩摩川内市の市木に選
定され、市民に親しまれている。 
 
 

○住吉神社の豊祭「流鏑馬」 ［曽於市］ 
五穀豊穣への感謝と豊年満作を願って 

11月23日（日）  

 
 

○第１４回まるごと伊集院フェスティバル  
 　 第２６回いじゅういん梅マラソンジョギング大会 
3

楽しく走った後は抽選会や伊集院鍋もあるよ 

12月13日（土）～14日（日） ○かんしゃ祭 ［西之表市］ 2

西之表市市制施行５０周年記念事業 

11月23日（日） 

　市制施行５０周年を記念し、郷土芸能フェスティバルと産業祭を同時
に開催。会場は西之表市市民体育館駐車場。今回は特別に願成就（豊
年祭）で踊るさまざまな民俗芸能が披露される。種子島以南からの南島
文化と県本土との文化が融合し、独自の文化が形成された種子島は、
郷土芸能が多く、民俗芸能の宝庫。実り豊かな恵みと受け継がれた伝
統を感じてみては。  
 
 

　この２日間は日置市が熱い！１３日から2日間、FM鹿児島の番組に
出演中のＤＪを特別ゲストに迎え、「まるごと伊集院フェスティバル」を
開催。太鼓の演奏などが特設ステージで披露されるほか、日置市内
の約５０の農・商工業者が一堂に集まり、特産品の展示販売や伊集
院鍋１万食の無料配布、豪華景品の当たる大抽選大会なども行わ
れる。また、１４日は「いじゅういん梅マラソンジョギング大会」も行われる。
会場は両イベントとも伊集院総合運動公園。  
 

問い合わせ先　曽於市教育委員会社会教育課　０９９（４８２）5958  
 

問い合わせ先　かんしゃ祭実行委員会（西之表市行政経営課内）　０９９７（２２）１１１１ 問い合わせ先　まるごと伊集院フェスティバル実行委員会　０９９（２７３）２１１１　内線１２３２ 
 

 

　鹿児島の三大流鏑馬のひとつであり、県の無形民俗文化財に指定さ
れている住吉神社の流鏑馬は、今年の五穀豊穣と翌年の豊年満作を
願い、勢いよく走る馬上から的を射抜く伝統行事。３００ｍの参道にある３
つの的が、次々に射抜かれるさまは必見。一瞬の出来事に辺りは大歓声
に包まれる。当たり的や矢を家に持ち帰ると縁起が良いと伝えられている。

［日置市］ 
 

※いじゅういん梅マラソンジョギング大会実行委員会  同電話番号 内線１４６２  
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○ 第１９回薩摩焼フェスタ ［鹿児島市］ 5

鹿児島の窯元が一堂に集う焼物の祭典 

○サンコンメ ［指宿市］ 7

ぐるぐる回って無病を願う  

1月7日（水） 
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○住吉神社
五穀豊穣へ

○ボンタン狩り ［阿久根市］ 4

初冬の訪れをつげるボンタン狩り  

12月13日（土）～14日（日） 12月16日（火）～21日（日） 

○益救神太鼓年越祭 ［屋久島町］ 6

一年の厄をはらい清める益救神太鼓 

12月31日（水）～1月1日（木）  
 

○第１４回ま
 　 第２６回い
3

楽しく走った

　この２日間
出演中のＤＪ
開催。太鼓の
の約５０の農
院鍋１万食の
れる。また、１
会場は両イベ
 

　大きな実の中にぎっしりとつまった甘酸っぱい果肉が魅力的な果
物として広く愛され、阿久根市の特産品としても有名なボンタン。この
２日間は尾崎地区のボンタン園で収穫体験ができる。緑の山々に囲ま
れたボンタン園では、たわわに実った大きなボンタンを収穫したり、地
元の人たちとの交流も楽しめる。ご来園をお待ちしております。  
    

　鹿児島を代表する特産品である薩摩焼。県内の窯元が一堂に集う
薩摩焼フェスタは、南九州最大の焼物のお祭りで、かごしま県民交流セ
ンターで開催される。薩摩焼の展示や販売、チャリティーオークション、お
楽しみ抽選会が行われる。また、同日から黎明館で薩摩焼パリ伝統美
展「里帰り展」も開催。鹿児島の風土と陶工のたゆまぬ努力によって発
展し続ける薩摩焼に触れ、４００年の歴史を感じてみませんか。  
 
 

　年越の夜、益救神社境内は厳かな雰囲気に包まれる。無病息災や家
内安全など今年一年の厄をはらい、太鼓を打ち鳴らす。躍動的な太鼓
の音が町の夜空に響き渡ると、境内はかがり火に囲まれる。荘厳な舞台
で披露される勇壮な益救神太鼓は、この日のこの場所でしか観ることが
できないため、毎年参拝に訪れた地元の人達や多くの観光客が集まる。  
 
 
 

　無病息災や五穀豊穣など
を願うサンコンメは、毎年鬼火
たきの前に行われる山川浜
児ヶ水の伝統行事。数え年
１５歳前後の少年や厄年を迎
えた男性らが、家内安全や無
病息災などと書いた半紙を張
った竹の笠をかぶり、硬貨の
入った長さ約２メートルの竹
筒を担ぎ、地区内の辻などで
ぐるぐる回り、勢いよく地面に
放り投げる。放り投げた竹筒
が裂け、硬貨が飛び出すと、
取り囲む子供たちが夢中で
拾い集める。  
 
 

問い合わせ
 

問い合わせ
 

問い合わせ先　薩摩焼フェスタ実行委員会　０９９（２９２）５１５６  
 

問い合わせ先　サンコンメ保存会　０９９３（３５）０３５１  問い合わせ先　屋久島太鼓保存会　鮫島宅　０９９７（４２）２２８５  

やまがわはま 

　鹿児島の三
れている住吉
願い、勢いよく
つの的が、次々
に包まれる。当

 

問い合わせ先　阿久根市農政課　０９９６（７３）１２１１ 
や　く　じん 

ちょがみず  
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開　催　日 イベント名 場　所 内　　　　　　　容 問い合わせ先 

11月  9日（日） 

11月22日（土） 

11月23日（日） 

11月23日（日） 

11月23日（日） 

11月23日（日） 

12月14日（日） 

11月23日（日） 

12月  7日（日） 

1月  2日（金） 

12月  7日（日） 

11月  8日（土） 
〜
 

松山地区の若者が中心となり、文治４年に平重頼が築
城した松山城跡を活用し、毎年６万人の人でにぎわう
祭り。８日は前夜祭で、城郭がライトアップされるほか、
花火も打ち上げられる。９日の本祭は奉納武者行列で
幕をあけ、地元で収穫された自慢の新鮮野菜やサム
ライ鍋、焼酎などが人気の無料コーナーで振る舞われ
る。この祭りを別名「ただまつり」と呼ぶ人もいるとか。
そのほか、期間中に限り、高さ１８ｍを誇る勇壮な幻の
一夜城が鑑賞できる。この秋、志布志市へみんなで出
かけよう！  
 
毎年町内外からの人でにぎわう農林業まつり。当日は
生産者自慢の農産物が販売される。また、農産物の量
や牛の体重を当てるイベントが実施されるほか、歌謡
ショーやマジックショーも行われる。会場へ出かける
前に、牛の体重を調べておこう！  
 
町内外から２万人を超える人でにぎわう大崎町の一大
イベント。会場ではフリーマーケットや出店のほか、芸
能ショーや各種イベントが行われ、子どもから大人ま
で楽しめる。なかでも、２千食が無料提供されるふれあ
い鍋（豚汁）は大人気。また、家電製品や農機具など豪
華景品が当たる大抽選会も行われる。会場は国道２２０
号沿いにある大きなかぶと虫が目印だ。  
 
南大隅町の秋の収穫祭で、農畜水産物などの特産品
の販売や、各種アトラクションなど、幅広い年代が楽し
めるまつり。当日は同会場で健康祭りも開催され、各
種相談や測定が実施される。  
 
毎年勤労感謝の日に行い、終日にぎわう恒例の祭り。
生産者が丹精込めて育てた農産物や伊仙町で水揚げ
された水産物などの販売が行われるほか、優秀農家
の表彰や講演会も行われる。また、来年にオープンす
る直売所「百菜」を記念し、ひよこレースや国産うなぎ
のつかみ取りなどのイベントが行われる。  
 
毎年、勤労感謝の日に行われる本町恒例のイベントで、
今年で４７回目を迎える。沖永良部農業を担う児童の
体験発表や各集落によるむら自慢芸能大会、各団体に
よる野菜の展示・販売、バザーなど多彩な催しでにぎ
わう。  
 
道の駅きんぽう木花館会場では、地元の取れたて野
菜や軽く焼いて食べると抜群においしい金峰牛、笠沙
町漁協自慢の新鮮な海産物が安値で販売される。また、
ブリのつかみ取りや新そばの早食い競争が行われる
ほか、演芸ショーや保育園児・小学生による学習発表
が特設ステージで行われる。隣接する歴史交流館で
も楽しいイベントが盛りだくさん。この機会に参加し
てみよう。  
 
今年で３０回目を迎え、産業祭と健康祭が一体となった
イベント。いちき串木野市自慢の特産物や農産物の展
示即売、まぐろのかぶと焼きなどが無料で振る舞われる。
会場はいちきアクアホール駐車場。また、会場内では
舞台イベント、健康測定を実施。今年は限定１００名が
市来ふれあい温泉センターで健康体験（スポーツジム
体験）ができる。思い切り汗を流して、地元の恵みをゲ
ットしよう！  
  
奄美長寿食材をメインに利用した料理の展示やレシピ
の紹介、地元で収穫された農産物などの即売や抽選
会などが実施され、多くの人でにぎわう。 
 農産物の販売や各種イベントなどが行われる。長生き
のヒントと鮮度抜群の農産物をゲットしよう。  
 
無病息災を願って、転がるダイダイに矢を放ち、悪魔払
いをする子どもの伝統行事。子ども達はダイダイに命
中するたび、刺さったダイダイを持ち上げ「テゴテゴ」
と高らかに叫ぶ。  
 

やっちくむらおこし
実行委員会事務局 
０９９（４８７）２１１１  
 

ふれあいフェスタ
実行委員会 
０９９（４７６）１１１１
内線２２２  

南大隅町ふるさと祭り実行委員会 
（南大隅町経済課内） 
０９９４（２４）３１１１  
 

伊仙町経済課 
０９９７（８６）３１１１  
 
 

和泊町経済課 
０９９７（９２）１１１１
内線１２０  
 

南さつま市金峰支所 
０９９３（７７）１１１１  
 
 

肝付町内之浦支所
農政課 
０９９４（６７）４５１３  
 

奄美市名瀬総合支所
農林振興課 
０９９７（５３）１１１１内線４０８ 

奄美市笠利総合支所産業振興課 
０９９７（６３）１１１１内線４２  

 

いちき串木野市 
産業経済課 
０９９６（３２）３１１１  
 

桜木町公民館長 
真茅宅 
０９９３（７２）５３６５  
 

志布志市 
松山城山総合運動公園内  
 

大崎町 
大崎ふれあいの里公園  
 

南大隅町 
根占川南ふれあいドーム  
 

伊仙町 
徳之島交流ひろば 
ほーらい館 

和泊町民体育館・ 
和泊町役場 
庁庭  

南さつま市 
道の駅きんぽう木花館・
歴史交流館金峰  
 

肝付町 
内之浦銀河アリーナ 
 
 

奄美市地方卸売市場 
 
奄美市 
太陽が丘総合運動公園 
 

いちき串木野市 
いちきアクアホール  
 
 

枕崎市小江平公民館  
 

大隅の國 
やっちく松山藩 
第２０回 
秋の陣まつり  
 

２００８ 
ふれあいフェスタ 
ｉｎおおさき  

’０８南大隅 
ふるさと祭り  
 

第３２回 
伊仙町産業祭 
 

和泊町農業祭  
 
 

金峰ふるさと産業祭り  
 
 

肝付町 
内之浦地区 
農林業まつり 

「野菜の日」イベント  
 
奄美市 
農業ふれあいまつり 

いちき串木野市 
ふれあいフェスタ  
 

ハマテゴ  
 

このはなかん 

ひゃくさい 
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