
県庁世界文化遺産課　☎099（286）2364問い合わせ先

第15回全国障害者芸術・文化祭かごしま大会実行委員会事務局（県庁障害福祉課内）　☎099（286）2760問い合わせ先

第１５回全国障害者芸術・文化祭かごしま大会を開催します！
平成２７年１１月２７日（金）～２９日（日）

「明治日本の産業革命遺産」世界文化遺産登録決定！
　全国障害者芸術・文化祭は、障害者の芸術および文化活動を通じて、障害者の自立と社会参加を促進
するとともに、障害に対する皆さんの理解と認識を深めることを目的として開催されるものです。
　かごしま大会では“障害のある人もない人もみんなで楽しみ、交流でつなぐアートの輪！”をコンセプ
トに、日頃の芸術文化活動の成果発表はもとより、障害のある人とない人の音楽による交流や、障害に
ついて正しく理解していただくためのワークショップ、バリアフリー映画祭など、多彩なイベントを開
催します。

　７月５日、ドイツのボンで開催されたユネスコ世界遺産委員会で、日本政府が推薦した「明治日本の産業革命遺産」の世界文化
遺産登録が決定されました。
　鹿児島の構成資産である反射炉跡、旧集成館機械工場、旧鹿児島紡績所技師館などからなる「旧集成館」と「関吉の疎水溝（取水
口）」、「寺山炭窯跡」をはじめ、全国８県11市に分布する構成資産は、これらが一体となって、西洋の科学技術と伝統的な日本の
文化や技術を融合させ、極めて短期間で産業化を成し遂げたことが世界史的にも類いまれであるとして世界文化遺産に登録さ
れました。

【 愛　称 】ふれ愛・アートフェスタかごしま　　　　　　　　　 【 期　間 】11月27日（金）～ 29日（日）
【 会　場 】かごしま県民交流センター（鹿児島市山下町14-50）
【 内　容 】◇美術・文芸作品展 ◇舞台発表 ◇講演会、セミナー、ワークショップ
 ◇バリアフリー映画祭 ◇授産製品の展示・販売　など

　障害のある方や障害のある方を含むグループが共同で制作したアート作品
を募集しています。

【応募種別】
○美術部門：絵画、彫刻、工芸、陶芸、写真、書道など
○文芸部門：詩、短歌、俳句、川柳、薩摩狂句

【応募部門】
○テーマ部門：「桜島」または「ロケット」をテーマとした絵画、写真、 薩摩狂句
　 の作品。テーマ部門については、審査・表彰を実施。
○自 由 部 門：上記応募種別（美術部門・文芸部門）の作品。テーマは自由。

【応募期間】８月20日（木）～10月20日（火）必着
【応募方法】規定の応募用紙に必要事項を記入のうえ、応募用紙、作品、完成後
　 の写真１枚を一緒にして、郵送、宅配または持参により応募用紙に
　 記載された提出先へお届けください。

◇パフォーマンスステージ
 【募集対象】障害のある方や障害のある方を含むグループ
 【募集内容】ジャンルは問いません。歌や演奏、ダンス、劇など日頃の活動の 
  成果を発表してください。
◇ふれ愛ステージ
 【募集対象】「障害のある人もない人も一緒に楽しむ」という趣旨に賛同い
　  ただける方またはグループ※出演者の障害の有無は問いません。
 【募集内容】音楽を主とし、さまざまな立場にある人たちがともに楽しめる 
　  内容であれば、ジャンルや演奏形態などは問いません。
◇パフォーマンスステージ・ふれ愛ステージ共通
 【出演条件】出演時間は20分以内。転換時間（準備・撤収）を含みます。
 【応募締切】８月20日（木）必着
 【応募方法】規定の応募用紙に必要事項を記入のうえ、郵送、ＦＡＸ、電子メ 
  ールにより申し込んでください。

かごしま大会の概要

出展作品・出演者募集中！！

※詳しい開催情報・募集内容については、大会ホームページをご覧いただくか、実行委員会事務局までお問い合わせください。

全国障害者美術・文芸作品展 ステージイベント

第15回全国障害者芸術・文化祭かごしま大会
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【関吉の疎水溝】
  鹿児島市下田町1263先

集成館事業の高炉や砲身に穴を開ける装置（さん開台）の動力に
は、水車動力が用いられていました。磯の背後の山、吉野の大地
の上から水を引き、崖の落差を利用することで、その力を高めて
いました。

　旧集成館
　（旧集成館機械工場）

鹿児島市吉野町9698-1

鹿児島で石橋・石垣などに広く利用されていた溶結凝灰岩
を利用した「ストーンホーム」と呼ばれる洋風建築です
が、一部には日本建築の様式も見られます。

【旧集成館（反射炉跡）】
鹿児島市吉野町9700-1

オランダの技術書の翻訳書を参考に、西欧の鋳造技術を導入し、鉄を溶
かして大砲を作るための反射炉が建設されました。
石積工事には城壁や石橋の建設技術が、耐火レンガの製造には薩摩焼の
技術が転用されました。

　旧集成館
　（旧鹿児島紡績所技師館）

鹿児島市吉野町9685-15

鹿児島紡績所において技術指
導に当たったイギリス人技師
の住居として建設された建物
です。洋風の外観と内装が特
徴ですが、日本の建築技術が
随所に使われています。

【寺山炭窯跡】
  鹿児島市吉野町10710-68

集成館事業の反射炉・高炉・蒸気機関などには大量
の燃料が必要でした。木炭よりも火力の強い白炭を
製造するため、炭を製造するのに適した木々が豊富
である寺山に炭焼窯を建設しました。

【 】

【 】

次世代への継承と地域の発展

世界遺産登録までの歩み

集成館と
それを支えた
動力・燃料
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鹿児島県主催で九州近代化産業遺産シンポジウム
を開催し、「かごしま宣言」をとりまとめる。

「九州・山口の近代化産業遺産群」世界遺産登録
推進協議会を設置
政府において政府推薦案件に決定
推薦書をユネスコ世界遺産センターに提出
国際記念物遺跡会議（イコモス）が現地調査
イコモスによる「記載」勧告
ユネスコ世界遺産委員会で世界文化遺産登録決定

　「明治日本の産業革命遺産」について、ユネスコの世界遺産
委員会において、世界遺産としての登録の決定をいただきま
した。
　2005年に、私がイギリスの産業遺産の専門家、故スチュア
ート・スミス氏などの提言を受けて、鹿児島県でシンポジウム

を開催して以来、約10年もの長きにわたり、九州・山口地域をはじめとする関
係の自治体が一体となって取り組んできた地方主導のプロジェクトが、このよ
うな形で実を結んだことは、大変喜ばしく、関係自治体の皆さまとともに喜び
を分かち合いたいと思います。
　また、これまで、多大なるご指導をいただいた関係省庁や国内外の専門家の
方々をはじめ、種々のご協力を賜った資産所有企業などの関係の皆さますべ
てに、心から感謝申し上げます。
　本遺産の登録は、産業国家日本の礎を築いた先人たちの偉業が改めて評価
されたものであり、地域の誇りになるものと考えております。
　今後、世界の人々にとっても価値のあるこの遺産群を、関係地域が結束して
次の世代に継承するとともに、各地域の発展に活かしてまいります。

「九州・山口の近代化産業遺産群」世界遺産登録推進協議会
　会長（鹿児島県知事）　　伊藤　祐一郎

尚古集成館前で登録を祝う関係者登録決定の瞬間：仙厳園（鹿児島市）

第30回国民文化祭鹿児島県実行委員会事務局（県庁国民文化祭室内）　☎099(286)2863問い合わせ先 かごしま国文祭

　10月31日（土）～ 11月15日（日）に鹿児島県で開催される国民文化祭。全国各地から文化団体や愛好者が集まり、各
種文化活動の成果を発表・競演・交流する国内最大の文化の祭典です。
　「第30回国民文化祭・かごしま2015」では、「本物。鹿児島県～文化維新は黒潮に乗って～」のテーマのもと、「音楽」や

「舞踊」、「食」のイベントなど、県内43すべての市町村で100を超える多彩なイベントが開催されます。
　県内各地で繰り広げられる国民文化祭に、みなさんもぜひ参加しましょう。

開催迫る！　第30回国民文化祭・かごしま２０１５

県主催イベント

市町村主催イベント

有料チケットまたは整理券が必要な県・市町村主催イベント
南北６００キロメートル　県内全域がまるごと舞台南北６００キロメートル　県内全域がまるごと舞台

「開会式・オープニングフェスティバル」
　10/31　鹿児島アリーナ　　　　　　　　　　

「閉会式・グランドフィナーレ」
　11/15　宝山ホール
　　　　　問い合わせ先　☎099-286-2868

総合フェスティバル
シンポジウム

国際交流フェスティバル

お茶の祭典

ボランティア募集中！（開会式、シンポジウムなど）
募集期間：８／３１まで

「黒潮文化」 11/3 志布志市文化会館
「国際音楽祭と現代アート」 11/4 みやまコンセール
「温泉文化と食文化」 11/6 指宿白水館
「明治維新と近代化遺産」 11/9 かごしま県民交流センター　
「自然遺産と『しま』の生活文化」 11/13 奄美パーク
                  　　　　　　　　　  問い合わせ先　☎099-295-0663

　11/7～8　かごしま県民交流センター

問い合わせ先   ☎099-286-2847　
※上記以外のイベントの内容など、詳しくは、国文祭ホームページをご覧ください。

10/31、11/1、3、8　仙巌園　ほか（入場整理券申込：8/1～9/15）
（お茶券販売：9月上旬～予定） （入場整理券申込：8/17～9/30）

（入場整理券申込：9月上旬～予定）

　日本の南端に位置した薩摩藩は、外国の脅威に真っ先に接する場所でし
た。1840年代、通商を求める欧米列強の外圧にさらされ、近代化に着手しま
した。さらに1851年に藩主となった島津斉彬による「集成館事業」により、
反射炉の建設や紡績など、後に日本が急速な産業の近代化を遂げるための礎
が築かれていきました。

集成館事業とは～近代化は薩摩から始まった～

「関ヶ原の隼人たち」
　11/7～8　日置市☎099-248-9432

「現代詩の祭典in南九州市」
　11/8　南九州市☎0993-56-5404

「方言フェスタinとくのしま」
　11/1　天城町☎0997-85-5243

「闘牛フォーラムinとくのしま」
　10/31　伊仙町☎0997-86-3111

「鑑真大和上＆海上交流の歴史」　ほか
　10/31～11/15　南さつま市☎0993-53-2111

「奄美の奥座敷『やけうちの文化遺産』」
　11/14～15　宇検村☎0997-67-2261

「民謡・民舞フェスタinとくのしま」
　10/31　徳之島町☎0997-82-2904

「霧島ダンスの祭典」　ほか
　11/14　霧島市☎0995-42-1119

「マーチングバンド・バトントワーリングの祭典」　ほか
　11/8　鹿児島市☎099-216-1503

「最南端佐多岬旅の文学フェスティバル」
　11/6～8　南大隅町☎0994-24-3164

「『おきのえらぶ』民謡・民舞の祭典」
　11/1　知名町☎0997-81-5151

「いさ演劇祭」
　11/7～9、14～15　伊佐市☎0995-26-1578

「歩き・み・ふれる歴史の道」
　10/31～11/1　姶良市☎0995-62-2111

「市民ミュージカルの祭典」　ほか
　11/6～8　鹿屋市☎0994-44-5115

「黒潮が育んだ古代文化と宇宙芸術展」
　10/31～11/15　南種子町☎0997-24-4811
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　市町村主催
イベントの詳細
については、各
市町村までお
問い合わせくだ
さい。


