
※詳しくは、県ホームページをご覧いただくか、
　下記までお問い合わせください。

もち

イベント名 開催時期 場　所
阿久根の夕日・朝市 1月～5月の第2・3日曜 阿久根市
嘉例川駅ひなまつりイベント 2月～3月 霧島市
第3回 奄美桜マラソン 2月  6日（日）　 龍郷町・奄美市
第20回 ヨロンマラソン 3月  6日（日）　 与論町

知覧のひなまつり in 武家屋敷庭園 3月19日（土）～ 
3月20日（日）　 南九州市

九州新幹線全線開業記念 3月30日（水）　 三島村
（硫黄島）

九州新幹線全線開業記念 4月  2日（土）　 鹿児島市

現代陶芸薩長展in鹿児島 4月20日（水）～ 
5月  5日（木）　 鹿児島市

九州新幹線全線開業記念　2011プロ野球公式戦　
福岡ソフトバンクホークス VS 千葉ロッテマリーンズ 4月23日（土）　 鹿児島市

平成23年志布志お釈迦まつり 前夜祭 4月28日（木） 
本　祭 4月29日（金） 志布志市

第6回 TANEGASHIMA CUP（ヨットレース） 4月29日（金）　 西之表市

第20回 串木野まぐろフェスティバル 4月30日（土）～ 
5月  1日（日）　 いちき串木野市

2011吹上浜砂の祭典・
　世界砂像フェスティバル

5月  1日（日）～ 
5月15日（日）　 南さつま市

霧島薪狂言 5月  7日（土）　 霧島市

キャンドルナイト in かのやばら園 5月13日（金）～ 
5月15日（日）　 鹿屋市

第18回 超自然　屋久島ツーデーマーチ 5月14日（土）～ 
5月15日（日）　 屋久島町

第19回 全国商店街おかみさん交流サミット 6月  8日（水）　 鹿児島市

霧島アートの森特別企画展
「八谷和彦展」 7月15日（金）～9月25日（日）

湧水町
「高嶺　格展」 10月上旬～12月上旬

第50回 日本海洋少年団全国大会 in 鹿児島 7月31日（日）～ 
8月  2日（火）　 鹿児島市

2011年世界室内自転車競技選手権鹿児島大会 11月  4日（金）～ 
11月  6日（日）　 鹿児島市

第65回 全国お茶まつり鹿児島大会 in 霧島 11月11日（金）～ 
11月13日（日）　 霧島市

※このほか、多数の学会やイベントなどが予定されています。

延期

延期

第28回全国都市緑化かごしまフェア実行委員会事務局
（県庁都市計画課都市緑化フェア推進室内）　☎099（286）2852

問い合わせ先

県庁かごしまPR課　☎099（286）3050
問い合わせ先

開業記念イベント開催
2011年3月12日(土)･13日(日)

開業記念イベント開催
　“新たな交流の始まり「往来、オーライ！」”をテーマに、鹿児島中央、川内、出水の各駅前において、沿線府県による観光ＰＲや郷土芸能の
披露のほか、鹿児島の観光物産のＰＲや、おもてなしなど、「鹿児島さくら街道」と銘打った開業記念イベントが盛大に開催されます。 
　また、開業前後にも「花・灯り・食」をテーマにしたイベントを中心にさまざまなイベントが県内各地で開催されます。

出水駅会場 東口広場

●　鹿児島ご当地グルメグランプリ２０１１ｉｎ出水
　　（１２日（土）・１３日（日）　午前１０時～午後３時）
〔メニュー〕　
奄美鶏飯、パワースポットいちき串木野験カツぎ御飯三大カツ、
いちきポンカレー、串木野まぐろラーメン、いぶすき温たまらん丼、
黒豚わっぜえか丼、霧島神話ぼっけ鍋、鱧南ばんうどん、
枕崎かつおラーメン、加世田かぼちゃラーメン、いずみ親子ステーキごはん

●　特設ステージ
●　出水、伊佐地区などの観光ＰＲと特産品販売
●　フリーマーケット （１２日（土））
●　花火大会（12日（土））　など

川内駅会場 駅前広場　ほか

鹿児島中央駅会場 東口駅前広場　ほか

甲突川リバーサイドウォーク点灯式

“水･音･光のファンタジー”

日時：3月12日（土）午後5時30分～午後8時30分
場所：維新ふるさと館前甲突川河川内特設ステージ
内容：●小学校金管バンドのステージドリルや高校生の吹奏楽・合唱などの水辺のステージ

●特設ステージ周辺は｢花と灯り｣をテーマに、和紙灯明、竹灯ろうと花、竹と和紙を使用し
た和灯りで装飾

　県民や観光客が川に親しみ、憩いの場となる甲突川リバーサイドウォークのライトアップ点灯式を
九州新幹線全線開業に合わせて開催します。

本格焼酎を楽しむイベント
九州新幹線全線開業関連イベント

「My Shochu Style」

開業前後の主なイベント

そのほかにも県内各地でさまざまなイベントが開催されます！

吉野公園
島の華園
鹿児島の美しい島々を「ヤクシマシャクナゲ」や
亜熱帯植物の「アダン」などを使用して表現します。

花広場
　花や緑で作った4メートルもある「ぐりぶー」や、
新幹線があります。周りには、花で飾られたビルが
建ち、車や市電が走っている花と緑でいっぱいの
鹿児島のまちが広がります。

遊びの杜
もり

　食べられる花や植物で作った「ぐりぶー」の大好
きなケーキや、いい香りのする花、触り心地のよい
植物などがいっぱいです。

おごじょの庭
　世界でここにしかないバラ「篤姫ローズ」を中心
に50種以上のバラなどを展示します。

さむらいの庭
 桜島を借景に、枯山水の武士の庭を表現。縁側に
ある足湯でゆっくりとした時を楽しめます。

メイン会場

鹿児島ふれあいスポーツランドサブ会場

出水駅

鹿児島
中央駅

川内駅

県庁観光課　☎099（286）3008問い合わせ先

鹿児島地域振興局河川港湾課 ☎099（223）0161（代表）
県庁河川課 ☎099（286）3595

問い合わせ先

開催期間：3月18日（金）～5月22日（日）

会
　

場

　焼酎と美・食・健康などのテーマを設定し、本格焼酎の
新たな魅力を発掘するイベントです。これまで焼酎にな
じみの薄い県外観光客や女性、若い世代の方々にも焼酎
を楽しんでいただける内容となっています。
　期日：3月12日（土）、13日（日）
　場所：マルヤガーデンズ（鹿児島市）
　内容：焼酎試飲ＢＡＲの出店、トークショーの開催
※詳しくは、県ホームページをご覧いただくか、下記まで
　お問い合わせください。
　参加者多数の場合は、入場制限があります。

　鹿児島のご当地グルメのうち、１１メニューが、人気度・味・コストパ
フォーマンスという３つの観点で順位を競う「鹿児島ご当地グルメグラン
プリ」などが開催されます。

　地域の食、文化などの再認識や情報発信、地域間の交流を図る「第８回き
やんせふるさとフェスタ」が盛大に開催されます。
第８回 きやんせふるさとフェスタ（12日（土）・13日（日） 午前10時～午後4時）
●　出発式
●　特設ステージ
●　日本一大綱引の大綱練り
●　食のじまん市・Ｂ級グルメコンテスト
●　特産品ふれあい市
●　フリーマーケット
●　鉄道模型（Ｎゲージ）展示

ヤクシマシャクナゲ

ぐりぶー

アダン篤姫ローズ

かれ さん すい

花みどり色彩館
　篤姫が過ごした大奥の庭をイメージした「篤姫の庭」や、奄美を愛した画家「田中一村」の
作品を通して奄美の自然を紹介する「奄美・植物紀行」などの展示パビリオンです。

しきさいかん

か  えん

吉野公園
鹿児島ふれあいスポーツランド
鹿児島市中心市街地
県内各地の公園・民間施設など
道の駅、道路、駅・空港・港など

メ イ ン 会 場
サ ブ 会 場
まちなか会場
協 賛 会 場
回 遊 拠 点

薩摩川内市シティセールス推進課　
☎0996（23）5111　（内線1510）

問い合わせ先

九州新幹線全線開業関連イベント実行委員会事務局
（県庁観光課開業イベント担当）　☎099（286）3008

問い合わせ先

出水市観光交流課　☎0996（63）4059
問い合わせ先

県外の方・女性・若い世代の方！！
参加をお待ちしております

※このほか第10回川内川河口マラソン・ウォーキング
大会も開催されます。
期　　日 ： 3月13日（日）
申込期限 ： 2月18日（金）

元 ちとせ さん

南九州市のねぷた
甲突川リバーサイドウォーク（イメージ）

蒲生郷太鼓坊主

広島の神楽

中 孝介 さん

　奄美大島出身のアーティスト中孝介さん＆元ちとせ
さんのユニット「お中元」などによる特設ステージや、新
幹線沿線の各府県による観光物産展のほか、南九州市
のねぷたの引き回しや六月灯の灯ろうによる装飾など
が、にぎやかに行われます。

●　前夜祭（１１日（金）午後6時～午後8時）
●　特設ステージ（12日（土）午前10時～午後6時30分、13日（日）午前10時～午後4時）
オープニング（種子島鉄砲隊試射、蒲生郷太鼓坊主　など）
「お中元」コンサート、郷土芸能（奄美の八月踊り、広島の神楽、熊本の牛深ハイヤ など）、
沿線府県のゆるキャラ＆ミスによる観光ＰＲ　など

●　新幹線沿線の各府県による観光物産展
お好み焼き(大阪)、つくだ煮など(兵庫)、きびだんご(岡山)、手焼きもみじ饅頭(広島)、
ふく鍋(山口)、梅ヶ枝餅(福岡)　など

●　おもてなしと鹿児島の観光ＰＲコーナー
地域特産品コンクール入賞商品の展示販売、１００円茶屋、焼酎などのふるまい、足湯

●　花と灯りによる装飾
六月灯灯ろうの点灯、ねぷたの引き回し（１２日（土）夜）

あたりこうすけ はじめ

て   こ ぼう ず

かぐら


