
特別企画展 川瀬巴水
旅と郷愁の風景

特別展「明治天皇と南洲翁」

期日：11/30（水）
会場：黎明館講堂
主催：(公財)鹿児島県文化振興財団
内容：小松帯刀・鹿児島城御楼門に

関する講演

期日：11/19（土）～1/22（日）
会場：ふるさと考古歴史館企画展示室
主催：ふるさと考古歴史館
内容：谷山城跡等発掘調査成果の展示
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音楽 美術 総合 舞台芸術

鹿児島県観光・文化スポーツ部文化振興課 TEL 099-286-2537

「文化芸術に親しむ月間」関連事業

©pref kagoshima greboo

期日：9/30（金）～11/6（日）
会場：鹿児島市立美術館
主催：鹿児島市立美術館 ほか
内容：抒情的な風景の木版画を展示

特別企画展「すわ、谷山！
－中世・谷山城跡とその周辺－」

馬と一緒～画家とともに、谷山
(ふるさと)の暮らしとともに～

期日：10/8（土）～12/23（金）
会場：三宅美術館
主催：三宅美術館
内容：馬の絵の展示，郷土の馬の歴

史・民俗の紹介

有料

文化芸術に親しむ月間
11/1～11/30

期日：9/22（木）～11/6（日）
会場：黎明館2階第2特別展示室
主催：黎明館企画特別展「茶の湯と

薩摩」実行委員会
内容：茶の湯と薩摩に関する展示

期日：10/4（火）～1/15（日）
会場：西郷南洲顕彰館
主催：西郷南洲顕彰館
内容：西郷隆盛関連歴史資料の展示

有料

期日：9/10（土）～11/28（月）
会場：長島美術館
主催：長島美術館
内容：薩摩焼の小品約60点を展示

桐野作人氏・三木靖氏
歴史講演会

Information
各事業の内容等詳細は，県のホームページに掲載しています。
上記イベント以外にも様々な文化イベント情報を掲載していますので，併せて御覧ください。
なお，新型コロナウイルス感染症の影響によりイベントが中止・延期される場合がありますので，
事前に主催者へ御確認ください。

鹿児島県庁トップページ > 教育・文化・交流 > 文化・芸術 > 文化芸術振興 >
11月は「文化芸術に親しむ月間」です！
https://www.pref.kagoshima.jp/ab10/kyoiku-bunka/bunka/shinko/r4bunkagekkan.html

企画展
「ようこそ昆虫レストラン」

黎明館企画特別展
「茶の湯と薩摩」

有料

期日：10/28(金)～ 11/28(月)
会場：かごしま近代文学館
主催：鹿児島市 ほか
内容：白洲次郎生誕120周年記念特別展

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」有料

期日：11/5（土）
会場：鹿児島市立科学館5階宇宙劇場
主催：鹿児島市立科学館
内容：プラネタリウムでCD音楽鑑賞

星と音楽の夕べ
～ACIDMAN特集と秋の夜空～

有料

収蔵品による小企画
小さなさつま焼展

期日：11/20（日），27（日）
会場：鹿児島市維新ふるさと館地下

「維新体感ホール」
主催：鹿児島市維新ふるさと館
内容：史実を元にした楽しい創作演劇

Osaka Shion Wind
Orchestra

期日：11/6（日）
会場：谷山サザンホール
主催：(公財)かごしま教育文化振興

財団
内容：Shionメンバーによるアン

サンブルコンサート

有料

期日：11/13（日）
会場：宝山ホール
主催：公益社団法人鹿児島交響楽団
内容：オーケストラのコンサート

有料

期日：10/1（土）～11/27（日）
会場：鹿児島県立博物館本館
主催：鹿児島県立博物館
内容：昆虫食に関する展示

有料

鹿児島交響楽団
第97回定期演奏会

11月第３週は

鹿児島県方言週間
じゃっど！
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有料

維新伝心隊による
「維新演劇シアター」

その他

第6回鹿児島方言週間
フェスティバル

期日：11/12（土），13（日）
会場：かごしま県民交流センター
主催：鹿児島方言文化協会
内容：鹿児島弁の作品展示 など

県ホームページは
こちらから→

https://www.pref.kagoshima.jp/ab10/kyoiku-bunka/bunka/shinko/r4bunkagekkan.html
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鹿児島県観光・文化スポーツ部文化振興課 TEL 099-286-2537

「文化芸術に親しむ月間」関連事業

教育・文化週間無料開館

霧島市文化協会
霧島支部霧島文化祭

第49回大崎町文化祭

期日：11/2（水），３（木）
会場：大崎町中央公民館
主催：大崎町文化協会
内容：舞台発表・作品展示

錦江町文化祭・
生涯学習推進大会

期日：11/2（水）～4（金）
会場：錦江町文化センター
主催：錦江町 ほか
内容：舞台発表・作品展示

熊
毛
・
大
島

期日：11/3（木）
会場：霧島公民館
主催：霧島市文化協会霧島支部
内容：文化祭（展示・舞台発表）

期日：11/5（土）
会場：みやまコンセール
主催：鹿児島県合唱連盟
内容：上田真樹作品を通した合唱講習会

第4回かごしま
コーラスアカデミー

期日：11/1（火）～11/6（日）
会場：川内歴史資料館

川内まごころ文学館
主催：薩摩川内市民まちづくり公社
内容：全ての入館者を対象に無料会館

期日：10/22(土)～11/6(日)
※芸能部門は11/6のみ

会場：南溟館，枕崎市市民会館（展示部門）
市営球場屋外ステージ（芸能部門）

主催：枕崎市，枕崎市教育委員会 ほか
内容：舞台発表・作品展示

出水市総合文化祭

期日：11/5（土），6（日）
会場：マルマエホール出水

マルマエスポーツセンター出水
主催：出水市，出水市教育委員会 ほか
内容：舞台発表・作品展示

湧水町高原フェスタチェーンソー
アート全国大会2022

期日：11/4（金）～6（日）
会場：栗野岳レクリエーション村周辺
主催：湧水町高原フェスタ実行委員会
内容：チェーンソーアート競技 ほか

期日：11/1(火)～3/31(金)
会場：屋久島環境文化村センターほか
主催：屋久島環境文化財団，屋久島町
内容：島内の3つの博物館のスタンプ

ラリー

大

隅

期日：11/5（土），6（日）
会場：肝付町文化センター
主催：肝付町文化協会 ほか
内容：芸能発表の祭典・展示

藤岡幸夫＆木嶋真優
with みやまアンサンブル

期日：11/27（日）
会場：みやまコンセール
主催：みやまコンセール
内容：鹿児島の演奏家たちとの饗宴

枕崎市総合文化祭
（展示部門・芸能部門）

期日：11/20（日）
会場：志布志市文化会館
主催：鹿児島弁検定協会大隅支部
内容：鹿児島弁の作品展示 など

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

期日：11/5（土）～11/19（土）
会場：南さつま市民会館
主催：笠沙アートフェスティバルin南さつま実行委員会 ほか
内容：絵画の展示・表彰式（11/5）

湿地からうまれたアート展

期日：11/12（土）～12/11（日）
会場：クレインパークいずみ
主催：出水市
内容：芸術による生物多様性の価値評価

吉俣良コンサート

期日：11/3（木）
会場：志布志市文化会館
主催：志布志市 ほか
内容：オーケストラのコンサート

肝付町総合文化祭

第45回垂水市民文化祭

期日：11/5（土），6（日）
会場：垂水市文化会館
主催：垂水市文化協会 ほか
内容：舞台発表・作品展示

期日：11/16（水）
会場：末吉総合センター
主催：曽於市 ほか
内容：マスクプレイミュージカル

島のはくぶつかんめぐり

吉俣良コンサート

期日：11/5（土）
会場：西之表市市民会館
主催：西之表市 ほか
内容：オーケストラのコンサート

瀬戸内町文化祭

期日：11/5（土），6（日）
会場：瀬戸内町きゅら島交流館
主催：瀬戸内町文化協会
内容：舞台発表・作品展示

第32回知名町生涯学習
フェスティバル

期日：11/5（土），6（日）
会場：あしびの郷・ちな ほか
主催：知名町 ほか
内容：舞台発表・作品展示

町民文化祭

期日：11/13（日）
会場：天城町防災センター
主催：天城町文化協会
内容：舞台発表・作品展示

オズのまほうつかい

期日：11/29（火）
会場：徳之島町文化会館
主催：徳之島子ども劇場 ほか
内容：むすび座による人形劇

第１回鹿児島弁大隅半島
すんくじらフェスティバル

有料

有料

有料

有料

有料

有料

有料

音楽 美術 総合 舞台芸術 その他

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」

有料

第19回霧島アートの日

期日：11/3（木・祝）
会場：霧島アートの森
主催：霧島アートの森
内容：マルシェ等イベント開催


