
梅とスイセンの咲き誇る吉野公園内のコースでのウォーキングの体験
を通じて，ウォーキングの効果と楽しさを認識する機会とする。 日置市内外のフラダンス発表会

吉野公園梅ウォーキング
鹿児島市

期間：

会場：

※掲載会場の休館日，入場時間等の詳細につきましては，[問]の欄の事業者へお問い合わせください。

第10回日置市フラフェスティバル
日置市

戦国大名へと成長していった島津相州家が，いかに周囲の有力一門
家や有力領主を支配下に組み込み戦国時代を駆け抜けたかを明らか
にする展示

2 プラネタリウム冬編

　「燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会」の機会を捉え，鹿児島県の誇る文化や伝統など，多彩な魅力を全国に発信するとともに，両大会の開催気運の醸成等を目的に実施しま
す。令和２年に県内各地で実施されるイベントや行事，展示等に参加・観覧していただき，開催県“鹿児島”を是非お楽しみください。

11 鹿児島マラソン2020 277 第9回いちき串木野市音楽のつどい
市島児鹿市島児鹿 いちき串木野市

令和元年12月７日（土）～令和２年２月26日（水） ）日（日32月２）日（日１月３

１年で一番早く開催される日本陸連公認のフルマラソン大会。菜の花
畑，九州最大の湖「池田湖」，薩摩富士「開聞岳」の景色や沿道のおも
てなしも魅力

１月19日（日）

スーコ神之火市崎枕，辺周場球野営市崎枕場ービグラ・ーカッサ立県ータンセ流交民県ましごか

：間期：間期

：]問[：]問[：]問[

[問]：

フェスティバルやゲームを楽しみながらルールやマナーを学び，「笑顔
いっぱい・汗いっぱい」の一日を創る祭典

県立サッカー・ラグビー場

）日（日１月３）定予（旬上月３定予）金（日３月１

山形屋，川内山形屋，きりしま国分山形屋 宝山ホール

県サッカー協会と協力し，サッカーの競技人口を増やすことなどを目
的に開催

いつのまにか鹿児島に住みついた外来種（エイリアン）。そのうち，私た
ちの生活や自然界に悪影響を与える外来種を展示し，解説する。

県下有数の桜の名所として知られる観音ヶ池市民の森で，毎年桜の見
ごろに開催する。金峰権限太鼓やエイサーのステージショーなど。

6 第28回かごしまフォト農美展 15 吉野公園桜まつり（予定）

133 第39回いぶすき菜の花マラソン大会
市宿指市島児鹿市島児鹿

）日（日21月１）定予（月01，月３）定予（）月（日31月１

7

）定予（月３）土（日11月１

1 ㎞，2㎞，4㎞，10㎞の 4つのコースで，新春の枕崎路を駆け抜ける。基調講演，パネルディスカッションを実施する。

羽島崎神社

南日本新聞社　事業部(099-813-5052) 南日本新聞社　事業部(099-813-5052)

県内小中学生による書き初め。課題は当日会場で発表し，制限時間
40分のなかで作品を制作。その出来映えを競う。 鹿児島オペラ協会会員等によるオペラの上演 羽島崎神社の春祭に伴う芸能「田打ち」と「船持ち」は，農業と漁業の安

全と豊作・豊漁を祈願する行事

いちき串木野市教育委員会社会教育課(0996-21-5128)：]問[：]問[：]問[

期間：

会場：

[問]：

期間：

：場会：場会：場会

鹿児島県世界文化遺産課(099-286-2365) 株式会社セイカスポーツセンター(099-803-9488) 枕崎新春かつおジョギング大会実行委員会(0993-72-1116)

8 セイカ杯タグラグビー・ミニラグビーフェスタ 17 農福連携マルシェ

鹿児島中央駅アミュ広場 スタート：ふれあいプラザなのはな館，ゴール：指宿市営陸上競技場

株式会社セイカスポーツセンター(099-803-9488) 鹿児島県障害福祉課(099-286-2749) いぶすき菜の花マラソン大会実行委員会(0993-22-2550)

：間期：間期：間期

：場会：場会：場会

[問]：

幕末維新期に活躍した人物の家族への手紙を，意訳等を付け，わかり
やすく展示

日置市内外の多流派による合同の日本舞踊の発表会。古典から新舞
踊，民舞など多様な表現が楽しめる。

会場：

[問]：

会場：

[問]：

市置日市島児鹿

：間期：間期

1 黎明館企画展「戦国を駈けた島津四兄弟と
家臣団」鹿児島市

令和元年11月19日（火）～令和２年１月19日（日） ）日（日８月３）日（日61月２

館会化文院集伊市置日園公野吉館明黎ータンセ料資史歴県島児鹿

鹿児島県歴史資料センター黎明館(099-222-5100) )1114-372-990(館会化文院集伊市置日)5510-342-990(所務事理管園公野吉

：間期：間期：間期

：場会：場会：場会

58101

鹿児島県立博物館別館（宝山ホール４階） 鹿児島市・姶良市 いちき串木野市市民文化センター　大ホール

鹿児島県立博物館(099-223-6050) 鹿児島マラソン実行委員会(099-803-9622) いちき串木野市文化協会(090-5732-7009)

冬の主な星座について，それらの探し方やエピソードを紹介。冬の星
空解説に続いて，星物語を上映

「鹿児島のすべてを感じよう。」をコンセプトに，明治維新の史跡，市電
軌道敷緑化等の都市景観など，鹿児島の魅力を体感できるマラソン大
会（フルマラソン，ファンラン 8.9 ㎞）

音楽を中心に，幼児・親子から一般，高齢者まで市内外から出演者を
募り，異世代，地域間交流を含めた事業

：]問[：]問[：]問[

２月23日（日）

社神田深）階４ルーホ山宝（館別館物博立県島児鹿館物博立県島児鹿

)0506-322-990(館物博立県島児鹿)0506-322-990(館物博立県島児鹿 いちき串木野市教育委員会社会教育課(0996-21-5128)

：間期：間期

：場会：場会

3 企画展「錦江湾の深～い話」 12 プラネタリウム春編 278 ガウンガウン祭
市島児鹿市島児鹿 いちき串木野市

）日（旬下月３）日（日７月６～）土（日12月３）定予（）日（日５・）土（４月１

森の民市池ヶ音観館物博立県島児鹿場ービグラ・ーカッサ立県

株式会社セイカスポーツセンター(099-803-9488) )0465-33-6990(課流交光観市野木串きちい)0506-322-990(館物博立県島児鹿

：間期：間期

：場会：場会

：]問[：]問[

5 セイカ杯争奪サッカー大会 14 企画展「ひょっこりエイリアン」 280 第18回さくら祭り
市島児鹿市島児鹿 いちき串木野市

枕崎市

：]問[：]問[

市島児鹿市島児鹿

旬上月４～旬下月３）月（日31月１～）火（日７月１

園公野吉館術美立市島児鹿

：間期：間期

：場会：場会

9 黎明館企画展「あの人の家族への手紙
　幕末維新」

184 第13回日置市舞初め会

）日（日62月１）日（日01月５～）火（日82月１

館会化文院集伊市置日館明黎ータンセ料資史歴県島児鹿

鹿児島県歴史資料センター黎明館(099-222-5100) 日置市伊集院文化会館(099-273-4111)

鹿児島県農業農村整備情報センター(099-223-6195) 吉野公園管理事務所(099-243-0155)

県内の農業・農村の魅力を写真で表現する公募写真展。農業農村の
持つ魅力と役割について，写真を通じて多くの方々に紹介

桜の開花に合わせて開園時間を 21時まで延長し，桜群植園をライト
アップし，イベントなどを開催

世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産」
シンポジウム

16 セイカキッズサッカーフェスティバル 97 第43回枕崎新春かつおジョギング大会
市島児鹿市島児鹿

：]問[：]問[：]問[

：間期：間期：間期

：場会：場会：場会

：]問[：]問[：]問[

：間期：間期：間期

：場会：場会：場会

錦江湾は深海をもつ内湾として全国的にも珍しい環境。その成り立ち
や地形，生物など，不思議な錦江湾の姿を紹介する。

春の主な星座について，それらの探し方やエピソードを紹介。春の星
空解説に続いて，星物語を上映

深田神社の春祭に伴う芸能「ガウンガウン祭」は，神社の境内を田ん
ぼに見立て，田植えの真似をして稲作の豊作を祈願する祭

4 第60回新春書き初め会 13 南日本音楽祭・鹿児島オペラ協会定期公演 279 太郎太郎祭
市島児鹿市島児鹿 いちき串木野市

令和元年12月21日（土）～令和２年２月24日（月） ３月７日（土）～５月27日（水）

[問]：

県ラグビーフットボール協会と協力し，ラグビーの競技人口を増やす
ことなどを目的に開催

県内の障害者就労支援施設・事業所等で生産された農産物や加工品
を紹介することを通じて，「農福連携の取組」を広く周知するイベント

文化プログラム １月～３月版令和２年

鹿児島市，日置市，

いちき串木野市

鹿児島

枕崎市，指宿市，

南さつま市，南九州市

南 薩



期間：

会場：

[問]：

出水市産業振興総務課(0996-63-4777) [問]： 霧島市教育委員会社会教育課(0995-64-0708)

：場会：場会：場会

：]問[：]問[：]問[

344 川辺二日市 378

：間期：間期

：場会：場会：場会

北薩広域公園で体験しよう鹿児島の食文化
【かるかん作り体験会】（予定）

[問]：

：間期：間期：間期

：場会：場会：場会

：]問[：]問[：]問[

町まつさ市州九南

202

：]問[：]問[

135 フラワーパークかごしま「フラワーフェス
ティバル」

389 第18回長島すいせんウォーク
指宿市 長島町

江戸時代より 230年以上の伝統を持ち，県内三大市の一つとして数え
られる。川辺商店街をメインストリートに約 400店舗が軒を連ねる。

鹿児島の食文化として，かるかん作り体験会を開催。一連の工程を体
験後，自身で作ったかるかんを試食する。

２月１日（土）～２月２日（日）

南九州市川辺町平山（広瀬橋～川辺高校正門）

川辺二日市実行委員会(0993-56-0247)

３月８日（日）

北薩広域公園

北薩広域公園管理事務所(0996-21-3939)[問]： いぶすき菜の花マーチ実行委員会(0993-22-3253) ：]問[：]問[

日本で最も早く菜の花が開花する南薩薩摩路を歩く大会。距離の異な
る多彩なコースがあり，家族・友人と楽しむことができる。

）日（日２月２）土（日８月２

 スタート：JR開聞駅　ゴール：JR西大山駅 風テラスあくね（阿久根市民交流センター）

指宿市観光課(0993-22-2111) 阿久根市教育委員会生涯学習課(0996-72-1051)

[問]：

：間期：間期

：場会：場会

チューリップなどの早春の花を PRするとともに，2月中旬にはマル
シェを開催

136 春の九州オルレフェア（指宿・開聞コース） 101 第28回生涯学習フェア
市根久阿市宿指

長島町の雄大な自然を眺めながら歩く。すいせんめぐりコース 12㎞と，
古墳めぐりコース 6㎞がある。

期間：

郷土館めぐり「大隅正八幡宮の成立と展開」
市島霧市水出市宿指

）水（日１月１）定予（）日（日８月３）定予（月２

内境　宮神島霧かほ場技競上陸園公動運合総根久阿場広前駅宿指

指宿インバウンドおもてなし実行委員会(0993-22-3252) 阿久根市教育委員会スポーツ推進課(0996-73-4649) 霧島神宮(0995-57-0001)

：]問[：]問[

：間期：間期：間期

JR 開聞駅から JR 西大山駅間に設定したトレッキングコース（12.9 ㎞）
を，ありのままの自然を楽しみながら歩くイベント

市内の小・中学生の弁論発表，生涯学習講座受講生による学習発表及
び展示など，学びの成果の発表を行うほか，講師を招いての基調講演
を行う。

137 2020春節フェスティバル 102 阿久根市長旗九州選抜高等学校駅伝競走
大会

197 霧島神宮 歳旦祭
市島霧市根久阿市宿指

別名「薩摩富士」とも呼ばれる綺麗な円錐形の山である開聞岳。海抜
0m付近から標高差 900mを登る，山開きの行事

出水市大川内の厳島神社から出水麓武家屋敷群までの13.8 ㎞をたど
るコース。休憩ポイント等では，市の特産品等をふるまう。

大隅正八幡宮（現鹿児島神宮）の歴史についての講義（講師：鹿児島
県歴史資料センター黎明館学芸員・栗林文夫氏）

県内の12 地域から女子駅伝選手を選抜して毎年1月に開催する，県内
トップクラスの駅伝大会。6区間 21.095 ㎞の区間で競争を行う。

299 第８回南さつま海道鑑真の道歩き 117 いずみ桜まつり 200 第 30 回霧島市文化協会隼人支部
新春チャリティーショー南さつま市 市島霧市水出

）日（日21月１：間期）土（日51月２：間期）定予（）日（日８月３：間期

館料資俗民史歴人隼立市島霧：場会町麓市水出～）社神島厳（内川大市水出：場会園公いあれふ麓山んもいか：場会

[問]： トロコニーデ開聞岳登山大会実行委員会(0993-32-5566) [問]：

霧島神宮 紀元祭
霧島市

：間期：間期：間期

：場会：場会

２月11日（火）

霧島神宮　境内

森の文縄原野上園公動運合総市内川摩薩館示展承伝りくづ酎焼・里の氏杜

杜氏の里・焼酎づくり伝承展示館(0993-63-1002) 薩摩川内市地域政策課(0996-23-5111) 霧島市教育委員会社会教育課(0995-64-0708)

希少焼酎の先着数量限定販売や抽選会をはじめ，各種ステージショー
を開催。当日は「杜氏の里・焼酎づくり伝承展示館」の入館料無料

舞台発表，表彰式，記念講演などを実施。ものづくりの体験コーナーや
各種学級・講座学習成果の展示コーナーも設置

上野原遺跡について，実際に歩きながら解説を行う講座（講師：上野原
縄文の森・関　明恵氏）

平成27年，南さつま市制10周年を記念して結成された合唱団の，1年
間の成果を発表し，市内の合唱団と交流するコンサート

301 第 23 回デュアスロンＩＮ南さつま 376 北薩広域公園で体験しよう鹿児島の食文化
【そば打ち体験会】南さつま市 さつま町

）日（日62月１）日（日８月３

園公域広薩北園公浜海浜上吹立県

南さつま市観光交流課(0993-53-2111) 北薩広域公園管理事務所(0996-21-3939)

自転車とランニングを組み合わせた競技で，毎年，県内外から多数参
加

鹿児島の食文化として，そば打ち体験会を開催。一連の工程を体験後，
自身で打ったそばを試食する。

302

：場会：場会

県内の中・高生・社会人を対象とした，演奏技術や読譜の基礎，舞台運
営等を包括的に学ぶ「みやま音楽塾」の受講生が企画・運営して行う演
奏会

南さつま市少年少女合唱団ふれあいコン
サート

377

会場：

[問]：

298 「日新公いろは歌」かるた取り大会 116 高尾野「中の市」 199 第 33 回鹿児島県地区対抗女子駅伝競走
大会南さつま市 市島霧市水出

島津日新公忠良が約 470 前に作った歌は，西郷，大久保ら明治維新の
志士たちを育てた。その教えを子どもたちに伝承する，かるた大会を開
催

「鹿児島三大市」の一つ。別名「そば市」とも呼ばれる。高尾野駅前交差
点を中心として東西南北約1㎞に渡る歩行者天国に多くの露店が並
ぶ。

坊津の町並みや鑑真大和上が本土初上陸した地である秋目など，南
さつま海道の絶景とおもてなしを堪能できるウォーキングイベント

桜の開花時期に合わせ，特攻碑公園及び特攻碑通りを開放。多数の
一般市民が花見を楽しむイベント

ダンス，舞踊，合唱，合奏，民謡など多彩なプログラムに約20団体が演
目を披露

）定予（旬下月１）日・土（旬下月３）日（日32月２～）土（日22月２

ータンセ善改境環村農人隼市島霧等辺周園公碑攻特水出い沿道海まつさ南

南さつま市観光交流課(0993-53-2111) 出水市産業振興総務課(0996-63-4777) 霧島市スポーツ・文化振興課(0995-64-0710)

１月18日（土）

フラワーパークかごしま 長島町文化ホール周辺

フラワーパークかごしま(0993-35-3333) 長島町教育委員会社会教育課(0996-88-6500)[問]：

２月２日（日）

加世田運動公園体育館

「日新公いろは歌」かるた取り大会実行委員会(0993-53-2111)

３月20日（金）～３月21日（土）（予定）

高尾野駅前中心部商店街

高尾野「中の市」実行委員会(0996-82-1065)

１月26日（日）

霧島市隼人～国分地内

霧島市スポーツ・文化振興課(0995-64-0710)

：間期：間期

：場会：場会

：]問[：]問[

中国圏の祝日である春節の日に行う外国人観光客向けのおもてなしイ
ベント。焼酎や豚汁などのふるまい，フラなどのステージや花火で春節
を祝福

九州各県内の高校から選抜された強豪校による駅伝競走大会。男子は
第 30回，女子は第 27回の大会となる。

年の初めに行われる神事。午前零時と午前 2時に霧島九面太鼓の初奉
納も行われる。

138 トロコニーデ開聞岳山開き 115 春のオルレフェア 198

薩摩川内市生涯学習フェスティバル 201 きりしま歴史散歩「上野原遺跡探訪」
南さつま市 薩摩川内市 霧島市

）土（日１月２）日（日61月２）日（日32月２

会場：

：]問[：]問[：]問[

３月29日（日）

第 20 回みやんじょ吹奏楽フェスタ２０２０ 203 みやま音楽アカデミーⅢ「みやま音楽塾」
修了演奏会南さつま市 市島霧町まつさ

300 杜氏の里まつり 177

期間： 期間：

会場： 会場：

134 第28回いぶすき菜の花マーチ
指宿市

：間期：間期）日（日62月１～）土（日52月１：間期

：場会：場会ましごかクーパーワラフ：ルーゴ・トータス：場会

２月１日（土）～３月29日（日）

)1000-75-5990(宮神島霧：]問[：]問[

日本の建国を祝う神事が行われ，祭典後には境内で勇壮な霧島九面
太鼓を奉納

：間期：間期：間期 ）日（日61月２）日（日62月１

 ）ルーセンコまやみ（ルーホ楽音際国島霧ータンセ化文城之宮ルーホへしにいだせかいあれふ

南さつま市教育委員会生涯学習課(0993-53-2111) さつま町教育委員会社会教育課(0996-53-1732) 霧島国際音楽ホール(0995-78-8000)

小・中・高校生，多くの吹奏楽コンクールに出場している「宮之城吹奏楽
団」，特別ゲスト「トロンボーンクァルテットZIPANG」のステージなど。

阿久根市，出水市，

薩摩川内市，さつま町，

長島町

北 薩

姶良市

霧島市，伊佐市，

姶良・伊佐



：間期：間期：間期

やのかィテシナリ森の文縄原野上）ルーセンコまやみ（ルーホ楽音際国島霧

霧島国際音楽ホール(0995-78-8000) 霧島市スポーツ・文化振興課(0995-64-0710) 鹿屋市教育委員会生涯学習課(0994-31-1138)

みやまコンセール協力演奏家から公募した企画によるコンサート 縄文文化を肌で感じながらコースを走る。ジョギングの部と駅伝の部を
開催

洋画・日本画・彫刻・工芸・デザイン・写真・手工芸部門で作品を募
集し，優秀な作品を一堂に展示する。

205 第10回みやまスペシャルコンサート 215 第29回霧島市・上野原縄文の森駅伝大会

204

市屋鹿市島霧

鈴かけ馬と踊り連が人馬一体となって踊りを奉納し，家内安全，五穀豊
穣，厄払いなどを祈願する。約 470年の歴史を持つ伝統行事

：間期：間期：間期

１月13日（月）

鹿児島県県民の森ターゲットバードゴルフ場

：間期：間期：間期

：場会：場会：場会

霧島市スポーツ・文化振興課(0995-64-0710)

霧島市の自然風景や祭り，人々の暮らしなどを捉えた写真や空港に関
する写真のコンテスト。募集期間は令和２年１月６日～ 24日

辺周場技競上陸園公動運志布志森の民県県島児鹿

鹿児島県県民の森管理事務所(0995-59-2374) 鹿児島県県民の森管理事務所(0995-68-0557)

214 第16回きりしまフォトコンテスト
霧島市

志布志市教育委員会生涯学習課(099-472-1111)

霧島市

期間：

：間期：間期：間期

：場会：場会：場会

会場：

）日（日61月２）土（日12月３）日（日２月２

社神津中町隈高上）ルーセンコまやみ（ルーホ楽音際国島霧館会民市島霧

霧島市スポーツ・文化振興課(0995-64-0710) 霧島国際音楽ホール(0995-78-8000) 鹿屋市教育委員会文化財センター(0994-31-1167)

霧島市文化協会の会員が日頃の練習の成果を披露することで，市民
が芸術にふれる機会を提供（ステージ発表など）

世界のトップに立つクラリネット奏者「ポール・メイエ」と，みやま
コンセール協力演奏家を中心に結成した室内オーケストラとの共演

中津神社に伝わる 300有余年の歴史を持つ神事。農林業の発展を祈
念し，雄鉤・雌鉤を引き合い勝負をする。

公益財団法人霧島市観光協会(0995-78-2115) 鹿屋市文化会館(0994-44-5115)

206 霧島神宮　御田植祭 216 龍馬ハネムーンウオークin霧島 84 鹿屋市自主文化事業「高校生ミュージカル
ヒメとヒコ」市屋鹿市島霧市島霧

：場会：場会

：]問[：]問[：]問[

市於曽市佐伊市島霧

：場会：場会：場会

：間期：間期

：場会：場会

第13回霧島市少年少女合唱祭 161 第26回「花と渓谷と温泉」旗たるみずＵ-10
サッカー大会市水垂市島霧市島霧

219

208 霧島神宮 節分祭 218

令和元年８月に実施した自主事業みやま音楽アカデミーⅡ「音楽家へ
の道」に参加した受講生による演奏会

桜の開花時期に開催する。霧島九面太鼓保存会による演奏やポン菓
子，ねったぼ（郷土菓子）の実演・ふるまいなど，イベント満載

垂水小学校金管バンド，垂水中央中学校吹奏楽部，垂水高等学校音
楽部，垂水吹奏楽団，コール・エスポワールの演奏

会場：

：]問[：]問[：]問[

花はきりしま 桜の集い 162

伊佐市観光特産協会(0995-29-5013) 曽於市教育委員会社会教育課(099-482-5958)

213 春期ターゲットバードゴルフ大会（第45回
県民の森杯）

364 第４回県民の森ウォーキング大会

市於曽市佐伊市島霧

：場会：場会：場会

322 2020第15回志布志ジョガー駅伝競走大会

吉井淳二記念展

３月１日（日）

２月９日（日） 令和元年11月23日（土）～令和２年３月８日（日） ２月29日（土）～３月１日（日）（予定）

邸畑川旧森の文縄原野上ータンセクッビシ分国，館会民市島霧

11-23-4990(会協光観市水垂)1075-84-5990(森の文縄原野上)4090-46-5990(課策政祉福健保市島霧 11)

）日（日８月３～）土（日22月２旬上月４～旬下月３

館育体合総吉末市於曽園公元忠）園公地緑（園公岡丸

霧島市横川総合支所(0995-72-0582)

：場会：場会

明治 36年 1月に開設された県最古の木造駅舎で，地域の方が手作り
した多彩な創作ひなを展示

市内外の有志団体による彫刻の制作や，50mのすべり台，ステージパ
フォーマンス等。市内のグルメを集めたブースもあり，伊佐の冬を満喫
できる。

数え年 25歳の厄男が，無数の御幣を身にまとった鬼となり，付添役 2
人と鬼 3匹で観衆の中に入る，鬼追いの行事

県民の森ターゲットバードゴルフ場において，参加者を募りターゲッ
バードゴルフ大会を実施 県民の森において，参加者を募りウォーキング大会を実施 志布志の街の景色を楽しみながら走る駅伝。小学生の部 8 ㎞，一般の

部 13.6 ㎞を，それぞれ 5 人でたすきを繋ぐ。

：場会：場会：場会

：]問[：]問[：]問[

霧島市民会館：功労者等表彰，講演会ほか
国分シビックセンター：健康，福祉，子育てに関するブース出展

県指定伝統工芸品である垂水土人形の展示のほか，絵付け体験やお
抹茶ふるまいなどを行う。

初陣を飾った岩剣城（姶良市）や敵中突破を行った関ヶ原の戦いなどの
「義弘の武」と，茶人としての「義弘の雅」を考古資料を中心に紹介

深川熊野神社

霧島市横川総合支所(0995-72-0582) アイスワールドinかごしま伊佐実行委員会(0995-29-5013) 曽於市教育委員会社会教育課(099-482-5958)

212 第19回山ヶ野ウォーキング大会 360 忠元公園桜まつりウィーク 193

）火（日７月１旬上月２）定予（日末月３～旬上月２

）定予（前館会化文市佐伊駅川横隅大

210 第13回霧島市健康福祉まつり 163 第８回春を呼ぶ垂水土人形展
霧島市 垂水市

259 第56回企画展「戦国武将島津義弘の武と雅
～考古資料にみるかごしまの戦国時代～」霧島市

209 若い芽のコンサート

２月16日（日）

鹿兒島神宮と周辺

３月７日（土）～３月19日（木）

霧島市役所市民ギャラリー

初午祭

期間：

：場会：場会

垂水市

）日（日９月２旬上月４～旬下月３）日（日９月２期間：

館会化文市水垂園公里の話神島霧）ルーセンコまやみ（ルーホ楽音際国島霧

霧島国際音楽ホール(0995-78-8000) 霧島神話の里公園(0995-57-1711) 垂水吹奏楽団（090-7531-7145）

冬を送り，新しい春を迎えるため「豆まき」をして追難の神事を行う。
豪華景品も当たる福豆が約 8,000 個まかれ，大勢の人々で賑わう。

日頃の練習の成果を発表し，市民が音楽に触れる機会を提供。市内中
学校の合唱部などを招待し，交流も行う。

10 歳以下を対象としたサッカー大会。子どもたちがサッカーを通じて
友情を深め，プレーの楽しさを知るとともに，技術の向上を図る。

：]問[)1000-75-5990(宮神島霧：]問[ 霧島市スポーツ・文化振興課(0995-64-0710) [問]： 垂水市商工会青年部(0994-32-0225)

秋の収穫を祈念する神事が行われ，境内では，県指定民俗文化財の
御田植神事が古式に則り行われる。

坂本龍馬とお龍が歩いたハネムーンロードを，日本で最初の国立公園
に指定された霧島の自然や歴史を楽しむウォーキング大会

大隅の史実を題材にした，公募により集まった大隅地域の高校生が１
年をかけて創りあげる本格的ミュージカル

207 第14回霧島市芸術祭（芸能）

：]問[：]問[：]問[

）日（日91月１～）土（日81月１）土（日12月３）月（日３月２

館会民市島霧場会設特　殿楽神　宮神島霧 垂水中央運動公園たるみずスポーツランドほか

第６回たるみず吹奏楽フェスタ
市島霧市島霧

深川熊野神社の鬼追い

）土（日１月２～）土（日52月１）日（日８月３）日（日32月２

[問]： 霧島市観光課(0995-45-5111) [問]：

83 第38回鹿屋市美術展
霧島市

：場会：場会：場会

：]問[：]問[：]問[

：]問[：]問[：]問[

217 ポール・メイエwithみやまアンサンブル 85 高隈地区鉤引き祭
市屋鹿市島霧市島霧

）日（日９月２～）土（日８月２旬中月３）木（日72月２

霧島神宮　境内 みやまコンセール　霧島緑の村　鹿児島神宮 鹿屋市文化会館

霧島神宮(0995-57-0001)

：間期：間期：間期

：]問[：]問[：]問[

：間期：間期：間期

：間期：間期：間期

：]問[：]問[：]問[

：間期：間期：間期

211 大隅横川駅てづくりひなかざり展 359 アイスワールドinかごしま伊佐 192

市志布志市良姶市島霧

会場：

霧島市横川町山ヶ野地区の金山史跡等を主に地元の中学生の説明を
受けながら巡る 13 ㎞のウォーキング。途中，安良神社では四方立舞
の披露がある。

桜の開花に合わせて約 2週間開催。お花見マルシェやステージイベン
トのほか，千本桜に提灯が灯され，幻想的な世界を演出する。

吉井淳二画伯の郷里である曽於市にて，公募による洋画作品，市内の
園児・児童・生徒による水彩画等を募り展覧会を開催

）日（日22月３）土（日７月３

鹿屋市，垂水市，曽於市，

志布志市，大崎町，

錦江町，南大隅町

大 隅
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）日（日62月１）土（日81月１）日（日２月２

村和大ドンウラグ崎竹ータンセ宙宇島子種ータンセいあれふくちっや

志布志市教育委員会生涯学習課(099-472-1111) 南種子町教育委員会社会教育課(0997-26-1111) 鹿児島県奄美世界自然遺産登録推進室(099-286-2759)

：間期：間期：間期

：場会：場会：場会

323 志布志市青少年音楽祭 441 宇宙へはばたけ凧あげ大会 451 世界自然遺産奄美トレイル大和村エリア
開通式（仮称）村和大町子種南市志布志

児童，生徒，市民の音楽を通した交流。市内の合唱団，小・中・高校
の吹奏楽部等と連携した音楽祭

町内のこども会会員等が一堂に集って行う凧あげ大会を通じて，子ど
もたちの主体性・創造性・協調性を培う。

世界自然遺産奄美トレイル大和村エリアの開通式を開催し，開通した
トレイルでのウォーキングを行う。まほろば大和ウォーキング大会と
同時開催予定

324 志布志市生涯学習フェスティバル 454 世界自然遺産奄美トレイル瀬戸内町エリア
開通式＆トレイルウォーク（仮称）志布志市 瀬戸内町

２月23日（日） １月～２月（予定）

２月16日（日）

大崎町都萬神社 龍郷町りゅうゆう館

)2354-96-7990(会員委育教町郷龍)8411-25-7990(課光観紬市美奄おおさき福男福女選び実行委員会（090-2082-4730）

399 おおさき福男福女選び 326 紬の日のつどい 457 龍郷町町民フェア
町郷龍市美奄町崎大

志布志市文化会館 瀬戸内町

NPO志布志生涯学習センター(099-472-3050) 鹿児島県奄美世界自然遺産登録推進室(099-286-2759)

生涯学習講座の1年間の学習成果発表。舞台，展示，出店，講座体験
などを実施。（志エッセイコンテスト表彰式を含む）

世界自然遺産奄美トレイル瀬戸内町エリアの開通式を開催し，開通し
たトレイルでのウォーキングを行う。

[問]： [問]：

：間期：間期：間期

：場会：場会：場会

[問]：

１月（正月），５月（連休），10月中旬

）り回ち持町３（場牛闘各町３島之徳）道古（峠郎太三旧園公里のいあれふ町崎大

)9415-58-7990(課光観産水工商町城天)1112-96-7990(所支合総用住市美奄大崎町社会教育課（099-476-1111）

男性・女性が別々に，距離230mを走り，その年の一番福を目指す
もの。

大島紬の振興による豊かな街づくり等を目的として制定された「紬の日
（1月5日）」に市民がこぞって紬を着用し，その良さを再認識する。

講演のほか，園児や小中学生による舞台発表などがある。健康相談
コーナーや，大島紬などの物産展，生涯学習講座の作品展示もある。

400 春のおおさきウォーキング大会 327 三太郎峠歩こう会 463 全島闘牛大会
町城天市美奄町崎大

１月～２月（予定）

町城天場広トンベイ内屋　クーパ美奄社神日照

)3332-55-7990(クーパ美奄県島児鹿大崎町社会教育課（099-476-1111） 鹿児島県奄美世界自然遺産登録推進室(099-286-2759)

大崎探検コース，貯筋＆ウォーキングコースを，親子・友人等と仲間づ
くりをしながら完歩を目指す。

旧国道と古道を歩き，奄美の自然を感じながら，互いの親睦と体力，健
康の増進を図るイベント

各地で開催する闘牛で有名な徳之島，なかでも最高峰のタイトル「全島
一横綱」が決まるこの大会は，たいへん多くの人々が詰めかけ，熱戦を
堪能する。

401 荒佐春祭り 328 奄美の郷ライブステージ 464 世界自然遺産奄美トレイル天城町エリア
開通式＆トレイルウォーク（仮称）町城天市美奄町崎大

：場会：場会：場会

：]問[：]問[：]問[

３月中旬

跡遺穴洞原下町城天ータンセ化文市美奄区地代田町江錦

上部地区公民館(0994-22-2303) 奄美市教育委員会生涯学習課(0997-52-1384) 天城町社会教育課(0997-85-5237)

五穀豊穣や安全祈願等を願い神舞奉納や，剣道奉納を行う行事 日頃から練習に励んでいる奄美大島内のパフォーマーの発表の場とし
て開催するイベント

世界自然遺産奄美トレイル天城町エリアの開通式を開催し，開通したト
レイルでのウォーキングを行う。

420 鬼火たき（せっがい） 329 奄美市美術展覧会 465 文化財ウォッチング
町城天市美奄町江錦

：間期：間期：間期

：場会：場会：場会

：]問[：]問[：]問[

）日（日61月２～）日（日９月２頃）日（日２月２～）日（日62月１

３月15日（日）

錦江町田代地区一周コース ＡⅰＡⅰひろば（2/22），奄美振興会館（2/23） 笠石海浜公園ほか

花瀬公園まつり駅伝大会実行委員会(0994-22-0517) 奄美市教育委員会文化財課(0997-54-1210)  和泊町教育委員会事務局生涯学習係(0997-92-0300)

421 花瀬公園まつり駅伝大会 330 「危機的な状況にある言語・方言サミット」
奄美大会・奄美大島

482 第 39回花の島沖えらぶジョギング大会
町泊和市美奄町江錦

100年ほど前から続く節分の行事。厄年の人が中心となり，やぐらに火
をつけ，竹のはじける音や，豆などをまくことで鬼や厄を祓い，無病息
災を願う。

芸術文化の向上と情操教育の振興を図ることを目的として，各舞台発
表，総合作品展示などを行う。

遺跡の発掘調査や体験活動などを実施する。発掘作業や遺物洗浄作
業などが体験できる。

：間期：間期：間期

：場会：場会：場会

：]問[：]問[：]問[

）日（日32月２～）土（日22月２）日（日51月３

２月（予定）

なち・郷のびしあルーホ化文ぶらえきおータンセ化文市美奄郡多佐，籠馬町隅大南

南大隅町教育委員会教育振興課(0994-24-3164) 奄美市教育委員会生涯学習課(0997-52-1384) 知名町教育委員会生涯学習課(0997-81-5151)

小学生から一般までが対象の駅伝大会を通じたまちおこしイベント。
8区間計16.4㎞の駅伝に加え，一人で8区間走るひとり駅伝も開催

消滅の危機にある言語・方言を抱える各地域の取組状況等について周
知し，共に考える機会とする大会を奄美大島で開催

春の訪れを告げる風物詩として親しまれている大会で，亜熱帯の花々
などを楽しみながら走るRUNの祭典。3㎞，5㎞，ハーフ，ハーフリレー
がある。

428 佐多の御崎祭り 331 奄美市まなび・福祉フェスタ 483 島唄島ムニ大会
町名知市美奄町隅大南

：間期：間期：間期

：場会：場会：場会

：]問[：]問[：]問[

）日（日32月２）日（日61月２～）土（日51月２

３月８日（日）

円一内町論与館術美念記村一中田

)3215-79-7990(会員委行実ンソラマンロヨ)5362-55-7990(館術美念記村一中田

佐多岬の御崎神社から郡の近津宮神社までの七浦を矛・神輿・傘がま
わる春祭り

島口による小・中学生の夢の発表，スポーツと健康に関する公演，生
涯学習・福祉・農林水産など各種団体による展示など。

小中学生などが，島唄や創作劇，創作ダンス等で方言の魅力を伝える
ステージを行う。

332 田中一村記念美術館
春の常設展

485 第 29回ヨロンマラソン
町論与市美奄

：間期：間期

：場会：場会

：]問[：]問[

３月19日（木）～６月16日（火）

50歳で単身奄美大島に移り住み，奄美の自然を描き，日本画による
新たな美の世界を描き出した田中一村が生涯で描いた作品を展示

与論島の自然を楽しみながら走る大会。フルマラソンとハーフマラソン
がある。

：]問[：]問[

：]問[：]問[：]問[

期間： 期間：

会場： 会場：

）定予（）日（日５月１13日（月）月１

：間期：間期：間期

：間期：間期：間期

：場会：場会：場会

：]問[：]問[：]問[

）日（日９月２）日（日８月３

）日（日２月２）土（日７月３

ＡⅰＡⅰひろば

奄美市，大和村，瀬戸内町，

龍郷町，天城町，和泊町，

知名町，与論町

大 島

南種子町

熊 毛


