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２　事業概要 （2019年12月12日現在）

期　日

会　場

2019年11月19日（火）～2020年１
月19日（日）

鹿児島県歴史資料センター黎明館

2019年12月７日（土）～2020年２
月26日（水）
鹿児島県立博物館別館（宝山ホー
ル４階）
2019年12月21日（土）～2020年２
月24日（月）

鹿児島県立博物館

１月３日（金）予定

山形屋，川内山形屋，きりしま国
分山形屋
１月４（土）・５日（日）（予
定）

県立サッカー・ラグビー場

１月７日（火）～１月13日（月）

鹿児島市立美術館

１月11日（土）

かごしま県民交流センター

１月13日（月）（予定）

県立サッカー・ラグビー場

１月28日（火）～５月10日（日）

鹿児島県歴史資料センター黎明館

２月16日（日）

吉野公園

３月１日（日）

鹿児島市・姶良市

３月７日（土）～５月27日（水）

鹿児島県立博物館別館（宝山ホー
ル４階）

３月上旬（予定）

宝山ホール

３月21日（土）～６月７日（日）

鹿児島県立博物館

　　多くの県民が文化・芸術活動を通じて「燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会」に参加することにより，
　開催気運を醸成し，鹿児島らしさを生かした県民総参加の大会の実現を目指すとともに，本県の誇る文化や伝
　統など，多彩な魅力を全国に発信するため，燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会文化プログラム事業を実
　施する。

事業内容事業名

黎明館企画展「戦国を駈けた
島津四兄弟と家臣団」

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

プラネタリウム冬編
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

プラネタリウム春編
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。冬の星空解説に続いて，星物語を上映

南日本音楽祭・鹿児島オペラ
協会定期公演

鹿児島オペラ協会会員等によるオペラの上演

企画展「ひょっこりエイリア
ン」

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。

黎明館企画展「あの人の家族
への手紙　幕末維新」

第28回かごしまフォト農美展
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

鹿
児
島
市

企画展「錦江湾の深～い話」
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。

第60回新春書き初め会
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。

セイカ杯争奪サッカー大会
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

基調講演，パネルディスカッションを実施する。

セイカ杯タグラグビー・ミニ
ラグビーフェスタ

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

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

吉野公園梅ウォーキング
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。

鹿児島マラソン2020

「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㎞）

世界文化遺産「明治日本の産
業革命遺産」シンポジウム

〔１〕文化プログラム
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期　日

会　場
事業内容事業名

会
場
地

３月下旬～４月上旬

吉野公園

３月（予定）

県立サッカー・ラグビー場

３月，10月（予定）

鹿児島中央駅アミュ広場

４月中旬，10月中旬

山形屋

４月26日（日）

吉野公園

５月上旬予定

鹿児島中央駅アミュ広場

５月17日（日）（予定）

鹿児島県立博物館

５月19日（火）～９月６日（日）
（予定）

鹿児島県歴史資料センター黎明館

５月31日（日）

鹿児島市観光農業公園（グリーン
ファーム）

５月

鹿児島市竹産業振興センター

春期・秋期各３回（予定）

第二桜島丸内

６月６日（土）～６月14日（日）
予定

鹿児島県歴史資料センター黎明館

６月10日（水）～６月21日（日）

かごしま県民交流センター６階
ギャラリー第１
６月30日（火）～７月５日（日）
予定

鹿児島市立美術館

７月１日（水）

鹿児島県民交流センター

７月24日（金）～７月27日（月）
（予定）

鹿児島県庁ほか

７月25日（土）（予定）

桜島多目的広場

農福連携マルシェ
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

黎明館企画展「装飾する魂－
図柄に込められた意味と願い
－（仮）」

身の周りを彩った絵画や工芸品などの品々に描かれた
図柄から，そこに込められた意味や人々の願いを読み
解く展示

RunRunトレイルかごしまinグ
リーンファーム

１周2.3㎞，標高差約130mのコース。コース内には，鹿
児島市指定文化財である「喜入牧の苙跡」がある。旬
の野菜収穫体験なども楽しめる。

第15回ふれあい竹のいち
県指定伝統工芸品である竹製品の展示と市，竹工芸制
作実演など。篭作り体験教室や竹笛・竹とんぼ作り等
も同時開催

吉野公園桜まつり（予定）
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

ボルドー国際四重奏コンクー
ル優勝記念演奏会～マルメン
カルテット～

鹿児島出身ゴウ理紀也が第2ヴァイオリンを務めるロン
ドン発若手期待のマルメンカルテット（弦楽四重奏）
の演奏会を開催する。

2020桜島火の島祭り

鹿
児
島
市

春・秋各流いけばな展
鹿児島県内の生け花各流16派が約100点の作品を出品，
展示する。

吉野公園兵六ゆめまつり（予
定）

鹿児島の三大民謡の一つである「大石兵六夢物語」は
吉野が舞台。この物語を活かしながら，ステージ
ショーやマーケット等のイベントを開催

令和新茶まつり
「かごしま茶」の試飲，「かごしま抹茶」の体験，お
茶のキャラクターとのジャンケン大会など

第49回鹿児島・岐阜青少年ふ
れあい事業

鹿児島県庁訪問，薩摩義士碑献花，鹿児島市散策，グ
ループ討議などを行う，鹿児島県と岐阜県の青少年交
流事業

昭和63年の国際火山会議をきっかけとして開催。魅力
満載のステージイベントのほか，雄大な桜島の鼓動を
感じながら迫力のある花火を楽しめる。

セイカキッズサッカーフェス
ティバル

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

第12回博物館まつり
博物館が行っている科学教室や楽しい実験などを多数
実施し，自然科学の楽しさを体験できる貴重な機会

錦江湾魅力再発見クルーズ
活火山桜島を背景に錦江湾をさまざまなコースで巡
る。「ジオ・桜島」「食」「歴史」など，錦江湾や桜
島に関する講演や，船内イベントを実施

南日本女流美術展 公募による「南日本女流美術展」の優秀作品の展示

かごしま県民大学「生涯学習
ふれあい展示」

県民が生涯学習として取り組んでいる創作・文化活動
の学習成果を発表・展示

南日本写真展 公募による「南日本写真展」の優秀作品の展示



期　日

会　場
事業内容事業名

会
場
地

８月１日（土）～８月31日（月）
※お盆運休

第二桜島丸内

８月上旬

未定

８月22日（土）（予定）

鹿児島港本港区

８月下旬（予定）

山形屋

８月下旬～10月下旬（予定）

鹿児島県立図書館

８月下旬～９月上旬予定

鹿児島県民交流センター

８月（予定）

鹿児島サンロイヤルホテル

９月２日（水）～10月26日（月）

鹿児島市立図書館

９月５日（土）

鹿児島県立図書館

９月５日（土）～９月６日（日）
（予定）

ウォーターフロントパークほか

９月９日（水）～９月13日（日）

鹿児島県歴史資料センター黎明館

９月上旬～９月中旬（予定）

鹿児島市天文館アーケードほか

９月15日（火）～2021年１月17日
（日）（予定）

鹿児島県歴史資料センター黎明館

９月29日（火）～11月23日（月）

鹿児島市立美術館

９月30日（水）～11月３日（火）
（予定）

鹿児島県歴史資料センター黎明館

９月又は10月（予定）

鹿児島市立美術館前庭ほか３会場

９月～10月（予定）

鹿児島県庁（予定）

鹿
児
島
市

全国スポーツ写真展・全国ス
ポーツ俳句展

全国スポーツ写真展・スポーツ俳句展の優秀作品を展
示

南日本書道展 公募による「南日本書道展」の優秀作品の展示

2020かごしまの新特産品コン
クール

2020桜島納涼観光船
鹿児島市の夏の風物詩。夕景から夜景に移り変わる情
景を満喫しながら，大迫力の打ち上げ花火などに加
え，船内イベントも楽しめる。

少年の主張　鹿児島県大会
中学生が日頃考えていることや自分の生き方等を発表
することで社会の一員としての自覚を促し，中学生の
健全育成に対する県民の理解を深める。

第20回かごしま錦江湾サマー
ナイト大花火大会

桜島・錦江湾ジオパークのエリアにある活火山桜島
と，波静かな錦江湾の自然環境を背景に，夏休みの一
大イベントとして花火大会を開催

第12回どんどん鹿児島ふるさ
と物産展

県内における人・モノ・情報の交流促進や県産品振興
を図るため，特産品や観光情報等を総合的に紹介。か
ごしま国体・大会のPRコーナーも設置

館長特別講演会

県内で新たに開発・製造・改良された品々のコンクー
ル。入賞した特産品を広くPRすることにより，活力あ
る地場産業の育成・振興に寄与する。

国体の秋　読書の秋
スポーツに関する絵本や小説，スポーツ選手の伝記な
ど，スポーツをテーマにした本を展示。県代表の注目
選手の「おすすめ本」コーナーを設置

貴重資料公開期間中に，資料にまつわる館長講演会を
行い，郷土の歴史や人物等に関する質の高い情報を提
供する。

第６回錦江湾潮風フェスタ
貴重な観光資源である錦江湾や桜島を眼前に，飲食，
ステージイベント等を開催

シルバー文化作品展
心身共にすこやかな生きがいづくりを推進することを
目的に，高齢者が創作した文化作品を展示・表彰す
る。

天文館スポーツの日（仮）
天文館一帯で行う総合スポーツのイベントの一環とし
て，野球ゲームの公開対戦，エキシビションマッチ，
未経験者対象の野球教室等を行う。

黎明館企画展「昭和モダンの
風景」（仮）

未定

秋の所蔵品展の特集展示
所蔵品の中から，スポーツに因んだ作品を選定し，特
集展示をする。

黎明館企画特別展「鹿児島の
城（仮称）」

鹿児島城跡御楼門完成を記念して，近世鹿児島城をは
じめとする，鹿児島の城館について紹介する展示

音とあかりの散歩道
鹿児島の歴史・景観が感じられる鹿児島市の文化ゾー
ンで，音楽の演奏や伝統芸能の披露，あかりの演出を
行う市民参加型のイベント

第１回貴重資料紹介展
鹿児島県立図書館所蔵の貴重資料を展示し，広く県民
に紹介する。



期　日

会　場
事業内容事業名

会
場
地

10月１日（木）～10月４日（日）

吉野公園

10月２日（金）～10月12日（月）

長島美術館

10月上旬（予定）

鹿児島市民文化ホール

10月17日（土）

かごしま県民交流センター

10月24日（土）～10月25日（日）

石橋記念公園

10月29日（木）

鹿児島ふれあいスポーツランド

10月（予定）

城山ホテル鹿児島（予定）

11月２日（月）～11月３日（火）
（予定）

天文館電車通り一帯

11月11日（水）

かごしま県民交流センター

11月12日（木）

県民交流センター

11月21日（土）～12月６日（日）
予定

鹿児島市立美術館ほか

11月下旬

鹿児島市観光農業公園，喜入旧麓
地区

11月（予定）

未定

11月（予定）

未定

11月又は12月の日曜日

天文館ベルグ広場・ぴらもーる

12月２日（水）～12月６日（日）

かごしま県民交流センター

12月２日（水）～12月６日（日）

かごしま県民交流センター

鹿
児
島
市

鹿児島県図書館大会
読書活動や図書館の利活用に関わる県民が一堂に会
し，連携を深め，図書館が発揮すべき力について共に
考える。

吉野公園十五夜まつり（予
定）

旧暦8月15日の十五夜に合わせ正面入口付近に大飾りを
設置。お月見マーケットとコンサートを開催する秋の
野外イベント

「かごしま　木竹と陶磁」展
鹿児島の木竹と陶磁は素材に恵まれ，歴史と伝統に育
まれながら産業として発展。この異種工芸交流を通じ
て鹿児島工芸界の発展につなげる。

友愛フェスティバル
障害者が取り組んだ文化・創作活動の成果の発表・交
流の場，精神保健福祉思想の普及啓発の場として開催

海音寺潮五郎記念文化講演会
海音寺作品の朗読や歴史文学等に関する講演会を開催
し，海音寺潮五郎の文業を讃え，その功績を後代に伝
える。

秋のお祭り「薩摩文化の祭典
IN石橋記念公園」

「西田橋地突唄」「上町傘鉾」実演，薬丸示顕流特別
演武，薩摩琵琶と天吹演奏，乗馬体験，石の文化体
験，パネル展などを開催

「ゆめ・ときめき鹿児島」健
康スポーツ大会

老人クラブ会員やその他の高齢者による，グラウン
ド・ゴルフ，ゲートボール，ペタンク競技などを実施

全国都道府県対抗eスポーツ選
手権 2020 KAGOSHIMA

47都道府県の代表者を決定し，鹿児島市にて日本一を
決定するeスポーツ大会を実施する。

第69回おはら祭
市制60周年を記念してスタートし，南九州を代表する
市民の祭り・観光イベントとして成長してきた祭り。
総踊りやパレード，マーチング等を開催

障害者保健福祉大会
障害や障害者に対する理解と認識をより一層深めるこ
とを目的として，公演や障害者週間ポスター受賞作品
の展示などを行う。

南日本美術展 公募による「南日本美術展」の優秀作品の展示

喜入旧麓れきしフットパス
ウォーク

中世の面影を残す門柱や生垣など，歴史的な雰囲気を
感じながら，令和元年５月に日本遺産にも認定された
喜入旧麓地区のフットパス散策を行う。

世界文化遺産「明治日本の産
業革命遺産」シンポジウム
（仮）

基調講演，パネルディスカッションなどを実施する。

元気もりもり！畜産フェア
県産畜産物の消費拡大を推進することを目的に，県産
畜産物の安心・安全のPR，畜産物の試食・宣伝販売等
を行う畜産フェア

第6回かごしま食育フェスタ
食に関する学習や体験活動を通じて，家庭や地域，学
校等が連携した食育の推進するイベント

第31回薩摩焼フェスタ
薩摩焼のブランドの確立と需要拡大及びニーズを捉え
た製品開発等の成果について，県内の窯元が一堂に会
し県内外の方々に作品を紹介

本場大島紬フェスティバル
本場大島紬について，新作コンテスト，製造工程実演
及び体験，クイーンコンテスト，ファッションショー
等を実施し，PRを行う。



期　日

会　場
事業内容事業名

会
場
地

12月６日（日）（予定）

桜島多目的広場

12月６日（日）予定

鹿児島市民文化ホール

12月（予定）

県立サッカー・ラグビー場

12月上旬（予定）

ハートピアかごしま

12月16日（水）～12月27日（日）

かごしま県民交流センター６階
ギャラリー第１

12月下旬～２月下旬（予定）

鹿児島県立図書館

通年

鹿児島県歴史資料センター黎明館

通年

桜島ビジターセンター

通年

鹿児島市維新ふるさと館

通年

いおワールドかごしま水族館

通年

鹿児島市立ふるさと考古歴史館

通年

鹿児島市立科学館

通年

かごしま近代文学館

通年

かごしまメルヘン館

通年（月曜日休館）

石橋記念公園・石橋記念館

通年※休園日（12月29日～1月1
日）

鹿児島市平川動物公園

毎週金曜日※閉庁日は除く

鹿児島市役所みなと大通り別館市
民アートギャラリー

鹿
児
島
市

第41回ランニング桜島大会
日本ジオパークに認定されている活火山「桜島」の麓
で開催されるランニング大会（ハーフマラソン，10
㎞，５㎞）

南日本音楽コンクール受賞者
演奏会

南日本音楽コンクールの受賞者による演奏会

セイカ杯県中学生７人制ラグ
ビーフットボール大会

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

あったか交流フェスタ
障害者週間に合わせて実施。ステージ，文化教室体
験，障害者スポーツ体験などを実施

かごしま県民大学「生涯学習
ふれあい展示」

県民が生涯学習として取り組んでいる創作・文化活動
の学習成果を発表・展示

第２回貴重資料紹介展
鹿児島県立図書館所蔵の貴重資料を展示し，広く県民
に紹介する。

１階から３階にわたり，考古，歴史，民俗，美術・工
芸それぞれの分野の資料を展示。鹿児島の歴史や文化
に触れることができる。

黎明館　常設展示

桜島ビジターセンター 桜島の噴火のメカニズム，歴史等を常設展示で紹介

鹿児島市維新ふるさと館
明治維新における鹿児島の歴史及び先人の偉業に関す
る資料を展示。維新体感ホールでのドラマ上映，各種
展示・体感コーナーなど

鹿児島市立ふるさと考古歴史
館

鹿児島市内の遺跡から発掘された出土品や鹿児島の歴
史等について，実物資料やパネルを用いてわかりやす
く紹介

鹿児島市立科学館
子どもから大人まで楽しめる体験型のブースや科学の
世界に興味を持っていただける展示。プラネタリウム
やドームシネマの放映も実施

かごしま近代文学館
鹿児島にゆかりのある文学者や鹿児島を舞台にした作
品を多面的に紹介

かごしまメルヘン館
トリックアートやミニアスレチックで遊びながら童話
や絵本の世界を体感できる施設

石橋記念公園・石橋記念館
鹿児島市の甲突川にあった五石橋のうち，平成5年8月
の集中豪雨災害の流出を免れた西田橋などを移設復
元。五石橋の歴史や技術等を伝える展示等

鹿児島市平川動物公園
南国鹿児島らしい自然の中で，楽しく遊びながら動物
の生態を観察でき，動物とのふれあいを通じて自然保
護や動物愛護の精神を学べる動物公園

ランチタイムコンサート
誰でも無料で楽しめる，地元演奏家等によるコンサー
ト

いおワールドかごしま水族館
九州最大級の水族館。鹿児島の海の生き物を中心に，
約500種３万点を展示。ジンベイザメやカツオ・マグ
ロ，大型のエイが泳ぐ黒潮大水槽は圧巻



期　日

会　場
事業内容事業名

会
場
地

１月25日（土）～２月１日（土）

リナシティかのや

２月８日（土）～２月９日（日）

鹿屋市文化会館

２月16日（日）

上高隈町中津神社

５月５日（火）（予定）

大隅広域公園

５月10日（日）（予定）

輝北うわば公園

５月31日（日）（予定）

鹿屋市文化会館

６月21日（日）（予定）

リナシティかのや

７月中旬（予定）

高須海岸，浜田海岸

８月２日（日）

高須町池之上神社

11月14日（土）～11月15日（日）

鹿屋市文化会館

11月21日（土）～11月22日（日）
（予定）
鹿屋市・錦江町・南大隅町・垂水
市ほか

通年

王子遺跡資料館

通年

輝北歴史民俗資料館

通年

串良歴史民俗資料室

１月19日（日）

枕崎市営野球場周辺，枕崎市火之
神コース

５月４日（月）～５月５日（火）

南薩地域地場産業振興センター周
辺

８月上旬（２日間）

枕崎漁港一帯

鹿
屋
市

枕
崎
市

こども記念日withおおすみハ
ナマルシェ（予定）

縁日遊びや，おおすみハナマルシェ（雑貨・飲食ブー
ス，ステージショー等）を開催し，大隅半島の特産品
と食文化を紹介する。

南日本クロスカントリー大会
ＩＮきほく

起伏のある輝北うわば公園の地形を生かしたクロスカ
ントリー競走を開催

鹿屋市自主文化事業「吹奏楽
フェスティバル」

鹿屋市内の吹奏楽団体や各学校の吹奏楽部による合唱
の祭典

鹿屋市自主文化事業「高校生
ミュージカル　ヒメとヒコ」

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

第38回鹿屋市美術展
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。

高隈地区鉤引き祭
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。

鹿屋市自主文化事業「コーラ
スフェスティバル」

鹿屋市内のコーラスグループや各学校の合唱部による
合唱の祭典

王子遺跡資料館
弥生時代中期の王子遺跡から見つかった出土品と復元
住居の展示

輝北歴史民俗資料館
鹿屋市内の明治時代から，昭和の暮らしの道具等を展
示

串良ふれあいセンター内串良
歴史民俗資料室

鹿屋市内の発掘調査で見つかった出土品で，主に，縄
文・弥生・古墳時代の出土遺物を展示

第43回枕崎新春かつおジョギ
ング大会

1㎞，2㎞，4㎞，10㎞の4つのコースで，新春の枕崎路
を駆け抜ける。

こどもの日かつおまつり
子どもの健やかな成長を枕崎特産の縁起魚「かつお」
にあやかろうと始まった祭。かつお一本釣り大会，か
つお節削り大会などを開催

さつま黒潮「きばらん海」枕
崎港まつり

枕崎ならではのふるまいや，総踊り，大漁みこしのほ
か，1万発の花火や三尺玉花火がフィナーレを飾る。
カッター，剣道，サッカー等の大会も開催

かのやマリンフェスタ2020
バナナボート・SUPなどのマリンスポーツや，ビーチフ
ラッグ・砂浜宝探しなどのマリンイベント，音楽フェ
スなどのにぎわいイベントを開催

高須町祇園祭（刀舞）
刀・長刀・鬼神・田の神・弓の5つの舞からなる神楽
舞。境内で祭典を行い，5つの舞を同時に舞いつつ神輿
とともに町内をねりまわる。

第51回鹿屋市文化祭
詩吟・三味線・民謡・太鼓・箏・大正琴・舞踊，華
道・絵画・書道・俳句，市内小中学生による作品展示
など。

ツール・ド・おおすみサイク
リング大会

活力あるまちづくりに貢献すること及び環境にやさし
い大会を目指し，鹿屋市霧島ヶ丘公園を発着としたサ
イクリング大会を開催



期　日

会　場
事業内容事業名

会
場
地

10月24日（土）～11月３日（火）

枕崎市市民会館，南溟館

２月２日（日）

風テラスあくね（阿久根市民交流
センター）

３月８日（日）（予定）

阿久根総合運動公園陸上競技場ほ
か

４月30日（木）（予定）

佐潟漁港広場

６月１日（月）～６月30日（火）

笠山観光農園

７月４日（土）～８月31日（月）

阿久根大島海水浴場，脇本海水浴
場，大川島海水浴場

７月下旬（予定）

阿久根市内各所

８月中旬

阿久根漁港新港水揚げ場

８月28日（金）（予定）※もしく
は23日（日）

南方神社（諏訪神社）

８月29日（土）～９月13日（日）

風テラスあくね（阿久根市民交流
センター）

10月第２日曜日（予定）

阿久根市番所丘公園　おまつり広
場

11月７日（土）～11月８日（日）

風テラスあくね（阿久根市民交流
センター）

12月６日（日）（予定）

阿久根総合運動公園陸上競技場ほ
か

12月中旬

阿久根総合運動公園内総合体育館

毎月第２日曜日（８月は除く。）

阿久根市水産振興センター

２月15日（土）

出水市大川内（厳島神社）～出水
市麓町
３月20日（金）～３月21日（土）
（予定）

高尾野駅前中心部商店街

枕
崎
市

阿
久
根
市

出
水
市

第73回阿久根市総合文化祭
市内の幼児・小・中・高の児童生徒，各種生涯学習講
座，文化協会等で活動している市民の作品展示や演芸
披露

第54回枕崎市総合文化祭
市民や枕崎市文化協会会員による書道や絵画等の展
示。市民芸能祭では，舞踊や歌などの舞台発表を行
う。

第28回生涯学習フェア
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。

阿久根市長旗九州選抜高等学
校駅伝競走大会

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。

ひな女祭り
旧暦4月8日に，子孫繁栄を願い行われる伝統的な祭
り。佐潟地区出身者の長女を背負い家族・親族等の関
係者がハンヤ節を踊る。

笠山観光農園
約1,500本ものあじさいが咲き誇る花の名所。晴れれば
阿久根大島や桑島まで見え，眼下に広がるあじさいと
東シナ海の眺めはまさに絶景

海水浴場開設
市内３海水浴場の開設。全ての海水浴場が最高ランク
「AA」。阿久根大島海水浴場と脇本海水浴場は「快水
浴場100選」にも選定

阿久根みどこい夏まつり
昼は神輿や伝統芸能などを披露する踊り巡行，夜はパ
レード，ハンヤ総踊り，ちびっこ夏祭り（中央公園）
で盛り上がる阿久根の夏の風物詩

あくね新鮮おさかな祭り
市内で生産される水産物の販売・宣伝のほか水産物の
試食を行い，阿久根の「安心・安全な水産物」をPRす
るイベント

波留南方神社の神舞本奉納
露払に始まり，神降ろし，瓶舞，弓舞，剣舞，田ノ神
舞，将軍舞，鬼神舞で構成されている神舞の行事

第22回あくね洋画展
阿久根の魅力再発見と文化の薫るまちづくりを目的に
開催する公募展。一般・高校生の部（９月13日まで展
示）とジュニアの部（9月6日まで展示）

第５回「華のＢＢＱ ＡＫＵＮ
Ｅ」

「華鶏和牛」（A4ランク以上）をはじめ，阿久根の豊
富な海の幸・山の幸をバーベキューで楽しめる。楽し
いステージイベントもある。

第37回あくねボンタンロード
レース大会

ボンタンの生産地として知られる阿久根市において，
黄色に色づくボンタン路で開催するマラソン大会。ふ
るさとの味覚と香りが満期できる。

阿久根市産業祭
郷土芸能，ダンス，音楽などのステージイベントや，
特産物販売，抽選会など盛りだくさんの内容

新鮮朝市
魚食普及，阿久根の水産物・水産加工品の消費拡大に
寄与するため，阿久根市内で水揚げされた魚介類を販
売。魚さばき体験コーナーなどもある。

春のオルレフェア
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。

高尾野「中の市」
「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。



期　日

会　場
事業内容事業名

会
場
地

３月下旬（土・日）

出水特攻碑公園周辺等

５月第２日曜日

出水市内

９月22日（火）（予定）

紫尾神社

10月25日（日）

出水市青年の家

10月31日（土）

出水市本町通り商店街

10月31日（土）～11月７日（土）

出水麓武家屋敷　他

11月１日～翌年３月第２土曜日

出水市ツル観察センター

11月３日（火）

出水市野田運動場

11月21日（土）～11月22日（日）
（予定）

出水市陸上競技場周辺等

通年

出水駅構内

通年

出水市麓町

通年

出水市出水麓歴史館

通年

出水市ツル博物館クレインパーク
いずみ

通年

出水市高野山公園

通年（事前予約が必要）

出水麓武家屋敷内

通年（土，日，祝）※大晦日と元
旦を除く。

出水麓武家屋敷群

１月12日（日）

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

出
水
市

指
宿
市

高尾野兵六踊り
藩政時代から旧高尾野町で踊られている。紫尾神社で
開催される豊年秋祭りにおける奉納行事

秋の自然まつり「第19回青年
の家フェスティバル」

クラフト活動等を通して，出水市青年の家の理解や自
然のすばらしさを体験

第８回出水市本町通り土曜祭
り

昔からの店舗が並ぶ商店街を子ども達がめぐるイベン
トや，ハロウィンイベントなど。市内外のハンドメイ
ド作家によるマルシェも同時開催予定

いずみマチ・テラス
市内各地に竹灯籠の展示。（野田・高尾野・西出水・
出水麓・出水駅周辺・広瀬河川敷・米ノ津）

出水市ツル観察センター
「特別天然記念物鹿児島県のツル及びその渡来地」と
して指定されている出水平野。展望所や屋上からツル
を間近で見ることができる。

西日本オールドカーフェス
ティバル

昔懐かしい車やオールドバイク，発動機が一堂に会す
る九州最大級のカーイベント。会場内では，交通安全
意識を高めるイベント等も開催

出水市大産業祭
ふるさと特産市，くらしと木材まつり，植木市，交通
安全フェア，盆栽展，一輪車競走大会，各種PRブース
等さまざまなイベントを開催

出水市出水駅観光特産品館
「飛来里」

九州新幹線出水駅に隣接。観光案内所や出水をはじめ
とする北薩地域の特産品の紹介している。

出水市公開武家屋敷「竹添
邸」「税所邸」

江戸時代，薩摩藩の重要な防衛拠点であった「出水
麓」は国の伝統的建造物群保存地区に選定されてい
る。大河ドラマのロケ地にもなった。

出水市出水麓歴史館
出水麓武家屋敷群に関連する資料を収集・保管・調査
研究・展示。出水の歴史と文化を通じた交流の場と
なっている。

出水市ツル博物館クレイン
パークいずみ

ツル，出水の自然に関する展示。自然に関する観察会
や公開講座，講演会などを実施している。

いずみ桜まつり
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

史跡めぐり歩こう会
先人が残した旧跡等を歩いて訪ね，ふるさとの文化や
歴史についての見聞を広める。また，身近にある景観
や豊かな自然に接することができる。

出水市高野山公園
紫尾山系を背景に，出水平野，八代海，天草を一望で
き，宿泊施設やBBQコーナー，70mのローラースライ
ダー等がある。

武家屋敷群で着物茶道体験
「薩摩の武士が生きた町」として日本遺産に認定され
た，武家屋敷内を着物を着て散策し，当時の薩摩武士
の生活・生き様を体験

いずみ観光牛車
武家門31軒，100年以上の主屋が55軒残る出水麓武家屋
敷を，黒毛和牛が引く牛車でゆったりと散策

第39回いぶすき菜の花マラソ
ン大会

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



期　日

会　場
事業内容事業名

会
場
地

１月25日（土）～１月26日（日）

スタート・ゴール：フラワーパー
クかごしま

２月１日（土）～３月29日（日）

フラワーパークかごしま

２月８日（土）

スタート：JR開聞駅
ゴール：JR西大山駅

２月（予定）

指宿駅前広場

３月８日（日）（予定）

かいもん山麓ふれあい公園

４月11日（土）～５月31日（日）
（予定）

フラワーパークかごしま

４月19日（日）（予定）

かいもん山麓ふれあい公園

４月29日（水）

ふれあいプラザなのはな館

５月（予定）

指宿港海岸

６月６日（土）～６月７日（日）
（予定）

山川漁港内港周辺

６月12日（金）～６月14日（日）

指宿総合体育館

７月（予定）

指宿港海岸

８月２日（日）～８月18日（火）
（予定）
指宿市考古博物館時遊館COCOはし
むれ

８月11日（火）（予定）

かいもん山麓ふれあい公園

８月30日（日）（予定）

開聞総合体育館

９月24日（木）（予定）

かいもん山麓ふれあい公園

９月26日（土）～９月27日（日）

セントラルパーク指宿及び周辺地
域・湯権現

指
宿
市

九州オールドカーフェスタin
指宿かいもん

オールドカー，珍車，希少車等の展示。その他ステー
ジにて催し物を開催

アロハ健幸ウオーク＆アロハ
宣言セレモニー

市長による「アロハ宣言」を行い，市民のユニフォー
ムとしてアロハシャツの着用を呼びかける。2㎞のコー
スを歩くウオーキング大会も開催

ヒラメ稚魚放流会
指宿市立丹波小学校の児童及び地域住民の方々と，指
宿港海岸の砂浜でヒラメ稚魚の放流を行う。

トロコニーデ開聞岳山開き
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

第17回いぶすきフラフェス
ティバル

市内外のフラ愛好家による競技会と発表会などを中心
としたフラの祭典。ゲストステージ，街角フラ，ワー
クショップも開催

砂むしCUPビーチバレー大会＆
カヌー・バナナボート体験教
室

指宿港海岸で，ビーチバレー大会及びカヌー・バナナ
ボートの体験教室を実施する。

第28回いぶすき菜の花マーチ
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。

フラワーパークかごしま「フ
ラワーフェスティバル」

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

春の九州オルレフェア（指
宿・開聞コース）

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

2020春節フェスティバル
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

フラワーパークかごしま「ス
プリングフェスティバル」

アジサイ，ブーゲンビレア，ベゴニアなどの春の花を
PRするとともに，ゴールデンウィークにはステージ
ショー等を開催

第87回山川みなと祭り
航海の安全と大漁を祈願する祭。船団パレード，活魚
つかみ取り，花火大会，舞台演芸会等

開聞郷土芸能祭
指宿市文化協会開聞支部会員による郷土芸能の披露。
しだら節をはじめ，上野棒踊り，田中手拍子踊り，脇
浦古琴節，神舞，龍宮太鼓など。

開聞岳の日
開聞岳の標高924メートルにちなんで9月24日を開聞岳
の日とし，例年，開聞岳一周ウォーキング等のイベン
トを開催

第73回指宿温泉祭
前夜祭（土）：ハンヤ踊り，姉妹都市セレモニーなど
のステージイベント。本祭（日）：湯権現神事，神輿
渡御，歴史講話，花火大会などを開催

第31回いぶすきシルバー美術
展

第31回の開催を迎える，鹿児島県内在住の60歳以上を
対象とした公募美術展

かいもん夏祭り

神輿担ぎ，地元芸能，特別ゲスト出演などのステージ
イベント。約3,000発の打ち上げ花火など。また，今回
は「燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会」炬火イ
ベントも開催



期　日

会　場
事業内容事業名

会
場
地

９月～12月（予定）

指宿市考古博物館時遊館COCOはし
むれ
10月３日（土）～11月１日（日）
（予定）

開聞総合体育館

11月７日（土）～11月８日（日）
（予定）

山川文化ホール

11月14日（土）～11月15日（日）
（予定）

ふれあいプラザなのはな館

12月５日（土）～12月６日（日）
（予定）

ふれあいプラザなのはな館

12月５日（土）～12月６日（日）
（予定）

ふれあいプラザなのはな館

12月５日（土）～１月３日（日）
（予定）

フラワーパークかごしま

通年（随時）

フラワーパークかごしま

11月21日（土）～11月22日（日）
（予定）
種子島開発総合センター「鉄砲
館」

11月（予定）

種子島開発総合センター「鉄砲
館」

１月18日（土）～１月19日（日）

垂水中央運動公園たるみずスポー
ツランドほか

２月９日（日）

垂水市文化会館

２月29日（土）～３月１日（日）
（予定）

旧川畑邸

４月５日（日）

三和センター

４月下旬（予定）

高峠つつじヶ丘公園

５月２日（土）～５月３日（日）
（予定）

海潟漁港内

５月下旬（予定）

三和センターから猿ヶ城渓谷

指
宿
市

西
之
表
市

垂
水
市

女男河原祭り（おんだんこら
まつり）

白山神社の祭礼で，500年以上も続いている伝統行事。
踊りや歌，郷土芸能，屋台，春の草花，植木市，農機
具展示など。

第20回垂水カンパチ祭り
「かごしまのさかな」ブランドに認定されたカンパチ
「海の桜勘」のつかみどりやカンパチの一本釣りな
ど，垂水カンパチを満喫できるイベント

高峠つつじ祭り
つつじの見ごろを迎える高峠つつじヶ丘公園にて，地
元で採れた農産物を活かした加工品や特産物等も紹介

企画展「かごしま太陽国体
史」（仮）

昭和47年鹿児島開催の太陽国体の歴史を振り返る企画
展。各種競技の写真や映像，競技に使用された実物資
料を展示し，国体の意義や魅力を紹介

開聞地域文化祭
指宿市文化協会開聞支部会員による開聞地域文化祭。
日舞やフラダンス等の芸能部門と，絵画，短歌，書道
等作品の展示部門がある。

山川地域文化祭
指宿市文化協会山川支部会員による山川地域文化祭。
日舞やフラダンス等の芸能部門と，絵画，短歌，書道
等作品の展示部門がある。

指宿地域文化祭
指宿市文化協会指宿支部会員による指宿地域文化祭。
日舞やフラダンス等の芸能部門と，絵画，短歌，書道
等作品の展示部門がある。

いぶすき産業まつり
地元特産物の展示即売，郷土芸能披露，ステージ
ショーを開催

グリーンフェスタいぶすき
観葉植物，花き，熱帯果樹等の品評会・展示即売会
や，苗木の無料配布等

ウォーキングin猿ヶ城
猿ヶ城渓谷の自然に触れながら，往復約11㎞のウォー
キングで健康づくりを図るイベント

フラワーパークかごしま
「ウィンターフェスティバ
ル」

シクラメン，ポインセチアなどの花をPRするととも
に，園内の一部をイルミネーションで装飾する。

フラワーパークかごしま「推
奨花13品目の展示」

燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会推奨花の13品
目を展示する。

種子島西之表市いけばな展
島内華道団体による，いけばなの展示を行う。いけば
な体験も実施する。

文化財絵画コンクール作品展
夏休み期間中，高校生以下を対象に文化財絵画を募
集。優秀作品を種子島開発総合センター「鉄砲館」に
展示する。

第26回「花と渓谷と温泉」旗
たるみずＵ-10サッカー大会

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。

第６回たるみず吹奏楽フェス
タ

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

第８回春を呼ぶ垂水土人形展
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。



期　日

会　場
事業内容事業名

会
場
地

６月６日（土）

垂水市文化会館

６月上旬～中旬（予定）

垂水市文化会館

８月上旬～中旬（予定）

未定

８月（予定）

マリンパークたるみず海岸

11月上旬（予定）

垂水中央運動公園キララドームほ
か

11月上旬（予定）

垂水市文化会館，垂水中央運動公
園体育館

11月下旬～12月上旬（予定）

垂水千本イチョウ園

12月６日（日）（予定）

大野原地区公民館別館（旧大野小
中学校）

12月中旬～12月下旬（予定）

垂水市市民館，垂水市文化会館

２月16日（日）

薩摩川内市総合運動公園

７月（予定）

下甑島手打地区

８月16日（日）

川内川河川敷開戸橋下流左岸

例年，秋分の日の前日に開催

薩摩川内市国道３号線　向田側

10月３日（土）

薩摩国分寺跡史跡公園

10月（予定）

下甑島（手打～青瀬～長浜）

11月第１日曜日

薩摩川内市街地国道267号入口～
川内中央交番前

１月26日（日）

日置市伊集院文化会館

垂
水
市

薩
摩
川
内
市

日
置
市

たるみず千本イチョウ祭り
園主の御夫妻が私有地に植樹した約1,200本のイチョウ
並木が無料で一般公開され，夜にはライトアップされ
る。

大野原（うのばい）いきいき
祭り

大野原地区特産のつやさげ芋や野菜，ぜんざいなどの
特産品コーナーやニジマス釣り体験，豚汁などの温か
いふるまいも行う。

第７回和田英作・和田香苗記
念絵画コンクール

垂水市出身の和田英作・和田香苗両画伯の名をいただ
いた絵画コンクールの作品展

薩摩川内市生涯学習フェス
ティバル

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

エコプロジェクト「海辺の学
校inこしき」2020

甑島の豊かな海を利用し，現在の海洋環境をとりまく
状況を学習しながら船釣りなどが体験できる。

こしき島アクアスロン大会
甑島の豊かな自然環境を活用し，透明度の高い海での
スイムと起伏に富んだランコースでの競技。甑島らし
いあたたかい応援が人気

薩摩川内はんやまつり
音楽隊，神輿パレードに，路上パフォーマンス，迫力
満点の「武者行列」の披露の後，市内外から約5,000人
が参加して「はんや踊り」を踊る。

第13回日置市舞初め会
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。

川内川花火大会
10,000発以上の花火が打ち上がる。川内川を横断する
約1㎞のナイアガラは大迫力。音楽と花火の競演も楽し
める。

川内大綱引
400年以上続く伝統行事。市民約1,500人が長さ約
365m，重さ7トンを誇る日本一の大綱を練り上げ，夜の
大綱引では約3,000人が綱を引き合う。

薩摩国分寺　秋の夕べ
国指定の史跡であり，史跡公園として整備されてい
る。約5,000個のキャンドルアートによる幻想的な空間
を演出し，郷土芸能や舞台発表を行う。

第22回瀬戸口藤吉翁のふるさ
とコンサート

垂水市の偉人・行進曲の父である瀬戸口藤吉翁を顕彰
する事業。例年，海上自衛隊音楽隊による演奏会を開
催

第22回瀬戸口藤吉翁記念行進
曲コンクール

行進曲の父，瀬戸口藤吉翁の故郷である垂水市の音楽
文化の向上と日本の吹奏楽発展に寄与することを目的
として行うコンクール

たるみずふれあいフェスタ夏
祭り2020

錦江湾の美しい海岸線を背景に，音楽花火，水中花火
など豪華花火が打ち上がり，屋台やステージイベント
も開催する。

第14回錦江湾シーカヤック大
会in垂水

錦江湾の美しい海岸線を活かし，シーカヤック競漕や
カヌーボートボール，バナナボートなどの試乗ができ
る海の体験型イベント

たるみずふれあいフェスタ秋
の産業祭

秋の風物詩である産業祭。ステージイベントや特産品
の紹介，抽選会などを行う。垂水市文化祭と同時開催

第44回垂水市文化祭
太鼓，合唱，日本舞踊，ダンスなどの舞台発表や，華
道，写真，絵画，押し花，児童・生徒の作品展示。秋
の産業祭と同時開催



期　日

会　場
事業内容事業名

会
場
地

３月８日（日）

日置市伊集院文化会館

４月29日（水）

江口漁港

８月28日（金）～８月29日（土）

南方神社ほか各所

10月18日（日）～10月25日（日）

徳重神社ほか

11月下旬（日）

日置市東市来町高山地区交流セン
ターほか

12月13日（日）

日置市伊集院総合運動公園陸上競
技場

12月中旬～下旬

日置市伊集院文化会館

１月７日（火）

深川熊野神社

２月22日（土）～３月８日（日）

曽於市末吉総合体育館

８月23日（日）

清流の森大川原峡キャンプ場

11月３日（火）

岩川八幡神社，岩川の市街地

11月23日（月）

住吉神社

１月１日（水）

霧島神宮　境内

１月12日（日）

霧島市立隼人歴史民俗資料館

１月26日（日）

霧島市隼人～国分地内

１月下旬（予定）

霧島市隼人農村環境改善センター

２月１日（土）

上野原縄文の森

日
置
市

曽
於
市

霧
島
市

伝統芸能発表，歌謡ショーや，体験プログラム「渓流
マス釣り大会」「新米餅つき体験」「こんにゃく手作
り体験」「かずら工芸手作り体験」等

第19回高山ふるさと秋祭り

第10回日置市フラフェスティ
バル

日置市内外のフラダンス発表会

第28回ふるさと港まつり
地域振興と活性化，水産物の販路拡大・魚食の普及を
目指すため，芸能発表・魚つかみ捕り・漁船乗船体
験・抽選会などを行う。

伊作太鼓踊り
県指定文化財伊作太鼓踊りは,毎年８月28日に南方神社
に奉納し，翌日の29日にかけて吹上地域を中心に30～
40か所で披露を行う。

第70回妙円寺詣り行事大会
鹿児島の三大行事の一つである「妙円寺詣り」に合わ
せて，弓道競技をはじめとする6競技，武者行列，太鼓
踊り，生花展示，呈茶などが行う行事

末吉の豊祭（住吉神社の流鏑
馬）

住吉神社の参道を鳥居から神社に向かって約300m，馬
を馳せ，途中にある3か所の的を射る。

霧島神宮 歳旦祭
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。

郷土館めぐり「大隅正八幡宮
の成立と展開」

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）

弥五郎どん祭り
南九州の八幡系神社の秋祭りに伝えられる大人形行事
の一つ。4㍍85㌢の大男が市街地を威風堂々と練り歩く
「浜下り」は圧巻

第38回いじゅういん梅マラソ
ンジョギング大会

健康であることの素晴らしさ，マイペースで楽しく走
る喜びと爽やかな汗を流すことを通して，日置市の花
「梅」の愛好を県内外に呼びかける。

第28回日置市ジュニアオーケ
ストラ定期演奏会

オーケストラの迫力ある「生」の演奏

深川熊野神社の鬼追い
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

吉井淳二記念展
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

悠久の森ランニング大会
全国遊歩百選や美しい日本の歩きたくなるみち選定
コースに認定の悠久の森を，3㎞，5㎞，9㎞の部門に分
かれて走り抜ける。

第33回鹿児島県地区対抗女子
駅伝競走大会

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。

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

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

きりしま歴史散歩「上野原遺
跡探訪」

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）



期　日

会　場
事業内容事業名

会
場
地

２月11日（火）

霧島神宮　境内

２月16日（日）

霧島国際音楽ホール（みやまコン
セール）

２月16日（日）

鹿兒島神宮と周辺

２月23日（日）

霧島国際音楽ホール（みやまコン
セール）

２月27日（木）

霧島神宮　境内

２月２日（日）

霧島市民会館

２月３日（月）

霧島神宮　神楽殿　特設会場

２月９日（日）

霧島国際音楽ホール（みやまコン
セール）

２月９日（日）

霧島市民会館，国分シビックセン
ター

２月上旬～３月末日（予定）

大隅横川駅

３月１日（日）

丸岡公園（緑地公園）

３月７日（土）

鹿児島県県民の森ターゲットバー
ドゴルフ場

３月７日（土）～３月19日（木）

霧島市役所市民ギャラリー

３月８日（日）

上野原縄文の森

３月中旬

みやまコンセール　霧島緑の村
鹿児島神宮

３月21日（土）

霧島国際音楽ホール（みやまコン
セール）

３月21日（土）

霧島市民会館

霧
島
市

霧島神宮 紀元祭
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

みやま音楽アカデミーⅢ「み
やま音楽塾」修了演奏会

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

初午祭
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

霧島神宮 節分祭
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。

若い芽のコンサート
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

第13回霧島市健康福祉まつり
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

第10回みやまスペシャルコン
サート

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

霧島神宮　御田植祭
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。

第14回霧島市芸術祭（芸能）
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）

第16回きりしまフォトコンテ
スト

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

第29回霧島市・上野原縄文の
森駅伝大会

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

龍馬ハネムーンウオークin霧
島

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

大隅横川駅てづくりひなかざ
り展

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

第19回山ヶ野ウォーキング大
会

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。

春期ターゲットバードゴルフ
大会（第45回県民の森杯）

県民の森ターゲットバードゴルフ場において，参加者
を募りターゲットバードゴルフ大会を実施

ポール・メイエwithみやまア
ンサンブル

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

第13回霧島市少年少女合唱祭
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。



期　日

会　場
事業内容事業名

会
場
地

３月下旬～４月上旬

霧島神話の里公園

４月中旬から５月上旬

和気公園

４月19日（日）

霧島国際音楽ホール（みやまコン
セール）

４月第２日曜日

高千穂河原古宮址

４月29日（水）

霧島国際音楽ホール（みやまコン
セール）
つつじ祭り：４月下旬，花文字：
通年

惣陣が丘展望所

５月３日（日）

羽山神社境内

６月７日（日）

狭名田の長田

６月10日（水）

霧島神宮　斎田

６月上旬

霧島市日当山温泉公園

６月28日（日）

鹿児島神宮

７月中旬（予定）

霧島市溝辺運動場（予定）

７月16日（木）～８月２日（日）

霧島国際音楽ホール（みやまコン
セール）ほか

７月18日（土）,19日（日）

霧島市国分市街地

７月28日（火）

鹿児島神宮

７月30日（木）

大隅横川駅

８月１日（土）

大隅横川駅前広場

霧
島
市

和気公園藤まつり
和気清麻呂公の縁で，岡山県和気町から送られた紫や
白の藤が満開になる時期に行い，多くの人で賑わうイ
ベント

第88回日本音楽コンクール受
賞記念演奏会

クラシック音楽家の登竜門「第88回日本音楽コンクー
ル」の各部門で優勝した若き音楽家たちによる受賞記
念演奏会

霧島連山夏山開き
霧島連山の登山者の安全祈願を行うための神事を行
い，終了後，霧島連山の清掃登山を行う。

チェロまろフェスタ2020
みやまコンセールPRマスコット「ちぇろまろ」と一緒
に音楽を堪能。ウェルカム演奏，コンサート，楽器体
験，ワークショップほか

花はきりしま 桜の集い
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

霧島神宮　斎田御田植祭
霧島神宮の祭典で使用されるお米を育てる神事で，県
の文化財に指定されている田の神舞も奉納

第５回霧島市水産まつり
天降川の鮎や錦江湾で水揚げされた鯛，あじ，養殖の
黒酢ぶり等を広く市内外にPR。イベントを通じた山・
川・海の環境保全の意識啓発

御田植祭
豊作と家内安全を願い奉納する。数十名の早男早乙女
による古式豊かな儀式を行い，田ノ神舞，トド組，棒
踊りなどを行う。

つつじ祭り・花文字（惣陣が
丘山頂）

日本一の花文字と景観を楽が楽しめるイベント。惣陣
が丘プチ登山，植樹祭，紙ヒコーキ大会など。

佳例川羽山祭り
牛馬の安全を祈願し，五穀豊穣を願う祭り。地区女性
部による踊り・ステージ・抽選会・ゲートボール大会
など。

狭名田長田 御田植祭
日本最古の水田と伝えられる神田「狭名田の長田（さ
なだのおさだ）」で行われる御田植祭。当日は霧島神
楽も奉納

六月灯祭
六月灯の舞台では神楽が披露され，厳かな雰囲気に包
まれる。企業や子どもたちが奉納した燈籠が，長い参
道を灯す。

第13回大隅横川駅平和コン
サート

県最古の木造駅舎「大隅横川駅」が第二次世界大戦で
襲撃を受けた昭和20年7月30日。その日に合わせ，平和
を願い，同駅が平和の発信地となるよう開催

よこがわ夏まつり
地域振興と商店街活性化を目的とした市民参加型の手
作り夏祭り。ちびっこ踊り，歌謡ショー，抽選会，花
火大会等を開催

みぞべ夏祭り
ちびっ子ゲーム大会やステージ歌謡ショー，花火大会
など盛りだくさんのイベント

第41回霧島国際音楽祭2020
オーケストラ，室内楽，ピアノ，弦楽器による演奏
会。受講生による演奏会，講習会，招待アーティスト
によるクリニック

第56回霧島国分夏まつり
初日は約6,000人による霧島総踊りで盛り上がり，2日
目は太鼓競演，神輿五通りお披露目，国分寺神輿競走
でフィナーレを迎える。



期　日

会　場
事業内容事業名

会
場
地

８月５日（水）

霧島神宮　境内

８月８日（土）

霧島運動場

８月16日（日）（予定）

国分広瀬潮遊池

８月29日（土）～30日（日）

霧島市民会館

８月第３土・日

みやまコンセール

９月中旬

隼人新港

９月22日（火）

霧島神宮　境内

９月下旬（予定）

霧島市溝辺町竹子地区

10月中旬

鹿児島空港

10月18日（日）

鹿児島神宮～隼人港

10月18日（日）（予定）

霧島市福山公民館

10月24日（土）～10月25日（日）
（予定）

霧島市溝辺公民館

10月25日（日）

霧島神話の里公園

10月25日（日）（予定）

霧島市隼人農村環境改善センター

10月25日（日）～10月31日（土）

霧島市役所市民ギャラリーほか

10月下旬（日）（予定）

大隅横川駅

10月下旬（予定）

霧島市溝辺体育館（予定）

霧
島
市

霧島演劇祭　市民参加型
ミュージカル公演

「誇れる郷土」と「命の継承」をテーマに霧島市を題
材としたミュージカル公演を行う。

天孫降臨霧島祭
「南九州神楽まつり」「霧島高原太鼓まつり」を核
に，郷土芸能を中心とした合同イベント。霧島神楽，
霧島九面太鼓などを披露

国際親善レガッタ
県内在住の外国人との交流の機会として，錦江湾を舞
台に国際親善レガッタ（ヨットレース）を開催

六月灯（献灯祭）
大小さまざまな燈籠を境内に掲げて悪疫退散を祈念す
る。境内では演芸大会があるほか，花火大会も開催

ふるさと霧島夏まつり
露天が祭会場を囲み,ステージイベントや来場者参加型
イベントなどがある。目の前に広がる3,000発の花火は
圧巻

はんぎり出し
はんぎり（馬の飼料桶）に乗ってエッナ（ボラの子）
を穫り，その場で背ごしにしていただく，盆明けの精
進落としの行事

きりしま隼人浜下り
武者行列が鹿児島神宮から浜之市（海）まで歩き，魚
を海に帰す放生会を行う。

第15回霧島市文化協会福山支
部
文化祭

文化協会福山支部の会員が日頃の練習の成果を披露す
ることで，市民が芸術に触れる機会を提供。（作品展
示・舞台発表）

霧島市文化協会溝辺支部溝辺
文化祭

文化協会溝辺支部の会員が日頃の練習の成果を披露す
ることで，市民が芸術に触れる機会を提供。（作品展
示・舞台発表）

霧島神宮 秋分祭
二十四節気の秋分の日に行う神事で，祭典後に境内で
霧島神楽を奉納

竹子ふるさとウォーク
黄金色の稲穂と彼岸花が咲く里山の，のどかな風景に
溶け込んで，のんびりウォーキングができる。

鹿児島空港空の日フェスティ
バル2020

毎年，鹿児島空港にて開催しているイベント。航空に
ついて楽しみながら学べるさまざまなイベントを開催

第７回大隅横川駅ハッピーハ
ロウィン“ヨコハロ”2020

大隅横川駅を地域ぐるみで保存活用し，市内外の人々
に触れていただく取組の一つ。たくさんの子どもたち
で賑わうハロウィンイベント

霧島市みぞべ秋祭り
舞踊・ダンス・歌謡ショーなどのステージイベント，
お楽しみ抽選会などが行われる。

きりしま 紅葉まつり
紅葉の時期に開催する。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

第62回霧島市文化協会隼人支
部
文化祭

中学生の吹奏楽，ダンス・舞踊・合唱・合奏・民謡な
ど約30団体が多彩なプログラムを披露。書道・茶道・
華道・児童生徒の絵画などの展示も開催

第14回霧島市芸術祭（展示）
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（芸術作品等
の展示）



期　日

会　場
事業内容事業名

会
場
地

10月（予定）

未定

11月３日（火）（予定）

霧島市横川公民館

11月７日（土）～８日（日）

国分シビックセンターお祭り広場

11月８日（日）～11月15日（日）

芸能：霧島市民会館
展示：霧島市役所市民ギャラリー

11月10日（火）

高千穂河原

11月23日（月）

霧島神宮　境内

2019年11月23日（土）～2020年３
月８日（日）

上野原縄文の森

11月中旬

みやまコンセール

11月下旬（予定）

上野原縄文の森近く

11月（予定）

鹿児島県県民の森ターゲットバー
ドゴルフ場

11月（予定）

未定

11月（予定）

霧島保健福祉
センター

11月（予定）

霧島公民館

通年

高千穂河原ビジターセンター

通年

霧島神話の里公園

通年

霧島市西郷公園

通年

霧島市日当山西郷どん村

霧
島
市

かごしま遺跡フォーラム2020
埋蔵文化財の調査，研究，保存，活用を行う県立埋蔵
文化財センターが開催するフォーラム。地域の歴史を
学び，親しむことができる。

天孫降臨 御神火祭
夕刻御神火が高千穂峰頂上と高千穂河原斎場で同時に
焚かれ，国家の安泰を祈念。当日は霧島九面太鼓と霧
島神楽を奉納

霧島神宮 新嘗祭（ほぜ祭）
五穀の豊穣に感謝する神事が行われ。境内では子ども
神輿，俵踊り，棒踊りをはじめ特産品市や抽選会など
の催しを終日開催

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～」

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

第15回霧島市文化協会横川支
部
文化祭

文化協会横川支部の会員による地域に根ざした文化活
動の促進，郷土芸能の保存と育成，文化団体の育成と
活性化の取組（作品展示・舞台発表）

霧島ふるさと祭2020
霧島市各所の特産品や産業製品，技術，農畜産物な
ど，第1次産業から第3次産業を広く紹介。各種ステー
ジイベントなども開催

霧島市文化協会国分支部50周
年記念文化祭

文化協会国分支部の会員が日頃の練習の成果を披露す
ることで，市民が芸術に触れる機会を提供。50周年を
記念して，他団体との共演などを企画

遺跡の現地説明会
埋蔵文化財の調査，研究，保存，活用を行っている県
立埋蔵文化財センターが遺跡の現地公開を実施。地域
の歴史を学び，親しむことができる。

霧島・食の文化祭
テーマ「子や孫に残したい霧島の食は何ですか」のも
と，霧島の家庭料理，郷土料理，食育ワークショップ
などのイベントを開催

第15回霧島文化祭
文化協会の会員が日頃の練習の成果を披露すること
で，市民が芸術に触れる機会を提供。（作品展示・舞
台発表）

第15回霧島市文化協会牧園支
部
文化祭

文化協会牧園支部の会員が日頃の練習の成果を披露す
ることで，市民が芸術に触れる機会を提供。（作品展
示・舞台発表）

第10回霧島市10万本植林プロ
ジェクト

市民や企業，NPOなど各種団体と市が協働し，「宮脇昭
方式（混植密植）」の植栽方法により地域本来の植生
である照葉樹を植林

秋期ターゲットバードゴルフ
大会（第46回県民の森杯）

県民の森ターゲットバードゴルフ場において，参加者
を募りターゲットバードゴルフ大会を実施

日当山西郷どん村
日当山には西郷隆盛公が温泉や狩り，釣りなどを楽し
んだ等のエピソードがある。このとき西郷隆盛公が逗
留していた龍寶家を基に建てられた。

高千穂河原ビジターセンター
霧島山の自然や文化について，解りやすく展示・解説
を行うとともに，周辺の観光に関する情報を提供

霧島神話の里公園
標高680mに位置し，錦江湾，桜島，晴天時は開聞岳ま
で一望できる絶景自慢のレジャー公園と道の駅

霧島市西郷公園
高さ10.5m，重さ30トンにもなる西郷隆盛公の銅像があ
り，人物銅像としては日本最大を誇る。そのほか，西
南戦争を描いた展示など。



期　日

会　場
事業内容事業名

会
場
地

通年（月曜休館）

霧島市立国分郷土館

通年（月曜休館）

霧島市立隼人歴史民俗資料館

通年（月曜休館）

霧島市立隼人塚史跡館

年６回開催

みやまコンセール

通年

霧島温泉健康増進交流センター
「神乃湯」

通年

霧島神宮温泉郷一帯

通年

霧島神宮周辺

２月23日（日）

いちき串木野市市民文化センター
大ホール

２月23日（日）

深田神社

３月１日（日）

羽島崎神社

３月下旬（日）

観音ヶ池市民の森

４月中旬（土日）

前夜祭：冠岳展望公園，本祭：生
福地区内ほか

４月中旬（日）

いちき串木野市照島海岸

４月中旬（日）

薩摩藩英国留学生記念館

４月下旬（土日）

串木野漁港外港特設会場

５月下旬（土日）

いちき串木野市立荒川小学校周辺

７月中旬（土日）

いちき串木野市串木野地域中心商
店街

霧
島
市

い
ち
き
串
木
野
市

霧島市立国分郷土館　常設展
国分地域に関する歴史資料や民俗資料を展示。朱印
状，止山神社の面，環頭太刀，城山山頂遺跡出土品な
どの資料を展示

霧島市立隼人歴史民俗資料館
常設展

鹿児島神宮関係の文書資料や隼人町内出土の土器・石
斧などの考古資料，鈴かけ馬踊りなど郷土芸能に関す
る資料や民具等を展示

霧島神宮温泉郷
昭和初期に霧島神宮の参拝者へ向けて作られた温泉
郷。霧島神宮周辺に大小さまざまな温泉施設等があ
り，周辺の山々の景色などを楽しめる。

霧島神水峡
霧島神宮周辺を流れる霧島川に沿って整備された全長
1.8㎞の遊歩道。御鉢噴火の溶岩が固まった柱状節理や
人工滝などが楽しめる。

第9回いちき串木野市音楽のつ
どい

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

霧島市立隼人塚史跡館　常設
展

国指定史跡「隼人塚」の歴史や由来を紹介。石像の修
復状況や隼人塚の発掘状況を紹介する写真パネルや，
平安時代に作られた石仏などを展示

霧島郷土芸能の夕べ
伝統芸能の霧島神楽や霧島九面太鼓が披露され，伝統
の響きと華麗な舞いを見ることができる。

霧島温泉「神乃湯」（かみの
ゆ）

地域住民の福祉向上を目的として設置された温泉入浴
施設

第19回徐福花冠祭
秦の始皇帝の命を受け，日本に不老不死の仙薬を探し
に冠岳を訪れ，五穀豊穣を伝えたという「徐福伝
説」。この徐福像に冠を捧げるお祭り

第63回串木野浜競馬大会
半世紀以上の歴史を誇る全国でも珍しい，海岸線を走
る浜競馬。ポニーのほのぼのとしたレースや，体重1ト
ン級の農耕馬やサラブレッドが駆け抜ける。

令和２年度黎明祭
1865年に英国に密航留学し，帰国後に日本近代化の礎
を築いた薩摩スチューデントの功績を顕彰するイベン
ト

ガウンガウン祭
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

太郎太郎祭
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

第18回さくら祭り
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。

第29回串木野まぐろフェス
ティバル

天然マグロ握りのふるまい，マグロの重量当てクイ
ズ，巡視船の見学会のほか「大漁踊り」等のステージ
イベントを開催

第19回荒川ほたるでナイト
市内小学校から応募があった蛍に関する絵画作品の展
示や，ステージでは太鼓演奏などを行う。

第50回串木野さのさ祭り
ダンス王決定戦などのステージショーや，日曜日の本
祭りでは，串木野さのさ・はんや節などの踊り連によ
る市中流しで賑わう。
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会　場
事業内容事業名

会
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７月下旬又は８月上旬

いちき串木野市湊町周辺

８月９日（日）

いちき串木野市大里地区

８月中旬

羽島南方神社

８月23日（日）

いちき串木野市川上地区

８月下旬

いちき串木野市照島海岸

９月上旬（日）

いちきアクアホール

９月下旬

いちき串木野市大里地区

10月下旬又は11月上旬の土日

日置北部公設卸売市場

11月上旬

いちき串木野市文化センター，い
ちきアクアホール

11月下旬

冠岳花川砂防公園(冠嶽園)周辺

12月上旬（日）

いちきアクアホール

２月２日（日）

加世田運動公園体育館

２月22日（土）～２月23日（日）

南さつま海道沿い

２月23日（日）

杜氏の里・焼酎づくり伝承展示館

３月８日（日）

県立吹上浜海浜公園

３月29日（日）

ふれあいかせだ
いにしへホール

５月２日（土）～５月24日（日）

砂丘の杜きんぽう内特設会場

い
ち
き
串
木
野
市

南
さ
つ
ま
市

祇園祭
活発な男山と優雅な装いの女山の山車が，前夜祭と本
夜祭で装飾を施され街中を練り進む。市指定無形民俗
文化財の行事

市来の七夕踊

約400年の歴史のある国指定重要無形民俗文化財。太鼓
踊を中心に，鹿・虎・牛・鶴などの作り物や琉球王行
列・大名行列・薙刀行列などの行列物が繰り出され
る。

羽島南方神社太鼓踊
羽島南方神社に奉納する市指定無形民俗文化財。矢旗
や花笠等を身につけた若者が太鼓と鉦を鳴らしながら
勇壮な踊りを舞う。

虫追踊
大里地域12か所で奉納される行事で，稲に害をもたら
す虫を追い払うための儀礼として始められたもの。

第19回いちき串木野づくし産
業まつり～地かえて祭り～

商工業・農林業・水産業等が一体となり食の安心安全
をメインテーマに地産地消を推進。土曜日の夜は花火
大会も開催

いちき串木野市文化祭
市民文化センターで日本舞踊やフラダンスなどの舞台
発表，いちきアクアホールで書道や写真などの作品を
展示

川上踊
約400年前に五穀豊穣と平和を祈念して創始されたもの
と伝えられる。鉦や太鼓を打ち鳴らし踊る様は勇壮華
麗

マリンビーチフェスタ2020
毎年８月最終日曜日に開催するビーチバレー大会。市
内外から約40チームの参加で行われ，ビーチフラッグ
等の催しもある。

アートフェスタinいちき串木
野

いちき串木野市と近隣市町を中心とした県内在住の
アーティストの方々がオリジナル作品を展示，販売す
るなどさまざまなイベントを開催

第８回南さつま海道鑑真の道
歩き

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

杜氏の里まつり
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

第23回デュアスロンＩＮ南さ
つま

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

かんむりだけ山市物産展
霊峰冠岳の麓にある冠岳花川砂防公園で紅葉が見ごろ
の時期に併せて開催

いちき串木野市ふれあいフェ
スタ

産業祭や健康祭り，生涯学習大会を一体として開催。
黒牛の焼肉ふるまいや，たまごのつかみ取り，市内の
中学生による吹奏楽の演奏など。

「日新公いろは歌」かるた取
り大会

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

南さつま市少年少女合唱団ふ
れあいコンサート

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

2020吹上浜砂の祭典　SAND＆
FLOWERフェスタin南さつま

「砂でつくる夢と感動」をメインテーマに，吹上浜の
砂を活用して大小100基ほどの砂像を展示する，日本最
大級の砂のイベント
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会　場
事業内容事業名
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７月23日（木）

竹田神社境内及びその周辺地域・
加世田運動公園

８月５日（水）～８月７日（金）

加世田ゆめぴか
本町通り

８月９日（日）（予定）

南薩少年自然の家

８月15日（土）

金峰文化センター
駐車場

９月23日（水）

加世田ゆめぴか本町通り

10月27日（火）

天御中主神社

11月４日（水）～11月８日（日）

南さつま市民会館

11月中旬（予定）

南さつま市総合保健福祉センター
ふれあいかせだ

11月29日（日）（予定）

道の駅きんぽう木花館・
歴史交流館金峰

通年

くじらの眠る丘

通年

笠沙恵比寿

通年

鑑真記念館

通年

坊津歴史資料センター輝津館

通年

歴史交流館金峰

通年※年末年始休業あり

万世特攻平和祈念館

通年※年末年始休業あり

杜氏の里・焼酎づくり伝承展示館

通年※年末年始休業あり

萬世酒造株式会社　松鳴館

南
さ
つ
ま
市

第48回加世田ゆめぴか本町七
夕まつり

商店街が七夕飾りで彩られる。創作七夕コンテスト
や，３日間ステージイベントが行われ，終日のカラオ
ケ大会は一番の盛り上がりを見せる。

夏の星空観望会（予定）
夏休みの親子ふれあいイベントとして，講師の解説を
聞きながら，夏の星空を観察し，宇宙や自然について
関心を深める観察会

金峰ふるさと夏まつり
金峰権現太鼓等のステージショー，抽選会，花火の打
ち上げ等があり，露店も賑わう。

竹田神社夏祭り
代表的な催しである水車カラクリや士踊，各地域の伝
統芸能，武道演武などを通して，ふるさとの歴史を学
び，伝承する機会となっている祭

健幸・福祉ふれあいフェスタ
保健・医療・福祉が一体となった市民のつどい。健康
とふれあい，助け合いの心と安心して暮らせる環境と
福祉のまちづくりを広く紹介する。

金峰ふるさと産業まつり
地元の農畜産物や特産品が展示販売されるほか，野菜
品評会・歌謡ショー・金峰権現太鼓・抽選会などを開
催

くじらの眠る丘（骨格標本展
示等）

平成14年1月22日に南さつま市大浦町の小湊海岸に14頭
のマッコウクジラが座礁。そのうち１頭の標本や，座
礁当時の写真などを展示

南さつまフェスタふるさと総
踊り

神輿パレート，音楽隊パレード，総踊り等が行われ，
地域の団体等が出演するステージイベントも開催

津貫豊祭太鼓踊り
鹿児島で豊祭（ホゼ）と言われる，豊作感謝と五穀豊
穣祈願の行事。太鼓打ちは色とりどりの飾りや花に加
え，山鳥などの羽飾りを背負って踊る。

笠沙アートフェスティバルin
南さつま

南さつま市のシンボルである「海」をテーマに，県内
外の3歳から中学生までの子どもたちから応募のあった
絵画作品の優秀作品を展示・表彰

歴史交流館金峰
旧石器時代から近世にいたる南さつまの歴史と文化を
紹介。「海流の民」をテーマに，映像や模型で分かり
やすく展示

万世特攻平和祈念館
本土防衛，沖縄決戦の陸軍航空基地として4ヶ月間だけ
使用され，「幻の特攻基地」と呼ばれた万世陸軍飛行
場跡地に建てられた記念館

百有余年の技が語る焼酎づく
りの伝承展示館　杜氏の里笠
沙

焼酎づくりの技術集団として知られる黒瀬杜氏の伝統
技術の保存継承，後継者の育成を図るとともに，地域
おこしの一環として建設された展示館

笠沙恵比寿　博物館常設展，
シーカヤック・釣り体験等

笠沙地方に伝わる歴史・伝統・文化にまつわるパネル
や関係する品々の展示。シーカヤック，釣りなど野間
池周辺でのアクティビティ

鑑真記念館
坊津町秋目は，5度の渡航失敗などを乗り越えて仏教や
薬学の知識を日本に伝えた唐の高僧・鑑真が上陸した
地。その鑑真の生涯をスライド等で紹介

坊津歴史資料センター輝津館
貿易港として栄えた坊津の交易関係資料や歴史資料を
3,000点以上収蔵・展示。2階テラスは国指定名勝「坊
津」双剣石のベストビュースポット

松鳴館　工場見学
さつまいもの歴史や種類，育つ過程のほか，本格焼酎
の製造工程をパネルやレプリカを使って解説。仕込み
時期には，発酵や蒸留の様子も見学可能



期　日

会　場
事業内容事業名

会
場
地

通年※年末年始休業あり

本坊酒造株式会社　マルス津貫蒸
留所

１月13日（月）

志布志運動公園陸上競技場周辺

２月２日（日）

やっちくふれあいセンター

２月23日（日）

志布志市文化会館

10月下旬

志布志市文化会館

１月５日（日）（予定）

ＡⅰＡⅰひろば

２月２日（日）

旧三太郎峠（古道）

２月９日（日）

奄美パーク　屋内イベント広場

２月９日（日）～２月16日（日）

奄美市文化センター

２月22日（土）～２月23日（日）

ＡⅰＡⅰひろば（2/22），奄美振
興会館（2/23）

２月23日（日）

奄美市文化センター

３月19日（木）～６月16日（火）

田中一村記念美術館

５月（予定）

奄美パーク　屋内イベント広場

５月第２土曜日～12月第２土曜日
※８，11月以外

鹿児島県立奄美図書館

６月18日（木）～９月15日（火）

田中一村記念美術館

８月９日（日）

宇宿漁港

８月上旬

名瀬港商港区，佐大熊港，名瀬中
心市街地

南
さ
つ
ま
市

志
布
志
市

奄
美
市

志布志市青少年音楽祭
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

志布志市生涯学習フェスティ
バル

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）

志布志市総合芸術祭
文化協会会員が，市民総参加で創る文化をめざして日
頃の芸術文化活動の成果を広く発表し，芸術文化の振
興を図る。

マルス津貫蒸留所　工場見学
本土最南端のウィスキー蒸留所。蒸留釜などのウィス
キー製造設備を一望でき，石蔵樽貯蔵庫では熟成の様
子を見学できる。

2020第15回志布志ジョガー駅
伝競走大会

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。

奄美市美術展覧会
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。

「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

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

奄美市まなび・福祉フェスタ
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。

紬の日のつどい
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。

三太郎峠歩こう会
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

奄美の郷ライブステージ
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

田中一村記念美術館
夏の常設展

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

あやまる祭り
奄美市笠利町内の夏祭りイベントとして，舟こぎ競争
大会，なんこ大会，舞台芸能，花火大会等を行う。

奄美まつり
舟こぎ競争，八月踊り，パレード，花火大会など，盛
りだくさんの内容で，街がまつり一色となるイベント

田中一村記念美術館
春の常設展

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

わらべシマ唄大会
子どもたちが，シマ唄を通じて奄美固有の伝統文化へ
の理解を深め，その技法を学び，シマ唄文化を広く後
生に伝えるイベント

生涯学習講座　あまみならで
は学舎（６回開催）

地元の有識者・専門家を講師に，奄美の民俗文化，自
然環境，伝統芸術，伝統芸能など，すべての方を対象
とした講座を行う。



期　日

会　場
事業内容事業名

会
場
地

８月16日（日）

内海公園自由広場

８月（予定）

奄美パーク　屋内イベント広場

10月13日（火）～11月17日（火）
（予定）

鹿児島県立奄美図書館

10月下旬～11月上旬

奄美文化センター

11月８日（日）（予定）

鹿児島県立奄美図書館

11月（予定）

奄美パーク　屋内イベント広場

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）

４月29日（水）

頴娃運動公園

７月18日（土）（予定）

知覧まち商店街

７月26日（日）

川辺町商店街・諏訪運動公園

８月２日（日）

知覧平和公園ほか

８月15日（土）

コミュニティーセンター知覧文化
会館

８月23日（日）

頴娃運動公園ほか

10月25日（日）（予定）

知覧平和公園自由広場・知覧体育
館

11月２日（月）～11月３日（火）

コミュニティーセンター川辺文化会館・
知覧文化会館・頴娃文化会館

11月８日（日）

清水岩屋公園

11月13日（金）～11月14日（土）

知覧平和公園

奄
美
市

南
九
州
市

奄美市民文化祭
市民の各種文化的活動を，全市的な規模で発表する。
各種舞台発表や総合作品展示などを行う。

島尾敏雄講演会
初代県立図書館奄美分館長の島尾敏雄に造詣の深い講
師を招き，島尾敏雄に関する講演会を行う。

奄美の郷ライブステージ
奄美大島の各自治体持ち回りで開催される伝統芸能を
中心としたイベント

第34回住用三太郎まつり
相撲大会，綱引き大会等のスポーツイベントや，ス
テージ，花火など，内容盛りだくさんの夏祭り

サマーコンサート
奄美大島在住の子どもたちを中心としたコンサートを
行い，県内外の観光客等や地元の方々に交流の場を提
供する。

島尾敏雄企画展
初代県立図書館奄美分館長の島尾敏講演会と関連した
テーマを設定し，それに基づき資料等の展示を行う。

川辺祇園祭・花火大会
華麗な装飾の御所車，神輿，山車踊り連が練り歩くほ
か，夜は約2,000発の花火と音楽に合わせて打ち上がる
ミュージック花火がある，

南九州市ふれあい球技大会
健康で明るく豊かな生活をおくること，異世代間の交
流を図ることを目的として開催。ソフトボール，バ
レーボール，グラウンド・ゴルフの３競技

平和へのメッセージfrom知覧
第31回スピーチコンテスト

全国から選ばれた中学生・高校生各部門4人が「いの
ち・平和」をテーマにしたスピーチを発表する。

川辺二日市
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。

第32回新茶・大野岳マラソン
inえい

陽春の南薩路を新茶の香りただようなか，お茶のPR
と，参加者の健康と体力増進，ふれあいによる友情の
広がりをねらい開催。18㎞，5㎞，3㎞

第25回知覧ねぷた祭
高さ5m，縦横4mの勇壮な武者絵が描かれた扇形のねぷ
た5台と六尺二連太鼓が街を練り歩く。笛や太鼓の囃子
に合わせて子どもたちがねぷたを引く。

かわなべ磨崖仏まつり
清水磨崖仏を望む清水岩屋公園がメイン会場。仮装・
玉入れ合戦や抽選会，相撲大会，警察・自衛隊などの
体験コーナー等

第74回全国お茶まつり鹿児島
大会

お茶スイーツまつり，日本茶の展示，かごしま百円茶
屋，体験コーナーなどのイベントも開催

第33回えいのゴッソイまつり
頴娃の町がゴッソイ（全部の意味）一つになって，ス
テージイベントや花火など，まつり一色に染まる。山
の日にはスポーツ大会も開催

第27回小京都ふるさと祭り
市のイメージの一つである「農業」と「観光」を合わ
せたイベントを開催し，広く市内外に市の特産品等を
PRする。

南九州市文化祭
文化協会加入団体や市内小・中・高等学校等による文
化祭。舞台発表は11月3日（火・祝）



期　日

会　場
事業内容事業名

会
場
地

11月14日（土）（予定）

知覧武家屋敷庭園内

12月６日（日）

粟ヶ窪小学校から川辺文化会館

通年

ミュージアム知覧

通年（年中無休）

知覧特攻平和公園

２月上旬

伊佐市文化会館前（予定）

３月下旬～４月上旬

忠元公園

11月３日（火）

伊佐市文化会館，菱刈環境改善セ
ンター
11月７日（土）～11月８日（日）
（予定）

伊佐市菱刈農村公園グラウンド

11月下旬

曽木の滝公園

３月22日（日）

鹿児島県県民の森

４月（予定）

鹿児島県県民の森

８月16日（日）

精矛神社，春日神社，仮屋馬場通
りほか

８月21日（金）

辻通り（県道40号線），蒲生八幡
神社

８月（予定）

鹿児島県県民の森

通年

姶良市歴史民俗資料館

通年

加治木郷土館

８月15日（土）

黒島片泊・大里

南
九
州
市

伊
佐
市

姶
良
市

三
島
村

南九州市あかりの道標～ちら
ん灯彩路～

薩摩の小京都知覧を代表する「知覧武家屋敷庭園」
で，夜間なかなか入ることのできない庭園内の幻想的
な和灯りを楽しめるイベント

アイスワールドinかごしま伊
佐

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。

忠元公園桜まつりウィーク
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。

伊佐市文化祭
文化協会会員による舞踊や楽器演奏・歌唱などの舞台
と作品展示

南九州市駅伝競走大会
南九州市各地区対抗のもと，幅広い年齢層が参加し，
市民の融和と体力の向上を図りながら，健康で明るい
街づくりに資する駅伝競走大会

ミュージアム知覧
「交錯する文化の波」をテーマにして，音や映像で楽
しむシアターや比較民族，武家屋敷，知覧城跡，薩摩
のかくれ念仏などについての常設展示

知覧特攻平和会館
第二次世界大戦末期の沖縄戦の陸軍特攻隊員の記録や
品など，貴重な資料を収集・保存・展示

みどりの感謝祭
県民の森において，一般参加者・緑の少年団等が参加
する式典や，森の散策，森の教室などを実施

加治木太鼓踊り
島津義弘公が駿河の念仏踊りを参考に家臣に習得させ
たと言われる太鼓踊りを，4地区の保存会が披露

蒲生太鼓踊り
辻通りを道太鼓が行進し，その後，蒲生八幡神社で庭
踊りを奉納する。

2020伊佐ふるさとまつり
生産者・消費者・関係機関が一体となってイベントを
実施。郷土芸能の披露を行うステージと，特産品や地
元グルメを紹介

曽木の滝公園もみじまつり
約600本のモミジやイチョウの紅葉に合わせて開催。夜
は滝や紅葉が幻想的にライトアップされるほか，本祭
りではステージショーや野点茶会等も行う。

第４回県民の森ウォーキング
大会

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

黒島の盆踊り
黒島にある片泊と大里地区で，お盆の時期に同じ時間
帯に踊られる盆踊り

長尾山登山で「山の日」を楽
しみましょう！

県民の森において，８月の山の日に，参加者を募り園
内の長尾山に登山を行い森林とふれあう機会を提供

姶良市歴史民俗資料館　常設
展

姶良市の郷土の歴史や民俗について，考古資料，民
具，古文書等を各時代ごとに展示

加治木郷土館　常設展
薩摩焼や加治木島津家の歴史などについて，薩摩焼，
古文書等のさまざまな資料で紹介



期　日

会　場
事業内容事業名

会
場
地

９月17日（木）～９月18日（金）

硫黄島熊野神社

10月26日（月）～10月27日（火）

硫黄島熊野神社

８月15日（土）

口之島地内

８月25日（火）～９月３日（木）

悪石島地内

１月26日（日）

北薩広域公園

１月26日（日）

宮之城文化センター

３月８日（日）

北薩広域公園

４月26日（日）

北薩広域公園

５月５日（火）

宮之城伝統工芸センター

５月中旬～６月上旬

さつま町健康ふれあいセンター
「あび～る館」

５月中旬～６月上旬

二渡水辺公園，川内川河川敷内

８月１日（土）～８月２日（日）

１日：八坂神社内，２日：宮之城
屋地・虎居地区の国道328号

８月23日（日）（予定）

川内川神子橋付近特設会場

10月４日（日）（予定）

大石神社境内

11月上旬

宮之城文化センター

12月６日（日）

北薩広域公園

12月上旬～１月下旬

宮之城文化センターほか

さ
つ
ま
町

三
島
村

十
島
村

硫黄島八朔太鼓踊り
旧暦8月1日，2日に行われる。太鼓踊りの後，2018年に
ユネスコ無形遺産に登録された「薩摩硫黄島のメンド
ン」が現れ，島の悪霊を祓う伝統行事

三島村硫黄島の九月踊り
旧暦9月10日，11日に行われる。1日目の踊りはお伊勢
参りの途中の様子を表し，2日目の踊りは宮ガラス（先
導の女性）の案内で参宮する様子を表す。

第20回みやんじょ吹奏楽フェ
スタ２０２０

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。

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）

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。

北薩広域公園で体験しよう鹿
児島の食文化【ちまき作り体
験会】（予定）

鹿児島の食文化として，ちまき作り体験会を開催。公
園で収穫した餅米を使用し，一連の工程を体験後，自
身で作ったちまきを試食する。

口之島盆踊り
平穏無事な世を祈る先踊り，戦国の世を語る狂言やは
やり唄，十島村独特の先祖観を醸し出して踊られるど
んどん節などで構成する一連の盆踊り

悪石島盆踊り
旧暦7月7日から7月13日まで，毎夜稽古をかねて踊る。
7月14日，15日，16日の3日間は公民館の庭などで踊
り，最終日は仮面神ボゼが地域の邪気を祓う。

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】

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。

さつま町夏まつり
1日の前夜祭は八坂神社境内で開催。本祭りは，山車，
あっくい（悪喰い：祭りの名物），神輿，五ツ太鼓に
合わせた手踊り，花火など。

第23回水辺の楽校　さつま龍
舟祭

ドラゴンボートレース大会で，川内川を下流から上流
へ約170mの距離を1チーム10名で漕ぎ競う。

大石神社秋季大祭「金吾様踊
り」

地区の青壮年による「地割舞」「虚無僧踊り」「鷹刺
し踊り」「兵児踊り」「棒踊り」，小学生の「俵踊
り」，保育園児の「稚児舞」等の演目

宮之城伝統工芸センター祭り
子どもたちが，竹細工指導員と一緒に竹とんぼや風車
などを製作できる。竹製玩具のゲームや，竹馬，竹
ぽっくりなど，親子で楽しめるイベント

第19回奥薩摩のホタル舟運航
ホタルが無数に乱舞する川内川の上流を，棹差し船で
ゆったりと下りながらホタルを観賞する。

二渡ホタル舟運航
川内川で両岸に乱舞するホタルを間近で鑑賞できる。
船頭の愉快な説明や川漁で使用する川舟に乗りながら
のホタルクルーズは，まさに幻想的

第10回さつま町文化祭
町民の文化的活動の成果を発表する場となっている。
展示部門と舞台部門がある。

北薩広域公園で体験しよう鹿
児島の食文化【餅つき体験
会】（予定）

鹿児島の食文化として，餅つき体験会を開催。体験
後，参加者がついた餅を試食する。

さつま美術展
テーマ部門と自由部門の２部門で，広く美術作品の一
般公募を行い，展示する。
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１月18日（土）

長島町文化ホール周辺

10月25日（日）（予定）

長島町文化ホール周辺

４月下旬～６月下旬（予定）

鹿児島県霧島アートの森

５月下旬

竹中池公園グラウンド

７月下旬～９月中旬（予定）

鹿児島県霧島アートの森

９月５日（土）

丸池公園

11月３日（火）（予定）

鹿児島県霧島アートの森

11月７日（土）～11月23日（月）
（予定）

吉松体育館，栗野中央公民館

11月上旬

栗野岳レクリエーション村

12月下旬～２月中旬（予定）

鹿児島県霧島アートの森

１月上旬

大崎町都萬神社

３月７日（土）

大崎町ふれあいの里公園

３月８日（日）

照日神社

４月５日（日）

持留地区農業構造改善センター

７月下旬

大崎町総合体育館

８月上旬

大崎小学校校庭

８月中旬

大崎町ビーチスポーツ専用競技場

長
島
町

湧
水
町

大
崎
町

第18回長島すいせんウォーク
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。

第15回長島トライジョギング
大会

東シナ海の壮大な景観を眺め，風車やフラワーロード
等，長島の自然に触れながら走ることができる。1.5㎞
（幼児～），3㎞（小3～），10㎞（高校生～）

霧島アートの森アートラボ
（企画展）①

現代美術作家のアート作品を展示し，企画展を開催

霧島アートの日
11月3日（文化の日）に合わせ，入園料無料とし，マル
シェ等のイベントを開催

湧水町秋まつり
町民等が日頃の文化活動の成果やふるさとに受け継が
れている郷土芸能等の発表，ふるさとの食の紹介など
を行う秋まつり

湧水町高原フェスタ・彫刻造
形展

自治体，小・中学生などが自然の物を使い制作した迫
力のある造形作品が見もの。高原コンサートや各種体
験コーナーも充実している。

川添ホタルを観る夕べ
霧島連山から湧き出る清流に乱舞するホタルの鑑賞
会。焼酎やそうめんのふるまいや，地元小・中学生の
ステージ，マスのつかみ取りなども開催

霧島アートの森特別企画展①
現代美術作家のアート作品を展示し，特別企画展を開
催

名水丸池感謝の夕べ
竹灯籠を丸池の水面や周辺に約1,000本設置して幻想的
な空間を演出。水辺コンサートや創作神楽などの催し
もある。

荒佐春祭り
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

持留さくらさくら祭り
大崎町の中央部に位置する持留地区で，ふるさとを盛
り上げるため，桜の開花時期に開催する祭り。ステー
ジイベント等を実施

カブトムシ相撲大会
各家庭等から持ち寄ったカブトムシ又は会場で購入し
たカブトムシによる相撲の取組等を行う。町にはカブ
トムシのモニュメントがある。

霧島アートの森アートラボ
（企画展）②

現代美術作家のアート作品を展示し，企画展を開催

おおさき福男福女選び
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。

春のおおさきウォーキング大
会

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。

七夕さぁ
郷土芸能発表やその他催し，花火大会を開催。８月に
入ると，中央通りが七夕飾りで華やかに彩られ，祭り
を盛り上げる。

くにの松原ビーチフェスタ
くにの松原の自然の中で，ビーチバレーボールとビー
チフットサルの競技を楽しむことができる。
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８月予定

ジャパンアスリートトレーニング
センター大隅

８月予定

ジャパンアスリートトレーニング
センター大隅

９月予定

ジャパンアスリートトレーニング
センター大隅

10月上旬

大崎町中央運動公園

10月上旬

野方公民館グラウンド

10月下旬

大崎町くにの松原海岸

10月下旬

大崎町都萬神社　境内

11月上旬

大崎町中央公民館

11月下旬

大崎町ふれあいの里公園

12月上旬

大崎町中央公民館

毎月第２日曜日

大崎町三文字地区城南通り

４月下旬（予定）

東串良町相撲場

８月15日（土）（予定）

東串良町コミュニティ広場

10月24日（土）～10月25日（日）
（予定）

東串良町総合センター

１月26日（日）～２月２日（日）
頃

錦江町田代地区

３月15日（日）

錦江町田代地区一周コース

４月５日（日）

錦江町花瀬川石畳

大
崎
町

東
串
良
町

錦
江
町

ジュニアスポーツ塾　ヘキサ
スロン

「走る」「投げる」「跳ぶ」などの動きを混合し作成
した「遊びプロ
グラム」を楽しみながら繰り返し，運動能力を向上さ
せる教室

鹿児島県ロードレース大会
本県陸上競技の普及・発展及び長距離選手の育成・強
化を図ることを
目的とする大会

町民体育祭
大崎地域の各分館内対抗の体育祭。保育園・幼稚園児
から高齢者まで実施できる種目を実施し，スポーツを
通じた交流を行う。

ミズノ流忍者学校

幼少期に身に付けたい「走る」「投げる」「跳ぶ」な
どの体づくりに
必要な３６の基本動作を習得できる遊びプログラムの
教室

大崎町文化祭
大崎町文化協会に加入の団体や個人が，日頃の活動の
成果を文化祭のなかで披露

ふれあいフェスタinおおさき
ステージを中心に，フリーマーケット，ふれあい鍋
（豚汁），大崎町のグルメも堪能できるイベント

人権フェスタ
人権に関する認知と理解のため，さまざまな公演活動
を行う・

野方ふれあいふるさとまつり
郷土芸能，カラオケ等さまざまな催しのほか，多くの
露店が並ぶ祭り

くにの松原クリーン大作戦
日南海岸国定公園内に位置し，ウミガメの産卵でも知
られるくにの松原海岸豊かな自然を守るため，漂着物
やゴミの清掃を行う。

都萬神社神舞奉納 稲作の豊作を祈念し，伝統芸能の神舞を奉納

第42回東串良町文化祭
町内文化協会加盟団体による舞台発表や作品展示のほ
か，園児・小中学生の作品展示を行う。

鬼火たき（せっがい）
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。

花瀬公園まつり駅伝大会
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

おおさきチャレンジ朝市
大崎三文字の城南通りを歩行者専用とし，地域の物産
等の朝市を開催

柏原大相撲
江戸時代中頃から続いており，2020年は300周年を迎え
る。小・中・高生による相撲のほか，乳幼児健康祈願
の土俵入り，柏原相撲甚句を奉納

祇園祭
神輿の行列などが地区を練り歩く。地区の人々がバケ
ツなどで水をかけ，身を清め健康と幸福を祈る。夕方
からは盆踊りや演芸大会を行う。

花瀬公園まつり
各種ステージイベントなどを実施，広い川床の石畳一
角が会場になり，露店が立ちならび，地元特産のお茶
や数々の特産品をPR
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８月（予定）

錦江町神川海岸

８月（予定）

錦江町花瀬公園

11月８日（日）

錦江町役場駐車場

12月18日（金）～12月19日（土）

錦江町宿利原地区

通年（月２回）

鹿児島県照葉樹の森

２月15日（土）～２月16日（日）

南大隅町馬籠，佐多郡

11月23日（月）

ふれあいドーム，みなと公園一帯

12月６日（日）（予定）

佐多岬ロードパークコース

12月６日（日）（予定）

旧大泊小学校特設会場

４月中旬から４月下旬

内之浦漁港，肝付町内の加盟店舗

６月上旬

JAXA内之浦宇宙観測所

８月上旬

肝付町商工会内之浦支所横駐車場

８月14日（金）

平田神社，岸良海岸

９月上旬～10月中旬

内之浦漁港，肝付町内の加盟店舗

９月26日（土）

本町通り

10月18日（日）

四十九所神社

11月22日（日）

肝付町内之浦地区

南
大
隅
町

肝
付
町

錦
江
町

錦江町いきいき秋まつり
錦江町の秋のイベント。舞台イベントや相撲大会，抽
選会などを行う。

大根やぐらライトアップイベ
ント

開聞岳と桜島を一望できる高台に11月から2月の間しか
見ることのできない大根やぐら。イベント期間中，大
根やぐらをライトアップする。

照葉樹の森月例登山会
参加者を募り登山会を開催し，大隅半島の貴重な照葉
樹林に親しみ，森林・林業・自然環境保全について学
ぶ。

錦江レゲエ浜祭り
神川海岸で開かれる海辺音楽祭。趣向を凝らして浜辺
を彩り，訪れた人は音楽と夕陽と灯りの競演に浸る。

やまんなか音楽会2020
天然の石畳が約2㎞に渡って続く風光明媚な花瀬川を舞
台に音楽会を開催。約5,000個もの竹灯篭などでのライ
トアップ，花火大会も行う。

2020南大隅地産地消フェア
佐多岬マラソンと同時開催の，南国の自然が育てた農
林水産物等のPRイベント。伊勢えび汁の無料配布など
もある。

春も！えっがねまつり
地元の方言で，えっがね＝伊勢海老！県内有数の伊勢
海老産地である肝付町。町内各所で伊勢海老料理を堪
能できる。

「はやぶさの日」記念PR
小惑星探査機「はやぶさ」の帰還を祝して制定され
た，6月13日（はやぶさの日）に関するイベント。肝付
町等のPRを行う。

佐多の御崎祭り
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

2020南大隅ふるさと祭り
地域の農林水産物，特産品等のPRイベント。健康まつ
り，各種ステージイベントなども実施

佐多岬マラソン，佐多岬31度
線ウォーク

3㎞，5㎞，10㎞のマラソンコース，5㎞，8㎞のウォー
キングコースがありる。本土最南端の佐多岬の大自然
を満喫できるコース

本町の八月踊り
本町通りに櫓を組み，その周辺で主に本町地区の人々
が踊りを踊る。演奏には三味線，胡弓，太鼓が用いら
れる。

四十九所神社の流鏑馬
約330mの馬場通を3回，馬に乗り，駆けながら，合計9
本の矢を放つ。同時開催の高山やぶさめ祭りでは各種
イベントを行う。

うちのうら銀河マラソン
肝付町内之浦地区の市街地，海岸線を走るマラソンイ
ベント。1.2㎞，3㎞，5㎞，10㎞のコースがあり，子ど
もから大人まで楽しめる。

うちのうらロケット祭り
神輿の巡行，演芸大会，抽選会など，地域住民が一体
となって取行う内之浦の夏を彩るイベント。海面に写
る美しい花火も見どころの一つ。

ナゴシドン（平田神社の神
舞）

夏盛りの岸良の浜辺と平田神社に「平田神社の神舞」
を奉納し，地域の安泰と無病息災を祈願する。観客も
一緒に茅縄くぐりを行い，福を願う。

秋のえっがね祭り
地元の方言で，えっがね＝伊勢海老！８月下旬のえっ
がね漁解禁後に町内各所で伊勢海老料理を堪能でき
る。
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10月11日（日）（予定）

中種子町陸上競技場

１月18日（土）

種子島宇宙センター竹崎グラウン
ド

８月９日（日）

南種子町前之峯陸上競技場

４月下旬

屋久島町町民すこやかふれあいセ
ンター

６月下旬（予定）

屋久島町離島開発総合センター

８月１日（土）～８月２日（日）

屋久島町火之上山埠頭

９月下旬

屋久島漁業協同組合本所前

11月７日（土）

屋久島町安房如竹通り

11月22日（日）～11月23日（月）
（予定）
屋久島町離島開発総合センター
（予定）

通年

屋久島町屋久杉自然館

通年

屋久島町歴史民俗資料館

１月26日（日）

大和村

５月31日（日）

大和ダム周辺

12月20日（日）

結の館前駐車場

１月～２月（予定）

瀬戸内町

10月１日（木）

油井集会所前広場

10月25日（日）

大屯神社

中
種
子
町

南
種
子
町

屋
久
島
町

大
和
村

宇
検
村

瀬
戸
内
町

屋久島町ふるさと産業祭り
舞踊，フラダンスなどの町民グループが出演するほ
か，各種の町特産品や姉妹都市・友好都市の特産品を
PR

第９回屋久島町芸能祭
文化団体や同好会，個人等によるダンス，舞踊，合唱
等の舞台発表。

屋久島ご神山祭り
屋久島における山岳信仰を踏まえた伝統・文化の継承
を目的として行う夏祭り。屋久島太鼓等のステージ
や，花火大会などを行う。

中種子町民体育祭
スポーツを通じた交流の場となっている体育祭。マス
ゲームでは，「よいらーいき音頭」がプログラムの一
つとなっており，町民全員が参加する。

宇宙へはばたけ凧あげ大会
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。

ロケット祭
一万発を超える花火の打ち上げなどがある。町民のみ
ならず，種子島島民の多くが参加する夏祭りイベント

屋久島町屋久杉自然館
世界的に極めて貴重な資源である屋久杉と，それを取
りまく自然環境，歴史，島民とのかかわりに関する資
料を展示

屋久島町歴史民俗資料館
屋久島を中心とした地域の歴史，芸術，民俗，自然科
学等に関する資料を展示

世界自然遺産奄美トレイル大
和村エリア開通式（仮称）
（まほろば大和ウォーキング
大会と同時開催予定）

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

安房漁業集落おさかな祭り
魚のつかみ取り，魚や加工など特産品のPRなどが行わ
れ，屋久島の海の恵みの魅力を伝える祭り

屋久島夢祭り
屋久島の人々，子どもたちの夢や願いを込めて1万4千
もの灯篭に灯りを灯す幻想的な祭り。音楽に合わせた
花火が秋の夜空を彩る。

第10回屋久島町文化祭
文化団体や同好会，個人等によるダンス，舞踊，合唱
等の舞台発表と絵画，学校関係団体の活動発表等の展
示

油井豊年踊り
微笑みをたたえた表情の紙面（カミメン）をつけ，多
彩でユーモラスに伝承されてきた。豊年を感謝し，さ
らなる豊年を祈願する。

諸鈍シバヤ
奄美大島の南，加計呂麻島に伝わる行事。手製の紙面
と，陣笠風の笠をかぶり，囃子と三味線の伴奏に乗っ
て演じる。

2020大和村ジョギング大会
大自然の中で，参加者の健康維持と県内での国体開催
を身近に感じ，スポーツの祭典に関心をもっていただ
けるよう開催する。

宇検市場祭り
イベントを通じて，宇検村の農産物・水産物・特産品
や，交流のある宮城県七ヶ宿の特産品等を紹介

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）

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。
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２月16日（日）

龍郷町りゅうゆう館

７月26日（日）

龍郷町役場周辺

９月20日（日）

龍郷町秋名集落内

12月13日（日）

喜界町体育館

６月下旬（予定）

徳之島町生涯学習センター２階
ホール

11月上旬（予定）

徳之島町文化会館

１月（正月），５月（連休），10
月中旬
徳之島３町各闘牛場（３町持ち回
り）

１月～２月（予定）

天城町

３月中旬

天城町下原洞穴遺跡

４月第２日曜日，12月第２日曜日

天城町北部尚子ロード

７月３日（金）～７月５日（日）

天城町を起点とする徳之島一円

７月４日（土）

天城町B&G海洋センター，総合運
動公園

７月上旬

天城町立図書館

７月中旬

天城町三京川

８月16日（日）

天城町平土野商店街周辺

８月中旬

徳之島内（３町持ち回り）

10月中旬

天城町内

喜
界
町

徳
之
島
町

天
城
町

龍
郷
町

龍郷町町民フェア
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。

龍郷町ふるさと祭り
奄美群島で1番早く行われる夏祭り。ステージでのイベ
ントや，各集落の船こぎ競争などを行う。

秋名アラセツ行事
明け方に行われる「ショチョガマ祭り」と夕方の「平
瀬マンカイ」の二つの祭事。五穀豊穣に感謝し，来年
の豊作を祈願する。

生涯学習フェスタ
公民館講座などの成果を舞台発表や作品展示により披
露。地域でのふれあいや生涯学習意欲の啓発を図るイ
ベント

島口島唄の祭典
地元の島口（島の方言），島唄自慢の方々が，日頃の
学習の成果を披露する。

徳之島町文化祭
島唄や伝統芸能の発表等，日頃より学び，芸を磨いて
いる方々が一堂に会して成果の発表を行う。

徳之島ワイドマラソン大会
約28㎞のコースを，子どもから大人まで幅広い世代が
それぞれのペースで走ることを楽しむ大会。年2回開催

第33回トライアスロンＩＮ徳
之島大会

毎年恒例の，スイム2㎞，バイク75㎞，ラン20㎞，合計
97㎞。徳之島の美しいビーチでのスイムや，大自然の
中を駆けぬけるレース

第10回チャレンジKIDS徳之島
大会

「小学1・2年生」，「小学3・4年生」，「小学5・6年
生」，「中学生」の4部門に分け，自然に親しみながら
スイム・バイク・ランで競う大会

全島闘牛大会
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。

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）

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。

文化財ウォッチング
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。

第30回徳之島民謡大会
島内の３つの町である，徳之島町・伊仙町・天城町の
民謡舞台発表部門，島口（島の方言）部門，伝統芸能
部門の発表を行う。

全島武道大会
柔道・剣道・空手・弓道などの日本古来の武道を通し
て，競技力の向上と世代間の親睦を図る。徳之島内の
３町が持ち回りで実施している大会

図書館まつり
パネルシアターや大型絵本，紙芝居を用いた読み聞か
せ，七夕飾りを作成し飾り付けをするなど，さまざま
なイベントを開催

水生生物観察会
三京川（秋利神川水系）の水生生物の観察を通して，
児童・生徒たちが三京川の生態系について学ぶ機会と
なっている。

第46回あまぎ祭
ボートレース大会，ちびっこ相撲，グラウンドゴル
フ，パレード，ステージ，花火大会など多彩な内容の
祭り
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11月中旬

天城町農業センター

11月下旬

天城町防災センター

12月中旬

天城町防災センター

４月上旬

犬田布岬

４月下旬

瀬田海海浜公園

７月下旬（予定）

伊仙町面縄港

10月（予定）

伊仙町内

通年

伊仙町歴史民俗資料館

３月15日（日）

笠石海浜公園ほか

２月（予定）

おきえらぶ文化ホールあしびの
郷・ちな

11月（予定）

おきえらぶ文化ホールあしびの
郷・ちな

３月８日（日）

与論町内一円

11月（予定）

与論町砂美地来館

９月～11月（予定）

県下７地区（鹿児島，南薩，北薩，
姶良・伊佐，大隅，熊毛，大島）

11月（予定）

場所，市町村未定

通年

高千穂牧場

※　令和２年度の事業については，各自治体の予算議決を経て確定することから，現時点での予定を記載しているものがある。

与
論
町

全
域

隣
県

天
城
町

伊
仙
町

知
名
町

和
泊
町

第50回天城町農業祭
各部門優秀農家の表彰，事例発表，講演，舞台イベン
ト，健康まつり，お魚まつりなど，農林水産業をテー
マとした盛りだくさんの内容のイベント

海びらき
海開きに当たって海の安全を祈願するほか，消防組合
による救急救命講習，宝さがし大会などのイベントを
開催

伊仙町ほーらい祭り
町主催の夏祭り。花火大会，地元芸能等の多彩なプロ
グラムの実施や，多くの露店が並ぶ。

ジュニアフェスタ・ふれあい
読書フェスタ

町内の学校の多読賞校の表彰や，読書感想文発表，読
み聞かせ。各種ステージ発表などを行うフェスタ

第41回町民文化祭
町内の各団体や個人の絵や書などの展示，伝統芸能の
発表や舞台発表などを行う。

戦艦大和を旗艦とする特攻艦
隊戦没将士慰霊祭

太平洋戦争末期に沖縄に向けて，日本の海軍の海上特
別攻撃隊として出撃した戦艦大和を旗艦とする特攻艦
隊戦没将士の慰霊祭

いきいきシルバースポーツ大
会

高齢者の心身の健康と生きがいの助長，高齢者に対す
る地域住民の理解と関心を高めることを目的とした，
地区別のシルバースポーツ大会

九州森林（もり）の日植樹祭
九州7県等で宣言した「九州の森林づくりに関する共同
宣言」の取組として，住民，NPO，ボランティア等幅広
い参加のもと開催する植樹祭

高千穂牧場
鹿児島県との県境に位置する「高千穂牧場」。乳搾り
やソーセージ，アイスクリーム，バターの手作り体
験，牧場グルメが楽しめる。

島唄島ムニ大会
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。

生涯学習フェア・文化祭
社会教育に関する講話を行うほか，文化協会に加盟し
ている団体等による舞台・展示発表を行う。

第29回ヨロンマラソン
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。

生涯学習フェスティバル
知名町文化協会や生涯学習講座受講者が，舞台発表や
各種展示を行い，文化・芸術活動の魅力を伝える。

奄美トレイルウォーキングイ
ベント

世界自然遺産登録へ向けて，その効果を群島全体に波
及させるために整備された長距離自然遊歩道の「奄美
トレイル」を活用したイベント

伊仙町歴史民俗資料館　常設
展

国指定史跡カムィヤキ陶器窯跡や面縄貝塚群から出土
した遺物を中心として，伊仙町の自然や歴史・文化を
総合的に紹介

第39回花の島沖えらぶジョギ
ング大会

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。


