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維新ふるさと館 平成30年１月11日

リニューアルオープン！

平成30年の明治維新150年、
大河ドラマ「西郷どん」放送
開始に合わせて、維新ふるさと館を明治維新がさらに楽し

維新ふるさと館入口

く学べる場としてリニューアルします。
１階の
「体験してくいやんせ郷中教育コーナー」
では、
当時
の様子を映像の中で体験できる※インタラクティブゾーン
が誕生。幼少期から青年期の西郷隆盛たちが体験した遊び、
教えをぜひあなたも体感してください。
リニューアルオープンは、平成30年 1 月11日を予定して
います。
※インタラクティブとは…プロジェクターで床などに投影された映像が
人の動きにリアルタイムに反応するシステム。
ミュージアムキャラクターアワード2017

維新ふるさと館「たか＆とし」全国１位
年に１度行われる博
物館・美術館のキャラ
クター日本一を決める
「ミュージアムキャラ
クターアワード2017」
において、全国37館の
中から第１位をいただ
きました。
明治維新150年、大河
ドラマ「西郷どん」の
盛りあげ隊に一役買っ
ていきます。

体験してくいやんせ郷中教育コーナー

ウインド
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第１３代かごしま親善大使が決定！
平成29年11月２日（木）おはら祭夜まつり内で行われた
「かごしま親善大使任命式」にて、古屋敷杏奈さんと山田
菜々子さんが第13代かごしま親善大使に任命されました。
第12代の２人とともに鹿児島の顔として頑張って参ります。

左から古屋敷杏奈さん、山田菜々子さん、坂上由莉さん、上水流花鈴さん

明治維新150周年記念

鹿児島マラソン2018
交通規制のお知らせ
大会当日は、コースと周辺道路
で長時間にわたり大規模な交通
規制を実施します。
ご不便をおかけしますがご協力
をお願いします。
◇コース上の道路は、車両の通
行、横断ができません。
（救急車などの緊急車両を除く）
◇歩行者・自転車の横断も制限されます。
◇規制解除後（マラソン終了後）も、各所で混雑が予想されます。
◇公共交通機関においてもダイヤ変更や遅れなどが予想さ
れます。
◇渋滞の影響で郵便物や宅配便などが遅れて届くことも予
想されます。

カゴシマシティビュー夜景コース
◇市内の美しい夜景スポット
を 巡 る な ら「 カ ゴ シ マ シ
ティビュー」の夜景コース
の利用がおすすめ。１月は
増便して運行します。
◇運行コース 鹿児島中央駅
→天文館→ドルフィンポート→市役所前→城山（15分間
停車）→西郷銅像前→天文館→鹿児島中央駅
※天文館ミリオネーションの会場へは天文館バス停で下車
するのが便利です。
◇運行時間 毎週金曜日と土曜日の19時と20時
◇所要運行時間 約60分

天文館ミリオネーション2018
鹿児島市中心部の天文
館に約100万球の大規模
イルミネーションが出
現！
美しい光のトンネル、
ファンタジアトレインや
イベントなど内容盛りだ
くさん。
大人から子どもまで楽しめる光の空間を体感ください。
◇会
場 【メイン会場】天文館公園
清滝のこみち、文化通り、銀座通り
【誘導エリア】
◇期
間 平成29年12月22日（金）〜平成30年1月31日（水）まで
◇点灯時間 18時～22時
※12月24日（日）と12月31日（日）は24時30分まで
◇入 場 料 無料（一部、有料のアトラクションがあります）
■鹿児島市総合案内コールセンター：
サンサンコールかごしま（年中無休8時～21時）099-808-3333

今後開催されるMICE（全国大会）開催一覧（2018年１月～2019年１月）
開催予定日

イベント・コンベンション名

団

体

名

参加者数
（人）

３/11
（日）
（月）
～12

第40回ＪＳＣＡ全国マスターズスイミングフェスティバル

鴨池公園水泳プール

1,500

３/26
（月）～28
（水）

第62回日本応用動物昆虫学会大会

鹿児島大学、城山観光ホテル

1,000

５/24
（木）～27
（日）

2018国際青年会議所アジア太平洋会議鹿児島大会 鹿児島アリーナほか

６/５
（火）～８
（金）

人工知能学会

７/11
（水）～13
（金）

日本消化器外科学会総会

全国大会

10,000

城山観光ホテル

1,500

県民交流センターほか

7,000

７/15
（日）～16
（月・祝） 第31回日本臨床整形外科学会学術集会

城山観光ホテル

1,000

８/18
（土）

第63回日本泳法大会

鴨池公園水泳プール

1,050

８/24
（金）～25
（土）

日本看護学校協議会総会

市民文化ホール、サンロイヤルホテル

1,000

９/18
（火）～20
（木）

化学工学会秋季大会

鹿児島大学

1,000

９/22
（土）～23
（日）

園芸学会秋季大会

鹿児島大学

1,000

10/23
（火）～25
（木）

日本学校農業クラブ全国大会

県内高校

5,000

10/25
（木）～26
（金）

平成30年度全国学校保健・安全研究大会

市民文化ホールほか

1,700

11/15
（木）～16
（金）

第59回全国スポーツ推進委員研究協議会

鹿児島アリーナほか

4,000

サザンウ
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協会トピックス
「鹿児島ぶらりまち歩き」をご利用ください

西郷隆盛にゆかりのある名所を巡るコースや桜島のコース
など、全16コースより選択できます。
地元のボランティアガイドの「語り」に触れて、一味違う
魅力ある鹿児島の旅をお楽しみいただけます。
【開始時間・集合場所】コースにより異なります。詳しく
は鹿児島まち歩き観光ステーションホームページ（http://
kagoshima-machiaruki.jp）をご覧ください。
【所要時間】１時間～２時間程度
【参 加 料】大 人（高校生以上）
500円、小人
（小・中学生）
100円
※未就学児は無料
【申し込み】電話またはファクスで鹿児島まち歩き観光ステー
ション☎099−208−4701（ファクス099−208−4703）へ
※ホームページからでも申し込みいただけます
（ただし前々日まで。前日の申し込みは電話のみ）

新規賛助会員を募集しています
【年度会費】法人 1口2万円（１口以上） 個人 1口１万円（１口以上）
賛助会員には下記の特典があります！
・観光客やコンベンション主催者への優先的紹介
・年間や月間のコンベンションカレンダー（大会・会議開催
予定表）、観光客向けの観光パンフレット類や機関誌など
観光やコンベンション情報の無償提供
・協会主催の各種セミナーなどへの優先的な紹介 など
（公財）
鹿児島観光コンベンション協会 ☎099－286－4700へ
〈新規入会ありがとうございます。
〉

（※入会順）
◆知覧パラダイス ◆公益財団法人鹿児島県特産品協会
◆JR九州エージェンシー株式会社 ◆株式会社オンデ
マンドスクエア ◆えびす亭 ◆ホテルグランセレッソ
鹿児島 ◆松ヶ野商店 ◆株式会社中央包装 ◆富士電
通株式会社 ◆アドレナリン株式会社 ◆縁楽

明治維新150周年記念

桜島まで足を延ばし鹿児島市内を周遊したいというとき
は、市電・市バス・桜島フェリーなどが乗り放題の「キュー
ト」がおすすめです。
外国人観光客向けに「ウエルカムキュート」も販売しています。
【料
金】
キュート
１日券

２日券

ウエルカムキュート
（言語：英・韓・繁・簡）

大人

1,200円

1,000円

小人

600円

500円

大人

1,800円

1,500円

小人

900円

750円

【販売場所】
鹿児島中央駅総合観光案内
所、観光交流センター、天ま
ちサロン、鹿児島まち歩き観
光ステーション、維新ふるさ
と館ほか
【お問い合わせ】
（公財）鹿児島観光コンベン
ション協会☎099−286−4700

「天まちサロン」へお越しください
繁華街・天文館の「ぴらもーる（天神おつきや商店街）アー
ケード」内、
「吹上庵 天文館店」さんの向かい側にあります。
【主な業務内容】
◇観光と周辺案内 ◇「キュート」「ウエルカムキュート」等
の各種チケットの販売 ◇手荷物預かり
（有料） ◇ベビー
カーの貸し出し・授乳室・トイレ ◇空き店舗情報
【お問い合わせ】 鹿児島市東千石町8−22
☎099−213−9574
E-mail：machi-k@po4.synapse.ne.jp

カレンダー
明治維新150周年記念“西郷どん”

“西郷どん”ピンバッジ

鹿児島は、幕末の動乱期に活躍した薩摩
の偉人を数多く輩出しました。
2018年大河ドラマ「西郷どん」の西郷隆
盛にスポットを当て、西郷隆盛ゆかりの地
を紹介するカレンダーを販売します。

●お土産やちょっとしたプレゼントに！
●鹿児島の偉人
“西郷どん”
を身近に！
●これを身に付けて
“西郷どん”
通！、

好評販売中！

共通利用券「キュート」
「ウエルカムキュート」

１個

200円（税込）

１部

1,000円（税込）

数に限りがございます。ご購入は早めにお願いします。ご購入についてのお問い合わせは当協会（☎099 −286 −4700）へ！

サザンウインド

いよいよ年明けオープン
「西郷どん
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大河ドラマ館」

鹿児島市立病院跡地に建設中の「西郷ど
ん 大河ドラマ館」が来年１月13日にオー
プンします。来年１月から放送される大河
ドラマ「西郷どん」に合わせて平成30年
１ 月13日 ～ 平 成31年 １ 月14日 ま で（367日
間）、主に大河ドラマに関わる展示や敷地
内のイベント広場での催しが行われます。
西郷・大久保家のスタジオセットの一部
再現や、鹿児島ロケのメイキング映像の上
映、プロジェクションマッピングを活用し
たクイズコーナーなど、大河ドラマの世界
観をご体験ください！
入場料は20名以上の団体の
場合、２割引きになります。
（事前の申請が必要）

大河ドラマ館HP

西郷どん

大河ドラマ館

（鹿児島市加治屋町20−1）
設置期間：平成30年１月13日
（土）
〜平成31年１月14日
（月・祝）
開館時間：9：00〜17：00
（最終入館16：30）
※オープン初日
（平成30年１月13日）
の開館時間は
通常と異なります。
入 場 料：大人
（高校生以上）
600円
【前売り480円】
小人
（小・中学生）
300円
【前売り240円】
※前売は市内の観光案内所、全国のコンビニ等で、
平成30年１月12日まで実施中

カゴシマシティビュールート変更のおしらせ
「西郷どん 大河ドラマ館」のオープンに合わせて「城山・磯
コース」と「ウオーターフロントコース」を全面的に見直し、
観光客などから要望の多かった天文館や交通結節点である鹿児
島駅などを効率的に巡るルートを新設します。詳しくは交通局
HPをご覧ください。
※ザビエル公園前、祗園之洲公園前のバス停は廃止します。
【観光振興課☎099-216-1327 FAX099-216-1320】

賛助会員専用ページを
開設しています
当協会が把握するイベントやコンベンションの
情報を、賛助会員専用ページ（ホームページ）
から入手できるようになりました。
会員の皆さまの事業にご活用ください。
■アクセス方法
鹿児島観光コンベンション協会ホームページ
(http://www.kagoshima-yokanavi.jp/cvb/)
→賛助会員専用ページ
※パスワードが必要です。不明な場合は、当
協会へお問い合わせください。

ご活用ください 賛助会員へのサービス
■広告チラシ同封

■サザンウインドへの広告掲載

賛助会員の広告チラシを同封して配布します。 □枠
イベントや新商品発売のお知らせにご活用くださ □規
い。
□規

格

Ａ４版以下のチラシ

□配 布 先

当協会賛助会員(370社程度)

□配 布 料

2,000円

□募集社数

３社(先着順)

□申し込み

直接、公益財団法人鹿児島観光
コンベンション協会☎099−286−4700

数
格

３件（先着順）
縦5.5センチ×横6センチ（版下は貴社で作
成して提出してください）
□掲 載 料 5,000円（税込）
□申し込み 直接か電話、Eメールで公益財団法人鹿児
島観光コンベンション協会☎099-286-4700
（ E-mail：kcvb4@r4.dion.ne.jp）
へ

【サザンウインド発行概要】
◦発行部数：年2回 各2400部
◦配 布 先：賛助会員
（370社程度）
・県内の各種大会事務
局、県内の大学などの教員など

