かごしまの学びは新しい

主催｜かごしま文化ゾーン地域活性化実行委員会
協賛 : RHYTHMOS & Co. / Mammoth, Inc. / 富士電通株式会社
令和 3 年度ユニークベニュー活用促進事業（鹿児島県）

かごしま文化ゾーンフェスティバル 2021

FESTIVAL

KAGOSHIMA
BUNKA ZONE 2021
会 場

11.01 Mon - 12.19 Sun

かごしま文化ゾーンエリアに属する施設やショップ等※
※［関連施設］と施設周辺の店舗（［関連施設］黎明館・県立図書館・市立美術館・県立博物館・
かごしま近代文学館／かごしまメルヘン館・宝山ホール・県民交流センター・鹿児島市中央公民館）

※イベントは予告なく中止・延期になる場合がございます。※新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、開催を中止する場合もあります。※開催の有無はイベントを開催する各施設にお問い合わせください。

KAGOSHIMA COMPREHENSIVE
EDUCATION CENTER

特集：没後100 年 橋口五葉③

転機となった旅

［かごしま文化ゾーンフェスティバル

2021］は、約 1ヶ月半にわたって開

コーナーで橋口五葉を紹介。秋の所蔵品展で

アの魅力を知るきっ

プが 照国・城山エリ

は画業の転換点となった旅の経験から生まれ
た作品と装飾的な日本画を展示します。

かけになれば嬉しい

鹿児島市立美術館 常設展示室
9:30〜18:00（入館は 17:30 まで）
一般 300 円・高大学生 200 円・小中学生 150 円
月曜日（祝日の時は翌平日）

に、新しい気づきや刺激、学びに触

─
12.11 Sat - 12.12 Sun

設イベントやショップ・飲食店巡りと

鹿児島県立図書館

開催イベント

幅広い年齢層の県民を対象に、図書資料や読
書活動に関するイベントを 2 日連続で開催しま
す。図書館が、本と人、情報と人、人と人をつな
ぐ「交流の場」となる 2 日間。皆様の御参加で、
いつもよりちょっとにぎやかで楽しい県立図書
館にしてください。

催するイベント月間です。この機会
れて、文化ゾーンでの街歩きを各施

12.11 Sat - 12.19 Sun
KITTANAI presents

Kagoshima
Limited
Exhibition

［Instagram］

@kittanai.dye

鹿児島県歴史・美術センター黎明館
第 2 特別展示室
9:00〜18:00（入館は 17:30 まで）
上記展示に限り入場無料
月曜日（祝日の時は翌平日）

無料
月曜日（祝日の時は翌平日）

カフェ ミニコンサート

日曜の朝にカフェで、鹿児島県文化振興財団
アーティストバンク登録アーティストによるミ
ニコンサートをお楽しみください。11 月は、柳
田竜志（ファゴット）、濵田千幸（ピアノ）、12 月
は、本田浩平（津軽三味線）、池田悠乃（ピアノ）
がそれぞれ出演いたします。

スマホで簡単！ スタンプラリー参加方法

まずは

furari

を
ダウンロード！
1. アプリを起動して「公開中」のタブより参加
したいラリーを選択。

2.「参加する」ボタンを押します。
3.「スタンプカード」に表示が切り替わり、参加
設定完了です。

4. スタンプカードに表示されているチェックポ
イントへ行って、スタンプを集めましょう！

ACCESS
鹿児島空港から鹿児島市内行きバス
「金生町」
「天文館」下車、徒歩 10 分
JR「鹿児島駅」から徒歩 15 分
JR「鹿児島中央駅」から市電・バス利用
市電・バス
「金生町」
「いづろ」
「市役所前」
「水族館口」
下車、徒歩 10 分
鹿児島市内周遊観光バス
「薩摩義士碑前」下車すぐ（黎明館）

カフェ マ・ナ〜ナ（宝山ホール 2 階）
10:30〜11:15（イベント開催時間）
無料（要ワンオーダー）
月曜日（祝日の時は翌平日）
099-223-4221（宝山ホール）

▲

099-222-5396
かごしま文化ゾーン地域活性化実行委員会は、鹿児島（鶴丸）城付近に点在する 9 つの文化施設 ※
と民間団体・企業が連携して「かごしま文化ゾーン活性化事業」に取り組んでいます。

● 照国神社

4

テンパーク
●
いづろ通り
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御楼門
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朝日通り
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鹿児島市役所 ●

市役所前

協賛 : RHYTHMOS & Co. / Mammoth, Inc. / 富士電通株式会社 令和 3 年度ユニークベニュー活用促進事業（鹿児島県）

KAGOSHIMA PREFECTUR
OF CULTURE REIMEIKAN

※ 1. 鹿児島県歴史・美術センター黎明館 2. 鹿児島県立図書館 3. かごしま近代文学館・かごしまメルヘン館 4. 鹿
児島市立美術館 5. 鹿児島県立博物館 6. 鹿児島市中央公民館 7. 宝山ホール（鹿児島県文化センター） 8. 鹿児島
市教育総合センター 9. かごしま県民交流センター
主催｜かごしま文化ゾーン地域活性化実行委員会

［景品交換場所］
カフェ マ・ナ〜ナ（宝山ホール 2 階）
※営業時間に準ずる
［電子スタンプラリー設置場所］
宝山ホール / 市立美術館 / 県立博物館 / かご
しま近代文学館・かごしまメルヘン館 / 中央
公民館 / 鹿児島県歴史・美術センター黎明館
/ かごしま県民交流センター / 県立図書館 /
中原別荘 / 革製品専門店「RHYTHMOS」
※各施設、店舗によっては、休館日、定休日が
ございます。ご 確 認の上、営業時間中にスタ
ンプを取得下さい。

▲ ▲ ▲

小学生〜一般／ 20 名
※往復ハガキにて事前申し込みが必要です。
詳細は黎明館 HP をご確認下さい。
（応募期間：11月 1日〜11月 30 日 消印有効）
一人／100 円

様）と手作りチョコクッキーをプレゼント。

KAGOSHIMA
PREFECTURAL LIBRARY

［予約期間］
11 月：10 月 21日（木）13:00 〜 11 月 7 日（日）17：00
12 月：11 月18 日（木）13:00 〜 12 月 5 日（日）17：00
［参加方法］
抽選予約制

鹿児島県歴史・美術センター黎明館 3 階 講座室

13:00〜15:00

スタンプラリー形式で楽しむアプリ「フラ
リ」をインストール。期間中、全 10 ヶ所の
スタンプラリー設置場所のうち、3 ヶ所以
上を巡り、電子スタンプをゲットすると文
化ゾーンオリジナルバッグ（1日先着 20 名

▲

鹿児島城下絵図屏風と見比べながら文化ゾー
ン周辺を散策し、鹿児島城下の痕跡を辿る町
歩きを行います。鹿児島大学小林善仁先生の
詳しい解説を聞きながら当時の鹿児島城下に
思いを馳せてみませんか。

景品をゲットしよう！

鹿児島県立図書館

─
11.21 Sun / 12.19 Sun

─
12.12 Sun

文化ゾーンを回遊して、
電子スタンプラリー『フラリ』で

9:00-21:00（日曜は 17:00 まで）

099-224-9511

099-222-5100

絵図でめぐる鹿児島城下

［スケジュール］
11日（土）13:30〜 特別講演会
「前田正名と殖産興業〜地域振興を目指して〜」
講師：原口泉（志學館大学教授）
12 日（日）10:00〜、14:00〜 バックヤードツアー
10:30〜 読み聞かせ講座
11:30〜 ミニコンサート
14:30〜 ビブリオバトル
15:00〜 おはなしのじかん冬のスペシャル

11.1 Mon - 11.28 Sun

KAGOSHIMA MODERN LITERATURE MUSEUM
& KAGOSHIMA MARCHEN FAIRY TALE MUSEUM

金 井志 人（金 井工芸 / 奄 美）橘田 優 子（kitta/
沖 縄）による染 色 ユニット KITTANAI の展 示
を開催。今回の展示では黎明館の民俗文化資
料から得た着想を基に、空間作品を制作し展
示致します。

県図書 ほっとフェス

です！

KAGOSHIMA CITY
MUSEUM OF ART

KAGOSHIMA PREFECTURAL MUSEUM
OF CULTURE REIMEIKAN

いけれど、このマッ

加え、生誕 140 年／没 後 100 年を記念し特集

HOUZAN
HALL

KAGOSHIMA
PREFECTURAL LIBRARY

全ては紹介しきれな

郷土ゆかりの作品や印象派以降の西洋美術に

099-224-3400

黎明館 楽しい体験講座

KAGOSHIMA MODERN LITERATURE MUSEUM
& KAGOSHIMA MARCHEN FAIRY TALE MUSEUM

街歩きMAP 配布中！

［配布場所］
かごしま文化ゾーン関連施設・関連ショップ

─新たな美との出会い

あわせてお楽しみください。

GOSHIMA CITY
SEUM OF ART

かごしま文化ゾーン

KAGOSHIMA CHUO
COMMUNITY CENTER

KAGOSHIMA PREFECTURAL
CITIZENS EXCHANGE CENTER

［秋の所蔵品展］

KAGOSHIMA
PREFECTURAL MUSEUM

10.12 Tue - 12.19 Sun

