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暑い夏を楽しもう

夏のイベントなど！

新生鹿児島市10周年記念

2014桜島火の島祭り
世界有数の活火山「桜島」のふもとで、火の島
にしき の あきら

太鼓の演奏や歌謡ショー
（ゲストは錦野 旦 氏）
、夜空
を彩る7000発の迫力ある花火を間近で見られます。
（土）
17時〜20時40分
◇日 時 ７月26日
◇場 所 桜 島多目的広場
（桜島溶岩グラウンド
隣）
◇当日は桜島フェリーが増便運航します
◇会場周辺は交通規制が行われます
◇ごみは各自でお持ち帰りください
◇問い合わせ サンサンコールかごしま099-8083333

鹿児島市制125周年・新生鹿児島市10周年記念

第14回かごしま錦江湾サマーナイト大花火大会

市営施設見学会

広報課☎216-1133（FAX216-1134）

①人が行き交う魅力とにぎわいあふれるまちコース
◇日 時 ７月27日
（日）
９時～15時 ※当日は市
役所みなと大通り別館に８時45分集合
◇見学先 平川動物公園、ふるさと考古歴史館
②水と緑が輝く人と地球にやさしいまちコース
◇日 時 ８月８日
（金）
９時～15時 ※当日は市
役所みなと大通り別館に８時45分集合
◇見学先 北部清掃工場、リサイクルプラザ、か
ごしま健康の森公園、
河頭浄水場
－①②共通事項－
◇対 象 市内に住む人
◇定 員 45人
（超えたら抽選）
◇参加料 1人300円 ※昼食は持参
◇申し込み はがきかファクス、Eメールでコー
ス名、住所、参加者全員の氏名、年齢、電話・
ファクス番号を、①は７月15日、②は７月25日
（それぞれ必着）までに〒892-0841照国町12-15
南国交通観光㈱223-7059
（FAX222-3790、Ｅメー
ルmagokoro@clock.ocn.ne.jp）へ ※県知事
登録旅行業第2-14号

２尺玉連発や大玉連発を中心に打ち上げ総数１
万5000発の花火が夜空を彩ります。
◇日 時 ８月23日
（土）
19時30分〜20時40分
◇場 所 鹿児島港本港区
◇会場には駐車場がありま
せんので、公共交通機関
を利用してください。当
日は鹿児島中央駅と会場
を結ぶシャトルバス
（有料）
を運行します
◇ごみは各自でお持ち帰りください
◇問い合わせ サンサンコールかごしま099-8083333
マリンポートかごしまへのクルーズ船入港
◇大会翌日の清掃をお手伝いいただけるボラン
ティアを募集します。詳しくはかごしま錦江
湾サマーナイト大花火大会実行委員会事務局
（観光振興課）
216-1327へ

桜島・錦江湾ジオパーク誕生記念

第28回桜島・錦江湾横断遠泳大会

◇日 時 ８月３日
（日）
９時30分スタート
（4.2㎞）
◇場 所 桜島小池海岸〜磯海水浴場
◇問い合わせ 桜島・錦江湾横断遠泳大会事務局
（ＮＰＯ法人ＳＣＣ内）229-4222

鹿児島ユナイテッドFC

試合情報

対戦チーム

日 時
場 所
７月20日
（日）青森県
ヴァンラーレ八戸
13時〜
三戸郡五戸町
７月26日
（土）県立鴨池
レノファ山口FC
17時〜
陸上競技場
ファジアーノ
８月３日
（日）県立鴨池
15時〜
陸上競技場
岡山ネクスト
８月９日
（土）
ホンダロックSC
宮崎県宮崎市
15時～
◇チケット、年間パスの購入など、詳しくは鹿児
島ユナイテッドＦＣ事務所812-6370へ

自然に親しむ！

親子で宿泊＆バーベキュー体験
グリーンファームのバンガローに家族で宿泊
し、農業体験やクッキング講座などを行います。
◇対 象 市内に住むか、通勤・通学する小学生
以上の子どもとその保護者
◇日 時 ８月９日
（土）
～10日
（日） ※１泊２日
◇集合場所 かごしま環境未来館
◇定 員 ７組
（超えたら抽選）
◇参加料 大人１人3000円、中学生以下１人1500
円
◇申し込み はがきかファクス、Eメールでイベ
ント名、住所、参加者全員の氏名、年齢、電話番
号を、７月25日
（必着）までに〒892-0841照国町
12-15南 国 交 通 観 光 ㈱223-7059
（FAX222-3790、
へ
Ｅメールmagokoro@clock.ocn.ne.jp）
※県知事登録旅行業第2-14号

船

名

入港日

入出港時間

コスタ・ビクトリア ７月９日
（水）８時〜18時
ダイヤモンド・プリ
７月13日
（日）８時〜17時
ンセス

文化・芸術
市民文化ホール

〒890-0062与次郎二丁目3-1
☎257-8111（FAX251-4053）

■下野竜也 吹奏楽指導者のためのワークショップ
〜コンクール直前、今からでも
間に合う課題曲指揮講座
（観覧）
◇日 時 ７月21日
（祝）
18時開演
◇定 員 952席 ※申し込み不要
◇場 所 市民文化ホール第２
◇料 金 無料
■チェロ・オーケストラ〜霧島国際音楽祭in鹿児
島市民文化ホール
◇日 時 ８月１日
（金）
19時開演
（18時30分開場）
◇場 所 市民文化ホール第２
◇料 金 一般3500円、高校生以下1700円
※団体割引あり
■かごしま近代文学館特別企画展「宮沢賢治・詩
と絵の宇宙 雨ニモマケズの心」関連イベント
『宮沢賢治〜心の旅路コンサート～』
◇日 時 ８月９日
（土）
14時〜16時
◇定 員 952席
◇場 所 市民文化ホール第２ ◇料 金 無料
◇申し込み 往復はがきに住所、氏名、年齢、電
話番号、参加人数を書いて、７月27日
（必着）
ま
でに市民文化ホール「宮沢賢治〜心の旅路コン
サート〜」
係へ

谷山サザンホール

〒891-0141谷山中央一丁目4360
☎260-2033（FAX267-4256）

■ロビーコンサート〜美しきフルートの夕べ〜
◇日 時 ７月23日
（水）
18時開演
（60分間）
◇錦江湾や桜島の雄大な景観のなかで、クルーズ ◇料 金 無料
■かごしま近代文学館特別企画展「宮沢賢
船の優美な姿をお楽しみください  
治・詩と絵の宇宙 雨ニモマケズの心」関
◇問い合わせ 観光プロモーション課216-1344
連イベント〜サザン映画上映会2014 〜
（FAX216-1320）
◇上映作品 銀河鉄道の夜
◇日 時 ８月２日
（土）
午前の部
かごしま健康の森公園 〒891-1205犬迫町825
（10時30分開演）
、午後の
☎238-4650（FAX238-4548）
部
（14時開演）
◇料 金 無料
①ウオータースライダー
（水）
〜９月７日
（日）
◇期 間 ７月２日
国民文化祭・かごしま2015プレイベント
※火曜日は休業
◇時 間 ８時30分〜18時
◇使用料 一般300円、高校生200円、小・中学生 ①ゆうこジャズダンスカンパニー第31回定期発表会
（日）
13時30分〜16時
100円 ※小学２年生以下は保護者同伴 ◇日 時 ７月13日
◇場 所 宝山ホール
②親子ガーデニング教室
◇問い合わせ ゆ うこジャズダンスカンパニー
◇対 象 小学生以下とその保護者
296-5651
◇講 師 川口さゆり氏
（園芸家）
②鹿児島演劇見本市2014
（日）
10時〜12時
◇日 時 ７月27日
（土）
14時〜17時
◇日 時 ７月19日
◇定 員 20組
（超えたら抽選）
◇場
谷山サザンホール
所
◇受講料 無料
◇問い合わせ 鹿児島演劇協議会219-7671
③デジタル一眼レフカメラの中級講座
③アソカバレエ第58回定期発表会
◇対 象 デジタル一眼レフカメラを持つ経験者
（土）
17時30分〜20時30分
◇日 時 ７月19日
（日）
10時〜14時
◇日 時 ８月10日
◇場 所 市民文化ホール第２
◇定 員 20人
（超えたら抽選）
◇問い合わせ アソカバレエ研究所247-2052
−②③共通事項−
④鹿児島バレエ研究所 サマーバレエコンサート
◇申し込み 往復はがき
（②は１組１枚、
③は１人
2014
１枚）
に教室名、住所、氏名、年齢、電話番号を ◇日 時 ７月26日
（土）
14時〜16時30分
書いて、②は７月16日、③は７月30日
（それぞれ ◇会 場 宝山ホール
必着）
までにかごしま健康の森公園へ
◇問い合わせ 鹿児島バレエ研究所267-6622
⑤第30回鹿児島県合唱フェスティバル
体育館利用８月分予約抽選会
（日）
10時30分〜18時30分
◇日 時 ８月３日
（金）
13時〜
◇日 時 ７月25日
◇場
宝山ホール
所
◇場 所 アクアジムロビー
◇問い合わせ 県合唱連盟227-1152
⑥ＭＢＣユースオーケストラ第49回定期演奏会
曽我どんの傘焼き
（土）
17時30分〜19時30分
◇日 時 ８月９日
◇場 所 市民文化ホール第１
◇問い合わせ ＭＢＣユースオーケストラ事務局
鹿児島三大行事の一つ「曽我どんの傘焼き」。
当
223-2323
日は剣舞、野太刀自顕流演武、うたいあげ、傘焼 ⑦ＫＴＳ室内オーケストラ第30回定期演奏会
きを行います。
（日）
14時〜16時
◇日 時 ８月10日
（日）
19時〜
◇日 時 ７月20日
◇会 場 市民文化ホール第２
※荒天のときは８月２日
（土）
19時〜
◇問い合わせ ＫＴＳ鹿児島テレビ285-8966
◇場 所 甲突川河畔
（高麗町甲突橋下流）
−①～⑦共通事項−
◇問い合わせ 鹿児島三大行事保存会229-8059
◇料金など詳しくは各問い合わせ先へ
コスタ・ビクトリア ７月14日
（月）８時〜18時

