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新特産品いちin仙巌園
内2021かごしまの新特産品コン
クール入賞商品の販売　期11月
11日（金）までの９時～17時
問産業支援課☎216-1323D216-
1303
かごっま甲突川A

オ ー タ ム

utumn F
フ ェ ス

es
内甲突川の左岸・右岸緑地での
キッチンカーの出店や遊覧船体
験など　期11月２日（水）～13日
（日）　◇内容や時間など詳しく
は同イベントHPか
かごっま甲突川
Autumn Fes事務局
☎070-3962-8268へ

鹿児島レブナイズ ゲーム情報
対戦チーム・会場 日　時

立川ダイス
（指宿総合体育館）

11月12日（土）
18時～
11月13日（日）
13時～

トライフープ岡山
（サンアリーナ
せんだい）

12月２日（金）
19時～
12月３日（土）
14時～

問鹿児島レブナイズクラブオフ
ィス☎201-5811D201-5822
鹿児島市農林水産まつり
内園芸共進会出
品物の観覧・即
売や市内産鹿児
島黒牛・農林水
産物販売、収穫体験など　期11
月13日（日）10時～15時　所都市
農業センター　問サンサンコー
ルかごしま☎808-3333
動物愛護フェスティバル
内猫の譲渡会、ペットの健康相
談、犬のしつけ方教室など
期11月13日（日）10時30分～13時
所かごしま健康の森公園　◇ペ
ット同伴可　問生活衛生課
☎803-6905D803-7026
鹿児島ユナイテッドFC
ホームゲーム情報
対戦チーム 日　時

FC岐阜 11月13日（日）
13時キックオフ

所白波スタジアム　問鹿児島ユ
ナイテッドFC事務局☎812-6370
D812-6371
サンエールプチシネマ　　託
◇上映作品…わたし、生きてて
いいのかな　対市内に住むか通
勤・通学する人　期11月17日（木）
10時30分～　所サンエールかご
しま　定150人（当日先着順）　
料無料　問男女共同参画推進課
☎813-0852D813-0937

700回記念 ランチタイムコンサート
内鹿児島ウインドアンサンブル
メンバーによる金管五重奏　
期11月18日（金）12時20分～12時
50分　所センテラス天文館　
料無料　問文化振興課☎216-
1501D216-1128
はーと・まるしぇ2022
内模擬店とキッチンカーによる
作品や食品の販売　期11月19日
（土）10時～15時　所市精神保健
福祉交流センター（はーと・ぱー
く）　問はーと・ぱーく☎070-
1371-6837D206-8571
土木フェスタinぴらも～る2022
内小型重機の
試乗体験、災
害対策車両や
土石流の模型
の展示、お菓
子すくいなど　期11月19日（土）
11時～15時　問県建設業協会
☎257-9211D257-9214
都市農村交流センターお茶の里
収穫祭
内まつもと茶
や旬の農産物
の販売　期11
月20日（日）９
時～15時　問世界遺産・ジオ・
ツーリズム推進課☎216-1371
D216-1320
第７回かごしま食育フェスタ
内各種体験コーナ
ーや食に関する展
示、物販など
期11月23日（祝）11
時30分～17時　所天文館ぴらも
ーる、天文館本通り　問保健政
策課☎803-6861D803-7026
マリンポートフェスタ2022
内ステージイベント、クイズラ
リー、飲食店の出店や物販など
期11月26日（土）10時～16時
所マリンポートか
ごしま　問鹿児島
港利用促進協議会
☎225-9511
オーガニックフェスタかごしま2022
内有機野菜や加工品の販売、有
機食材を使ったキッチンエリア
など　期11月26日（土）10時～16
時、11月27日（日）10時～15時
所ウォーターフロントパーク
問県有機農業協会☎258-3374
第33回薩摩焼フェスタ
内薩摩焼の展示・販売、窯元実
演コーナー、お楽しみ抽選会な
ど　期11月30日（水）～12月４日
（日）の10時～18時（４日は17時
まで）　所かごしま県民交流セ
ンター　問薩摩焼フェスタ実行
委員会☎294-9039D294-9409

ほしがみね地域音楽祭
対市内に住むか通勤・通学する
人　期12月３日（土）10時～11時
30分、13時～14時30分　所市知
的障害者福祉センター（ふれあ
い館）　定各80人程度　料無料
問ふれあい館☎264-8711D264-
8884
鹿児島市民文化ホール・谷山サ
ザンホール友の会特別鑑賞会
内本市の春の新人賞受賞の久野
真理香氏（ソプラノ）、福原明音
氏（チェロ）、花柳二

に に ぎ

仁祇氏（日本
舞踊）による演奏と舞踊　対小学
生以上の人　期12月３日（土）13
時30分～　所川商ホール　定400
人　料2000円（友の会入会金）　
※友の会会員は無料　◇申し込
み方法など詳しくは川商ホール
☎257-8111D251-4053へ
よしだふるさとまつり
内地元の農産物や市内産黒毛和
牛の販売、フリーマーケット、
大抽選会など　期12月４日（日）
10時～15時　所吉田運動場、吉
田文化体育センター　問サンサ
ンコールかごしま☎808-3333
市内産農林水産物 旬のキャンペーン
内農林水産物・農産加工品のPR
販売など　期12月７日（水）・８
日（木）の10時～16時　所イオン
モール鹿児島（東開町）　問サン
サンコールかごしま☎808-3333
世界遺産・ジオパークバスツアー
◇本市の世界文化遺産や桜島・
錦江湾ジオパークの見どころを
巡ります（中学生以下は保護者
同伴）　期12月11日（日）９時～
16時　◇鹿児島中央駅西口発着
定15人　料高校生以上2300円、
小・中学生1200円（昼食代・入
場料込み）、未就学児は昼食代
（実費）のみ　申郵送かタビココ
HPで11月21日（必着）までに
〒891-1202西伊敷七丁目24-13
㈱タジマ旅行事業部「世界遺産・
ジオパークバスツアー係」
☎218-1300へ　※県知事登録旅
行業地域-245号　
◇担当課…世界
遺産・ジオ・ツ
ーリズム推進課
グリーンツーリズム日帰り体験ツアー
内本市・いちき
串木野市で食を
楽しむバスツア
ー　対中学生以
上の人　期12月18日（日）９時～
18時　◇鹿児島中央駅西口発着
定20人程度（１組４人まで）
料4000円　申郵送かファクス、
メールでアレルギーの有無も11
月30日（必着）までに〒892-0847
西千石町1-24㈱霧島観光社☎226-
3388D226-7623メールkirikan@po.
minc.ne.jpへ　※県知事登録旅
行業第2-30号　◇担当課…世界
遺産・ジオ・ツーリズム推進課

谷山サザンホール 鑑賞入門講座
◇桂竹丸氏（落語家）による講座
「師匠!!落語ってなに？ 其

そ

の２」
対小学生以上の人　期12月18日
（日）15時～16時　定60人　料無
料　申電話で11月19日～12月４
日に谷山サザンホール☎260-
2033D267-4256へ
桜島フェリーの「御船印」を販売中
所鹿児島港・桜島港乗船券発売
所、船内売店　料５種類各300
円、御船印帳1980円　問船舶局
営業課☎293-4785D293-2972

第23回西部かがやき健康祭
内地域の活動紹介・健康づくり
に関する展示　期11月15日（火）
10時～12時、13時～15時　料無
料　問西部保健センター☎252-
8522D252-8541
海づり公園フィッシングスクール
教室名 日　時

①レディース 11月19日（土）
９時～12時30分

②初心者向け 12月３日（土）
９時～12時30分

対①釣り初心者の女性、②釣り
初心者（いずれも小学生以下は
保護者同伴）　所A鴨池海づり
公園、B桜島海づり公園　
定A各40人、B各20人　料釣り
料金など通常料金　申電話で鴨
池海づり公園☎252-1021、桜島
海づり公園☎293-3937へ
高齢者向け体力測定
内体力測定と健康運動指導士に
よるアドバイス　対70歳以上の
人　期11月21日（月）11時～13時
所かごしま温泉健康プラザ（永
吉二丁目）　定10人（先着順）
料無料　申直接か電話で11月13
日からかごしま温泉健康プラザ
☎252-8551D252-8556へ
ふれあい館
屋内グラウンドゴルフ交流会
対市内に住む人　期来年１月５
日（木）10時～12時、13時～15時
定各24組（１組３人以上）　料無
料　申直接か電話で11月29日ま
でに市知的障害者福祉センター
（ふれあい館）☎264-8711D264-
8884へ
勤労青少年スポーツ大会
内硬式テニス（ダブルス）大会
対市内に住むか通勤する15歳～
おおむね40歳の勤労者（学生を
除く）　期来年１月22日（日）９
時～16時　所鹿児島ふれあいス
ポーツランド　定20組（先着順）
※男女混合は男子ダブルスで受
け付け　料無料　申直接か郵送、
ファクス（送信後に電話確認を）
で勤労青少年ホームにある申込
書を11月25日～来年１月15日
（必着）に〒890-0063鴨池二丁目
32-30勤労青少年ホーム☎255-
5771D255-5750へ

おでかけ情報
 応募要領は20面 

スポーツ・健康づくり
 応募要領は20面 

鹿児島ぶらりまち歩きin
かごっま甲突川Autumn Fes
内 期間中の土・日曜日、祝日に
ガイドが歴史などを案内
問 鹿児島まち歩き観光ステーシ
ョン☎208-4701D208-4703

ホームページ

ホームページ

ホームページ

でこん丸


