
文化薫る地域の魅力づくり実行委員会 平成２５年度事業報告

１ 「かごしま文化情報センター（ＫＣＩＣ）」の運営

  文化薫る地域の魅力づくりプランに基づく各種事業を、実行委員会において市民協働

で推進していくための活動拠点として８月１０日にオープンした「かごしま文化情報セ

ンター（ＫＣＩＣ）」の運営を行った。

(1) 施設の名称

   かごしま文化情報センター（ＫＣＩＣ）

(2) 場所

   市役所みなと大通り別館１階（市民アートギャラリー横）

(3) 開所日・時間

   火曜日〜日曜日 10:00～16:00（年末年始除く）

(4) 施設の機能

  ①文化情報の提供・発信

   ・ＫＣＩＣホームページ（http://www.kcic.jp/）を作成し、美術、音楽、地域伝統

芸能の３分野に関する情報を掲載した。

・フェイスブックに情報を掲載し（https://ja-jp.facebook.com/Kagoshima.KCIC）、

よりタイムリーな文化情報の公開・発信を行った。

  ②プランの重点事業の準備作業、受付等の諸手続き

③実行委員、部会員、ボランティア等の情報交換等

【平成 25 年 8 月 10日のオープニングの様子】



２ ワークショップ、トークセッション等の開催

(1) アーティストシリーズ「写真作品『美人島』」（下薗詠子）

  ①ポスタープロジェクト（7 月中旬～10 月末）

   写真家・下薗詠子の写真作品「美人島」のポスター（ＫＣＩＣオープンの告知）

掲示場所：公共施設（市役所、教育総合センター、ホール等）、美術館、ギャラリー、

商業施設（山形屋、マルヤガーデンズ等）など

  ②トークイベント

   ・「写真家 下薗詠子 × プランナー 松田朋春 写真作品『美人島』を巡る旅」

日時：7 月 18 日（木）16:30～18:00

場所：鹿児島市立美術館 市民アトリエ

登壇者：下薗詠子、松田朋春 MC：四元朝子

来場者：62人＋KCIC スタッフ

   ・KCIC オープニング企画トークイベント

    日時：8月 10 日（土）18:00～20:00

    場所：グリオスタ（鹿児島市名山町）

    登壇者：下薗詠子 MC:四元朝子

    来場者：74 人＋KCIC スタッフ

③タブロイド紙・電子書籍

   ・タブロイド紙［Arts Crossing 01］ 8/10 の KCIC オープンに合わせて発行

・電子書籍［KCIC BOOKS］vol.3

  ④市民アートギャラリーでの写真展示（8/9（金）～10/31（木））

7/18のトークイベント



(2) 地域×アートシリーズ「花尾神社 秋の大祭」（リチャード・バイヤーズ）

   【電子書籍［KCIC BOOKS］vol.1「人、祭、花尾神社」】

     公開開始：12 月 7日（土）

   【映像上映会＋電子書籍出版記念トーク】

     日時：12月 7 日（土）14:30～16:30

     場所：かごしま文化情報センター

     登壇者：リチャード・バイヤーズ MC:四元朝子

     来場者：約 30 名

ポスター（全 11種類）

12/7のトークイベント

電子書籍

タブロイド紙



(3) ＫＣＩＣワークショップ

   一般参加者とアーティスト（平川渚）との共同作品制作

  ①地域の古着ワークショップ

   9/28、11/16、1/18、2/8 （参加者数：計 31 人）

  ②写真地図ワークショップ

   9/29（みなと大通り公園）、10/20（易居町本通り）、

12/15（小川町）、2/2（名山町）  （参加者数：計 26 人）

(4) ＫＣＩＣアニュアルレポートシリーズ

   年間の事業をまとめた電子書籍［KCIC BOOKS］vol.2 及びタブロイド紙［Arts Crossing 

02］の発行、展示

(5) 民間事業との連携（民間事業に対する企画協力）

  かごしま文化情報センターへの民間企業等からの要請に基づき、民間主催のワーク

ショップ事業に対する企画協力を行った。

  「曽谷朝絵 『光のワークショップ 』」

開催日：2013 年 11 月 23 日 (土) 、24日 (日) 

会場・主催：アミュプラザ鹿児島、山形屋、マルヤガーデンズ

企画協力：かごしま文化情報センター(KCIC)



３ 音楽フランチャイズ制度、まちなか音楽ステージ

  音楽活動を行う演奏団体に練習場所を提供するとともに、市民と演奏家が音楽を通し

て身近に交流するための機会を提供した。

(1) 市民文化ホール等活動拠点団体の支援

  ・市民文化ホール、谷山サザンホール、市民アートギャラリーの各施設において、リ

ハーサル室等の空き時間を練習場所として提供。

  ・練習の成果を無料公演やワークショップ等を通じて市民に還元。

  【第 1期（25年 12 月～26 年 3 月）活動拠点団体】

市民文化ホール・・・・・・My Favorite Sax Band

谷山サザンホール・・・・・谷山吹奏楽団

市民アートギャラリー・・・声楽アンサンブル カプリス

(2) 民間施設等との連携によるまちなか音楽ステージ

【県民教育文化研究所】

3 月 15 日（土）琴の弾き初め会（桐の音楽院）

４ 音楽とあかりと伝統芸能のイベント「音とあかりの散歩道」の開催

  鹿児島の歴史・景観を感じられる場所を活かし、音楽、伝統芸能、美術の各分野の要

素を盛り込んだ市民参加型のイベント「音とあかりの散歩道」を実施し、多くの人に鹿

児島の景観・文化を体感する機会を提供した。

(1) 日時

   平成２５年１０月１９日（土）１７：００～２０：３０

(2) 場所

市立美術館前庭、かごしま近代文学館・メルヘン館中庭、探勝園、照国公園

(3) 主な内容

  ①音楽の演奏（16 の団体及び個人）

   山下小学校器楽部、ＴＨＥ ＳＯＮＧＢＩＲＤ ＯＦ ＧＯＳＰＥＬ（ｺﾞｽﾍﾟﾙ）、

声楽アンサンブル“カプリス”、アート・オブ・ウインズ（吹奏楽ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ）、

パスカル鳳空フィーニックス（ｳﾞｧｲｵﾘﾝ）、濱田貴志＆桐めぐみ（ｸﾗｼｯｸｷﾞﾀｰ）、

コトコカ（笛・朗読）、Ｈａｐｐｙ Ｔｒｏｍｂｏｎｅｓ（ﾄﾛﾝﾎﾞｰﾝｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ）、

４ｃｏｒｎａｌｅ♪（ﾎﾙﾝ四重奏）、夏雲（ﾌｫｰｸ）、

アンサンブル シティエラ弦楽四重奏団、生駒綱雄（天吹）、

Ｓｔｒｅａｍ Ｑｕｉｎｔｅｔ（木管五重奏）、福田井山（尺八）、

谷山吹奏楽団
（谷山ｻｻﾞﾝﾎｰﾙ第 1期活動拠点団体）



うさこりあん（ｳﾞｧｲｵﾘﾝ・ﾋﾟｱﾉ）、尾崎佳奈子トリオ（ｼﾞｬｽﾞ）

②地域伝統芸能の披露

正調おはら節保存会（西田橋・地つき唄）

③あかりのｲﾝｽﾀﾚｰｼｮﾝ

根本修平＋第一工業大学根本研究室＋KCIC ｱｰﾄﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ

(4) 来場者数 １，２００人

照国公園での音楽演奏 美術館前庭での音楽演奏

あかりのインスタレーション 市立美術館のライトアップ

西田橋・地つき唄
（照国公園）

近代文学館・メルヘン館中庭
での弦楽四重奏



５ 地域での音楽と民俗芸能のイベントの開催

  従来旧５町地域を対象に実施してきた「五色の花コンサート」を発展させ、実施場所

の選定やステージづくりを工夫することで、地域の魅力の再発見と地域間交流、地域の

活性化につながるイベントを実施した。

(1) 夏のふるさとコンサート in 郡山

①日時 平成２５年８月３１日（土）18 時～20 時 30 分

②場所 花尾小学校体育館

③出演

  大平の獅子舞、岩戸の疱瘡踊り、西俣の八丁杵踊り、

  竹太鼓（南方小学校）、和太鼓（こおりやま太鼓）、合唱（花尾小学校）

【ゲスト出演】

Ｓｗｅｅｔ ｐｐ（女声コーラス）、Ｒ＆Ｒスティールオーケストラ

④協力

花尾校区公民館運営審議会、大平地区自治会（壮年部、女性部、老人ｸﾗﾌﾞ）、㈱ｲｼﾀｹ

⑤来場者数 500 人

西俣八丁杵踊り             南方小学校 竹太鼓

    Ｒ＆Ｒスティールオーケストラ         会場（舞台）風景



(2) コスモス祭り in 喜入前之浜町

①日時 平成２５年１１月４日（月・振休）10時 30 分～14 時

②場所 前之浜小学校の近く貝底川中流一帯

③出演

  中名下棒踊り、前之浜チョイのチョイ踊り、広木虚無僧踊り

  喜入中学校（吹奏楽）、前之浜小学校（合唱、合奏、エイサー）、前之浜保育園

【ゲスト出演】

よしだポップスオーケストラ

④主催

前之浜むらおこし実行委員会、文化薫る地域の魅力づくり実行委員会、市、市教委

⑤来場者数 3,000 人

会場風景（よしだﾎﾟｯﾌﾟｽｵｰｹｽﾄﾗ）        前之浜小学校 合奏

    前之浜チョイのチョイ踊り           広木虚無僧踊り



６ 伝統芸能伝承キッズ隊サマーキャンプの開催

  郷土芸能保存団体間の交流・親睦を図り、伝統芸能の伝承と演技レベルの向上につな

げるため、地域伝統芸能の継承者である児童や指導者等を主な対象として、地域伝統芸

能に関する研修等を行った。

(1) 開催日

  平成２５年８月１１日（日）～１２日（月）

(2) 開催場所

  県立青少年研修センター

(3) 参加団体

   ４団体 （吉水棒踊り保存会、田上上区棒踊り保存会、

中名下棒踊り保存会、川上棒踊り保存会）

(4) 参加者

・各保存会の児童（小学生 26人）

・各保存会の代表者、指導者等（10 人）

・文化薫る地域の魅力づくり実行委員会関係者（9人）

(5) 内容

   基本動作と郷土芸能記録映像視聴

近代化産業遺産史跡めぐり（寺山炭窯跡、関吉の疎水溝） など

基本動作に関する研修 寺山炭窯跡

各団体の紹介 郷土芸能の意義等に関する研修



７ かごしま伝統芸能ネットワーク会議の開催

  地域伝統芸能の保存団体同士のつながりをつくるため、かごしま伝統芸能ネットワー

ク会議を開催した。

(1) 日時 平成２５年６月８日（土）１０時～１２時

(2) 場所 市教育総合センター３階青年第１～３研修室

(3) 内容

  ①本年度の郷土芸能出演依頼予定の催物について

  ②文化薫る地域の魅力づくり実行委員会による本年度の事業計画について

   ・かごしま伝統芸能ネットワーク会議の開催の件（地域ブロック分けについて）

・伝統芸能伝承キッズ隊サマーキャンプの開催の件

・各保存団体の取組等に関する意見交換


