
令和4年7月月間行事予定表

日 曜 時刻 行　　　　　　　　　　事 場　　　所 主管課(施設)

1 金 10:45 国民安全の日に伴う消防演習
鹿児島サンロイヤルホ
テル

中央消防署

17:30 国民安全の日に伴う消防演習 北部清掃工場 西消防署

・ 第52回南日本写真展 (3日まで) 市立美術館 市立美術館

・ 小企画展「令和3年度 新収蔵品展」 (10日まで) 市立美術館 市立美術館

・ 星に願いを～水族館で七夕飾り～ (8月7日まで) かごしま水族館 かごしま水族館

・
初夏の所蔵品展 ミニ特集「シュルレアリスムと鹿児島」 (8
月7日まで)

市立美術館 市立美術館

・
飼育員の「親バカ」写真展～ウチの子こんなにかわいい
んです★～【第二期】 (9月30日まで)

平川動物公園 平川動物公園

・ ぐるっとかごしまスタンプラリー2022 (12月23日まで) 市内一円 郡山支所総務市民課

2 土 10:00 夏の科学教室 天体望遠鏡作り　※14:00～ 市立科学館 市立科学館

10:00 夏の1DAYキャンプ 市立少年自然の家 市立少年自然の家

10:00 戦後の小説を読む② かごしま近代文学館 かごしま近代文学館

14:00
サイエンスワークショップ「ようかい・ゆうかい熱でアイス
作り」

市立科学館 市立科学館

14:00 アトツギの未来を考える交流会 マークメイザン 産業創出課

14:00 えほんのじかん (16日、23日、30日も) かごしまメルヘン館 かごしまメルヘン館

15:00 国民安全の日に伴う消防演習 宮川野外活動センター 南消防署

3 日 14:00 朗読の時間「椋鳩十作品を読む」 かごしま近代文学館 かごしま近代文学館

4 月 14:00 令和4年度要保護児童対策地域協議会代表者会議
かごしま市民福祉プラ
ザ

こども家庭支援センター

・ かな書道 コスモス会 (8日まで) 東別館市民ギャラリー 管財課

5 火 10:00 令和4年度第1回鹿児島市個人情報保護審議会 西別館2階 202会議室 総務部総務課

13:00 行政関係申請手続き相談 谷山支所 市民相談センター

14:00 令和4年度資源物回収活動実施優良団体表彰式 本館2階 特別会議室 資源政策課

・ 第37回全国公募南九州水墨画展 (10日まで) 市立美術館 市立美術館

・ フォトクラブさつま写真展 (10日まで) 市立美術館 市立美術館

6 水 9:00
鹿児島市立病院における参議院議員通常選挙及び鹿児
島県議会議員補欠選挙に係る不在者投票

鹿児島市立病院 市立病院総務課

13:00 行政関係申請手続き相談 市民相談センター 市民相談センター

・ 青果市場・魚類市場臨時休市 青果市場・魚類市場 青果市場・魚類市場

7 木 11:30 在大阪フィリピン総領事館総領事の市長表敬訪問 応接室 国際交流課

12:00
おひるのプラネタリウム(キッズタイムプラネタリウム)
「みーつけた なつのせいざたち」

市立科学館 市立科学館

13:00 人権相談 市民相談センター 市民相談センター

8 金 10:00 ウェルカム教室 (22日も) 南部保健センター 南部保健センター

10:00 かごしまこども食堂サロン開設記念式典 オロシティホール こども福祉課

10:50 「ワカモノ×カゴシマシ」魅力再発見事業 鹿児島国際大学 雇用推進課

9 土 9:00 夏休みスケッチ大会募集開始 平川動物公園 平川動物公園

14:00 メルヘンおはなし会 かごしまメルヘン館 かごしまメルヘン館

10 日 8:00 令和4年度鹿児島市消防団ポンプ操法大会
消防総合訓練研修セン
ター

消防局警防課

11:00 いおの日イベント「トビウオグライダーを作ろう」 かごしま水族館 かごしま水族館

14:00 文学入門講座② かごしま近代文学館 かごしま近代文学館

11 月 ・ 水彩画を楽しく描く (15日まで) 東別館市民ギャラリー 管財課

13:30 高校生ステップアップセミナー (13日も) 勤労者交流センター 雇用推進課

12 火 10:00 菜和野果(さわやか)料理教室 南部保健センター 南部保健センター

11:00 青年海外協力隊隊員の出発に伴う市長表敬訪問 応接室 国際交流課

14:30 コロナ対策関係者会議
みなと大通り別館6階
ソーホーかごしま会議

コロナ対策総合調整室

13:10 高校生ステップアップセミナー (14日も) 勤労者交流センター 雇用推進課

16:00 まつもとナスの市長贈呈 応接室 生産流通課

16:20 まつもとナスの紹介
本館2階 市政記者クラ
ブ室

生産流通課

・ 鹿児島読売写真クラブ写真展 (17日まで) 市立美術館 市立美術館

13 水 13:00 花と緑の相談 市民相談センター 公園緑化課

14:00 第110回鹿児島市町界町名地番整理委員会
東別館11階 1102会議
室

土地利用調整課

・ 青果市場・魚類市場臨時休市 青果市場・魚類市場 青果市場・魚類市場

・
特別企画展「わくわく!どきどき!絵本のふくぶくろ」展 (9月5
日まで)

かごしまメルヘン館 かごしまメルヘン館

※中止・変更となる場合があります。詳しくは各主管課(施設)へお問い合わせください。



14 木 10:00
世界水泳メダリストを招いてのトークセッション(FINA世界
水泳選手権福岡大会組織委員会)

博多駅前広場 スポーツ課

13:00 税務・登記相談 市民相談センター 市民相談センター

13:00 人権相談 吉野支所 市民相談センター

15 金 10:30 第34回豊かな海づくり放流祭 生見海水浴場 谷山農林課

15::00 鹿児島市フレンドシップパートナー委嘱式 本館2階 特別会議室 国際交流課

・
特別企画展「シダネルとマルタン展-フランス近代絵画 光
と色彩の詩情」 (8月31日まで)

市立美術館 市立美術館

16 土 10:00
かごしま環境未来館主催「甲突川リバーフェスティバル)
(17日も)

かごしま環境未来館 かごしま環境未来館

10:00 七夕飾りを作ろう!
かごしま国際交流セン
ター

国際交流財団

17 日 10:00
「かごしま創志塾」・「ジュニア創志塾」入塾式・第1ステー
ジ

市立少年自然の家 市立少年自然の家

13:30 マリーサポートカフェ～婚活応援セミナー＆交流会～ Li-Ka19・20 こども政策課

18:00 2022平川動物公園テンダーナイト 平川動物公園 平川動物公園

18 祝 9:30 桜島フェリー「一日船長さん」 桜島港ターミナル内 船舶局

19 火 13:00 人権相談 谷山支所 市民相談センター

13:10 かごしま国体鹿児島市開催競技の体験会 三育小学校 国体総務課

20 水 9:00
障害者技能向上支援事業 4年度「技能体験教室」開催
(25日も)

鹿児島市職業訓練セン
ター

雇用推進課

10:15 令和4年度 第1回行政改革推進委員会 本館2階 特別会議室 行政管理課

13:00 税務・登記相談 谷山支所 市民相談センター

13:00 税務・登記相談 吉野支所 市民相談センター

14:00 消防功労者に対する感謝状贈呈式 鹿児島情報高等学校 南消防署

15:30
鹿児島市教育委員会と株式会社南日本リビング新聞社
との連携と協力に関する協定締結調印式

教育総合センター 生涯学習課

15:30
鹿児島城西高等学校駅伝部 立迫選手による市長表敬
訪問

応接室 国体競技課

・ 夏季企画展「特集!草野貝塚のひみつ」 (9月11日まで) ふるさと考古歴史館 ふるさと考古歴史館

・ 青果市場臨時休市 青果市場 青果市場

21 木 10:00 小説鑑賞講座木曜の部② かごしま近代文学館 かごしま近代文学館

10:50 市長と語る会(鹿児島大学) 鹿児島大学 市民協働課

12:10
おひるのプラネタリウム(名曲プラネタリウム)「モーツァル
トを聴きながら夏の星空散歩」

市立科学館 市立科学館

13:00 建築相談 市民相談センター 市民相談センター

13:00 税務・登記相談 伊敷支所 市民相談センター

14:30
イルカに合図を出してみよう!＆イルカと記念撮影 (28日
も)

かごしま水族館 かごしま水族館

・ 「鹿児島市の戦災と復興写真展」等の開催 (18日まで) 天文館図書館 総務部総務課

22 金 10:00 小説鑑賞講座金曜の部② かごしま近代文学館 かごしま近代文学館

10:30 夏まつりプレイベント (23日も) りぼんかん こども政策課

13:00 こどもまちづくり探検隊 センテラス天文館 ほか 都市計画課

13:00 ヘルスケア産業部会セミナー マークメイザン 産業創出課

14:30 紙粘土で海の生きものをつくろう (29日も) かごしま水族館 かごしま水族館

15:30 新事業展開部会セミナー マークメイザン 産業創出課

15:30 ネクスト“アジア・鹿児島”イノベーション戦略会議 西別館2階 202会議室 アジア戦略室

・ 科学の祭典 準備のため臨時休館 市立科学館 市立科学館

23 土 9:30 科学の祭典 鹿児島2022　※13:30～ (24日も) 市立科学館 市立科学館

13:30 街なかリノベーション実践セミナー「特別講演会」 マークメイザン 産業支援課

13:30 生物多様性ワークショップ かごしま環境未来館 環境保全課

15:00 夏休みスペシャルバックヤード (30日も) かごしま水族館 かごしま水族館

15:00
折り紙ワークショップ「tupera tupera『しろくまのパンツ』を
折ろう」

かごしまメルヘン館 かごしまメルヘン館

17:30 サマーナイトミニコンサート かごしま水族館 かごしま水族館

18:00 夜の水族館 (24日、30日、31日も) かごしま水族館 かごしま水族館

18:00 トワイライトアクアリウム (24日、30日、31日も) かごしま水族館 かごしま水族館

19:30 黒潮大水槽バックヤード一般公開 (24日、30日、31日も) かごしま水族館 かごしま水族館

24 日 8:30 第5回勤労青少年スポーツ大会「バスケットボールの部」 勤労青少年ホーム 勤労青少年ホーム

11:00 認知症キッズサポーター養成講座 センテラス天文館 認知症支援室

14:00
特別企画展記念講演会「最後の印象派二人-たそがれ時
を描いたシダネル、白昼夢を描いたマルタン」

市立美術館 市立美術館

25 月 10:00 議会運営委員会 議会協議会室 議会事務局

15:10
令和4年度「献血功労者」鹿児島市保健所長感謝状贈呈
式

鹿児島県赤十字血液
センター

生活衛生課

18:00 市長と語る会(鴨池中学校区) 鴨池公民館 市民協働課

・ 第3回鹿児島市役所写真クラブ写真展 (29日まで) 東別館市民ギャラリー 管財課



26 火 9:00 令和4年度「消防スケッチ大会」の表彰式 消防局2階 大会議室 消防局予防課

9:30 令和4年度第2回水道モニター 南部処理場 水道局経営管理課

12:35 第66回鹿児島市中学校生徒弁論大会 中央公民館 学校教育課

13:10 ピラルクーにエサやり体験 かごしま水族館 かごしま水族館

13:30 夏休み消費生活親子一日教室 (8月2日も)
かごしま国際交流セン
ター

市消費生活センター

13:40 株式会社キーバインドと鹿児島市との立地協定締結式 市長応接室 産業創出課

・ 2グループ水彩画合同展豊水会 (31日まで) 市立美術館 市立美術館

27 水 9:00 大規模災害時応急対策の模擬訓練実施 西原商会アリーナ ほか 建築課

10:45
令和4年度「いじめ防止啓発強調月間(ニコニコ月間)作品
コンクール」表彰式

教育総合センター 青少年課

11:00
令和4年度「鹿児島市まち・ひと・しごと創生総合戦略検
証会議

みなと大通り別館3階
304会議室

地方創生推進室

・ 青果市場・魚類市場臨時休市 青果市場・魚類市場 青果市場・魚類市場

28 木 9:30 令和4年度第1回鹿児島市DX推進委員会
東別館11階 1102会議
室

デジタル戦略推進課

13:00 登記相談 喜入支所 市民相談センター

14:30 精神障害のある人の家族のための教室 はーと・ぱーく 保健支援課

29 金 8:45
教職員を対象とした「明治日本の産業革命遺産」現地見
学会

世界遺産・ジオ・ツーリズ
ム推進課

10:00 市長定例記者会見
東別館3階 災害対策本
部室

広報課

10:30 令和3年鹿児島市観光統計
東別館3階 災害対策本
部室

観光プロモーション課

13:30 鹿児島市セーフコミュニティ推進フォーラム サンエールかごしま 安心安全課

30 土 6:30 青果市場・グリーンファーム探検隊
青果市場、グリーン
ファーム

青果市場

13:00
特別企画展記念ワークショップ「点描表現でシダネルとマ
ルタンの作品を描いてみよう!」

市立美術館 市立美術館

13:30 特別企画展ギャラリートーク かごしまメルヘン館 かごしまメルヘン館

14:00 夏の科学教室「にぼしの解剖」 市立科学館 市立科学館

・ 夏休み特別企画展「未来の科学館」 (8月31日まで) 市立科学館 市立科学館

31 日 9:00 火山防災教育推進事業「親子で学ぶ桜島訪問体験学習」 危機管理課

13:00 留学キャラバンin鹿児島
かごしま国際交流セン
ター

国際交流財団

16:30 ユウユウと愉しむ朗読と音楽の調べ かごしま水族館 かごしま水族館

【広報課　ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ216-1133、内線2212～2215】

テレビ広報番組

KTS「かご☆スタ」

毎月第1～3日曜日16時00分～16時05分放送

7月3日(日)【内容：デジタル戦略推進課「申請はお早め

に!今ならお得な「マイナポイント」も

らえます」】

10日(日)【内容：地域福祉課「コロナ下の暮らしを支

える各種支援」】

17日(日)【内容：保育幼稚園課「あなたの“保育士に

なりたい”気持ちを応援します」】

KYT「ホット!!かごしまプラス」

毎月3回土曜日11時55分～12時放送(7月は4回)

7月9日(土)【内容：国際交流課・国際交流財団「外国人

の皆さんにもより住みよいまちへ」】

16日(土)【内容：郡山支所総務市民課「地域の魅力

を再発見!ぐるっとかごしまスタンプ

ラリー」】

23日(土)【内容：環境政策課「エコグッズのプレゼン
トも!ゼロカーボンにチャレンジ」】

30日(土)【内容：国体総務課「かごしまスポバズ!

卓球」】

KKB「かごしま元気BOX」
毎月第1～3金曜日18時45分～18時50分放送

7月 1日(金)【内容：新型コロナウイルス感染症対策室

「場面ごとのマスク着用で新型コロ

ナ＆熱中症を予防しよう」】

8日(金)【内容：生産流通課「この夏は、海づり公園

でリフレッシュ」】

15日(金)【内容：交通局経営課「市電・市バスで夏の

お出掛けを楽しもう!」】

ラジオ広報番組

鹿児島シティエフエム
■かごしまンドリーム 7月23日(土)17時30分～18時
■フレッシュライフかごしま 毎週月曜日7時55分～8時
■ピックアップ市民のひろば 毎週水曜日11時50分ごろ

MBCラジオ
■市政スポット 毎週日曜日16時55分～17時

エフエムかごしま
■鹿児島市からのお知らせ 第1～4月曜日10時15分ごろ

MBC「市民のひろば」

毎月第4日曜日10時45分～11時放送

7月31日(日)【内容：みんなの町内会、みんなで魅力

ある地域づくり!】


