
令和4年8月月間行事予定表

日 曜 時刻 行　　　　　　　　　　事 場　　　所 主管課(施設)

1 月 10:00 桜島爆発対策特別委員会 第5委員会室 議会事務局

15:10 桜ヶ丘サッカースポーツ少年団による市長表敬訪問 本館2階 特別会議室 スポーツ課

・ 人権啓発パネル展 (5日まで) 東別館市民ギャラリー 管財課

・ 防災パネル展～8・6水害写真パネル展～ (29日まで)
みなと大通り別館市民
アートギャラリー ほか

危機管理課

2 火 10:00 都市整備対策特別委員会 第5委員会室 議会事務局

10:00 第120回鹿児島市開発審査会の開催
東別館11階 1101会議
室

土地利用調整課

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

13:10 ピラルクーにエサやり体験 (9日、16日、23日、30日も) かごしま水族館 かごしま水族館

15:00 「市民参画推進に関する市民会議」の開催
かごしま市民福祉プラ
ザ5階 大会議室

市民協働課

・
初夏の所蔵品展 ミニ特集：シュルレアリスムと鹿児島 (7
日まで)

市立美術館 市立美術館

・ 日本リアリズム写真集団(JRP)鹿児島支部展 (7日まで) 市立美術館 市立美術館

・
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」 (31日まで)

市立美術館 市立美術館

3 水 10:00
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

東別館11階 1101会議
室

地方創生推進室

10:00 桜島火山活動対策協議会の中央府省等への要望活動 内閣府 ほか 危機管理課

10:30 海のお宝でつくろう!漂着物クリップ (4日も) かごしま水族館 かごしま水族館

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

13:00 議会運営委員会 議会協議会室 議会事務局

13:15 「鹿児島港」臨港道路の整備に関する要望活動 国土交通省 都市計画課

・ 青果市場臨時休市 青果市場 青果市場

4 木 13:00 人権相談 市民相談センター 市民相談センター

13:20 農業アドバイザー委嘱状交付式 市長応接室 農政総務課

14:30
イルカに合図を出してみよう!＆イルカと記念撮影 (18日、
25日も)

かごしま水族館 かごしま水族館

5 金 10:30 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

10:30
親子手洗い教室、食品売場・バックヤードツアー等の開
催

イオンモール鹿児島 生活衛生課

12:20 ランチタイムコンサート (毎週金曜日) 市民アートギャラリー 文化振興課

13:00 議会運営委員会 議会協議会室 議会事務局

13:30 かごしま水環境ラボ～水の自由研究～ かごしま環境未来館 環境保全課

13:30 令和4年度 鹿児島市優良工事等表彰 本館2階 講堂 工事検査課

14:30 新事業展開部会セミナー 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 (19日、26日も) かごしま水族館 かごしま水族館

15:10 鹿児島市国際交流アドバイザー(英語圏)の辞令交付式 市長応接室 国際交流課

19:15 夏休み星空観望会～望遠鏡で月のクレーターを見よう! 市立科学館 市立科学館

6 土 10:00 戦後の小説を読む③ かごしま近代文学館 かごしま近代文学館

10:15 ジンベエザメの食事をまぢかで見よう (7日も) かごしま水族館 かごしま水族館

13:30 ねんどで動物をつくろう 平川動物公園 平川動物公園

14:00 えほんのじかん (20日、27日も) かごしまメルヘン館 かごしまメルヘン館

15:00
夏休みスペシャルバックヤードツアー (7日、11～15日、
20日、27日も)

かごしま水族館 かごしま水族館

17:00
2022ＮＩＧＨＴ ZOO夜の平川動物公園 (7日、13日、14日、
20日、21日、27日、28日も)

平川動物公園 平川動物公園

18:00 夜の水族館 (7日、11日～15日、21日、27日、28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 (7日、11日～15日、21日、27日、
28日も)

かごしま水族館 かごしま水族館

18:00 松元夏まつり
あいハウジンググラウ
ンド松元

松元支所総務市民課

19:00 郡山夏まつり 郡山総合運動場 郡山支所総務市民課

19:30
黒潮大水槽バックヤード一般公開 (7日、11日～15日、21
日、27日、28日も)

かごしま水族館 かごしま水族館

7 日 8:00 市民一斉清掃「クリーンシティかごしま2022」 天文館周辺 環境衛生課

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」
の延期

桜島ビジターセンター
ほか

危機管理課

10:00
特別企画展関連イベント ミロコマチコワークショップ午前
の部

かごしまメルヘン館 かごしまメルヘン館

13:30 羊毛工作教室 平川動物公園 平川動物公園

14:00
特別企画展関連イベント ミロコマチコワークショップ午後
の部

かごしまメルヘン館 かごしまメルヘン館

16:00 特別企画展関連イベント ミロコマチコ サイン会 かごしまメルヘン館 かごしまメルヘン館

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

※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。



8 月 10:00 若者と政治や選挙を語る会 本館2階 講堂 選挙管理委員会

15:00 鹿児島市立中学校等への寄附・感謝状贈呈式 教育総合センター 教育委員会総務課

18:00 市長と語る会(桜島地区) 桜島公民館 市民協働課

・ アクリル水彩画展 (12日まで) 東別館市民ギャラリー 管財課

・ いじめ防止標語 (12日まで) 西別館市民ギャラリー 管財課

9 火 11:02 原爆が投下された日の黙とう 市内全域 総務部総務課

13:30 令和4年度第1回鹿児島市地域福祉計画推進委員会
かごしま市民福祉プラ
ザ

地域福祉課

15:00
世界平和統一家庭連合(旧統一教会)系の団体行事(ピー
スロード)の後援取消しに関する報告

本館2階 記者クラブ室
日本共産党鹿児島市議
団

・ カルミア展 (14日まで) 市立美術館 市立美術館

・
夏の所蔵品展 ミニ特集：サロンとフランスの画家たち (9
月25日まで)

市立美術館 市立美術館

10 水 9:00
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

本館2階 講堂 地方創生推進室

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

13:00 花と緑の相談 市民相談センター 公園緑化課

13:00 税務・登記相談 谷山支所 市民相談センター

14:00 青少年国際交流オンライン体験会 オンライン 国際交流課

14:00 青少年国際交流オンライン体験会(パース市)
かごしま国際交流セン
ター

国際交流課

14:00 令和4年度第1回鹿児島市子ども・子育て会議 教育総合センター こども政策課

14:30 クラゲハーバリウムをつくろう (24日も) かごしま水族館 かごしま水族館

18:30 桜島地域における義務教育学校整備検討委員会 桜島公民館 学校整備室

・ 下水道展かごしま 市立科学館 市立科学館

・ 青果市場臨時休市 青果市場 青果市場

11 祝 13:30 子どもの権利ワークショップ 中央公民館 こども福祉課

13 土 12:10
特別上映「戦場に輝くベガ～約束の星を見上げて～」 (14
日、15日も)

市立科学館 市立科学館

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

20:00 喜入夏まつり(花火打上げ) 瀬々串校区・生見校区 喜入支所総務市民課

14 日 14:00 特別企画展作品解説会(担当学芸員によるスライドトーク) 市立美術館 市立美術館

14:00 文学入門講座③ かごしま近代文学館 かごしま近代文学館

20:00 喜入夏まつり(花火打上げ) 中名校区・前之浜校区 喜入支所総務市民課

15 月 10:00 令和4年第二次世界大戦戦亡者慰霊祭 探勝園 秘書課

20:00 喜入夏まつり(花火打上げ) 喜入校区・一倉校区 喜入支所総務市民課

・ 第25回平和美術展 (19日まで) 東別館市民ギャラリー 管財課

・ 防災パネル展～8・6水害写真パネル展～ (19日まで) 西別館市民ギャラリー 管財課

・ 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

16 火 11:00
令和4年度「ごみの減量化・資源化とまち美化児童作品コ
ンクール」表彰式

本館2階 講堂 環境衛生課

13:00 人権相談 谷山支所 市民相談センター

13:30
令和4年度公益財団法人鹿児島市スポーツ振興協会表
彰式

本館2階 特別会議室 スポーツ課

・ 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

17 水 10:00 鹿児島市障害者自立支援協議会 本館2階 講堂 障害福祉課

13:00 税務・登記相談 吉野支所 市民相談センター

13:15 玉龍高校への寄附・感謝状贈呈式 本館2階 特別会議室 教育委員会総務課

13:30 Tリーグ鹿児島開催記者会見 本館2階 記者クラブ室 鹿児島県卓球連盟

18:00 アートマネジメント人材育成講座 マークメイザン 文化振興課

・ 第1回ACM展 (21日まで) 市立美術館 市立美術館

・
歴史的公文書の展示「動物公園のあった鴨池」 (9月22日
まで)

天文館図書館 ほか 総務課

18 木 10:00 総務環境委員会 第1委員会室 議会事務局

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 税務・登記相談 伊敷支所 市民相談センター

14:00 ゲートキーパー養成講座 (25日も) はーと・ぱーく 保健支援課

19 金 10:30 令和4年度第1回鹿児島市男女共同参画審議会
東別館11階 1101会議
室

男女共同参画推進課

13:00 人権相談 伊敷支所 市民相談センター

20 土 10:00
舞台技術体験「ぼくも!わたしも!1日舞台スタッフ!」　※
14:30～

川商ホール 川商ホール

10:00 かごしま環境未来館主催「こども遊VIVAランド」 (21日も) かごしま環境未来館 かごしま環境未来財団

17:30 よしだ夏まつり 吉田運動場 吉田支所総務市民課

19:30 第20回記念かごしま錦江湾サマーナイト大花火大会 鹿児島港本港区 観光振興課



21 日 8:00 錦江湾サマーナイト大花火大会ボランティア清掃
ウォーターフロントパー
ク ほか

観光振興課

9:00 第49回勤労青少年スポーツ大会「バレーボールの部」 西原商会アリーナ 勤労青少年ホーム

13:30
特別企画展記念ワークショップ「水彩で情感を込めて身
近なものを描こう!」

市立美術館 市立美術館

14:00 保育士カフェ～先輩たちと気軽にトーク～ イオンモール鹿児島 保育幼稚園課

22 月 13:15 食品表示(栄養成分表示等)確認講習会 中央公民館 保健予防課

14:00 桜島火山活動対策議会協議会 議会協議会室 議会事務局

・ セーフコミュニティパネル展 (26日まで) 東別館市民ギャラリー 管財課

23 火 10:00
第6回鹿児島市子どもの未来応援条例(仮称)の制定に関
する検討委員会

東別館11階 1101会議
室

こども福祉課

14:00 令和4年度 鹿児島市教育講演会 川商ホール 学校教育課

18:00 市長と語る会(吉野中学校区) 北部保健センター 市民協働課

・ 第55回鹿児島高校美術・書道・写真展 (28日まで) 市立美術館 市立美術館

24 水 13:15
小学生女子バレーボールチームなでしこによる市長表敬
訪問

本館2階 特別会議室 スポーツ課

・ 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

25 木 10:00 小説鑑賞講座 木曜の部③ かごしま近代文学館 かごしま近代文学館

10:00 市内産農林水産物旬のキャンペーン (26日も) 山形屋 生産流通課

10:00 市長定例会見
東別館3階 災害対策本
部室

広報課

13:00 登記相談 松元支所 市民相談センター

13:30 鹿児島市文化芸術推進会議 東部保健センター 文化振興課

15:00 市民健康づくり事業功労者表彰式 本館2階 講堂 保健予防課

26 金 10:00 小説鑑賞講座 金曜の部③ かごしま近代文学館 かごしま近代文学館

11:40
鹿児島市DX推進委員会及び船舶事業経営審議会退任
者への感謝状贈呈式

市長応接室 デジタル戦略推進課

16:00 市長と語る会(志學館大学) 志學館大学 市民協働課

27 土 13:00
第26回リフレッシュ理科教室九州支部 鹿児島会場「光の
ふしぎ2」

市立科学館 市立科学館

28 日 11:00 婚活応援セミナー～未来の幸せのヒントがここに。～
かごしま県民交流セン
ター

こども政策課

29 月 10:00 第2回鹿児島市成年後見制度推進協議会 本館2階 講堂 認知症支援室

11:30 首都圏トップランナー(観光)との意見交換会
ザ・キャピトルホテル東
急

東京事務所

13:00 令和4年度第46回市政報告会
ザ・キャピトルホテル東
急

東京事務所

13:00
桜島の新設校設計プロポーザルの公開プレゼンテーショ
ン

桜島公民館 学校整備室

・ 防災パネル展～8・6水害写真パネル展～ (9月2日まで) 東別館市民ギャラリー 管財課

30 火 10:00 地域保健活動ボランティア合同研修会 中央公民館 保健予防課

12:00 「やさいの日」街頭キャンペーン センテラス天文館 青果市場

14:00 生活習慣病重症化予防教室 東部保健センター 東部保健センター

15:00
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

31 水 ・ 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

【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

8月7日(日)【内容：平川動物公園「平川動物公園のヒミツ、

園長に聞いてみよう」】

14日(日)【内容：障害福祉課「誰もが輝ける社会へ

～かごしま市チャレンジド大賞」】

21日(日)【内容：保健支援課「あなたはひとりじゃない
～心の声を聴かせてください」】

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(8月は2回)

8月6日(土)【内容：市民課「お買い物のついでに!

マイナンバーカード出張申請サポート」】

27日(土)【内容：市スポーツ振興協会「かごしまスポ

バズ!

“支える”スポーツ～スポーツ少年団
コーチ～」】

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

8月5日(金)【内容：観光振興課「3年ぶり＆20回記念

サマーナイト大花火大会」】

12日(金)【内容：市立科学館「デジタルで体験!

特別企画展『未来の科学館』」】

19日(金)【内容：かごしまメルヘン館「絵本の魅力が

たっぷり!『絵本のふくぶくろ展』」】

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 8月27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

8月28日(日)【内容：今がお得!マイナンバーカード

～申請方法も詳しく解説!】


