
令和4年9月月間行事予定表

日 曜 時刻 行　　　　　　　　　　事 場　　　所 主管課(施設)

1 木 8:50 防災の日に伴う消防演習 山形屋 中央消防署

9:55 大山 藍 U20世界陸上 銀メダル報告会 鹿児島女子高等学校 鹿児島女子高等学校

10:00 議会運営委員会 議会協議会室 議会事務局

10:00 市長敬老訪問(満88歳) 西田2丁目 ほか 長寿支援課

10:00 磯新駅設置協議会 令和4年度第2回総会
みなと大通り別館 ソー
ホーかごしま会議室

世界遺産・ジオ・ツーリズ
ム推進課

12:10
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
～つけた!あきのせいざたち」

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

14:00 令和4年度第1回鹿児島市総合教育会議 本館2階 特別会議室 政策企画課

・ 第10回すこやか長寿まつり 高齢者作品展 (15日まで)
高齢者福祉センター伊
敷

長寿支援課

・
夏の所蔵品展 ミニ特集：サロンとフランスの画家たち (25
日まで)

市立美術館 市立美術館

2 金 9:30 違反広告物の一斉除却の実施 市内一円 都市景観課

10:00 すこやか子育て交流館等への寄附・感謝状贈呈式 りぼんかん りぼんかん

12:20 ランチタイムコンサート (9日、16日、30日も) 市民アートギャラリー 文化振興課

3 土 10:00 戦後の小説を読む④ かごしま近代文学館 かごしま近代文学館

12:00 セグウェイ体験試乗 市立科学館 市立科学館

14:00 サイエンスワークショップ「ゴムで動く車を作ろう」 市立科学館 市立科学館

14:00 えほんのじかん (17日、24日も) かごしまメルヘン館 かごしまメルヘン館

4 日 10:00 子ども走り方教室 かごしま健康の森公園 かごしま健康の森公園

14:00 文学入門講座④ かごしま近代文学館 かごしま近代文学館

5 月 10:00 人権相談 郡山支所 市民相談センター

15:00
鹿児島東西・南北幹線道路建設促進期成会鹿児島県要
望の実施

鹿児島県庁 街路整備課

・ 鴨池写友会写真展 (9日まで) 東別館市民ギャラリー 管財課

・
歴史的公文書の展示(動物公園のあった鴨池) (16日ま
で)

西別館市民ギャラリー 管財課

6 火 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

14:15 選挙の出前授業 伊敷台小学校 選挙管理委員会事務局

18:00
第8回 生活とこころの無料悩み相談会＆ミニレクチャー
(9日まで)

よかセンター 保健支援課

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

・ 第23回鹿児島墨龍会水墨画展 (11日まで) 市立美術館 市立美術館

7 水 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

18:00 アートマネジメント講座 (21日も) マークメイザン 文化振興課

・ 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

8 木 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

18:45 桜島フェリー貸切船を活用した船内イベント 桜島フェリー 船舶局営業課

・ 水路記念日パネル展 (12日まで) 市立科学館 市立科学館

9 金 10:00 人権相談 喜入支所 市民相談センター

11:00 映画「青すぎる、青」撮影関係者の市長表敬訪問 市長応接室 観光プロモーション課

13:00 国体・大会「観戦・観光ガイドブック」作成のワークショップ 鹿児島大学 国体総務課

13:30 認知症あんしんセミナー かごしま市民福祉プラザ 認知症支援室

14:00 令和4年度多数傷病者事故対応訓練 白波スタジアム 南消防署

14:00 DX推進サポーター委嘱状交付式 市長応接室 情報システム課

15:00 議会運営委員会 議会協議会室 議会事務局

19:00
ナイトプラネタリウム「LIFE いのち-うまれることを再体験-
」

市立科学館 市立科学館

※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。



10 土 11:00 いおの日イベント「海メガネをつくろう」 かごしま水族館 かごしま水族館

13:30 親子でキャンプに挑戦 市立少年自然の家 市立少年自然の家

18:00 プラネタリウムin水族館 かごしま水族館 かごしま水族館

18:30 お月見フェスタ 市立科学館 市立科学館

20:00 秋のお月見会 市立少年自然の家 市立少年自然の家

11 日 13:00 日曜美術講座「紙版画でつくるオリジナルてぬぐい」 市立美術館 市立美術館

12 月 9:00
中央町19･20番街区市街地再開発事業「電車通りデッキ」
開通式

Li-Ka1920 市街地まちづくり推進課

14:00 「鹿児島市愛の福祉基金」感謝状贈呈式 本館2階 特別会議室 こども福祉課

・ 鹿児島市竹工芸振興組合作品展 (16日まで) 東別館市民ギャラリー 管財課

13 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

14:10 選挙の出前授業 本名小学校 選挙管理委員会事務局

・ 鹿美展 (18日まで) 市立美術館 市立美術館

14 水 8:30
鹿児島商業高等学校 令和4年度 就職試験受験者出陣
式

鹿児島商業高等学校 鹿児島商業高等学校

9:30 議会運営委員会 議会協議会室 議会事務局

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

・ 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

15 木 12:10
おひるのプラネタリウム(名曲プラネタリウム)「サティを聴
きながら秋の星空散歩」

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

15:00 議会運営委員会 議会協議会室 議会事務局

16 金 13:00 認知症介護教室 (22日、29日も) 谷山サザンホール 認知症支援室

14:00 鹿児島市新規事業創出塾 マークメイザン 産業創出課

・
キッチンカーとマルシェが大集合!「かごっま甲突川
Autumu Fes」 (20日～25日、10月7日～23日、11月3日～

甲突川左岸・右岸緑地 観光プロモーション課

・ 南日本ジュニア展 (25日まで) 市立美術館 市立美術館

17 土 9:00 国際レッサーパンダデー (18日も) 平川動物公園 平川動物公園

13:30 ワクワクきびなご塾「生きもののなかまわけをしよう」 かごしま水族館 かごしま水族館

14:00
サイエンスワークショップ「太陽の光でアクセサリーを作ろ
う」

市立科学館 市立科学館

・ 認知症をテーマとした映画の上映 (23日まで) マルヤガーデンズ 認知症支援室

18 日 9:15 親子で育てよう冬野菜 市立少年自然の家 市立少年自然の家

19 祝 10:00 大好きなおじいちゃんおばあちゃんと一緒に遊ぼう りぼんかん りぼんかん

13:00 メルヘンコンサート＆おはなし会in山形屋 山形屋文化ホール
かごしまメルヘン館、
宝山ホール、山形屋

14:30 トークイベント「毎日がアルツハイマー」を観て語る会 マルヤガーデンズ 認知症支援室

20 火 13:00 人権相談 谷山支所 市民相談センター

・
歴史的公文書の展示(動物公園のあった鴨池) (22日ま
で)

東別館市民ギャラリー 管財課

21 水 8:30 第10回すこやか長寿まつり ソフトテニス大会 東開庭球場 長寿支援課

10:00
令和4年「宇宙の日」記念行事 全国小・中学生作文絵画
コンテスト 絵画の部 審査会

市立科学館 市立科学館

10:00 人権相談 吉田支所 市民相談センター

13:00 不動産鑑定相談 市民相談センター 市民相談センター

13:00 税務・登記相談 吉野支所 市民相談センター

・ 決算特別委員会 第1委員会室 議会事務局

・ クレパス画教室展覧会 (25日まで) 市立美術館 市立美術館

・ 鹿児島大学写真部 夏季写真展 (25日まで) 市立美術館 市立美術館



22 木 9:40 火山防災教育推進事業「小学校への専門家派遣授業」 中郡小学校 危機管理課

10:00 人権相談 桜島支所 市民相談センター

10:00 小説鑑賞講座木曜の部④ かごしま近代文学館 かごしま近代文学館

10:00 総務環境委員会 第１委員会室 議会事務局

10:00 防災福祉こども委員会 第2委員会室 議会事務局

10:00 市民文教委員会 第3委員会室 議会事務局

10:00 産業観光企業委員会 第4委員会室 議会事務局

10:00 建設消防委員会 第5委員会室 議会事務局

13:00 登記相談 郡山支所 市民相談センター

13:30 第2回「自衛消防隊放水競技会」
市消防総合訓練研修
センター

消防局予防課

・ 議会運営委員会 議会協議会室 議会事務局

23 祝 9:30 楽しい授業入門講座 (24日まで) 市立科学館 市立科学館

10:00 小説鑑賞講座金曜の部④ かごしま近代文学館 かごしま近代文学館

13:00 鹿児島市競技力向上対策事業
県総合体育センター ほ
か

スポーツ振興協会

24 土 10:00 秋の1DAYキャンプ 市立少年自然の家 市立少年自然の家

11:00
スペシャルサイエンスステージ わくわく!ドキドキ!特別実験ショー「鹿児島
奇術同好会による科学マジックショー」　※13:30～、15:00～ 市立科学館 市立科学館

13:30 国際協力講演会＆パネルディスカッション
かごしま国際交流セン
ター

国際交流財団

14:00
サイエンスワークショップ「ゆれながら舞い降りる蝶を作ろ
う」

市立科学館 市立科学館

15:00 折り紙ワークショップ「ハロウィン」を折ろう かごしまメルヘン館 かごしまメルヘン館

19:00 ジャズinプラネタリウム 市立科学館 市立科学館

25 日 9:45
黒神小学校・黒神中学校地域合同秋季大運動会での国
体・大会ダンス披露

黒神小学校 国体総務課

18:30
下野竜也と広島交響楽団金管メンバー5人による異人館
ミニコンサート

異人館 川商ホール

26 月 9:30
令和4年度県防災航空隊及び隣接消防本部との合同訓
練

南さつま市 南消防署

・ 調停制度100周年パネル展 (30日まで) 東別館市民ギャラリー 管財課

27 火 9:15
第10回すこやか長寿まつり グラウンド・ゴルフ大会 (28日
も)

かごしま健康の森公園 長寿支援課

10:00 令和4年度 鹿児島市スマート農業技術実演・体験会 都市農業センター 都市農業センター

・ フォト5人 (10月2日まで) 市立美術館 市立美術館

・ αプロ写真展 (10月2日まで) 市立美術館 市立美術館

・ 秋の所蔵品展 ミニ特集：版画のいろは (12月11日まで) 市立美術館 市立美術館

28 水 10:00 人権相談 松元支所 市民相談センター

10:00 かごしま連携中枢都市圏ビジョン懇談会
東別館3階 災害対策本
部室

政策推進課

10:30
「かごしまデジタル女性(おごじょ)プロジェクト」に関する連
携協定締結

本館2階 特別会議室 デジタル戦略推進課

15:30 ベビーファースト宣言 宣言式 市長応接室 こども政策課

・ 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

29 木 10:00 第79回鹿児島市都市計画審議会 教育総合センター 都市計画課

12:10
おひるのプラネタリウム(キッズタイムプラネタリウム)「や
さしいメロディとほしにつつまれて」

市立科学館 市立科学館

30 金 13:30 「女性のための起業セミナー」参加者募集
みなと大通り別館6階
ソーホーかごしま会議室

産業創出課

14:30
令和4年度かごしまコンパクトなまちづくりプラン推進協議
会

教育総合センター 都市計画課

・ 特別企画展「川瀬巴水 旅と郷愁の風景」 (11月6日まで) 市立美術館 市立美術館



【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

9月4日(日)【内容：スポーツ課「4年ぶりの開催 鹿児島

マラソン ランナー・ボランティア募集

開始!」】

11日(日)【内容：文化振興課「児童書出版助成作品

が決定～童話『だれもいない』」】

18日(日)【内容：保育幼稚園課「中央駅前の『保育

士・保育所支援センター』をご利用

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

9月3日(土)【内容：生産流通課「知って・育てて・収穫しよう!

桜島大根」】

10日(土)【内容：国体総務課「かごしまスポバズ!

ボウリング」】

17日(土)【内容：消防局予防課「敬老の日には防火

チェックを!」】

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

9月2日(金)【内容：市民課「9月末までの申請がお得!

スマホで簡単、マイナンバーカード!」】

9日(金)【内容：認知症支援室「みんなで学ぶ、支える、

認知症」】

16日(金)【内容：安心安全課「子どもの交通事故を

防ごう!」】

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 9月24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

9月25日(日)【内容：公共交通の“いま”と“これから”】


