
令和4年10月月間行事予定表

日 曜 時刻 行　　　　　　　　　　事 場　　　所 主管課(施設)

1 土 8:30
令和4年度鹿児島市大規模地震災害救助活動訓練 (2日
も)

旧鹿児島徳洲会病院 消防局総務課

10:00 戦後の小説を読む⑤ かごしま近代文学館 かごしま近代文学館

13:00 第10回すこやか長寿まつり ねんりんステージ 川商ホール 長寿支援課

14:00
サイエンスワークショップ「変身!忍者スライム、光るスライ
ム」

市立科学館 市立科学館

14:00 えほんのじかん (15日、22日、29日も) かごしまメルヘン館 かごしまメルヘン館

14:00 朗読の時間「コーヒーのある風景」 かごしま近代文学館 かごしま近代文学館

18:30 2022桜島火の島祭り 南栄リース桜島広場 観光振興課

・ フォト5人写真展 (2日まで) 市立美術館 市立美術館

・ αプロ写真展 (2日まで) 市立美術館 市立美術館

・ 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

・ 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

・ 平川動物公園50周年 思い出写真展 (12月28日まで) 平川動物公園 平川動物公園

2 日 13:00 桜島「新校舎」住民説明会
南栄リース桜島アリー
ナ

学校整備室

3 月 9:00 ピンクリボンツリー設置セレモニー 東別館1階 市民ロビー 保健予防課

・ 議会運営委員会 議会協議会室 議会事務局

・ 鹿児島港本港区のまちづくりに関する調査特別委員会 第1委員会室 議会事務局

・ 武岡絵画倶楽部 (7日まで) 東別館市民ギャラリー 管財課

・ 調停制度100周年パネル展 (7日まで) 西別館市民ギャラリー 管財課

4 火 11:35
鹿児島情報高等学校水泳部 新開選手による市長表敬訪
問

市長応接室 国体総務課

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

13:30 桜島・錦江湾ジオパークスケッチコンクール審査会 マークメイザン
世界遺産・ジオ・ツーリズ
ム推進課

13:00 イクボス×女性活躍推進セミナー センテラス天文館
こども政策課 男女共同参
画推進課

15:00
九州デジタルソリューションズ株式会社と鹿児島市との立
地協定締結式

応接室 産業創出課

・ 鹿児島龍保会・龍水会水墨画合同展 (9日まで) 市立美術館 市立美術館

5 水 10:00 市長定例会見
東別館3階 災害対策本
部室

広報課

10:00 手話言語条例(仮称)制定に向けた職員研修会
かごしま市民福祉プラ
ザ

障害福祉課

11:30 寺明院様の化粧直し 市立美術館 広報課

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

14:00 第59回鹿児島市戦没者追悼式 中央公民館 地域福祉課

18:00 アートマネジメント人材育成講座 (19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

6 木 10:00 精神保健福祉ボランティア養成講座 (13日も) はーと・ぱーく 保健支援課

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
農業委員会から市への農業・農村施策に関する意見書
の提出

応接室 農業委員会事務局

15:30 照国表参道歩行者天国(照国ホコ天)に関する説明会 鹿児島商工会議所ビル 市街地まちづくり推進課

16:00 株式会社ドゥファインと鹿児島市との立地協定締結式 応接室 産業創出課

※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。



7 金 11:30 寄附金贈呈式 応接室 保健政策課

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 初心者水泳教室(大人コース) かごしま健康の森公園 かごしま健康の森公園

14:00 令和4年度鹿児島市社会福祉功労者表彰式 中央公民館 地域福祉課

8 土 10:00 開園50周年記念式典 平川動物公園 平川動物公園

10:00 異人館でつくった綿で糸づくり＆機織り体験 (9日も)
旧鹿児島紡績所技師
館（異人館）

文化財課

11:00
いおの日イベント「ぱくぱくジンベエザメをつくろう」 (10日
まで)

かごしま水族館 かごしま水族館

13:30 第18回鹿児島市安心安全まちづくり市民大会 宝山ホール 安心安全課

14:00 特別企画展「川瀬巴水」スライドトーク (15日、29日も) 市立美術館 市立美術館

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

・ 平川動物公園スタンプラリー (11月30日まで) 平川動物公園 平川動物公園

9 日 10:30
参加体験型公開講座「地震や火山を実験で再現しよう」
※14:00～

市立科学館 市立科学館

10:30 宮川幼稚園運動会での国体･大会ダンス披露 宮川野外活動センター 国体総務課

14:00 文学入門講座⑤ かごしま近代文学館 かごしま近代文学館

10 祝 13:00 飼育員が旅した!世界の野生生物たち 平川動物公園 平川動物公園

11 火 10:00 第1回鹿児島市住生活基本計画策定委員会 講堂 住宅課

13:30
令和4年度第1回第二次鹿児島市公共交通ビジョン推進
会議

講堂 交通政策課

15:00 第三次鹿児島市交通バリアフリー基本構想推進協議会 講堂 交通政策課

15:00 山実水産有限会社と鹿児島市との立地協定締結式 応接室 産業創出課

18:00 市長と語る会(伊敷中学校区)
高齢者福祉センター伊
敷

市民協働課

・ 新製品等利用促進展示会 (14日まで) 東別館市民ギャラリー 管財課

12 水 8:00 桜島火山活動対策議会協議会の中央要望
ホテルルポール麹町
(千代田区)

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

14:30 日中友好都市「協力ｗｉｎ-ｗｉｎ・共同発展」フォーラム 本館2階 特別会議室 国際交流課

・ 藤井勝雲作陶展 (16日まで) 市立美術館 市立美術館

・ 青果市場臨時休市 青果市場 青果市場

13 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

14 金 9:40 令和4年度第3回水道モニター会議 水道局本庁舎 水道局経営管理課

10:00 おうち時間を楽しむ郷土料理づくり 南部保健センター 南部保健センター

19:00 リラクゼーションinプラネタリウム 市立科学館 市立科学館

・ 松陽高校の書道作品展示 (16日まで)
あいハウジングアリー
ナ松元

松元支所総務市民課

15 土 9:00 かごしま創志塾・ジュニア創志塾 第3ステージ (16日まで)
市立少年自然の家 ほ
か

市立少年自然の家

9:30 「鹿児島マラソン2023」のエントリー募集PR実施 鹿児島中央駅
鹿児島マラソン実行委員
会事務局

10:00 鹿児島市人権啓発フェルティバル サンエールかごしま 人権推進課

10:00 令和4年度「第2回さつまっ子育成市民大会」 川商ホール 青少年課

10:00 環境フェスタかごしま2022 (16日も) かごしま環境未来館 かごしま環境未来館

13:30 初心者硬式テニス教室 かごしま健康の森公園 かごしま健康の森公園

13:30 楽しい授業入門講座 市立科学館 市立科学館

14:00
サイエンスワークショップ「ふしぎなステンドグラスを作ろ
う」

市立科学館 市立科学館

14:00 クイズ大会 平川動物公園 平川動物公園

14:00 移住者交流サロン 鹿児島県庁 移住推進室

・ 令和4年「秋の木市」 (11月15日まで)
甲突川左岸緑地帯(市
民広場)

生産流通課



16 日 10:00 薬草園めぐり かごしま健康の森公園 かごしま健康の森公園

11:00
鹿児島ユナイテッドFC 鹿児島商業高等学校 公式試合イ
ベント活動

白波スタジアム 鹿児島商業高等学校

14:00 特別企画展記念講演会「巴水版画の魅力」 市立美術館 市立美術館

17 月 11:00 鹿児島市竹工芸振興組合から「竹のしおり」贈呈 市立図書館 市立図書館

・ 薩摩藩営錫山鉱山遺構写真展 (21日まで) 東別館市民ギャラリー 管財課

18 火 13:00 人権相談 谷山支所 市民相談センター

・ 2022フォト凹凸クラブ写真展 (23日まで) 市立美術館 市立美術館

19 水 10:00 高齢者すこやか温泉講座 かいせい乃湯 長寿支援課

11:30 鹿児島市学校給食あり方検討委員会提言書の提出 教育総合センター 保健体育課

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 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

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

・ 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

20 木 10:00 小説鑑賞講座木曜の部⑤ かごしま近代文学館 かごしま近代文学館

12:10
おひるのプラネタリウム(名曲プラネタリウム)「チャイコフス
キー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

14:00 脳活性チャレンジ講座1回目 東部保健センター 東部保健センター

14:00 鹿児島市清掃事業審議会 西別館2階 201会議室 資源政策課

21 金 10:00 小説鑑賞講座金曜の部⑤ かごしま近代文学館 かごしま近代文学館

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 総務環境委員会 第1委員会室 議会事務局

13:00 人権相談 伊敷支所 市民相談センター

・ 在宅医療と介護の連携推進講演会 オンライン 長寿あんしん課

22 土 10:00
特別企画展記念ワークショップ「消しゴムはんこで多色摺
り風デザインに挑戦!」

市立美術館 市立美術館

14:00 サイエンスワークショップ「スノードームを作ろう」 市立科学館 市立科学館

14:00 ワイルドキッズ林間学舎 (23日まで) 市立少年自然の家 市立少年自然の家

16:30
音とあかりの散歩道2022・第51回鹿児島市ふるさと芸能
祭

市立美術館 ほか 文化振興課

16:30 桜島フェリーを活用した新たなイベントクルーズの実施 桜島フェリーターミナル 船舶局営業課

23 日 10:00 プロペラ飛行機＆紙飛行機づくり かごしま健康の森公園 かごしま健康の森公園

10:00 第42回秋まつり＆講演会 勤労女性センター 勤労女性センター

10:30 世界の台所
かごしま国際交流セン
ター

国際交流財団

11:00 第65回日本学生科学賞 鹿児島県審査会 市立科学館 市立科学館

11:30 桜島フェリーを活用した新たなイベントクルーズの実施 桜島フェリーターミナル 船舶局営業課

24 月 13:20 東芝ブレイブルーパス東京鹿児島キャンプイン 鹿児島市内 スポーツ課

14:00
令和4年度 鹿児島市食品衛生及び生活衛生功労者等表
彰式

川商ホール 生活衛生課

18:00 「新型花電車」出発式 交通局 観光振興課

・
(公社)鹿児島市シルバー人材センター会員作品展 (28日
まで)

東別館市民ギャラリー 管財課

25 火 10:30 令和4年度かごしま連携中枢都市圏市長会議
東別館3階 災害対策本
部室

政策推進課

10:45 椋鳩十児童文学賞受賞者交流事業 和田小学校 ほか 文化振興課

・ 市民アートフェア (30日まで) 市立美術館 市立美術館



26 水 9:45 令和4年度市中学生英語スキット・スピーチコンテスト 中央公民館 学校教育課

15:00 令和4年度第1回鹿児島市公文書管理委員会 別館3階 300会議室 総務部総務課

・ 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

27 木 12:45 2022かごしま市女性大会 サンエールかごしま 男女共同参画推進課

13:00 登記相談 吉田支所 市民相談センター

14:00 脳活性チャレンジ講座2回目 東部保健センター 東部保健センター

28 金 9:15
かごしま近代文学館特別企画展 白洲次郎生誕120周年記念特
別展「白洲次郎・白洲正子 武相荘折々のくらし」オープニングセ
レモニー

かごしま近代文学館 かごしま近代文学館

10:00 マッチメイザン#4 カジュアルマッチング マークメイザン 産業創出課

14:05 令和4年度鹿児島市道徳教育研究会 玉江小学校 学校教育課

・
白洲次郎生誕120周年記念特別展「白洲次郎・白洲正子
武相荘折々のくらし」 (11月28日まで)

かごしま近代文学館 かごしま近代文学館

29 土 7:30 かごしま環境未来財団主催「甲突川クリーン作戦」 甲突川周辺 かごしま環境未来館

9:15
ハロウィーンイベント「りぼんかん☆ハロウィーン探検ラ
リー」 (30日も)

りぼんかん こども政策課

9:30 都市農業センター 土曜マルシェ 都市農業センター 都市農業センター

10:30 科学教室「ドローンを飛ばそう」 市立科学館 市立科学館

14:00
特別企画展関連イベント 鼎談「白洲次郎・白洲正子につ
いて」

かごしま近代文学館 かごしま近代文学館

・ 鹿児島×渋谷クリエイティブシンポジオン 渋谷ヒカリエ 産業創出課

・ 灯台記念日パネル展 (11月13日まで) 市立科学館 市立科学館

30 日 9:30 骨盤体操＆ストレッチ教室 かごしま健康の森公園 かごしま健康の森公園

9:30 パークゴルフわくわく親子教室 かごしま健康の森公園 かごしま健康の森公園

9:30 かごしま環境未来館主催「城西マルシェ」 かごしま環境未来館 かごしま環境未来館

10:00 児童文学創作講座① かごしま近代文学館 かごしま近代文学館

【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

10月2日(日)【内容：広報戦略室「マグニョンが“４コマ漫画”

で鹿児島市の魅力発信!」】

9日(日)【内容：デジタル戦略推進課「もっと便利に!

マイナンバーカードでオンライン申請

してみよう」】

16日(日)【内容：産業支援課「“お買い物レシート”で

3千円分の商品券などを還元します」】
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

10月8日(土)【内容：観光プロモーション課「水辺を満喫♪

かごっま甲突川オータムフェス」】

15日(土)【内容：船舶局営業課「乗って・食べて・集めて
楽しむ!桜島フェリー」】

22日(土)【内容：市スポーツ振興協会「かごしまスポバズ!

『KAGOSHIMAシティウォーク』」】

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

10月7日(金)【内容：保育幼稚園課「病児・病後児保育の

ネット予約が始まりました!」】

14日(金)【内容：少年自然の家「少年自然の家で秋を

体感～わくわくフェスタ」】

21日(金)【内容：待機児童緊急対策室・保育幼稚園課

「待機児童解消を進めます」】

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 10月22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

10月23日(日)【内容：未来につなぐ ZOO（ずー）っとつなぐ

50年 平川動物公園】


