
令和4年11月月間行事予定表

日 曜 時刻 行　　　　　　　　　　事 場　　　所 主管課(施設)

1 火 10:00 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5委員会室 議会事務局

10:30 iBS外語学院のパース市語学研修生 市長表敬訪問 応接室 国際交流課

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

13:15 JALアスリート社員による市長表敬 応接室 国体総務課

14:30 JALアスリート社員による陸上教室 伊敷小学校 国体総務課

14:30 鹿児島市民表彰の表彰式 本館2階 特別会議室 総務部総務課

16:00
令和4年度 鹿児島市技能功労者・青年優秀技能者表彰
式

川商ホール 雇用推進課

19:00 桜島新設校ワークショップ 桜島公民館 学校整備室

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

・ 鬼子根龍彦曼荼羅展 (6日まで) 市立美術館 市立美術館

・ 第12回金曜会展 (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

2 水 10:00 第15回北部ふれあい健康まつり (4日、7日も) 北部保健センター 北部保健センター

10:00 シェイクアウト訓練 自宅、学校、職場など 危機管理課

10:00 津波避難訓練 小川町 ほか 危機管理課

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

13:00 議会運営委員会 議会協議会室 議会事務局

14:30 市長定例会見
東別館3階 災害対策本
部室

広報課

15:40 「鹿児島市愛の福祉基金」感謝状贈呈式 応接室 こども福祉課

18:50 第71回おはら祭 夜まつり 高見馬場～朝日通り 観光振興課

・ おはら祭会場における市電車両の展示 (3日も)
センテラス天文館前、ア
イムビル前

交通局経営課

3 祝 10:20 第71回おはら祭 高見馬場～朝日通り 観光振興課

14:00 朗読の時間「文学と音楽」 かごしま近代文学館 かごしま近代文学館

4 金 9:25 かごしま国体鹿児島市開催競技体験会 坂元小学校 国体総務課

10:00 決算特別委員会 第5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

12:20 ランチタイムコンサート (11日、25日も) 市民アートギャラリー 文化振興課

14:00 稼ぐインタープリター研修 (5日、6日も) 桜島 ほか 観光プロモーション課

18:30 学生のための起業セミナー
みなと大通り別館 ソー
ホーかごしま会議室

産業創出課

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

12:10 セグウェイ体験試乗 市立科学館 市立科学館

13:30 脚本リーディング① かごしま近代文学館 かごしま近代文学館

14:00 誰もが楽しめるバリアフリー演劇鑑賞会 サンエールかごしま 障害福祉課

14:00 サイエンスワークショップ「ホバークラフトを作ろう」 市立科学館 市立科学館

14:00 えほんのじかん (19日、26日も) かごしまメルヘン館 かごしまメルヘン館

16:00 青少年国際交流オンライン体験会
かごしま国際交流セン
ター

国際交流課

19:00 星と音楽の夕べ「ACIDMAN特集と秋の星空」 市立科学館 市立科学館

6 日 10:00 第9回わくわく福祉交流フェア かんまちあ 地域福祉課

10:00 海辺のマルシェin喜入生見 生見海水浴場
喜入支所総務市民課 ほ
か

11:00 児童虐待防止推進月間・街頭キャンペーン センテラス天文館 ほか こども家庭支援センター

14:00 クイズ大会 平川動物公園 平川動物公園

7 月 10:00 人権相談 郡山支所 市民相談センター

・ リフォーム教室作品展示 (11日まで) 東別館市民ギャラリー 管財課

8 火 10:40
正しい手洗い講座～食中毒、感染症予防のために (9日ま
で)

瀬々串小学校 ほか 生活衛生課

14:00
令和4年度 第69回下関商業高等学校・鹿児島商業高等
学校姉妹校交歓会 (9日まで)

鹿児島商業高等学校・
平和リース球場

鹿児島商業高等学校

16:30 国会議員・鹿児島県市議会議長会意見交換会 都市センターホテル 議会事務局総務課

18:00 皆既月食を楽しもう 市立科学館 市立科学館

・ 城西写友会写真展 (13日まで) 市立美術館 市立美術館

・ 第18回西薩写友会写真展 (13日まで) 市立美術館 市立美術館

※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。



9 水 8:00 1日消防署長 アミュプラザ鹿児島 消防局予防課

9:00 第35回谷山健康まつり (11日まで) 南部保健センター 南部保健センター

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

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

・ 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

・ 第35回谷山健康まつり (11日まで) 南部保健センター 南部保健センター

10 木 10:00 たてばば福祉館さつま芋収穫祭 たてばば福祉館 たてばば福祉館

11:30 いおの日イベント「チンアナゴ風船をつくろう!」 かごしま水族館 かごしま水族館

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 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

13:15
鹿児島の食の魅力を国体弁当で発信!学生と弁当事業者
の意見交換会

鹿児島純心女子短期大
学

国体競技課

18:30
TAISONGのRAP/HIPHOP MUSICワークショップ～足し
て、引いて、掛けてしまえ～(第1回)

市民アートギャラリー 文化振興課

・ 鹿児島市中学校音楽会 (11日も) 川商ホール 学校教育課

11 金 10:00 人権相談 喜入支所 市民相談センター

13:30
第53回桜島火山爆発総合防災訓練(住民避難訓練)の事
前説明

東別館3階 災害対策本
部室

危機管理課

14:00 第2回「自衛隊消防隊消火競技会」 七ツ島公園 消防局予防課

16:00 学校法人池田学園 フィンランド関係者市長表敬 本館2階 特別会議室
世界遺産・ジオ・ツーリズ
ム推進課

16:30 鹿児島市保育園協会による要望申入れ 応接室 保育幼稚園課

・ 第7回鹿実書道部・美術部展 (13日まで) 市立美術館 市立美術館

・ 第12回クロマニンゲン展 (13日まで) 市立美術館 市立美術館

12 土 11:00
スペシャルサイエンスステージ「おもしろお天気講座」
※13:30～、15:00～

市立科学館 市立科学館

13:30 特別企画展ギャラリートーク かごしま近代文学館 かごしま近代文学館

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

18:00
かごスタ!TALK2022～みんなで創ろう#鹿児島スタジアム
～

センテラス天文館 スポーツ課

13 日 9:30
吉野校区交通安全フェスタ2022～くらしのなかの交通安
全教室～

吉野自動車学校 安心安全課

10:00
鹿児島(鶴丸)城跡を歩く第3弾 ―明治10年の「鹿児島略
絵図」で街歩き

市立美術館 市立美術館

10:00 鹿児島市農林水産まつり 都市農業センター 都市農業センター

10:30 動物愛護フェスティバル かごしま健康の森公園 生活衛生課

11:30 パープルリボン街頭キャンペーン センテラス天文館 男女共同参画推進課

14:00 飼育係のフリートークイベント 平川動物公園 平川動物公園

14 月 11:30 株式会社新日本科学との立地協定式 本館2階 特別会議室 産業創出課

・ 90才以上の写真展よかよか体操 (18日まで) 東別館市民ギャラリー 管財課

15 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

13:00 人権相談 谷山支所 市民相談センター

・ 薩摩押花俱楽部押し花アート展 (20日まで) 市立美術館 市立美術館

16 水 9:00 集団献血 西別館正面玄関横 生活衛生課

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

18:00 市長と語る会(皇徳寺中学校区) 皇徳寺小学校 市民協働課

・
企画展「向田邦子の家時間～着ること食べること住まうこ
と～」 (1月23日まで)

かごしま近代文学館 かごしま近代文学館

・ 青果市場臨時休市 青果市場 青果市場

17 木 12:10
おひるのプラネタリウム(名曲プラネタリウム)「リストを聴き
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
きずなの劇場劇団四季ファミリーミュージカル「人間になり
たがった猫」市内小学生無料招待報告会

応接室 文化振興課



18 金 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

11:25 中華人民共和国駐福岡総領事の市長表敬 応接室 国際交流課

12:20 700回記念ランチタイムコンサート センテラス天文館 文化振興課

19 土 8:15 桜島爆発対策特別委員会 第1委員会室 議会事務局

10:00 俳句ことはじめ① かごしま近代文学館 かごしま近代文学館

10:00 女性限定!<BOXING×EXERCISE> 広木小学校 スポーツ振興協会

10:00
「プログラミングで海のSDGｓ!～海と日本PROJECT～」粘
土工作×Scratchワークショップ

かごしま環境未来館 かごしま環境未来館

10:00
選挙の出前事業(模擬投票)で使用する個人演説動画の
作製(撮影)

西別館2階 201会議室 選挙管理委員会事務局

10:00 こころの言の葉・未来型デジタルスキルコンクール表彰式 教育総合センター 学校教育課

13:30 脚本リーディング② かごしま近代文学館 かごしま近代文学館

14:00 プログラミング講座 市立科学館 市立科学館

・ 南日本美術展 (12月4日まで) 市立美術館 市立美術館

・
特別企画展「すわ、谷山!-中世・谷山城跡とその周辺‐」
(令和5年1月22日まで)

ふるさと考古歴史館 ふるさと考古歴史館

20 日 9:00 都市農村交流センターお茶の里「収穫祭」
都市農村交流センター
お茶の里

世界遺産・ジオ・ツーリズ
ム推進課

9:10 秋のわくわくフェスタ(ふれあいデー) 市立少年自然の家 市立少年自然の家

9:30 すぽどんジュニア体力アップ教室 吉田文化体育センター 市スポーツ振興協会

10:30 日曜文学講座① かごしま近代文学館 かごしま近代文学館

13:00 喜入をテーマとしたオリジナルソング『入れば喜び』披露 グリーンファーム 広報戦略室

14:00
特別企画展関連イベント 文学講座「随筆家 白洲正子の
作品について」

かごしま近代文学館 かごしま近代文学館

21 月 10:30 鹿児島県・鹿児島市意見交換会
鹿児島サンロイヤルホ
テル

政策企画課

13:30 かごしまSDGｓパートナーシップ推進会議 サンロイヤルホテル 政策企画課

18:00 市長と語る会(甲東中学校区) センテラス天文館 市民協働課

・ 人権啓発パネル展 (25日まで) 西別館市民ギャラリー 管財課

22 火 14:00 令和4年度第2回鹿児島市子ども・子育て会議 こども政策課

・ 第20回かごしまフォトクラブ写真展 (27日まで) 市立美術館 市立美術館

23 祝 10:00 子ども持久走教室 かごしま健康の森公園 かごしま健康の森公園

10:00 すぽどんジュニア体力アップ教室 鹿児島国際大学 市スポーツ振興協会

11:30 第7回かごしま食育フェスタ
天文館本通り、天文館
ぴらもーる

保健政策課

12:00 令和4年度すぽどんジュニアスポーツEXPO 鹿児島国際大学 市スポーツ振興協会

12:00 地域主導の見守り(徘徊捜索模擬)訓練 郡元公民館等 認知症支援室

13:00 体験!一日飼育係 かごしま水族館 かごしま水族館

13:30 30年ぶりに復活 郷土芸能「玉利の鎌手踊り」 披露 慈眼寺公園 広報戦略室

14:00 青少年国際交流オンライン体験会
かごしま国際交流セン
ター

国際交流課

24 木 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⑥ かごしま近代文学館 かごしま近代文学館

13:00 登記相談 桜島支所 市民相談センター

15:00
鹿児島市・長沙市友好都市締結40周年 交流協議書調印
式(オンライン)

本館2階 特別会議室 国際交流課

18:30
「TAISONGのRAP/HIPHOP MUSICワークショップ～足し
て、引いて、掛けてしまえ～(第2回)

市民アートギャラリー 文化振興課

・ 鹿児島県四地区観光連絡協議会「観光商談会」
ザ・ピーク プレミアムテ
ラス

観光プロモーション課

・ 第10回こんな部屋いいな絵画コンテスト (27日まで) 市立美術館 市立美術館

・ 「かごスﾎﾟフォトコン」入賞作品展 (30日まで) マルヤガーデンズ スポーツ振興協会

25 金 9:00
第48回勤労青少年スポーツ大会「テニスの部」 (令和4年1
月15日まで)

勤労青少年ホーム 勤労青少年ホーム

10:00 小説鑑賞講座金曜の部⑥ かごしま近代文学館 かごしま近代文学館

10:00
第7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

教育総合センター こども福祉課

10:00 桜島小みかんはさみ入れ式 桜島白浜町 生産流通課

11:30
2022かごしまの新特産品コンクール鹿児島市長賞受賞者
の市長表敬訪問

応接室 産業支援課

14:00 鹿児島市性の多様性理解促進のための企業向け講演会 センテラス天文館 人権推進課

14:00
鹿児島県四地区観光連絡協議会「観光商談会」での会長
(鹿児島市長)によるトップセールス

ザ・ピーク プレミアムテ
ラス

観光プロモーション課

15:15
鹿児島ユナイテッドFC 2022シーズン終了に伴う市長表敬
訪問

応接室 スポーツ課

17:00
鹿児島チアリーディングジュニアクラブビッグサンダース
市長表敬訪問

本館2階 特別会議室 スポーツ課

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



26 土 6:30 彩も鮮やか! 秋の青果市場見学ツアー 青果市場 青果市場

10:00 春まで楽しめる寄せ植え教室 かごしま健康の森公園 かごしま健康の森公園

10:00 令和4年度鹿児島地域植樹祭
一倉小学校 グリーン
ファーム

生産流通課

14:00 サイエンスワークショップ「星座早見ボトルをつくろう」 市立科学館 市立科学館

14:00 科学教室「AM・FMラジオを作ろう」 市立科学館 市立科学館

14:00
学芸講座「フランク・ステラの足跡と現在－ステラが作るス
テラ」

市立美術館 市立美術館

15:00 折り紙ワークショップ「クリスマス」を折ろう かごしまメルヘン館 かごしまメルヘン館

27 日 9:30 パークゴルフ初心者講習会 かごしま健康の森公園 かごしま健康の森公園

10:00 どんぐり工作教室 かごしま健康の森公園 かごしま健康の森公園

10:00
かごしま環境未来館主催「地域まるごと環境フェスタinア
ミュプラザ鹿児島」

アミュプラザ かごしま環境未来館

10:30 特別企画展関連イベント「薩摩琵琶による弾奏と朗読」 かごしま近代文学館 かごしま近代文学館

28 月 10:30 災害対応資材の寄附に対する感謝状贈呈式 松枝副市長室 建設管理部管理課

13:30 令和4年度鹿児島市事業評価監視委員会
東別館11階 1101会議
室

建設管理部管理課

15:00 令和4年度第2回鹿児島市交通事業経営審議会 交通局 交通局総合企画課

・ 伊敷写友会写真展 (12月2日まで) 東別館市民ギャラリー 管財課

・ 里親制度パネル展 (12月9日まで) 西別館市民ギャラリー 管財課

29 火 ・
ペンタックスリコーファミリークラブ鹿児島支部ROSSO写真
展 (12月4日まで)

市立美術館 市立美術館

30 水 10:00 人権相談 松元支所 市民相談センター

10:00 議会運営委員会 議会協議会室 議会事務局

10:00 第121回鹿児島市開発審査会
東別館11階 1101会議
室

土地利用調整課

10:00 市長定例会見
東別館3階 災害対策本
部室

広報課

14:00 鹿児島市障害者自立支援協議会 国際交流センター 障害福祉課

・ 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

【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

11月6日(日)【内容：かごしまデジタル女性プロジェクト】

13日(日)【内容：スマホで便利～障害者手帳アプリ

『ミライロＩＤ』】

20日(日)【内容：物価高騰の影響が大きい市民の

暮らしを支援】

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

11月5日(土)【内容：農業の未来が変わる『スマート農業』】

19日(土)【内容：まちの魅力を発信

～市民のひろばサポーター】

26日(土)【内容：みんなでつくる”トクベツ”国体

ボランティア募集】

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

11月4日(金)【内容：10周年のグリーンファームに遊びに

行こう!】

11日(金)【内容：家族で食に親しむ、かごしま食育

フェスタ】

18日(金)【内容：親子で学ぼう!アプリ開発講座】

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 11月26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

11月27日(日)【内容：子どもたちの笑顔あふれる鹿児島市

を目指して】


