
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、掲載している内容は変更・中止もありえますので、必ずご確認ください。

　リナシティかのやのギャラリーにおいて、令和４年度鹿屋市
自主文化事業「鹿屋絵画小作品展」を令和４年 12 月３日（土）
～ 11 日（日）の 9 日間の日程で開催いたしました。
　本展は、気軽にご参加いただける絵画作品の発表の場となる
ことをめざして始まった絵画展で、昨年度に引き続き 10 号以
下の絵画を募集いたしました。11 月 30 日（水）の作品搬入日
には、鹿屋市内や近隣地域で絵を描いていらっしゃる幅広い年
齢層（10 代から 90 代まで）の方から作品が寄せられ、出品者
56 名、出品数 92 点の絵画展の開催を迎えることができました。
　展示された油彩画、水彩画、色鉛筆画などの作品には、美し
い景色や奥ゆかしい風景、花、果物、人物、動物といった様々
な対象が魅力的に表現されていて、それぞれの作品の持ち味を
楽しみながら鑑賞できる絵画展となりました。

　また会場の１/ ３程度のスペースを使って「鹿屋市収蔵作品
展」を同時開催し、鹿屋市が収蔵する絵画・陶芸・彫刻などを
展示いたしました。年に一回開催しているこの収蔵作品展では、
100 点を超える収蔵作品の中から作品を選定し展示しています。
今回は、鹿屋市が収集した郷土作家の作品や鹿屋市美術展の委
嘱作家作品等が紹介されました。
　来場者アンケートでは「充実した展示で、どの作品もすばら
しく感動しました」「市民に広く募ったこのような企画展をま
た開催してほしい」といった感想をいただきました。今後も作
品を気軽に発表できる場や多くの皆さまにご鑑賞いただける機
会を設けていきたいので、一人でも多くの方に興味をお持ちい
ただければありがたいです。来場者ならびに出品者の皆さまへ
心より感謝申し上げます。

12月29日（木）～１月３日（火）まで市民交流センターと鹿屋市文化会館は休館いたします。
年末年始の休館について

お問い合わせ

リナシティかのや 鹿屋市大手町１番１号 鹿屋市文化会館
☎ 

鹿屋市北田町11107
◆ 芸術文化学習プラザ
☎ 

◆ 健康スポーツプラザ
☎ 

◆ 情報プラザ
☎ 

◆ 福祉プラザ
☎ 

▶▶▶　かのやハッピーワーク会員は、チケット等、特別価格で購入できます。詳しくは、かのやハッピーワーク☎0994-40-9931まで。
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リナシティかのや　鹿屋市文化会館情報誌



令和4年度 鹿屋市自主文化事業
高校生ミュージカル「ヒメとヒコ　～ある王の物語～」

リナ・芸術文化学習プラザ

鹿屋市文化会館

令和４年度 鹿屋市自主文化事業
声優朗読劇 フォアレーゼン

日　時 2023．1.15 SUN
会　場 リナシティかのや（鹿屋市市民交流センター）ホール　

チケット 全席指定 4,000 円（当日券は 4,500 円※会場窓口のみ取扱い）

プレイ
ガイド

・フォアレーゼン Ticket
・ローソンチケット Ｌコード：82571
・アニメイト通販

出　演

林 勇　/　狩野 翔　/　廣瀬 大介　/　中野 振一郎（チェンバロ）

開場  14：30
開演  15：00

ベートーヴェンがやって来た！ヤア！ヤア！ヤア！

チケット好評販売中

【ステップライトピアノ設置中】
♪ 期　間
　 設置中～１月中旬予定
　 ※ 12/29 ～１/ ３は、利用できません

♪ 時　間
　  ９：00 ～ 21：30
　 ※ サテライトスタジオで生放送中は、利用できません。

リナシティかのや１階ガレリアへリナシティかのや１階ガレリアへ
ぜひ遊びにお越しください♪ぜひ遊びにお越しください♪

中】

せんんせ

注意事項を守りながら
楽しく遊んでね♪

令和５年２月４日（土）　開場 18：00　開演 18：30
　　　　　　５日（日）　開場 13：30　開演 14：00

開催日時

ＳＳ席 2,800 円　　Ｓ席 2,300 円　　Ａ席 1,700 円
（※全席指定、当日券 500 円増※チケット購入後のキャンセルや変更はできかねます。）

鑑賞料金

鹿屋市文化会館、リナシティかのや３Ｆ売店プレイガイド

鹿屋市文化会館会　場

電子チケット： スマートフォンやパソコンからチケットをご購入
いただけます。（座席指定可）

チケット

車いすをご希望のお客様は鹿屋市文化会館までお電話ください。



リナ・健康スポーツプラザ

健康スポーツプラザ　施設案内について
寒さにも負けない体をつくろう！

【フィットネスホール】
バドミントンコート３面分の広さがあり、スポーツからダンスまで幅広くご利用いた
だけます。

利用方法

専用利用…前日までに予約いただき、全面貸切りでご利用いただけます。
一部利用… 当日予約がない時間帯に直接受付に来ていただき、バドミン

トンコート１面分ご利用いただけます。（予約ができないた
め先着順となります）

利用料金

専用利用の場合　１時間　520 円（人数は関係ありません）
一部利用の場合　大人１人　１時間　60円
　　　　　　　　小人１人　１時間　40円（３歳以上～高校生以下）

※一部有料で道具の貸出を行っております

健康づくり交流室又はフィットネスホールご利用の方は、シャワーを無料でご利用いただけます。
※タオル等の貸出はございませんので事前にご準備ください

【健康づくり交流室】
12 種類の器具を自由にご利用いただけます！室内シューズが必須となります。

利用される際は室内シューズを持参の上、受付までお越しください。
※コロナ対策の為、マスク着用をお願いしております。

利用料金 １回 310 円　回数券は６枚綴りで 1,550 円（１回分お得です）

リナ・情報プラザ

新年は星を眺めて一年のスタートをしよう♪
１月３～４日には、しぶんぎ座流星群がピークです。
見れたらいいですね！ 

※鑑賞料金　大人 200 円、高校生以下無料

１月４日～31日スケジュール
開始時間 タイトル 上映時間

10：00 妖怪ウォッチ♪コマさんからのＳＯＳ！ブラックホールへレッツゴーだニャン♪ 27 分

10：40 冬の星座解説６ 15 分

11：20 ナナとハチ　～ちきゅうにおちてきたネコのものがたり～ 20 分

13：00 妖怪ウォッチ♪コマさんからのＳＯＳ！ブラックホールへレッツゴーだニャン♪ 27 分

13：40 よもやま学園天文部　冬の星空編 22 分

14：20 冬の星座解説６ 15 分

14：50 妖怪ウォッチ♪コマさんからのＳＯＳ！ブラックホールへレッツゴーだニャン♪ 27 分

15：30 ナナとハチ　～ちきゅうにおちてきたネコのものがたり～ 20 分

16：10 妖怪ウォッチ♪コマさんからのＳＯＳ！ブラックホールへレッツゴーだニャン♪ 27 分

17：00 冬の星座解説６ 15 分

18：00 妖怪ウォッチ♪コマさんからのＳＯＳ！ブラックホールへレッツゴーだニャン♪
27 分

※土日祝のみ上映

18：40 冬の星座への旅 22 分
※土日祝のみ上映 リナシティかのや　ガレリア場　所

１月 27日（金）19：00 ～ 20：00日　時

無料　天候不良の場合は中止となります。参加費

ふらっと天体観測



※ 18歳未満の方は、終映が 19：00を過ぎる上映回には、必ず保護者の方同伴の上ご入場ください。
※表記の金額は全て税込価格です。

■大人１，８００円→１，５００円　　■大学１，５００円→１，２００円　　■高校生以下３歳まで１，０００円→８００円

割引券をお持ちの方に以下の内容で割引いたします。
※１学生の方は学生証をお持ちください。※２割引券は５名様まで有効　 ※３他の割引との併用はできません。

割引券サービス

<きりとり
>

車椅子のままでのご入場もできます。

【入場料】
一般1,800円/大学1,500円
高校生以下（３歳以上）1,000円/シニア（60歳以上）1,200円
■毎月１日ファーストデイ1,200円　■水曜サービスデイ1,200円
■いずれかが50歳以上のペア一人につき1,200円（年齢確認あり）
■リナシアターデイ（毎月20日）1,200円

ある男

〝 〞

籔

上映時間　①10：00　②13：00　③16：00　④19：00
令和５年１月４日（水）～２月２日（木）

リナシアター特別割引券

りなぶん
TIMES

令和５年３月31日まで有効

鹿屋市文化会館

純烈コンサート　鹿屋公演開催決定！

2023 年２月25日（土）　開場 14：30　開演 15：30開催日時

6,000 円
（全席指定・当日券 500 円増、未就学児入場不可）

鑑賞料金

鹿屋市文化会館会　場

㈱クレバーエンタープライズ協　力

・チケット販売所
　鹿屋市文化会館、リナシティかのや３Ｆ売店

・ 電子チケット（teket）
　お持ちのスマートフォンやパソコンからチケットを
　購入いただけます。（座席もお選びいただけます。）
　https://teket.jp/272/17067

※売り切れの際はご容赦ください。

チケット


