
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。

　令和４年９月 23 日（金・祝）から 10 月２日（日）までの
10 日間、リナシティかのやギャラリーにおいて、令和４年度
鹿屋市自主文化事業「甲冑展」が開催されました。
　甲冑には防具として身を守る機能だけでなく、武将たちが
威厳や地位の高さを誇示する装飾品としての役割もあり、制
作された時代の最先端の「文化力」や「美術力」の結晶とも
いえる存在とされています。本展では、関ケ原の戦いに関わっ
た東軍・西軍の武将たちをテーマに、鹿児島県伝統的工芸品
指定の技術で再現されたレプリカ（甲冑工房丸武制作）を展
示し、勇壮さと繊細さを併せ持った独特の美しさやデザイン
から窺える発想力の豊かさなど、甲冑ならではの魅力に迫り
ました。
　なお、会場の一角では兜（かぶと）と陣羽織の着用を体験で
き、参加者は兜の重みに衝撃を受けながらも、いろいろなポー

ズをとって、稀にしかない姿を写真に収められていました。
　歴史や武将たちに興味を持つ子どもたちをはじめ、時代劇
ファンや芸術愛好家など幅広い世代・趣向の方々がご来場く
ださり、次のような「それぞれが個性的で美しく見応えがあっ
て、とても楽しませていただきました。」「とてもカッコいい
甲冑が見れて良かったなあと思いました。」「生で甲冑を見る
のは初めてでした。正面だけでなく左右からや下から見ても、
細部まで精巧に作られていて感心しました。」という感想を寄
せてくださる方もいらっしゃいました。ご来場いただき誠に
ありがとうございました。
　また、本展では甲冑だけでなく、鹿屋女子高等学校書道部
に揮毫していただいた看板にも多くの方々が関心を持ってく
ださいました。鹿屋女子高等学校書道部の皆さまのご協力に
心より感謝申し上げます。

≪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



リナ・芸術文化学習プラザ

鹿屋市収蔵作品展
　ー 絵画をはじめ、書、工芸、写真等の展覧会 －
これまでに鹿屋市へ寄贈された作品、鹿屋市美術展で受賞した作品、鹿屋
市が収集した郷土ゆかりの作家や県内外で活躍する作家の作品等を展示し
ます。

鹿屋絵画小作品展
気軽に出品できる小さいサイズの絵画展を開催します。
あなたが描いた絵画作品を応募してみませんか。

令和４年度 鹿屋市自主文化事業
みんなのフォトコンテスト

『まちの記憶フォト展』を同時開催
・・・大きく変化する社会の中で、昔を語る貴重な記録  
　　  として存在する写真に焦点をあてた展示

作品募集

　応募資格　　高校生以上

　出　品　料　　無料（参加賞あり）
　応募方法　　専用応募用紙に必要事項をご記入の上、搬入日にリナシティ
　　　　　　　　かのや２Fギャラリーへご持参ください。
　　　　　　　　搬入日：11/30 （水）　10 時～ 17 時

　募集内容　　油彩・水彩・パステル・日本画・版画・デッサン等の絵画作品
　　　　　　　　【テーマ】　自由
　　　　　　　　【サイズ】　10 号以下
　　　　　　　　【その他】　一人２点まで

とっておきの風景やお気に入りの場面などを撮影した写真を募集します。
あなたが写真におさめた感動を披露してみませんか。

募集期間 令和４年 11 月 23 日（水・祝）～ 12 月４日（日）

・展示期間：令和 4年 12 月３日（土）～ 11日（日）　10時～ 18 時　 ※最終日は 15時まで
・展示会場：リナシティかのや２Fギャラリー

作品募集

募集部門 ① テーマ部門／ 大隅半島の百景　　② 自由部門

応募資格 各部門１人３点（計６点）まで

出　品　料 無料

応　募　先 リナシティかのや（鹿屋市市民交流センター）芸術文化学習プラザ

作品展示 期　間：令和４年 12 月 17 日（土）～令和４年 12 月 25 日（日）
会　場：リナシティかのや２Ｆギャラリー
＊応募作品は、受賞の有無を問わず原則的に全て展示します。

写真サイズ A4サイズ（210㎜×297㎜）またはワイド四つ（254mm×366mm）

令和4年度 鹿屋市自主文化事業
鹿屋市収蔵作品展／鹿屋絵画小作品展 同時開催

昨年度の優秀賞作品（テーマ部門）

昨年度の優秀賞作品（自由部門）



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
10 ／１よりフィットネスホールを利用当日に貸切利用できるようになりました！
（当日予約がない時間帯に限る。先着来館順）　

【フィットネスホール】
広さはバドミントンコート３面分、スポーツやダンス等でご利用いただけます。

利用方法
専用利用…前日 19 時までの予約で、全面貸切にてご利用いただけます。
一部利用… 当日予約がない時間帯にコート1面分をご利用いただけます。
　　　　　（予約不可のためご利用の 30分前から受付。先着順）

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
※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。

※コロナ対策として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

11 月８日（火）は皆既月食が見られます。肉眼で見ると月が赤っぽくなります。
皆既月食に加えて天王星が月に隠れる天文現象も同時に発生します。

※鑑賞料金　大人 200 円、高校生以下無料

11月１～30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 秋の星座解説６ 15 分

11：20 太陽系火山めぐり 25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　秋の星空編 22 分

14：20 秋の星座解説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 太陽系火山めぐり 25 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 秋の星座解説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 １秒ちょっと前の月 24 分
※土日祝のみ上映

リナシティかのや　ガレリア（予定）場　所

11 月８日（火）19：00 ～ 20：30日　時

無料
天候不良の場合は中止又はネット中継上映となります。

参加費

皆既月食＆天王星食観望会

リナシティかのや　ガレリア場　所

11 月４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



令和５年２月４日（土）、２月５日（日）開催日程

鹿屋市文化会館会　　場

公演詳細は近日発表予定

※ 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

百花

〈
〉

上映時間　①10：00　②13：00　③16：00　④19：00
令和４年10月28日（金）～11月24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

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」　公演日決定！

鹿屋市文化会館鹿屋市文化会館

「休館日のお知らせ」
　令和５年４月より鹿屋市民交流センター・きもつき川水辺館は第２木曜日、第４木曜日が
休館日となります。尚、リナシアター、福祉プラザ、バス待合所は除きます。（きもつき川水辺館
はその日が祝日に当たるときは、翌日以後の休日でない日が休館日となります）


