
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。

　リナシティかのや情報プラザでは、夏休みや冬休み期間な
どにプログラミング教室を開催しています。パソコンやタブ
レットを使ってプログラミングに楽しみながら触れてもらお
うと、小学生向けに実施している教室です。
　今までに人気のあった教材は教育版マインクラフトを使用
したもの。これはものづくりゲームの一種であるMinecraft （マ
インクラフト・略称「マイクラ」）を、プログラミング教育・
情報教育・協同学習などの教材として使えるようにした教育
向けのツール。ブロックの組み合わせでオリジナルの世界を
構築したり、プログラミングしながらプレイすることができ
ます。
　教室では、操作に慣れた子供たちや親がアドバイスしなが
ら一緒になって学ぶ姿が見受けられました。参加した子供た
ちからは「ゲームをする感じでプログラムが学べてよかった、
友達にも紹介したい」、保護者からは「子どもが楽しそうに学

んでいた、なかなか経験する機会がないのでよかった」といっ
た声が聞かれました。この他にも、オリジナルゲームを作成
しプログラミングの基礎を学ぶスクラッチプログラミング教
室も人気でした。
　また、中学生以上向けには VRゴーグルを使用した「メタク
エストⅡ」体験を開催。ゴーグルを装着し前後左右に動かす
ことで画面が連動するためバーチャル空間に入り込んだよう
な感覚を体験できます。参加者は VR空間で大阪の観光地巡り
をしてみたり、アクションゲームやホラーゲームをプレイす
るなど、どれもその世界に入り込んだような感覚で体験でき、
VRのいろいろな可能性を感じることができました。「はじめて
体験しました。話を聞くだけではなく VR機器を使って体験す
ることができてよかった」「VR機器を持っていないため参加で
きてよかった」といった感想が寄せられました。機会があれ
ばメタバースの世界をのぞいてみてください。

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

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　

令和４年度 鹿屋市自主文化事業
まちの記憶フォト展 /
みんなのフォトコンテスト作品展　

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

鹿屋市が収集した郷土ゆかりの作家の作品や鹿屋市美術展
の受賞作品などを展示する「収蔵作品展」に併せて「鹿屋
絵画小作品」の応募作品を展示します。

昔を語る貴重な記録である写真に焦点をあて懐かしい風景
を振り返る「まちの記憶フォト展」と５回目を迎える「み
んなのフォトコンテスト作品展」を同時に開催します。

令和 4年
12/３（土）～12/11（日）　10：00 ～ 18：00 

※最終日は 15：00 まで

令和４年
12/17（土）～12/25（日）　10：00 ～ 18：00 

※最終日は 15：00 まで

期
間

期
間

リナシティかのや２Ｆギャラリー会
場 リナシティかのや２Ｆギャラリー会

場
入場
無料

入場
無料

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。



健康スポーツプラザウインタープログラム受講生募集 !!

★参加対象者 1 人～どなたでも可（ただし未就学児のみは不可）

★募集期間 11月１日（火）～12月20日（火）
（募集定員に達し次第締切と致します）

★申込み・お問い合わせ
健康スポーツプラザ事務所　TEL：0994-35-1005

★参　加　費 500 円

12 月からは星座解説番組は季節が「冬」になります。クリスマスには、特別番組の上映もあります。

※鑑賞料金　大人 200 円、高校生以下無料　※ 12 月 24 日（土）・25 日（日）は特別上映の時間は番組が替わります。

12月１～28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 ３２１０しゅっぱつしんこうパートⅡダーツでめぐる宇宙の旅 24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 ３２１０しゅっぱつしんこうパートⅡダーツでめぐる宇宙の旅 24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　プラネタリウム場　所

12 月 24 日（土）・25日（日）
① 11：20 ～　② 13：40 ～
③ 15：30 ～

日　時

大人 200 円、高校生以下無料鑑賞料金

※プラネタリウムクリスマス特別上映
オズのまほうつかい（25分）

リナシティかのや　ガレリア場　所

12 月２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

リナ・健康スポーツプラザ

リナ・情報プラザ



※ 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

沈黙のパレード
上映時間　①10：00　②13：00　③16：00　④19：00
令和４年11月25日（金）～12月28日（水）

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

12 月３日（土）10：30 よりチケット販売開始予定チケット


