
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 100 号絵画展」が令和４年６月 25 日（土）
～７月 10 日（日）の 16 日間の日程で開催されました。
　会場には、鹿屋市および近隣地域を拠点に県内外の美術振興
へ貢献されている 18 名の作家たちのご協力のもと、100 号サイ
ズの絵画 32 点が展示されました。100 号は、長辺が 1,620mm
という大型の絵画で、そのような作品を制作する郷土ゆかりの
作家たちは、地元の展覧会はもとより南日本美術展や県美展の
ほか、名だたる公募展に出品されるなど、地域の美術界を牽引
する存在です。
　相当の時間と集中力、そして個々の独創性のもと制作された
作品が一面に並ぶと、会場はそれぞれの作品が発する個性や技
量が光る魅力的な雰囲気に包まれ、見応えのある絵画展となり
ました。

　期間をとおしての来場者は 600 名に迫り、「迫力満点の力作ぞ
ろいに圧倒されました。」「大隅半島にこれほど素晴らしい絵を
描かれる方々が多くいらっしゃることを知り感動しました。」「大
きな絵はとても迫力がありました。近くで見たり、離れて見た
りして、じっくり鑑賞しました。」「大きな作品だけの展覧会と
いうのも良かったです。」といった感想をいただきました。
　今後も美術作品への興味や関心をより多くの皆さまに持ってい
ただけるような鑑賞の機会を設けていきたいと考えております。
　来場者ならびに出品者の皆さまありがとうございました。
【出品者】
　池田 政年、小浜 亜由美、小濵 勝久、栫 康宏、葛迫 幸平、
　久保 千枝子、黒﨑 順子、黒田 陽子、田畑 明美、千足 みえ、
　鶴田 公人、西口 純一、野呂 千鶴子、繁昌 絵美、堀之内 聖、
　向吉 文男、山河 美智郎、吉田 喜代子

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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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。

リナ・芸術文化学習プラザ

令和4年度 鹿屋市自主文化事業
鹿屋絵画小作品展

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

『鹿屋市収蔵作品展』と
同時開催予定

作品募集

作品募集

　応募資格　　高校生以上

　出　品　料　　無料（参加賞あり）

　展示期間　　令和４年 12 月３日（土）～ 12 月 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

　応募方法　　出展申込書と作品票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 昨年度の展示風景

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。

『まちの記憶フォト展』と
同時開催予定

昨年度のテーマ部門大賞作品

募集期間 令和４年 11 月 23 日（水・祝）～ 12 月４日（日）

開催期間 令和４年９月 23 日（金）～ 10 月２日（日）

会　　場 リナシティかのや ギャラリー

開館時間 10 時～ 18 時（入館は 17：30 まで）

入　場　料 500 円（未就学児の入場不可）
＊ 展示する甲冑は、鹿児島県の伝統的工芸品に指定されている
技術によって制作されたレプリカです。

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）

日本独特の美しさを備えている「甲冑」の展覧会。
関ケ原の戦いのイメージし、東軍と西軍の武将たちの甲冑が登場。

令和４年度 鹿屋市自主文化事業
「甲冑展」



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
まだまだ暑いこの季節、屋内での運動はいかがでしょうか？

【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
※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。
※コロナ対策として人数制限と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

季節は秋、星座解説も秋になります !!
人気番組「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♪」好評上映中 !!

講師は Docomo さんですが、どのキャリアの方でもご
参加いただけます。

十五夜の日です。天体望遠鏡で中秋の名月を見ましょう。

※鑑賞料金　大人 200 円、高校生以下無料

9月1日～ 30日スケジュール

リナシティかのや　ガレリア場　所

９月 10日（土）19：30 ～ 20：30日　時

無料　事前の申込みをお願いします。参加費

お月見観望会

定員 10名（お申込みが多い場合は抽選）定　員

９月 26日（月）13：30 ～ 15：30日　時

９月12日（ご来館又はメール・FAX）にて受付申込締切

スマホ無料体験講座

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 みみずく探査機ほうほうの旅 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 みみずく探査機ほうほうの旅 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



※ 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

ジュラシック・ワールド／新たなる支配者
［日本語吹き替え版］

〝
〞

上映時間　①10：00　②13：00　③16：00　④19：00
令和４年７月29日（金）～10月６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

鹿屋市文化会館鹿屋市文化会館

高校生ミュージカル
「ヒメとヒコ」
新規キャスト募集！
高校生ミュージカル「ヒメとヒコ」は鹿屋市で活動している高校生
によるミュージカルです。週３回の稽古やイベント等へ出演しなが
ら、年１回の公演を目指します。舞台に興味のある高校生のみなさん、
ヒメとヒコで一緒に活動してみませんか？

鹿屋市文化会館での稽古に通える 18歳以下の高校生参加資格

週に２～３日程度（主に平日 18：00 ～ 21：00）稽　古

ミュージカルに関する、歌、演技、ダンスを基礎から学びます。内　容

月額 3,000 円月　謝

イベントやアトラクション等への出演があります。その他

鹿屋市文化会館　TEL 0994-44-5115
※お申込み書は鹿屋市文化会館でお受け取りください。

問合せ


