
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７月 30 日（土）から８月 14 日（日）まで、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「恐
竜らんど」が開催されました。
　本イベントは、リナシアターでの「ジュラシック・ワールド」
の封切り公開に合わせて企画された子ども向けの恐竜イベント
で、３D映像や VR 映像、化石標本、レプリカ、大型ダンボール
オブジェ、飛び出す絵本といった様々な展示によって、恐竜の謎
や魅力に迫りました。
　特に人気があった VR 映像は、専用のヘッドマウントディスプ
レイを頭にかぶると上下左右 360 度に VR ＝バーチャルリアリ
ティ（仮想現実）の世界が広がるというもので、まさに古代にタ
イムスリップしたかのような感覚を味わうことができました。メ
ニューは、白亜紀の森に生きる恐竜たちの息遣いがリアルに再現
された「ティラノサウルスに遭遇」と白亜紀の海にしか棲息して
いない様々な生物たちと出会える「古代の海」の二種類あり、両

方とも体験される方も多く、数日にわたって来られるリピーター
もいらっしゃいました。
　また、期間中の土日祝日に開催された化石発掘体験のワーク
ショップは、一日２回ずつ 12 名定員の設定でしたが、当日の受
付開始直後に定員に達するほど多くの方が興味を持ってくださ
いました。ワークショップは、参加者がブラシを使い、砂の塊を
削っていくと出現する本物の化石を掘り出して手に入れるとい
う内容で、体験をとおして本物ならではの一つ一つの形の違いを
楽しんでいただけたようです。
　恐竜は、起源、生態、進化、絶滅などが多くの謎に包まれてい
て、そういった謎や桁違いの大きさ、不思議な造形が魅力となり、
知識と理解を深めたいという知的好奇心をくすぐる生き物です。
今回の恐竜に関する展示の試みが、鑑賞機会の少ない地域におけ
る学習の機会となりましたら幸いです。ご来場くださった皆さま
ありがとうございました。

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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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。

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
みんなのフォトコンテスト

『まちの記憶フォト展』と同時開催予定

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
　　　　　　　　※応募用紙の設置は 10 月中旬ごろの予定

　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。

昨年度の自由部門大賞作品

募集期間 令和４年 11 月 23 日（水・祝）～ 12 月４日（日）

・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

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



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
過ごしやすい季節になりました。屋内でトレーニングはいかがですか？

【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

秋の夜長を星空を見て楽しもう ! !
日が沈んで東の空に昇っていく明るい星が木星です ! !

※鑑賞料金　大人 200 円、高校生以下無料

10月1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 秋の星座解説６ 15 分

11：20 ３２１０しゅっぱつしんこうぼくらのうちゅうりょこう 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　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 ３２１０しゅっぱつしんこうぼくらのうちゅうりょこう 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 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　ガレリア場　所

10 月７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

トップガン　マーヴェリック
［２D字幕］

〝 〞

上映時間　①10：00　②13：00　③16：00　④19：00
令和４年10月７日（金）～10月27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

「高校生ミュージカル ヒメとヒコ」と
「鹿屋市少年少女合唱団」が今年で 53回目を
迎える「鹿屋市文化祭」のステージに登場。

ぜひご覧ください。

「高校生ミュージカル ヒメとヒコ」「鹿屋市少年少女合唱団」「高校生ミュージカル ヒメとヒコ」「鹿屋市少年少女合唱団」
第53回 鹿屋市文化祭出演決定！第53回 鹿屋市文化祭出演決定！
10月29日 土
　　　～10月30日日
鹿屋市文化会館

開催日

会　場

鹿屋市少年少女合唱団高校生ミュージカル ヒメとヒコ

※詳細についてはお問い合わせください。


