
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 健康スポーツプラザでは、2022 年 12
月 25 日（日）フィットネスホールにて「2022 ウインター
プログラム　Cristmas Dance Party」を開催いたしました。
　今年は、クリスマスソングをテーマに、ダンス経験の有
無や年齢性別を問わず、より多くの方が気軽にダンスを楽
しみながら運動が出来る内容となっておりました。
　参加者の募集にあたっては、「クリスマスは COOL な
DANCE で熱くなれ！」というキャッチフレーズのもと幅
広い周知を図り、リナシティかのやのホームページのほか、
SNS やデジタルサイネージ等を活用したところ、想定より
も多くの方々がご参加くださいました。
　ダンスの講師には、ヒップホップダンスを軸に様々なダ
ンスを取り入れ、精力的に活動されている鹿屋市在住の
「RUMI」氏をお招きしました。「RUMI」氏の可愛らしくも
ありながら、しっかりとキレとキメの効いた振付に、参加

者が惹きつけられる様子が見受けられ、一瞬のうちに会場
はダンスホールと化したようでした。
　また、クリスマスに因んだトナカイのポーズ等もあり、
お子様だけでなく皆様笑顔溢れるダンスパーティとなりま
した。
　参加された方の声として「久しぶりに体を動かして楽し
かった」「初めての参加だったが楽しかった」「キャッチフ
レーズ通り熱くなれた」など好評をいただいたと同時に次
回開催を要望される方もいらっしゃいました。
　依然として新型コロナウイルス感染症の感染状況が予断
を許さない状況ではありますが、健康スポーツプラザでは、
夏にもイベントを開催する方向で考えております。より多
くの方へ運動を通じ新しい世界を提供出来るよう企画して
まいりますので、少しでも興味のある方はお気軽にご参加
いただければ幸いです。

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



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
みんなのフォトコンテスト受賞作品 （テーマ部門）

賞 タイトル 撮影者 撮影場所

大賞 ５月の天神 打越 良一 鹿屋市天神町

優秀賞 夜彩 南風 きゅう 大隅湖

審査員特別賞 夕日に香る時 本村　智 錦江町

奨 

励 

賞

稚児たちのだご祭り 本田 康文 志布志市

美洞穴 假屋 真司 溝ノ口洞穴

水は清きふるさと 長　勝幸 雄川の滝

南大隅町の祭り 長　秀子 南大隅町根占

太田神社の七夕かざり 松尾 彰文 大隅町月野

雨あがりの光景 税所 マリ 鹿屋市浜田町

蒼空に舞う 安樂 弘司 パノラマパーク
西原台

晩秋の渓谷 石川 德美 大川原峽

火山と天の川 竹下 政博 桜島

仮装大賞 清水 悠司 都萬神社

打越 良一
『５月の天神 』

審査員コメント…
この写真の良いところは、レンズ選び、撮影時間帯お
よび時期、立ち位置の３拍子が揃ったことです。特に
広角レンズで撮影したことにより、広がりと奥行きが
でて見る人を惹きつけます。

※自由部門の受賞作品は次号にてご紹介いたします。

５回目となる今回は、221 点の作品（テーマ部
門 98 点、自由部門 123 点）をご応募いただき、
12/17(土 )から12/25(日）までリナシティかのやギャ
ラリーにおいて全作品を展示いたしました。ご応募
ならびにご来場ありがとうございました。

▶テーマ部門（大隅半島の百景）

大賞
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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

令和４年度 リナバトンスクール受講生募集！
各イベントへの出演やコンテストへ向けて、専門の講師が丁寧に指導をしています！
皆さん初心者からのスタートなので、まずは見学・体験へお気軽にどうぞ♪

対　　象 ３歳～高校生

講座開始日 令和５年４月１日（土）

必要なもの 運動できる服装、室内シューズ、タオルなど

講　　師 エクセルバトンスクール鹿児島

定　　員 35 名

※コンテスト参加費、衣装代等は別途料金がかかります。

★初回体験・見学は無料ですので
お気軽にお問い合わせください★

日　　時
月 4回　毎週土曜日
（年代別に 13：00 ～ 15：00、15：00 ～ 17：00）

リナ・情報プラザ

２月は、りゅうこつ座のカノープスという星を見つけるチャンスです。
中国では、この星の事を「南極老人星」と呼び、この星を見ると寿命が延びるという言い伝えがあるそうです。

※鑑賞料金　大人 200 円、高校生以下無料

2月1日～28日プラネタリウム上映スケジュール
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４いちばんぼしのひみつ 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４いちばんぼしのひみつ 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 宇宙はじまりの物語 22 分
※土日祝のみ上映

リナシティかのや　ガレリア場　所

２月 24日（金）19：00 ～ 20：00

デジタル天体望遠鏡 eVscope ２を使用してオリオ
ン大星雲をモニター表示させます。

3210 しゅっぱつしんこうパート４
いちばんぼしのひみつ
　ごぞんじ、大空博士 とロボット宙太郎のおと
ぼけコンビの大旅行。あちこちめぐるうちに博
士はすっかりお疲れモード。そこで今回は、行

き先を、一番星だけに絞って、じっくり旅行に方針変更。おまけに、
宙太郎に任せて自分は他のことをして遊んでいようと画策していま
す。ところが…。一番星って、どんな星？博士がいなくて大丈夫？
ちょっと不安はありますが、ハラハラドキドキ感はさらにパワーアッ
プ。さあ、皆さんも一緒に 一番星の秘密を探りに出かけましょう !!!

日　時

無料（事前申込をお願いします）
天候不良の場合はプラネタリウム鑑賞

参加費

オリオン大星雲を見よう



※ 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

ラーゲリより愛を込めて

聰

上映時間　①10：00　②13：00　③16：00　④19：00
令和５年２月３日（金）～３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


