
ギャラリー Gallery

1 高見馬場シーズギャラリー
鹿児島市山之口町1-4  
tel.099-221-0416

11:00 ～ 19:00
無休
無料

―――――――――――――――――――――
24 WhiteGallery
鹿児島市下竜尾町25-7  
tel.099-248-3904

11:00～18:00
月曜日・お盆・年末年始
無料

mail@white-gallery.com  
http://www.white-gallery.com/
―――――――――――――――――――――
59  shop&gallerySOMETHING
鹿児島市東千石町11-14-2サムシングビル２Ｆ
tel.099-294-9755

11:00 ～ 18:00
 月曜日
無料

info@g-something.com  
http://g-something.com/
―――――――――――――――――――――
60 Goodday
鹿児島市加冶屋町5-12マルナミビル1F2F  
tel.099-248-9931

9:30 ～ 20:00（2F 11:00～）
不定休
無料

https://www.facebook.com/goodday0906/

18 かごしま近代文学館・
メルヘン館
鹿児島市城山町5-1  
tel.099-226-7771

9:30～18:00（入館は17:30まで）
火曜日（祝日の場合は翌日）、
12月29日～1月1日
一般300円、小・中学生150円

kinmeru@k-kb.or.jp  
http://www.k-kb.or.jp/kinmeru/
―――――――――――――――――――――
19 鹿児島県歴史資料センター
黎明館
鹿児島市城山町7-2  
tel.099-222-5100

9:00～ 18:00(入館は17:30まで)
月曜日（祝日の場合は翌日）、
毎月25日（土・日曜日の場合は開館）、
12月31日～1月2日
一般 310円、高・大学生190円、
小・中学生120円

http://www.pref.kagoshima.jp/reimeikan/

美術・博物館 Museum

9   陽山美術館
鹿児島市山下町8-3美術館ビル5F  
tel.099-239-5555

10:30 ～ 13:00 、14:30 ～16:00
（入館は15:30まで）
土～月曜日、祝日、12月1日
～2月末日、8月13日～15日
一般500円、高校生400円、
小・中学生300円

info@musee-yozan.or.jp  
http://musee-yozan.or.jp/
―――――――――――――――――――――
17 鹿児島市立美術館
鹿児島市城山町4-36  
tel.099-224-3400

9:30～18:00（入館は17:30まで）
月曜日（祝日の場合は翌平日）、12月29日～
1月１日
一般 300円、高・大学生200円、
小・中学生150円
http://www.city.kagoshima.lg.jp/artmuseum/

①右の二次元バーコードを端末で読み取り
かごしま文化情報センターの
ホームページへ

②最初の画面に出てきた、□番のピンへ移動というコメント
の、□をタッチして行きたい場所の番号を入力すると
掲載スポットの地図・詳細が表示されます。
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NEWS (３月～４月)

平成29年度早春の所蔵品展
特集 :島津家伝来のひな人形と薩摩の書画
2018年1月23日(火) ～ 2018年3月18日(日)
※ひな人形は３月31日(土)まで展示します。
所蔵品による小企画展
「線と面がおりなす絵画の世界」
2018年2月14日(水) ～ 2018年3月28日(水) 

9:30～18:00（入館は17:30 まで）
一般300円、高･大学生200 円、小･中学生150円
月曜日（祝日の場合は翌平日）

会場:鹿児島市立美術館
tel.099-224-3400
――――――――――――――――――――

企画展
「Wan,Wan,Wan!! 犬を愛した作家たち」
2018年2月28日(水)～ 2018年4月9日(月)

9:30～18:00（入館は17:30まで）
大人300円、小・中学生150円
火曜日（休日の場合は翌平日）

会場：かごしま近代文学館
Tel. 099-226-7771
―――――――――――――――――――――

展覧会 「三坂基文」
2018年3月3日(土) ～ 2018年3月28日(水) 
展覧会 「Ban rom sai／テキスタイル」
2018年3月31日(土) ～ 2018年4月19日(木) 

11:00～18:00
無料
月曜日

会場:WhiteGallery（ホワイトギャラリー）
tel. 099-248-3904
―――――――――――――――――――――

「Ohtematic 2018 オーテマティック
ニイゼロイチハチ 大寺聡展@霧島アートの森」

2018年2月27日(火) ～ 2018年4月15日(日) 
9:00～17:00(入園は16:30まで) 
一般310円、高・大生200円、小・中学生150円

幼児以下無料
月曜日休園

会場：霧島アートの森
tel. 0995-74-5945
―――――――――――――――――――――
【イベント情報】
明治維新150周年記念
「まちなか音楽ステージ 2018」

～ 青 春 の は ば た き ～
2018年3月24日(土) 

13:00～15:30(雨天の場合は翌25日に順延。
ただし25日が雨天の場合は中止になります)
会場：鹿児島中央駅前広場(若き薩摩の群像前)
入場無料

出演団体
鹿児島市立武小学校金管バンド
鹿児島市立桜丘中学校吹奏楽部
鹿児島市立鹿児島女子高等学校音楽部・箏曲部
鹿児島市立鹿児島中央高等学校音楽部
鹿児島大学書道部(書道パフォーマンス)
主催：文化薫る地域の魅力づくり実行委員会

鹿児島市、鹿児島市教育委員会
tel. 099-216-1501（鹿児島市文化振興課）

 休み開場時間 入場料 カフェ 授乳室 多目的トイレ

鹿児島中央駅～市役所

―――――――――――――――――――――
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掲載スポットの 地図・詳細は、かごしま 文化 情報センターホームペー ジ
http://www.kcic.jp/kan でご覧ください。番号はホームページとリンクしています

かごしまアートナビのご意見・ご感想・ご要望は、かごしま文化情報センター
Tel. 099-248-8121もしくは i n f or mat i on@k c i c . j p までお願い致します。



ギャラリー Gallery

38 MizuhoOshiroギャラリー
鹿児島市紫原6-51-25  
tel.099-813-5460

11:00 ～ 20:00
水曜日

（祝日の場合は営業、年末年始は要問合せ）
無料

mizuhooshiro-gallery@btvm.ne.jp  
http://www.btvm.ne.jp/~mo-g/
―――――――――――――――――――――
39 壺中楽
鹿児島市吉野町2433-17  
tel.099-243-2555

11:00 ～ 19:00
日・月曜日、祝日
（企画展中は無休。電話で要問合せ）
無料

―――――――――――――――――――――
42   コーヒーギャラリー蒼
鹿児島市中山町918-5
tel.099-260-6106
11:00 ～ 19:00
月曜日
無料

―――――――――――――――――――――
43 NØGLE（ノイル）※同敷地内にあり

鹿児島市上福元町6380-9 GLASHAUS内
tel.099-202-0087

11:00 ～ 19:00
日曜日（イベント中は無休。電話で要問合せ）
無 料

info@glashaus.co.jp  
http://glashaus.co.jp
―――――――――――――――――――――
58  NEWALTERNATIVE
(ニューオルタナティブ)
鹿児島市武1-21-39  
tel.099-259-3080

12:00 ～ 18:00

無料
info@newalternativegallery.com  
http://newalternativegallery.com/

美術・博物館 Museum

23 桜島ビジターセンター
鹿児島市桜島横山町1722-29  
tel.099-293-2443

9:00 ～ 17:00
無休
無料

http://www.sakurajima.gr.jp/svc/
―――――――――――――――――――――
30 尚古集成館
鹿児島市吉野町9698-1
tel.099-247-1511

41中村晋也美術館
鹿児島市石谷町2366  
tel.099-246-7070

10:00～ 17:00 （
入場は 16:30まで）
月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始
一般500円、高校生200円、

小・中学生100円
http://www.ne.jp/asahi/musee/nakamura/
―――――――――――――――――――――
44 三宅美術館
鹿児島市谷山中央 1-4319-4  
tel.099-266-0066

10:00 ～ 16:30
毎週水曜日・年末年始
一般500円、高校生300円、小・中学生200円、
70歳以上100円

mail@miyake-art.com  
http://www.miyake-art.com/
―――――――――――――――――――――
45 児玉美術館
鹿児島市下福元町8251-1  
tel.099-262-0050

10:00 ～ 16:00
月曜日(祝日の場合は翌日）
12月11日～1月3日は館内整
理のため休館
一般500円、高・大学生300円
小・中学生200円

kodama-art-museum@space.ocn.ne.jp  
http://www.kodama-art-museum.or.jp/
―――――――――――――――――――――
46 平川動物公園
鹿児島市平川町5669-1  
tel.099-261-2326
 9:00～17:00(入園は16:30まで)

12月29日～1月1日
一般500円、小・中学生100円

http://hirakawazoo.jp/

複合文化施設
Cultural Complex

40しょうぶ学園
鹿児島市吉野町5066  
tel.099-243-6639
 10:00 ～ 17:00
 月・火曜日
info@shobu.jp  
http://www.shobu.jp/

建 築 Architecture

22鹿児島旧港北防波堤灯台
鹿児島市本港新町 設計：不詳
―――――――――――――――――――――
25南州神社電燈一対
鹿児島市上竜尾町2-1   設計：不詳
―――――――――――――――――――――
26 Café潮音館
（旧重富島津家住宅米蔵）
鹿児島市清水町31-8
設計：不詳 用途：商業施設
―――――――――――――――――――――
27 磯工芸館
鹿児島市吉野町 9688-24  
設計：不詳 用途：商業施設
―――――――――――――――――――――
28 異人館
(旧鹿児島紡績所技師館 )
鹿児島市吉野町 9685-15  
設計：不詳 用途：文化施設
―――――――――――――――――――――
29 磯珈琲館
（旧芹ヶ野島津家金山鉱業事業所）
鹿児島市吉野町9688-1
設計：不詳 用途：商業施設
―――――――――――――――――――――
31旧鹿児島刑務所正門
鹿児島市永吉1-30-1   設計：山下啓次郎
―――――――――――――――――――――
33イイテラス
鹿児島市荒田1-16-7
設計：アトリエ環建築設計事務所
用途：店舗・オフィス・集合住宅

ギャラリー Gallery

56 GALLERY HIRAMINE
薩摩川内市里町里3248  
tel.09969-3-2346

10:00 ～ 16:30
水・木曜日

http://galleryhiramine.com

美術・博物館 Museum

47 スターランドAIRA
姶良市北山997-16
水～金 9:00～16:30、土・日13:00～21:00
月・火曜日（祝日は開館）、毎月25日（土日は

開館）、年末年始（12月28日～1月4日）
http://www.synapse.ne.jp/starlandaira
―――――――――――――――――――――
48 鹿児島県霧島アートの森
姶良郡湧水町木場6340-220  
tel.0995-74-5945

9:00～ 17:00（入園は16:30まで）
月曜日（祝日の場合は翌日）
12月29日～1月2日

設計：早川邦彦建築研究室（アートホール）
http://open-air-museum.org/
―――――――――――――――――――――
50 上野原縄文の森
霧島市国分上野原縄文の森1-1
 9:00～17:00 月曜日（祝日の場合は翌日）
http://www.jomon-no-mori.jp/
―――――――――――――――――――――
52 せんだい宇宙館
薩摩川内市永利町2133-6
10:00～21:00（入館は20：30まで）
月曜日（祝日の場合は翌日）

http://sendaiuchukan.jp/
―――――――――――――――――――――
53 薩摩伝承館
指宿市東方12131-4
 8:30 ～ 18:00  無休
http://www.satsuma-denshokan.com/
―――――――――――――――――――――
54 JAXA種子島宇宙センター
熊毛郡南種子町大字茎永字麻津

9:30～17:00（7～ 8月は9:30～17:30）
月曜日（月曜が祝日の場合は火曜日、
8月は無休）、年末年始

http://fanfun.jaxa.jp/visit/tanegashima/
※社員食堂12:00～13:30休業日：土日祝、打上げ日

34 鹿児島大学稲盛会館
鹿児島市郡元1-21-40  鹿
児島大学工学部構内
設計：安藤忠雄 用途：学校施設
―――――――――――――――――――――
35 鹿児島大学総合研究博物館
常設展示室
鹿児島市郡元1-21-30
設計：文部省 用途：博物館
―――――――――――――――――――――
36 ゼロのいえ
鹿児島市鴨池1-42-22
設計：髙﨑正治 用途：住居・アトリエ

市 外

―――――――――――――――――――――
55田中一村記念美術館
奄美市笠利町節田1834

9:00～ 18:00（入館は17:30まで）
第1・第3水曜日

http://www.amamipark.com/isson/isson.htm

建 築 Architecture

49霧島国際音楽ホール
（みやまコンセール）
霧島市牧園町高千穂3311-29
設計：槇総合計画事務所 用途：文化施設
http://www.miyama-conseru.or.jp/
―――――――――――――――――――――
51輝北天球館
鹿屋市輝北町
設計：髙﨑正治 用途：公共施設

※記載の内容は、制作時の情報です。予告なく変更になる場合がありますので
予めご了承ください。

※施設により団体料金がございます。かごしま文化情報センターもしくは
各施設のwebサイトをご覧ください。

複合文化施設
Cultural Complex

4 グッドネイバーズ
鹿児島市住吉町7-1  
tel.099-295-6658

11:00～ 19:00
火曜日、第２・第4水曜日

info@good-neighbors.info  
http://good-neighbors.info/
―――――――――――――――――――――
10 レトロフトチトセ（1F）
レトロフトMuseo（2F）

鹿児島市名山町2-1レトロフト千歳ビル1F・2F  
tel.099-223-5066

11:00 ～ 19:00（日曜16:00）
月曜日、お盆、年末年始
無料

info@retroftmuseo.com  
http://www.retroft.com/
2FレトロフトMuseoについてはHPのスケジュールを確認。

建 築 Architecture

2 鹿児島カテドラル・
ザビエル記念聖堂
鹿児島市照国町13-42
設計：坂倉建築研究所 用途：宗教施設
―――――――――――――――――――――
3 マルヤガーデンズ
鹿児島市呉服町6-5
設計：みかんぐみ 用途：商業施設
―――――――――――――――――――――
5 山形屋
鹿児島市金生町3-1
設計：斎藤久孝 用途：商業施設
―――――――――――――――――――――
7 鹿児島県産業会館
鹿児島市名山町9-1
設計：内藤建築事務所 用途：事務所・会議室
―――――――――――――――――――――
8 南日本銀行本店
鹿児島市山下町1-1
設計：三上昇 用途：銀行
―――――――――――――――――――――
12 鹿児島市庁舎 本館
鹿児島市山下町11-1
設計：大蔵省営繕管財局工務部 用途：庁舎
―――――――――――――――――――――
13 鹿児島県立博物館
鹿児島市城山町1-1
設計：岩下松雄 用途：博物館
―――――――――――――――――――――
14 鹿児島県立博物館考古資料館
鹿児島市城山町1-3
設計：不詳 用途：博物館
―――――――――――――――――――――
15 鹿児島県教育会館
鹿児島市山下町4-18
設計：三上昇 用途：事務所
―――――――――――――――――――――
16 鹿児島市中央公民館

（旧鹿児島市公会堂）
鹿児島市山下町5-9
設計：片岡 安 用途：公共施設
―――――――――――――――――――――
20 旧鹿児島県庁舎正面門
鹿児島市山下町14-50    設計：不詳
―――――――――――――――――――――
21 県政記念館（旧鹿児島県庁舎本館）
鹿児島市山下町14-50
設計：曽禰中條建築事務所 用途：文化施設
―――――――――――――――――――――

その他 市内

 8:30 ～ 17:30
無休
一般1000円、小・中学生500円

（仙巌園と共通）
http://www.shuseikan.jp/
―――――――――――――――――――――
32 長島美術館
鹿児島市武3-42-18
tel.099-250-5400

9:00～17:00（入館は16:00まで）

火曜日（祝日の場合は翌平日）
常設展：一般1,000 円、高・大学生800 円、

小・中学生400 円．シニア(65 歳以上)500 円
団体20 名様以上は2 割引(ｼﾆｱは除く）
Nagashima-M@ngp.jp  
http://www.ngp.jp/nagashima-museum
―――――――――――――――――――――
37  鹿児島市立科学館
鹿児島市鴨池2-31-18
tel.099-250-8511

9:30～18:00（入館は17:30まで）
火曜日（祝日、1月2・3日の場合は、
その後の最初の平日）、12月29日～1月1日
高校生以上400円、小・中学生150円
宇宙劇場観覧料 :
高校生以上500円、小200円

http://www.k-kagaku.jp/






































https://www.awood.jp/
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