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　長い歴史のなかで生まれ、育まれ、今日まで守り伝えられてきた建造物や民俗芸能等は、本県の貴重な
文化財として、地域の豊かな歴史と文化を物語ってくれます。この機会にぜひ、実際に訪ねて、見て、
その雰囲気を肌で感じ、心で歴史に触れてみませんか?

かごしまにある文化財の価値やその魅力を、より多くの方々に知っていただきたい！

そんな思いを込めて、文化財をテーマとした周遊モデルコースとPR動画を
地域ごとに作成しました。ぜひ、この機会に見て、聞いて、感じてください！

こうちゃんクイズ!

文化財課　099-286-5355文化財課　099-286-5355問い合わせ先

　日頃から、地域の歴史を語る建造物や民俗芸能等を、文化財として守り継がれてきた
関係団体の方々へ心から感謝申し上げます。  
　県としても引き続き文化財の魅力を積極的に情報発信するとともに、文化財の
保存及び活用を通じて、本県の更なる文化・芸術・観光等の振興を図ってまいります。
　かごしまの文化財の魅力を再発見して、未来に伝えていきましょう! ! 

偶数月発行2022（令和4）年 10月 発行／鹿児島県総務部広報課
〒890-8577　鹿児島市鴨池新町10-1
 ☎  099-286-2095 FAX 099-286-2119
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県政かわら版は点字版・録音版も発行しています。ご希望の方は鹿児島県身体障害者福祉協会☎099-228-6271までご連絡ください。
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鹿児島県知事　塩田　康一

　本県の文化財のうち、
令和4年2月に「国宝」に
指定された建造物は、

「●●●●神宮 本殿・幣殿・拝殿」です。
ヒント: ひらがな4文字で答えてね! 
　　※ぜひ、一度訪ねてみよう(^o^)

未来に伝えよう！～かごしまの文化財～

未来に伝えよう！～かごしまの文化財～

（県文化財一覧）
詳しくは、こちら▲
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動画を
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イズクイズ!!

財のうち、

PR動画はこちら▲

有形文化財
保存

あなたの知らない鹿児島にあいにいこう。
～かごしま文化財探訪のご紹介～

無形民俗文化財
わざの継承犬追物関係資料〈島津家伝来〉

尚古集成館館長　松尾千歳さん 油井の豊年踊り保存会会長　岡野 弘明さん

油井の豊年踊り

掲載した文化財を選定した
下豊留佳奈さん

掲載した文化財を選定した
下豊留佳奈さん

お宝を探すように、
文化財を発見しよう！
石碑を見るときは、
側面や裏側を
チェック！

体を動かしながら秋のかごしま観光を楽しむ!
デジタルの力を使って便利で心豊かな暮らしを目指します!

　豊作を祈願する瀬戸内町油井の豊年踊り。豊作を示すための
「稲の重さ」を表現するしぐさは特に難しいです。先輩方の所作を
見たり、コツを聞いたりする中で絆を深めながら、わざを継承して
きました。
　最近では、踊りの手順やコツを分かり
やすく伝えるため、「伝承手帖」を地域
ぐるみで作るなど、次世代に伝える
様々な工夫や努力を行っています。

　島津家では、中世の武芸である犬追物が明治時代に至る
まで行われていました。その様子を示した犬追物関係資料
は、貴重な歴史資料。
　楮などの和紙でできていることから、
きりふきを用いてしみを落としたり、特殊な
薬品で色落ちや虫食いを防いだりするなど、
文化財の性質や材質にあった適切な
修繕・保管を行っています。

薩摩硫黄島のメンドン（三島村）薩摩硫黄島のメンドン（三島村）

霧島神宮本殿・幣殿・拝殿（霧島市）霧島神宮本殿・幣殿・拝殿（霧島市）

松梅蒔絵櫛笥附属品竝目録共（指宿市牧聞神社）松梅蒔絵櫛笥附属品竝目録共（指宿市牧聞神社）

鹿児島県広田遺跡出土品（南種子町）鹿児島県広田遺跡出土品（南種子町）溝ノ口洞穴（曽於市）溝ノ口洞穴（曽於市）

（尚古集成館所蔵）（尚古集成館所蔵）

燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会
情報BOX/特産品プレゼント
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　爽やかな風が心地よい「スポーツの秋」となりました ! ! 体を動かしながら県内各地を
巡って地元や風土、知られざる鹿児島の魅力に触れる旅をしてみませんか?

PR観光課　099-286-3008PR観光課　099-286-3008問い合わせ先

秋のかごしま観光を楽しむ!

錦江湾に浮かぶ桜島の海で
シーカヤックを体験してみませんか?
溶岩源や噴煙を上げる桜島を

海から眺めて「今までと 違った世界」を
見ることができます。

肥薩おれんじ鉄道では、 
自転車をそのまま持ち込める 
サイクルトレインの運行して 
います。なかなか味わえない 
「そのまま自転車乗車」で 

 自由気ままな旅はいかがですか? 

霧島温泉郷の原生林を巡る
約2.3kmの遊歩道。間近で森林
の生態系を見ることができます。
丸尾滝の早朝や霧が出たときの
様子は、神秘的でおすすめです ! 

海から桜島の
魅力に迫る! 

IKEDAKOPAX
(いけだ湖パクス)

＊2022年10月下旬頃リニューアルオープン＊

＊2022年7月オープン＊

丸尾
自然探勝路 

肥薩おれんじ鉄道
  サイクルトレイン 

原生林が生い茂るマイナスイオン
の森に生命力を感じる屋久島。
野生のヤクシカ・ヤクシマザルと

ひょっこり出合ったり ! 
屋久島でしかできない貴重な

サイクル旅があなたを待っています ! 

奄美の森の再現フィールドや
自然を守るための取り組み・

ルールが学べる展示コーナーをご用意 ! 
世界自然遺産の価値を知り、 
奄美の自然を体感しましょう ! 

奄美の世界自然遺産
　　登録から1年！

提供：環境省

屋久島の
大自然を走る!

奄美大島世界遺産センター

「登って・渡って・滑る」
豊富なアドベンチャー
コースをご用意。

ご家族でも楽しめます。 
森を冒険する非日常の体験が
あなたを待っています ! 

フォレストアドベンチャー 
おおすみ

曽於市大隅町

奄美
市住
用町

提供提供

カフェや水上デッキから
開聞岳や四季折々の花々を眺めて

癒やされてみませんか? 
併せて、近くの施設にある多彩な

水上アクティビティも
お楽しみください ! 



3

お気軽に
　ご相談ください。ださい。

▲詳しくはこちら
(県デジタル推進戦略）

▲詳しくはこちら
(県DX推進相談窓口)

便利で心豊かな暮らしを目指します!

新里 葉津紀 選手 ライフル射撃 武 和哉 選手フットソフトボール

ー特別国民体育大会ー
令和5年10月7日(土)～10月17日(火)

ー特別全国障害者スポーツ大会ー 
令和5年10月28日(土)～10月30日(月)

・離島等でも、自宅から離れた場所に
いる医師の診察を受けられる！

・センサー付きロボットが、血圧の
測定や薬を飲む時間を教えてくれる
から安心 !

・アプリが、最適な交通手段を案内。
　支払いもキャッシュレスで簡単 !
・注文した商品をドローンが届けて
　くれるからとっても便利 !

親戚のおうちで自分専用の
端末を使ってオンライン学習。
デジタル教材を使って自分に
合った学習もできる !

・デジタル化が進んだ鹿児島の暮らしは  
どうなるのだろう…

・農作業も楽になるといいな！

・子どもの教育もかわるのかな？
・混雑した時間帯。わざわざ役所
に行くのは面倒だな…

・自由に働けるといいな！

自宅でオンライン会議。趣味
の時間や家族と過ごす時間が
増えて気持ちにゆとりがでてき
たわ !

・ロボットトラクターを使えば、
離れた場所からでも畑を耕せる！

・園芸用ハウスの環境や水やりなどを
自動で管理。効率も上がって生産も
安定！

今日が申請期限の行政手続き。
旅先からオンライン申請で
サクサク完了。とっても楽だな !

鹿児島県DX推進相談窓口を
設置しました。
　県DX推進アドバイザー(大学の教授やIT

企業の経営者等)による相談対応や、セミナー・
相談会の開催など幅広い支援を行って
います。

医療
福祉 教育

働き方

交通
物流

行政

農林水
産業

)
▲詳しくはこちら

(県HP)

▲選手への
インタビュー動画

みんなで応援しよう!参加しよう!

開催まで
あと1年

！
みんなで成功させよう

デジタル推進課　099-286-2388デジタル推進課　099-286-2388問い合わせ先

国体・全国障害者スポーツ大会局総務企画課　099-286-2874国体・全国障害者スポーツ大会局総務企画課　099-286-2874問い合わせ先

　51年ぶりに本県で開催されるかごしま国体と本県で初めて開催されるかごしま大会。
　県民の皆さまも気軽に参加できるデモンストレーションスポーツを含め、県内全ての市町村で
競技が実施されます。
　アスリートたちの熱い戦いをみんなで応援して、両大会を一緒に盛り上げましょう！

市役所
届
出

＊実施日　令和5年10月8～11日　＊実施場所　鹿児島市

しん　ざと　　　は　　づ　　き たけ　　　かず　　や

＊実施日　令和5年10月28～29日　＊実施場所　南九州市



　

☎099-225 - 6120　FAX 099-223-0755
鹿児島ブランドショップ

鹿児島県広報課「県政かわら版（10月号）プレゼント係」
ハガキ 〒890-8577　鹿児島市鴨池新町10-1

一面右下のこうちゃんクイズの正解者の中から、

抽選で3名様に「PUSH BITTERS」(3本セット)

を差し上げます。

FAX 099-286-2119
電子申請　　ご応募はこちらから▶▶▶　

令和4年11月30日（水）必着

①こうちゃんクイズの回答、②郵便番号、
③住所、④氏名、⑤年齢、⑥電話番号、
⑦「県政かわら版」へのご意見・ご感想を明記の
上、以下の宛先までご応募ください。

　「PUSH　BITTERS」は、
薬草や香辛料等をお酒にしみ
込ませて作ったアイテム。
焼酎やカクテルなどに数滴プッシュ
して、ドリンクをオシャレに香り
高く生まれ変わらせてくれるまさに
お酒のための香水です。

有限会社 大山甚七商店
☎0993-25-2410

佐賀県 観光課  ☎ 0952-25-7098 FAX 0952-25-7304   
問い合わせ先

問い合わせ先

応 募 先

応募方法

応募期限

10月から12月までの3か月間、佐賀・長崎デスティネー
ションキャンペーンを開催します。

　9月23日の西九州新幹線開業 
(武雄温泉～長崎)に合わせて、
佐賀・長崎両県の特色ある歴史や
文化、豊かな自然、多様な食など
さまざまな魅力をご用意し、鹿児島
の皆さまを心よりお待ちしています。

※　詳しくは、公式ウェブサイト
　　または駅で無料配布している
　　公式ガイドブックをご覧ください。

問い合わせ先 県国体局総務企画課　099-286-2874 問い合わせ先 県全国障害者スポーツ大会課　099-286-2561 問い合わせ先

県統計課　099-286-2473　問い合わせ先 県地球温暖化対策室　099-286-2586 問い合わせ先 県消費者行政推進室　099-286-2530 問い合わせ先

県PR観光課　099-286-3008

　「かごしま国体・大会」の開催まであと1年となり
ました。これを記念して、競技体験やアスリート
のトークショーなど魅力的な内容が盛りだくさんの
1年前イベントを開催します。
【日時】
　10月16日(日) 10時から
【場所】
　かごしま県民交流センター
【内容】
・ボッチャなどの競技体験
・オリジナル缶バッジ製作ワークショップ 
・「ゆめ～KIBAIYANSE～ダンス」　
　コンテスト 決勝大会
・新鍋理沙さん(元日本代表バレーボール
　選手)などを迎えてのトークショー

＊皆さまのご参加をお待ちしております!

　県民の皆さまや事業者の方々に、地球温暖化の現状を
知っていただき、脱炭素社会の実現に向けた取り組みの
きっかけとなるよう「かごしまカーボン
ニュートラルフェア」を開催します。
【日時】
　11月26日(土)、27日(日)10時から16時まで
　※シンポジウムは11月15日(火)10時から12時15分まで
【場所】
　かごしま県民交流センター
【内容】
　シンポジウム、次世代自動車の
試乗会、体験教室、再生可能エネルギーや
省エネルギー製品の紹介展示など

＊皆さまのご参加をお待ちしております!

　令和5年10月に開催される「特別全国障害者スポーツ
大会かごしま大会」の選考会となるリハーサル大会の出場者
を募集します。あなたも全国大会出場を目指しませんか。
【開催日】
　令和5年5月21日(日)
【実施競技】 
 陸上競技、水泳、アーチェリー、卓球、
フライングディスク、ボッチャ、ボウリング 
【申込先】 
　右のQRコードより申込用紙をダウンロード
し、各市町村または在籍する特別支援学
校に提出してください。

【申込期間】
　令和4年11月7日(月)から12月9日(金)まで

　日本の食品ロス(食べられるのに捨てられている食品)の
量は、年間522 万トン。国民1人あたり毎日お茶碗約1杯の
食品を捨てていることになります。
　10月は、食品ロス削減月間です。食品ロスを減らすために、
身近なところから、できることを始めてみませんか?

【例えば】 
・一度に食べきれない食品は、下処理をして
　長持ちさせる工夫を !
・すぐ食べる食品は陳列の手前から購入する
　「てまえどり」で !
・家庭で余っている食品は、フードドライブ
　へ協力して、必要としている団体へ寄付を !

＊これからの未来のために、
　小さなことから始めてみましょう。

　2023年版県民手帳を統計の日である10月18日(火)
から発売します。翌年3月まで使えるカレンダーのほかに、
鹿児島県の統計データなど豊富な掲載内容が毎年好評で
す。今年のカバーはレザー調の黒・赤に、手触りなめらか
なマット調の青(数量限定)を加えた3種類です。

【発売日】
　10月18日(火)
【販売場所】
　県内書店・大手コンビニなど
　鹿児島県統計協会(通信販売) 
【価格】 
　600円(税込み) 

＊この機会にぜひお買い求めください。

かごしまカーボンニュートラル
フェアを開催します!

今日から減らそう
　　“あなたの”食品ロス!

2023年版鹿児島県民手帳
　　　　　 を発売します!

燃ゆる感動かごしま
スポーツフェスタ2022を開催します!

燃ゆる感動かごしま大会
リハーサル大会に出場しませんか?

あなたが鹿児島で感動した
場所や風景を教えてください!

広告は広告主の責任において掲載しております。広 告 この印刷物は環境に優しい植物性インキと再生紙を使用しています。
本文には見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。
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2021
かごし

まの

新特産
品コン

クール

で“奨
励賞”

を受賞
こういち

県政情報のおしらせ県政情報のおしらせ
県鳥 :ルリカケス

　奄美大島など本県にしか
いない大変貴重な鳥であること
から選ばれました。
　るり色の羽毛が美しいカラス
科の鳥で、国の天然記念物に
も指定されています。

(昭和40年指定)

　日々の暮らしや出かけた先で、感動したり印象に残ったり
した、鹿児島県内の場所や風景を募集しています。
　ご応募いただいた内容をもとに、鹿児島の魅力が詰まった
365日分のカレンダーを作成し、地域住民のライフスタイル
を感じられる新たな旅をご提案させていただきます。

【募集内容】  
　場所や風景（自然、食、体験など）に
関するエピソードと写真、日付や時期
【応募期限】
 　11月30日(水)
【応募方法】  
　特設サイト、Twitter、Instagram
からご応募ください。

＊皆様のご応募をお待ちしています。

情報ボックス◆県の人口 
731,455

人
◆世 帯 数

1,565,128
世帯

（令和4年 8月1日現在推計）

（前月比　　  
（前月比　　  世帯）

-991
-318

人）

県鳥 リカケ

かごしまのシンボルかごしまのシンボル 特産品プレゼント特産品プレゼント

佐賀県からのお知らせ佐賀県からのお知らせ

　県政かわら版は県内全戸配布の
広報紙です。音声版と併せて、県
ホームページでもご覧いただけます。















 

お問い合わせ先 

日置市市民福祉部健康保険課 

健康づくり係  担当 上釜、加行 

電話 248-9421（直通） 

 

 

         ((( 

運動普及推進員養成講座 
に参加しませんか♪ 

 

ご自身やご家族、市民のかたがたの健康づくりを目指して、 

運動普及推進員になり一緒に汗を流しませんか？ 
 

 

 

 

 

 
 

 

対 象 者  養成講座に原則全日程参加できる方でおおむね75歳まで 

        また、養成講座終了後に推進員活動が可能な方 

定  員  ３０名 

申込方法  お問い合わせ先に電話でお申し込みください 

申込締切  １１月２５日（金）  

※講座内容については、一部変更になる場合がありますので、ご了承ください。  

回 日程 主な内容 会場・時間 

１ 令和４年１２月 ６日(火) 
開講式 オリエンテーション 

元気な市民づくり運動 

日吉支所 

中央公民館 

 

13時30分から 

16時まで 

２ 令和４年１２月１３日(火) 
健康づくりのための運動 

 （講座・実技） 

３ 令和４年１２月２０日(火) 
栄養講話 

こころの健康づくり 

４ 令和５年 １月１０日(火) 
フレイル（講座・実技） 

歯科講話 

５ 令和５年 １月１７日(火) 
プレゼンテーション（講話） 

レクリエーション（紹介・実演） 

６ 令和５年 １月３１日(火) 
プレゼンテーション（実技） 

閉校式 修了書授与 

回覧 

４年に１度の！ 

運動普及推進員は、運動を通して、 

市民の健康づくりのお手伝いをし、 

『日置市元気な市民づくり運動』を 

推進するボランティアです。 

皆さんの参加をお待ちしています！  



お問い
合わせ先

日置市さらげプロジェクト実行委員会（日置市役所農林水産課内）
〒899-2501  日置市伊集院町下谷口1960番地1  TEL.099-273-8870

10:00 ▶     16:00
江口蓬莱館横駐車場
（日置市東市来町伊作田7425-5）
※ただし台風などの荒天の際は中止になる場合もあります。

月日目を
知って・楽しむ

！

1日限りの特別
な

　　　お祭り！
！

ワークショップ
くわしくは裏面へ

☝

楽しみながら、月日貝や

江口浜のことを学べるよ！

/イベント/

その2

日置市産
魚介類

30%ＯＦＦ！

/イベント/

その4

月日貝を使った月日祭限定の

メニューをぜひ！

キッチンカー&
飲食店大集合！

/イベント/

その3

1015
（土）

2022

今が旬だよ
！

みんなできて
ね！

〈キッチンカー〉
pizza moconeco
TitiKitchen／mimicafe／
HARU MOBILE KITCHEN
焼酎とおでん りんご
ぎょうざのみっちー etc

〈出店〉café Amres／餃子のあかり／days coffee etc

江口蓬莱館で開催！
この日だけの超お買い得企画！！
上のシールを貼った商品が対象です！

※一部対象外の
　商品もあります。
　

　●料金 月日貝10枚／1,100円（税込）

　●時間 10:00~16:00
　　　予約不要（利用は1組1時間半まで）

月日目小屋
旬の月日貝を
とことん味わい尽くせる！

/イベント/

その1

手ぶら参加OK！
釣った月日貝は
無料でプレゼント!!
 

月日貝
釣り体験

atelier NiwAtocOさんと一緒に

月日貝の
ジェルランタン作り

焼酎マイスター吉満香氏×
焼酎蔵元の蔵人×現役漁師のコラボ企画！

鹿児島城西高等学校
ファッションデザイン科の
生徒さんと一緒に

レジンで
月日貝トレー作り

サキガケ日置市移民
岡田香織さんと一緒に

海洋プラを
使った
コースター作り

さらげ
殻投げ

月日貝
deぬりえ

おさかな
エア
遊具

ほかにも楽しいイベント盛りだくさん！

月日目とは
ツキ　  ヒ　  ガイ

淡いクリーム色と緋色の2枚

の貝殻を月と太陽に見立てて

「月日貝」と名付けられ、ホタテ以上の濃厚な味わ

いが特徴の二枚貝です。

またお皿のような形と、鹿児島弁で貝のことを

「ケ」と言うので、地元の漁師さんの間では

「サラゲ」とも呼ばれています。

無料

有料・事前予約制

有料・事前予約制

有料・予約不要

無料・予約不要

荒天などの理由によりやむを得ず中止の際は、『江口蓬莱館』または『吹上浜の未来を考える漁業者たち』のイン
スタグラム内でお知らせいたします。裏面のQRコードよりインスタグラムから情報をご覧ください。

江口漁協漁師が
おしえます！

このシー
ル

　　が目
印！

芋焼酎と
月日貝のペアリング

メニューは月日貝と
ドリンクのみ! 
ほかの食材は江口蓬莱館で
買って持ち込むもよし、
釣った魚を焼いてもOK！

※雨天決行

焼酎マイスター
吉満香 氏

つきひクン

TSUKIHI 

FESTIVAL

2022

月
日
祭

第2回 江

口

蓬

莱

館
つ
き
ひ
さ
い



今が旬だよ
！

みんなできて
ね！

月日貝
釣り体験

現役漁師が指南! 

①10：00～
②13：30～
計2回 (各1時間半)

レジンで
月日貝トレー作り

鹿児島城西高等学校ファッションデザイン科の生
徒さんが、 月日貝の殻を使った指輪やピアスにちょ
うどいい小物入れ作りを教えてくれます。

10：00～16：00 
(12：00~13：00 を除く) 

予約不要／料金：300円（税込） 予約不要／料金：無料

海洋プラを使った
コースター作り

ペットボトルの蓋や、吹上浜で拾ったプラごみ等のプラ
スチックを溶かしてコースターを作ります。サキガケ日置
市移民として廃プラ問題やその活用に取り組む岡田香
織さんが作り方を教えてくれます。10分程で製作可能！

10：00～16：00
(12：30~13：30 を除く）

さらげ
殻投げ

月日貝の殻を投げて月日貝をゲッ
ト! 当てた的に応じて月日貝がもら
えるよ! 

10：00～16：00
予約不要／料金：無料

月日貝
deぬりえ

月日貝をイメージしたキャラク
ター・つきひクンに色を塗ろう！
塗ったあとの作品は江口蓬莱館
へ展示するよ！（希望者のみ）

10：00～16：00
予約不要／料金：無料

月日貝の
ジェルランタン作り

atelier NiwAtocOさんと一緒に 焼酎マイスター・吉満香氏 来場！

月日貝のかけらを使ったジェルランタ
ン作り。 ジャパンキャンドルアーティス
ト2021準グランプリに輝いたatelier 
NiwAtocOさん（アトリエニワトコ）さ
んによるワークショップ。ランタンの中
のアロマキャンドルも一緒に作ります。

①10：00～ ②12：30～ ③14：00～
計3回 (各1時間半程度)

予約フォームはこちら 予約フォームはこちら

要予約（右記ＱＲコードから予約 ※10/13（木）予約締切）
料金：3,800円(税込)
※予約多数の場合は抽選となります。
※小学生以下のお子さんは保護者同伴でお願いします。

芋焼酎と月日貝の
ペアリング

3種類の芋焼酎とそれにペアリングした3
種の味付けの月日貝をいただくことができ
る豪華な時間。吉満氏による芋焼酎の飲
み方レクチャー、蔵人による焼酎開発秘
話、そして現役漁師による月日貝のマル秘
話まで聞けるこの日限定の企画です。

①12：40～ ②13：50～ ③15：00～
計3回 (各1時間)

要予約（右記ＱＲコードから予約 ※10/13（木）予約締切）
料金：500円(税込)
※予約多数の場合は抽選となります。
※お車・バイクを運転される方は参加をご遠慮ください。
※20歳未満の方のご参加はご遠慮ください。

江口漁協の
漁師が

おしえます！

予約不要／料金：無料
手ぶらで参加OKの釣り体験！！ 
釣れた月日貝は無料でプレゼント!!

焼酎マイスター、焼酎きき酒師、
ワインエキスパートの資格を持
つ。TWSC焼酎部門審査員。

吉満 香氏
焼酎マイスター

※『月日貝のジェルランタン作り』『芋焼酎と月日貝のペアリング』は10/13（木）予約締切。予約多数の場合は抽選となります。当選者には10/14（金）内にメールにてご連絡いたします。

月日貝のことや、その他の詳しい
情報などは右記へアクセス！

FOLLOW M
E!

@eguchihouraikan

江口蓬莱館

@fukiage.fmg 

吹上浜の未来を
考える漁業者たち

【お問い合わせ先】 

日置市さらげプロジェクト実行委員会
（日置市役所農林水産課内） TEL.099-273-8870
〒899-2501 日置市伊集院町下谷口1960番地1 

月日祭
月日目を知って・楽しむ！1日限りの特別なお祭り！！

TSUKIHI FESTIVAL 2022

江 口 蓬 莱 館

ご来場の際はマスクの着用に御協力ください。 状況に応じて開催を中止することがあります。

当日は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、鹿児島県の通知に基づき、対策を徹底して行います。

第2回
つきひさい

10:00 ▶     16:00

2022.

10.15（土）
江口蓬莱館横駐車場
（日置市東市来町伊作田7425-5）
※雨天決行。ただし台風などの荒天の際は
　中止になる場合もあります。

10：00 10：30 11：00 11：30 12：00 12：30 13：00 13：30 14：00 14：30 15：00 15：30 16：00

月日貝釣り体験

レジンで
月日貝トレー作り
海洋プラを使った
コースター作り

さらげ殻投げ

月日貝 de ぬりえ

月日貝の
ジェルランタン作り

要予約

要予約

芋焼酎と月日貝の
ペアリング

ワークショップ スケジュール
















