1 鹿児島県立博物館
〒892-0853 鹿児島市城山町1番1号

Kagoshima Prefectural Museum

☎099-223-6050

FAX 099-223-6080

【本館】2階／「鹿児島の自然」をジオラマで紹介、3階／「鹿児島の
人々と自然のつきあい方〜生物多様性」を紹介。
【別館（宝山ホール4階）
】プラネタリウム、恐竜や南北アメリカ・県内
産の実物の化石展示。
【プラネタリウム】四季の星座案内と星物語を投影、学習投影など。

本館3階の展示

2 かごしま近代文学館・かごしまメルヘン館

Kagoshima Modern Literature Museum
Kagoshima Merchen Museum

☎099-226-7771

FAX 099-227-2653

【近代文学館】
鹿児島ゆかりの近代文学作家の直筆原稿や遺品などを
展示。作家の業績とその作品世界を紹介。
【メルヘン館】童話や絵本などのおはなしの世界を楽しく紹介。トリ
ックアートやミニアスレチックで、遊びながらお話の世界を体験。

〒892-0853 鹿児島市城山町4番36号

カフェ 潮音館（1F）
Kagoshima City Museum of Art

☎099-224-3400

開 ：30〜18：00
休
■9
（入館は17：30まで）■月曜日
（祝日時は翌平日）、年
料【常設展】
末年始（12/29〜1/1）■
一般300円（240円）、高・大学生200
円（160円）、小・中学生150円（120円）※（ ）内は20名以上の団体料金
【年間パスポート】一般600円、高・大学生400円、小・中学生300円※購
P
入日から1年間有効 ■有

FAX 099-224-3409

クロード・モネ「睡蓮」1897〜98年頃

hana café（1F）

☎099-223-4221

Houzan Hall

FAX 099-223-2503

【利用案内】
【ホール】座席数1,502席（車椅子席4席含む）、舞台：間口
20m、奥行13.5m、高さ8m【会議室（5室）】各室定員：第2（20名）、第
3（100名）、第4・5（50名）、第6（90名）
【多目的ルーム
（1室）】総ひの
き張り【リハーサル室（1室）】面積247㎡、床板張り、鏡面長14m、ピ
アノ（スタインウエイ）
【アートギャラリー（3室）】各室面積81㎡、各
室展示面32m、展示用ワイヤー・スポット有り【交流の情報コーナー
（玄関ロビー）】イベント紹介、文化ゾーン案内など
【県立博物館分室（4階）】プラネタリウム（有料）
・恐竜化石の展示
※詳細は「県立博物館」参照
開 ：00〜19：00
休
■9
（施設利用は22：00まで）■月曜日
（祝日時は翌日）、
P （セラ602ご利用の場合は割引あり）
年末年始（12/31〜1/2）■無

〒892-0816 鹿児島市山下町6番1号

開 ：30〜22：00 ■
休 年末年始
P
■8
（12/29〜1/3） ■無

7 鹿児島県立図書館
〒892-0853 鹿児島市城山町7番1号

Kagoshima Prefectural Library

☎099-224-9511

FAX 099-224-5824

【利用案内】
【一般閲覧室】一般図書・郷土資料等の閲覧・貸出や新聞・
雑誌等の閲覧、インターネット、オンラインデータベースの利用。
【児童文化室】子どもの本や紙芝居、子どもの本の研究図書等の閲覧・
貸出、インターネットの利用。
【学習室】中学生以上の個人学習の場。

8 鹿児島県歴史資料センター黎明館
〒892-0853 鹿児島市城山町7番2号

1階

児童文化室

Kagoshima Prefectural Museum of Culture Reimeikan

☎099-222-5100

FAX 099-222-5143

明治百年を記念して開館した人文系の総合博物館。鹿児島（鶴丸）城
の本丸跡に建ち、濠、石垣、石橋等が県指定史跡となっている。
【常設展示】テーマ展示、部門別展示（歴史、民俗、美術・工芸）、企画展
示室、無料ゾーン（郷土情報・映像ライブラリー・体験学習室等）で構
成され、鹿児島の特色ある歴史と文化を紹介。

カフェ マナーナ（2F）

開 ：00〜18：00
休
■9
（入館は17：30まで）■月曜日
（祝日時は翌日）、毎月25
料【常 設 展 示】
日（土・日 時 は 開 館）、年 末 年 始（12/31〜1/2）■
一 般310円
（230円）、高・大 学 生190円（120円）、小・中 学 生120円（60円）※（ ）内 は
20名以上の団体料金 ※障害者手帳等の提示者と介護者1名は免除 ※県内
P
居住の70歳以上は無料（年齢・住所が確認できる書類必要）■有

【青年会館】青年のための講座・研修会・青年団体やグループの学習活
動等（研修室、会議室、体育室、図書連絡室、談話室、サークル活動室、
調理実習室、芸術芸能演習室）
【女性会館】女性のための講習会・研修会・女性団体やグループの学習
活動等（研修室、図書連絡室）
【学習情報センター】ビデオ教材・映写機等の視聴覚教材・機材の貸し
出し、学習資料の収集・提供
開【青年会館・女性会館】
■
9：00〜21：30（日曜日は17：00まで）
【学習
休【青年会館・女
情報センター】9：00〜17：00（土曜日は12：00まで）■
性会館】祝日、年末年始（12/29〜1/3）
【学習情報センター】日曜日、祝
P
日、年末年始（12/29〜1/3）■有

かごしま
文化ゾーン
ガイド
かごしま文化ゾーン連絡会
（2019年度版）

9 かごしま県民交流センター
〒892-0816 鹿児島市山下町14-50

喫茶、ショップ

CHIN JUKAN POTTERY（1F）
レストラン

城山シーズニング（1F）

Kagoshima Prefectural Citizens Exchange Center

☎099-221-6600

FAX 099-221-6640

【施設概要】県民の自主的な活動を促進し、交流の場を提供するため、
「生涯学習の推進」、
「国際交流の推進」、
「男女共同参画の推進」、
「介護
の実習・普及」
「
、共生・協働の地域社会づくり」
の5つの機能とホール、
ギャラリー、研修室等を備える複合施設。
【貸出施設】県民ホール（590席）、多目的ホール（展示兼用大ホール・
中ホール）、ギャラリー第1・第2・第3（867㎡・591㎡・112㎡）、研修
室（大4室、中3室、小3室）、実習室（絵画、陶芸、調理、工芸、和研修室・
茶室）、リハーサル室（6室）など
【県政記念館】旧県庁舎本館の玄関部分を保存・活用し、県政のあゆみ
や県庁舎の変遷などについて、映像やパネル等で紹介。
（入場無料）
開 ：00〜22：00
休 月曜日
■9
（交流サロン、パスポート窓口は17：00まで）■
（祝日時は翌日）、年末年始（12/29〜1/3）但し、パスポート窓口は土曜
P有
日、祝日、年末年始（12/29〜1/3）休業、日曜日は交付のみ ■
（有料）

かふぇ・まのん

（交流センター 1F）

ビストロ・ドゥ・レヴ
（県政記念館2F）

Kagoshima Comprehensive Education Center

☎099-227-1921

KAGOSHIMA
CULTURAL ZONE GUIDE

※常設展示 7月19日リニューアルオープン（予定）

4 宝山ホール（鹿児島県文化センター）

5 鹿児島市教育総合センター

FAX 099-224-4529

☎099-224-4528

開 ：00〜21：00
■9
（児童文化室は19：00まで）
（日曜・祝日は17：00まで）
休
■月曜日
（祝日時は翌日）、整理研修日（毎月25日※土・日時は開館、特
別整理期間（年間約2週間）、年末年始（12/29〜1/3）12/29・30・1/3は
料
P
一部開館 ■無料
■有

【所蔵品展】季節ごとに年6回の展示替えを行い、テーマ性のある展
示で年間を通して楽しめる。
◎日本美術／鹿児島ゆかりの作家の作品、桜島など鹿児島の風土に
取材した作品を展示。
◎西洋美術／印象派から現代までの作品を展示。
【企画展】本年度は国内外の美術を広く紹介する特別企画展を2回、
所蔵品による小企画展を5回開催予定。

〒892-0816 鹿児島市山下町5番3号

〒892-0816 鹿児島市山下町5番9号

◎来館または電話・手紙等での調査相談、資料の複写、
「おはなしのじ
かん」、企画展示、貴重資料展示、図書館等関係職員の講座等

開 ：30〜18：00
休
■9
（入館は17：30まで）■火曜日
（祝日時は翌日）、年末
料
年始（12/29〜1/1）■一般300円
（240円）、小・中学生150円（120円）
【共通券】一般500円（400円）、小・中学生250円（200円）※（ ）内は20
名以上の団体料金【年間パスポート】
〈文学館・メルヘン館のみ〉一般
600円、小・中学生300円〈両館共通〉一般1,000円、小・中学生500円
P
※購入日から1年間有効 ■有

3 鹿児島市立美術館

Kagoshima Chuo Community Center

【利用案内】市の生涯学習の拠点として、各種講座の開設や自主学習
グループの活動支援を行っている。一般利用団体等への貸館もあり。
【ホール】座席数1階480席（一人用椅子、移動可）、2階206席（一人用
固定椅子）舞台：間口13.8m、奥行8.9m、高さ8m
【会議室・研修室】各室定員：中会議室Ａ（60名）、中会議室Ｂ（60名）、
3階 中 会 議 室（48名）、市 民 ル ー ム（40名）、陶 芸 室（30名）、調 理 室
（36名）、和室（10名）、洋室（10名）
【情報コーナー（玄関ロビー）】イベント紹介、文化ゾーン案内など

開 ：00〜17：00 ■
休月曜日
■9
（祝 日 時 は 翌 日）、毎 月25日 頃、年 末 年 始
料【本 館・化 石 展 示 室】
（12/29〜1/1）、特 別 整 理 休 館 日（年6回）■
無料
【プラネタリウム】
小・中学生120円
（90円）、
高校生以上210円
（180円）
※（ ）内は30名以上の団体料金 ※土曜日は高校生以下無料 ※障害者手
帳等の提示者と介護者1名は免除 ※県内居住の70歳以上は無料（年齢・
P無
住所が確認できる書類必要）■

〒892-0853 鹿児島市城山町5番1号

6 鹿児島市中央公民館

FAX 099-222-8796

休館日は変更になることがあります。その他、詳しいことは直接各館にお問い合わせください。

交通のご案内
JR

・鹿児島中央駅からタクシー約15分
・鹿児島駅から徒歩20分

市電

・市役所前、朝日通から徒歩約5分
・天文館から徒歩約10分

Access

空港より

空港バスで約50分
（金生町又は天文館で下車）

バス

・天文館から徒歩約10分 ・金生町から徒歩約5分
・市内巡回観光バスにて西郷銅像前、薩摩義士碑前
※施設の位置により、所要時間に多少の差があります。

Kagoshima Modern Literature Museum
Kagoshima Merchen Museum

