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●芸術文化学習プラザ　☎0994-35-1001

●情報プラザ　　　　　☎0994-35-1002

●健康スポーツプラザ　☎0994-35-1005

●福祉プラザ　　　　　☎0994-35-1003

鹿屋市文化会館 問い合わせ☎0994-44-5115

左記のマークが付いている事業は『かのやハッピーワーク』の助成があります。
詳しくは、かのやハッピーワーク（0994）40-9931まで。
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リナシティかのや芸術文化学習プラザ 問い合わせ☎0994-35-1001　FAX 0994-43-0744
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無料の託児サービスがございます。
　要予約、締切４月25日。先着20名様まで。
　受付は、鹿屋市文化会館まで
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鹿屋市文化会館リニューアル記念　里帰りコンサート鹿屋市文化会館リニューアル記念　里帰りコンサート

■開場／１８：００　■開演／１８：３０　■終演／２０：３０

未就学児
入場不可

チケット
好評発売中！
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竹下智子＆アリア－ガ弦楽四重奏団竹下智子＆アリア－ガ弦楽四重奏団竹下智子＆アリア－ガ弦楽四重奏団

◆主　催　鹿屋市教育委員会
◆後　援　鹿屋市文化協会、鹿屋青年会議所、南日本新聞社、南九州新聞社、
　　　　　ＭＢＣ、ＫＴＳ、おおすみＦＭネットワーク
◆プレイガイド　鹿屋市文化会館、リナシティかのや３Ｆ売店、鹿屋市文化
協会、ローソン各店（ローソンチケット）、サンクス／セブンイレブン各店
（チケットぴあ）、坂元楽器、ホームセンターきたやま鹿屋店、Ａコープ肝付
吾平店、Ａマート輝北店、 生鮮マーケットかねた

土

ペア券：3,000円（大人２名分）・2,500円（大人・中学生以下のペア）
大　人：2,000円／中学生以下：1,000円（当日券は500円増）

平
成
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年

世界の舞台から故郷鹿屋へ　音楽の贈り物
ふるさと

早春の候、皆様には益々お健やかにお過ごしのことと存じます。  
８年間のドイツ滞在を終え鹿児島に帰ってきてから早４ヶ月。この暖かい気候と美味
しい物を存分に満喫致しております。 
さて、この度、在独中に共演の機会を得ましたアリアーガ弦楽四重奏団を鹿児島に招
き演奏会をすることになりました。スペイン、フランス、アルゼンチン出身の彼らはドイ
ツのライプツィヒを拠点に世界で活躍する弦楽四重奏団で、その音楽の生き生きとし
た躍動感、情熱と想像力豊かでダイナミックな世界観、それでいて繊細な音作りは、彼
らの音楽の大きな魅力です。
この度このようなすばらしい演奏家と共に故郷鹿屋市での演奏会を実現できますこ
とは、応援いただいておりますみなさまの御陰と心から感謝致しております。
公演では鹿屋市文化会館客席改修工事後の新しい椅子のお披露目演奏会となると
いうことでしたので、よりたくさんのお客様に楽しんでいただく為、前半はトーク・コン
サートの形式にいたしました。モーツァルトのオペラ「フィガロの結婚」序曲、エルガー
の「愛の挨拶」、ピアソラの「ブエノスアイレスの春」などをピアノ三重奏やピアノ五重奏
の編成で、またボッケリーニの古典派音楽も弦楽四重奏でお楽しみいただく予定で
す。後半はピアノ五重奏曲の代表曲、ブラームスを演奏致します。
現在、２月から３月まで２ヶ月の間ドイツに戻り、演奏活動やリハーサルを行っていま
す。アリアーガのメンバーも鹿児島での公演をとても楽しみにしています。今回の演奏
会で故郷のみなさま方に最高の演奏をお届けできるように、さらに研鑚を重ねつつ
準備を進めていますので、ぜひ、ご期待いただき、多くのみなさまにおいでいただけれ
ば思います。
ご多忙の時節とは存じますが、皆様とお会いできますことを心より楽しみに致しており
ます。

平成2４年２月吉日　　
竹下　智子　　

鹿屋市自主文化事業

平成平成 2424 年度リカレント講座募集のお知らせ年度リカレント講座募集のお知らせ平成 24 年度リカレント講座募集のお知らせ鹿屋市自主文化事業

①対  象  者：鹿屋市内及び近隣市町村に在住する18 歳以上の社会人　②申し込み方法：リナシティかのや２F総合管理事務室まで直接、又は FAXにてお申し込み下さい。
③受  講  料：受講料は 2,000 円。相続遺言講座は前期 5回のため、1,000 円となります。（一度納入された受講料は返納いたしません。講座開始前までに納入下さい。）
　※市外からの受講者は500円増となります。　※かのやハッピーワーク会員は、助成制度があります。　※「アウトドア講座」は保険に加入していただきます。（1,850円／年）
④材  料  費：受講料以外に材料費が別途必要な講座があります。
⑤応募期間：平成 24 年 3月13日～ 4月28日
　※受講生が集まらない場合は開講できないことがあります。　※講座の曜日、時間などご確認の上、お申し込みください。　
　※応募多数の場合は抽選になります。　　※詳細はお問い合わせください。

主　催
鹿屋市教育委員会

「鹿屋出身の若手ピアニストがドイツより凱旋公演！」「鹿屋出身の若手ピアニストがドイツより凱旋公演！」「鹿屋出身の若手ピアニストがドイツより凱旋公演！」「鹿屋出身の若手ピアニストがドイツより凱旋公演！」

講座名 内　容 講師名 実施日 時間 人数 材料費

水彩画 水彩画の基礎から学びましょう。 有水　基雄
第2水 15:00～

12 3,000円
（初回のみ）第3金 14:00～

生け花 今の時代に合った自由花を主に致します。
花との出合いを待っております。 田貫　安子 第2土 10:00～ 15 1,000～2,000円

（1回毎）
陶芸（昼） 初心者でも大丈夫。陶芸を基本から学びましょう。 桑原　武満 第2木 金・ 14:00～ 20 1,000円（1回毎）
夜のDeepな陶芸 陶芸で自分のストーリーを作りましょう。 松元　　章 第1・3火 19:00～ 15 1,000円（1回毎）
フラワーアレンジメント 生花をあしらった楽しい作品を作りましょう。 吉留　恵子 第2木 19:00～ 20 2,000円（1回毎）
プリザーブドフラワー 生花の鮮やかな色合いを長期間にわたって楽しめます。 斉木　涼子 第3水 19:00～ 20 2,000円（1回毎）

やさしい押し花 基本的でやさしい作り方をレッスン。
四季折々の草花を長く楽しめますよ。 柿元　里美 第3木 10:00～ 15 500～3,000円

気軽に洋裁 自分の服を好きなデザインで縫ってみませんか？
気軽に始めてみましょう♪ 鮫島　絵美 第1･3日曜 10:00～ 20 100円

（1回毎、布は持参）

アロマ＆メディカルハーブ 心と体がごきげんになる香りのレシピ。
自然の素材でコスメ作りを楽しもう。 小島　敦子 第2木 13:30～ 20 300円（1回毎）

ろうけつ染＆藍染 ご自宅で眠っている衣類等を自分の好みで美しく
染め上げましょう。 永野　律子 第2･4火 14:00～ 15 500円～

（1回毎、布は持参）
はじめての茶道 茶道に出会い、日本の文化に触れてみませんか？ 伊賀　宗由 第1･3月 19:00～ 20 1,000円

はじめての煎茶道 基本からワンランク上の煎茶道を学びます。
初心者の方も大歓迎です。

福薗　翠苑
金原　翠賀 第1･3金 14:00～ 15 1,000～2,000円

ちからある言葉　短歌入門 短歌を使って自分の気持ちを表現してみませんか？ 森山　良太 第1日曜 10:00～ 15 0円

着物着付けとお作法 正しい着付けを習得して基礎から礼装まで
1年間の間で1人で着れるまで指導します。 村里  タキエ 第2･4金 14:00～ 20 3,000円

（初回、帯枕代）

前結び着付け教室 着物がひとりで楽しく着られるようになります。
着物を気軽に楽しみましょう。 吉永　淳子 第2･4水 19:00～ 20 10,000円

（初回のみ）
暮らしの中の茶懐石 料理をとおして四季の彩を楽しみましょう。 瀬川  知恵美 第2･4木 14:00～ 16 1,500円（1回毎）

簡単お菓子作り 家にあるフライパンやお鍋でお菓子作りを学びます。 小玉　裕子 第1･3金 19:00～ 20 300～500円（1回毎）

栄養と料理 栄養バランスのとり方を学んで家族の、自分の
健康を大事にしましょう。 平嶺  よし子 第4水 19:00～ 15 1,000～2,000円

（1回毎）

トレッキングとアウトドア 一年をとおし、大隅の山や自然を体感しましょう。
※保険料年間1,850円必要。 江口　智昭 第2日曜 9:00

～16:00 20

相続遺言講座 相続のプロが教える相続・遺言・税金講座。 相続遺言
サポートかのや 第3木 14:00～ 20 0円

1,000円（1回毎、ハイキ
ング道具は要相談）
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２月 26 日に行われたリナシティかのやの講座発表会。舞台で６講座、展示で 18 講座、体験
部門で４講座の発表が行われました。
当日は、リナシティかのやの至るところで、28 の講座の皆様が１年間学んだ成果を存分に発
表して頂きました。
来年度も数多くの講座を募集しておりますので皆様、興味のある講座がございましたら、ご応
募よろしくお願いします。

実施報告施報告実施報告
主催：鹿屋市教育委員会


