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300円
無料
https://kidsfm.trx.jp/
NPO法人キッズフリマ
TEL：03-3384-0675 
（平日10：30～15：30）

出 店 料
入 場 料
出 店 申 込
お問い合わせ

※写真はイメージです。当日の演奏とは太鼓のサイズが異なります。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

13:00 - 15:00 -演奏時間 第１部 第2部

イベントにつきましては、新型コ
ロナウイルスの感染状況により、
変更する場合がございます。
最新情報は、右のQRコードよ
りご確認ください。

11:00 -12:00 10:00 -16:00

6

at 6F センテラスホール

15:00（ 最終日 終了 )

4.9

桜島火の島太鼓保存会の演奏
[土] at 1F センテラススクエア（広場） 

第１部 第２部 15:00 -16:00

10:00 -18:00

火山に負けない不屈の気迫と勇気を与えようと１９８８年（昭和６３年）に誕生。結成当
初から、日本初の和太鼓奏者「林英哲(はやし えいてつ)」氏の指導を受け、これまでに
３回の海外公演も経験。センテラス天文館の開業日に、1階センテラススクエア（広場）
にて演奏を行います。力強い太鼓の音が響く、迫力満点の演奏会をお楽しみください。

4.29

天文館
こどもフェスティバル2022
[金] - 5.5 [木]

天文館に「こどもの遊び場」が出現！
「ふわふわ」や「パドルボート」「射的」や
「輪投げ」などお子様が楽しめるコンテ
ンツがたくさん！遊具の消毒やスタッフ
の体調管理など感染対策も万全にして
元気なお子様が思いっきり遊べる場を
提供します！GWは「こどもフェスティバ
ル」へ是非お越しください！

5.5 [木]

キッズフリマは売るのも買うのも子どもだけのフリーマーケット。子どもたちは大
切に扱ってきたおもちゃや洋服などを出品し、リアルな商いを通じてお金の大
切さ、モノを大切にする心、見る・聞く・話すのコミュニケーションを学ぶことがで
きます！子どもの自主性や自律を育む体験型コンテンツとして全国でも人気の
イベントです。ぜひこの機会にご参加ください。

5.25 [水] - 5.29 [日]

「地元鹿児島や九州近県のおいしい食材をご紹介する
地域に根付いたマルシェ」センテラスマルシェを初開催。
季節の新鮮な野菜、加工品をお楽しみください！

※出店者は事前申込が必要です。

オープニング記念

オープンを記念して、各ショップでオープニング特典やフェアをご用意
しております！特典内容や期間、数量などにつきましては、各店舗に
よって異なります。詳しい内容は右下のQRコードよりご確認ください。
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売るのも
買うのも
子どもだけ！

※ノベルティにつきましては、
なくなり次第終了となります。予めご了承ください。

at １F センテラススクエア（広場）

at １F センテラススクエア（広場）

ノベルティプレゼントやフェアを開催！

ショップセンテラス

4月9日より、センテラス天文館で税込3,000円分の
お買い物のレシート（合算可）のご提示で、開業ノ
ベルティ[センテラス天文館オリジナルエコバック]
を先着1,000名様にプレゼント！1F センテラスス
クエア（広場）にてお渡しいたします。

※混雑状況によって時間を変更する場合
　がございます。予めご了承ください。

OPENING
EVENT

4.16 [土]・17
4.16

[日]

[土]

4.17 [日]

11:30 -12:30
14:00 -15:30

センテラス天文館のオープンを記念して、ミューエフエム エフエム鹿児島の公開
生放送とステージイベントを行います。公開生放送は、週末の情報番組「μＦＭ 
ＷＥＥＫＥＮＤ ＪＡＭＳ」。当日のパーソナリティは鹿児島お笑い芸人「ＰＡＲＴ
Ｙ」。その他ステージイベントとして、Ｗｅ Ｌｏｖｅ天文館公認ＰＲアイドル「サザン
クロス」、熊本のお掃除ユニット「ＣＬＥＡＲ’Ｓ」のライブ、ダンスパフォーマンスな
どを２日間実施します。センテラス天文館のオープンをラジオの生放送とステー
ジでのライブ＆ダンスイベントで盛り上げます。

μＦＭ ＷＥＥＫＥＮＤ ＪＡＭＳ!!
公開生放送＆ライブ・ダンスイベント02

EVENT

μＦＭ ＷＥＥＫＥＮＤ
 ＪＡＭＳ
ステージイベント

11:00 -15:30 ステージイベント

at 1F センテラススクエア（広場） 

※コロナウイルス感染症の拡大に応じて変更の可能性があります。

【先着1,000名様】

プレゼント！

センテラス天文館
オリジナルエコバック

コンパクトに
折り畳めて便利！
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詳しくはコチラ

詳しくはコチラ！

詳しくはコチラ!



10:00-20:00
099-295-0001

開館時間
電 話

Access

http://centerrace.com

https://www.daiwaroynet.jp/kagoshima-tenmonkan/

https://www.nccard.co.jp/

「鹿児島の天の恵みを戴く」鹿児島弁には「テンガラモン」という言葉があります。元々の
意味を辿ると、「天からの授かりもの」「天の恵」という意味があります。この場所で提供す
るのは、日本トップクラスの牛肉、豚肉を鹿児島一の繁華街「天文館」の「展（天）望レスト
ラン」で頂く。農畜産物は命そのもの。それはまさに「天」の恵みそのものです。鹿児島のあ
らゆる「天」を堪能できるレストランとして唯一無二のお店づくりを目指します。
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センテラスパーキング
P

Information

〒892-0843
鹿児島県鹿児島市千日町１-1
TEL：099-221-1001

鹿児島市呉服町2-8 ／ TEL：099-216-2400

新型コロナウイルス

について
感染予防対策

営業時間

センテラスパーキング

駐 車 場
利用可能時間
料 金

駐 輪 場
料 金

レストラン

ご予約・お問合せ

［ 9:00-18:00］
TEL:099-248-9223

https://kuronos.jp/

15F 7-14F

TEL:099-216-7255 LINEで
お友だち追加！
クーポン配信中

新規入会特典センテラスカード
ご入会でもれなくお得！ カード利用で便利にお得！ カード提示でいつでもお得！

センテラスカードご成約者様に
センテラス PREMIUM TICKET５００円分プレゼント！1

特典

2
特典

3
特典 センテラス天文館でのご利用は
６回払いまで分割手数料なし！

5
特典

センテラス天文館でのご利用はNCポイント２倍
※ＮＣ１割還元セール等でのご利用は除きます。
※１０％ＯＦＦでのご利用は通常ポイントとなります。

天文館シネマパラダイス一般料金から ３００円割引
※特別興行を除く。　※他の割引サービスとの併用はできません。
※ご本人様のみご利用できます。

年数回 など会員様限定のキャンペーンを開催！１０%ＯＦＦ4
特典

鹿児島市全域の各交通機関が停車する「天文館バス停」すぐ

鹿児島中央駅より市電「鹿児島駅前」行きに乗車し、「天文館通電停」すぐ

バスでお越しの方

市電でお越しの方

九州自動車道「鹿児島」ICから車で10分／九州自動車道「鹿児島北」ICから車で15分／

鹿児島中央駅から車で5分

車でお越しの方

10:00-20:00 ｜ 11:00-23:00

天文館図書館は、新たな扉に出会う場所です。子どもたちにとっては、初め
て絵本の扉を。多感な中高生にとっては自分・友人・将来の扉を。社会人
にとって、仕事や家族と向き合い何かを残すために過去や未来の扉を。鹿
児島の過去と現在が交錯し、地域の扉・未来の扉が開いています。訪れる
人々にとって、思い思いの扉を創造できる図書館になりますように。

4-5F

新たな扉を見つけ 扉を開ける図書館

※一部営業時間が異なる店舗もございます。 営業時間は予告なく変更になる場合がございます。

スタンダードタイプの客室で21㎡以上という広さを確保。どの客室にご宿泊いただくお客
様にも、心身ともに癒されるゆとりある空間をご提供いたします。また、全客室にバス・トイレ
別のセパレートタイプを採用。広さだけではなく、プライベートにも配慮された空間となって
います。旅で疲れた夜は、リラックスした時間をお過ごしください。

安全・安心
への取組 ソーシャル

ディスタンス
の確保

マスク着用 こまめな消毒

ご予約・お問い合わせ

ダイワロイネットホテルズホームページからのネット予約がお得です。

【 駐車場割引サービスのご案内 】 税込2,000円以上お買上げのお客様に、
センテラスパーキング2時間分の「駐車サービス券」をお渡しいたします。

※駐車サービス券の発行は1店舗1会計につき1枚まで。　※最大2店舗までサービス可能です。
※一部対象外店舗がございます。詳しくは各店舗へお問い合わせください。　※駐輪場の割引サービスはございません。

440台
24時間
8：00～18：00 / 30分 / 100円 （最大800円 ）
18：00～08：00 / 60分 / 100円 （最大800円）　
自転車：382台　原付バイク：14台　
自転車：24時間/100円　原付：24時間/150円
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