媒体データ

鹿児島県民と共に

Minami-Nippon SHIMBUN

MEDIA DATA

南日本新聞は 1881（明治 14）年に創立された「鹿児島新聞」が前身。1942（昭和 17）年、鹿児島朝日新
聞と合併して「鹿児島日報」となり、1946（昭和 21）年、
「南日本新聞」に改題しました。
「ミナミ」の愛称
で親しまれながら県民とともに歩み、今年で 139 年を迎えました。県内外に広がる 3 支社、4 総局、
17 支局のネットワークを駆使して情報を伝えています。

総販売部数約27万部、県内シェア8割超

■南日本新聞に関する意識
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新聞は朝一番の
情報で便利だ

新聞は興味や
関心事を広げる

記事の世の中への
影響は大きい

新聞は手軽に情報が
得られて便利

調査対象：満15〜69歳の男女

購読年数
不明 1.8％

業
無職 10.2％

（年金生活者など）

給料事務・研究職 11.7％

その他 5.6％
主婦
24.2％

10〜20年未満
19.9％

20年以上
63.2％

※回読人数
新聞は1部を1人だけで読むのではなく、世帯などで回し読みされます。
日本新聞協会の2015年調査では、朝刊1部あたり2.5人とされています。

職

1年未満 3.7％
1〜3年未満 3.4％
3〜5年未満 1.8％
5〜10年未満
6.1％

学生 8.9％
農・林・漁業 5.5％

給料労務・作業職
9.6％
販売・サービス職
10.8％
経営・管理職 4.1％
専門職・自由業 7.3％
商工自営業 2.2％

年少人口
（0〜14歳）
老年人口
（65歳以上）

505,980人

31.9％

19市20町4村

13.4％

211,981人

■南日本新聞のふだん読む
記事ジャンル

男108,831人
女103,150人

（％）

54.7％
※年齢不詳者除く

生産年齢人口
（15〜64歳）

865,816人
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■かごしまの県民性

購読者の新聞広告
を見ての行動

地域・地元の経済

健康・医療関係

※
（

死亡記事欄
︵一般の方︶

※ビデオリサーチ・第16回全国新聞総合調査（J-READ・2016年10月）より

地域・地元のスポーツ

全国4位 関心のある商品広告は証券会社：9.6％（7.8％）

気象情報

全国2位 関心のある商品広告は老人ホーム・高齢者住宅：15.1％（11.6％）

全国2位 金融機関の商品やサービスの内容について調べるほう：32.1％（28.6％）

国政・中央の政治

◎金融商品・証券などへの興味関心が高い

地域・地元の政治

◎介護サービス・介護用品情報に関心あり

国内の社会・事件

：15.3％（11.9％）
全国5位 日ごろよくすることは高校野球観戦（テレビを含む）

地域・地元の社会・事件

全国2位 ふだんできるだけ無添加食品を使うようにしている：42.5％（37.9％）

0

テレビ欄

◎野球が好き

全国1位 できるだけ有機野菜・無農薬野菜を使うようにしている：43.2％（33.7％） 全国2位 1年間にしたスポーツは野球：9.6％（6.8％）

全国1位 関心のある商品広告は介護サービス・介護用品：15.7％（11.9％）

36.5 36.1

20

健康な生活に対する意識が高い県民性です。食べるものに強いこだわりを持ち、高齢化を反映して介護の問題を
どこよりも重要視しています。また、野球への関心度や金融商品への興味度も全国トップクラスです。

◎食の安全性への意識が高い

■南日本新聞の新聞広告について
購読者の新聞広告に関する意識

男215,498人
女290,482人

自治体
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新聞の情報は
生活の役に立つ

関心ある記事は
時間がある時読む

見出しで関心ある
ものを選び読む

新聞を読んで
世の中の動きを知る

新聞を読んで
色々な考え方を知る

980部

テレビ番組を
知るのに便利だ

■南日本新聞読者のプロフィール

272,101部×2.5人＝680,252人

2,628部

新聞を読んで
知識を得る

12,937部

紙面を一読して
どんな記事か知る

全体323,664部
（2019年7月〜12月平均ABC部数・日刊合計）

南日本新聞の朝刊県内販売部数は 27 万 2101 部。1 部
あたりの回読人数は 2.5 人※とされているので、南日本
新聞は 68 万 252 人に読まれていることになります。
この数字は、鹿児島県総人口の４割程度に当たります。

13,792部

160万1711人
男：75万3117人 女：84万8594人
72万8981世帯（2019年10月1日現在）

61.1

※県外販売分除く

本紙と主な県内各紙の販売部数

21,158部

自分のペースで情報
入手できて便利

272,101 部

（2019年7月〜12月平均ABC部数）
※県外販売分除く

既知のニュースでも
新聞で読む

0

新聞は家に配達
されるので便利だ

84.07％

272,101部

推計人口

62.0
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（2019年7月〜12月平均ABC部数）

■鹿児島県の人口

63.8

60
40

■販売部数・占有率

総販売部数

※ビデオリサーチ・第16回全国新聞総合調査
（J-READ・2016年10月）
より

新聞広告はじっくり見て読む

49.4％

新聞広告で新しい商品を知る

60.1％

新聞広告で企業等に改めて注目

51.2％

新聞広告で商品やサービスを知る

58.0％

新聞広告で製品回収・リコールを知る

60.1％

新聞広告で社会や環境を考える

46.9％

新聞広告で出来事や流行を知る

52.1％

サイズの大きい広告は印象に残る

47.9％

カラーの新聞広告は印象に残る

58.0％

他で見た情報を新聞で見ると信頼

39.9％

広告を家族や友人と話題にした

41.4％

地元の催し･イベントに行った

33.4％

新聞広告を見て、映画に行った

15.6％

観光地・レジャー施設に行った

17.5％

百貨店･デパートに買物に行った

24.2％

新しい車種に関心を持った

20.9％

）
内は全国平均
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南日本新聞の広告

最適な広告は？

Minami-Nippon SHIMBUN

MEDIA DATA

新聞広告にはいろいろな商品があります。きっと貴社のお役に立てる広告があります。

多種多様な広告で、貴社をサポート

●基本的な広告の種類と掲載例は下記表示を参考にされてください。

記事下広告

雑報広告

企画広告

予算の範囲で効果的に

■雑報広告と企画広告

１枠
（タテ70.0×ヨコ91.0mm）

低価格でも効果バツグン

２枠
（タテ70.0×ヨコ185.5mm）

■求人広告や
パーソナルアド

「山椒は小粒でもピリリと辛い」と
いう言葉のとおり、小さなスペー

（個人広告）

スでもピリリと効く広告です。

企画広告
（月極）

新聞の信頼性を十分に生かせるの

ニュースポット3050企画（5段1/4）
楽Luckマーケット
テレビプログラム欄タテ帯
天気予報中
テレビハイライト中
運勢欄中、BS欄中など

が求人広告です。１面に掲載され
る突出し広告や、リーズナブルな
価格のなんにち求人をおすすめし
ます。個人広告は伝言板「ピコ」が
費用対効果が高く人気です。

雑報広告
題字下、突き出し、記事中など

楽Luckマーケット：１枠×４回
（＝２枠×２回）
/月

伝えたいことがたくさんある

■記事下広告

十分なスペースで広告主の思いを

５段1/4

しっかり伝えます。契約段数が増

なんにち求人掲載例

えると料金が逓減されるのでお得
です。注目率の高い指定面（ＴＶ
面、第１・２社会面など）と組み
合わせることで広告効果はより高
まります。

記事下広告
半3段、全3段、
半5段、全5段など

ピコ掲載例

ニュースポット3050企画：５段1/4×４回/月

ポイント

差別化で効果的にアピール

■他社より目立ちたい

広告サイズの見方

新聞見開きサイズのセンターワイド

■反応を確認しながら展開

カ ラ ー（単 色・多 色）を

ウェブ広告を紙面と連動させ

使った広告や、センター

ることで、キャンペーンに厚

ワ イ ド、変 型 広 告、マ

みを持たせることも。

ル チ 広 告 で のＰＲは 他

アンケート機能を使った市場

社との差別化にうって

調査も可能です。

つけです。

（詳しくは 9 ページをご覧ください）

縦1段

南日本新聞は 1 ページが 15 段で

記事

できています。広告で全 5 段と

記事

い う と、縦 5 段・横 が 紙 面 幅 の
ものを指し、半 3 段なら縦 3 段で
横が紙面幅の半分を占めるス

全5段

ペースになります。

半5段
半3段

5段1/4

2段1/4

紙面の左右に掲載する
エントツ（変型広告）
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南日本新聞の広告

多彩な広告

Minami-Nippon SHIMBUN

MEDIA DATA

インパクトの大きい新商品が続々登場！広告のバリエーションが増し、目的に応じてさまざまな見せ方
が選べます。
※媒体資料で紹介する商品・事例は一部です。詳しくはお問い合わせください。

目的に応じて、見せ方自由自在
■ラッピング広告
テーマ
「かごしまフューチャー」
南日本新聞を特別紙面で包み込むラッピング広告。
県都・鹿児島市で新たな発展を目指し、各地で開発
が進んでいます。この開発の先にどんな街づくりの
夢を描けるのか、28 社の協賛を得て、鹿児島大学で
建築学を学ぶ学生たちに近未来の市街地を想像して
もらいました。

イベント連動企画

Minami-Nippon SHIMBUN

MEDIA DATA

ミナミの媒体力をフル活用！社告記事や広告を使ってイベント内容を存分にアピールし、参加や応募を
広く呼びかけます。スムーズな事業運営で協賛各社の販売促進、イメージアップを支援します。イベント
翌日に朝刊で速報するほか、後日、講演要旨やイベント風景を詳しく掲載。来場できなかった読者にも
様子を伝えることができます。

媒体力フル活用してバックアップ

■エリア広告

■鹿児島県ちびっこソフトボール大会

高白紙を使用するので、色鮮やかな広告が展開でき
ます。紙面 1 ページを両面使用できる点も魅力。鹿
児島市内だけに配布される
「市内版」
と、鹿児島県内
全ての読者に届ける
「全県版」
の 2 種類あります。

毎年恒例の鹿児島県ちびっこソフトボール
大会。2020 年は新型コロナウイルスの影
響で大会が中止になったものの、落胆する
子どもたちを励ますために、協賛企業の協
力を得て別刷り特集を発行しました。
全 15 段（１ページ）
、または 200 万円（税
抜き）以上の広告出稿（掲載料のみ）のある
イベントについては、南日本新聞社の主
催（共催）事業としての取り扱いが可能で
す。鹿児島県ちびっこソフトボール大会
をはじめ、鹿児島県下一周駅伝、南日本
新聞社杯グラウンド・ゴルフ大会、健康
ウオークなどが恒例イベントとして、多
くの方に親しまれています。

鹿児島全県版
鹿児島市内版

■記事体広告

■周年企画広告

記事スタイルで企業の思
いをしっかり伝え、信頼
感とともに確かな印象を
残します。新聞社が直接
取材し、丁寧にレイアウ
ト。商品にかける情熱や
企業理念など「じっくり読
んでもらえる」スタイルに
仕上げます。イベント特
集やセミナー採録など、
Ｐ
Ｒ内容をたくさん盛り込
めてイメージアップも図
れると、広告主から高い
評価を得ています。

周年という節目は社業をと
りまく社会とのつながりを
再認識し、「企業の社会的
価値」を高める絶好の機会
です。周年広告には感謝を
伝え、独自性の高い広告の
ほか、記事体広告企画「トッ
プインタビュー」や「マイベ
ストパートナー」などがあ
ります。

■企画広告
「子 ど も の 防 犯 対 策」
「飲酒運転」
「本格焼酎
の日」など、特定のテー
マやキャンペーンに合
わせて特集を組む広告
です。協賛企業として
広く認知されます。 「こどもを守る」キャンペーン2019
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南日本新聞の広告

事業スケジュール（例）
〜6 カ月前

テーマ 日程決定・会場確保

〜1 カ月前

詳細決定＆参加者募集

〜1 週間前

イベント最終調整

別刷り特集

イベント実施
採録広告制作
約 1 カ月後

採録広告掲載

※イベントの内容により、主催できない場合もございます。
※事業経費は別途ご負担いただきます。

大会の新聞記事
（2019 年大会の様子）

社告

■さまざまなタイアップ事業
社会還元的な事業などの分野で、企業の協賛や
共同主催の形で協力いただき、タイアップ事業
を行っております。
グラウンド・ゴルフ大会は 2006 年の第 1 回大
会から 27 回を数え、毎回県民から好評を得て
います。
タイアップ事業は新聞記事や採録などの特集紙
面も組まれます。広告関連のイベントのジャン
ルはさまざまで、年間約 50 本の主催事業が行
われています。
グラウンド・ゴルフ大会の各紙面
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タブロイド版生活情報メディア

Minami-Nippon SHIMBUN

若者の地元定着を後押しする情報紙

MEDIA DATA
南日本新聞社が提供する鹿児島の文化・生活情報をフリーペーパーと web サイトで提供するサービスで
す。総発行部数約 27 万部のフリーペーパーと、PC やスマートフォン、タブレット端末に対応し、さま
ざまな生活シーンで利用できる web サイトを通じて、暮らしを彩る情報をお届けしています。

「若者の地元定着を後押し」を編集方針に鹿児島県内で育った高校生や大学生が「ふるさとに残りたい」と思
える情報をフリーペーパーと web サイトで提供する新しい媒体です。総発行部数約 33 万部のフリーペー
パーと、webサイトやSNSを通して、地元企業や学校を始めとした鹿児島のさまざまな魅力をお届けします。
΅

■高校生、
大学・短大生に届けます！

南日本新聞販売所が責任をもって確実に朝刊読者のもとにお届けします。あわせて
鹿児島市内一部の朝刊未購読世帯（約 72,000 部）
にも配布しています。

■配布エリアが広い！

各機関の協力の下、毎号、鹿児島県内の全高校と大学、短大、一部の専門学校に配り
ます。校内配布の方式を取り入れ、多くの生徒や学生に情報を届けます。

鹿児島市はもちろん、姶良・国分地区、川薩・日置地区、南薩地区、鹿屋地区に配布。
県内広範囲での PR が可能です。

■親や祖父母世代にも幅広く！

■どなたでも手に取ってもらえます！

鹿児島全県下に加え、宮崎や熊本南部の一部世帯に配布している南日本新聞に折り込
み、全購読者世帯にも配ります。高校生や大学生の親や祖父母世代にもPRが可能です。

鹿児島市中心部のマルヤガーデンズやイオンモール鹿児島などの多くのお客さまを
集める商業施設をはじめ、21 カ所の道の駅、鹿児島中央駅コンコース、第 1 週号は
県内 200 店余りのファミリーマートでも手に入ります。

■執筆スタッフも充実！
南日本新聞の経験豊かな取材スタッフに加え、鹿児島大学の教官、学生、ご当地アイ
ドル・サザンクロスのメンバーも執筆陣に参加。高校生や大学生が親しみやすい内容
で、注目される紙面展開をいたします。

■webコンテンツも充実！
紙面に掲載されたものを中心に、満載の生活情報がパソコンやスマートフォン、タブ
レット端末でご覧になれます。Instagram では公式キャラクター「ふ〜ちゃん」が県内
の観光・グルメなどを紹介！ Twitter や Facebook もアカウントを開設しています！
web
Twitter
Instagram
Facebook

https://mall.373news.com/felia/
https://twitter.com/373felia
https://www.instagram.com/felia̲insta/
https://www.facebook.com/373felia/

広告の種類

DATA
原則毎月第1、
3土曜日発行。
配布は同週の水〜金曜日。
タ ブ ロ イ ド 版16頁 オ ー ル カ
ラー。
総発行部数は約27万部(2020
年3月実績)。
発行エリアは鹿児島市、姶良・
国分地区、川薩・日置地区、
南薩
地区、
鹿屋地区。

※その他にも「きれいナビ」
（美容系）などの企画広告もあります。

グルメガイド（企画広告）

ディスプレイ広告
サイズや面が自由に使えるスペース

最も読者の関心が高い
「食に関する情報」

ʮோʯͱ͍͏໊ͷय़ͷϓϨϛΞϜɾϦκʔτ
ೆԤϦκʔτͷ։์ʹײ
ຬͪͨ٬ࣨ

5、7、
2月に発行。
タブロイド版16ページオール
カラー。
総発行部数は約33万部
（2020
年2月実績）
。
発行エリアは鹿児島県全県、
宮
崎市、
宮崎県都城市と熊本県水
俣市の一部。

広告の種類
サイズや面が自由に使えるスペース

͖̇
ಛయ

☎0995（64）4321
▶

限定プランは右記バーコード
からもご予約可能です。

特典

※税込価格、

スタンダードルーム（１泊２食付き） 入湯税別途
２名
１室

̍ສ8000ԁ

̍ສ6000ԁ

３・４名
１室

通常２万2000円

通常１万9800円

※上記料金はスタンダードルーム利用時の大人の1名分です。 ※休前日は＋3000円

アーリーチェックイン14：00

１ （通常15：00）

紙面と web
両方から効果的に訴求！

は
鹿児島に

が
な企業
魅力的 あります。
たくさん

か ごしま 企 業 案 内
見つけてみませんか、

掲載企業の

より詳しい
情報 が満載

ウェブ版で
今すぐチェック！！

自 分 に 合った 働きが い の ある職 場 を 。

౬Ί͙Γؾ͕ຯΘ͑Δ

શࣨఱવԹઘ
࿐ఱ෩࿊

2020年
４月末日
まで

かごしま企業案内

ディスプレイ広告

̏ͭͷି෩࿊ͱ
ࣗຫͷେཋ

ࣛࣇౡɾݝ࡚ٶຽ༷ݶఆϓϥϯ

検索

DATA

紙面に掲載した内容を中心にした進学・就活などの情報を web
サイトでもご覧になれます。県内の自治体・企業の採用情報も充
実。県の企業情報サイト「かごJob」ともリンクしたサイトがスマー
トフォンやパソコンで閲覧できます。紙面と連動した情報を
SNS でも発信します。

ΠλϦΞϯςΠετ
ͷίʔεྉཧ

ϥϏ ε λ

ラビスタ霧島ヒルズ

■webやSNSでも！

ݩͷ०ࡊΛऔΓೖΕͨ

ໄౡԹઘʹڷဣΉࡩౡͱߐۋΛோΊΔ

〒899-6603 霧島市牧園町高千穂3812-6

MEDIA DATA

ここがポイント

■南日本新聞の読者に届けます！

特典

ご夕食時に

２ ワンドリンクサービス

客室グレードアッププラン＋2500円
で最上階ラビスタルーム
（眺望確約）
に
変更も可能

（紙面版）
●企業プロフィール
●採用情報
●採用実績と福利厚生

ラビスタルームご利用のお客様はラウンジをご利用
頂けます。15:00〜17:00の間、１階Bar季楽にてお
飲み物(アルコール・ソフトドリンク)を無料でご用意
しております。

ペットと泊まれる「ルシアンルーム」も併設
※ルシアンルームも同額の料金でご宿泊頂けます。

全面・記事下・突き出し・題字横など、さまざまなサイズが
あり、自由な広告表現が可能です。記事体広告（ペイドパブリ
シティ）と組み合わせた、より効果的な広告展開も可能です。

飲食店を対象とした記事体連合広告で、掲載料が大変お得で
す。クーポン券を付けることもできます。

インフォメーション（企画広告）

記事体広告

高い注目率。耳寄り情報はおまかせ

各社のお得な情報を同じサイズで一括掲載します。さまざま
なトピックスが一覧できて分かりやすい、と読者にも好評で
リーズナブルな料金も魅力です。
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Work in Kagoshima. Live in Kagoshima.

㹿
㹾

ここがポイント

Minami-Nippon SHIMBUN

（web 版）
●トップは語る
●先輩から一言
●企業の沿革など

記事スタイルだから説得力が違います

広告主のメッセージを第三者の目で取材。記事体にすることで
読者に具体的な情報を分かりやすく伝え、一般広告にない効果
を生みます。取材、制作はフェリア室が行うので手間いらず。

全面・記事下などさまざまなサイズがあり、多
彩な広告表現が可能です。求人広告等と組み合
わせた、より効果的な広告展開も可能です。

鹿児島県内の魅力ある企業
や 団 体 等 を 紹 介 し ま す。
web 版 は、ス マ ー ト フ ォ
ンと PC で閲覧でき、紙面
版よりも詳細な情報発信も
可能です。
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南日本新聞の広告

ウェブ・デジタル

Minami-Nippon SHIMBUN

MEDIA DATA

ホームページ「373news.com」や有料モバイルサイト、フェリア web、桜島降灰速報メールなどのイン
ターネットサービスを展開し、それぞれに広告商品を設定しています。 ターゲットを絞って訴求したい
など、広告主の要望に沿った細やかな対応が可能です。
「南日本新聞デジタルボード」
はデジタルサイネー
ジ事業として 2018 年 10 月にスタートしました。

◎ホームページ「373news.com」
（パソコン・スマートフォン対応）

広告料金表へ

南日本新聞社のホームページ
「373news.com」
は、鹿児島のニュース、スポーツから生活情
報まで、旬の情報が満載の
「鹿児島県民の生活
に寄り添う」
サイトです。

◎フェリアweb （パソコン・スマートフォン対応）
フリーペーパー「南日本新聞フェリ
ア」のウェブサイトでは鹿児島の文
化・生活情報などを発信しています。
女性の閲覧者が多いのが特徴です。
●パソコン版表示

Minami-Nippon SHIMBUN

MEDIA DATA

南日本広友会は鹿児島県の広告文化の向上と商工業の発展に寄与することを目的に発足しました。会員
は南日本新聞社とその広告主で、県内企業 229 社※が参加。社会事業・企画事業・親睦事業を柱に年間
を通じて活動しています。南日本広告文化賞をはじめ、人材育成のためのトレーニングスクールやセミ
ナー、ゴルフ大会、社会事業紙面企画として、子どもが取材した記事を新聞紙面化しています。

第15回 南日本広告文化賞

●スマホ版表示

●スマホ版表示

●パソコン版表示

南日本広友会

※2020年2月現在

デジタルでも情報を発信
■インターネット広告

広告文化の向上と商工業の発展へ

南日本広告文化賞は、南日本広友会の設立50周年を記念して2005年に創設されました。新聞広告が持つ信頼性や反復性、
確実性などの特性を生かし、商品や企業活動の PR に努めた広告作品を紹介することを目的としています。第 15 回南日
本広告文化賞は、18 年 10 月から 19 年９月までに同会員社などが南日本新聞に掲載したものが対象で、計 61 点の応募
があり、計８点が入賞しました。

グランプリ 渡 辺 組
「知・意・夢・力で未来を創る」
【評】ラグビー・ワールドカップ日本大会の開幕前に掲載され、時宜を
得た広告となった。
「１人はみんなのために。みんなは１人のために」
と
いうラグビーの精神を、企業としても大切にしていきたいとの思いが
伝わってくる。
（森氏）

受賞作品リスト
【一般 A 部門】

優秀賞

鹿児島銀行

【一般 A 部門】

奨励賞

鹿児島トヨペット

「NICE TO MEET ME!」Payどんブランド広告

【一般 B 部門】

優秀賞

昴

将来の夢は無限大（フォーカス篇）

【一般 B 部門】

奨励賞

鹿児島トヨペット

令和も鹿児島と共に

【一般 C 部門】

優秀賞

南日本新聞社

ラッピング企画 かごしまフューチャー

【一般 C 部門】

奨励賞

南日本新聞社

羽ばたけ！かんまち 鹿駅と新たな出発

特別賞

サツマ酸素工業

私たちは「キタイ」
を運んでいる。

NEXT STAGE

※一般A
（全8段以上）
、一般B
（全7段以下）
、
一般Ｃ
（企画等）
は南日本広友会員、
特別賞は会員以外が対象

審査員

◎モバイルサイト「373mobile」
（スマートフォン・携帯対応）

「373news.com」の情報をもっと詳しく、掘
り下げて掲載します。オリジナルコンテン
ツも数多く、春・夏・秋の高校野球や県下
一周駅伝
（2月）
の速報、教職員異動情報（3月）
などは大人気のサービスです。情報に敏感
なユーザーに向けた広告が配信できます。

■南日本新聞デジタルボード
お手持ちのテレビモニターに南日本新聞デジタルボー
ド用通信機器を接続し、ニュースや天気予報などの情
報を表示するサービスです。流したい案内も配信でき、
表示内容を定期的に更新することができます。

◎ドカン！！をピピッとお知らせ
（スマートフォン・携帯対応）
「桜島降灰速報メール」
桜島の噴火後、5〜10 分で降灰情報
をスマートフォン・携帯にお届けす
る無料のサービスです。会員数は約
2 万 2000 人（2020 年 3 月現在）。鹿
児島ならではの生活情報サービスで
す。バナー広告に加え、簡単なアン
ケート機能もご利用いただけます。

■審査委員長 十五代沈壽官氏（陶芸家）
■審 査 委 員 有山まり子氏（消費生活アドバイザー）
春髙壽人氏（春高デザイン代表取締役）
稲葉直寿氏（南日本広友会会長）
鈴木達三（南日本新聞社取締役）

※肩書きは審査当時

※肩書きは審査当時

セミナー

定期総会

ゴルフ大会

トレーニングスクール

社会事業紙面企画

南日本新聞デジタルボード
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南日本新聞社の主な主催事業
4月

5月

6月

7月

8月

9月

通年

鹿児島陶芸展
鹿児島県サッカー選手権
南日本新聞社旗争奪鹿児島県社会人ラグビー
南日本新聞社杯職域テニス大会
春の各流いけばな展
南日本新聞進学相談会
吹上浜砂の祭典
山形屋育児相談会
令和新茶まつり
南日本クロスカントリー大会INきほく
南日本少年少女囲碁大会
南日本新聞社旗争奪春季クラブ対抗ソフトテニス大会
南日本シニアゴルフ選手権大会
シニアなるほどゼミナール
南日本出版文化賞
南日本職域対抗ゴルフ大会
南日本中学生陸上競技大会
南日本新聞社杯ナイターソフトボール大会
南日本女流美術展
鹿児島レディースソフトテニス大会
東光展
鹿児島交響楽団定期演奏会
南日本小学生陸上競技大会
南日本写真展
南日本レディース卓球大会
高校生のための文化講演会
南日本アマチュア将棋名人戦
南日本新聞社旗争奪夏季クラブ対抗ソフトテニス大会
南日本経済賞
夏の特別企画展
なつやすみ科学バスツアー
南日本アカデミックホームステイプログラム
桜島火の島祭り
TOYOTA SOCIAL FES!
南日本ジュニアピアノコンクール
かごしま錦江湾サマーナイト大花火大会
南日本Ｕ-12サッカー
鹿児島県ジュニアゴルフ選手権大会
南日本書道展
南日本カップアマチュアゴルフ大会
南日本こども健康セミナー
囲碁南洲名人戦
南日本新聞社杯鹿児島県ゲートボール選手権大会
南日本ジュニア美術展
南日本新聞大学・短大進学相談会
鹿児島特選落語名人会
バドミントン鹿児島レディースオープン
交流の響きinかわさき

10月

11月

12月

1月

2月

3月

南日本女子ゴルフ選手権大会
秋の各流いけばな展
全国高校生読書体験記コンクール
学校新聞コンクール
かごしま住まいと建築展
かごしまアジア青少年芸術祭
南日本ゴルフ選手権大会
南日本文化賞
美山窯元祭り
南日本中学生英語弁論大会
南日本新聞社杯中学生かのやサッカーフェス
南日本新聞社旗争奪秋季クラブ対抗ソフトテニス大会
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ大会
南日本音楽コンクール
鹿児島交響楽団定期演奏会
市民健康まつり
南日本美術展
学校新聞講座
健康ウオーク
鹿児島県実業団テニス大会
お茶一杯の日・かごしま2020
薩摩焼フェスタ
ランニング桜島
南九州市かわなべ青の俳句大会
南日本美術展海外派遣美術留学生滞欧作品展
南日本10キロロード通信競技大会
南日本女子駅伝競走大会
明治がおくるクリスマスこども大会
新春書き初め会
南日本長距離走大会
かごしまフォト農美展
スミセイウエルネスセミナー
鹿児島県職域駅伝競走大会
南日本音楽コンクール フレンズ☆コンサート
新一年生を祝うご入学おめでとう大会
南日本スポーツ賞
南日本作文コンクール
鹿児島県下一周市郡対抗駅伝競走大会
南日本文学賞
鹿児島県ちびっこソフトボール大会
南日本音楽祭・鹿児島オペラ協会定期公演
鹿児島マラソン
二科展巡回鹿児島展
劇団四季ファミリーミュージカル
九州中学生選抜軟式野球大会
鹿児島新人演奏会
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ大会
春の特別企画展

みなみ寄席

※2020年の事業は新型コロナウイルス感染の影響等により延期・中止することがあります。

本

社

〒890-8603
鹿児島市与次郎1-9-33
営業局
TEL.099-813-5064

東京支社

〒104-0061
東京都中央区銀座6-7-16
岩月ビル
TEL.03-3572-2241
南日本新聞社ホームページ

大阪支社

〒530-0001
大阪市北区梅田1-2-2
大阪駅前第2ビル
TEL.06-6343-0561
https://373news.com

福岡支社

〒810-0001
福岡市中央区天神2-14-8
福岡天神センタービル
TEL.092-712-6856

