
かごしま 市 民 の ひ ろ ば 2013年（平成25年）４月　551号
イベント・講座５

■ゴールデンウイークイベント
①早朝開館・夜の水族館（開館時間を９時～21時
に延長）
◇期　間　�４月27日（土）～29日（祝）、５月３日

（祝）～６日（振）
②こども抽選会（はずれなしの無料くじ）
◇対　象　中学生以下の入館者全員
◇期　間　５月３日（祝）～５日（祝）
③夜のサンゴ礁
◇日　時　�４月27日（土）・29日（祝）、５月３日

（祝）・５日（祝）19時30分～21時
④黒潮大水槽バックヤード一般公開
◇日　時　�４月28日（日）、５月４日（祝）・６日

（振）19時30分～21時
⑤不思議いっぱい！水の生きものの世界
◇日　時　�４月27日（土）～29日（祝）、５月３日

（祝）～６日（振）（日）17時30分～
⑥いるかの時間の追加
◇日　時　�４月27日（土）～29日（祝）、５月３日

（祝）～６日（振）10時30分～、12時～、
14時～、16時～、19時～

⑦おやすみ前のイルカたち
◇日　時　�４月27日（土）～29日（祝）、５月３日

（祝）～６日（振）20時～20時45分
■もう一度見たい特別展！アンコール企画
　「～初夏に華やぐ金魚の世界～」オープニン

グイベント～きんぎょぼ
うしをつくろう！
◇対　象　どなたでも
◇日　時　４月27日（土）９

時30分～18時30
分

■ワクワクきびなご塾「ウニの口はどこにあ
る？～ウニ工作で探してみよう～」
◇対　象　�小・中学生を含む家族かグループ（小

学３年生以下は保護者同伴）
◇日　時　５月18日（土）13時30分～15時30分
◇定　員　50人（超えたら抽選）
◇申し込み　はがきに講座名、住所、参加者全
員の氏名、年齢、電話番号を書いて、４月27
日（必着）までにかごしま水族館「ワクワクき
びなご塾」係へ　※当選者のみ申込期限から
10日以内に参加証を送付します

－共通事項－
◇参加料　入館料（年間パスポート可）
■体験！一日飼育係
◇対　象　小学４年生～中学生
◇日　時　５月19日（日）10時～15時
◇定　員　32人（超えたら抽選）
◇参加料　無料
◇申し込み　はがきに講座
名、住所、氏名、年齢、性
別、電話番号、靴のサイズ
を書いて、４月19日（必着）
までにかごしま水族館「体
験！一日飼育係」係へ

かごしま環境未来館� 〒890-0041城西二丁目1-5
� ☎806-6666

かごしま水族館� 〒892-0814本港新町3-1
� ☎226-2233

市立美術館� 〒892-0853城山町4-36　☎224-3400
（FAX224-3409、 Eメールbijutu@city.kagoshima.lg.jp）

観光農業公園� 〒891-0204喜入一倉町5809-97　☎345-3337
（FAX345-2822、 Eメールkankonogyo@city.kagoshima.lg.jp）

かごしま春祭大ハンヤ2013�

◇内　容　�指導者が操縦するヨットによる帆走
◇対　象　市内に住む小学生以上の人
◇日　時　４月28日（日）・29日（祝）
　　　　　10時～12時、13時～16
　　　　　時（１回20分～30分程度）
◇場　所　平川ヨットハーバー　
◇定　員　各40人程度　
◇参加料　無料
◇申し込み　往復はがきかＥメールで住所、氏
名、年齢（学年）、電話番号、希望日、午前・午
後の別を希望日の10日前（必着）までに〒890-
0023永吉一丁目30-1市民スポーツ課「ヨット
とふれあう体験帆走」係285-2244（Ｅメール
shispo-spo@city.kagoshima.lg.jp）へ　※小・
中学生のみの参加のときは、保護者氏名、押
印が必要（Ｅメールで申し込みのときは当選
後に必要）

◇体験料　300円～1000円
◇申し込み　事前に直接か電話、ファクス、Ｅメー
ルで体験名、住所、氏名、電話番号、希望日時
を観光農業公園へ　※平日の体験もあります

◇本祭１日目　４月27日（土）10
時～19時

◇本祭最終日　４月28日（日）９
時～18時30分

◇�会　場　ウオーターフロン
トパーク（メイン会
場）、天文館周辺、鹿
児島中央駅周辺など

ヨットとふれあう体験帆走�

■名画を訪ねる旅　ウッドワン美術館展～横山大
観、上村松園、岸田劉生、黒田清輝ら巨匠の競演～
　広島県のウッドワン美術館所
蔵品の中から日本近代絵画史上
に大きな足跡を残した巨匠たち
の名品を展示します。
◇期　間　�５月６日（振）まで
◇観覧料　一般・大学生1000円、
高校生以下500円

【関連イベント】
①ギャラリートーク（学芸員に
よる展示解説）
◇日　時　４月６日（土）・20日（土）の14時～15時
◇参加料　観覧料のみ
■小企画展「リトグラフの魅力－デュビュッフェ

を中心に」
　リトグラフは石版画とも呼ばれる版画の一種で
す。ジャン・デュビュッフェの「夢遊病者」や橋
口五葉の「此美人」などリトグラフの作品を展示
し、その魅力をお楽しみいただきます。
◇期　間　�４月２日（火）～５月

12日（日）�
◇観覧料　一般300円、高校・大
学生200円、小・中学生150円

－共通事項－
◇時　間　９時30分～18時
◇休館日　�月曜日（祝日のとき

は翌平日）、４月30日
は臨時開館

■美術館こども探検
　普段入れない美術館の裏側を探検しよう。
◇対　象　小学４年生～６年生（保護者同伴可）
◇日　時　５月５日（祝）10時～12時
◇定　員　10人（超えたら抽選）
◇申し込み　はがきかファクス、Ｅメールで講座
名、住所、氏名（ふりがな）、学年、電話番号を
４月25日（必着）までに市立美術館へ

■環境学習講座
講　　座　　名 日　　時 定員

自由研究にピッタリ!!!海
藻の押葉作り
①～桜島に海藻を取りに
行こう～●、②～海藻の
押葉を作ろう～（全２回）

①５月11日（土）
　13時～15時
②５月18日（土）
　10時～12時

25

小さなはたらきもの『菌』！
～微生物やキノコの世界を
見に行こう～●

５月12日（日）
10時～15時 15

ホタル観察隊● ５月18日（土）
17時30分～21時 40

おいしいお茶でエコライフ♪
～茶山房にてお茶もみ体験～●

５月19日（日）
９時30分～15時 30

緑のカーテン実践塾 ５月25日（土）
13時～14時50分 40

ちょいわるオヤジのエコ実践
☆ちょいわるワラジを親子で
つくろう☆

５月25日（土）
15時10分～17時
10分

15

◇申し込み先　〒890-0041城西二丁目1-5かごしま
環境未来館806-6600（FAX806-8000、Ｅメールko

　uza@kagoshima-miraikan.jp）
■リサイクル工房講座

講　　座　　名 日　　時 定員
着物（二部式）を着物で作
ろう

４月25日（木）
10時～16時 12

アルミ缶で作る５月カブ
ト飾り

４月26日（金）
13時～16時 10

古布ぞうり作り ４月28日（日）
10時～15時 20

牛乳パックで紙すき講座
～ハガキ作り～

４月29日（祝）
13時～16時 10

古着でおしゃれな帽子を
作ろう

５月２日（木）
10時～14時 12

端材＆ペットボトルでフ
リートレイ作り

５月９日（木）
13時～16時 12

おから活用ｄｅヘルシー
クッキング

５月11日（土）
10時～14時 15

小さなビンで作る万華鏡 ５月12日（日）
13時～16時 10

端布でコサージュ作り ５月14日（火）
13時30分～15時30分 15

流木人形の一輪挿し作り ５月16日（木）
13時～16時 10

端材＆剪
せんてい

定材で古紙ス
トッカー作り

５月18日（土）
10時30分～16時 12

自分でできる台所用品修
理

５月19日（日）
13時～16時 15

手作りおもちゃ子育て講
座

５月21日（火）
10時～12時 15

市営施設の

錦江湾公園はなまつり
◇内　容　�花と緑の講習会･相談所、バラの育て方

相談所、散策オリエンテーリング、丸
太切り競争など

◇日　時　�５月11日（土）10時～16時30分、12日
（日）９時～16時
【公園緑化課  216-1368】

◇申し込み先　〒890-0041城西二丁目1-5かごしま
環境未来館リサイクル工房806-6663（FAX806-
8000、Ｅメールrecycle@kagoshima-miraikan.jp）

－共通事項－
◇対　象　市内に住むか通勤・通学する人
◇定員を超えたら抽選。●は託児なし
◇参加料　無料（一部、材料費や道具などの準備が必

要）
◇申し込み　直接か往復はがき（１枚１講座）、ファ
クス、Ｅメールで講座名、住所、氏名（ふりが
な）、年齢、電話・ファクス番号、開催日、託児
（６カ月～小学２年生）希望者は子どもの氏名、年
齢を各講座開催の10日前（必着）までに各申し込み
先へ　※小学生以下は保護者同伴。かごしま環境
未来館ホームページ（http://www.kagoshima-
miraikan.jp/）からも申し込めます

体験名 日　　　　　時 定員
農園野菜deケ
ーク・サレ

４月13日（土）・14日（日）・20
日（土）10時30分～12時30分

各
８人

黒豚ウインナ
ーづくり

４月20日（土）・27日（土）・28
日（日）・29日（祝）11時～13時

各
10人

春の昆虫観察
と生き物撮影

４月21日（日）10時30分～
13時30分 20人

たまねぎを収穫して
クッキーを作ろう

４月27日（土）・28日（日）・29
日（祝）13時30分～14時30分

各
８人

ピザづくり体
験

４月28日（日）11時～12時
30分、12時～13時30分

各
５組

岸田劉生「毛糸肩
掛せる麗子肖像」

ジャン・デュビュッフェ
「夢遊病者」

（１日目・最終日のみの会場もあります）
◇詳しくはかごしま春祭振興会225-9533かホー

ムページ（http://www.kagoshima-daihanya.
jp/）へ

オススメ


