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■メルヘン館「震災で消えた小さな命展２」
　2011年３月11日の大震災で、犠牲になったさま
ざまな動物の「小さな命」や「命の平等」をテー
マとした絵画110点などの紹介。
◇期　間　�５月19日（日）まで
◇場　所　かごしまメルヘン館　文学ホール　
◇料　金　無料
■文学講座
①小説文章講座「漱石の小説を読み解く」
◇講　師　石田忠彦氏（鹿児島大学名誉教授）
◇日　時　�６月１日～来年３月１日の毎月第１土

曜日10時～12時か14時～16時（全10回）
◇定　員　各80人（超えたら抽選）
◇参加料　�1785円（テキスト代）、年間パスポート

購入
◇申込期限　５月17日（必着）
②小説鑑賞講座「恋愛からみた漱石の小説」
◇講　師　石田忠彦氏（鹿児島大学名誉教授）
◇日　時　�６月28日～来年３月28日の毎月第４金

曜日10時～12時か14時～16時（全10回。
12月のみ第３金曜日）

◇定　員　各80人（超えたら抽選）
◇参加料　�1785円（テキスト代）、年間パスポート

購入
◇申込期限　５月31日（必着）
③エッセイ講座「エッセイを書こう」
◇講　師　相星雅子氏（作家）
◇日　時　�６月27日～10月24日の毎月第４木曜日

14時～15時30分（全５回）
◇定　員　80人（超えたら抽選）
◇参加料　無料（年間パスポート購入）
◇申込期限　５月31日（必着）
④日曜文学講座「樋口一葉を読む」
◇講　師　橋口晋作氏（県立短期大学名誉教授）
◇日　時　�６月16日～10月13日の毎月第３日曜日

14時～15時30分（全５回）　※10月のみ
第２日曜日

◇定　員　70人（超えたら抽選）
◇参加料　�420円（テキスト代）、年間パスポート購

入
◇申込期限　５月24日（必着）
⑤文学講座「海音寺潮五郎作品の時代背景」
◇講　師　田村省三氏（尚古集成館館長）
◇日　時　�６月21日～10月26日の毎月第３金曜日

（８月は第５金曜日、10月は第４土曜
日）14時～15時30分（全５回）

◇定　員　70人（超えたら抽選）
◇参加料　無料（年間パスポートの購入が必要）
◇申込期限　５月24日（必着）
⑥俳句ことはじめ
◇講　師　�丸山眞氏（俳句雑誌「火の島」編集・発

行人）
◇日　時　�６月15日～10月26日の毎月第４土曜日

10時～12時（全５回。６月のみ第３土曜
日）

◇定　員　30人（超えたら抽選）
◇参加料　無料（年間パスポートの購入が必要）
◇申込期限　５月24日（必着）
－共通事項－
◇対　象　�どなたでも　⑥は俳句初心者
◇�申し込み　往復はがきに講座名（①と②は午前・
午後の別も）、住所、氏名（ふりがな）、年齢、電
話番号を書いて、かごしま近代文学館へ

■文学トーク「本との出会い」
◇講　師　�A川崎恭資氏（カフェ潮音館）、B瀬角

龍平氏（垂水市立図書館館長）
◇対　象　高校生以上の人
◇日　時　�Aは５月11日（土）、Bは６月８日（土）

の11時～12時
◇定　員　各70人程度
◇参加料　無料　◇申し込み不要
■わらべうた教室
◇日　時　５月10日（金）11時～11時30分
◇参加料　無料
■メルヘンおはなし会
◇日　時　５月11日（土）14時～14時30分
◇参加料　無料

■�春季企画展「古代からのメッセージ～鹿児島
市内遺跡の発掘調査成果展～」
◇期　間　�６月16日（日）まで　※月曜日は休館

（祝日のときは翌平日）
◇時　間　９時～17時
◇観覧料　無料
■春季企画展関連講演会「異人館は二度動く～
磯地区の発掘調査成果報告～」など
◇内　容　発掘調査担当者による鹿児島紡績所
技師館（異人館）のある磯地区の歴史の変遷、当
館職員による福昌寺と石屋真梁について
◇日　時　５月18日（土）13時30分～15時
◇定　員　50人（先着順）
◇参加料　無料
◇申し込み　事前に電話で
ふるさと考古歴史館へ
■子ども教室

かごしま近代文学館・メルヘン館
	 〒892-0853城山町5-1　☎226-7771

ふるさと考古歴史館　〒891-0144下福元町3763-1
	 ☎266-0696

かごしま水族館	 〒892-0814本港新町3-1
	 ☎226-2233

生涯学習プラザ協働講座

鹿児島市民文化ホール自主文化事業
「佐渡裕指揮＋山下洋輔ジャズピアニスト
 シエナ・ウインド・オーケストラ演奏会2013」

竹産業振興センター
竹工芸マイスター養成講座（初級）

勤労青少年ホーム
〒890-0063鴨池二丁目32-30　☎255-5771

■大人のための体験飼育係
　魚にエサを与えたり水質をはかったり、飼育係の
一日を体験しませんか。
◇対　象　高校生以上の人
◇日　時　�６月30日（日）13時
　　　　　～17時30分
◇定　員　24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、参加者全員の
氏名（ふりがな）、性別、年齢、電話番号、長ぐつ
のサイズを書いて、５月30日（必着）までにかごし
ま水族館「大人のための体験飼育係」へ　※当選
者には締切日から10日以内に参加証を送ります
■夜の水族館探検～ジンベエザメと泊まろう～
　ジンベエザメが泳ぐ黒潮大水槽を眺めながら水族
館に泊まろう。
◇対　象　どなたでも（高校生以下は保護者同伴）
◇日　時　�①６月８日（土）、②６月22日（土）19時～

翌８時30分
◇定　員　�各30人（超えたら抽選。１組
　　　　　４人程度）
◇参加料　入館料（年間パスポート可）
◇申し込み　往復はがきに住所、参加者全員の氏名
（ふりがな）、性別、年齢、電話番号を書いて、①
は５月24日、②は６月７日（それぞれ必着）までに
かごしま水族館「ジンベエザメと泊まろう」係へ
■ワクワクきびなご塾「海の恵みを味わおう！～ト
コロテン作り～」
◇対　象　�小学生～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　６月15日（土）13時30分～15時30分
◇定　員　50人（超えたら抽選）
◇参加料　入館料（年間パスポート可）
◇申し込み　館内にある申込書かはがきに住所、参
加者全員の氏名（ふりがな）、学校名、学年、性別、
代表者の電話番号を書いて、５月25日（必着）まで
にかごしま水族館「ワクワクきびなご塾」係へ

－共通事項－
◇対　象　どなたでも（③は市内に住むか通勤す
る、英語絵本の読み聞かせに興味のある人 ④は女
性、⑤は市内に住むか通勤する人）　�
◇場　所　サンエールかごしま　
◇定員を超えたら抽選
◇申し込みなど詳しくは各問い合わせ先へ

講　座 期　日 定
員 料　金 問い合わせ先

①�家庭や職場
で役立つホ
スケアマッ
サージ

６月２日～
23日の毎週
日曜日（全
４回）

10
人
1万500円
※テキス
ト代含む

中村
213-0887

②�スキル活用
イベントコ
　�ーディネー
ター養成講
座

６月５日～
26日の毎週
水曜日（全
４回）

28
人 2000円

スキルのた
ね（牟田）
090-7293-
7062

③�英語絵本の
読み聞かせ
講座

６月７日～
28日の毎週
金曜日（全
４回）

15
人 3500円

グローバ
ル（大谷）
080-3955-
3312

④�浴衣と和作
法講座

６月12日～
26日の毎週
水曜日（全
３回）

８
人 3000円

たんぽぽの
会（久木元）
250-2241

⑤�かんたんハ
ガキ作成講
座

６月18日～
７月９日の
毎週火曜日
（全４回）

15
人
4000円
※テキス
ト代含む

ＮＰＯ法人鹿
児島ＡＳＣ
837-3514

◇日　時　５月20日（月）19時開演
◇場　所　市民文化ホール
◇チケット購入など詳しくは市民
　文化ホール257-8111へ

お出かけガイド

月 日 内　容

５
11日（土） ①母の日のプレゼント（まが玉づくり）
19日（日） ②薩摩伝統の自顕流を体験しよう
25日（土） ③土器風鈴を作ろう

６

８日（土） ④とうろうを作ろう

15日（土） ⑤�父の日のプレゼント（オリジナルマグカップづくり）
22日（土） ⑥水鉄砲を作って遊ぼう

◇対　象　小学生（②は小・中学生）　
◇時　間　10時～12時
◇定　員　�①⑤各50人、②③④⑥各30人（すべて

先着順）
◇参加料　�①②③⑥各100円、④⑤各200円（材料

費など。ほかに入館料が必要）
◇申し込み　事前に電話でふるさと考古歴史館へ

◇内　容　盛りかごなどの製作　※竹割なたや
小刀を使用し、材料取りから行います
◇対　象　市内に住む人
◇日　時　�６月１日～11月16日の第１・３・５

土曜日９時～12時（全14回）
◇場　所　竹産業振興センター（小山田小学校隣）
◇定　員　30人（超えたら抽選）
◇受講料　無料（材料費、道具などは実費負担）
◇申し込み　往復はがきに住所、氏名（ふりが
な）、年齢、性別、電話番号を書いて、５月14
日（必着）までに〒892-8677山下町11-1産業支
援課216-1323へ

◇対　象　�市内に住むか通勤する15歳以上35歳
未満の人（学生を除く）

◇申し込み　本人が直接５月13日～27日に勤労
青少年ホームへ（土曜日・祝日を除く）　※新
規申込者は、本人確認書類と友の会費500円が
必要

ふれあい竹のいち
◇内　容　�竹製品の展示販売、竹細工体験

コーナー、竹パン試食コーナーなど
◇日　時　�５月25日（土）９時～17時・26日

（日）９時～16時
◇先着100人に花の苗をプレゼント

【竹産業振興センター�238-2338】

講座名 日　時 回 定�員
（先着順）

① 一人でできる
浴衣着付け

６月20日（木）・27日
（木）、７月４日（木）
の19時～21時

３ 20

② 父の日（七宝）６月９日（日）13時～15時 １ 20

③ 合鴨農法
６月30日（日）、７月
７日（日）、９月１日
（日）、10月27日（日）
の10時～12時

４ 20

④ フットサル

６月25日（火）、７月
24日（水）、８月８日
（木）、10月23日（水）、
11月１日（金）の19
時～21時

５ 30

毎月10日は
「いお」の日です
月毎に違う生きも
のスタンプラリー
を開催しています


