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◇運航期間　７月19日（金）～９月１日（日）　
　　　　　　※�７月22日（月）、８月13日（火）～15日

（木）は運休
◇鹿児島港を19時出港の２時間クルージング

■開設時間　�10時～18
時

■７月10日（水）～９月
１日（日）

◦磯海水浴場
　【磯ビーチハウス
　　　　　 248-3006】
■７月20日（土）～９月１日（日）
◦生見海水浴場　【生見ビーチハウス 343-0470】
◦西道海水浴場　【市民スポーツ課 285-2244】
◦レインボービーチ　【観光振興課 216-1327】

　　　〒891-0144下福元町3763-1　☎266-0696
　　　入館料　一般300円、小・中学生150円
　　　休館日　月曜日（祝日のときは翌平日）
■夏季企画展｢ふるさとの懐

なつ

かしい玩
おもちゃ

具と遊び－童
わらべ

の心－｣
◇内　容　鹿児島の懐かしい玩具や遊びを紹介
◇期　間　�７月２日（火）～９月１日（日）
◇観覧料　�高校生以上300円（常設展観覧料と共通）、

中学生以下は無料
■夏休み親子体験学習教室
①土笛・土鈴づくり　７月13日～27日の毎週土曜日
②土器づくり　７月14日～28日の毎週日曜日
③まが玉づくり　�８月３日（土）・４日（日）・24日

（土）・25日（日）
◇対　象　小学生以上とその保護者
◇時　間　�９時30分～か13時30分～
　　　　　※８月４日は午後のみ
◇定　員　各30人（先着順）
◇参加料　 ①③各100円�②300円（材料費など。他に

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
■考古館寺子屋
◇内　容　�模擬発掘・土器復

元体験、星空観察
会など

◇対　象　�小学３年生～中学
３年生

◇日　時　 ７月23日（火）～25
日（木）９時～17時

　　　　　※�最終日のみ21時まで
◇定　員　30人（超えたら抽選）
◇参加料　1500円（年間パスポート代を含む）
◇申し込み　はがきに住所、氏名（ふりがな）、学校
名・学年、電話番号、保護者氏名を書いて、７月13
日（必着）までにふるさと考古歴史館「寺子屋」係へ

■納涼うちわづくり
◇対　象　幼児・小学生とその保護者
◇日　時　�８月６日（火）～８日（木）10時～11時か14

時～15時
◇定　員　各15組（先着順）
◇参加料　100円（材料費など。他に入館料が必要）
◇申し込み　事前に電話でふるさと考古歴史館へ
■桜島公民館で出前親子体験学習教室
◇内　容　納涼うちわ＆まが玉づくり
◇対　象　小学生とその保護者
◇日　時　８月11日（日）10時～12時
◇定　員　20組（先着順）
◇参加料　200円（材料費など）
◇申し込み　事前に電話でふるさと考古歴史館へ

　　　〒890-0063鴨池二丁目31-18　☎250-8511
　　　入館料　大人400円、小人150円
　　　休館日　火曜日（祝日のときは翌平日）
■青少年のための科学の祭典　鹿児島2013
◇内　容　�スライムをつくろう、空気砲で遊ぼう、ち

りめんモンスターを探せなど約40のブー
スでの実験工作体験

◇日　時　 ７月27日（土）・28日（日）９時30分～16時
30分

◇参加料　無料（入館料も無料）
■星と音楽の夕べ｢Ｂ’ｚ特集と夏の星空｣
◇内　容　 プラネタリウムでのＣＤ音楽鑑賞と星空

紹介、屋外にて土星などの観望会
◇対　象　小学生以上（中学生以下は保護者同伴）
◇日　時　８月10日（土）19時～21時
◇定　員　280人（超えたら抽選）　
◇参加料　無料
◇申し込み　往復はがきに、参加希望人数（５人ま
で）、代表者の住所、氏名、年齢、電話番号を書い
て、７月31日（必着）までに市立科学館｢８月星と音
楽の夕べ｣係へ

■９月30日までの科学館宇宙劇場
①プラネタリウム夏番組
　｢仮面ライダーフォーゼ＆
宇宙刑事ギャバン～ゴール
ドディスクを守れ～｣

②ドームシネマ夏番組
　｢大恐竜時代～恐竜パッチ
の大冒険～｣
　※７月27日（土）・28日（日）
は特別番組に変わります

■臨時休館のお知らせ
　７月26日（金）

　　　〒891-0133平川町5669-1　☎261-2326
　　　入園料　一般500円、小・中学生100円
■夏休み動物スケッチ大会
◇内　容　�園内の動物のスケッチ　※画用紙は総合

案内で無料配布。絵の具やクレヨン、画
板などは各自持参

◇対　象　小学生以下
◇期　間　７月20日（土）～８月11日（日）
■オリジナル動物うちわで暑い夏を乗りきろう！
◇内　容　動物（カバ、レッサーパンダ、ビントロン
グのうち一つ。希望に添えないことあり）の写真を
撮ってオリジナルうちわを作成
◇対　象　どなたでも
◇日　時　８月３日（土）９時～12時
◇定　員　15組（超えたら抽選。１組３人まで）
　　　　　※１組につきうちわ１枚
◇料　金　無料（入園料が必要）
◇申し込み　往復はがき（１組１枚）に住所、氏名、
年齢、参加人数、電話番号、希望する動物名を書
いて、７月19日（必着）までに平川動物公園「オリジ
ナル動物うちわで暑い夏を乗りきろう！」係へ

■ねんどで動物をつくろう
◇内　容　 粘土で動物を作成
◇対　象　小学生以下
◇日　時　�８月４日（日）10

時～12時
◇定　員　�45人（先着順）　

※３回に分けて
実施（１回15人）

◇９時からアフリカ園前で
整理券配布
◇料　金　 無料（入園料が必要）
■夜間開園
◇日　時　�８月の毎週土曜日と８月14日（水）の18時

～21時
■サマースクール
◇内　容　�動物園の飼育係

の仕事体験
◇対　象　小学５・６年生
◇日　時　�８月19日（月）か

20日（火）の８時
～15時

◇定　員　�各100人（超えた
ら抽選）

◇申し込み　往復はがきに住所、氏名、学校名・学
年、電話番号、希望日、飼育体験希望動物名（第３
希望まで）を書いて、７月31日（必着）までに平川動
物公園「サマースクール」係へ

　小・中学生を対象に、７月20日～９月１日までの
期間中、市電・市バス・シティビュー・サクラジマ
アイランドビュー・観光レトロ電車を何度でも利用
できる乗車券を発売。市内各施設の入館料割り引き
や、同伴者の運賃・入館料などの割り引き（小学生の
同伴者のみ）の特典があります。
◇発売期間　８月20日（火）まで
◇発売場所　交通局の各乗車券発売所
◇料　金　小学生2000円、中学生4000円
◇必要なもの　購入申込書、顔写真（縦３㎝×横2.5
㎝）、身分証明書か学生証（中学生のみ）

【サンサンコールかごしま 099-808-3333】

　　　〒890-0063鴨池二丁目31-18　☎250-8500
　　　休館日　火曜日（祝日のときは翌平日）
■夏の図書館フェスタ
◇内　容　おはなし会（鹿児
島の昔ばなし、人形劇、読
み聞かせなど）
◇対　象　�幼児、小学生とそ

の保護者
◇日　時　７月20日（土）14時～15時30分
◇参加料　無料
■平和の祈りおはなし会
◇内　容　�戦争に関する絵本の読み聞かせや戦争体

験談
◇日　時　８月３日（土）14時～15時
◇参加料　無料

　　　〒892-0853城山町5-1　☎226-7771
　　　入館料　共通：一般500円、小・中学生250円
　　　休館日　火曜日（祝日のときは翌平日）
■手作り絵本教室“親子でしか

け絵本をつくってみよう”
◇対　象　小学生とその保護者
◇日　時　�８月24日（土）13時30分～16時
◇定　員　20組（超えたら抽選）　◇参加料　無料
◇申し込み　�往復はがきに住所、氏名（ふりがな）、

学校名・学年、電話番号を書いて、７
月19日（必着）までにかごしまメルヘン
館「手作り絵本教室」係へ

■メルヘン館のおしごと一日体験“メルヘン館でお
仕事してみよう”

◇内　容　よみ聞かせやイベントなどのお仕事体験
◇対　象　小学４年生～６年生
◇日　時　８月24日（土）10時～17時
◇定　員　３人（超えたら抽選）　◇参加料　無料
◇申し込み　往復はがきに住所、氏名（ふりがな）、
学校名・学年、電話番号を書いて、７月22日（必
着）までにかごしまメルヘン館｢メルヘン館のおし
ごと一日体験｣係へ

■メルヘン館トリックアート写真コンテスト
　トリックアート（「不思議の国のアリス」など計５
カ所）で撮影した写真を募集します。入賞作品は館内
に展示します。
◇応募規定　応募者本人
が撮影した写真で１作
品２ＭＢ（JPEG形式）ま
で
◇参加料　無料
◇応募方法　Ｅメールで住
所、氏名、年齢、電話番号、
作品名、ペンネーム（希望者のみ）、件名「トリック
アート写真コンテスト」を明記し、９月１日（必着）
までにかごしまメルヘン館（Ｅメールkinmeru8@
k-kb.or.jp）へ

■文学トーク「本との出会い」
◇テーマ　古事記・日本書紀と考古学
◇講　師　大西智和氏（鹿児島国際大学教授）
◇対　象　高校生以上
◇日　時　７月13日（土）11時～12時
◇定　員　70人程度
◇参加料　無料　◇申し込み　不要

〒892-0871吉野町11078-4　
☎244-0333　FAX244-0334

■夏休み親子クラフト教室
◇対　象　幼児～中学
生とその家族
◇日　時　８月４日
　（日）10時～12時
◇定　員　30家族（超
えたら抽選）
◇参加料　�材料費は実

費負担（任
意保険料20円）

◇申込期限　７月19日（必着）
■ペルセウス座流星群をみよう
◇対　象　幼児～中学生とその家族
◇日　時　８月13日（火）19時30分～21時
◇定　員　100人（超えたら抽選）
◇参加料　無料（任意保険料20円）�
◇申込期限　７月30日（必着）
■ファミリーキャンプで夏の思い出づくり
◇対　象　幼児～中学生とその家族
◇日　時　８月24日
（土）13時～25日
　（日）11時30分
　※１泊２日
◇定　員　30家族
　（超えたら抽選）
◇参加料　1500円
　程度（保険料含む）
◇申込期限　８月９日（必着）

　　〒892-0814本港新町3-1　☎226-2233
　　入館料　大人1500円、小人750円、幼児350円
■特別企画展「錦江湾の大発見～サツマハオリムシ

の生き方に迫る～」
◇内　容　世界のハオリムシ
の紹介やキッズコーナー、
記念イベント、オリジナル
グッズの販売など
◇期　間　�７月13日（土）～９

月23日（祝）
■特別企画展イベント「深海のとっても変わった！

生きものの世界」
◇内　容　�サツマハオリムシなど深海生物の世界に

詳しい藤原義弘氏（海洋研究開発機構博
士）の解説

◇対　象　小学生以上　
◇日　時　７月21日（日）13時～15時
◇定　員　50人（超えたら抽選）　
◇参加料　無料（入館料が必要）
◇申し込み　はがきに参加者全員の住所、氏名（ふ
りがな）、年齢、電話番号を書いて、７月13日（必
着）までにかごしま水族館「特別講演会」係へ

　※当選者にのみ連絡します
■深海生物ペーパークラフト
◇内　容　深海生物クラフト作り
◇対　象　どなたでも
◇期　日　��７月25日（木）、８月１日（木）・22日（木）・

29日（木）の13時～15時
◇参加料　無料（入館料が必要）　◇申し込み　不要
■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　�７月26日（金）、
８月９日（金）・23日（金）
の19時～翌日８時30分
◇定　員　各30人（超えた
ら抽選。グループは１組
４人まで）
◇参加料　�無料（入館料が必要）
◇申し込み　往復はがきに参加者全員の住所、氏名
（ふりがな）、性別、電話番号、参加希望日を書い
て、各開催日の２週間前（必着）までにかごしま水
族館�「水族館に泊まろう」係へ

繰り上げ開館・夜の水族館
◇開館時間が９時～21時までとなります（入館は
20時まで）
◇期　間　 ７月20日～９月１日の毎週土・日曜日

と８月12日（月）～16日（金）　※８月24
日は花火大会のため18時に閉館

■博多祇園山笠【福岡市】
◇内　容　福岡市内各地に高さ10数
メートルの飾り山笠が建ち並び、７
月10日の流

ながれが

舁きから15日の追い山笠
まで重さ１トンの舁

か

き山笠が博多の
街を全速力で駆け抜けます
◇期　間　７月１日（月）～15日（祝）
◇場　所　�櫛田神社（福岡市博多区）、

福岡市内一円
◇問い合わせ　�博多祇園山笠振興会

092-291-2951
■第36回火の国まつり【熊本市】
◇内　容　�約5000人の「おて

もやん総おどり」、
夜市、ステージイ
ベントなど

◇日　時　�８月２日（金）・３日
（土）

◇場　所　熊本市中心市街地
　　　　　一帯
◇問い合わせ　 熊本市コールセンター096-334-1500
■わっしょい百万夏まつり【北九州市】
◇内　容　約１万人が踊り歩く
「百万踊り」、山笠・山車が協演
する「夏まつり大集合」、6000
発の花火など
◇日　時　 ８月３日（土）・４日

（日）
◇場　所　小倉城周辺、小文字
通り、勝山公園（北九州市小倉北区）など
◇問い合わせ　 わっしょい百万夏まつり振興会
　　　　　　　093-541-5472

■霧島国分夏まつり【霧島市】
◇内　容　�パレード、約6000人

の総踊り、国分寺御
輿競争

◇日　時　�７月13日（土）・14日
（日）の16時～21時

◇場　所　 国分市街地（霧島市
国分中央三丁目付近）

◇問い合わせ　霧島商工会議所0995-45-0313
■あいらびゅー号初のナイト便【姶良市】
◇内　容　�観光周遊バスで夜の龍門滝と重富海岸巡り
◇日　時　７月23日（火）18時～22時
◇発車場所　�鹿児島中央駅（18時）、帖佐駅（19時）
◇定　員　�20人　※事前予約が

必要
◇料　金　�500円（別途食事代
　　　　　1800円）
◇問い合わせ　あいらびゅー号

運行事務所0995-55-7005
■キャニオニング【垂水市】
◇内　容　 体一つで渓流に身をゆだ

ねての川下り
◇対　象　身長130㎝以上の人
◇期　間　９月30日（月）まで
◇時　間　８時30分～17時15分
◇場　所　猿ケ城渓谷森の駅たるみず
◇料　金　 ３人以下7000円、４人以上
　　　　　�5000円（料金は１人当た

り）�※２日前までに予約
が必要

◇問い合わせ　 猿ケ城渓谷森の駅たるみず0994-32-9601

トリックアート
「不思議の国のアリス」

ワオキツネザルにえさやり

模擬発掘

サツマハオリムシ

　本市では、九州地域の交流・連携を進めるため、福岡
市・熊本市・北九州市と交流連携協定を締結していま
す。また、錦江湾奥に位置する霧島市・姶良市・垂水
市とともに錦江湾奥会議を開催し、地域活性化を図っ
ています。
　そこで、各市の夏のイベント情報をお知らせします。

休みチャレンジパス夏

水浴場海開き海

大正噴火から100年目の年　洋上の宴に興ず夏休みは市電・市バスに乗り放題！

料金 大  人 小   児 ファミリー乗船券
前売
販売 900円 450円

2400円（４人まで利用可。う
ち大人は２人まで）当日

販売 1000円 500円

◇小児は１歳～小学生（１歳未満は無料。大人１人に
つき未就学児１人は無料）

◇乗船券は鹿児島港・桜島港窓口、コンビニエンス
ストアなどで販売。前売販売は７月18日まで

【船舶局営業課 293-2525】

るさと考古歴史館ふ

江湾奥錦
（霧島市・姶良市・垂水市）

州新幹線沿線三都市九
（福岡市・熊本市・北九州市）

交流 連携

舁き山笠全速力�

天然ウオータースラ
イダーで気分爽快！

おてもやん総おどり
♪

ビルの光のロゴにも注目！

国分寺御輿競争�

か
ご
し
ま
の

を
楽
し
も
う
。
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