
かごしま 市民のひろば 2013年（平成25年）９月　556号イベント・講座７

■巣箱つくり教室
◇対　象　�小学生とその保護者
◇日　時　９月22日（日）10時～12時
◇定　員　15組（超えたら抽選）
◇申し込み　�往復はがきに住所、氏名、学年、保

護者氏名、電話番号を書いて９月12
日（必着）までに平川動物公園へ

■長寿動物をお祝いしよう（敬老の日特別企画）
◇日　時　９月16日（祝）14時～�
◇定　員　30人（当日先着順）
■動物公園ふしぎ探検隊
◇対　象　小・中学生とその保護者
◇日　時　10月13日（日）か14日（祝）の10時～12時
◇定　員　各30人（超えたら抽選）
◇申し込み　往復はがきに住所、参加者全員の氏
名、年齢（学年）、電話番号、希望日を書いて９
月24日（必着）までに平川動物公園へ

■�アクアリウム
　ディナー
　黒潮大水槽の前
でドルフィンポー
ト「ミディソレイ
ユ」の本格フレン
チを楽しむことが
できます。サックス演奏や飼育員の解説もあります。
◇対　象　18歳以上の人
◇日　時　９月27日（金）19時～21時
◇定　員　15組（２人１組。超えたら抽選）
◇参加費　�１人6500円（ドリンク代込み）と入館料

（年間パスポート可）
◇申し込み　はがきに住所、二人の氏名（ふりが
な）、年齢、性別、電話番号を書いて、９月17
日（必着）までにかごしま水族館「アクアリウム
ディナー」係へ

■近代文学館特別企画展「生誕110年　林芙美子
展－風も吹くなり　雲も光るなり－」
◇期　間　10月４日（金）～11月４日（振）９時30分
～18時（入館は17時30分まで。火曜日が休館日）
■関連朗読・映画会
◇内　容　ＫＫＢアナウンサーによる朗読会と吉
永小百合氏主演の映画「うず潮」の上映
◇日　時　10月14日（祝）13時30分～16時30分
◇場　所　市民文化ホール第２　　
◇観覧料　無料
◇申し込み　�電話で10月13日までにかごしま近代

文学館へ
■関連文学講座
①「戦後小説の魅力」
◇講　師　石田忠彦氏（鹿児島大学名誉教授）
◇日　時　10月６日（日）14時～16時
②「林芙美子と旅」
◇講　師　今川英子氏（北九州市立文学館館長）
◇日　時　10月27日（日）14時～16時
－①②共通事項－
◇定　員　80人（超えたら抽選）　◇受講料　無料
◇申し込み　往復はがきに、住所、氏名（ふりが
な）、年齢、電話番号を書いて、９月18日（必着）
までにかごしま近代文学館へ

そのほかの講座・イベント
◇期　日　�９月28日（土）美術講座「銅版画入門」
◇期　日　�10月12日（土）東郷展記念ワークショ
　　　　　ップ～グリーティングカード～
◇期　日　10月27日（日）市民作品公募展2013
◇申し込みなど詳しくは市立美術館へ

谷山地域ふるさと芸能祭
◇内　容　ソバ切り踊り、銭太鼓踊りなど
◇日　時　９月21日（土）18時～
◇場　所　�ふるさと考古歴史館（雨天時は谷山

サザンホール）

ボランティア説明会
◇対　象　市内に住む18歳以上の人
◇日　時　９月29日（日）10時30分～
◇申し込み　はがきに、住所、氏名（ふりがな）、
年齢、性別、電話番号を書いて、９月20日（必
着）までにかごしま近代文学館・メルヘン館へ

■小企画展
　－静物画セレクション－
◇期　間　９月５日（木）～
　　　　　29日（日）
◇観覧料　一般300円、高・大
　学生200円、小・中学生150円

■成人パソコン教室
①はじめてのパソコンコース
◇日　時　�10月28日～12月９日の毎週月曜日14時

～16時（全６回。11月４日を除く）
②ワード活用
◇日　時　�10月23日～12日４日の毎週水曜日10時

～12時（全６回。11月13日を除く）
－①②共通事項－
◇対　象　�マウス操作のできる20歳以上の人
◇定　員　15人（超えたら抽選）　
◇受講料　�無料（テキスト代必要。①1260円、
　　　　　②1500円）
◇申し込み　往復はがき（１人１通）に、住所、氏
名（ふりがな）、年齢、電話番号、コース名を書
いて、９月25日（必着）までに市立科学館へ

■特別企画展「火を噴
ふ

く山の記憶－遺跡が語る火
山と人々の歴史－」
　南九州の代表的な火山の噴出物と遺跡の関係を
紹介します。また、県内と宮崎県都城市の遺跡か
ら出土した資料を展示します。　
◇期　間　９月21日（土）～12月１日（日）
◇休館日　月曜日（祝日のときは翌平日）
◇観覧料　高校生以上100円、小・中学生50円　

かごしま環境未来館�☎806-6666（FAX806-8000、
http://www.kagoshima-miraikan.jp/）

かごしま文化工芸村� 〒890-0033西別府町2758
☎281-7175（FAX281-7215）

◇�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
kouza@kagoshima-miraikan.jp）

■リサイクル工房講座

■環境学習講座

講　　座　　名 日　　時 定 員
端材でミニトレー作り ９月22日(日)

13時～16時 10人

ネクタイをバッグにリ
メイク

９月26日(木)
13時～16時 10人

乾物活用deヘルシー
クッキング

９月28日(土)
10時～14時 20人

包丁研ぎ教室 ９月29日(日)
13時30分～16時 16人

【夜間】
端材が活きるＵＳＢホ
ルダーチャーム作り

10月３日(木)
18時30分～20時
30分

10人

【夜間】
ダンボールコンポスト
講座

10月４日(金)
18時30分～20時
30分

10人

空き缶リサイクル
かんから三味線作り

10月５日(土)
13時～16時 10組

剪定材でスプーン＆
フォークを作ろう

10月６日(日)
13時～16時 15組

鎌研ぎ教室 10月10日(木)
13時30分～16時 10人

アルミ缶で作るザリガニ 10月14日(祝)
13時～16時 10組

古い羽織をリメイク　
あったかはんてん作り
(全２回）

①10月16日(水)
②10月19日(土)
　　13時～16時

10人

ムダを出さない！干し
野菜の作り方と調理

10月17日(木)
10時～14時 15人

【夜間】
布ナプキンのお話

10月18日(金)
19時～20時 10人

自分でできる台所用品
修理

10月20日(日)
13時～16時 10人

講　座　名 対　象 日　　時 定員
ちいさな秋さが
しin千貫平● ― 10月６日（日）

９時30分～11時 20人

知ると変わる‼気
になる食品添加物 18歳以上 10月17日（木）

10時～12時 30人

はんごうでごは
んをたこう！●

小学生以
上の親子

10月19日（土）
10時～14時 20人

秋の動物公園まつり〔９月７日（土）～10月14日（祝）〕
� 〒891-0133平川町5669-1　☎261-2326

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

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）

市立科学館  〒890-0063鴨池二丁目31-18
☎250-8511

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

地域まるごと共育講座
◇�環境保全活動などに取り組む
団体などが実施する講座や体
験型企画に参加しませんか
◇�詳しくはかごしま環境未来館
で配布している「かごしま環
境未来館地域まるごと共育講
座公式ガイドブック」やかご
しま環境未来館ホームページへ

【環境協働課�806-6666】

体育館利用
10月分の予約抽選会

◇日　時　９月25日（水）13時～
◇場　所　アクアジムロビー

■後期講座
①押し花でアートな額をつくろう
◇日　時　�10月２日（水）・９日（水）の10時～12時

（全２回）
◇申込期限　９月18日（必着）
②草木染め応用編
◇日　時　�10月19日（土）・26日（土）、11月２日（土）

10時～13時（全３回）
◇申込期限　10月５日（必着）
■特別講座
①陶芸アトリエボランティア養成講座
　陶芸のゆう薬や焼成の取り扱いを学び、同施設
ボランティアの基礎を学ぶ。
◇日　時　�10月４日～25日の毎週金曜日13時30分

～15時30分（全４回）
◇申込期限　９月20日（必着）
②西郷野屋敷とやさしい竹細工（花かご）
◇日　時　10月７日（月）９時30分～14時30分
◇申込期限　９月24日（必着）
－共通事項－
◇対　象　市内に住むか通勤・通学する人
◇定員と参加料はかごしま文化工芸村へお問い合
わせを
◇申し込み　往復はがきかファクスで講座名、住
所、氏名、年代、性別、電話・ファクス番号を
各申込期限までにかごしま文化工芸村へ

■十五夜の月見飾り展示
◇期　日　９月19日（木）・20日（金）

かごしま健康の森公園  〒891-1205犬迫町825
� ☎238-4650

この他にもたくさんの講座やイベントを開催しています。詳しくは各施設へお問い合わせください。

催しものがいっぱい！
市営施設・「秋」のイベント講座

有島生馬「静物」

◇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、開催日、住所、
氏名（ふりがな）、年齢、学年、電話・ファクス
番号、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からも申
し込めます

敬老週間（入館料無料）
◇対　象　70歳以上の人　
◇期　間　９月14日（土）～23日（祝）
◇窓口で年齢を確認できる身分証などの提示が
必要


