
かごしま 市 民 の ひ ろ ば 2013年（平成25年）11月　558号
市　政　総　合 ６イベント・講座

◇内　容　�太鼓演奏、歌の催し、抽選付きスタ
ンプラリーなど

◇日　時　11月10日（日）11時～18時30分
◇場　所　鹿児島中央駅周辺（アミュ広場、若き
薩摩の群像前広場、周辺商店街など）�

【かごしま中央駅まつり実行委員会
 070-5817-8183】

◇内　容　�マグロの体重当てクイズ・解体実
演、アサリのつかみ
取り、お魚クイズ大
会、鮮魚・冷凍塩干
物などの物品販売

◇日　時　�11月10日（日）９時～13時
◇場　所　魚類市場

 【魚類市場 223-0310】

■海で活躍するロボットたち　　
～有人潜水艇「はくよう」が見た世界～

　引退した有人潜水艇「はくよう」が見てきた鹿
児島の海中の様子や、海で活躍するその他の水中
ロボットたちを紹介します。
◇期　間　12月１日（日）まで

【関連イベント「潜
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をつくろう」】
◇内　容　�ペットボトルの中を潜んだりする潜水

艇を作る
◇日　時　�11月４日（振）・

23日（祝）11時
～15時

◇定　員　�200人（先着順。
材料がなくなり次第終了）

■女性限定「水族館に泊まろう」
◇対　象　�女性（１組４人程度まで。高校生以下は

保護者同伴）
◇日　時　11月23日（祝）19時30分～翌８時30分
◇定　員　30人（超えたら抽選）　
◇申し込み　往復はがきにイベント名、開催日、
参加者全員の氏名（ふりがな）、年齢、代表者の
住所、電話番号を書いて、11月13日（必着）まで
にかごしま水族館へ

■魚の解剖教室
◇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　12月21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、参加者全員の氏名
（ふりがな）、年齢（学年）、性別、代表者の住所、
電話番号を書いて、11月30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
選者のみ締切日から10日以内に参加証を送りま
す

－共通事項－
◇参加料　入館料（年間パスポート可）

第５回かごしま中央駅まつり

お魚まつり～魚食普及・市民感謝デー～

地魚を使った旬のクッキング教室

秋の木市

ご近所 de JAZZ in Ishiki 

鹿児島ぶらりまち歩き

平川動物公園 〒891-0133平川町5669-1
☎261-2326 

◇内　容　�地魚（アジ）、旬の市内産野菜（吉野地
域の白ネギ、伊敷地域
のシュンギク）を使っ
た魚料理

◇対　象　�市内に住むか通勤・通
学する18歳以上の人

◇日　時　 11月24日（日）10時30分
～13時30分

◇場　所　谷山市民会館
◇定　員　�36人（超えたら抽選）
◇参加料　800円程度（材料費）
◇申し込み　往復はがきかＥメールで、講座
名、住所、氏名、年齢、性別、電話番号、託
児希望の人は子どもの氏名、年齢、性別を11
月13日（必着）までに〒892-8677山下町11-1生
産流通課「クッキング」係216-1338（Ｅメー
ルseisan-ryutu@city.kagoshima.lg.jp）へ

◇期　間　�11月15日（金）まで
◇場　所　甲突川左岸緑地
　　　　　帯（市民広場）

【サンサンコールかごしま 
099-808-3333】　

　ジャズの生演奏を出前します。ジャズでアレ
ンジされたアドリブありの音楽を軽快なリズム
で気軽に楽しみませんか。
◇日　時　�12月８日（日）14時開演（13時30分開

場）
◇場　所　伊敷公民館　
◇料　金　無料（申込不要）

【市民文化ホール 257-8111】

◇対　象　市内に住むか通勤・通学する人
◇定　員　30人(超えたら抽選)　
◇参加料　無料
◇申し込み　電話かファクスで住所、氏名、
年齢、性別、電話番号を実施日の１週間前
までに鹿児島まち歩き観光ステーション208-
4701(FAX208-4703)へ

■大人のための飼育体験教室
◇内　容　エサの調理、給仕、動物舎の清掃など
◇対　象　高校生以上の人
◇期　日　12月23日（祝）
◇定　員　30人（超えたら抽選）　
◇参加料　500円（入園料）
◇申し込み　往復はがきに住所、氏名、年齢、電
話番号、希望の動物（第２希望まで）を書いて、
12月10日（必着）までに平川動物公園「大人のた
めの飼育体験教室」係へ

■トカラウマと年賀状の写真を撮ろう（カメラ持参）
◇日　時　12月１日（日）・８日（日）の14時～15時
■動物公園のお守りプレゼント（各日先着15人）
◇期　日　12月の毎週日
　　　　　曜日と23日
　　　　　（祝）　※29日
　　　　　を除く
◇場　所　アフリカ園前

12月２日（月）～５日（木）は休館
年末年始は休まず開館

かごしま水族館 〒892-0814本港新町3-1
 ☎226-2233

ホワイトタイガーの
赤ちゃん一般公開中

満載！
各種イベント

◇申し込みなど詳しくは各問い合わせ先へ

かごしま環境未来館 〒890-0041城西二丁目1-5
☎806-6666（FAX806-8000、http://www.kagoshima-miraikan.jp/）

◇��申し込み先　かごしま環境未来館806-6600（FAX
　 806-8000、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
ペットボトルで作る！環
境浄化「かごしまＡＩ」
活用術（おにぎり付き）

11月23日（祝）
10時～15時 10人

端材で作るクリスマスツ
リー（ケース付き）

11月24日（日）
13時～16時 12組

古セーターでかわいい帽
子作り

11月26日（火）
13時～16時 10人

流木で作るクリスマス
リース

11月28日（木）
13時～16時 10人

間伐材でげた作り 11月30日（土）
10時～16時 10人

得して！楽して！鍋帽子
で省エネ

12月４日（水）
10時～15時 10人

端布で作る正月飾り 12月５日（木）
13時～16時 10人

飛び出すツリーのクリ
スマスカード作り（オル
ゴール付き）

12月６日（金）
13時～16時 10人

包丁研ぎ教室 12月７日（土）
13時30分～16時 16人

端材で作るクリスマスパ
ズル

12月８日（日）
13時～16時 10組

流木でサンタ人形とクリ
スマス飾り作り

12月12日（木）
13時～16時 10人

牛乳パックで紙すき年賀
状を作ろう

12月14日（土）
13時～16時 10組

端材で干支の絵馬作り 12月15日（日）
13時30分～16時 10組

講座名 日時・場所 問い合わせ先
桜島をサク
ラでいっぱ
いに！

11月24日（日）
13時～17時・
桜島の赤水地
区ほか

環境パートナーシッ
プかごしま
080-3500-3246

里山の秋、
里山散策と
ダンボール
でピザづく
り

11月30日（土）
10時～15時・
常盤の里公園
（郡山町）

かごしま子ども文化
の里
080-6415-5506

コース名 日　時 集合場所
島津斉彬の近
代化遺産を歩
く

11月24日（日）
10時～ 仙巌園入口前

桜島のビッグ
スケールを体
感！

11月30日（土）
10時～

桜島フェリー
ターミナル観
光案内所前

講　座　名 対　象 日　　時 定員
大木先生に聞く！
鹿児島の豊かな
地質資源の魅力

18歳以上

11月30日（土）
10時～12時 25人

冬野菜でキムチを
作る

12月４日（水）
10時～13時 25人

マクロビ料理de
クリスマス

12月６日（金）
10時～14時 24人

親子で地域自慢の
旬な料理～郡山
そばうち編～

小学３年
生以上の
親子

12月14日（土）
10時～14時 16人

郷土料理「豚骨」 18歳以上 12月21日（土）
10時～14時 20人

環境子どもサミット
　次世代を担う子どもたちが環境学習や環境保全
活動を通して学んだことを発表します。北野大氏
による基調講演もあります。
◇日　時　12月８日（日）13時～16時
◇場　所　かごしま環境未来館　◇料　金　無料
◇詳しくはかごしま環境未来館806-6666へ

◇申し込み先　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@kago
　shima-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
◇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、参加者全
員の氏名（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。
電話での申し込みはできません

■地域まるごと共育講座

市立科学館　宇宙劇場の
上映休止

◇日　時　�11月13日（水）・
　　　　　14日（木）
【市立科学館 250-8511】


