
かごしま 市民のひろば 2014年（平成26年）４月　563号 市　政　総　合 ４イベント・講座

■特別企画展「甲殻類ワールド～庭先から深海ま
で～エビ・カニとそのなかまたち」
　甲殻類の代表であるエビ、カニ、ヤドカリ類を
中心に、わかりやすく紹介します。話題のダイオ
ウグソクムシも展示します。
◇期　間　４月26日（土）～６月22日（日）
■夜のサンゴ礁
　ペンライトを使って、夜のサンゴ礁の中の魚た
ちを観察します。
◇対　象　どなたでも　
◇日　時　�５月３日（祝）・５日（祝）の19時30分～

21時
◇参加料　�入館料（年間パスポート可）

◇問い合わせ　�サンサンコールかごしま099-
808-3333

■第１回ガーデンスクール
◇内　容　�四季を通した草花などの管理（剪定

作業も含む）
◇対　象　�18歳以上の１年間参加出来る人
　　　　　※剪定バサミ・のこぎり持参
◇日　時　�４月24日（木）～来年３月19日（木）ま

で毎月１回（１年間継続）10時～12時
◇講　師　川口さゆり氏（園芸家）
◇定　員　15人（超えたら抽選）　
◇参加料　無料
◇申し込み　�往復はがき（１人１枚）に教室名、

住所、氏名、年齢、電話番号を書
いて、４月14日（必着）までにかご
しま健康の森公園へ

■第１回骨盤体操＆ストレッチ教室
◇内　容　�骨盤体操とストレッチで歪みを整え

る
◇対　象　18歳以上の人
◇日　時　４月27日（日）10時～12時　
◇講　師　�高司佳代氏（健康運

動指導士）
◇定　員　20人（超えたら抽選）
◇参加料　無料
◇申し込み　往復はがき（１人１枚）に教室名、
住所、氏名、年齢、電話番号を書いて、４月
17日（必着）までにかごしま健康の森公園へ

◇対　象　市内に住むか通勤・通学する人
◇定　員　各30人（超えたら抽選）　
◇参加料　無料（①の仙巌園駐車料金は自己負担）
◇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

かごしま水族館� 〒892-0814本港新町3-1
　☎226-2233（FAX223-7692）

春の木市　（５月６日まで開催）

かごしま健康の森公園�〒891-1205犬迫町825　☎238-4650
（FAX238-4548、 http://www.k-kouenkousya.jp/kenkou/）

鹿児島ぶらりまち歩き�

錦江湾魅力再発見クルーズ２０１４�

コース名 日　時 集合場所
①�島津斉彬の近代
化遺産を歩く

４月20日（日）
10時～11時30分

仙巌園入
口前

②�宝暦治水260年
記念　薩摩義士
のふるさとを訪
ねる！

４月26日（土）
10時～12時

宝山ホー
ル１階

イベント名 日　時

花と緑の相談所 ４月６日（日）・20日（日）・
27日（日）10時～15時

園芸講習会 ４月29日（祝）11時～12時
お客様感謝抽選会 ４月６日（日）～20日（日）
子ども感謝デー
（小学生以下対象
の無料抽選会）

４月５日（土）、19日（土）、
５月５日（祝）

◇日　時　�４月26日（土）10時30分～19時・27日
（日）９時30分～19時30分

◇会　場　�ウオーターフロントパーク、天文館
ベルク広場など８会場

◇詳しくはかごしま春祭振興会（鹿児島商工会
議所内）225-9533へ

かごしま春祭大ハンヤ２０１４�
～翔け上がれ!! かごんまよさこい春祭!! ～

◇日　時　�５月10日（土）・17日（土）12時25分出発
※約２時間20分コース

◇コース　�鹿児島港→若
わかみこ

尊海山海
域周辺→新島→鹿児島
港

◇定　員　250人
◇料　金　大人1000円、小児500円
※４月10日（木）から予約受付開始。団体・高齢
者・身体障害者など各種割引あり
◇問い合わせ　船舶局営業課293-2525

などを満喫しよう！

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/）

てぶらできやんせ！初心者釣り教室in 桜島・鴨池

博多どんたく港まつり
４都市（鹿児島・熊本・福岡・北九州市）交流情報

京都サンガＦ.Ｃ.からのＪリーグチケット
プレゼント

■未来館講座

◇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、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
にかごしま環境未来館806-6600（FAX806-8000、Ｅ
メールkouza@kagoshima-miraikan.jp）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

◇対　象　釣り初心者（小学生以下は保護者同伴）
◇日　時　�①桜島海づり公園…４月20日（日）、②鴨

池海づり公園…４月26日（土）　※ともに
９時～（受け付け８時30分～）

◇定　員　①15人程度、②30人程度（先着順）
◇参加料　無料（釣り料などは通常料金）
◇申し込み　�電話で①は桜島海づり公園293-3937、

②は鴨池海づり公園252-1021へ

　今年もゴールデンウィークに「博多どんたく港ま
つり」が開催されます。５月２日（金）16時30分から
の前夜祭を幕開けに、福岡のまちは祭り一色に染ま
ります。
◇期　日　５月３日（祝）・
　　　　　４日（祝）
◇場　所　福岡市内一円
◇問い合わせ　福岡市観
　光振興課092-711-4359
　（５月３日・４日は092-451-0211）

　京都サンガＦ.Ｃ.対Ｖ・ファーレン長崎戦のペア
チケットを抽選で50組にプレゼントします。　
◇日　時　５月11日（日）13時～　
◇場　所　県立鴨池陸上競技場　
◇�申し込み　往復はがきに住所、氏名、電話番号を
書いて、４月15日（必着）までに〒892-8677山下町
11-1観光振興課 ｢Ｊリーグ観戦チケットプレゼ
ント｣ 係216-1327へ

講�座�名 対�象 日�時 定員
自分でできる台所
用品修理 18歳以上 ４月26日（土）13時～16時 10人

郷土料理「酒ずし」20歳以上 ４月27日（日）10時～14時 25人

磯のいきもの観察
し隊● ―

４月29日（祝）
12時～
14時30分

40人

緑のカーテン実践塾 小学生以
上

５月10日（土）
13時～15時 40人

ダンボールコンポ
スト講座

18歳以上

５月11日（日）
13時30分～
15時30分

15人

昔ながらの手造り
みそ講座

５月15日（木）
10時～13時 25人

５月の包丁研ぎ教
室

５月17日（土）
13時～16時 16人

甲突川のいきもの
ウォッチング●

―

５月18日（日）
10時～12時 40人

手作りおもちゃ子育
て講座～発泡トレー
のパズルとイチゴ
パック小物入れ～

５月20日（火）
10時～12時 15人

廃食用油で石けん
作り

18歳以上

５月22日（木）
13時30分～
15時30分

10人

かわいい♥おいしい
♥エコごはん♥～
デコ寿司～

５月23日（金）
10時～14時 15人

◇野菜収穫体験など、平日に行う体験もあります
◇申し込み　事前に直接か電話で、体験名、住所、氏名、電話番号、希望日時を〒891-0204喜入
一倉町5809-97観光農業公園345-3337（FAX345-2822）へ

体 験 名 日　時 体 験 料 定　員
ダンボール箱
で燻製づくり ４月12日（土）10時～12時 500円/組+200円/人 ５組（１組４人ま

で）

トラクターに
乗ろう

４月20日（日）・29日（祝）10時
～11時30分、13時30分～15時 100円

各15人（当日受け
付け。３歳～中学
生以下が対象）

バームクーヘ
ンづくり

４月13日（日）・27日（日）・29
日（祝）10時30分～12時 800円 各６組（１組４人

まで）
黒豚ウイン
ナーづくり

４月13日（日）・20日（日）・27
日（日）・29日（祝）11時～13時 600円 各12人

収穫野菜でシ
チューづくり

４月13日（日）10時～12時、13
時～15時 600円 ６組（１組３人ま

で）
野菜の出荷体
験 ４月19日（土）10時～12時 100円 ５人（小・中学生

が対象）

ピザづくり ４月19日（土）11時～12時30
分、12時～13時30分 1000円 ８組（１組４人ま

で）

そば打ち体験 ４月13日（日）・27日（日）11時～13時
500円（１人分）　※材料
費別途2000円（４人分）

５組（１組３～４
人）

 参加しよう 　グリーンファーム（観光農業公園）のイベント

ほかにもたくさんのイベントが開催されます。
詳しくはかごしま水族館へ

ほかにもたくさんの講座が開催されます。詳し
くはかごしま健康の森公園かホームページへ

盛りだくさん！

グリーンファーム
「こどもまつり」
（５月３日～６日）
◇内　容� �こいの
ぼりロールケー
キ、かしわ餅づ
くりなどの季節
感あふれる特別
体験プログラム
など
◇問い合わせ　
　グリーンファー
ム（観光農業公
園）345-3337


