
かごしま 市民のひろば 2014年（平成26年）６月　565号イベント・講座７

■ワクワクきびなご塾「フィールドスペシャル
浜辺のお宝調査隊」

◇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　�７月12日（土）か13日（日）８時45分～12
時30分

◇場　所　日置市吹上町入来浜（現地集合・解散）
◇定　員　50人（超えたら抽選）
◇参加料　無料
◇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）、年齢、学年、性
別、代表者の住所、電話番号、参加希望日を書い
て、６月21日（必着）までにかごしま水族館「ワ
クワクきびなご塾」係へ　※当選者のみ締め切
り日から10日以内に参加証を送付します
■水族館に泊まろう～夜の水族館探検～
◇対　象　どなたでも（高校生以下は保護者同伴）
◇日　時　�７月25日（金）19時～翌８時30分
◇定　員　�30人（超えたら抽選。１組４人程度ま

で。個人可）
◇参加料　入館料（年間パスポート可）
◇申し込み　往復はがきに参加者全員の氏名（ふ
りがな）、住所、性別、学年、電話番号を書いて、
７月11日（必着）までに、かごしま水族館「水族
館に泊まろう」係へ

国民文化祭・かごしま2015プレイベント

かごしま近代文学館・メルヘン館
〒892-0853城山町5-1 ☎226-7771（FAX227-2653）

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

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

■小中学生電波教室ラジオ工作会
◇内　容　�ラジオの製作を通して、目に見えない

電波の不思議やものづくりの楽しさを
体験

◇対　象　小学４年生～中学生
◇日　時　６月29日（日）10時～12時
◇定　員　25人（先着順）
◇参加料　200円（材料費）
◇申し込み　電話で６月19日から市立科学館へ
■大人のための朗読会inプラネタリウムＶｏiｃｅ．4
◇内　容　�ＫＫＢアナウンサーによる朗読と夏の

星空紹介
◇対　象　18歳以上の人
◇日　時　�７月４日（金）19時～20時30分（受け付

けは18時30分）
◇定　員　250人（当日先着順）
◇参加料　無料　※申し込み不要

①楽しい親子読書教室
◇内　容　�親子で楽しむ本の世界、わくわく図書

館探検隊
◇対　象　市内に住む小学生と保護者
◇日　時　６月21日（土）14時～15時45分
◇定　員　20組（超えたら抽選）
◇参加料　無料
◇申込期限　６月16日（必着）
②図書館講座
◇内　容　�急増するマルチ商法、オレオレ詐欺、

携帯電話やネットトラブルなど、知っ
て得する消費生活に関する講座

◇対　象　どなたでも
◇日　時　７月３日（木）10時30分～12時
◇定　員　60人（超えたら抽選）
◇参加料　無料
◇申込期限　６月23日（必着）
－①②共通事項－
◇申し込み　窓口にある申込用紙を直接か、はが
き、電話、ファクス、Ｅメールで住所、氏名、
電話番号を各申込期限までに市立図書館へ

①2014県ダンススポーツ・フェスティバル
◇日　時　６月22日（日）12時～16時30分
◇場　所　市中央公民館
◇問い合わせ　�県ダンススポーツ連盟090-1084-

1981
②鹿児島交響楽団第82回
　定期演奏会
◇日　時　６月22日（日）
　　　　　15時～16時30分
◇会　場　宝山ホール
◇問い合わせ　鹿児島交響楽団223-3093
③鹿児島大学学友会管弦楽団第91回定期演奏会
◇日　時　７月５日（土）18時30分～20時30分
◇会　場　市民文化ホール第２
◇問い合わせ　�鹿児島大学学友会管弦楽団090-

7829-7478

①日曜大工Ⅱ
◇対　象　市内に住むか通勤・通学する人
◇日　時　６月29日（日）10時～15時
◇定　員　�15人（超えた

ら抽選）
◇参加料　�3000円程度
　　　　　（材料費）
◇申込期限　６月14日
　　　　　　（必着）
②夏の子ども陶芸教室Ⅰ・Ⅱ
◇対　象　市内に住む小・中学生
◇日　時　�７月12日（土）か13日（日）

の13時30分～15時30分
◇定　員　各20人（超えたら抽選）
◇参加料　150円程度（材料費）
◇申込期限　６月28日（必着）
③夏休み親子木工教室Ⅰ・Ⅱ
◇対　象　市内に住む小学生以上の親子
◇日　時　７月19日（土）か20日（日）の10時～15時
◇定　員　各15組（超えたら抽選）
◇参加料　1000円程度（材料費）
◇申込期限　７月６日（必着）
－共通事項－
◇①～③申し込み　�往復はがきかファクスで講座

名、②③は希望日、住所、氏
名、性別、年代、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

■小企画展「山を愛でる」
　　古くから山水画にみられる理想
化された山容表現や庶民に親しま
れた名所絵のほか、近代以降の画
家たちの山をめぐる多彩な表現を
お楽しみください。
◇期　間　７月13日（日）まで
◇観覧料　一般300円、高校・大学生
　　　　　200円、小中学生150円
■関連イベント　ギャラリートーク
◇講　師　田村桂子（同館学芸員）
◇日　時　６月14日（土）・28日（土）14時～15時
◇参加料　観覧料
■日曜美術講座「切り絵入門」
◇講　師　篠

しのざき

崎眞
まさやす

康氏（切り絵作家）
◇対　象　中学生以上
◇日　時　６月29日（日）10時～16時
◇定　員　20人（超えたら抽選）
◇参加料　�300円（材料代、保険料）　※デザインナ

イフか30度角のカッターナイフ持参
◇申し込み　はがきかファクス、Eメールで講座
名、住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号を
６月18日（必着）までに市立美術館へ

■文学トーク「スウェーデンの教育と文化」
◇講　師　入

いり

江
え

公
きみ

啓
ひろ

氏（志學館大学准教授）
◇対　象　高校生以上
◇日　時　６月14日（土）11時～12時
◇定　員　70人程度
◇参加料　無料　※申し込み不要
■おはなしのろうそくを語る会
　～ “3.11からの出発”支援のためのおはなし会～
◇対　象　小学生（保護者同伴）以上
◇日　時　�７月６日（日）10時～12時、13時30分～

15時30分
◇定　員　なし
◇参加料　�小・中学生無料、高校生以上300円が必

要

◇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

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（FAX256-1319）

講　　座

文化・芸術・イベント

■かごしま水族館フォトコンテスト作品募集
　館内やイルカ水路に展示している生きものの
　いきいきとした姿などの写真を募集します
◇募集期限　９月30日（必着）
◇申し込みなど詳しくはかごしま水族館へ

市立図書館 〒890-0063鴨池二丁目31-18☎250-8500
（ＦＡＸ250-7157、 Ｅメールtosyo-tosyo@city.kagoshima.lg.jp）

 

楽しく学ぼう

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/）

■未来館講座
講　座　名 対　象 日　時 定員

鎌研ぎ教室 18歳以上 ６月26日（木）
13時～16時 10人

リサイクル万華鏡作
り どなたでも ６月28日（土）13時～16時 10組

冒険家野元さんが見
てきた世界～カヤッ
ク・自転車・歩きの
旅～

小学３年生
以上　※中
学生以下は
保護者同伴

６月28日（土）
18時30分～20
時

40人

親子で作ってグリー
ンティータイム！～
松元お茶うけ編～

５歳以上と
その保護者

６月29日（日）
13時～15時30
分

10組

古着活用　裂き布で
作るかわいい指あみ
バッグ 18歳以上

７月３日（木）
13時～16時 10人

LOHASな暮らし方
の提案～合言葉はシ
ンプルライフ～

７月５日（土）
10時～12時　 20人

端材やあきびんでオ
イル万華鏡作り

小学３年生
以上

７月５日（土）
13時～16時 10組

昆虫観察のススメ～自
由研究、その前に！～ 小学生以上 ７月６日（日）10時～12時 20人

きゅうりキムチ＆ビ
ビン冷麺で夏を元気
に乗り切ろう！～旬
の食材を使って～

18歳以上 ７月10日（木）
10時～13�時 25人

もうすぐ夏休み！パ
パとエコなクッキン
グ

小学生以上
とその保護
者

７月13日（日）
10時～14時 24人

古布活用　古布ぞう
り作り 18歳以上 ７月18日（金）

10時～15時 20人

親子で種の泥だんご
（シードボール）づくり

４歳以上と
その保護者

７月19日（土）
10時～12時 16人

マイ箸＆箸袋作り 小学３年生
以上

７月19日（土）
10時30分～15
時30分

10組

海水ってどんな水？ 小学３年生
以上

７月20日（日）
10時～12時 20人

竹細工でかわいい昆
虫作り

小学３年生
以上

７月20日（日）
13時～16時 12組田村一男「西桜

島ゆきのあした
の日本晴」


