
８特 集
かごしま 市民のひろば 2014年（平成26年）７月　566号特 集９

◇内　容　�大迫力の水中花火やお楽しみ抽選会など
を楽しめる２時間のクルージング

◇運航期間　７月19日（土）～８月31日（日）
　　　　　　（鹿児島港を19時に出港）
　　　　　　※８月13日（水）～15日（金）は運休

■開設時間　10時～18時
■７月10日（木）～
　８月31日（日）
◦磯海水浴場
　【磯ビーチハウス

 　　　　　248-3006】
■７月19日（土）～
　８月31日（日）
◦生見海水浴場
　【生見ビーチハウス 343-0470】
◦西道海水浴場　【スポーツ課 285-2244】
◦レインボービーチ　【スポーツ課 285-2244】

―――――――――――――――――――――
〒890-0063鴨池二丁目31-18　☎250-8511　
入館料　一般400円、小・中学生150円　　
休館日　火曜日（祝日のときは翌平日）　　

―――――――――――――――――――――
①青少年のための科学の祭典　鹿児島2014
◇内　容　�ロケットを飛ばそう、スライムを作ろう、

カラフルイクラ作りなど約40のブースで
の実験工作体験

◇日　時　７月26日（土）・27日（日）９時30分～16時30分
②でんちフェスタ in かごしま
◇内　容　�手づくり乾電池教室やクイズを通して電

池の仕組みを学ぶ
◇日　時　８月２日（土）９時30分～16時30分
③夏休み特別企画「わくわくからだ大冒険～食べも

のになってお口から入ろう！～」
◇内　容　高さ２ｍを超える巨大な
　顔の口から、胃や消化器官を通り
ながらヒトの体の仕組みを学ぶ

◇日　時　�８月１日（金）～31日（日）
10時～17時30分

④ 星と音楽の夕べ「ＳＥＫＡＩ ＮＯ ＯＷ
ＡＲＩ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、屋外で土星などの観望会

◇対　象　小学生以上（中学生以下は保護者同伴）
◇日　時　８月２日（土）19時～21時
◇定　員　280人（超えたら抽選）
◇申し込み　�往復はがきに参加希望人数（５人ま

で）、住所、氏名、年齢、電話番号を書
いて、７月23日（必着）までに市立科学
館｢８月星と音楽の夕べ｣係へ

①～④共通
◇参加料　無料（②③は入館料が必要）

7月25日（金）は臨時休館します

―――――――――――――――――――――
〒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19日（土）～８月10日（日）
■夜間開園
◇日　時　�８月の毎週土曜日と８月14日（木）の21時

まで（入園は20時30分まで）
　【関連イベント】
　① 動物たちのお食事ライブ
　　（各動物の開催時間は入口ゲートなどに掲示）
　②可愛い小動物と遊ぼう　18時～20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（火）か
20日（水）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

―――――――――――――――――――――
〒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）　

―――――――――――――――――――――
①夏季企画展｢ふるさとアーカイブズ～未来に伝え

たいかごしまの記憶～｣
◇内　容　�昭和40年ごろから平成にいたる鹿児島の

様子を写真などで紹介
◇期　間　７月１日（火）～８月31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（ただし、常設展観覧料は有料）

②夏休み親子体験学習教室
A 土笛・土鈴づくり　７月12日（土）・19日（土）・21日（祝）
B土器づくり　７月13日（日）・20日（日）
Cまが玉づくり（うすピンク色）　８月２日（土）・９
日（土）・17日（日）・24日（日）・30日（土）・31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～　
◇定　員　各30人（先着順）
◇参加料　�A100円�B300円�C200円（材料費など。

それぞれ他に入館料が必要）
③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
学生

◇期　日　７月29日（火）～
31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）
◇申込期限　７月19日（必着）
④納涼うちわづくり
◇対　象　幼児・小学生とその保護者
◇日　時　�７月23日（水）～25日（金）10時～11時か14

時～15時
◇定　員　各15人（先着順）
◇参加料　100円（材料費など。他に入館料が必要）
⑤一日子ども学芸員体験
◇内　容　発掘調査の模擬体験や測量調査体験など
◇対　象　小学４年生～中学生
◇日　時　８月５日（火）10時～16時
◇定　員　30人（超えたら抽選）
◇参加料　200円（材料費など。他に入館料が必要）
◇申込期限　７月26日（必着）
①～⑤共通
◇�申し込み　①は不要、②④は事前に電話でふるさ

と考古歴史館へ、③⑤ははがきにイベント名、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、各申込期限までにふるさと
考古歴史館へ

―――――――――――――――――――――
〒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）　

―――――――――――――――――――――
①Ｌｅｔ’ｓ　 Ｅnｇｌiｓ　ｈ　 in 図書館
◇内　容　�ＡＬＴ（外国語指導助手）による英語絵本

の読み聞かせや母国紹介
◇日　時　７月12日（土）14時～14時40分
②夏の図書館フェスタ
◇内　容　�絵本の読み聞か

せや人形劇
◇対　象　�幼児・小学生と

その保護者
◇日　時　７月19日（土）
　14時～15時30分　
③移動図書館おはなし会（東桜島小学校）
◇内　容　絵本の読み聞かせや人形劇
◇日　時　７月23日（水）10時～12時
④平和の祈りおはなし会
◇内　容　戦争体験談や平和祈念演奏会など
◇日　時　８月９日（土）14時～15時
⑤平和都市宣言展
◇内　容　�第二次世界大戦における鹿児島関連の記

録や写真などの展示、関連図書の貸し出
し

◇期　間　７月30日（水）～８月25日（月）
①～⑤共通
◇参加料　無料

―――――――――――――――――――――
〒892-0814本港新町3-1　☎226-2233　　　　　
入館料　一般1500円、小・中学生750円、幼児350円
―――――――――――――――――――――

①特別企画展「魚たちからの挑戦状～みつける！み
わける！みくらべる！～」
◇内　容　�生きていくために工夫をこらした生きも

のの紹介（クイズラリー「Mr.ストーン
フィッシュを探せ」も同時開催）

◇期　間　７月19日（土）～９月28日（日）
②ワクワクきびなご塾「粘土で海の生きものを作ろ

う」
◇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　８月９日（土）13時30分～15時30分
◇定　員　50人（超えたら抽選）
◇申し込み　館内にある申込書かはがきに講座名、
代表者の住所、参加者全員の氏名（ふりがな）、年
齢、学年、性別、電話番号を書いて、７月19日（必
着）までにかごしま水族館「ワクワクきびなご塾」
係へ　※当選者のみ通知

③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
中、ジンベエザメの泳
ぐ大水槽の裏側を見
学できる「黒潮大水槽
バックヤード一般公
開」を開催
◇期　間　�７月19日～８月31日の毎週土・日曜日、

祝日と８月13日（水）～15日（金）　
　　　　　※８月23日は花火大会のため18時に閉館
④どきどき！サメタッチ
　館内に巨大なタッチプールを設置。サメやエイを
触ることができます。
◇日　時　�７月19日（土）～８月31日（日）10時～16時
　（夜の水族館開催日は18時～21時にも実施）
⑤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25日（金）

か８月８日
（金）の19時～
翌日８時30分

◇定　員　�各30人（超え
たら抽選。１
組４人まで。
個人可）

◇申し込み　往復はがきに参加者全員の住所、氏名
（ふりがな）、学校名・学年、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

①～⑤共通
◇参加料　入館料（年間パスポート可）

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

―――――――――――――――――――――
①夏休み親子クラフ

ト教室
◇日　時　８月10日
（日）10時～12時
◇申込期限　７月25
日（必着）

②年越しそばを作ろ
う（種まき）
◇日　時　�８月24日（日）10時～12時�
◇申込期限　�８月８日

（必着）
①②共通
◇対　象　�幼児～中学

生とその家
族

◇定　員　�各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１人20円）
◇申し込み　はがきか電話、ファクスでイベント
名、住所、参加者全員の氏名（ふりがな）、学校名
（園名）・学年、性別、電話番号を各申込期限まで
に市立少年自然の家へ

　　――――――――――――――――――――
　　〒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）　　　
　　――――――――――――――――――――
①特別企画展「宮沢賢治・

詩と絵の宇宙　雨ニモ
マケズの心」関連イベ
ント

Aオープニング記念講演
会「祖父・清六から聞い
た兄・賢治」
◇講　師　�宮沢和樹氏
　　　　　（林風舎代表）
◇対　象　どなたでも
◇日　時　７月31日（木）14時～15時30分
◇定　員　70人（超えたら抽選）
◇申込期限　７月18日（必着）
B書道ワークショップ「“ことば”のうちわ作り」
◇講　師　石原美

み く

紅氏（書道家）
◇対　象　小学生
◇日　時　８月３日（日）10時～11時30分
◇定　員　15人（超えたら抽選）
◇申込期限　７月14日（必着）
C講座「賢治の童話と宝石、鉱物」
◇講　師　大木公彦氏（鹿児島大学名誉教授）　
◇対　象　どなたでも
◇日　時　８月９日（土）10時30分～12時
◇定　員　70人（超えたら抽選）
◇申込期限　７月25日（必着）
②夏休み子ども企画「向田邦子ってどんな人？」
◇内　容　�ビンゴカードを作成し、向田邦子ゆかり

の地を巡る
◇対　象　小学４年生～６年生
◇日　時　８月７日（木）10時～12時
◇定　員　20人（超えたら抽選）
◇申込期限　７月24日（必着）
③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　読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23日（土）10時～17時
◇定　員　３人（超えたら抽選）
◇申込期限　７月23日（必着）
①～③共通
◇参加料　無料
◇申し込み　往復はがき（②はＥメールも可）にイ
ベント名、住所、氏名（ふりがな）、年齢（①B・
②・③は学校名・学年も）、電話番号を書いて、
各申込期限までにかごしま近代文学館（Ｅメール
kinmｅru7@k-kb.or.jp）へ

同企画展展示作品
「銀河鉄道の夜（東逸子）」

市立図書館

海水浴場海開き

＝さあ錦江湾劇場（ナイトクルーズ）に参りませう＝
船舶事業80周年・鹿児島市制125周年・新生鹿児島市10周年記念

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（FＡX293-2972）】

市立科学館

2014桜島納涼観光船
平川動物公園

かごしま近代文学館・
　　　　  メルヘン館

市立少年自然の家

かごしま水族館 ふるさと考古歴史館
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水中花火は迫力満点！


