
かごしま 市民のひろば 2014年（平成26年）10月　569号 市　政　総　合 ６イベント・講座

秋を満喫しよう！
秋の動物公園まつり〔10月13日（祝）まで〕

〒891-0133平川町5669-1　☎261-2326(FAX261-2328)

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

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)

鹿児島ユナイテッドＦＣ　試合情報

レノヴァ鹿児島　試合情報

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

ふるさと考古歴史館 〒891-0144下福元町3763-1
☎266-0696(FAX284-5274)

市民文化ホール  〒890-0062与次郎二丁目3-1
	 ☎257-8111(FAX251-4053)

かごしま健康の森公園  〒891-1205犬迫町825
	 ☎238-4650（FAX238-4548)

■好きな動物にエサをあげよう
◇対　象　どなたでも
◇日　時　10月11日（土）11時～
◇定　員　先着100人程度
　　　　　（９時～アフリカ園

前で整理券配布）
◇参加料　入園料
■トカラウマにのってハイポーズ
◇対　象　小学生以下
◇日　時　10月12日（日）14時～15時
◇定　員　なし　◇参加料　入園料
－共通事項－
◇申し込み　不要

■さかなクン　スペシャルトークショー
（in錦江湾潮風フェスタ）

◇対　象　どなたでも
◇日　時　10月11日（土）15時～、17時～（それぞれ

40分程度）
◇定　員　なし
◇参加料　入館料（年間パスポート可）
■シイラにエサやり体験（in錦江湾潮風フェスタ）
◇対　象　どなたでも
◇日　時　10月12日（日）13時～
◇定　員　20人（超えたら抽選）　◇参加料　無料
◇場　所　かごしま水族館屋外イルカ水路
◇当日の受け付けは12時～12時45分、抽選発表は
12時45分～、どちらも潮風フェスタ会場にて
■イルカの食事の時間（in錦江湾潮風フェスタ）
◇対　象　どなたでも
◇日　時　10月11日（土）・12日（日）11時30分～、

13時30分～、15時～（各回約10分）
◇参加料　無料
◇場　所　かごしま水族館屋外イルカ水路

■一箱古本市
◇内　容　それぞれ持ち寄った古本を箱につめて

販売する、フリーマーケット形式の古
本市

◇日　時　11月３日（祝）10時～16時

①文学散歩「海音寺潮五郎『西郷と大久保』の舞
　台を訪ねて」　　

◇内　容　作品鑑賞と作品に登場する史跡巡り
　　　　　※貸切バス使用
◇講　師　松尾千歳氏（尚古集成館副館長）
◇日　時	 11月29日（土）10時30分～12時・30日

（日）９時30分～17時
◇定　員　20人（超えたら抽選）
◇参加料　1841円（テキスト、昼食代込み）
◇申込期限　11月５日（必着）
②読み聞かせボランティア養成講座
◇講　師　同館職員
◇日　時　11月～来年３月までの毎月第３土曜日

10時～12時（全５回）
◇定　員　20人（超えたら抽選）　
◇参加料　無料
◇申込期限　10月16日（必着）
③文学入門講座「大人のための賢治童話講義」
◇内　容　「どんぐりと山猫」と「なめとこ山の

熊」の解読
◇講　師　村瀬士朗氏（鹿児島国際大学教授）
◇日　時　11月～来年３月までの毎月第２日曜日

14時～15時30分（全５回）
	 ※３月は第３日曜日
◇定　員　70人（超えたら抽選）
◇参加料　年間パスポート代
◇申込期限　10月24日（必着）
－①～③共通事項－
◇対　象　①③はどなたでも、②は初心者
◇申し込み　往復はがきに講座名、住所、氏名（ふ

りがな）、年齢、電話番号を書いて、
各申込期限までにかごしま近代文学
館へ

対戦チーム 日　時 場　所
アスルクラロ
沼津

10月12日（日）
13時～

県立サッカー・
ラグビー場

FCマルヤス岡崎 10月26日（日）
17時～

愛知県
名古屋市

ヴェスルパ大分 11月２日（日）
13時～

県立サッカー・
ラグビー場

横河武蔵野FC 11月９日（日）
13時～

東京都
武蔵野市

◇	チケット・年間パスの購入など、詳しくは鹿児
島ユナイテッドＦＣ事務所812-6370へ

対戦チーム 日　時 場　所

パスラボ山形

10月25日（土）
18時～　　　 県総合体育セ

ンター体育館10月26日（日）
14時～　　　

豊田合成

11月１日（土）
18時～　　　 阿久根市総合

体育館11月２日（日）
12時30分～　

◇	チケット・年間パスの購入など、詳しくは（株）
スポーツフロンティア鹿児島203-0889へ

①竹細工入門講座
◇日　時　11月７日～28日の毎週金曜日10時～15

時（全４回）
◇申込期限　10月24日（必着）
②陶芸の基礎講座Ⅱ（手びねり・タタラ編）
◇日　時　11月５日（水）・12日（水）、

12月３日（水）の13時30分～
15時30分（全３回）

◇申込期限　10月24日（必着）
③いい夫婦・カップルでペア陶器
◇日　時　11月23日（祝）13時30分～15時30分
◇申込期限　11月９日（必着）
④レベルアップ七宝
◇日　時　11月19日～12月３日の毎週

水曜日10時～12時（全３回）
◇申込期限　11月５日（必着）
⑤ステンドグラス
◇日　時　11月７日（金）・14日（金）10時～12時（全

２回）
◇申込期限　10月20日（必着）
－共通事項－
◇対　象　市内に住むか通勤・通学する人（③は男

女ペア）
◇定　員　①20人、②25人、③12組、④20人、
	 ⑤15人（すべて超えたら抽選）
◇参加料は不要、材料費は実費負担
◇申し込み　往復はがきかファクスで講座名、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

■鹿児島市制125周年・新生鹿児島市10周年記念
　特別企画展「薩摩麓
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◇期　間　11月30日（日）まで
◇観覧料　高校生以上100円、小・中学生50円　
■関連イベント　講演会「兵児と薩摩琵琶」と弾奏
◇講　師　薩摩琵琶同好会会員
◇日　時　11月１日（土）13時30分～15時
◇定　員　講演会は50人、弾奏はなし
◇参加料　無料
◇申し込み　事前に電話でふるさと考古歴史館へ
■古代体験フェスティバル（協力：上野原縄文の森）
◇内　容　火おこし腕自慢、ヨーロッ

パ風ミニSL乗車体験など
◇日　時　10月18日（土）９時30分～15

時30分
◇参加料	 無料（一部、材料費と入館料

が必要）
■史跡めぐりバスツアー
◇見学先　桂

けい

菴
あん

墓
ぼ

や座禅石、伊敷町周辺史跡など
◇日　時　10月29日（水）９時30分～16時（９時～

受け付け）
◇集合場所　ふるさと考古歴史館
◇定　員　20人（超えたら抽選）
◇参加料　2000円（昼食代、バス代など）　
◇申し込み	 往復はがきに住所、氏名（ふりがな）、

電話番号を書いて、10月17日（消印有
効）までにふるさと考古歴史館へ

■子ども教室
イベント名 日　時 参加料 定　員
オリジナルフォ
トフレームをつ
くろう

10月19日（日）
10時～12時 200円

各30人

木の実で遊ぼう 10月25日（土）
10時～12時 100円

クリスマス燭台
をつくろう

11月８日（土）
10時～12時 150円 20人

◇先着順　◇参加料のほかに入館料が必要
◇申し込み　事前に電話でふるさと考古歴史館へ
－共通事項－
◇対　象　どなたでも（子ども教室は小学生）

■市民文化ホール自主文化事業
　「マレイ・ペライア（指揮＆ピアノ）＆
　　アカデミー室内管弦楽団」
◇日　時	 11月16日（日）16時開演
　	 （15時30分開場）
◇料　金　Ｓ席8000円、
	 Ａ席7000円、
	 Ｂ席5000円
※高校生以下は全席半額　

■初心者テニス教室
◇講　師　海江田誠氏（市テニス協会理事長）
◇対　象　	テニスラケットを持っている高校生以

上で、全日程参加できる人
◇日　時　	10月26日（日）、11月２日（日）・９日

（日）・15日（土）・23日（祝）13時30分～15
時30分（全５回）

◇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、10月14日
（必着）までにかごしま健康の森公園へ

11月３日の文化の日は入館料が割引となります
大人（高校生以上）1500円→1200円
小人（小・中学生）　750円→　600円
幼児（４歳以上）　　350円→　280円

体育館利用11月分の予約抽選会
◇日　時　10月25日（土）13時～
◇場　所　アクアジムロビー

文　　化

そ の 他

かごしま文化工芸村秋まつり
◇内　容　陶芸入門教室、木工、竹細工、手芸

など
◇日　時　11月９日（日）10時～15時30分
◇申し込み　不要（陶芸は事前申込が必要）

一箱古本市出店者募集
◇出店者数　20組（先着順）
◇出箱料　一箱500円（３箱まで）
◇申し込み　電話かファクス、Ｅメールで代表者
の氏名、屋号、住所、連絡先、箱数、参加人
数、品揃えのＰＲを10月24日（必着）までにか
ごしま近代文学館（Eメールkinmeru3@k-kb.
or.jp）へ

ⒸFelix Broede


