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平川動物公園 
〒891-0133 平川町5669-1 ☎261-2326（D261-2328）
開９時～17時（入園は16時30分まで）
休12月29日～１月１日

かごしま水族館 
〒892-0814 本港新町3-1 ☎226-2233（D223-7692）
開９時30分～18時（入館は17時まで）
休12月１日（月）～12月４日（木）　※年末年始は開館

かごしま環境未来館 
〒890-0041 城西二丁目1-5 ☎806-6666（D806-8000）
開火～土曜日９時30分～21時（日曜日、祝日は18時まで）
休月曜日（休日のときは翌平日）、12月29日～１月３日

市立図書館 
〒890-0063 鴨池二丁目31-18 ☎250-8500（D250-7157）
開９時30分～21時（土・日曜日、祝日は18時まで）
休火曜日（休日のときは翌平日）、12月29日～１月３日、特別整理期間（年１回14日以内）

市立科学館 
〒890-0063 鴨池二丁目31-18 ☎250-8511（D256-1319）
開９時30分～18時（入館は17時30分まで）
休火曜日（休日のときは翌平日）、12月29日～１月１日

■ナンデモ　カガク　オン　ステージ
　「進藤先生のサイエンスラボ」
◇内　容　液体窒素を使った科学実験ショー
◇対　象　どなたでも
◇日　時　11月15日（土）の①10時30分～、
　　　　　②12時～、③14時～、④16時～
◇料　金　 入館料（高校生以上400円、小・

中学生150円）
◇申し込み　不要
■宇宙劇場上映（秋番組）　※12月28日まで
①プラネタリウム
HAYABUSA2 ～ RETURN TO THE 
UNIVERSE ～

◇内　容　小惑星探査機はやぶ
　さの地球帰還を描いた「HA
　YABUSA -BACK TO THE EA
　RTH-」の続編

②ドームシネマ
　マダガスカル　～キツネザルの楽園～
◇内　容　 キツネザルの楽園マダガスカル

島を舞台に、キツネザルの奇妙
で愛くるしい姿を追ったドキュ
メンタリー作品

－共通事項－
◇料　金　入館料と観覧料

■リサイクルブックフェア
　図書館で利用の少なくなった図書と保存
期限の経過した雑誌を無償で提供します。
◇対　象　市内に住む人
◇日　時　 11月15日（土）・16日（日）９時30

分～15時30分　※８時30分から
市立図書館玄関前で整理券を配
布します

◇提供数　１人につき15冊
　　　　　（児童書・雑誌は
　　　　　各５冊）まで
◇場　所　鴨池公民館
◇申し込み　不要
■図書館講座
◇内　容　 明治維新をテーマにした歴史文

化講座
◇演　題　「禁門の変と薩摩の出兵」
◇講　師　松尾千歳氏（尚古集成館副館長）
◇対　象　どなたでも
◇日　時　11月20日（木）10時30分～12時
◇定　員　60人（超えたら抽選）
◇受講料　無料
◇ 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（ふりがな）、電話番号を11
月13日（必着）までに市立図書館（Ｅメール
tosyo-tosyo@city.kagoshima.lg.jp）へ
■クリスマス絵本展
◇内　容　クリスマスに関
　　　　　する絵本の展示
　　　　　と貸し出し
◇日　時　11月26日（水）～
　　　　　12月28日（日）
◇料　金　無料

■ワクワクきびなご塾「魚の口と食べ物を
　調べよう」
◇対　象　 小・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20日（土）13時30分～15時30
分

◇定　員　50人（超えたら抽選）
◇料　金　入館料（年間パスポート可）
◇ 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29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

■ボランティア募集
◇内　容　 かごしま水族館内で展示生物の

解説や障害者補助など
◇対　象　18歳以上の人
◇ 申し込み　直接か郵送で履歴書（封筒の
右肩に「ボランティア募集係」と朱書）を
12月31日（消印有効）までにかごしま水族
館「ボランティア」係へ　※面談・研修
を行います

※ 12月11日（木）10時～12時に説明会を行い
ますので事前に電話でかごしま水族館へ
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■未来館講座

講　座　名 対象 日　時 定 
員

シンプルライフと
ヨガ 18歳

以上

11月22日（土）
18時～20時30分 10人

みんなで楽しく
お魚を食べよう
～和食で秋編～

11月27日（木）
10時～14時 20人

Ｘmasオーナメント
になる木のパズル

どなた
でも

11月30日（日）
13時～16時 15人

地球に優しい大そう
じ！重曹活用術

18歳
以上

12月２日（火）
13時～16時 16人

マクロビ料理
～基礎編～

12月５日（金）
18時30分～
20時45分

20人

端材とペットボトル
でクリスマスツリー
を作ろう

12月５日（金）
13時～16時 12人

インテリアでできる
省エネと快適ライフ
のヒント

12月６日（土）
10時～12時 40人

自然をまとう
～草木布の魅力～

12月６日（土）
13時30分～
15時30分

20人

知ると変わる‼気に
なる食品添加物

12月11日（木）
10時～12時 40人

はさみ研ぎ教室
12月12日（金）
13時～14時25分、
14時35分～16時

各
５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
上とそ
の保護
者

12月13日（土）
10時～14時 20人

ソーラーバッタをつ
くろう！

小学生
とその
保護者

12月13日（土）
11時～12時、
13時～14時、

各
20組

身近で大切な存在！
森林についてのはな
し 18歳

以上

12月14日（日）
13時30分～
15時30分

20人

鍋帽子作り 12月17日（水）
10時～15時 10人

◇対　象　 市内に住むか通勤・通学する人
◇定員を超えたら抽選　
◇受講料　 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（http://www.kagoshima-
miraikan.jp/）からも申し込めます。電話
での申し込みはできません

■平成26年度環境子どもサミット
　これからの世代を担う子どもたちが、環
境保全や環境学習活動を通して学んだ成果
を発表します。石原良純氏
（俳優・気象予報士）による
基調講演もあります。
◇日　時　12月７日（日）
　　　　　13時30分～16時
◇参加料　無料
◇詳しくはかごしま環境未来館へ 

■大人のための飼育体験教室
◇内　容　 動物のエサの調理、給仕、動物

舎の清掃など
◇対　象　高校生以上
◇日　時　①11月23日（祝）か
　　　　　②12月23日（祝）の
　　　　　８時15分～15時
◇定　員　各30人（超えたら抽選）
◇料　金　入園料（高校生以上500円）
◇申し込み　 往復はがきに、住所、氏名、

年齢、電話番号、希望日、希
望の動物（第２希望まで）を書
いて、①は11月12日（必着）、
②は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

■ リニューアル＆クリスマスZOO
　プレゼントクイズラリー
　動物クイズに答えると、抽選でオリジナ
ルグッズなどをプレゼントします。
◇対　象　どなたでも
◇日　時　11月20日（木）～12月14日（日）
◇料　金　 入園料（高校生以上500円、小・

中学生100円）
◇申し込み　不要

「世界のツルゾーン」がリニューアル
オープン!
◇11月20日（木）に
　オープニングセ
　レモニーを開催
　します

上映休止のお知らせ
◇ 12月１日（月）～５日（金）は、機器点検
のため上映を休止します


