
2015年（平成27年）１月号 10各施設のお知らせかごしま市民のひろば

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

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～12月４日　※年末年始は開館

■鹿児島高専のロボットがやってくる！
◇内　容　 全国高等専門学校ロボコン大会

に出場した鹿児島高専のロボッ
トの操作実演など

◇対　象　どなたでも
◇日　時　１月24日（土）・25日（日）の11時
～11時30分、13時30分～14時、14時30分
～15時、15時30分～16時

◇料　金　 入館料が必要（高校生以上400
円、小・中学生150円）

◇申し込み　不要
■大人のための朗読会inプラネタリウム　
Voice. ６

◇内　容　 KKBアナウンサーによるプラネ
タリウムでの朗読会や科学館職
員による星空紹介

◇対　象　18歳以上
◇日　時　２月13日（金）19時～20時30分
◇定　員　280人（当日先着順）
◇料　金　無料
◇申し込み　不要
■星と音楽の夕べ「スピッツ特集と冬の星空」
◇内　容　プラネタリウムでの星空紹介や
「スピッツ」のCD音楽鑑賞と屋外での
木星や冬の星座などの天体観望会

◇対　象　どなたでも
◇日　時　２月21日（土）18時
　　　　　30分～20時30分
◇定　員　 280人（超えたら
　　　　　抽選）
◇料　金　無料
◇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、２月12日（必着）までに市立
科学館「２月 星と音楽の夕べ」係へ

■平成27年度移動図書館利用団体募集
　市立図書館では、
「わかくさ号」と「こ
すもす号」の２台の移
動図書館車による図書
の巡回貸出サービスを
行っています。巡回期間は４月～翌年３月
までです。
◇受付期間　 １月７日（水）～27日（火）
◇対　象　①原則として、利用世帯が30戸
以上見込まれること　②市立図書館や地
域公民館図書室を利用しにくい地域であ
ること　③移動図書館車が駐車できる安
全な場所が確保できること　④雨天時に
も、貸出業務のできる場所が確保できる
こと

◇必要なもの　 移動図書館利用団体申込書
と利用者名簿

◇申込書の配布・受付場所　市立図書館、
各地域公民館図書室、巡回中の移動図書
館車　※郵送での申し込みもできます

◇決定通知　書類審査・実地調査のあと、
２月末に各団体代表者に通知します

◇申し込みなど詳しくは市立図書館へ

■ワクワクきびなご塾「貝がらで遊ぼう」
　海でひろった貝がらなどを使っていろい
ろな工作をしてみよう。
◇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　 ２月14日（土）13時30分～15時30
分

◇申込期限　１月24日（必着）
■ワクワクきびなご塾「プランクトンレー
スをしよう」

　プランクトンのもけいを作ってどれだけ
浮かんでいられるかレースをしよう
◇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　 ３月14日（土）13時30分～15時30
分

◇申込期限　２月21日（必着）
－共通事項－
◇場　所　 かごしま水族館１階レクチャー

ルーム
◇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　はがきか館内設置の専用はが
きに講座名、参加者全員の氏名（ふりが
な）、学年（年齢）、性別、代表者の住所、
電話番号を書い
て、各申込期限ま
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日以内に参加証をお送りします

■環境アートフェスティバル
◇内　容　音楽ステージ、「トイ・ザウル
ス」の展示、工作、ワークショップなど
◇対　象　どなたでも（一部対象あり）
◇日　時　 １月31日（土）、２月１日（日）10

時～16時
事前申込必要プログラム
プログラム名 対　象 日　時 定員
もうすぐ節分！
恵方巻き作り

小学３年生以上
とその保護者

１月31日（土）
10時～13時

10組
20人

ドキドキバレン
タイン！
スウィーツ作り

小学５年生以上
２月１日（日）
13時～15時30
分

25人

◇定員を超えたら抽選　◇託児あり
◇受講料　材料費などの実費負担あり
◇申し込み　はがき、ファクス、Ｅメール
でプログラム名、開催日、住所、参加者
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１月21日（必
着）までに〒890-0051高麗町5-25㈱ＭＢＣ
サンステージ「環境アートフェスティバ
ル」係255-6144　※平日９時30分～17時
30分（D285-1161、{event@sunstage.
co.jp）へ。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
■未来館講座

講　座　名 対 象 日　時 定員
アロマで癒しタイム
～自然からの贈り物～ 18歳以上

１月23日（金）
10時～12時 25人

古代から続く食用油
のおはなし

１月24日（土）
10時～12時 40人

女性のための布ナプ
キン作り

18歳以上
※女性限
定

１月25日（日）
13時～16時 10人

麹の魅力☆再発見！
18歳以上

２月３日（火）
10時～14時 25人

使い捨てないカイロ
作り

２月５日（木）
13時～16時 10人

地域自慢の旬な料理
～どどーんとブリ大
根～

どなたで
も

２月７日（土）
10時～13時 25人

銘木の端材とビーズ
で作るアクセサリー 18歳以上

２月10日（火）
13時30分～16
時

10人

古着リメイクで今ど
きファッション

２月13日（金）
13時～16時 12人

知ってスッキリ！分
別に迷うごみ

小学４年
生以上

２月14日（土）
13時30分～15
時

20人

まちをキレイにする方
法 18歳以上 ２月15日（日）

10時～12時 20人
手作りおもちゃ子育て
講座～折り紙絵本～

どなたで
も

２月17日（火）
10時～12時 15人

活動が伝わるデザイ
ンとは？～広報力を
身につける～ 18歳以上

２月18日（水）
18時30分～20
時30分

15人

着物を二部式着物に
リメイク　
※２回連続講座

２月19日（木）
・24日（火）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（{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

■平川動物公園で思い出づくりをしよう
　ご家族や友達などで、エサやり体験や記念
撮影などで楽しい思い出をつくりませんか。
◇日　時　２月11日（祝）９時30分～12時
◇定　員　20人程度（超えたら抽選）
◇申し込み　往復はがきに、住所、代表者
氏名、電話番号、参
加人数、応募のきっ
かけを書いて、１月
31日（必着）までに平
川動物公園「思い出
づくり」係へ

■動物たちの節分行事
　節分の日にちなみ、動物たちに恵方巻き
や豆をプレゼントするイベントを行います。
①オランウータンに恵方巻きプレゼント
　飼育員がオランウータンに特製の恵方巻
きをプレゼントする様子をご覧いただけま
す。
②マントヒヒに節分豆をあげよう
－①②共通事項－
◇日　時　２月１日（日）の、①は13時30分
～、②は14時～   ※豆がなくなり次第終了
■毎日開催イベント

イベント名 時　間
タッチングコー
ナー（ウサギなど）

10時～11時30分、13時
30分～15時

ふれあいコーナー
（ヒツジなど）

９時30分～11時30分、
13時30分～15時30分

マントヒヒのエサ
やり

14時～　※エサがなく
なり次第終了

－共通事項－
◇料　金　入園料（高校生以上500円、小・

中学生100円）

特別整理休館のお知らせ
　１月21日（水）～２月３日（火）は蔵書点
検のため、市立図書館
と公民館図書室は休館
します。図書の返却は
ブックポストをご利用
ください。

地域まるごと共育講座
◇ 環境保全活動などに取り組む団
体などが実施する講座などです
◇ 詳しくはかごしま環境未来館な
どで配布している「かごしま環
境未来館地域まるごと共育講座
公式ガイドブック」やかごしま環境未来館
ホームページへ


