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市立美術館 
〒892-0853 城山町4-36 ☎224-3400（D224-3409）
開９時30分～18時（入館は17時30分まで）
休月曜日（休日のときは翌平日）、12月29日～１月１日

ふるさと考古歴史館 
〒891-0144 下福元町3763-1 ☎266-0696（D284-5274）
開９時～17時
休月曜日（休日のときは翌平日）、12月29日～１月１日

かごしま近代文学館・メルヘン館
〒892-0853 城山町5-1 ☎226-7771（D227-2653）
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

かごしま文化工芸村 
〒890-0033 西別府町2758 ☎281-7175（D281-7215）
開９時30分～18時
休火曜日（休日のときは翌平日）、12月29日～１月３日

各 施 設 の
 

お 知 ら せ

文化・芸術・講座など
各種イベント情報満載！

◆入館料など詳しくは各施設にお問い合わせください
開＝開館時間　休＝休館・休所日　D＝FAX　{＝Ｅメール

①日曜美術講座「彫刻入門講座～テラコッ
タ粘土を用いた人物の制作～」

◇講　師　 美坂康太郎氏（彫刻家、武岡台
養護学校教諭）

◇対　象　中学生以上
◇日　時　１月25日（日）10時～16時
◇定　員　20人（超えたら抽選）
◇受講料　1550円（材料費、保険料）
◇申込期限　１月14日（必着）
②学芸講座「日本近代洋画のゆらぎ―所蔵
品を中心にたどる日本的油彩画の目覚
め」

◇講　師　松下幸男（同館学芸係長）
◇日　時　２月15日（日）14時～15時30分
◇定　員　24人（超えたら抽選）
◇受講料　無料
◇申込期限　２月４日（必着）
－①②共通事項－
◇申し込み　はがきかファクス、Ｅメール
で講座名、住所、氏名（フリガナ）、年齢、
電話番号を各申込期限までに市立美術館
（{bijutu-gaku@city.kagoshima.lg.jp）
へ

■早春の所蔵品展
　「特集・島津家伝来のひな人形」
◇期　間　１月14日
（水）～３月15日（日）
◇観覧料　一般300円、
　　　　　高・大学生
　　　　　200円、小・
　　　　　中学生150円

■近代文学館企画展
  「続 向田邦子の装い」関連イベント
　トークショー「向田邦子のおしゃれ」
　誰よりも身近で向田のおしゃれを見てい
た妹の和子と、スタイリストの草分け的存
在であり現在も活躍している原の目からみ
た向田のファッションについてお話をして
いただきます。
◇出　演　 向田和子氏（エッセイスト、作

家・向田邦子氏妹）、原由美子
氏（ファッションディレクター）

◇日　時　２月22日（日）14時～
◇場　所　かごしま近代文学館文学ホール
◇定　員　200人（先着順）
◇料　金　無料
◇申し込み　電話かＥメールでかごしま近
代文学館（{kinmeru7@k-kb.or.jp）へ

■メルヘンワークショップ「キューピー」
を折ろう

◇対　象　 ４歳以上の親子　※大人のみで
も可

◇日　時　１月24日（土）15時～16時30分
◇場　所　 メルヘンホール
◇定　員　50人　◇料　金　無料　
◇申し込み　往復はがきに住所、氏名、年
齢、電話番号を書いて、1月15日（必着）
までにかごしまメルヘン館「メルヘン
ワークショップ」へ

■スペシャルおはなし会
◇対　象　どなたでも
◇日　時　 １月12日（祝）14時～
◇場　所　 メルヘンホール　
◇料　金　無料

■後期講座
①電動ろくろ体験講座Ⅱ
◇内　容　 電動ろくろの技法で、陶芸の基

本を学ぶ
◇日　時　 ２月４日・11日、３月４日の水

曜日13時30分～15
　　　　　時30分（全３回）
◇定　員　９人
◇受講料　500円程度（粘土代）
◇申込期限　１月22日（必着）
②趣味の手芸ひろばコットン小物づくり
◇内　容　 コットンの端切れを使ってコー

スターなど手作り小物を作る
◇日　時　 ２月６日（金）・18日（水）の10時

～12時（全２回）
◇定　員　25人
◇受講料　500円程度（材料代）
◇申込期限　１月24日（必着）
③民具家具づくり講座（木工中級）
◇内　容　 本格的な木工製作の技法を学び

ながら、民具家具を作る
◇日　時　 ２月７日～28日の毎週土曜日10

時～15時（全４回）
◇定　員　10人
◇受講料　１万円程度（材料代）
◇申込期限　１月24日（必着）
－共通事項－
◇対　象　市内に住むか通勤・通学する人
◇定員を超えたら抽選
◇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

■冬季企画展
  「縄文デザイン－土器と草木染めの世界」
◇期　間　２月15日（日）まで
◇料　金　 高校生以上300円（常設展観覧料

と共通）、中学生以下無料（ただ
し、常設展観覧料は有料）

■関連イベント「草木染めをしよう」
◇講　師　杉尾緑氏・牧野美枝氏（染織家）
◇対　象　15歳以上
◇日　時　１月16日（金）10時～12時
◇定　員　30人（先着順）
◇料　金　 1000円（材料費など。ほかに入

館料が必要）
◇申し込み　 電話で事前にふるさと考古歴

史館へ
■子ども教室
講座・
教室名 対　象 日　時 料　金

①草木染めを
しよう
　（冬季企画
展関連）

小・
中学生

１月18日
（日）10時
～12時

500円（材料費
など。ほかに
入館料が必
要）

②おもしろ縄
文体験をし
よう

小学生
１月24日
（土）10時
～12時

100円（材料費
など。ほかに
入館料が必
要）

③宮之城土人
形を作ろう

小学生
と保護
者

２月14日
（土）10時
～12時

300円（材料費
など。ほかに
入館料が必
要）

◇定　員　 ①②30人　③20組　※すべて先
着順

◇申し込み　事前に電話でふるさと考古歴
史館へ

女雛

グリーンファーム(観光農業公園)
〒891-0204 喜入一倉町5809-97 ☎345-3337（D345-2822）
開９時～17時（４月～10月は８時30分～18時）
休12月29日～１月１日

■グリーンファームの体験プログラム
体験名 日　時 体験料 定 員
きんかん
のおもっ
チーズ

１月14日（水）
13時30分～15
時

300円 14人

トールペ
イント

１月17日（土）・
24日（土）10時
～15時30分（全
2回）

１回目
900円、
２回目
500円

10人

手びねり
で器をつ
くろう
（陶芸体
験）

１月25日（日）
10時～12時、
13時30分～15
時30分

1200円
各16組
（１組２
人まで）

黒豚ウイ
ンナーづ
くり

１月25日（日）
11時～13時 600円 12人

大根もち
１月28日（水）
10時～11時30
分

300円 12人

ダンボー
ルコンポ
スト

１月29日（木）
13時30分～14
時30分

700円
８組
（１組４
人まで）

◇野菜収穫など平日に行う体験もあります
◇申し込み　事前に直接か電話で、体験
名、住所、氏名、電話番号、希望日時を
観光農業公園へ　

◇観光農業公園ホームページからも申し込
めます

グリーンファーム
「新春里山まつり」開催

◇内 容 ①特別体験プログラム（根もの
野菜収穫、スイートポテト大福づくり、
かんたん凧づくり、ポニーでお散歩な
ど）　②その他（もちつき大会（11日の
み）、石焼き芋ふるまい（11日のみ）、
ぜんざいふるま
い（12日のみ）、
桜島大根の重さ
当てクイズ、踊
り馬など）

◇ 日 時 １月11日
（日）・12日（祝）
10時～16時


