
2015年（平成27年）３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７日～12月10日　※年末年始は開館

■成人パソコン教室「ワード入門」
◇内　容　表や図を挿入し
た簡単な文書の作成

◇対　象　 マウス操作・文
字入力ができる
20歳以上の人

◇日　時　４月20日～６月１日の毎週月曜
日14時～16時（全６回。５月４日を除く）

◇定　員　15人（超えたら抽選）
◇料　金　1300円（テキスト代）
◇申し込み　往復はがきに住所、氏名、年
齢、電話番号を書いて、３月25日（必着）
までに市立科学館へ

■「ナンデモカガクオンステージ」大塚先
生の特別実験ショー

◇内　容　  大塚泰史氏（鴨池中学校教諭）に
よる「空気の力」をテーマにし
た不思議な科学実験ショー

◇対　象　どなたでも
◇日　時　 ３月22日（日）の①10時30分～11

時　②12時～12時30分　③14時
～14時30分　④16時～16時30分

◇料　金　 入館料（高校生以上400円、小・
中学生150円）

◇申し込み　不要
■スライム仮面をさがせ！～スライム仮面
の挑戦状～

　科学館のどこかに現れる「スライム仮
面」から出題されるクイズに正解すると
“スライム”作りを体験することができます。
◇対　象　中学生以下
◇日　時　 ３月14日（土）・28日（土）の15時

30分～16時30分
◇定　員　50人（当日先着順）
◇料　金　 入館料（高校生以上400円、小・

中学生150円）
◇申し込み　不要

①Let's enjoy English
◇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
◇対　象　小学生以上
◇日　時　３月14日（土）14時～14時40分
②春休み子ども映画会
◇内　容　子ども向けの楽しい映画上映
◇対　象　どなたでも
◇日　時　 ３月26日（木）～３月29日（日）14

時～15時
－①②共通事項－
◇場　所　市立図
書館２階AVホ

　ール
◇料　金　無料
◇申し込み　不要

①集まれ！いおっこふれあいひろば
　生きものとふれあったり、標本をさわっ
たりできる期間限定の体験コーナーがオー
プン。
◇対　象　どなたでも　
◇定　員　なし
◇期　間　４月５日（日）まで
②みんなでイルカにタッチ
◇対　象　どなたでも
◇日　時　 ３月26日（木）～４月５日（日）の

17時～　
◇定　員　なし
◇申し込み　 当日17時～17時15分に１階イ

ルカ館で受け付け
③ピラルクーにエサやり体験
◇対　象　どなたでも
◇日　時　 ３月26日（木）、４月２日（木）の

12時45分～13時
◇定　員　20人（超えたら抽選）
◇申し込み　 当日11時30分～12時に１階エ

ントランスホールで受け付け
※12時30分に抽選発表

④春休みバックヤードツアー
◇対　象　どなたでも
◇日　時　 ３月30日（月）・31日（火）の11時

40分～12時30分
◇定　員　20人（超えたら抽選）
◇申し込み　 当日10時30分～11時に１階エ

ントランスホールで受け付け
※11時30 分に抽選発表

⑤いおっ子海っ子体験塾（全６回）
◇対　象　小学４年生～中学生
◇日　時　  ４月18日（土）13時30分～16時

（第１回）
◇定　員　24人（超えたら抽選）
◇申し込み　はがきに住所、氏名（フリガ
ナ）、学年、性別、電話番号を書いて３
月20日（必着）までにかごしま水族館「い
おっ子海っ子体験塾」係へ

－①～⑤共通事項－
◇料　金　入館料（年間パスポート可）

■未来館講座
講　座　名 対 象 日　時 定員

牛乳パックで
モビール作り

どなた
でも

３月22日（日）
13時～16時 20人

春のローフー
ドとスムー
ジー教室 18歳

以上

３月25日（水）
10時～13時 24人

塩づくり職人
に聞く！かご
しまの天然塩

３月27日（金）
13時～14時30
分

20人

のぞいてみよ
う　土のミク
ロワールド

小学４
年生以
上とそ
の保護
者

３月28日（土）
10時～12時

10組
20人
程度

ネイチャーゲ
ームをしよう
～自然で遊び、
自然を感じよ
う～

６歳
以上

３月28日（土）
13時～16時 30人

乾物でエコな
クッキング！

18歳
以上

３月29日（日）
10時～14時 25人

ダンボールコ
ンポスト講座

４月５日（日）
13時30分～15
時30分

18人

緑のカーテン
の底力！こん
な効果があり
ます

４月11日（土）
13時～14時45
分

20人

自分でできる
台所用品修理

４月12日（日）
13時～16時 10人

みんなで楽し
くお魚を食べ
よう～春のイ
タリアン編～

４月19日（日）
10時30分～13
時30分

25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

■春の動物公園まつり（３月８日～４月５日）
　動物公園では、動物
たちを身近に楽しめる
たくさんのイベントを
開催します。
①好きな動物にエサを
あげよう

　キリンやワオキツネザルなどから好きな
動物を選んでえさをあげられます。
◇日　時　期間中の毎週日曜日11時～
　　　　　※天候不良時は中止します
◇定　員　各日各動物につき10人程度
　　　　　 ※当日９時からアフリカ園前で

整理券配布します
②動物たちのお食事ライブ
　動物たちの食事風景を飼育員の解説付き
でご覧になれます。
◇日　時　 期間中の毎週金曜日　※時間は

入り口で案内します
③野鳥観察会（日本野鳥の会鹿児島県支部
と共催）

◇日　時　 ３月８日（日）９時～　※天候不
良時は中止します

④ゾウのお部屋を見てみよう
　ゾウ舎のバックヤードを飼育員の解説付
きでご覧いただけます。
◇日　時　３月28日（土）、４月４日（土）14
時20分～14時50分　※段差があるため、
ベビーカー、車イスでの参加できません

－①～④共通事項－
◇料　金　入園料（高
　校生以上500円、小
　・中学生100円）
◇申し込み　不要

入園・入学おめでとう絵本展
◇内　容　 入園や入学に関する絵本や保

護者向け図書の展示、貸し出
し

◇対　象　どなたでも
◇ 期　間　３月11日（水）～４月20日（月）

「世界のサルゾーン（チンパンジー舎）」
など４月から供用開始！

地域まるごと共育講座
◇内　容　  市内の再生可能エネルギー施

設を見学する「再生可能エネ
ルギーツアー」

◇日　時　  ３月26日（木）13時～16時30分
◇  申し込みなど詳しくはNPO法人かごし
ま市民環境会議080-3500-3246へ

ほかにも
たくさん
のイベン
トがあり
ます！


