
2015年（平成27年）２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

■「ナンデモカガクオンステージ」迷探偵
　ひよこの事件ファイル
  「全日本科学漫才研究会」所属の科学家
ちきん氏と科学家ひよこ氏の二人がさまざ
まな科学実験バトルを繰り広げます。
◇日　時　２月28日（土）～３月１日（日）の
①10時30分～11時15分、②12時～12時45
分、③14時～14時45分、④16時～16時45
分（３月１日は15時30分～16時15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
■ジオキッズ講座　
オリジナル火山を作ろう！～まぐまでふ
んか実験～

◇内　容　 講話「さくらじまってどんな
山？」や、みんなで噴火させる
「むにゅむにゅ噴火実験」など

◇対　象　小学生以上の子どもとその親
◇日　時　 ３月14日（土）13時30分～15時30

分
◇定　員　20組（先着順）
◇受講料　無料
◇申し込み　電話で３
月５日９時30分から
市立科学館へ

■図書館講座
◇内　容　 自然災害から身を守るケータイ

活用術
◇日　時　２月19日（木）10時30分～12時
◇定　員　40人（超えたら抽選）
◇申し込み　窓口にある申込用紙を直接
か、電話、はがき、ファクス、Eメー
ルで住所、氏名（ふりがな）、電話番号
を２月14日（必着）までに市立図書館
（{tosyo-tosyo@city.kagoshima.lg.
jp）へ
■楽しい親子読書教室
◇内　容　 好きな本を紹介し合う読書ゲー

ム、豆本づくりなど
◇対　象　市内に住む小学生
　　　　　とその保護者
◇日　時　２月21日（土）14時
　　　　　～15時45分
◇定　員　20組（超えたら抽選）
◇申し込み　窓口にある申込用紙を直接
か、電話、はがき、ファクス、Eメー
ルで住所、氏名（ふりがな）、電話番
号を２月14日（必着）までに市立図書
館（{tosyo-tosyo@city.kagoshima.
lg.jp）へ

■がらがらどんお誕生会
◇内　容　 絵本の読み聞かせや楽しい人形

劇
◇日　時　３月７日（土）14時～15時
◇料　金　無料

■石ころアート体験「石に模様を書いて、
海の生きものをつくろう」

◇日　時　２月11日（祝）の
　①13時20分～13時50分
　（受け付けは12時30分～）、
②15時20分～15時50分（受け付けは14時
30分～）

◇定　員　各20人（先着順）
◇料　金　入館料（年間パスポート可）
◇申し込みなど詳しくはかごしま水族館へ
■薩摩美味維新×アクアリウムディナー
  「黒潮大水槽」の前で、上柿元勝シェフ
の本格フレンチフルコースをお楽しみいた
だきます。ヴァイオリンの生演奏や黒潮大
水槽の解説もあります。
◇対　象　18歳以上
◇日　時　３月19日（木）19時～21時
◇定　員　15組（２人１組。超えたら抽選）
◇料　金　 １人8500円（ドリンク代込）と入

館料（年間パスポート可）
◇申し込み　はがきに住所、２人の氏名（ふ
りがな）、年齢、性別、電話番号を書い
て、３月５日（必着）までにかごしま水族
館「アクアリウムディナー」係へ

■ワクワクきびなご塾「プランクトンレー
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
◇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）、代表者の住所、電
話番号を書いて、２月21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
に参加証をお送りします

■未来館講座
講　座　名 対 象 日　時 定員

鰹節で和食の基本だ
し作り

18歳以上

２月21日（土）
10時～13時30
分

25人

アレンジ紙漉
す

き ２月25日（水）
13時～16時 12人

地球と赤ちゃんに優
しい布オムツ作り

２月26日（木）
13時～16時 10人

住まいの省エネ対
策！実践してみませ
んか

２月28日（土）
13時30分～15
時30分

20人

親子で作るひな祭り
和cafeメニュー

小学生以
上とその
保護者

３月１日（日）
10時～13時30
分

10組

鹿児島発！人工衛星
から観る私たちの地
球

小学５年
生以上

３月１日（日）
14時～16時 30人

着物リメイク（春先
のはおりもの）

18歳以上
※ミシンが
使える人

３月５日（木）
10時～16時 12人

自然をまとう～草木
染めの魅力～ 18歳以上

３月６日（金）
13時～16時30
分

20人

もっと知りたい！
鹿児島の哺乳類

小学５年
生以上

３月７日（土）
14時～16時 20人

コーヒーの入れ方と
エコなお話 18歳以上 ３月８日（日）

10時～12時 15人

着古シャツをマイエ
プロンにリメイク

中学生以
上　※男
性限定

３月８日（日）
13時～16時30
分

12人

作って♪つながる♡
鹿児島スイーツ 18歳以上 ３月11日（水）

13時～15時 20人

剪
せんてい

定材でオシャレな
小皿作り

小学３年
生以上

３月14日（土）
13時～16時 25人

大木先生に聞く！鹿
児島の豊かな地質資
源の魅力

18歳以上

３月15日（日）
10時～12時 25人

包丁研ぎ教室
３月19日（木）
①13時～14時
25分、②14時
35分～16時

各８
人

旬彩！菜花づくしラ
ンチ♪

３月21日（祝）
10時～14時 20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

■リユース・リサイクルショップ
①ミニ陶器市
　食器やタオルなど未使用の日用品をポイ
ントと交換し、そのポイントで他の品物と
交換できる同ショップで、お得な陶器市を
開催します。
◇日　時　２月21日（土）９時30分～16時
②リユース家具マーケット
　リユース・リサイクルショップのポイン
トを、市民の皆さんから提供された家具と
交換できます。
◇日　時　 ２月22日（日）９時30分～　※抽

選は10時30分～
◇家具の配達は行いませんので、運搬など
の手配は各自で行ってください

－①②共通事項－
◇場　所　かごしま環境未来館

■バレンタイン企画「エミューの羽お守
り」プレゼント

  「絆の証」と言われて
いるエミューの貴重な羽
でつくったお守りをプレ
ゼントします。
◇対　象　カップルや夫
婦で来園した人

◇日　時　２月14日（土）・
　15日（日）９時～
◇場　所　アフリカ園前
◇定　員　各日５組（当日先着順）
◇料　金　 入園料（高校生以上500円、小・

中学生100円）
■動物飼育体験教室
　動物の飼育体験教室の参加者を募集しま
す。飼育員の仕事を体験してみませんか。
◇対　象　 小学生以上（小・中学生は保護

者と一緒に参加）
◇日　時　 ３月14日（土）・21日（祝）９時～

12時
◇定　員　 各10組（超えたら抽選。親子を

優先）
◇料　金　 入園料（高校生以上500円、小・

中学生100円）
◇申し込み　往復はがきに、住所、氏名（保
護者氏名）、年齢、電話番号、飼育体験
希望日を書いて、２月28日（必着）までに
平川動物公園「飼育体験教室」係へ

昭和文学関連図書展
◇内　容　 昭和時代に書かれた代表的な

文学作品の展示と貸し出し
◇期　間　２月11日（祝）～３月９日（月）
◇場　所　市立図書館１階


