
2015年（平成27年）４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、休日は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、休日は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《エクセル入門》
　－６回コース－
◇対　象　 マウス操作、文字入力のできる

20歳以上の人
◇定　員　15人（超えたら抽選）
◇日　時　 ５月13日～６月17日の毎週水曜

日10時～12時（全６回）
◇料　金　1350円（テキスト代など）
◇申し込み　往復はがき（１人１枚）に、住
所、氏名、年齢、電話番号を書いて、４
月25日（必着）までに市立科学館へ

■プラネタリウム春番組「さくらさくら～
木の花舞う桜島と星と～」

　鹿児島のシンボル「桜島」の過去・現在・
未来を「薩摩剣士隼人」と「つんつん」が
案内します。
◇期　間　６月29日（月）ま
での①10時10分～11時、
②13時10分～14時、③15
時10分～16時

◇定　員　 各回280人（当日
先着順）

◇料　金　入館料と観覧料
■こどもまつり
　科学にちなんだ楽しい「ゴム鉄砲的当て
ゲーム」を開催します。
◇対　象　中学生以下（幼児は保護者同伴）
◇日　時　 ５月５日（祝）10時～12時、14時

～16時
◇料　金　 無料（高校生以上は入館料が必

要）　

■子ども読書の日「りとるコアラまつり」
◇内　容　 絵本の読み聞かせやわらべ歌な

どのおはなし会
◇対　象　どなたでも
◇日　時　４月18日（土）14時～14時40分
◇申し込み　不要
■図書館利用者カード登録内容の確認
◇対　象　平成23年３月までに登録した人
◇必要なもの　利用者カード、住所・氏名
を確認できるもの　※利用者カードは破
損などがなければそのまま使えます

■赤ちゃんのいる家庭に絵本を配布
　ブックスタート事業
◇対　象　 市内に住み、平成27年度に本市

か市外で出生届を提出した人
◇場　所　市民課か各支所の総務市民課
（係）　※市外で出生届を
提出した人は市立図書館
窓口に申し出をしてくだ
さい（母子手帳など確認
できるものが必要です）

◇申請方法など詳しくは市立図書館へ

■ゴールデンウイーク関連イベント
①みんなでイルカにタッチ
　希望者全員がイルカにタッチできるイベン
トです。
◇対　象　どなたでも
◇日　時　５月６日（振休）19時～
　　　　　（受け付けは19時～19時15分）
②こども抽選会
　ジンベエザメのぬいぐるみやイルカのバ
ルーンなどが当たる無料抽選会を開催します。
◇期　日　５月３日～５日
◇対　象　中学生以下の入館者
◇場　所　１階エントランスホール
③ナマコ先生のナマコ実験ショー
　飼育員が講師となって生きているナマコの
生態を解説します。
◇対　象　どなたでも
◇日　時　 ５月２日（土）～５月６日（振休）の

18時～18時20分
－①～③共通事項－
◇料　金　入館料（年間パスポート可）

■ワクワクきびなご塾「サメ世界 ～サメをさ
わってしらべよう～」
◇対　象　 小学生～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　５月16日（土）13時30分～15時30分
◇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４月25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日以内に通知します

■未来館講座
講　座　名 対 象 日　時 定員
重曹で簡単♪
手作りはみが
き粉と入浴剤

中学生
以上

４月25日（土）
13時30分～15
時30分

24人

郷土料理「酒
ずし」

20歳以
上

４月26日（日）
10時～13時30
分

25人

磯のいきもの
観察し隊 ●

４歳以
上

５月４日（祝）
10時～12時30
分

40人

自然の声をき
こうin城山● 小学生

以上

５月10日（日）
10時～12時30
分

20人

緑のカーテン
実践塾

５月10日（日）
13時～15時 25人

排出事業者の
ための廃棄物
管理

市内の
事業者

５月13日（水）
10時～12時 40人

昔ながらの手
造りみそ講座

18歳以
上

５月14日（木）
10時～13時 25人

ごみ拾いから
始まる素敵な
物語

小学生
以上

５月16日（土）
10時～12時 20人

甲突川のいき
ものウオッチ
ング ●

どなた
でも

５月17日（日）
10時～12時 40人

包丁研ぎ教室 18歳以上

５月17日（日）
①13時～14時
25分、②14時
35分～16時

各
８人

手作りおも
ちゃ子育て講
座～ティッ
シュボックス
カー作り～

どなた
でも

５月19日（火）
10時～12時 15人

かわいい♥お
いしい♥エコ
ごはん♥～デ
コ寿司～

18歳以
上

５月22日（金）
10時～14時 15人

●は託児なし
◇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

■かごしま環境未来館団体見学の募集
◇内　容　スタッフによる案内や解説を行
っています。団体見学は１時間・１時間
30分・２時間コースがあり、環境学習プ
ログラムやリサイクル工作を体験できま
す。

◇申し込みなど詳しくはかごしま環境未来
館へ

■平川動物公園こどもまつり（４月18日～５月
６日）

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　 ４月18日（土）・19日（日）、５月３日

（祝）～６日（振休）の11時～
◇定　員　各日各動物につき10人程度　※９時
からアフリカ園前で整理券を配布します。５
月５日は８時30分から

②かわいい動物と遊ぼう
　ウサギやモルモットなどのかわいい動物た
ちと遊ぶことができます。※５月３日～６日
は錦江湾公園にも臨時タッチングコーナーを
開設します
◇日　時　 ４月18日～５月６日の毎週土・日

曜日、休日の10時～15時
◇場　所　ふれあいランド
③４月19日は『しいく（飼育）の日』
　飼育員が仕事内容の解説などを行います。
◇日　時　４月19日（日）
　　　　　※開始時間は入園口で案内します
④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　 ４月25日（土）・26日（日）
　　　　　※開始時間は入園口で案内します
⑤ゾウのターゲットトレーニング公開
　ゾウの飼育トレーニング風景を公開します。
◇日　時　 ４月25日（土）・26日（日）・29日（祝）

の10時～
⑥動物の子ども紹介
　かわいい動物の子どもを見ながら飼育員が
解説します。
◇日　時　５月３日（祝）～
　６日（振休）の14時～14時
　30分
◇場　所　休養広場

－①～⑥共通事項－
◇天候不良時は中止
◇料　金　 入園料（高校生以上500円、小・中

学生100円）
◇申し込み　不要

YAおすすめ図書展（４月22日～６月１日）
◇内　容　図書館職員が選んだYA（ヤン
グアダルト）おすす
め図書の展示と貸し
出し

◇対　象　どなたでも
◇申し込み　不要

ニガウリ苗の無料配布
◇日　時　 ５月９日（土）①11時～12時、

②13時～14時　
◇場　所　 ①は鹿児島中央駅アミュ広

場、 ②は天文館（山形屋１号
館と２号館の間）　

◇定　員　各500人（当日先着順）


