
2015年（平成27年）５月号各施設のお知らせ11 かごしま市民のひろば

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28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28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

■鹿児島市平和都市宣言25周年・戦後70年
記念事業　平和美術企画展「 Peace＆
Art ～あなたにとって平和とは？～」

　本市と交流連携協定を締結している熊本
市・福岡市・北九州市から平和をテーマに
した絵画・彫刻を借用し、当館所蔵品のほ
か市民から寄贈された戦
災・復興資料とあわせて
展示します。
◇期　間　５月26日（火）
～７月12日（日）　※ギ

　ャラリートークは５月
30日、６月13日・27日、
７月11日（いずれも土
曜日）の14時～15時

◇観覧料　無料

■春の所蔵品展　特集：マリノ・マリーニ
～《春の祭典》を中心に～

　イタリア彫刻の巨匠、マリノ・マリーニ
の没後35周年を記念し
て、版画集『春の祭典』
の収録作品を中心に紹
介します。
◇期　間　 ５月17日
　　　　　（日）まで
◇観覧料　一般300円、
　高・大学生200円、
　小・中学生150円

■新茶まつり
◇内　容　 新茶の特売、茶手もみ体験、グ

リーンファームの出張体験など
◇日　時　５月24日（日）
　８時30分～17時
◇ 体験の時間など詳しく
は都市農村交流セン
ターお茶の里へ

①メルヘンワークショップ
　「かさ」を折ろう
◇日　時　５月23日（土）15時～16時30分
◇定　員　50人（超えたら抽選）
◇料　金　無料
◇申し込み　往復はがきかＥメールで住
所、氏名、年齢、電話番号を５月15日（必
着）までにかごしまメルヘン館「５月の
メルヘンワークショップ」（{kinmeru6@
k-kb.or.jp）係へ
②小説方法講座「小説はどのように書かれ
たか」

◇日　時　 ６月～来年３月の毎月第１土曜
日10時～12時（全10回）　※１月
のみ第２土曜日

◇講座の内容は昨年度からの続きです
◇定　員　70人（超えたら抽選）
◇申込期限　５月18日（必着）
③小説鑑賞講座「『道草』を読む」
◇日　時　 ６月～３月までの毎月第４金曜

日（全10回）の10時～12時（午前
の部）か14時～16時（午後の部）

◇定　員　各70人（超えたら抽選）
◇テキスト「道草」代（497円）が必要
◇申込期限　５月31日（必着）
－②③共通事項－
◇対　象　18歳以上の人
◇講　師　 石田忠彦氏（鹿児島

大学名誉教授）
◇料　金　 かごしま近代文学館年間パス

ポート（一般600円）
◇申し込み　往復はがきに講座名（②は午
前か午後）、住所、氏名（ふりがな）、年齢、
電話番号を書いて、各申込期限までにか
ごしま近代文学館へ

■前期講座
①自然木でつくる飾り台
◇対　象　市内に住むか通勤・通学する人
◇日　時　５月31日（日)10時～15時
◇定　員　15人　◇受講料　2000円程度
◇申込期限　５月15日(必着)
②カラフル切り絵作り
◇対　象　市内に住むか通勤・通学する人
◇日　時　 ６月３日・17日、7月１日の水

曜日(計３回)10時～12時
◇定　員　20人　◇受講料　500円程度
◇申込期限　５月18日（必着)
③ステンドグラス入門
◇対　象　市内に住むか通勤・通学する人
◇日　時　 ６月５日・12日の金曜日(計２

回)10時～13時
◇定　員　16人　◇受講料　2300円程度
◇申込期限　５月20日（必着)
④親子陶芸Ⅰ
◇対　象　市内に住む小学生以上の親子　
◇日　時　 ６月14日(日)13時30分～15時30

分
◇定　員　10家族
◇受講料　１家族300円程度
◇申込期限　５月31日(必着)
⑤女性のための木工教室Ⅰ・Ⅱ
◇対　象　市内に住むか通勤する女性
◇日　時　 Ⅰは６月14日(日)10時～15時、

Ⅱは６月21日(日)10時～15時　
◇定　員　各10人　◇受講料　3000円程度
◇申込期限　 Ⅰは５月23日（必着)、Ⅱは６

月６日(必着)
－①～⑤共通事項－
◇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

■春季企画展｢谷山地域からのメッセージ
　～鹿児島市内遺跡の発掘調査成果展～」
◇内　容　平成25年度に実施された谷山地
域の北

きた
麓
ふもと
遺跡などの発掘調査成果の展示

◇期　間　６月14日（日）まで
◇料　金　無料（常設展示は有料）

歴史講演会
◇内　容　北麓遺跡や堂園遺跡のある谷
山地域の調査成果に関する発掘調査担
当者による講演

◇日　時　５月16日（土）13時30分～15時
◇定　員　50人（先着順）　
◇料　金　無料
◇申し込み　 事前に電話でふるさと考古

歴史館へ
■子ども教室

講座・教室名 日　時 料金
①母の日のプレゼント（う
すピンク色のまが玉づ
くり）

５月10日（日）
10時～12時 200円

②薩摩伝統の自顕流を体験
しよう

５月17日（日）
10時～12時 100円

③土器風鈴を作ろう ５月23日（土）
10時～12時 100円

④六月灯のとうろうを作
ろう

６月14日（日）
10時～12時 200円

⑤父の日のプレゼント（オ
リジナルマグカップづ
くり）

６月20日（土）
10時～12時 200円

⑥ぶんぶんゼミを作ろう ６月27日（土）
10時～12時 100円

◇対　象　小学生
◇定　員　 ①⑤50人　②30人　③⑥25人　

④20人　※すべて先着順
◇表の料金は材料費など（別途入館料が必要）
◇申し込み　 事前に電話でふるさと考古歴

史館へ

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８時30分～18時（11月～３月は９時～17時）
休12月29日～１月１日

■体験プログラム
体験名 日　時 体験料 定 員
黒豚ウイ
ンナーづ
くり

５月10日～31日の
毎週日曜日11時～
13時

600円 各12人

紙すきハ
ガキづく
り

５月14日（木）
13時30分～15時 200円

８組
（１組２人
まで）

そば打ち
体験

５月16日（土）
11時～13時

500円
（１人分）
※材料費
別途１組
2000円

６組
（１組３人
～４人）

草花のク
ラフト

５月21日（木）
13時30分～15時 100円

10組
（１組４人
まで）

バームク
ーヘンづ
くり

５月24日（日）
10時～11時30分、
13時30分～15時

700円
各８組
（１組４人
まで）

ピザづく
り

５月30日（土）
11時～12時30分、
12時30分～14時、
５月31日（日）
10時30分～12時、
11時30分～13時、
12時30分～14時

1000円
各10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　 事前に直接窓口か電話で、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

「キャンプ場」
◇バンガローは冷暖房やトイレがあり、
一年を通して利用できます

◇テントサイトの利用期間は４月～10月
です

◇共同の炊事棟やシャ
ワー施設もあります

◇詳しくはグリーン
ファームまで

情報

樽
たる
谷
や
清太郎

《復興平和記念像》
北九州市立美術館蔵

マリノ・マリーニ
《『春の祭典』の登場
人物たちⅧ》

都市農村交流センターお茶の里 
〒899-2704 春山町1065-1 ☎295-0310（D295-0312）
開８時30分～17時
休12月31日～１月３日


