
2015年（平成27年）５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

■ 星と音楽の夕べ「ＳＭＡＰ特集と春の星空」
◇内　容　 プラネタリウムでの星空紹介、

「ＳＭＡＰ」のＣＤ音楽鑑賞、
屋外での天体観望会

◇日　時　５月23日（土）19時～21時
◇定　員　250人（超えたら抽選）
◇料　金　無料
◇ 申し込み　往復はがきに参加希望人数
（５人まで）、氏名、
住所、年齢、電話番
号を書いて、５月13
日（必着）までに市立
科学館「５月 星と音
楽の夕べ」係へ

■ ドームシネマ春番組「ジャイアントパン
ダ～故郷への旅～」

◇ 内　容　中国の生態保護区内で撮影され
たパンダのドキュメンタリー作品の上映

◇期　間　 ６月29日（月）まで
◇ 時　間　11時10分～と14時10分～　※土
･日曜日、休日は16時10分～も上映

◇定　員　280人
◇ 料　金　入館料（高校生以
上400円、小・中学生150
円）と観覧料（高校生以上
500円、小・中学生200円）
が必要

◇申し込み　不要

①家族ふれあい読み聞かせ教室
◇内　容　 家庭での読み聞かせの大切さや

絵本の選び方の講話など
◇対　象　 市内に住む３歳以上の幼児とそ

の保護者
◇日　時　 ５月16日（土）14時～15時30分
◇定　員　20組（超えたら抽選）
②親子読書グループ研修会
◇内　容　 読み聞かせ活動の講演（講師：

柴さとみ氏）や読み聞かせの実
演（りとるコアラ）

◇対　象　 親子読書グループや読み聞かせ
活動に参加している人

◇日　時　６月３日（水）14時～15時45分
◇定　員　 40人（超えたら抽選）　※託児なし
③楽しくつくる自分史づくり講座
◇内　容　 自分史をつくるための原稿の書

き方や仕上げの方法など
◇対　象　 市内に住む本講座の未受講者で

全５回受講できる人
◇日　時　 ６月17日（水）・７月１日（水）・

15日（水）・８月５日（水）・19日
（水）の14時～15時40分

◇定　員　20人（超えたら抽選）
－①～③共通事項－
◇場　所　２階ＡＶホール（①は研修室も）
◇料　金　無料
◇ 申し込み　申込用紙かはがき、電話、
ファクス、Ｅメールで氏名、住所、電話
番号を①は５月10日、②は５月24日、③
は６月７日（それぞれ必着）までに市立図
書館（{tosyo-tosyo@city.kagoshima.
lg.jp）へ

①透明粘土でナマコをつくろう！
◇日　時　 ６月６日（土）・７日（日）の11

時、12時、13時、14時（各30分程度）
◇定　員　各回40人（先着順）
◇ 申し込み　 開館時からレクチャールーム

前で各回の整理券配布
②水族館に泊まろう
◇内　容　 黒潮大水槽前での宿泊、館内の

ガイドツアー、バックヤードの
見学など

◇期　日　６月13日（土）
◇定　員　 30人（超えたら抽選。１組４人

程度まで）
◇ 申し込み　往復はがきに参加者全員の氏
名（ふりがな）、住所、性別、年齢、電話
番号、参加希望日を書いて、５月30日（必
着）までにかごしま水族館「水族館に泊
まろう」係へ

－①②共通事項－
◇対　象　 どなたでも（②は高校生以下は

保護者同伴）
◇料　金　入館料（年間パスポート可）
③ ワクワクきびなご塾
  「海藻からトコロテンをつくろう！」
◇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　 ６月20日（土）13時30分～15時30分
◇場　所　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、５月30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
以内に参加証を郵送

■未来館講座
講　座　名 対　象 日　時 定 員
失敗なし！我
が家で簡単梅
干し作り

18歳以上 ５月29日（金）
10時～14時 25人

ホタル観察会
●

小学生以上
（中学生以
下は保護者
同伴）

５月30日（土）
19時～20時30
分

20人

大木先生と行
く！地層読み
解きin城山 ●

18歳以上 ６月４日（木）
10時～12時 25人

剪定材でスプ
ーン＆フォー
クを作ろう

小学生以上
（小学生以
下は保護者
同伴）

６月６日（土）
13時～16時

15組
30人
程度

時の記念日　
ベニヤ板で作
る日時計

６月７日（日）
13時～16時

10組
20人
程度

「伝える！伝
わ る！ ガ イ
ド」講習会 18歳以上

６月13日（土）
10時～12時 20人

壊れた傘でマ
イバッグ作り

６月13日（土）
13時～16時 15人

田んぼの学校
～アイガモ農
法によるお米
づくり体験～
①（どろんこ
田植え） ●
※４回連続講
座

どなたでも
（小学生以
下は保護者
同伴）

６月14日（日）
９時30分～12
時

40人

古着でつば広
帽子作り

18歳以上

６月17日（水）
10時～16時 10人

空間リメイク
ダイエット
～モノとの上
手な付き合い
方～

６月20日（土）
10時～12時 40人

自然をまとう
～草木染めの
魅力～

６月21日（日）
13時～16時30
分

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
※ 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

■平川動物公園動物写真教室（初心者向け）
◇対　象　カメラを持参できる人
◇日　時　５月24日（日）10時～12時
◇定　員　20人（超えたら抽選）
◇料　金　 入園料（高校生以上500円、小・

中学生100円）
◇申込期限　５月15日（必着）
◇ 申込方法など詳しくは平川動物公園ホー
ムページをご覧ください

■花しょうぶまつり（５月16日～６月７日）
①花しょうぶまつり園芸教室
◇日　時　５月30日（土）13時30分～15時
　※当日13時から特設会場で整理券配布
◇定　員　50人（先着順）
②野

の

点
だて

（茶会）
◇日　時　５月31日（日）13時30分～15時
◇定　員　100人（先着順）
③花しょうぶの花狩り
　咲き残った花しょうぶを差し上げます。
◇日　時　 ６月７日（日）14時～　※天候不

良時は入園口で配布
◇定　員　30人程度（先着順）
－①～③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
■ 第７回平川動物公園フォトコンテスト
　作品募集
　昨年７月１日以降、公園内や隣接の錦江
湾公園内で撮影した四季折々の景観や動物
たちの生き生きとした姿などの写真を募集
します。
◇テーマ　動物、風景、錦江湾公園部門
◇申込期限　７月３日（必着）
◇ 応募方法など詳しくは平川動物公園ホー
ムページか窓口にある募集要項をご覧く
ださい

かごしま環境未来館出前授業

名曲プラネタリウム
～ショパンを聴きながら春の星空散歩～

　かごしま環境未来館のスタッフが出
向き、希望されるテーマで分かりやす
く環境に関して説明する出前授業を
行っています。
◇対　象　 学校、事業所、町内会、市

民グループなど
◇料　金　 無料（会場の使用料などは自

己負担）
◇ 申込方法など詳しくはかごしま環境
未来館へ

◇日　時　 ５月21日（木）12時10分～12
時30分

◇定　員　100人（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


