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平川動物公園

かごしま水族館

かごしま環境未来館

開９時〜17時（入園は16時30分まで）
休12月29日〜１月１日

開９時30分〜18時（入館は17時まで） ※夏休み期間中の土・日
曜日などは夜の水族館（〜21時）を開催 休12月７日〜12月10日

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

〒891‑0133 平川町5669‑1 ☎261‑2326（D261‑2328）

①サルのお面を作ろう
◇内 容 サルに関する飼育員の解説やサ
ルのお面の製作
◇対 象 どなたでも
◇日 時 ７月19日
（日）
・20日
（祝）
の10時〜
◇定 員 各20人（先着順）
◇申し込み 不要
②平川動物公園の夜間開園
夏の夜のひとときをいつもと違う「夜の
動物園」で楽しく過ごしませんか。
◇日 時 ８月 の毎週 土 曜 日 と ８ 月14日
（金）の21時まで（入園は20時30
分まで）
◇関連イベント 動物たちの
お食事ライブ（時間は園内
に掲示）、可愛い小動物と
遊ぼう（18時〜20時）
③ねんどでカピバラをつくろう！
◇内 容 ねんどで平川動物公園にいるカ
ピバラを製作
◇対 象 小学生以下とその家族
◇日 時 ８月９日（日）の９時45分〜、11
時〜
◇定 員 各20人（先着順）※９時と10時
にアフリカ園前で整理券を配布
◇申し込み 不要
−①〜③共通−
◇料 金 入園料（高校生以上500円、小・
中学生100円）
④一日飼育体験「サマースクール」
◇内 容 飼 育 係 の 仕 事 体 験 や ワ ー ク
ショップを通した動物の学習
◇対 象 小学５・６年生
◇日 時 ８月19日（水）
・
20日（木）の８時
〜15時
◇定 員 各100人（超えた
ら抽選）
◇料 金 無料
◇申し込み 往復はがきに住所、氏名、学
校名、学年、電話番号、希望日、飼育体
験希望動物名（第３希望まで）を書いて、
７月31日（必着）までに平川動物公園「サ
マースクール」係へ ※１世帯１枚のみ
第30回国民文化祭・かごしま2015開催記念

平川動物公園夏休み動物スケッチ大会
作品募集

動物愛護週間（９月20日
〜26日 ）行 事 の 一 環 と し
て、同園の動物を描いた絵
を募集します。
◇対 象 幼児、小学生
◇期 間 ７月18日（土）〜８月９日（日）
◇料 金 入園料（小・中学生100円）
◇申し込み 同園総合案内所で当日配付
の画用紙にスケッチし、裏面の記入欄
に必要事項を記入して、当日中に同園
総合案内所へ ※１人１点まで。絵具
（クレパスなど）は各自持参

タッチングコーナーの移転

ウサギやモルモットなどかわいい小動
物にふれあえる「タッチングコーナー」
は、リニューアル工事中のため、場所を
移転しています。
◇利用時間 10時〜11時30分、13時30分
〜15時
◇移転場所 休養広場（園内の看板を参
照）
◇ヒツジやヤギとふれあえる「ふれあい
コーナー」は工事期間中は休止

〒892-0814 本港新町3-1 ☎226‑2233（D223‑7692）
あかり

灯で夜を楽しむ水族館
あんどん
水の生きものを描いた行灯を作り、館内
に飾ります。
◇対 象 どなたでも
◇日 時 ７月18日（土）〜20日（祝）の17時
〜21時 ※受け付けは20時まで
◇定 員 各200人（当日先着順）
どきどき！サメタッチ
３階のいおっこひろばの巨大なタッチ
プールで、サメやエイにタッチできます。
◇対 象 どなたでも
◇日 時 7月18日（土）〜８月31日（月）の
10時〜16時 ※夜の水族館開催
日は18時〜21時も実施
みんなでイルカにタッチ
◇内 容 希望者全員でイルカにタッチ
◇対 象 どなたでも
◇日 時 7月20日
（祝）
・26日
（日）
の19時〜
◇申し込み 当日の19時〜19時15分にイル
カ館で受け付け
イルカと泊まろう
◇内 容 イルカ館地下２階での宿泊など
◇対 象 年間パスポート所持者（高校生
以下は保護者同伴）
◇期 日 ７月25日（土）
◇定 員 20人（超えたら抽選）
※１組４人程度まで
◇申し込み 往復はがきに開催日、参加者
全員の氏名（フリガナ）
、住所、年齢、電
話番号を書いて、７月11日
（必着）
までにか
ごしま水族館「水族館宿泊イベント」係へ
水族館に泊まろう
◇内 容 黒潮大水槽前での宿泊など
◇対 象 どなたでも（高校生以下は保護
者同伴）
◇期 日 ①８月１日
（土）
、②８月８日
（土）
◇定 員 各30人（超えたら抽選） ※１組
４人程度まで
◇申し込み 往復はがきに開催日、参加者
全員の氏名（フリガナ）、住所、年齢、電
話番号を書いて、①は7月18日、②は7
月25日（いずれも必着）までにかごしま水
族館「水族館宿泊イベント」係へ
− 〜 共通−
◇料 金 入館料（高校生1500円、小・中
学生750円、４歳以上350円）
※年間パスポート可
夜の水族館で楽しむ真夏のワインパー
ティー 〜鹿児島食材とワインの饗宴〜
◇内 容 黒潮大水槽前での料理とワイン
◇対 象 20歳以上の人
◇日 時 ８月３日（月）19時〜21時
◇定 員 70人（超えたら抽選）
◇料 金 7000円と入館料（年間パスポー
ト可）
◇申込期限 ７月24日（必着）
◇申し込みなど詳しくはかごしま水族館へ
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かごしま水族館フォトコンテスト

◇内 容 かごしま水族館にいる生きも
のや風景などのフォトコンテスト
◇募集部門 一般部門、子供部門
◇応募期限 ９月30日（必着）
◇応募方法など詳しくはかごしま水族館へ

一日中楽しめる、魅力いっぱいの
かごしま水族館を取材しました！

まず出迎えてくれたのは「黒潮の海」。
巨大水槽の中で、群れを成して移動する
小魚の愛らしい姿や、悠々と泳ぎまわる
回遊魚が見られ、スケールの大きさは圧
巻です。さらに「南西諸島の海」、「鹿
児島の海」と次々に表情を変える展示物
に感動しました。
同館横のイルカ水路でイルカとの触れ
合い体験など夏休みのイベントも要チ
ェックです。市民の皆さんも家族や友人
と、新しい魅力を体験してみては！
かごしま市民の
ひろば
編集サポーター
長濵奈美

〒890‑0041 城西二丁目1‑5 ☎806‑6666（D806‑8000）

■未来館講座
講 座 名
親子deエコな買物＆
クッキング
エネルギーまるわか
り☆〜これでキミも
でんき博士！〜
地球温暖化を止めよ
う！親子でかんきょ
う家計簿(自由研究対
策) ※全２回
のぞいてみよう
土のミクロワールド
端材活用パズル貯金
箱
あこがれの海上保安
官と一緒に〜未来に
残そう青い海！〜

対 象
日 時
定員
小学生以上と ７月23日（木） 10組
その保護者
10時〜14時30分 20人
小学４年生以 ７月28日（火）
上
10時〜12時

40人

小学３年生以 ７月29日（水）、
15組
上中学生以下 ８月12日（水）の
30人
13時〜16時
の親子

小学３年生以 ８月１日（土）
上
10時〜12時
８月２日（日）
小学生以上
13時〜16時
８月５日（水）
どなたでも
13時30分 〜15時
30分
小 学3年 生 以
８月６日（木）
デコトールで昆虫画
上とその保護
11時〜16時
のフレーム作り
者
「子ども環境新聞」を 小 学4年 生 以 ８月７日（金）
つくろう！
上
10時〜15時
親子で作ろう ナン
と！お茶入り夏ドラ 小学生以上と ８月８日（土）
10時〜14時
イカレー〜鹿児島の その保護者
食材を使って〜
８月８日（土）
知ってるかな？外来
小学生以上★
生物
10時〜12時

20人
24人
30人
10組
20人
10人
10組
20人
20人

12組
親子で竹のバランス 小学生以上と ８月９日（日）
24人
トンボ作り
その保護者
12時30分〜16時
程度
海のいきものと私た
８月９日（日） 24人
ちのくらし
小学生以上
10時〜12時
程度
☆ちりめんからプチ
モンみーつけた☆
８月11日（火）
先生のための環境学
40人
10時〜12時30分
習セミナー①
８月11日（火）
先生のための環境学 学校の教諭
13時30分 〜16時 40人
習セミナー②〜環境
30分
学習の実践〜
１日でできる自由研 小 学4年 生 以 ８月18日（火）
40人
究 ３Ｒ大作戦
上中学生以下 13時〜16時
家庭でできるビオ
８月19日（水）
どなたでも
25人
トープづくり！
10時〜12時30分
芝のうえで星空観察
８月21日（金）
どなたでも★
40人
＠未来館
19時〜20時30分
親子ではんごうごは
８月22日（土） 10組
んをたこう！
20人
小学生以上と 10時〜15時
※託児なし
その保護者
牛乳パックでかわい
８月22日（土） 12組
い小物入れ作り
13時〜16時
24人

★は保護者同伴が必要なときがあります
◇対 象 市内に住むか、通勤・通学する人
◇定員を超えたら抽選
◇料 金 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
■自然に親しむ！親子で宿泊＆バーベキュー
体験
◇内 容 グリーンファームのバンガローで
の宿泊や農業体験（１泊２日）
◇対 象 市内に住むか、通勤・通学する小学
生以上の子どもとその保護者
◇期 日 ①８月４日（火）〜５日（水）
②９月12日（土）〜13日（日）
◇定 員 各７組（超えたら抽選）
◇申込期限 ７月20日（必着）
◇料金や申し込みなど詳しくはかご
しま環境未来館ホームページへ
■甲突川リバーフェスティバル
甲突川を活用した参加体験型のイベントを
開催します。
◇期 日 ７月25日(土)・26日（日）
◇体験プログラムなど詳しくはかごしま環境
未来館ホームページへ

地域まるごと共育講座

◇環境保全活動などに取り組む
団体などが実施する講座です
◇夏休み期間中に９つの講座を
開催します
◇申し込みなど詳しくはかごし
ま環境未来館ホームページへ

