
2015年（平成27年）６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

■サイエンストーク「降灰君の開発秘話」
◇内　容　 SSH錦江湾高等学校化学研究部

の生徒による経済産業大臣賞を
受賞した桜島降灰測定器（降灰
君）に関する講演

◇対　象　小学生以上
◇日　時　６月20日（土）14時～15時
◇定　員　60人（先着順）
◇料　金　無料
◇申し込み　 電話で６月13日から市立科学

館へ
■キッズプラネタリウム
　～おはなしと音楽の夕べ～
◇内　容　 プラネタリウムでの絵本の読み

聞かせや星空紹介など
◇対　象　幼児・小学生とその保護者
◇日　時　６月27日（土）18時30分～20時
◇定　員　250人（先着順）
◇料　金　無料
◇申し込み　 電話で６月17日から市立科学

館へ
■小中学生電波教室　ラジオ工作会
◇内　容　ＡＭラジオの製作
◇対　象　小学４年生～中学生
◇日　時　６月28日（日）10時～12時
◇定　員　20人（先着順）
◇料　金　無料
◇申し込み　 電話で６月18日から市立科学

館へ
■科学教室　天体望遠鏡作り
◇内　容　望遠鏡の工作など
◇対　象　小･中学生とその保護者
◇日　時　 ７月18日（土）の10時

～12時、13時30分～
15時30分

◇定　員　各20組（先着順）
◇料　金　1866円（材料費）
◇申し込み　 電話で７月４日か

ら市立科学館へ

①家族といっしょ
　あかちゃんのためのおはなし会
◇対　象　 市内に住む０歳～３歳の乳幼児

とその家族
◇日　時　６月14日（日）11時～11時30分
②夏休み読書感想文教室（全５回）
◇対　象　小学３～６年生
◇日　時　 ６月21日、７月５日・19日、８月

２日・16日の日曜日14時～16時
◇定　員　20人（超えたら抽選）
③楽しい親子読書教室
◇対　象　市内に住む小学生とその保護者
◇日　時　６月27日（土）14時～15時45分
◇定　員　20組（超えたら抽選）
④夏休み自由研究参考図書展
◇内　容　 夏休み自由研究参考資料や調べ

方に関する図書の展示・貸し出し
◇対　象　どなたでも
◇期　間　７月１日（水）～８月31日（月）
⑤図書館講座　～夏の星空散歩～
◇内　容　 移動プラネタリウムを使った夏

の星空の解説など
◇対　象　どなたでも
◇日　時　 ７月８日（水）10時30分～11時30

分
◇定　員　40人（超えたら抽選）
－①～⑤共通事項－
◇場　所　２階ＡＶホール
◇料　金　無料
◇申し込み　①④は不要、
②③⑤は窓口にある申込
用紙かはがき、電話、
ファクス、Ｅメールで②
は６月13日、③は６月
20日、⑤は７月１日（いずれも必着）ま
でに市立図書館（{tosyo-tosyo@city.
kagoshima.lg.jp）へ

■水族館宿泊イベント
◇内　容　 ①水族館に泊まろう（黒潮大水

槽前での宿泊、館内のガイドツ
アー）、②イルカと泊まろう（イ
ルカプール前での宿泊など）

◇対　象　 どなたでも（高校生以下は保護
者同伴）

◇日　時　①６月27日（土）、②７月18日（土）
◇定　員　 ①30人、②20人　※いずれも超

えたら抽選。１組４人程度
◇料　金　入館料（年間パスポート可）
◇ 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、電話番号、
開催日、イベント名を書いて、①は６月
13日、②は７月４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

■講演会「地魚を食べて海を守ろう」
◇内　容　 大富潤氏（鹿児島大学水産学部

教授）による魚介類に関する講演
◇対　象　どなたでも
◇日　時　 ６月27日（土）14時45分～15時35分
◇料　金　入館料（年間パスポート可）
◇申し込み　不要
■ワクワクきびなご塾「磯の生きもの調査隊」
◇ 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　 ７月19日（日）か20日（祝）の13時
30分～16時30分　※天候不良の
ときは延期

◇場　所　桜島の袴腰（現地集合・現地解散）
◇定　員　各50人（超えたら抽選）
◇料　金　無料
◇申し込み　はがきか館内設置の専用はが
きにイベント名、参加希望日、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、６月
30日（必着）までにかごしま水族館「磯の
生きもの調査隊」係へ　※当選者のみ参
加証を郵送

■未来館講座

■地域まるごと共育講座

◇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

◇料　金　無料（一部、材料費などが必要）
◇申込方法など詳しくはかごしま環境未来
館ホームページか各問い合わせ先へ

講　座　名 対　象 日　時 定員

鎌研ぎ教室 18歳以上
６月25日（木）
13時～14時25
分、14時35分
～16時

各
５人

親子でリサイクル
万華鏡作り

小学生以上
とその保護
者

６月27日（土）
13時～15時

10組
20人

親子で作ってグ
リーンティータイ
ム！～松元お茶う
け編～

５歳以上と
その保護者

６月28日（日）
13時～15時30
分

10組
25人
程度

古着活用　裂き布
で作る指あみバッ
グ

18歳以上

７月２日（木）
13時～16時 10人

LOHASな暮らし
方の提案～合言葉
はシンプルライフ
～

７月４日（土）
10時～12時

20人
昆虫観察のススメ
～自由研究、その
前に！～

小学生以上 ７月５日（日）
10時～12時

古布活用　古布ぞ
うり作り 18歳以上 ７月８日（水）

10時～15時 15人
端材やあきびんで
オイル万華鏡作り

小学３年生
以上

７月11日（土）
13時～16時 20人

冒険家野元尚巳の
人力世界紀行

小学５年生
以上　※中
学生以下は
保護者同伴

７月11日（土）
18時30分～20
時

25人

もうすぐ夏休み！
パパとエコなクッ
キング

小学生か中
学生とその
父親

７月12日（日）
10時～14時

12組
24人

きゅうりキムチ＆
ビビン冷麺で夏を
元気に乗り切ろ
う！～旬の食材を
使って～

18歳以上 ７月16日（木）
10時～13時 25人

マイ箸＆箸袋作り 小学３年生
以上

７月19日（日）
10時30分～15
時30分

20人
海水ってどんな
水？

小学３年生
以上　※小
学４年生以
下は保護者
同伴

７月20日（祝）
10時～12時

親子でたねの泥だ
んご（シードボー
ル）づくり

４歳以上と
その保護者

７月22日（水）
10時～12時

８組
16人

親子で竹細工のか
わいい昆虫作り

小学３年生
以上とその
保護者

７月22日（水）
13時～16時

12組
24人

講座名 日　時 問い合わせ先
持続可能な社
会づくりのた
めのeco検定
対策講座①

６月28日（日）
10時～16時

NPO法人エコサ
ポートTGAL
223-6425

くるくる車の
リサイクル

７月18日（土）
13時～15時

（株）オートパーツ
伊地知
267-0468

ダンボールで
サマーハウス
を作ろう！

７月19日（日）
10時～15時

NPO法人PandA
090-8353-5921

松元ダム 
外来魚駆除体
験

７月20日（祝）
８時40分～12
時

市松元土地改良区
278-0148

■2015平川動物公園テンダーナイト
　障害のある子どもたちとその家族を招待
し、気兼ねなく楽しいひとときを過ごして
もらうイベントです。
◇対　象　 身体障害者手帳、療育手帳、精

神障害者保健福祉手帳を持つ18
歳以下の人とその家族、児童発
達支援などを受けている児童と
その家族、特別支援学校へ通学
する人とその家族

◇日　時　７月19日（日）18時～20時
◇定　員　100人（超えたら抽選）
◇料　金　無料
◇申し込み　往復はがきに保護者の氏名･
住所、子どもの氏名･年齢、参加人数、
電話番号、手話通訳利
用の有無を書いて（Ｅ
メールのときは平川動
物公園ホームページの
専用申込フォームに必
要事項を記載し送信）、６月30日（必着）
までに平川動物公園「テンダーナイト」
係（{hirakawazoo@city.kagoshima.
lg.jp）へ
動物愛護児童作文作品募集

　動物愛護週間（９月20日～26日）にあ
わせ、動物愛護に関する作文を募集し
ます。
◇対　象　県内の小学生
◇申し込み　直接か郵送で原稿用紙
1200字（小学１年生は800字）以内の作
文を６月30日（必着）までに平川動物
公園へ


