
2015年（平成27年）６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

■日曜美術講座「楽しい切り絵入門」
◇講　師　 篠

しのざき
崎眞

まさ
康
やす
氏（切り絵作家）

◇対　象　中学生以上の人
◇日　時　６月21日（日）10時～16時
◇場　所　市民アトリエ（１）
◇定　員　20人（超えたら抽選）
◇料　金　300円（材料費･保険料）
◇申し込み　はがきかファクス、Ｅメール
で講座名、住所、氏名（ふりがな）、年齢、
電話番号を６月11日（必着）までに市立
美術館（{bijutu-gaku@city.kagoshima.
lg.jp）へ
■初夏の所蔵品展　特集：新収蔵品展
　椿貞雄《桜島》、野

の
津
づ
無
ぶ
人
じん
相
そう
菩
ぼ
薩
さつ
《楊

よう
柳
りゅう
観
かん

音
のん
図
ず
》、安達真太郎《静

せい
物
ぶつ
》など、昨年度

に新しく収蔵した作品を初公開します。
◇期　間　７月５日（日）まで　
　※ギャラリートーク
は６月20日、７月４
日の土曜日14時～15
時

◇観覧料　一般300円、
　高校・大学生200円、
　小・中学生150円

■かごしまメルヘン館特別企画展
「五味太郎作品展[絵本の時間]Special」
関連イベント　WAVE in かごしま 
2015

①消しゴムスタンプでかわいい模様のハン
カチを作ろう

◇内　容　 齋藤槙
まき
氏（絵本作家）によるワー

クショップ
◇対　象　４歳以上の子どもとその保護者
◇日　時　７月18日（土）10時～12時
◇定　員　50人（超えたら抽選）
②きせかえ人形ワークショップ
◇内　容　 こみねゆら氏（絵本作家）による

ワークショップ
◇対　象　４歳以上の子どもとその保護者
◇日　時　 ７月18日（土）14時30分～16時30

分
◇定　員　50人（超えたら抽選）
③絵本作家の思うこと
◇内　容　 こみねゆら氏、齋藤槙氏、穂

ほ
積
づみ

保
たもつ
氏（こどもの本WAVE代表）

によるトークショー
◇対　象　どなたでも
◇日　時　７月19日（日）10時30分～12時
◇定　員　70人（超えたら抽選）
－①～③共通事項－
◇場　所　メルヘンホール
◇料　金　無料
◇申し込み　往復はがきか
Ｅメールでイベント名、
住所、参加者全員の氏名
（ふりがな）・年齢、電話番
号を７月３日（必着）までにメルヘン館
（{kinmeru8@k-kb.or.jp）へ

■前期講座
①日曜大工Ⅱ
◇内　容　 イス作りによる木材加工の基礎

の学習
◇対　象　市内に住むか通勤・通学する人
◇日　時　６月27日（土）・28日（日）の10時
　　　　　～15時（全２回）
◇定　員　15人　◇受講料　2000円程度
◇申込期限　６月12日（必着）
②夏の子ども陶芸教室
◇内　容　 粘土での湯飲みや皿などの製作
◇対　象　市内に住む小・中学生
◇日　時　７月12日（日）13時30分～15時30分
◇定　員　20人　◇受講料　150円程度
◇申込期限　６月28日（必着）
③夏休み陶芸自由研究講座
◇内　容　 陶器ができるまでを調べ、粘土

で湯飲みや皿などの製作
◇対　象　市内に住む小学生
◇日　時　 ７月18日（土）・19日（日）､ ８月

２日（日）の13時30分～15時30分
（全３回）

◇定　員　25人　◇受講料　150円程度
◇申込期限　７月４日（必着）
④夏休み親子木工教室Ⅰ
◇内　容　 夏休みの課題となる木工作品の

製作
◇対　象　市内に住む小学生以上の親子
◇日　時　７月19日（日）10時～15時
◇定　員　15組　　◇受講料　500円程度
◇申込期限　７月５日（必着）
－①～④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

①子ども教室

②夏休み親子体験学習教室
◇対　象　小学生

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

◇野菜収穫など平日も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

体験名 日　時 体験料 定 員
黒豚ウイ
ンナーづ
くり

６月14日～28日
の毎週日曜日11
時～13時

600円 各12人

トラクタ
ーに乗ろ
う

６月14日（日）
13時15分～15
時、28日（日）の
10時～11時30分
と13時15分～15
時

100円

各20人
（対象は
３歳～中
学生）※
当日受け
付けのみ

ダンボー
ルで燻

くん
製
せい

づくり

６月16日（火）・
23日（火）の13時
30分～15時

1000円
各６組
（１組４
人まで）

そば打ち
体験

６月20日（土）
11時～13時

１人500円
※別途材
料費１組
2000円

６組
（１組３
～４人）

ピザづく
り

６月20日（土）の
11時～12時30分
と12時30分～14
時、21日（日）の
10時30分～12時
と11時45分～13
時15分と13時～
14時30分

1000円
各10組
（１組４
人まで）

教室名 日　時 定員 料金
六月灯のとうろう
を作ろう

６月14日（日）
10時～12時 20人

200円父の日のプレゼン
ト（オリジナルマ
グカップづくり）

６月20日（土）
10時～12時 50人

ぶんぶんゼミを作
ろう

６月27日（土）
10時～12時 25人 100円

教室名 日　時 定 員 料 金

土笛・
土鈴づ
くり　

７月18日（土）･20日（祝）
の９時30分～11時と13時
30分 ～15時、７月25日
（土）13時30分～15時

各30人 100円

土器づ
くり　

７月19日（日）の９時30
分 ～11時30分 と13時30
分～15時30分、26日（日）
13時30分～15時30分

各30人 300円

毎月第１日曜日は
グリーンファームの日

◇農園レストラン ｢だいだい｣ 、農産物
直売所 ｢きいれの杜｣で1000円以上の
食事・買い物をした人を対象に抽選会
を行うなどのイベントを実施します

◇詳しくは観光農業公園まで

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～」開催中
◇内　容　 平成25年度に実施された谷山

地域の北麓遺跡などの発掘調
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）

椿貞雄 《桜島》

◇対　象　小学生以上とその保護者
－①②共通事項－
◇定員は先着順
◇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

農産物直売所　きいれの杜
　地元の農家などから届く新鮮な野菜を
はじめ、農産加工品や工芸品などを豊富
にそろえています。旬のおいしい野菜な
どいかがでしょうか。
◇ 営業時間　10時
～17時

◇ 詳しくは農産物
直売所きいれの
杜345-4141へ

情報


