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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）
休12月第１日曜日から４日間

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）

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

①秋の動物公園まつり
「好きな動物にエサをあげよう」
キリンやワオキツネザル
などから好きな動物を選ん
でえさをあげます。
◇日 時 10月10日（土）
11時〜 ※天候不良時は中止
◇定 員 各動物10人程度 ※９時からア
フリカ園前で整理券を配布
②大人のための飼育体験教室
◇内 容 動物のえさの調理、給仕、清掃
など
◇対 象 高校生以上の人
◇日 時 ①11月23日
（祝）
、②12月23日
（祝）
の８時15分〜15時
◇定 員 各30人（超えたら抽選）
◇申し込み 往復はがきに住所、氏名、年
齢、電話番号、希望日、希望の動物（第
２希望まで）を書いて、①は11月10日、
②は12月10日（いずれも必着）までに平川
動物公園「大人のための飼育体験教室」
係へ
③飼育係のお話「テナガザル」
今年制定された「国際テナガザルの日」
（10月24日）に合わせて、テナガザルに関し
て飼育員が解説します。
（ 配布するワーク
シートをすべて埋めた参加者に記念品をプ
レゼントします）
◇日 時 10月24日（土）
・25日（日）の13時
30分〜14時
◇定 員 各50人（当日先着順）
④計量記念日イベント
「計量記念日」
（11月１日）に合わせて、動
物の 重さ に着目したさまざまなイベント
を行います。
◇期 日 10月31日（土）、11月１日（日）
−①〜④共通−
◇料 金 入園料（高校生以上500円 小・
中学生100円）

■薩摩美味維新×アクアリウムディナー
ジンベエザメやカツオが泳ぐ黒潮大水槽
の前で、上柿元勝シェフの本格フレンチフ
ルコースをお楽しみいた
だきます。生演奏や黒潮
大水槽の解説もあります。
◇対 象 18歳以上の人
◇日 時 10月23日（金）19時〜21時
◇定 員 15組（２人１組。超えたら抽選）
◇料 金 １人8500円（ドリンク代込み）と
入館料（年間パスポート可）
◇申し込み はがきに２人の氏名（ふりが
な）
、年齢、性別、代表者の住所、電話番
号を書いて、10月13日（必着）までにかごし
ま水族館「アクアリウムディナー」係へ
■年間パスポート所持者限定
水族館に泊まろう
黒潮大水槽を眺めながら水族館に泊まり
ます。館内のガイドツアーやバックヤード
の見学などもあります。
◇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 11月7日（土）
◇定 員 30人（超えたら抽選。
１組４人程度まで）
◇料 金 年間パスポートのみ
◇申し込み 往復はがきに参加者全員の氏
名（ふりがな）、住所、年齢、電話番号を
書いて、10月24日（必着）までにかごしま
水族館「水族館に泊まろう」係へ

市立図書館

市立科学館

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）

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

〒890‑0063 鴨池二丁目31‑18 ☎250‑8500（D250‑7157）

①さつまっ子読書バトル（中学生大会）
発表者がプレゼン
テーションで本を紹介
し、観戦者は読んでみ
たい本に投票します。
◇対 象 発表者は市内に住む中学生。観
戦者は小学生以上（市外も可）
◇日 時 10月24日（土）10時30分〜12時
◇定 員 発表者10人・観戦者40人程度
◇申し込み 発表者・観戦者いずれも直接
か電話、ファクス、Ｅメールで住所、氏
名、学校名、学年を10月14日（必着）まで
に市立図書館（{tosyo-tosyo@city.ka
goshima.lg.jp）へ
◇高校生ビブリオバトルも10月31日（土）に
開催します。申込方法など詳しくは市立
図書館へ
②さつまっ子読書まつり
◇内 容 さつまっ子読書週間にちなん
だ、絵本の読み聞かせや人形劇
などのおはなし会
◇対 象 幼児、小学生とその保護者
◇日 時 10月24日（土）14時〜15時
◇申し込み 不要
③古典入門おすすめ図書展
◇内 容 古典の日にちなんだ、パネル展
示と古典入門書の貸し出し
◇期 間 10月28日（水）〜11月16日（月）
④読書ゆうびん展
◇内 容 市内の小・中学生、高校生によ
る読書ゆうびんの作品展
◇期 間 10月28日（水）〜11月23日（祝）
−①〜④共通−
◇料 金 無料

11月３日の文化の日は入館料を割り引き
ます
大人（高校生以上）1500円→1200円
小人（小・中学生）750円→ 600円
幼児（４歳以上） 350円→ 280円

〒890‑0063 鴨池二丁目31‑18 ☎250‑8511（D256‑1319）

①星と音楽の夕べ
〜ドリカム特集と秋の星空〜
プラネタリウムでのドリカムのＣＤ音楽鑑
賞と星空紹介、屋外での観望会を行います。
◇日 時 10月24日（土）18時30分〜20時30分
◇定 員 250人（超えたら抽選）
◇申し込み 往復はがきに住所、氏名、年
齢、電話番号、参加人数（１
組５人まで）を書いて、10月
14日（必着）までに市立科学館
へ
②大爆笑!! 星のお兄さんプラネタリウム
ショー
田端英樹氏（プラネタリウム解説者）によ
る笑いを取り込んだ星座解説です。
◇日 時 11月15日（日）
18時30分〜19
時30分
◇定 員 250人（先着順）
◇申し込み 電 話 で11月
５日から市
立科学館へ
−①②共通−
◇対 象 どなたでも（中学生以下は保護
者同伴）
◇料 金 無料
③おひるのプラネタリウム
第１･ ３･ ５木曜日の昼間に幼児向けの星
座解説やＣＤ音楽、星空紹介を楽しめます。
◇定 員 各100人
◇料 金 入館料（大人400円、小人150円）
◇申し込み 不要
◇内容や時間など詳しくは市立科学館へ
11月３日の文化の日は入館料無料です
（宇宙劇場の観覧料は有料）

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

■環境フォト＆イメージビデオコンテスト
作品募集
◇募集期間 10月１日
（木）
〜11月27日
（金）
◇テーマなど詳しくはかごしま環境未来館
ホームページをご覧ください
■環境フェスタかごしま2015
◇内 容 「ジバニャン バラ
エティーショー」、エコカー
展、工作体験など
◇日 時 10月10日（土）･11日
（日）
の10時〜16時
◇詳しくはかごしま環境未来館ホームペー
ジをご覧ください
■地域まるごと環境フェスタin吉田
◇内 容 PiPiのバルーンパフォーマンス
ショー、ぐりぶー＆さくらと環
境クイズに挑戦！など
◇日 時 10月17日
（土）
10時〜16時
◇場 所 吉田公民館
◇料 金 無料
（一部、材料費が必要）
■未来館講座
講 座 名
対 象
時短で体と地球に優し
い重ね煮クッキング
圧力鍋で早わざクッキ 18歳以
ング〜おせち先取りア 上の人
レンジメニュー〜

古布でぞうり作り
４歳以
し ゃ ぼ ん だ ま 上小学
と・ば・そっ♪ 生以下
とその
保護者
ダンボールコンポ 小学４
年生以
スト講座
上
アロマでロハスな
生活 〜お肌お助け
バームを作ろう♪〜

日 時
定員
10月27日
（火）
10時〜14時

10月29日
（木） 各
20人
10時〜14時
10月31日
（土）
10時〜16時
10月31日
（土） 10組
20人
10時〜12時
程度
11月１日
（日）
13時30分〜15 12人
時30分
11月４日
（水） 20人
10時〜12時

（木） 各
着物を二部式着物 18歳以 11月５日
･11日
（水）
の 10人
にリメイク
上の人 10時〜15時
鹿児島・ちりめん
11月12日
（木） 25人
三 昧・ ム ダ ゼ ロ
10時〜14時
クッキング♪
バスで行く♪かご
しま自然百選ツ
アー ※託児なし
ミツバチものがた
り
手作りおもちゃ子育て
講座〜スノーボールと
クリスマスツリー〜
みんなで楽しくお
魚を食べよう〜和
食で秋編〜
余り布で正月飾り
作り
自然食でおウチご
はん
キッチンからでき
る草木染め
アフリカ体験記&
そしてエコからエ
シカルへ

小学３
年生以
上
18歳以
上の人

11月14日
（土）
９時30分〜15 20人
時30分
11月14日
（土） 25人
10時〜12時

どなた 11月17日
（火） 15人
でも
10時〜12時
11月17日
（火） 20人
10時〜14時
11月19日
（木） 12人
13時〜16時
18歳以 11月19日
（木）
上の人 10時〜14時
各
11月20日
（金） 20人
13時〜16時
11月22日
（日）
13時〜15時30 16人
分

◇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
※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
■城西マルシェ開催
◇内 容 城西地域などの雑貨店や飲食店
が出店するイベント
◇日 時 11月８日
（日）
10時〜15時
◇場 所 かごしま環境未来館芝生広場な
ど

