
2015年（平成27年）11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

◆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

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！

■古代火おこし体験（無料・申込不要）
◇日　時　11月７日～29
日の土・日曜日、休日
の14時30分～15時30分

■子ども教室
講座・教室名 日　時 定員 料金
クリスマス燭

しょく
台
だい

をつくろう
11月８日（日）
10時～12時 20人 150円

クリスマス飾り
をつくろう

11月28日（土）
10時～12時 各

30人

200円
昔の遊びを楽し
もう（金輪回し、
紙鉄砲など）

12月13日（日）
10時～12時 100円

◇対　象　小学生　◇定員は先着順　
◇別途入館料（小学生は150円）が必要
◇ 申し込み　 事前に電話でふるさと考古歴

史館へ
■ 特別企画展「海に開かれた“かごしま”－
縄文時代～近世・近代の沿岸部の遺跡と
歴史－」開催中！

　海とともに生きてきた鹿児島県の人々の
歴史を紹介しています。
◇期　間　11月29日（日）まで　
◇料　金　 高校生以上100円、小･中学生50円
■ 特別企画展「海に開かれた“かごしま”」
関連講座（無料）

  ｢第２回 中世～近世の鹿児島と遠隔地の
交流の歴史｣ 、｢第３回 近世・近代の上町・
磯地域の発展の歴史｣を職員が解説します。
◇ 日　時　第２回は11月７日（土）、第３回
は11月21日（土）の13時30分～15時

◇定　員　各50人（先着順）
◇ 申し込み　 事前に電話でふるさと考古歴

史館へ

①学芸講座（無料）
  「もっと知りたいカンディンスキー」
◇講　師　田村桂子（同館学芸員）
◇日　時　12月13日（日）14時～15時30分
◇定　員　24人（超えたら抽選）
②日曜美術講座（無料）
  「油彩人物画（経験者向け）」
　着衣モデルを見て描く、ステップアップ
講座です。画材は油彩以外でも可能です。
◇講　師　餅原宣

のぶひさ
久氏（松陽高校教諭）

◇日　時　12月20日（日）10時～16時
◇定　員　20人（超えたら抽選）
◇画材の持参が必要
－①②共通－
◇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①は12月２日、②は12月９日（そ
れぞれ必着）までに市立美術館（{bijutu-
gaku@city.kagoshima.lg.jp）へ
③小企画展「五葉描く 花図鑑」
　美人画で知られる橋口五葉が愛したもう
一つの画題「花」。さ
まざまな技法で描かれ
た花の絵の数々を紹介
します。
◇期　間　11月６日
　（金）～12月26日（土）
◇ギャラリートーク
　11月７日・21日、12
　月５日・19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（所
蔵品展も観覧可）

■かごしま近代文学館企画展
  「向田邦子と久世光彦～真剣半分、面白
半分」

　脚本家・向田邦子
と演出家・久世光彦
の生涯をたどりなが
ら、それぞれのドラ
マや小説、エッセイ
を直筆原稿や台本な
どの資料で紹介しま
す。
◇期　間　11月30日
　　　　　（月）まで
◇料　金　大人300円、
　　　　　小・中学生150円　
■メルヘンワークショップ
  「マッチ売りの少女」を折ろう
◇講　師　折

おりゆう
遊かごしまスタッフ

◇対　象　 ４歳以上の子どもとその保護者
（大人のみでも可）

◇日　時　11月28日（土）15時～16時30分
◇定　員　50人（超えたら抽選）
◇料　金　無料
◇申し込み　往復はがきかＥメールで住
所、氏名、年齢、電話番号を11月15日（必着）
までにかごしまメルヘン館「11月のメル
ヘンワークショップ」係（{kinmeru6@
k-kb.or.jp）へ

■かごしま文化工芸村秋まつり
　陶芸入門教室（申し込みが必要）、木工、
竹細工、手芸、マジック
ショーなど盛りだくさん
の内容です。どなたでも
参加できますのでぜひお
越しください。
◇日　時　 11月15日（日）

10時～15時30分
■後期講座
①親子陶芸Ⅱ
◇内　容　湯飲みや皿などの製作
◇対　象　市内に住む小学生以上の親子
◇日　時　 12月13日（日）13時30分～15時30分
◇定　員　10家族
◇受講料　１人300円程度
◇申込期限　11月29日（必着）
②押し花でアートな額を作ろう
◇内　容　ＬＥＤ押し花キャンドルの製作
◇対　象　市内に住むか通勤・通学する人
◇日　時　 12月２日・９日の水曜日10時～

12時（全２回）
◇定　員　25人　◇受講料　2500円程度
◇申込期限　11月15日（必着）
③ミニ門松を作って迎春
◇内　容　ミニ門松の製作
◇対　象　市内に住む親子･個人･家族など
◇日　時　 12月19日（土）の10時～12時、13

時30分～15時30分
◇定　員　各10組　◇受講料　500円程度
◇申込期限　12月５日（必着）
－①～③共通－
◇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

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９時～17時（４月～10月は８時30分～18時）
休12月29日～１月１日

■体験プログラム

◇野菜収穫などの体験は平日も行っています
◇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

■グリーンファームモニターバスツアー
　グリーンファームと南薩地域を満喫でき
るバスツアーです。グリーンファームで野
菜のピザづくり体験や野菜収穫体験、食事
や買い物などで楽しんだ後、指宿市フラ
ワーパークかごしまを観光します。
◇日　時　12月20日（日）７時～18時
◇鹿児島空港、鹿児島中央ターミナルビ
ル、谷山支所前で乗り降りできます

◇定　員　44人（超えたら抽選）
◇料　金　１人2000円（昼食付き）
◇申し込み　はがきかファクスで住所、参
加者全員の氏名、年齢、電話番号を11月
27日（必着）までに
〒890-0053中央町
18-1南国センター
ビル３階南国交通
トラベルサービス
252-7059（D255-4831）へ

　※観光庁長官登録旅行業第118号

体験名 日　時 体験料 定　員
里いも小
倉あんの
リーフパ
イ

11月11日（水）
13時30分～15時

各300円

８人

エコキャ
ンドルづ
くり

11月21日（土）
10時～11時30分

８組
（１組２
人まで）

お芋のカ
ラ フ ル
ニョッキ

11月22日（日）
10時～11時30分 10人

そば打ち
体験

11月28日（土）
11時～13時

500円（１人
分）※材料
費別途１組
2000円

６組
（１組３
～４人）

さつま芋
のぐるぐ
るパン

11月28日（土）・
29日（日）の10時
～11時30分、13
時30分～15時

500円
各８組
（１組４
人まで）

毎月第１日曜日はお得な
グリーンファームの日

◇12月６日（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
を対象にした抽選会などのイベントを
実施します

橋口 五葉
《ベゴニアほか》

企画展ポスター

２・３面の特集もぜひご覧ください！


