
2015年（平成27年）11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

■リサイクルブックフェア
　利用の少なくなった図書と保存期限の経
過した雑誌を無償で提供します。１人15冊
（児童書・雑誌は各５冊）までです。
◇対　象　市内に住む人
◇ 日　時　11月14日（土）・15日（日）の９時
30分～15時30分　※８時30分から市立図
書館玄関前で整理券を配布

◇場　所　鴨池公民館体育館
■図書館講座（無料）
◇演　題　 「明治日本の産業革命遺産」
◇講　師　松尾千歳氏（尚古集成館副館長）
◇対　象　どなたでも
◇日　時　11月19日（木）10時30分～12時
◇定　員　60人（超えたら抽選）
◇ 申し込み　窓口にある申込用紙を直
接か、はがき、電話、ファクス、Ｅ
メールで住所、氏名（ふりがな）、電話
番号を11月13日（必着）までに市立図書
館（{tosyo-tosyo@city.kagoshima.
lg.jp）へ

■家族といっしょ あかちゃんのための
　おはなし会（無料）
　家族みんなで楽しめる赤ちゃんのための
おはなし会です。
◇対　象　 市内に住む０歳児から３歳児ま

での乳幼児とその家族
◇日　時　11月22日（日）11時～11時30分
◇申し込み　不要
■クリスマス絵本展
　クリスマスに関する絵本の展示と貸し出
しを行います。
◇期　間　11月25日（水）～12月26日（土）
■Let's enjoy English（無料）
　ＡＬＴ（外国語指導助手）による英語絵本
の読み聞かせや母国紹介です。
◇対　象　小学生以上
◇日　時　11月28日（土）14時～15時
◇申し込み　不要

①おひるのプラネタリウム
　幼児向けの星座解説やクラシック名曲の
ＣＤ音楽、字幕による星空紹介を楽しめます。
◇ 11月14日（土）・19日
（木）…名曲プラネタ
リウム、21日（土）…
朗読プラネタリウ
ム、12月３日（木）…
キッズタイムプラネ
タリウム

◇時　間　 12時10分～12時30分
◇定　員　各100人
◇料　金　 入館料（高校生以上400円、小・

中学生150円）
◇申し込み　不要
② プラネタリウム番組「ノーマン・ザ・ス
ノーマン～北の国のオーロラ～」上映中

　北の国に住む少年と雪だるまの旅を１コ
マずつ丁寧に撮影された人形アニメーショ
ンで描く、珠玉のファンタジー作品です。
◇期　間　 12月28日（月）までの10時10分～

11時、15時10分～16時
◇ 来年３月まで、13時10分～14時に幼児向
け「しまじろうとたんじょうびのおほし
さま」を上映

③ ドームシネマ番組「 tiny GIANTS ～小
さな世界はワンダーランド～」上映中

　シマリスたちが繰り広げる壮大なアドベ
ンチャー作品。小さいけれど世界一大きな
成長物語です。
◇ 期　間　12月28日（月）までの11時10分～
11時55分、14時10分～14時55分　※土・日
曜日、休日は16時10分～16時55分もあり
－②③共通－
◇ 12月７日（月）～11日（金）は機器点検のた
め休止

◇定　員　各回280人
◇ 料　金　 入館料と観覧料（高校生以上500

円、小・中学生200円）
◇申し込み　不要

■大人のための体験飼育係
　生きものへのエサやり・水槽のそうじな
ど、飼育係の仕事を体験できます。
◇対　象　高校生以上
◇日　時　11月29日（日）13時～17時30分
◇定　員　24人（超えたら抽選）
◇ 申し込み　はがきに
参加者の氏名（ふり
がな）、年齢、性別、
靴のサイズ、住所、
電話番号を書いて、
11月15日（必着）までにかごしま水族館
「大人のための体験飼育」係へ
■サメ博士がやってくる！
◇ 演　題　「サメの驚
異の能力、その多様
性にせまる」

◇ 講　師　仲谷一宏氏
（北海道大学名誉教授）
◇対　象　どなたでも
◇日　時　12月６日（日）15時～16時
◇場　所　 桜島フェリーターミナル２階

（鹿児島港）
◇定　員　100人程度
◇料　金　 年間パスポートか水族館入館チ

ケットの半券
◇申し込み　不要

■未来館講座
講　座　名 対 象 日　時 定員

エコかわいい（かっ
こいい）マスク作り 18歳以

上の人

11月25日（水）
13時～16時 各

12人布おむつ&赤ちゃ
んとはじめるおむ
つなし育児のお話

11月27日（金）
13時～15時30分

知ってスッキリ！
分別に迷うごみ

小学４
年生以
上

11月28日（土）
13時30分～15時 20人

Ｘ'masオーナメン
トになる木のパズ
ル

どなた
でも

11月29日（日）
13時～16時

６組
12人
程度

アクリルたわしと
重曹・石けんでエ
コな大そうじ

18歳以
上の女
性

12月１日（火）
13時～16時 20人

おしゃれな和紙の
リース作り 18歳以

上の人

12月２日（水）
13時～16時30分 各

10人手作りのある暮ら
し～自然素材のカ
イロ作り～

12月３日（木）
13時～16時

端材とペットボト
ルでクリスマスツ
リーを作ろう

小学生
以上

12月５日（土）
13時～16時 12人

インテリアででき
る省エネと快適ラ
イフのヒント

18歳以
上の人

12月６日（日）
10時～12時 40人

知りたい！気にな
るエネルギーのお
はなし～電気を選
ぶ時代に向けて～

中学生
以上

12月６日（日）
13時30分～15
時30分

15人

絵付けを楽しむ土
人形づくり～持続
可能な郷土玩具制
作の継承～ 18歳以

上の人

12月９日（水）
13時～16時 12人

知ると変わる!!気
になる食品添加物

12月10日（木）
10時～12時 40人

はさみ研ぎ教室 12月11日（金）
13時～16時 12人

親子で地域自慢の
旬な料理～郡山そ
ばうち編～

小学３
年生以
上とそ
の保護
者

12月12日（土）
10時～14時

10組
20人
程度

森林！知っている
ようで知らないこ
と！再発見 18歳以

上の人

12月13日（日）
13時30分～15
時30分

20人

鍋帽子作り 12月16日（水）
10時～15時30分 10人

郷土料理「豚骨」 12月19日（土）
10時～14時 20人

◇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

■地域まるごと共育講座
講　座　名 日時・場所 問い合わせ先

田んぼで学ぼ
う！ 自然のサイ
クル！ 門松作
りと餅つき

12月13日（日）
10時～14時
郡山古民家

ＮＰＯ法人みど
りの風かんかん
227-2722

◇受講料　材料費などの実費負担あり
◇申し込み　詳しくは問い合わせ先へ
■リユース・リサイクルショップ陶器市
　食器やタオルなど未使用の日用品をポイ
ントと交換し、そのポイントで他の品物と
交換できるお得な陶器市を開催します。
◇日　時　11月21日（土）９時30分～16時
◇陶器市開催のため、11月20日（金）・21日
（土）はショップを終日閉店します

■ クリスマスＺＯＯプレゼントクイズラリー
　動物クイズに答えると、抽選でオリジナ
ルグッズなどをプレゼントします。
◇対　象　どなたでも
◇期　間　12月５日（土）～20日（日）
◇料　金　 入園料（高校生以上500円、小・

中学生100円）
◇申し込み　不要
■大人のための飼育体験教室
　動物のエサの調理、給仕、動物舎の清掃
など、大人を対象にした体験教室です。
◇対　象　高校生以上
◇日　時　12月23日（祝）８時15分～15時
◇定　員　30人（超えたら抽選）
◇料　金　入園料（高校生以上500円）
◇ 申し込み　往復はがきに住所、氏名、年
齢、電話番号、希望の動物（第２希望まで）
を書いて、12月10日（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

コアラの赤ちゃんの名前が決定しました！
　コアラの赤ちゃん２頭の名前が10月17
日にそれぞれ決定
し、命名式を行い
ました。たくさん
の応募ありがとう
ございました。
　オス　コロン
　（母：ココロ）
　メス　ユメ
　（母：ブランディ）

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月第１月曜日から４日間　※年末年始は開館

上：コロン
下：ユメ

◇12月７日（月）～10日（木）は休館します


