
2015年（平成27年）12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28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

■がらがらどんクリスマス会
　クリスマスに関する絵本の
読み聞かせと人形劇です。
◇日　時　12月19日（土）14時～15時
◇料　金　無料　◇申し込み　不要
■申
さる
年生まれの作家たち展

　申年生まれの作家たちのパネル展示と本
の貸し出しを行います。
◇期　間　来年１月４日（月）～２月８日（月）
◇料　金　無料

①冬の科学教室　ライントレースカーを
　つくろう
◇対　象　 小学４年生～中学生　※小学生

は保護者同伴
◇日　時　来年１月７日（木）14時～16時30分
◇定　員　15人（先着順）
◇料　金　1000円（材料費）
②成人パソコン講座（デジカメ活用）
◇日　時　 来年１月18日～２月22日の毎週

月曜日14時～16時
◇料　金　 2160円
③成人パソコン講座（パワーポイント入門）
◇日　時　 来年１月20日～２月24日の毎週

水曜日10時～12時
◇料　金　 1350円
－①～③共通－
◇ 申込方法など詳しくは市立科学館へ

■薩摩美
ぅん
味
まか
維新×アクアリウムディナー

　ジンベエザメが悠々と泳ぐ黒潮大水槽の
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。バイオリ
ンの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　12月21日（月）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　はがきに住所、２人の氏名（ふ
りがな）、年齢、性別、電話番号を書いて、
12月11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
■講演会「深海に浮く宇宙人たち」
◇講　師　 ドゥーグル・リンズィー氏
　　　　　（JAMSTEC職員）
◇対　象　どなたでも
◇日　時　 来年１月24日（日）
          13時～14時
◇定　員　 70人（超えたら抽選）
◇料　金　 入館料（年間パス
　　　　　ポート可）
◇ 申し込み　はがき（館内に
も設置）かかごしま水族館ホームページ
の専用フォームに講演会名、参加者全員
の氏名（ふりがな）、年齢、代表者の住所、
電話番号を来年１月10日（必着）までにか
ごしま水族館「特別講演会」係へ　※当
選者のみ参加証を送付

■体験！一日飼育係（無料）
◇対　象　小学４年生～中学生
◇日　時　 来年１月31日（日）９時45分～15

時30分
◇定　員　32人（超えたら抽選）
◇ 申込方法など詳しくはかごしま水族館へ

■未来館講座
講　座　名 対 象 日　時 定員

アレンジ門松作
り

小学４年
生以上

12月26日（土）
13時～16時

12組
24人
程度

イタリアンで七
草リゾット

18歳以上
の人

１月６日（水）
10時～14時 25人

冒険家野元さん
とトレッキング
に行こうin八重
山　※託児なし

小学５年
生以上
※小・中
学生は保
護者同伴

１月17日（日）
10時～15時 20人

再生可能エネル
ギー～鹿児島の
多様性～

18歳以上
の人

１月17日（日）
13時30分～15
時30分

20人

アレンジ裂き織
り

１月21日（木）
13時～16時 12人

アロマで癒やし
タイム～自然か
らの贈り物～

１月22日（金）
10時～12時 25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

石橋記念公園
探鳥会

12月23日（祝）
９時～11時
石橋記念公園

日本野鳥の会
鹿児島
257-2750

◇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
■環境を楽しく学ぶ　かごしま環境未来館
地球温暖化防止月間企画展（無料）

　環境に関するパネ
ル展示や工作ワーク
ショップなど楽しく
環境を学べるプログ
ラムです。
◇期　間　12月８日
（火）～26日（土）の
10時～16時　※月曜日を除く

◇申し込み　不要（一部プログラムを除く）
◇詳しくはかごしま環境未来館へ

■平川動物公園お正月まつり
①新春親子餅つき大会
　昔ながらの臼ときねで餅をつき、参加者に
つきたての紅白餅と記念写真をプレゼント！
◇対　象　 中学生以下の子どもとその保護者
◇ 日　時　来年１月２日（土）・３日（日）の
11時～12時　※天候不良時は中止

②干
え

支
と

の動物（サル）に関するクイズ大会
　飼育員がサルに関するクイズを出題し、
正解者には記念品をプレゼント！
◇対　象　小・中学生
◇ 日　時　来年１月２日（土）・３日（日）の
13時30分～　※天候不良時は中止

◇定　員　各日先着100人
③干支の動物（サル）のワンポイントガイド
　飼育員がサルを分かりやすく解説します。
◇ 日　時　来年１月２日（土）・３日（日）の
11時～（マントヒヒ）、14時～（サル）

－①～③共通事項－
◇料　金　入園料（高校生以上
　500円、小・中学生100円）
◇申し込み　不要
◇ そのほか、「干支の動物（サル）展」、「好
きな動物にエサをあげよう」などのイベ
ントも開催します。詳しくは平川動物公
園ホームページを

◇ オリジナルカレンダーやオリジナルお
守りのプレゼントもあります。詳しく
は平川動物公園ホームページを

好きな動物に年賀状を出そう
　好きな動物への思いを書いた年賀状を
来年１月中、コアラ館に展示します。来
年１月１日（必着）までに平川動物公園
「○○○（好きな動物の名前）」宛てに年賀
状を郵送してください。

特別整理休館のお知らせ
　来年１月18日（月）～29日（金）は蔵書点
検のため、市立図書館と公民館図書室は
休館します。図書の返却はブックポスト
をご利用ください。

■JAXA講演会（３階・企画展示室）
◇講　師　三

み
桝
ます
裕也氏（JAXA職員）

◇演　題　はやぶさ２と将来の深宇宙探査
◇対　象　小学生以上　
◇時　間　13時～14時30分
◇定　員　70人（先着順）
◇要事前申し込み。詳しくは市立科学館へ
■実験ショー（４階・科学劇場）
　シャボン玉や空気砲など人気の実験ショーです。
◇時　間　 10時30分～、12時～、14時～、16時～

※各30分程度
◇申し込み　不要
■かんたん工作（４階・だれでも工房）
  「はやぶさ」のペーパークラフト工作です。　
◇時　間　10時～12時、13時～16時
◇定　員　各200人（当日先着順）　

同じく開館25周年を迎える市立図書館でも
記念の本の展示やおはなし会を12月13日か
ら行います。詳しくは市立図書館へ

市立科学館開館25周年記念感謝デー　12月13日（日）開催！
■プラネタリウムフェスティバル
　（５階・宇宙劇場）
　市立科学館オリジナル作品や過去の人気作
品を上映します。上映時間や作品名は市立科
学館ホームページをご覧ください。
◇上映作品　
   「銀河鉄道の夜」、「恐竜探
検隊」、「名探偵コナン」、
「HAYABUSA2」など７作品
　※各25分～40分
◇定　員　各250人
　　　　　（当日先着順）
◇観覧料無料（要入館料）

ⓒDhugal Lindsay
/JAMSTEC

ⓒ青山剛昌/小学館・読売
テレビ・TMS1996

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（月）～10日（木）　※年末年始は開館

ドキドキ・ワクワクの
市立科学館！

　小学生の娘とよく利用する
市立科学館を紹介します。
　私のオススメは「実験ショ
ー」。実験のお姉さんが楽しい
トークで、いろいろな不思議な現象を見せてく
れます。
　巨大シャボン玉の中に入ってみたり、空気砲
で匂い当てクイズをしたり、ショーに参加でき
るのも魅力です。半月ごとにショーの内容が変
わるので、いつ行っても楽しめますよ。

　プラネタリウムやドームシネ
マもあるので、全部見て、体験し
ていくと、あっという間に時間
が過ぎてしまいます。
　皆さんも、ぜひ一度市立科学
館のドキドキ・ワクワクを体感
してみて下さい。（浜田）

編集
サポーターがゆく！

浜田
です！


