
2016年（平成28年）１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４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

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

■平成28年度移動図書館利用団体募集
  ｢わかくさ号｣と ｢こすもす号｣の移動図
書館車２台が、一般図書や絵本など各約３
千冊を積んで、
巡回貸し出しサー
ビスを行っていま
す。巡回期間は４
月～翌年３月で
す。多くの団体か
らの申し込みをお
待ちしています。
期１月６日（水）～25日（月）（必着）
◇対象地域・団体　①原則利用世帯が30戸
以上見込まれること、②市立図書館や地
域公民館図書室を利用しにくい地域であ
ること、③移動図書館車が駐車できる安
全な場所が確保できること、④雨天時にも
貸し出しのできる場所が確保できること
◇必要なもの　 移動図書館利用団体申込

書、利用者名簿
◇申込書の配布・受付場所　市立図書館、
各地域公民館図書室、巡回中の移動図書
館車　※郵送での申し込みもできます

◇決定通知　書類審査・実地調査のあと、
２月末に各団体代表者に通知

◇申し込みなど詳しくは市立図書館へ

■宇宙劇場冬番組
内①プラネタリウム「 JOURNEY TO THE 
STARS」、②幼児向け「しまじろうとたん
じょうびのおほしさま」、③ドームシネマ
「宇宙兄弟～一点のひかり～」
期１月２日（土）～３月31日（木）の①は10時10
　分～と15時10分～、②は
  13時10分～、③は11時10
分～と14時10分～

　※③は土･日曜日･休日
の16時10分～も

定各回280人
料入館料（高校生以上400
円、小･中学生150円）と
観覧料（高校生以上500
円、小・中学生200円）

申不要
■志賀美

よし
英
ひで
鉱石コレクション金属鉱物資源展

内鉄鉱石、銅鉱石、レアメタル鉱石など約70点
や県内の鉱石などの展示

期１月６日（水）～20日（水）
◇料金など詳しくは市立科学館へ
■ジオキッズ講座　オリジナル火山を作ろ
う！～まぐまでふんか実験～

内講話「さくらじまってどんな山？」、みん
なで噴火させる「むにゅむにゅ噴火実験」

対小学生以上の親子
期１月30日（土）10時30分～12時
定20組（先着順）　料無料
申１月20日から電話で市立科学館へ

■大人のための体験飼育係
　大人だって飼育係をしてみたい！餌や
り・水槽の掃除など、飼
育係体験ができます。
対高校生以上
期２月７日（日）13時～
　17時30分
定24人（超えたら抽選）
料無料
申はがきかかごしま水族
館ホームページの専用
フォームでイベント名、参加者全員の氏
名（ふりがな）、年齢、性別、靴のサイズ、代
表者の住所、電話番号を書いて、１月17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　※応募者全員に当
落通知を送付

■ワクワクきびなご塾
  「魚の口と食べ物をしらべよう！」
　魚の餌のとり方を観察して口と食べ物の
ひみつを探ってみよう！
対小学生から中学生を含む家族かグループ
（小学３年生以下は
保護者同伴）

期２月20日（土）13時30
　分～15時30分
定50人（超えたら抽選）
料入館料（年間パス
ポート可）

申はがきか館内設置の専用はがきに講座
名、参加者全員の氏名（ふりがな）、学年
（年齢）、性別、代表者の住所、電話番号を
書いて、１月30日（必着）までにかごしま
水族館「ワクワクきびなご塾」係へ

　※当選者のみ参加証を送付

■平成27年度環境子どもサミットと環境フォ
ト＆イメージビデオコンテスト表彰式
内子どもたちによる環境活動発表会、江戸
家猫八さんによる講演など

期１月30日(土)13時～16時　料無料
■未来館講座
講　座　名 対 象 日　時 定員

古代から続く食
用油のおはなし

18歳以上
の人

１月30日（土）
10時～12時 25人

麹の魅力☆再発
見！

２月２日（火）
10時～14時 25人

間伐材でオシャ
レな小皿作り

２月４日（木）
13時～16時 15人

女性のための布
ナプキン作り

18歳以上
の女性

２月７日（日）
13時～16時 ８人

ごみの事、集め
るおにいさんに
聞いてみよう

小学生以
上とその
保護者

２月７日（日）
13時30分～15
時

30人

銘木の端材と
ビーズで素敵な
アクセサリー 18歳以上

の人

２月９日（火）
13時30分～15
時30分

15人

古着リメイクで今
どきファッション～
マイバック作り～

２月11日（祝）
13時～16時 12人

わかりやすい
ISO14001改訂の
ポイント解説講
座

市内の事
業所

２月12日（金）
13時30分～16
時30分

40人

鰹節で和食の基
本だし作り

18歳以上
の人

２月13日（土）
10時～13時30
分

25人

手作りおもちゃ
子育て講座～
ペーパー芯でお
もちゃ作り～

どなたで
も

２月16日（火）
10時～12時

各
15人活動が伝わるデ

ザインとは？～
広報力を身につ
ける～

18歳以上
の人

２月17日（水）
18時30分～20
時30分

対市内に住むか、通勤・通学する人
◇定員を超えたら抽選　
料無料（一部、材料費や道具などの準備が必要）
申直接か往復はがき（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

■第12回九州環境市民フォーラムinかごしま
内木村秋則氏（無農薬りんご栽培農家）によ
る特別講演など

対環境活動を行っているか興味関心のある
個人・団体・企業・行政・教育機関など

期１月23日（土）13時～18
時、24日（日）９時30分
～12時50分

定200人（先着順）　
料一般1000円、学生500円
申ファクスで１月15日までにNPO法人九
州環境サポートセンター096-277-9660
（D096-277-9655）へ（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）
■地域まるごと共育講座

講　座　名 期　日 問い合わせ先
フェアトレードっ
て？～チョコレート
から見える世界～

１月23日
（土）

りんくフェアト
レード＆エコロ
ジー225-1330

地産地消・自然の野
菜で元気になろう＆
こんにゃく作り

１月24日
（日）

自然食のＭＯＡ
かごしま店
268-7578

世界にひとつだけの
自分の珈琲つくり体
験

２月11日
（祝）

工房てたか
090-5723-1325

鍋帽子を使った料理
教室

２月13日
（土）

鹿児島友の会
243-8976

料材料費など　
申時間や場所など詳しくは各問い合わせ先へ

■平川動物公園で思い出づくりをしよう
　家族や友達、カップルなどで、餌やり体験
や記念撮影などを通して楽しい思い出をつ
くりませんか。
対どなたでも
期２月11日（祝）の９時
　30分～12時
定20人（超えたら抽選）
料入園料（高校生以上
　500円）
申往復はがきに住所、
代表者氏名、電話番
号、参加人数、応募の
きっかけを書いて、１月22日（必着）まで
に平川動物公園「思い出づくり」係へ

■動物たちの節分行事
　節分の日にちなみ、飼育員特製の恵方巻
きや豆を動物たちにプレゼントする様子を
見ることができます。
期１月30日（土）・31日（日）、２月３日（水）
のインドゾウは13時40分～、マントヒヒ
は14時～、オランウータンは14時20分～

料入園料（高校生以上500円､小･中学生100
円）

12・13面の「新春パズル」にぜひ挑戦してください♪24面では新コーナー「生き物ずかん」
もスタートしました！

暖房の一部停止のお知らせ
　１月８日（金）～２月17日（水）は空調工
事のため、展示場などの暖房が一部使え
なくなります。

写
真　

未
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特別整理休館のお知らせ
　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。


