
2016年（平成28年）２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

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

①図書館講座
　家庭でできる節電から地球環境を考える
講座です。
期２月18日（木）10時30分～12時
定40人（超えたら抽選）
②楽しい親子読書教室
内｢知ってびっくり！図書館の歴史」、「親子
で楽しむ豆本づくり」など

対市内に住む小学生とその保護者
期２月27日（土）14時～15時45分
定20組（超えたら抽選）
－①②共－
料無料
申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①は2月13日、②は
２月18日（それぞれ必着）までに市立図
書館（{tosyo-tosyo@city.kagoshima.
lg.jp）へ
③Let’s enjoy English
　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、英語を
使ったミニゲームです。
対小学生以上
期２月20日（土）14時～15時　料無料　申不要
④がらがらどんお誕生会
内絵本の読み聞かせや楽しい人形劇
対どなたでも　期３月５日（土）14時～15時
料無料　申不要
⑤入園・入学おめでとう図書展
内入園や入学に関する絵本や保護者向け図
書の展示、貸し出し

期３月９日（水）～４月18日（月）

■コズミックカレッジ
①ファンダメンタルコース
内宇宙教育指導者による「宇宙への玄関口
鹿児島」と題した講演

対小学３年生～中学生とその保護者
期２月20日（土）の10時30分～12時、13時30
分～15時

②キッズコース
内熱気球や折り紙工作
対幼児～小学２年生とそ
の保護者

期２月27日（土）の10時～
12時、13時30分～15時
30分

－①②共－
定各20組（先着順）　料無料
申①は２月10日から、②は２月17日から電
話で市立科学館へ

■星と音楽の夕べ
　～back number特集と冬の星空～
内プラネタリウムでのback numberのＣ
Ｄ音楽鑑賞と星空紹介、屋外での月や冬
の星座の観望会

対どなたでも
期２月20日（土）18時30分～20時30分
定250人（超えたら抽選）　料無料
申往復はがきに住所、氏名、年齢、電話番
号、参加人数（５人まで）を書いて、２月10
日（必着）までに市立科学館へ

■サイエンストーク「部分日食の楽しみ方」
対小学生以上　期３月５日（土）14時～15時
定50人（先着順）　料無料
申２月24日から電話で市立科学館へ

■バレンタイン企画「エミューのお守り」
　プレゼント
　「絆の証」といわれているエミューの羽
でつくったお守りを
プレゼントします。
対カップルや夫婦
期２月13日（土）・14
日（日）の９時～

所アフリカ園前
定各５組（先着順）
料入園料
申当日受け付け
■動物飼育体験教室
　動物の飼育体験教室の参加者を募集しま
す。飼育員の仕事を体験してみませんか。
対小学生以上（小・中学生は保護者同伴）
期３月12日（土）･21
日（振休）の９時
～12時

定各10組（超えたら
抽選）

料入園料（高校生以
上500円、小・中
学生100円）

申往復はがきに住
所、参加者全員の
氏名、年齢、電話
番号、希望日を書
いて、２月28日（必着）までに平川動物公園
「飼育体験教室」係へ

■石ころアート体験
　石に模様を書いて海の生きものを作ろう！
対どなたでも
期２月11日（祝）の13時20分～、15時20分～
定各20人（先着順）
料入館料（年間パスポート可）
申当日、各回の50分前から受け付け
■今日は１日深海Day!
　１日まるごと深海イ
ベントを行います。『潜
水艇

てい
「はくよう」に入ろ

う！』『深海生物にさわっ
てみよう！』など深海イ
ベント盛りだくさんです。
対どなたでも
期３月6日（日）11時～16時
申当日受け付け　料入館料（年間パスポート可）
■ワクワクきびなご塾
　「カラー魚

ぎょたく
拓をつくってみよう！」

　魚の姿を紙に写しとるのが魚拓です。き
れいな色にしあげましょう！
対小学生から中学生までを含む家族かグ
ループ（小学３年生以下は保護者同伴）

期３月19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、２月26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

■環境アートフェスティバル
　いろいろなアートを通し
て、環境を楽しく学び、身近
なものを大切に思う心を育
むイベントです。当日参加
できる工作教室やねんドル 
の岡田ひとみさんのステー
ジ（要事前申し込み）なども
あります。
対どなたでも（一部対象者限定）
期２月20日（土）・21日（日）の10時～16時
料無料（一部材料費などの負担あり）
◇申し込み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

■未来館講座
講　座　名 対 象 日　時 定員

冬野菜でキムチを
作る

18歳以
上の人

２月25日（木）
10時～13時 20人

プロが教える出店
レイアウト術～惹
かれるデザインと
は～

２月27日（土）
18時～20時30
分

15人

親子で作るひな
祭りｃａｆｅメ
ニュー

小学生
以上と
その保
護者

２月28日（日）
10時～13時30
分

10組
20人

さつま狂句で「環
境」を詠む～指導
は塚田黒

くろばした
柱先生～

18歳以
上の人

３月１日（火）
14時～16時30
分

10人

着古しシャツをマ
イエプロンにリメ
イクしよう

15歳以
上の人

３月３日（木）
13時～16時30
分

12人

コーヒーの入れ方
とエコなお話

18歳以
上の人

３月12日（土）
10時～12時 15人

大木先生と行く！
ジオパークツアー
～桜島・錦江湾ジ
オパーク編～

３月13日（日）
10時～15時 20人

ほどいた着物地活
用でワンマイル
ウェアー作り～
チュニック編～

３月15日（火）
10時～16時 12人

塩作り職人に聞
く！かごしまの天
然塩

３月18日（金）
13時～14時30
分 各

20人牛乳パックでかわ
いくて楽しいモ
ビール作り

どなた
でも

３月20日（祝）
13時～16時

省エネは住まいか
ら！知って得する
支出対策

18歳以
上の人

３月21日（振
休）10時～12
時

15人

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

深海に生息する
ダイオウグソクムシ
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