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平川動物公園

かごしま水族館

かごしま環境未来館

開９時〜17時（入園は16時30分まで）
休12月29日〜１月１日

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

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

〒891‑0133 平川町5669‑1 ☎261‑2326（D261‑2328）

■３月12日（土）〜４月10日（日）は
春の動物公園まつり
動物たちを身近に楽し
める多くのイベントを開
催します。 ※天候など
によってはイベントが中
止になることがあります
①好きな動物にエサをあげよう
内キリンやワオキツネザルなどへのえさやり
期期間中の日曜日･休日の11時〜
定各日各動物10人程度
※９時からアフリカ園前で整理券配布
②動物のお食事ライブ
内飼育員の解説付きで動物の食事を観察
期期間中の毎週土曜日
（時間は入園口で案内）
③野鳥観察会（日本野鳥の会鹿児島県支部
と共催）
内野鳥の観察と専門家による解説
期３月13日（日）９時〜
④ゾウのターゲットトレーニング
内ゾウのトレーニング風景を見学
期３月14日（月）
・28日（月）、４月４日（月）
の10時〜
−①〜④共−
料入園料
（高校生以上500円、
小・中学生100円）
申不要
◇ほ か に も「 ヒ ツ ジ の 毛
刈 り、重 さ 当 て ク イ ズ 大
会」、
「ホワイティのお出
迎え」などのイベントを行
います
ホワイティ
４月１日（金）〜５日（火）は、今春小学校
に入学する新１年生の入園料は無料です

〒892-0814 本港新町3-1 ☎226‑2233（D223‑7692）
ぅんまか

■薩摩美味維新×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もあります。
対18歳以上の人（２人1組）
期３月31日（木）19時〜21時
定15組（超えたら抽選）
料１人8500円（ドリンク代込み）と入館料
（年間パスポート可）
申はがきに住所、２人の氏名（ふりがな）、年
齢、性別、電話番号を書いて、3月18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
■ユウユウ（ジンベエザメ）の公開トレーニング
内ユウユウの健康管理の取り組みを間近で
紹介
対どなたでも
期３月27日（日）14時30分〜14時50分
定10組（１組３人まで。超えたら抽選）
料入館料（年間パスポート可）
申当日13時30分〜14時15分に１階エントラ
ンスホールで受け付け
■みんなでイルカにタッチ
希望者全員がイルカ
にタッチできます。普
段は触れる機会の少な
いイルカと触れ合える
絶好の機会です。
期３月28日（月）〜30日
（水）の17時〜
料入館料（年間パスポート可）
申当日17時〜17時10分にイルカ館で受け付け

市立図書館

市立科学館

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）

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

〒890‑0063 鴨池二丁目31‑18 ☎250‑8500（D250‑7157）

〒890‑0063 鴨池二丁目31‑18 ☎250‑8511（D256‑1319）

■図書館薩長同盟
内ポスター掲示、イベント案内、ミニ企画な
どを正面玄関横
で開催
対どなたでも
期３月２日（水）〜
４月４日（月）
申不要

■部分日食観察会
〜６年ぶりの太陽と月の天文現象〜
鹿児島では６年ぶりとなる部分日食にあ
わせて、日食の解説、観察会を行います。
対どなたでも
期３月９日（水）９時30分〜12時
※雨天中止
定なし 料無料 申不要

■春休み子ども映画会
内子ども向けの楽しい映画上映
対どなたでも
期３月26日（土）〜28日（月）の14時〜
料無料 申不要

■ナンデモカガクオンステージ
特別実験ショー
やすふみ
大塚泰史氏（鴨池中学校教諭）による実験
ショーを行います。
対どなたでも
期３月19日（土）の11
時〜、13時30分〜、
15時〜
定なし
料入館料（高校生以上
400円、小・ 中 学 生
150円）
申不要

■読書活動用備品の貸し出し（無料）
市立図書館では、市内の読み聞かせグ
ループ・児童クラブ・保育園・学校などの
団体に、大型紙芝居や大型絵本などの読書
活動用備品を貸し出しています。
◇貸し出す備品 大型紙芝居、しかけ紙芝
居、指人形、エプロンシアター、パネルシ
アター、ブラックシアター、大型絵本、パ
ネル、イーゼル、照明器具、紙芝居舞台、大
型紙芝居舞台、人形劇舞台など
◇貸し出し数 １団体３点まで
◇貸し出し期間
２週間
◇予約、再貸し出し
はできません
申申し込みなど詳
しくは市立図書
大型絵本
館へ

■成人パソコン教室〜エクセル入門〜
内Excel2010の基本操作を学び、表や図を
挿入した簡単な文書を作成
対20歳以上の人
期４月18日〜５月30日の毎週月曜日14時〜
16時（全６回） ※５月２日を除く
定15人（超えたら抽選）
料1300円（テキスト代）
申往復はがきに氏名、年齢、住所、電話番号
を書いて、３月25日までに市立科学館へ

〒890‑0041 城西二丁目1‑5 ☎806‑6666（D806‑8000）

■未来館講座
講

座

名

対 象

日

時

定員

春のローフードと
３月23日
（水）
24人
スムージー教室 18歳以 13時〜16時
す
上の人 ３月24日
（木）
12人
アレンジ紙漉き
13時〜16時
自 然 と 仲 よ し！
６歳以 ３月26日
（土）
ゲームで楽しむ環
30人
上の人 13時〜16時
境のこと
干し野菜作り紹介 18歳以 ３月27日
（日）
20人
＆乾物クッキング 上の人 10時〜14時
４月３日
（日）
郷 土 料 理「 酒 ず 20歳以
10時〜13時30 25人
し」
上の人
分
自分でできる台所
用品修理

４月10日
（日）
10人
13時〜16時

みんなで楽しくお
魚を食べよう〜春
のイタリアン編〜 18歳以
上の人
海の恵みをいつま
でも〜持続可能な
漁業を目指す「海
のエコラベル」の
挑戦〜

４月13日
（水）
10時30分〜13 25人
時30分
４月16日
（土）
13時30分〜15 20人
時30分

小学３
端材やあきびんで
４月17日
（日）20人
年生以
オイル万華鏡作り
13時〜16時
程度
上

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@kagoshimamiraikan.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
■ニガウリ苗無料配布の希望調査
緑のカーテン普及促進を図るため、町内
会を対象にニガウリ苗無料配布の希望調査
を行います。
◇配布株数
１町内会当たり20株
◇配布条件
町内会の集会所に緑
のカーテンを設置するために使用するこ
と
（個人宅への配布は不可）
※集会所のない町内会は対象外
◇配布場所 かごしま環境未来館
◇配布期間 ４月下旬〜５月上旬
申電話かファクスで町内会名、代表者の住
所、氏名、電話番号を４月６日までに、か
ごしま環境未来館へ

「かごりん」
はエコで便利です！

コミュニティサイクル「かごりん」
は今
月、運用１周年を迎え
ます。かごしま環境未
来館にもサイクルポー
トがありますのでぜひ
ご利用ください。
◇24時間利用可
（年中無休）
◇問い合わせ先 かごりんサポートセン
ター 0120-992-599

