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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
休12月第１月曜日から４日間

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）

■2016平川動物公園テンダーナイト
障害のある
子どもたちと
その家族で楽
しいひととき
を過ごしませ
んか。
対身体障害者
手帳、
療育手帳、
精神障害者保健福祉手帳
を持つ18歳以下の人とその家族、
児童発達
支援などを受けている児童とその家族、
特
別支援学校へ通学する人とその家族
期７月18日（祝）18時〜20時
定100人（超えたら抽選） 料無料
申所定の申込用紙か往復はがき、Ｅメール
で住所、保護者の住所、氏名、子どもの氏
名、年齢、電話番号、参加人数を６月30日
（必着）までに平川動物公園「テンダーナ
イト」係（{hirakawazoo@k-kouenkou
sya.jp）へ ※申込用紙は平川動物公園
ホームページからダウンロードできます

「動物愛護児童作文」
作品募集

動物愛護週間（９月20日〜26日）に合
わせて募集します。
対県内の小学生
申直接か郵送で原稿用紙1200字（小学
１年生は800字）以内の作文を６月30
日
（必着）までに平川動物公園へ

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

①大人のための体験飼育係
内餌やり・水槽のそうじなどの飼育体験
対高校生以上
期７月９日（土）
13時〜17時30分
定24人（超えたら抽選）
料無料
◇申込期限 ６月18日
（必着）
②水族館に泊まろう
内 イルカプール前や、 ジンベエザメが
泳ぐ黒潮大水槽前での宿泊、館内のガイ
ドツアー、バックヤードの見学など
対どなたでも（高校生以下は保護者同伴）
期 ７月16日（土）、 ７月23日（土）
定 20人、 30人（それぞれ超えたら抽選。
１組４人程度まで）
料入館料（高校生以上1500円、小・中学生
750円、幼児350円）
◇申込期限
７月２日、 ７月９日（それ
ぞれ必着）
③「川の生きもの調査隊」
川の生きものを捕まえてどんな生きもの
がいるか調べよう。
対小・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８月６日（土）･ ７日（日）10時〜12時30分
定各50人（超えたら抽選） 料無料
◇申込期限 ７月16日（必着）
−①〜③共−
◇申込方法など詳しくはかごしま水族館か
同館ホームページへ

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）

①家族といっしょ
あかちゃんのためのおはなし会
対市内に住む３歳までの子どもと家族
期６月19日（日）11時〜11時30分
料無料 申不要
②Let's enjoy English
内英語の絵本の読み聞かせとALTによる母
国紹介
対どなたでも
期６月18日（土）14時〜15時
料無料 申不要
③楽しい親子読書教室
対市内に住む小学生と保護者
期６月25日（土）14時〜15時40分
定20組
（超えたら抽選） 料無料
◇申込期限 ６月18日（必着）
④図書館講座〜図書館で考える
「エクササイズを取り入れた体作り」
内橋本里美さん（ダンサー）によるヨガやピ
ラティスを取り入れた健康法の実践と関
連図書の展示・貸し出し
対どなたでも
期７月７日（木）10時30分〜12時
定25人
（超えたら抽選） 料無料
◇申込期限 ７月１日（必着）
−③④共−
申窓口にある申込用紙かはがき、電話、ファ
クス、Ｅメールでイベント名、住所、氏名
（ふりがな）、電話番号を各申込期限ま
で に 市 立 図 書 館（{tosyo-tosyo@city.
kagoshima.lg.jp）へ

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

①おひるのプラネタリウム
対どなたでも
期６月16日・30日の木曜日
12時10分〜12時30分
定各100人（当日先着順）
料入館料
（高校生以上400円、
小・中学生150円）
②サイエンストーク「二酸化窒素測定器
（反射君）の開発秘話について」
内錦江湾高校の生徒による二酸化窒素測定
器（反射君）の開発秘話の講演
対小学生以上 期６月18日（土）14時〜15時
定60人程度 料無料
申電話で市立科学館へ
③キッズプラネタリウム〜おはなしと音楽
の夕べ〜
内プラネタリウムでの絵本の読み聞かせや
楽器の生演奏、星空紹介など
対幼児・小学生と保護者
期６月25日（土）18時30分〜20時
定250人（先着順） １組５人まで 料無料
申電話で６月15日から市立科学館へ
④科学教室 天体望遠鏡作り
対小・中学生と保護者
期７月16日（土）の10時〜12時、
13時30分〜15時30分
定各20組（先着順） 料1940円（材料費）
申電話で７月２日から市立科学館へ
⑤サイエンストーク「海を測る〜海の地図
ができるまで〜」
対小学生以上 期７月16日（土）14時〜15時
定60人（先着順） 料無料
申電話で７月６日から市立科学館へ

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

■未来館講座
講

座

鎌研ぎ教室
ロ

ハ

名

対 象

日

時

定員

６月25日
（土）
各
18歳以上 の13時〜14時
20分、14時40 ５人
分〜16時

ス

（土）
LOHASな暮らし 18歳以上 ７月２日
10時〜12時 20人
方の提案
パパとエコなク 小・中学
７月３日
（日）12組
生とその
ッキング♪
10時〜14時 25人
父親
程度
古布でぞうり作 18歳以上 ７月６日
（水）
り
10時〜15時 20人
あなたも菌類学 小学３年
７月10日
（日）10組
者！
（託児なし） 生以上と
10時〜15時
20人
保護者
ダンボールコン 小学生以 ７月16日
（土）15組
ポストで自由研 上と保護 13時30分〜15 30人
究♪
者
時30分
程度
昆虫観察のスス 小学生以 ７月17日
（日）
メ
上
10時〜12時

各
海水ってどんな 小学３年 ７月18日
（祝）20人
生〜中学 10時〜12時
水？
生
地球温暖化を止
７月18日
（祝）
めよう！親子で 小学５年 13時30分〜15 12組
かんきょう家計 生〜中学 時30分、
８月 25人
簿
生
10日
（水）
13時 程度
※２回連続講座
〜16時
プロに教わる！ 小学生以 ７月20日
（水）
ごみから生まれ 上と保護 13時30分〜15 15組
30人
るリユース研究 者
時30分
親子でたねの泥 ４歳以上 ７月21日
（木）15組
だ ん ご（ シ ー ド と保護者 10時〜12時
30人
ボール）
づくり
子ども環境新聞 小学４年
（金）５組
生以上と ７月22日
をつくろう！
10時〜14時
10人
保護者

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
道具の準備が必要）
古布でぞうり作り
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
（
「海水ってど
んな水？」
は小学４年生以下）
。かごしま
環境未来館ホームページからも申込可
■環境月間企画展
内パネル展示、
工作ワークショップなど
期６月７日
（火）
〜26日
（日）
の10時〜16時
■地域まるごと共育講座

講 座 名
日時・場所
問い合わせ先
電力自由化と
6月25日
（土） NPO法人エコサ
かしこく極め
10時〜12時
ポートTGAL
る家庭の省エ
谷山北公民館 223-6425
ネ
（夏）

10月15日・16日開催
環境フェスタかごしま2016

①出展者募集
◇出展ブースの出展料 環境関連企業
は１万円/区画、
環境団体などは無料
◇飲食物など販売ブースの出展料
5000円/区画
◇審査あり ◇申込期限 ６月30日
②協賛企業・団体募集中
◇協賛金 一口5000円〜
①②共
◇詳しくはかごしま環境未来館ホーム
ページへ

