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各施設のお知らせ

市民のひろば

かごしま

グリーンファーム（観光農業公園）

〒891‑0204 喜入一倉町5809‑97 ☎345‑3337（D345‑2822）
開８時30分〜18時（11月〜３月は９時〜17時）
休12月29日〜１月１日

日

時

体験料 定員

７月13日・27日の
かからん団
各
水曜日13時30分〜 300円
子づくり
８人
14時30分
エコキャン ７月16日
（土）
ドルづくり 13時30分〜15時

300円 ８人

煎茶のアイ
ス＆ショー ７月21日
（木）
トブレッド 13時30分〜15時
づくり

300円

トマトパン ７月24日
（日）
づくり
10時〜12時

400円

黒豚ウイン ７月24日
（日）
ナーづくり 10時30分〜12時

600円

各
12人

◇野菜収穫などは平日も行っています
申事前に直接窓口か電話で、体験名、住所、
氏名、電話番号、希望日時を同公園へ。
同公園ホームページからも申し込めます
■夏の星座ウオッチング
期７月23日（土）19時30分
〜21時
料無料 申不要
■グリーンファームの夏
内特別体験プログラム（夏野菜カレーピザ
づくり、トラクターに乗ろうなど）、飲
食品や工芸品などのブース出店、巨大迷
路、すいか割り
など
期８月６日（土）
・
７日（日）の10時
〜16時
料体験は実費相当
額

ひまわり祭り

開９時30分〜18時（入館は17時30分まで）
休月曜日（休日のときは翌平日）、12月29日〜１月１日

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

②特別企画展記念ワークショップ
「モザイクでつくる点描画にチャレンジ！」
（中種子養護学校教諭）
◇講 師 笹河博幸氏
対 小学４年生〜中学生（保護者同伴可）、
中学生以上
期 ８月７日（日）、 ８月21日（日）の10時
〜16時
定各20人（超えたら抽選） 料300円

開＝開館時間 休＝休館・休所日
D＝ＦＡＸ {＝Ｅメール 内＝内容
対＝対象 期＝日時・期間・期日 所＝場所
定＝定員・定数・人員 料＝料金 申＝申し込み
共＝共通事項 託＝託児あり

体験名

かごしま近代文学館・メルヘン館

①夏休み親子ワークショップ
「ジオラマ教室〜海中探検に出発！」
◇講 師 岩重賢司氏（プラモデル作家）
対小学生以上
（小学３年生以下は保護者同伴）
期７月30日（土）10時〜16時
定20人（超えたら抽選） 料1000円

◇入館料は各施設へお問い合わ
せください
◇各施設のホームペ
ージで施設の案内
や、その他のイベ
ント情報をお知ら 施設ＨＰ
一覧
せしています

■体験プログラム

市立美術館

〒892‑0853 城山町4-36 ☎224‑3400（D224‑3409）

各施設の
お知らせ

内グリーンファームのたくさんのひま
わりを使ったイベント（ひまわり円
盤投げ、ひまわり工作、ひまわり迷
路など）
期８月７日（日）10時〜15時 料無料
◇詳しくは喜入地域まちづくりワーク
ショップ090-4770-1140（渕田）へ

７月号

2016年（平成28年）

①②共
申はがきかファクス、Ｅメールで講座名、
希望日、郵便番号、住所、氏名（ふりが
な）、年齢（学年）、電話番号を①は７月
19日、②は７月27日（それぞれ必着）まで
に 同 館（{bijutu-gaku@city.kagoshima.
lg.jp）へ

特別企画展「最後の印象派190020's Paris」開催記念講演会
「最後の印象派〜ソシエテ・ヌー
ヴェルについて」
よしゆき

◇講 師 古谷可由氏（ひ
ろしま美術館学芸部長）
期７月24日（日）14時〜15
時30分
料無料 申不要
※特別企画展は７月22日 アンリ・マルタン
《野原を行く少女》
（金）から開催
個人蔵

〒892‑0853 城山町5-1 ☎226‑7771（D227‑2653）

■特別企画展「こぐま社創
立50年 えほんはともだち
こぐま社絵本作品展」
期７月15日
（金）
〜８月31日
（水）
料一般600円、小・中学生
300円

『しろくまちゃん
のほっとけーき』
わかやまけん/作
こぐま社

■特別企画展関連イベント
①こぐまちゃんとしろくまちゃんを折ろう
◇講 師 折遊かごしまのスタッフ
対４歳以上の子どもと保護者
期７月23日
（土）
15時〜16時30分
◇申込期限 ７月15日
（必着）
②あそぼ あそぼ わらべうた
内佐藤秀代氏
（やくしよいこの家代表）
によ
るわらべうた教室
対乳幼児と保護者
期７月30日
（土）
11時〜11時30分
定15組
（当日先着順） 料無料 申不要
③絵本作家･三浦太郎氏のワークショップ
「紙を切ったらなんになる？」
対５歳以上の子どもと保護者
期８月11日
（祝）
10時〜12時
◇申込期限 ７月20日
（必着）
④ストーリーテリングによるおはなし会
対小学生以上
期８月28日
（日）
14時〜14時30分
◇申込期限 ７月30日
（必着）
①③④共
料無料 ◇①③は定員あり
（超えたら抽選）
◇申込方法など詳しくは同館ホームページ
をご覧ください

ふるさと考古歴史館

かごしま文化工芸村

開９時〜17時
休月曜日（休日のときは翌平日）、12月29日〜１月１日

開９時30分〜18時
休火曜日（休日のときは翌平日）、12月29日〜１月３日

〒891‑0144 下福元町3763-1 ☎266‑0696（D284‑5274）

①考古館寺子屋
内模擬発掘・土器復元体
験、星空観察など
対小学３年生〜中学３
年生
期７月26日（火）〜28日（木）の９時〜17時
（全３回） ※28日は21時まで
料1500円（年間パスポート代を含む）
◇申込期限 ７月13日（必着）
②一日子ども学芸員体験
内発掘調査の模擬体験、測量調査体験など
対小学４年生〜中学３年生
期８月４日（木）10時〜16時
料200円（材料費）と入館料
◇申込期限 ７月23日（必着）
①②共
定30人（超えたら抽選）
申はがきにイベント名、住所、氏名（ふりが
な）、学校名、学年、電話番号、保護者氏
名を書いて、各申込期限までに同館へ
③夏休みこどもえいが会「アマゾン大冒険
〜世界最大のジャングルを探検しよう〜」
期８月２日
（火）
〜５日
（金）
の14時〜15時25分
定各80人（当日30分前から整理券を配布）
料無料 申不要

夏季企画展「むかーし、むかしある
ところに〜かごしまの文化と民話〜」

鹿児島の民話とその話にまつわる歴
史や文化を紹介します。
期８月31日（水）まで
料高校生以上300円
（常設展観覧料と共
通）
、
中学生以下は無料
（常設展は有料）

〒890‑0033 西別府町2758 ☎281‑7175（D281‑7215）

■前期講座
①夏休み親子木工教室Ⅱ・Ⅲ
対小・中学生の親子
（日）
、
期Ⅱ７月31日
（日）
の
Ⅲ８月７日
10時〜15時
定各15組
料500円程度
Ⅲ７月23日
（それ
◇申込期限 Ⅱ７月16日、
ぞれ必着）
②電動ロクロ体験講座Ⅰ
対市内に住むか通勤・通学する人
期８月１日・８日・29日の月曜日13時30分
〜15時30分
（全３回）
定９人 料500円程度
◇申込期限 ７月18日
（必着）
③夏休み親子七宝焼きⅠ・Ⅱ
対小学生以上の親子
期８月６日（土）
のⅠ10
時〜12時、Ⅱ13時30
分〜15時30分
定各12組
料１人1000円程度
◇申込期限 ７月23日
（必着）
①〜③共
◇定員を超えたら抽選
申往復はがきかファクスで講座名、住所、
氏名、性別、年代、電話・ファクス番号
を各申込期限までに同工芸村へ

