
2016年（平成28年）９月号各施設のお知らせ11 かごしま市民のひろば

市立美術館 
〒892-0853 城山町4-36 ☎224-3400（D224-3409）
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

ふるさと考古歴史館 
〒891-0144 下福元町3763-1 ☎266-0696（D284-5274）
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

かごしま近代文学館・メルヘン館
〒892-0853 城山町5-1 ☎226-7771（D227-2653）
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

かごしま文化工芸村 
〒890-0033 西別府町2758 ☎281-7175（D281-7215）
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

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

 

各 施 設 の
お 知 ら せ

①自然木の器作り　
期10月２日（日）10時～15時
定20人　料1000円程度
◇申込期限　９月17日
　　　　　　（必着）

②陶芸アトリエボランティア養成講座
　陶芸の釉

ゆう
薬
やく
や焼

しょう
成
せい
（窯）の取り扱いと施設

ボランティアの基礎を学びます。
期10月７日～28日の毎週金曜日13時30分～
15時30分（全４回）

定12人　料150円程度（粘土代）
◇申込期限　９月23日（必着）

③西郷野屋敷と木工作品作り
　西郷野屋敷で歴史を学び、工
芸村で木工作品を制作します。
期10月３日（月）９時30分～15時
定15人　料1000円程度
◇申込期限　９月21日（必着）

④木工中級講座（民具家具づくり）
期10月1日～29日の土曜日10時～15時
　（全４回）　※10月15日を除く
定10人　料１万円程度
◇申込期限　９月24日（必着）

①～④共
◇定員を超えたら抽選
対市内に住むか通勤・通学する人
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施設へ

■特別企画展
「鹿児島市の発掘調査の歩み－これまで
の100年、そして未来へ－」

　市内で行われてきた
発掘調査と本市の歴史
を旧石器時代から近世
の遺物の展示を通して
紹介します。
期９月17日（土）～11月27日（日） 
料高校生以上100円、小・中学生50円

■子ども教室
講座名 対 象 日　時 定員 料金
敬老の日の
プレゼント
（草木染め
コースター
づくり）

幼稚園
などの
年中～
小学生

９月18日（日）
10時～12時、
13時30分～15
時30分

各
20人

500
円

万華鏡をつ
くろう

９月24日（土）
10時～12時 30人 200

円
◇定員は先着順　◇料金は材料費など
申事前に電話で同館へ

■移動展示会「谷山北麓を掘る！」
　谷山中央一丁目付近の北麓遺跡の弥生時
代集落跡や、中世から近世への変遷を発掘
調査成果の展示を通して紹介します。
期10月18日（火）～30日（日）の９時～17時
　※10月19日（水）・24日（月）を除く
所谷山サザンホール　料無料　申不要

①日曜美術講座「チャレンジ！抽象水墨画
～洋間に飾ろうマイ・アート～」

◇講　師　中園淳一郎氏（県美術協会会員）
期10月２日（日）10時～16時
定20人（超えたら抽選）　料500円
◇申込期限　９月21日（必着）
②学芸講座「信州・松本と鹿児島－美術に
おけるつながり」

◇講　師　稲葉麻里子（同館学芸員）
期10月23日（日）14時～15時30分
定24人（超えたら抽選）　料無料
◇申込期限　10月12日（必着） 
①②共
申往復はがきかファクス、Ｅメールで講座
名、住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話
番号を各申込期限までに同館（{bijutu-
gaku@city.kagoshima.lg.jp）へ

①「没後30年 島尾敏雄 甦
よみがえ

る幻の日記」展
　ミホ夫人が破棄したと思われていた、島
尾の情事発覚の原因と
なった日記を２年かけ
て修復。その日記を通
して「死の棘

とげ
」の執筆の

背景に迫ります。
期９月14日（水）～11月14日（月）
料大人300円、小・中学生150円
②スペシャルおはなし会
内絵本の読み聞かせ、わらべ歌など
対どなたでも
期９月19日（祝）14時～14時30分
料無料　申不要
③「ハロウィン」を折ろう
◇講　師　折

おりゆう
遊かごしまのスタッフ

対４歳以上の子どもと保護者（大人のみ可）
期９月24日（土）15時～16時30分
定50人（超えたら抽選）　料無料
◇申込期限　９月15日（必着） 
④平成28年度 児童文学創作講座
内児童文学の基礎的知識や創作の方法、作
品の添削指導など

対中学生以上　※全日程を受講できる人
期10月30日、11月６日、来年１月29日の日曜
日（全３回）

定30人（超えたら抽選）　
料無料（別途テキスト代が必要）
◇申込期限　９月30日（必着）
③④共
◇申込方法など詳しくは、同館ホームペー
ジか直接問い合わせを

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

■体験プログラム
体験名 日 時 定　員 料金
バードコ
ールと木
笛づくり

９月10日（土）
10時～12時、13時
30分～15時30分

各８組
（１組２
人まで）

400
円

黒豚ウイ
ンナーづ
くり

９月11日・18日・
25日の日曜日10時
30分～12時

各12人 600
円

３色里芋
かるかん
づくり

９月14日・28日の
水曜日13時30分～
15時

各８人 300
円

夏野菜カ
レーピザ
づくり

９月18日・25日の
日曜日11時～12時
30分、12時30分～
14時

各10組
（１組４
人まで）

1000
円

特別企画展「松本市美術館名品展
西郷孤

こ

月
げつ

、田村一男から草間彌
や よ い

生まで」
　長野県の松本市美術館が所蔵する、
名品77点を紹介します。（同展は宝くじ
の助成を受けて実施しています）
期９月30日（金）～11月６日（日）
◇ギャラリートーク
10月８日・22日、
11月５日の土曜日
14時～15時

料一般1000円、
高校・大学生800円、
小・中学生600円
（所蔵品展も観覧可）

毎月第１日曜日はグリーンファームの日
◇ 農園レストラン「だいだい」、農産物
直売所「きいれの杜

もり
」で1000円以上の

食事、買い物をした人を対象に抽選会
などを実施しています

草間彌生
《果てしない人間の一生》
©YAYOI KUSAMA

島尾敏雄 修復前の日記

◇ 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
せしています

施設ＨＰ
一覧

◇野菜収穫など当日受け付けの体験もあります
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

■キャンプフェスタ
内キャンプファイヤーや
ダッチオーブン調理の実
演など

期10月22日（土）～23日（日）
の１泊２日

申電話で９月15日から受け付け
◇料金など詳しくは同公園ホームページか直
接問い合わせを

■モニターバスツアー
「収穫体験・スイーツ作り・お茶ツアー」
　グリーンファームでの野菜収穫体験やス
イーツ作り、食事などの後、南九州市頴娃町
でお茶を楽しむ「グリーンティーリズム」を
体験します。
期11月３日（祝）９時～17時30分
◇集合場所　鹿児島中央駅西口
定44人（超えたら抽選）
料3000円（昼食代を含む）
申はがきかファクスで住所、参加者全員の氏
名、年齢、電話番号を10月14日（必着）ま
でに〒892-0842東千石町16-18-602南薩観光
298-9880（D298-9090）へ。同社ホームペー
ジからも申し込みできます

　※県知事登録旅行業第2-175号


