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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 ■「松本市美術館名品展」記念講演会

　「松本と近代美術」
◇講　師　小川稔氏（松本市美術館館長）
期10月16日（日）14時～15時30分
定なし　料無料　申不要

■「市民アートフェアかごしま2016」
　出品作品募集
　年齢や経験を問わず、全出品作品が展示
される公募展です。
対どなたでも
◇受付日　10月22日（土）13時～17時
　　　　　10月23日（日）10時～14時
◇会　期　10月25日（火）～30日（日）
申受付日に作品をお持ちください
◇出品方法など詳しくは同館ホームページ
をご覧ください

■「松本市美術館名品展」記念ワーク
ショップ「はじめてのペタルアート～花
びらで描く秋の風景～」

◇講　師
　ミヤギタケオ氏
　（ペタルアート主宰）
期10月30日（日）
  13時30分～15時30分
定20人（超えたら抽選）
料1000円
申往復はがきかファクス、Ｅメールで10月
19日（必着）までに同館（{bijutu-gaku@
city.kagoshima.lg.jp）へ

■地元講師講演会
　「美術作品の修復ノウハウ」
◇講　師　松下新一郎氏（絵画保存修復師）
期11月６日（日）14時～15時30分
定なし　料無料　申不要

①ステンドグラスでクリスマスツリー作り
期11月２日～16日の水曜日
  10時～12時（全３回） 
定20人　
料2800円程度（材料代）
◇申込期限　10月19日（必着）

②竹細工入門講座
期11月４日～25日の金曜日
  10時～15時（全４回） 
定20人　料1000円程度（材料代）
◇申込期限　10月21日（必着）

③初めての陶芸Ⅱ（手びねり・タタラ編）
内手びねり、タタラの技法と陶芸の基礎
期11月４日・11日、12月２日の金曜日13時30
分～15時30分（全３回）
定25人　料300円程度（粘土代）
◇申込期限　10月21日（必着）

④草木染 秋を染める
期11月４日・11日の金曜日
  10時～12時（全２回）
定20人　
料3000円程度（材料代）
◇申込期限　 10月21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
みーこれまでの100年、そして未来へー」
開催中

期11月27日（日）まで
料高校生以上100円、
小・中学生50円

■特別企画展関連講座
  「鹿児島市における発掘調査の歩み」
◇講　師　藤井大祐（市文化財課主任）　
期10月29日（土）13時30分～15時
定50人（先着順）　料無料　
申事前に電話で同館へ

■古代体験フェスティバル2016
期10月15日（土）　申不要
教室名 時　間 定員 料金

うすピンク
色のまが玉
づくり

９時30分～11時、
13時～14時30分
（各30分前から整
理券配布）

各
40人 200円

火おこし体
験 15時30分～16時 なし 無料

■子ども教室
教室名 日　時 定員 料金

木の実で作って
遊ぼう

10月23日（日）
10時～12時 30人 100円

クリスマス燭
しょくだい

台
をつくろう

11月６日（日）
10時～12時 20人 200円

◇定員は先着順　◇料金は材料費など
対幼稚園などの年中～小学生
申事前に電話で同館へ　

①文学入門講座「21世紀に読む江戸川乱歩」
◇講　師　 村瀬士朗氏（鹿児島国際大学教

授）
期11月～３月の第２日曜日14時～15時30分
（全５回）　※12月は第３日曜日
◇申込期限　10月24日（必着） 

②短歌入門講座「茂
も

吉
きち

を読む（『赤
しゃっこう

光』から）」
◇講　師　 川

かわぎわ

涯利雄氏（現代歌人協会会
員、華短歌会同人）

期11月～３月の第３土曜日11時～12時30分
（全５回）
◇申込期限　10月26日（必着）

③日曜文学講座「小説家さだまさしを読む」
◇講　師　 廣

ひろ

尾
お

理
り よ こ

世子氏（鹿児島純心女子
高校教諭）

期11月～３月の第３日曜日10時30分～12時
（全５回）　※３月は第２日曜日
◇申込期限　10月31日（必着）

④俳句ことはじめ
◇講　師　 丸山眞

まこと

氏（俳句雑誌「火の島」
編集・発行人）

期11月～３月の第４土曜日10時～12時（全
５回）

◇申込期限　10月31日（必着） 

①～④共
対18歳以上（④は初心者） 　
定①～③各70人、④30人（いずれも超えた
ら抽選）

料600円（年間パスポート代）
◇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

サトイモの
ティラミスづ
くり

10月10日（祝）
13時30分～15時 12人 300円

おばけパン
10月12日・19日
の水曜日13時30
分～15時

各８人 300円

アイスキャン
ディー型バス
ボムづくり

10月14日（金）10
時～11時、13時
30分～14時30分

各８組
（１組２
人まで）

１組
300円

もみじの紙す
きハガキづく
り

10月19日（水）10
時～11時30分、
13時30分～15時

各８組
（１組２
人まで）

１組
200円

ハロウィンク
ッキーづくり

10月25日（火）
13時30分～15時 ８人 300円

◇野菜収穫など当日受け付けの体験もありま
す

◇事前に直接窓口か
電話で申し込んで
ください。同公園
ホームページから
も申し込めます

都市農村交流センターお茶の里 
〒899-2704 春山町1065-1 ☎295-0310（D295-0312）
開８時30分～17時　休12月31日～１月３日

11月3日の文化の日　施設無料開放
◇常設展無料　市立美術館
◇ 入館料無料　かごしま文化工芸村、市
立科学館、旧鹿児島紡績所技師館（異
人館）、西郷南洲顕彰館 ミヤギタケオ「黎明」

ミニ茶香炉

◇ 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

■「収穫祭」開催
内茶手もみ実演、お楽し
み抽選会（11時～、16
時～）、松元太鼓の演
奏など

期11月６日（日）８時30分
～17時

①ミニ茶香
こう

炉
ろ

づくり（飾り付け）
◇時　間　９時～　対小学生と保護者　
定25組（当日先着順）　料300円
②キャップブローチづくり
◇時　間　10時～、13時30分～
対小学生以上　定各15人（当日先着順）
料250円


