
2016年（平成28年）10月号 10各施設のお知らせかごしま市民のひろば

平川動物公園 
〒891-0133 平川町5669-1 ☎261-2326（D261-2328）
開９時～17時（入園は16時30分まで）
休12月29日～１月１日

かごしま環境未来館 
〒890-0041 城西二丁目1-5 ☎806-6666（D806-8000）
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

市立図書館 
〒890-0063 鴨池二丁目31-18 ☎250-8500（D250-7157）
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）

市立科学館 
〒890-0063 鴨池二丁目31-18 ☎250-8511（D256-1319）
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

かごしま水族館 
〒892-0814 本港新町3-1 ☎226-2233（D223-7692）
開９時30分～18時
休12月第１月曜日から４日間

①大人のための夜の詩とおはなしの会
内県内の読書ボランティアが詩や文学作品
の朗読、昔話や創作物語を語ります

期10月14日（金）19時～19時40分
②さつまっ子読書まつり
内絵本の読み聞かせや人形劇などのおはな
し会

期10月22日（土）14時～15時30分
③読書ゆうびん展
内市内の小・中学生、高校生による読書ゆう
びんの作品展

期10月26日（水）～11月21日（月）
④古典入門おすすめ図書展
内古典の日にちなんだ、パネルの展示と古
典入門書の貸し出し

期10月26日（水）～11月21日（月）
①～④共　料無料　申不要

10月27日～11月9日はさつまっ子読書
週間、毎月23日は子どもといっしょに
読書の日

■JAZZ in プラネタリウム
　プラネタリウムを見なが
らジャズの生演奏を楽しみ
ませんか。
対 小学生以上（小・中学生は
保護者同伴）

期10月22日（土）
  19時～20時30分
定250人（先着順。１組５人まで）　料無料
申電話で10月14日から受け付け
■ 気象予報士新井さんのおもしろお天気講座
内新井雅則氏（ＫＴＳウェザーセンター長）
による天気をテーマにした実験ショー

対どなたでも
期11月５日（土）
  11時～11時30分、
13時30分～14時、
15時～15時30分

料入館料
　（高校生以上400円、小・中学生150円）
申不要
■星と音楽の夕べ 小田和正特集と秋の星空
内プラネタリウムでの小田和正のＣＤ音楽
鑑賞と星空紹介、屋外での秋の星空の観
望会

対どなたでも（中学生以下は保護者同伴）
期11月12日（土）18時30分～20時30分
定250人（超えたら抽選）　料無料
申往復はがきに住所、氏名、年齢、電話番
号、参加人数（１組５人まで）を書いて、
11月２日（必着）までに同館へ

①大人のための飼育体験教室
対高校生以上の人
期11月23日（祝）
　８時15分～15時
定30人（超えたら抽選）
申 往復はがきに住所、
氏名、年齢、電話番号、希望の動物（第２希
望まで）を書いて、10月31日（必着）までに
同公園「大人のための飼育体験教室」係
へ

②秋の動物公園まつり（11月６日（日）まで）
◇好きな動物にエサをあげよう
期期間中の土曜日11時～（９時から受け付け）
◇動物のお食事ライブ
期期間中の日曜日（時間は入園口で案内）
◇トカラウマと一緒にハイポーズ
期期間中の日曜日14時～14時30分（先着20人）
◇動物の鳴き声クイズ大会
期10月10日（祝）、11月３日（祝）の14時～ 
◇計量記念日イベント（動物の公開測定）
期10月29日（土）・30日（日）、11月１日（火）
　（時間は入園口で案内）
①②共
料 入園料（高校生以上500円、小・中学生100円）
◇ イベント内容など詳しくは同公園ホーム
ページか直接問い合わせを

①いおいお祭り
内チンアナゴ風船やフワフワクラゲなどの
工作イベント

期10月９日（日）・10日（祝）の11時～15時
定300人（材料がなくなり次第終了）　
申不要

②水族館に泊まろう
内ジンベエザメが泳ぐ黒
　潮大水槽前での宿泊
対Aどなたでも、B女性
　（いずれも高校生以下
は保護者同伴）

期A10月29日（土）、B11月5日（土）
定各30人（超えたら抽選。1組４人程度）
◇申込期限　A10月15日、 B10月22日
　　　　　　（いずれも必着）

③ワクワクきびなご塾「サメ世界～サメを
さわってしらべてみよう！～」

対小学生～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11月19日（土）13時30分～15時30分
定50人（超えたら抽選）　
◇申込期限　10月29日（必着）

①～③共
料入館料（年間パスポート可）　
◇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

■未来館講座
講　座　名 対象 日　時 定員

身近にある薬草の
おはなし

18歳以
上

10月26日（水）
13時30分～15
時30分

20人

はさみ研ぎ教室 10月28日（金）
13時～16時 12人

メリット、デメリ
ットを知ろう！食
品添加物

10月29日（土）
10時～12時 40人

麹三昧～無添加で
発酵食品～

10月30日（日）
13時～16時 各25

人森のようちえんの
お話

11月3日（祝）
10時～12時

包丁研ぎ教室 11月9日（水）
13時～16時 16人

鹿児島・ちりめん
三昧・ムダゼロ
クッキング♪

11月10日（木）
10時～14時 各

25人ミツバチものがた
り

11月12日（土）
10時～12時

キッチンからでき
る草木染め

小学４
年生以
上

11月13日（日）
13時～16時 20人

手作りおもちゃ子
育て講座

どなた
でも

11月16日（水）
10時～12時 15人

みんなで楽しくお
魚を食べよう 18歳以

上

11月17日（木）
10時～14時 20人

余り布で正月飾り
作り

11月18日（金）
13時～16時 12人

Ｘ’masオーナメント
になる木のパズル

小学生
以上

11月19日（土）
13時～16時

6組
12人

※小学生以下は保護者同伴　
◇定員を超えたら抽選
対市内に住むか、通勤・通学する人
料無料（一部、材料費や道具などが必要）
申直接窓口（電話不可）か往復はがき（１枚
１講座）、ファクス、Ｅメールで講座名、
希望日時、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）までに同館（{kouza@kagoshima-
miraikan.jp）へ。同館ホームページから
も申し込み可

■地域まるごと共育講座
講 座 名 日時・場所 問い合わせ先
シーカヤック
で行くビーチ
クリーン活動

10月29日（土）
10時～14時
錦江湾ほか

かごしまカヤッ
クス
090-4583-6920

手作り竹炭・
竹酢の製作
教室

10月30日（日）
９時30分～12時
30分
吉野公園ほか

さつまグリーン
ヘルパーの会
080-5217-5036

せっけんメー
カーによるせ
っけん学習会

11月1日（火）
10時～12時
市民文化ホール

グリーンコープ
かごしま生活協
同組合
218-8356

木製蒸籠で
安心蒸し野菜

11月13日（日）
10時～15時
よしだ自遊の森

よしだ自遊の森
294-3994

◇申込方法など詳しくは各問い合わせ先へ

託

11月３日の文化の日は入館料を割り引きます
大人（高校生以上）1500円　→　1200円
小人（小・中学生） 750円　→　 600円
幼児（４歳以上）　 350円　→　 280円

平川動物公園サポーター募集中
　飼育環境の充実などのための費用や物
品を支援していただくための制度です。
◇個人や法人からの寄付金、園内で利
用できる物品を受け付けます

◇サポーターには限定イベントへの招
待や広報誌の送付などの特典あり

さつまっ子読書バトル
内発表者がおすすめの
本を紹介し、観戦者は
読んでみたい本に投
票する読書活動

対発表者・司会者は市内
に住む中学生。観戦者は小学生以上
ならどなたでも

期10月22日（土）10時30分～12時
定発表者10人（超えたら抽選）、観戦者
40人程度

料無料　◇申込期限　10月20日（必着）
◇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

これらのイベントにも注目
①環境フェスタかごしま2016
内竹いかだ体験、リ
サイクル工作体験
など
期10月15日（土）・16
日（日）の10時～16時
②地域まるごと環境フェスタin桜島
内環境メッセージコンテスト表彰式・
PiPiのバルーンパフォーマンス
ショーなど
期10月22日（土）10時～16時
所桜島公民館
③城西マルシェ
　城西地域などの雑貨・飲食店が出店。
期11月６日（日）9時30分～15時　
①～③共
◇詳しくは同館ホームページをご覧く
ださい


