
2017年（平成29年）１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

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インテリアセミナー「友人を招きたくな
る素敵な部屋へのステップ１」

対どなたでも
期２月16日（木）10時30分～12時
定30人（超えたら抽選）　料無料
申所定の申込用紙かはがき、電話、ファク
ス、Ｅメールでイベント名、住所、氏名、
電話番号を２月９日（必着）までに同館
（{tosyo-tosyo@city.kagoshima.lg.jp）へ

②平成29年度移動図書館利用団体募集
一般図書や絵本など

約３千冊を積んだ移動
図書館車が地域を巡回
して貸し出します。
◇巡回期間　４月～来年３月
◇募集期間　１月４日～23日（必着） 
◇対象地域・団体　①原則利用世帯が30戸
以上見込まれること、②同館や地域公民
館図書室を利用しにくい地域であるこ
と、③移動図書館車が駐車できる安全な
場所があること、④雨天時に貸し出しで
きる場所があること（書類審査、実地調査
あり）

◇申込方法など詳しくは同館、各地域公民
館図書室、巡回中の移動図書館車へお問
い合わせください

■志賀美英鉱石コレクション金属鉱物資源展
期１月７日（土）～19日（木） 
料入館料（高校生以上400円、小・中学生150円）
■鹿児島高専のロボットがやってくる！
期１月21日（土）・22日（日）の11時～11時30
分、13時30分～14時、14時30分～15時、
15時30分～16時

料無料　申不要
■ジオキッズ講座
　～おうちでサバイバル！防災体験教室～
対小学生以上と保護者
期１月28日（土）10時30分～12時
定20組（先着順）　料無料
申電話で１月18日から受け付け
■星と音楽の夕べ
　～椎名林檎特集と冬の星空～
内プラネタリウムでの椎名林檎のCD音楽
鑑賞と星空紹介、屋外で冬の星座の観望会
期２月18日（土）18時30分～20時30分
定250人程度（１組５人まで）　料無料
申往復はがきに住所、氏名、年齢、電話番
号、参加人数を書いて、２月８日（必着）

　までに同館へ
■コズミックカレッジ
　～ファンダメンタルコース～
宇宙教育指導者が「宇宙への玄関口鹿児

島」をテーマに講演します。JAXA基地や
ロケットを学びませんか。
対小学３年生～中学生と保護者
期２月18日（土）10時30分～
　12時、13時30分～15時
定各20組（先着順）　料無料
申電話で２月８日から受け付け

①あなたの夢を叶えます！動物公園でやっ
てみたい、あんなこと！こんなこと！
動物公園でやってみたいことを園内のど

うぶつ学習館にある応募用紙で１月29日
（日）まで募集しています。採用された夢は
２月18日（土）・19日（日）に叶えます！
②動物達の節分行事
節分の日にちなみ、オランウータン、マン

トヒヒ、インドゾウに恵方巻きや豆をプレ
ゼントします。
期２月３日（金）～５日（日）
※時間は入園口に掲示

③平川動物公園で思い出作り
家族や友達、カップルなど

で、餌やり体験や記念撮影な
どを通して楽しい思い出を作りませんか。
期２月11日（祝）９時30分～12時
定20人（超えたら抽選）
申往復はがきにイベント名、住所、参加者全
員の氏名・年齢、電話番号、応募のきっか
けを書いて、１月20日（必着）までに同園へ
①～③共
料入園料（高校生以上500円、小・中学生100円）

■体験！一日飼育係
内餌やり、水槽の掃除な
どの飼育係体験

対小学４年生～中学生
期１月29日（日）９時45分～15時15分
定32人（超えたら抽選）　料無料
申はがきか館内設置の専用はがきで、イベ
ント名、参加者の氏名（ふりがな）、学年、
性別、靴のサイズ、住所、電話番号を１月
15日（必着）までに同館へ　※当選者のみ
参加証を送付

■いおの日イベント
　「スーッと泳ぐジンベエザメを作ろう」
内発泡トレイを重ねてジンベエザメの制作
対どなたでも　期１月10日（火）11時～15時
料入館料（年間パスポート可）　申不要

■ワクワクきびなご塾「魚の口と食べ物を
しらべよう！」
魚の餌のとり方を観察して口と食べ物の

ひみつを探ってみよう！
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２月18日（土）13時30分～15時30分
定50人（超えたら抽選）
料入館料（年間パスポート可）
申はがきか館内設置の専用はがきで、講
座名、参加者全員の氏名（ふりがな）、学
年（年齢）、性別、代表者の住所、電話番号
を、１月28日（必着）までに同館へ　※当
選者のみ参加証を送付

■平成28年度環境子どもサミットと環境
フォトコンテスト表彰式

内子どもたちによる環境学習発表、エコ実験
パフォーマーらんま先生による講演・エコ
パフォーマンス、科学風船プレゼントあり
期１月28日（土）13時～16時
料無料　申不要
■未来館講座　

講座名 対　象 日　時 定 員

おうちで出来るお
いしい豆腐作り♪

小学４
年生以
上

１月29日（日）
10時～14時 20人

地域自慢の旬な料
理～どどーんとブ
リ大根～

小学生
以上

２月４日（土）
10時～13時

各
25人

もったいない！！
食品ロスの現状と
取り組み

小学生
以上

２月５日（日）
13時30分～15
時30分

麹の魅力☆再発
見！

18歳
以上

２月７日（火）
10時～14時

ISO9001・14001 
2015年版のポイン
ト解説講座

市内の
事業所

２月８日（水）
13時30分～
16時30分

40人

間伐材でオシャレ
な小皿作り

18歳
以上

２月９日（木）
13時～16時 15人

古着リメイク～帽
子編～

２月10日（金）
13時～16時 12人

枕崎の鰹を食べる
～ダシもしっかり
とる！～

２月11日（祝）
10時～13時
30分

20人

乾物活用クッキン
グ

２月12日（日）
10時～14時 20人

木持ち（きもち）を
贈る銘木ストラッ
プ作り

２月14日（火）
13時30分～
15時30分

10人

リユースDIY電動
工具で「表札作り」

２月15日（水）
13時～16時 ６人

冬野菜で即席漬け ２月16日（木）
10時～13時 25人

活動が伝わるデザ
インとは？～広報
力を身につける～

２月16日（木）
18時30分～
20時30分

15人

対市内に住むか、通勤・通
学する人

※小学生以下は保護者同伴
◇定員を超えたら抽選
料無料（一部、材料費や道具
などの準備が必要）

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、
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

フェアトレー
ドって？
～チョコレー
トから見える
世界～

１月21日（土）
13時30分～15時
りんく
（東千石町）

りんくフェア
トレード＆エ
コロジー
099-225-1330

幸せになるお
味噌づくり＆
元気になる食
事法講座

１月22日（日）
10時～14時
自然食のMOA
かごしま店
（東開町）

自然食の
MOA
かごしま店
099-268-7578

鍋帽子を使っ
た料理講座

２月16日（木）
10時30分～
14時30分
サンエールかご
しま

鹿児島友の会
099-243-8976

◇申込方法など詳しくは各問い合わせ先へ

託

特別整理休館のお知らせ
１月23日（月）～２月３日（金）は蔵書点
検のため、市立図書館と各公民館図書
室は休館します。図書の返却はブック
ポストをご利用ください。

ふれあいウオークin平川動物公園＆錦江湾公園
対小学生以上（小学生は保護者同伴）
期２月25日（土）９時50分～15時
定200人（超えたら抽選）　料無料
申往復はがきにイベント名、参加者の
住所、氏名、年齢、電話番号を書い
て、１月27日（必着）までに同園へ

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

ブリ大根


