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市民のひろば

各施設の
お知らせ

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

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９時〜17時（４月〜10月は８時30分〜18時）
休12月29日〜１月１日

毎月第１日曜日はお得な

グリーンファームの日

◇２月５日（日）は農園レストラン「だい
もり
だい」、農産物直売所「きいれの杜」で
1000円以上の食事、買い物をした人を
対象に抽選会などのイベントを実施し
ます
■体験プログラム
日

時

定

員 体験料

草花アクセ １月14日(土)
各８組
１組
サリーづく 10時〜11時30分、 (1 組２人
300円
り
14時〜15時30分
まで)
緑小籠包づ １月14日(土)
くり
10時〜11時30分

12人

400円

かねん粉の
１月18日(水)
団子汁づく
10時〜11時30分
り

８人

300円

１月24日(火)
炭焼とキャ
各６組
10時〜12時、
１組
ンドルづく
(1 組４人
13時30分〜15時
600円
り
まで)
30分
恵方巻き
１月25日(水)
ロールケー
10時〜11時30分
キづくり

10人

300円

10組
１組
節分ピザづ １月28日(土)
(1 組４人 1000
くり
11時30分〜13時
まで)
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
からも申し込み可
■滞在型市民農園使用者募集
簡易宿泊所（ラウベ）
と農園を備え、豊かな
自然の中で、ゆったり
と農業を楽しめます。
◇申込方法など詳しく
は同公園へ

2017年（平成29年）

市立美術館

かごしま近代文学館・メルヘン館

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

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

◇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

体験名

１月号

かごしま

〒892‑0853 城山町5-1 ☎226‑7771（D227‑2653）

うえはし

①日曜美術講座「彫刻入門講座〜テラコッタ
粘土を用いた頭像の制作〜」
◇講 師 美坂康太郎氏（鹿児
島女子高校教諭）
対どなたでも
期１月29日（日）10時〜16時
定20人（超えたら抽選）
美坂康太郎
《響》
料500円
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（学年）、
電話番号を１月18日（必着）までに同館
（{bijutu-gaku@city.kagoshima.lg.jp）
へ

■特別企画展 上橋菜穂子
と
〈精霊の守り人〉
展
国際アンデルセン賞作家
賞などを受賞した同氏の代
表作〈精霊の守り人〉シリー
ズを中心に、その卓越した
物語の世界を紹介します。
対どなたでも
期１月20日
（金）
〜２月19日
（日）
料大人600円、小・中学生300円
（常設展示、
企画展と共通）

②冬の所蔵品展
特集：アルバースの《正方形へのオマージュ》
ドイツ出身の美術家ジョセフ・アルバー
スによる版画集『私の公式と表現思想』の
中から代表作《正方形へのオマージュ》の連
作全38点を紹介します。
期１月22日（日）まで

特別企画展関連イベント
『バルサの食卓』
クッキング
「バルサの好物を食べるさ！」
〈精霊の守り人〉
シリーズに登場する
料理を作ってみませんか。
◇講 師 渕脇聡子氏
（栄養士）
（中学生以下は保護者同伴）
対小学生以上
期２月11日
（祝）
10時〜13時
所中央公民館 定36人
（超えたら抽選）
料500円
（材料費）
◇申込期限 １月27日
（必着）
◇申込方法など詳しくはかごしま近代文学館へ

③小企画展「生誕150年 ワシリー・カン
ディンスキー展」
抽象絵画の父として知ら
れるカンディンスキーの生
誕150年を記念して、所蔵作
品の版画と油彩画により、
具象から抽象へと至る作風
の変化をたどります。
《小さな世界Ⅲ》
期２月12日（日）まで
◇ギャラリートーク １月７日・21日、２
月４日の土曜日14時〜15時

■メルヘンワークショップ
「バレンタインデー」
を折ろう
おりゆう

②③共
料一般300円、高・大学生200円、小・中学
生150円（②③は共通料金）

◇講 師 折遊かごしまスタッフ
対４歳以上の子どもと保護者
（大人のみ可）
期１月28日
（土）
15時〜16時30分
定50人
（超えたら抽選） 料無料
◇申込期限 １月15日
（必着）
◇申込方法など詳しくは同館へ

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）

■子ども教室

教室名
対 象
日 時
定員 料 金
和凧をつ
１月15日（日） 20 200
小・中学生
くろう
10時〜12時
人 円
おもしろ 幼稚園など
１月21日（土） 30 100
縄文体験 の年中児〜
10時〜12時
人 円
をしよう 小学生

◇定員は先着順 ◇料金は材料費など
申事前に電話で同館へ
■史跡めぐりバスツアー（同館発着）
◇見学先 東福寺城跡、大乗院跡、南泉院
歴代住職の墓など
対どなたでも
期２月28日（火）９時30分〜16時
定20人（超えたら抽選）
料1500円（昼食代など）
申往復はがきに住所、参加者全員の氏名（ふ
りがな）、年齢、電話番号を書いて、２
月10日（必着）までに、〒892-0841照国町
12-15南 国 交 通 観 光(株)226-9001「史 跡
めぐりバスツアー」係へ
※県知事登録旅行業第2-14号
城西公民館で出前体験学習教室
「まが玉づくり」
対小学生以上（小学１・２年
生は保護者同伴）
期１月28日（土）10時〜12時
所城西公民館
定30人（先着順） 料100円（材料費）
申事前に電話でふるさと考古歴史館へ
※公共交通機関でお越しください

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

■後期講座
①コットン小物づくり
コットンの端切れを使ってランチョン
マットなどを手作りします。
期２月１日・15日の水曜日10時〜12時
（全２回）
定25人 料500円程度
◇申込期限 １月20日
（必着）
②電動ろくろ体験講座Ⅱ
電動ろくろの技法で陶
芸の基本を学びます。
期２月16日・23日、
３月16日
の木曜日13時30分〜15時
30分
（全３回）
定９人 料300円程度
◇申込期限 ２月２日
（必着）
③日曜大工Ⅱ
手軽な転びのある小盆を作ります。
期２月19日
（日）
10時〜15時
定15人 料2000円程度
◇申込期限 ２月４日
（必着）
①〜③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
（必着）
までに同施設へ

