
2018年（平成30年）６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 ☎261-2326D261-2328
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 ☎806-6666D806-8000
開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 ☎226-2233D223-7692
開９時30分～18時
休12月第１月曜日から４日間

申し込み方法
（応募要領）

電話以外で申し込むときは
次の事項を書いてください

1催し名（複数日時の開催は希望日時も）　2住所　3参加者全員の氏名（ふりがな）　4年齢（子どもは学校名、学年も）
5電話番号　6 託で託児利用は子どもの氏名（ふりがな）・年齢（対象年齢は問い合わせを）

①明治維新150周年関連図書展
内明治維新や西郷隆盛に関する
　図書の展示・貸し出し
期６月25日（月）まで

②家族といっしょ
　あかちゃんのためのおはなし会
対３歳までの子どもと家族
期６月17日（日）11時～11時30分

③キッズプラネタリウム
内絵本の読み聞かせやプラネタリウム
期６月23日（土）18時30分～20時
所市立科学館

④図書館講座「歴史セミナー」
内錦絵に描かれた西郷どん
　－西南戦争錦絵の魅力－
◇講師　 山西健夫氏（市立美術館学芸アド

バイザー）
期６月23日（土）14時～15時30分
定100人（先着順）　料無料
申同館にある申込用紙かはがき、ファク
ス、メールで６月15日（必着）までに同館
メールtosyo-tosyo@city.kagoshima.lg.jp
へ

⑤がらがらどん七夕まつり
内「おはなし文庫がらがらどん」による人
形劇や紙芝居など

期７月７日（土）14時～14時40分

■2018平川動物公園テンダーナイト
　障がいのある子どもたちと家族を招待し
ます。夜の動物公園で楽しいひとときを過
ごしませんか。
対身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保
健福祉手帳を持つ18歳以下の人と家族、
児童発達支援などを受けている人と家
族、特別支援学校へ通学する人と家族

期７月15日（日）18時～20時　
定100組　料無料
申往復はがきか同公園HPにある専用申込
書をメールに添付して６月30日（必着）
までに同公園メールhirakawazoo@k-kouen
kousya.jpへ

■「動物愛護児童作文コンクール」作品募集
　動物愛護週間（９月20日～26日）の取り組
みの一環として「動物愛護」に関する作文
を募集します。
対小学生
申直接か郵送で原稿用紙1200字（小学１年
生は800字）以内の作文を６月30日（必着）
までに同公園へ

■第10回平川動物公園フォトコンテスト
　昨年７月１日以降に同公園内や錦江湾公
園内で撮影した景観や動植物の写真を募集
します。
◇申込期限　７月２日（必着）
申詳しくは窓口にある募集要項か同公園HP
へ

講座名 対　象 日　時
古い傘や壊れた傘で
マイバッグ作り 託 18歳以上 ６月23日（土）

13時～16時
親子で作ってグリーン
ティータイム！～松元
お茶うけ編～ 託

５歳以上
と保護者

６月24日（日）
13時～
15時30分

麹三昧な話～無添加で
発酵食品～ 託

18歳以上

６月27日（水）
13時～
15時30分

古着活用　裂き布で作
る指あみバッグ 託

６月28日（木）
13時～16時

ゆったりってイイね♪
～私らしくロハスを学
ぶ～ 託

６月30日（土）
10時～12時

親子で空き箱工作　
水族館編～おうちにあ
るいろんなものを使っ
て作ろう！～ 託

小学生以
上と保護
者

７月１日（日）
13時～16時

はじめての環境管理事業
所講座～新規事業所・新
担当者向け～ 託

市内の事
業所

７月４日（水）
10時～12時

きゅうりキムチ＆ビビ
ン冷麺で夏を元気に乗
り切ろう！ 託

18歳以上 ７月５日（木）
10時～13時

桜島から宝石が!?　キラ
キラ火山灰実験～ジオ
キッズ講座　火山灰をみ
てみよう～ 託

小学生以
上と保護
者

７月７日（土）
10時～12時

調べよう！小さな生き物
ときのこの世界～自由
研究in八重山～

７月８日（日）
10時～15時

古着リメイク～夏のつ
ば広帽子編～ 託 18歳以上 ７月11日（水）

10時～16時
親子でリサイクル万華
鏡作り 託

小学生以
上と保護
者

７月14日（土）
14時～16時

パパとエコなsweets
クッキング♪ 託

小学生以
上と父親

７月15日（日）
10時～12時

昆虫観察のススメ～
自由研究、その前に！
～ 託

小学生以
上

７月16日（祝）
10時～12時、
13時30分～
15時30分

親子で植物のたね入り
泥だんご（シードボー
ル）づくり 託

４歳以上
と保護者

７月20日（金）
14時～16時

ダンボールコンポスト
で自由研究♪ 託

小学３年
生以上と
保護者

７月21日（土）
14時～16時

親子で自由研究～かん
きょう家計簿でエコラ
イフ♪～（全２回） 託

小学４年
生～中学
生

７月21日（土）
10時～12時、
８月11日（祝）
13時～16時

※小学生以下は保護者同伴
※託児は６カ月～小学２年生
定あり
対市内に住むか通勤・通学す
る人

　※ 日置市、いちき串木野市、
姶良市に住む人も参加可

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、メールで各講座
の10日前（必着）までに同館メールkouza@
kagoshima-miraikan.jpへ　※ファクス
番号も記載を。同館HP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

阿多火砕流
めぐり

６月19日（火）
９時～12時30分
谷山地域

NPO法人まちづく
り・地域フォーラム
かごしま探検の会
☎227-5343

循環型ミニ
プランター
で野菜をつ
くろう！

７月４日（水）
10時～11時30分
のおとファーム

橋口農園
☎090-3198-9103

松元ダム外
来魚駆除体
験

７月21日（土）
８時～11時
松元ダム

市松元土地改良区
☎278-0148

申詳しくは各問合わせ先へ
■環境月間企画展
　～つながるいのち　つなげるいのち～
内 生き物に関するパネル展示、工作体験、
ペーパークラフト体験など

期６月５日（火）～24日（日）10時～16時

古着リメイク
夏のつば広帽子

写
真　

未

■未来館講座　

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

■いおの日ワークショップ「国際サンゴ礁年
2018サンゴのおはなをさかせよう」

　スタンプでサンゴの海を描いてみませんか。
期６月10日（日）11時～15時
料入館料（年間パスポート可）

■水族館に泊まろう
内カツオやマグロが泳ぐ黒潮大水槽前やイ
ルカプール前での宿泊

対どなたでも（高校生以下は保護者同伴）
期①黒潮大水槽前７月14日（土）、
　②イルカプール前７月21日（土）　
定①30人、②20人　※１組４人程度まで
料入館料（年間パスポート可）
申往復はがきで①は６月30日、②は７月７
日（いずれも必着）までに同館へ

■ワクワクきびなご塾「磯の生きもの調査隊」
　潮だまりにいる生
き物を捕まえて調べ
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７月28日（土）か29日（日）の13時30分～16時
所桜島袴腰（現地集合・解散）
定各50人　料無料
申はがきか同館にある専用はがきで７月７
日（必着）までに同館へ

　※当選者のみ参加証を送付

①明治維新150周年記念
　プラネタリウム番組
  「西郷星 スーパーマーズな
夜～火星大接近騒動～」

期７月１日（日）～９月30日
（日）の10時10分～10時55分
②プラネタリウム夏番組
  「ドラえもん宇宙ふしぎ大探検３
　～地球のふしぎ～」
期７月１日（日）～９月30日（日）の13時10分
～13時55分、15時10分～15時55分
①②共
定280人（当日先着順）
料入館料（高校生以上400円、小・中学生
150円）と観覧料（高校生以上500円、小・
中学生200円）

③科学教室　天体望遠鏡作り
　望遠鏡作りを通してその仕組みや月、惑
星の観察方法を知ろう！
対小・中学生と保護者
期７月14日（土）10時～12時か13時30分～15
時30分

定各20組（先着順）　料2100円（材料費）
申電話で６月30日から受け付け
④おひるのプラネタリウム
  「名曲プラネタリウム
　～バッハを聴きながら夏の星空散歩～」
期６月21日（木）12時10分～12時30分　
定100人（当日先着順）
料入館料（高校生以上400円、小・中学生150円）

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


