
2019年（令和元年）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

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）

かごしま環境未来館 
〒890-0041 城西二丁目1-5 ☎806-6666D806-8000
開火～土曜日９時30分～21時（日曜日、祝日は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

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（入館は17時まで）
休12月第１月曜日から４日間

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）

■あかちゃんのためのおはなし会
内赤ちゃんのための絵本の読み聞かせやわ
らべ歌

期６月14日・28日の金曜日14時～14時30分
（第一部）、14時45分～15時15分（第二部）
料無料

■キッズタイム
内絵本の読み聞かせやわらべうたなど
大学生によるおはなし会
期６月15日（土） 14時～14時40分
たんぽぽ会によるおはなし会
期６月22日（土） 14時～14時40分
はるちゃん堂によるおはなし会
期６月29日（土）14時～14時40分
料無料

■がらがらどん七夕まつり
内がらがらどんによるお話し会
期７月６日（土）14時～14時40分　料無料

■読書感想文書き方教室
対小学３～６年生
期７月28日（日）・29日（月）・８月18日（日）
の10時～17時

定各20人（先着順）　料無料
申同館設置の申込用紙か電話、はがき、ファ
クス、メールで６月26日（水）から同館
メールtosyo-tosyo＠city.kagoshima.lg.jpへ

■夏休み自由研究参考図書展
内自由研究や作文の書き方に関する本の展
示と貸し出し

期６月26日（水）～９月２日（月）

①キッズプラネタリウム
　～おはなしと音楽の夕べ～
内プラネタリウムでの絵本の読み聞かせや
楽器の生演奏、星空紹介など

対幼児～小学生と保護者
期６月22日（土）18時30分～20時
定250人（先着順）　料無料

②サイエンストーク「読めない名前のいて座
Ａ＊～天の川銀河の中心とそれを探る技術～」
◇講師　 半田利弘氏（鹿児島大学理学部教

授、理工学研究科天の川銀河研究
センター長）

対小学生以上　期６月22日（土）12時～13時
定200人（先着順）　料無料

③サイエンストーク「海をはかる」
◇講師　 淵田晃一氏（第十管区海上保安部

海洋情報部海洋調査課長）
対小学生以上　期６月29日（土）14時～15時
定40人（先着順）　料無料

④科学教室「天体望遠鏡作り」
対小・中学生と保護者
期７月13日（土）13時30分～
15時、15時30分～17時

定各20組（先着順）
料2100円（材料費）

①～④共
申電話で①は６月13日、②は６月14日、
③は６月19日、④は６月28日から受け
付け

■未来館講座
講座名 対　象 日　時

麹三昧な話～無添加
で発酵食品～ 託

18歳以上

６月26日（水）
13時～15時30分

私らしくロハスを学
ぶ～ココロもカラダ
も地球もうれしいね
♪～ 託

６月29日（土）
10時～12時

女性のための布ナプ
キン作り 託

18歳以上
の女性

６月30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３日（水）
10時～12時

夏野菜で
即席漬け 託 18歳以上

７月４日（木）
10時～12時30分

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６日（土）
13時～16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７日（日）
10時～15時

ハーブのある丁寧なく
らし～お茶と虫除けサ
シェのつくり方～ 託 18歳以上

７月９日（火）
13時30分～
15時30分

古着リメイク～夏の
つば広帽子編～ 託

７月10日（水）
10時～16時

自然を調べる！
自由研究のススメ 託

小学生以
上と保護
者

７月14日（日）
10時～12時30分

自然探究講座
海水って
どんな水？ 託

小学３・
４年と保
護者

７月15日（月）
10時～12時

お肌と自然に
優しい手作り
せっけん教室 託

18歳以上 ７月17日（水）10時～12時

※託児は６カ月～小学２年生
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

定あり
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

おみその中の
まほうつかい

７月13日（土）
10時～13時
谷山北公民館

NPO法人
わらべ詩
☎080-4290-5329

新島で
ワクワク
体験を
しよう！

７月14日（日）
９時～15時
新島

NPO法人
ふるさと再生プ
ロジェクトの会
☎090-2581-3501

松元ダム外来
魚駆除体験

７月20日（土）
８時～11時
松元ダム

市松元土地改良
区☎278-0148

山と田んぼを
つなぐ甲突川
源流探検

７月21日（日）
10時～14時30時
常盤の里公園

ASOBBAはらっ
ぱの芸術学校
☎245-6171

料無料（一部材料費などが必要）
申詳しくは各問い合わせ先へ
■環境月間企画展～森のちから、生きるチカラ～
内 森や生き物、サバイバル
に関する体験や展示、自
然の物を使った工作体験
など

期 ６月４日（火）～23日（日）
  10時～16時　※10日・17日を除く
料無料

■2019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14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11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５日（必着）
申詳しくは窓口にある募集要項か同公園HP
へ

①いおの日ワークショップ「赤ちゃん
　ウミガメキーホルダーをつくろう」
期６月10日（月）11時30分～15時30分

②七夕イベント「星に願いを」
　短冊に願い事を書いて飾ってみよう。抽
選で願い事を叶えます。
期７月１日（月）～８月７日（水）

③ジンベエザメと泊まろう
期A７月６日（土）19時～翌日８時30分
　B７月20日（土）の21時～翌日８時30分
定各30人（１組４人程度まで）
申往復はがきでAは６月22日、Bは７月６
日（いずれも必着）までに同館へ

④講演会「知れば知るほどトリコになる
　海の寄生虫のはなし」
◇講師　 上野大輔氏（鹿児島大学大学院理

工学研究科助教）
期７月15日（祝）13時～14時　定70人
申はがきで７月５日（必着）までに同館へ。
同館HPからも申し込み可
　※当選者には参加証を送付

①～④共
対どなたでも　※③は高校生以下は保護
者同伴

料入館料（大人1500円、小・中学生750円、
幼児（４歳以上）350円）　※年間パス
ポート可

古着リメイク
夏のつば広帽子編


