
2019年（令和元年）９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）

■大人のための夜の詩とおはなしの会
期９月20日（金）19時～19時40分　料無料

■キッズタイム
①大学生によるおはなし会
期９月21日（土）14時～14時40分　料無料
②鹿児島童話会によるおはなし会
期９月28日（土）14時～14時40分　料無料
③りとるコアラによるおはなし会
期10月５日（土）14時～14時40分　料無料

■あの日へタイムスリップ
　昭和37年～令和元年までの、あなたの思い
出の「あの日の」新聞を読んでみませんか？
対小学生以上　期10月12日（土）14時～15時
定20人（先着順）　料無料
申直接かはがき、電話、ファクス、メールで
読みたい新聞の発行日も９月11日から同
館 メールtosyo-tosyo@city.kagoshima.lg.jp
へ

■ビブリオバトル2019 in鹿児島市立図書館
　本の紹介発表を聞いて、最も読みたく
なった本に投票する読書活動です。
対小学生以上　
期10月13日（日）10時30分～12時
定発表者６人　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９月30日（必着）までに紹介
する本の書名、著者名、出版社も同館メールto
syo-tosyo@city.kagoshima.lg.jpへ

■ＪＡＺＺinプラネタリウム
◇出演　松本圭使トリオ（ピアノ…松本圭
使、ベース…伊地知大輔、ドラム…西村匠
平）

対小学生以上（中学生以下は保護者同伴）
期10月12日（土）19時～20時30分　
定250人（先着順）
料観覧料　※観覧・セット年間パスポート可
申電話で10月３日から受け付け
■ワークショップ
  「自動運転で動く車のしくみ」
内自動運転の仕組みやプログラミング体験
対小学４年生～中学生　
期10月26日（土）10時～16時　
定20人（先着順）
料無料　申電話で10月11日から受け付け
①成人パソコン教室～年賀状入門～
内作成ソフトでの年賀状の作成など
期10月28日～12月９日の毎週月曜日14時～
16時（全６回）　※11月４日を除く

②成人パソコン教室～エクセル入門～
内表やグラフの作成、関数の使い方など
期10月30日～12月４日の毎週水曜日10時～
12時（全６回）　

①②共　
対18歳以上で文字入力ができる人
定15人　料無料（テキスト代が必要）
申往復はがきで９月25日（必着）までに同
館へ

■未来館講座
講座名 対　象 日　時

包丁研ぎ教室 託 18歳以上
９月25日（水）
13時～14時20分、
14時40分～16時

着物を洋服にチェン
ジ！～はおりもの作
り・中級編～ 託

18歳以上
のミシン
が使える
人

９月27日（金）
10時～16時

昔ながらの手造りみ
そ講座 託

18歳以上

９月29日（日）
10時～13時

赤ちゃんのための安
心な離乳食～重ね煮
応用編～ 託

10月３日（木）
10時～14時

シンプルライフと
ヨガ 託

10月４日（金）
18時～20時30分

大木先生と行く！ジ
オパークツアー～鹿
児島の城下町をつ
くった史跡めぐり～

10月６日（日）
９時30分～
15時30分

着物リメイク帯から
バッグ作り 託

18歳以上
のミシン
が使える
人

10月10日（木）
10時～16時

自然の恵みで作る地
産コスメ体験♪ 託 18歳以上

10月11日（金）
13時～15時30分

かごしま野菜でハロ
ウィンSweets 託

10月12日（土）
10時～13時

自然遊歩道めぐり
～寺山自然遊歩道～

小学生以
上

10月13日（日）
８時30分～12時

知りたい！空から見
る森林～ドローンが
教えてくれること～

 託

高校生以
上

10月14日（祝）
13時30分～
15時30分

メリット、デメリッ
トを知ろう！
食品添加物 託 18歳以上

10月22日（火）
10時～12時

身近にある薬草の
おはなし 託

10月23日（水）
13時30分～
15時30分

※託児は６カ月～小学２年生
　※小学生は保護者同伴
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

■リユース・リサイクルショップ出張受入
　ご家庭で眠っている日用品を「循環」さ
せてみませんか？　未使用のお皿やタオル
など、ぜひお持ちください。
吉野公民館　期９月14日（土）10時～15時
郡山公民館　期９月21日（土）10時～15時

■地域まるごと共育講座
講座名 日時・場所 問い合わせ先

ゴミステーシ
ョン散策隊！
ゴミを出す
前、出した後
…。

９月23日（祝）
10時～
12時30分
かごしま環境
未来館

㈲丸徳産業
☎090-6893-5018

木を植えよ
う！ 100年後
の景観づくり

10月12日（土）
10時～11時30分
桂花園

㈱桂造園
☎261-3828

歩いて探そ
う！自然の宝
物「散策&ダ
ンボールハウ
ス作り」

10月13日（日）
13時～
15時30分
吉野公園

NPO法人PandA
☎090-8353-5921

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

①秋の動物公園まつり・動物愛護週間記念行事
期９月14日（土）～11月４日（祝）
◇イベント　好きな動物にエサをあげよ
う、動物たちのお食事ライブ、トカラウマ
と一緒にハイポーズ、動物の鳴き声クイ
ズ大会、長寿動物をお祝いしよう（敬老の
日特別企画）、動物の日イベント、計量記
念日イベント、
動物慰霊祭

◇各イベントの開
催日時や内容は
同園HPか直接問
い合わせを

②動物愛護週間記念行事
  「巣箱づくり教室」
対小学生と保護者
期９月16日（祝）10時～
12時　

定15組
申往復はがきで９月10
日（必着）までに同園へ

③動物公園ふしぎ探検バックヤードツアー
　普段は見られない動物公園の裏側を探検
しよう！
対小・中学生と保護者
期10月14日（祝）10時～12時　定30組
申往復はがきで９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）

①ジンベエザメと泊まろう
期10月12日（土）19時～翌日８時30分
定30人（1組４人程度まで）
②ジンベエザメと泊まろう
期10月26日（土）19時～翌日８時30分
定30人（1組４人程度まで）
③イルカと泊まろう
期10月19日（土）19時～翌日８時30分
定20人（1組４人程度まで）

①～③共
対①③どなたでも、②女性（いずれも高校
生以下は保護者同伴）

料入館料（年間パスポート可）
申往復はがきで希望の開催日も①は９月
29日、②は10月12日、③は10月６日（い
ずれも必着）までに同館へ

■いおいおまつり
　～つくってあそぼうさかなつり～　
対どなたでも
期10月10日（木）～14日（祝）の11時～15時
定なし　料入館料（年間パスポート可）
申不要

老人週間（９月12日～24日）は、70歳以
上の人の入館料が無料になります
※身分証などの提示が必要


