
2019年（令和元年）11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）

■Let’s enjoy English
内ALT（外国語指導助手）による英語絵本の
読み聞かせや母国紹介

対小学生以上　期11月16日（土）14時～15時

■クリスマス絵本展
内クリスマスを題材とした絵本の展示や貸
し出し

期11月20日（水）～12月25日（水）　

■リサイクルブックフェア
　図書館で利用の少なくなった図書と保存
期限の経過した雑誌
を差し上げます（１
人15冊まで。児童書・
雑誌は各５冊まで）。
対市内に住む人
期11月23日（祝）・24日（日）の
　９時30分～15時30分
　※ ８時30分から市立図書館玄関前で整理
券を配布

所勤労青少年ホーム体育館

■キッズタイム
①りとるコアラ
期11月23日（祝）14時～14時40分
②県短Library Club
期11月30日（土）14時～14時40分
③紙芝居の会「桜の樹」
期12月７日（土）14時～14時40分

①～③共
料無料　申不要

■わくわくドキドキ特別実験ショー
①「おもしろお天気講座」
期11月16日（土）11時～・13時30分～・15時～
②「科学忍術学園」
期11月30日（土）、12月１日（日）の11時～、
  13時30分～、15時～

①②共　対どなたでも（幼児は保護者同伴）
料入館料（高校生以上400円、小・中学生
150円）

申不要

■「かごしまスペースフェスタ2019」×
  「プラネタリウムフェスティバル2019」
内AJAXA職員による講演会、B水ロケッ
ト体験教室、Cロケット打ち上げ音響体
験、ブルースーツ試着体験、VR体験な
ど、Dプラネタリウムフェスティバル

対AB小学生以上（小学３年生以下は保護
者同伴）、CDどなたでも

期12月７日（土）９時30分～18時
　※ 各イベントの開催時間はお問い合わせ

ください
料A～Cは無料、Dは入館料（高校生以上
400円、小・中学生150円）

申CDは不要、ABは11月７日から県HPへ
■大爆笑!!星のお兄さんプラネタリウム
ショー

対どなたでも（中学生以下は保護者同伴）
期12月14日（土）19時～20時　
定250人（先着順）
料高校生以上500円、小・中学生、席が必要
な未就学児200円

　※観覧・セット年間パスポート可
申電話で12月５日から同館へ

■未来館講座
講座名 対　象 日　時

重曹・石けんでナチ
ュラルおそうじ 託 18歳以上

11月24日（日）
13時～16時

手作りのある暮らし
～親子で作るタオル
のかんたん帽子～ 託

小学４年
生以上

11月30日（土）
13時～15時30分

手作りおもちゃ講座
～クリスマス飾り作
り・ツリーと雪だる
ま～ 託

どなたで
も

12月１日（日）
10時～12時

実はスゴイ！鹿児島の
自然エネルギー 託

18歳以上

12月１日（日）
13時30分～15時
30分

アレンジ紙漉き
～リサイクルクラフ
トで年賀状～ 託

12月４日（水）
13時～16時

包丁研ぎ教室 託
12月５日（木）
13時～14時20分、
14時40分～16時

インテリアでできる
快適ライフ
～プチ・セルフリフ
ォームのすすめ～ 託

12月７日（土）
10時～12時

冬の早朝
いきもの探しの話
～海編～ 託

小学３年
生以上

12月７日（土）
18時～20時

活かせるね！自然エ
ネルギー～知れば納
得♪選べる電気～ 託

中学生以
上

12月８日（日）
10時～12時

クリスマス飾りのモ
ビールを作ろう 託

小学３年
生以上

12月８日（日）
13時～16時

冬のイタリアン 託

18歳以上

12月11日（水）
10時～13時30分

鍋帽子作り 託 12月12日（木）
10時～15時30分

地域自慢の旬な料理
～郡山そばうち編～ 託

12月14日（土）
10時～13時30分

ハーブのある丁寧な暮
らし～天然酵母で作る
大人なシュトーレン 託

12月21日（土）
13時～16時

魚のパラサイトモンス
ターを探してみよう！ 託

小学３年
生以上

12月22日（日）
10時～12時

※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@kago
shima-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

石橋記念公
園探鳥会

12月１日（日）
９時～11時
石橋記念公園

日本野鳥の会
鹿児島
☎257-2750

着なくなっ
た服や布を
使って裂き
織り体験し
てみよう

12月８日（日）
10時～12時30分、
13時30分～16時
皇徳寺福祉館

手織り工房わく
わく本舗
☎090-1973-
1477

■ 駐車場の再整備に伴い、電気自動車用急
速充電器の利用を停止します

期11月4日（振休）～来年１月下旬（予定）

①松ぼっくり＆羊毛を使った
　クリスマスツリー作り
期11月30日（土）～12月25日
（水）の９時～17時

②平川動物公園動物講座
内同公園の歴史や動物たちの生態を学ぶ講
座

対全講座受講できる18歳以上の人
期12月18日（水）、来年１月15日（水）、２月19日
（水）、３月11日（水）の10時～12時（全４回）
定30人
申往復はがきで11月22日（必着）までに同公
園へ

③大人のための飼育体験教室
内動物の餌の調理、給

きゅうじ
餌、動物舎の清掃など

対中学生以上
期12月22日（日）
　８時30分～15時
定30人
申往復はがきで11月
30日（必着）までに
同公園へ

①～③共
料入園料（高校生以上500円、小・中学生100円）

①いおの日イベント
  「フワフワくらげをつくろう」
期11月10日（日）11時～15時

②アクアリウムディナー
　黒潮大水槽の前で、上柿元勝シェフの本
格フレンチフルコースをお楽しみいただき
ます。
対18歳以上　
期12月11日（水）19時～21時
定15組（２人１組）
申はがきで11月25日（必着）までに同館アク
アリウムディナー係へ

③ワクワクきびなご塾
  「魚の体をくらべよう～魚の解剖教室～」
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12月21日（土）13時30分～15時30分　
定50人
申はがきか館内にある専用はがきで11月30
日（必着）までに同館へ　※当選者には参
加証を送付

①～③共
料入館料（年間パスポート可）
※②は別途食事・ドリンク代１人8500円

　平川動物公園とかごしま水族館で
それぞれ1回利用できます。
料大人1600円、子ども770円

平川動物公園とかごしま水族館の
共通チケットをご利用ください


