
2020年（令和２年）４月号 8各施設のお知らせかごしま市民のひろば

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）

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

■図書館利用者カード登録内容の確認を
　有効期限は５年です。平成28年３月まで
に登録した人は住所、氏名の確認が必要で
すので、利用者カード、住所、氏名を確認で
きるものを持って同館か地域の公民館図書
室へ。

■赤ちゃんのいる家庭に絵本を配布します
対市内に住む、令和２年度に出生届を提出
した人

所市民課か各支所の市民課・総務市民課
◇市外で出生届を提出した人は同館へ（母
子手帳など確認できるものが必要）

■りとるコアラまつり
内絵本の読み聞かせやわらべ歌などのお話会
期４月18日（土）14時～15時
料無料　申不要

■ゴールデンウイーク子ども映画会
内「おしりたんてい」など楽しい映画の上映
期５月３日（祝）～５日（祝）の14時～15時
料無料　定なし　申不要

■自分史づくり講座
内自分史を作るための原稿の書き方や仕上
げの方法など

◇講師　 前田幸一氏（濱島印刷㈱代表取締
役社長）

対市内に住み全回受講できる人
期５月13日、６月17日、７月15日、８月19日、９
月16日の水曜日14時～15時30分（全５回）
定20人（先着順）　料無料
申郵送か同館にある申込用紙、電話、ファク
ス、メールで４月13日から同館メールtosyo-
tosyo@city.kagoshima.lg.jpへ

■こどもまつり
　こどもの日は、科学にちなんだゲームで
楽しみませんか。
対中学生以下
期５月５日（祝）10時～12時、14時～16時
料入館料（高校生以上400円、中学生以下無
料）

■ワークショップ
  「自動運転で動く車のしくみ」
内自動運転のプログラミング体験
対小学４年～中学生
期５月16日（土）10時
～16時

定20人　料無料
申４月16日～25日に
同館HPへ

■宇宙劇場春番組
区　分 番　組

プラネタリウム
・ アナザー・アース～私の部
屋が宇宙になった夜～
・星の旅～世界編～

ドームシネマ ・ タートルオデッセイ～バン
ジィひとりぼっちの冒険～

期６月29日（月）まで
　※６月１日（月）～５日（金）を除く
対どなたでも（幼児は保護者同伴）
定各280人
料入館料（高校生以上400円、中学生以下150
円、未就学児無料）と観覧料（高校生以上
500円、中学生以下200円）

◇上映時間は同館HPへ

■前期さわやかスポーツ教室
教室名・日時 定員

①骨盤体操＆シェイプアップ教室
５月１日～６月５日の毎週金曜日19時～
20時40分（５月22日を除く。全５回）

25人

②からだ改善トレーニング教室
５月８日～６月５日の毎週火・金曜日
13時～14時30分（５月15日・19日・26日を
除く。全６回）　

30人

③今から始める弓道教室
５月11日～６月17日の毎週月・水曜日
18時30分～20時30分（５月18日・６月10日
を除く。全10回） 各

25人④ピラティス教室
５月12日～29日の毎週火・金曜日、６月30
日（火）、７月７日（火）10時～12時（５月19
日・22日・26日を除く。全５回）
⑤リフレッシュヨガ教室
５月12日～６月30日の毎週火曜日
19時～20時40分（６月９日・16日・23日を
除く。全５回） 各

100
人⑥らくらくヨガ教室

５月20日～７月１日の毎週水曜日、８月
５日（水）14時～16時（５月27日、６月10
日・17日を除く。全５回）
⑦親子体操教室
６月４日～７月２日の毎週月・木曜日
10時～12時（６月８日・11日・18日・22日
を除く。全５回）

40組

⑧リラックスヨガ教室
６月８日～８月10日の毎週月曜日
10時～12時（６月15日・22日・29日、７月
20日、８月３日を除く。全５回）

100
人

対市内に住む①～③⑤⑥⑧は18歳以上の人
（学生を除く）、④はおおむね40歳以上の
人、⑦は２～４歳の子どもと親

料200円（スポーツ保険料）
申往復はがき（１人１教室につき１通）で４
月20日（必着）までに〒890-0023永吉一丁
目30-1西原商会アリーナ「さわやかスポ
ーツ教室」係へ

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

■未来館講座
講座名 対　象 日　時

作って楽しい！
開いてうれしい！
手作り絵本 託

どなたでも ４月25日（土）10時～12時30分

家庭でできる！
ビオトープ
ガーデニング 託

小学生以上 ４月26日（日）13時～15時30分

磯のいきもの
観察し隊 ４歳以上 ５月５日（祝）

10時～12時30分
ゆかたでハワイア
ンドレス作り
～着なくなったゆ
かたの活用法～ 託

18歳以上
（ミシンを
使ったこと
のある人）

５月14日（木）
10時～16時

自然の声をきこう
in春の城山　 小学生以上

５月16日（土）
10時～12時30分

緑のカーテン
実践塾 託

５月16日（土）
13時～15時

※託児は６カ月～小学２年生
※小学生は保護者同伴
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

■城西マルシェ
　城西地域などの雑貨店や飲食店が出店す
るイベントを同館で開催。詳しくは同館HPへ。
期５月６日（振休）９時30分～15時30分

■４月18日～５月６日はこどもまつり
イベント名 日　時

かわいい動物
とふれあおう

期間中の土・日曜日、４月29日
（祝）、５月４（祝）～６日（振休）
の10時～15時

好きな動物に
エサをあげよ
う

４月18日（土）・25日（土）・29日
（祝）、５月２日（土）の11時～
※ 開園時から受け付け開始。各
動物10人程度（先着順）

動物のお食事
ライブ

４月19日（日）・26日（日）、５月３
日（祝）～６日（振休）の11時～
※時間は入園口で案内

動物のこども
紹介

５月３日（祝）～５日（祝）
※時間・場所は入園口で案内

動物の赤ちゃ
んパネル写真
展

期間中毎日

料入園料（高校生以上500円、小・中学生100円）
申不要
◇期間中は他にもさまざまなイベントを
行っています。詳しくは同公園HPへ
ＧＷ期間中の無料特設駐車場の案内

◇５月３日（祝）～５日（祝）は、無料特設
駐車場（鹿児島臨海工業地帯１号用地：
谷山港三丁目）から無料シャトルバス
で送迎します

◇できるだけ公共交通機関のご利用を

■えさ作り・えさやり体験
対２回とも参加できる小学生
期植え付け（イモ）…５月16日（土）
　収穫・餌やり…10月24日（土）
定20人　料入園料（100円）
申往復はがきで４月30日（必着）までに同公園へ

①夜の水族館
内大水槽の裏側見学や夜の雰囲気の水槽が
楽しめるトワイライトアクアリウムなど
夜だけのイベント

期５月２日（土）～６日（振休）の21時まで
　※入館は20時まで
②ワクワクきびなご塾「10本？８本？イカタコくらべ」
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５月16日（土）13時30分～15時30分
定50人（超えたら抽選）
申郵送か館内にある応募用紙で４月25日
（必着）までに同館へ
　※当選者には参加証を送付
③いおっ子海っ子体験塾「みんなで干潟博
士になろう!! ～錦江湾ガタめぐり～」

対小学４年～中学生で全回受講できる人
期 Ⅰ５月17日・６月14日・７月５日の日
曜日13時30分～16時、Ⅱ５月24日（日）の
10時～16時30分、Ⅲ６月21日（日）12時30
分～15時30分（全５回）

所 Ⅰ同館、Ⅱ重富干潟、Ⅲ祇園之洲　定24人
申郵送か館内にある応募用紙で４月28日
（必着）までに同館へ
　※同館HPからも申し込み可
①～③共　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

　３月20日から、２階レストランで年間
パスポートを提示した人にソフトドリン
クを１杯サービスします！
※ すでに年間パスポートを持っている人
も対象

※ 混雑時は食事をする人に限定すること
があります

ハワイアン
ドレス

西原商会アリーナ（鹿児島アリーナ）
〒890-0023 永吉一丁目30-1 ☎285-2244D258-4570
開８時30分～21時
休12月29日～１月３日


