
2022年（令和４年）２月号各施設のお知らせ9 かごしま市民のひろば

ふるさと考古歴史館 
〒891-0144 下福元町3763-1 ☎266-0696D284-5274
開９時～17時
休月曜日（休日のときは翌平日）、12月29日～１月１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

市立図書館   応募要領は20面  
〒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）

A冬の所蔵品展 特集：没後100年 橋口五
葉④たどり着いた境地―木版画の世界

内多
た
色
しょく
摺
ずり
木
もく
版
はん
画
が
による美人画と下絵などの

展示
期３月６日（日）まで

B小企画展「ブロンズ彫刻の世界」
　ムーアやクロチェッテ
ィなどの西洋作家と、安
藤照や中村晋也など鹿児
島ゆかりの作家の作品を
紹介します。
期３月21日（祝）まで

AB共
料大人300円、高校・大学生200円、小・
中学生150円（２月20日は小・中学生無料）

■日曜美術講座
  「銅版画入門 エッチングに挑戦！」
◇講師　日置誠氏（県美術協
　　　　会会員）
対中学生以上
期２月20日（日）10時～16時
定10人　
料1500円（材料費など）
申往復はがきかファクス、
　メールで２月15日（必着）までに同館メールbi
jutu-gaku@city.kagoshima.lg.jpへ

■常設展示の一部更新「刻む―engrave
　モノに刻んで歴史を刻む」
内市内遺跡から出土
した模様が刻まれ
た遺物の展示

期12月25日（日）まで
料観覧料（高校生以上300円、小・中学生
150円）

①貝塚の貝にふれてみよう
期２月13日（日）10時～12時
料100円と観覧料

②くだ玉とガラス玉でネックレスを作ろう
期２月20日（日）10時～12時、13時30分～
　15時30分
料200円と観覧料

①②共
対小・中学生（小学生は保護者同伴）
定各６組　
申事前に同館HP応募フォームへ

■教養講座「谷山城とその周辺 其の三」
期２月26日（土）13時30分～14時30分
定30人　料観覧料
申電話で事前に同館へ

■春のふれあいコンサート＆メルヘンおは
なし会

期３月５日（土）10時～11時30分　料無料

■電子図書館の運用開始
　同館や公民館図書室で「利用者カード」
を作成し、同館HPでパスワードを設定すれ
ば、パソコンやスマートフォンなどでいつ
でも電子書籍を借りられます。
期２月２日（水）～　料無料
◇詳しくは同館HPか

■キッズタイム
内　容 日　時

① よんであそんでやかまし村
（おはなし会）

２月19日（土）
14時～14時40分

②桜の樹（紙芝居） ２月26日（土）
14時～14時40分

③がらがらどんお誕生会
　（人形劇・おはなし会）

３月５日（土）
14時～14時40分

定各30人（先着順）　 
申同館にある申込用紙か郵送、ファクス、
メールで①は２月16日、②は２月23日、
③は３月２日（いずれも必着）までに同館
メールtosyo-tosyo@city.kagoshima.lg.jp
へ

■大人のための図書館バックヤードツアー②
対高校生以上の人　
期３月９日（水）
  18時30分～20時
定15人（先着順）　 
申同館にある申込用紙か郵送、ファクス、
メールで３月６日（必着）までに同館メールto
syo-tosyo@city.kagoshima.lg.jpへ

■宇宙劇場冬番組
区　分 番　組 上映時間

プラネタ
リウム

ヒーリング
アース

10時10分～10時55分、
13時10分～13時55分、
15時10分～15時55分

ドーム
シネマ

南極大陸～
未知の世界
へ～

11時10分～11時55分、
14時10分～14時55分、
16時10分～16時55分（土・
日曜日、祝日のみ）

期３月31日（木）まで　
　※３月７日～11日を除く
定各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）

■「名曲プラネタリウム」
　ドビュッシーを聴きながら冬の星空散歩
期２月17日（木）12時10分～12時40分
定100人（当日先着順）　料入館料

■ 「キッズタイムプラネタリウム」
　み～つけた！ふゆのせいざたち♪
期３月３日（木）12時10分～12時40分
定100人（当日先着順）　料入館料

■ナイトプラネタリウム～ LIFE いのち～
期３月11日（金）19時～20時
定280人（中学生以下は保護者同伴）　
料観覧料

■体験プログラム
体験名 日　時 体験料

じゃがいもde
モンブラン

２月12日（土）
14時～15時30分、
２月20日（日）・
26日（土）の
13時30分～15時

各
600円

はじめての
気功太極拳

２月15日（火）
10時30分～12時 500円

さつまいもと
チョコのビス
キュイケーキ

２月19日（土）・
27日（日）の
13時30分～15時

各
800円

フォトフレー
ムを飾ろう

２月23日（祝）
10時30分～12時、
13時30分～15時

各
500円

◇野菜収穫体験は毎日行っています
定あり　
申事前に直接か電話で同公園へ
　（同公園HPからも申し込み可）

■２月13日（日）はグリーンファームの日
　農園レストラン「だいだい」、農産物直
売所「きいれの杜

もり
」で1000円以上の食事、

買い物をした人を対象に、共通商品券など
が当たる抽選会を実施します。

■「喜
よろこ
び入

い
る鐘」でハッピーに

　２月14日（月）はバレ
ンタインデー。「喜び入
る展望所」の鐘を２人で
鳴らしませんか？

グリーンファーム（観光農業公園）
〒891-0204 喜入一倉町5809-97 ☎345-3337D345-2822
開９時～17時（４～10月は８時30分～18時）
休12月29日～１月１日

■海
かい
音
おん
寺
じ
潮
ちょう
五
ご
郎
ろう
 生誕120年

　企画展「英雄たち」
  『中国英傑伝』や『孫子』の
原稿や自筆ノートなどで、
中国の春秋戦国時代～前漢
の魅力ある人物たちを紹介
します。
期２月２日（水）～３月28日（月）
料観覧料（大人300円、小・中学生150円）　 

■現代作家が語るシリーズ「中国歴史小説
の世界―海音寺潮五郎さんと私」

◇講師　宮
みや
城
ぎ
谷
たに
昌光氏（作家）

　※オンライン出演
期３月６日（日）
  14時～15時30分
定100人（先着順）
料観覧料　
申電話で２月２日から同館へ
　※同館HPからも申し込み可

■ザ・キャビンカンパニー（絵本作家）
　講演会「絵本と、美術と、廃校と」
期３月27日（日）13時30分～
  15時
定100人（小学生以下は保護
　者同伴）
料無料
申往復はがきかメールで３
　月13日（必着）までに同館
　メールkinmeru2@k-kb.or.jpへ

市立美術館  応募要領は20面 
〒892-0853 城山町4-36 ☎224-3400D224-3409
開９時30分～18時（入館は17時30分まで）
休月曜日（休日のときは翌平日）、12月29日～１月１日

安藤照
《日本犬ハチ公像》

（寄託）

海音寺 潮五郎 氏

宮城谷 昌光 氏
©新潮社写真部

ザ・キャビン
カンパニー

講師作例

かごしま近代文学館・メルヘン館  応募要領は20面  
〒892-0853 城山町5-1 ☎226-7771D227-2653
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
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鹿児島市電子図書館


