
2022年（令和４年）11月号各施設のお知らせ9 かごしま市民のひろば

■秋の所蔵品展 ミニ
　特集：版画のいろは
　西洋の版画を中心に
展示し、鑑賞の参考と
なる技法などの基礎知
識を紹介します。
期12月11日（日）まで
料 大人300円、高校・大学生200円、小・中
学生150円（11月20日は小・中学生無料）

① 学芸講座「フランク・ステラの足跡と
　現在－ステラが作るステラ」
　所蔵作品とステラの画業を紹介します。
期11月26日（土）14時～15時30分
定24人　料無料

②日曜美術講座「木工入門～自然木で
　つくる葉っぱの皿」
◇講師　風間信秀氏（木工作家）
対中学生以上の人
期12月４日（日）10時～
　16時
定16人
料1550円（材料費・保険
　代）

③館長講座
  「スリランカ仏教美術の不思議」
　スリランカの古代遺跡に残る造形物の魅
力と謎を紹介します。
期12月11日（日）14時～15時30分
定24人　料無料

①～③共
申 往復はがきかメールで①は11月15日、
②は11月23日、③は11月30日（いずれも
必着）までに同館メールbijutu-gaku@city.
kagoshima.lg.jpへ

■計画停電による有料施設利用休止
対 体育館、テニスコート、運動広場、パー
クゴルフ場

期11月15日（火）８時30分～13時

■体験プログラム
体験名 日　時 体験料

副園長まっすーの
青空教室（秋ver.）!!

11月26日（土）
10時～14時 2000円

アーティスト「わか
まつごう」さんとパ
ステルで自然を描こ
う

11月27日（日）
13時～
14時30分

1500円

グリーンファーム
焚火倶楽部

11月28日（月）
15時～17時 800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、同公園HP
　で同公園へ

■11月13日はグリーンファームの日
  「ファムじいの誕生祭」をテーマにしたイ
ベントを開催します。共通商品券などが当
たる抽選会も実施します。

■秋の里山フェスタ～10周年大感謝祭～
　実りの秋をテーマに、喜入マルシェや多
くのキッチンカーが出店します。高所作業
車・トラクター乗車体験、巨大ふわふわ遊
具などの体験プログラムも盛りだくさん。
ファムじいの誕生日を一緒
に祝いませんか。
期11月19日（土）・20日（日）
の10時～16時

■コスモス畑が見頃を迎えています
　すてきな写真を撮影して、
ぜひインスタグラムなどへの
投稿をお願いします。

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月～10月は８時30分～18時）
休12月29日～１月１日

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

12月５日（月）～９日（金）は宇宙劇場上映休止

ホームページ
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内郡山産の農産物や昔ながら
　の地元弁当「まぜくい」、季
　節のおこわなどの販売
期11月20日（日）９時～15時

■スパランド裸・楽・良教室
教室名 日　時

①ボディ
　メンテナンス

12月４日（日）
12時15分～13時15分

②親子雪うさぎの
　置物作り

12月５日（月）
13時～15時

③親子で
　ヨガ・ピラティス

12月７日（水）
16時30分～17時30分

④コアパワーヨガ 12月15日（木）
11時～12時

⑤キッズダンス
　ヒップホップ
　初心者向け

12月17日（土）
14時～15時

⑥ストレッチ
　ポールひめトレ

12月19日（月）
13時30分～14時30分

対①④⑥16歳以上の人、②18歳
　以上の人、③３歳以上の未就
　学児と保護者、⑤４歳以上の
　未就学児
定①②④～⑥各15人、③７組　
料①③～⑥無料、②1000円
申 郵送かファクス、メールで②は11月25
日、③は11月27日、①は11月28
日、⑤は12月７日、④は12月
９日、⑥は12月13日（いずれも
必着）までに同施設メールkenkou
event@spa-rarara.comへ

スパランド裸
ら

・楽
ら

・良
ら   応募要領は20面  

〒891-1102 東俣町1450 ☎245-7070D245-7088
開10時～22時
休第３火曜日（休日のときは翌平日）　※11月15日（火）は営業■後期講座 

講座名 日　時 料　金
①ミニ門松を
作って迎春
Ⅰ・Ⅱ

12月17日（土）
Ⅰ10時～12時、
Ⅱ13時30分～15時30分

各
1000円
程度

②親子でマグ
カップをつ
くろう

12月18日（日）
13時30分～15時30分

１組
400円
程度

対①市内に住む人、②市内に住む
　小学生以上の子どもと保護者
定各10組
申往復はがきかファクス、メール
　で①は12月３日、②は12月４日
　（いずれも必着）までに同施設
　メールkougeiyoyaku@qtopianet.comへ

かごしま文化工芸村   応募要領は20面  
〒890-0033 西別府町2758 ☎281-7175D281-7215
開９時30分～18時
休火曜日（休日のときは翌平日）、12月29日～１月３日

マリンピア喜入　  　 応募要領は20面 
〒891-0203喜入町6094-1 ☎345-1117D345-3412
開10時～21時
休第２月曜日（休日のときは翌平日）

■道の駅喜入 喜楽市
内喜入産の農産物や特産品の
　販売など
期11月20日（日）10時～15時

■マリンピア喜入 秋の里山ウォーキング
内約10㎞を巡るコース
期11月27日（日）９時30分～
  13時　※小雨決行
定40人　料無料
申 同施設にある申込書を直接か郵送、ファク
ス、メールで11月15日（必着）までに同施設
メールmarinpiak@po3.synapse.ne.jpへ

■晩秋を楽しむウォーキング
　園内の２㎞か2.5㎞のコースを歩きます
（雨天時は体育館で歩き方の講習）。
期12月４日（日）10時～12時
定100人（当日先着順）　料無料
①デジタル一眼レフカメラの基本講座
◇講師　鶴田正氏（写真家）
対デジタル一眼レフカメラを
　持参できる初心者
期12月10日（土）10時～16時　定12人　料無料
②水中エンジョイウォーキング
◇講師　 有馬京子氏（スポーツインストラ

クター）
対18歳以上の人
期12月15日（木）13時30分～14時30分
定15人　料300円（プール使用料）

①②共
申 往復はがきかメール（①は１通１人、②
は１通２人まで）で11月14日（必着）ま
でに同公園メールkenmori-event@k-kou
enkousya.jpへ

■グラウンド・ゴルフ大会
期12月14日（水）９時～15時　
　※雨天時は12月15日に延期
◇料金など詳しくは同公園へ

かごしま健康の森公園  応募要領は20面 
〒891-1205 犬迫町825 ☎238-4650D238-4548
開８時30分～21時
休12月30日～１月２日（プールは毎週火曜日（休日のときは翌平日））

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

■スペシャルサイエンスステージ 
イベント名 期　日 定　員

① おもしろお天気
講座 11月12日（土） 各36人

（当日
先着順）② 漫才で学ぼう!?

エネルギー !! 12月３日（土）

◇出演　 ①新井雅則氏・中俣美咲氏（KTS
気象予報士）、②北野貴久氏・村
田直之氏（科学漫才研究所）

◇時間　 11時～11時30分、
        13時30分～14時、
        15時～15時30分
料入館料（高校生以上400円、
　小・中学生150円）

■おひるのプラネタリウム
番組名 日　時

「名曲プラネタリウム」～リス
トを聴きながら秋の星空散歩～

11月17日（木）
12時10分～
12時40分

「キッズタイムプラネタリウム」
～みつけてみよう！おたんじょ
うびのせいざたち♪～

12月１日（木）
12時10分～
12時40分

定各100人（当日先着順）　
料入館料

■科学教室「虹の架け橋（LED工作）」
　透明チューブとLEDライトを組み合わせ
て虹色に光るアーチを作ります。
対小学４年～中学生（小学生は保護者同伴）
期12月17日（土）14時～16時　
定９組
料300円（材料費）と入館料
申11月17日～26日に同館HP
　応募フォームへ ホームページ

アンリ・マチス『ジャズ』
より《コドマ兄弟》

ホームページ

講師作品


