
2022年（令和４年）12月号各施設のお知らせ9 かごしま市民のひろば

①冬の所蔵品展 
　ミニ特集：タイムスリップ
　－100年前の美術
　1920年代の美術作品を通
して当時の時代背景を探り
ます。
期12月13日（火）～来年
　３月５日（日）

②小企画展「広重vs五葉　甦る浮世絵風
景版画の傑作～復刻『保永堂版 東海道
五十三次』」

内大正時代に橋口五葉が
復刻した全収録作の展
示

期12月20日（火）～来年２
　月５日（日）

①②共
料大人300円、高校・大学生200円、小・
中学生150円（12月18日は小・中学生無料）

■美術講演会「サクロ・モンテの劇場－世
界遺産ヴァラッロの聖なる山に命を吹き
込んだ芸術家たち－」

◇講師　 関根浩子氏（崇城大学芸術学部教
授）

期来年１月15日（日）
　14時～15時30分
定60人　料無料
申往復はがきかメール
　で来年１月４日（必着）までに同館メールbiju
tu-gaku@city.kagoshima.lg.jpへ

■体育館利用１月分予約抽選会
期12月25日（日）13時～

■体験プログラム
体験名 日　時 体験料

シュトーレン
＆革のコード
ホルダー作り
（チャイ付き）

12月14日（水）・15日
（木）・21日（水）の10
時～13時30分

各
1500円

グリーンファ
ーム焚火倶楽
部 第２回

12月19日（月）
14時30分～16時30分 800円

初めての気功
太極拳

12月20日（火）
10時30分～12時 500円

ミニ門松作り
12月25日（日）・27日
（火）の10時～12時、
13時30分～15時30分

各
2000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

■森のテントサウナ
　１日１組限定で貸し出し
ます（事前予約制）。ドラム
缶水風呂付きです。
料 平日…6000円／組
　土・日曜日、休日…8000円／組
◇時間　10時～14時

■12月11日はグリーンファームの日
  「クリスマス」をテーマに鹿児島国際大学
との共同企画のイベントや、共通商品券な
どが当たる抽選会を実施します。

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（４～10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

ホームページ

■ 「かごしまスペースフェスタ2022」×
  「プラネタリウムフェスタ2022」
内①水ロケット体験教室、②ロケット打ち
上げ音響体験や宇宙関連のパネル・映像
展示、③プラネタリウムフェスタ（８番
組を上映）

対①小学生以上（小学３年生以下は保護者
同伴）、②③どなたでも

期12月17日（土）９時30分～18時
定①25人、②なし、③各280人（当日先着順）
料①③入館料（高校生以上400円、
　小・中学生150円）、②無料
申②③は不要、①は12月９日ま
　でに県HPへ
■お年玉大さくせん
①科学劇場（お楽しみ抽選会）
対中学生以下の実験ショー観覧者
期来年１月２日（振休）・３日（火）の10時30
分～、14時～、16時～

定各50人（当日先着順）　料入館料
②宇宙劇場（グッズプレゼント）
対中学生以下のプラネタリウム番組観覧者
期来年１月２日（振休）・３日（火）の10時10
分～、13時10分～、15時10分～

定各日100人（当日先着順）
料入館料と観覧料（高校生以上500円、小・
中学生、席が必要な未就学児200円）

■サイエンスワークショップ
講座名 日　時

①クリスマス
　キャンドル 12月24日（土）14時～15時
②万華鏡を作ろう 来年１月７日（土）14時～15時
対４歳～中学生（①の小学４年生以下、
　②の小学２年生以下は保護者同伴）
定各６人（当日先着順）　
料①100円と入館料、②入館料

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

■わくわくクリスマス2022
内外国人講師によるクリスマス
　の過ごし方の紹介や英語絵本
　の読み聞かせなど
対３～６歳の子どもと保護者
期12月24日（土）10時30分～12時
定10組　料無料
申 ファクスかメールで12月16日までに同セ
ンターメールkokusai@kiex.jpへ

①中国文化・語学講座（入門～初級）
対市内に住むか通勤・通学する人
期 来年１月19日～３月16日の毎週木曜日18時
30分～20時（全８回）　※２月23日を除く

料2000円（国際交流財団会員1000円）

②日本語支援ボランティア養成講座
対 市内に住むか通勤・通学する20歳以上の人
期 来年１月24日～２月28日の毎週火曜日18
時30分～21時（全６回）

料3000円

①②共
定20人程度
申 郵送かファクス、メールで①は講師へ
のリクエストも来年１月12日（必着）ま
でに同センターメールkokusai@kiex.jpへ

かごしま国際交流センター  応募要領は20面  
〒892-0846 加治屋町19-18 ☎226-5931D239-9258
開９時～21時（日曜日、休日は17時まで）
休月曜日（休日のときは翌平日）、12月29日～１月３日

マリンピア喜入　  　
〒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 歳末喜楽市
　～歳末感謝祭～　
内喜入産の農産物や特産品、
　県産サツマイモなどの販売
期12月18日（日）10時～15時

①門松風寄せ植え教室
対小学生と保護者（２人１組）
期12月26日（月）９時30分～
  10時30分、11時～12時
定各10組
②親子バドミントン教室
内倉内容子氏、皆内美代子氏（市バドミン
トン協会）による、基本的な動作やルー
ルを習得する初心者向けの教室

対小・中学生２人までと保護者
期来年１月６日～20日の毎週火・
　金曜日19時～21時（全５回）
定15組

①②共
料無料
申往復はがきかメール（１通１組）で12月
13日（必着）までに同公園メールkenmori-
event@k-kouenkousya.jp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））

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）　※12月20日（火）は営業

■歳末スペシャル３
さん
s
さ ん
un元気市

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12月18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 来年１月８日（日）12時15分～13時15分
②親子でヨガ・
　ピラティス

来年１月11日（水）
16時30分～17時30分

③ストレッチポール
　ひめトレ

来年１月16日（月）
13時30分～14時30分

④コアパワーヨガ 来年１月19日（木）
11時～12時

⑤キッズダンスヒップ
　ホップ初心者向け

来年１月28日（土）
14時～15時

対①③④16歳以上の人、②３歳
　以上の未就学児と保護者、⑤
　４歳以上の未就学児
定①③～⑤各15人、②７組　
料無料
申郵送かファクス、メールで①
　は来年１月２日、②は１月３
　 日、③は１月10日、④は１月13日、⑤は１
月18日（いずれも必着）までに同施設メールken
kouevent@spa-rarara.comへ

ホームページ

モーリス・ド・
ヴラマンク

《クリスマスのバラ》

《東海道五十三次之内
日本橋》

ホームページ

■後期講座 
講座名 日　時 料 金

① レベルア
ップ陶芸

来年１月11日・18日、２月８
日の水曜日13時30分～15時
30分（全３回）

400円
程度

②木彫り
　入門

来年１月14日（土）・15日（日）
の10時～15時（全２回）

500円
程度

対 ①市内に住むか通勤・通学する陶芸経験
者、②市内に住むか通勤・通学する人

定①18人、②15人
申 往復はがきかファクス、メールで①は12
月24日、②は12月28日（いずれも必着）
までに同施設メールkougeiyoyaku@qtopia
net.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


