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●西消防署

原良橋

鹿児島中央駅

●

平田橋

新上橋

昭和橋 新照院バス停

草牟田バス停

城西公園前
バス停

原良小前
バス停

新型コロナウイルス感染症対策のため、発熱など体調に
不安のある方のご参加はご遠慮ください。また、手洗い、
手指消毒、マスクの着用にご協力お願いします。対策を
行った上で、イベントを開催します。

ホームページをチェック！
●今後の状況により、プログラム変更等の可能性があります。
●内容・定員・参加方法や、イベント最新情報はホームページを
ご確認ください。

●事前申込の記載があるプログラムは、2022/7/5（火）まで
に申し込みが必要です。（申込多数の場合は抽選）

鹿児島市城西2丁目1番5号
TEL.099-806-6666

かごしま環境未来館 検索
www.kagoshima-mira ikan . jp

事前申込に関する問い合わせ MBCサンステージイベント事務局 TEL.099-255-6144［平日9：30～17：30対応］※土日祝日休み

主 催

●草牟田バス停・新照院
バス停・原良小前バス
停から徒歩5分

●城西公園前バス停から
徒歩７分

●中央駅からは東７番・
１７番バス停、天文館
からは国道３号方面
行きバス停発のバスを
ご利用ください。

●かごりんポートあります。

公共交通機関を
ご利用ください

詳しくは裏面をご覧ください

20227.16 土17日 甲突川（かごしま環境未来館近辺）
かごしま環境未来館

ところとき

※雨天時は内容を変更して実施します。帽子･タオル･飲み物をお持ちください。10:00▶16:00

事前申込

事前申込

事前申込

事前申込

2日間開催

●甲突川をカヌーで楽しむ！
親子カヌー体験

●アクアボート体験
●たらい舟フォトスポット
●甲突川の生き物水族館
●夏休みに行ってみよう
「オススメポイント付き！」
鹿児島自然遊歩道紹介パネル展示
●楽しく学ぼう！未来館クイズラリー
●夏のポストカードぬりえ
16日土 限定

●生き物スタンプで作る
オリジナルバッグ作り
●自由研究にオススメ！
甲突川生き物観察会
●日替わり工作

●風に乗って浮かぶ！お魚ロケット！
●ダンボールでつくる水族館

17日日 限定

●生き物をモチーフに！
消しゴムハンコ作り
●自由研究にオススメ！
身近な生き物について知る
ワークショップ
●日替わり工作

●いろんな生き物に変身！メガネ工作
●いるかの風鈴作り

生き物・自然の魅力いっぱい♪
親子で楽しむわくわく体験2日間！

体験コーナーが
盛りだくさん！

サンワ

■甲突川リバーフェスティバル_A4チラシ



10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

甲突川・護岸

タイムスケジュール＆会場別プログラム
雨天時は内容を変更して実施します。※帽子・タオル・お飲み物をお持ちください。
今後の状況により、プログラム変更等の可能性があります。最新情報はかごしま環境未来館ホーム
ページにてご確認ください。

10:00～10:30
10:45～11:15
11:30～12:00

10:00～16:00 10:00～16:0010:00～10:00～12:0010:00～12:00

13:15～13:45
14:00～14:30
14:45～15:15

事前申込

館内

ゾーン3 リサイクル工房 多目的スペース 多目的ホール2F ゾーン1･2

13:30～

（1組5分程度※先着順）
（整理券配布9:30～）

13:30～15:30
（1組5分程度※先着順）

総合案内

アクアボート体験

甲突川の生き物水族館

夏のポストカードぬりえ

日替わり工作

たらい舟フォトスポット

事前申込方法

整理券の
注意事項

❶10:00～10:30 ❷10:45～11:15
❸11:30～12:00 ❹13:15～13:45
❺14:00～14:30 ❻14:45～15:15

7/16土 ♦風に乗って浮かぶ！お魚ロケット！
♦ダンボールでつくる水族館

7/17日 ♦いろんな生き物に変身！メガネ工作
♦いるかの風鈴作り

午前の部▶❶10:00～❷10:30～❸11:00～
❹11:30～❺12:00～
［配布開始時間9:30～］

午後の部▶❻13:30～❼14:00～❽14:30～
❾15:00～1015:30～
［配布開始時間12:45～］

定 員●午前･午後 各70人
※各回14名程度ずつのご案内とさせて頂きます。

協 力■かごしまカヤックス
対 象●小学3年生以上と保護者
定 員●各回5組
※濡れても良い服装でご参加ください。（除菌対応のため、
消毒等の影響で濡れた状態のライフジャケットを着用いた
だく場合もございます。予めご了承の上、お申込みください。）

（アクアボートは1人乗りと2人乗りがあります。整理券
受け取り時にご選択ください。）

先着順随時（混雑時は受付終了時間を早める可能性があります。）
※たらい舟はロープに係留しています。濡れても良い服装でご参加
ください。

先着順随時（同時に4名程度が体験できます。混雑時は受付終了
時間を早める可能性があります。）

※川の中に入ります。濡れても良い服装でご参加ください。

※このプログラムは、川には入りません。

持参物●濡れても良い運動靴やスポーツサンダル
（かかとが固定できないサンダル・スリッパは不可）

午前の部▶10:00～12:00［配布開始時間9:30～］
午後の部▶13:30～15:30［配布開始時間12:45～］

午前の部▶10:00～12:00 /午後の部▶13:00～15:30 午前の部▶10:00～12:00
午後の部▶13:30～16:00

午前の部▶10:00～12:00 /午後の部▶13:30～15:30

午前の部▶10:00～11:30 /午後の部▶13:30～15:00

午前の部▶10:00～12:00 /午後の部▶13:30～15:30

午前の部▶10:00～12:00 /午後の部▶13:30～15:30

対 象●3歳以上
定 員●各部先着50人

整理券配布（なくなり次第終了）
かごしま環境未来館イベント総合案内にて、
整理券を配布します。

甲突川に浮かぶ佐渡名物「たらい舟」に乗って、
とっておきの写真を撮ろう！

未来館の展示をみて、クイズにチャレンジ！SDGsについて楽しく学ぼう！

甲突川の生き物を水槽に展示します♪専門家に質問もできます！

スタンプを組み合わせて、バッグを装飾！

◎FAX･Eメール･はがき･かごしま環境未来館ホームページの申込みフォームのいずれかに下記をご記入の上、お申込ください。

住所●〒890-0051鹿児島市高麗町5-25「甲突川リバーフェスティバル」係

FAX●099-285-1161 / e-mail●event@sunstage.co.jp

●申込に関する問い合わせ［甲突川リバーフェスティバル事務局］
TEL.099-255-6144［平日9:30～17:30対応］※土日祝日は休み

❶希望プログラム名 希望時間明記 どの時間帯でも良い場合は希望時間は未記入で可❷郵便番号❸住所❹氏名（ふりがな）
❺年齢※参加する方全員のお名前･年齢をご記入ください。❻電話番号
●個人情報は適切に管理し、プログラム目的以外には使用いたしません。●応募者多数の場合は抽選とし、発送をもって発表に代えさせて頂きます。

▼申込フォーム

かごしま環境未来館イベント総合案内にて、
整理券を配布します。※2種類のうち、どちらか1つお選びください。

整理券配布（なくなり次第終了）

整理券は、午前の部9：30から、午後の部12：45から1階･総合案内にて配布します。
1名あたり、アクアボート1枚、日替わり工作体験のうち、いずれか1枚、最大計2枚
のお渡しとなります。（他の方の分まで受け取ることはできません。定員に達し
次第、受付を終了します。）多くの皆さまにご参加いただくため、ご了承ください。

●甲突川を
カヌーで楽しむ!
親子カヌー体験

●アクアボート体験
（午前の部）

●たらい舟
フォトスポット
（午前の部）

13:00～15:30

●たらい舟
フォトスポット
（午後の部）

7/17日

7/16土

10:00～11:30

事前申込

●自由研究に
オススメ！
甲突川生き物観察会

13:30～15:00

事前申込

●自由研究に
オススメ！
甲突川生き物観察会

7/16土

7/16土

10:00～12:00 10:00～12:00

●生き物スタンプで作る
オリジナルバッグ作り

13:30～15:30

7/16土

●自由研究にオススメ！
身近な生き物について
知るワークショップ

7/17日

●生き物スタンプで作る
オリジナルバッグ作り

7/16土

●自由研究にオススメ！
身近な生き物について
知るワークショップ

7/17日

13:30～15:30

●自由研究に
オススメ！
甲突川生き物観察会
集合場所

●甲突川の生き物
水族館

7/16土

7/17日

●風に乗って浮かぶ！
お魚ロケット！
●ダンボールでつくる
水族館

●日替わり工作

（整理券配布12:45～）
●日替わり工作

●いろんな生き物に変身！
メガネ工作
●いるかの風鈴作り

7/17日

7/16土

●風に乗って浮かぶ！
お魚ロケット！
●ダンボールでつくる
水族館

●いろんな生き物に変身！
メガネ工作
●いるかの風鈴作り

●楽しく学ぼう！
未来館クイズラリー
（受付）

●夏のポストカード
ぬりえ

●アクアボート体験
（午後の部）

●楽しく学ぼう！
未来館クイズラリー

●夏休みに行ってみよう
「オススメポイント付き！」
鹿児島自然遊歩道
紹介パネル展示

●生き物をモチーフに！
消しゴムハンコ作り

7/17日

●生き物をモチーフに！
消しゴムハンコ作り

事前申込

●甲突川を
カヌーで楽しむ!
親子カヌー体験

全てのプログラムが「無料」です。
事前申込の記載のないプログラムは当日先着で参加OKです。
対象が明記されていないプログラムは、どなたでも参加できます。

甲突川をカヌーで楽しむ!
親子カヌー体験

夏休みに行ってみよう「オススメポイント付き！」
鹿児島自然遊歩道紹介 パネル展示

事前申込

楽しく学ぼう！未来館クイズラリー

生き物スタンプで作るオリジナルバッグ作り

10:00～16:00

協 力■NPO法人くすの木自然館

協 力■横手順子氏（貼り絵・はんこ作家）

協 力■自然ガイド野元尚巳氏

10:00～16:00

10:00～16:00

定 員●先着150人

講 師■NPO法人くすの木自然館 浜本麦氏
対 象●小学3年生以上と保護者
定 員●各部10組程度

講 師■NPO法人くすの木自然館 浜本麦氏
対 象●小学3年生以上と保護者
定 員●各部10組程度

講 師■横手順子氏（貼り絵・はんこ作家）
対 象●小学4年生以上と保護者
（3年生以下の兄弟・姉妹の参加希望がある場合は、申込時にお知
らせください。ただし、材料は2名分のお渡しです。）

定 員●各部10組

生き物をモチーフに！消しゴムハンコ作り

自由研究にオススメ！
身近な生き物について知るワークショップ

事前申込

事前申込

「麦さんと一緒に！森～川～干潟～海のつながりを楽しく学ぼう」

事前申込

事前申込

事前申込

事前申込

7/16 土7/16 土・17日 両日開催

7/17日

（希望者随時）

（希望者随時）

10:00～16:00

※濡れても良い服装でご参加ください。

※彫刻刀やカッターを使用します。怪我には十分ご注意ください。

※工作は混雑緩和のため、整理券にてスタート時間を指定
させていただきます。

申込締切［必着］

2022

7.5 火

※写真はイメージです

自由研究にオススメ！甲突川生き物観察会 事前申込

サンワ

■甲突川リバーフェスティバル_A4チラシ
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