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サンエールフェスタ2023　イベント一覧

手作り望遠鏡を作ろう！Ⅰ

手作り望遠鏡を作ろう！Ⅱ

オープニング・
開会行事・表彰式

ＳＵＮ！ＳＵＮ！ステージ

３Ｄ星図をつくろう！Ⅰ

３Ｄ星図をつくろう！Ⅱ

エコクラフト&折り紙

リビング　
キッズプログラミング
体験会Ⅰ

サンエールシネマ②
「癒しのこころみ
　自分を好きになる方法」

いま読みたい！
『女と刀』
（中村きい子　ちくま文庫）
おしゃべり会

SDGs不要になった服や
布を使って織物体験Ⅲ

SDGs不要になった服や
布を使って織物体験Ⅳ

SDGs不要になった服や
布を使って織物体験Ⅰ

SDGs不要になった服や
布を使って織物体験Ⅱ

子育て・孫育て講座
「子育ての今と昔」

200人

各20人

各1０人

15人

講堂
（2階）

講堂
（2階）

講堂
（2階）

講堂
（2階）

講堂
（2階）

1・2階
フロア

2階
フロア

多目的
フロア
（5階）

小研修室
３

（３階）

生活工房
（３階）

生活工房
（３階）

生活工房
（３階）

多目的
フロア
（5階）

中研修室
３

（４階）

情報活用
セミナー室
（４階）

中研修室
1･2
（4階）

各1０人

200人

20人

小研修室３
（３階）

生活工房
（3階）

講堂
（2階）

小研修室
１・２
（２階）

中研修室
1･2
（４階）

中研修室
1･2
（４階）

情報活用
セミナー室
（４階）

中研修室
1･2
（4階）

10:30～12:33 10:00～12:00

10:３0～11:55

10:30～12:30

14:00～1６:00

10:30～12:30

14:00～1６:00

10:30～12:30

10:30～12:30

13:00～16:00

14:00～16:00

14:00～16:00

1月21日(土)・1月22日(日)
10:00～(無くなり次第終了)

1月17日(火)～1月22日(日)

10:30～11:00

11:15～11:45

12:00～12:30

14:00～1６:00

10:15～11:10

10:30～12:30

10:30～12:30

14:00～1６:00

14:00～1６:00

10:30～12:30

14:00～16:00

14:00～16:00

18:00～19:48

〈問合せ先〉□の欄は生涯学習プラザ（ＴＥＬ０９９-８１３-０８５１）　□の欄は男女共同参画センター（ＴＥＬ０９９-８１３-０８５２）へ

11:20～12:10
13:30～15:30

10:30～12:30

14:00～16:00

10:30～12:30

14:00～1６:00

14:00～16:00

サンエールシネマ①
「ぶあいそうな手紙」

想い伝わる魔法の筆文字で
メッセージカードをつくろう！

サンエールシネマ③
「ロイヤルコーギー
レックスの大冒険」

SDGs不要になった服や
布を使って織物体験Ⅴ

SDGs不要になった服や
布を使って織物体験Ⅵ

ウミガメについて学ぼう！Ⅰ

ウミガメについて学ぼう！Ⅱ

リビング
キッズプログラミング
体験会Ⅱ

リビング
キッズプログラミング
体験会Ⅲ

何歳からでも出来る！
楽しいストレッチ講座Ⅰ

何歳からでも出来る！
楽しいストレッチ講座Ⅱ

何歳からでも出来る！
楽しいストレッチ講座Ⅲ

リトミックと
キッズマッサージ

公民館音楽祭

ブックリサイクルフェア

展示部門

手作り望遠鏡を作ろう！Ⅲ

「骨盤スクワット」で
　　　　　笑顔いっぱい
「よさこい」を踊ろう!

　ブラジル南部の街。78歳でひとり暮らしのエルネストに、一通
の手紙が届く。差出人は友人の妻。視力を失いつつある彼は、偶
然知り合った23歳のビアに手紙の読み書きを頼む。それは、エル
ネストの人生を変える始まりだった。

　大切な人に伝えたい思いを届けてみませんか。初めてでも、字
が苦手でも大丈夫！個性を生かし、アートの様なハガキ作品を作
ります。世界でたった１枚のオリジナル作品にあなたの想いを表
現してみよう！

　バッキンガム宮殿に住むレックスは、エリザベス女王のトップド
ッグとして、贅沢でわがまま放題のセレブ生活を送っていた。あ
る日、晩餐会を台無しにしてしまったレックスは、仲間のチャーリ
ーとともに宮殿を抜け出すことに!

　30分くらいで、ひとつの作品を仕上げる機織り体験ができます。
綿花から糸を作ります。そして、綿糸や毛糸、着なくなった服を細
く切った布から好みの素材を選び、機織り機を使ってコースター
を作ります。
　※お好みの生地や布などお持ちいただいても大丈夫です。
（材料費400円）

　鹿児島県はウミガメの上陸数日本一のウミガメ県です。当研究
会の所蔵するウミガメのはく製など貴重な資料を見たり実際に触
ったりしながら、ウミガメについて楽しく学びましょう。当日は海
洋ゴミを使ったストラップ制作も予定しています。

　昨今、様々なメディア等で実に多種多様なストレッチが紹介さ
れています。しかし、その方の症状に合ったストレッチをご自身で
選ぶのは、意外と難しいです。どのようなストレッチをどのくらい
行うかなど、楽しくお伝えします。

　豊かな人格形成を促すリトミックを体験することができます。ま
た、歌いながら行う親子体操は「心と体の知能」の発達を促します。
そして、ベビーマッサージ後の位置づけであるキッズマッサージも行
います。（対象：０歳～小学生と保護者）（材料代200円程度）

　老若男女がいくつになっても誰でも自分のペースに合わせて踊れ
るよさこいを通して、健康な身体つくりと一緒に楽しむ体験を共有
する事で人とのつながりや喜びを共有するワークショップです。

　サンエールかごしまや地域公民館、社会教育関連等で活動する団
体の作品や、学校支援ボランティアの活動の様子などを掲示します。

　図書情報コーナーの蔵書入替で不要になった図書を無料でお譲り
します！各日、本が無くなり次第終了となります。
１人１０冊まで（ただし絵本・雑誌は１人各２冊まで）ですが、２日続
けてのご利用も可能です。

　鹿児島市の地域公民館で活動している自主学習グループが、活
動の成果を発表します。合唱、大正琴、ハーモニカ等の演奏を行
います。

　身近にあるものを使って、手作りの望遠鏡を作成します。望遠
鏡の仕組みを楽しく理解しながら、大学生と一緒に工作をしまし
ょう。作成した望遠鏡は月を見たり、遠くの景色を見たり、いろい
ろな使い方ができます。（材料費２００円）

　身近にあるものを使って、手作りの望遠鏡を作成します。望遠
鏡の仕組みを楽しく理解しながら、大学生と一緒に工作をしまし
ょう。作成した望遠鏡は月を見たり、遠くの景色を見たり、いろい
ろな使い方ができます。（材料費２００円）

　孫が生まれて、かわいいけれど、昔と今の子育ての違いにとま
どう方も多く見受けられます。講座では、時代の変化で変わった
事、祖父母・親・孫の三世代で楽しく過ごすためのコツをお伝え
します。親子・孫を連れての参加も可能です。

　30分くらいで、ひとつの作品を仕上げる機織り体験ができます。
綿花から糸を作ります。そして、綿糸や毛糸、着なくなった服を細
く切った布から好みの素材を選び、機織り機を使ってコースター
を作ります。※お好みの生地や布などお持ちいただいても大丈夫
です。（材料費400円）

　星座を立体的に見てみましょう！今までと違った目線で見ると
星座はどのように見えるのでしょうか。大学生と一緒に、ビーズ
や針金を使って３Ｄの星図を作ります。（対象：小学生）

　エコクラフトは、紙紐を使ってかごを作ります。途中まで、準備し
てありますので、初心者の方でも簡単に取り組むことができます。
　折り紙は、今までにない傘の折り方をご紹介します。ご希望の
方には、伝承千羽折鶴もご紹介します。

　明治時代、薩摩士族の娘に生まれ男尊女卑、厳しい規律等逆
境の中で生きた著者の母をモデルに描いた小説が話題をよんで
いる。この機に物語の感想などを自由に語り合う。３章迄読んで
ご参加ください。
※本は各自でご購入ください。

　仕事で挫折し、心が折れてしまった一人の女性が“セラピスト”
という職場と出会い、一緒に働く仲間やお客様の人生模様を通じ
て気づく、いくつもの“ありがとう”を描いたヒューマンドラマ。

　新大学入試を見据えたカリキュラムのプログラミング学習ツー
ル「QUREO（キュレオ）」を使ったプログラミング体験。
　魅力的なキャラクターを使用した、楽しいゲーム作りを体験し
てみませんか。（対象：小学生1年生～5年生と保護者）

　新大学入試を見据えたカリキュラムのプログラミング学習ツー
ル「QUREO（キュレオ）」を使ったプログラミング体験。
　魅力的なキャラクターを使用した、楽しいゲーム作りを体験し
てみませんか。（対象：小学生1年生～5年生と保護者）

　バラエティーに富んだステージショーです。
蔦の小径（バンド）／サンスベリア（ハーモニカ）／さつまブラス
（金管楽器アンサンブル）／鹿児島大学ジャンベリー（ジャンベ）
／マハロ・アロハ（フラダンス）／女声コーラスしおさい（合唱）
／志學館大学ロック部（バンド）

　30分くらいで、ひとつの作品を仕上げる機織り体験ができます。
綿花から糸を作ります。そして、綿糸や毛糸、着なくなった服を細
く切った布から好みの素材を選び、機織り機を使ってコースター
を作ります。※お好みの生地や布などお持ちいただいても大丈夫
です。（材料費400円）

　オープニング「J.S.B吹奏楽団」
　開会行事　教育長あいさつ
　表彰式　令和４年度鹿児島市社会教育功労者・優良団体表彰
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