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市民体育館　前期スポーツ教室

対�①は市内に住むか通勤する、韓国語初心者の人、②③はどなたでも、
④は市内に住むか通勤し、英語絵本の読み聞かせに興味のある人
所サンエールかごしま　◇定員を超えたら抽選　
◇申込期限…①④は４月26日、②は５月４日、③は前日まで　
◇時間など詳しくは各問い合わせ先へ

講　座 期　日 定 員 料　金 問い合わせ先

①�よくわかる韓国
語講座

５月14日～７月
９日の火曜日・
７月17日（水）
（全10回）

20人
１万4500円
※テキスト
代含む

志學館大学生涯学習
センター812-8501

②�セパトレーニン
グ～命の声を聴
く自己尊重ト
レーニング

５月11日（土）・
６月15日（土）
（全２回）

15人
3000円
※テキスト
代含む

セパトレーニング
（坂之上）090-6774-
1325

③�ワールドカフェ
（対話の場）

５月12日（日）
（年間12回） － 1500円※学

生は500円
ワールドカフェ（牟
田）090-7293-7062

④�英語絵本の読み
聞かせ講座

５月10日～31日
の毎週金曜日
（全４回）

15人 3500円
ＮＰＯ法人global

（グローバル）080-
3955-3312

サンエールプチシネマ
◇上映作品　ふるり
期�４月18日（木）10時～
か13時30分～
定�50人（当日先着順。託
児は３日前までに要
予約）　
料無料

ランチタイムコンサート
◇�毎週金曜日12時20
分～50分みなと大
通り別館１階で開
催中

生涯学習プラザ協働講座

市民歌を利用してみませんか

５月６日まで開催　春の木市

男女共同参画センター サポーター養成講座

消費生活教室（全11回）

鹿児島アリーナ　前期さわやかスポーツ教室

市民ギャラリー

体育館５月分利用予約抽選会
期４月25日(木)13時～受け付け
所アクアジムロビー内
問�かごしま健康の森公園238-4650

月 日 テーマ

５

７ 開講式、消費生活の基礎知識
14 緑茶を楽しもう
21 月間記念講演会
28 物との生活を考える

６

４ 成年後見人制度
11 野菜を350グラム食べる工夫
18 鹿児島市の水と大気の環境
25 食の楽しさと栄養学

７
２ 家計簿チェックしませんか
９ 頑張りすぎない介護のススメ
16 賢い消費者になるために

教　室　名 日　　　　時 回数 定員
午後かんたんヨガ（昼） ５月８日～６月12日の毎週水曜日14時～16時 ５ 70
午前かんたんヨガ（朝）▲ ６月10日～７月８日の毎週月曜日10時～12時 ５ 70
からだ改善トレーニング ５月９日～６月17日の毎週月・木曜日14時～16時 10 40
中高年エアロビクス・ピ
ラティス◎ ５月７日～６月４日の毎週火曜日10時～12時 ５ 25

弓道 ５月８日～６月10日の毎週月・水曜日18時30分～
20時30分 10 25

夜間かんたんヨガＡ ５月13日～６月10日の毎週月曜日19時～20時40分 ５ 70
夜間かんたんヨガＢ▲ ６月17日～７月29日の毎週月曜日19時～20時40分 ５ 70
骨盤体操＆シェイプアップ ５月９日～６月６日の毎週木曜日19時～20時40分 ５ 25

期　間 別　館　１　階
４月８日～12日 鹿児島市竹工芸マイスター養成講座
４月15日～19日 春の小品盆栽展
４月22日～26日 小原流　遊友会５人展

市民みんなで歌いましょう

貴島 ヨリ子さん
（鴨池新町）

かごしま健康の森公園のイベント
①太極拳教室　
対どなたでも　期４月26
日（金）10時～11時30分
②デジタル一眼レフカメ

ラの基本講座
対デジタル一眼レフカメラを持つ
初心者　期４月28日（日）10時～14
時
③初心者ガーデニング教室
◇講師…川口さゆり（園芸家）
期５月16日（木）13時～15時30分と
７月11日（木）10時～12時（２日間
とも参加できる人が対象）
①～③共
料無料　定20人（超えたら抽選）
申往復はがきに教室名、住所、氏
名、年齢、電話番号を書いて、①
は４月16日、②は４月18日、③は
５月６日（いずれも必着）までに
〒891-1205犬迫町825かごしま健
康の森公園238-4650へ
④野点会
対どなたでも　期４月21日（日）10
時～15時　申不要　問かごしま健
康の森公園238-4650

クスで研修名、住所、氏名、年
齢、電話番号、所属団体名を５月
８日（必着）までに〒890-0054荒
田一丁目4-1生涯学習課813-0851

（D813-0937）へ
遊びの支援・指導者養成講座
内子どもの遊びを、実践を通して
学ぶ　対市内に住む20歳以上の人
期５月19日～来年２月16日の日曜
日13時～15時30分（全10回）　所か
ごしま文化工芸村　定30人（超え
たら抽選）　料8000円　申往復は
がきかファクスで講座名、住所、
氏名、性別、年代、小学校区名、
電話・ファクス番号を４月19日
（必着）までに〒890-0033西別府町
2758かごしま文化工芸村281-7175

（D281-7215）へ
輝
き ら り

楽里よしだ館11周年祭
内焼き餅などの振る舞い、馬踊り
披露など　期４月28日（日）９時～
16時　所輝楽里よしだ館　問輝楽
里よしだ館294-4417

◇鹿児島市民歌は市民意識
の高揚を図り、連帯感を
深めるため昭和47年６月
15日に制定されました
◇カセットテープやＣＤの
貸し出しをしています
◇貸出場所　総務課、各支
所
◇市ホームページで実際に
聴くことができ、楽譜も
掲載しています
問総務課216-1125

所甲突川左岸緑地

①託児サポーター
期�５月８日（水）・９日（木）・14日（火）・21日（火）・23日（木）・28日（火）・
30日（木）の10時～12時（全７回）�

②編集サポーター
期�５月８日（水）・10日（金）・17日（金）・24日（金）・31日（金）の10時～12時
（全５回）

①②共��対市内に住むか通勤・通学する人（①は保育士、幼稚園教諭の資格
を持つ人か子育ての経験がある人で、原則全日程を受講でき、月数
回の活動に参加できる人、②は原則全日程を受講できる人で、週１

対市内に住む人
◇時　間　10時～11時30分
所消費生活センター
定100人（超えたら抽選）
料�無料（材料費などが必要な講座
は実費負担）
申�往復はがきかＥメールで住所、
氏名、年齢、電話番号、託児（満
２歳以上）を希望するときは、
子どもの氏名（ひらがな）、年齢
を４月19日（必着）までに〒890-
0063鴨池二丁目25-1-31市消費
生活センター ｢消費生活教室」

対�市内に住む人（学生を除く。◎は40歳以上）　◇定員を超えたら抽選
料無料（スポーツ保険料300円が必要）
申�往復はがき（１人１種目１通限り）に希望種目、住所、氏名（ふりがな）、年
齢、電話番号を書いて、４月12日、▲は５月14日（いずれも消印有効）ま
でに〒890-0023永吉一丁目30-1市民スポーツ課「スポーツ教室」係285-
2244へ

対市内に住む18歳以上の人（学生を除く）　◇定員を超えたら抽選
料無料（スポーツ保険料300円が必要）
申�往復はがき（1人１通1種目限り）に講座名、住所、氏名、年齢、性別、電
話番号を書いて、４月21日（必着）までに〒891-0142坂之上一丁目21-1市
民体育館261-5115へ

回の定期的な活動（原則水曜日）に参加で
きる人）

定�①30人、②20人（超えたら抽選）
所サンエールかごしま　料無料
申�往復はがきかファクス、Ｅメールで講座名、住
所、氏名、年齢、電話・ファクス番号を４月
24日（必着）までに〒890-0054荒田一丁目4-1
男女共同参画センター813-0852（D813-0937、
{danjokyodo@city.kagoshima.lg.jp）へ

係258-3611（{syouhi@city.kagoshima.lg.jp）へ

教　室　名 日　　　　　　時 回数 定員
硬式テニス（初級） ５月７日～６月７日の毎週火・金曜日10時～12時 10 30
バドミントン（初級） ５月９日～６月13日の毎週月・木曜日19時～21時 10 30

ゴルフ（初級） ５月９日～７月11日の毎週木曜日13時30分～15時
30分 10 30

やさしいエアロ＆骨盤体操 ５月10日～６月11日毎週火・金曜日13時～15時 10 30

問サンサンコールかごしま 099-808-3333

催し物 日　　時

花と緑の相談所
４月７日（日）・20
日（土）・28日（日）
の10時～15時

園芸講習会 ４月29日（祝）11時
～12時

お客様感謝抽選会 ４月７日（日）～21
日（日）

子ども感謝デー
（小学生以下対象
の無料抽選会）

４月６日（土）、20
日（土）、５月４日
（祝）

問�サンサンコールかごしま099-808-
3333

○自分が所属するコーラス会
で歌っています。

○発表会でも披露しています
が、会場でも皆さんと一緒
に歌えますし、歌詞も素敵
ですね。

○住んでいる鹿児島市の歌を
歌うことができ、大変誇ら
しく思います。

○ぜひ、もっと多くのみなさ
んに歌ってほしいですね。

女性リーダー研修会
対女性団体や生涯学習グループの
リーダーなど　期５月16日（木）９
時30分～12時15分　所勤労者交流
センター（中央町10）　定150人程
度　料無料　申往復はがきかファ


