
かごしま 市民のひろば 2013年（平成25年）５月　552号イベント・講座７

◇対　象　市内に住むか通勤する女性（学生を除
く。夜間は勤労女性を優先）　※★は男性も可、
●は基本操作を習得済みの人。親子講座は小・
中学生とその保護者（一般講座を別で受け付け
ます）
◇定員を超えたら抽選
◇受講料　無料（教材費などは実費負担）
◇申し込み　直接（返信用はがき持参）か往復はが
き（１人１枚）に講座名（第２希望まで）、住所、
氏名（ふりがな）、電話番号、年齢、勤務先（電話
番号も）、親子講座は子どもの氏名、学年、託児
（希望講座開講期間中で、２歳～未就学児）希望
者は子どもの氏名、生年月日を書いて、５月15
日（必着）までに勤労女性センターへ

①あそびの日・わくわくウオーク＆宝探し
◇内　容　�ウオーキングを楽しみながら、宝探し

をする
◇日　時　５月12日（日）10時～12時　※雨天中止
◇申し込み不要
②ホタルを見る夕べ
◇内　容　講師によるホタルの生
　　　　　態説明、ホタル鑑賞
◇日　時　５月18日（土）19時～
　　　　　21時　※雨天中止
◇申し込み不要
③ガーデニング教室
◇内　容　花の寄せ植え
◇日　時　６月８日（土）10時
　　　　　～12時
◇定　員　50人（超えたら抽選）
◇申込期限　５月28日（必着）
④マイホタル観察教室
◇内　容　�半年かけてゲンジホタルの幼虫を育て

る
◇日　時　�６月９日（日）～12月８日（日）10時～11

時（全７回）
◇定　員　10人（超えたら抽選）
◇申込期限　５月29日（必着）
⑤プロペラ飛行機＆紙飛行機づくり
◇内　容　�親子でふれあいながら自分たちで製作

した飛行機を飛ばして楽しむ
◇日　時　�６月16日（日）10時～12時　※雨天時は

体育館で実施
◇定　員　30組（超えたら抽選）
◇申込期限　６月６日（必着）
－共通事項－
◇対　象　どなたでも
◇参加料　無料　
◇申し込み　往復はがきに教室名、住所、氏名、
年齢、電話番号を書いて、かごしま健康の森公
園へ

■�多目的・ファミリー広場　７月～12月事前予
約抽選会
◇日　時　６月１日（土）８時30分～
■体育館利用　６月分予約抽選会
◇日　時　５月25日（土）13時～
－共通事項－
◇場　所　アクアジムロビー

①草木染め入門講座
◇対　象　市内に住むか通勤する人
◇日　時　�６月６日（木）・13日（木）の10時～12時

（全２回）
◇定　員　20人（超えたら抽選）
◇参加料　2000円程度（材料費）
◇申込期限　５月23日（必着）
②親子陶芸
◇対　象　市内に住む小学生以上の親子
◇日　時　�６月16日（日）13時30分～15時30分
◇定　員　10組（超えたら抽選）
◇参加料　300円程度（材料費）
◇申込期限　６月１日（必着）
③女性のための木工教室
◇対　象　市内に住むか通勤する女性
◇日　時　６月22日（土）か23日（日）の10時～15時
◇定　員　各15人（超えたら抽選）
◇参加料　3000円程度（材料費）
◇申込期限　６月８日（必着）
－共通事項－
◇�申し込み　往復はがきかファクスで講座名、氏
名、性別、学年、年代、電話・ファクス番号、
③は希望日をかごしま文化工芸村へ

かごしま環境未来館�〒890-0041城西二丁目1-5
� ☎806-6666

勤労女性センター� 〒890-0063鴨池二丁目31-15�
� ☎255-7039

かごしま健康の森公園� 〒891-1205犬迫町825
� ☎238-4650

かごしま文化工芸村� 〒890-0033西別府町2758
☎281-7175（FAX281-7215）

■春の所蔵品展　－橋口五葉《古代の女》－
◇期　間　５月19日（日）まで
■初夏の所蔵品展
　－平成24年度新所蔵品－
　海老原喜之助のデッサン、
平成24年度に収蔵した作品の
展示。
◇期　間　�５月21日（火）～
　　　　　７月15日（祝）
－共通事項－
◇料　金　�一般300円、高校・
　　　　　大学生200円、小・
　　　　　中学生150円

■家族ふれあい読み聞かせ教室
◇内　容　�家庭での読み聞かせの大切さや絵本の

選び方
◇対　象　市内に住む幼児とその保護者
◇日　時　５月18日（土）14時～15時40分
◇定　員　20組（超えたら抽選）
◇申し込み　窓口にある申込用紙かはがき、電話、
ファクスで５月10日（必着）までに市立図書館へ
■詩とおはなしの会
◇内　容　�読み聞かせを実践している人による詩

の朗読やおはなし
◇対　象　小学生以上の人
◇日　時　５月19日（日）10時30分～12時
◇申し込み不要
■読み聞かせおすすめ絵本展　
◇内　容　�０～６歳児を対象とした読み聞かせに

おすすめの絵本の展示と貸し出し
◇対　象　どなたでも
◇日　時　６月５日（水）～７月１日（月）
－共通事項－
◇参加料　無料

市立美術館 	 〒892-0853城山町4-36　☎224-3400
（FAX224-3409、Eメールbijutu@city.kagoshima.lg.jp）

市立図書館� 〒890-0063鴨池二丁目31-18
☎250-8500（FAX250-7157）

初夏の

◇申し込み先　〒890-0041城西二丁目1-5かごしま
環境未来館リサイクル工房806-6663（FAX806-
8000、Ｅメールrecycle@kagoshima-miraikan.
jp）
－共通事項－
◇対　象　市内に住むか通勤・通学する人
◇定員を超えたら抽選。●は託児なし
◇参加料　無料（一部、材料費や道具などの準備が

必要）
◇申し込み　直接か往復はがき（１枚１講座）、
ファクス、Ｅメールで講座名、開催日、住所、
氏名（ふりがな）、年齢、電話・ファクス番号、
託児（６カ月～小学２年生）希望者は子どもの氏
名、年齢を各講座開催の10日前（必着）までに各
申し込み先へ　※小学生以下は保護者同伴。か
ごしま環境未来館ホームページ（http://www.
kagoshima-miraikan.jp/）からも申し込めます

■環境学習講座
講　　座　　名 日　　時 定 員

大木先生と行く！地層
読み解きin城山●

６月１日（土）
10時～12時 25

甲突川のいきものウ
オッチング●

６月２日（日）
10時～12時 40

LOHASな暮らし方の
提案～合言葉はシンプ
ルライフ～

６月８日（土）
10時～12時 20

いそ海岸でお宝探し＆
クリーンアップ大作
戦！●

６月９日（日）
10時～15時 20

重曹で簡単♪手作り
はみがき粉と入浴剤

６月15日（土）
13時30分～15時
30分

20

田んぼの学校～アイガ
モ農法によるお米づく
り体験～（全４回連続
講座）●
①どろんこ田植え
②いきもの観察
③稲刈り体験
④�新米を使ってご飯作
り

①６月16日（日）
９時30分～12時
②８月４日（日）
10時～11時30分
③10月12日（土）
10時～11時30分
④11月10日（日）
10時～13時

40

働く私の癒しクッキン
グ＠マクロビオティッ
ク～基礎編～

６月19日（水）
18時30分～20時
45分

24

親子で作ってグリーン
ティータイム！～松元
お茶うけ編～

６月22日（土）
13時～16時 20

◇申し込み先　〒890-0041城西二丁目1-5かごし
ま環境未来館806-6600（FAX806-8000、Eメール
kouza@kagoshima-miraikan.jp）
■リサイクル工房講座
講　　座　　名 日　　時 定 員

包丁研ぎ教室 ５月23日（木）
13時30分～16時 16

女性のための布ナプキ
ン作り

５月25日（土）
13時～16時 10

６月時の記念日　ペッ
トボトルで水時計作り

５月26日（日）
13時～16時 10

古Gパンでエコバッグ
作り

５月30日（木）
13時～16時 12

廃油で石けん作り ６月１日（土）
13時～16時 10

６月時の記念日　ベニ
ア板で作る日時計

６月２日（日）
13時～16時 10

紫外線対策　つば広帽
子作り

６月８日（土）
13時～16時 12

端材が活きるハンガー
作り

６月９日（日）
13時～16時 12

流木と貝がらのモビー
ル作り

６月13日（木）
13時～16時 10

虫くいやシミつき服を
ステッチでおしゃれに
補修

６月15日（土）
13時30分～15時
30分

12

剪定材で首ふりパンダ
作り

６月22日（土）
13時～16時 10

講　座　名 定
員
回
数
曜
日 開講日

10
時
～
12
時

着物リメイクでワンピース 28 11 月 ７/1
肩こり・腰痛・ひざ痛予防 36 ８ 月 6/10
パートタイム労働法のポイントと働き方 20 １ 火 6/18
夏の涼しい甚平作り 20 13 水 6/12
ファイナンシャルプランナー（検定対策）30 15 水 6/12
やさしい旅の英会話 30 12 木 ７/4
麹・糀で季節の料理★ 36 12 木 6/13
ワード・エクセル初級 12 10 金 6/28
デジカメ＆写真データの編集 12 10 土 6/15
親子／おいしいピザ作り★
（10時～13時）３時間 36 １ 土 ７/2７

13
時
30
分
～
15
時
30
分

調剤薬局請求事務 30 12 月 6/10
スタイルいろいろフラワーアレンジメント 28 ６ 火 6/25
ワード中級● 12 10 水 6/26
ヨガで心身をリフレッシュ 30 ８ 木 6/13
ＣＳ（ワープロ部門）３級検定講座● 12 12 金 6/14
カラーコーディネートで脳トレーニング 30 12 金 6/14

18
時
30
分
～
20
時
30
分

初めての日本舞踊（藤間流） 30 12 月 6/10
魅力的なパワーポイント＆プレゼ
ンテーション● 12 12 火 6/11

ワード・エクセル／応用・連携● 12 11 水 6/12
夏バテ予防元気レシピ★ 36 10 水 6/26
初めてのバドミントン 20 ８ 水 6/12
美しい筆文字で女子力アップ 28 12 木 6/2７
基礎医療事務 30 15 金 6/14
茶道入門（表千家） 20 12 金 ７/5

■前期講座

「振り子時計」

　市電・市バスで出かけませ
んか。市電・市バス・カゴシ
マシティビュー・観光電車に
乗り放題の１日乗車券(大人
600円、小児300円)は観光施
設入館料等割引パスポート
もついています。車内でも販
売中　　【交通局�257–2111】


