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対18歳以上で水泳が不得意な全日程受講できる人
期６月24日（月）～７月８日（月）の毎週月･金曜日13時30分～14時30分（全５
回）
定10人（超えたら抽選）　
料300円（プール使用料）　
申往復はがきに教室名、住所､氏名､年齢､
　電話番号を書いて､ ６月14日（必着）ま
	 でに､〒891-1205犬迫町825かごしま健
 康の森公園238-4650へ

所市役所別館１階
◇６月10日（月）～
14日（金）…中央
写友会
◇６月17日（月）～
21日（金）…ハン
セン病問題の歴
史と現状につい
て
◇６月24日（月）～
28日（金）…写
真・絵画展　
◇７月１日（月）～
５日（金）…2013
かごしま春祭
フォトコンテス
ト作品展
◇７月８日（月）～
12日（金）…写真
展
問サンサンコール

かごし
　ま099
　-808
　-3333

所サンエールかごしま
◇申し込みなど詳しくは各問い合わせ先へ（③と④は先着順）

対市内に住むか通勤・通学する人
料無料
◇開会式		８月10日（土）13時30分～鹿児島アリーナ
◇申し込みなど詳しくは市民スポーツ課285-2244へ

山本 優
ま さ と

利さん
（平成25年
副実行委員長）

○友人に勧められ、一生に一
度の経験と思い、一緒に応
募しました。
○みんなで話し合って誓い
のことばを考えたり、練習
を重ねたり、多くの新しい
仲間ができました。
○やりとげた達成感は普段
経験できないものです。
充実した会議ですのでぜ
ひ応募してみてください。

市民ギャラリー

生涯学習プラザ協働講座

市　民　体　育　大　会

1男女共同参画週間フォーラム

2男女共同参画センター主催事業

勤労青少年ホーム短期･一日お試し講座

かごしま健康の森公園　初心者水泳教室（大人コース）

ＦＣ ＫＡＧＯＳＨＩＭＡとヴォルカ鹿児島が直接対決！

｢新成人のつどい（成人式）｣ 実行委員募集

ＫＩＣＳインターナショナルカ
レッジ（英語で行う授業）
内「エリトリアの文化」と「世界共
通語で話そう！」の２科目　期７
月６日（土）９時～14時　所市教
育総合センター　定80人（超えた
ら抽選）　料500円（ＫＩＣＳ会員は
300円）　申はがきかファクスで住
所、氏名（ふりがな）、性別、年齢、
電話番号を６月14日（必着）までに
〒892-8677山下町11-1市国際交流
市民の会（国際交流課内）216-1131

（D239-9258）へ
ふれスポ初心者水泳教室
対18歳以上の水泳初心者　期６月
24日～７月４日の毎週月・木曜日
14時～15時（全４回）　定20人（先
着順）　料300円（プール入場料）　
※70歳以上は減免あり　申電話で
６月17日８時30分～鹿
児島ふれあいスポーツ
ランド275-7107へ
親子シーカヤック講座
対市内に住む小・中学生とその保
護者　期７月14日（日）10時～16時
所生見海水浴場　定10組（２人１
組。超えたら抽選）　料１人300円
（スポーツ保険料）　申往復はがき

かＥメールで住所､ 氏名､ 年齢､
電話番号を６月19日（必着）までに
〒890-0023永吉一丁目30-1市民ス
ポーツ課｢シーカヤック体験講座｣
係285-2244（{shispo-spo@city.
kagoshima.lg.jp）へ
企業内教育担当者研修会
対企業内教育担当者か市内に住む
人　期７月５日（金）14時～16時30
分　所生涯学習プラザ（サンエー
ルかごしま）　定70人程度　料無
料　申電話で前日までに生涯学習
プラザ813-0851へ
応急手当普及員講習受講者募集
内応急手当の基礎知識､ 基礎実技
など　対市内に住むか通勤･通学
し､ 勤務する事業所などで普通救
命講習を開催したいと考えている
人　期７月５日（金）～７日（日）８
時30分～17時30分　所消防総合訓
練研修センター（新栄町22-30）
定30人（先着順）　料4800円（テキ
スト代）　申６月10日から電話で
消防局警防課222-0960へ　※土・
日曜日、祝日を除く
キャリアコンサルタント
内仕事上の悩み・職業選択・キャ
リアアップに関する無料相談（要
予約）　所勤労青少年ホーム　
◇開催日や時間など詳しくは勤労
青少年ホーム255-5771へ

◇男女共同参画週間（６月23日～29日）にあわせた講演会や調査研究報告会
を開催します（申し込みが必要）
◇講演会の演題　妻が僕を変えた日～男性も子育て、女性も自分育て～
◇講師　広岡守

もり

穂
ほ

氏（中央大学法学部教授、ＮＰＯ推進ネット顧問）
◇調査研究報告会のテーマ　男性の育児参画意識と社会環境の整備実態
◇報告団体　イクメンサポート研究会（鹿児島大学保健学科学生グループ）
対市内に住むか通勤・通学する人　
期６月22日（土）13時30分～16時10分　※講演会は15時まで　
所サンエールかごしま　定60人程度　料無料（託児あり）

対市内に住むか通勤・通学する人（②は父親と６カ月～２歳の子。母親は父親と
一緒のときは参加可）　所サンエールかごしま　料無料（材料費は実費負担）

12共　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､ 託児（６カ月～小学２年生）希望者は子どもの
氏名を〒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　※1は６月14日（必着）
までに、2の①②は各講座の１週間前（必着）までに、2の③は申し込み
不要（当日先着順）。託児あり（事前予約が必要）

対市内に住むか通勤する15歳～35歳未満の人（学生を除く）
申６月13日から本人が直接勤労青少年ホーム255-5771の窓口へ（先着順）
　※土曜日・祝日を除く

内来年１月12日（日）に市民文
化ホールで開催予定の ｢新
成人のつどい｣ の企画･運
営
対平成５年４月２日～平成６
年４月１日生まれの人　
定30人程度（会議は８回程度）
申はがきに住所､ 氏名､ 生年
月日､電話番号､ ｢新成人の
つどい実行委員希望｣ と書
いて､ ６月28日（必着）まで
に〒892-0816山下町6-1青
少年課227-1971へ

期６月９日（日）14時～
所鹿児島ふれあいスポーツランド
問ＦＣ ＫＡＧＯＳＨＩＭＡ216-8665､ ヴォルカ鹿児島216-8013

イベント・講座

体育館利用７月分予約抽選会
期６月25日（火）13時～
所アクアジムロビー内
体育館・プールの臨時休業
期６月17日（月）～20日（木）

新成人のつどいの企画に
参加しませんか？

講　　座 期　　日 定員 料　金 問い合わせ先
①	ワールドカフェ
（対話の場）

６月16日（日）か
７月７日（日） 各40人 1500円

（学生500円）
ワールドカフェ
（牟田）
090-7293-7062

②	どこかで聴いた
クラシック ６月21日（金） 30人 1500円

クリエイティブ
アーツ（坂井）
265-5124

③太極拳入門
７ 月23日 ～10月
８日の毎週火曜
日（全９回）

15人 1回700円
鹿児島太極拳愛
好会（赤尾）
222-6488

④	アートでストレ
スケア・認知症
予防

７月～９月の第
２・４土曜日（全
６回）

20人 6000円
（全６回分）

アート・コミュ
ニケーションズ
090-5731-8873

期　日 種　　目
7/13 ラグビー

7/14･21 サッカー

7/15
体操
卓球

7/20･21 ボクシング

7/21
相撲
ゲートボール
少林寺拳法

7/23 ゴルフ

7/27･28
ソフトテニス
テニス

7/28

バレーボール
銃剣道
クレー射撃
グラウンド・
ゴルフ

期　日 種　　目

8/3･4
軟式野球
ソフトボール
アーチェリー

8/4
陸上競技　
水泳
（全）空手道

8/10
剣道
弓道

8/10･11
バスケットボ
ール

8/11

バドミントン
柔道
ボウリング
ライフル射撃

8/17･18 ハンドボール

8/17 太極拳

8/18 空手道

名　　　称 内　　　　容 日　　　　　時 定員

①	ＤＶ被害者支
援啓発講座

ＤＶ被害者支援の現状や
被害者ケースの対応方法
など

７月３日（水）・10日
（水）の14時30分～16
時30分、７月24日（水）
・31日（水）の14時～
16時（全４回）

30人

②	パパ大好き♡
泣く子も笑う
ハッピースマ
イルセミナー

子どもを上手に撮るデジ
カメ（各自持参）撮影のコ
ツやベビーダンス､ ベ
ビーマッサージ

７月７日～21日の毎
週日曜日10時30分～
12時（全３回）

親子
12組

③	サンエールプ
チシネマ 上映作品 ｢外泊｣ ６月20日（木）10時～

か13時30分～
各
50人

講　　　座　　　名 時　間 開　催　日 定員
好感度アップ会話術（全３回） 19時～ 7/25、8/1、8/8 20人
イタリア料理（全３回） 18時30分～ 7/23、7/30、8/6 36人
カラーセラピー（全３回） 19時～ 7/10、7/17、7/24 30人
ストレスマネジメント（全３回） 19時～ 7/22、7/29、8/5 25人
太極拳入門（全３回） 19時～ 7/19、8/2、8/16 20人
和スイーツ作り 13時～ 7/21 36人
絵手紙（夏レター） 19時～ 8/2 15人
おうちでカフェメニュー 10時～ 7/28 36人
セルフネイル 19時～ 7/31 20人
簡単ヘアアレンジ 19時～ 8/7 24人
初心者のための料理教室 10時～ 8/4 30人


