
10暮らしのガイド〈 町内会は住みよい地域づくりの推進役　みんなで町内会に参加しましょう 〉

内＝内容　　対＝対象　　料＝料金　　共＝共通事項　　期＝日時・期間・期日　　定＝定員・定数・人員　　所＝場所　　申＝申し込み　
問＝問い合わせ　　D＝ＦＡＸ　　{＝E-mail　　I＝ホームページ

◇演　題　オール１の落ちこぼれ、教師になる
◇講　師　宮本延

ま さ は る

春氏（エッセイスト・元高校教師）
期７月27日（土）14時〜15時40分
所サンエールかごしま
定400人（超えたら抽選）　料無料
申�はがきかファクスで住所、参加者全員の
氏名、年齢（学年）、電話番号、託児の有無
を７月19日（必着）までに〒890-0054荒田
一丁目4-1サンエールかごしま813-0851

（D813-0937）へ

◇無償配布するダンボールコンポストセットを使って生ごみの堆肥化を学びます
対市内に住み、簡単なアンケートに協力できる家庭
期①７月26日（金）10時〜11時30分か、②８月11日（日）10時〜11時30分
所かごしま環境未来館　定各20世帯（超えたら抽選）　料無料
申はがきかＥメールで講座名、希望日、住所、受講者全員の氏名（ふりがな）、電話番号
を①は７月19日（必着）までに、②は８月４日（必着）までに〒892-8677山下町11-1リサ
イクル推進課216-1290（{recycle-gomi@city.kagoshima.lg.jp）へ

対市内に住むか通勤・通学する人（①は再就職を目指すパソコンの初心者、②は父親と小
学生の子、③は女性）
所サンエールかごしま　料無料（②の材料費は実費負担）　
申①②は往復はがきかファクス､ Ｅメールで講座名､ 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を、①は７月11
日（必着）までに、②は７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
　③は７月９日から電話で男女共同参画センター813-0852へ（先着順。託児あり）
　④は申し込み不要（当日先着順）。託児あり（事前予約が必要）

名　　　　称 内　　　　　容 日　　　時 定員
①めざせ、再就職！
仕事に役立つパソ
コン習得講座

ワードやエクセルの基本操
作、インターネット活用など

７月19日〜８月30日の毎週金
曜日18時30分〜20時30分（全５
回。７月26日、８月16日を除く）

20人

②パパと一緒にキッ
ズクッキング 子どもと父親との料理 ８月４日（日）10時〜13時 12組

③女性のための再
チャレンジ相談

離職した女性の再就職や就
業中の女性のキャリアアッ
プの相談

７月26日（金）17時〜20時か
７月27日（土）14時〜17時

各
３人

④サンエールプチシ
ネマ

上映作品 ｢TOMORROW
明日｣

７月18日（木）
10時〜か13時30分〜

各
50人

内ピアノの名曲を作曲家な
　どの解説を交えて演奏
期８月９日（金）10時30分〜
　11時30分
所サンエールかごしま
定30人程度　料1500円
◇申し込みなど詳しくはク

リエイティブアーツ（坂
井）265-5124へ

■ニュースポーツ用具無料貸し出し
◇種　目　�グラウンド・ゴルフ、ストラックアウト、フロアカーリン　

グ、ティーボール　など
申�直接か電話で、鹿児島アリーナ285-2244、市民体育館261-5115、喜入

総合体育館345-2383、松元平野岡体育館278-5100、桜島総合体育館293-
2967、吉田文化体育センター294-4477へ　※使用希望日の６カ月前から
予約可

■トレーニング室で体力づくりを
◇�設置施設　鹿児島アリーナ285-2244、鴨池ドーム250-0705、吉田文化

体育センター294-4477、桜島総合体育館293-2967
◇利用方法など詳しくは各施設へ

人権啓発講演会（サンエールかごしま人権啓発事業）

ダンボールコンポスト講座

男女共同参画センター主催事業

生涯学習プラザ協働講座
（どこかで聴いたクラシック）

絵 手 紙 体 験 教 室

地域スポーツクラブのスポーツ教室（７月）
ディズニーチャンネルのスター
によるトークショー
内ディズニーチャンネルで活躍中
のディラン＆コール・スプラウス
兄弟による日米相互の友好関係を
深めるトークショー　期８月15日
（木）14時〜16時　所かごしま市民
福祉プラザ　定150人程度　料無
料　申はがきかファクス、Ｅメー
ルで住所、氏名、年齢、電話番号
を７月31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、{kics@
po.minc.ne.jp）へ
市民ギャラリー

【①別館１階】◇７月８日（月）〜12
日（金）…写真展　◇７月16日（火）
〜19日（金）…写真展（田中郁）　
◇７月22日（月）〜26日（金）…原爆と
人間展（パネル展示）とＤＶＤ放映
◇７月29日（月）〜８月２日（金）…む
展の人々…30年　◇８月５日（月）〜
９日（金）…第16回平和美術展

【②みなと大通り別館２階】◇７月
29日（月）〜８月２日（金）…人権同
和問題啓発強調月間パネル展
①②共　問サンサンコールかごし
ま099-808-3333

平成25年度屋外広告物講習会
対屋外広告物の管理をする人や屋
外広告業の業務主任者になろうと
する人　期８月22日（木）・23日（金）
10時〜17時（全２回）　所市役所本
館２階講堂　料2200円　申講習会
受講申請書、受講票、受講一部免除
願（該当者のみ）を８月８日（必着）
までに都市景観課に提出　◇詳し
くは市ホームページか都市景観課
216-1425へ
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（１
人１時間程度。要予約）　期18時〜
21時の部…７月３日〜８月21日の
毎週水曜日（７月31日、８月14日を
除く）、17時〜20時の部…７月31日
（水）・８月28日（水）　所勤労青少
年ホーム　◇申し込みなど詳しく
は勤労青少年ホーム255-5771へ

※事前の申し込みが必要です。参加料が必要なものがあります
◇申し込みなど詳しくは各クラブへ

内四季折々の身近な画題を使用した絵手紙体験教室
対市内の勤労者やその家族　　期７月27日（土）10時〜12時
所勤労者交流センター（中央町10キャンセビル７階）
定20人（超えたら抽選）　料無料　◇申込期限　７月14日
◇申し込みなど詳しくは勤労者交流センター285-0003へ

♪ランチタイムコンサート♪
◇毎週金曜日12時20分〜50分に
みなと大通り別館１階で開催
◇観覧は無料
問サンサンコールかごしま
　099-
　808-
　3333

クラブ名･電話番号 種　目 日　　　　時 場　所
桜島スポーツクラブ
293-2967

グラウンド・
ゴルフ

７月10日（水）･30日（火）
８時30分〜11時30分

桜島溶岩グ
ラウンド

ソンタスポーツクラブ
225-3625

バレーボール
（小学生）

７月20日（土）
９時〜11時

草牟田小学
校体育館

喜入コミュニティ
スポーツクラブ
345-2383

ゴルフ
７月３日〜17日の毎週
水・金曜日
17時30分〜19時30分

喜入カント
リークラブ

ひろきスポーツクラブ
（山下）090-9596-9716
※電話は19時以降

ピラティス
※�トレーナー
あり

毎週火曜日
19時30分〜21時

広木小学校
体育館

対市内に住むか通勤する15歳〜35歳未満の人（学生を除く）
◇時　間　19時〜21時（●は18時30分〜20時30分、△は10時

〜12時、□は10時〜14時、◎は13時〜15時）
料無料（材料費などは実費負担）
申７月14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、祝日は休み。新規申込者は、身
分証明書と500円が必要）

勤 労 青 少 年 ホ ー ム 中 期 講 座
曜 教　養　講　座　名 開講日 回数 定員

月

家庭料理　　　　　　　　●

８/19

10 36
パソコンＣＳ検定・Excel２級 11 10
中国語� 10 15
ゼロからのギター ７ 20

火

家庭料理　　　　　　　　●

８/20

10 36
ＪＷ−ＣＡＤ（基礎） 10 10
ゴスペル 10 25
着物着付け ７ 20
七宝 ７ 15

水

家庭料理　　　　　　　　●

８/21

10 36
スケッチと水彩画 ７ 15
調剤薬局 ７ 30
パソコンExcel�MOS�一般 10 10

木

家庭料理　　　　　　　　●

８/22

10 36
セルフネイル ５ 20
華道　小原流 10 10
パソコンWord�MOS�一般 10 10

金

おもてなし料理　　　　　●

８/23

５ 36
アロマテラピー ７ 30
韓国語 10 15
パソコンＣＳ検定・Word ３級 11 10

日
パン作り　　　　　　　　□ ８/11 ５ 36
写真　　　　　　　　　　△ ５ 15
マジック　　　　　　　　△ ９/22 ７ 20

曜 ス　ポ　ー　ツ　講　座　名 開講日 回数 定員
月 リフレッシュ！エアロビクス ９/２ ７ 45
火 ヨガ ９/10 ７ 30
水 テニス ９/４ ７ 30
金 バドミントン ８/23 10 45

日 ピラティス　　　　　　　△ ８/11 ７ 30
ハワイアンフラ　　　　　◎ ９/29 ５ 25


