
かごしま 市民のひろば 2013年（平成25年）８月　555号イベント・講座７

◇対　象　市内に住むか通勤・通学する人
◇定員を超えたら抽選
◇受講料　無料（③は材料費実費負担）　
◇申し込み　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、年齢を講座開催日の10日前（必着）まで
に男女共同参画センターへ　※①は申し込み不
要（当日先着順）。託児あり（事前予約が必要）

■男女共同参画センター主催講座

■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

選び方など
◇対　象　市内に住む幼児とその保護者
◇日　時　９月14日（土）14時～15時40分
◇定　員　20組（超えたら抽選）　
◇受講料　無料
◇申し込み　窓口にある申込用紙を直接か、はが
き、電話、ファクス、Ｅメールで住所、氏名（ふ
りがな）、電話番号を８月31日（必着）までに市立
図書館へ

■シルヴィ・ギエム　オン　ステージ2013
◇日　時　�11月21日（木）19時開演（18

時30分開場）
◇場　所　市民文化ホール第１
◇料　金　特Ｓ席9000円、Ｓ席8000
円、Ａ席6500円、Ｂ席5000円、Ｃ席
4000円。高校生以下半額（特Ｓ席除
く）　※入場券を販売中。未就学児
の入場はご遠慮ください
■夏休み親子体験教室
　「舞台ってどうなってるの？」
◇対　象　�小・中学生（保護者同伴可）
◇日　時　８月26日（月）14時～
◇場　所　市民文化ホール第２
◇参加料　無料
◇申し込みなど詳しくは市民文化ホールへ

■プールプログラム　（９月３日～開講）

■短期講座

キャリアカウンセリング（要予約）

①夜間陶芸講座
◇対　象　市内に住むか通勤・通学する人
◇日　時　�９月５日（木）・12日（木）、10月３日（木）

の18時30分～20時30分（全３回）
◇定　員　25人（超えたら抽選）
◇参加料　500円程度（粘土代）
◇申込期限　８月22日（必着）
②木工マスター養成講座
◇対　象　市内に住むか通勤・通学する人
◇日　時　�９月７日～28日の毎週土曜日10時～15

時（全４回）
◇定　員　10人（超えたら抽選）
◇参加料　1000円程度（材料費）
◇申込期限　８月24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、住
所、氏名、性別、年代、電話・ファクス番号を
各申込期限までに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
� http://www.kagoshima-miraikan.jp/�☎806-6666

◇対　象　18歳以上の初心者　
◇受講料　プール入場料のみ
◇申し込み　各講座の１週間前から電話で鹿児島
ふれあいスポーツランドへ

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

◇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　※小

学生以下は保護者同伴
◇定員を超えたら抽選　※●は託児なし
◇受講料　�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、
参加者全員の氏名（ふりがな）、年齢・学年、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　※かごしま
環境未来館ホームページからも申し込めます

■かごしま環境未来館地域まるごと共育講座

◇�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

■環境学習講座

午後の部（木曜日）
13時10分～16時30分

夜間の部（火曜日）
18時30分～20時30分

８月１日・８日・22日、
９月５日・12日・26日、
10月３日・10日・24日

８月13日、９月17日、
10月15日

講　　座　　名 日　　時 定 員
女性のための布ナプキ
ン作り

８月22日（木）
13時～16時 10人

バランストンボがとま
る竹のペン立て

８月25日（日）
13時～16時 12組

火山灰のペットボトル
砂時計作り

８月28日（水）
13時～16時 10組

端材＆端布でウォール
ポケット作り

９月１日（日）
10時30分～15
時30分

12組

赤ちゃんに優しい布オ
ムツ＆エコ母乳パッド
作り

９月７日（土）
13時～16時 ８人

マヨネーズ容器で作る
バラのLEDランプ

９月８日（日）
13時～16時 10組

簡単着物リメイク ９月11日（水）
10時～15時 12人

古布ぞうり作り ９月14日（土）
10時～15時 20人

食品トレーで恐竜（ブ
ラキオサウルス）作り

９月15日（日）
13時～16時 10組

牛乳パックで正座イス
を作ろう

９月19日（木）
13時～16時 10人

講　座　名 対　象 日　　時 定 員

米粉でパン作り 小学生
以上

９月１日（日）
10時～14時 20

家庭でできる無
農薬野菜づくり
講座

小学５
年生以
上

９月７日（土）
10時～12時 40

夜の鳴く虫観察
会in寺山ふれあ
い公園●

―
９月14日（土）
18時～20時30
分

20

オーストラリアの
エコライフ～自然
のしくみをいかす
家庭菜園～

― ９月21日（土）
10時～12時 20

自然遊歩道めぐ
り～寺山自然遊
歩道～●

小学生
以上

９月28日（土）
９時30分～12
時30分

20

男女共同参画センター� 〒890-0054荒田一丁目4-1　
☎813-0852（FAX813-0937、Eメールdanjokyodo@city.kagoshima.lg.jp）

市民文化ホール 
　☎257-8111

鹿児島ふれあいスポーツランド
　☎275-7107

市立図書館  〒890-0063鴨池二丁目31-18　☎250-8500　
�（FAX250-7157、Eメールtosyo-tosyo@city.kagoshima.lg.jp）

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

講 座 名 内　　容 日　　時 定
員

①�夏だ！アニ
メだ！サン
エールプチ
シネマだ！

上映作品「世界名
作劇場完結版フラ
ンダースの犬（ア
ニメ）」

８月22日（木）10
時～か13時30分
～（当日先着順）

各
400
人

②�アサーティ
ブコミュニ
ケーション
講座

人間関係を豊かに
するための自己表
現方法を学ぶ

９月４日～10月
２日の毎週水曜
日18時30分～20
時30分（全５回）

30
人

③�ど ん と こ
い、仕事と
家庭！両立
生活応援セ
ミナー

整理整頓術や家庭
でのコミュニケー
ション術、手軽に
作れる料理や菓子
作りを学ぶ

９月７日～10月
５日の毎週土曜
日10時～13時
（全５回）　
※９月７日・14
日は12時まで

20
人

講　座　名 日　時 定　員
（先着順）

膝・腰健康ウオ
ーキング

毎週火曜日
11時30分～12時 30人

はじめてクロー
ル

毎週火曜日
14時～14時45分 15人

はじめてクロー
ル・背泳ぎ

毎週木曜日
19時～19時45分 15人

はじめてクロー
ル・平泳ぎ

毎週金曜日
11時30分～12時15分 15人

ウオーキング＆
骨盤体操

毎週金曜日
14時～14時45分 30人

講　座 日　時 問い合わせ先
まちのオアシ
ス・城山の裏の
細道を歩く

９月８日（日）
９時30分～11
時30分

ＮＰＯ法人かご
し ま 探 検 の 会
227-5343

◇参加料や申し込みなど詳しくは問い合わせ先へ
◇そのほかの講座はかごしま環境未来館ホーム
ページをご覧ください

夏本番！ みんなで 楽しもう！市営施設の講座・イベント

◇対　象　市内に住むか通勤する女性（学生を除
く。夜間は勤労女性優先）　※★は男性可、△は
初心者、◎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
◇定員を超えたら抽選
◇受講料　　無料（材料費などは実費負担）
◇申し込み　直接（返信用はがき持参）か往復はが
き（１人１通）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、勤務
先電話番号、親子講座は子どもの氏名、学年、
託児（２歳～未就学児）希望者は子どもの氏名、
生年月日を書いて、８月15日（必着）までに勤労
女性センターへ　※親子講座を希望する人は一
般講座も別に申し込めます

講　座　名 定
員
回
数
曜
日 開講日

10
時
～
12
時

★かごしまの料理と和
菓子 36 6 火 9/10 ～10/15

デジカメ＆写真データ
の編集 12 5 水 9/11 ～10/9

ネクタイからポシェッ
ト 28 6 木 9/12 ～10/17

きれいになるエクササ
イズ 36 5 木 9/12 ～10/10

△60代からのパソコン 12 5 金 9/13 ～10/18
家計に役立つマネープ
ラン 30 5 金 9/13 ～10/18

ワード初級 12 5 土 9/14 ～10/19
★親子でハロウィーン
パーティーのお菓子作
り（13時まで）

36 1 土 10/19

13
時
30
分
～
15
時
30
分

パソコンで年賀状作成 12 5 水 9/18 ～10/16
パッチワークで可愛い
ポーチ 30 6 木 9/12 ～10/17

癒しのガーデニング 30 3 金 9/13 ～9/27
心が伝わるコミュニ
ケーション（声の力・言
葉の力）

30 3 土 9/14 ～9/28

18
時
30
分
～
20
時
30
分

四季を彩るフラワーア
レンジメント 28 4 月 9/9 ～10/21

英会話とっさのひとこ
と 30 3 火 9/10 ～9/24

紅茶とお菓子の楽しみ 30 5 火 10/1 ～10/29
★ハーブで楽しい食卓 36 5 水 9/18 ～10/16
髪のケア＆ヘアスタイ
ル 30 5 水 9/11 ～10/9

ワード・エクセル基礎 12 5 木 9/12 ～10/10
骨盤体操・コアリズム 36 5 木 9/12 ～10/10
◎ワード・エクセル応用 12 5 金 9/13 ～10/18

■夜間開園（18時～21時）
◇期　日　�８月の毎週土曜日と８月14日（水）
【関連イベント】
◇動物たちのお食
事ライブ
　時間は入口ゲー
トなどに掲示
◇かわいい小動物
と遊ぼう
　　18時30分～20時

平川動物公園  〒891-0133平川町5669-1
� ☎261-2326


