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内 市国際交流アドバイザーによる料
理教室

期８月31日（土）９時〜14時
所県民交流センター
定20人（超えたら抽選）　料1000円
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８月
16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

対市内に住む18歳以上の人（学生を除く。④⑤は40歳
　以上、⑦は60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通１教室）に教室名、住所、氏名
　（ふりがな）、年齢、電話番号を書いて、①③④⑥〜⑨は８月13日（消印有
効）、②⑤は９月14日（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　※③は生涯学習情報システム
での申し込みもできます

◇８月12日（月）〜16日（金）　絵てがみ出版集作
　　　　　　　　　　　　　品展
◇８月19日（月）〜23日（金）　しき・よみ短歌　
◇８月26日（月）〜30日（金）　谷山写友会　
◇９月２日（月）〜６日（金）　鹿児島竹工芸振興
　　　　　　　　　　　　　組合作品展
◇９月９日（月）〜13日（金）　2013おぎおんさあフォトコンテスト作品展
所別館１階　問サンサンコールかごしま099-808-3333

教　　室　　名 日　　　　　　　　　　時 定員
①硬式テニス（初級）９月10日〜10月11日の毎週火・金曜日10時〜12時 30
②卓球（初級） ９月２日〜10月21日の毎週月・金曜日19時〜21時 20
③ゴルフ（初級） ９月５日〜11月７日の毎週木曜日13時30分〜15時30分 30
④幼児と母親の遊び９月３日〜11月５日毎週火曜日13時〜14時 30

教　室　名 日　　　　時 回数 定員
①�かんたんヨガ（昼）教
室

９月３日〜９月24日の毎週火曜日と10
月２日（水）の14時〜16時 ５ 80

②�かんたんヨガ（朝）教
室

10月21日〜11月25日の毎週月曜日10時
〜12時　※11月４日を除く ５ 80

③からだ改善トレーニ
　ング教室

９月２日〜10月17日の毎週月・木曜日
14時〜16時　※９月16日・23日・30日、
10月14日を除く

10 40

④中高年エアロビクス
　＆ピラティス教室Ａ

９月３日〜10月22日の毎週火曜日10時
〜12時　※10月１日・８日・15日を除く ５ 25

⑤中高年エアロビクス
　＆ピラティス教室Ｂ

10月21日〜11月25日の毎週月曜日14時
〜16時　※11月４日を除く ５ 25

⑥弓道教室 ９月３日〜10月３日の毎週火・木曜日
18時30時〜20時30分 10 25

⑦�生き生きスポーツ
（太極拳・健康体操）

９月５日〜11月28日の毎週木曜日10時
〜12時　※９月26日、10月24日、11月７
日を除く

10 30

⑧骨盤体操＆シェイプ
　アップ教室

９月４日〜10月９日の毎週水曜日10時
〜12時　※９月25日を除く ５ 25

⑨夜間かんたんヨガ教
　室

９月２日〜10月21日の毎週月曜日19時
〜20時40分　※９月16日・23日、10月14
日を除く

５ 80

対市内に住む60歳以上の人
期９月４日〜20日の毎週水・金曜
日14時〜15時（全６回）　

所鴨池公園水泳プール
定30人（超えたら抽選）
料無料（スポーツ保険料
　300円が必要）
申往復はがきに教室名、住所、氏
名、年齢、電話番号を書いて、８
月17日（必着）までに〒890-0063
鴨池二丁目31-3スイムシティ
鹿児島251-1288へ

◇65歳以上の人を対象に地域に住む
会員がお手伝いします
◇10分以内100円（ごみ出し、蛍光灯
の交換など）、30分以内500円（洗濯
物干し・取り入れなど）
◇利用方法など詳しくは市シルバー

人材センター252-4661へ

対市内に住むか通勤・通学する15歳
〜40歳の人

期９月４日〜10月23日の毎週水曜日
19時〜21時（全８回）　

所市教育総合センター
定24人（超えたら抽選）
料無料（食材費など自己負担）
申往復はがきに講座名、住所、氏名、
年齢、電話番号を書いて、８月30
日（必着）までに〒890-0816山下町
6-1青少年課227-1971へ

〜ワールドカフェ（対話の場）〜
期８月18日（日）、９月15日（日）
◇時間など詳しくはワールドカフェ
（牟田）090-7293-7062へ

〜ビデオ撮影・編集講座〜
内効果的なカメラワークなど
期９月７日（土）・８日（日）10時〜16時
◇申込期限　８月17日
◇申し込みなど詳しくはサンエール

かごしま813-0851へ

夏を涼しく過ごすための中国料理教室

鹿児島アリーナ　後期さわやかスポーツ教室

市民ギャラリー

市民体育館　後期スポーツ教室

高齢者のための水泳教室

ワンコインまごころサービス

ヘルシー料理講座

生涯学習プラザ協働講座

県民大学中央センターとの連携講座

唐湊・坂元墓地周辺の交通規制
期８月12日（月）〜14日（水）７時〜
18時　◇墓参りには公共交通機関
のご利用を　※唐湊墓地は市営バ
ス25番線の一部が運行しています
◇期間中は唐湊公園を墓参者用駐
車場として開放します

問環境衛生課216-1301
自衛官募集
◇募集種目・資格…航空学生・高
卒（見込みを含む）で21歳未満の
人、一般曹候補生・18歳〜27歳未
満の人、自衛官候補生（女子）・18
歳〜27歳未満の人　◇受付期限…
９月６日　※自衛官候補生（男子）
は随時受け付け　問自衛隊鹿児島
募集案内所251-7802

○４月からアドバイザ
　ーを務めています。
○簡単にできる一般的
な夏の中国の家庭料
理を作ります。
○中国の食文化を味
わって、暑い夏を乗
り越えましょう。
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イベント・講座
日・ＡＳEＡＮ友好協力40周年記念事業

内ＡＳＥＡＮからのイスラム観光
客の受け入れ対応セミナー　期９
月３日（火）13時30分〜16時　所か
ごしま市民福祉プラザ　定70人
（超えたら抽選）　料無料　申はが
きかファクスでセミナー名、住所、
氏名（ふりがな）、電話番号を８月
20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
わくわくパソコン講座（２日間）

内パソコン操作の基本など　対市
内に住む18歳以上の人　期９月３
日（火）・４日（水）９時30分〜16時
所学習情報センター　定22人（超
えたら抽選）　料無料　申往復は
がきに講座名、住所、氏名（ふりが
な）、電話番号を書いて、８月20
日（必着）までに〒892-0816山下町
6-1学習情報センター227-1925へ
初心者ナイターソフトテニス教室

対市内に住む18歳以上の人（学生
を除く）　期９月10日〜10月３日
の毎週火・木曜日19時〜21時（全
８回）　所東開庭球場　定30人（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
に住所、氏名、年齢、性別、電話
番号を書いて、８月26日（必着）ま
でに〒891-0115東開町2-1市ソフ
トテニス連盟「ナイターソフトテ
ニス教室」係268-5572へ
初心者ヨット教室

対市内に住む高校生以上の人　
期９月１日（日）・８日（日）・16日
（祝）・22日（日）・23日（祝）の10
時〜16時（全５回）��所平川ヨット
ハーバー��定40人（超えたら抽選）
料無料（スポーツ保険料300円が必
要）��申往復はがきかＥメールで
住所、氏名、年齢、電話番号を
８月15日（必着）までに〒890-0023
永吉一丁目30-1市民スポーツ課
「初心者ヨット教室」係285-2244 

（{shispo-spo@city.kagoshima.
lg.jp）へ
市民アートギャラリーランチ
タイムコンサート出演者募集

対生音による30分の演奏プログラ
ムを構成・実施できる個人やグル
ープ　期10月〜12月の金曜日のう
ち６日間程度　所市役所みなと大
通り別館１階市民アートギャラリー

申はがきかファクス、Ｅメール
で出演者名（グループのときはグ
ループ名と代表者名）、住所、電
話番号、ジャンル、演奏形態、出
演希望日（第２希望まで）を９月
９日（必着）までに〒892-0841照国
町2-11-4階かごしまアートネット
ワーク219-7671（D同じ、{info@k-
art-net.org）へ
高齢者就業支援セミナー

対市内に住む60歳以上の人　期８
月24日（土）９時30分〜12時　所市
中小企業勤労者福祉サービスセン
ター　定50人程度（要予約）　料無
料　問市シルバー人材センター
252-4661

対①〜③市内に住む18歳以上の人（学生を除く）、④３〜５歳の
子どもとその母親　◇定員を超えたら抽選　

料無料（スポーツ保険料300円が必要。③のボール代は実費負担）
申往復はがき（１人１通１教室）に教室名、住所、氏名、年齢、
性別、電話番号を書いて、８月25日（必着）までに〒891-0142
坂之上一丁目21-1市民体育館261-5115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階で開催中
◇観覧は無料
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