
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

①電動アシスト自転車
◇対象製品　 市内の店舗で購入され

た電動アシスト自転車
◇補助額　 購入価格の３分の１（限

度額２万円）
◇申請時期　自転車の購入前
②電気自動車
◇対象製品　リチウムイオン電池で
駆動する新車(定員４人以上)
◇補助額　１台15万円
◇申請時期　購入契約前
①②共　
◇対象者、交付条件、必要書類など

対市内に住む18歳以上の初心者の女性
（学生を除く）

期10月２日～23日の毎
週水・金曜日14時～
15時30分（全６回）

所鴨池公園水泳プール
定70人（超えたら抽選）
料無料（保険料300円が必要）
申往復はがきに講座名、住所、氏名、
年齢、電話番号を書いて、９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

◇テーマ　投票参加や明るいきれいな選挙の推進
◇賞　品　最優秀作品各１人に図書カード8000円、

優秀作品各４人に図書カード3000円

①貸切電車
◇「かごでん」や
「でんでん」な
どの車両を選ぶ

電動アシスト自転車、電気自動車の購入補助金
～10月から申請時期が変わります～

レディース水泳教室

標語・川柳・薩摩狂句を募集します

交通局の貸切電車・バス

市民園芸講座（家庭果樹）
対市内に住む18歳以上の人　期10
月５日（土）10時～12時　所都市農
業センター　定50人（超えたら抽
選）　料無料　申往復はがき（１人
１枚）に講座名、住所、氏名、年
齢、電話番号を書いて、９月18
日（必着）までに〒891-1205犬迫町
4705都市農業センター238-2666へ
京都サンガＦ.Ｃ.からの
Ｊリーグペアチケットプレゼント
◇京都サンガＦ.Ｃ.対カターレ富
山戦のペアチケットを抽選で50組
にプレゼント　期９月22日（日）15
時～　所県立鴨池陸上競技場　
申往復はがきに住所、氏名、電話
番号を書いて、9月10日（必着）ま
でに〒892-8677山下町11-1観光振
興課 ｢Ｊリーグ観戦チケットプレ
ゼント｣ 係216-1327へ
シニア世代のＩＴスキルアップ講座

内ワードの高度な機能の習得など
対市内に住むおおむね55歳～65歳
で基本操作ができる人　期10月12
日～26日の毎週土曜日13時～17時
（全３回）　所㈱フォーエバー（中
央町22-16）　定20人（超えたら抽
選）　料無料　申はがきかファク
スで住所、氏名（ふりがな）、年齢、
性別、電話番号を９月20日（必着）
までに〒892-8677山下町11-1雇用
推進課216-1325（D216-1303）へ
カラオケ健康教室

対市内に住む勤労者かその家族な
ど　期９月21日（土）10時～12時　
所勤労者交流センター　定100人程
度　料無料　◇申し込みなど詳し
くは勤労者交流センター285-0003へ
フラワーアレンジメント講座

対市内に住むか通勤・通学する15
歳～40歳の初心者　期10月15日～
12月３日の毎週火曜日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
（材料費が別途必要）　申往復はが

き（１人１枚）に講座名、住所、氏
名、年齢、電話番号を書いて、９
月30日（必着）までに〒892-0816山
下町6-1青少年課227-1971へ
韓国文化体験講座

○環境問題に関心があ
り、電気自動車に買
い替えました。
○こまめな充電が必要
ですが、ガソリン車
と比べ維持費が大変
安くなりました。
○静かで乗りごこちも
よく、おすすめです
よ。

山尾良
ら あ ま

磨さん
（真砂町）

内市国際交流アドバ
イザー呉

オ

さんによる
韓国の節句体験（松
餅づくり、伝統的な
お辞儀などの文化・
習慣の体験）　期９月23日（祝）13
時～16時　所県民交流センター　
定30人（超えたら抽選）　料300円
申はがきかファクスで講座名、住
所、氏名、電話番号を９月17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）239-9258（D同じ）へ
よしだふるさとまつり
フリーマーケット出店者募集

対どなたでも（プロの販売業者な
どを除く）　期11月24日（日）10時
～15時　所吉田運動場　定90区画
（超えたら抽選）　料１区画（2.5ｍ
×３ｍ）1000円　◇飲食物、化粧
品、動物などは出品できません　
申往復はがきに主な販売商品、住
所、氏名、電話番号、希望区画数
（２区画まで）を書いて、10月10
日（必着）までに〒891-1392本城町
1696吉田農林事務所「ふるさとま
つりフリマ」係294-1217へ
県民大学中央センターとの連携講座
①エクセル活用術
期10月12日（土）・13日（日）10時～
16時（全２回）　定12人
②ワード活用術
期10月26日（土）・27日（日）10時～
16時（全２回）　定12人
◇締め切りや申し込みなど詳しく
は生涯学習課813-0851へ

♪ランチタイムコンサート♪
◇毎週金曜日12時20分～50分
◇�みなと大通り別館１階で開催
中

購入を検討してみ
てはいかがですか

勤労青少年ホ―ム 短期・一日お試し講座
講　　座　　名 期　日 曜日 定員

パーティーヘアアレンジ 10月31日 木 25人
女性のための護身術 11月1日 金 20人
コミュニケーションスキルアップ 11月5日・12日・19日 火 20人
ボイストレーニング 11月6日・13日・20日 水 25人
流行のメイク講座 11月7日・14日・21日 木 25人
手作りお菓子に挑戦　　　　　● 11月8日・15日・22日 金 36人
おつまみ　　　　　　　　　　△ 11月10日 日 36人
スッキリ整理術 11月19日 火 25人
セルフネイル 11月28日 木 20人

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13時～15時、△は10時～12時)　�料無料
申９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。
新規申込者は、身分証明書と500円が必要)　※土曜日、祝日は休館

市民ギャラリー
期　間 別館１階

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

９月17日(火)
～20日(金) 龍竹泉会作品展

９月24日(火)
～27日(金) 純風会

９月30日(月)
～10月４日(金) 鴨池写友会写真展

10月７日(月)
～11日(金)

空仙水墨画会作品展
(城西グループ)城西
水墨会

問サンサンコールかごしま099-808-3333

生涯学習プラザ協働講座
講　　座　　名

ワールドカフェ (対話の場）

よくわかる中国語講座

どこかで聴いたクラシック

脳が目覚めるアート塾

スキル活用イベントコーディ
ネーター養成講座

肩こり、腰・膝痛改善に骨盤
を整えるエクササイズ

所サンエールかごしま
◇申し込みなど詳しくは生涯学

習課813-0851へ

申はがきに標語、川柳、薩摩狂句の種別と作品（はがき１枚に１点。自作・
未発表のものに限る）、住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号を書い
て、９月30日（必着）までに〒892-8677山下町11-1市選挙管理委員会 216-
1470へ

入
賞
作
品
は

選
挙
啓
発
で

使
用
し
ま
す

ことができます
料片道１回（１車両）１万3400円
※過半数が小学生以下のとき
は半額

問交通局電車事業課257-2116
②貸切バス
◇遠足や部活動などにご利用く
ださい

問交通局バス事業課257-2117

でんでん

男女共同参画センター主催事業
講　座　名 日　時 定員

1トークサロン「仕事と
コミュニケーション」 ９月28日（土）14時30分～16時30分 10人

2働く男性へ！土曜の夜
のスキルアップ講座

　※希望の回のみ受講可

①10月12日(土)スマホ活用術
②10月19日(土)洗濯男子へアイロンの極意
③10月26日(土)パーソナルカラーで変身！
④11月２日(土)リラックスヨガ
⑤11月９日(土)ワンランク上の料理
※時間は18時30分～20時30分（⑤は21時30
分まで）

各
20人

3頑張る私へ～ピラティ
ス講座（全５回）

10月13日～11月10日の毎週日曜日
10時～11時30分 20人

4女性の生き方を考える
　恋愛学講座（全５回）

10月25日～11月22日の毎週金曜日
18時30分～20時30分 30人

5プチシネマ
　作品「木漏れ日の家で」 ９月19日（木）10時～か13時30分～

各
50人

◇講座の内容、対象者、託児は市ホームページをご覧ください
所サンエールかごしま　料無料（2は材料費の実費負担あり）　
申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、託児希望者は子どもの氏名・年齢を、各講座
の10日前（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　※2は
全て10月２日（必着）まで、　5は申し込み不要・先着順（託児要予約）

対市内に住む人　※発表は入賞者のみ11月に直接通知

詳しくは再生可能エネルギー推進課216-1479へ


