
かごしま 市 民 の ひ ろ ば 2013年（平成25年）10月　557号
イベント・講座７

■後期講座　※�《時間帯》Ａは10時～12時、Ｂは18時30
分～20時30分、Ｃは19時～21時

■後期講座　

第８回市民作品公募展　出品作品募集
◇日　時　10月27日（日）９時30分～16時
　　　　　※小雨決行
◇参加料　無料
◇グランプリ（副賞3万円)ほか各賞多数あり
◇応募方法など詳しくは市立美術館へ

■展示場リニューアル記念～アポロ17号が持ち
帰った「月の石」展

◇期　間　10月５日（土）～
　　　　　12月８日（日）
　　　　　※火曜日休館
◇料　金　入館料が必要
◇観覧時間など詳しくは市立
　科学館へ

■図書館文化講座「薩英戦争と薩摩の近代化」
◇講　師　�肥後秀昭氏（維新ふるさと館歴史解説

員）
◇対　象　どなたでも
◇日　時　11月９日（土）14時～15時30分
◇定　員　80人（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10
月31日（必着）までに市立図書館へ

かごしま環境未来館  〒890-0041城西二丁目1-5 
☎806-6666（FAX806-8000、http://www.kagoshima-miraikan.jp/）

市立美術館 〒892-0853城山町4-36　☎224-3400
（ＦＡＸ224-3409、 Ｅメールbijutu@city.kagoshima.lg.jp）

◇��申し込み先　かごしま環境未来館806-6600（FAX
  806-8000、Eメールkouza@kagoshima-mirai
　kan.jp）
②リサイクル工房講座

①環境学習講座

講　　座　　名 日　　時 定 員
着物リメイク（作務衣
上着）

10月31日（木）
10時～16時 10人

あきボトルで作るミニ
地球

11月２日（土）
13時～16時 10組

まな板メンテナンス 11月４日（振）
13時～16時 10人

ほおずきの葉脈の中で
光るＬＥＤランプ

11月６日（水）
13時～16時 10人

秋の草木染め 11月７日（木）
13時～16時 12人

【夜間】新聞紙でペー
パーバッグ

11月８日（金）
18時30分～20時
30分

10人

端布で作る冬のコサー
ジュ

11月９日（土）
13時30分～15時
30分

10人

大掃除対策！古着フ
リースで掃除道具作り

11月10日（日）
13時～16時 10人

裂き織講座（花瓶敷き） 11月13日（水）13時～16時 12人

アクリルたわしと重
曹・石けんで大掃除

11月16日（土）
13時30分～15時
30分

15人

ロウソクで回すアルミ
缶のメリーゴーランド

11月17日（日）
13時～16時 10組

手作りおもちゃ子育て
講座～子どもでもでき
る織物、編み物～

11月19日（火）
10時～12時 15組

かわいい！おいしい！
エコスイーツ♥

11月20日（水）
13時～16時 15人

講　座　名 対　象 日　　時 定員
伝統工芸士から学
ぶ草木染

18歳
以上

10月27日（日）
10時～16時 20人

圧力鍋で早わざ
クッキング

10月31日（木）
10時～14時 20人

アロマでロハスな
生活

11月６日（水）
10時～12時 20人

鹿児島・ちりめん
三 昧・ ム ダ ゼ ロ
クッキング♪

11月14日（木）
10時～14時 25人

みんなで楽しくお
魚を食べよう～和
食で秋編～

11月17日（日）
10時～14時 20人

自然食で健康ファミ
リーをめざそう！

小学５年
生以上

11月24日（日）
10時～14時 20人

勤労青少年ホーム  〒890-0063鴨池二丁目32-30
☎255-5771（ＦＡＸ255-5750）

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

市立科学館  〒890-0063鴨池二丁目31-18
☎250-8511

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）

地域まるごと共育講座
◇環境保全活動などに取り組む団体などが実
施する講座や体験型企画に参加しませんか
◇10月26日（土）「永田川の生き物たち」、11月
16日（土）「山城を切り拓く体験学習」など
◇詳しくはかごしま環境未来館で配布してい
る「かごしま環境未来館地域まるごと共育
講座公式ガイドブック」やかごしま環境未
来館ホームページへ

【環境協働課 806-6666】

■特別企画展「東郷青児展ー時代を魅了した男ー」
　鹿児島市出身の洋画家・東郷
青児の油彩画にデザインの仕
事などをあわせて200点あまり
の作品を展示。
◇期　間　�10月 3 日(木) ～11

月４日（振）
◇観覧料　�一般1000円、高校・

大学生800円、小・
中学生600円

■関連イベント
①記念講演会「若き日の東郷青児」
◇講　師　谷藤史彦氏（ふくやま美術館学芸課長）
◇日　時　10月20日（日）14時～15時30分
◇参加料　無料（申込不要）
②学芸講座「昭和を彩った東郷青児のデザイン」
◇講　師　田村桂子（同館学芸員）
◇日　時　10月27日（日）14時～15時30分
◇定　員　24人（超えたら抽選）
◇申込期限　10月16日（必着）
◇参加料　無料
③ギャラリートーク
◇日　時　�10月５日（土）・19日（土）、11月２日

（土）の14時～15時
◇参加料　観覧券（申込不要）
■日曜美術講座「切り絵入門講座」
◇講　師　篠崎眞康氏（切り絵作家）
◇対　象　中学生以上
◇日　時　11月17日（日）10時～16時
◇定　員　20人（超えたら抽選）
◇受講料　一人300円（保険・材料代）
◇申込期限　11月６日（必着）
－学芸講座・日曜美術講座共通－
◇申し込み　 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、
電話番号を各申込期限までに市立美
術館へ

この他にもたくさんの講座やイベントを開催しています。詳しくは各施設へお問い合わせください。

文化の秋！
イベント・講座で、

「花炎」
損保ジャパン蔵

NASA所有の“月の石”

◇申し込み先　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@kago
　shima-miraikan.jp）
－①②共通事項－
◇対　象　市内に住むか通勤・通学する人
◇定員を超えたら抽選
◇参加料　�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　※小学生以
下は保護者同伴。かごしま環境未来館ホーム
ページからも申し込めます。電話での申し込み
はできません

■リサイクル工房講座受講者作品展
◇期　間　�10月９日（水）～20日（日）　※15日を除

く
◇場　所　�リユース・リサイクルショップ（かご

しま環境未来館内）

曜 講　座　名 回
数
時
間
帯 期 間

月

家庭料理 10 Ｂ 12/2 ～3/3フラワーアレンジメント ５ 12/9 ～2/3
簿記 10 Ｃ 12/2 ～3/3心理学から見たリラクゼーション ５ 12/2 ～1/27

火

家庭料理 10

Ｃ

12/3 ～3/4
ＪＷ－ＣＡＤ 10 12/3 ～3/4
ゴスペル 10 12/3 ～3/4
ヨガ・Ａ ５ 2/18 ～3/18
七宝 ７ 12/3 ～2/4

水
家庭料理 10 Ｂ 12/4 ～2/26
カラーコーディネート ７ Ｃ 12/4 ～2/5パソコンExcel�MOS上級 10 12/4 ～2/26

木

家庭料理 10 Ｂ 12/5 ～2/27
ヘアアレンジ＆メイク ５ Ｃ 12/5 ～1/23華道　草月流 10 12/5 ～2/27
陶芸 ７ Ｂ 1/16 ～2/27
パソコンＣＳ検定・Word（２級）11 Ｃ 12/5 ～3/6

金

お弁当作り ７Ｂ 12/6 ～2/7
茶道　裏千家 10 Ｃ 12/6 ～2/28
ヨガ・Ｂ ７ Ｂ 12/6 ～2/7
パソコンＣＳ検定・Excel（3級）11 Ｃ 12/6 ～3/7
ペン習字 ７ Ｂ 12/6 ～2/7
バスケットボール 10 Ｃ 12/13 ～3/14

日ストレッチ＆料理でデトックス ５ Ａ 1/12 ～2/9手編みで冬を暖かく ７ 12/1 ～2/9
※後期講座以外に、お試し・１日講座もあります
◇対　象　�市内に住むか通勤する15歳～35歳未満

の人（学生を除く）　�
◇参加料　無料（教材費は実費負担）
◇申し込み　本人が直接、10月13日～27日に勤労

青少年ホームへ（土曜日、祝日は休館）　※先着
順。新規申込は身分証明書と登録料500円が必要

◇対　象　�市内に住むか通勤する女性（学生を除
く）　※★は男性も可

◇受講料　無料（教材費などは実費負担）
◇�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・電
話番号、◎は子どもの氏名、学年、（親子は保護
者と小・中学生の児童生徒を対象）、託児（希望
講座開講期間中で２歳～未就学児）希望者は子
どもの氏名、生年月日を書いて、10月15日（必
着）までに勤労女性センターへ

講　座　名 曜
日

定
員

回
数 期　間

10
時
～
12
時

骨盤体操・コアリズム 月 36 ６ 11/11 ～12/16
正月料理＆春の和食��★ 火 36 12 11/12 ～2/18
軽やか春のチュニック 火 28 12 11/12 ～2/4
デジカメ＆写真データの編集 水 12 10 11/13 ～1/22
美しい着物着付け 水 30 12 11/13 ～2/12
パートタイム労働法の
ポイントと働き方 木 30 １ 11/28

簡単・きれい・早い！
プロの掃除術 木 30 ５ 11/14 ～12/12

やさしい旅の英会話 金 30 12 11/15 ～2/7
ワード・エクセル初級 土 12 10 11/16 ～2/1
クリスマス♪親子で生
クリームいちごケーキ
★◎（10時～13時）3時間

土 36 1 12/14

13
時
30
分
～
15
時
30
分

基礎医療事務 月 36 15 11/11 ～3/17
茶道入門（裏千家） 火 20 12 11/12 ～2/18
短歌入門 火 30 12 11/12 ～2/4
コンピュータサービス技能２
級検定講座（ワープロ部門） 水 12 12 11/13 ～2/5

整理・収納インテリア塾 木 30 ５ 11/14 ～12/12
ワード中級 金 12 10 11/15 ～1/31
クリスマス・新春のフ
ラワーアレンジメント 土 28 6 11/16 ～12/28

18
時
30
分
～
20
時
30
分

コンピュータサービス技能
２級検定講座（表計算部門）月 12 12 11/11 ～2/17

調剤薬局請求事務 火 36 12 11/12 ～2/4
お正月のおもてなし料理　★ 火 36 ６ 11/12 ～12/17
新快適インテリア塾 水 30 ５ 11/20 ～12/18
初めての着物着付け 水 30 12 11/13 ～2/12
ワード・エクセル活用術 木 12 10 11/14 ～1/23
ファイナンシャルプラ
ンナー基礎講座 金 30 13 11/15 ～2/28

ヨガで心も体もキレイに 金 30 ７ 11/15 ～12/27


