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名　称 日　時 定　員
①講演会「女性への暴力
　を考える講演会」

11月23日（祝）14時
〜16時

50人（超え
たら抽選）

②グローバルセミナー
　〜パキスタン料理編〜

12月14日（土）10時
〜13時

20人（超え
たら抽選）

③サンエールプチシネマ
　「ヤコブへの手紙」

11月21日（木）10時
〜、13時30分〜

各50人（先
着順）　　

内ワード、エクセルなどの基本操作
対市内に住む18歳以上の人
期12月18日（水）・19日（木）の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、12月３日（必着）までに
〒892-0816山下町6-1学習情報
センター227-1925へ

対どなたでも
期11月28日（木）14時〜15時
所中央公民館
問地域福祉課216-1244

対市内に住むか通勤・通学する人　
所サンエールかごしま　料無料（②は材料代が必要）
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、開催日
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
　※③は申し込み不要。託児あり（要予約）

対市内に住むか通勤する15歳以上35歳未満の人（学生を除く）
申本人が直接勤労青少年ホーム255-5771の窓口へ（先着順）

問サンサンコールかごしま099-808-3333

問人権啓発室216-1232

内さまざまな人権に関する講話など　対どなたでも　申不要　
問生涯学習課813-0851

「ワールドカフェ」（対話の場）
期11月10日（日）
所サンエールかごしま
料一般1500円、学生500円
◇�申し込みなど詳しくはワールド

カフェ（牟田）090-7293-7062へ

対18歳以上の人
期11月24日（日）、12月15日（日）、来
年１月19日（日）、２月９日（日）
の10時〜12時（全４回）　※４回
とも受講が必要

定20人（超えたら抽選）　料無料
◇申込期限　11月14日（必着）
問市公園公社221-5055◇応募資格　音楽活動中の個人や

グループで30分のプログラムを
構成・実施できること
◇募集期限　12月６日
◇申し込みなど詳しくはかごしま

アートネットワーク219-7671へ

男女共同参画センター主催事業

わくわくパソコン講座（２日間） 第50回鹿児島市戦没者追悼式

生涯学習プラザ協働講座

平川動物公園動物講座

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

勤労青少年ホーム短期･一日お試し講座

市民ギャラリー

♪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

女性の人権ホットライン
強化週間

期 11月18日（月）〜22日（金）８時30
分〜19時、11月23日（祝）・24日
（日）10時〜17時
◇電話番号　0570-070-810（有料）
問鹿児島地方法務局259-0684

｢あさ来たら みんなの笑顔にまた会えた｣
12月４日～10日は人権週間

■人権問題の相談は人権擁護委員へ
◇困ったことがあったら、お気軽に
　ご相談ください
◇相談は無料で、秘密は厳守します

■地域別人権問題研修会
日　時 実施機関・会場

11月20日（水）10時〜12時
城西公民館（鹿児島アリーナ）
谷山市民会館

11月20日（水）13時30分〜15時30分 吉田公民館
11月22日（金）13時30分〜15時30分 鴨池公民館
11月24日（日）９時30分〜11時50分 松元公民館
11月28日（木）14時〜16時 喜入公民館（マリンピア喜入）
11月29日（金）９時45分〜12時 中央公民館
12月13日（金）９時30分〜12時 谷山北公民館
12月15日（日）９時30分〜12時 郡山公民館

講　座　名 日　時 定員
絵手紙で冬レター 11月26日（火）19時〜21時 15人
クリスマスケーキ作り 11月29日（金）18時30分〜20時30分 36人
クリスマス料理作り 12月８日（日）10時〜12時 30人
お正月料理作り 12月22日（日）10時〜12時 30人
お正月飾り作り 12月22日（日）13時〜15時 10人

期　間 場　所（①別館１階、②みなと大通り別館２階）
11/11 〜11/15 ①㈳日本皐月協会鹿児島支部　②市厚生会生花部（池坊）
11/18 〜11/22 ①武岡ハイランド絵画クラブ
11/25 〜11/29 ①城西写友会写真展
12/２〜12/６ ①フォト退教　②人権週間パネル展

ふれあいスポーツランドマラソ
ン挑戦教室

対高校生以上の健康に自信のある
人　期11月17日〜12月22日の毎週
日曜日９時〜10時30分
（全６回）　定30人（先
着順）　料無料　申11
月13日８時30分〜電話で鹿児島ふ
れあいスポーツランド275-7107へ
オーガニックフェスタかごしま
2013

内有機野菜の販売、有機の食材を
使った料理の提供など　期11月17
日（日）10時〜16時　所ウオーター
フロントパーク　◇ボランティア
スタッフも募集中　問オーガニッ
クフェスタかごしま実行委員会（県
有機農業協会内）258-3374
竹細工体験教室

内唐竹での四
しかいなみ

海波（花かご・小物
入れ）編み　対竹細工に興味があ
る人　期11月15日（金）10時〜12時
か24日（日）13時30分〜15時30分　
所竹産業振興センター　定各20人
（先着順）　◇申し込みは11月８日
から　◇申し込みや料金など詳し
くは竹産業振興センター238-2338
へ　※月曜日・祝日は休館
ヨガ健康教室

対市内に住む勤労者やその家族　
期11月17日（日）10時〜12時　所勤
労者交流センター　定50人（超え
たら抽選）　料無料　◇申込期限
…11月９日　◇申し込みなど詳し
くは勤労者交流センター285-0003
へ
市社会体育研究公開、第30回東谷山
校区青少年健全育成大会･文化祭

期12月７日（土）13時〜16時15分　
所東谷山小学校　料無料　問市民
スポーツ課285-2244
ＯＹＡＪＩんピック　パパさん
ドッジボール大会

期11月24日（日）　所鹿児島アリー
ナ　料無料　◇対象者や申し込み

など詳しくは市民スポーツ課285-
2244へ
市民ママさんバレーボール大会

内９人制バレーボール　期12月７
日（土）・８日（日）の８時10分〜　
所鹿児島アリーナ　定90チーム
（超えたら抽選）　料１
チーム2000円　◇参加
資格など詳しくは市マ
マさんバレーボール連
盟267-5558へ
ʼ13土木フェスタin Kagoshima

内建設重機試乗体験、抽選会、キャ
ラクターショーなど　期11月16日
（土）10時〜15時　所鹿児島駅隣接
地　問建設事業イメージアップ連
絡協議会事務局216-3854
第24回薩摩焼フェスタ

期11月27日（水）〜12月１日（日）10
時〜18時　※12月１日は17時まで
所かごしま県民交流センター　
問薩摩焼フェスタ実行委員会292-
5156
技能まつり

内技能体験教室、優れた技能士の
製品の出展など　期11月16日（土）
10時30分〜16時30分と17日（日）10
時〜15時30分　所かごしま県民交
流センター　問県技能祭実行委員
会事務局226-3240
さつまいも食育交流イベント

内さつまいもの収穫体験・調理体
験　期12月７日（土）９時30分〜15
時　所都市農業センター　定50人
（先着順）　◇対象者・料金など詳
しくは鹿児島地域振興局農政普及
課805-7378へ
秋の初心者ガーデニング教室
◇講師…川口さゆり
氏（園芸家）　期11月
10日（日）10時〜12時
所谷山サザンホール
料無料　申不要　※先着200人に
花の苗と冊子を贈呈　問市公園公
社221-5055

パープル
リボン

「暴力のない
世界にした
い」意思表示

■人権擁護委員
氏　　名 住　　所 電　話 氏　　名 住　　所 電　話
永山　惠子 吉野町 243-2200 吉原　政子 伊敷五丁目 220-5127
山科千惠子 東坂元二丁目 247-6489 村山　雅子 西伊敷三丁目 228-8989
今市眞智子 山下町 222-0758 下町　和三 西伊敷六丁目 229-4772
笹川　理子 泉町 219-4080 地頭方　匡 下伊敷二丁目 229-5722
田中　絹代 加治屋町 223-5894 田上　一郎 下伊敷三丁目 259-0684
西村　光行 加治屋町 226-8245 岩佐　睦美 小山田町 238-4465
西　　選子 中町 227-2584 有村　道宏 桜島赤生原町 293-2900
犬童　正樹 中町 227-2584 朝葊　三雄 皇徳寺台五丁目 265-8412
德田　繁代 明和二丁目 281-2596 神前　明浩 上之園町 254-1018
真方　義之 原良一丁目 256-9700 大迫みちよ 桜ケ丘五丁目 264-1870
竹林さち枝 田上台三丁目 265-2736 井上　博孝 和田一丁目 268-2026
隈元　節子 武岡五丁目 281-2226 鬼丸　憲夫 平川町 261-5093
原口　熙 西陵一丁目 281-3360 鶴田　明継 谷山中央二丁目 269-1225
赤星　貴子 下荒田四丁目 252-2633 松田　潤子 本名町 294-2994
田原春　紘 鴨池新町 257-7557 大塚　次則 喜入瀬々串町 347-0909
清水　昌子 南新町 252-7821 野間口美智子 春山町 278-1613
塩満　芳子 宇宿一丁目 259-0684 遊佐　晃 郡山町 298-3895
住吉冨美子 宇宿三丁目 255-8626


