
かごしま 市民のひろば 2014年（平成26年）１月　560号 市　政　総　合 ６イベント・講座

J体験コーナー・ワークショップ

K女性のための無料法律相談会　【各12人】
◇日　時　�２月１日（土）・２日（日）の９時30分

～12時30分
◇申し込み　電話でサンエール相談室813-0853へ
－共通事項－
◇定員を超えたら抽選（Kは先着順）
◇入場料　無料
◇申し込み　往復はがきか専用往復はがき、
ファクスで希望イベント名、アルファベット
と番号（例：J-①）、住所、氏名、年代、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、１月17日
（必着）までにサンエールかごしまへ　※★は
申し込み不要（託児希望者は電話で申し込み
が必要）�

A生涯学習講演会　【400人】
　表彰伝達式、実践発表、講演を開
催します。
◇演　題　がんばらない生き方
◇講　師　池田清彦氏（生物学者、早
稲田大学国際教養学部教授）
◇日　時　１月31日（金）13時～16時15分
B男女共同参画講演会　【400人】
◇演　題　�輝いて生きる～わたし色

の人生観～
◇講　師　�麻木久仁子氏（タレント）
◇日　時　�２月１日（土）13時30分～

15時30分
C「輝きオンステージ」＆講演＆講談　【400人】
◇出　演　�武岡小おやじバンド、小池島廻り踊り

保存会、といもがら劇団、長田中合唱
部

◇演　題　�出会いと学びで夢をつなぐ～講談師一
いち

龍
りゅう

斎
さい

春
はる

水
み

が語る『童話詩人・金子みすゞ 』～
◇講　師　一龍斎春水氏（講談師・声優）
◇日　時　２月２日（日）13時30分～16時15分
Dサンエールシネマ　【400人】　★
①「ブタがいた教室」　
◇日　時　１月31日（金）19時～20時50分
②「忍たま乱太郎」（実写版）
◇日　時　２月２日（日）10時～11時40分
Eフォーラム　【400人】　★（託児なし）
◇テーマ　�守ろう 育てよう 地域の宝～明日を担

う青少年の育成に取り組む地域づくり
をめざして～

◇日　時　２月１日（土）10時～12時15分
F第37回公民館音楽祭　【700人】　★（託児なし）
◇日　時　�２月２日（日）９時20分～12時15分
　　　　　�※開始時間が繰り上がりました。中央公

民館で開催
G展示部門　★
◇期　間　１月24日（金）
　～２月２日（日）
H雑誌リサイクルフェア★
◇日　時　１月31日（金）
　10時～なくなり次第終了

サンエールフェスタ2014　１月31日（金）～２月２日（日） 
サンエールかごしま 〒890-0054荒田一丁目4-1 ☎813-0851・0852（FAX813-0937）

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

■短期講座

◇対　象　市内に住むか通勤する女性（学生を
除く）　※★は男性可、△はパソコン初心者、
☆は初歩的な技術を持つ人、○はパソコンを
使いこなしている人、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枚）に講座名（第２希望まで）、住
所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号、勤務
先（電話番号も）、親子講座は子どもの氏名、
学年、託児（希望講座開講期間中満２歳～未就
学児）希望者は子どもの氏名、生年月日を書い
て、１月４日～16日（必着）までに勤労女性セ
ンターへ　※夜間の部は勤労女性を優先

◇内　容　�東桜島地域のキヌサヤエンドウ、谷山
地域の葉ニンニク、桜島大
根などを使った冬野菜料理

◇対　象　市内に住む18歳以上の人
◇日　時　�１月24日（金）10時30分～13

時30分
◇場　所　鴨池公民館
◇定　員　24人（超えたら抽選）
◇参加料　800円程度（材料費）
◇申し込み　往復はがきかＥメールで講座名、住
所、氏名、年齢、性別、電話番号、託児（６カ
月以上）希望者は子どもの氏名、年齢、性別を
１月14日（必着）までに〒892-8677山下町11-1生
産流通課「クッキング」係216-1338（Eメール
seisan-ryutu@city.kagoshima.lg.jp）へ

■ワクワクきびなご塾「みんなで描こう！鹿児島
の海の生きものたち」

◇対　象　�小学生～中学生を含む家族
かグループ（小学３年生以
下は保護者同伴）

◇日　時　�２月15日（土）13時30分～15
時30分

◇定　員　50人（超えたら抽選）
◇参加料　入館料（年間パスポート可）
◇申し込み　はがきに講座名、参加者全員の氏名
（ふりがな）、年齢（学年）、性別、代表者の住所、
電話番号を書いて、１月25日（必着）までかごし
ま水族館「ワクワクきびなご塾」係へ　※当選
者のみ締切日から10日以内に参加証を送ります

■かごしま水族館ボランティア募集
◇内　容　�展示生物の解説、障がい者の観覧補助

など　※活動は２週間に１回程度
◇対　象　18歳以上の人
◇申し込み　�履歴書を、直接か郵送で１月31日（必

着）までにかごしま水族館「ボラン
ティア募集係」へ

I行列のできる！？
　�サ ン エ ー ル 食
堂！！！　★（ぜん
ざい、うどんなど）
◇日　時　２月２日
（日）11時～

野菜ソムリエとつくる旬のクッキング教室

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/）

◇��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-miraikan.
jp）
■リサイクル工房講座

■環境学習講座

講　座　名 開催日 時間 定員
端材で動物型のテープカッター作り １月25日（土）〔Ａ〕10人
荷造りバンドで小物入れを作ろう １月26日（日）〔Ａ〕10人
包丁研ぎ教室 １月28日（火）〔Ｃ〕16人
流木で作るウェルカムプレート １月29日（水）〔Ａ〕10人
着物リメイク　もんぺパンツを作
ろう １月30日（木）〔Ｅ〕10人

古着フリースであったかルーム
シューズ作り ２月１日（土）〔Ａ〕10人

食品トレーで翼竜（プテラノドン）
作り ２月２日（日）〔Ａ〕10組

発泡スチロールで作る招き猫の壁
飾り ２月６日（木）〔Ａ〕10人

端布でコサージュ作り ２月８日（土）〔Ｂ〕10人
端材で作る雛パズル ２月９日（日）〔Ａ〕10組
使い捨てない！マスクとマイバッ
グ作り ２月12日（水）〔Ａ〕10人

【昼間】あまったタオルでおしゃれ
なエプロン作り ２月14日（金）〔Ａ〕10人

【夜間】あまったタオルでおしゃれ
なエプロン作り ２月14日（金）〔Ｄ〕８人

端材で作る動物の親子 ２月15日（土）〔Ａ〕６組
間伐材活用　子ども用下駄作り ２月16日（日）〔Ｅ〕５組
手作りおもちゃ子育て講座　
～段ボール自由工作～ ２月18日（火）〔Ｆ〕15人

流木人形のフォトフレーム作り ２月20日（木）〔Ａ〕10人
ふろしき包み講座　包み方とマイ
バッグへの活用 ２月21日（金）〔Ｂ〕10人

※〔Ａ〕13時～16時、〔Ｂ〕13時30分～15時30分、
　〔Ｃ〕13時30分～16時、〔Ｄ〕18時30分～20時30分、
　〔Ｅ〕10時～16時、〔F〕９時30分～12時

イベント名 日　時 定　員
まなび体験コーナー（楽
しい折り紙）　★

１
月
31
日（
金
）

10時～
12時

―

①�Ｌｅｔ‘sコラージュ！私を好
きになるカラーセラピー 女性30人

②�ほめ日記講座～幸せな
「私」への近道レッスン～

10時30分
～12時 50人

③�リフォーム　小物（袋
物）作り

２
月
１
日（
土
）

10時～
12時 30人

④子どもをみあって
　みんなでヨーガ♪

10時～
11時45分

①�親子20組
　�（親１人子
１人）

②�女性10人
⑤�大人のための男女共同
参画カフェ“しゃべく
り・クッキング”�

10時～
13時30分 12人

⑥�親子で参加！楽器作り
とコンサート♪

２
月
２
日（
日
）

10時～
12時

親子10組（親
１人子１人）

⑦�男のコーヒー講座～大切
な人と最高の一杯を～

20人
※女性も可

⑧�ワクワクＨａｐｐｙ手帳術 10時～
11時30分 30人

⑨�みんなで健康！自宅でできるセ
ルフケア　リンパマッサージ

14時～
16時 20人

⑩�中に入って楽しめる☆
お菓子の家づくり☆

13時30分～
15時30分 30人

講座名 日　時・場　所 問い合わせ先

はじめよう！
エコ・クッキ
ング

２月９日（日）10時30分～
13時
かごしまキッチン　ほの
ほの

日本ガス㈱
250-5127

鍋帽子を使っ
た料理講座

２月15日（土）10時～13時
吉野公民館

鹿児島友の会
243-8976

世界にひとつ
だけの自分の
珈琲つくり体
験

２月16日（日）10時～12時
グリーンファーム

工房てたか
090-5723-1325

谷山大久保で
そば打ち体験

２月23日（日）10時～14時
大久保公民館

大久保渓流会
267-6945

講　座　名 対　象 日　　時 定員
麹の魅力☆再発
見！ 18歳以上 ２月４日（火）

10時～14時 25人

親子で地域自慢の
旬な料理～どどー
んとブリ大根～

小学生以
上の親子

２月８日（土）
10時～13時 25人

ハーブでエコな
クッキング～愛の
スウィーツ編～

18歳以上 ２月13日（木）
13時～16時 25人

ガスってイイネ！
知っ得・納得・節
約ッキング♪

小学生以
上

２月15日（土）
10時～13時 25人

‘Eco-Swｅｅｔs’
に学ぶ協働による
エコビジネスの取
り組み

高校生以
上

２月20日（木）
13時～15時 40人

鰹節で和食の基本
だし作り 18歳以上

２月22日（土）
10時～13時30
分

30人

◇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）
－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、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
■地域まるごと共育講座

◇申し込みなど詳しくは各問い合わせ先へ

各種講座

かごしま水族館  〒892-0814本港新町3-1
☎226-2233

講　座　名 定
員
回
数
曜
日 開催日

10
時
～
12
時

小布で素敵な初夏の帽子 28６月 ２月10日～３月17日

デッサン入門 28５火 ２月18日～３月18日

☆ワードでデザイン 12６水 ２月12日～３月19日

お洒落なラッピング 28３水 ３月５日～３月19日

ＦＰに学ぶマネープラン 28６木 ２月13日～３月20日

★春の和食＆和菓子 36６木 ２月13日～３月20日
☆デジカメ＆写真データの
編集 12５土 ２月15日～３月22日
★親子でかごしまの和菓子作
り（10時～13時）３時間 36１土 ３月１日

13
時
30
分
～
15
時
30
分

△初めてのパソコン 12６月 ２月10日～３月17日

初めてのベリーダンス 36５火 ２月18日～３月18日

やさしい実用ペン習字 28６木 ２月13日～３月20日

△60代からのパソコン 12５土 ２月15日～３月22日

18
時
30
分
～
20
時
30
分

花束・ブーケアレンジメント 28５月 ２月10日～３月17日

心に響くスピーチのコツ 30５火 ２月18日～３月18日

○ワード・エクセル応用 12６水 ２月12日～３月19日

★体にごちそう春の料理 36６水 ２月12日～３月19日

○パワーポイント自由自在 12６木 ２月13日～３月20日

初めての卓球 30４金 ２月14日～３月14日

ファッションの配色術 28４金 ２月14日～３月14日


