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 〉

チャレンジファーマーの募集
◇小規模な農地
（ ５a以 上10a未

満）で経験を積み、就農を目指す
人を募集します ◇就農基本講座
の受講が必要です
216-1334

町11-1国際交流市民の会事務局
（国際交流課内）216-1131
（D239へ
9258、 {kics@po.minc.ne.jp）

市民活動応援講座受講者募集
内市民活動を維持するための「場
づくり」を学ぶ特別講座 対市民

問農政総務課

かごしま就農・就業相談会

内将来農業などに就きたい人など
向けの相談会 期１月25日
（土）
10
時～16時 所かごしま県民交流セ
ンター 申不要 問県農業・農村
振興協会213-7223

活動に興味のある人や市民グルー
プで活動している人 期１月17日
（金）
13時30分～15時30分 所市役
所みなと大通り別館 定40人程度
料無料 ◇申し込みなど詳しくは
ＮＰＯ法人ソーシャルブレインズ
239-0252へ
青年教養セミナー生大会
内合唱や学習成果の発表など
（日）
13時30分～15時40
期１月26日

放送大学４月入学生募集
◇放送大学はテレビやラジオで授
業を行う通信制の大学です ◇受
付期限…２月28日 問放送大学鹿

分 所市教育総合センター 問青
少年課227-1971

児島学習センター239-3811
慰霊巡拝
（日本遺族会主催）
対慰霊巡拝を行う戦域における戦
没者の遺族 ◇実施時期…フィリ
ピンは３月５日（水）～12日
（水）
、

青年・女性会館の利用と青年教
養セミナー開設の説明会
①青年・女性会館の利用 対市内
に住むか通勤・通学する青年・女
性10人以上の社会教育関係団体

中国は３月20日
（木）
～28日
（金）
◇実施時期は変更になることがあ
ります ◇募集期間など詳しくは

②青年教養セミナー 対市内に住
むか通勤・通学している青年10人
以上の団体
（年10回以上活動）
（説明会）
（火）
①②共
期２月４日
19時～ 所市教育総合センター

地域福祉課216-1244へ
からいも交流・春ホストファミリー募集
◇外国人留学生をホストファミ
リーとして受け入れてみませんか
◇受入期間…３月８日
（土）
～23日
（日） ◇申込締切…１月31日
◇詳しくはＮＰＯ法人からいも交
流（山神）080-5274-7254へ

◇新たに利用を希望する団体は電
話で１月20日までに青少年課2271971へ
人権同和問題県民のつどい
内鹿児島実業高校書道部の書道パ
やす し
（山口県
フォーマンス、
川口泰司氏
人権啓発センター事務局長）によ
る講演など 期２月４日
（火）
13時

講座・催しなど
国際協力講演会
（ＮＰ
内川原尚行氏
Ｏ法人ロシナンテス
理事長･医師）
による
講演など 期２月16
日（日）
13時30分～16
時 所かごしま市民福祉プラザ
（超えたら抽選） 料無
定150人程度
料 申はがきかファクス、Ｅメー
ルで住所、氏名、電話番号を１月
31日（必着）までに〒892-8677山下

30分～16時10分 所市民文化ホー
ル 料無料 問県人権同和対策課
286-2574
サンエールプチシネマ
◇上映作品…ソフトボーイ 期１
月16日
（木）
10時～か13時30分～

所サンエールかごしま 定各50人
（当日先着順。託児あり） 料無料
申不要 ※託児は予約が必要
問男女共同参画推進課813-0852

生涯学習プラザ協働講座（サンエールかごしま）

①「ワールドカフェ」
（対話の場）
（日）
か２月16日
（日）
の13時30分～16時30分
期１月19日
料一般1500円、学生500円
②スキル活用イベントコーディネーター養成講座
（全４回）
期２月５日～26日の毎週水曜日10時～11時30分
（超えたら抽選） 料2000円
（４回分）
定28人
①②共 ◇申し込みなど詳しくは牟田090-7293-7062へ

わくわくパソコン講座
受講者募集

（ワード、
エ
内コンピュータ操作の基本
クセルなど）
対市内に住む18歳以上の人
（水）
・13日
（木）
の９時30分
期２月12日
～16時
（全２回）
所学習情報センター
（超えたら抽選） 料無料
定22人
申往復はがき（１人１通）に講座名（実
施日）
、住所、氏名
（ふりがな）
、電話
番号を書いて、１月28日
（必着）
まで
に〒892-0816山下町6-1学習情報セ
ンター227-1925へ

展示「ＰＡＧＥＳ ＯＦ
ＨＡＮＡＯ ＳＨＲＩＮＥ
ＦＥＳＴＩＶＡＬ」
◇オーストラリア出身の作家リ
チャード・バイヤーズが撮影
した「花尾神社 秋の大祭」
の写真展を
かごしま文
化情報セン
ターで２月
２日まで開
催中
問かごしま文化情報センター
（KCIC）
248-8121

勤労青少年ホームお試し講座

特別整理休館のお知らせ

内バレンタインチョコ作り
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）
（日）
13時～15時
期２月９日
（先着順） 料500円
（教材費）
定36人
申本人が直接勤労青少年ホーム2555771の窓口へ

鉛

製
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◇１月22日
（水）
～２月４日
（火）
は蔵書点検のため、市立図書
館と各公民館の図書室は休館
します
◇図書の返却はブックポストを
ご利用ください
問市立図書館250-8500

給

水

管

◇平成元年８月以前に工事申
日常の使用には問題ありませんが、朝一
請された給水管には、メー
番や長期不在の後の使い始めは、バケツ
ター前後などに鉛製給水管
１杯程度の水を飲み水以外の用途に使用
が使われているものがあり
することをお勧めします
ます
◇水道局では、平成27年度まで
配水管
に年次的に水道メーターの
※配 水 管
分岐個所
直後約70㎝までの鉛製給水
水道メーター
からメー
管の取り替えを行いますが、
ター直後
その先から蛇口までは、所有
約70㎝ま
者などの負担となりますの
で
で、家屋の建て替え時や水道
水道局負担（年次計画）※ 所有者などの負担
局の給水管取り替え時に合
給水装置（所有者などの私有財産）
わせて取り替えることを検
討してください
専用水道・簡易水道の鉛製給水管
問水道局給排水設
備課213-8522、 ◇鉛製給水管の使用の有無や今後の取替計画は、そ
れぞれの専用水道の事務所や簡易水道の組合へ
水道局水道管路
問環境衛生課216-1300
課213-8533

市民ギャラリー

期 間
別館１階
１月６日
（月）写真で振り返る市政
～17日
（金） 2013年
１月20日
（月）桜島大根を我が家の
～24日
（金） 食卓へ
１月27日
（月）写真展「Asia・アジ
～31日
（金） ア・あじあvol.12」
２月３日
（月）新池坊鹿児島支部
～７日
（金） 「春をよぶミニ華展」

みなと大通り別館２階
―――

平成26年 鴨池公民館新春書き初め
大会
平成25年度明るい選挙啓発ポスター、
作文、標語コンクール作品展示会
絵手紙ふたみ会

問サンサンコールかごしま099-808-3333
■平成26年度市民ギャラリー申し込み抽選会
書画や写真などの作品を気軽に発表する場とし
て、市民ギャラリーを利用しませんか。
対市内に住む人
（水）
10時～
（受け付けは９時30分～）
期２月５日
所市役所本館２階講堂
◇申し込みなど詳しくは管財課216-1159へ

10周年展示会
♪ランチタイム
コンサート♪
みなと大通り別館
１階で毎週金曜日
12時20分～50分に
開催中。観覧は無
料

地域の古着ワークショップ
「わたしのきおく、あなたのきおく、まちのきおく」
内古着を織り込んで、全
どなたでも
員で大きな作品を作成
気軽にご参加ください
対小学４年生以上の人
○私は、昨年８月にオープンし
（小学生は保護者同伴）
たかごしま文化情報センター
（土）
、２月８
期１月18日
（KCIC）
でスタッフとして従
日
（土）
の13時～16時
事しながら、アート作品の制
所かごしま文化情報セン
作活動を行っています。
ター
（みなと大通り別
○このワークショップでは各自
館１階）
の思い出のある古着などを素
定各10人程度
平川 渚さん
材に、みんなで１つの作品に
料無料
（かごしま文化
仕上げ、市民アートギャラ
情報センター
◇申し込みなど詳しくは
スタッフ）
リーに展示します。
かごしま文化情報セン
○国内外の文化情報を発信している当セン
タ ー
（KCIC）
248-8121
ターもご利用ください。
へ

第３回鹿児島市景観写真コンテスト受賞作品

◇応募総数151点の中から最優秀賞１点、優秀賞２点、入賞15点を決定
◇１月27日～２月７日に市役所東別館１階市民ロビーで
受賞作品を展示します
◇市ホームページで受賞作品を紹介しています
けんしょう

◇最優秀賞「早暁の係留地」地頭 健勝さん
◇優秀賞「海の詩」脇田 佳子さん、
「夢のジオパーク｣ 園田 昌史さん
問都市景観課216-1425

内＝内容
対＝対象
料＝料金
共＝共通事項
期＝日時・期間・期日
問＝問い合わせ
D＝ＦＡＸ
{＝E-mail
I＝ホームページ

定＝定員・定数・人員

所＝場所

申＝申し込み

