
かごしま 市民のひろば 2014年（平成26年）２月　561号 市　政　総　合 ６イベント・講座

①野菜ソムリエとつくる旬のクッキング教室
◇内　容　吉田地域のナバナ、喜入地域の青の

り、伊敷地域のホウレンソウなどを
使った野菜料理

◇日　時　２月25日（火）10時30分～13時30分
◇場　所　かごしま県民交流センター
◇参加料　800円程度（材料費）　◇託児あり
◇申込期限　２月13日（必着）
②手早くできておいしい！農産加工品を使った
料理教室
◇内　容　コマツナの粉末、小みかん塩麹、め

んつゆ、豚味噌などの農産加工品を
使った簡単にできる料理

◇日　時　２月26日（水）10時30分～13時30分
◇場　所　かごしま環境未来館
◇参加料　1000円（材料費）　◇託児なし
◇申込期限　２月16日（必着）
－①②共通事項－
◇対　象　市内に住むか通勤・

通学する18歳以上の
人

◇定　員　各24人（超えたら抽
選）

◇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、①
のみ託児（６カ月以上）希望者は子どもの氏
名、年齢、性別を、各申込期限までに〒892-
8677山下町11-1生産流通課216-1338（Eメール
seisan-ryutu@city.kagoshima.lg.jp）へ

①青のり収穫体験
◇内　容　喜入地域で青のりの収穫体験、生産

者との意見交換会、グリーンファー
ムの直売所の見学など

◇日　時　２月28日(金)９時30分～14時30分　
※みなと大通り別館前に９時30分に
集合

◇参加料　800円（昼食、保険料など）
②ナバナ収穫体験
◇内　容　吉田地域でナバナの収穫体験、生産

者との意見交換会、直売所の見学な
ど

◇日　時　３月３日(月)13時～16時　※みなと
大通り別館前に13時に集合

◇参加料　500円（保険料など）
－①②共通事項－
◇対　象　市内に住むか通勤・通学する18歳以

上の人
◇定　員　各40人(どちらも超えたら抽選)
◇申し込み　往復はがき（１枚に２人まで）かＥ
メールで、行事名、日時、参加者全員の住所、
氏名（ふりがな）、年齢、電話番号を２月17
日（必着）までに〒892-8677山下町11-1生産流
通課（Eメールseisan-ryutu@city.kagoshima.
lg.jp)へ
◇問い合わせ　�サンサンコールかごしま099-

808-3333

◇対　象　市内に住む人
◇講　師　川口さゆり氏（園

芸家）
◇日　時　３月８日(土)10時

～12時
◇場　所　谷山サザンホール
◇定　員　200人(先着順)
　　　　　※先着200人に春

の草花（鉢苗）と花の作り方の冊子を
差し上げます

◇参加料　無料　◇申し込み　不要
◇問い合わせ　公園公社221-5055平川動物公園  〒891-0133平川町5669-1

☎261-2326 

■動物飼育体験教室
◇対　象　小学生以上(小・中学生は保護者同伴)
◇日　時　３月15日（土）・21日（祝）の９時～12時
◇定　員　各10組（超えたら抽選）
◇申し込み　往復はがきに、住所、氏名（保護者氏
名）、年齢、電話番号、飼育体験希望日を書い
て、２月28日（必着）までに平川動物公園「飼育
体験教室係」へ

①楽しい親子読書教室
◇内　容　絵本を楽しむ親子ゲーム、豆本づくり

など
◇対　象　市内に住む小学生とその保護者
◇日　時　２月15日（土）14時～15時45分
◇定　員　20組（超えたら抽選）
◇参加料　無料
◇申込期限　２月13日（必着）
②図書館文化講座
◇講　師　松尾千歳氏（尚古集成館副館長）
◇演　題　描かれた薩英戦争
◇対　象　どなたでも
◇日　時　２月22日(土)14時～15時40分
◇定　員　60人（超えたら抽選）
◇参加料　無料
◇申込期限　２月17日（必着）
③第３回　中学生ビブリオバトル
◇内　容　発表者が本を紹介するプレゼンテー

ションを行い、観戦者は読んでみたい
本を投票し、チャンプ本を決定

◇対　象　発表者は市内に住む中学生、観戦者は
小学生以上

◇日　時　３月１日（土）14時～15時30分
◇定　員　発表者10人程度、観戦者30人程度（どち

らも超えたら抽選）
◇入場料　無料
◇申込期限　２月21日(必着)　
－①～③共通事項－
◇申し込み　はがきか電話、ファクス、Ｅメール
で、住所、氏名、電話番号（③は学校名、学年
も）を、各申込期限までに市立図書館へ
■平成26年度移動図書館利用団体の募集
◇内　容　「わかくさ号」と「こすもす号」の２
台の移動図書館車による図書の巡回貸し出し
サービスを行っています。それぞれの移動図書
館車は、一般図書や絵本など約3000冊を積んで
巡回します
◇受付期間　２月５日（水）～
　　　　　　２月22日（土）
◇申し込みなど詳しくは市立図
書館へ

市内産農産物などを使ったクッキング教室

食の産地交流会

春の初心者ガーデニング教室

ふれスポ初心者水泳教室

鹿児島ぶらりまち歩き 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/）

■環境学習講座

■リサイクル工房講座

◇申し込み先　かごしま環境未来館806-6600(FAX806-
　8000、Eメールkouza@kagoshima-miraikan.jp)

◇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　※●は託児なし
◇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

◇対　象　18歳以上の初心者で、４回と
も受講できる人

◇日　時　２月24日～３月６日の毎週
月・木曜日14時～15時（全４回）

◇定　員　20人（先着順）
◇受講料　プール入場料（１回300円）　※70歳以上

の人は減免あり
◇申し込み　�２月19日８時30分から電話で鹿児島ふ

れあいスポーツランド275-7107へ

■地域まるごと共育講座

コース名 日　時 集合場所
藩主が眠る菩提
寺跡＆ゆかりの
地散策

２月15日（土）
10時～12時 石橋記念館入口

天文館のよかと
こ！さるっもん
そ！建築遺産・地
名再発見

２月22日（土）
10時～12時 宝山ホール１階

　かごしまボランティアガイドの案内を受けなが
ら、地元の歴史を見つめ直してみませんか。

大人も楽しめる絵本展
◇内　容　落語や唱歌、人気作家の作品などの

展示と貸し出し
◇期　間　２月13日（木）～３月10日（月）

かごしま健康の森公園
■定期清掃・点検整備のための臨時休業
◇期　間　①プール�２月17日(月) ～28日

(金)、②体育館・ロビー�２月17
日(月) ～20日(木)

■体育館利用３月分予約抽選会
◇日　時　２月25日(火)13時～
◇場　所　アクアジムロビー
【かごしま健康の森公園 238-4650】

講　座　名 対　象 日　時 定員
親子で作るひ
な祭り ｃａｆｅメ
ニュー

小 学 生 以
上 と そ の
保護者

３月２日(日)
13時30分
～16時30分

10組

旬彩！菜花づく
しランチ♪ 18歳以上 ３月８日（土）

10時～14時 24人

ネイチャーゲームを
しよう～自然で遊
び、自然を感じよう～

６歳以上 ３月９日（日）
13時～16時 30人

インテリアででき
る省エネと快適ラ
イフのヒント

18歳以上 ３月21日（祝）
10時～12時 40人

春の自然の声をき
こう in 城山● ― ３月23日（日）

10時～12時30分 20人

講　座　名 日時・場所 問い合わせ先
わかめ養殖体験で
海域浄化を担い、
錦江湾の環境保全
について考えよう

３月２日（日）
10時～15時
喜入港

ＮＰＯ法人き
いれニコニコ
若者クラブ
345-3939

シーカヤックで行
く海中温泉探検と
足湯掘り。

３月16日(日)の
９時～12時、13
時～16時
桜島　古里方面

かごしまカヤ�
ックス
090-4583-6920

◇申し込みなど詳しくは各問い合わせ先へ

講　座　名 日　時 定員
剪定材でリース型ひなまつ
り飾り作り

２月22日(土)
13時～16時 10人

女性のための布ナプキン作
り

２月23日(日)
13時～16時 10人

古布ぞうり作り ２月25日(火)
10時～15時 20人

はさみ研ぎ教室 ２月26日(水)
13時～16時 10人

着物リメイク　エプロンド
レスを作ろう

２月27日(木)
10時～16時 10人

物を持たない生活でエコラ
イフ実践「断捨離」講話

３月１日(土)
13時30分～15時 15人

アルミ缶で昆虫を作ろう ３月２日(日)
13時～16時 10組

聴いてお得　知らなきゃ損
の廃棄物管理とは【夜間】

３月５日(水)
19時～20時30分 10人

シンクにぴったり　包丁研
ぎ台作り

３月７日(金)
13時～16時 10人

アクリルたわしと重曹・石け
んでエコな生活

３月９日(日)
13時30分～15時30分 12人

プラスチック板で作る一文
字の壁飾り

３月13日(木)
13時～16時 10人

赤ちゃん用布オムツ作り ３月14日(金)
13時～16時 ６人

洋服お直し講座（すそ上げ・
丈伸ばし）

３月18日(火)
13時～16時 10人

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)

講座など

◇対　象　市内に住むか通勤・通学する人
◇定　員　各30人(先着順)　◇参加料　無料
◇申し込み　電話かファクスで住所、氏名、年齢、
電話番号を実施日の１週間前までに鹿児島まち
歩き観光ステーション208-4701(FAX208-4703)
へ


