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◇電停・バス停では並んで待ちましょう
◇車内では走行中に座席を離れるのは大変危険です
◇カバンなどはひざの上に乗せるようにしましょう
◇お年寄りや身体の不自由な人、妊婦や赤ちゃんを

抱いた人に席を譲りましょう
◇携帯電話は電源を切るかマナーモードに
問交通局電車事業課257-2116･バス事業課257-2117

対どなたでも（④はおおむね40歳以上の人、⑤は20歳以上の人）　 
所サンエールかごしま　◇定員を超えたら抽選
◇申し込みなど詳しくは各問い合わせ先へ

◇早朝、夕暮れ時、夜間に
おける交通事故防止

◇飲酒運転の根絶
◇全ての座席のシートベル

トとチャイルドシートの
正しい着用の徹底

◇自転車の安全利用の推進
◇交差点における交通事故

防止

◇地元経済界を中心とする鶴丸
城「御楼門」復元実行委員会
では、城下町鹿児島の再興の
シンボルとするため、鶴丸城
御楼門復元の寄附金を受け付
けています

◇10万円未満の個人寄附（一口
1000円～）は金融機関に備え
付けの専用の振込用紙での振
り込みをお願いします

◇10万円以上の個人寄附や法人
･団体の寄附はお問い合わせ
ください

問鶴丸城「御楼門」復元実行委
員会222-4492

◇リユース（再使用）活動をさらに実践
していただくため、４月から、受け入
れる未使用の日用品を、食器（箸）・
なべ類、タオル･ハンカチ類、石けん
類・入浴剤、オムツ類に変更します

◇詳しくはかごしま環境未来館ホーム
ページかリサイクル推進課216-1290へ

◇設置場所　 かごしま環境未来館駐車
場

◇台　数　１台
◇利用開始　３月下旬
◇利用時間　９時30分～21時（日曜日･

祝日は18時まで）　※月曜日（祝日の
ときは翌平日）や年末年始は利用不
可

◇利用料金　無料
◇利用方法　かごしま環境未来館に備

え付けの利用簿を記入後、セルフ方
式で利用してください

◇所要時間　30分程度（容量の約80％）
問再生可能エネルギー推進課216-1479

◇鹿児島海外観光客受入協議会では国
内外のクルーズ船の歓迎のため会員
を募集しています

内クルーズ船寄港時の歓迎や見送り
（参加回数に応じた特典あり）　

対どなたでも
◇申し込みなど詳しくは鹿児島海外観

光客受入協議会事務局（NPO法人ゆ
めみなと
鹿児島事
務局内）

　227-0111
へ

電車・バスの乗車マナー
～電車・バスを快適にご利用いただくために～

鶴丸城御
ご

楼
ろう

門
もん

の復元の
ための寄附金募集中

リユース・リサイクルショップで
受け入れる品物などを見直します

電気自動車急速充電器を
ご利用ください

鹿児島港クルーズ船
おもてなし隊募集

生涯学習プラザ協働講座

４月６日～15日は春の全国交通安全運動
～子どもと高齢者の交通事故防止～

レディース水泳教室
内簡単な泳法の習
得や水中ウオーキ
ングなど　対市内
に住む18歳以上の
初心者の女性（学
生を除く）　期４月１日～11日の
毎週火・水・金曜日14時～15時30
分（全６回）　所鴨池公園水泳プー
ル　定70人（超えたら抽選）　料無
料（スポーツ保険代300円が必要）
申往復はがきに住所、氏名、年齢、
電話番号を書いて、３月16日（必
着）までに〒890-0063鴨池二丁目
31-3スイムシティ鹿児島「第１回レ
ディース水泳教室」係251-1288へ
はじめてのカラーコーディネー
ト講座

対市内に住むか通勤・通学する15
歳～40歳の人　期４月16日～６月
４日の毎週水曜日19時～21時（全
８回）　所市教育総合センター　
定25人（超えたら抽選）　料無料

（材料費などは自己負担）　申往復
はがき（１人１枚）に講座名、住所、
氏名、年齢、電話番号を書いて、
３月31日（必着）までに〒892-0816
山下町6-1青少年課227-1971へ
いきいきグリーンカレッジ（園
芸初級コース）受講生募集

対市内に住む
60歳以上の人

（来年３月まで
に60歳になる人
を含む。農林業の従事者とこれま
で受講した人を除く）　期４月～
来年３月の水曜日（月１～３回程
度）９時30分～12時（全20回程度）
所都市農業センター　定50人（超
えたら抽選）　料2000円　申都市
農業センター、本庁･各支所など
にある申込用紙を直接か郵送、
ファクスで３月22日（必着）までに
〒891-1205犬迫町4705都市農業セ
ンター238-2666（D238-2682）へ
女性のためのフィッシングス
クール（鴨池･桜島海づり公園）

期３月28日（金）９時～12時30分　
定鴨池30人、桜島20人（先着順）

※男女ペアのみ男性可。小学生以
下は保護者同伴　料釣り料が必要

（エサなど自己負担）　◇参加賞あ
り。釣り竿の無料貸し出し可　
申電話で３月10日から各公園へ
問鴨池海づり公園252-1021、桜島
海づり公園293-3937
コミュニケーション力ＵＰ講座

内話し方や聞き方のアドバイス　
対市内に住む勤労者かその家族　
期３月23日（日）10時～12時　所勤
労者交流センター　定40人（超え
たら抽選）　料無料　◇申込期限
…３月12日　◇申し込みなど詳し
くは勤労者交流センター285-0003
へ
鹿児島中央駅市民プラザパネル展

内桜島・火山防災学習パネル展
期３月３日（月）～31日（月）　所鹿
児島中央駅西口１階市民プラザ　
問広報課216-1133（D216-1134）

リユース･リサイクルショップ
新生活応援セール

◇文房具や雑貨など、通常よりお得
なポイントで交換できます

期３月11日（火）～16日（日）９時30分
～21時（16日は18時まで）

講　座 日　時 料　金 問い合わせ先

① ワ ー ル ド カ フ ェ
（対話の場）

３月16日（日）13時30
分～16時30分 2000円

モ ノ づ く り 工 房
～響～（牟田）090-
7293-7062

②太極拳入門
４月１日（火）・15日

（火）･22日（火）の13
時15分～15時15分

１回700円 鹿児島太極拳愛好
会（赤尾）222-6488

③ シニア海外旅行虎
の巻　これだけは
身につけておきた
い英会話と心構え

４月３日～６月26日
の毎週木曜日10時～
11時30分（５月29日
を除く。全12回）

3500円
（１月
４回分）

ＮＰＯ法人global
（ 大 谷 ）080-3955-
3312　※申込期限
…３月23日

④ 一日で覚えるタブ
レット基礎講座

４月10日（木）13時～
17時 1000円 鹿児島ＡＳＣ（佐

藤）837-3514

⑤ 脳が喜ぶ！心が笑
う！臨床美術

４月12日～６月28日
の隔週土曜日10時～
12時（全６回）

6000円
（全６回）

ア ー ト コ ミ ュ ニ
ケーションズ（立
石）090-5731-8873
※申込期限…４月
８日

それぞれの立場で交通
ルールを守りましょう

○吉野校区安心安全ネット
ワーク会議では、校区内の
６つの町内会や学校、有志
の皆さんを中心に、交通安
全のイベントやみまわり活
動での声掛けなど、交通安
全の啓発活動をしていま
す。

○歩行者、運転者、子ども、

宮里 直治さん
（吉野校区

安心安全ネット
ワーク会議役員）

♪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（観覧無料）

問 サンサンコールかごしま
099-808-3333

内①は面接や電話による相談、②～④は面接相談
対市内に住むか通勤・通学する①～③は女性、④は男性
◇面接相談は事前に予約が必要（先着順）
問サンエールかごしま相談室813-0853

市民ギャラリー

サンエールかごしま相談室

期　間 別館１階
３月10日（月）～14日（金） 鹿児島市勤労女性センター活動展
３月17日（月）～20日（木） 建築士会女性部会活動報告パネル展示
３月24日（火）～28日（金） 鹿児島読売写真クラブ
４月７日（月）～11日（金） 春の小品盆栽展

相　談 日　時

①女性のための総合相談 火曜日～日曜日・祝日10時～17時
※水曜日は10時～20時

②法律相談 第２・４木曜日13時～16時
③心理相談 第１木曜日14時～17時

④男性のための悩み相談
　※男性の相談員による相談

偶数月第３日曜日13時～16時
奇数月第３土曜日９時30分～12時30分
※３月のみ第２土曜日

問安心安全課 216-1209

春の全国交通安全運動
鹿児島市大会

期 ４月６日（日）10時15分
～12時

所天文館ベルク広場
高齢者がそれぞれの立場で交通ルールを守
り、お互いに思いやりの心を持って、交通
事故を起こさないようにしましょう。


