
10暮らしのガイド〈 みんなでつくる住みよい地域　町内会に加入し、活動に参加しましょう 〉

内＝内容　　対＝対象　　料＝料金　　共＝共通事項　　期＝日時・期間・期日　　定＝定員・定数・人員　　所＝場所　　申＝申し込み　
問＝問い合わせ　　D＝ＦＡＸ　　{＝E-mail　　I＝ホームページ

対市内に住む人
期５月13日〜７月15日の毎週
　火曜日10時〜11時30分
所市消費生活センター
定100人（超えたら抽選）
料無料
申 往復はがきかＥメールで住

所、氏名、年齢、電話番
号、託児（２歳以上）希望の
ときは子どもの氏名（ひら
がな）、年齢を４月18日（必

①託児サポーター
対市内に住むか通勤・通学し、原則全日程を受講でき、月数回の活動に参

加できる人（保育士、幼稚園教諭の資格を持つか、子育ての経験が必要）
期５月８日〜29日の毎週火・木曜日の10時〜12時（全７回） 
②編集サポーター
対市内に住むか通勤・通学し、原則全日程を受講でき、週１回（水曜日午前

中）の定期的な活動に参加できる人
期５月８日（木）・16日（金）・23日（金）・30日（金）の10時〜12時（全４回）　

※託児あり。16日のみ10時〜13時
①②共　
　所サンエールかごしま　
　定①30人、②10人（超えたら抽選）　料無料
　申往復はがきかファクス、Ｅメールで講座
　　名、住所、氏名、年齢、電話・ファクス
　　番号、②は託児の有無を４月23日（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

着）までに〒890-0063鴨池二丁目25-1-31市消費生活センター｢消費生活
教室｣係258-3611（{syouhi@city.kagoshima.lg.jp）へ

問サンサンコールかごしま099-808-3333

対市内に住む18歳以上の人（学生を除く）　◇定員を超えたら抽選
料スポーツ保険料300円（①はボール代も必要）
申往復はがき（１人１通１種目）に教室名、住所、氏名、年齢、
　性別、電話番号を書いて、４月20日（必着）までに
　〒891-0150坂之上一丁目21-1市民体育館261-5115へ

◇ 簡易宿泊所（ラウベ）と農園を
備え、豊かな自然の中で、ゆっ
たりと農業を楽しめます

対個人か団体（市外を含む）
◇ 募集区画数　９区画（各区画

の申込者が複数のときは抽
選）

◇ 使用料（５月～来年３月）
　20万3500円〜21万100円
◇使用期間　最長３年
◇申込期限　４月18日（必着）
◇ 現地見学会　４月12日（土）・

13日（日）の10時〜16時　
問観光農業公園345-3337

対どなたでも（④はおおむね40歳以上の人、⑤は市内に住むか通勤する
　韓国語が初心者の人）　 
所サンエールかごしま　◇定員を超えたら抽選（④⑤は先着順）
◇申し込みなど詳しくは各問い合わせ先へ

消費生活教室生募集！（全10回）
〜くらしのヒントがいっぱい〜

滞在型市民農園（グリーンファーム内）入園者募集

生涯学習プラザ協働講座
男女共同参画センター サポーター養成講座

市民ギャラリー

市民体育館　前期スポーツ教室

輸出チャレンジ支援事業
内日本貿易振興機構などが海外で
主催する合同展示会などへの出展
経費に対する助成　対中小企業者
など　◇助成額…出展経費の２分
の１　◇対象地域を海外全域に拡
大しました　◇申し込みなど詳し
くは経済政策課216-1318へ

市スポーツ少年団登録事務説明会
期４月23日（水）18時30分〜20時30
分　所鹿児島アリーナ　問保健体
育課227-1950
錦江湾公園はなまつり

◇たくさんのバラなどが見ごろで
す　内花と緑の講習会･相談所、散
策オリエンテーリングなど　期５
月10日（土）10時〜16時30分、11日

（日）９時〜16時　問公園緑化課216-
1368（D216-1352）
市女性リーダー研修会

対女性団体や生涯学習グループの
リーダーや指導者など　期５月15
日（木）10時〜12時15分　所勤労者交
流センター　定150人程度　料無料
申往復はがきかファクスで研修名、
住所、氏名、年齢、電話番号、所属団
体名を５月７日（必着）までに〒890-
0054荒田一丁目4-1生涯学習プラザ
813-0851（D813-0937）へ
ヨーガ講座

対市内に住むか通勤･通学する15
歳〜40歳の人　期５月12日〜６月

サンエールプチシネマ
◇上映作品　
　旅の贈りもの明日へ
期４月17日（木）10時〜か
　13時30分〜
定各50人（当日先着順。託児
　は３日前まで要予約）　
料無料

あなたも農園主に
なりませんか

○錦江湾などを眺め、
小鳥のさえずりを聞
きながら野菜や花を
育てています。

○園内でピザづくりな
どの体験ができるの
も魅力のひとつで
す。自然や作物づく
りが好きな人におす
すめですよ。

大島　洋子さん
(上福元町)

対市内に住む人（学生を除く。④は40歳以上、⑦は３歳以上の未就学児の親子）
◇定員を超えたら抽選　料スポーツ保険料300円　　
申往復はがき（１人１種目１通）に教室名、住所、氏名（ふりが
　な）、年齢、電話番号を書いて、①③〜⑧は４月12日、②は
　５月14日（いずれも消印有効）までに〒892-0816山下町6-1
　保健体育課「スポーツ教室」係227-1950へ

鹿児島アリーナ　前期さわやかスポーツ教室

期　間 別　館　１　階
４月７日（月）〜11日（金）春の小品盆栽展
４月14日（月）〜18日（金）鹿児島市竹工芸マイスター養成講座生
４月21日（月）〜25日（金）鹿児島読売写真クラブ

教　室　名 期　日 時　間 回数 定員
①ゴルフ（初級） ５月８日〜７月10日の毎週木曜日 13時30分〜15時30分 10 30
②バドミントン（初級）５月12日〜６月12日の毎週月･木曜日 19時〜21時 10 30
③硬式テニス（初級） ５月９日〜６月10日の毎週火･金曜日 10時〜12時 10 30
④やさしいエアロと
　骨盤体操

５月２日〜７月18日の毎週金曜日
※５月23日、６月20日を除く 13時〜15時 10 30

教　室　名 期　日 時　間 回数 定員

①午後かんたんヨガ教室 ５月７日〜６月11日の毎週水曜日
※５月28日を除く 14時〜16時 ５ 70

②リラックスヨガ教室 ６月９日〜７月14日の毎週月曜日
※６月23日を除く 10時〜12時 ５ 70

③からだ改善
　トレーニング教室

５月８日〜６月16日の毎週月・木曜日
※５月19日・29日を除く 14時〜16時 10 40

④中高年エアロビクス・
　ピラティス教室

５月13日〜６月17日の毎週火曜日
※５月20日を除く 10時〜12時 ５ 25

⑤今から始める弓道教室 ５月７日〜６月９日の毎週月・水曜日 18時30分〜20時30分 10 25
⑥夜間かんたんヨガ教室 ５月13日〜６月10日の毎週火曜日 19時〜20時40分 ５ 70

⑦親子体操教室 ５月13日〜８月５日の毎週火曜日
※５月20日、６月17日･24日を除く 10時〜12時 10 40

⑧骨盤体操＆
　シェイプアップ教室 ５月８日〜６月５日の毎週木曜日 19時〜20時40分 ５ 25

講　座 日　時 料　金 問い合わせ先
①女性起業家コミュ
　テニィールーム

４月19日（土）
10時〜12時 1500円 かごしまスキルのたね

（牟田）090-7293-7062
②ワールドカフェ
　（対話の場）

４月20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
③自分を好きになる!

幸せの近道レッスン 
セパ･トレーニング

４月26日（土）、５月10
日（土）・24日（土）の
10時〜12時（全３回）

各1000円
セパかごしま

（坂之上）239-7040
※申込期限…４月23日

④一日で覚えるタブ
レット基礎講座

５月８日（木）
13時〜17時 1000円 鹿児島ＡＳＣ

（佐藤）837-3514

⑤よくわかる韓国語
講座

５月13日〜７月15日の
毎 週 火 曜日18時30分
〜21時30分（全10回）

１万2000円
※テキス
　ト代別

志學館大学生涯学習
センター812-8501
※申込期限…４月30日

期日 テ　ー　マ
５/13 開講式、消費生活の基礎知識
５/20 健康な毎日を過ごすための食生活
５/27 家計管理と節約のコツ
６/３ 心地よく暮らすためのインテリアと収納
６/10 気象予報士の防災講座
６/17 食品表示の基礎知識
６/24 省エネ･節電!上手な電気の使い方
７/１ 野菜ソムリエのおいしい夏野菜活用術
７/８ 相続の基礎知識
７/15 賢い消費者になるために

ランチタイム
コンサート

◇毎週金曜日
　12時20分〜
　みなと大通
　り別館１階
　で開催中

講座・催しなど

30日の毎週月曜日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　
申往復はがきに講座名、住所、氏
名、年齢、電話番号を書いて、４
月30日（必着）までに〒892-0816山
下町6-1青少年課227-1971へ
ヨットとふれあう体験帆走

対市内に住む小学生以上の人
期４月27日（日）・29日（祝）の10時
〜12時か13時〜16時　所平川ヨッ
トハーバー　定各40人程度　料無
料　◇申込期限…開催日の５日前

（必着）　◇申し込みなど詳しくは
保健体育課227-1950へ
初心者ヨット教室

対市内に住む高校生以上の人
期５月11日〜６月８日の毎週日曜
日10時〜16時（全５回）　所平川
ヨットハーバー　定40人（超えた
ら抽選）　料300円（スポーツ保険
料）　◇申込期限…４月16日（必
着）　◇申し込みなど詳しくは保
健体育課227-1950へ
リサイクル自転車フェア

期５月25日（日）９時30分〜12時　
※受け付けは10時20分まで　所谷
山市民会館　定300人（超えたら抽
選）　◇売却台数…約120台　申往
復はがき（１人１通）に住所、氏名（ふ
りがな）、年齢、電話番号を書いて、
４月30日（必着）までに〒892-8677
山下町11-1道路管理課「リサイク
ル自転車フェア」係へ　問サンサ
ンコールかごしま099-808-3333


