
かごしま 市民のひろば 2014年（平成26年）５月　564号 市　政　総　合 ６イベント・講座

※男女ペアのみ男性可。小学生以下は保護者同伴
◇時　間　�９時〜12時30分（受け付けは８時30

分〜）
◇参加料　無料（釣り料などは実費負担）
◇申し込み　�５月13日から鴨池海づり公園252-

1021、桜島海づり公園293-3937へ

◇対　象　釣り初心者（小学生以下は保護者同伴）
◇時　間　�９時〜12時30分（受け付けは８時30

分〜）
◇参加料　無料（釣り料などは実費負担）
◇申し込み　�５月13日から鴨池海づり公園252-

1021、桜島海づり公園293-3937へ

◇対　象　市内に住む高校生以上の人
◇日　時　６月15日（日）10時〜16時
◇場　所　磯海水浴場
◇定　員　20組（２人１組。超えたら抽選）
◇参加料　無料（傷害保険料１人300円が必要）
◇必要なもの　�飲み物、弁当、帽子、水着（濡れ

ても良い服装）、カッパ、運動靴
かサンダル、着替えなど

◇申し込み　往復はがきかEメールで参加者全
員の住所、氏名、年齢、電話番号を５月14日
（必着）までに〒892-0816山下町6-1保健体育課
「シーカヤック体験講座」係227-1950（Eメール
hotai-shimin@city.kagoshima.lg.jp）へ

■前期講座

■未来館講座

※親子講座は10時〜13時
◇対　象　市内に住むか通勤する女性（学生を除
く）　※★は男性も可、▲は初心者、○は基礎的
な技能を持つ人。親子講座は小・中学生とその
保護者（一般講座と別に受け付け）、夜間の部は
勤労女性を優先
◇定員を超えたら抽選
◇受講料　無料（教材費などは実費負担）
◇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）、電話番号、年齢、勤務先（電話番
号も）、親子講座は子どもの氏名、学年、託児（希
望講座の開講期間中に満２歳〜未就学児）希望者
は子どもの氏名、生年月日を書いて、５月15日（必
着）までに勤労女性センターへ

◇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、学年、
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）までにかごしま環境未来
館806-6600（FAX806-8000、Eメールkouza@
kagoshima-miraikan.jp）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　�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）

◇教材費　�①④はなし、②は１作品につき、350
円〜1000円前後、③は2000円

◇申し込み　�本人が直接５月13日〜27日に勤労
青少年ホームへ（土曜日・祝日を除
く）　※新規申込者は、本人確認書
類と友の会費500円が必要

かごしま健康の森公園〒891-1205犬迫町825
☎238-4650（FAX238-4548）

かごしま水族館� 〒892-0814本港新町3-1
☎226-2233（FAX223-7692）

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

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/）

勤労青少年ホーム 〒890-0063鴨池二丁目32-30
　☎255-5771（FAX255-5750）

女性のためのフィッシングスクール

てぶらできやんせ！
初心者釣り教室ｉｎ鴨池・桜島

シーカヤック体験講座（一般）

①あそびの日・わくわくウオーク＆宝探し
◇内　容　�ウオーキングを楽しみながら、宝探

しをする
◇対　象　�どなたでも（小学２年生以下は保護

者同伴）
◇日　時　�５月11日（日）10時〜12時　※雨天中

止
②ホタルを見る夕べ
◇内　容　�講師によるホタルの生態説明、ホタ

ル鑑賞、合唱ミニコンサート
◇対　象　どなたでも
◇日　時　�５月17日（土）18時30分〜21時　※雨

天中止
③プロペラ飛行機＆紙飛行機づくり
◇内　容　�親子でふれあいながら自分たちで製

作した飛行機を飛ばして楽しむ
◇対　象　小学生と保護者
◇日　時　�６月１日（日）10時〜12時　※雨天時

は体育館
◇定　員　30組（超えたら抽選）
◇申込期限　５月20日（必着）
④ホタル飼育体験教室
◇内　容　�半年かけてゲンジホタルの幼虫を育

てる
◇対　象　�小学校５年生以上（家族やグループ

でも可能）で、教室開催日以外でも来
園し、ホタルの世話ができる人

◇日　時　�６月８日（日）・７月13日（日）・８月３日
（日）・９月７日（日）・10月11日（土）・11
月９日（日）の10時〜11時（全６回）

◇定　員　10組（超えたら抽選）
◇申込期限　５月27日（必着）
－共通事項－
◇参加料　無料　
◇申し込み　①②は不要、③④は往復はがきに
教室名、住所、氏名、年齢、電話番号を書い
て、各申し込み期限までにかごしま健康の森
公園へ

■ワクワクきびなご塾
　「カニの大運動会〜カニを観察してみよう〜」
◇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　６月14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　館内にある申込書かはがきに講座
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、５月
24日（必着）までにかごしま水族館「ワクワクき
びなご塾」係へ

■大人のための体験飼育係
　魚にエサを与えたり水質をはかったり、飼育係
の一日を体験します。

◇対　象　高校生以上の人
◇日　時　６月22日（日）13時〜17時30分
◇定　員　24人（超えたら抽選）
◇参加料　無料
◇申し込み　はがきに講座名、住所、参加者全員
の氏名（ふりがな）、年齢、性別、靴のサイズ、
電話番号を書いて、５月22日（必着）までにかご
しま水族館「大人のための体験飼育係」へ

－共通事項－
◇当選者のみ締切日から10日以内に参加証を送付

期　日 場　所 定　員
５月19日（月）鴨池海づり公園 30人（先着順）
５月25日（日）桜島海づり公園 20人（先着順）

期　日 場　所 定　員
６月３日（火）鴨池海づり公園 30人（先着順）
６月８日（日）桜島海づり公園 15人（先着順）

　講　座　名 定員 回数 曜日 開講日

午
前（
10
時
〜
12
時
）

着物リメイクでワンピース 14 14 月 ６月23日
ワード・エクセル初級▲ 12 12 火 ６月10日やさしい太極拳 30 10
楽しい絵手紙 24 12 水 ６月11日
和裁入門ゆかたにチャレンジ 14 20 ６月18日
季節のおもてなし料理★ 36 ５

木
６月12日

ファイナンシャルプランナー検
定対策 24 15 ６月26日

調剤薬局請求事務 12 金 ６月27日
デジカメ＆写真データの編集▲ 12

土
６月28日

親子で楽しいピザづくり★ 12
家族 １ ７月26日

午
後（
13
時
30
分
〜

15
時
30
分
）

俳句の世界 24 15 月 ６月９日
エクセル中級○ 12

12

水 ６月25日
茶道入門（裏千家） 20 木 ６月12日
おもてなしの英会話 24 ６月26日
書道入門

金
６月13日

ＣＳ（ワープロ部門）３級試験
対策○ 12 ６月27日

夜
間（
18
時
30
分
〜

20
時
30
分
）

ワード実践／構成・レイアウト 12 10 月 ６月23日
カラーコーディネート 24 12 火 ６月10日楽しいフラダンス 30
時短でお洒落な夏の料理★ 36 ７ 水 ６月11日基礎医療事務 24 15
ＣＳ（表計算部門）３級試験対
策○ 12 12 木 ６月12日

季節の生け花（小原流）　 28 ６ ６月26日
ワード・エクセル応用○ 12 12 金 ６月13日

講　座　名 対　象 日　時 定 員
いそ海岸でお宝探し
＆クリーンアップ大
作戦！●

小学３年
生以上

５月31日（土）
10時〜15時 25人

大木先生と行く！地
層読み解きｉｎ城山●

18歳
以上

６月５日（木）
10時〜12時 25人

剪定材でスプーン＆
フォークを作ろう

小学生
以上

６月７日（土）
13時〜16時 15組

重曹で簡単♪手作り
はみがき粉と入浴剤

中学生
以上

６月７日（土）
13時30分〜
15時30分

24人

時の記念日　べニア
板で作る日時計

小学生
以上

６月８日（日）
13時〜16時 10組

酒かすで石けん作り

18歳
以上

６月11日（水）
13時30分〜
15時30分

10人

失敗なし！我が家で
簡単梅干し作り

６月13日（金）
10時〜14時 25人

壊れた傘でマイバッ
グ作り

６月14日（土）
13時〜16時 10人

田んぼの学校〜アイ
ガモ農法によるお米
作り体験〜①（どろん
こ田植え）●

—
６月15日（日）
９時30分〜
12�時

40人

ダンボールコンポス
ト講座

18歳
以上
�

６月15日（日）
13時30分〜
15時30分

18人

古着でつば広帽子作
り

６月18日（水）
10時〜15時 10人

空間リメイクダイ
エット〜モノとの上
手な付き合い方〜

６月21日（土）
10時〜12時 40人

講　座　名 日　時 回 定 員
（先着順）

①�一人でで
きる浴衣
着付け

６月19日（木）・26日（木）、
７月３日（木）の19時〜21時

３ 20

②父の日
　（七宝）

６月８日（日）13時〜15時 １ 20

③合鴨農法
６月29日（日）、７月６日（日）、
８月31日（日）、10月26日（日）の
10時〜12時

４ 20

④フット
　サル

６月27日（金）、７月23日（水）、
９月５日（金）、10月15日（水）、
11月28日（金）の19時〜21時

５ 30

多目的・ファミリー広場　７〜12月事前予約抽選会
◇日　時　６月１日（日）８時30分〜
体育館利用　６月分予約抽選会
◇日　時　５月25日（日）13時〜
－共通事項－
◇場　所　アクアジムロビー

講座など

お出かけガイド


