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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　
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◇講座の内容、対象者など詳しくは市ホームページをご覧ください
所サンエールかごしま　料無料（3の④は材料費の実費負担あり）　
申往復はがきかファクス､ Ｅメールで講座名、住所、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（ふりがな）、年齢を各講座の10日
前（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

内�座学講習と燃費計搭載車で
の実技講習
対�市内に住むか通勤・通学

し、車の運転免許を持つ人
期�10月25日（土）９時～12時か

13時30分～16時30分
所県交通安全教育センター
定各５人程度　料無料
申�はがきかファクス、Ｅメー

ルで住所、氏名、年齢、電
話番号、午前・午後の別を
10月15日（消印有効）まで
に〒892-8677山下町11-1環
境政策課216-1296（D216-
1292、{kanseisaku@city.
kagoshima.lg.jp）へ

エコドライブ講習会

男女共同参画センター主催講座

期　　間 別館１階
９月16日（火）～19日（金） 2014おぎおんさぁフォトコンテスト作品展
９月22日（月）～26日（金） 公民館等書道講座開講21周年記念作品展
９月29日（月）～10月３日（金） 鴨池写友会写真展
10月６日（月）～10日（金） 季節の花

平川動物公園動物講座
内平川動物公園の歴史や動物のお
話　対18歳以上の人　期10月15日

（ 水 ）、11月12日（ 水 ）、12月10日
（水）、来年１月14日（水）の10時～
12時（全４回）　所平川動物公園　
定20人（超えたら抽選）　料無料　
申往復はがきに住所、氏名、年齢、
電話番号を書
いて、９月26
日（必着）まで
に〒892-0816
山下町15-1市
公園公社221-5055へ
市民園芸講座（家庭果樹）
対市内に住む18歳以上の人　期10
月４日（土）10時～12時　所都市農
業センター　定50人（超えたら抽
選）　料無料　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、９月17
日（必着）までに〒891-1205犬迫町
4705都市農業センター238-2666へ
農業体験講座
内農業の基本的な知識や技術の習
得　◇就農相談会（申し込み不要）
も同時開催　期９月27日（土）９時
～12時　所都市農業センター　
定５人（超えたら抽選）　料無料　
申往復はがきに講座名、住所、氏
名、生年月日、性別、電話番号を
書いて、９月19日（必着）までに
〒892-8677山下町11-1農政総務課
216-1334へ
初心者水泳教室
対18歳以上の水泳初心者　期９月
22日～10月２日の毎週月・木曜日

（全４回）　所鹿児島ふれあいス
ポーツランド　定20人（先着順）　
料300円（１回分。プール使用料）　
申電話で９月17日
から鹿児島ふれあ
いスポーツランド
275-7107へ
レディース水泳教室
対市内に住む18歳以上の初心者の

女性（学生を除く）　期10月８日～
24日の毎週水・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（保険料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、９月17日（必着） 
までに〒890-0063鴨池二丁目31-3
スイムシティ鹿児島251-1288へ
ヒップホップダンス入門
対市内に住む人　期９月28日（日）
13時～15時　所桜島総合体育館　
◇申し込みなど詳しくは桜島総合
体育館293-2967へ
シーカヤック体験講座
対市内に住む
小・中学生と
その保護者　
期10月19日

（日）10時～16
時　所磯海水浴場　定20組（２人
１組。超えたら抽選）　料無料（ス
ポーツ保険料１組600円が必要）　
申往復はがきかＥメールで参加者
全員の住所、氏名、年齢、学年、
電話番号を９月24日（必着）までに
〒892-0816山下町6-1保健体育課
227-1950（{hotai-shimin@city.
kagoshima.lg.jp）へ
カラオケ健康教室
対勤労者で市内に住所か職場があ
る人とその家族　期９月20日（土）
10時～12時　所勤労者交流セン
ター　定100人（超えたら抽選）　
料無料　◇申し込みなど詳しくは
勤労者交流センター285-0003へ
フラワーアレンジメント講座
対市内に住むか通
勤・通学する15歳
～40歳の人　期10
月21日～12月９日
の毎週火曜日19時
～21時（全８回）　所市教育総合セ
ンター　定20人（超えたら抽選）　
料無料（材料費は実費負担）　申往
復はがきに講座名、住所、氏名、
年齢、電話番号を書いて、９月30
日（必着）までに〒892-0816山下町
6-1青少年課227-1971へ

対市内に住むか通勤する15歳～35歳未満の人（学生を除く）
◇時　間　19時～21時（◎は18時30分～20時30分）
料無料（教材費などは実費負担）
申�９月14日から本人が直接勤労青少年ホーム255-5771へ 
　（先着順。新規申込者は、身分証明書と500円が必要）　※土曜日、祝日は休館

講　座　名 開　講　日 曜日 定員
イタリア料理Ⅱ ◎ 11月４日・11日・18日 火 36人
powerpointでポスター・チラシ作り 11月５日・12日・19日 水 10人
忘年会に活かすマジック 11月６日・13日・20日 木 15人
手作りお菓子に挑戦 ◎ 11月７日・14日・21日 金 36人
コテを使おう　巻き髪ヘアアレンジ 11月７日 金 24人
トータルビューティー 11月12日・19日・26日 水 25人
ボイストレーニング 11月13日・20日・27日 木 20人
流行のメイク講座 11月14日・21日・28日 金 20人
女性のための護身術 11月17日 月 20人
ハンドケアとネイル 11月27日 木 20人

勤労青少年ホ―ム 短期・一日お試し講座

問サンサンコールかごしま099-808-3333

講 座 名 日　時 料　金 問い合わせ先
①一日で覚えるタブ

レット基礎講座 ９月11日（木）13時～17時 1000円 鹿児島ＡＳＣ
（佐藤）837-3514

②女性起業家コミュ
ニティルーム ９月20日（土）10時～12時 1500円

かごしまスキルの�
た ね（ 牟 田 ）090-
7293-7062

③ ワ ー ル ド カ フ ェ
（対話の場）

９月21日（日）13時30分～
16時30分 2000円 ワールドカフェ（牟

田）090-7293-7062

④シニア海外旅行の
トラの巻

10月２日～12月25日の毎
週木曜日10時～11時30分

（全12回）　※10月30日を
除く

3500円
（１月
４回分）

ＮＰＯ法人global（大
谷）080-3955-3312

市民ギャラリー

生涯学習プラザ協働講座

対どなたでも（①はおおむね40歳以上の人）
所サンエールかごしま　◇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
130代・40代シング

ル 女 子 の 本 音 で
トークサロン

９月27日（土）14時～16時 10人

2パパママ向け講座
～リズムシェイプ
アップ体操～

10月５日～11月９日の毎週日曜日14時～
15時30分（全５回）　※10月26日を除く 20人

3男性のチャレンジ
支援セミナー　
※②～④は希望の

回のみ受講可

①10月18日（土）21世紀の男女のあり方とは
②10月25日（土）洗濯・アイロンがけのコツ
③11月１日（土）簡単筋トレ＆ストレッチ
④11月８日（土）オトコの料理
⑤11月15日（土）まとめの座談会
◇時間　18時30分～20時30分（④は18時～
　　　　21時）

各
20人

上級救命講習
内心肺蘇生法、ＡＥＤの使用法、
各種応急手当、搬送法など　対市
内に住むか通勤・通学する人
期10月25日（土）９時～18時　所消
防総合訓練研修センター　定30人

（先着順）　料無料　申電話で９月
25日から消防局警防課222-0960へ

（土・日曜日、祝日を除く）

勤労女性センター秋まつり＆
講演会
内生け花・洋裁などの作品の展
示、舞台発表、軽食、茶会、講演会　 
期10月５日（日）10時～15時15分
所勤 労 女 性 セ ン
ター　料無料　
問勤労女性セン
ター255-7039

イベント・講座

地球にやさしい運転
始めませんか

川野　修
おさむ

さん
(ＪＡＦ)

○エコドライブを心がける
と燃費が良くなり、その
結果二酸化炭素の排出量
が減って地球温暖化の抑
制につながります。

○受講者からは「思ってい
た以上に燃費が良くなっ
た」などの感想をいただ
いています。

○日頃よく車を運転する人に講習を受け
てもらって、受講後に講習の内容を家
族や職場の人などに広めてもらえたら
うれしいですね。


