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サンエールプチシネマ
◇上映作品…裸足のギボン　
期１月15日（木）10時～、13時30
分～　定50人（当日先着順）　
※託児あり　料無料　申託児の
申し込みなど詳しくは男女共同
参画センター813-0852へ
維新ふるさと館新春寄

よ
席
せ

内桂竹丸師匠と福田賢治特別
顧問による創作歴史落語や歴
史トークショーなど　期１月17
日（土）・18日（日）18時～19時
30分　料前売券1800円（当日券

対①は20歳以上の人、②はおおむね40歳以上の人、
　③～⑤はどなたでも　
所サンエールかごしま　
申①は電話かファクス、②～④は電話、⑤は電話
かファクス、Eメールでイベント名、住所、氏
名、電話番号を前日までに各問い合わせ先へ

対市内に住むか通勤している女性（学生を除く）　※★印は男性可、
△はパソコン初心者、☆は初歩的な技能を持つ人、○はパソコン
の基本操作を習得済みの人、親子講座は小・中学生とその保護者

◇定員を超えたら抽選　料無料（材料代などは実費負担）
申直接（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）、年齢、電話番号、勤務先、勤
務先電話番号、親子講座は子どもの氏名、学年、託児（希望講座開
講期間中、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、１月16日（必着）までに〒890-0063鴨池二丁目31-15勤労女
性センター255-7039へ　※親子講座希望の人は、一般講座も申し
込めます

イベント名 日　時 料　金 定員 問い合わせ先

①脳が喜ぶ！
心が笑う！
臨床美術

１月10日～
３月28日の
第２・４土曜日
10時～12時
（全６回）

6000円
（６回分）20人

アートコミュニケー
ションズ（立石）
090-5731-8873
（D282-5004）

②一日で覚え
るタブレッ
ト基礎講座

１月15日（木）
13時～17時 1000円 15人

鹿児島ASC（佐藤）
837-3514
※タブレットの当
　日貸し出しあり

③女性起業家
コミュニテ
ィールーム

１月17日（土）
10時～12時 1500円 20人

かごしまスキルの
たね（牟田）
090-7293-7062

④ワールドカ
フェ（対話の
場）

１月18日（日）
13時30分～
16時30分

2000円 なし
ものづくり工房
～響～（牟田）
090-7293-7062

⑤自分を好き
になる！
～幸せへの近
道レッスン・
セパトレーニ
ング～

２月６日（金）・
20日（金）、
３月６日（金）
10時～12時

１回
1000円
※１回
のみの
参加可

20人

セパかごしま
（坂之上）
090-6774-1325
（D239-7040、
{sakaaya@
gmail.com）

講　座　名 定
員
回
数
曜
日 開　催　日

10
時
〜
12
時

端切れで作る初夏の帽子 28 ５ 月 ２月９日～３月９日
毛筆入門 24 ５ 月 ２月９日～３月16日
水彩画入門 24 ６ 火 ２月10日～３月17日
△60代からのパソコン 12 ６ 火 ２月17日～３月24日
○ワード中級 12 ５ 水 ２月18日～３月18日
★塩レモン・万能ダレの簡単料理 36 ５ 水 ２月18日～３月18日
★親子でわくわく
イチゴロールケーキ 36 １ 土 ２月28日（10時～13時）

13
時
30
分
〜
15
時
30
分

楽しいフォークダンス 36 ６ 月 ２月９日～３月16日
ティータイムスイーツあれこれ 24 ５ 木 ２月12日～３月12日
☆デジカメ＆写真データの編集 12 ６ 木 ２月12日～３月19日
△楽しいインターネット検索 12 ５ 金 ２月13日～３月20日
初めての貯筋型ウオーキング 36 ５ 金 ２月13日～３月20日

18
時
30
分
〜
20
時
30
分

○エクセル中級 12 ６ 月 ２月16日～３月23日
初めての春の生け花（池坊） 24 ５ 火 ２月10日～３月10日
やさしい実用ペン習字 24 ５ 火 ２月10日～３月10日
★春の味覚でヘルシーディナー 36 ５ 火 ２月10日～３月10日
マジック入門 20 ５ 水 ２月25日～３月25日
初めての脳トレ囲碁入門 20 ６ 木 ２月12日～３月19日
○パワーポイント自由自在 12 ６ 木 ２月12日～３月19日
ファッションセンスを磨くカラー 24 ５ 金 ２月13日～３月20日

生涯学習プラザ協働講座

2000円）　問維新ふるさと館
239-7700（D239-7800）
かごしま就農・就業相談会
内将来農業などに就きたい人向
けの相談会　期１月18日（日）10
時～16時　所かごしま県民交流
センター　料無料　申不要　
問県農業・農村振興協会213-7223
第３回星空観賞～金星と木星
を観賞する夕べ～
内星座に関する学習と星座観賞
など　対どなたでも　期２月14
日（土）18時～20時　所かごしま
健康の森公園　定なし　料無料
申往復はがきにイベント名、住
所、氏名、年齢、
電話番号を書いて、
２月２日（必着）ま
でに〒891-1205
犬迫町825かごしま健康の森公
園238-4650（D238-4548）へ

国民文化祭・かごしま2015
プレイベント
①鹿児島演劇協議会リーディン
グ公演「楽園の楽屋」

期１月24日（土）14時～15時30分
所県教育会館３階ホール　問鹿
児島演劇協議会事務局219-7671
②第41回鹿児島県新春かるた大会
期１月25日（日）９時30分～18時
所県武道館　問県かるた協会
248-4771
①②共　◇料金など詳しくは各
問い合わせ先へ
教育メディア研修初級講座
内プレゼンソフトの活用や16㎜
映写機の操作法など教育メディ
アに関する初歩的な知識や技術
の習得　対市内に住み、パソコ
ンの基本操作ができる社会教育
関係者か地域で指導ができる18
歳以上の人　期１月21日（水）・
22日（木）９時30分～16時　所学
習情報センター　定22人（超え
たら抽選）　料無料　申往復は
がき（１人１通）に講座名、住
所、氏名（ふりがな）、電話番号
を書いて、１月14日（必着）まで
に〒892-0816山下町6-1学習情
報センター227-1925へ
きらめく感性！ときめくハート！
第48回鹿児島市小・中学校
図画工作・美術学習発表展
内市内の小・中学生が制作した
作品や学習状況などの展示　
対どなたでも　期１月21日（水）
～１月30日（金）９時30分～18時
（30日は15時まで。休館日を除
く）　所市立美術館　料無料　
問学校教育課227-1941

勤労女性センター短期講座

体育館利用２月分予約抽選会
◇日時　１月25日（日）13時～
◇場所　アクアジムロビー
問 かごしま健康の森公園238-
4650（D238-4548）

輸出チャレンジ支援セミナー
内ジェトロ（日本貿易振興機構）
と連携した貿易実務講座など
対輸出に興味がある中小企業な
ど　期１月29日（木）･30日（金）
９時30分～16時　所ソフトプラ
ザかごしま　◇申し込みなど詳
しくは経済政策課216-1318へ
バラの育て方教室
対市内に住む人
期２月５日（木）10時
～12時　所錦江湾公
園　定30人（超えた
ら抽選）　料無料　
申往復はがき（１枚で２人まで）
に住所、氏名、年齢、電話番号
を書いて、１月15日（必着）まで
に〒892-0816山下町15-1市公園
公社221-5055へ
国際協力講演会・青年海外協
力隊員講演会
◇テーマ…アフリカ・アジア諸
国を中心とした開発途上国の現
状と将来　◇講師…柳沢香枝氏
（国際協力機構理事）　対どなた
でも　期２月15日（日）13時30分
～16時　所かごしま市民福祉プ
ラザ　定300人（超えたら抽選）
料無料　申はがきかファクス、
Ｅメールで住所、氏名、年齢、

電話番号を２月10日（必着）まで
に〒892-0816山下町15-1国際交
流財団226-5931（D239-9258、
{kiex@kiex.jp）へ
応急手当普及員講習受講者
募集
内救命に必要な知識・技能と指
導要領　対市内に住むか通勤・
通学する人で、勤務先などで普
通救命講習を開催したい人　
期２月20日（金）～22日（日）８時
30分～17時30分（３日間）　所消
防総合訓練研修センター（新栄
町）　定30人（先着順）　料無料
（テキスト代は実費負担）　申電
話で１月20日から消防局警防課
222-0960へ（土・日曜日、祝日
を除く）
食の商品魅力アップ無料相談会
内パッケージデザインの見直
し、新商品開発、知的財産に関
する悩みなどに専門家が個別に
対応　対市内の中小企業者（食
品製造業）　期２月24日（火）10
時～16時　所市役所みなと大通
り別館６階ソーホーかごしま　
定５社程度（先着順）　◇申込期
間…１月13日（火）～23日（金）　
◇申し込みなど詳しくは産業支
援課216-1323へ

写
真
　
未


