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春休みこども釣り大会
対中学生以下　※小学生以下は
保護者同伴　期３月26日（木）～
４月５日（日）の７時～15時　
所鴨池海づり公園、桜島海づり
公園　定なし　料釣り料・入園
料など　◇大漁賞（釣れた魚の
すべての量）と大物賞（１匹当た
りの重量）の１位に賞品を贈呈
申事前に電話か当日直接鴨池海
づり公園252-1021、桜島海づり
公園293-3937へ
春休み子ども短期水泳教室
対水泳初心者で全日程受講でき
る新小学２年～４年生　期３月
26日（木）～29日（日）９時～10時
（全４回）　所鹿児島ふれあいス
ポーツランド　定20人（超えた
ら抽選）　料１回100円（プール
入場料）　申往復はがき（１人１
通）に住所、氏名、学年、電話
番号を書いて、３月17日（必着）
までに〒891-0105中山町591-1
鹿児島ふれあいスポーツランド
275-7107へ
鹿児島ふれあいスポーツランド
桜ウオーキング
◇コース…Aふれスポ広場内一
周（約２㎞）　Bふれスポ広場内
一周とジョギングコース（約３
㎞）　対市内に住む人　期３月
27日（金）10時～12時（受け付けは
クレー広場で９時30分～）　※雨
天中止　定なし　料50円（スポ
ーツ傷害保険料）　申不要　
問市運動普及推進員協議会事務
局（中央保健センター内）258-2370
（D258-2392）
タケノコの収穫体験
対市内に住む中学生以下の子ど
もとその保護者　※保護者は２
人まで　期４月５日（日）10時～
12時（雨天中止）　所都市農業セ
ンター　定15組（超えたら抽選）
料無料　申往復はがき（１組１
枚）に体験名、住所、参加者全

対①②はどなたでも、③は20歳以上
　※②はピアノやキーボードを持っていなくても可
所 サンエールかごしま　
申 ①は電話、ファクス、ショートメールで当日ま
で、②は電話で３月26日まで、③は電話、ファ
クスで３月31日までに氏名、住所、電話番号を
各問い合わせ先へ

①第５回春休み子ども水泳教室
対泳げないか水泳が苦手な人で全日程受講できる小学３年～６年生
　※小学３年生は保護者同伴
期３月26日（木）～30日（月）13時～14時（全５回）　
料無料（プール使用料が必要。受講者100円、保護者300円）
②第９回デジタル一眼レフカメラの基本講座
対デジタル一眼レフカメラを持つ初心者　
期４月18日（土）10時～16時　料無料　
① ②共　定10人（超えたら抽選）　申往復はがきに教室名、住所、氏
名、年齢、電話番号を書いて、①は３月14日、②は４月６日（どち
らも必着）までに〒891-1205犬迫町825かごしま健康の森公園238-
4650（D238-4548）へ

イベント名 日　時 料　金 定　員 問い合わせ先

①太極拳スト
レッチ

４月７日～21日
の毎週火曜日
19時15分～20時
45分

１回
1000円 なし

鹿児島太極拳愛
好会（赤尾）
222-6488（D同
じ）、080-5606-
5628

②中高年から
始めるらく
らくピアノ

４月２日（木）、
４月16日（木）、
４月23日（木）
10時～11時30分

2400円
（３回分）、
テキスト代
1512円

20人
（超えた
ら抽選）

らくらくピアノ
の会（中島）
080-2006-0994

③脳が喜ぶ！
心が笑う！
臨床美術
「りんごの
量感画」

４月11日（土）
10時～12時 1000円 20人

程度

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

生涯学習プラザ協働講座

員の氏名（ふりがな）、年齢、電
話番号を書いて、３月20日（必着）
までに〒891-1205犬迫町4705都
市農業センター238-2666へ
いきいきグリーンカレッジ
（園芸初級コース）受講者募集
対市内に住むおおむね60歳以上
の人（農林業従事者と過去の受
講生を除く）　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）　所都市
農業センター　定50人（超えた
ら抽選）　料2000円（傷害保険
料）　申都市農業センター、本
庁・各支所などにある所定の申
込用紙を直接か郵送、ファクス
で３月21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
レディース水泳教室
内水に慣れることや簡単な泳法
の習得、水中ウオーキングなど
対市内に住む18歳以上の女性で
水泳初心者（学生を除く）　期４
月３日～24日の水・金曜日14時
～15時30分（全６回）　※17日は
除く　所鴨池公園水泳プール
定50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、３月15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
はじめてのカラーセラピー講座
対市内に住むか通勤・通学する
15歳～40歳の人　期４月15日～
６月17日の毎週水曜日19時～21
時（全８回）　※４月29日、５月
６日を除く　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

かごしま健康の森公園のイベント・講座

課227-1971（D227-1923）へ
春の初心者ガーデニング教室
◇講師…川口さゆり氏（園芸家）
対どなたでも　期３月14日（土）
10時～12時（受け付けは９時30
分～）　所谷山サザンホール　
料無料　◇先着200人に春の草
花（鉢苗）、花のつくり方の冊子
を贈呈　申不要　問市公園公社
221-5055（D223-5690）へ
異文化体験COLLEGE３
～歌から学ぶ韓国近代史～
内トロット（韓国演歌）やK-POP
から韓国近代史を学ぶ　対市内
に住むか通勤・通学する人　
期３月14日（土）10時～12時
所かごしま市民福祉プラザ　
定50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、国籍、年齢、電
話番号、Ｅメールアドレスを３
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
鹿児島市・ナポリ市姉妹都市
盟約55周年記念イベント
～ナポリを愉しむ夕べ～
内開演前にイタリアンスタイル
の軽食（バール）も楽しめるナポ
リ市出身の音楽家による記念コ
ンサート　対どなたでも　期４
月10日（金）19時～21時　所かご
しま県民交流センター　定600
人（超えたら抽選）　料無料　
※軽食は一部有料　申往復はが
き（１枚で４人まで）に代表者
の住所、氏名、年齢、電話番
号、その他の希望者氏名を書い
て、３月27日 （消印有効）まで
に〒892-0816山下町15-1国際交
流財団226-5931（D239-9258、
{kokusai@kiex.jp）へ
市立少年合唱隊第41回定期
演奏会
期３月22日（日）14時開演（13時

30分開場）　所市民文化ホール
料無料　◇プログラムなど詳し
くは市民文化ホール257-8111へ

鹿児島ユナイテッドＦＣを
応援しよう

対戦
チーム 日　時 場　所

栃木ウー
ヴァＦＣ

３月22日（日）
13時～ 県立サッ

カー・ラ
グビー場

ファジア
ーノ岡山
ネクスト

４月５日（日）
13時～

◇チケット、年間パスの購入な
ど詳しくは鹿児島ユナイテッド
ＦＣ812-6370へ
レノヴァ鹿児島を応援しよう

対戦
チーム 日　時 場　所

アイシン
ＡＷ

３月14日（土）
18時～

県総合
体育セ
ンター
体育館

３月15日（日）
14時～

◇試合日程やチケット・年間パ
スの購入は㈱スポーツフロン
ティア鹿児島203-0889へ
マリンポートかごしまへの
クルーズ船の入港

船　名 入 港 日 時

ノーティカ ３月31日（火）
10時～18時

ロストラル ４月10日（金）
８時30分～18時

◇錦江湾や
桜島の雄大
な景観のな
かで、クル
ーズ船の優
美な姿をお楽しみください
問観光プロモーション課216-
1344（D216-1320）

■ 定期清掃・点検整備のための
　臨時休業
◇日　時　３月８日（日）～13日（金）
◇場　所　体育館・ロビー

問かごしま健康の森公園238-4650（D238-4548）

■体育館利用４月分
　予約抽選会
◇日　時　３月25日（水）13時～
◇場　所　アクアジムロビー

市立少年合唱隊
第42期生追加募集

◇ 応募方法など詳しくは市民
文化ホール257-8111

　（D251-4053）へ


