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イベント・講座

15

市民のひろば
ター

４月13日から①は桜島海づり公
園293-3937、②は鴨池海づり公
園252-1021へ

枚）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

かごしま春祭大ハンヤ2015

イベント
・
講座
内＝内容 対＝対象
期＝日時・期間・期日 所＝場所
定＝定員・定数・人員 料＝料金
申＝申し込み 問＝問い合わせ
D＝ＦＡＸ {＝Ｅメール
共＝共通事項

市電最終出庫便の見送り式

内高麗町の電
車施設から最
終出庫する市
電の見送り式

期 ４ 月25日（ 土 ）10時30分 〜19
時・26日（日）９時30分〜18時30
分 所ウオーターフロントパー
ク、天文館
ベルク広場
など12会場
◇詳しくは

記念カードを
プレゼント 対どなたでも
期４月30日（木）16時30分〜17時
30分（最終出庫は16時53分ごろ）
問 交 通 局 総 合 企 画 課257-2111
（D258-6741）
かごしまの風と光とナポリ祭
内移動式
ま き がま
薪窯を使

った本格
ピッツァ
の販売など 対どなたでも
期５月３日（祝）
・４日（祝）の
11時 〜17時 所 ナ ポ リ 通 り と
甲突川右岸緑地 料無料（飲食
代は有料） 問かごしまの風と
光とナポリ祭実行委員会（㈱電
通九州鹿児島支社内）223-5286
（D224-8905）
てぶらできやんせ！初心者釣
り教室
対釣り初心者（小学生以下は保
護者同伴） 期①４月19日（日）
９時〜12時30分、②４月25日
（土）
９時〜12時30分 ※どちらも８
時30分〜受け付け 所①桜島海
づり公園、②鴨池海づり公園
定①15人程度、②30人程度（い

かごしま春祭振興会（鹿児島商
工会議所内）225-9533へ
国民文化祭・かごしま2015

プレイベント
①琴伝流大正琴第11回鹿児島県
大会
期４月25日（土）12時20分〜16時
所かごしま県民交流センター

料無料 問琴伝流鹿児島指導者
会事務局243-3495
②県吹奏楽連盟創立60周年記念
期５月２日（土）13時30分〜16時

所市民文化ホール 料無料
問県吹奏楽連盟213-4004
③茂山狂言と仕舞の会
期５月９日（土）18時30分〜20時
30分 所西本願寺鹿児島別院
（東千石町） 料有料（観覧料な
ど詳しくは問い合わせ先へ）
問狂言かごしま享楽会事務局
090-5738-7623（森岡）
春の国際交流〜ハーティー
パーティー〜
内新入在住外国人を歓迎する交
流会 対市内に住む外国人と国
際交流財団会員 ※当日入会可
期４月25日（土）13時30分〜16時
所勤労者交流センター（中央町）
定200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、電話番号を４月17日（必着）
までに〒892-0816山下町15-1国際
交流財団226-5931（D239-9258、
{kokusai@kiex.jp）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11日〜
６月29日の毎週月曜日19時〜21
時（全８回） 所市教育総合セン

鹿児島ぶらりまち歩き
コース名
薩摩77万石の城下町を歩く
天保山砲台と海洋国家薩摩の
遺跡を巡る

定25人（超えたら抽選）

料無料

申往復はがき（１人１

町6-1青少年課227-1971（D2271923）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歳以上の水泳
初心者の女性（学生を除く）
期５月13日〜29日の毎週水・金

「鹿児島・台湾〜交歓演奏会」

◇来場者には

2015年（平成27年）

ずれも先着順） 料釣り料（エサ
代などは自己負担） 申電話で

文化・芸術など
各種イベント・講座の
情報満載！

４月号

かごしま

日 時
４月18日
（土）
10時〜11時30分

集合場所
中央公民館正面
玄関前

４月25日
（土）
10時〜11時30分

天保山公園管理
事務所前

対市内に住むか通勤・通学する人 定各45人
（超えたら抽選） 料無料
申電話かファクスでコース名、住所、氏名、年齢、性別、電話番号
を実施日の１週間前までに鹿児島まち歩き観光ステーション2084701（D208-4703）へ

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、４月28日（必着）
ま

帯電話）
に関する標語・ポスター
◇４月13日
（月）
〜17日
（金）
…鹿

児島読売写真クラブ ◇４月20
日
（月）
〜24日
（金）
…市竹工芸マ
イスター養成講座生の作品
所市役所別館１階

問サンサン

コールかごしま099-808-3333

ランチタイムコンサート

市役所みなと大通り別館１
階市民アートギャラリーで
は、毎週金曜日の12時20分か
ら12時50分までランチタイム
コンサートを開催していま
す。お気軽にお越しくださ
い。 ※観覧は無料
問サンサンコールかごしま
099-808-3333
かごしま健康の森公園のイベ
ント・講座

でに〒890-0063鴨池二丁目31-3

①第４回野点会

へ
錦江湾公園はなまつり
内花と緑の講習会・相談所、バ

会を開催 対どなたでも 期４
月19日
（日）
10時〜15時 ※雨天
時はアクアジムロビー 定なし

㈱スイムシティ鹿児島251-1288

ラの育て方相談所、散策オリエ
ンテーリングなど

期５月９日

（土）10時〜16時30分・10日（日）
９時〜16時 問公園緑化課2161368、
（D216-1352）
女性リーダー研修会
対各団体や生涯学習グループの
指導者など 期５月19日（火）
９
時30分〜12時15分 所勤労者交
流センター（よかセンター）
定150人程度 料無料 申往復
はがきかファクスで研修会名、
住所、氏名、年齢、電話番号、
所属団体名を、５月８日（必着）
ま で に 〒890-0054荒 田 一 丁 目
4-1生涯学習プラザ「女性リー
ダー研修会」係813-0851（D8130937）
へ
鹿児島市民ギャラリー
◇４月６日（月）〜10日（金）
…情
報端末機（スマートフォン・携

内ボタン・シャクヤク園で野点

②第２回ガーデンスクール

◇講師…川口さゆり氏
（園芸家）

内草花や樹木の管理（せん定作
業含む）対18歳以上で全日程参
加できる人 ※せん定ばさみや
の こ ぎ り は 持 参 期 ４ 月22日
（水）
〜来年３月16日
（水）
の毎月
１回10時〜12時
（全12回） 定20
人
（超えたら抽選）
①②共 料無料 申①は不要、
②は往復はがき
（１人１枚）
に教
室名、住所、氏名、年齢、電話
番号を書いて、４月13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

体育館利用５月分予約抽選会

◇日時 ４月25日(土)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）

男女共同参画センター主催講座

①託児サポーター養成講座
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）
・12日（火）
・14日
（木）
・19日
（火）
・21日
（木）
・26日
（火）
・
期５月８日（金）
28日（木）の10時〜12時（全７回）
②ＤＶ被害者支援啓発講座
対市内に住むか通勤・通学する人
期５月８日〜５月29日の毎週金曜日14時〜16時
（全４回）
①②共
所サンエールかごしま 定各30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（ふりが
な）、年齢、電話・ファクス番号、②は託児
（６カ月〜小学２年生）
希望のときは子どもの氏名（ふりがな）を、４月24日（必着）まで
に〒890-0054荒田一丁目4-1男女共同参画推進課813-0852（D8130937、{danjokyodo@city.kagoshima.lg.jp）へ

男性のための悩み相談

内面接・電話による相談（どちらも予約優先）
期偶数月は第３日曜日の午後、奇数月は第３土曜日の午前
◇問い合わせ・予約はサンエールかごしま相談室813-0853

＋

