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上級救命講習受講者募集
対市内に住むか通勤・通学する
人　期６月13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５
月13日から電話で消防局警防課
222-0960へ　※土・日曜日を除
く
ダンボールコンポスト入門講座
対市内に住み、受講後簡単なア
ンケートなどに協力できる人
期６月14日（日）13時30分～15時
30分　所かごしま環境未来館
定各20人（超えたら抽選）　申往
復はがきに住所、氏名、年齢、
電話・ファクス番号を書いて、
５月31日（必着）までに〒890-
0041城西二丁目1-5かごしま環
境未来館「ダンボールコンポ
スト」係へ　問かごしま市民
環境会議080-3500-3246（D228-
8989）
ゆかたと礼法講座
対市内に住むか通勤・通学する
15歳～40歳の人　期６月９日～
７月28日の毎週火曜日19時～21
時　所市教育総合センター　
定20人（超えたら抽選）　料無料
（教材費は自己負担）　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、５月31日（必着）までに
〒892-0816山下町6-1青少年課

講　　座　　名 定員 回数曜日 開　催　期　間
午
前
の
部（

10
時
〜
12
時
）

簡単夏のチュニック 14 12 月 ６月８日～８月31日
★おいしく太らない肉料理 36 ７ 火 ６月23日～８月４日
〇ワード・エクセル初級 12 10 水 ６月17日～８月19日
〇パソコン初級・初めてのワード 12 10 木 ６月18日～８月27日
調剤薬局請求事務 24 12 金 ６月26日～９月18日
楽しいフォークダンス 40 12 土 ６月６日～９月12日
★親子で焼菓子作り 12組 １ 土 ６月20日（10時～13時）
★親子で楽しいピザ作り 12組 １ 土 ７月25日（10時～13時）

午
後
の
部

（
13
時
30
分
〜
15
時
30
分
）

〇デジカメ＆写真データの編集 12 10 月 ６月15日～８月24日
ラジオ体操＆エクササイズ 24 ８ 火 ６月９日～７月28日
かな書道 24 10 火 ６月16日～８月18日
普段づかいのおしゃれなバッグ 24 ７ 水 ６月17日～７月29日
ファイナンシャルプランナー
３級検定対策 24 15 水 ６月24日～10月７日
プロに学ぶお掃除術 24 ５ 木 ６月25日～７月23日
初めてのちぎり絵 20 ５ 木 ６月11日～８月６日

（隔週）
◎ワード実践/構成・レイアウト 12 10 金 ６月19日～９月４日

夜
間
の
部

（
18
時
30
分
〜
20
時
30
分
）

CS（ワープロ部門）２級試験講座 12 15 月 ６月15日～10月５日
◎パソコン中級・ワード・エクセル応用 12 10 火 ６月16日～８月25日
ゆったりフラダンス 36 12 火 ６月９日～９月８日
★ビギナーのための料理の基礎 36 ５ 水 ６月17日～７月15日
基礎医療事務 24 15 水 ６月10日～９月16日
日商簿記３級検定講座 24 15 水 ６月10日～９月16日
CS（オフィスドキュメント）
３級試験講座 12 15 木 ６月11日～10月29日
茶道入門（表千家） 20 12 金 ６月12日～９月４日

対市内に住むか通勤している女性（学生除く）　★は男性も可、
○はパソコンの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、ＣＳ試験
講座は受験のための講座

◇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）、郵便番号、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歳から未就学児）希望者は子どもの氏
名、生年月日を５月15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。夜間の部は勤労女性を優先します

227-1971（D227-1923）へ
高齢者スポーツ指導者研修会
対市内に住むか通勤・通学する
人、高齢者スポーツクラブの
リーダーかリーダーを志す人、
スポーツ推進委員など　期５月
16日（土）９時～11時50分　所鹿
児島アリーナ　定100人（超えた
ら抽選）　料無料　申電話かは
がき、ファクス、Ｅメールで住
所、氏名、年齢、電話番号を５
月13日までに〒892-0816山下町
6-1保健体育課227-1950（D227-
1923、{hotai-shimin@city.
kagoshima.lg.jp）へ
コリアンデー
内韓国との交流の講演や交流会
など　対どなたでも　期５月23
日（土）14時～16時30分　所かご
しま市民福祉プラザ　料300円
（財団会員は無料）　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５月19
日（必着）までに〒892-0816山下
町15-1市国際交流財団226-5931
（D239-9258、{kiex@kiex.jp）へ
ランチタイムコンサート出演
者募集（夏休み期間「学生枠」）
対30分のプログラムを構成・実
施できる人やグループ（生音で
の演奏に限る）　期７月～９月
の金曜日12時20分～12時50分の
６日間　所みなと大通り別館　

勤労女性センター　前期講座

申はがきかファクス、Ｅメール
で氏名（学校・学年、グループは
グループ名と代表者名）、住所、
電話番号、ジャンル、演奏形態、
出演希望日（第２希望まで）を６
月10日（必着）までに〒892-0841
照国町2-11-4階かごしまアート
ネットワーク219-7671（D219-
7671、{info@k-art-net.org）へ

民館　定50人　料無料　申往復
はがきかファクスで住所、氏
名、年齢、電話番号、研修会名
を６月４日（必着）までに〒890-
0054荒田一丁目4-1生涯学習課
813-0851（D813-0937）へ
鹿児島ユナイテッドＦＣ情報
対戦チーム 日　時 場　所
流経大
ドラゴンズ
龍ケ崎

５月17日
（日）13時～

県立サッカー
・ラグビー場

Ｈonda
ＦＣ

５月31日
（日）13時～

薩摩川内市総
合運動公園陸
上競技場

◇チケット購入など詳しくは鹿
児島ユナイテッドＦＣ事務局
812-6370へ

かごしま健康の森公園予約抽選会

ランチタイムコンサート

①体育館利用６月分
期５月25日（月）13時～
②多目的広場・ファミリー
　広場 ７月～12月分
期６月１日（月）８時30分～　
①②共　
所アクアジムロビー　
問かごしま健康の森
　公園238-4650（D238-4548）

◇ 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

対市内に住むか通勤・通学する人　定各45人（先着順）　料無料
申 電話かファクスで住所、氏名、年齢、性別、電話番号を５月13日
から鹿児島まち歩き観光ステーション208-4701（D208-4703）へ

問観光プロモーション課216-1510（D216-1320）

対市内に住むか通勤する15歳から35歳未満の人（学生を除く）　
所勤労青少年ホーム　料無料（教材費などは実費負担）　
◇今年度の利用証がない人は身分証明書と友の会費500円が必要　
申 直接５月13日～27日（先着順）に勤労青少年ホーム255-5771（D255-
5750）へ

鹿児島ぶらりまち歩き

マリンポートかごしまへのクルーズ船の入港

勤労青少年ホーム短期・一日講座募集

コース名 日　時 集合場所
“薩摩が生んだファーストレディ”
篤姫ゆかりの地を歩く

５月24日（日）
10時～12時

中央公民館正面玄関前
坂本龍馬と薩摩藩との太い絆を訪
ねる。（幕末維新編）

５月30日（土）
10時～11時

船　名 日　時
サファイア・プリンセス ５月11日（月）７時～16時、26日（火）７時～18時
ロストラル ５月17日（日）８時30分～18時
コスタ・ビクトリア ５月25日（月）９時～18時
コスタ・アトランチカ ５月29日（金）14時～20時

講座名 日　時 料　金 定 員
フットサル ６月10日（水）・７月23日（木）・９月８日（火）・

10月22日（木）・12月10日（木）の19時～21時 なし 40人
父の日に贈る
七宝焼き ６月14日（日）13時～15時 600円～ 10人
一人でできる
浴衣着付け ６月18日～７月２日の毎週木曜日19時～21時

なし
20人

ストレスマネ
ジメント ６月29日～７月13日の毎週月曜日19時～21時 25人

合鴨農法 ６月28日（日）・７月５日（日）・８月30日（日）・
10月25日（日）の10時～12時

2000円（おや
つ代、合鴨米
２キロ含む）

20人

キャリアカウンセリング（仕事や働くことの相談）
部（曜日） 日　時 定員（先着順）
午後の部
（木曜日）

５月14日・28日、６月４日・11日・25日の
13時10分～16時30分 ３人

夜間の部
（火曜日）５月19日、６月16日の18時30分～20時30分 ２人

対市内に住むか勤務している女性（学生を除く）　
所 勤労女性センター　料無料　申直接か電話で５月13日から勤
労女性センター255-7039（D同じ）へ

シニアリーダー研修会
対地域や老人クラブ、高齢者グ
ループのリーダー、生涯学習に
関心がある人　期６月11日（木）
９時30分～12時15分　所鴨池公


