
2015年（平成27年）７月号 14イベント・講座かごしま市民のひろば

　
　
　 
＋ 

＋
　

大工による無料包丁研ぎ
期８月２日（日）10時～14時　
所天保山公園　◇親子木工教室
もあります　問県建設技能者組
合226-5239
桜島・錦江湾横断遠泳大会
◇桜島小池海岸から磯海岸まで
約750人の参加者が遠泳します。
期７月26日（日）９時～14時　
問桜島・錦江湾横断遠泳大会事
務局229-4222（D229-4173）
マリンポートかごしまへの
クルーズ船の入港

①中期講座

②一日講座

曜日 講　座　名 開始日 開始時間
（原則２時間） 回 数 定 員

月

家庭料理（月）
８月10日

18時30分
10

36
Word2010中級（ＭＯＳ）

19時

10
中国語 15
ゼロからのギター ７ 20卓球 ８月17日 ５
エアロビクス ９月28日 ７ 40

火

家庭料理（火）
８月18日

18時30分
10

36
ＪＷ－ＣＡＤ（基礎）

19時
10

ゴスペル 25
七宝 ７ 15
ヨガ ９月１日 30

水

家庭料理（水）
８月19日

18時30分 10 36
Excel2010中級（ＭＯＳ）

19時
10

色彩能力検定対策 11 25
スケッチ＆水彩画 ７ 15
Enjoyテニス ９月２日 30

木

家庭料理（木）

８月20日

18時30分
10

36
調剤薬局事務

19時
25

パソコンＣＳ試験・Word （３級） 10華道　草月流 ７着物着付け 20

金

韓国語と文化にふれよう
８月21日 19時 10

15
パソコンＣＳ試験・Excel（２級） 10
ＴＯＥＩＣ入門 20
はじめてのバドミントン 30
お弁当作り ８月28日 18時30分 ５ 36

日
写真 ８月23日 10時 ５ 10
ピラティス ７ 30
ハワイアンフラ ８月30日 13時 20
パン作り 10月４日 10時～14時 ５ 30

①②共
対市内に住むか通勤する15歳以上35歳未満の人（学生を除く）　
料無料（教材費などは実費負担）　
　※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７月13日～27日（土曜日、祝日は除く）に勤労青少年ホーム
255-5771（D255-5750）へ

講　座　名 日　時 定　員
簡単ヘアアレンジ ８月６日（木）19時～21時 24
米粉でパン作り ８月23日（日）10時～12時 30

民館　定40人程度　料2200円　
申直接か郵送で所定の申請書
を７月29日（必着）までに〒892-
8677山下町11-1都市景観課216-
1425（D216-1398）へ
人権啓発講演会「いのちのまつり」
◇講師…草場一

かずひさ
壽氏（絵本作

家）、副
そえだ
田ひろみ（フリーアナウ

ンサー）　期７月25日（土）14時
～15時40分　所サンエールかご
しま　定400人（先着順）　申往
復はがきかファクスで住所、参
加者全員の氏名、電話・ファ
クス番号、年代、性別、託児の有
無を７月14日（必着）までに〒890-
0054荒田一丁目4-1サンエール
かごしま813-0851（D813-0937）へ
安心安全アカデミー
◇地域の自主的な防災などの活
動に役立つ講座　◇コース…①
防犯・事故防止コース（不審者
対応、交通事故防止など）、②
防災コース（自然災害の発生状
況と取り組みなど）　対市内に
住むか通勤、通学し、原則全日
程を受講できる人　※託児あり
期８月22日～来年１月の土・日
曜日（全８回。１回２時間）　
所かごしま市民福祉プラザなど
定各50人（超えたら抽選）　料無
料　申はがきかファクス、Ｅ
メールでコース名、住所、氏
名、年齢、電話番号、託児の有
無を８月10日（消印有効）までに
〒892-8677山下町11-1安心安全
課216-1209（D226-0748、{an
shin@city.kagoshima.lg.jp）へ
ふるさとの味！郷土料理講習会
対市内に住むか通勤・通学する
18歳以上の人　期７月23日（木）
10時30分～13時30分　所都市農
業センター　定24人（超えたら
抽選）　料800円程度　申はがき

勤労青少年ホーム中期講座、一日講座募集

かＥメールで住所、氏名、年
齢、電話番号、託児（６カ月以
上）希望者はこどもの氏名、年
齢、性別を７月15日（必着）まで
に〒892-8677山下町11-1生産流
通課「郷土料理講習会」係216-
1338（{seisan-ryutu@city.
kagoshima.lg.jp）へ
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
ンケートと１カ月程度の記録に
協力できる家庭　期①８月９日
（日）、②９月13日（日）の13時30
分～15時30分　所①谷山北公民
館、②かごしま環境未来館
定各20組程度（超えたら抽選）　
料無料　申往復はがきに住所、
氏名、年齢、電話・ファクス番
号、受講希望日を書いて、受講
希望日の前月30日までに〒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
仕事でも家庭でも！役立つ
パソコン習得講座
対市内に住むか通勤・通学する、
ウインドウズの基本操作、文字
入力のできる人　期７月24日～
８月28日の毎週金曜日10時～12
時（全５回）　※８月14日を除く
所サンエールかごしま　定20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、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７月14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
（D813-0937、{danjokyodo@
city.kagoshima.lg.jp）へ
らくらく英会話講座
対市内に住むか通勤・通学する
15歳～40歳の人　期８月４日～
９月29日の毎週火曜日19時～21
時（全８回）　※９月22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　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、７月24日（必着）までに
〒892-0816山下町6-1青少年課
227-1971（D227-1923）へ
絵手紙教室（無料）
対市内に住むか職場がある勤労
者とその家族　期７月25日（土）
10時～12時　所勤労者交流セン
ター　定20人（超えたら抽選）　
申電話かファクスで７月15日
（必着）までに勤労者交流セン
ター285-0003（D285-0102）へ

かごしま健康の森公園情報
①ウオータースライダーオープン
期７月１日（水）～９月６日（日）
の８時30分～18時
　※火曜日は休み
②予約抽選会　体育館利用８月分
期７月25日（土）13時～　
所アクアジムロビー　
①②共
問かごしま健康の森公園238-
4650（D238-4548）

対⑥はおおむね40歳以上、③④⑦はどなたでも、⑤は小学生以下と
その親、①②⑧は20歳以上　所サンエールかごしま　

申③～⑥は電話、①②⑦⑧は電話かファクスで各問い合わせ先へ

生涯学習プラザ協働講座

■講座

船　名 入港日時

飛鳥Ⅱ ７月24日（金）
７時～14時

レジェンド・オブ・
ザ・シーズ

７月27日（月）
９時～17時

対戦チーム 日　時 場　所
ＭＩＯ
びわこ滋賀

７月26日（日）
15時～

県立サッカー・
ラグビー場

◇天候などで変更されることが
あります　問観光プロモーショ
ン課216-1510（D216-1320）
鹿児島ユナイテッドＦＣ情報

◇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

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８月22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７月21日から消防局警防課
222-0960へ　※平日のみ　
平成27年度屋外広告物講習会
対屋外広告物の管理者、屋外広
告業の業務主任者になろうとす
る人など　期８月20日（木）・21
日（金）の10時～17時　所中央公

◇７月から市内各施設などで市民体育大会を開催します
◇ 実施要項、申込書は各支所、鹿児島アリーナ、各体育施設、各地域公
民館などにあります　

◇詳しくは保健体育課「市民体育大会」係227-1950（D227-1923）へ

第50回市民体育大会

講座名 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「おいしいト
マトを描く（断面）」

７月11日（土）
10時～12時 1000円 20人

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

②ネコゼ・首・膝・腰痛に
骨盤を整えて改善

７月18日（土）
10時～11時30分 1500円 20人

健康サポート笑福
090-4487-5479
（D265-1344）（谷口）

③対話の場～時間の使い
方・作り方を考える～

７月19日（日）
13時30分～16時30分 1500円 30人 響

090-7293-7062（牟田）
④起業家カフェ～起業に
つながる条件とは～

７月19日（日）
10時～11時30分 1500円 20人 スキルのたね

090-7293-7062（牟田）
⑤親子でカラーワーク
　～落書き王国で心の宝探し～

７月26日（日）
14時～16時

親500円、
子300円 12組 色彩研究団体 色ヒトこころ

281-2655（甲斐）
⑥１日で覚えるタブレッ
ト基礎講座

７月28日（火）
13時～17時 1000円 15人 鹿児島ASC

837-3514（佐藤）
⑦どこかで聴いたクラッ
シック

８月７日（金）
10時30分～11時30分 1500円 30人

クリエイティブアーツ
265-5124（D同じ） 
（坂井）

⑧脳が喜ぶ！心が笑う！
臨床美術「カミザラエ
ザラを描く」

８月８日（土）
10時～12時 1000円 20人

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


