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①体育館利用12月分
期11月25日（水）
  13時～
②多目的広場・ファミリー広場
　１月～６月分
期12月１日（火）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）

落葉果樹の植え付けと
育て方講座（無料）
対市内に住む18歳以上の人　
期12月５日（土）10時～12時　
所都市農業センター　定30人
（超えたら抽選）　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、11月
21日（必着）までに〒891-1205犬
迫町4705都市農業センター238-
2666へ
竹細工体験教室
内唐竹の花かごと小物入れの作
製　対竹細工に興味のある人　
期11月20日（金）・29日（日）の10
時～12時　所竹産業振興センタ
ー　定各20人（超えたら抽選）
料1000円（材料代含む）　※２個
目以降は１個につき500円　
申直接11月15日16時までに竹産
業振興センター238-2338へ　
※月曜日、休日を除く
わくわくパソコン講座（無料）
内ワープロ、インターネットの
基本操作　対市内に住む18歳以
上の人　期12月16日（水）・22日
（火）の９時30分～16時　所学習
情報センター　定各22人（超え
たら抽選）　申往復はがき（１人
１枚）に実施日、住所、氏名（ふ
りがな）、電話番号を書いて、
11月24日までに〒892-0816山下
町6-1学習情報センター227-1925
（D227-3016）へ
親子で楽しむリトミック（無料）
対市内に住むか職場がある勤
労者とその家族　期11月19日
（木）10時～11時30分　所勤労者

期11月28日～来年２月13日までの毎週土曜日11時５分出港（12月26
日と来年１月２日を除く）　

◇集合場所　鹿児島港桜島フェリーターミナル２階　
定各480人（先着順）　※15人以上の団体、車両乗船は事前申込可　
料大人500円、小児250円（大人１人につき未就学児１人無料）、車両
は別途　※ファミリー・高齢者・身体障害者などは各種割引あり

問船舶局営業課293-4785（D293-2972）

内　容 講　師　名 講 演 日
～桜島100年～緑の移り変
わり

寺田仁志氏（県立博物館学
芸主事・環境カウンセラー）11月28日

みんなに話したくなる桜
島のヒミツ

福島大輔氏（ＮＰＯ法人桜
島ミュージアム理事長） 12月５日

錦江湾と美味しい魚 櫻井真氏（鹿児島純心女子
短期大学教授） 12月12日

桜島の魅力・味を地域から
発信

中島孝子氏（㈲さくらじま
旬彩館代表取締役） 12月19日

薩英戦争（生麦事件）～明
治維新期の港湾都市鹿児
島の姿

松尾千歳氏（尚古集成館副
館長）

１月９日、
２月６日

火の島・桜島のくらしを旅
する

大村瑛氏（ＮＰＯ法人桜島
ミュージアム・ガイド） １月16日

桜島・錦江湾ジオパークの
地層と化石

大木公彦氏（鹿児島大学名
誉教授） １月23日

海鳥だけじゃない、錦江湾
の野鳥の秘密

浜本奈鼓氏（ＮＰＯ法人く
すのき自然館代表理事） １月30日

「桜島！まるごと絵本」の
読み聞かせ、親子工作 さめしまことえ氏（絵本作家）２月13日

◇各講座で定員が異なります。詳しくは各問い合わせ先へ
対①はおおむね40歳以上の人、②は20歳以上の女性、③～⑥は20歳
以上の人

所サンエールかごしま　
申①②⑤⑥は電話、③④は電話かファクスで住所、氏名、電話番号
を各講座の前日までに各問い合わせ先へ

生涯学習プラザ協働講座よりみちクルーズ船上セミナー
講　座　名 日　時 料　金 問い合わせ先

①１日で覚えるタブ
レット基礎講座

　※タブレット端末
持参、当日無料貸
し出し可

11月17日（火）
13時～17時 1000円

ＮＰＯ法人鹿児島ＡＳＣ
（佐藤）
837-3514

②きものとお作法（き
もの教室）
　（全６回）

11月11日～12
月16日の毎週
水曜日13時～
16時

各回
1000円

たんぽぽの会（久木元）
250-2241・
090-4587-8743

③ネコゼ・肩・腰・
膝痛・外反母趾に
骨盤を整えて予防
と改善

11月14日（土）
10時～11時30
分

1500円
健康サポート笑福（谷口）
090-4487-5479
（D265-1344）

④脳が喜ぶ！心が笑
う！臨床美術「さ
んまの観察画」

11月14日（土）
10時～12時 1000円

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

⑤中高年から始める
らくらくピアノ

11月18日（水）
13時30分～15
時、12月２日
（水）・16日（水）
の10時～11時
30分

2400円
（３回
分）と
1512円
（テキス
ト代）

らくらくピアノの会
（山形）
090-5945-0845

⑥起業家カフェ
　講師…角屋敷学氏
（Cafe家音オーナ
ーシェフ）

12月９日（水）
10時～11時30
分

1500円 スキルのたね（牟田）
090-7293-7062

かごしま健康の森公園
予約抽選会

交流センター　定50人（超えた
ら抽選）　申電話かファクスで
11月10日（必着）までに勤労者交
流センター285-0003（D285-0102）
へ
グローバルセミナー
～中国・四川の料理編～
対市内に住むか通勤・通学する
人　期12月13日（日）10時～13時
所サンエールかごしま　定18人
（超えたら抽選）　料無料（材料
費は実費負担）　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12月３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
第11回デジタル一眼レフ
カメラの基本講座（無料）
対初心者で、デジタル一眼レフ
カメラを持つ人　期11月29日（日）
10時～16時　所かごしま健康の
森公園　定10人（超えたら抽選）
申往復はがきに講座名、住所、
氏名、年齢、電話番号を書いて、
11月17日 （必着）までに〒891-1205
犬迫町825かごしま健康の森公
園管理事務所238-
4650（D238-4548）
へ
維新ふるさと館歴史講座
◇講師…肥後秀昭氏（歴史解説
員）　◇演題…島津久光と明治

　よりみちクルーズの船内で、週替わりで講師を迎え、錦江湾と桜
島に関するセミナーを行います。
◇よりみちクルーズは鹿児島港から桜島港まで約50分の片道運航です

第63回市民文化祭

マリンポートかごしまへのクルーズ船の入港

桜島・錦江湾ジオパークイベント

行　事　名 日　時 場　所
①邦楽演奏会 11月22日（日）13時30分～16時 中央公民館②詩吟剣舞道大会 11月23日（祝）９時～17時
③ 第106回南日本俳句
大会 11月23日（祝）９時30分～16時 市勤労者交流センター

④薩摩琵琶弾奏大会 11月29日（日）13時～17時 鹿児島縣護國
神社

船　名 入港日 入港時間 出港時間
サファイア・プリンセス 11月６日（金） 11時 19時

イベント名 内　容 日　時 場　所

気軽に学ぼ
う！ジオ講
座

大
おおいわ
岩根

ね
尚
ひさし
氏（三島村役場職員）

の講演
「ジオパークを知ろう！三島
村・鬼界カルデラジオパーク」

11月19日（木）
19時～21時

ソーホーか
ごしま

料①400円、②～④無料　
問文化振興課216-1501（D216-1128）

◇天候などで変更になることがあります
問観光プロモーション課216-1510（D216-1320）

定50人（超えたら抽選）　料無料　
申はがきか電話、Ｅメールで住所、氏名、年齢、電話番号を11月16日（消
印有効）までに〒892-0821名山町3-9NPO法人まちづくり地域フォー
ラム・かごしま探検の会295-3757（{info@tankennokai.com）へ

維新　対18歳以上の人　期11月
27日（金）・28日（土）の９時30分
～12時　所維新ふるさと館
定各45人（超えたら抽選）　
料300円（敬老パス・年間パス
ポート可）　申郵送かファクス
で郵便番号、住所、氏名、年齢、
電話番号、希望日を11月13日
（必着）までに〒892-0846加治屋
町23-1維新ふるさと館239-7700
（D239-7800）へ


