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市政総合

１月号

2016年（平成28年）

かごしま環境未来財団嘱託員

容 施設の管理

日から３年間

新船サクラフェアリーで、市街地の夜景を眺めながら、鹿児島の食や飲み物、
ジャズ演奏などをお楽しみいただけます。
◇対 象 20歳以上の人
◇日 時 ３月26日（土）17時30分鹿児島港出港
※所要時間約３時間。荒天時は27日（日）
に変更
◇集合場所 鹿児島港桜島フェリーターミナル２
階
◇定 員 400人（超えたら抽選）
※当選者のみはがきを発送
◇料 金 4500円（フード・ドリンクチケット2000円付き）
※乗船時に支払い。高齢者など各種割引きあり
◇申し込み ファクスかＥメールで住所、氏名、年齢、電話番号を１月12日から
２月29日までに㈱総広227-4002（D224-5210、{info@soko-ad.co.jp）
へ
【船舶局営業課 293-4785
（D293-2972）
】

１月29日
（金）
〜31日
（日）
にサンエールかごしまで開催！

サンエールフェスタ2016

男女共同参画講演会
◇内 容 リーダー派遣報告会、講演
◇演 題 自分らしくありのままで
〜働くこと 生きること〜
◇講 師 藤田 弓子氏（俳優）
◇日 時 １月30日（土）13時30分〜15時30分
◇参加者が子どもや孫を預けて聴講できる「キッ
ズサポート」あり（①か②の申し込みが必要）
①託児サポート（６カ月〜未就学児）
②ケーキ箱ＤＥあこがれの部屋づくり（小学生）
輝きオンステージ＆講演落語会
◇内 容 吹奏楽、獅子舞踊り、講演と落語など
◇演 目 ホタルの母
◇講 師 桂 竹丸氏（落語家）
◇日 時 １月31日（日）13時30分〜16時15分

20

歳

フォーラム★
◇テーマ 「集い」
「学び」
「支え合い」で深める
地域の絆
◇日 時 １月30日（土）10時〜12時

・１４

生涯学習講演会
◇内 容 表彰伝達式、実践発表、講演など
◇演 題 がんばっぺ！おらの大好きなニッポン
◇講 師 ダニエル・カール氏
（タレント・翻訳家）
◇日 時 １月29日（金）13時〜16時15分

{

−

８６７７山下

医療の仕組みと市立病院の役割
坪内博仁 市立病院長
新しい診療科の最新治療
肺がんにならないために、なった時のため
に（呼吸器外科）、乳がん〜早期発見してき
れいに治そう（乳腺外科）、心臓大動脈の病
気を手術でなおす！（心臓血管外科）
◇対 象 どなたでも
◇日 時 １月31日（日）13時
〜15時30分
（開場は12時30分）
◇定 員 200人
（超えたら抽選）
◇料 金 無料
◇申し込み 往復はがきかファクス、Ｅメールで参加
希望人数（１通２人まで）、代表者の郵便番号、住所、
氏名、電話・ファクス番号、メールアドレス、テー
マに関する質問を１月14日（必着）までに〒890-8760
上荒田町37-1市立病院医療連携室「市民のための医
療フォーラム」係（D230-7070、{kch-info@kch.
kagoshima.jp）へ ※参加申込書は市立病院ホーム
ページからダウンロードできます
【市立病院総務課 230-7000】
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◇申込期限 １月

◇申し込みなど詳しくはかごしま環境

未来館ホームページかかごしま環境

未来館 ・６６６６へ

農地法の許認可や農地利用

その他の募集

容

農業委員候補者の推薦・募集

◇内

の最適化に関する業務など農業や農

地に関する業務全般

農業に関する識見を有し︑

■演題１
◇講 師
■演題２
◇テーマ

市民のための医療フォーラム
〜新市立病院を紹介します〜

象

受講者募集

業経営の状況︑応募理由

■新成人のつどい
◇内 容 式典、アトラクション
など
◇対 象 市内に住むか帰省し
ている平成７年４月
２日〜平成８年４月
１日に生まれた人
◇日 時 １月10日（日）11時〜12時50分
◇場 所 市民文化ホール
【青少年課 227-1971（D227-1923）】

◇対

■新春恒例 消防出初式（観覧自由）
◇内 容 消防職員・団員や消防
車両の行進、救出訓練
や一斉放水など
◇日 時 １月10日（日）８時50
分〜10時50分
◇場 所 消防総合訓練研修センター（新栄町）
【サンサンコールかごしま 099-808-3333】

農地などの利用の最適化の推進や農

新春の催し物

業委員会の所掌に属する事項に関し

ご参加ください

市民のひろば

かごしま

桜島フェリーロングクルーズ「サクラ・ナイトクルーズ」参加者募集

体験コーナー・ワークショップ

イベント名
①まなび体験コーナー
（絵手紙か、ちぎり絵）
②夫婦にも子育てにも仕事にもいかせる
コミュニケーション術〜コーチング〜
③知って得する！Ｈａｐｐｙマネー教室
④夢の地図を作ろう〜コラージュ作成
〜
⑤40代のエンディングノート〜今をよ
りよく生きるために〜
⑥「笑いヨガ」で自分を好きになろう
⑦遊んで学ぼう！親子DE「ぼうさい」
⑧パートナーの大人の魅力を再発見♪
※対象は男性とそのパートナー
⑨rainbow
（虹色）
な私のこころ、私のか
らだ〜みんなで考える性の多様性〜
⑩オトナの男の料理教室
⑪みんなで楽しくリトミック
⑫出産、育児後の女性の社会復帰とアー
ト、音楽活動〜社会との絆の再生〜
⑬傾聴の理論と実習

日時
（すべて1月）
29日
（金）
10時〜12時

定員
各12人

29日
（金）
10時〜11時30分
各20人
30日
（土）
10時〜12時

16人
25人
親子10組

31日
（日）
10時〜12時

12組
25人

31日
（日）
10時〜13時
男性15人
31日
（日）
14時〜15時30分 15人
31日
（日）
14時〜16時

40人

31日
（日）
15時〜17時

20人

− 〜 共通−
◇定 員
〜 は各400人、 は各200人、 は700人、 は表に記載
※★以外はいずれも定員を超えたら抽選
◇
（①以外）は託児あり
サンエールシネマ★
◇料 金 無料（ の⑩のみ材料費700円が必要）
①幸せな時間 １月29日（金）19時〜20時12分
◇申し込み 往復はがきかサンエールかごしまなどにある専用往復は
②マダム・イン・ニューヨーク １月31日（日）
がき、ファクスでイベント名、住所、氏名、年代、電話番号、託児
10時〜12時14分
（６カ月〜小学２年生）希望者は子どもの氏名、年齢を１月16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・
第39回公民館音楽祭★
0852（D813-0937）へ（★は申し込み不要。ただし、 の託児は要電話
◇日 時 １月31日（日）９時20分〜12時15分
予約）
◇場 所 中央公民館
【生涯学習課 813-0851、男女共同参画推進課 813-0852（D共通813-0937）
】

