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サンエールプチシネマ（無料）
◇上映作品…そして父になる　
期２月18日（木）の10時～、13時
30分～　所サンエールかごしま
定各50人（当日先着順）　申不要
※託児は３日前までに要予約　
問男女共同参画推進課813-0852
（D813-0937）
県民と警察ふれあいフェア
内ふれあいコーナーや県警音
楽隊コンサートなど　対どなた
でも　期２月20日（土）14時～17
時30分　所市民文化ホール　
定1990人（当日先着順）　料無料
問安心安全課216-1209（D226-
0748）
勤労女性センター　
春まつり＆チャリティーバザー
イベント名 時　間
作品・記録誌
展示 10時～15時

舞台発表 10時～12時20分
（予定）

茶会・軽食 11時～13時30分
チャリティー
バザー

13時30分～14時
40分

対どなたでも　期２月28日（日）
10時～15時　所勤労女性セン
ター　◇入場無料　申不要　
問勤労女性センター255-7039
（D同じ）
勤労青少年ホーム　ホーム祭
内舞台発表、作品展示、お茶体
験、七宝作り体験、体験講座、
カレー・うどん・焼き鳥の販売、
福引き、ヨーヨー釣りなど　
対どなたでも　期２月28日（日）
10時～16時　所勤労青少年ホー
ム　◇入場無料　申不要（体験
講座を除く）　問勤労青少年ホ
ーム255-5771（D255-5750）
Be Global ～国際人として活
躍するために～
内ニア・ライト氏（女性のため
の国連平和親善大使）の講演や
青年海外協力隊帰国隊員の報告
会など　対どなたでも　期３月

対①～③⑤はどなたでも、④はおおむね40歳以上の人　所サンエールかごしま
申 ①は電話かファクス、Ｅメールで、②⑤は電話かファクスで、③④は電話で氏名、
住所、連絡先、年齢、性別を各問い合わせ先へ

生涯学習プラザ協働講座
講　座　名 日　時 料金 定員 問い合わせ先

①自分を好きになる！幸せへの近
道レッスン　セパトレーニン
グ（３回講座）～命の声を聴く
自己尊重トレーニング～

２月12日（金）・26
日（金）、３月11日
（金）の10時～12時

各回
1000
円

各
20人

セパかごしま（坂之上）090-
6774-1325（D239-7040、
{sakaaya819@gmai l .
com）

②脳が喜ぶ！心が笑う！臨床美術
ポストカード「美しい色面」

２月13日（土）
10時～12時

各
1000
円

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

③カラーセラピーで自分を受けと
めよう～いろ色なキモチ、すべ
て私～

２月14日（日）
14時～16時

ＮＰＯ法人色ヒトこころ
（中之薗）239-2268

④１日で覚えるタブレット基礎講
座　※タブレットの当日貸し
出しあり

２月16日（火）
13時～17時 15人 ＮＰＯ法人鹿児島ＡＳＣ（佐藤）837-3514

⑤ネコゼ・肩・腰・膝痛・外反母
趾に骨盤を整えて予防と改善

２月20日（土）
10時～11時30分

1500
円 20人

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

27日（日）13時～15時30分　所か
ごしま市民福祉プラザ　定250
人（超えたら抽選）　料無料　
申郵送かファクス、Ｅメールで
住所、氏名、年齢、電話番号を
２月28日（必着）までに〒892-0816
山下町15-1市国際交流財団226-
5931（D239-9258、{fukunaga@
kiex.jp）へ

■講座
チャレンジ・ザ・ニュースポーツ
◇フロアカーリング、フリーブ
ロー、ピロポロなどのニュース
ポーツを楽しみませんか　◇希
望者には健康体力相談を実施
対市内に住む人　期３月12日
（土）10時～11時30分　所鹿児島
アリーナ　定100人程度　料無
料　◇運動のできる服装、室内
用運動靴を持参　申直接か、電
話、ファクス、Ｅメールで住所、
氏名、年齢、電話番号を２月
26日までに保健体育課227-1950
（D227-1923、{hotai-shimin@
city.kagoshima.lg.jp）へ
市社会体育指導者研修会
対社会体育関係者か社会体育に
関心のある市民(学生を除く)　
期３月12日(土)14時15分～15時
50分　所鹿児島アリーナ　
定150人程度　申直接か、電話、
Ｅメールで住所、氏名、電話番
号を２月26日(必着)までに保健
体育課227-1950({hotai-shimin
@city.kagoshima.lg.jp)
常緑果樹の植え付けと
育て方講座（無料）
対市内に住む18歳以上の人　
期３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「常緑果樹の植え
付けと育て方講座希望」と明記
し、住所、氏名、年齢、電話番
号を書いて、２月20日（必着）ま

サイクルフェスタin桜島2016に伴う
交通規制（通行止め）～２月28日（日）～

問サイクルフェスタin桜島大会事務局（㈱ベルキャ
ンバス内）0994-45-6162

　大会当日は参加者の安全確保のため交通規制を行
いますので、ご理解とご協力をお願いします。
◇規制時間・区域　８時30分～12時・桜島ビジター
センター前～烏

からすじま
島展望所付近、13時30分～15時30

分・愛
あたご
宕枚

ひらきき
聞神社前～湯之平展望所

期２月25日（木）13時～
所アクアジムロビー
問 かごしま健康の森公園238-
4650（D238-4548）

かごしま健康の森公園
体育館利用３月分
予約抽選会

でに〒891-1205犬
迫町4705都市農業
センター238-2666へ
日本語支援ボランティア
養成講座（全４回）
内在住外国人への日本語支援を
目的としたボランティア養成講
座　対市内に住むか通勤・通学
する人　※全講座受講できる人
期２月20日～３月12日の毎週土
曜日13時30分～16時30分　所市
教育総合センター　定15人（超え
たら抽選）　料2000円　申郵送
かファクス、Ｅメールで住所、氏
名、年齢、電話番号を２月10日（必
着）までに〒892-0816山下町15-1
市国際交流財団226-5931（D239-
9258、{yagi@kiex.jp）へ
維新ふるさと館 第４回歴史講座
◇演題…川路利

とし
良
よし
～日本警察

創設の父～　◇講師…肥後秀
昭氏（歴史解説員）　対18歳以
上の人　期２月21日（日）・22日
（月）の９時30分～12時　所維

新ふるさと館　定各40人（超え
たら抽選）　料入館料300円（年
間パスポート・敬老パス可）
申郵送かファクスで住所、氏
名、電話番号、希望日を２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
ちぎり絵体験教室（無料）
対市内に住むか職場がある勤労
者とその家族　期２月20日（土）
10時～12時　所勤労者交流セ
ンター（よかセンター）　定20
人（超えたら抽選）　申電話か
ファクスで２月13日（必着）まで
に勤労者交流センター285-0003
（D285-0102）へ

桜島自然恐竜公園

桜島マグマ温泉

桜島溶岩グラウンド

鳥島展望所

赤水展望広場

湯之平展望所

桜島自然恐竜公園

桜島マグマ温泉
桜島ビジター
センター

桜島溶岩グラウンド

烏島展望所
大正溶岩

愛宕枚聞
神社

赤水展望広場

湯之平展望所

桜島フェリー
ターミナル

224
規制時間・区域
13時30分～15時30分

規制時間・区域
8時30分～12時

マリンポートかごしまへのクルーズ船の入港
船　名 入 港 日 入港時間 出港時間

コスタ・セレーナ
２月９日（火） 13時 20時
２月14日（日） 14時 22時

スカイシー・ゴールデン・エラ ２月28日（日） 14時 22時
◇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)

イベント名 内　容 日　時 場　所
①気軽に学ぼう！ジ
オ講座～鹿児島の
魚を見直そう・豊
かで美味しい鹿児
島の海～

佐野雅昭氏（鹿児
島大学水産学部
教授）による講演

２月18日（木）
19時～21時

ソーホーかご
しま（市役所
みなと大通り
別館６階）

②ストーンハンティ
ング～身近にある
石材を見つける～

制限時間内に鹿
児島の石材を見
つけて回り、講師
が解説

２月20日（土）
９時～11時30
分

県立博物館な
ど

定①50人、②20人（いずれも超えたら抽選）　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①は
２月15日、②は２月18日（それぞれ消印有効）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

桜島・錦江湾ジオパークイベント


