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子育てガイド

市民のひろば

７月号

かごしま

所市消費生活センター

2016年（平成28年）

子育てガイド

（超えたら抽選） 料無料

（21〜23面）

申し込みが必要な催しの申込要領

はがき、ファクス、Ｅメールなどで申し込むときは次の
事項を書いてください。
①催し名
（複数日時の開催は希望日時も） ②住所
③参加者全員の氏名
（ふりがな）
④年齢
⑤園児・学生は園・学校名、学年
⑥電話番号
⑦託児を利用するときは子どもの氏名
（ふりがな）
・年齢
※対象年齢は要問い合わせ

内＝内容 対＝対象 期＝日時・期間・期日 所＝場所
定＝定員・定数・人員 料＝料金 申＝申し込み 問＝問い合わせ
D＝ＦＡＸ {＝Ｅメール 共＝共通事項 託＝託児あり

■イベント・講座
夏だ!!森で遊ぼう
も

り

〜森林づくりと木工教室〜

内森林学習
や森林づく

工教室など
対小学生と保護者
（日）８時〜12時

期７月17日
所草木場市

くろぶた
けんけつちゃん

有林（下福元町） 定15組（超え
たら抽選） 料１人100円（保険
料など） 申往復はがきで７月
11日（ 必 着 ）ま で に 〒892-8677
山下町11-1生産流通課216-1341
（D216-1336）へ
北部清掃工場・リサイクル
プラザ 夏休み親子見学会
①リサイクルプラザ
期 ７ 月21日 〜 ８ 月18日 の 毎 週
火・木曜日10時15分〜11時40分
※８月11日を除く
②北部清掃工場
期 ７ 月22日 〜 ８ 月17日 の 毎 週
水・金曜日10時15分〜11時40分
①②共
対小学生と家族 定各30人（先
着順） 料無料 申電話で７月
13日から北部清掃工場238-0211
へ
楽しく学ぼうキッズ献血
内献血模擬体験や
血液センターの見
学など 対小学４
〜６年生と保護者
期７月22日（金）〜24日（日）の９
時30分〜12時、14時〜16時30分
所県赤十字血液センター 定各
30組 料無料 ◇申し込みなど
詳しくは県赤十字血液センター
献血課257-3141（D257-3144）へ
親子で行う野菜のコンテナ栽培
とブルーベリーの収穫体験

対小・中学生と保護者 期７月
24日
（日）10時〜12時 所都市農
業センター 定20組（超えたら
抽選） 料無料 申往復はがき

申は

が き かＥメー ル で ① は７月20
日、②は７月27日
（それぞれ必着）
までに〒890-0063鴨池二丁目251-31市消費生活センター258-3611

（{syouhi@city.kagoshima.
lg.jp）へ

水の再生工場探検
内処理場の見学、微生物と処理
水の観察、水質実験など

対小・

lg.jp）
へ

申往復はがきかＥメー

ルで７月17日（消印有効）までに
〒892-8677山下町11-1生産流通
課216-1338（{seisan-ryutu@
city.kagoshima.lg.jp）へ
プラス１（ワン）料理教室
「親子で作る郷土料理」
◇献立…鶏飯、さつまぼうろな
ど 対小学生と保護者 期①７
月26日（火）、②７月27日（水）、
③７月29日（金）、④８月２日
（火）の10時〜13時30分 所①北
部保健センター、
②中央保健セン
ター、③西部保健
センター、南部保
健センター、④東部保健セン
ター 定各12組（③は15組）
※ 先 着 順 料600円 程 度（ 材 料
費、保険料など） 申電話で７
月11日から各保健センターへ
ら

ら

ら

スパランド裸・楽・良 de
夏休み宿泊体験学習
内スポーツやものづくり体験、
自然との触れ合いなど 対小学
４〜６年生 期７月27日（水）〜
29日（金）の２泊３日 定30人
（超えたら抽選） 料１万円（２
泊５食付き） 申往復はがきで
７ 月18日（ 必 着 ）ま で に 〒8911102東俣町1450スパランド裸・
楽・良245-7070（D245-7088）へ
夏休み消費生活親子一日教室 託

①親子で体験マネー教室
期７月29日（金）13時30分〜15時
②親子で食育教室〜鹿児島の野菜を学ぼう！〜
期８月５日（金）13時30分〜15時
①②共
対小学４〜６年生と保護者

のヒントになるかも!? 〜

内浄水場の見学、水の実験、ろ
過器の製作など 対小・中学生

と保護者 期８月６日
（土）
の10
時〜12時か13時30分〜15時30分
所平川浄水場

クス、Ｅメール

親子でつくるお盆の郷土料理教室
◇献立…混ぜご飯、ご汁、酢の

800円

料無料 申電話で７月13日から
南部保健センター268-2315へ
夏休み親子水教室〜自由研究

申はがきか電話、ファクス、Ｅ

分〜16時 所南部処理場 定各
15組（超えたら抽選） 料無料

7464、
{geken@city.kagoshima.
青果市場・グリーンファーム
探検隊
内競りや施設の見学、収穫体験
など

対小学生と保護者

期７

月30日（土）６時30分〜12時30分

所青果市場、グリーンファーム
定50人（超えたら抽選） 料１人
500円（保険料、バス代など）
申はがきかＥメールで７月20日
（必着）までに〒891-0115東開町
11-1青果市場267-1311（D2671314、{seika@city.kagoshi
ma.lg.jp）へ
温州みかんの栽培管理体験学習
てき か

内摘果（間引き）作業（７月）
や収
穫体験（10月頃） 対小学４〜６
年生と保護者 期７月31日（日）
10時〜12時 料無料 定10組（先
着順） 所鬼塚望岳園（五ケ別府
町） 申電話で７月13日から谷
山農林課269-8484へ
南部保健センター
母親・父親になるための準備教室
内妊娠中の栄養、体操や補助動
作、もく浴の仕方など 対初め
ての妊娠中の人と家族 期８月
２日〜16日の毎週火曜日13時30
分〜16時（全３回） 定40人程度
料無料 申電話で南部保健セン
ター268-2315へ
せせらぎ広場プール水泳教室
対泳げない小学生 ※全日程参
加できること 期８月２日（火）
〜６日（土）の10時〜12時（全５
回） 所松元せせらぎ広場プー
ル 定20人（超えたら抽選）
料無料（１回につきプール利用
料100円） 申往復はがきで７月
25日（ 消 印 有 効 ）ま で に 〒8992703上谷口町3400松元平野岡体
育館278-5100（D278-5275）へ
親子で学ぶロコモ教室
託
対小学１年生と保護者

期８月

所南部保

定20組
（先着順）

健センター

定各12組程度
（超えたら抽選）

でに〒891-1205犬迫町4705都市
農業センター238-2666へ

30分 所都市農業センター
定12組（超えたら抽選） 料１人

３日
（水）
14時〜16時

中 学 生 と 保 護 者 期 ７ 月29日
（金）の９時30分〜12時か13時30

メールで７月15日（必着）
までに
〒890-8585鴨池新町1-10水道局
下 水 道 建 設 課213-8538（D257-

（１組１枚）で７月14日（必着）ま

物、団子 対小・中学生と保護
者 期７月26日（火）10時〜13時

り体験、間
伐材での木

定25組

料無料 申はが
きか電話、ファ

で７月22日（必着）までに〒8908585鴨池新町1-10水道局経営管
理課213-8507
（D252-6728、
{sd
keiei-kika@city.kagoshima.
lg.jp）へ

パパと一緒におはし袋づくり 託
対市内に住むか通勤・通学する
父親と子ども
（小学生） 期８月
６日
（土）
10時30分〜12時30分

所サンエールかごしま 定12組
（超えたら抽選） 料無料 ※材

料の布は持参 申往復はがきか
ファクス、Ｅメールで７月27日
（必着）までに〒890-0054荒田一
丁目4-1男女共同参画推進課8130852（D813-0937、{danjokyo
do@city.kagoshima.lg.jp）
へ
東部保健センター 育児教室
内子どもの病気やしつけ、離乳
食など 対今年２〜５月に生ま
れた初めての子どもを持つ親と
家族 期８月８日・22日・29日の
月曜日13時30分〜15時30分（全３
回） 定25組
（先着順） 料無料
申電話で７月14日から東部保健
センター216-1310へ
スターウオッチング夏
内ペルセウス座流星群などの観
望 対幼児〜高校生を含む家族
期８月12日
（金）
19時30分〜21時
所市立少年自然の家 定30組
（超えたら抽選） 料無料（任意
保険料１人20円） 申はがきか
電話、ファクス、Ｅメールで７
月27日（必着）までに〒892-0871
吉野町11078-4市立少年自然の家
244-0333（D244-0334、{syon
enshizen@city.
kagoshima.lg.jp）
へ

第25回イチ押し！旬の
魚料理コンクール

◇募集期間…９月２日まで
◇詳しくは、“いお・かごし
ま”魚食普及拡大推進協
議会ホームページをご覧
ください
問魚類市場223-0310
（D223-9817）

＋

