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市内産農産物旬のキャンペーン
内郡山地域の
ニガウリや喜
入地域のオク
ラなど、旬の
市内産農産物
や農産加工品の販売など　期８
月９日（火）・10日（水）の10時～
17時　所山形屋正面玄関前　
問生産流通課216-1338（D216-
1336）
鹿児島ユナイテッドＦＣを
ホームで応援しよう！
◇対戦チーム…ＳＣ相模原　
期８月13日（土）17時～　所県立
鴨池陸上競技場　◇チケット購
入など詳しくは鹿児島ユナイ
テッドＦＣ812-6370へ
桜島・錦江湾ジオパーク
イベント
イベント名 内　容 日 時

①気軽に
学ぼう
！ジオ
講座

橋村健一氏
（鹿児島純心
女子短大非常
勤講師）による
講演「桜島か
らの移住集落」

８月18日
（木）19時
～21時

②ジオキ
ッズ講
座

錦江湾の謎の
生き物サツマ
ハオリムシを
科学しよう！

８月27日
（土）13時
30分～15
時30分

対①どなたでも、②小学４年生
～中学生　所①ソーホーかごし

ま（みなと大通り別館）、②かご
しま水族館　定①50人、②24人
（それぞれ超えたら抽選）　
料①無料、②入館料（年間パス
ポート可）　申①はがきか電話、
Ｅメールで８月15日（消印有効）
までに〒892-0821名山町3-9かご
しま探検の会295-3757（{info@
tankennokai.com）へ、②電話
かファクス、Ｅ
メールで８月14
日までに〒892-
0814本港新町
3-1かごしま水
族館226-2233
（D223-7692、
{oubo@ioworld.jp）へ
夏だ！アニメだ！
サンエールプチシネマだ！ 託
◇上映作品…あらいぐまラスカ
ル完結版　期８月18日（木）10時
30分～、13時30分～　所サンエ
ールかごしま　定各400人（当日
先着順）　料無料　※託児希望
者は３日前までに要予約　問男
女共同参画推進課813-0852
（D813-0937）
心のとびらを開く家庭づくり
講座
◇演題…子どもが育つというこ

生涯学習プラザ協働講座マリンポートかごしまへのクルーズ船の入港（８月）

所サンエールかごしま　
◇対象や料金、申し込みなど詳しくは各問い合わせ先へ

◇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)

と－家庭・学校・地域の協働－
◇講師…片平眞理氏（志學館大
学名誉教授）　対市ＰＴＡ会
員、幼稚園・学校関係者、行政
関係者、市内に住む人　期８月
22日（月）13時30分～16時30分　
所中央公民館　定300人程度　
料無料　申市ＰＴＡ会員、幼稚

曜日14時～15時（全６回）　所鴨
池公園水泳プール　定30人（超
えたら抽選）　料300円（スポー
ツ保険料）　申往復はがきで８
月17日（必着）までに〒890-0063
鴨池二丁目31-3㈱スイムシティ
鹿児島251-1288へ
農業体験イン八重の棚田
ソバづくり体験
内①植え付け、②刈り取り
対どなたでも　期①９月４日
（日）10時～12時、②11月20日
（日）10時～12時　所八重棚田
館　料①②それぞれ小学生300
円、中学生以上500円　申電話
かファクスでいずれも２日前
までに郡山農林事務所298-4861
（D298-2916）へ
第２回初心者ナイターソフト
テニス教室
◇講師…唐

とうじん
仁

原
ばら
功
のりひで
英氏（市

連盟強化部）　
対市内に住む
18歳以上の人
（学生を除く）　
期９月６日～29日の毎週火・木
曜日19時～21時（全８回）　所東
開庭球場　定30人（超えたら抽
選）　料300円（スポーツ保険料）
申往復はがきで８月27日（必着）
までに〒891-0115東開町2-1東
開庭球場268-5572へ
青年会館講座
ヘルシー料理講座
内おいしいだしのとり方、野菜
やカルシウムたっぷりの料理な
ど　対市内に住むか通勤・通学
する15歳～40歳の人　期９月７
日～10月26日の毎週水曜日19時
～21時（全８回）　所青年会館　
定20人（超えたら抽選）　料毎回
500円（食材費）　申往復はがき
（１人１枚）で８月24日（必着）ま
でに〒892-0816山下町6-1青少
年課227-1971へ

園・学校関係者は各園・学校へ。
その他の人は当日直接会場へ
問青少年課227-1971（D227-
1923）
女性のためのパワーポイント
＆プレゼンテーション講座 託
内仕事で役立つパワーポイント
の操作とプレゼンテーション　
対市内に住むか通勤・通学する
女性　期８月26日～９月23日の
毎週金曜日18時30分～20時30分
（全５回。最終回は21時まで）　
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８月16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.kagoshi
ma.lg.jp）へ
第２回就業支援セミナー
内60歳からの社会参加や就業に
向けた講演、就業体験発表など
◇演題…眉間のシワより笑いジ
ワ　◇講師…宮原恵津子氏（フ
リーアナウンサー）　対60歳以
上の人　期８月27日（土）10時～
12時　所勤労者交流センター
（よかセンター）　定70人程度　
料無料　◇要予約　◇申込方法
など詳しくは市シルバー人材セ
ンター252-4661へ
第２回高齢者のための
水中運動教室
対市内に住む60
歳以上の人　
期９月２日～21
日の毎週水・金

講　座　名 日　時 問い合わせ先
①どこかで聴いたクラシッ
ク

８月12日（金）10時
30分～11時30分

クリエイティブアーツ
（坂井）265-5124

②脳が喜ぶ！心が笑う！臨
床美術「アナログ自画像」

８月13日（土）
10時～12時

アート・コミュニケーショ
ンズ（立石）090-5731-8873

③初めてのタブレット基礎講
座　※端末貸し出しあり

８月17日（水）
13時～17時

NPO法人鹿児島ASC
（最上）080-5272-4715

④日本語で国際交流 ８月17日（水）18時
30分～20時30分

響
（牟田）090-7293-7062

⑤ネコゼ・肩・腰・膝痛・
外反母趾に骨盤を整えて
予防と改善

８月20日（土）
10時～11時30分

健康サポート笑福
（谷口）090-4487-5479

⑥「ホスケアマッサージを
楽しもう！」～経絡とリ
ンパの流れを学ぶ～

９月４日（日）･11
日（日）　※各日午
前と午後（全４回）

NPO法人らくらく•日
本ホスケアセラピー協
会（南）090-8629-4692

⑦タブレットでこれから始
めるＳＮＳ
　※端末貸し出しあり

９月７日（水）・14
日（水）の13時～15
時（全２回）

エージェントプラスさ
つま（中島）248-4000

船　名 入港日 入港
時間

出港
時間

サファイア・プリンセス（11万5895トン） 11日（祝） 10時 19時

レジェンド・オブ・ザ・シーズ（６万9130トン）
13日（土） 10時30分

17時
30分

24日（水）８時 17時
29日（月） 11時 19時

コスタ・フォーチュナ（10万2587トン） 15日（月）７時 14時
19日（金） 14時 22時

ＭＳＣリリカ（６万5542トン） 16日（火） 14時 21時
ダイヤモンド・プリンセス
（11万5875トン）

20日（土）７時 16時
27日（土） 14時 23時

59分
スカイシー・ゴールデン・エラ
（７万2458トン） 28日（日）８時 17時

ダイヤモンド・プリンセス

サツマハオリムシ

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
 （14・15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


