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イベント・講座

15

市民のひろば
日です

イベント・講座（14～16面）
申し込みが必要な催しの申込要領

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

ひょうろく

よしの兵 六 歴史街道ウオーク

◇行程はショート（13㎞程度）と

ロング（20㎞程度） 期10月10日
（祝）
９時〜15時30分 ◇集合場

所…吉野公園 定200人程度
料高校生以上1000円、小・中学

生500円 ※昼食弁当は別途申し
込み（500円） ◇申込方法など詳
しくは吉野兵六会243-3778へ

「明治日本の産業革命遺産」
市民講座を開催します
◇講師…東川隆太郎氏（か
ごしま探検の会代表理事）
期10月29日（土）17時30分〜
19時 所市役所みなと大通
り別館 料無料 ◇事前に
申し込みが必要 ◇申込方
法など詳しくはかごしま探
検の会227-5343へ

問世界遺産推進室216-1504
鹿児島ふれあいスポーツラン
ドのプール施設を休館します
◇定期保守点検作業のため
期10月11日（火）〜22日（土）
問鹿児島ふれあいスポーツラン
ド275-7107（D275-7118）
カラオケ健康教室
対市内に住むか通勤する勤労者
と家族 期10月15日（土）10時〜
12時 所勤 労者 交流セ ン タ ー
（よかセンター） 定100人（超え

名

レジェンド・オブ・ザ・シーズ

海づり公園252-1021、桜島海づ
り公園293-3937
秋の初心者ガーデニング教室
期10月22日（土）10時〜12時

所天文館公園 料無料 ◇先着
120人に鉢苗と花のつくり方の
冊子を贈呈 申不要
公社221-5055

問市公園

保護者同伴 期①10月29日（土）
９時〜12時30分、②11月６日
（日）
所①鴨池海づ

９時〜12時30分

り公園、②桜島海づり公園
定①30人程度、②15人程度

喜び入るまち喜入（瀬々串史

料釣り料など通常料金 申電話
で①は鴨池海づり公園252-1021、
②は桜島海づり公園293-3937へ

分受け付け） 定なし 料無料
◇昼食・飲み物・帽子・タオル・

対市内に住む人 期10月30日
（日）10時〜11時30分 所かごし

0102）
へ
鹿児島レブナイズをホームで
応援しよう！

対戦チーム

日

時

熊本ヴォル 10月15日（土）18時〜
ターズ
10月16日（日）14時〜
広島ドラゴ 10月22日（土）18時〜
ンフライズ 10月23日（日）14時〜

所県総合体育館

◇チケット購

入など詳しくは鹿児島レブナイ
ズ球団事務所294-9420へ
鹿児島ユナイテッドFCの
情報は23面へ
お魚まつり
〜魚食普及・市民感謝デー〜
内マグロの体重当てクイズ・解
体実演、アサリのつかみ取り、
鮮魚販売など 期10月16日（日）
８時〜12時 ※雨天決行 所魚
類市場 ◇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）
「イオツイ（1021）の日」
鴨池･桜島海づり公園無料開放
◇鹿児島弁で魚釣りにちなんだ

入 港 日

入港時間 出港時間

17時

フォーレンダム（６万1214トン）

10月15日
（土）

８時

17時

ロストラル（１万992トン）

10月18日
（火）

８時

18時

10月27日
（木）

８時

翌日20時

（２万5494トン）

初心者釣り教室
対釣り初心者 ※小学生以下は

る健康づくりのウオーキング
期10月23日（日）９時〜12時（瀬

８時

グローリー・シー

てぶらできやんせ！

ファクスで10月13日までに勤労
者交流センター285-0003（D285-

10月14日
（金）

スカイシー・ゴールデン・エラ

期10月25日
（火）
13時〜
問かごしま健康の森公園
238-4650

申電話か

たら抽選） 料無料

22時

（７万2458トン）

体育館利用11月分
の予約抽選会

期10月21

跡巡り）ウオーキング大会
内瀬々串の力石などの史跡を巡

10月10日
（祝）12時30分

（６万9130トン）

※小学

日（金）６時〜18時 ◇駐車料金
などは通常料金 ◇利用者が多
いときは入場規制あり 問鴨池

々串校区公民館で９時〜９時30

着替えなどは各自持参 申電話
かファクスで10月14日までに喜
入地域まちづくりワークショッ

プウオーキング大会実行委員
会①瀬々串校区公民館347-0174
（D同じ）か②樋高090-5723-1325

へ ※①の電話受け付けは月・
水・金曜日の９時〜12時のみ
ヨガ健康教室
対市内に住むか通勤する勤労者
と家族 期10月23日（日）10時〜
12時 所勤 労 者 交 流 セ ンター
（よかセンター） 定50人（超え
たら抽選） 料無料 申電話か
ファクスで10月14日までに勤労
者交流センター285-0003（D2850102）
へ
かごしま健康の森公園
第17回温泉ウオーキング教室
内水中ウオーキングによる健康
増進指導 対18歳以上の人
期10月27日（木）13時30分〜14時
30分 定15人（超えたら抽選）
料300円（プール使用料） 申往
復はがき
（１人１枚）
で10月15日
（必
着）までに〒891-1205犬迫町825か
ごしま健康の森公園238-4650へ

マリンポートかごしまへのクルーズ船の入港
船

2016年（平成28年）

対どなたでも

生以下は保護者同伴

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
対象の記載がないときはどなたでも参加できます

世界遺産登録１周年！
「寺山炭窯跡」を訪れる

10月号

かごしま

◇天候などで変更になることがあり
ます
問NPO法人ゆめみなと鹿児島2270111（D227-0112）、観光プロモー
ション課216-1510（D216-1320）

ふれあい園芸教室
内学ぼう！シャコバサボテン

ま市民福祉プラザ

えたら抽選） 料無料
は が き（ １ 枚
に複数名記入

申往復

可 ）で10月21日

（ 必 着 ）ま で に

〒892-8677山 下
町11-1公園緑化課216-1368へ
計量のひろば
内計量に関する体験、簡単なゲ
ームなど 期10月31日
（月）
、11
月１日
（火）
の10時〜18時 所山
形屋２号館１階イベント広場
料無料 問計量検査所256-5633
（D256-5829）
第４回レディース水泳教室
内水に慣れることや簡単な泳法
の習得など 対市内に住む18歳
以上の水泳初心者の女性（学生
を除く） 期11月２日〜18日の
毎週水・金曜日14時〜15時30分
（全６回） 所鴨池公園水泳プー
ル 定50人
（超えたら抽選）
料300円（保険料） 申往復はが
きで10月18日
（必着）
までに〒8900063鴨池二丁目31-3鴨池公園水
泳プール251-1288へ

文化・芸術の秋です 〜第64回市民文化祭〜
行

事

名

日

時

場

所

10月７日（金）
〜11日
（火）
の10時
秋の各流いけば
〜20時
山形屋文化ホール
な展
※10月９日・11日は17時まで
第122回 南 日 本
10月22日（土）
10時〜15時
薩摩狂句大会

勤労者交流センター
（よかセンター）

第64回鹿児島謡
10月23日（日）
10時〜17時
曲連合会大会

県民交流センター

第40回鹿児島合 10月26日（水）〜30日（日）の９時
黎明館
同写真展
〜18時 ※30日は16時まで
第112回 南 日 本
10月29日（土）
12時〜16時30分
短歌大会

料無料
申不要
スカイシー・ゴールデン・エラ

定100人（超

問文化振興課216-1501（D216-1128）

勤労者交流センター
（よかセンター）

＋

