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市民のひろば

イベント・講座

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
対象の記載がないときはどなたでも参加できます

内災害時の行動を学ぶ防災カー
ドゲーム「クロスロード」
期３月16日（木）19時～21時
所ソーホーかごしま（みなと大
通り別館） 定50人（超えたら抽
選） 料無料 申はがきか電話、
Ｅメールで３月13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） ◇担当課
…ジオパーク推進室

船

の作り方の冊子を贈呈 問市公
園公社221-5055（D223-5690）
ちょっとしたコツで人間関係
が広がります「コミュニケー
ション力ＵＰ教室」
内話し方、聞き方のワンポイン
トアドバイス 対市内に住むか
通勤する勤労者と家族 期３月
18日（土）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 ３ 月13日

に〒892-8677山 下 町11-1農 政 総
務 課216-1515（{nosou-ninai@
city.kagoshima.lg.jp）へ

市立少年合唱隊
第43回定期演奏会
期３月19日（日）14時開演（13時

16時
30分

②花と緑の相談所

３月17日（金） 13時

20時

３月23日（木） 14時

23時
55分

３月24日（金） 19時

翌日
18時

８時
４月５日（水）
（１万992トン）
30分

18時

（９万901トン）

コスタ・セレーナ

（11万4147トン）
（６万5542トン）
（２万8890トン）

◇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227-0111（D227-0112）、
観光プロモーション課216-1510（D216-1320）
クイーン・エリザベス

◇世界遺産登録を記念して歌
ミ ー シ ャ
手のMISIAさんが仙巌園でコン
サートを行います 期５月27日
（土）
・28日
（日）
の18時30分～
◇チケット購入など詳しくは世
界遺産劇場実行委員会事務局
（SAP）03-6912-0945か当事務局
ホームページへ ◇担当課…世
界遺産推進室

期３月15日（水）～５月７日（日）の10時～17時
所甲突川左岸緑地帯（市民広場） ※駐車場あり
（指定駐車場の利用を）
◇品 目 庭園樹、果樹苗木、草花、観葉植物、苗鉢物、盆栽、金魚など
◇催し物（④⑥は小学生以下が対象）

３月15日（水） ６時

３月12日（日）

世界遺産登録記念コンサート

催し物も盛りだくさん！春の木市へお出かけください

名 称
①園芸講習会

日

料 問文化振興課216-1501
（D216-1128）

Ｅメールで３月13日（必着）まで

18時

港

広場
（若き薩摩の群像前） 料無

対市内に住む

業センター 定５人（超えたら抽
選） 料無料 申往復はがきか

８時

クイーン・エリザベス

ロストラル

20日
（祝）
13時30分～15時30分
※雨天中止 所鹿児島中央駅前

出港
時間

入

（６万1214トン） ４月９日
（日）

オイローパ

内農業の基本的知識や技術の習
得 ※就農相談会（申し込み不

◇出演…和太鼓、合唱、マーチ
ング、吹奏楽の４団体 期３月

参加しませんか？
農業体験講座

入港
時間

名

フォーレンダム

ＭＳＣリリカ

kiex.jp）
へ

18歳以上70歳未満の人 期３月
18日（土）９時～12時 所都市農

クイーン・エリザベスもやってくる！
～マリンポートかごしまへのクルーズ船の入港～

問市民文化ホール257-8111
気軽に音楽を楽しめます♪
「まちなか音楽ステージ」

要）も同時開催

定200人（当日先着順） 料無料
◇参加者に春の草花（鉢苗）と花

気軽に学ぼう！ジオ講座

◇プログラムなど詳

第44期生追加募集中

期３月

山下町15-1市国際交流財団2265931（D239-9258、{kokusai@

文化ホール

問男女共同参画推進課813-0852
（D813-0937）

しくは市民文化ホール257-8111
（D251-4053）
へ

申郵送かファクス、Ｅメールで
３月14日
（必着）
までに〒892-0816

日（土）10時～
12時 所市民

定各50人（当日先着順） 料無料
◇託児は３日前までに要予約

国際理解や国際協力を考える
体験型講座・交流会「世界が
もし100人の村だったら」

料無料

（超えたら学生を優先） 料無料

さゆり氏（園芸
家） 期３月18

16日（木）10時30分～、13時30分
～ 所サンエールかごしま

30分開場） 所市民文化ホール

18日（土）13時30分～16時 所か
ごしま市民福祉プラザ 定70人

春の初心者ガーデニング教室
◇講師…川口

期３月

（必着）までに勤労者交流セン

対小学５年生以上の人

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

◇上映作品…お引越し

2017年（平成29年）

ター285-0003（D285-0102）へ

（14・15面）

毎月無料の映画上映会を開催
「サンエールプチシネマ」 託

３月号

かごしま

③樹木相談会
④しいたけコマ打ち体験
⑤柴さとみのガーデニン
グコーナー
⑥スケッチ大会
⑦お客様感謝抽選会

日 時
３月18日
（土）
、４月22日
（土）
の11時～12時
３月19日
（日）
・26日
（日）
、４月15日
（土）
・23日
（日）
・
30日
（日）
の10時～15時
３月25日
（土）
10時～15時
３月25日
（土）
10時～12時
４月１日
（土）
11時～12時
４月２日
（日）
10時～15時 ※随時受け付け
４月９日
（日）
～16日
（日） ※随時

問サンサンコールかごしま099-808-3333、
木市管理事務所090-6291-5316（期間中のみ）

都市農業センター いきいきグリーンカレッジ
内野菜、花き・花木、果樹の基本的な栽培管理方法
の講義と実習
対市内に住むおおむね55歳以上の人（農林業の従事
者や過去の受講生を除く）
期４月～来年３月の指定日９時30分～12時
（月１～３回。全20回）
定50人（超えたら抽選） 料2000円（保険料）
申都市農業センター、本庁・各支所、各所のグリーン・ツーリズム案内板な
どにある所定の申込用紙（市ホームページからもダウンロード可）
を直接か
郵送、ファクスで３月19日（必着）までに〒891-1205犬迫町4705都市農業セ
ンター238-2666（D238-2682）へ

＋

