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申し込み方法
（応募要領）

電話以外で申し込むときは
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（子どもは学校名、学年も）
5電話番号　6 託で託児利用は子どもの氏名（ふりがな）・年齢（対象年齢は問い合わせを）

水環境フォーラム
「かごしまの水を考えよう」
内鹿児島で活動する市民団体や
企業、行政による水環境の取り
組みの紹介
や簡単な水
質検査、水
を使ったお
もちゃ作り
体験など　期８月４日（金）13時
～16時　所かごしま環境未来館
定100人　料無料　申郵送かファ
クス、メールで８月１日（必着）
までに〒892-8677山下町11-1環
境保全課☎216-1297D216-1292
メールkanho-hozen@city.kagoshi
ma.lg.jpへ
語学から語楽へ。英語落語コン
テスト＆ワークショップ2017
内英語落語コン
テストと落語家
桂かい枝

し

さんに
よる英語落語の
ワークショップ
期８月６日（日）
コンテスト：10時～12時、ワー
クショップ：13時30分～15時30
分　所中央公民館　定250人　
料無料　申郵送かファクス、
メールで７月31日（消印有効）
までに〒892-0816山下町15-1市
国際交流財団☎226-5931D239-
9258メールkokusai@kiex.jpへ　
大工さんの包丁研ぎ
期８月６日（日）10時～14時（受
け付けは13時まで）　所天保山
公園　料無料　◇親子木工教室
もあります　申不要　問県建設
技能者組合☎226-5239
わくわく英会話入門講座
内あいさつや自己紹介、店やホ
テル、レストランでの会話など
英会話の基礎を学び、英会話に
慣れ親しむ講座　対市内に住む
か通勤・通学する15歳～40歳の
人　期８月８日～９月26日の毎

週火曜日19時～21時（全８回）　
所市教育総合センター　定25人
料無料（教材費は自己負担）　
申往復はがき（１人１枚）で７月
25日（必着）までに〒892-0816山
下町6-1青少年課☎227-1971へ
勤労青少年スポーツ大会
（バレーボールの部）
対市内に住むか通勤しているお
おむね40歳未満の勤労者（学生
を除く）　期９月10日（日）９時
～17時　所鹿児島アリーナ　
定男女各16チーム（先着順）　
※混成チームは男子チームとし
て受け付け　料無料　申所定の
参加申込書を直接か郵送、フ
ァクスで８月15日（必着）までに
〒890-0063鴨池二丁目32-30勤労
青少年ホーム☎255-5771D255-
5750へ　※ファクスで申し込む
ときは必ず電話で送信確認を
四季の花園（ヒマワリ）の開花
◇都市農業センターの大花壇
「四季の花園」のヒマワリは、
７月中旬から８月上旬が見頃で
す　問都市農業センター☎238-
2666D238-2682

市民ギャラリー
場所 展示期間 展示名称

東
別
館
１
階

７月10日（月）
～14日（金）

鹿児島市まちか
どフラワーコン
テスト展示会

７月18日（火）
～21日（金）

「住まいのリフォ
ームコンクール」
入賞作品展示

７月24日（月）
～28日（金）

原爆と人間展
（原爆パネル展）

７月31日（月）
～８月４日（金）

アクセサリー、
折り紙展　マー
ガレット工房

８月７日（月）
～10日（木）

人権同和問題啓
発強調月間パネ
ル展

問サンサンコールかごしま
☎099-808-3333

勤労青少年ホーム中期講座・短期一日講座

船　名 入　港　日 入港時間 出港時間

スーパースター・ヴァーゴ
（７万5338トン）

７月11日（火）

15時 23時
７月18日（火）
７月25日（火）
８月１日（火）
８月８日（火）

コスタ・アトランチカ
（８万5619トン）

７月16日（日） ８時 20時
７月24日（月） ７時 16時
８月６日（日） ８時 20時

コスタ・セレーナ
（11万4147トン）

７月26日（水） 10時 18時
７月30日（日） ８時 20時８月７日（月）

MSC リリカ （６万5542トン） ７月27日（木） 17時 翌日12時
マジェスティック・プリンセス

 （14万3000トン） ７月29日（土） 14時 23時

◇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
　☎227-0111D227-0112
　観光プロモーション課
　☎216-1510D216-1320

マリンポートかごしまへのクルーズ船の入港イベント・講座
14面・15面

■中期講座
曜日 講　座　名 回 数 定 員

月

家庭料理（月） ８ 36
ワード2010 中級（MOS） 各10 10
中国語 15
卓球 ６ 20
エアロビクス ７ 40

火

家庭料理（火） ８ 20
JW-CAD（基礎） 10 10
色彩能力検定対策 11 各25ゴスペル 10
ヨーガ ７ 30

水

家庭料理（水） ８ 36
エクセル2010 中級（MOS） 10 10
ゼロからのギター

各７

20
スケッチと水彩画 15
華道　池坊 10
Enjoyテニス 30

木

家庭料理（木） ８ 36
パソコンCS試験・ワード３級

各10
10

楽しむ英語からTOEICへ Ⅱ 20
調剤薬局事務 25
着物着付け ７ 15

金

お弁当作り ５ 36
パソコンCS試験・エクセル２級 各10 10
韓国語と文化にふれよう 15
初歩から学ぶ書道 ７ 20
はじめてのバドミントン 10 35
フットサル ７ 25

日

写真 ５ 10
合唱

各７

20
あったかハンドクラフト 15
ピラティス 30
ハワイアンフラ 20

■短期・一日講座
曜日 講　座　名 回 数 定 員

日 パン作り ３ 各30米粉でパン作り 1
◇開催日など詳しくは同施設HPをご覧ください
対市内に住むか通勤する15歳以上35歳未満の人（学生を除く）　
料無料（教材費などは実費負担）
◇平成29年度ホーム利用証がない人は身分証明書が必要　
申直接か往復はがき、メールで７月13日～26日（必着）に〒890-
0063鴨池二丁目32-30勤労青少年ホーム☎255-5771メールyuyukan
@sjcweb.jpへ　※講座は複数希望可能。職業（求職中も可）も
記入を

生涯学習プラザ協働講座
講　座　名 日　時 問い合わせ先

初めてのタブレット・
スマホ基礎講座

７月11日（火）
13時～17時

NPO法人鹿児島ASC（最上）
☎080-5272-4715

日本語で国際交流 ７月20日（木）
18時30分～20時30分

響（牟田）
☎090-7293-7062

ネコゼ・肩・腰・膝痛・
外反母趾に骨盤を整え
て予防と改善

７月22日（土）
10時～11時30分

健康サポート笑福（谷口）
☎090-4487-5479

英語で伝える“西郷ど
ん”④

７月28日（金）
10時～11時30分

NPO法人global（大谷）
☎090-3415-1906

夏休み親子カラーワー
クショップ～ほめて、み
とめて、抱きしめて～

７月30日（日）
14時～16時

NPO色ヒトこころ（甲斐）
☎281-2655

所サンエールかごしま　
◇料金や申し込みなど詳しくは各問い合
　わせ先へ

MSCリリカ


