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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　共＝共通事項　HP＝ホームページ　託＝託児あり

講座・催しなどで、特に記載がないものは
●誰でも参加（申し込み）可　　　●応募多数のときは抽選

コスモス開花のお知らせ
◇コスモスが
今月中旬から
11月上旬に見
頃となります
◇慈眼寺公園（ふるさと考古歴
史館前花の広場）…約４万本　
◇錦江湾公園（キャンプ場近く）
…約１万７千本　◇都市農業
センター…約30万本　問公園緑
化課☎216-1368D216-1352、都市
農業センター☎238-2666D238-
2682
鹿児島レブナイズ情報
対戦チーム 日　時 場 所

東京エク
セレンス

10月７日（土）
18時～ 湧水町吉

松体育館10月８日（日）
14時～

大 塚 商
会 ア ル
ファーズ

10月14日（土）
16時～

いちき串
木野市総
合体育館

10月15日（日）
14時30分～

姶良市蒲
生体育館

東京八王
子トレイ
ンズ

11月４日（土）
18時～ 西之表市

民体育館11月５日（日）
14時～

◇チケット購入など詳しくは鹿
児島レブナイズ☎201-5811へ
交流都市イベントの紹介　
熊本市江

え づ こ

津湖花火大会2017
内熊本地震から
の復興を祈念し
た１万発の花火
大会　期10月14
日（土）18時45分～　所水前寺江
津湖公園広木地区（熊本市東区）
問熊本市コールセンターひごま
るコール☎096-334-1500

秋の木市　
期10月14日（土）～11月15日（水）の
10時～17時　所甲突川左岸緑地
帯（市民広場）　◇主な展示品…
庭園樹、観葉植物、苗鉢物、ラン、
盆栽、果樹苗木、金魚など
催し物 日　時
お客様感謝
抽選会

10月22日（日）～29日
（日）

花と緑の相
談所

10月28日（土）・29日
（日）、11月５日（日）・
12日（日）の10時～15
時

柴さとみの
ガーデニン
グコーナー

10月28日（土）
11時～12時

ちびっ子ス
タンプラリ
ー

11月４日（土）・５日
（日）の10時30分～16時
※対象…小学生以下

園芸講習会 11月11日（土）11時～12時
問サンサンコールかごしま
☎099-808-3333　※期間中は木
市管理事務所☎090-6291-5316

道の駅喜入 スペシャル喜楽市
内喜入産の朝採れ新鮮野菜や加
工品、特産品の販売、抽選会な
ど　期10月15日（日）10時～15時
所マリンピア喜入　問マリンピ
ア喜入☎345-1117D345-3412
鹿児島アリーナ 男性のため
の体幹トレーニング教室
対高校生以上の男性　期10月19
日（木）19時～20時30分　定30人
（先着順）　料無料　申電話か
直接、10月７日から鹿児島アリ
ーナ☎258-4650へ

サンエールプチシネマ　　託
◇上映作品…トランスジェン
ダーの子どもたち　対市内に住
むか通勤・通学する人　期10月
19日（木）10時30分～、13時30分～
所サンエールかごしま　定各50
人（当日先着順）　※託児は３日
前までに要予約　料無料　問男
女共同参画推進課☎813-0852
2017かごしま住まいと建築展
期10月20日（金）～22日（日）の10
時～17時（22日は16時まで）　
所かごしま県民交流センター
料無料　問県住宅政策室☎286-
3738D286-5637
水素・再生可能エネルギーフェア
内燃料電池自動車の展示や親子
工作教室など　期10月20日（金）
～22日（日）の10時～17時（22日は
16時まで）　所かごしま県民交
流センター　料無料　問水素・
再生可能エネルギーフェア実行
委員会事務局（県エネルギー政
策課）☎286-2431D286-5686
明るく楽しい学校づくり
市民大会
内学校づくり実践発表、「ここ
ろの言

こと

の葉
は

」コンクール表彰式
など　期10月21日（土）９時10分
～12時　所市民文化ホール　
定800人　料無料　申PTA会員
と学校関係者は学校ごとに申し
込み。市内に住む人は当日申し
込み可　問青少年課☎227-1971
D227-1923
市電・市バスゆーゆーフェスタ
内整備工場特別見学ツアーやト
ロッコ自転車、グッズ販売など
期10月21日（土）10時～15時　
所交通局、上荒田の杜

もり

公園　
※駐車場はありません　料無料

（一部有料）　問ゆーゆーフェスタ
実行委員会事務局（交通局総務
課内）☎257-2111D258-6741
鹿児島ユナイテッドFC情報
対戦チーム 日　時

アスルクラロ沼
津

10月21日（土）
18時～

グル―ジャ盛岡 11月５日（日）
13時～

所県立鴨池陸上競技場　
問鹿児島ユナイテッドFC
☎812-6370D812-6371
かごしま木材まつり
内花の苗プレゼントや親子木工
教室など　期10月21日（土）・22
日（日）の10時～17時（22日は16
時まで）　所県民交流センター
問県林材協会☎267-5681、
☎090-5087-7465（期間中のみ）
第25回スパランド裸

ら

・楽
ら

・良
ら

いきいきウオーキング
◇９㎞と14㎞の２コース　対完
歩可能な人　期10月21日（土）９
時15分～13時30分（８時45分か
ら受け付け）　定200人　料500
円（入浴・保険・記念品代込み）
※昼食は別途　申スパランド裸・
楽・良にある専用の申込用紙か
はがき、ファクス、メールで性
別、昼食の有無、希望のコース
も書いて、10月13日（必着）までに
〒891-1102東俣町1450スパラン
ド裸・楽・良☎245-7070D245-
7088メールinfo@spa-rarara.comへ
家裁の人ってどんな人？　
◇家庭裁判所で働く人のことを
学びます　対18歳以上の人　
期11月６日（月）13時30分～、９
日（木）18時～　所家庭裁判所　
料無料　申電話で10月10日～27
日に家庭裁判所☎808-3706へ

木市会場でサツマソイル１
㎏を10月20日（金）10時から
無料で配布します　
問 水道局下水処理課☎268-
3393D268-1505

イベント・講座
14～17面に掲載  応募要領は14面 

桜島フェリーで秋のクルーズを楽しもう♪ 「西
せ ご
郷どん」に関するイベントを紹介します

①ハロウィン・ファミリークルーズ
　ハロウィンをテーマに、仮装コンテ
ストや鹿屋港でのグルメなど楽しいプ
ログラム満載のロングクルーズです。
期10月21日（土）10時30分出港～15時30
  分帰港
②錦江湾魅力再発見クルーズ
　専門講師による講演を聞きながらのミニクルーズをお楽しみく
ださい。
運航日 コース テーマ 講　師

10月15日（日）新島巡り・ジオ（東）
桜島・錦江湾
（ジオ）

大村瑛氏（NPO法人桜島
ミュージアム）

10月22日（日）錦江湾の恵み（南） 食 大富潤氏（鹿児島大学水産
学部教授）

10月29日（日）近代日本黎明期をたどる（北） 歴史 松尾千歳氏（尚古集成館館
長）

①②共　
◇集合場所　所鹿児島港桜島フェリーターミナル２階
定①400人②各250人（それぞれ先着順）
料①大人2500円、小学生1250円
　②大人1000円、小学生500円
　※大人１人につき未就学児１人は無料。団体・
　　高齢者・身体障害者など各種割引あり
申 電話かファクス、メールで①は〒892-0824堀江町12-14SKビル2F
桜島フェリーロングクルーズ事務局☎227-4002D224-5210メールinfo@
soko-ad.co.jpへ、②は〒891-1419桜島横山町61-4船舶局営業課
☎293-4785D293-2972メールspei-eigyo@city.kagoshima.lg.jpへ

■第10回西郷隆盛をしのぶ維新ふるさと館書道展
内書をこよなく愛した西郷に関する書道作品の展示
期10月22日（日）までの９時～17時　所維新ふるさと館
料300円（入館料。年間パスポート、敬老パス利用可）　
問維新ふるさと館☎239-7700D239-7800

■維新ふるさと館 第３回歴史講座
◇演　題　西郷隆盛の遠島生活
◇講　師　肥後秀昭氏（同館歴史解説員）　
対18歳以上の人　期10月27日（金）・28日（土）の９時30分～12時
料300円（入館料。年間パスポート、敬老パス利用可）　定40人　
申 郵送かファクスで10月13日（必着）までに〒892-0846加治屋町23-1
維新ふるさと館「歴史講座」係☎239-7700D239-7800へ
■西郷どんがよくわかるらくらくかごでんツアー
◇ガイド　東川隆太郎氏（かごしま探検の会）
期11月14日（火）10時～12時　
◇集合場所　鹿児島中央駅前電停　定20人
◇一日乗車券（600円）の提示が必要
申 往復はがきで10月25日（必着）までに
　 〒890-0055上荒田町37-20交通局電車
　事業課☎257-2111へ

  10月23日（月）から来年１月上旬まで１階展示の一部がご覧い
ただけなくなります。地階の維新体感ホールなどは通常どおり
ご覧いただけます。

維新ふるさと館リニューアルに伴う一部展示の中止


