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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）

市民ギャラリー
展示期間 本庁東別館１階

10月10日（火）～
13日（金）

公民館等書道講
座開講24周年記
念作品展

10月16日（月）～
20日（金）

水彩画を楽しく
描く

10月23日（月）～
27日（金）

み ん な の 海 の
写真展in鹿児島
2017

10月30日（月）～
11月２日（木）

リフォーム教室
作品展示

11月６日（月）～
10日（金） 水墨画

問サンサンコールかごしま
☎099-808-3333
秋の初心者ガーデニング教室
期11月４日（土）10時～12時　
所谷山サザンホール　定200人
（当日先着順）　料無料　申不要
問市公園公社☎221-5055D223-
5690

11月９日は119番の日です　
◇11月９日に消防局では通信指
令センターの見学やパネル展示
などを行います　申不要　問消
防局情報管理課☎222-0119
D225-8119
京都賞受賞者講演会
◇京都賞の受賞者３人の講演会
期11月16日（木）12時30分～16時
５分　所宝山ホール　定150人
（先着順）　料無料　申詳しくは
県HPか京都賞受賞者講演会実行
委員会（県総務福利課内）☎286-
5191D286-5661へ
上級救命講習
内心肺蘇生法、AEDの使用法、
各種応急手当、搬送法など　
対市内に住むか通勤・通学する
人　期11月18日（土）９時～18時
所消防総合訓練研修センター　
定30人（先着順）　料無料　申電
話で10月18日から消防局警防課
☎222-0960へ

勤労青少年ホーム後期講座・一日講座

対市内に住むか通勤している女性（学生を除く）　★は男性も可、○はパソコンの初歩的な技能を持つ人、
◎はパソコンの基本操作を習得済みの人、親子の子は小・中学生　※親子講座を希望する人は一般講座
も申し込めます。託児は講座開講中１歳６カ月児～就学前の子どもになります
定あり（夜間の部は勤労女性を優先）　料無料（材料費など実費負担）　
申直接（返信用62円はがきが必要）か往復はがき（１人１通。第２希望まで）で10月２日～16日（必着）に
〒890-0063鴨池二丁目31-15勤労女性センター☎255-7039へ

■午前の部　　　　　　　　　　　　　　　 ■午後の部 　　　　　　　　　　　　　　　■夜間の部

生涯学習プラザ協働講座
講　座　名 日　時 問い合わせ先

脳が喜ぶ！心が笑
う！臨床美術

10月14日（土）
10時～12時

アート・コミュニケーショ
ンズ（立石）☎090-5731-8873

初めてのタブレット
（スマホ）基礎講座　
※タブレット端末が必
要。当日貸し出し有り

10月17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 10月20日（金）
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

10月21日（土）
10時～11時30分

健康サポート笑福（谷口）
☎090-4487-5479

中高年から始めるら
くらくピアノ

10月24日～11月14日
の毎週火曜日10時～
11時30分（11月７日
を除く）

らくらくピアノの会（中島）
☎080-2006-0994

英語で伝える　西郷
どん⑦（寺山開墾地）

10月27日（金）
10時～11時30分

NPO法人global（大谷）
☎090-3415-1906

コミュニケーション
スキル傾聴講座

11月4日～12月９日
の毎週土曜日10時～
11時30分（11月25日
を除く）

NPO法人かごしまメンタル
パートナー協会（江並）
☎080-3901-8107

着物とお作法～着物
の着方と簡単な名古
屋帯の結び方～

11月８日～12月13日
の毎週水曜日13時～
15時

タンポポの会（久木元）
☎090-4587-8743

所サンエールかごしま　
◇対象や料金、申込方法など詳しくは各問い合わせ先へ

イベント・講座
14 ～17面に掲載

勤労女性センター後期講座

時間 講　座　名 回数 曜日

10
時
〜
12
時

初めてのパンづくり※13時まで ５ 月
正月料理＆血液サラサラレシピ ★ 10 火日商簿記３級検定講座 15
ワード・エクセル初級① ○ 10 水
生き生きリンパマッサージ 10 木
基礎医療事務 16 金初めての着物着付け 12
ワード・エクセル中級② ◎ 10

土
ワクワク親子パンケーキ♪ ★
※13時まで １ワクワク親子ブッシュドノエル♪ ★
※13時まで

託

時間 講　座　名 回数 曜日

13
時
30
分
〜
15
時
30
分

おしゃれなロングベスト
（編み物） 10 月
初めての中国語
ペン習字で手紙＆はがき ８ 火初めての浴衣（和裁） 15
初めてのワード＆エクセル③ 10 水笑いヨガで健康アップ
大人のためのクリスマスケーキ
３種 ３ 木

お仕事再開プラン 10 金お正月の花〈池坊〉　※隔週 ５

時間 講　座　名 回数 曜日

18
時
30
分
〜
20
時
30
分

ＣＳ技能評価試験対策講座
（表計算２級）　※最終日は試験

15 火
ファイナンシャルプランナー
３級検定対策
正月＆薬膳料理 ★ ５

水
調剤薬局請求事務 12
パソコン中級ワード＆
エクセル④ ◎ 10 木

美しい着物着付け 12 金

◇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）
定あり（先着順）　
料無料（教材費などは実費負担）　※平成29年度ホーム利用証を
持ってい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10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

曜日 講　座　名 回数
日 合唱 ７ピラティス

月

家庭料理（月） ８
簿記 10茶道　裏千家
華道　小原流

７知って得するライフプ
ラン＆マネープラン
心理学から見たリラクセーション ５

火

家庭料理（火） ８
ＪＷ－ＣＡＤ（基礎） 10
七宝 ７
ゴスペル 10
エアロビクス ７
ヨーガ・Ａ ５

曜日 講　座　名 回数
日 クリスマスケーキ作り １絵手紙で冬レター

■後期講座

■一日講座

曜日 講　座　名 回数

水
家庭料理（水） ８
Excel 2010上級（ＭＯＳ
Expert） 10
ゼロからのギター２ ７

木

家庭料理（木） ８
パソコンＣＳ試験・
Word ２級 10
陶芸 ７カラーセラピー
ヘアアレンジ＆メイク ５

金

マクロビオティック料
理作り ５
PowerPoint基礎 ７ヨーガ・Ｂ
バスケットボール 10

曜日 講　座　名 回数
木 お正月料理作り １金 クリスマス料理作り

マリンポートかごしま・北ふ頭へのクルーズ船の入港情報
船　名 入港日 入港時間 出港時間

セレブリティ・ミレニアム
（９万228トン）10月12日（木） 10時 20時

にっぽん丸 （２万2472トン）
※北ふ頭に寄港

10月12日（木） 16時 18時
10月20日（金） ８時30分 17時

コスタ・セレーナ　　
（11万4147トン）

10月13日（金）
８時 20時10月29日（日）

11月６日（月）

飛鳥Ⅱ　　　 （５万142トン）
10月16日（月） ８時 17時
11月２日（木） 14時 11月３日

（祝）11時

スーパースター・ヴァーゴ
（７万5338トン）

10月17日（火）
15時 23時10月31日（火）

11月７日（火）

ＭＳＣリリカ （６万5542トン）
10月19日（木） ８時 21時10月30日（月）

アムステルダム （６万2735トン）10月21日（土） ８時 17時
ダイヤモンド・プリンセス

（11万5875トン）
10月24日（火） 10時 20時
10月28日（土） ７時 17時

コスタ・ネオロマンチカ
（５万6769トン）11月１日（水） 13時 19時30分

スカイシー・ゴールデン・エラ
（７万2458トン）11月９日（木） ８時 20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


