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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

暮れの市
内市内産農産物・加工品のＰＲ
販売、お楽しみ抽選会、ポン菓
子無料配布、餅つき体験、しめ
縄作り体験、模擬競りなど　
期12月10日(日)10時～16時
所みなと大通り公園　問サンサ
ンコールかごしま☎099-808-3333

サンエールさわやかサンウェー
ブまつり
内ワーク部門(折り紙、スポーツ
吹き矢、ねんど細工など)、ステー
ジ部門(ハーモニカ、サクソフォ
ン、ジャンベ、マジックなど)、
展示部門(和紙絵画、切り絵、
絵手紙、陶器、書道、写真など)
期12月16日(土)10時～15時　
※展示部門は12月９日(土) ～16
日(土)　所サンエールかごしま
料無料　問サンエールかごしま
☎813-0851D813-0937
「農業体験イン八重の棚田」収穫祭
内餅つき、そば打ち体験など　
期12月17日(日)10時～13時
所八重棚田館　定150人　料小
学生以上1000円　申電話かファ
クスで12月８日までに郡山農林
事務所☎298-4861D298-2916へ
道の駅喜入　喜楽市
内喜入地域の農産物や特産品・
加工品の販売　期12月17日(日)
10時～15時　所マリンピア喜入
問マリンピア喜入☎345-1117
D345-3412
「緑の募金」カレンダーバザー展
◇全国の企業・団体の協力によ
り寄贈されたカレンダーのバ
ザーを行います。売り上げは全
額「緑の募金」に寄贈します　
期12月20日(水) ～22日(金)の10
時～17時　所イオン鹿児島鴨池
店２階　問かごしまみどりの基
金☎225-1426D225-1511
サンエールプチシネマ　　託
◇上映作品…最高の人生のはじ
め方　対市内に住むか通勤・通
学する人　期12月21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)　料無料　※託児は３日
前までに要予約　問男女共同参
画推進課☎813-0852D813-0937
ボランティア入門講座
対ボランティア活動やレクリ
エーションなどを通してのコ
ミュニケーションに関心のある
人　期12月22日(金)14時～16時
所かごしま市民福祉プラザ　

定50人程度(先着順)　料無料　
申郵送かファクス、電話で12月
20日(必着)までに〒892-0816山
下町15-1市社会福祉協議会ボラ
ンティアセンター☎221-6072
D221-6075へ
餌
え

木
ぎ

づくり教室
内イカ釣り用の餌木作り　
対どなたでも(小学生以下は保
護者同伴)　期12月23日(祝)９時
30分～12時　所鴨池公民館　
定20人(先着
順)　料無料　
申電話で12月
13日から鴨池
海づり公園☎252-1021へ
鹿児島レブナイズ情報
対戦チーム 日　時 場　所

東京海上
日動ビッ
グブルー

12月23日(祝)
18時～ 鹿児島

アリーナ12月24日(日)
14時～

アイシン・
エィ・ダ
ブリュア
レイオン
ズ安城

１月６日(土)
18時～ 指宿総合

体育館１月７日(日)
14時～

◇チケット購入など詳しくは鹿
児島レブナイズクラブオフィス
☎201-5811D201-5822へ
全日本少年サッカー大会決勝大会
内　容 日　時 場　所

開会式 12月25日(月)
16時～

市民文化
ホール

予　選
12月26日(火)・
27日(水)の
９時30分～

鹿児島ふ
れあいス
ポーツラ
ンド、県
立サッカ
ー・ラグ
ビー場

準々決
勝～決
勝・閉
会式

12月28日(木)・ 
29日(金)の
９時30分～

県立鴨池
陸上競技
場・鴨池補
助競技場

◇詳しくは(公財)日本サッカー
協会HPへ　問スポーツ課☎803-
9622D803-9623

さくらじま白浜温泉センター
パッチワーク教室
期12月27日(水)13時30分～15時
30分　定10人程度　料無料
申電話かファクスでさくらじま白
浜温泉センター☎・D293-4126へ

鴨池・桜島海づり公園
正月三が日釣り料金半額開放
対どなたでも（小学生以下は保護
者同伴）　期来年１月１日(祝)
～３日(水)　定なし　※利用者
が多い時は入場規制あり　◇釣
り料金…鴨池海づり公園は大人
300円・小人100円、桜島海づり
公園は大人100円・小人50円　
※入園料金・駐車場代・超過料
金などは通常どおり　問鴨池海
づり公園☎252-1021、桜島海づ
り公園☎293-3937
鴨池公民館新春書き初め大会
対市内に住む小学生以上の人　
期来年１月５日(金) ９時30分～
11時30分　所鴨池公民館　
定100人程度　料小・中学生100
円、高校生・一般300円　申は
がきか電話、ファクスで12月
22日(必着)までに〒890-0063鴨
池二丁目32-6鴨池公民館☎252-
5756D257-0493へ
高齢者のための水中運動教室
対市内に住む60歳以上の人　
期来年１月５日～24日の毎週
水・金曜日14時～15時(全６回)
所鴨池公園水泳プール　定30人
料200円(保険料)　申往復はがき
で12月17日(必着)までに〒890-
0063鴨池二丁目31-3鴨池公園水
泳プール☎251-1288へ
新春恒例 消防出初式
内消防隊員や消防車両の行進、
消防演技など　期来年１月６日
(土) ８時50分～10時50分　所消
防総合訓練
研修センタ
ー (新栄町)
問サンサン
コールかごしま☎099-808-3333
新春！厄払い鬼火たき巡り
内吉田校区思

おもい

川
がわ

沿いの８集落が
行う鬼火たきやおもてなし　
期来年１月７日(日)18時～21時
所吉田小学校付近の思川沿い
※駐車場あり　問吉田校区コミ
ュニティ協議会☎800-5916(月・
水・金曜日の午前中のみ)、☎090-
2078-6854(事務局)
国際交流アドバイザーによる
文化・英語講座(中級)
対英語とオーストラリア文化を
学びたい人　※財団への入会が
必要（会費500円）　期来年１月

10日～２月28日の毎週水曜日18
時30分～20時 (全８回)　所かご
しま市民福祉プラザ　定30人
料無料　申郵送かファクス、
メールで12月22日(必着)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
教育メディア研修初級講座
(社会教育)
内プレゼンテーションソフトや
インターネットの活用、16ミリ
映写機の操作など　対地域社会
で教育メディアの活動を希望す
る市内に住む18歳以上で２日間
とも受講できる人　期来年１月
16日(火)・17日(水)の９時～16
時　所学習情報センター (山下
町)　定22人　料無料　申往復は
がき(１人１枚)で12月26日(必着)
までに〒892-0816山下町6-1学習
情報センター☎227-1925D227-
3016へ
まちなかおもてなし隊と「かご
でん」でかごんま再発見の旅
◇かごでんで車窓からの景色を
楽しんだ後、西郷どんを輩出し
た加治屋町をまち歩きします　
期来年１月18日（木）13時30分～
16時　◇集合場所…天文館本通
アーケード内「菓

か

々
か

子
し

横丁」前
定20人　◇一日乗車券（600円）
の提示が必要　申往復はがき
で12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
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　期来年１月20日(土) ９時～
18時　所消防総合訓練研修セン
ター（新栄町）　定30人(先着順)
料無料申電話で12月18日から消
防局警防課☎222-0960へ
錦江湾公園バラの年間管理教室
内バラの剪

せん

定
てい

・手入れの説明、
実技など　対市内に住む全講座
受講できる人　期来年１月25日
(木)、５月24日(木)、８月23日
(木)の10時～12時(全３回)　
定25人　料無料　申はがき( １
枚２人まで)で１月９日(必着)
までに〒892-0816山下町15-1市
公園公社☎221-5055へ

イベント・講座
14面にも掲載  応募要領は14面 

鹿児島ふれあいスポーツ
ランドの臨時休館

　12月26日（火）～28日（木）は
全日本少年サッカー大会開催
のため、臨時休園します。期
間中は17時まで駐車場も利用
できません。
問鹿児島ふれあいスポーツラ
　ンド☎275-7107D275-7118、
　公園緑化課☎216-1366
　D216-1352

市民ギャラリー
展示期間 東別館１階

12月11日（月）～15日（金） 吉野写友会

12月18日（月）～１月５日（金）
※閉庁日を除く

写真で振り返る
市政2017年

１月９日（火）～12日（金） かごしまデザインアワード2017受賞作品展

問サンサンコールかごしま☎099-808-3333


