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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

さくらじま白浜温泉センター
陶芸教室
内蚊取り線香入れ、お皿、湯飲
み、茶わん作りなど　対市内に
住む人　期５月16日（水）14時～
16時　定10人程度（先着順）　
料1500円（材料代）　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　※当
日受け付け可
サンエールプチシネマ　　託
◇上映作品…ママたちが非常事
態!?　期５月17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☎813-0852D813-0937
押し花体験教室
対市内に住むか通勤する勤労者
とその家族　期５月19日（土）10
時～12時　所勤労者交流セン
ター（よかセンター）　定20人　
料無料　申電話かファクスで５
月13日までに勤労者交流センタ
ー☎285-0003D285-0102へ
家庭菜園作り教室
対市内に住む人　期５月21日
（月）10時～12時　所スパランド
裸
ら

・楽
ら

・良
ら

　定20人　料1000円
（材料費など）　
申スパランド裸・
楽・良にある申込
用紙を郵送かファ

クス、はがきで５月14日（必着）
までに〒891-1102東俣町1450ス
パランド裸・楽・良☎245-7070
D245-7088へ
国際交流ポットラックパーティー
内食べ物の一品持ち寄り交流会
※外国語が話せなくても可　
対市内に住む外国人と国際交
流財団会員（当日入会可。会費
1000円）　期５月25日（金）18時
30分～20時30分　所勤労者交流
センター（よかセンター）　定50
人　料無料（１人500円程度の食
べ物を持ち寄り）　申郵送かフ
ァクス、メールで５月18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
高齢者スポーツ指導者研修会
内高齢者スポーツに関する理論
や実技　対市内に住むか通勤・
通学する人　期５月26日（土）９
時～12時　所鹿児島アリーナ　
定100人程度　料無料　申電話
かはがき、ファクス、メールで５
月17日 （必着）までに〒892-0816
山下町6-1保健体育課☎227-1950
D227-1923メールhotai-shimin@city.
kagoshima.lg.jpへ
女性のためのフィッシング
スクール
対女性（小学生以下は保護者同
伴。男女ペアのみ男性も可）
期５月26日（土）９時～12時30分
所鴨池海づり公園　定30人程度
料釣り料など　申電話で鴨池海
づり公園☎252-1021へ

ウメの収穫体験と
梅の手しごと講習会
内収穫体験と梅シロップ・カリ
カリ漬けなどの加工品作りの講
習　対市内に住む人（小学生以
下は保護者同伴）　期５月27日
（日）10時～12時か14時～16時　
所都市農業センター　定各150
組　料無料　申往復はがき（１
組１枚）で５月17日（必着）まで
に〒891-1205犬迫町4705都市農
業センター☎238-2666へ
貸し切りバスで行く
食の産地交流会（喜入地域） 
内スイートコーンとオクラの収
穫体験、西ひろみ氏（野菜ソム
リエ）の料理教室　対市内に住
むか通勤・通学する18歳以上の
人　期５月29日（火）９時～16時
◇集合場所…本庁みなと大通り
別館玄関前　定24人　料1000円
申はがきかメールで５月15日（消
印有効）までに〒892-8677山下
町11-1生産流通課☎216-1338メールsei
san-ryutu@city.kagoshima.lg.jpへ
消費者月間記念講演会　　託
◇演題…くらしに活かそう身近
な法律　◇講師…鴨

かも

志
し

田
だ

祐美氏
（弁護士）　対市内に住む人
期５月30日（水）10時～11時30分
所市消費生活センター　定50人
料無料　申はがきかファクス、
メールで５月23日（必着）までに
〒890-0063鴨池二丁目25-1-31市
消費生活センター☎258-3611
D258-3712メールsyouhi@city.ka
goshima.lg.jpへ

てぶらできやんせ！
初心者釣り教室
対釣り初心者（小学生以下は保
護者同伴）　期６月２日（土）９
時～12時30分　所桜島海づり公
園　定15人程度　料釣り料など
申電話で桜島海づり公園☎293-
3937へ
竹工芸技能者育成講座
内盛りかごなどの制作（材料取
り、竹割なたや小刀を使った竹
割り、竹ひご作り）　対市内に
住む人　期６月２日～12月１日
の第１・３・５土曜日の９時～
12時（全14回）　※11月３日を除
く　所竹産業振興センター　
定30人　料無料（材料費、道具
代などは実費負担）　申往復は
がきで５月16日（必着）までに
〒892-8677山下町11-1産業支援
課☎216-1323へ
ダンボールコンポスト入門講座
内生ごみの減量が手軽にできる
ダンボールコンポストの使い方
対市内に住み、受講後簡単なア
ンケートと１カ月程度の記録に
協力できる家庭　※使わなかっ
た堆肥は市が無料で回収し、グ
リーンファームで収穫体験がで
きます　期６月16日（土）13時～
15時　所かごしま環境未来館　
定20組程度　料300円（教材代）
申電話かファクスで６月９日ま
でにNPO法人かごしま市民環
境会議☎080-3500-3246D228-
8989へ

イベント・講座
12･14面にも掲載  応募要領は12面 
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地元のプロスポーツを応援しよう！
鹿児島ユナイテッドFC情報

対戦チーム 日　時 場　所

SC相模原 ５月19日（土）13時～ 白波スタジアム
（県立鴨池陸上競技場）

◇チケット購入など詳しくは鹿児島ユナイテッドFC
　☎812-6370D812-6371へ

鹿児島レブナイズ情報
対戦チーム 日　時 場　所

大塚商会アルファーズ ５月19日（土）18時～ 指宿総合
体育館５月20日（日）13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

　鹿児島中央駅周辺を食べ飲み歩きしながら、
鹿児島のまち文化を楽しみませんか。
期 ５月12日（土）～25日（金）　※12日は16時から
オープニングイベントを実施

料チケット（５枚つづり）
　前売り券3600円（当日券4100円）　
◇ 参加店舗など詳しくは鹿児島バル街実行委
員会（南日本リビング新聞社内）☎222-7288
D225-5009へ

マリンポートかごしまへのクルーズ船の入港情報

中央駅バル街2018

船　名 入港日 入港時間 出港時間

ダイヤモンド・プリンセス
（11万5875トン）

５月10日（木） ８時 18時５月24日（木）
６月５日（火） ９時 19時

MSCスプレンディダ
（13万7936トン） ５月12日（土） 13時 21時

クアンタム・オブ・ザ・シーズ
（16万8666トン） ５月14日（月） ７時 15時

コスタ・ネオロマンチカ
（５万6769トン） ５月17日（木） 13時 18時

コスタ・セレーナ
（11万4147トン）

５月21日（月） ８時 18時
５月26日（土） ７時 15時
５月31日（木） ８時 20時

スーパースター・アクエリアス
（５万1309トン） ５月22日（火） 12時 21時

マジェスティック・プリンセ
ス （14万3000トン） ６月１日（金） ７時 16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

クアンタム・オブ・ザ・シーズ


