かごしま

電話以外で申し込むときは
次の事項を書いてください

イベント・講座
15面にも掲載

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。男女のペアも可） 期６月
30日（土）９時〜12時30分 所桜
島海づり公園 定20人程度
料釣り料など ◇釣りざおの無
料貸し出しあり 申電話で桜島
海づり公園☎293-3937へ
ダンボールコンポスト入門講座
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 ※不要な堆肥
は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７
月 １ 日（ 日 ）13時 〜15時 所 グ
リーンファーム 定20世帯程度
料300円
（教材代） 申電話かファ
クスで６月26日（必着）までに
NPO法人かごしま市民環境会議
☎080-3500-3246D228-8989へ
第８回バリアフリー観光推進
全国フォーラムかごしま大会
内旅行に関する不安を解消する
先進事例発表やトークセッショ
ン 期７月６日（金）10時〜16時

14

＋

申し込み方法
（応募要領）

イベント・講座

市民のひろば

６月号

2018年（平成30年）

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）

30分 所県民交流センター
定なし 料無料 申不要 問か
ごしまバリアフリーツアーセン
ター☎0995-73-3678D0995-623331
はじめてのピラティス講座（前期）
対市内に住むか通勤・通学する
15歳〜40歳の人 期７月６日〜
８月10日の毎週金曜日19時〜21
時（全６回） 所市教育総合セン
ター 定25人 料1300円（ボー
ル代） 申往復はがき（１人１
枚 ）で ６ 月25日（ 必 着 ）ま で に
〒892-0816山 下 町6-1青 少 年 課
☎227-1971へ
応急手当普及員講習
内救命に必要な知識・技能とそ
の指導要領を習得する講師養成
コース 対市内に住むか通勤・
通学し、職場などで普通救命講
習を開催したいと考えている人
期７月13日（金）〜15日（日）の８
時30分〜17時30分 ※３日間と
も受講した人に認定証を交付
所消防総合訓練研修センター
定30人（先着順） 料無料（テキ
スト代は自己負担） 申電話で
６月13日から警防課☎222-0960
へ（土・日曜日、祝日を除く）

男女共同参画週間フォーラム 託

内多様性を認め合う社会のつくり方などに関する講演
ひら
◇演題…ダイバーシティで拓く地域の可能性
〜一人ひとりが活躍できる社会をめざして〜
◇講師…田村太郎氏（一般財団法人ダイバーシティ
研究所代表理事）
対どなたでも
期６月17日（日）14時〜16時40分（後半は調査研究報告）
田村太郎氏
所サンエールかごしま
定50人 料無料
申往復はがきかファクス、メールで６月12日
（必着）
までに〒890-0054
荒 田 一 丁目4-1男女 共同参 画 推 進 課 ☎813-0852D813-0937メールdan
jokyodo@city.kagoshima.lg.jpへ

勤労青少年スポーツ大会

①バスケットボールの部
期７月29日（日）８時30分〜17時
所勤労青少年ホーム
定８チーム（先着順）
※男女混成５人以上

②バレーボールの部（９人制）
期９月９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

む

さ

枚）
で６月30日
（必着）
までに〒8928677山下町11-1道路管理課リサ
イクル自転車フェア係へ 問サ
ンサンコールかごしま☎099808-3333

かごでんの車窓からみる鹿児島市の温泉史
し

六三四氏（温泉ソムリエ師範）のガイドで市電沿線の温泉の歴
史・魅力を伝えます。
期７月19日（木）10時〜12時
所鹿児島中央駅前電停
（集合・解散）
定20人
料600円（一日乗車券代）
申往復はがきで６月29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

市民アートギャラリー ランチタイムコンサート

市役所みなと大通り別館１階市民
アートギャラリーでは、毎週金曜日
の12時20分〜50分にランチタイムコ
ンサートを開催しています。開催500
回を迎える６月15日は、木管五重奏
を楽しめます。
料無料
問文化振興課☎216-1501D216-1128

400回目のランチタイム
コンサートの様子

市民ギャラリー

展示期間

東別館１階
武・田上公民館
６月11日
（月）
〜15日
（金）
絵画グループ大峯会作品展
家庭倫理の会鹿児島中央
６月18日
（月）
〜22日
（金）
しきなみ短歌会 秋津書道会
錦江湾みらいフォトコンテスト
６月25日
（月）
〜29日
（金）
※西別館１階もあり
７月２日
（月）
〜６日
（金） セーフコミュニティパネル展
７月９日
（月）
〜13日
（金）「海の世界」

問サンサンコールかごしま☎099-808-3333

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！
６月９日
（土）
臨床美術「おいしい
10時〜12時
トマトを描く
（断面）
」

アートコミュニケー
ションズ
☎090-5731-8873

ネコゼ・肩・腰・膝痛・
６月16日
（土）
外反母趾に骨盤を整え
10時〜12時
て予防と改善

健康サポート笑福
（谷口）
☎090-4487-5479
D265-1344

初めてのタブレット・
スマホ基礎講座
６月19日
（火）
※タブレット・スマホ
13時〜17時
端末持参、当日無料貸
し出しあり

NPO法人鹿児島ASC
（最上）
☎080-5272-4715

英語で伝える 西郷ど ６月22日
（金）
ん（照国神社）
10時〜11時30分

NPO法人global
（大谷）
☎090-3415-1906

基礎から学ぶワード講
座 ※ゆっくり、繰り
返し、丁寧に楽しく学
べます

６月23日〜７月28
日の毎週土曜日
パソコン交流会
（新留）
14時〜16時
☎080-1788-5818
（全６回）

６月27日〜７月11
きものとお作法講座
日の毎週水曜日
たんぽぽの会
（久木元）
※簡単な浴衣着付けと
13時〜15時30分
☎090-4587-8743
きれいな立居振る舞い
（全３回）

所サンエールかごしま
◇対象や料金、申し込み方法など詳しくは各問い合わせ先へ
＋

①②共
対市内に住むか通勤する15歳から
おおむね40歳までの勤労者
（学生を除く）
料無料
申同ホームにある所定の参加申込書（同ホームHPからダウンロード
可）を直接か郵送、ファクス（要電話での送信確認）で①は６月15
日〜７月15日、②は６月25日〜８月16日（いずれも必着）に〒8900063鴨池二丁目32-30勤労青少年ホーム☎255-5771D255-5750へ

リサイクル自転車フェア
◇売却台数…約50台 期７月29
日（日）９時30分〜12時（受け付
けは10時まで） 所吉野公民館
定125人 申往 復はがき（１人１

