22

＋

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

申し込み方法
（応募要領）

子育てガイド

市民のひろば

７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）
ちょう

夏だ！遊ぼう、学ぼう。夏休みの体験帖
小学生向け
アリーナ探検隊
対小学３〜６年生と保護者 期7
月16日
（祝）
10時〜12時 所鹿児島
アリーナ 定20組 料無料 申直
接か電話
（先着順）
で７月７日から
鹿児島アリーナ☎258-4650へ
ら

ら

ら

スパランド裸・楽・良de宿泊体験学習
内ものづくり体験や自然体験、調
理体験などのふれあい交流 対小
学４〜６年生 期７月23日
（月）
14
時〜25日
（水）
11時30分の２泊３日
定30人 料１万円
（２泊５食付き）
申はがきで７月13日
（必着）
までに
〒891-1102鹿児島市東俣町1450ス
パランド裸・楽・良☎245-7070
D245-7088へ
親子郷土料理教室
「にせ＆おごじょキッチン」
対小学生と保護者 ◇献立…さつ
ますもじ、げたんはなど
実施日

７月26日（木）
７月27日（金）
８月８日（水）

場 所
東部保健センター
北部保健センター
西部保健センター
中央保健センター

◇時間はいずれも10時〜13時30分
定各10組（先着順） 料１人600円
程度
（保険料含む） 申電話で各保
健センターへ
楽しく学ぼうキッズ献血
内献血模擬体験や血液センターの
見学など 対小学４〜６年生と保
護者 期７月27日
（金）
〜29日
（日）
の９時30分〜12時、14時〜16時30
分 所県赤十字血液センター
定各30組 料無料 申詳しくは県
赤十字血液セ
ンター献血課
☎257-3141
D257-3144へ

青果市場・グリーンファーム探検隊
対小学生と保護者 期７月27日
（金）
６時30分〜12時30分 所青果
市場・グリーンファーム 定25人
料無料 申はがきかメールで７月
13日（必着）までに〒891-0115東開
町11-1青果市
場☎267-1311
メールseika@ci
ty.kagoshi
ma.lg.jpへ
親子さかな市場探検隊
内競りの見学、模擬競り体験、魚
のさばき方など 対小学生と保護
者
（２人１組） 期７月28日（土）６
時30分〜10時15分 所魚類市場
定15組 料無料 申往復はがきで
７月18日（必着）までに〒892-0835
城南町37-2魚類
市場☎223-0310
へ ※“い お・
か ご し ま”魚 食
普及拡大推進協
議会HPからも申し込み可
市電運転体験
内アルコールチェックや運転体験
対小学３〜６年生と保護者 期７
月28日
（土）９時〜12時 所交通局
定10人 料3000円 申往復はがき
で７月13日（必着）までに〒890-0055
上荒田町37-20交通局電車事業課
☎257-2116へ
パパと一緒にキッズクッキング 託
対小学生と父親 期７月28日（土）
10時 〜13時 所 サ ン エ ー ル か ご
しま 定12組 料無料（材料費は
実費負担） 申往復はがきかファ
クス、メールで７月20日（必着）ま
でに〒890-0054鹿児島市荒田一丁
目4-1男女共同参画推進課☎8130852D813-0937メールdanjokyodo@
city. kagoshima.lg.jpへ

小・中学生向け
海の日親子釣り大会
①鴨池海づり公園
定30組程度
②桜島海づり公園
定15組程度
①②共
対小・中学生と親
（２人１組）
期７月16日
（祝）
６時〜15時
料釣り料など通常料金 ◇「大漁
賞」
「大物賞」の各１組に賞品が
、
あります 申電話で①は鴨池海づ
り公園☎252-1021、②は桜島海づ
り公園☎293-3937へ
親子でつくる夏の郷土料理教室
対 小・ 中 学 生 と 親 期 ７ 月21日
（土）
10時〜13時30分 所都市農業
センター 定12組 料１人500円
申はがきかメールで７月12日（必
着）
までに〒892-8677山下町11-1
生 産 流 通 課 ☎216-1338メールseisanryutu@city.kagoshima.lg.jpへ

夏休みこども釣り大会in鴨池
◇「大漁賞」、
「大物賞」各１人に
賞品があります 対中学生以下
（小学生以下は保護者同伴） 期７
月21日
（土）〜29（日）の６時〜15時
（随時） 定なし 料釣り料など通
常料金 申当日窓口で受け付け
問鴨池海づり公園☎252-1021へ
ヨットとふれあう体験帆走
内指導者が操作するヨットによる
帆走 対小学生以上の人 期８月
18日（ 土 ）
・19日（ 日 ）の10時 〜12
時、13時〜16時 所平川ヨットハ
ーバー 定各40人程度 料無料
申往復はがきかメールで希望日
（午前・午後の別も）も書いて８月
３日（必着）までに〒892-0816山下
町6-1保健体育課☎227-1950D2271923メールhotai-shimin@city.kago
shima.lg.jpへ

親子折り紙教室
対市内に住むか職場がある勤労者
と小学３年生までの子ども 期７
月28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（１家族３人まで） 料無料
申電話かファクスで７月13日まで
に勤労者交流センター☎285-0003
D285-0102へ

せせらぎ広場プール水泳教室
対泳げない小学生 期８月６日
（月）〜８月10日（金）の10時〜12
時（全５回） 所松元せせらぎ広
場プール 定20人 料１回100円
（プール利用料） 申往復はがきで
７月20日（消印有効）までに〒8992703上谷口町3400松元平野岡体育
館☎278-5100へ

温州みかんの農作業体験学習
対小学４〜６年生と保護者 期7
月29日（日）10時〜12時 ◇秋期は
収穫体験あり 所新保果樹園（五
ケ別府町） 定10組（先着順）
料無料 申電話で7月9日〜26日
に谷山農林課☎269-8484へ

夏だ!!森で遊ぼう
〜森林づくりと木工教室〜
対 小 学生 と保 護者 期 ８月11日
（祝）
９時〜11時30分 所千年の森
定15組60人 料１人100円
（保険料
など） 申郵送かファクス、メー
ルで７月31日
（消印有効）
までに
〒892-8677山下町11-1生産流通課
☎216-1341D216-1336メールseisanrinmu@city.kagoshima.lg.jpへ

ぼくのわたしの
市電・市バスお仕事体験
①市電の運転士体験
対小学１〜３年生と保護者 期８
月３日（金）10時〜12時 ※実際の
車両の運転は行いません
②市電の整備士体験
対小学４〜６年生と保護者
期８月３日（金）14時〜16時
①②共
所交通局 定各10組 料無料
申往復はがきで７月23日（必着）
ま
で に 〒890-0055上 荒 田 町37-20交
通局電車事業課☎257-2116へ
③市バスの整備士体験
期８月４日
（土）
10時〜12時 定10組
④市バスのバスガイド体験
期８月４日
（土）
14時〜16時 定５組
③④共
対小学４〜６年生と保護者 所交
通局バス施設新栄営業所 料無料
申往復はがきで7月23日（必着）ま
で に 〒890-0072新 栄 町22-28交 通
局バス事業課☎257-2117へ

親子お魚料理コンクール
対小学生と保護者
（2人１組）
◇申込期限…９月15日
（必着）
申詳しくは“いお・かごしま”魚食
普及拡大推進協議会HPへ 問魚類
市場☎223-0310D223-9817

どなたでも
農業体験イン八重の棚田草取り体験
（八重地区棚田保全委員会主催）
期７月29日
（日）
10時〜12時
所八重棚田館 料無料 ◇タオ
ル・着替え持参 申電話かファク
スで７月23日までに郡山農林事務
所☎298-4861D298-2916へ
おさかな絵画コンクール
◇応募締切…９月15日
（必着）
申詳しくは“いお・かごしま”魚食
普及拡大推進協議会HPへ 問魚類
市場☎223-0310D223-9817

幼児〜高校生など
ファミリーキャンプ
対幼児〜高校生を含む家族
期８月25日（土）13時30分〜26日
（日）12時の１泊２日 所市立少年
自然の家 定20組 料中学生以上
1400円、小学生以下1300円 申は
がきか電話、ファクス・メール
（送信後、要電話確認）で８月１
日（必着）までに〒892-0871吉野町
11078-4市立少年自然の家☎2440333D244-0334メールsyonenshizen
@city.kagoshima.lg.jpへ

川内職業能力開発短期大学校
キャンパス見学会
内学校紹介や就職情報、ミニ授業
など 対高校生と家族 期７月22
日
（日）
13時〜16時30分 定なし
料無料 申電話かファクスで７月
21日までに川内職業能力開発短期
大学校学務援助課☎0996-22-2121
D0996-22-6612へ ※同学校HPか
らも申し込み可

夏休みチャレンジパスで出掛けよう
夏休み期間中
（７月21日〜９月２日）
、市電・市バス、カゴシマシティ
ビュー、サクラジマアイランドビュー、観光電車に乗り放題の「夏
休みチャレンジパス」を発売中。史跡巡りなどにご利用ください。
◇観光施設や桜島フェリーの割引なども
あります
対小学生、中学・高校生
料小学生2000円、中学・高校生4000円
問交通局乗車券発売所☎257-2101D2586741
＋

