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
14 〜17面に掲載

鹿児島ユナイテッドFC
ホームゲーム情報
対戦相手
日 時
場 所
グルー 10月20日
（土）白波スタ
ジャ盛岡 19時〜
ジアム
（県立鴨
カターレ 10月28日
（日）池陸上
富山
13時〜
競技場）

クールチョイスイベント案内
期10月20日（土）19時〜
◇水素自動車の展示など
期10月28日（日）13時〜
◇鹿児島商業高校と連携し
たクールチョイススペシ
ャルマッチ
◇チケット購入など詳しくは
鹿児島ユナイテッドFC☎8126370D812-6371へ
計量のひろば
内計量に関する体験や簡単な
ゲームなど 期11月１日（木）10
時〜18時 所山形屋２号館１階
イベント広場 料無料 問計量
検査所☎256-5633D256-5829
正しく安全なウオーキング大会
対市内に住むウオーキングので
きる人 期①11月１日
（木）
、②11
月６日（火）
、③11月８日（木）の10
時〜12時（受け付けは９時30分〜
50分） ※雨天中止 ◇集合場所
…①吉野公園、②鴨池児童公
園、③谷山第二中央公園 料各
回50円
（保険料） 申不要 問①
北部保健センター☎244-5693、
②中央保健センター☎258-2370、
③南部保健センター☎268-2315
木質バイオマス熱利用セミナー
内専門家によるバイオマスボイ
ラー導入のノウハウ 対市内の
ボイラー利用事業者 期11月１
日（木）14時〜16時 所ソーホー
かごしま
（本庁みなと大通り別館）

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）

定50人（先着順） 料無料 申詳
しくは再生可能エネルギー推進
課☎216-1479D216-1292メールsaie
ne@city.kagoshima.lg.jpへ
吉田福祉センター教養講座
陶芸教室
内えとづくり 対市内に住む人
期11月１日〜22日の毎週木曜日
９ 時30分 〜11時30分（11月15日
を除く全３回） 定15人 料無
料（教材費は実費負担） 申電話
かファクスで10月23日までに吉
田福祉センター☎294-1825
D294-4701へ
青年会館講座
「美しい手書き文字講座」
内ボールペンや筆ペンでの書き
方 対市内に住むか通勤・通学
する15歳〜40歳の人 期11月１
日〜12月13日の毎週木曜日19時
〜21時（11月22日を除く。全６
回） 定20人 料1000円程度（筆
記用具代など） 申往復はがき
（１人１枚）で10月18日（必着）ま
で に 〒892-0816山 下 町6-1青 少
年課☎227-1971D227-1923へ
第４回レディース水泳教室
内水に慣れる・簡単な泳法の習
得と水中ウオーキング 対市内
に住む18歳以上の水泳初心者の
女性（学生を除く） 期11月２日
〜21日の毎週水・金曜日14時30
分〜15時30分（全６回） 所鴨池
公園水泳プール 定50人
料200円（保険料） 申往復はが
きで10月17日
（必着）
までに〒8900063鴨池二丁目31-3鴨池公園水
泳プール☎251-1288へ
マリンピア喜入
いきいきウオーキング
内マリンピア喜入〜喜入前之浜
地区周回約13㎞のコース 対完
歩可能な人 期11月４日（日）８
時30分〜12時30分 定50人
料 無 料 申マリンピ ア 喜 入に

秋の木市
期10月14日（日）〜11月15日（木）の10時〜17時
所甲突川左岸緑地帯（市民広場。大久保利通銅像近く）
◇主な展示品…庭園樹、観葉植物、苗鉢物、ラン、
盆栽、山野草、果樹苗木、金魚、小鳥など
催し物
お客様感謝抽選会
花と緑の相談所
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＋

申し込み方法
（応募要領）

イベント・講座

市民のひろば

10月号

2018年（平成30年）

日 時
10月21日
（日）
〜 28日
（日）
10月21日
（日）
・28日
（日）
、11月３日
（祝）
・10日
（土）
の10時〜15時
10月28日
（日）
10時30分〜11時30分
11月４日
（日）
11時〜12時

植木管理講習会
園芸講習会
柴さとみのガーデニン 11月10日
（土）
11時〜12時
グコーナー

◇このほか多数イベント開催。最新情報は
「鹿児島市木市振興会フェイスブック」で
検索を
問サンサンコールかごしま☎099-808-3333
木市管理事務所☎090-6291-5316（期間中
のみ）

加治屋町

サツマソイルの無料配布

大久保利通銅像

文

◇下水処理の過程で発生する汚泥を堆肥化した「サツマソイ
ル」１㎏を10月19日（金）10時から無料配布します
問水道局下水処理課☎268-3393D268-1505

ある専用の申し込み用紙かはが
き、ファクス、メールで10月22日
（必着）までに、〒891-0203喜入町
6094-1マリンピア喜入☎345-1117
D345-3412メールmarinpiak@po3.
synapse.ne.jpへ
え

ぎ

餌木づくり教室

い

か

え

ぎ

内講師…橋元力氏（薩摩烏賊餌木
「弾」製 作 者 ） 対 ど な た で も
（小学生以下は保護者同伴）
期11月３日（祝）９時〜12時
所桜島港フェリーターミナル
定15人程度 料無料 申電話で
桜島海づり公園☎293-3937へ
ら

ら

ら

第１回スパランド裸・楽・良杯
秋季グラウンドゴルフ大会
内８ホール２ラウンド競技
期11月６日（火）８時45分〜13時
（受け付けは８時から） ※雨天
時は11月13日に延期 所郡山総
合運動場 定168チーム（５人１
チーム） 料１チーム5000円
（弁
当代含む） 申直接かはがき、
ファクス、メールで10月22日（必
着）までに〒891-1102東俣町1450
ス パ ラ ン ド 裸・ 楽・ 良 ☎2457070D245-7088メールinfo@spararara.comへ
シニアビューティーフェア
かごしま2018
内シニア女性の夢を叶えるファ
ッションショー ※プレゼント
あり 対市内に住む60歳以上の
女性 期11月14日（水）13時〜14

時30分 所勤労者交流センター
（よかセンター） 定200人（先着
順） 料無料 申詳しくはシルバ
ー人材センター☎252-4661D2587554へ
京都賞受賞者講演会
◇京都賞の受賞者カール・ダイ
セロス博士
（神経科学者）
、柏原
正樹博士（数学者）、ジョーン・
ジョナス氏
（美術家）
による講演
会 期11月16日
（金）
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か県総務福利課
☎286-5191D286-5661へ
ふれあい園芸教室
内ガーデンデンドロの育て方と
冬の花仕事 対市内に住む人
期11月11日
（日）
10時〜11時30分
所かごしま市民福
祉プラザ 定100
人 料無料 申往
復はがき（１枚につ
き２人まで）で10月
19日
（必着）
までに〒892-8677山下
町11-1公園緑化課☎216-1368へ
上級救命講習
内 心 肺 蘇 生 法、AEDの 使 用 法
など 対市内に住むか通勤・通
学する人 期11月17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17日から警防
課☎222-0960D227-3119へ

ふるさとの魅力を体験

■お茶の里味わい体験事業
（郷土の食品づくり体験コース）
内松元地域の食材を使った食品づくり、お茶の入れ方教室など
対市内に住む人（中学生以下は保護者同伴）
期11月30日（金）、12月１日
（土）
の８時50分〜16時
◇集合場所・時間…みなと大通り公園・８時50分
鹿児島中央駅西口・９時５分
定各回25人 料300円
（昼食は体験で調理したもの）
申はがきかファクス、メールで10月31日（必着）までに希望日、集合
場所も〒892-0841照国町12-15南国交通観光
（株）
☎239-6877D2223790メールtabi@nkk-bus.comへ ※県知事登録旅行業第2-14号
問松元支所総務市民課☎278-2111D278-4097
■とっておき喜入体験事業
（郷土の料理体験コース）
内そば打ち体験、石油基地、史跡の見学など
対市内に住む人（中学生以下は保護者同伴）
期12月２日（日）８時30分〜16時30分
◇集合場所・時間…みなと大通り公園・８時30分、鹿児島中央駅
西口・８時45分、谷山支所・９時15分
定25人 料300円（昼食はそばを試食）
申はがきかファクス、メールで10月31日
（必着）
までに集合場所も
〒892-0847西千石町1-24（株）霧島観光社☎226-3388D226-7623
メールkirikan@po.minc.ne.jpへ ※県知事登録旅行業第2-30号
問喜入支所総務市民課☎345-1112D345-2600
■さるっきゃんせ郡山体験事業
（郡山の魅力・文化体験コース）
内ひょうたんの絵付け体験、郡山ふるさとまつりの見学など
対市内に住む人（中学生以下は保護者同伴）
期12月２日（日）８時30分〜16時20分
◇集合場所・時間…みなと大通り公園・８時
30分、鹿児島中央駅西口・８時45分、伊敷
脇田バス停・９時10分、郡山支所・９時30分
定50人 料300円（昼食は各自持参）
申はがき（１家族につき１枚）
か電話、ファクス、メールで10月31
日（必着）までに集合場所も〒892-0841照国町12-15南国交通観
光（株）☎239-6877D222-3790メールtabi@nkk-bus.comへ ※県知
事登録旅行業第2-14号
問郡山支所総務市民課☎298-2111D298-2835
＋

