
2018年（平成30年）10月号 16イベント・講座かごしま市民のひろば

　
　
　 
＋ 

＋
　

申し込み方法
（応募要領）

電話以外で申し込むときは
次の事項を書いてください

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）

コスモス開花のお知らせ
◇今月中旬から11月上旬が見頃
です　◇慈眼寺公園（ふるさと
考古歴史館前花の広場）…約４
万本　◇錦江湾公園（キャンプ
場近く）…約１万２千本　◇都市
農業センター…約30万本　問公
園緑化課☎216-
1368D216-1352、
都市農業センタ
ー☎238-2666
10月は都市緑化月間　
花苗を無料で配布します
期10月21日（日）９時～　所かご
しま健康の森公園アクアジム受
付前、平川動物公園アフリカ園
前　定各500人（先着順）　◇１
家族につきポット苗２個　◇平
川動物公園は入園料が必要
問市公園公社☎221-5055D223-
5690
花壇の草花を差し上げます
◇交差点や公園内に植えてある
草花の一部を、11月９日の植え
替え作業中に差し上げます　

◇作業日程など詳しくは公園緑
化課☎216-1368D216-1352へ
11月９日は「119番の日」
安心ネットワーク119の登録を
◇11月９日（金）に消防局では通
信指令センターの見学やパネル
展示などを行います　◇市内で
発生した災害・気象・避難所開
設情報などを携帯電話やパソコ
ンにメール配信する安心ネット
ワーク119の登録はansin119@
kagoshima-fd.jpに空メ
ールを送信してくださ
い　問消防局情報管理
課☎222-0119D225-8119
女性のためのキャリアアップ
支援セミナー 　託
内組織を越えた女性リーダーの
ネットワーク形成　対市内に住
むか通勤する管理職の女性など
期11月15日（木）14時30分～17時
所サンエールかごしま　定20人
申往復はがきかファクス、メー
ルで11月７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danjokyodo@city.kago
shima.lg.jpへ

勤労青少年ホーム後期講座・一日講座

◇詳しい日時はお問い合わせください
対市内に住むか通勤している女性（学生を除く）
　★は男性も可、○はパソコンの初歩的な技能を持つ人、
　◎はパソコンの基本操作を習得済みの人、親子の子は小・中学
生　※親子講座を希望する人は一般講座も申し込めます。託児
は講座開講中１歳６カ月児～就学前の子どもになります　

定あり（夜間の部は勤労女性を優先）　料無料（材料費など実費負担）
申直接（返信用はがきが必要）か往復はがき（１人１枚。第２希望
まで）で10月15日（必着）までに〒890-0063鴨池二丁目31-15勤労
女性センター☎D255-7039へ

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！
臨床美術
「さつまいもの量感画」

10月13日（土）
10時～12時

アート・コミュニ
ケーションズ（立石）
☎090-5731-8873

初めてのタブレット・スマホ
基礎講座　
※ タブレット端末が必要。当
日無料貸し出し有り

10月16日（火）
13時～17時

NPO法人鹿児島
ASC（最上）
☎080-5272-4715

ネコゼ・肩・腰・膝痛・外反
母趾に骨盤を整えて予防と改
善

10月20日（土）
10時～12時

健康サポート
笑福（谷口）
☎090-4487-5479

中高年から始める
らくらくピアノ

10月23・30日、11月
13日の火曜日10時～
11時30分（全３回）

らくらくピアノ
の会（中島）
☎080-2006-0994

英語で伝える“西郷どん”
（寺山開墾地）

10月26日（金）
10時～11時30分

NPO法人global
（大谷）
☎090-3415-1906

きものとお作法講座
「簡単な着付けときれいな立
ち居振る舞い」

11月７日～12月12日
の毎週水曜日13時～
15時30分（全６回）

たんぽぽの会
（久木元）
☎090-5487-8743

所サンエールかごしま　
◇料金や申し込み方法など詳しくは各問い合わせ先へ

イベント・講座
14 ～17面に掲載

勤労女性センター後期講座
午前の部（10時～12時）

講座名 回数 曜日
◎パソコン中級W＆E① 10 月生き生きラジオ体操
日商簿記３級検定講座 15
★正月＆郷土料理 10 火○パソコン初級W＆E②
編み物（ロングカーディガン） 10 水パンでクリスマス　※13時まで ７
基礎医療事務 16

金初めての着物着付け 12
Xmasケーキ＆シュトーレン　※13時まで ３
★親子Xmasケーキ　※13時まで １ 土
午後の部（13時30分～15時30分）

講座名 回数 曜日
早わかり・日本文化（お茶・お花・着付け） ９ 月
リズム体操＆ヨガ 10 火
優しいペン習字 10 水◎パソコン応用ワード＆エクセル③
フラワーアレンジメント入門

５ 木初めてのタブレット
タブレット応用編
初めてのパソコンワード＆エクセル④ 10 金
ツボと健康 ３ 土素敵なチュニック 10
夜間の部（18時30分～20時30分）

講座名 回数 曜日
◎パワーポイント入門⑤ 10 月
ファイナンシャルプランナー２級検定対策 15 火ＣＳ技能評価試験対策講座⑥（表計算部門２級）
調剤薬局請求事務 12 水
★年末年始おもてなし料理 ５ 木ベリーダンスで体幹ＵＰ ８
美しい着物着付け 12 金

託

◇開催日など詳しくは同施設HPをご覧ください
対市内に住むか通勤する15歳以上35歳未満の人（学生を除く）　
定あり（先着順）
料無料（教材費など実費負担）　※平成30年度ホーム利用証を持っ
ていない人は身分証明書が必要　
申直接か往復はがき、メールで10月14日～26日（必着）に〒890-
0063鴨池二丁目32-30勤労青少年ホーム☎255-5771D255-5750
メールyuyukan@sjcweb.jpへ

曜日 講座名 回数
日 合唱 ６

月

茶道裏千家 10
ミニバレー ９
知って得するライフプ
ラン＆マネープラン ７
心理学から見たリラク
セーション ５

火

家庭料理（火） ８
JW-CAD（基礎） 10
ゴスペル 10
七宝 ７
コンディショニング＆
ボールエクササイズ ５
ヨーガ・Ａ ５

曜日 講座名

日
クリスマスケーキ作り
絵手紙で冬レター
一日茶道講座～表千家～

■後期講座

■一日講座

曜日 講座名 回数

水

家庭料理（水） ８
マクロビオティック料理作り ５
Excel2010上級
（MOS　Expert） 10
華道池坊 ７

木

家庭料理（木） ８
パソコンCS試験・Word ２級 10
陶芸 ７
ヘアアレンジ＆メイク ５

金

PowerPoint基礎 ７
カラーセラピー ７
ヨーガ・Ｂ ７
バスケットボール 10

曜日 講座名
水 クリスマス料理作り
木 お正月料理作り
金 和スイーツ作り

第４回かごしま食育フェスタ～食でつなごう、元気なかごしま！～
内 各種体験や試食など子どもから大人まで楽しめる食のイベント
■事前に申し込みが必要なイベント

イベント名 対　象 時　間 定員 料金
①親子料理教室
　講師…上柿元 勝氏
　（オフィス・カミーユ）

小学４～６年生
と保護者
（２人１組）

10時30分～
13時 12組 １組

1000円

②新じゃがカレーのぐるぐ
るパンづくり

どなたでも
（１組４人まで）

10時30分～
12時 ６組 １組

600円

③親子みそ作り体験
　（キンコー醤油㈱）

４歳以上の子ど
もと保護者
（２人１組）

①10時～11時
②14時～15時

各
10組

１組
2000円

④島ザラメの綿菓子作り
（ALIC県さつまいもでん
粉用途拡大推進協議会）

どなたでも（小
学生未満は保護
者同伴）

10時～
11時20分 20人 無料

①～④共
期12月１日（土）10時～15時　
所ベルク広場、マルヤガーデンズ　
申往復はがきで11月16日（必着）までに〒892-8677
山下町11-1保健政策課☎803-6861D803-7026へ

鹿児島ふれあいスポーツランドのプール休館（定期保守点検）
期10月15日（月）～26日（金）
問鹿児島ふれあいスポーツランド☎275-7107


