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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

みなと大通り公園
イルミネーション
◇12万球のイルミネーションが
冬の夜を美しく彩ります　期12
月１日（土）～来年１月31日（木）
の18時～22時（12月24日・31日
は翌０時15分まで）　※期間中
の19時・20時・21時と１月１日
の０時に一斉点灯します　問観
光振興課☎216-1327D216-1320

かごしまデザインアワード2018
１次審査通過作品展
内企業からのデ
ザイン課題に対
し全国から応募
があった「かご
しまデザインアワード2018」の
１次審査通過作品の展示　期11
月26日（月）～12月27日（木）の９
時～19時（最終日は16時）　所ソ
ーホーかごしま交流サロン（本
庁みなと大通り別館）　問産業
創出課☎216-1319D216-1303
鹿児島レブナイズ情報
対　戦
チーム 日　時 場　所

大塚商会
越谷アル
ファーズ

11月10日（土）
18時～ いちき串

木野市総
合体育館11月11日（日）

13時～
ア イ シ
ン・エィ・
ダブリュ 
アレイオ
ンズ安城

12月８日（土）
18時～ サンアリ

ーナせん
だい12月９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

鹿児島ユナイテッドＦＣ情報
対　戦
チーム 日　時 場　所

FC東京
U-23

11月10日（土）
13時～

白波スタ
ジアム
（県立鴨
池陸上競
技場）

アスルク
ラロ沼津

11月25日（日）
13時～

◇チケット購入など詳しくは鹿
児島ユナイテッドFC☎812-6370
D812-6371へ
気軽に学ぼう！ ジオ講座
内①吉田地域
の地形の魅力、
②喜入地域の
地形の魅力
期①11月17日
（土）10時～12
時、②12月15日（土）14時～16時
所①吉田公民館、②喜入公民館
①②共
◇講師…大木公彦
氏（鹿児島大学名誉
教授）　定30人
料無料　申電話かメールで①
は11月13日、②は12月10日まで
にジオパーク推進室☎216-1313
メールgeopark@city.kagoshima.
lg.jpへ
締切迫る！
明治維新150周年記念ぐるっと
かごしまスタンプラリー2018
◇９エリア44
カ所のラリー
ポイントにあ
る専用のスタ
ンプを台紙に
押して応募す
ると、押され
たエリア数に応じて、抽選で旅
行券や市特産品などの賞品をプ
レゼントします　期12月17日
（月）まで　◇台紙は各ラリーポ
イントや市役所などにあります
申本庁・各支所、鴨池・中央駅
市民サービスステーションの応
募箱に入れるか、12月17日 （消
印有効）までに〒891-1415桜島
藤野町1439桜島支所総務市民課
☎293-2346へ　問サンサンコー
ルかごしま☎099-808-3333

イベント・講座
13～15面に掲載  応募要領は14面 

点灯式を開催します
◇マーチングなどのパフォ
ーマンスでイルミネーシ
ョンのスタートを盛り上
げます

期12月１日（土）17時30分～
18時30分　※雨天中止

クルーズ船の入港情報
船　名 港 入港日 入港時間 出港時間

コスタ・セレーナ
 （11万4147トン）マ 11月10日（土） ７時 15時

飛鳥Ⅱ 
（５万142トン）マ 11月14日（水） 12時 19時

セレブリティ・ミレニアム
 （９万228トン）マ 11月15日（木） ７時 19時

コスタ・ネオロマンチカ
 （５万6769トン）マ 11月16日（金） ８時 16時

グローリー・シー
 （２万4782トン）マ 11月23日（祝） 12時 19時

スーパースター・ヴァーゴ
 （７万5338トン）マ 11月25日（日） ８時 16時

11月29日（木） ８時 17時
クアンタム・オブ・ザ・シーズ

（16万8666トン）マ 11月28日（水） ７時 16時

※港の「マ」はマリンポートかごしまへの入港です
◇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

11月は文化芸術に親しむ月間です
第66回市民文化祭

行事名 日　時 場　所 入場料

秋季茶会 11月11日（日）
９時30分～14時20分

仙巌園　
茶室 秀成荘

1000円
（茶券代）

邦楽演奏会 11月11日（日）
13時30分～16時

中央公民館

400円

薩摩琵琶弾奏大会 11月18日（日）
13時～17時 無料

詩吟剣舞道大会 11月23日（祝）
９時～17時

第112回南日本
俳句大会

11月23日（祝）
９時30分～16時

勤労者交流セ
ンター（よか
センター）

無料
（投句料１句
1000円）

申不要　問文化振興課☎216-1501D216-1128

市民ギャラリー
展示期間 展示名称

東別館１階 西別館１階

11月12日（月）
～16日（金）

ユニセフ写真パネル展
「戦後日本の子どもたち」

生きる喜びは健康から～90
歳以上の写真展・鹿児島よ
かよか体操～

11月19日（月）
～22日（木）人権週間パネル展 ―

11月26日（月）
～30日（金）武岡絵画倶楽部 ―

12月３日（月）
～７日（金）習字研究社　習字作品展 ―

問サンサンコールかごしま☎099-808-3333

講座名 日　時 問い合わせ先

脳が喜ぶ！心が笑う！　
臨床美術  「紅葉屏

びょう
風
ぶ
」

11月10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
※ タブレット端末持参、当日無
料貸し出し可

11月13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

11月17日（土）
10時～12時

健康サポート笑福（谷口）
☎090-4487-5479

「英語で伝える“西郷どん”」（西
南戦争）

11月23日（祝）
10時～
11時30分

NPO法人global（大谷）
☎090-3415-1906

所サンエールかごしま　
◇料金や申込方法など詳しくは各問い合わせ先へ

生涯学習プラザ協働講座

交通局のイベント
①「かごでん」に乗って小松帯刀の
　生誕祝いとクリスマスパーティー
◇ガイド… 薩摩こんしぇるじゅ。と
　　　　　まちなかおもてなし隊　
期12月１日（土）16時30分～18時30分　
所西郷隆盛銅像前集合、鹿児島中央駅解散
定20人　料600円（一日乗車券代）
②かごでん車窓から振り返る「西郷どんと明治維新150年」
◇ガイド…東川隆太郎氏（かごしま探検の会）　
期12月18日（火）14時～16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）
③市営バスで巡るちょっとディープな維新ゆかりの地
◇ガイド…東川隆太郎氏（かごしま探検の会）　
期12月12日（水）９時～15時30分　所観光交流センター（集合・解散）
定40人　料1200円（昼食は各自）
①～③共
申往復はがきで①は11月21日、②③は11月30日（いずれも必着）ま
でに〒890-0055上荒田町37-20交通局総合企画課☎257-2111へ


