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
13 〜15面に掲載

本場大島紬フェスティバル2018・
第29回薩摩焼フェスタ
内①本場大島紬フェスティバル
…本場大島紬の新作展示・コン
テスト、ファッションショー、
製造工程の実演・体験など、
②薩摩焼フェスタ…薩摩焼の展
示・販売、チャリティーオーク
ションなど 期11月28日（水）〜
12月２日（日）の10時〜18時（最
終日は17時まで） 所かごしま
県民交流センター 問①本場大
島紬織物協同組合☎204-7550、
②薩摩焼フェスタ実行委員会
☎294-9039
グローバルセミナー
〜フィリピン編〜
託
内フィリピンの音楽を通して世
界の生活習慣や文化などを楽し
く学ぶ 対市内に住むか通勤・
通学する人 期12月１日（土）10
時〜12時 所サンエールかごし
ま 定20人 料無料 申往復は
がきかファクス、メールで11月
22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danjo
kyodo@city.kagoshima.lg.jpへ
石窯ピッツァ作りや有機野菜
の収穫などの宿泊体験ツアー
内材料と窯にこだわったピッ
ツァ作りや安心安全な有機野菜
の収穫、農家民宿でのだんらん
などが楽しめるバスツアー
対市ホームページやSNSへの写
真掲載、アンケートに協力でき
る人 期12月１日（土）10時〜２
日（日）13時30分 ※鹿児島中央
駅西口集合・解散 定５組（１
組２〜４人） 料１人7000円（１泊
２食、体験料込み）
申往復はがきかフ
ァクス、メールで
11月16日
（必着）
までに〒897-0302
南九州市知覧町郡5500南薩観光
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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

11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）

㈱☎0993-83-2275D0993-83-4142
メールgse@gse-nansatsu.comへ
※県知事登録旅行業第2-175号
担当課…グリーンツーリズム推
進課
維新ふるさと館×西郷南洲顕彰館
明治維新150周年記念シンポ
ジウム「庄内と薩摩の交流」
期12月２日（日）13時30分〜16時
30分 所サンエールかごしま
定400人 料無料 申はがきか
ファクスで〒892-0846加治屋町
23-1維新ふるさと館☎239-7700
D239-7800へ
Ｋ−ＧＡＰツアー
内青果市場の
施設や競り、
生 産 地（ ア グ
リタウン小山
田）の見学 期12月８日（土）６
時30分〜12時 ◇集合場所…青
果市場 定25人 料無料 申は
がきかメールで11月21日
（必着）
ま
でに〒891-0115東開町11-1青果市
場 ☎267-1311メールseika@city.kago
shima.lg.jpへ
お魚さばき方教室
内魚のさばき方を中心とした料
理教室 期12月８日（土）13時〜
16時 所魚類市場 定28人
料無料 申往復はがき（１人１
枚 ）で11月27日（ 必 着 ）ま で に
〒892-0835城南町37-2魚類市場
☎223-0310D223-9817へ ※“い
お・かごしま”魚食普及拡大推
進協議会HPから申し込み可
吉田福祉センター教養講座
「冬の和紙すき講座」
内和紙と自然の小
枝で作る心の灯り
◇講師…種子田幸
廣氏 対市内に住
む人 期12月８日
（土）
・９日（日）の13時〜16時（全
２回） 定10人 料1700円（教材
費） 申電話かファクスで11月
22日までに吉田福祉センター
☎294-1825D294-4701へ

桜島フェリーでビアクルーズ!!
「オータム・ビアクルーズ」運航
内クラフトビールを飲みながらブラスアンサンブルの演奏や船上シ
ネマ、フリースローなどのイベントを楽しむクルーズ
対20歳以上の人
期11月24日（土）13時〜17時
※クルーズは14時〜15時30分
◇集合場所…鹿児島港桜島フェリー
ターミナル２階
定400人（先着順）
料2500円（フードドリンクチケット
付き） ※前売り券は桜島フェリークルーズ事務局、桜島港・鹿
児島港桜島フェリーターミナルなどで販売（団体・高齢者・障が
い者など各種割引あり）
◇桜島フェリー HPの申し込みフォームで前売り券の申し込みがで
きます
問船舶局営業課☎293-4785D293-2972

国際交流探訪バスツアー
じっしんこう

内島津忠良（日新公）を訪ねて南
さつま市方面へ向かい、国際交
流をしながら鹿児島の歴史を学
ぶ 対市内に住む外国人か市国
際交流財団会員（当日入会可）
期12月９日（日）９時〜17時
定120人 ◇料金など詳しくは
市国際交流財団HPをご覧くださ
い 申はがきかファクス、メー
ルで11月22日
（必着）
までに〒8920816山下町15-1市国際交流財団
☎226-5931D239-9258、メールkoku
sai@kiex.jpへ
働く女性のためのトークカフェ〜
みんなお仕事どうしてる？〜 託
内仕事と家庭の両立など仕事に
関する悩みを語り合う 対市内
に住むか通勤・通学する女性
期12月９日（日）10時〜12時30分
所サンエールかごしま 定20人
料無料 申往復はがきかファク
ス、メールで託児
（６カ月〜小学
２年生）希望者は子どもの氏名
（ふりがな）
、年齢も11月22日（必
着）までに〒890-0054荒田1-4-1男
女共同参画推進課☎813-0852
D813-0937メールdanjokyodo@ci
ty.kagoshima.lg.jpへ
2018市民ママさんバレーボール
大会（９人制）
期12月15日（土）
・16日（日）の９
時30分〜 所吉田文化体育セン
ター 定90チーム 料2500円
申郵送で地域公民館などにある

申込書を11月22日
（必着）
までに
〒890-8691中央郵便局私書箱３
号市ママさんバレーボール連盟
☎267-5558、☎090-4990-2520へ
味めぐり料理教室
内食生活改善推進員による郷土
料理教室…①さつまいもご飯、
きびなごのかば焼き、②豚飯、
落花生豆腐、③さつますもじ、
桜島の焼きまんじゅう 対市内
に 住 む 人 期 ① 来 年 １ 月10日
（木）
、②２月７日（木）
、③３月７
日
（木）
の10時〜13時30分
（全３回）
所西部保健センター 定20人
（先
着順） 料１回600円程 度（材料
費） 申電話で12月３日から西部
保健センター☎252-8522へ
勤労青少年スポーツ大会
「テニスの部」
内硬式テニスのダブルス 対市
内に住むか通勤する15歳以上お
おむね40歳までの勤労者 期来
年１月13日
（日）
９時30分〜16時
所鹿児島ふれあいスポーツラン
ド 定20組
（先着順） ※男女混
合は男子ダブルスとして受け付
け 料無料 申直接か郵送、フ
ァクスで参加申込書を11月20日
から〒890-0063鴨池二丁目32-30
勤労青少年ホー
ム☎255-5771
D255-5750へ
※ファクスで送
るときは要電話
確認

地域の魅力再発見

①火の島まるごと体験事業
（桜島の恵み体験コース）
内桜島小ミカンの収穫体験やブリ大根などの調理説明・試食、湯
之平展望所、火の島めぐみ館などの見学
対市内に住む人
期12月９日（日）９時30分〜16時
◇集合場所・時間
鹿児島中央駅西口・９時30分
みなと大通り別館玄関・９時45分
定50人 料300円
申はがきかファクス、メールで事業名、希望集合場所も11月
14日（消印有効）までに〒892-0847西千石町1-24㈱霧島観光社
☎226-3388D226-7623メールkirikan@po.minc.ne.jpへ
※鹿児島県知事登録旅行業第2-30号
問桜島支所総務市民課☎293-2346D293-3744
②さるっきゃんせ郡山体験事業
（郡山の恵み・歴史体験コース）
内農業体験イン八重の棚田収穫祭への参加（そば打ち体験と試食
会）、甲突池の見学、花尾神社の歴史説明・見学、スパランド
ら

ら

ら

裸・楽・良の見学
対市内に住む人
（中学生以下は保護者同伴）
期12月16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
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（昼食はそばを試食）
申はがき（１組につき１枚）
か電話、ファクス、メールで事業名、
希望集合場所も11月26日（必着）までに〒892-0841照国町12-15
南国交通観光㈱☎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
＋

