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 〜16面に掲載

選挙を考える市民のつどい
内講演、選挙啓発作文の朗読、
選挙クイズ大会など ◇演題…
ユニーク知事から学ぶ地方自治
◇講師…有馬晋作氏（宮崎公立
大学学長） 期２月２日（土）13
時30分〜16時 所かごしま市民
福祉プラザ 料無料 申電話か
ファクスで１月30日までに市選
挙管理委員会☎216-1470D2161472へ
青年教養セミナー生大会
内各セミナーの学習成果発表
期２月３日（日）10時〜16時
所市教育総合センター 問青少
年課☎227-1971D227-1923
鹿児島ふれあいスポーツランド
健康づくり運動教室
内バランスボールなどを使った
筋トレやストレッチ 対50 〜70
代の自立歩行が可能で原則とし
て全日程を受講できる人 期２
月 ５ 日（ 火 ）
・ ８ 日（ 金 ）
・12日
（火）
・15日（金）の13時〜14時
定15人
（先着順） 料１回200円
※70歳以上は無料 申電話で１
月16日 から 鹿児 島ふれ あ い ス
ポーツランド☎275-7107へ
はじめてのピラティス講座
（後期）
対市内に住むか通勤・通学する
15歳〜40歳の人 期２月６日〜
３月13日の毎週水曜日19時〜21
時（全６回） 所市教育総合セン
ター 定25人 料1300円（ボール
代） 申往復はがき（１人１枚）で
１月24日（必着）までに〒892-0816
山下町6-1青少年課☎227-1971
D227-1923へ
慢性腎臓病（CKD）予防セミナー
内医師や栄養士に
よる講話、患者体
験発表、個別相談
対市内に住む人
イメージキャラクター
じんちゃん
期２月７日（木）12
時30分〜16時30分 所かごしま
県民交流センター ※30年度特
定健康診査結果（記録票）を持参
申電話かファクスで国民健康保
険課☎216-1228D216-1200へ
ソフトバレーボール大会in松元
内４人制ソフトバレーボール大会
①18歳以上の男女各２人の部、
②40才以上の男女各２人の部、
③18才以上の女性４人の部、
④40才以上の女性４人の部
期２月11日（祝）９時30分〜16時
20分 所松元平野岡体育館
定100チーム（先着順） 料１チ
ーム3000円 申詳しくはソフト
バレーボール大会in松元HPへ
問鹿児島ソフトバレーボール大
会実行委員会☎090-2967-1234
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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

１月号

2019年（平成31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）
ら

ら

ら

第３回スパランド裸・楽・良
バドミントンレディース大会
◇１チーム女性３人構成 ◇３
人の合計年齢でクラス分け（ラ
ンクなし）①さくらの部（120歳
〜140歳）、②ひまわりの部（141
歳 〜160歳 ）、 ③ チ ュ ー リ ッ プ
の部（161歳以上） 期２月15日
（金）９時〜 所郡山体育館
定45チーム（各クラス15チーム
程度） 料１チーム3000円
申郵送かファクス、メールで大
会申込用紙を１月25日
（必着）まで
にスパランド裸・楽・良☎2457070D245-7088メールk-kenkouko
uryu@spa-rarara.comへ（詳し
くはスパランド裸・楽・良HPへ）
応急手当普及員講習
内救命に必要な知識技能と指導
要領 対市内に住むか通勤・通
学し、勤務する事業所などで普
通救命講習を開催したいと考え
ている人 期２月15日（金）〜17
日（日）の８時30分〜17時30分
※３日間とも受講した人に認定
証を交付 所消防総合訓練研修
センター 定30人（先着順）
料無料（テキスト代は自己負担）
申電話で１月16日から消防局警
防課☎222-0960へ ※土・日曜
日、休日を除く
国際協力講演会＆
青年海外協力隊員報告会
内講演「ガー
ナでのストリ
ートチルドレ
ン支援の中で
の失敗と成
功から学んだ
本当の
『支援』
とは？」
（講師…矢野デイビット
氏 ※日本人の父とガーナ人の
母を持ち、数々のCMやテレビ
番組に出演）
、青年海外協力隊
員の活動報告 期２月17日（日）
の13時30分〜16時 所中央公民
館 定150人 料無料 申はが
きかファクス、メールで１月
31日（必着）までに〒892-0816山
下町15-1市国際交流財団☎2265931D239-9258メールkokusai@
kiex.jpへ
2019市民卓球大会
内①個人戦男女年齢別シングル
ス、②団体戦（１複２単） 対市
内に住むか通勤する人（学生・
専門学校生を除く） 期①２月
23日（土）、②２月24日（日）の９
時〜 所鹿児島アリーナ 定①
220人、②70チーム 料①１人
100円、②１チーム400円 申郵
送で 所 定 の 申 込 書 を １ 月31日
（必着）までに〒890-0026原良七
丁目19-7市卓球連盟事務局
（中原
くるみ）
☎090-3071-8179へ

観光レトロ電車「かごでん」乗車イベント

①「かごでん」に乗って西郷どんの仲間たちに会いに行こう♪
◇ガイド…薩摩こんしぇるじゅ。
・まちなかおもてなし隊
期２月９日（土）13時30分〜16時30分
所維新ふるさと館前集合、西郷隆盛銅像前解散
②かごでん車窓から眺める「鹿児島市の地形」
◇ガイド…大木公彦氏（鹿児島大学名誉教授）
期２月14日（木）10時〜12時
所鹿児島中央駅前電停集合・解散
①②共
定20人 料600円（一日乗車券代）
申往復はがきで１月30日（必着）までに
〒890-0055上 荒 田 町37-20交 通 局 総
合企画課☎257-2111へ

クルーズ船の入港情報

船 名
入港日
入港時間 出港時間
コスタ・セレーナ（11万4147トン） １月15日
（火）
10時
20時
ノルウェージャン・ジョイ
１月20日
（日）
８時
18時
（16万7725トン）

クアンタム・オブ・ザ・シーズ

（16万8666トン）

２月８日
（金）

11時

19時

◇全て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

交流都市のイベント
■札幌市 第70回さっぽろ雪まつり
迫力ある大雪氷像や巨大滑り台など雪
と氷の幻想的な雰囲気を味わえます。
期大通・すすきの会場：２月４日
（月）
〜11
日（祝）
つどーむ会場：１月31日
（木）
〜２月11日
（祝）
問さっぽろ雪まつり実行委員会☎011-281-6400D011-231-1970
■松本市 国宝松本城氷彫フェスティバル2019
国内トップレベルの選手が腕を競い合
う氷像制作などイベント盛りだくさん。
期１月26日（土）
・27日（日）
所松本城公園、松本駅前広場ほか
問松本市観光温泉課☎0263-34-3000
D0263-34-3049
かも う いち

■姶良市 蒲生市
藩政時代から続く蒲生の名物市。春の訪れ
を告げる木市と県下の特産品が並びます。
期２月23日（土）
・24日（日）
10時〜15時
所姶良市蒲生町商店街
問姶良市商工会蒲生支所☎0995-52-0039
■垂水市 第５回たるみず吹奏楽フェスタ
垂水市内の小・中学校、高校、一般の団体
が参加する吹奏楽の祭典。今年の全体合奏の
曲は「せごどん」です。
期２月10日（日）13時30分〜16時 料無料
所垂水市文化会館（垂水市田神2750-1）
問垂水吹奏楽団☎090-8223-1851
か れいがわ

■霧島市 嘉例川駅ひなまつり
内県内最古の木造駅舎でのひな人形の展示
期２月１日（金）〜３月31日
（日）
の９時〜17時
所嘉例川駅舎（霧島市隼人町嘉例川2174）
問嘉例川地区活性化推進委員会
☎0995-43-9081
＋

