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
15面にも掲載
ら

ら

ら

第５回スパランド裸・楽・良杯
春季グラウンド・ゴルフ大会
内全チーム２ラウンド競技
期３月５日（火）８時45分〜14時
※雨天時は３月12日（火）に延期
所郡山総合運動場 定150チー
ム（１チーム５人） 料１人1000
円（弁当代込み） 申専用申込書
（同施設HPからダウンロード可）
を直接か郵送、ファクス、メー
ルで２月18日（必着）までに〒8911102東俣町1450スパ ラ ン ド 裸・
楽・良☎245-7070D245-7088メールkkenkoukouryu@spa-rarara.
comへ
女性限定！
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 対県内に住む女性
期３月９日（土）11時〜14時
所魚類市場 定24人 料無料
◇エプロン・三角巾・筆記用具
を持参 申往復はがき（１人１
枚 ）で ２ 月25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からも申し込み
可
市社会体育指導者研修会
対市内に住む社会体育関係者か
社会体育に関心のある20歳以上
の人 期３月10日（日）14時15分
〜15時50分 所鹿児島アリーナ
定150人程度 料無料 申直接か
電話、メールで２月22日までに保
健体育課☎227-1950メールhotai-shi
min@city.kagoshima.lg.jpへ

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）

チャレンジ・ザ・ニュースポーツ
内フロアカーリング、フリーブ
ロー、ピロポロなどのニュース
ポーツ体験、健康体力相談
期３月10日（日）10時〜11時30分
所鹿児島アリーナ 定100人程
度 料無料 ◇運動のできる服
装、室内用運動靴を持参 申直
接か電話、メールで２月22日ま
でに保健体育課☎227-1950メールho
tai-shimin@city.kagoshima.
lg.jpへ
第22回マリンピア喜入
いきいきウオーキング
内約13㎞の上り坂下り坂の多い
コース 対完歩可能な人 期３
月23日（土）８時30分〜12時30分
所マリンピア喜入〜グリーンフ
ァーム往復 定40人 料無料
申専用申込書
（同施設HPからダウ
ンロード可）を直接か郵送、ファ
クス、メールで３月12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
春色里山めぐりウオークin郡山
2019
内約14㎞と約10㎞の２コース。
春の野菜市も開催 対完歩可能
な人 期４月７日（日）９時〜13
時30分 所スパランド裸・楽・
良から周回 定200人 料1000
円（昼食・入浴・保険・参加賞代
込み ） 申専用申込書（同施設HP
からダウンロード可）
を直接か郵
送、ファクス、メールで３月22
日（必着）までに〒891-1102東俣
町1450スパランド裸・楽・良
☎245-7070D245-7088メールk-ken
koukouryu@spa-rarara.comへ

鹿児島ユナイテッドFCホームゲーム情報
対戦チーム

14

＋

申し込み方法
（応募要領）

イベント・講座

市民のひろば

２月号

2019年（平成31年）

日

時

徳島ヴォルティス

２月24日
（日）13時〜

ヴァンフォーレ甲府

３月９日
（土）14時〜

所白波スタジアム（県立鴨池陸上競技場）
◇チケット購入など詳しくは鹿児島ユナイテッドFC
☎812-6370D812-6371へ
◇キャンプ情報は５面をご覧ください

第４回かごしまシティフットサル大会in桜島

内①小学生の部：Ｕ10（３・４年生）、Ｕ12（５・６年生）
②一般の部：オープン（中学生以上の人で、未成年チームには
成人の同伴が必要）、ミックス（ゴールキーパー以
外の２人以上が女性・60歳以上・小学生のいずれ
か）
期①３月16日（土）９時〜、②３月17日（日）９時〜
所桜島総合体育館
定各９チーム 料１チーム7000円
申保健体育課などにある申込書をファクスかメールで３月３日ま
でにかごしまシティフットサル大会in桜島係（鹿児島シティエフ
エム
（株）
内）
☎214-3777D214-3567メールfriendsfm762@gmail.com
へ
※鹿児島シティエフエムHPからも申し込み可

市民ギャラリー

展示期間

東別館１階

西別館１階
見たい！ 知りたい！ 鹿児
２月12日
（火） 第５回鹿児島市景観ま
島の海ガメ〜鹿児島大学ウ
〜15日
（金）
ちづくり賞受賞作品展
ミガメ研究会からの便り〜
鹿児島市青年教養セミ
２月18日
（月）
ナー連絡協議会の活動
―
〜22日
（金）
紹介と作品展示
２月25日
（月） デイサービスで作って
―
〜３月１日
（金） いる作品の展示
３月４日
（月） 鹿児島フォトサロン写
―
〜８日
（金）
真展

問サンサンコールかごしま☎099-808-3333

市民体育館・前期スポーツ教室

講座名

日 時
４月５日〜５月14日の毎週火・金曜日
硬式テニス
10時〜12時
（全10回）
４月８日〜５月23日の毎週月・木曜日
バドミントン
19時〜21時
（全10回）
４月５日〜５月27日の毎週月・金曜日
卓球
13時〜15時
（全10回）
やさしいエアロと
４月12日〜６月28日の毎週金曜日
骨盤体操
13時〜15時
（全10回）
ボディコンディショニ ４月11日〜６月27日の毎週木曜日
ング
19時〜21時
（全10回）

定員
30人
30人
20人
50人
30人

対市内に住む18歳以上の人
（学生を除く） 所市民体育館
料200円（スポーツ保険料）
申往復はがき（１人１通１教室）で２月26日（必着）までに〒891-0150
坂之上一丁目21-1市民体育館☎261-5115へ
※同館HPからも申し込み可

講座名

生涯学習プラザ協働講座
日

時

脳が喜ぶ！ 心が笑う！ 臨 ２月９日
（土）
床美術「風の抽象表現」 10時〜12時
ネ コ ゼ・ 肩・ 腰・ 膝 痛・
外反母趾に骨盤を整えて
予防と改善
カラーリクリエーション
〜ココロに響く服えらび〜
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
英語で伝える 西郷どん
しゅう え ん
（終焉の地）

問い合わせ先
アート・コミュニケーショ
ンズ
（立石）
☎090-5731-8873

２月16日
（土）
10時〜12時

健康サポート笑福
（谷口）
☎090-4487-5479

２月17日
（日）
14時〜16時

NPO色ヒトこころ
（中之薗）
☎239-2268

２月19日
（火）
13時〜17時

NPO法人鹿児島ASC
（最上）
☎080-5272-4715

２月22日
（金） NPO法人global
（大谷）
10時〜11時30分 ☎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

勤労青少年ホーム ホーム祭り

〜２月24日
（日）
〜

内 容
①生け花、書道、絵画、ペン習字などの作品展示
②ジャズダンス、手話、ギター、ゴスペルなどの
舞台発表
③自分でできるリンパトリートメント、
セルフネイル
（教材費500円）
の体験講座
※いずれも定員20人
（先着順）
④七宝作り体験コーナー
※材料が無くなり次第終了
⑤フォトコンテスト
※入選作品の中から、来場者の投票でグランプリ
作品を選出
⑥カレー・うどん・中華まん・デザートセットの販売
※売り切れ次第終了
⑦水ヨーヨー釣り、駄菓子釣り、
輪投げなどのキッズ
コーナー ※売り切れ次第終了

時 間
10時〜16時
12時〜13時30分
10時30分〜12時
10時30分〜12時、
13時〜15時
10時〜15時
11時30分〜
11時〜

◇入場無料
申①②④〜⑦は不要、③は勤労青少年ホームにある申込用紙（同
ホームHPからダウンロード可）を直接か郵送、ファクスで２月
15日（必着）までに〒890-0063鴨池二丁目32-30勤労青少年ホー
ム☎255-5771D255-5750へ
＋

