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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）

教室名 日　時 場　所 定員

①ピラティス教室 ５月７日～６月４日の毎週火曜
日10時～12時（全５回）

ＥＸスタ
ジオ 25人

②リフレッシュ
　ヨガ教室

５月７日～６月４日の毎週火曜
日19時～20時40分（全５回） 武道場Ⅰ 100人

③今から始める
　弓道教室

５月８日～６月10日の毎週月・水曜
日18時30分～20時30分（全10回） 弓道場 25人

④親子体操教室
５月９日～６月20日の毎週月・
木曜日10時～12時（６月６日・10
日・13日を除く。全10回）

武道場Ⅰ 40組

⑤骨盤体操＆シェ
イプアップ教室

5月10日～31日の毎週火・金曜日
19時～20時40分（５月21日・24日
を除く。全５回）

ＥＸスタ
ジオ 25人

⑥からだ改善
　トレーニング教室

５月13日～30日の毎週月・木曜
日13時～14時30分（全６回）

トレーニ
ング室 30人

⑦らくらくヨガ教室 ５月15日～６月19日の毎週水曜日14
時～16時（６月12日を除く。全５回）

武道場Ⅰ 各
100人⑧リラックス

　ヨガ教室
６月18日～７月９日の毎週月・
火曜日10時～12時（６月25日、７
月２日を除く。全５回）

対市内に住む①はおおむね40歳以上の人、②③⑤～⑧は18歳以上の人
（学生を除く）、④は２歳～４歳の子どもと親
所鹿児島アリーナ　料200円（スポーツ保険料） 
申往復はがき（１人１教室につき１通）で①～⑦は４月18日、⑧は
５月10日（いずれも必着）までに〒892-8677山下町11-1スポーツ
課「スポーツ教室」係☎808-7504へ

鹿児島アリーナ・前期さわやかスポーツ教室

錦江湾魅力再発見クルーズ2019
運航テーマ 運航日 講師・イベント

錦江湾の恵・
おさかな

５月12日（日）
６月９日（日）

宮内和一郎氏（県漁連代表理事専務）
による講演、魚の解体ショー、刺身
の試食、魚ふれあい体験など

新島巡り・ジオ ５月19日（日）
大木公彦氏（鹿児島大学名誉教授）、
東川隆太郎氏（かごしま探検の会代
表理事）による対談講演

◇時間はいずれも12時30分～14時45分
◇集合場所…鹿児島港桜島フェリーターミナル
◇使用船舶は第二桜島丸（サクラフェアリー）
定250人（先着順）
料中学生以上1000円、小児500円
　※団体・高齢者・障がい者割引などあり　
申電話かファクス、メールで４月15日から
　〒891-1419桜島横山町61-4船舶局営業課☎293-4785D293-2972
　メールspei-eigyo@city.kagoshima.lg.jpへ

鹿児島ユナイテッドFCホームゲーム情報

鹿児島レブナイズホームゲーム情報

対戦チーム 日　時 場　所
ＦＣ琉球 ４月21日（日）13時キックオフ 白波スタジアム

（県立鴨池陸上競技場）柏レイソル ５月４日（祝）13時キックオフ
◇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

対戦チーム 日　時 場　所
東京エクセレンス ４月13日（土）18時～ 鹿児島アリーナ４月14日（日）13時～
大塚商会越谷アルファーズ ４月20日（土）18時～ 指宿総合体育館４月21日（日）13時～
岩手ビッグブルズ ５月４日（祝）18時～ 鹿児島アリーナ５月５日（祝）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

クルーズ船の入港情報
船 名 港 入港日 入港時間 出港時間

アザマラ・クエスト （３万277トン）マ ４月10日（水） ８時 16時
ウエステルダム （８万2862トン）マ ４月12日（金） ８時 18時

スター・レジェンド （9961トン）北
４月12日（金） ９時 18時
４月20日（土） ８時 17時
５月２日（休） ９時 18時

コスタ・アトランチカ （８万5619トン）マ ４月14日（日） ７時 16時
ダイヤモンド・プリンセス
 （11万5906トン）マ

４月17日（水） 10時 20時
５月８日（水） ８時 18時

クアンタム・オブ・ザ・シーズ
 （16万8666トン）マ ４月18日（木） ７時 18時

シルバー・ミューズ （４万700トン）マ ４月19日（金） ８時 17時５月２日（休） ９時

ル・ソレアル　　　 （１万944トン）
北 ４月19日（金） ８時

18時マ ４月27日（土）８時30分５月５日（祝） ８時
セブンシーズ・マリナー  （４万8075トン）マ ４月20日（土） ６時 13時
飛鳥Ⅱ　　　　 　 （５万142トン）マ ４月22日（月） ８時 17時
MSCスプレンディダ

（13万7936トン）マ
４月24日（水） ７時 17時
５月４日（祝） 14時 21時

バイキング・オリオン （４万7842トン）マ ４月26日（金） ８時 18時
コスタ・ベネチア （13万5500トン）マ ５月１日（祝） ８時 18時
コスタ・ネオロマンチカ （５万6769トン）マ ５月９日（木） 13時 19時
※ 港の「マ」はマリンポートかごしま、「北」は北埠頭への入港です
◇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

５月５日（祝）こどもの日は 無料 で利用できます♪

※利用時間など詳しくは各施設などにお問い合わせください

■鹿児島アリーナ無料開放
①メインアリーナ
　18時～21時　※１時間単位
②サブアリーナ・武道場・弓
　道場・ＥＸスタジオ
　９時～21時　※１時間単位
③トレーニング室
　９時～21時　※時間制限なし
◇ 予約は事前に電話で鹿児島アリーナ☎285-
2244へ　※トレーニング室は予約不要。

　利用証の無い人は、初回者講習の予約が必要

■海づり公園の無料開放
◇中学生以下は釣り料・入園料・超過料が無
料　※小学生以下と17時以降は保護者同伴

◇利用者が多いときは入場規制あり　
問鴨池海づり公園☎・D252-1021、桜島海づ
り公園☎・D293-3937

■市電全線運賃無料（「かごでん」を含む）
対小学生以下
問交通局電車事業課☎257-2116D257-2119

■かごしま水族館は入館料を割り引きます♪
対中学生以下の子ども　
期５月３日（祝）～５日（祝）
◇割引後の入館料　
　幼児無料、小・中学生
　500円　※大人は通常
　料金（1500円）
問かごしま水族館
　☎226-2233
　D223-7692
◇期間中は21時まで開館

■小・中学生の入館料など無料
施設名 電話番号

市立科学館　※宇宙劇場は有料 250-8511
ふるさと考古歴史館 266-0696
旧鹿児島紡績所技師館（異人館） 247-3401
市立美術館　※特別企画展は有料 224-3400
西郷南洲顕彰館 247-1100
かごしま文化工芸村 281-7175
維新ふるさと館 239-7700
かごしま近代文学館・メルヘン館 226-7771
平川動物公園 261-2326

■スポーツ施設無料開放（照明設備使用料は有料）
施設名 電話番号

鴨池公園野球場・広場・テニスコート 253-6610
鴨池公園多目的屋内運動場（鴨池ドーム）250-0705
鴨池公園水泳プール 251-1288
東開庭球場　※４面のみ利用可能 268-5572
市民体育館 261-5115
吉田文化体育センター　※18時から利用可

294-4477吉田運動場　※周辺施設も含む
吉田多目的屋内運動場（吉田ドーム）
桜島総合体育館 293-2967桜島溶岩グラウンド・多目的広場
喜入総合体育館 345-2383

施設名 電話番号
喜入総合運動場　※周辺施設も含む 345-2383喜入武道館
松元平野岡体育館

278-5100
松元平野岡運動場　※周辺施設も含む
茶山ドームまつもと
茶山房
松元武道館・弓道場
郡山体育館　※18時から利用可

298-8448郡山総合運動場　※周辺施設も含む
郡山早馬球技場
郡山花尾運動場


