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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）

まちかど交流講座（手作り）
内初心者のためのいやしのこけ
玉作り　対市内に住む人　期５
月25日（土）14時～16時　所精神
保健福祉交流センター（はーと・
ぱーく）　申往復はがきで５月
15日（必着）までに〒890-0063鴨
池二丁目22-18はーと・ぱーく
☎214-3352へ　
消費者月間記念講演会　　託
◇演題…消費者問題の現状と
知っておきたい身近な法律　
◇講師…岩井作太氏（弁護士）
対市内に住む人　期５月29日
（水）10時～11時30分　所市消費
生活センター　定50人　料無料
申はがきかファクス、メール
で５月22日（必着）までに〒890-
0063鴨池二丁目25-1-31市消費生
活センター☎258-3611D258-3712
メールsyouhi@city.kagoshima.lg.jp
へ
シニアリーダー研修会
内リーダーとしての心得、生き
がいづくりのヒント探しなど　
対市内に住む地域や老人クラブ・
高齢者グループのリーダー、生
涯学習に関心のある人　期５月
30日（木）13時30分～16時30分
所鴨池公民館　定80人　料無料
申往復はがきかファクスで５月
20日（必着）までに〒890-0054荒
田一丁目4-1生涯学習課☎813-
0851D813-0937へ
竹工芸技能者育成講座
内盛りかごなどの制作（材料取
り、竹割なたや小刀を使った竹
割り、竹ひご作り）　対市内に
住む人　期６月１日～11月16日
の第１・３・５土曜日９時～12
時（全14回）　所竹産業振興セ
ンター　定30人　料無料（材料
費、道具代などは実費負担）　
申往復はがきで５月17日（必着）
までに〒892-8677山下町11-1産
業支援課☎216-1323
青年会館講座
「ゆかたとお作法講座」
内ゆかたの着付けや帯の結び
方、きれいな立ち居振る舞いと
礼儀作法など　対市内に住むか
通勤・通学する15歳からおおむ
ね40歳までの女性　期６月18日
～７月23日の毎週火曜日19 ～
21時（全６回）　所市教育総合セ
ンター　定20人　
料無料（教材費は
実費負担）　申往
復はがき（１人１
枚）で５月31日（必
着）までに〒892-
0816山下町6-1青少年課☎227-
1971へ

中国語講座（中級）
対中国語を学んだことのある国
際交流財団会員（当日入会可）
期６月19日～８月７日の毎週水
曜日18時30分～19時45分（全８
回）　所かごしま市民福祉プラ
ザ　定25人　料1000円　申はが
きかファクス、メールで６月
11日（必着）までに〒892-0816山
下町15-1市国際交流財団☎226-
5931D239-9258メールkokusai@kiex.
jpへ

コミュニティ活動推進講座
（パソコン講座）
内広報紙や予算・決算書の作成
などに役立つワード・エクセル
講座　対町内会や地域コミュニ
ティ協議会の役員など　期６月
25日～８月６日の毎週火曜日10
時～12時（全６回）　※７月16日
を除く　所サンエールかごしま
定20人　料1200円（テキスト代）
申郵送かファクス、メールで６
月４日（必着）までに〒892-8677山
下町11-1地域振興課☎216-1214
D216-1207メールchiikishinko@city.
kagoshima.lg.jpへ
ダンボールコンポスト入門講座
内生ごみの減量が手軽にできる
ダンボールコンポストの使い方
対市内に住み、受講後簡単なア
ンケートと１カ月程度の記録に
協力できる家庭　※使わなかっ
た堆肥は回収し、グリーンフ
ァームで収穫体験ができます
期６月30日（日）13時30分～15時
30分　所かごしま環境未来館　
定20世帯程度　料無料　申電話
で６月26日までにNPO法人かご
しま市民環境会議☎080-3500-
3246（村山）へ

レディースフィッシング
スクールin鴨池＆桜島
対釣り初心者の女性（小学生以
下は保護者同伴）　期５月18日
（土）９時～12時30分　所①鴨池
海づり公園、②桜島海づり公園
定①40人程度、②20人程度　
料釣り料など　申電話で①は鴨
池海づり公園☎252-1021、②は
桜島海づり公園☎293-3937へ

学び・文化
19面にも掲載

交流都市のイベント
福岡マラソン2019
内マラソン、車いす競技（5.2㎞）
　ファンラン（5.2㎞）
期11月10日（日）※雨天決行
所福岡県福岡市・糸島市
◇申込期限…インターネット（個人・
　グループ）は５月20日20時まで、専用
　振替払込用紙（個人のみ）は５月13日（消印有効）まで
◇申込方法など詳しくは福岡マラソンHPか福岡マラソン実行委員会
事務局☎092-711-4422D092-733-5595

長野県松本市「アルプスりんごオーナー」募集
対長野県松本市　
料２万円（1人1本）　※交通費は自己負担
収穫日…11月上旬
申はがきで５月31日（消印有効）までに
〒390-8555長野県松本市南松本1-2-16JA
松本ハイランド営農企画課「りんご
オーナー」係☎0263-29-0394へ

初心者フィッシングスクール
in鴨池＆桜島
対釣り初心者（小学生以下は保
護者同伴）　期５月25日（土）・
６月１日（土）の９時～12時30分
所①鴨池海づり公園、②桜島海
づり公園　定①40人程度、②20
人程度　料釣り料など　申電話
で①は鴨池海づり公園☎252-
1021、②は桜島海づり公園
☎293-3937へ
第１回餌

え

木
ぎ

づくり教室in桜島
内①イカ用餌木づくり、②海釣
り体験（荒天時は中止）　対餌木
づくりに興味のある人（小学生
以下は保護者同伴）　期５月25
日（土）９時30分～12時　所①桜
島港新フェリーターミナル　
②桜島海づり公園　定15人程度
料①無料、②釣り料など　申電
話で桜島海づり公園☎293-3937
へ
高齢者スポーツ指導者研修会
対市内に住むか通勤・通学する
高齢者スポーツに関心のある人
期６月１日（土）９時～12時　
所鹿児島アリーナ　定100人程
度　料無料　申電話かはがき､フ
ァクス、メールで５月24日（必着）
までに〒892-8677山下町11-1ス
ポーツ課☎808-7504D803-9623
メールspo-shinko@city.kagoshima.
lg.jpへ
春季初心者ナイターテニス教室
内テニスの基礎知識、基本技能
の習得、ゲームなど　対市内に
住む18歳以上のテニス初心者（学
生を除く）　期６月４日～27日の
毎週火・木曜日20時～22時（全８
回）　所茶山ドームまつもと　
定30人　料200円（スポーツ保険
料）　申往復はがきで５月20日 
（消印有効）までに〒899-2703上
谷口町3400松元平野岡体育館
☎278-5100D278-5275へ

シーカヤック体験講座（一般）
対市内に住む高校生以上の人
期①６月９日（日）、②６月23日
（日）の10時～16時　所磯海水浴
場　定各20組（２人１組）　料１
組400円（保険料）　申往復はが
きかメールで①は５月27日、②
は６月10日（いずれも必着）ま
でに〒892-8677山下町11-1スポ
ーツ課☎808-7504メールspo-shinko
@city.kagoshima.lg.jpへ
第17回マリンピア喜入
ニュースポーツ交流大会
内グラウンドゴルフやバッゴー、
トリコロキューブなど誰でも簡
単にできるニュースポーツ
対16歳以上の人　期６月18日
（火）８時30分～12時30分　定40
人　料無料　申マリンピア喜入
にある申込用紙を郵送かファク
ス、メールで６月７日（金）まで
に〒891-0203喜入町6094-1マリ
ンピア喜入☎345-1117D345-3412
メールmarinpiak@po3.synapse.
ne.jpへ　

青年会館講座「はじめてのピ
ラティス講座（前期）」
対市内に住むか通勤、通学する
15歳からおおむね40歳までの人
期６月27日～８月８日の毎週木
曜日19時～21時（全６回）　※７
月25日を除く　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６月10日（必着）までに
〒892-0816山下町6-11青少年課
☎227-1971へ

運動・スポーツ
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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

市内観光には一日乗車券を
ご利用ください
◇鹿児島市内の観
光や買い物には市
電・市バスに加え
て、観光レトロ電
車「かごでん」や
カゴシマシティ
ビューにも１日乗
り放題の一日乗車券が便利で
す。かごしま水族館など観光施
設の入館料が割引になるチケッ
トも付いています　料大人600
円、小児300円　問交通局内乗
車券発売所☎257-2101D258-
6741
西郷南洲顕彰館特別展
「西郷南洲翁と西郷家の人々」
内決して裕福
ではない暮ら
しの中で西郷
南洲翁と支え
合い苦楽を共
にした兄弟や
子どもたち、
叔父ら親類な
どに焦点をあ
てた特別展　期８月31日（土）ま
で　料高校生以上200円、小・中
学生100円　問西郷南洲顕彰館
☎247-1100D247-3373
ホタルを見る夕べ
内川井田博氏（農学博士）による
講演「ホタルの生態」や園内の
渓流での観察会　期５月11日
（土）19時～21時　※雨天中止　
◇集合場所…鹿児島ふれあいス
ポーツランド噴水広場　問鹿児
島ふれあいスポーツランド
☎275-7107D275-7118

錦江湾公園はなまつり
内花と緑の講習会、花と緑の相
談所、バラの育て方相談所、散
策オリエンテーリング、どんぐ
りで遊ぼうコーナー、丸太切り
競争、四葉のクローバー探しな
ど　期５月11日（土）10時～16時
30分、５月12日（日）９時～16時
料無料　問公園緑化課☎216-
1368D216-1352

交流イベント
「れいんぼうフェスタ2019」
内模擬店、音楽ステージなど　
対市内に住む人　期５月11日
（土）10時～15時　所精神保健福
祉交流センター（はーと・ぱー
く）　問はーと・ぱーく☎214-
3352D206-8571
中央駅バル街2019
◇鹿児島中央駅周辺を食べ歩き
飲み歩きしながら鹿児島のまち
文化を楽しみませんか　期５月
11日（土）～24日（金）　※11日は
16時から若き薩摩の群像前で
オープニングイベントを実施　
料チケット（５枚つづり）前売り
券3600円（当日券4100円）　◇参
加店舗など詳しくは鹿児島バ
ル街実行委員会（南日本リビン
グ新聞社内）☎222-7288D225-
5009へ

道の駅喜入　喜
き

楽
らく

市
内喜入地域の農産物や特産品の
販売、試食会など　期５月19日
（日）10時～15時　問マリンピア
喜入☎345-1117D345-3412
市内産農林水産物
旬のキャンペーン
内スイートコーン・オクラ（喜
入）、新茶（松元）、ニガウリ（吉
田）、葉物野菜（伊敷・吉野）など
市内各地域の農産物・農水産加
工品のPR販売、茶手もみ実演
期５月23日（木）・24日（金）の10時
～17時　所山形屋イベント広場
問サンサンコールかごしま
☎099-808-3333

都市農村交流センターお茶の里
「新茶まつり」
内新茶の試飲販売や地元産の農
産物販売、茶手もみ実演、お楽
しみ抽選会など　期５月25日
（土）９時～16時　問グリーンツ
ーリズム推進課☎216-1371
D216-1320

郡山春まつり
（こいやま天ガラもん祭り）
内①甲突池まつり（てんぐの祈
り、かっぱの舞い）、②親子ふ
れあい八重山ハイキング　期①
５月26日（日）10時～11時20分、
②５月26日（日）10時～14時　
所①甲突池、②八重山周辺　
問かごしま市商工会郡山支所
☎298-2435D298-4047
春を満喫！　
青果市場フレッシュツアー
内青果市場の施設や競りの見学、
春の青果物の紹介など　期６月
１日（土）６時30分～９時　定50
人　料無料　申はがきかメール
で５月20日（必着）までに〒891-
0115東開町11-1青果市場☎267-
1311メールseika@city.kagoshima.
lg.jpへ
都市農業センター土曜マルシェ
内都市農業センターで試験栽培
された農産物のPR販売　期６
月１日（土）９時30分～12時　
※品物が無くなり次第終了　
問都市農業センター☎238-2666
D238-2682
市民ギャラリー
展示期間 展示名称

５月13日（月）
～17日（金）

第28回住まいのリ
フォームコンクール
入賞作品展示

５月20日（月）
～24日（金）

建築士会活動・薩摩
街道写真パネル展示

５月27日（月）
～31日（金） 松元写友会

６月３日（月）
～７日（金） 中央写友会

所本庁東別館１階　問サンサン
コールかごしま☎099-808-3333

第６回鹿児島天文館「まちゼミ」
内店舗の人が講師となって、専
門知識やプロのコツを無料で教
えるミニ講座　期６月２日（日）
まで　所天文館の商店街など　
料無料（材料費は実費負担）
◇講座内容や日時など詳しくは
まちゼミ情報ページ（いづろ商
店街振興組合HP内）をご覧くだ
さい　問鹿児島・
天文館まちゼミ実
行委員会事務局
☎222-7891（平日
10時～17時）
さくらじま白浜温泉センター
陶芸教室
内蚊取り線香入れ・皿・湯飲み・
茶わん作りなど　対市内に住む
人　期５月15日（水）14時～16時
定10人程度（先着順）　料1500円
申電話かファクスでさくらじま
白浜温泉センター
☎・D293-4126へ

維新ふるさと館歴史講座
◇演題…鹿児島どんなところ？
こんなところ！　◇講師…福田
賢治氏（同館特別顧問）　対高校
生以上の人　期５月19日（日）９
時30分～12時　定45人　料300円
（入館料）　申郵送かファクスで
５月12日（必着）までに〒892-0846
加治屋町23-1維新ふるさと館
☎239-7700D239-7800へ

押し花体験教室
対市内に住むか通勤する勤労者
と家族　期５月25日（土）10時～
12時　所勤労者交流センター
（よかセンター）　定20人　料無
料　申電話かファクスで５月13
日までに勤労者交流センター
☎285-0003D285-0102へ
第14回ふれあい竹のいち
内竹製品の展示・販売、かご作
り実演、かご作り体験（大人向
け・1000円）、竹トンボや竹笛
作り（子ども向け・無料）　期５
月25日（土）９時～17時、５月26
日（日）９時～16時　所竹産業振
興センター　問産業支援課
☎216-1323D216-1303
ウメの収穫体験と
梅の手しごと講習会
内収穫体験と梅シロップ・カリ
カリ漬けなどの加工品作りの講
習　対市内に住む人（小学生以
下は保護者同伴）　期５月26日
（日）①10時～12時、②14時～16
時　所都市農業センター　定各
100組　料無料　申往復はがき
（１組１枚）で５月16日（必着）ま
でに〒891-1205犬迫町4705都市
農業センター☎238-2666へ

高齢者福祉センター東桜島
教養講座
内①健康レクリエーション、②
健康体操　対市内に住む60歳以
上の人　期①７月２日～の第１・
第３火曜日10時～11時30分（全
７回）、②７月９日～の第２・
第４火曜日（10時～11時30分（全
７回）　定各20人　料無料（教材
費は実費負担）　申電話か往復
はがきで６月11日（必着）までに
〒891-1543東桜島町720高齢者
福祉センター東桜島☎221-2081
D221-3908へ

おでかけ情報
 応募要領は18面 

学び・文化
18面にも掲載


