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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）

高齢者のための水中運動教室
対市内に住む60歳以上の人　
期８月14日～30日の毎週水・金
曜日14時～15時（全６回）　所鴨
池公園水泳プール　定30人　
料200円（保険料）　申往復はが
きで７月17日（必着）までに〒890-
0063鴨池二丁目31-3鴨池公園水
泳プール☎251-1288へ

血管からみる生活習慣病予防教室
◇演題…知っておきたい心臓病
◇講師…田中秀樹氏（鹿児島医
療センター医師）　対市内に住
む人　期７月16日（火）14時～15
時30分　所東部保健センター　
定100人　料無料　申不要　
問東部保健センター☎216-1311
D216-1308
さくらじま白浜温泉センター
陶芸教室
内お地蔵さん、皿、湯飲み、茶
わんなどの自由作品作り　対市
内に住む人　期７月17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
こころの健康教室
◇演題…老年期のうつ～状態・
予防・治療などについて～ 
◇講師…杉山恒之氏（三州病院
医師）　対市内に住む人　期７
月22日（月）14時～15時30分　

所西部保健センター　定100人
料無料　申不要　問西部保健セ
ンター☎252-8522D252-8541
ブルーベリー収穫体験と加工座学
対市内に住む人
（小学生以下は
保護者同伴）　
期７月27日（土）
10時～11時30分、14時～15時30
分　所都市農業センター　定各
100人　料無料　申往復はがき
（１人１枚）で希望時間も７月12
日（必着）までに〒891-1205犬迫
町4705都市農業センター☎238-
2666へ　
気軽に学ぼう！ジオ講座　
◇演題…①谷山の石のお話～慈
眼寺公園を中心に～、②吉野の
石のお話～世界遺産を中心に～ 
◇講師…東川隆太郎氏（NPO法
人まちづくり地域フォーラム・
かごしま探検の会）　期①７月
28日（日）、②８月８日（木）の10
時～12時　所①ふるさと考古歴
史館、②吉野公民館　定各50人
料無料　申ファクスかメールで
①は７月16日、②は７月23日ま
でにNPO法人まちづくり地域
フォーラム・かごしま探検の会
☎227-5343D295-3133メールinfo@
tankennokai.comへ
絵手紙教室
対市内に住むか通勤する勤労者
と家族　期７月28日（日）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７月
13日までによかセンター☎285-
0003D285-0102へ

スポーツ・健康づくり
19面にも掲載

第８回すこやか長寿まつり　参加者募集

感染症講演会

　高齢者の生きがいづくりや健康づくりの推進、家族・地域とのつ
ながりを実感できるイベントです。
Aねんりんステージ
内各種目最高齢者表彰、市民参加ステージ、
　麻丘めぐみ氏（女優・歌手）による講演
対市内に住む人と家族　期10月５日（土）13時～17時
所市民文化ホール　定900人　料無料

Bスポーツ・文化イベント
イベント 対　象 日　時 場　所

①グラウンド・
ゴルフ大会

市内に住む60歳以上の人
が３人以上いるチーム
（１チーム５人）

９月３日（火）
か４日（水）の
８時30分～

かごしま健康の
森公園

②高齢者作品展 市内に住む60歳以上の人 ９月12日（木）
～17日（火）

イオン鹿児島鴨
池店　

③ゲートボール
大会

市内に住む60歳以上の人
（１チーム５～８人）

９月13日（金）
９時～

鹿児島ふれあい
スポーツランド

④ウォークラリ
ー大会

市内に住む60歳以上の人
が１人以上いるチーム
（１チーム２～５人、子ど
もも可）

９月21日（土）
９時～

天文館公園
※集合場所

⑤ソフトテニス
大会

市内に住む60歳以上のペア
（男・女ダブルス、混合ダ
ブルス）

９月28日（土）
８時30分～ 東開庭球場

料無料
◇申込期限　 AとBの⑤は９月８日、Bの①②③は８月４日、Bの

④は９月20日（いずれも必着）
申Aははがきかファクス、メール（１通５人まで）でBは長寿支援課
や各支所、各地域福祉館などにある所定の申込書を郵送かファク
ス、メールで各申込期限までに〒890-0051高麗町5-25㈱MBCサ
ンステージ☎255-6144D285-1161メールevent@sunstage.co.jpへ
問長寿支援課☎216-1266D224-1539

演　題 講　師
性感染症・HIV（エイズ）につ
いて

中村佐知子氏
（中村（哲）産婦人科内科院長）

施設における感染対策－標
準予防策・麻疹・風疹・百日
咳等－

前永和枝氏
（まろにえ介護老人保健施設看護部長）

結核について 川畑了大氏（南部保健センター主幹）
期８月９日（金）13時30分～16時30分　所市民文化ホール　定900人
料無料　申不要　問保健予防課☎803-7023D803-7026

男性のチャレンジ支援セミナー　託
内パートナーとの接し方や料理
に関する知識や技術を学び、男
性の家庭生活への参画を応援す
る講座　対市内に住むか通勤・
通学する男性

コース １日目
（10時～12時）

２日目
（10時～13時）

① ８月３日（土）８月10日（土）
② ８月24日（土）８月31日（土）

※①と②は内容が異なります
（両方申し込
み可）　所サ
ンエールかご
しま　定各12
人　料無料
（材料費は実費負担）　申往復
はがきかファクス、メールで希
望コースも7月25日（必着）までに
〒890-0054鹿児島市荒田一丁目
4-1男女共同参画推進課☎813-
0852D813-0937メールdanjokyodo
@city.kagoshima.lg.jpへ

わくわく英会話入門講座
内あいさつや自己紹介、店やホ
テル、レストランでの会話など
英会話の基礎を学び、英会話に
慣れ親しむ講座　対市内に住む
か通勤・通学する15歳～40歳の
人　期８月20日～10月８日の毎
週火曜日19時～21時（全８回）　
所市教育総合センター　定25人
料無料（教材費は自己負担）　
申往復はがき（１人１枚）で７月
31日（必着）までに〒892-0816山
下町6-1青少年課☎227-1971へ
菜
さ

和
わ

野
や

果
か

料理教室
◇バランスの良いメニューを食
生活改善推進員と一緒に作りま
す　対市内に住む18歳以上の人
期９月６日（金）10時～13時　
所南部保健センター　定24人
（先着順）　料500円程度　申電
話で７月29日～８月29日までに
南部保健セン
ター☎268-2315
へ

学び・文化

クルーズ船の入港情報
船　名 入港日 入港時間 出港時間

スペクトラム・オブ・ザ・シーズ
 （16万8666トン）

７月４日（木） ７時 18時
７月26日（金） 13時 21時
７月30日（火） ７時 17時
８月９日（金） 13時 21時

コスタ・ベネチア
（13万5500トン）

７月６日（土） ７時 16時７月15日（祝）
７月25日（木） ８時 20時８月７日（水）

エクスプローラー・ドリーム
（７万5338トン）

７月７日（日） 12時 22時
７月12日（金） ８時 17時
７月21日（日） 12時 21時８月５日（月）

MSCスプレンディダ （13万7936トン）７月11日（木） 13時
マジェスティック・プリンセス

（14万4216トン）
７月13日（土） ７時 17時
７月27日（土） ８時 21時

ボイジャー・オブ・ザ・シーズ
（13万8194トン）８月６日（火） ７時 19時

オーシャンドリーム （３万5265トン）８月８日（木） ６時 20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

マリンポートかごしま
クルーズターミナルへのアクセス
脇田バス停から約1700ｍ
ＪＲ宇宿駅・市電脇田電停から約2100ｍ

至鹿児島
中央駅

脇
田
電
停

宇
宿
駅

至谷山駅
至谷山

マリンポート
かごしま

至市内
中心部

脇
田
バ
ス
停

国
道
２
２
５
号

産
業
道
路

スクエア
モール

ハンズ
マン

オプシア
ミスミ

マリンポート
かごしま
位置図

コスタ・ベネチア

麻丘 めぐみ 氏
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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

四季の花園（ヒマワリの開花）
◇都市農業センターの大花壇
「四季の花園」のヒマワリは、
７月中旬から８月上旬が見頃で
す　問都市農業センター☎238-
2666D238-2682
市民ギャラリー
展示期間 展示名称

７月８日（月）～
12日（金）

伊敷写友会写真
展

７月16日（火）～
19日（金）

鹿児島市の再生
可能エネルギー
について

７月22日（月）～
26日（金）

かな書道コスモ
ス書道展

７月29日（月）～
８月２日（金）

ユニセフ写真パ
ネル展　長谷部
誠大使がたどる
「ワクチンの旅」

８月５日（月）～
９日（金）

第22回平和美術
展

所本庁東別館１階　問サンサン
コールかごしま☎099-808-3333
サンエールプチシネマ　　託
◇上映作品…ぼくたちは見た－
ガザ・サムニ家の子どもたち－
（日本語字幕）　対市内に住むか
通勤・通学する人　期７月18日
（木）10時30分～、13時30分～　
所サンエールかごしま　定各50
人（当日先着順）　※託児は３日
前までに要予約　料無料　問男
女共同参画推進課☎813-0852
D813-0937
養護老人ホーム喜入園　六月灯
内ボンボン釣りや綿菓子、かき
氷の出店など　期７月18日（木）
18時～20時　問喜入園☎・D345-
0106
維新ふるさと館　開館時間延長
◇７月20日（土）・21日（日）・27
日（土）・28日（日）、８月３日
（土）・４日（日）・10日（土）～18
日（日）・25日（日）は18時まで開
館時間を延長します（入館は17
時30分まで）　問維新ふるさと
館☎239-7700D239-7800

鹿児島ユナイテッドＦＣ情報
対戦チーム 日　時

FC岐阜 ７月20日（土）
19時～

Ｖ・ファーレン
長崎

７月27日（土）
19時～

ジェフユナイテッ
ド千葉

８月４日（日）
19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
らららフェスタ2019
内ステージシ
ョーや豪華景
品が当たる大
抽選会など　
期７月20日（土）17時～21時　
所郡山体育館・屋外飲食会場　
問スパランド裸

ら

・楽
ら

・良
ら

☎245-
7070D245-7088
かんまちあ軽トラ市
内県内各地の新鮮な野菜や加工
品などの販売　期７月21日（日）
８時～13時　所かんまちあ
問かんまちあ管理事務所☎225-
4141D225-4145
道の駅喜入　喜楽市
内喜入地域の農産物や特産品な
どの販売、試食会など　期７月
21日（日）10時～15時　問マリン
ピア喜入☎345-1117D345-3412
消費生活パネル展
◇最近の消費者トラブルや消費
生活に役立つ身近な情報のパネ
ル展示　期７月22日（月）～28日
（日）　所イオンモール鹿児島
（東開町）　問市消費生活セン
ター☎258-3611D258-3712
平和の尊さを語り継ごう
① 鹿児島市の戦災と復興資料・
写真展

内空襲で焼失した市街地や戦災
復興工事の写真、市民から寄贈
された戦災資料などの展示　
期７月24日（水）～８月21日（水）
９時30分～21時（土・日曜日は
18時）　所市立図書館　

②原爆パネル展
内広島・長崎の原爆投下による
被災状況の写真の展示（協力：
県原爆被爆者協議会）　期８月
１日（木）～９日（金）　所本庁東
別館ロビー　
①②共
料無料　問総務部総務課☎216-
1125D224-8900
桜島・錦江湾横断遠泳大会
◇桜島小池
海岸から磯
海岸までの
4.2㎞を団
体で遠泳す
るのでご覧ください　期７月28
日（日）９時～14時　問桜島・錦
江湾横断遠泳大会事務局☎229-
4222D229-4173
真夏の旬のキャンペーン
内市内各地域の農産物・農水産
加工品のPR販売　期８月１日
（木）・２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
世界遺産・ジオパークバスツアー
◇本市の世界文化遺産やその周
辺の桜島・錦江湾ジオパークの
見どころを巡ります　対どなた
でも（中学生以下は保護者同伴）
期①８月４日（日）、②９月15日
（日）、③10月12日（土）、④11月
９日（土）の９時～16時　◇鹿児
島中央駅西口発着　定各30人　
料高校生以上1800円、小・中学
生1300円、未就学児無料（昼食
代・入場料込み）　申ファクス
かメール（１通５人まで）で①は
７月22日、②は９月２日、③
は９月30日、④は10月28日 （い
ずれも必着）までに〒891-1202
西伊敷7-24-13㈱タジマ旅行事
業部☎0996-44-2334D0996-44-
4585メールinfo@tabi-coco.comへ
※県知事登録旅行業地域-245号

大工による包丁研ぎ
期８月４日（日）10時～14時（受
け付けは13時まで）　所天保山
公園　料無料　◇親子木工教室
もあります　申不要　問県建設
技能者組合☎226-5239
親子手洗い教室と食品売場・
バックヤードツアー
対中学生以下の子と保護者　
期８月７日（水）10時30分～11時
30分、13時30分～14時30分　
所イオンモール鹿児島（東開町）
定各30人（先着順）　料無料　
申電話で７月10日から８月５日
までに生活衛生課☎803-6885へ

海づり公園フィッシングスクール
①レディース
対釣り初心者の女性　期７月20
日（土）９時～12時30分　
②初心者向け
対釣り初心者　期８月３日（土）
９時～12時30分　
①②共
◇小学生以
下は保護者
同伴
所鴨池海づ
り公園・桜
島海づり公
園　定鴨池
海づり公園40人、桜島海づり公
園20人　料釣り料金など　◇釣
りざおの無料貸し出しあり　
申電話で鴨池海づり公園☎252-
1021、桜島海づり公園☎293-
3937へ
ふれあい館「夏のダンスフェス」
内利用者やボランティアグルー
プによるダンスの発表会など　
期７月27日（土）10時～12時
所市知的障害者福祉センター
（ふれあい館）　料無料　問ふれ
あい館☎264-8711D264-8884

おでかけ情報
 応募要領は18面 

スポーツ・健康づくり
18面にも掲載

鹿児島市制130周年記念 ぐるっとかごしまスタンプラリー2019
◇９エリア43カ所のラリーポイントに
ある専用スタンプを台紙に押して応
募してください。スタンプの数に応
じて、抽選で旅行券や特産品などの
賞品が当たります

◇本市スマートフォン
アプリ「かごぷり」
をダウンロードすれ
ば、アプリ上でスタ
ンプを集めることが
できます

期12月18日(水)まで
◇締め切り…12月18日（消印有効）
◇申し込み方法など詳しくは市HPか各
ラリーポイント、本庁東別館１階総
合案内、各支所などにある台紙をご
覧ください

エリアとラリーポイント

郡山

中央

吉田

吉野伊敷

松元

谷山

喜入

桜島

郡山エリア
花尾神社、スパランド裸

ら

・楽
ら

・良
ら

、
八重の里、郡山ふるさとまつり

吉田エリア
輝
き

楽
ら

里
り

よしだ館、吉田文化体育センタ
ー、渓谷苑、よしだふるさとまつり

吉野エリア
寺山炭窯跡、関吉の疎水
溝、吉野公園、農産物直
売所ごしょらん

桜島エリア
湯之平展望所、道の駅「桜島」火の島めぐみ館、
改新交流センター、黒神埋没鳥居、有村溶岩展望
所、桜島火の島祭り

中央エリア
異人館、交通局、かごしま水族館、維新ふるさと館、天文館まち
の駅「ゆめりあ」、市立科学館、かんまちあ

伊敷エリア
都市農業センター、かごしま健康
の森公園、旧島津氏玉里邸庭園、
竹産業振興センター

松元エリア
中村晋也美術館、都市農村交流セ
ンターお茶の里、松元平野岡体育
館、フェスタまつもと

喜入エリア
グリーンファーム（観光農業公園）、マリンピア喜入（道の駅）、
旧麓ふれあい広場、喜入わいわいまつり

谷山エリア
平川動物公園、鹿児島ふるさと物産館、
鹿児島ふれあいスポーツランド、
ふるさと考古歴史館、慈眼寺公園、
谷山ふるさと祭

かごぷりダウンロード

問サンサンコールかごしま☎099-808-3333


