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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）

母親・父親になるための準備
教室（ママ・パパ学級）
内妊産婦の栄養、妊婦体操と補
助動作、もく浴の仕方など　
対初めての出産を迎える人と家
族　期８月６日・20日・27日の
火曜日13時30分～16時（全３回）
定40人程度　料無料　申詳しく
は南部保健センター☎268-2315
D268-2928へ

講　座
西部保健センター　育児教室
内子どもの病気や発育・離乳食
など　対今年２月～５月に生ま
れた初めての子どもを持つ親
と家族　期８月20日（火）・30日
（金）・９月３日（火）の13時30分
～15時30分（全３回）　定40組
（先着順）　料無料　申電話で７
月16日から西部保健センター
☎252－8522へ
ヤングキッチン　　　　　託
対妊婦・子育て中の母親　期８
月23日（金）10時～13時　所南部
保健センター　定16人（先着順）
料600円程度　申電話で７月16
日～８月15日までに南部保健セ
ンター☎268-2315へ

　姉妹都市であるアメリカのマイアミ市やイタリアのナポリ市、友
好都市である中国の長沙市に学生を派遣します。
対市内に住み、市の事業による海外渡航の経験がない中学生や高校
生、大学生など　※未成年者は保護者も市内在住

◇派遣時期・期間
　長沙市…10月（予定）・約１週間（高校生、大学生など８人）
　マイアミ市…11月（予定）・約２週間（中学生６人、高校生２人）
　ナポリ市…11月中旬・約２週間（高校生、大学生など８人）
◇選考方法　作文、個人面接
料渡航費用の80％以内を市が補助
申中学生・高校生は市内の中学校・高校にある参加申込書を学校に
提出（市外の学校は国際交流課へ問い合わせを）、大学生などは
市内の大学や短期大学などにある申込書（市HPからダウンロード
可）を直接か郵送で7月19日（必着）までに、〒892-8677山下町11-1
国際交流課☎216-1131へ

①チェコ少女合唱団「イトロ」
②吹奏楽によるドラゴンクエストコンサート
③広
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対小学４年生～中学３年生と保護者
期①12月７日（土）14時、②２月９日（日）15時、③３月６日（金）19時
所市民文化ホール　定①25組、②25組、③25組
申市民文化ホールHPの応募フォームで①②は７月31日、③は８月１
日～31日までに市民文化ホール☎257-8111へ

　夏休み期間中（７月20日～９月１日）、市電・市バス、カゴシマ
シティビュー、サクラジマアイランドビュー、観光レトロ電車に
乗り放題の「夏休みチャレンジパス」を発売中。史跡巡りなどに
ご利用ください。
◇観光施設や桜島フェリーの割引などの特典も
　あります
料中学生・高校生4000円、小学生2000円　
問交通局内乗車券発売所☎257-2101D258-6741

羽ばたけ世界へ　青少年の翼団員募集

無料でご招待 親子で芸術鑑賞！夏休みチャレンジパスで出掛けよう
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宿泊体験学習

内ものづくり体験や自然体験、
調理体験などのふれあい交流　
対小学４年～６年生　期７月23
日（火）13時～24日（水）15時の１
泊２日　定30人　料7000円（１泊
３食付き）　申専用申込書を郵送
かファクス、メールで７月13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-kenkou
kouryu@spa-ra
rara.comへ

楽しく学ぼうキッズ献血
内献血模擬体験や血液センター
の見学など　対小学４年～６年
生と保護者　期７月26日（金）～
28日（日）の９時30分～12時、13
時30分～16時　所県赤十字血液
センター　定各30組　料無料　
申詳しくは県赤十字血液センタ
ー総務課☎257-3141D257-3144
へ

海の日
ファミリーフィッシング大会
対小・中学生と親（２人１組）　
期７月15日（祝）６時～15時　
所①鴨池海づり公園、②桜島海
づり公園　定なし　料釣り料な
ど通常料金　◇「大物賞」、「大漁
賞」の各１組に賞品があります
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

親子郷土料理教室
◇献立…かいのこ汁、落下生豆
腐、きんかん豆腐など　対小学
生と保護者
実施日 場　所

７月26日（金）西部保健センター
北部保健センター

７月30日（火）東部保健センター
南部保健センター

７月31日（水）中央保健センター
◇時間はいずれも10時～13時30
分　定各10組（先着順）　料１人
500円程度（保険料含む）　申電話
で７月12日から各保健センター
（15面）へ

青果市場・グリーンファーム探検隊
対小学生と保
護者　期７月
27日（土）６時
30分～12時 
所青果市場・グリーンファーム
定50人　料無料　申はがきかメ
ールで７月13日（必着）までに
〒891-0115東開町11-1青果市場
☎267-1311メールseika@city.kago
shima.lg.jpへ

夏休みこども釣り大会
対中学生以下（小学生以下は保
護者同伴）　期７月21日（日）～
31日（水）の６時～15時（随時）　
所①鴨池海づり公園、②桜島海
づり公園　定なし　料釣り料な
ど通常料金　◇「大物賞」、「大漁
賞」各１人に賞品があります
申当日窓口で受け付け　問①は
鴨池海づり公園☎252-1021、②
は桜島海づり公園☎293-3937

みかん園でピクニック
内果実の間引
き体験と青空
の下で楽しい
昼食会　対小
学４年～６年
生と保護者　期７月27日（土）10
時～13時　所鬼塚望岳園（五ケ別
府町）　定10組（先着順）　料無
料　申電話で７月16日～24日ま
でに谷山農林課☎269-8484へ

パパと一緒にキッズクッキング 託
対小学生と父親　期８月４日
（日）10時～13時　所サンエール
かごしま　定９組　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７月25
日（必着）までに〒890-0054荒田
一丁目4-1男女共同参画推進課
☎813-0852D813-0937メールdanjo
kyodo@city.kagoshima.lg.jp
へ

親子で体験！夏の郷土料理教室
対小・中学生と親　期７月27日
（土）10時～13時30分　所都市農
業センター　定12組　料１人500
円　申はがきかメールで７月16
日（必着）までに〒892-8677山下
町11-1生産流通課☎216-1338
メールseisan-ry
utu@city.ka
goshima.lg.
jpへ

せせらぎ広場プール水泳教室
対泳げない小学生　期８月５日
（月）～９日（金）の10時～12時
（全５回）　所松元せせらぎ広場
プール　定20人　料１回100円
（プール利用料）　申往復はがき
で７月19日（消印有効）までに
〒899-2703上谷口町3400松元平
野岡体育館☎278-5100へ

夏だ!!森で遊ぼう
～森林づくりと木工教室～
対小学生と保護者　期８月11日
（祝）９時～12時　所千年の森
（西俣町）　定15組60人　料１人
100円（保険料など）　申郵送か
ファクス、メールで７月31日（消
印有効）までに〒892-8677山下
町11-1生産流通課☎216-1341
D216-1336メールseisan-rinmu@ci
ty.kagoshima.lg.jpへ

ニガウリの収穫体験
対市内に住む親子（５歳以上）　
期８月10 日（土）10時～12時　
◇集合場所…郡山支所　定40人
料無料　申往復はがきで７月25 
日（必着）までに〒891-1192郡山町
141郡山農林事務所☎298-4861へ

農業体験イン八重の棚田
草取り体験

期７月28日（日）10時～12時　
所八重棚田館　料無料　◇タオ
ル・着替え持参　申電話かファ
クスで７月26日までに郡山農林
事務所☎298-4861D298-2916へ

小学生向け

夏だ！遊ぼう、学ぼう。

幼児～

どなたでも

小・中学生向け

01 夏休み
チャレンジパス
01 夏休み
チャレンジパス
01 夏休み
チャレンジパス
01 夏休み
チャレンジパス
01 夏休み
チャレンジパス
01 夏休み
チャレンジパス
市 電 ・ 市 バ ス

乗 り 放 題

《必ずお読みくだ
さい》

1. この乗車券の利用方法について

●有効期間中、この乗車券で市電・市バスの全路線・カゴシマシテ

ィビュー・サクラジマアイランドビュー・観光レトロ電車（土日祝

のみ運行）に、何回でも乗ることができます。 ただし、定期観光バ

スと民間バスは利用対象外です。

この乗車券で乗車する小学生に同伴する方（中学生以上で2人ま

で）は、1人につき1乗車100円（観光レトロ電車は200円）で利

用できます。ただし、割引は現金支払いの方のみです。ICカード乗

車券では、同伴者割引が適用されませんのでご注意ください。

●市電・市バスから降りるときに、運転手にはっきりとこの乗車

券を見せてください。（同伴者割引を受ける方は、同伴者で

あることを運転手に必ず申し出てください。）

2. 入館料などの割引について

●入館料などの割引をしてもらうとき

　施設に入るときに、この乗車券を受付の窓口に見せてください。

　【割引を受けられるのはこの乗車券を使用する本人とその同伴者

（中学生以上）2人までです。】

　他の割引サービスといっしょに、割引を受けることはできません。

3. ご　注　意
●この乗車券に書いてあることを勝手に書き直したり、正しくない

使い方をしたときは、この乗車券は使えなくなります。そして、決

められた乗車回数または乗車した区間で支払う料金の2倍の料

金をいただきます。

●この乗車券をなくした場合は、新しく買いなおしていただきます。

●この乗車券に書いてある氏名や学年などを書き換える必要があ

るときは、発売所の係員に申し出てください。

発売日 ： 令和元年　　　　月　　　　日　鹿児島市交通局

入館料などの割引のある施設（19か所）

①西郷南洲顕彰館  ②ふるさと考古歴史館  ③市立美術館  ④かごしま近代文

学館・メルヘン館  ⑤市立科学館  ⑥旧鹿児島紡績所技師館（異人館）  ⑦維新

ふるさと館  ⑧かごしま水族館  ⑨県歴史資料センター黎明館  ⑩桜島フェリー  

⑪桜島マグマ温泉  ⑫平川動物公園  ⑬かごしま文化工芸村  ⑭仙巌園（磯庭

園）・尚古集成館  ⑮桜島海づり公園  ⑯鴨池海づり公園  ⑰鹿児島ミッテ10 

※IMAX・特別興行は割引対象外  ⑱天文館シネマパラダイス  ⑲アミュラン

名前
様

学校名
小学校　　年 小学生

2000円

写真
縦3.0cm
横2.5cm

同伴者２名まで割引[現金支払いの場合のみ]

夏休み子供乗車券
鹿児島市交通局

有効期間/令和元年7月20日（土）から9月1日（日）まで

※定期観光バス・民間バスは利用対象外

KIRIKO

市 電 ・ 市 バ ス
乗 り 放 題 入館料などの割引のある施設（19か所）

①西郷南洲顕彰館  ②ふるさと考古歴史館  ③市立美術館  ④かごしま近代文
学館・メルヘン館  ⑤市立科学館  ⑥旧鹿児島紡績所技師館（異人館）  ⑦維新
ふるさと館  ⑧かごしま水族館  ⑨県歴史資料センター黎明館  ⑩桜島フェリー  
⑪桜島マグマ温泉  ⑫平川動物公園  ⑬かごしま文化工芸村  ⑭仙巌園（磯庭
園）・尚古集成館  ⑮桜島海づり公園  ⑯鴨池海づり公園  ⑰鹿児島ミッテ10 
※IMAX・特別興行は割引対象外  ⑱天文館シネマパラダイス  ⑲アミュラン

夏休み子供乗車券
鹿児島市交通局

名前 様

学校名 中学校　　年 中学生

4000円

写真
縦3.0cm
横2.5cm

《必ずお読みください》
1. この乗車券の利用方法について

●有効期間中、この乗車券で市電・市バスの全路線・カゴシマシ
ティビュー・サクラジマアイランドビュー・観光レトロ電車（土日
祝のみ運行）に何回でも乗車できます。 ただし、定期観光バスと
民間バスは利用対象外です。

●市電・市バスから降車するときに、運転手にはっきりとこ
の乗車券を見せてください。

　（※同伴者割引はありません。）

2. 入館料などの割引について

●入館料などの割引を受ける場合
　施設に入るときに、この乗車券を受付の窓口に見せてくだ

さい。
　他の割引制度との重複利用はできません。

3. ご　注　意
●この乗車券の記載表示事項を書き直したり、又は不正に使用

したときは、この乗車券を無効として回収し、規定の乗車
回数又は乗車した区間に相当する普通料金及びそれと同額
の割増料金を頂きます。

●この乗車券を紛失した場合は、再発行は致しません。
●この乗車券の記載事項を変更する必要があるときは、発売

所の係員に申し出てください。

発売日 ： 令和元年　　　　月　　　　日　鹿児島市交通局

有効期間/令和元年7月20日（土）から9月1日（日）まで

※定期観光バス・民間バスは利用対象外

01夏休み
チャレンジパス
01夏休み
チャレンジパス
01夏休み
チャレンジパス
01夏休み
チャレンジパス
01 夏休み
チャレンジパス
01 夏休み
チャレンジパス
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