
2019年（令和元年）８月号 18イベント・講座かごしま市民のひろば

　
　
　 

＋ 

＋
　

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）

自分も相手も尊重するアサー
ティブな自己表現講座 　 託
対市内に住むか通勤・通学する
人　期９月７日～10月19日の毎
週土曜日10時～12時（９月14日、
10月12日を除く全５回）　所サ
ンエールかごしま　定30人
料無料　申往復はがきかファク
ス、メールで８月27日（必着）ま
でに〒890-0054荒田一丁目4-1
男女共同参画推進課☎813-0852
D813-0937メールdanjokyodo@city.
kagoshima.lg.jpへ
上級救命講習
内心肺蘇生法、AEDの使用法、
各種応急手当など　対市内に住
むか通勤・通学する人　期９月
14日（土）９時～18時　所消防総
合訓練研修センター　定30人
（先着順）　料無料　申電話で８
月14日の８時30分から消防局警
防課☎222-0960へ　※土・日曜
日を除く
いきいき料理教室
（健康づくり料理教室）
◇食生活改善推進員と一緒に減
塩メニューを作ります　対市内
に住む人　期９月19日（木）10時
～13時30分　所西部保健センタ
ー　定20人（先着順）　料500円
程度（材料代）　申電話で８月19
日から西部保健センター☎252-
8522へ

「薩摩から日本を変えよう～
薩摩編」第七回シンポジウム
令和のはじまりに考える鹿児島
内福原健一氏（NHKグローバル
メディアサービス チーフ・プ
ロデューサー）、塩田康一氏（鹿
児島市関東交友会副会長）、渡
康
やす

嘉
よし

氏（日本JC2018年度副会
頭）、中島身

み

依
え

氏（タレント）に
よる対談と加

か

来
く

耕三氏（歴史家・
作家）による講演　期９月21日
（土）14時～17時　所パレスイン
鹿児島　定500人　料1000円（学
生無料）　申詳しくは市関東交
友会事務局☎090-2445-7290へ
認知症あんしんセミナー
◇演題…認知症の早期発見から
治療・対応・支援について～認
知症ケアパス～　◇講師…長
友医

い

継
つぎ

氏（市地域包括支援セン
ター嘱託医）　◇相談員による
相談コーナーもあります　対市
内に住む人　期９月25日（水）13
時30分～15時　所中央公民館
定400人　料無料　申はがきか
ファクス、メールで相談の有無
も９月17日（必着）までに〒890-
0072新栄町1-11長寿あんしん相談
センター本部☎813-8555D813-
1041メールanshin@kg-shien.orgへ

学び・文化
19面にも掲載

高齢者福祉センター教養講座

健康のための教室・講座

場所・所在地・問い合わせ先 講座名 日　時 定　員 回　数 開講日

高齢者福祉センター谷山
〒891-0117西谷山一丁目1-7
☎268-3331D268-1550

美文字書きかた講座 第１・３火曜日の10時～11時30分 30

各10

9月3日
初心者でも楽しめるエコクラフト 第１・３木曜日の13時30分～15時 20 9月5日
楽しいミュージックレクリエーション 第１・３土曜日の10時～11時30分

各30
9月7日

心も体も元気になる簡単ストレッチ 第２・４火曜日の10時～11時30分 9月10日
楽しくて健康！スポーツ吹矢 第２・４金曜日の10時～11時30分 20 9月13日

高齢者福祉センター郡山
〒891-1105郡山町176
☎・D298-2278

手足からの健康づくり講座
第１・３火曜日の10時～11時30分

20

各10
9月3日

楽しく歌う懐メロ講座 30
生き生き脳若トレーニング講座 第２・４水曜日の10時～11時30分 20 9月11日
季節の家庭料理講座 第２・４金曜日の10時～12時30分 10 9月13日

高齢者福祉センター伊敷
〒890-0005下伊敷一丁目10-3
☎220-3700D220-3711

なつかしい歌を一緒に歌いましょう！ 第１・３土曜日の14時～15時30分
各30

各10

9月7日
認知症予防体操 第２・４木曜日の10時～11時30分

9月12日
はじめてのペン習字 第２・４木曜日の13時～14時30分

各20
史跡を巡る歴史講座 第２・４金曜日の13時～14時30分

9月13日
簡単ヨガ！ 第２・４金曜日の10時～11時30分 30

高齢者福祉センター吉野
〒892-0871吉野町3275-3
☎244-5681D244-5641

脳活！健康体操 第２・４火曜日の10時～11時30分
各25

各10
9月10日

楽しい唱歌 第２・４火曜日の14時～15時30分
毛筆習字入門 第２・４水曜日の10時～11時30分

各20
9月11日

基礎から学ぶガーデニング（座学） 第２・４金曜日の10時～11時30分 ８ 9月13日
楽しいスポーツウエルネス吹矢 第２・４土曜日の14時～15時30分 25 10 9月14日

高齢者福祉センター桜島
〒891-1419桜島横山町1722-17
☎293-2951D293-2969

楽しいグラウンドゴルフ 毎月10日・20日の９時～10時30分 40

各10

9月10日
エコクラフト（初級） 第２・４水曜日の10時～11時30分

各15
9月11日エコクラフト（中級） 第２・４水曜日の13時30分～15時

いきいき健康体操 第２・４水曜日の10時～11時30分 20
対市内に住む65歳以上の人　料無料（材料費などは実費負担）　
申往復はがき（１枚１講座）かファクスで講座名、ファクス番号も８月20日（必着）までに各高齢者福祉センターへ

講座・教室 日　時 場　所
①脳活性チャレンジ講座
　（１回目）黒野明

あ
日
す
嗣
つぐ
氏（いづろ今村病

院院長）による講話「認知症とその予
防について」

　保健師による講話「認知症の方とその
家族の支援について」

８月23日（金）
14時～16時

北部保健
センター

　（２回目）保健師による講話「脳活性
チャレンジ」

　中村美奈子氏（運動指導員）による講話
と実技指導「運動による認知症予防」

８月28日（水）
14時～16時

②血管から見る生活習慣病重症化予防教室
　管理栄養士による講話「からだにやさ
しい食生活」

　吉留早木子氏（運動指導員）による運動
実技「誰でもカンタン！イスに座って
体操」※フェイスタオル持参

８月26日（月）
14時～16時

中央保健
センター

③脳活性チャレンジ講座
　（１回目）濵田努氏（きいれ浜田クリ
ニック院長）による講話「誰でも分か
る認知症の方の気持ち」

８月27日（火）
14時～15時30分

松元支所
　（２回目）管理栄養士による講話「しっ
かり食べて認知症予防！」

　高司佳代氏（運動指導員）による運動の
実技「今日から始めよう楽しい体操」

９月３日（火）
14時～16時

④脳活性チャレンジ講座
　 認知症予防に関する管理栄養士による
食事の講話、運動指導員による運動の
講話や実技

９月２日（月）
13時30分～16時

桜島地区
保健セン
ター

対市内に住む人　定なし　料無料　申不要　
問①北部保健センター☎244-5693D244-5698、②中央保健セン
ター☎258-2370D258-2392、③松元保健福祉課☎278-5417D278-
4097、④桜島保健福祉課☎293-2360D293-3744
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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

桜島・錦江湾ジオパーク
スタンプラリースタート！
◇スタンプを集めると抽選で賞
品が当たります　期11月30日
（土）まで　◇詳しくは桜島・錦
江湾ジオパークHPか世界遺産・
ジオパーク推進課☎216-1313へ
サンエールプチシネマ　　　
◇上映作品…ピノキオ（日本語
吹替）　対市内に住むか通勤・
通学する人　期８月８日（木）10
時30分～、13時30分～　所サン
エールかごしま　定400人（当日
先着順）　料無料　問男女共同参
画推進課☎813-0852D813-0937
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
された農作物の㏚販売　期８月
10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
下水道展かごしま
内下水道クイズラリー、パネル・
水処理模型の展示、微生物の顕
微鏡観察な
ど　期８月
15日（木）～
19日（月）の
９時30分～
18時（19日は17時まで）　所市立
科学館　料無料　問水道局下水
道管路課☎213-8542D257-7464
３×３.EXE PREMIER鹿児島大会
内地元のプロチーム「EXPLORE
RS KAGOSHIMA.EXE」が出場
する３人制バスケットボールの
大会　期８月17日（土）・18日
（日）の13時～16時30分　所アミ
ュ広場　料無料（コートサイド
席のみ有料、要申し込み）　
◇申し込み方法など詳しくは
EXPLORERS KAGOSHIMA.
EXE運営事務局☎080-1772-9357
D223-3901へ
鹿児島ユナイテッドＦＣ
ホームゲーム情報
対戦チーム 日　時

愛媛FC ８月17日（土）19時
キックオフ

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
ふれあい出前コンサート
◇出演者…アンサンブル南星　
期８月18日（日）13時30分～14時
20分　所マリンピア喜入　
定200人　料無料　問谷山サザ
ンホール☎260-2033D267-4256

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８月
18日（日）10時～15時　問マリン
ピア喜入☎345-1117D345-3412
マリンピア喜入休館日変更
◇８月の休館日…８月19日（月）
◇12日（振休）は開館します
問マリンピア喜入☎345-1117
D345-3412

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８月25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

国際交流探訪バスツアー
◇伊佐市を巡りながら国際交流
をする日帰りバスツアーで曽木
発電所遺構見学、ドラゴンボー
ト、ピザ焼き体験などを行いま
す　対市内に住むか通勤・通学
する人、在住外国人　期８月25
日（日）９時～18時　◇集合場所
…かごしま市民福祉プラザ
定80人　料2500円  ※国際交流
財団会員・外国人は2000円
申はがきかファクス、メール
で８月16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koku
sai@kiex.jpへ
旧島津氏玉里邸庭園の上御庭
一般公開
期８月31日（土）　料無料　問文
化財課☎227-1962D222-8796

初心者ナイターテニス（硬式）教室
対市内に住む18歳以上の人（学
生を除く）　期９月３日～９月19
日の毎週火・木曜日19時～21時
（全６回）　所東開庭球場　定30
人　料200円（保険料）　申往復
はがきで８月26日（必着）までに
〒891-0115東開町2-1東開庭球場
☎・D268-5572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９月７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①
40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

こころの健康教室
◇演題…ストレスとうまく付き
合うために　◇講師…平川真理
子氏（メンタルケア鹿児島代表）
対市内に住む人　期８月23日
（金）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
☎216-1311D216-1308
ボランティア入門講座
内①子育て支援、②障害者支援
期①８月26日（月）10時30分～12
時、②９月９日（月）14時～15時
30分　所かごしま市民福祉プラ
ザ　定各20人程度（先着順）　
料無料　申はがきかファクス、
メールで①８月19日、②９月２
日（いずれも必着）までに〒892-
0816山下町15-1市社会福祉協議
会ボランティアセンター☎221-
6072D221-6075メールk-shakyo@
dondon-net.or.jpへ
心のとびらを開く家庭づくり講座
◇演題…子どもが困った時に大
人ができること　◇講師…益満
孝一氏（鹿児島純心女子短期大
学教授）　対市PTA会員、幼稚園・
学校関係者、行政関係者、市内
に住む人　期８月27日（火）13時
30分～16時30分　所中央公民館
定300人　料無料　申詳しくは青
少年課☎227-1971D227-1923へ

さくらじま白浜温泉センター
パッチワーク教室（小物作り）
対市内に住む人　期８月28日
（水）13時30分～15時30分　
定10人程度（先着順）　料無料　
申電話かファクスでシルバー
人材センター桜島支部☎245-
2200D245-2201へ（当日受け付
け可）

ダンボールコンポスト入門講座
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　期９月１日
（日）13時30分～15時　所グリー
ンファーム　定20世帯程度　
料無料　申電話で８月28日まで
にNPO法人かごしま市民環境
会議☎080-3500-3246へ

はじめてでもおいしく作れる
和食講座
内料理の基礎から応用まで、初
めての方でも和食をおいしく作
れて、楽しく学べる講座　対市
内に住むか通勤・通学する15歳
～40歳の人　期９月４日～10月
23日の毎週水曜日19時～21時
（全８回）　所青年会館　定20人
料4800円（食材費）　申往復はが
き（１人１枚）で８月22日（必着）
までに〒892-0816山下町6-1青
少年課☎227-1971へ

かごしまSwitch未来企画室
内NPO、企業などが参加する
地域課題の解決に取り組むワー
クショップと講座　対市内で活
動しているNPOや企業に所属し
ている人　期９月７日（土）、10月
12日（土）・29日（火）、11月19日
（火）、来年２月８日（土）の平日
は夜間、土曜は午後（全5回）　
所みなと大通り別館　定30人程
度　料無料　申はがきかファク
ス、メールで８月31日（必着）ま
でに〒892-0831船津町1-11-3階
（一社）鹿児島天文館総合研究所
Ten-Lab☎080-2785-4563D833-
3306メールinfo@ten-lab.orgへ
問市民協働課☎216-1204D216-
1207

スポーツ・健康づくりおでかけ情報
 応募要領は18面 

学び・文化
18面にも掲載

カゴシマシティビュー
夜景コース増便

◇運行日…８月の毎週金・
土曜日と８月13日（火）～
15日（木）の19時・20時（鹿
児島中央駅発）

※８月24日（土）は運休
問サンサンコールかごしま
☎808-3333


