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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）

市電・市バス
フォトコンテスト作品募集
◇街中を走る市電・市バスの写
真を募集します　◇申込期限…
９月30日（必着）　◇詳しくは交
通局HP・Facebookをご覧くだ
さい　問交通局総合企画課
☎257-2102D258-6741

１日お試し講座「ヨガと健康」託
対市内に住むか通勤する女性
（学生を除く）　期10月３日（木）
13時30分～15時30分　所勤労女
性センター　定50人　料無料　
申直接か電話で９月２日～20日
までに勤労女性センター☎255-
7039へ
ボランティア入門講座
～国際交流ボランティア～
◇演題…多文化共生に向けた国
際支援ボランティアについて　
◇講師…市国際交流財団職員　
期10月４日（金）10時30分～12時
所かごしま市民福祉プラザ　
定20人程度（先着順）　料無料
申はがきかファクス、メールで
９月７日から９月27日（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-sha
kyo@dondon-net.or.jpへ
親子お魚さばき方教室
内魚のさばき方講習　対県内に
住む小学生と保護者（２人１組）
期10月５日（土）11時～14時　
所魚類市場　定12組　料無料　
◇エプロン・三角巾・筆記用具
持参　申往復はがき（１組１枚）
で９月24日（必着）までに〒892-
0835城南町37-2
☎223-0310へ　
※“いお・かごし
ま”魚食普及拡大
推進協議会HPからも申し込み可
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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10月11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９月19日から南部保健セン
ター☎268-2315へ

女性活躍推進のための経営者・
管理職の意識改革プログラム
内①古川裕

ひろ

倫
のり

氏（（一社）彩
さい

志
し

義
ぎ

塾代表理事）による講演会、先
進企業２社の取り組み紹介、②
ワークショップ　対市内の経営
者や管理職の人など　期10月11
日（金）13時30分～17時　所ソー
ホーかごしま（本庁みなと大通
り別館）　定①80人、②30人　
料無料　申９月30日までに専
用HPの申し込みフ
ォームへ　問MBC
開発株式会社
☎225-0280
「ギタリストたちの饗宴」
鑑賞講座
内市内在住クラシックギター演
奏家による「ギタリストたちの
饗宴～荘

しょう

村
むら

清志、鈴木大介、大
萩康司、朴

ぱく

葵
きゅ

姫
ひ

～」をさらに楽
しむための鑑賞講座　対市内に
住む人　期10月14日（祝）15時～
16時30分　所市民文化ホール
定300人（先着順）　料無料　
申９月13日10時から電話で市民
文化ホール☎257-
8111へ　※同ホー
ルHPからも申し込
み可
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10月17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（材料費）　申電話で９月24
日から西部保健センター☎252-
8522へ
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10月19日
（土）14時～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10月15日まで
にNPO法人かごしま市民環境
会議☎080-3500-3246へ
サンサンヘルス料理教室
内食生活改善推進員との交流と
料理教室　対市内に住む人　
期10月24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
費）　申電話で10月７日から西
部保健センター☎252-8522へ

学び・文化
19面にも掲載

ふるさとの魅力を体験♪
①火の島まるごと体験事業～桜島の魅力体験コース～
内有村海岸での天然足湯掘り、火山灰アート体験、桜島ビジターセ
ンターや火の島めぐみ館の見学など

対市内に住む人　
期10月26日（土）９時30分～17時　
◇集合場所・時間…鹿児島中央駅西口・９時
　30分、みなと大通り公園・９時45分　
定50人　料１人300円（昼食は各自）　
問桜島支所桜島総務市民課☎293-2346D293-3744

②お茶の里味わい体験事業～そば打ち・野菜の収穫体験コース～
内そば打ち体験、野菜の収穫体験、都市農村交流センターお茶の里
での憩い・買い物など　

対市内に住む人（中学生以下は保護者同伴）　
期10月25日（金）、10月26日（土）８時50分～16時
◇集合場所・時間…みなと大通り公園・８時
  50分、鹿児島中央駅西口・９時５分　
定各回25人　
料１人300円（昼食は体験で調理したもの）　
問松元支所総務市民課☎278-2111D278-4097

③とっておき喜入体験事業～里山の秋体験コース～
内グリーンファームでの野菜収穫とピザ作り体験、石油基地の見学
など　

対市内に住む人　期10月27日（日）８時30分～17時　
◇集合場所・時間…みなと大通り公園・８時30分、鹿児島中央駅西
口・８時45分、谷山支所・９時15分　

定75人　料300円（昼食は各自持参）　
問喜入支所総務市民課☎345-1112D345-2600

①～③共
申はがきかファクス、メールで集合場所、②は希望日も①③は
９月30日、②は９月20日（いずれも必着）までに〒892-0847西
千石町1-24㈱霧島観光社☎226-3388D226-7623メールkirikan@po.
minc.ne.jpへ　※県知事旅行業第2-30号

青年会館講座
「美しい手書き文字講座」
内ボールペンや筆ペンでの書き
方　対市内に住むか通勤・通学
する15歳～40歳の人　期10月24
日～12月５日の毎週木曜日19時
～21時（全６回）　※11月28日を
除く　所青年会館　定20人　
料1000円（筆記用具代など）　
申往復はがき（１人１枚）で10月
７日（必着）までに〒892-0816山
下町6-1青少年課☎227-1971へ
エコドライブ講習会
内エコドライブの座学講習や実
車での実技講習と電気自動車の
試乗体験　対市内に住むか通
勤・通学している、運転免許証
を１年以上所持し普段運転する
人　期10月26日（土）９時～12時
30分、13時30分～17時　所県運
転技能向上センター　定各８人
料無料　申はがきかファクス、
メールで９月27日（消印有効）ま
でに〒891-0132七ツ島１丁目1-5
（一財）県環境技術協会☎284-
6013D284-6257メールco2＠kago
shima-env.or.jpへ

ふれあい園芸教室
内クリスマスローズの育て方　
◇講師…川口さゆり氏（花と緑
の相談員）　対市内に住む人　
期10月27日（日）10時～11時30分
所かごしま市民福祉プラザ　
定100人　料無料　申往復はが
き（１枚２人まで）で９月24日
（必着）までに〒892-8677山下町
11-1公園緑化課☎216-1368へ

青年会館講座「はじめてのフ
ラワーアレンジメント講座」
対市内に住むか通勤・通学する
15歳～40歳の人　期10月29日～
12月17日の毎週火曜日19時～21
時（全８回）　所青年会館　
定15人　料１回1800円（花代）　
申往復はがき（１人１枚）で10月
11日（必着）までに〒892-0816山
下町6-1青少年課☎227-1971へ
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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

市民ギャラリー
展示期間 東別館１階 西別館１階
９月９日
（月）～13
日（金）

和娘の会　
出逢い展

消費生活パ
ネル展

９月17日
（火）～20
日（金）

鹿児島市竹
工芸振興組
合、作品展

―

９月24日
（火）～27
日（金）

木彫り作品 ―

問サンサンコールかごしま
☎808-3333
燃ゆる感動かごしま国体セー
リング競技リハーサル大会
◇「高松宮妃記念杯
第65回全日本実業団
ヨット選手権大会 
第21回全日本セーリ
ングスピリッツ級選手権大会　
2019年全日本セーリング選手権
大会」を開催します　期９月14
日（土）12時30分～、15日（日）・
16日（祝）の９時30分～　所平川
特設セーリング会場　料無料
問国体総務課☎808-2478D808-
0083
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９月
15日（日）10時～15時　問マリン
ピア喜入☎345-1117D345-3412
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
モンテディオ
山形

９月15日（日）
19時キックオフ

京都サンガ
Ｆ.Ｃ.

９月28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
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９月15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

サンエールプチシネマ　　託
◇上映作品…４分間のピアニス
ト（日本語吹替）　対市内に住む
か通勤・通学する人　期９月19
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）　料無料　問男
女共同参画推進課☎813-0852
D813-0937

青果市場・生産地見学ツアー
内青果市場の施設や競り、生産
地（アグリタウン小山田）の見学
期９月28日（土）６時30分～12時
所青果市場、アグリタウン小山
田　定25人　料無料　申はがき
かメールで９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

リサイクル自転車フェア
◇売却台数…約50台　期10月27
日（日）９時30分～12時（受け付
けは10時まで）　所吉野公民館
定125人　申往復はがき（１人
１枚）で９月30日（必着）までに
〒892-8677山下町11-1道路管理
課リサイクル自転車フェア係へ
問サンサンコールかごしま
☎808-3333
～自然や人とふれあう旅～
グリーン・ツーリズムツアー
内野菜収穫やピザづくりなどの
ほか、農家民宿での田舎暮らし
を体験・宿泊するバスツアー　
期11月９日（土）10時～10日（日）
12時の１泊２日　※鹿児島中央
駅集合・解散　定５組（１組２
～４人）　料１人5980円（宿泊、
食事、体験料込み）　申電話か
ファクス、メールで性別、アレ
ルギーの有無も10月19日（必着）
までに〒892-0841照国町12-15南
国交通観光㈱☎239-6877D222-
3790メールtabi@nkk-bus.comへ
※県知事登録旅行業第2-14号　
担当課…グリーンツーリズム推
進課
よしだふるさとまつり
フリーマーケット出店者募集
対どなたでも（プロの販売業者
を除く）　◇飲食物、化粧品、
動物、電化製品、違法品などは
出品できません　期11月24日
（日）10時～15時　所吉田運動場
定84区画　料１区画（３ｍ×３
ｍ）1200円　申はがきで主な販
売商品、希望区画数（２区画ま
で）も９月13日～10月４日（必着）
までに〒891-1392本城町1696吉
田農林事務所ふるさとまつりフ
リマ係☎294-1217へ

第18回サンエールさわやか
ウェーブまつり出演団体募集
◇募集団体…ワークショップで
の体験や学習活動を発表する団
体　対市内に住むか通勤・通学
する人　期来年１月19日（日）～
26日（日）　所サンエールかごし
ま　◇出演団体は選考のうえ決
定　※参加者が体験できる内容
などを優先　申電話で内容を９
月28日までにサンエールかごし
まさわやかウェーブまつり係
☎813-0851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９月21
日（土）９時～12時30分　
②初心者向け　
対釣り初心者　期10月５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
金など通常料金　◇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
初心者ナイターソフトテニス
教室
対市内に住む18歳以上の人（学
生を除く）　期10月１日～17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９月23日（必着）までに〒891-
0115東開町2-1東開庭球場☎268-
5572へ
第３回レディース水泳教室
参加者募集
内水に慣れる・顔をつける・簡
単な泳法の習得、水中ウオーキ
ング　対市内に住む18歳以上の
水泳初心者の女性（学生を除く）
期10月４日～23日の毎週水・金
曜日14時30分～15時30分（全６
回）　所鴨池公園水泳プール　
定50人　料200円（保険料）　
申往復はがきで９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
第23回マリンピア喜入
いきいきウオーキング
対完歩可能な人　期11月３日
（祝）９時～12時30分　所マリン
ピア喜入から喜入前之浜地区周
回の約13㎞　定40人　料無料　
申マリンピア喜入にある専用申
込用紙を直接かファクス、メー
ルで10月18日（必着）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
第２回スパランド裸

ら

・楽
ら

・良
ら

杯
秋季グラウンド・ゴルフ大会
対どなたでも　期11月８日（金）
８時45分～14時　所郡山総合運
動場多目的競技場　定168チー
ム（１チーム５人）　料１チーム
5000円（弁当代込）　申スパラン
ド裸・楽・良にある専用申込用
紙を直接かファクス、メールで
10月16日までにスパランド裸・
楽・良☎245-7070D245-7088メールk-
kenkoukouryu@spa-rarara.
comへ

救急医療市民講座
◇演題…救える命を救いたい！
～あなたにも知って欲しい心肺
脳蘇生の重要性～　◇講師…垣
花泰之氏（鹿児島大学大学院教
授）　期９月16日（祝）14時～16
時30分　所市医師会館（加治屋
町）　定150人　料無料　申不要
問生活衛生課☎803-6881D803-
7026
さくらじま白浜温泉センター
陶芸教室
内ランプシェー
ド、皿、湯飲み、
茶わんなどの自由
作品作り　対市内に住む人　
期９月18日（水）14時～16時　
定10人程度（先着順）　料1500円
（材料費など）　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
気軽に学ぼう！ジオ講座　
◇演題…桜島のジオ資源とスト
ーリー　◇講師…福島大輔氏
（NPO法人桜島ミュージアム理
事長）　期９月19日（木）19時～
21時　所ソーホーかごしま（本
庁みなと大通り別館）　定50人
料無料　申電話かメールで９月
13日までにNPO法人桜島ミュ
ージアム☎245-2550メールinfo@sa
kurajima.gr.jpへ
高齢者すこやか温泉講座
内温泉や健康に関する講座と入
浴　◇講師…六三四氏（温泉ソ
ムリエ協会師範）　対市内に住
む65歳以上の人　期①９月22日
（日）②10月９日（水）　所①渓谷
苑（東佐多町）、②中山温泉（中
山町）　定各30人（先着順）
料200円（入浴料・記念プレゼン
ト代）　申電話かファクスで各
講座の前日までに県公衆浴場業
生活衛生同業組合鹿児島市支部
☎・D225-2683へ　問長寿支援
課☎216-1266D224-1539

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


