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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）

秋季初心者テニス教室
対市内に住む18歳以上の初心者
（学生を除く）　期11月５日～21
日の毎週火・木曜日10時～12時
（全６回）　所鴨池公園テニスコ
ート　定20人　料無料　申往復
はがきで10月20日（消印有効）ま
でに〒890-0063鴨池2-27-1鴨池
市民球場管理事務所☎253-6610
へ
第４回レディース水泳教室
内簡単な泳法の習得　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11月６日～
22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10
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
初心者水泳教室
対18歳以上の人　期11月11日～
21日の毎週月・木曜日11時30分
～12時30分（全４回）　所鹿児島
ふれあいスポーツランド　定20
人　料無料　申往復はがきで10
月20日（消印有効）までに〒891-
0105中山町591-1鹿児島ふれあ
いスポーツランド☎275-7107へ
登ろう千貫平
内千貫平登山　対どなたでも
（小学生以下は保護者同伴）　
期11月17日（日）８時30分～15時
◇集合場所…生見小学校　
定120人　料高校生以上1000円、
中学生以下500円（弁当代・保険
料込み）　申はがきかファクス
で10月30日（消印有効）までに
〒891-0206喜入生見町1365生見
まちづくり協議会☎・D343-
1120へ

秋の初心者ガーデニング教室
◇講師…川口さゆり氏（園芸家）
期10月12日（土）10時～12時
所谷山サザンホール　定150人
（当日先着順）　料無料　◇参加
者に秋の草花（鉢苗）と花に関す
る冊子を贈呈　問市公園公社
☎221-5055D223-5690
働きざかりのためのリラクゼー
ション講座inプラネタリウム
内リラクゼーション講話、プラ
ネタリウム、音楽鑑賞　対18歳
以上の人　期10月18日（金）19時
～20時30分　所市立科学館　
定250人（先着順）　料無料　
申電話で10月９日から市立科学
館☎250-8511へ

自然観察会～自然の専門家と
ゆっくり自然散策～
対市内に住む人　期10月19日
（土）13時～15時　所城山公園　
定20人　料無料　申ファクスか
メールで10月18日（必着）までに
県環境技術協会☎284-6013D284-
6257メールco2@kagoshima-env.
or.jpへ　◇担当課…環境保全課
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

む

三
さ

四
し

氏（温泉ソム
リエ協会師範）　対市内に住む65
歳以上の人　期10月21日（月）15
時～17時　所芦刈温泉（若葉町）
定30人程度（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10月20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
さくらじま白浜温泉センター
パッチワーク教室
対市内に住む人　
期10月23日（水）
13時30分～15時
30分　定10人程度
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
気軽に学ぼう！ジオ講座　
◇演題…姶良市のジオ資源とス
トーリー　◇講師…大木公彦氏
（鹿児島大学名誉教授）　期10月
24日（木）19時～21時　所かごし
ま市民福祉プラザ　定30人 　
料無料　申電話かメールで10月
17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
在宅医療と介護の連携推進講演会
◇演題…①元気な生活は、お口
の健康から　②今日からできる
体づくり　◇講師…①竹内誠氏
（市歯科医師会）、②木藤正暁氏
（県理学療法士協会）　対市内に
住む人　期10月26日（土）14時～
15時35分　所中央公民館
定200人　料無料　申はがきかフ
ァクスで10月18日（消印有効）ま
でに〒890-0064鴨池新町7-1市
在宅医療・介護連携支援センタ
ー☎298-1037D252-4800へ
まちかど交流講座～お風呂を
楽しく♪おしゃれにバスボム
＆バスソルト作り～
対市内に住む人　期10月26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）　定15人　料500円（材料費）
◇申し込み方法など詳しくは
〒890-0063鴨池二丁目22-18はー
と・ぱーく☎214-3352D206-
8571へ

スポーツ
19面にも掲載

学び・文化

ヨガ健康教室
対市内に住むか通勤する勤労者
と家族　期10月27日（日）10時～
12時　所勤労者交流センター
（よかセンター）　定50人　料無
料　申電話かファクスで10月13
日までに勤労者交流センター
☎285-0003D285-0102へ

シニアオータムフェスイン
かごしま2019
内演芸や奄美島唄、歌と踊り、
バイオリン演奏、落語家による
講演、シルバー人材センター会
員の手工芸品展示・販売など
対市内に住む60～70代前半の人
期10月29日（火）13時～16時30分
所市民文化ホール　定300人　
料無料　申電話かファクスで10
月18日までに市シルバー人材セ
ンター☎252-4661D258-7554へ
吉田福祉センター講座　
陶芸教室～楽しい干支づくり～
対市内に住む人　期11月７日・
14日・28日の木曜日９時30分～
11時30分 （全３回）　定15人
料無料（教材費は実費負担）　
申電話かファクスで10月23日
までに吉田福祉センター☎294-
1825D294-4701へ
正しく安全なウオーキング大会
対市内に住むウオーキングので
きる人　期11月７日（木）10時～
12時（受け付けは９時30分～50
分）　※雨天中止　◇集合場所
…吉野公園　料50円（保険料）　
申不要　問北部保健センター
☎244-5693D244-5698
お魚料理教室
内市場直送の旬の食材を使った
料理教室　対市内に住む人　
期11月９日（土）10時～14時　
所魚類市場　定24人　料無料　
申往復はがきで10月28日（必着）
までに〒892-0835城南町37-2魚
類市場☎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　問魚
類市場☎223-0310D223-9817
桜島・錦江湾ジオパークイベント
「灰フェス！」
◇火山灰を逆転の発想で楽しむ
をコンセプトに様々なステージ
イベントや火山灰にちなんだワ
ークショップ、グルメを楽しめ
ます　期11月９日（土）11時～19
時　所アミュ広場　問世界遺産
・ジオパーク推進課☎216-1313
D216-1320

１日お試し講座
「生き生きリンパマッサージ」 託
対市内に住むか通勤する女性
（学生を除く）　期11月11日（月）
10時～12時　所勤労女性センタ
ー　定50人　料無料　申直接か
電話で10月７日～19日までに勤
労女性センター☎255-7039へ
京都賞受賞者鹿児島講演会　
内京都賞の受賞者チン・Ｗ・タ
ン博士（化学者）、ジェームズ・
ガン博士（宇宙物理学者）、アリ
アーヌ・ムヌーシュキン氏（演
出家）による講演会　期11月16
日（土）12時30分～16時５分
所宝山ホール　定150人（先着順）
料無料　申詳しくは県HPか県総
務福利課☎286-5191D286-5661
へ
女性に対する暴力に関する
講演会 託
◇演題…ＤＶと児童虐待～被害
者にも加害者にもならないため
に～　◇講師…柳

やなぎ

谷
たに

和美氏（お
やこひろば桜

おう

梅
ばい

桃
とう

李
り

代表）　
期11月16日（土）13時30分～15時
所サンエールかごしま　定50人
料無料　申往復はがきかファク
ス、メールで11月８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
市民のための医療フォーラム
◇テーマ…日常に多い自覚症状
～知っておこう！病気のサイン
～　期11月17日（日）13時～16時
所市立病院　定200人　料無料
申往復はがきかファクス、メー
ルで受講希望人数（２人まで）と
テーマに関する質問も10月31日
（必着）までに〒890-8760上荒田
町37-1市立病院総務課市民のた
めの医療フォーラム係☎230-
7000D230-7070メールkch-info@kch.
kagoshima.jpへ
「お弁当」写真deコンテスト
内思いを一言添えた手作り弁当
の写真の募集　◇応募作品は12
月１日（日）開催の第５回かごし
ま食育フェスタで展示します　
◇応募締切…11月15日（消印有
効）　◇作品規定や応募方法な
ど詳しくは保健政策課☎803-
6861D803-7026へ
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11月21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23
日から西部保健センター☎252-
8522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 展示名称

10月７日（月）～
11日（金）

リフォーム教室
作品展示

10月15日（火）～
18日（金）

中小企業新製品
等利用促進展示
会

10月21日（月）～
25日（金）

セーフコミュニ
ティパネル展

10月28日（月）～
11月１日（金）

武・田上公民館
絵画グループ
大峯会　作品展

11月５日（火）～
11月８日（金）

公民館等書道講
座開講26周年
記念作品展

所本庁東別館１階　問サンサン
コールかごしま☎808-3333
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10月13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
プレミアムジャズナイト仙巌園
内ライトアップした反射炉跡の
前で行うコンサート　期10月13
日（日）19時～20時　定80人
料4000円（前売り・仙巌園入園
料・１ドリンクを含む）　申詳
しくは10月10日までに上町タウ
ンマネジメント☎070-5530-0168
D222-5720へ　◇担当課…世界
遺産・ジオパーク推進課
鹿児島ふれあいスポーツランド
プールの休館
期10月15日（火）～25日（金）
問鹿児島ふれあいスポーツラン
ド☎275-7107D275-7118
サンエールプチシネマ　　託
◇上映作品…アルバート氏の人
生（日本語字幕）　対市内に住む
か通勤・通学する人　期10月17
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
2019かごしま住まいと建築展
内住まいに関する企画展示、各
種コンクールの作品展示、各種
相談会など　期10月18日（金）～
20日（日）の10時～17時（20日は
16時まで）　所かごしま県民交
流センター　料無料　問県住宅
政策室☎286-3740D286-5637
明るく楽しい学校づくり市民大会
内学校づくり実践発表、「ここ
ろの言

こと

の葉
は

」コンクール表彰式
など　期10月19日（土）９時10分
～12時　所市民文化ホール　
定900人　料無料　申PTA会員
と学校関係者は学校ごとに申し
込み。当日参加可　問青少年課
☎227-1971D227-1923

2019市電・市バスゆーゆーフェスタ
内市電・市バス運転士の仕事体
験、整備工場特別見学ツアーな
ど　期10月19日（土）10時～15時
所交通局、上荒田の杜

もり

公園　
※会場に駐車場はありません　
料無料（一部イベントは有料）　
問交通局総合企画課☎257-2102
D258-6741
かごしま木材まつり
内花の苗プレゼント、親子木工
教室など　期10月19日（土）・20
日（日）10時～17時（20日は16時
まで）　所かごしま県民交流セ
ンター　問県林材協会連合会
☎267-5681D267-2407
お魚まつり
～魚食普及・市民感謝デー～
内マグロの体重当てクイズ、解
体ショー、アサリのつかみ取
り、鮮魚販売など　期10月20日
（日）８時～12時　所魚類市場　
◇詳しくは“いお・
かごしま”魚食普及
拡大推進協議会HPを
ご覧ください　問魚
類市場☎223-0310D223-9817
10月は都市緑化月間　
花苗を無料で配布します
期10月20日（日）９時～　所かご
しま健康の森公園アクアジム受
付前、錦江湾公園管理事務所前
定各100人（先着順）　◇１家族
につきポット苗２個　問市公園
公社☎221-5055D223-5690
道の駅喜入 スペシャル喜楽市
内喜入産の朝採れ新鮮野菜や加
工品、特産品の販売、抽選会、
ショーなど　期10月20日（日）10
時～15時　問マリンピア喜入
☎345-1117D345-3412
勤労女性センター
秋まつり＆講演会
◇秋まつり…舞台発表、作品・
記録誌展示、軽食販売など　
◇講演会…尾崎佳奈子氏（演奏
家・音楽療法士）による「ジャ
ズの演奏と歴史をたどる時間」
対市内に住むか通勤する人　
期10月20日（日）10時～15時　
料無料　問勤労女性センター
☎・D255-7039
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
レノファ山口
ＦＣ

10月20日（日）
13時キックオフ

ＦＣ岐阜 10月30日（水）
19時キックオフ

ファジアーノ
岡山

11月2日（土）
15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

鹿児島ママブラスみゅうコン
サートin鹿児島アリーナ
内鹿児島を拠点に活躍する吹奏
楽団のコンサート　期10月20日
（日）10時30分～11時30分　所鹿
児島アリーナ　定100人　料無
料　問ママブラスみゅうコンサ
ート係（鹿児島アリーナ内）
☎258-4650D258-4570
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
された農産物などの㏚販売　
期10月26日（土）９時30分～11時
30分　※品物が無くなり次第終
了　問都市農業センター☎238-
2666D238-2682
コスモス開花のお知らせ
◇今月中旬から11月上旬が見頃
です　◇都市農業センター…約
30万本　◇慈眼寺公園（ふるさ
と考古歴史館前花の広場）…約
４万本　問都市農業センター
☎238-2666D238-2682、公園緑
化課☎216-1368D216-1352
鹿児島レブナイズ
ホームゲーム情報
対戦チーム 日　時 場　所

豊田合成
スコーピ
オンズ

10月26日（土）
18時～ 湧水町

吉松体
育館10月27日（日）

13時～
◇チケット購入など詳しくは鹿
児島レブナイズクラブオフィス
☎201-5811D201-5822へ
計量のひろば
内計量に関する体験や簡単なゲ
ームなど　期11月１日（金）10時
～18時　所山形屋２号館１階イ
ベント広場　料無料　問計量検
査所☎256-5633D256-5829
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

 託
対どなたでも（未就学児不可）
期11月４日（振休）14時～16時
所市民文化ホール　定952人　
◇料金や申し込み方法など詳し
くは市民文化ホール☎257-8111
D251-4053へ
花壇の草花を差し上げます
◇交差点や公園内に植えてある
草花の一部を、11月８日の植え
替え作業中に差し上げます　
◇作業日程など詳しくは公園緑
化課☎216-1368D216-1352へ
貸切バスで行く
食の産地交流会in桜島
内桜島地域での温州みかんと野
菜の収穫体験や生産者との意見
交換、西ひろみ氏（野菜ソムリ
エ）による料理教室　対市内に
住むか通勤・通学する人（小学
生以下は保護者同伴）　期11月
９日（土）９時10分～15時　◇集
合場所…桜島フェリーターミナ
ル（※桜島側）　定24人　料高校
生以上1000円、小・中学生500

円　申はがきかメールで10月27
日（必着）までに〒892-8677山下
町11-1生産流通課食の産地交流
会係☎216-1338メールseisan-ryutu@
city.kagoshima.lg.jpへ
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11月９日（土）９時～16時　
◇鹿児島中央駅西口発着　定30
人　料高校生以上1800円、小・
中学生1300円（昼食代・入場料込
み）　申ファクス（１通５人まで）
で10月28日までに㈱タジマ旅行
事業部☎0996-44-2334D0996-
44-4585へ　※タビココHPから
も申し込み可　※県知事登録旅
行業地域-245号　◇担当課…世
界遺産・ジオパーク推進課
市民健康まつり
内健康トークショーや医療関連
団体による健康相談・展示など
期11月10日（日）10時～15時30分
所鹿児島アリーナ　料無料　
問市民健康まつり実行委員会
☎226-3737D225-6099
市民文化ホール避難訓練
コンサート（市消防音楽隊演奏）
内コンサートの途中で地震災害
が発生したという想定での避難
訓練　期11月11日（月）14時～15
時30分　定300人　料無料　
申電話で10月27日までに市民文
化ホール☎257-8111へ　※同ホ
ールHPからも申し込み可
西郷南洲顕彰館特別展
「西郷南洲翁と幕末動乱期の人々」
内江戸城無血
開城や寺田屋
事件と精忠組
などを中心と
した特別展　期来年１月10日（金）
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

「イオツイ（1021）の日」
海づり公園無料開放
期10月21日（月）６時～18時　
◇駐車料金などは通常料金　
問鴨池海づり公園☎252-1021、
桜島海づり公園☎293-3937
初心者フィッシングスクール
対釣り初心者（小学生以下は保
護者同伴）　期11月２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
料など通常料金　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

おでかけ情報
 応募要領は18面 

スポーツ
18面にも掲載


