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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）

クルーズ船の入港
船　名 入港日 入港

時間
出港
時間

スーパースター・アクエリアス
 （５万309トン） 12月10日（火） 12時 22時

ダイヤモンド・プリンセス
 （11万5906トン） 12月11日（水） ８時 17時

スペクトラム・オブ・ザ・シーズ
 （16万9376トン） 12月12日（木） ７時 17時

コスタ・ベネチア （13万5500トン） 12月13日（金） ７時 17時

◇すべ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

猿ケ城渓谷 溶岩ミニトレッキング

マリンポートかごしま
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精神保健福祉講座
内鈴木直樹氏（（社）アンガーマネジメント協会認定講師）による講演
「イライラに振り回されない自分になるために～アンガーマネジ
メントを楽しく学ぶ～」
対市内に住む人　期12月19日（木）14時～16時　
所精神保健福祉交流センター（はーと・ぱーく）　
定48人　料無料
申詳しくははーと・ぱーく☎214-3352D206-8571へ

～自然や人とふれあう旅～ グリーン・ツーリズムツアー
内いちご狩りやサワーポメロの収穫体験などのほか、農家民宿で
の田舎暮らしを体験する１泊２日のバスツアー　

期来年２月１日（土）13時～２日（日）15時30分の１泊２日　
◇鹿児島中央駅西口集合・解散
所鹿児島市・日置市・いちき串木野市　
定５組（１組２～４人）
料１人5980円（宿泊・食事代、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１月11
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

ジオパーク講座
①気軽に学ぼう！ ジオ講座

内　容 日　時 場　所 定員

（１回目）東川隆太郎氏（NPO法人
かごしま探検の会代表理事）によ
る講話「松元地域の地形・地質に
ついて」

12月21日（土）
14時～15時30分

松元
公民館

各
50人

（２回目）大正３年桜島大噴火によ
る移住について語る講座

来年１月12日（日）
13時30分～15時

鹿児島港
桜島フェ
リーター
ミナル

料無料　

②桜島・錦江湾ジオパークツアー
内垂水市の桜島・錦江湾ジオパークの見どころを巡るツアー　
期12月23日（月）９時～17時　
◇鹿児島中央駅西口発着　
定25人　料3000円（昼食代・フェリー代・保険料込み）
①②共 
申ファクスかメールで①の１回目と②は12月13日、①の２回目は12
月31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
　※鹿児島県知事登録地域-259号
◇担当課…世界遺産ジオパーク推進課

③カゴシマ人なら押さえましょう桜島火山のツボ！　
内ジオガイドと歩く溶岩ミニトレッキング（30分間）　
期12月26日（木）～来年１月５日（日）　
　※期間中の10時から１時間ごとに出発（最終15時出発）　
◇集合場所…桜島ビジターセンター
定各10人程度（先着順）　 
料高校生以上1000円、小学生以上500円
申詳しくは桜島ジオサルク☎080-4873-7574へ
◇担当課…世界遺産・ジオパーク推進課

④ジオガイドと巡る！ 桜島総合防災ツアー！
内ガイドと一緒に桜島港周辺の溶岩を観察後、桜島総合防災訓練の
ハイライトを体験するツアー　
対どなたでも（16歳未満は保護者同伴）
期来年１月11日（土）９時～15時　
◇集合場所…桜島港フェリーターミナル
定20人　料500円（昼食などは各自持参、フェリー代自己負担）　
申はがきで12月25日（必着）までに〒891-1202西伊敷7-24-13㈱タジマ
旅行事業部☎0996-44-2334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

ダイヤモンドプリンセス

都市農業センターのイベント
①土曜マルシェ
内都市農業センターで試験栽培され
た農産物のPR販売　

期12月14日（土）９時30分～11時30分
　（品物がなくなり次第終了）　

②キンカンの収穫体験と甘露煮の
　作り方座学
対市内に住む人（小学生以下は保護
者同伴）　

期12月21日（土）10時～12時、14時～
16時、来年１月17日（金）10時～12時、14時～16時

定各100人　料無料　

③家庭で楽しむ落葉果樹の育て方
　講座（ブルーベリーほか）
対市内に住む18歳以上の人　
期来年１月11日（土）10時～12時　
定30人　料無料　

①～③共
申①は不要、②③は往復はがき（１人１枚）で、②は希望日、希望
時間も12月12日までに、③は12月25日（いずれも必着）までに
〒891-1205犬迫町4705都市農業センター☎238-2666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

鹿児島レブナイズ
ホームゲーム情報
対戦チーム 日　時

埼玉ブロンコス

12月14日（土）
18時～
12月15日（日）
13時～

所姶良市総合運動公園体育館　
◇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
2019フェスタまつもと
内新鮮な農産物や松元特産のお
茶、市内産黒毛和牛の販売、農
産物が当たる抽選会など　期12
月15日（日）９時～15時　所松元
平野岡運動場　問サンサンコー
ルかごしま☎808-3333
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12月
15日（日）10時～15時　問マリン
ピア喜入☎345-1117D345-3412
市民文化ホール・谷山サザンホール
友の会特別鑑賞会
内本市の春の新人賞を受賞した
山﨑文乃氏（ピアノ）、玉川智美
氏（ダンス）、松本圭使氏（ジャズ
ピアノ）による演奏とダンスの披
露　期12月15日（日）13時30分～
所市民文化ホール　定952人
料2000円（友の会入会金）　申詳
しくは市民文化ホール☎257-
8111D251-4053へ
第15回緑の募金カレンダー
バザー
◇全国の企業・団体の協力によ
り寄贈されたカレンダーのバ
ザー（売上金は全額「緑の募金」
に寄付します）　期12月18日（水）
・19日（木）の10時～17時　所イ
オン鹿児島鴨池店　問かごしま
みどりの基金☎225-1426D225-
1511
サンエールプチシネマ　　託
◇上映作品…サンタクロースに
なった少年（日本語吹替）　対市
内に住むか通勤・通学する人　
期12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
☎813-0852D813-0937
谷山サザンホール音楽祭2019
内谷山サザン
ホールの利用
者を中心に市
内で活動して
いる学校・団体などが一堂に会
する音楽祭　期12月22日（日）13
時～16時　定800人　料無料
問谷山サザンホール☎260-2033
D267-4256

鴨池・桜島海づり公園　
正月三が日釣り料金半額開放
対釣り利用者（小学生以下は保
護者同伴）　期来年１月１日
（祝）～３日（金）の７時～17時　
※利用者が多い時は入場規制あ
り　◇釣り料金…鴨池海づり公
園は大人300円・小人100円、桜
島海づり公園は大人100円・小
人50円　※入園料・駐車料・超
過料金などは通常通り　問鴨池
海づり公園☎・D252-1021、桜
島海づり公園☎・D293-3937
谷山サザンホールのホール
利用休止
◇舞台改修工事のため、来年１
月５日（日）から２月８日（土）ま
で（予定）ホールの利用を休止し
ます　※ホール以外の施設は通
常通り利用できます　問谷山
サザンホール☎260-2033D267-
4256
新春！厄払い鬼火たき巡り
内吉田校区思

おもい

川
がわ

沿い（吉田小学
校付近）で周辺の８集落が行う
鬼火たきやおもてなし　※駐車
場あり　期来年１月11日（土）18
時～21時（18時一斉点火）　※雨
天時は18日に延期　問吉田校区
コミュニティ協議会☎800-5916
D800-5917（月・水・金曜日の
午前中のみ）、☎090-2078-6854
（事務局）
リサイクル自転車フェア
◇売却台数…約50台　期来年１
月26日（日）９時30分～12時（受
け付けは10時まで）　所伊敷公
民館　定125人　申往復はがき
（１人１枚）で12月27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
100人でいただきます
～桜島大根畑編～
内桜島大根の収穫体験や料理の
試食など　期来年２月２日（日）
11時～14時　所白浜温泉セン
ター近くの桜島大根畑　定100
人（先着順）　料中学生以上3000
円、３歳以上1000円　申ファク
スかメールで来年１月10日まで
にファームランド櫻島☎293-
2887D245-2823メールsakurajima.
itadakimasu.100@gmail.com
へ　◇担当課…グリーンツーリ
ズム推進課

第18回マリンピア喜入
ニュースポーツ交流大会
内グラウンド・ゴルフや紙飛行
機シューティングなど　対16歳
以上の人　期来年１月21日（火）
８時30分～12時30分　定40人

料無料　申申込用紙（同施設HP
からダウンロード可）を直接
か、ファクス、メールで12月31
日までに〒891-0203喜入町6094-1
マリンピア喜入☎345-1117D345-
3412メールmarinpiak@po3.synap
se.ne.jpへ

クリスマスと新春の寄せ植え教室
内クリスマスから新春までアレ
ンジで２倍楽しめる寄せ植え講
座　期12月14日（土）13時30分～
15時30分　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12月10日（消印
有効）までに〒891-0105中山町
591番1鹿児島ふれあいスポー
ツランド☎275-7107へ
国際協力講演会＆
青年海外協力隊員報告会
内ジギャン・ク
マル・タパ氏（（公
財）かながわ国
際交流財団職
員・ネパール政
府公式通訳者）
による国際協力に関する講演や
青年海外協力隊員の報告会など
期12月15日（日）13時30分～16時
所かごしま県民交流センター
定100人　料無料　申はがきか
ファクス、メールで12月13日
（必着）までに〒892-0816山下町
15-1市国際交流財団☎226-5931
D239-9258メールkokusai@kiex.jp
へ
ほほえみサロン　
フラワーアレンジメント教室
対60歳以上の人　期12月18日
（水）10時～12時　所ほほえみサ
ロン（鹿児島港桜島フェリータ
ーミナル２階）　定10人（先着
順）　料無料（材料費は実費負
担）　申詳しくは市シルバー人
材センター☎252-4661D258-
7554へ
ボランティア入門講座
～コミュニケーション編～
内NPO法人かごしまメンタルパ
ートナー協会による講演「傾聴
ボランティアについて」　期12
月18日（水）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
12月11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-shakyo-
ti8@dondon-net.or.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

む さ し

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12月18日（水）
15時30分～　所吉野温泉（吉野
一丁目）　定30人（先着順）　
料200円（入浴料）　申電話かフ
ァクスで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
クッキング講座
あったかカップパンをつくろう
対市内に住む人　期12月21日
（土）10時～13時　所市精神保健
福祉交流センター（はーと・ぱー
く）　定10人程度　料500円（材
料費）　申詳しくははーと・ぱー
く☎214-3352D206-8571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12月25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
かごしまデザインアワード2019
最終審査と表彰式観覧者募集
対クリエイター、デザインに興
味のある人、企業担当者など　
期12月26日（木）13時30分～16時
所城山ホテル鹿児島　定20人程
度（先着順）　料無料　申同ア
ワード2019HPの申し込みフォー
ムへ　問産業創出課☎216-1319
D216-1303　

「広上淳一指揮 九州交響楽団」
鑑賞講座
内来年３月６日に行われる「広
上淳一指揮　九州交響楽団」の
演奏をさらに楽しむための講座
◇講師…大迫貴氏（ピアニスト）
期来年１月11日（土）15時～16時
30分　所市民文化ホール　
定300人（先着順）　料無料　
申12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バ
ランスの良い料理を作ります　
対市内に住む人　期来年１月23
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12月16日から西部保健セン
ター☎252-8522へ

おでかけ情報
 応募要領は18面 

学び・文化

スポーツ・健康づくり


