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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）

学び・文化
19面にも掲載

かごしま高岡病院市民健康講座
内高岡俊夫氏（かごしま高岡病
院院長）による講話「転倒しな
いで健康寿命を延ばそう！～食
事・運動・睡眠～」　期１月19
日（日）10時30分～12時20分　
所鹿児島アリーナ　定80人（先
着順）　料無料　申直接か電話
で１月７日から19日までに鹿
児島アリーナ健康講座係☎258-
4650へ　◇担当課…スポーツ課
ボランティア入門講座
～高齢者支援編～
内これから高齢者支援ボラン
ティアを行う人のための講座や
実技　期１月20日（月）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１月13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-ti8@dondon-net.or.jpへ
シニアビューティアップ講座
内シニア女性向けの美に関する
講座やメイク体験など　◇プレ
ゼントあり　対市内に住む60代
の女性　期１月22日（水）13時30
分～16時30分　所市勤労者交流
センター（よかセンター）
定150人（先着順）　※要予約
料無料　申詳しくは市シルバー
人材センター☎252-4661D258-
7554へ

きらめく感性！ときめくハート！
第53回市小・中学校図工・美術
学習発表展　
期１月29日（水）～２月７日（金）
の９時30分～18時（最終日は15
時）　※２月３日を除く　所市
立美術館　料無料　問学校教育
課☎227-1941D227-3016
日本語支援ボランティア養成講座
内在住外国人への日本語支援を
目的としたボランティア養成講
座　対４回以上受講できる人　
期１月30日～２月27日の毎週木
曜日13時30分～16時30分（全５
回）　所かごしま市民福祉プラ
ザ　定20人　料3000円　申はが
きかファクス、メールで１月19
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kokusai@
kiex.jpへ

青年会館・女性会館の利用説明会
と青年教養セミナー開設説明会
①青年会館・女性会館
対市教育委員会認定の自主グ
ループ
②青年教養セミナー
対市教育委員会認定の自主学習
グループ
①②共
期１月30日（木）19時～　所市教
育総合センター　◇セミナーの
内容やグループの登録方法など
詳しくは青少年課☎227-1971
D227-1923へ
市社会体育研究公開
内各校区やスポーツ少年団によ
る事例発表、桑原祐一氏（アー
バンウェルネスクラブエルグ副
支配人）による講演「スポーツ
振興の歴史とこれからの地域ス
ポーツ」　対市内に住む人　
期２月１日（土）13時15分～16時
20分　所喜入総合体育館　料無
料　申詳しくは市スポーツ推進
委員協議会事務局・市スポーツ
少年団事務局（スポーツ課内）
☎808-7504D803-9623へ　◇当
日受け付け可
選挙を考える市民のつどい
内山本敬

たか

生
お

氏（鹿児島県立短期
大学准教授）による講演「民主
主義と選挙」、選挙啓発作文の
朗読、選挙クイズ大会など 　
期２月１日（土）13時30分～16時
所かごしま市民福祉プラザ　
料無料　申電話かファクスで１
月28日までに市選挙管理委員会
☎216-1470D216-1472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２月６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１月14日から西
部保健センター☎252-8522へ
介護予防で元気力アップ！
地域の介護予防活動・
鹿児島よかよか体操発表会
内「よかよか元気クラブ」の活動
発表会、実技、握力測定会、元
気力アップのための食事例の紹
介など　対市内に住む人　期２
月６日（木）13時30分～15時30分
※握力測定会は12時50分～13時
20分　所中央公民館　料無料　
申不要　問東部保健センター
☎216-1311D216-1308

仕事に役立つパソコン講座～ワンラ
ンクＵＰ！エクセル応用編～ 　託
対市内に住むか通勤・通学する
ウィンドウズとエクセルの基本
操作ができる人　期２月７日～
３月６日の毎週金曜日10時～12
時（全５回）　所サンエールかご
しま　定20人　料無料　申往復
はがきかファクス、メールで１
月22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dan
jokyodo@city.kagoshima.lg.jp
へ
青年教養セミナー生大会
内各セミナ
ーや自主学
習グループ
の学習成果
発表、冨田浩二氏（クイズクリ
エーター）による体験活動「ドラ
ゴンクエスチョンⅢ」　対市内
に住む人　期２月９日（日）９時
10分～16時　所市教育総合セン
ター　問青少年課☎227-1971
D227-1923

慢性腎臓病（CKD）予防セミナー
内医師や栄養士、歯科医師によ
る講話、患者体験発表、個別相
談　対市内に住む人　期２月13
日（木）13時～16時30分　所かご
しま県民交流センター　※特定
健康診査結果票があれば持参　
申電話で国民健康保険課☎808-
7505へ
応急手当普及員講習
内救命に必要
な知識技能と
指導要領　
対市内に住む
か通勤・通学し、勤務する事業
所などで普通救命講習を開催し
たいと考えている人　期２月14
日（金）～16日（日）の８時30分～
17時30分　※３日間とも受講し
た人に認定証を交付　所消防総
合訓練研修センター（新栄町）
定30人（先着順）　料無料（テキ
スト代は実費負担）　申電話で
１月14日から消防局警防課
☎222-0960D227-3119へ　
※土・日曜日、祝日を除く

市民ギャラリー
展示期間 展示名称

１月14日（火）～17日（金） 交流都市（萩市）の紹介

１月20日（月）～24日（金） 桜島大根パネル写真展示「種まき～収穫まで」

１月27日（月）～31日（金） 令和元年度明るい選挙啓発ポスター、
作文、標語コンクール作品展示会

２月３日（月）～７日（金） 消費生活パネル展

所本庁東別館１階　問サンサンコールかごしま☎808-3333

高齢者福祉センター郡山　ふれあい教室
教室名 日　時 定　員

郷土料理教室 ２月14日（金）、３月13日（金）の
10時～12時30分（全２回） 10人

はじめてのヨガ教室 ２月14日（金）、３月13日（金）の
13時30分～15時（全２回）

各20人理学療法士による楽しい
健康づくり教室

２月18日（火）、３月17日（火）の
10時～11時30分（全２回）

春植えの野菜づくり教室 ２月20日（木）、３月19日（木）の13時30分～15時30分（全２回）
対市内に住む65歳以上の人　
料無料（教材費など実費負担）　
申往復はがきかファクスで１月24日（必着）までに〒891-1105郡山町
176高齢者福祉センター郡山☎・D298-2278へ

令和２年度市民ギャラリーの申し込み
　芸術を愛好する市民が自作の書画や写真などの作品を気軽に
発表する場として利用できます。
対市内に住む人
◇展示期間…１週間　
◇展示場所…市役所東別館１階、西別館１階　
◇抽選会　
期２月10日（月）10時（受け付けは９時30分～）
所本庁本館２階講堂
問管財課☎216-1159
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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

市内観光には一日乗車券を
ご利用ください
◇鹿児島市内の観
光や買い物には市
電・市バスに加え
て、観光レトロ電
車「かごでん」や
カゴシマシティビ
ューにも１日乗り放題の一日乗
車券が便利です。かごしま水族
館など観光施設の入館料が割引
になるチケットも付いています
料中学生以上600円、小学生以
下300円　問交通局内乗車券発
売所☎257-2101D258-6741
新春恒例 消防出初式
内消防職団員や
消防車両の行進、
消防演技など　
期１月12日（日）
８時50分～10時
50分　所市消防
総合訓練研修セ
ンター（新栄町）　問サンサンコ
ールかごしま☎808-3333
鹿児島市の戦災と復興資料・
写真展
内空襲で焼失した市街地や戦災
復興工事の写真、市民から寄贈
された戦災資料などの展示　
期１月15日（水）～２月13日（木）
の８時30分～17時15分　所吉田
支所　料無料　問総務部総務課
☎216-1125D224-8900
第37回学校給食展「成長期を食で
応援」～キバレ鹿児島‼ 2020～
内学校給食に関するパネル展
示、郷土料理・地場産物・行事
食や成長期を支える献立などの
給食の実物展示、食べ物に関す
るクイズなど　期１月18日（土）
10時～17時30分　所山形屋１号
館７階社交室　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１月19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
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１月
19日（日）10時～15時　問マリン
ピア喜入☎345-1117D345-3412
消費生活パネル展
内最近の消費者トラブルや消費
生活に役立つ身近な情報の展示
期１月22日（水）～28日（火）の10
時～19時30分　所山形屋２・３
号館３階連絡通路　問消費生活
センター☎808-7512D808-7501

～鹿児島で世界を語ろう～
第25回外国人による
日本語スピーチコンテスト
期１月25日（土）13時30分～16時
20分　所かごしま県民交流セン
ター　料無料　問県国際交流協
会☎221-6620D221-6643
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

岩手ビ
ッグブ
ルズ

１月25日（土）
17時～ 県総合体育

センター体
育館１月26日（日）

12時～

東京サ
ンレー
ヴス

２月８日（土）
18時～ 姶良市総合

運動公園体
育館２月９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
第20回世界一桜島大根コンテスト
期１月26日（日）10時～11時30分
所道の駅桜島火の島めぐみ館　
◇火の島めぐみ館お客様感謝祭
も同時開催　料無料　◇大根コ
ンテストへの出品は１月25日
（土）14時～16時に桜島支所へ持
ち込んでください　問桜島農林
事務所☎293-2349D293-3744

桜島大根をいただきます！
内桜島大根や加工品の販売、飲
食コーナーなど　期２月８日
（土）・９日（日）の11時～17時　
所天文館ベルク広場　問JA鹿
児島みらい桜島大根部会☎239-
9305
Osaka Shion Wind Orchestra
吹奏楽によるドラゴンクエスト
コンサートin Kagoshima　　託
対小学生以上
期２月９日（日）
15時～　所市
民文化ホール
定1990人
◇料金や申し
込み方法など詳しくは市民文化
ホール☎257-8111D251-4053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１月18
日（土）９時～12時30分　
②初心者向け　
対釣り初心者　期２月１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　定鴨池海づり公園各40
人、桜島海づり公園各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

第15回市民バドミントン大会
内①団体戦（３複）、②個人戦ダ
ブルス　対市内に住むか通勤・
通学する高校生以上の人　期①
１月25日（土）、②１月26日（日）
の８時30分～　所吉田文化体育
センター　料参加費①１チーム
4000円、②１ペア2000円　申郵
送かファクス、メールで地域公
民館などにある申込書を１月９
日（必着）までに〒891-0141谷山
中央六丁目48-6市バドミントン
協会事務局☎090-7386-4703（徳
留）D802-4145メールtokubado@aqr.
bbiq.jpへ　
ランニング教室
内ランニングフォームやトレー
ニング、ケアの講習　対鹿児島
マラソンなどに参加予定の18歳
以上の人　期１月26日（日）９時
30分～11時30分　定20人　料無
料　申往復はがきで１月15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
はじめてのピラティス講座（後期）
対市内に住む
か通勤・通学
する15歳～40
歳の人　期２
月６日～３月
12日の毎週木
曜日19時～21時（全６回）　所市
教育総合センター　定25人 　
料1300円（ボール代）　申往復は
がき（１人１枚）で１月24日（必
着）までに〒892-0816山下町6-1
青少年課☎227-1971へ

スパランド裸・楽・良杯春季
グラウンド・ゴルフ大会
内全チーム２ラウンド競技　
期３月６日（金）８時45分～14時
※雨天時は３月13日（金）に延期
所郡山総合運動場　定150チー
ム（１チーム５人）　料１チーム
5000円（弁当代込み）　申専用
申込書（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２月14日までに〒891-
1102東俣町1450スパランド裸・
楽・良☎245-7070D245-7088
メールkenkouevent@spa-rarara.
comへ

第50回市仲よし作品展
内市内の小・中学校特別支援学
級の児童生徒による絵画や製作
物などの作品展示　期１月15日
（水）～21日（火）　所山形屋２・
３号館３階連絡通路、中央公民
館　料無料　問学校教育課
☎227-1941D227-3016

さくらじま白浜温泉センター
陶芸教室
内壁掛けのお
ひなさま、
皿、湯飲み、
茶わんなどの
自由作品作り　対市内に住む人
期１月15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　
※当日受け付け可
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①１月17日
（金）15時～、②１月28日（火）15
時～　所①慈眼寺温泉（谷山中
央六丁目）、②新とそ温泉（唐湊
一丁目）　定各30人（先着順）
料200円（入浴料）　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

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

市民文化ホール
第１ホールの利用休止
　舞台などの改修工事のた
め令和３年１月上旬から２
月中旬までの一定期間利用
を休止します。
※第１ホール以外の施設は
通常通り利用できます

問市民文化ホール☎257-
8111D251-4053

スパランド裸・楽・良
休館のお知らせ

　空調などの改修工事にと
もない、１月14日（火）から２
月４日（火）まで休館します。
問スパランド裸・楽・良
　☎245-7070D245-7088


