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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

広上淳一指揮　九州交響楽団
（ヴァイオリン 五嶋龍） 　託
対どなたでも（未就学児不可）　
期３月６日（金）19時～　所市民
文化ホール　定1990人　◇料金
など詳しくは市民文化ホール
☎257-8111D251-4053へ
家庭で楽しむ常緑果樹（柑橘類）
の育て方
対市内に住む18歳以上の人　
期３月７日（土）10時～12時　
所都市農業センター　定30人
料無料　申往復はがき（１人１
枚）で２月20日（必着）までに
〒891-1205犬迫町4705都市農業
センター☎238-2666へ

CKD（慢性腎臓病）啓発イベント
世界腎臓デー in かごしま
内健康相談コーナー（医師・栄
養士・薬剤師）、血管年齢測定（先
着200人）、CKDクイズなど
期３月８日（日）11時～15時　
所天文館本通りアーケード　
料無料　申不要　問保健政策課
☎803-6861D803-7026

ＪＲ鹿児島駅５代目駅舎完成記念
第３回元気フェスタinかんまちあ

内踊りや音楽の演奏などのステージ、昔遊び体験やちびっこのり
だー、鉄道模型の運転会、物販・飲食ブースなど
期３月８日（日）10時～16時　
問かんまちあ管理事務所☎225-4141D225-4145

郷土料理教室
月 日 曜 時　間 場　所 問い合わせ先

２

26 水

10時～13時30分

中央保健センター ☎258-2364

28 金
東部保健センター ☎216-1310
西部保健センター ☎252-8522
南部保健センター ☎268-2315

３ ２ 月 北部保健センター ☎244-5693
内さつまあげ、きびなごときらすのおつけ（おから汁）、春駒などの
調理実習
◇かっぽう着・三角巾を持参
対市内に住む人　定各16人（先着順）　 料600円程度（材料費）
申電話で２月13日から受講希望の保健センターへ

市民体育館・前期スポーツ教室
講座名 日　時 定　員

ボディコンディショニング ４月２日～６月25日の木曜日
19時～21時（全10回） 各

30人硬式テニス ４月３日～５月８日の火・金曜日
10時～12時（全10回）　　

やさしいエアロと骨盤体操 ４月３日～６月19日の金曜日
13時～15時（全10回） 50人

バドミントン ４月10日～５月18日の月・金曜日
11時～13時（全10回） 30人

卓球 ４月10日～５月18日の月・金曜日
15時～17時（全10回） 20人

◇開催日など詳しくは市民体育館へお問い合わせください
対市内に住む18歳以上の人（学生を除く）　所市民体育館　
料200円（スポーツ保険料）　　
申往復はがき（１人１通１講座）で２月26日（必着）までに〒891-0150
坂之上一丁目21-1市民体育館☎261-5115へ
　※同館HPからも申し込み可

花壇の草花差し上げます
◇交差点や公園内に植えて
ある草花の一部を３月６
日（予定）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

福祉コミュニティセンター
教養講座（４月開講）
講座名 日　時 定員
さつま
狂句

第１・３週の
木曜日10時～12時 40人

華道
（池坊）

第１・３週の
土曜日10時～12時 20人

茶道
（裏千家）

第２・４週の
木曜日10時～12時 15人

やさしい
囲碁

第２・４週の
木曜日13時30分～
15時30分

40人

対市内に住む令和２年４月１日
現在60歳以上の人や体の不自由
な人（囲碁は有段者を除く）　
料無料（教材費などは実費負
担）　申往復はがきで希望講座
名も２月29日（必着）までに〒892-
0803祇園之洲町1-2福祉コミュ
ニティセンター☎248-1200
D248-2211へ

成年後見センター講座
～成年後見制度を学ぼう～
内専門職による制度説明や事例
紹介　対市内に住む成年後見制
度の利用を検討している人　
期３月７日（土）13時30分～16時
30分　所かごしま市民福祉プラ
ザ　定40人　料無料　申往復は
がきかファクス、メールで２月
25日（消印有効）までに〒892-
0816山下町15-1市成年後見セン
ター☎210-7073D210-7103メールk-
shakyo-ti22@dondon-net.
or.jpへ
不妊に悩む人の交流会
内吉永明美氏（松田ウイメン
ズクリニック生殖心理カウン
セラー）による講話「私らしい
『妊活』のカタチ～ひとりで悩み
を抱えないで～」、助産師や参
加者とのフリートーク　対市内
に住む不妊に悩む人　期３月11
日（水）14時～16時　所サンエー
ルかごしま　定20人　申メール
で２月29日までに不妊専門相談
センター（鹿児島中央助産院）
☎210-7559D210-7561メールso-dan@
k-midwife.or.jpへ

講座・イベント

市精神保健福祉交流センター（はーと・ぱーく）の講座
Aピア学びの講座
◇演題… 障がいを生かして働くということ～ピアの体験を聴い

て、みんなで語り合おう～
対市内に住む精神障害のある人
期２月15日（土）10時～11時30分　定20人程度　料無料
B社会生活技能訓練（SST）講座
内髙森信子氏（SSTリーダー）によるSST講座
対市内に住む①精神障害のある人、②精神障害のある人の家族
期①２月29日（土）13時～16時、②３月１日（日）10時～16時
定①15人程度、②30人程度　料無料
C精神障害者のためのパソコン講座
内エクセル講座
対市内に住む精神障害のある人
　※精神障害者保健福祉手帳・診察券などの
　　証明が必要
期３月７日～28日の毎週土曜日10時～12時（全４回）
定３人　料550円（テキスト代）

A～C共
申ABは直接か電話でAは２月14日、Bは２月27日までに、Cは
往復はがきに講座名も２月22日（必着）までに〒890-0063鴨池二
丁目22-18はーと・ぱーく☎214-3352D206-8571へ

●谷山福祉部福祉課 谷山支所内
☎269-8472･8473 D267-6555

●伊敷福祉課 伊敷支所内
☎229-2113 D229-6894

●吉野福祉課 吉野支所内
☎244-7379 D243-0816

●吉田保健福祉課 吉田支所内
☎294-1214 D294-3352

●桜島保健福祉課 桜島支所内
☎293-2360 D293-3744

●喜入保健福祉課 喜入支所内
☎345-3755 D345-2600

●松元保健福祉課 松元支所内
☎278-5417 D278-4097

●郡山保健福祉課 郡山支所内
☎298-2114 D298-2916

●中央保健センター 鴨池二丁目25-1-11
☎258-2364 D258-2392

●北部保健センター 吉野町3275-3

☎244-5693 D244-5698
●東部保健センター 本庁西別館１階

☎216-1310 D216-1308
●西部保健センター 永吉二丁目21-6

☎252-8522 D252-8541
●南部保健センター 西谷山一丁目3-2

☎268-2315 D268-2928
●吉田地区保健センター 本城町1687-2

☎294-1215 D294-3352
●喜入地区保健センター 喜入町6100

☎345-3434 D345-3437

　各支所の福祉課・保健福祉課、保健センター 問い合わせ先　
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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２月15日（土）～３月12日（木）
の９時30分～21時30分　※日
曜・祝日は18時まで、月曜は休
館　所サンエールかごしま　
料無料　問総務部総務課☎216-
1125D224-8900
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２月16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２月
16日（日）10時～15時　問マリン
ピア喜入☎345-1117D345-3412
こぱんだウインズ金管五重奏
期２月16日（日）14時～　所谷山
サザンホール　定800人　◇料
金など詳しくは谷山サザンホー
ル☎260-2033D267-4256へ
サンエールプチシネマ　　託
◇上映作品…インディラ・ガン
ディー（日本語字幕）　対市内に
住むか通勤・通学する人　期２
月20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
かごしま温泉健康プラザ臨時
休館
◇温泉井の補修などを行うた
め、２月22日（土）～３月11日（水）
まで臨時休館します　問かごし
ま温泉健康プラザ☎252-8551
D252-8556

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２月26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
サンエールかごしま
図書整理期間のお知らせ
◇３月３日（火）～８日（日）は、
資料整理のため図書・DVDの
貸し出し・閲覧はできません　
◇返却は、図書は同施設玄関前
のブックポスト、DVDは図書
カウンターへ　問男女共同参画
推進課☎813-0852D813-0937

鹿児島ふれあいスポーツランド
早春ウオーキング教室
対18歳以上のウオーキングを始
めたい人　期２月29日（土）10時
～12時　定30人　料無料　申往
復はがきで２月21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
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３月７日（土）９
時～12時30分　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
第24回マリンピア喜入
いきいきウオーキング
内約13㎞の上り坂下り坂の多い
コース　対完歩可能な人　期３
月21日（土）９時～12時30分　
所マリンピア喜入～グリーンフ
ァーム往復　定40人　料無料　
申マリンピア喜入にある専用申
込書（同施設HPからダウンロー
ド可）を直接か郵送、ファクス、
メールで２月29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

春色里山めぐりウオーク
in郡山2020
内約14㎞と約10㎞の２コース。
春の野菜市も開催　対完歩可能
な人　期４月５日（日）９時～13
時30分　所スパランド裸・楽・
良から周回　定200人　料1000円
（昼食・入浴・保険・参加賞代
込み）　申スパランド裸・楽・
良にある専用申込書（同施設HP
からダウンロード可）を直接か
郵送、ファクス、メールで３
月16日（必着）までに〒891-1102
東俣町1450スパランド裸・楽・
良 ☎245-7070D245-7088メールken
kouevent@spa-rarara.comへ

精神保健福祉ふれあい交流会
内医療機関や福祉施設などで社
会復帰に取り組む人たちの舞台
発表・作品展示など　期２月20
日（木）10時30分～14時30分　
所谷山サザンホール　申不要　
問保健予防課☎803-6929D803-
7026
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２月19日（水）15
時～　所太陽ヘルスセンター（武
三丁目）　定30人（先着順）　
料200円（入浴料）　申電話かフ
ァクスで２月18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
錦江湾公園バラの年間管理教室
内バラの剪定・手入れの説明、
実技など　対市内に住む全講座
受講できる人　期２月20日、５
月21日、９月３日の木曜日10時
～12時（全３回）　定25人　料無
料　申はがき（１枚２人まで）
で２月13日（必着）までに〒892-
0816山下町15-1市公園公社
☎221-5055へ
いきいき脳若トレーニング
内タブレット端末を使った初心
者でも簡単にできる脳若トレー
ニング　対市内に住むか通勤す
る勤労者と家族　期２月21日（金）
10時～11時30分　所勤労者交流
センター（よかセンター）　定30
人　料無料　申電話かファクス
で２月13日までに勤労者交流セ
ンター☎285-0003D285-0102へ
お魚料理教室
内市場直送の
旬の魚介類を
使った料理教
室　対県内に
住む人　期２月22日（土）10時30
分～14時　所魚類市場　定24人
料無料　申往復はがきで２月10

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
ちぎり絵体験教室
内初心者でも２時間で作れるち
ぎり絵体験　対市内に住むか通
勤する勤労者と家族　期２月23
日（祝）10時～12時　所勤労者交
流センター（よかセンター）　
定20人　料無料　申電話かファ
クスで２月13日までによかセン
ター☎285-0003D285-0102へ
食育教室
内立元千帆氏（あおぞら小児科
院長）による講演「正しく知ろ
う！子どもの食物アレルギー」
対市内に住む人　期２月27日
（木）14時～15時30分　所かごし
ま市民福祉プラザ　定50人程度
料無料　申電話で２月25日まで
に保健予防課☎803-6927へ
ダンボールコンポスト入門講座
内生ごみの減量が手軽にできる
ダンボールコンポストの使い方
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　※使わなかっ
た堆肥は回収し、グリーンフ
ァームで収穫体験ができます
期２月29日（土）13時30分～15時
所かごしま環境未来館　定20世
帯　料無料　申電話で２月27日
までにNPO法人かごしま市民環
境会議☎080-3500-3246（村山）へ
手早くおいしい！市内の農産
加工品を使った料理教室
期３月４日（水）10時30分～13時
30分　所かごしま環境未来館　
定24人　料500円　申はがきか
メールで２月24日（消印有効）ま
でに〒892-8677山下町11-1生産
流通課「加工品料理教室」係
☎216-1338メールseisan-ryutu@
city.kagoshima.lg.jpへ
こころの健康づくり講演会
◇演題…「アロマセラピー～心
をほぐす香り探しはじめません
か～」　◇講師…藤井志帆氏
（シニア産業カウンセラー）　
期３月５日（木）14時～15時30分
所精神保健福祉交流センター
（はーと・ぱーく）　定60人（先
着順）　料無料　申電話で２月
13日から保健予防課☎803-6929
へ
菜
さ

和
わ

野
や

果
か

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３月６日（金）10時～13時　
所南部保健センター　定24人　
料500円程度（材料費）　申電話
で２月18日までに南部保健セン
ター☎268-2315へ

おでかけ情報
 応募要領は18面 

学び・文化
18面にも掲載

新観光サイト
「かごしま市観光ナビ」オープン
◇２月４日から観光サイト
がリニューアルします。
スマートフォンでも見や
すくなり、飲食店や体験
メニューの予約もできま
す

問鹿児島観光コンベンショ
ン協会☎286-4700D286-
4710

　観光プロモーション課
　☎216-1510D216-1320

スポーツ・健康づくり

かごしま市観光ナビ

◇２月28日（金）・29日（土）
は自転車入れ替えに伴う
作業のため利用できませ
ん

問環境政策課☎216-1296
　D216-1292

かごりんの利用休止


