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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）

食生活改善推進員と学ぶ健康づくり料理教室
　生活習慣病予防に役立つ、栄養バランスのとれた減塩メニュー
を作ります。

教室名 日　時

①水曜料理教室
５月13日～来年３月３日の第２水曜日10時～
13時30分（全10回）
※８月を除く。３月は第１水曜日

②木曜料理教室
５月21日～来年３月11日の第３木曜日10時～
13時30分（全10回）
※ ８月を除く。10月は第４木曜日、３月は第２
木曜日

③男性料理教室
５月20日～来年３月10日の第３水曜日10時～
13時30分（全10回）
※８月を除く。３月は第２水曜日

対市内に住み全回受講できる人（③は男性のみ）
所北部保健センター　定15人　料１回600円程度　
申往復はがきで希望する教室名も３月19日（必着）までに〒892-
0871吉野町3275-3北部保健センター☎244-5693へ

市民ギャラリー
展示期間 展示名称

３月９日（月）～13日（金） 鹿児島フォトサロン写真展
３月16日（月）～19日（木） 鹿児島市計量検査所の役割
３月30日（月）～４月３日（金） 加覧啓孝写真展「鹿児島夜の景」
４月６日（月）～10日（金） 鹿児島市竹工芸技能者育成講座生

所本庁東別館１階　問サンサンコールかごしま☎808-3333

市ホームページ

木市振興会創立60周年記念 春の木市
期３月15日（日）～５月６日（振休）の
　10時～17時　
所甲突川左岸緑地帯（市民広場）　
　※駐車場あり
◇品目　庭園樹、緑化樹、観葉植物、
　　　　苗鉢物、ラン、おもと、盆栽、
　　　　山野草、果樹苗木、金魚、小鳥など
◇催し物

名　称 日　時
園芸講習会 ３月21日（土）、４月18日（土）の11時～12時

花と緑の相談所 ３月22日（日）・29日（日）、4月12日（日）・19日（日）・
26日（日）の10時～15時

樹木相談会 ３月28日（土）10時～15時

スケッチ大会　
※小学生以下が対象

３月28日（土）・29日（日）の10時～15時
※ 木市会場内のスケッチをしてもらい、後日、審査、
掲示を行う。優秀作品には賞品あり

柴さとみさんのガー
デニングコーナー ４月４日（土）11時～12時

創立60周年記念　
お客様感謝大抽選会 ４月４日（土）～12日（日）

お花見茶屋 ４月５日（日）10時～15時
果樹・植木の手入れ
実演 ４月19日（日）11時～12時

野菜の収穫体験　
※小学生以下が対象 ４月25日（土）10時～12時

◇最新情報は「鹿児島市木市振興会フェイスブック」で確認を　
問サンサンコールかごしま☎808-3333、木市管理事務所☎090-
6291-5316（期間中のみ）

交流連携都市の施設の料金割引
　本市と熊本市、福岡市、北九州市では、各市の動・
植物園や美術館などの施設において、市民向け割引
料金が相互に適用されます。
◇対象施設や割引内容など詳しくは市HPへ
問サンサンコールかごしま☎808-3333

旧島津氏玉里邸庭園の上御庭一般公開
期３月21日（土）９時～17時　
◇駐車場に限りがあるため、できるだけ
　公共交通機関（市営バス女子高前下車）
　をご利用ください　
料無料　
問文化財課☎227-1962D222-8796

講座名 日　時 問い合わせ先
脳が喜ぶ！心が笑う！臨
床美術「人参のネガポジ
画」

３月14日（土）
10時～12時

アート・コミュニケーショ
ンズ（立石）
☎090-5731-8873

初めてのタブレット・スマ
ホ基礎講座　
※ 端末持参

３月17日（火）
13時～17時

NPO法人鹿児島ASC
（最上）
☎080-5272-4715

どこかで聴いた
クラシック

３月20日（祝）
10時30分～
11時30分

クリエイティブアーツ
（坂井）
☎265-5124

ネコゼ・肩・腰・膝痛・外
反母趾に骨盤を整えて予
防と改善

３月21日（土）
10時～12時

健康サポート笑福
（谷口）
☎090-4487-5479

世界がもっと身近になる
講座

４月４日（土）～
７月17日（金）
（全４回）
14時～16時

ヒッポファミリークラブ
西日本鹿児島（松山）
 ☎0120-557-761

ペアレントトレーニング
「発達障害がある、または
疑われる子どもをもつ保
護者のプログラム」

４月７日（火）～
11月10日（火）
（全11回）
14時～16時

九州ペアレントトレーニ
ング研究所（牟田）
 ☎050-5374-4191

所サンエールかごしま　
◇定員や料金、申し込み方法など詳しくは各問い合わせ先へ

生涯学習プラザ協働講座

クルーズ船の入港
船　名 港 入港日 入港時間 出港時間

コロンバス   （６万3768トン）マ ３月14日（土）
8時

20時
ぱしふぃっくびいなす

（２万6594トン）北 ３月21日（土） 17時

コスタ・ネオロマンチカ
（５万6769トン）

マ

３月24日（火）12時30分 20時30分

スペクトラム・オブ・ザ・シーズ
（16万9376トン） ４月6日（月） 8時 18時

ウエステルダム （８万2862トン） ４月7日（火） 17時
※ 港の「マ」はマリンポートかごしま、「北」は北埠頭への入港です
◇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 
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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

市文でつながるコンサート2020
内市民文化ホールを練習会場と
するコカリナや太鼓、ダンス、
日本舞踊などの団体によるコン
サート　期３月14日（土）13時～
16時　所市民文化ホール　
定952人（当日先着順）　料無料
問市民文化ホール☎257-8111
D251-4053
道の駅喜入　喜楽市
内喜入地域の農産物や特産品の
販売、試食会など　期３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
カマタマーレ
讃岐

３月15日（日）13時
キックオフ

ブラウブリッ
ツ秋田

３月28日（土）15時
キックオフ

所白波スタジアム　◇チケット
購入など詳しくは鹿児島ユナイ
テッドFC事務局☎812-6370
D812-6371へ
サンエールプチシネマ　　託
◇上映作品…ラジオ（邦画）　
対市内に住むか通勤・通学する
人　期３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　◇託児希望者は
３日前までに要予約　問男女共
同参画推進課☎813-0852D813-
0937
都市農村交流センター
お茶の里５周年祭
内茶手もみ実演や試飲、旬の農
産物や特産品販売、地元まつも
と茶を使ったつけあげなどの試
食　期３月20日（祝）９時～15時
問グリーンツーリズム推進課
☎216-1371D216-1320

げいじゅつ　たいけん！
かんまちあ
内アート作品作りなどのワーク
ショップ、音楽演奏など　期３
月21日（土）10時～15時30分　
料無料（一部材料費などが必要）
問かごしま文化情報センター
☎248-8121D248-8127

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

３月21日（土）
17時～ 県総合体

育センタ
ー体育館３月22日（日）

12時～

東京サン
レーヴス

４月４日（土）
18時～ 鹿児島ア

リーナ４月５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
市立少年合唱隊
第46回定期演奏会
期３月22日（日）14時～16時　
所市民文化ホール　定952人（当
日先着順）　料無料　問市民文
化ホール☎257-8111D251-4053
鹿児島ふれあいスポーツランド
桜まつり
内桜観賞やミニコンサート　
期４月４日（土）・５日（日）の10
時～16時　問鹿児島ふれあいス
ポーツランド☎275-7107D275-
7118

チャレンジ・ザ・ニュースポーツ
内ボッチャ、スポーツ吹き矢、
フライングディスク、シャッフ
ルボードなどのニュースポーツ
体験　期３月20日（祝）10時～11
時30分　所鹿児島アリーナ　
定100人程度　料無料　◇運動
のできる服装、室内用運動靴を
持参　申郵送かファクス、メ
ールで３月13日（必着）までに
〒892-8677山下町11-1スポーツ
課☎808-7504D803-9623メールspo-
shinko@city.kagoshima.lg.jp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３月21
日（土）９時～12時30分　
②初心者向け　
対釣り初心者　期４月４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

第１回レディース水泳教室
内水に慣れる、顔をつける、簡
単な泳法の習得と水中ウオーキ
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４月８日～24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３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
１日お試し講座
「リラックスヨガ」  　　　託
対市内に住むか通勤する女性　
期４月８日（水）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３月９日～14日までに勤労女
性センター☎255-7039へ

第25回マリンピア喜入杯
グラウンド・ゴルフ大会
期４月14日（火）８時30分～13時
※雨天時は４月28日（火）　所マ
リンピア喜入　定96チーム（１
チーム５人）　料１チーム5000
円（弁当代込み）　申同施設にあ
る専用の申込書を直接かファク
ス、メールで３月31日までにマ
リンピア喜入☎345-1117D345-
3412メールmarinpiak@po3.synap
se.ne.jpへ
スパランド裸

ら

・楽
ら

・良
ら

杯
グラウンド・ゴルフ大会
内全チーム２ラウンド競技　
期５月12日（火）８時45分～13時
※雨天時は５月22日（金）　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）　申同施設に
ある専用申込書（同施設HPから
ダウンロード可）を直接かファ
クス、メールで４月17日までに
〒891-1102東俣町1450スパラン
ド裸・楽・良☎245-7070D245-
7088メールk-kenkoukouryu@spa-
rarara.comへ

さくらじま白浜温泉センター
陶芸教室
内端午の節句用の壁掛け鯉のぼ
り、皿、茶わんなど　対市内に
住む人　期３月18日（水）14時～
16時　定10人程度（先着順）　
料1500円（材料費）　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
まちかど交流講座（手作り）
内練り切り風和菓子のマグネッ
ト作り　対市内に住む人　期３
月28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）　申詳しくははーと・
ぱーく☎214-3352へ
いきいきグリーンカレッジ
内野菜、花

か

き・花木、果樹の基
本的な栽培管理法の講義と実習
対市内に住むおおむね55歳以上
の人（農林業の従事者と過去の
受講生を除く）　期４月～来年
３月（月１～３回）の水曜日９時
30分～11時（全20回）　所都市農
業センター　定50人　料2000円
（保険料）　申都市農業センター
や本庁、各支所、市内各所のグ
リーン・ツーリズム案内板など
にある申込用紙（市HPからダウ
ンロード可）を直接か郵送、ファ
クスで３月19日（必着）までに
〒891-1205犬迫町4705都市農業
センター☎238-2666D238-2682
へ
はじめてのカラーコーディネート
講座
対市内に住むか通勤・通学する
15歳～40歳の人　期４月15日～
６月17日の毎週水曜日19時～21
時（全８回）　※４月29日と５月
６日を除く　所市教育総合セン
ター　定25人　料3000円程度（教
材費）　申往復はがき（１人１
枚）かメールで４月６日（必着）
までに〒892-0816山下町6-1青
少年課☎227-1971メールseisyonen-
ev@city.kagoshima.lg.jpへ
にこにこ料理教室
（健康づくり料理教室）
内食生活改善推進員による料理
教室　対市内に住む18歳以上
で、全回受講できる人（過去に
受講したことがある人を除く）
期５月15日～９月18日の第３金
曜日10時～13時（全５回）　所中
央保健センター　定20人（先着
順）　料１回600円程度（材料費）
申電話で３月16日から中央保健
センター☎258-2364へ

おでかけ情報
 応募要領は18面 

学び・文化
18面にも掲載

スポーツ・健康づくり


