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イベント・講座

おでかけ情報
応募要領は24面

維新ふるさと館のイベント
①かごしま折々あそび展
内四季折々の折り紙や昔あそび
の展示など 期８月５日（水）〜
30日（日）
②維新演劇シアター
内明治維新の薩摩を身近に感じ
られる歴史演劇 期８月９日〜
30日の毎週日曜日12時30分〜13
時
①②共
料大人300円、小・中学生150円
問維新ふるさと館☎239-7700
D239-7800
◇８月13日（木）〜16日（日）は
開館時間を18時まで延長
（入館は17時30分まで）
下水道展かごしま
内下水道クイズラリー、パネル
展示、マンホールカード配布な
ど 期８月12日（水）〜14日（金）
の９時30分〜18時（14日は17時
まで） 所市立科学館 料無料
問水道局下水道管路課☎2138542D257-7464

サンエールプチシネマ
託
◇上映作品…みつばちマーヤの
大冒険（日本語吹き替え） 対市
内に住むか通勤・通学する人
期８月20日（木）10時30分〜、13
時30分〜 所サンエールかごし
ま 定各100人（当日先着順）
料無料 問男女共同参画推進課
☎813-0852D813-0937
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（中学生以
下は保護者同伴） 期①９月６
日（日）、②９月22日（祝）、③10
月24日
（土）、④11月21日（土）の
９時〜16時 ◇鹿児島中央駅西
口発着 定各15人 料高校生以
上1800円、小・中学生1300円（昼
食代・入場料込み）、未就学児
は昼食代（実費）のみ 申郵送か
タビココHP（１組５人まで）で①は
８月22日、②は９月８日、③は
10月10日、④は11月７日（いず
れも必着）までに〒891-1202西
伊 敷7-24-13㈱ タ ジ マ 旅 行 事 業
部「世界遺産・ジオパークバス
ツアー係」
☎218-1300へ
※県知事登録旅
行業地域-245号
タビココ

市民のひろば

かごしま

出会い・ふれあいレクリエー
ション交流会
内①レクリエーション、②出会
い（結婚支援）を目的とした交流
会 期９月26日（土）①９時〜15
時30分、②18時〜21時 対鹿児
島市、日置市、いちき串木野市、
姶良市の事業所に勤務する人、
②は20 〜40歳の独身で①も参加
できる人 所①西原商会アリー
ナ（鹿児島アリーナ）
、②城山ホ
テル鹿児島 定①24チーム程度
（個人グループの参加も可）
料①無料（別途保険料が必要）、
②１人4000円 申詳しくは出会
い・ふれあいレクリエーション
交流会HPか同会事務局（㈱MBC
サンステージ内）☎255-6144へ
婚活応援セミナー
内お見合いや交際、デートのポ
イントを学べるセミナー 対マ
リーサポートかごしま（結婚相
談所）に登録している人か登録
を検討する人 期10月４日（日）
の13時〜14時30分（男性）、15時
〜16時30分（女性） 所勤労者交
流センター（よかセンター）
定男女各15人
料無料 申詳しく
は市HPかマリーサ
ポートかごしま
市ホームページ
☎252-1888へ
市電・市バス
「スマホ一日乗車券」の発売
◇スマートフォン
アプリで購入・使
用できる「スマホ
一日乗車券」の発
交通局
売を開始しました ホームページ
問交通局総合企画課☎257-2111
D258-6741
カゴシマシティビュー
夜景コース増便
◇運行日…８月の毎週金・土曜
日の19時・20時（鹿児島中央駅
発） 問サン
サンコールか
ごしま☎8083333
八重山の登山道を新たに
自然遊歩道に指定しました
◇八重山山頂までの登山道は、
急勾配が少なく、展望広場から
の絶景や心地よい森林浴を楽し
めます ◇コース…八重山公園
第２駐車場から山頂までの全長
約2.8㎞（山頂まで所要時間約70
分） 問環境保全課☎216-1298
D216-1292
●
↑至鹿児島大学入来牧場
入来城山
ゴルフ倶楽部

薩摩川内市↑

328

甲突池
●

八重棚田館 ●

P

八重山公園
第2 駐車場

●
八重山公園
（八重山キャンプ村）
至県道 36 号
川内郡山線↓

328

至郡山市街地↓

スポーツ・健康づくり
応募要領は24面

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９月５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①40人、②20人 料釣り料金
など（釣りざおの無料貸し出し
あり） 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

鹿児島ふれあいスポーツランド
初心者水泳教室
対18歳以上の人 期９月７日〜
17日の毎週月・木曜日11時30分
〜12時30分（全４回） 定20人
料200円（プール使用料） 申往
復はがきで８月25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
鹿児島ふれあいスポーツランド
転倒予防教室
内ミニハードルなどを使った転
倒予防のための運動 対自立歩
行が可能な人 期９月25日（金）
13時30分〜14時30分 定15人
料無料 申往復はがきで８月25
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

学び・文化
応募要領は24面

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 対市内に住む65歳以上の人
期①８月20日（木）、②９月17日
（木） 所①一本桜温泉センター
（紫原六丁目）、②めいわ温泉
（明
和一丁目） 定各30人（先着順）
料200円 申電話かファクスで
①は８月18日、②は９月15日ま
でに県公衆浴場業生活衛生同
業組合鹿児島市支部☎・D2252683へ 問長寿支援課☎2161266D224-1539
街なかリノベーション
実践セミナー特別講演会
内田中元子氏（㈱グランドレベ
ル代表取締役社長）による講演
「１階づくりはまちづくり マイ
パブリックとグランドレベル」
対空き店舗や空き家などの活用
に 興 味 の あ る 人 期 ８ 月23日
（日）13時30分〜15時30分 所マ
ークメイザン 定45人 料無料
申詳しくは㈱KISYABAREE
☎050-3746-2355へ

８月号

2020年（令和２年）

保育士カフェ
先輩たちと気軽にトーク
内保育士などとの交流会 対市
内に住む保育士を目指す高校生
と保育所などへの就職希望の保
育士養成学校の学生 期８月23
日（ 日 ）14時 〜16時 所 マ ル ヤ
ガーデンズ
（呉服町） 定20人
料無料 申詳しくはMBCサン
ステージ☎255-6144D285-1161
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８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☎245-2200D2452201へ ※当日受け付け可
ボランティア入門講座
認知症高齢者支援編
期９月２日
（水）
13時30分〜15時
所かごしま市民福祉プラザ
定20人程度
（先着順） 料無料
申郵送かファクス、メールで８
月26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☎221-6072
D221-6075メールk-shakyo-vo6@
dondon-net.or.jp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９月６日
（日）
13時30分〜15時
30分 所グリーンファーム
定20世帯程度 料無料 申電話
で９月３日までにNPO法人かご
しま市民環境会議☎080-35003246（村山）
へ

自分も相手も尊重するアサー
ティブな自己表現講座
託
対市内に住むか通勤・通学する
人 期９月19日
（土）
・26日
（土）
、
10月３日
（土）
・10日
（土）
・25日
（日）
の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８月30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
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