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おでかけ情報
応募要領は24面

12月３日（木）かごしま温泉
健康プラザの営業再開
問かごしま温泉健康プラザ
☎252-8551D252-8556
都市農業センター土曜マルシェ
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
12日
（土）９時30分〜11時 ※品
物が無くなり次第終了 問都市
農業センター☎238-2666D2382682
鹿児島市民文化ホール・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
大迫貴氏（ピアノ）、木場貴丸氏
（タップダンス）、平田由希氏（声
楽）
による演奏とダンスの披露
期12月12日（土）13時30分〜
所川商ホール（市民文化ホール）
定400人 料2000円（友の会入会
金） 申詳しくは川商ホール
☎257-8111D251-4053へ
鹿児島ユナイテッドFC
ホームゲーム情報
対戦チーム
ガンバ大阪
U-23
ブラウブリッツ
秋田

日 時
12月13日
（日）
13時キックオフ
12月20日
（日）
13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☎812-6370D812-6371
へ
市民ギャラリー
展示期間
展示名称
12月14日（月）
〜
鹿児島の海の
18日（金）
写真展
12月23日（水）
〜
写真で振り返
来年１月８日
（金）
る市政2020年
※閉庁日を除く

所本庁東別館１階 問サンサン
コールかごしま☎808-3333
第16回緑の募金カレンダーバザー
内全国の企業・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16日（水）
・17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☎225-1426D2251511
サンエールプチシネマ
託
◇上映作品…富士ファミリー
（邦
画） 対市内に住むか通勤・通
学する人 期12月17日（木）10時
30分〜 所サンエールかごしま
定150人
（当日先着順） 料無料
問男女共同参画推進課☎8130852D813-0937
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12月
20日
（日）８時〜12時 所かんま
ちあ 問かんまちあ管理事務所
☎225-4141D225-4145

市民のひろば

12月号

かごしま

市内産農林水産物PR 暮れの市
内市内産農産物・加工品のPR販
売など 期12月20日（日）10時〜
15時 所みなと大通り公園
問サンサンコールかごしま
☎808-3333

第22回こころで描く絵画展
内精神障害のある人たちが描い
た作品展示 期12月22日（火）〜
27日（日）の９時30分〜18時
※最終日は16時まで 所市立美
術館 料無料 問保健支援課
☎803-6929D803-7026
維新ふるさと館 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12月27日
（日）
、
来年１月２日（土）・３日（日）の
12時30分〜13時 料大人300円、
小・中学生150円 問維新ふる
さと館☎239-7700D239-7800
婚活カフェ
〜セミナー＆交流会〜
内婚活力アップセミナー、グ
ループトークなど 対45歳まで
の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 期来年１月
17日（日）13時30分〜17時 所よ
かど鹿児島（泉町） 定男女各10
人 料1000円 申詳しくは市HP
かマリーサポートかごしま☎2521888へ
リサイクル自転車フェア
◇売却台数…約50台 対市内に
住む人 期来年１月31日（日）９
時30分〜12時（受け付けは10時
まで） 所伊敷公民館 定100人
申往復はがきで12月28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
New女子旅（グリーン・ツーリズム）
内本市・姶良
市・いちき串
木野市でのグ
リーン・ツー
リズム体験や
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
対県内に住む18歳以上の女性
期来年２月６日（土）９時30分〜
７日（日）14時30分の１泊２日
※鹿児島中央駅集合・解散
定４組（１組２〜４人） 料１人
5980円 申 郵 送 か フ ァ ク ス、
メールでアレルギーの有無も１
月８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

2020年（令和２年）

謎解き婚活パーティー
内男女で協力して謎を解きなが
ら交流する婚活イベント 対本
市・日置市・いちき串木野市・
姶良市に住み、結婚を希望する
20 〜40歳 で 独 身 の 人 期 来 年
２月６日（土）10時〜13時30分、
２月７日（日）10時〜13時30分、
14時30分〜18時 所鹿児島東急
REIホテル（中央町） 定各60人
（男女各30人） 料1000円 申詳
しくは同イベントHPか同イベント
事務局☎295-3501へ
かごしま音とりどり
コンサート鑑賞者募集
日

時

ジャンル

来年２月６日
（土）邦楽と舞、
18時〜19時30分 弦楽
来年２月７日
（日）
木管、金管
13時30分〜15時

所中央公民館 定各100人
料無料 申郵送かファクス、メ
ー ル で 鑑 賞 希 望 日 も12月25日
（消印有効）までに〒892-0815易
居町1-2かごしま文化情報セン
タ ー ☎248-8121D248-8127メールin
formation@kcic.jpへ

スポーツ・健康づくり
応募要領は24面

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（日）の７時〜17時
※利用者が多い時は入場規制あ
り 料 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
高齢者のための水中運動教室
対市内に住む60歳以上の人
期来年１月８日〜29日の毎週水・
金曜日14時〜15時（全６回。
１月
13日を除く） 所鴨池公園水泳
プール 定30人 料200円（保険
料） 申往復はがきで12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
☎251-1288D808-0021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） 期来年１月９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
健康体操教室
対50 〜80歳の自立歩行が可能な
人 期来年１月15日
（金）
13時30
分〜14時30分 定15人 料200円
（EXスタジオ使用料） 申往復
はがきで12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
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18歳以
上の人 期来年１月30日
（土）
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

学び・文化
応募要領は24面

ボランティア入門講座
国際交流
（在住外国人支援）
編
期12月16日
（水）
13時30分〜15時
所かごしま市民福祉プラザ
定30人程度 料無料 申郵送か
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-vo6@dondon-net.
or.jpへ
キンカン収穫体験
対市内に住む小学生以上の人
期12月20日（日）９時30分〜11時、
14時〜15時30分、来年１月10日
（日）
９時30分〜11時 所都市農
業 センター 定 各100人 料 無
料 申往復はがきで希望日時も
12月14日（必着）までに〒891-1205
犬迫町4705都市農業センター
☎238-2666D238-2682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23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
かごしまデザインアワード2020
最終審査と表彰式観覧者募集
対クリエーター、デザインに興
味のある人、企業担当者など
期12月23日
（水）
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2020HPの申し
込みフォームへ
問産業創出課
☎216-1319
申し込みフォーム
D216-1303
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