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第51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13日
（水）
〜19日（火） 所山形屋２・
３号館３階連絡通路、中央公民
館 問学校教育課☎227-1941
D227-3016

かごしま国体・大会イベント
NEW START for 2023
内田中達也氏（ミニチュア写真
家）によるかごしま国体・大会
をテーマとしたミニチュア作品
の展示など 期１月13日（水）〜
24日（日） 所アミュプラザ鹿児
島 問国体総務課☎808-2478
D808-0083
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13日（水）〜26日（火）の10
時〜19時（最終日は16時まで）
所山形屋１号館７階ななテラス
ギャラリー 問市消費生活セン
ター☎808-7512D808-7501

西郷南洲顕彰館特別展
「珠玉の寄贈資料展」
はっかく

内西郷隆盛や鮫島白鶴の書や錦
絵、刀剣などの展示 期１月13
日（水）〜３月28日（日） 料高校
生以上200円、小・中学生100円
問西郷南洲顕彰館☎247-1100
D247-3373
鹿児島市の戦災と復興写真展
内空襲で焼失した市街地や戦災
復興工事の写真などの展示
期１月15日（金）〜２月10日（水）
の８時30分〜17時15分 所桜島
支所 問総務部総務課☎2161125D224-8900

市民のひろば

かごしま

鹿児島レブナイズ
ホームゲーム情報

スポーツ・健康づくり

対戦チーム

日 時
（土）
18時〜
岐阜スゥー １月30日
プス
１月31日
（日）
13時〜

所県総合体育センター体育館
◇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☎2015811D201-5822へ
世界のアフリカ系文化紹介
母国紹介プレゼンテーション・
外国の絵本紹介
期２月６日（土）14時〜16時
定50人程度
映画・文化的背景の解説
①映画「スパイダーマン・スパ
イダーバース」
（日本語字幕）、
②映画「星の王子ニューヨーク
へ行く」
（日本語字幕） 期①２
月13日（土）17時〜20時、②２月
20日（土）17時〜20時 定各100
人
共
所かごしま国際交流センター
料無料 申ファクスかメールで
は希望日も各開催日の１週間
前までに市国際交流財団☎2265931D239-9258メールkokusai@
kiex.jpへ ※申
し込みフォーム
からも申し込み
可
申し込みフォーム
鹿児島の歴史の魅力を再発見！
史跡めぐりモニターツアー
内本市、指宿市、霧島市、南九
州市の歴史的スポットを東川隆
太郎氏（NPO法人かごしま探検
の会代表理事）のガイドで巡る
１泊２日のモニターツアー
期①２月４日（木）７時50分〜５
日
（金）
17時30分、②２月14日
（日）
８時〜15日（月）16時40分 ◇発
着場所…熊本銀行鹿児島支店前
定各22人 ◇申込期限…１月11
日 ◇料金など詳しくは南国交
通トラベルサービス☎254-8111へ
※観光庁長官登録
旅行業第118号
◇担当課…観光プ
ロモーション課
ホームページ

◀福昌寺跡

第54回市小・中学校図工・美術
学習発表展示
期１月27日（水）〜２月５日（金）
の９時30分〜18時（最終日は15
時まで。２月１日を除く）
所市立美術館 料無料 問学校
教育課☎227-1941D227-3016

御楼門▶

春風亭昇太・桂竹丸二人会
内春風亭昇太氏（落語家）、桂竹
丸氏（落語家）による落語会
期２月21日（日）13時30分 所谷
山サザンホール 定400人
◇料金など詳しくは谷山サザン
ホール☎260-2033D267-4256へ
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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16
日（土）９時〜12時30分
②初心者向け
対釣り初心者 期２月６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16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①１月23日（土）、②１月24日
（日）の９時〜 所あいハウジン
グアリーナ松元（松元平野岡体
育館） 料①１チーム5000円、
②１ペア3000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11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
（徳留）
☎090-7386-4703D8024145メールtokubado@aqr.bbiq.jp
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 〜40歳 の 人 期 ２ 月10日 〜
３月17日の毎週水曜日19時〜21
時（全６回） 所市教育総合セン
タ ー 定12人 料1400円（ ボ ー
ル代） 申往復はがきかメール
で１月31日（必着）までに〒8920816山 下 町6-1青 少 年 課 ☎2271971メールseisyonen-ev@city.ka
goshima.lg.jpへ

鹿児島ふれあいスポーツランド
健康体操教室
対50歳以上の自立歩行が可能な
人 期２月19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１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☎2757107D275-7118へ

１月号

2021年（令和３年）

2021市民卓球大会
内①個人戦男女年齢別シングル
ス、②団体戦
（３単） 対市内に
住むか通勤する人（学生・専門
学校生を除く） 期①２月20日
（土）
、②２月21日
（日）
の９時〜
所あいハウジングアリーナ松元
（松元平野岡体育館） 定①250
人、②70チーム 料①１人100
円、
②１チーム400円 申郵送か
ファクスで地域公民館などにあ
る申込書を１月27日
（必着）
まで
に〒890-0026原良七丁目19-7市
卓球連盟事務局（中原）☎0903071-8179D281-0130へ

学び・文化
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温泉活用相談会
内温泉の正しい入浴方法や効果
などのアドバイス 期１月18日
（月）
10時30分〜12時 所かごし
ま温泉健康プラザ 料大人300
円、小・中学生150円
（施設使用
料） 問かごしま温泉健康プラ
ザ☎252-8551D252-8556
さくらじま白浜温泉センター
陶芸教室
内ひな人形、皿、湯飲みなどの
自由作品作り 対市内に住む人
期１月20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
対市内に住む65歳以上の人
期①１月20日
（水）
14時〜16時、
②２月18日
（木）
10時〜12時
所①南郡元公民館
（南郡元町）
、
②薬師町公民館
（薬師一丁目）
定各30人（先着順） 料200円（入
浴料） 申電話かファクスで①は
１月18日、②は２月16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

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27日〜２月24日の毎週水
曜日13時30分〜16時30分（全５
回） 所かごしま国際交流セン
ター 定20人 料3000円 申郵
送かファクス、メールで１月17
日（必着）までに〒892-0846加治
屋町19-18市国際交流財団☎2265931D239-9258メールkokusai@ki
ex.jpへ
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