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イベント・講座

市民のひろば

おでかけ情報

スポーツ・健康づくり

平和都市宣言30周年記念作品展
期６月２日（水）〜30日（水）９時
30分〜21時30
分 ※月曜日
を除く。日曜
は９時30分〜
18時 所サン
エールかごし
ま 料無料
問総務部総務課☎216-1125
D224-8900
サンエールプチシネマ
託
◇上映作品…海よりもまだ深く
（邦画） 対市内に住むか通勤・
通学する人 期６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
☎813-0852D813-0937
かごしま国体・大会
みんなでリメイク大作戦作品展
内2020年かごしま国体・大会用
ののぼり旗や横断幕などを有効
活用し、市民が製作したリメイ
クグッズの展示会 期６月21日
（月）
〜25日（金）８時30分〜17時
15分 所本庁東別館１階 料無
料 問国体総
務課☎8082478D8080083
牛田智大ピアノリサイタル
〜オール・ショパン・プログラム〜
期７月３日（土）14時〜 所谷山
サザンホール 定800人 料一
般3000円、高校生以下1500円、
親子ペア4200円 ※未就学児を
除く 問谷山サザンホール
☎260-2033
花壇の草花を差し上げます
◇交差点や公園内に植えてある
草花の一部を７月９日（金）
（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
☎216-1368
D216-1352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８月１日（日）９時30
分〜12時（受け付けは10時まで）
所谷山市民会館 定100人
申往復はがき（１人１通）で６月
30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

第55回鹿児島市民体育大会
◇今月から市内各施設で市民体
育大会を開催します 対市内に
住むか通勤・通学する人 ◇実
施要項・申込書は西原商会アリ
ーナ（鹿児島アリーナ）、市民体
育館、市民相談センター、各支
所、小・中学校、地域公民館な
どにあります ※市スポーツ振
興協会HPからもダ
ウンロード可
問市スポーツ振興
ホームページ
協会☎248-7718
D248-7738

応募要領は20面

６月号

かごしま

応募要領は20面

第２回レディース水泳教室
内簡単な泳法の習得 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７月２日
（金）
・７日（水）
・９日（金）
・14
日（水）
・21日（水）
・23日（祝）の
14時30分〜15時30分（全６回）
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６月17日（必着）までに〒8900063鴨池二丁目31-3鴨池公園水
泳プール☎251-1288D808-0021
へ

ふれあい館「夏のダンスフェス」
◇舞台でダンスを披露する出演
者を募集します 対市内に住む
人 期７月３日（土）10時30分〜
11時30分、13時30分〜14時30分
所市知的障害者福祉センター
（ふれあい館） 定各５組程度
料無料 申電話で６月15日まで
にふれあい館☎264-8711D2648884へ

学び・文化
応募要領は20面

食育出張講座
内管理栄養士による食に関する
出張講座 対市内に住む人（個
人を除く）
料無料 申詳し
くは保健政策課
☎803-6861
D803-7026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６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
☎245-2200D245-2201へ ※当
日受け付け可
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６月25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20
人 料無料 申電話かファクス
で６月13日までに勤労者交流セ
ンター☎285-0003D285-0102へ
まちかど交流講座（クッキング）
内旬の野菜を使ったピクルス作
り 対市内に住む人 期７月10
日（土）10時〜13時 所市精神保
健福祉交流センター（はーと・
ぱーく） 定７人 料500円
申直接か往復はがきで７月１日
（必着）までに〒890-0063鴨池二
丁目22-18はーと・ぱーく
☎070-1371-6837D206-8571へ

七夕交流会
〜マレー語であそぼう〜
内マレーシアの文化紹介、マレ
ー語絵本の読み聞かせ、日本の
七夕紹介、短冊・飾り作りなど
対３〜６歳の子どもと保護者
期７月10日（土）10時30分〜12時
所かごしま国際交流センター
定30人 料500円（１家族）
※財団会員無料。当日入会可
申郵送かファクス、メールでメ
ールアドレスも６月30日（必着）
までに〒892-0846加治屋町1918市国際交流財団☎226-5931
D239-9258メールkokusai@kiex.jp
へ
ブルーベリー収穫体験
対市内に住む人（小学生以下は
保護者同伴） 期７月11日（日）
10時〜11時 所都市農業センタ
ー 定100人 料 無 料 申 往 復
はがきで（１人１枚）６月18日
（必着）までに〒891-1205犬迫町
4705都 市 農 業 セ ン タ ー ☎2382666D238-2682へ

2021年（令和３年）

運動普及推進員養成講座
対市内に住むおおむね70歳まで
の運動ができ、健康づくりのた
めの運動を推進するボランティ
ア活動のできる人 期７月14日
（水）
・21日（水）
・28日（水）
・８
月３日
（火）
・10日
（火）
・18日
（水）
の13時15分〜16時
（全６回）
所中央保健センターか鴨池ドー
ム 定30人程度 料100円
（保険
料） 申電話か郵送で６月25日
（必着）までに〒890-8543鴨池二
丁目25-1-11中央保健センター
☎258-2370へ
いきいき料理教室
◇バランスの良い献立を食生活
改善推進員と一緒に作ります
対 市 内 に 住 む 人 期 ７ 月15日
（木）
10時〜13時30分 所西部保
健センター 定12人
（先着順）
料600円程度（材料費） 申電話
で６月21日から西部保健セン
ター☎252-8522へ
血管からみる生活習慣病重症化
予防教室
◇演題…慢性腎臓病ってどん
な病気!? ◇講師…尾田佑美氏
（南風病院腎臓内科医） 対市内
に住む人 期７月19日
（月）
14時
〜15時30分 所東部保健センタ
ー 定40人
（先着順） 料無料
申電話かファクスで６月14日か
ら東部保健セン
ター☎216-1311
D216-1308へ
※市HPからも
市ホームページ
申し込み可
さ

わ

や

か

菜和野果料理教室
◇バランスの良い献立を食生活
改善推進員と一緒に作ります
対市内に住む人 期７月20日
（火）
10時〜13時 所南部保健センタ
ー 定12人 料600円程度
（材料
費） 申電話で６月24日〜30日
に南部保健センター☎268-2315
へ

子育て中にホット！！一息☆
パワーチャージセミナー 託
内自分らしく主体的に生きるた
めの考え方などを学ぶ講座
対市内に住むか通勤・通学す
る 子 育 て 中 の 人 期 ７ 月28日
（水）
、８月５日
（木）
・12日
（木）
・
18日（水）
・19日（木）
・25日（水）
（全６回。各回２時間程度）
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７月９日
（必着）
ま
でに〒890-0054荒田一丁目4- 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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