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鹿児島市景観まちづくり賞
令和２年度受賞作品パネル展
展示期間 場　所
２月７日（月）
まで

勤労者交流センタ
ー（よかセンター）

２月８日（火）
～15日（火） サンエールかごしま
２月17日（木）
～28日（月） 川商ホール
３月１日（火）
～８日（火）

鹿児島中央駅
市民プラザ

３月９日（水）
～18日（金） 中央公民館地下
３月22日（火）
～25日（金）

本庁東別館１階
市民ギャラリー

問都市景観課☎216-1425D216-
1398
新特産品いちin仙巌園
内2021かごしまの新特産品コン
クール入賞商品の販売　期２月
５日（土）～13日（日）の９時～17
時　問産業支援課☎216-1323
D216-1303
第46回鹿児島市春の新人賞
受賞記念展 繁

はん

昌
じょう

絵美絵画展
期２月８日（火）～13日（日）
所市立美術館　料無料　問文化
振興課☎216-1501D216-1128
維新ふるさと館のイベント
①維新演劇シアター
内明治維新の薩摩を感じる楽し
い歴史演劇　期２月11日（祝）～
13日（日）の12時30分～13時　
定各132人（当日先着順）　
②かごしま折々あそび展
内折り紙の展示など　期２月19
日（土）～３月21日（祝）　◇土・
日曜日は体験コーナーも開催　
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
Osaka Shion Wind Orchestra
吹奏楽によるドラゴンクエスト
コンサートin鹿児島　　　　託
期２月12日（土）16時～　所川商
ホール　定1990人　料Ｓ席4000
円、Ａ席3000円、Ｂ席2000円　
※全席指定、各席高校生以下半
額　◇未就学児の入場は不可
◇同ホール、市内プレイガイド
でチケット販売　問川商ホール
☎257-8111D251-4053
鹿児島市の戦災と復興資料・
写真展
期２月17日（木）～３月15日（火） 
の９時30分～21時30分　※日曜
日、祝日は18時まで　所サンエ
ールかごしま　問総務部総務課
☎216-1125D224-8900
サンエールプチシネマ　　託
◇上映作品…カミングアウト
（邦画）　対市内に住むか通勤・
通学する人　期２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

ふれあい出前コンサート
内クラリネットアンサンブルな
ど　期２月27日（日）13時30分～
14時30分　所松元公民館　定250
人（当日先着順）　料無料　問谷
山サザンホール☎260-2033
D267-4256
国際交流探訪バスツアー
内曽於市への日帰りバスツアー
対市内に住むか通勤・通学する
人　期３月13日（日）９時～17時
30分　定日本人30人、在住外国
人30人　料2500円（財団会員・
外国人・小学生以下は2000円、
３歳以下無料）　申郵送かメー
ルで２月25日（必着）までに
〒899-2701石谷町1279-6かごし
まスカイ旅行㈱☎208-3003メールka
goshima-sky@outlook.jpへ
※県知事登録旅行業第3-264号
鹿児島ぶらりまち歩き 
「世界文化遺産コース」
内観光ガイドと「旧集成館」を散
策するコース（事前予約が必要）
料大人500円、小・中学生100円
※別途入館料が必
要　問鹿児島まち
歩き観光ステーシ
ョン☎208-4701
D208-4703

海づり公園フィッシングスクール
①レディース　
◇講師…上園歩美氏　対釣り初
心者の女性　期２月13日（日）９ 
時～12時30分　所鴨池海づり公
園　定40人　
②初心者向け
対釣り初心者
期３月５日（土）９時～12時30分
所A鴨池海づり公園・B桜島海
づり公園　定A40人、B20人
①②共　
◇小学生以下は保護者同伴　
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
ボディーリセットヨーガ＆
ピラティス教室 
期２月24日、３月10日・24日の
木曜日11時～12時　所吉田文化
体育センター　定各30人　料無
料　申直接か電話で各開催日の
１週間前までに吉田文化体育セ
ンター☎294-4477D294-4478へ 
鹿児島ふれあいスポーツランド
初心者ズンバダンス教室
対市内に住む高校生以上の人　
期３月６日（日）10時30分～11時
30分　定15人　料200円（施設使
用料）　申往復はがきで２月21
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☎275-7107D275-
7118へ

桜ウォーキング㏌吉野公園
対市内に住むウオーキングでき
る人　期３月８日（火）10時～12
時　※雨天中止　定100人（先着
順）　料50円（保険料）　申電話
かファクスで２月21日～３月３
日に中央保健センター☎258-
2370D258-2392へ
トップアスリートと大運動会！
内本市に拠点を置くスポーツチ
ームの選手とニュースポーツで
交流　対市内に住む人　期３月
12日（土）13時30分～16時30分　
所西原商会アリーナ　定100人
料500円　申往復はがき、メール
で２月23日までに〒892-0816山
下町15-1市スポーツ振興協会
☎248-7718D248-7738メールinfo@
kago-spo.or.jp
へ　※同協会HP
からも申し込み
可

在宅医療と介護の連携推進
講演会（オンライン配信）
内濵田努氏（きいれ浜田クリニ
ック院長）による講演「人生の
最期に関わるために必要な３つ
のポイント」　期２月14日（月）
～28日（月）　問市
在宅医療・介護連
携支援センター
☎298-1037
D252-4800
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２月16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　
内タブレットを使った簡単なト
レーニング　対市内に住むか通
勤する勤労者と家族　期２月18
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２月13日までに勤労者交
流センター☎285-0003D285-
0102へ
維新ふるさと館　歴史講座　
◇演題…「日露交流と漂流民」
～ゴンザとソウザを中心に～
期２月18日（金）・19日（土）の10
時30分～12時、13時30分～15時
定各20人　料大人300円、小・中
学生150円　申郵送かファクス
で２月９日（必着）までに〒892-
0846加治屋町23-1維新ふるさと
館☎239-7700
D239-7800へ
※申し込みフォ
ームからも申し
込み可

郷土料理教室 　
日　時 場所・問い合わせ

２月24日（木）
10時～
13時30分

中央保健センター
☎258-2364

２月25日（金）
10時～
13時30分

北部保健センター
☎244-5693
南部保健センター
☎268-2315

２月28日（月）
10時～
13時30分

西部保健センター
☎252-8522

３月１日（火）
10時～
13時30分

東部保健センター
☎216-1310

内きびなごのチリソース風など
対市内に住む人　定各12人（先
着順）　料700円程度（保険料込）
申電話で２月14日から受講希望
の保健センターへ
家庭で楽しむ常緑果樹の
育て方講座（柑橘類）
対市内に住む18
歳以上の人
期２月27日（日）
９時30分～11時
30分　所都市農業センター　
定30人　料無料　申往復はがき
（１人１枚）で２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
菜
さ

和
わ

野
や

果
か

料理教室 
◇バランスの良い献立を食生活
改善推進員と作ります　対市内
に住む人　期３月４日（金）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２月14日～21日に南部
保健センター☎268-2315へ
げいじゅつたいけん！ワークシ
ョップ参加者募集「学んで表す
・動物観察で絵皿づくり」
◇講師…城

じょう

雅典
氏（陶磁器作家）
対①小学生（３
年生以下は保護
者同伴）、②中
学生以上の人　期３月５日（土）
①10時～12時30分、②14時～16
時30分　所平川動物公園　
定①８人、②10人　料500円（別
途入園料必要）　申ファクスか
メールで２月18日までにかごし
ま文化情報センター☎248-8121
D248-8127メールinformation@
kcic.jpへ
お茶の手もみ・飲み比べ体験
対市内に住む人　期３月19日（土）
10時～13時　所都市農村交流セ
ンターお茶の里　定５組（１組
５人まで）　料無料　申電話か
ファクスで２月25日までにグリ
ーンツーリズム推進課☎216-
1371D216-1320へ　※申し込み
フォームからも申し込み可

おでかけ情報
 応募要領は20面 

学び・文化
 応募要領は20面 

観光ナビ

ホームページ

申し込みフォーム

市ホームページ

申し込みフォーム

スポーツ・健康づくり
 応募要領は20面 


