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八重の里（郡山・花尾町）
リニューアルオープン
◇旬の野菜や加工品などを販売
する農産物直売所や、地元の食
材を使った飲食施設もあります
◇営業時間…８時30分～18時
※飲食施設は11時～14時　問八
重の里☎248-7539
鹿児島ユナイテッドFC 
ホームゲーム情報 
対戦チーム 日　時
藤枝MYFC ４月10日（日）

13時キックオフ
ガイナーレ鳥取 ４月16日（土）14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
事務局☎812-6370
D812-6371へ
市民ギャラリー
展示期間 展示名称
４月11日（月）
～15日（金）

鹿児島市勤労女性
センター活動展

４月18日（月）
～22日（金） 消費生活パネル展

５月９日（月）
～13日（金）

宅地防災月間
パネル展

所本庁東別館１階　問サンサン
コールかごしま☎808-3333
「かごしまの乗りもの」POP UP SHOP 
◇マルヤガーデ
ンズ12周年・鹿
児島ロフト６周
年イベントとタ
イアップし、交
通局・船舶局コーナーを設けま
す　内オリジナルグッズの販売
や車両部品の展示など　期４月
15日（金）～５月８日（日）の10時
～20時　所鹿児島ロフト（マル
ヤガーデンズ内）　問マルヤガ
ーデンズ☎813-8108
維新ふるさと館のイベント
①かごしま折々あそび展 
◇折り紙で島津
かぶとなどを作
ります　期４月
17日（日）13時～
16時　
②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５月３日（祝）～
５日（祝）の12時30分～13時　 
定各132人（当日先着順）　 
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
サンエールプチシネマ　　託 
◇上映作品…紅い襷

たすき

－富岡製糸
場物語－（邦画）　対市内に住む
か通勤・通学する人　期４月21
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

かごしま春祭大ハンヤ2022 
期４月23日（土）11時30分～19時、
４月24日（日）９時30分～18時30
分　所ドルフィンポート跡地、
鹿児島中央駅など　問かごしま
春祭大ハンヤ振興会☎257-9690
鹿児島レブナイズゲーム情報
対戦チーム 日　時
アイシン
アレイオンズ

４月23日（土）18時～
４月24日（日）13時～

所西原商会アリーナ　◇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☎201-
5811D201-5822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５月29日（日）９時30
分～12時（受け付けは10時まで）
所鴨池公民館　定100人　申往
復はがき（１人１枚）で４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
鹿児島ぶらりまち歩き 「鹿児島城
本丸（御楼門）と薩摩義士コース」
内観光ガイドと「御楼門」を巡
るコース（事前予約が必要）　
料大人1000円、小・中学生500
円　※今月から料金変更　問鹿
児島まち歩き観
光ステーション
☎208-4701
D208-4703

市スポーツ振興協会イベント  
イベント名 日　時
①マグマ
　ウォーク

４月23日（土）
９時～13時

②かごしまヨ
ット（スナ
イプ級）教
室

５月15日～29日の
毎週土・日曜日
９時30分～15時
30分（全５回）

③シーカヤッ
　ク体験講座

A５月22日（日）
　９時～12時30分
B５月29日（日）
  13時30分～17時

④船上ヨガ ５月28日（土）
11時～12時

対②③市内に住む高校生以上の
人　※①④の小学生以下は保護
者同伴　所①桜島港フェリータ
ーミナル、②平川ヨットハーバー、
③磯海水浴場、④よりみちク
ルーズ船上　◇申込期限…①４
月14日、②５月１日、③のAは
５月８日、Bは５月15日、④５月
19日（いずれも必着）　◇料金や
定員など詳しくは
市スポーツ振興協
会☎248-7718
D248-7738へ

シニアのための水中運動教室 
対市内に住む60歳以上の人　 
期５月６日～25日の毎週水・金
曜日14時～15時（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４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
☎251-1288
D808-0021へ　
※同施設HPから
も申し込み可
鴨池公園テニスコート 
春季初心者テニス教室（硬式） 
対市内に住む18歳以上の人（学
生を除く）　◇ラケット、シュ
ーズ持参　期５月10日～６月２
日の毎週火・木曜日10時～12時
（全８回）　定20人　料無料
申往復はがきで４月20日（消印
有効）までに〒890-0063鴨池二
丁目27-1鴨池市民球場管理事務
所☎253-6610D253-6624へ
鹿児島ふれあいスポーツランド教室 
①ハワイアンストレッチフラ
対市内に住む18歳以上の人　
期５月16日（月）13時30分～14時 
30分　
②健康体操
対50～80歳の自立歩
行可能な人　期５月
27日（金）13時30分～14時30分
①②共
定15人　料200円（施設使用料）
申往復はがきで①は４月28日、
②は５月９日（いずれも消印有
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

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４月27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
タマネギ収穫体験 
対市内に住む人（小学生以下は
保護者同伴）　期５月８日（日）
９時30分～11時、13時30分～15
時　所都市農業センター　定各
150人　料200円　申往復はがき
（１人１枚）で４月15日（必着）ま
でに〒891-1205犬迫町4705都市
農業センター☎238-2666D238-
2682へ

サンエールかごしま講座
①託児サポーター養成講座
対市内に住むか通勤・通学し、
保育士か幼稚園教諭の資格を持
つか子育ての経験があり、全回
受講後にサンエールかごしまで
定期的に活動できる人　期５月
11日（水）・13日（金）・17日（火）・
18日（水）・24日（火）・25日（水）・
27日（金）の10時～12時（全７回）
定30人　
②DV被害者支援啓発講座 　託
内被害者支援の現状や被害ケー
スの対応方法など　対市内に住
むか通勤・通学する人　期５月
13日～６月３日の毎週金曜日14
時～16時（全４回）　定20人
①②共
料無料　申往復はがきかファク
ス、メールで①は４月22日、②は
４月26日（いずれも必着）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
食生活改善推進員養成講座
対講座修了後、食生活改善推進
員として地域でボランティア活
動ができる人　期５～10月の９
時30分～13時30分（全10回。月
１～２回開催）　※①水曜日コ
ースは５月25日～、②木曜日コ
ースは５月26日～。いずれも10
回目は10月27日（木）　所①中央
保健センター、②北部保健セン
ター　定各16人　料無料（教材
費などは実費負担）　申電話で
５月11日までに①は中央保健セ
ンター☎258-2364、②は北部保
健センター☎244-5693へ
消費者月間記念講演会　　託
◇演題…考えよう！大人になる
とできること、気を付けること
～18歳から大人に～　◇講師…
河原佑香氏（（公財）消費者教育
支援センター研究員）　※オン
ライン出演　対市内に住むか通
勤・通学する人　期５月28日（土）
10時～11時45分　所かごしま国
際交流センター　定会場・オン
ライン各50人　料無料　申郵送
かファクス、メールで５月13日
（必着）までに〒892-8677山下町
11-1市消費生活センター☎808-
7512D808-7501メールsyouhi@city.
kagoshima.lg.
jpへ　※申し込
みフォームから
も申し込み可
ふれあい園芸教室 
内カーネーションの育て方　
対市内に住む人　期５月29日（日）
10時～11時　所かごしま市民福
祉プラザ　定50人　料無料　
申往復はがき（１枚２人まで）で
４月25日（必着）までに〒892-
8677山下町11-1公園緑化課
☎216-1368D216-1352へ

おでかけ情報
 応募要領は20面 

学び・文化
 応募要領は20面 スポーツ・健康づくり

 応募要領は20面 

ホームページ

ホームページ

申し込みフォーム

ホームページ

天文館図書館がオープン
期４月９日（土）～　◇開館
時間…10時～20時
問市立図書館
☎250-8500
D250-7157 ホームページ


