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西郷南洲顕彰館特別展
「西郷南洲翁が敬慕した偉人たち」
期８月31日（水）まで　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
鹿児島ユナイテッドFC
ホームゲーム情報 
◇対戦チーム…カターレ富山　
期５月５日（祝）13時～　所白波
スタジアム　問鹿児島ユナイテ
ッドFC事務局
☎812-6370
D812-6371
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５月
14日（土）～22日（日）の９時～17
時　問産業支援課☎216-1323
D216-1303
錦江湾公園はなまつり
内花と緑の講習会、バラの育て
方相談所など　期５月14日（土）・
15日（日）の10時～16時　料無料
問公園緑化課☎216-1368D216-
1352
旧鹿児島紡績所技師館（異人館）
綿花の種まき
期５月15日（日）10時～11時30分
定20人　料大人200円、小・中
学生100円（入館料）　申電話で
５月12日までに文化財課☎227-
1940D222-8796へ　※市HPから
も申し込み可
維新ふるさと館
かごしま折々あそび体験 
内こま回し　期５月15日（日）13
時～16時　料大人300円、小・中
学生150円（入館料）　問維新ふ
るさと館☎239-7700D239-7800
市民ギャラリー
展示期間 展示名称

５月16日（月）～
20日（金）

四季のパステル
アートとAKIアート

５月23日（月）～
27日（金） 東開写友会

５月30日（月）～
６月３日（金） 中央写友会

６月６日（月）～
10日（金）

鹿児島のみんな
の海の写真展

所本庁東別館１階　問サンサン
コールかごしま☎808-3333
市内産農林水産物 旬のキャンペーン
内農林水産物・農産加工品のPR
販売など　期５月18日（水）・19
日（木）の９時30分～15時　所た
わわタウン谷山　問サンサンコ
ールかごしま☎808-3333
ブックリサイクルフェア 
◇不要な図書を無料でお譲りし
ます　※無くなり次第終了　
期５月19日（木）・20日（金）の９
時30分～16時　所サンエールか
ごしま　問男女共同参画推進課
☎813-0852D813-0937

サンエールプチシネマ　　託 
◇上映作品…ベイビーブラザー
（日本語字幕）　対市内に住むか
通勤・通学する人　期５月19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
都市農村交流センターお茶の里 
「新茶まつり」
内新茶や地元産の農産物販売な
ど　期５月22日（日）９時～15時
問世界遺産・ジオ・ツーリズム
推進課☎216-1371D216-1320

第15回ふれあい竹のいち
内竹製品約1000点の展示販売
期５月28日（土）・29日（日）の９
時～15時　所竹産業振興センタ
ー　問竹工芸振興組合☎・D238-
2323
寺山炭窯跡どんぐり苗木の植樹
対市内に住む人　期５月28日（土）
14時～16時　※雨天中止　定20
人（先着順）　料無料　申申し込
みフォームで５月
20日までに文化財
課☎227-1940
D222-8796へ
防災パネル展
期①５月30日（月）～６月３日
（金）、②６月４日（土）～20日（月）、
③６月22日（水）～７月５日（火）
所①本庁西別館１階市民ギャラ
リー、②イオンモール鹿児島（東
開町）、③山形屋（金生町）　問危
機管理課☎216-1213D226-0748
都市農業センター土曜マルシェ
内同センターで試験栽培された
農産物のPR販売　期６月４日（土）
９時30分～11時　問都市農業セ
ンター☎238-2666D238-2682

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５月21日（土）９時～12時30分
②初心者向け 
対釣り初心者　
期６月４日（土）
９時～12時30分
①②共
◇小学生以下は保護者同伴　
所A鴨池海づり公園・B桜島海
づり公園　定A40人、B20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

鹿児島ふれあいスポーツランド 
スポーツ教室
①初心者水泳教室
対18歳以上で全回参加できる人
期５月30日（月）、６月６日（月）
の11時30分～12時30分、６月２
日（木）・９日（木）の13時30分～
14時30分（全４回）　定20人　
料１回300円（プール入場料）
②青空ヨガ教室
対市内に住む18歳以上のヨガ経
験者　期６月24日（金）９時～10
時　定15人　料無料　※雨天時
は200円（施設使用料）
①②共
申往復はがきで①は５月18日、
②は５月31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

市スポーツ振興協会イベント
イベント名 日　時
①世界遺産ウォ
ーク～関吉の
疎水溝～

６月11日（土）
９時30分～11時

②水族館朝ヨガ ６月12日（日）８時～９時20分
③シ－カヤック
体験講座

６月12日（日）
13時30分～17時

対③市内に住む高校生以上の人
※①②の小学生以下は保護者同
伴　所①稲音館（下田町）、②か
ごしま水族館、③生見海水浴場
◇料金や定員など
詳しくは市スポー
ツ振興協会☎248-
7718D248-7738へ
市知的障害者福祉センター
ふれあい館「夏のダンスフェス」
◇ダンスを披露する①出演者と
②観覧者を募集します　対市内
に住む人　期７月２日（土）10時
30分～11時30分、13時30分～14
時30分　定①各３組程度、②各
80人程度（先着順）　料無料　
申電話で①は５月17日まで、
②は５月24日からふれあい館
☎264-8711D264-8884へ

鹿児島ふれあいスポーツランド
ホタルの観察会
期５月14日（土）19時30分～20時
30分　料無料　◇第一駐車場で
当日受け付け　問鹿児島ふれあ
いスポーツランド
☎275-7107D275-
7118
さくらじま白浜温泉センター 
エコクラフト教室
対市内に住む人　期５月17日（火）
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

都市農業センター ウメの収穫体験
対市内に住む人（小学生以下は
保護者同伴）　期５月22日（日）
９時30分～11時30分　定200人
料500円　申往復はがき（１人１枚）
で５月13日（必着）までに〒891-
1205犬迫町4705都市農業センタ
ー☎238-2666D238-2682へ
押し花体験教室
対市内に住むか通勤する勤労者
と家族　期５月22日（日）10時～
12時　所勤労者交流センター 
（よかセンター）　定15人　料無
料　申電話かファクスで５月13
日までに勤労者交流センター 
☎285-0003D285-0102へ
菜
さ

和
わ

野
や

果
か

料理教室
対市内に住む人　期５月24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５月13日までに
南部保健センター☎268-2315へ
イカ用餌木づくり教室 
期５月28日（土）９時～12時30分
◇小学生以下は保護者同伴　
所桜島港新フェリーターミナル
定15人程度（先着順）　料無料　
申電話で桜島海づり公園☎293-
3937へ
初心者のためのいやしのこけ玉作り
対市内に住む人　期５月28日（土）
14時～16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５月18日（必着）まで
に〒890-0063鴨池二丁目22-18は
ーと・ぱーく☎070-1371-6837
D206-8571へ
高齢者福祉センター与次郎
前期教養講座
講座名 日　時（全６回）

①折り紙
６月１日～８月17日
の第１・３水曜日
13時30分～15時

② リンパ
　 マッサー
ジとお灸

６月８日～８月24日
の第２・４水曜日
10時～11時30分

③簡単ヨガ
６月29日～８月31日
の第１・３・５水曜日
10時～11時30分

対市内に住む65歳以上の人　
定①30人、②③各15人　料無料
（教材費など実費負担）　申往復
はがきかファクスで希望の講座
名、生年月日も５月15日（必着）
までに〒890-0062与次郎一丁目
10-6高齢者福祉センター与次郎
☎250-3311D250-8011へ
ボランティア入門講座
内「傾聴」に関する知識や技術
期６月２日（木）・15日（水）、７
月１日（金）の13時30分～15時
所かごしま市民福祉プラザ
定各30人程度（先着順）　料無料
申郵送かファクス、メールで５
月30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☎221-6072
D221-6075メールk-shakyo-vo6@
dondon-net.or.jpへ

おでかけ情報

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

申し込みフォーム

プールの休業
期６月13日（月）～16日（木）


