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防災パネル展
期①８月12日（金）まで、②８月
15日（月）～19日（金）、③８月23
日（火）～29日（月）　所①本庁み
なと大通り別館市民アートギャ
ラリー、②本庁西別館１階市民
ギャラリー、③よかど鹿児島２
階イベントスペース　問危機管
理課☎216-1213D226-0748
維新ふるさと館のイベント
①かごしま折々あそび展
内折り紙の展示など　期８月６
日（土）～９月19日（祝）　◇日曜
日は体験会も開催
②維新演劇シアター
◇演題…小松帯刀の家老はつら
いよ　期８月14日～28日の毎週
日曜日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
下水道展かごしま～下水道を学ぼう～
内下水道クイズラリー、パネル
展示、水処理模型の展示など
期８月10日（水）～12日（金）の９
時30分～17時　所市立科学館
料無料　問水道局下水道管路課
☎213-8542D257-7464
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
松本山雅FC ８月14日（日）

18時キックオフ
FC今治 ８月28日（日）

18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-
6370D812-6371へ
歴史的公文書の展示
「動物公園のあった鴨池」
期①８月17日（水）～30日（火）、
②９月５日（月）～16日（金）、③
９月20日（火）～22日（木）　所①
天文館図書館、②本庁西別館１
階市民ギャラリー、③本庁東別
館１階市民ギャラリー　問総務
部総務課☎216-1126D224-8900
サンエールプチシネマ　　託
◇上映作品…あらしのよるに４
‒ひみつのともだち‒　対市内に
住むか通勤・通学する人　期８
月18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
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８月25日（木）・26
日（金）の10時～16時　所山形屋
イベント広場（金生町）　問サン
サンコールかごしま☎808-3333

すこやか長寿まつり 高齢者作品展
期９月１日（木）～15日（木）の９
時～17時（９月５日・12日は除
く）　所高齢者福祉センター伊
敷　問長寿支援課☎216-1266
D224-1539
ぶどう収穫体験
対市内に住む人（小学生以下は
保護者同伴）　期９月18日（日）
10時～11時　所川路ぶどう園（犬
迫町8936）　定20人程度（１組４
人まで）　料１人500円　申申し
込みフォームで８月20日までに
世界遺産・ジオ・
ツーリズム推進課
☎216-1371D216-
1320へ
桜島・錦江湾ジオパーク
スタンプラリー 
◇スマートフォンアプリ「かご
ぷり」でスタンプを集めます
期11月30日（水）まで　問桜島・
錦江湾ジオパー
ク推進協議会
☎216-1313
D216-1320

水族館朝ヨガ
期８月27日（土）７時15分～８時
30分　所かごしま水族館　定30
人　料3000円（入館料込み）
申メールで８月21日までに市ス
ポーツ振興協会☎248-7718
D248-7738メールinfo@
kago-spo.or.jpへ
※同協会HPからも
申し込み可
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９月１日（木）・８日（木）の13
時30分～14時30分、９月５日（月）
・12日（月）の11時30分～12時30
分（全４回）　定20人　料１回300
円
②健康体操教室
対50～80歳の自立歩行可能な人
期９月16日（金）13時30分～14時
30分　定15人　料200円
①②共
申往復はがきで①は８月18日、
②は８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
初心者向けフィッシングスクール
対釣り初心者（小
学生以下は保護者
同伴）　期９月３
日（土）９時～12時30分　所①鴨
池海づり公園、②桜島海づり公
園　定①40人、②20人　料釣り
料金など通常料金　申電話で鴨
池海づり公園☎252-1021、桜島
海づり公園☎293-3937へ

初心者ナイターソフトテニス教室
対市内に住む18歳以上の人（学
生を除く）　期９月６日～22日
の毎週火・木曜日19時～21時（全
６回）　所東開庭球場　定30人
料200円（保険料）　申往復はが
きで８月24日（必着）までに
〒891-0115東開町2-1東開庭球場
☎・D268-5572へ

子ども相談支援ボランティア入門講座
対市内に住む人
期８月19日（金）
13時30分～15時
所かごしま市民
福祉プラザ５階　定30人程度（先
着順）　料無料　申郵送かファ
クス、メールで８月15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☎221-6072D221-6075
メールk-shakyo-vo6@dondon-net.or.
jpへ
かつお節の魅力を知る
ワークショップ
対小学生　期８
月22日（月）11時
30分～12時15分
所マークメイザ
ン　定15人程度
料500円　申電話かメールで８
月17日までにかごしま文化情報
センター☎248-8121D248-8127
メールinformation@kcic.jpへ
高齢者すこやか温泉講座
◇講師…六

む さ し

三四氏（温泉ソムリ
エ師範）、東川隆太郎氏（かごし
ま探検の会）　対市内に住む65
歳以上の人　期①８月24日（水）、
②９月21日（水）の10時～12時
所①八幡福祉館（下荒田二丁目）、
②石塚公民館（坂之上七丁目）
定各20人（先着順）　料200円
申電話かファクスで①は８月22
日、②は９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
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８月24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
救急医療市民講座
内川村英樹氏（鹿児島大学病院
特例准教授）による新型コロナ
ウイルス感染症に関する講話
期９月３日（土）14時～16時30分
所市医師会館（加治屋町）　定100
人（先着順）　料無料　申郵送か
ファクスで８月19日（必着）まで
に〒892-0846加治屋町3-10鹿児
島市医師会☎226-3737D225-
6099へ

福祉学び合い講演会
◇演題…コロナ禍こそ、考えよ
う！安心して暮らせる地域づく
り　対市内に住む人　期９月10
日（土）14時～16時　所中央公民
館　定250人（先着順）　料無料
申郵送かファクス、メールで８
月25日（必着）までに〒892-0816
山下町15-1市社会福祉協議会地
域福祉推進課☎221-6071D221-
6075メールk-shakyo-ti3@dondon-
net.or.jpへ
高齢者のためのウェルカム教室 
内講話、調理実習、健

けん

口
こう

体操な
ど　対市内に住む65歳以上で、
体重減少や口の渇き、むせなど
が気になる人　期９～10月の第
２・４火曜日10時～12時（全４
回）　所東部保健センター
定16人　料無料（一部材料費が
必要）　申電話で８月17日から
東部保健センター☎216-1310へ
吉田福祉センター講座
講座名 日　時
楽しく書こ
う！
書道講座

９～10月の第２・４火
曜日10時～12時
（全４回）

お灸で気分
すっきり！

９月15日・29日、
10月13日の木曜日
10時～12時（全３回）

対市内に住む人　定各12人
料無料（材料費は実費負担）
申直接か往復はがき、ファクス
で８月19日（必着）までに〒891-
1303本城町1687-2吉田福祉セン
ター☎294-1825D294-4701へ
健康づくり料理教室
内①菜

さ わ や か

和野果料理教室、②いき
いき料理教室　対市内に住む人
期①９月13日（火）10時～13時、
②９月15日（木）10時～13時
所①南部保健センター、②西部
保健センター　定各12人（先着順）
料600円程度（材料費）　申電話
で①は８月15日から南部保健セ
ンター☎268-2315へ、②は８月
22日～９月７日に西部保健セン
ター☎252-8522へ
生活習慣病予防教室
内徳永公紀氏（白石病院医師）に
よる腎臓病と生活習慣の関係に
関する講話　対市内に住む人
期９月28日（水）14時～15時30分
所西部保健センター　定40人（先
着順）　料無料　申電話かファク
スで８月15日から西部保健セン
ター☎252-8522D252-8541へ
ロコモ予防教室（膝痛・腰痛予防）
◇白木信義氏（米盛病院理学療
法士）による講話と実技「今日
から実践！ロコモ予防」　対市
内に住む人　期９月30日（金）14
時～15時30分　所中央保健セン
ター　定35人（先着順）　料無料
申電話で８月15日から中央保健
センター☎258-
2370へ　※申し
込みフォームか
らも申し込み可
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 応募要領は20面 

スポーツ・健康づくり
 応募要領は20面 

学び・文化
 応募要領は20面 

ホームページ

申し込みフォーム

かごぷりダウンロード

申し込みフォーム


