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維新ふるさと館
かごしま折々あそび展
体験名 日　時
かるた １月７日（土）13時～16時

こま回し １月８日（日）・15日（日）の13時～16時
定１回各４人（順次入れ替え）
料大人300円、小・中学生150円
問維新ふるさと館☎239-7700
D239-7800
鹿児島市の戦災と復興写真展
期１月12日（木）～２月８日（水）
所郡山支所　問総務部総務課
☎216-1125D224-8900
鹿児島レブナイズ ゲーム情報
対戦チーム
・会場 開始日時

ヴィアティン
三重（西原商会
アリーナ）

１月14日（土）18時

１月15日（日）13時
横浜エクセレ
ンス（串良平和
アリーナ）

１月28日（土）18時

１月29日（日）13時

問鹿児島レブナイズクラブオフ
ィス☎201-5811D201-5822
西郷南洲顕彰館特別展
「西郷南洲翁遺墨展」
期１月17日（火）～３月31日（金）
の９時～17時　料高校生以上200
円、小・中学生100円　問西郷南
洲顕彰館☎247-1100D247-3373
第56回市小・中学校
図工・美術学習発表展
期１月18日（水）～27日（金）の９
時30分～18時（27日は15時まで。
１月23日を除く）　所市立美術
館　料無料　問学校教育課
☎227-1941D227-3016
精神保健福祉ふれあい交流会
内医療機関などで社会復帰に取
り組む人たちの舞台発表、作品
展示など　期２月10日（金）10時
30分～13時　所谷山サザンホー
ル　料無料　問保健支援課
☎803-6929D803-7026
マリーサポートカフェ
～婚活応援セミナー＆交流会～
対39歳までのマリーサポートか
ごしま（市結婚相談所）に登録し
ているか登録を検討する人
期２月18日（土）13時30分～17時
30分　所Li-Ka19・20（中央町）
定男女各10人　料1000円　◇申
し込み方法など詳しくはマリー
サポートかごしま
HPかマリーサポー
トカフェ受付事務
局☎295-3501へ
第３回さざん寄席 桂竹丸・
林家たい平・桂宮治落語会
期２月23日（祝）14時～　所谷山
サザンホール　定800人　料一
般4000円、高校生以下2000円、 
一般ペア7600円　※未就学児を
除く　問谷山サザンホール
☎260-2033D267-4256

レディースフィッシングスクール
対釣り初心者の女
性（小学生以下は
保護者同伴）　
期１月21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
第18回市民バドミントン大会
内①団体戦（３複）、②個人戦ダ
ブルス　対市内に住むか通勤・
通学する高校生以上の人　
期①１月29日（日）、②２月５日
（日）の９時～　所あいハウジン
グアリーナ松元　◇料金や申し
込み方法など詳しくは市バドミ
ントン協会HPか同協会（大德）
☎090-8914-5546
D255-3402
メールkagoshima2021
@yahoo.co.jpへ
第４回レディース水泳教室
内水中ウオーキングや簡単な泳
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２月１日～17日の毎
週水・金曜日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）
申往復はがきか鴨池公園水泳プ
ールHPで１月17日（必着）までに
〒890-0063鴨池
二丁目31-3同施
設☎251-1288
D808-0021へ
市スポーツ振興協会のイベント
イベント名 日　時

① トップアスリ
ートと大運動
会！（西原商会
アリーナ）

２月５日（日）
13時30分～
16時40分

②仙巌園ヨガ ２月12日（日）
８時～９時30分

定①150人、②30人　◇申込期
限…①１月25日、②１月31日
◇申し込み方法な
ど詳しくは市スポ
ーツ振興協会☎248-
7718D248-7738へ
2023市民卓球大会
内①男女年齢別シングルス、②
団体戦（１複２単）　対市内に住
むか通勤する人（学生・専門学
校生を除く）　期①２月11日（祝）
９時～、②２月12日（日）９時～
所西原商会アリーナ　定①250
人、②70組　申郵送でスポーツ
施設などにある申込書（市スポ
ーツ振興協会HPからダウンロー
ド可）を１月18日（必着）までに
〒891-0102星ヶ峯五丁目24-7市
卓球連盟事務局
（三角）☎090-
3197-2783
D265-3931へ

かごしま温泉健康プラザ 健康教室
教室名 日　時

① 高齢者向け
　筋トレ

１月16日（月）
11時～12時

② 心と体を元気に
する入浴術

１月16日（月）
12時～13時

③ 高齢者向け
　体力測定

１月30日（月）
11時～13時

対①③70歳以上の人、②どなた
でも　定①５人、②③各10人（い
ずれも先着順）　料①③無料、②
300円　申直接か電話で１月13
日からかごしま温泉健康プラザ
☎252-8551D252-8556へ
錦江湾公園バラの年間管理教室
内バラの剪

せんてい

定・手入れの講義と
実技　対市内に住む人　期１月
19日、５月18日、９月７日の木
曜日10時～12時（全３回）　定20
人　料無料　申郵送（１枚２人
まで）で１月12日（必着）までに
〒892-0816山下町15-1市公園公
社☎221-5055D223-5690へ
みんなで学ぶ景観まちづくり
市民教室
内髙尾忠志氏（長崎市景観専門
監）による講演「地域の価値を高
める公共デザイン」　期１月19
日（木）18時30分～20時　所かご
しま国際交流センター　定130人
（先着順）　料無料　申電話かフ
ァクス、メール、申し込みフォ
ームで１月16日までに都市景観
課☎216-1425
D216-1398メールtoshi
keikan@city.kago
shima.lg.jp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１月25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
魚類市場 お魚ファン感謝デー
内子ども向けイベントや買い回
り体験など　期１月28日（土）９
時～12時　定50組（１組４人ま
で）　料無料　申“いお・かごし
ま”魚食普及拡大
推進協議会HPで１
月18日までに魚類
市場☎223-0310
D223-9817へ
野菜収穫＆ピザづくり体験
対市内に住む人（小学生以下は
保護者同伴）　期２月４日（土）
10時～13時　所観光農業公園
（グリーンファーム）　定10組（１
組４人まで）　料１組1000円　
申申し込みフォームで１月23日
までに世界遺産・
ジオ・ツーリズム
推進課☎216-1371
D216-1320へ

選挙を考える市民のつどい
内講演や啓発作文の朗読、選挙
クイズ大会など　期２月４日（土）
13時30分～16時　所中央公民館
定100人程度　料無料　申電話
かファクスで１月30日までに市
選挙管理委員会☎216-1470
D216-1472へ
絵皿に描く海の生き物
対小学生以上の人　期２月５日
（日）10時～12時30分、14時～16
時30分　所かごしま水族館　
定各10人程度　料500円（別途入
館料が必要）　申メールかかご
しま文化情報センターHPで１月
27日までに同センター☎248-
8121D248-8127メールinformation@
kcic.jpへ

かごしま高岡病院健康講座
◇演題…フレイルにならない健
康管理　対市内に住む18歳以上
の人（学生を除く）　期２月５日
（日）10時30分～11時40分　所西
原商会アリーナ　定30人　料無
料　申電話で１月
４日～２月２日に
西原商会アリーナ
☎258-4650D258-
4570へ　
女性のこころ・からだ
支援セミナー　　　　　　託
対市内に住むか
通勤・通学する
女性　期２月８
日～３月８日の
毎週水曜日14時～16時（全５回）
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１月20日（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
高齢者福祉センター郡山 ふれあい教室
講座名 日　時（全２回）

①たのしい
　絵手紙

２月９日（木）、３月
９日（木）の13時30
分～15時30分

②かんたん！
　軽スポーツ

２月14日（火）、３月
14日（火）の10時～
11時30分

③ゆうゆう
　気功

２月14日（火）、３月
14日（火）の14時～
15時30分

④春のお菓子
　づくり

２月17日（金）、３月
17日（金）の13時30
分～15時30分

対市内に住む65歳以
上の人　定①14人、
②③各15人、④10人
料無料（材料費など
実費負担）　申直接（はがき持参）
か往復はがき（１人１通１講座）、
ファクスで講座名、ファクス番
号も１月22日（必着）までに〒891-
1105郡山町176高齢者福祉セン
ター郡山☎・D298-2278へ

おでかけ情報 スポーツ・健康づくり
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ホームページ

ホームページ

ホームページ

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

ホームページ

ホームページ

申し込みフォーム


