
17 大人のはじめてピアノ
大人の初心者、未経験者向けのピアノ体験レッスンです。

十字屋ヤマハ音楽教室 国分センター 霧島市国分中央３丁目12-37 グロ・アール20 ２F
定休日／なし
営業時間／13：00～20：00

18：30〜19：30

11：00〜12：00

0995-45-4552 参加申込受付 15：00～20：00

●会　場：十字屋ヤマハ音楽教室 

　　　　　国分センター

●講　師：池之上 真理

●材料費：なし   　●持ち物：なし　

●定　員：3〜5名　●対　象：大人

8/29（月）
9/5（月）

18 ビートルズ研究会
世界中の人々に革命的とも言える音楽で、衝撃を与え今なお影響力が絶えない
「ザ・ビートルズ」その楽曲とヒストリーを研究、伝承してゆきます。

炭がいじん 霧島市国分中央３丁目９-７　　
定休日／日曜日
営業時間／18：00～24：00

全て14：00〜15：00

0995-47-0383 参加申込受付 14：00～17：00

●会　場：炭がいじん
●講　師：松延 哲也
●材料費：なし　
●持ち物：なし
●定　員：10名　
●対　象：どなたでも

8/28（日） 9/4（日）

19 ハンコのよもやま話
“はんこ”の素朴な疑問から印かんのご相談、キレイな判子の押し方や
お手入れ法など、ハンコのよもやま話で一緒に楽しく学びましょう！

印鑑のフクモト 霧島市国分中央１丁目７-55
定休日／日曜日・祝日
営業時間／８：00～18：00

全て14：00〜15：00

0995-47-4268 参加申込受付 ９：00～17：00

●会　場：印鑑のフクモト

●講　師：福元　隆

●材料費：なし　●持ち物：なし

●定　員：５名まで　

●対　象：どなたでも

8/16（火） 9/7（水）

20 伸びる夏!!刃物メンテナンス講座
草木も伸びる夏!!日頃からご愛用されている包丁もですが、草を刈る
鎌などの刃物のメンテナンスをこっそり、教えちゃいます。

国分とみや刃物工具店
霧島市国分中央４丁目26-17　　
定休日／日曜日　
営業時間／７：30～19：00

全て13：30〜15：00

0995-46-3650

参加申込受付 ９：00～18：00

●会　場：国分とみや刃物工具店
●講　師：坂口 崇介　●材料費：300円　
●持ち物：所有の刃物(包丁、ナイフなど)、
　　　　　前かけ(エプロン)　
●定　員：６名　●対　象：どなたでも

8/17（水） 9/7（水）

21 子どもたちを対象にした信用金庫の体験
子どもたちを対象に、お金の大切さ・使い方・流れ・役割を伝え、健
全な金銭感覚を育てるお手伝いができれば、と考えております。

鹿児島信用金庫 国分支店 霧島市国分中央３丁目23-５　　
定休日／土・日曜日、祝日
営業時間／９：00～15：00

全て15：30〜16：30

0995-45-0470 参加申込受付 ９：00～17：00

●会　場：鹿児島信用金庫 
　　　　　国分支店
●講　師：三堂 哲也
●材料費：なし　●持ち物：なし
●定　員：子ども10名　
●対　象：小学生以下(保護者同伴)

8/17（水）・18（木）

22 やってみようかボランティア
偶然の一致でドナーとして骨髄移植をして早20年！ステキな体験を披露し一緒
に広めてくれる仲間を増やしたい。様々なボランティア活動の紹介もOK！

きりしま保険事務所 霧島市国分野口町２-17
定休日／日曜日・祝日
営業時間／９：00～18：00

全て10：30〜11：30

0995-45-7468 参加申込受付 10：00～17：00

●会　場：きりしまミクス
　　　　　(プラスきりしまポイントカードインフォメーション)
●講　師：濵田 和直
●材料費：なし　●持ち物：なし
●定　員：４〜５名　
●対　象：どなたでも

8/18（木）・25（木）

23 交通事故から身を守る！危険予知トレーニング
交通事故を「しない」「させない」「巻き込まれない」ための危険予知
トレーニングにより、自分の身を守る術を学んでみませんか？

旭交通 霧島市国分中央２丁目15-25　　
定休日／なし
営業時間／０：00～24：00

全て13：00〜14：30

0995-47-1311 参加申込受付 ８：30～17：00

●会　場：旭会館 (旭交通本社２F)

●講　師：金谷 晴房・小林　伸

●材料費：なし　●持ち物：なし

●定　員：５名

●対　象：免許所有者

8/20（土）・27（土）

24 モシターン “きりしまを語る会”
モシターン発行200号に向けて、読者側からの意見を収集。講演会や
執筆者との交流会開催などについて意見を頂く。

国分進行堂

15：00〜17：00

0995-45-1015 参加申込受付 ９：00～19：30

●会　場：国分進行堂
●講　師：赤塚 恒久
●材料費：なし　
●持ち物：なし
●定　員：10名　
●対　象：どなたでも

8/18（木）

霧島市国分中央３丁目16-33　  定休日／なし
営業時間／平日　　９：00～19：30

　　　日・祝日10：00～19：00

25 美しく上手に使うペン、マーカー、絵具類
筆記具の進化により用途、使い勝手も広がりました。文具店の２割以上を
占める筆記具の徹底探求。紙、布、ガラスなど対象による選び方と使い方も。

14：00〜15：30

●会　場：国分進行堂
●講　師：鶴田店長と売場担当者
●材料費：なし　
●持ち物：お手持ちの筆記具で質問
　　　　　したいものがあれば…
●定　員：10名　
●対　象：小学生から大人まで

8/25（木）

国分進行堂
0995-45-1015 参加申込受付 ９：00～19：30

霧島市国分中央３丁目16-33　  定休日／なし
営業時間／平日　　９：00～19：30

　　　日・祝日10：00～19：00

32 ペットのあれこれ考えよう！
家族であるワンちゃん・ネコちゃんが何を思っているか一緒に考えて
みませんか？向き合うことで始まるペットとの素敵な生活を♪

きりしまミクス
0995-48-6620 参加申込受付 10：00～17：00

霧島市国分中央３-16-31　
定休日／日曜日
営業時間／10：00～18：00

26 書道上達は、筆の選び方、使い方から
筆の性質を知る担当者が、水書き練習ノートを使って筆の使い方と手入れ
方法を指導。小学生は自分の書道具で夏休みの課題を仕上げることも可。

国分進行堂
0995-45-1015 参加申込受付 ９：00～19：30

霧島市国分中央３丁目16-33　  定休日／なし
営業時間／平日　　９：00～19：30

　　　日・祝日10：00～19：00

全て10：30〜12：00

●会　場：国分進行堂
●講　師：赤塚 悦子と売場担当者
●材料費：必要に応じて500円程度
●持ち物：小学生等はご自分の書道
　　　　　セット、きれいな筆など
●定員：10名　●対象：小学生〜一般

8/12（金）・19（金）・
26（金）

27 無農薬で野菜を作ろう
無農薬で野菜栽培をするための基本的な考え方や方法をわかりやすく
解説します。

国分種苗 霧島市国分中央３丁目23-８　　
定休日／日曜日
営業時間／８：00～18：00

10：30〜12：00

0995-45-0275 参加申込受付 10：00～18：00

●会　場：国分種苗

●講　師：木野田 寛

●材料費：なし　●持ち物：なし

●定　員：４名　

●対　象：どなたでも

8/18（木）
13：30〜15：0019（金）

28 初心者でも失敗しないタネ播き
初めて、野菜をタネから作る方たちへタネ播きのコツ教えます。

国分種苗 霧島市国分中央３丁目23-８　　
定休日／日曜日
営業時間／８：00～18：00

10：30〜12：00

0995-45-0275 参加申込受付 10：00～18：00

●会　場：国分種苗
●講　師：木野田 寛
●材料費：なし　●持ち物：なし
●定　員：４名　
●対　象：どなたでも

8/11（木・祝）
13：30〜15：0012（金）

29 賢いプラきりポイントの集め方
プラきりカードはお持ちですか!?とってもお得で便利なプラきりカードの
賢い活用法やプラきり加盟店のお店情報などコッソリ教えちゃいます♪

プラスきりしまポイントカード
0995-47-6100 参加申込受付 10：00～17：00

●会　場：プラスきりしまカード
　　　　   インフォメーション
●講　師：大山　悠　
●材料費：なし 　 ●持ち物：なし
●定　員：各３名  ●対　象：どなたでも

霧島市国分中央３-16-31　定休日／日曜日
営業時間／10：00～18：00

8/13（土）
14：00〜15：0023（火）
10：30〜11：30

9/10（土）10：30〜11：30

30 エンディングノートを書いてみませんか？
もしものときも安心。私のエンディングノートを一緒に書いてみませ
んか？

明治安田生命 霧島市国分中央３丁目10-23　　
定休日／土・日曜日
営業時間／９：00～15：30

全て11：00〜12：30

0995-46-4272 参加申込受付 ９：00～15：30

●会　場：明治安田生命

●講　師：酒井 康雄

●材料費：なし　●持ち物：なし

●定　員：６名　

●対　象：どなたでも

8/22（月）・23（火）

31 「青空弁当」って気持ちがいいゼ！
霧島市の素敵な景色を見ながら食べるお弁当は最高です！みなさんに
「青空弁当」の極意をお教えします！

食器の池田 霧島市国分中央３丁目11-11　　
定休日／不定休
営業時間／10：00～18：30

14：00〜15：00

0995-45-0780 参加申込受付 10：00～18：00

●会　場：食器の池田

●講　師：池田　隆

●材料費：なし　●持ち物：筆記用具

●定　員：４〜６名または２組

●対　象：大人

8/20（土）
11：00〜12：008/23（火）

※飲食の講座ではありません

チラシの内容をよく見て
あなたの興味のある講座を

お選びください。

時間・場所をお間違えないよう
ご参加下さい。

（予約）

18 月月
日から

受けたい講座のお店へ直接お電話で
ご予約・申込み下さい。

※参加申込受付時間を必ずお守り下さい。
※受付時間外のご予約は承ることができません
　ので、あらかじめ御了承下さい。

●「まちゼミ申込みです」とお電話ください。 ●講座の場所や内容・持ち物、材料費の有無などをご確認ください。  

●会　場：きりしまミクス(プラスきりしま
　　　　  カードインフォメーション)
●講　師：大山   悠
●材料費：なし　  　●持ち物：なし
●定　員：５名まで　●対　象：どなたでも

8/20（土）10：30〜12：00

8/29（月）14：00〜15：30

9/3（土） 14：00〜15：30

受付スタート
お申込は各店へ!


