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違法駐車をなくしましょう

①土地（家屋）価格等縦覧帳簿の縦覧
期５月31日まで（土・日曜日、祝日を
除く）　※手数料は無料

②固定資産税課税台帳の閲覧
◇�納税義務者などの固定資産税課税
台帳の閲覧は縦覧期間以外も行っ
ています（有料）

①②共
◇身分証明書が必要（代理人のとき
は委任状と代理人の身分証明書が
必要）
所資産税課216-1180 ～1182・1185、各
支所の税務課（係）（①は東桜島支
所を除く）

内インターネットやメール、ワ
　ープロ・表計算などの基本操
作
対市内に住む18歳以上の人
期６月５日（水）・６日（木）９時
30分～16時
所学習情報センター（市教育総
合センター５階）
定20人（超えたら抽選）
料無料
申往復はがきに講座名、住所、氏
名、電話番号を書いて、５月
21日（必着）までに〒892-0816
山下町6-1学習情報センター
227-1925へ

男性のための悩み相談
◇男性の相談員が相談に
無料で応じます（電話
で要予約）
◇偶数月は第３日曜日の
午後、奇数月は第３土
曜日の午前
問サンエールかごしま相

談室813-0853

固定資産税の縦覧・閲覧 わくわくパソコン講座

６月１日は人権擁護委員の日

シーカヤック体験講座

男女共同参画センターの助成事業・相談案内

市民ギャラリー

城西公民館は６月～来年３月
は工事のため休館です
問城西公民館224-6993

上級救命講習受講者募集
内心肺蘇生法、ＡＥＤの使用法な
ど　対市内に住むか通勤・通学す
る人　期６月15日（土）９時～18時
所消防総合訓練研修センター（新
栄町22-30）　定30人（先着順）
料無料　申５月16日から電話で警
防課222-0960へ
ランチタイムコンサート出演者募集
対高校生以上で音楽活動をしてい
る学生　期７月～９月の金曜日の
うち６日間　所市役所みなと大通
り別館１階市民アートギャラリー
申はがきかファクス、Ｅメール
で出演者名（グループのときはグ
ループ名と代表者名）、住所、電話
番号、ジャンル、演奏形態、出演
希望日（第２希望まで）を、６月10
日（必着）までに〒892-0841照国町
2-11-3階かごしまアートネット
ワーク219-7671（D同じ、{info@
k-art-net.org）へ
シニアリーダー研修会
対地域や高齢者グループのリー
ダー、生涯学習に関心のある人　
期６月13日（木）９時30分～12時15
分　所鴨池公民館　定50人程度　
料無料　申往復はがきかファクス
で研修会名、住所、氏名、年齢、
電話番号を６月６日（必着）までに
〒890-0054荒田一丁目4-1生涯学
習課813-0851（D813-0937）へ
ふれあい園芸教室
対市内に住む人　期５月19日（日）
10時～11時30分　所かごしま市民
福祉プラザ　定150人（超えたら抽
選）　料無料　申往復はがきに住
所、氏名、年齢、電話番号を書いて
５月13日（必着）までに〒892-8677
山下町11-1公園緑化課216-1368へ

初心者ナイターテニス教室
対市内に住む18歳以上の初心者
（学生を除く）　期６月４日～27日
の毎週火・木曜日19時～21時（全
８回）　所茶山ドームまつもと　
定40人（超えたら抽選）　料300円
（スポーツ保険料）　申往復はがき
に住所、氏名、年齢、性別、電話番
号を書いて、５月21日（必着）まで

◇困ったことがあったら、お気軽にご相談ください
◇相談は無料で、秘密は厳守します
■人権擁護委員名簿

対市内に住む高校生以上の２人１組
期６月２日(日)か６月16日(日)の10時～16時
所磯海水浴場
定各20組(超えたら抽選)
料無料（スポーツ保険料１人300円が必要)
申往復はがきかＥメールで住所、氏名、年齢、

①男女共同参画調査研究団体への助成

問人権啓発室216-1232

電話番号を５月15日(必着)までに〒890-0023永吉一丁目30-1市民スポー
ツ課「シーカヤック体験講座（一般）｣ 係285-2244（{shispo-spo@city.
kagoshima.lg.jp)へ

問サンサンコールかごしま099-808-
3333

◇交通安全啓発ビデオの無料貸し
出しを行っています。各種会合
などでご活用ください
問安心安全課216-1209

に〒899-2703上谷口
町3400松元平野岡体
育館「ナイターテニ
ス教室」係278-5100
へ
ゆかたと礼法講座
対市内に住むか通勤・通学する15
歳～40歳の人　期６月４日～７月
23日の毎週火曜日19時～21時（全
８回）　所市教育総合センター　
定20人（超えたら抽選）　料無料
（教材費などは自己負担）　申往復
はがき（１人１枚）に講座名、住所、
氏名、年齢、電話番
号を書いて、５月
31日（必着）までに
〒892-0816山下町
6-1青少年課227-
1971へ
高齢者スポーツ指導者研修会
対市内に住むか通勤・通学するス
ポーツに関心のある人など　期５
月18日（土）９時～12時　所鹿児島
アリーナ　定100人程度　料無料
（実技のできる服装と室内用運動
靴持参）　申電話かはがき、ファク
ス、Ｅメールで住所、氏名、年齢、
電話番号を５月14日（必着）までに
〒890-0023永吉一丁目30-1市民ス
ポーツ課「高齢者スポーツ指導者
研修会」係285-2244（D258-4570、
{shispo-spo@city.kagoshima.
lg.jp）へ
薩摩義士 頌徳慰霊祭
期５月24日（金）前夜祭18時～、５
月25日（土）慰霊祭10時～　所平之
町（平田公園）　問県薩摩義士顕彰
会080-4278-3216

講座・催しなど

内�男女共同参画に関する調査研究を行う団体
へ経費（上限30万円）を助成
　※調査研究内容は報告書を作成後、報告会
での発表あり

定１団体（書類で選考）
②男女共同参画研修会への参加費助成
内�８月下旬に国立女性教育会館で開催される
研修会への参加経費の７割を助成　※研修
会参加後は、サンエールフェスタへの参加協力あり
対男女共同参画社会の形成に意欲のある満20歳以上の市内に住む、事前研
修などに参加し、報告書を提出できる人
定３人（書類と面接で選考）
①②共　申所定の応募用紙を５月29日（必着）までに男女共同参画センター

813-0852へ　※応募用紙は市ホームページでもダウンロードできます
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期　間 別館１階
５月７日（火）～
10日（金） 原爆写真展

５月13日（月）～
17日（金）

城山写友会　写真
の作品の展示

５月20日（月）～
24日（金）

武・田上公民館自
主学習グループ大
峯会・絵画展

５月27日（月）～
31日（金）

空仙水墨画会作品
展（鴨池グループ）
鴨池水墨会

◇�みなと大通り別館１階で毎週金曜
日12時20分から12時50分までラン
チタイムコンサート開催中

平成26年歌会始　　　　　
◇お題…静　申封筒に「詠進歌｣
と書いて９月30日（消印有効）まで
に〒100-8111宮内庁へ　問９月20
日までに返信先を書いた封筒（切
手貼付）を同封して宮内庁式部職
へ

氏　　名 住　　所 電　話 氏　　名 住　　所 電　話
永山　惠子 吉野町 243-2200 吉原　政子 伊敷五丁目 220-5127
山科千惠子 東坂元二丁目 247-6489 村山　雅子 西伊敷三丁目 228-8989
野平　康博 名山町 219-1248 下町　和三 西伊敷六丁目 229-4772
市眞智子 山下町 222-0758 地頭方　匡 下伊敷二丁目 229-5722
犬童　正樹 中町 227-2584 田上　一郎 下伊敷三丁目 259-0684
笹川　理子 泉町 219-4080 岩佐　睦美 小山田町 238-4465
田中　絹代 加治屋町 223-5894 有村　道宏 桜島赤生原町 293-2900
西村　光行 加治屋町 226-8245 朝葊　三雄 皇徳寺台五丁目 265-8412
德田　繁代 明和二丁目 281-2596 大迫みちよ 桜ケ丘五丁目 264-1870
真方　義之 原良一丁目 256-9700 井上　博孝 和田一丁目 268-2026
竹林さち枝 田上台三丁目 265-2736 鬼丸　憲夫 平川町 261-5093
隈元　節子 武岡五丁目 281-2226 鶴田　明継 谷山中央二丁目 269-1225
原口　　熙 西陵一丁目 281-3360 山田　拓也 坂之上七丁目 259-0684
赤星　貴子 下荒田四丁目 252-2633 松田　潤子 本名町 294-2994
田原春　紘 鴨池新町 257-7557 大塚　次則 喜入瀬々串町 347-0909
清水　昌子 南新町 252-7821 野間口美智子 春山町 278-1613
塩満　芳子 宇宿一丁目 259-0684 遊佐　　晃 郡山町 298-3895
住吉冨美子 宇宿三丁目 255-8626

差別なき心で
明るい社会を


