かごしま

出しましょう

◇ふたとラベルは、外して「プ
ラスチック容器類」の日に、ペッ
トボトル本体は中身を軽くすす
いで
「ペットボトル」の日に出
しましょう 問資源政策課2161290（D216-1292）
資源物回収活動への補助金交付

対今年２月〜７月に資源物回収
活動をした実施登録団体（毎年
度登録が必要） ◇補助額…回

収量に対して古紙類６円／ kg、
金属類３円／ kg、空き瓶類３

円／本、廃食用油…30円／リット
ル ◇申請期限…８月15日（必
着） 問資源政策課216-1290

（D216-1292）

アイドリング・ストップに

努めましょう

問環境保全課
216-1297
（D216-1292）

国民生活基礎調査などに
ご協力ください

◇厚生労働省が７月14日（木）を

調査日として、国民生活基礎調
査や社会保障を支える世代に関
する意識調査などを一部地域で
行います ◇対象世帯には今月
上旬に調査員が事前訪問します
◇世帯構成、保健、福祉、年金、
所得などの状況を把握し、国の
施策の基礎資料となる大切な調
査ですので、ご協力をお願い
します 問健康総務課216-1239
（D216-1242）
障害者の人権問題
◇障害のある人もない人も、共
に社会の一員として自立した生
活を送ることができる社会を目
指して、全ての人がお互いの人
格と個性を尊重し、支え合って
いきましょう 問人権啓発室
216-1232（D216-1207）
あったかい きもちになるよ おもいやり

高齢者のけがによる救急搬送
の原因は転倒・転落が大部分

◇転倒は、自
宅など身近な
場所で多く見

サマージャンボ宝くじ

◇宝くじの収益金は、明るく住

みよい街づくりに使われます
◇発売期間…７月６日（水）
〜29
日（金） ◇抽選日…８月９日

（火） 問県市町村振興協会206

られます

転ばない暮らしのポイント

①整理整頓を心掛け、廊下な
どに不要物を置かない
②足元が暗い場所に照明を設
置する
③段差に目印のテープを貼る
④階段に手すりをつける
⑤かかとが低く足の大きさに
合った靴を選ぶ
⑥手足が楽に動かせる体に合
った服を着る
問 長 寿 支 援 課216-1267（D2241539）
町内会に属さない道路に市が

-1001
不幸な猫を増やさないために

◇猫は、多くて年に３回、平均
５匹の子猫を出産します ◇不
妊去勢手術を行い、無理のない
飼育数に努めましょう ◇交通
事故や寄生虫、感染症を防ぐた

◇申請期限…８月

１日（必着） ◇提
出場所…安心安全
課、各支所の総務課・総務市民
課 問安心安全課216-1209
（D226-0748）
郡山公民館改修工事のため
同館図書室を郡山支所３階に
仮移転します
期８月１日〜来年２月28日の月
〜金曜日９時〜17時15分
（７月と
３月は休室） ※土曜日（祝日を
除く）は郡山支所１階に予約本
の受け取りと図書返却のための
臨時窓口を設置 問郡山公民館
298-2220（D298-2231）

台風時のごみ出しは、
ごみの散乱や危険を伴
うため、控えましょう

問サンサンコールかごしま
099-808-3333

かごしまボランティアガイド募集

内鹿児島ぶらりまち歩きでのガイド
対市内に住むか通勤・通学する20歳以上の
人（月〜金曜日も活動できる人を優先）
申郵送かファクス、
Ｅメールで住所、氏名、
年 齢、 性 別、 職 業、 電 話 番 号 を 〒8920853城 山 町2-30-1階 鹿 児 島 ま ち 歩 き 観
光ステーション208-4701（D208-4703、
{moushikomi@kagoshima-machi
aruki.jp）
へ ※申し込みは随時受け付け

市民文化ホール、市民アート

ギャラリーの活動拠点団体募集

◇２施設で音楽などの練習場所

を無料で提供します
（市主催イ
ベント出演などの条件あり）
対所在地か代表者住所が本市に
あり、市内で音楽活動を行って
いる団体など

◇期間…12月〜

来年３月
（４カ月間） 定各施
設１団体（超えたら選考） ◇申

込期限…８月12日（必着） 問か
ごしまアートネットワーク2197671
（D同じ）

め、猫は室内で飼育しましょう
◇猫を虐待したり捨てたりする

マンション管理基礎セミナー
◇テーマ…標準管理規約改正の

問 生 活 衛 生 課258-2335（D2582392）

ンションの区分所有者か管理組

行為は法律で禁止されています

修学旅行生の受け入れ家庭募集

ポイントほか ◇講師…畑島義
昭氏
（マンション管理士） 対マ
合役員、購入予定者など 期７
月23日
（土）
13時30分〜15時40分
所ソーホーかごしま
（みなと大通

り別館） 定100人程度 料500円

防犯灯を設置しています
対町内会・自治会
か通り会・商店街
振興会などの団体
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ペットボトルは分別して

暮らしのガイド

市民のひろば

７月号

2016年（平成28年）

（県マンション管理組合連合会会

◇谷山、伊敷、吉野、吉田、桜

島、喜入、松元、郡山地域で県
外からの修学旅行生が農家など
に宿泊し、農業体験などを行う
「農家民泊」の受け入れ家庭を募
集しています（農家でない一般
家庭でも受け入れ可） ◇１家
庭当たり３〜４人の生徒を受け
入れ、１人１泊5000円程度の体
験料が支払われます 問グリー
ンツーリズム推進課216-1371
（D216-1320）
若者の就労を支援します
内若者の就労に関する相談など
対15歳〜39歳の若者と家族、支
援関係者 期月〜金曜日の９時
〜18時 所かごしま若者サポー
トステーション（下荒田三丁目）
料無料 ◇各ハローワークでの
出張相談もあり。詳しくはかご
しま若者サポートステーション
297-6431（D297-6432）へ

参加しませんか？農業体験講座

内農業の基本的知識や技術の習得
対市内に住む18歳以上70歳未満の
人
期７月23日（土）９時〜12時
所都市農業センター
定５人（超えたら抽選） 料無料
申往復はがきかＥメールで講座名、
住 所、 氏 名、 年 齢、 電 話 番 号
を７月15日
（必着）までに〒8928677山下町11-1農 政 総 務 課2161515（D216-1336、{nosou-ni
nai@city.kagoshima.lg.jp）へ

就農相談会も同時開催
(申し込み不要)

事業者向け情報

員は無料） 問県マンション管理
組合連合会227-0209
（D同じ）
自衛官募集
◇募集種目…①航空学生、②一

般曹候補生、自衛官候補生
対①高卒
（見込みを含む）
で21歳
未満の人、②18歳以上27歳未満
の人 ◇受付期限…９月８日
（必着） 問自衛隊鹿児島募集案
内所251-7802
（D同じ）
「かごしまデザインアワード
2016」
作品募集
◇既存・新商品のパッケージ、
グラフィック
デザインな
ど、企業から
のデザイン課
題に対し、作
品を募集しま
昨年度最優秀賞作品
す 対全国の
デザイナーなど
（国籍不問）
◇募集期間…７月７日
（木）
〜10
月31日
（月） 問産業創出課2161319
（D216-1303）

詳しくは
市ホームページで

事業者向けページ
募 集
◇認可保育所などの設置・運営事業者
…募集は９月30日
（金）
まで
問保育幼稚園課216-1223
（D216-1284）
◇地域繁盛店づくり支援事業受講者
（店舗運営の
セミナーと臨店指導）
…募集は８月５日
（金）
まで
問産業支援課216-1322
（D216-1303）
◇小規模修繕受注希望者の登録受け付け
…募集は随時 問契約課216-1161
（D216-1164）

資金の案内
◇中小企業者向け産業振興資金
今年度から設備資金利用時の信用保証料補助割
合を拡充 問産業支援課216-1324
（D216-1303）
＋

