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鳥インフルエンザの発生防止
◇渡り鳥が数多く飛来する季節
となり、日本に鳥インフルエン
ザウイルスが侵入するリスクが
高まっています　◇鶏などの家
きんを飼養する人は、飼育環境
を清潔に保ち、野鳥などの侵入
防止対策を　問生産流通課216-
1499（D216-1336）
夕暮れ時は早めのライト点灯
を！３（サン）ライト運動
①日没30分前にはライトを点灯
しましょう　②歩行者や障害物
の早期発見のため、夜間、前車
や対向車がいないときは、ライ
トを上向きにしましょう　③ト
ンネル内では、追突事故防止な
どのため、ライトを点灯しま
しょう　問安心安全課216-1209
（D226-0748）
「エコ通勤割引パス」で運賃半額
◇毎週水曜日にバ
スや市電の料金を
半額（小人運賃）に
割り引くパスを無
料で発行します　対普段、自動
車（バイク・原付含む）で通勤し
ている人　◇申請方法など詳し
くは県ホームページ（「鹿児島県
エコ通勤割引パス」で検索）をご
覧ください　問鹿児島都市圏地
球温暖化防止交通対策協議会事
務局（県地球温暖化対策課内）
286-2586（D286-5539）

行楽シーズンのお出掛けには
お得な一日乗車券のご利用を
◇市電・市
バス、観光
レトロ電車
「かごでん」、
カゴシマシ
ティビューに１日乗り放題です
料大人600円、小児300円（水族館
など観光施設の入館料が割引
になるパスポート付き）　◇車
内、交通局乗車券発売所などで
発売中です　問交通局乗車券発
売所257-2101（D258-6741）
セーフコミュニティで防災・
災害対策に取り組んでいます

◇本市では「桜島地区における
避難体制の再構築」を目標に、
住民の避難状況の把握、避難行
動要支援者の避難体制確立、避
難訓練の充実強化に取り組んで
います　◇７月と８月に全島民
を対象とした調査を実施し、避
難用住民一覧表を作成しました
◇桜島の大規模噴火などに備
え、非常食や水などの備蓄を進
めましょう　問危機管理課216-
1513（D226-0748）

家庭で使わなくなった水銀体
温計・血圧計を回収します
◇破損に気を付けて回収場所へ
◇回収期限…12月28日（水）まで
◇回収場所…ポスターのある市
内の薬局・薬店、市役所本庁・
各支所、各保健センター、各清
掃工場、かごしま環境未来館　
問資源政策課216-1290（D216-
1292）
11月は不法投棄防止強化月間
◇本市では不法
投棄を未然に防
止するため、パ
トロールを実施
しています　◇不法投棄を発見
したら廃棄物指導課216-1289
（D216-1292）か最寄りの警察署へ

暮らしの
ガイド

自己材メーターの取り換え
◇マンションなどの各世帯や散
水用などのメーターで、所有者
が設置する自己材メーターの有
効期間は８年です　◇メーター
のふたの裏などに表示してある
有効期限までに必ず取り換えて
ください

問水道局営業課213-8514・8515
（D259-1627）
11月９日～15日は
秋季全国火災予防運動期間
◇今年度は特に高齢者宅から出
火した火災が多く発生していま
す　◇高齢者宅からの出火や、
つい、うっかりといった油断か
ら発生する火災を防ぐために、
家庭や職場、地域で声を掛け
合って、防火意識を高めましょ
う　問消防局予防課222-0970
（D227-4119）

ペットの飼い主の皆さんへ
◇飼い犬には鑑札、狂犬病予防
注射済票を首輪などに装着しま
しょう　◇ペットには飼い主の
名前・連絡先が分かる迷子札な
どを付けましょう　問生活衛生
課258-2335（D258-2392）

内＝内容　対＝対象
期＝日時・期間・期日　所＝場所
定＝定員・定数・人員　料＝料金
申＝申し込み　問＝問い合わせ　
D＝ＦＡＸ　{＝Ｅメール
共＝共通事項　託＝託児あり

（16～18面）

消しましょう　その火その時　その場所で

　ＤＶ（配偶者やパートナーからの暴力）は、人権を侵害するもの
であり、許されるものではありません。これらの暴力をなくすた
め、期間中、さまざまな催しを行います。
①街頭キャンペーン
期11月12日（土）
所イオンモール鹿児島、鹿児島中央駅アミュ
　広場前
②映画「デザート・フラワー」上映　託
期11月17日（木）10時30分～、13時30分～
所サンエールかごしま　定各50人（先着順）
③講演会「女性の視点から災害支援を考える」　託
期11月20日（日）11時～13時　所サンエールかごしま　
定50人（事前申し込みが必要）　 
④パープルライトアップ
•かごしま水族館　期11月12日（土）～25日（金）
•アミュラン　期11月12日（土）・25日（金）
⑤パープルリボンツリーにリボンを結ぼう！
期11月12日（土）～25日（金）
◇設置場所　サンエールかごしま、市役所西別館、谷山支所、
伊敷支所、吉野支所、市立図書館、かごしま近代文学館・メル
ヘン館、かごしま水族館、イオンモール鹿児島

①～⑤共
◇②③の託児は６カ月～小学２年生（事前予約が必要）　
問男女共同参画推進課813-0852（D813-0937）

■人権問題の相談はあなたの街のパートナー人権擁護委員へ
　困ったことがあったら、お気軽にご相談ください（相談無料、秘
密厳守）。

■人権擁護委員

11月12日～25日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間 12月４日～10日は人権週間
～きみにもらったやさしいきもち　わたしもだれかにあげたいな～

女性の人権ホットライン強化週間
期11月14日（月）～18日（金）の８時30分～19時、
  11月19日（土）・20日（日）の10時～17時
◇電話番号　0570-070-810（通話料有料）
問鹿児島地方法務局259-0684（D259-0689）

ひとりで悩まず、お気軽にご相談ください
　サンエールかごしま相談室では、ＤＶをはじめ、毎日の暮
らしの中で抱えるさまざまな問題に関する相談に応じていま
す。
◇相談時間　 火曜日～日曜日、休日の10時～17時（水曜日は

20時まで）
問サンエールかごしま相談室813-0853（D813-0937）

問人権啓発室216-1232(D216-1207)
◎は鹿児島地方法務局につながります

平成29年を示す

３月を示す

有効期限…平成29年３月

29
３

有効期限の表示例

女性に対する暴力根絶の
ためのシンボルマーク

氏 名 住 所 電 話 氏 名 住 所 電 話
奥 美惠子 東坂元三丁目 259-0684◎ 原口 熙 西陵一丁目 281-3360
西 選子 中町 216-3644 冠滿 良子 星ケ峯一丁目 265-9167
笹川 理子 泉町 219-4080 朝廣 三雄 皇徳寺台五丁目 265-8412
田中 絹代 加治屋町 223-5894 大迫みちよ 桜ケ丘五丁目 264-1870
西村 光行 加治屋町 226-8245 鶴田 明継 谷山中央二丁目 269-1225
德田 繁代 明和二丁目 259-0684◎ 井上 博孝 和田一丁目 268-2026
中島 和人 武一丁目 259-0684◎ 吉原 政子 伊敷五丁目 220-5127
神前 明浩 上之園町 254-1018 村山 雅子 西伊敷三丁目 228-8989
赤星 貴子 下荒田四丁目 252-2633 地頭方 匡 下伊敷二丁目 229-5722
鮫島 清高

鴨池新町 259-0684◎
田上 一郎 下伊敷三丁目 259-0684◎

平松なぎさ 岩佐 睦美 小山田町 238-4465
大毛 裕貴 永山 惠子 吉野町 259-0684◎
湯ノ口喜代子 郡元町 258-4748 大薗 邦宏 本名町 294-3994
九法 悦子 真砂本町 257-2284 有村 道宏 桜島赤生原町 293-2900
塩満 芳子 宇宿一丁目 259-0684◎ 大塚 次則 喜入瀬々串町 347-0909
竹林さち枝 田上台三丁目 265-2736 新福 郁子 上谷口町 278-1841
軸屋 康男 田上台四丁目 264-8747 井上 與一 東俣町 298-7279
隈元 節子 武岡五丁目 281-2226


