かごしま

安全安心住宅ストック支援事業
現在受け付け中です（先着順）

内住宅の耐震診断、耐震改修工

第４回就業支援セミナー

内60歳からの社会参加や就業に

事、リフォーム費用の補助
◇補助対象…昭和56年５月31日

向けた講演、シルバー人材セン
ターの説明など ◇演題…おも
しろい！鹿児島の物語 ◇講師

に併せて行うリフォーム

の会代表理事） 対60歳以上の
人 期12月３日（土）10時〜12時

以前に着工された戸建住宅の耐
震診断、耐震改修工事とこれら
◇申

請書類は建築指導課、各支所で
配布（市ホームページからダウ
ンロードできます） ◇補助額
など詳しくは市ホームページ

か 建 築 指 導 課216-1358（D2161389）へ
シルバー人材センター入会

説明会
対市内に住む60歳以上の就業希
望者

期11月15日（火）10時〜11

時30分 所シルバー人材センタ
ー 料無料 ◇申込期限…11月
13日 ◇申込方法など詳しくは
シルバー人材センター252-4661

（D258-7554）へ
期

間

11月14日
（月）
〜18日（金）

…東川隆太郎氏
（かごしま探検

所勤労者交流センター（よかセ
ンター） 定70人程度 料無料

◇申込方法など詳しくはシ

ル バ ー 人 材 セ ン タ ー252-4661
（D258-7554）へ
まち美化推進団体の募集
◇月１回
程度、公
共の場所
の清掃活
動を実施

する団体（町内会や事業者など）
を募集します

◇支援内容…清

掃用具の提供など 問環境衛生
課216-1300（D216-1292）

市民ギャラリー

西別館１階

みなと大通り別館２階
KCIC WORKSHOPゲストアーテ
東開写友会写真展 ィストプログラム2016「じぶんの
すみかをつくろう」
作品展示
子育てサポート
─
Ｋキッズ作品展

11月21日
（月）
〜25日（金）
11月28日
（月）
武岡絵画同好会
〜12月２日
（金）
12月５日
（月）
習研書道作品展
〜９日（金）

人権週間パネル展
─

問サンサンコールかごしま099-808-3333

事業者向け情報
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市民のひろば 暮らしのガイド、イベント・講座

11月号

2016年（平成28年）

詳しくは
市ホームページで

お知らせ
事業者向けページ
◇市健康づくりパートナー登録制度が始まります
働く世代の健康づくりを推進するため、従業員などの健康づく
りに取り組む事業所などを認定し、登録する制度です。登録し
た事業所は、健康に関するサポートを受けることができます。
対市内で従業員や家族などの健康づくりに取り組む事業所
…11月１日（火）から募集開始、来年１月１日（祝）から登録開始
問健康総務課216-1492（D216-1242、{kenkosoumu@city.ka
goshima.lg.jp）
◇ご存じですか？事業所税
対市内にある事業所などの延床面積の合計が1000㎡を超えるか
従業者数の合計が100人を超える事業所
問市民税課216-1172（D216-1177）
◇創業者、中小企業者のための金融ガイドブック
を作成しました
資金繰りの計画や経営改善などにご活用くださ
い。 問産業支援課216-1324（D216-1303）
◇入札参加資格審査申請の受け付け
①物品購入等…11月30日（水）まで
②業務委託等…12月１日（木）〜14日（水）
③水道局の業務委託等…来年１月12日（木）〜25日（水）
問①②は契約課216-1161（D216-1164）、③は水道局経理課2138511（D285-6779）
補助制度などの案内
◇環境パートナーシップ活動助成金
（非営利の環境活動団体など
による自発的な環境保全活動の支援）
問かごしま環境未来館806-6666（D806-8000）
※詳しくは同館ホームページをご覧ください

イベント・講座（14～16面）
下野竜也氏による生講座！（読売日本交響楽団事前講座）

内来年３月12日（日）の｢下野竜也指揮＆読売日本交響楽団｣の公演の
聴きどころや曲目の解説
対当公演のチケット購入者 期11月13日
（日）
18時30分〜
所市民文化ホール 料無料
◇申込方法など詳しくは市民文化ホール257-8111
（D251-4053）
へ

宝くじスポーツフェア ドリーム・ベースボール

元プロ野球選手24人による親善試合などを行います。観覧自由です。
主な内容
時 間
①開場 ※先着1000人に記念品をプレゼント ９時〜
②少年少女ふれあい野球教室（観覧のみ）
９時30分〜11時45分
③ふれあい講演会
10時30分〜11時30分
※講師…金田正一氏
（日本で唯一の400勝投手）
④ドリーム抽選会 ※出場選手のサイン入りグ
12時〜12時15分
ラブなどが当たります（12時までに要入場）
⑤開会式、各種アトラクション
12時30分〜13時30分
⑥ドリームゲーム
13時30分〜15時
※鹿児島市チーム対ドリームチーム
対どなたでも 期11月20日（日）
所鴨池市民球場（雨天時は鴨池ドーム） ※③は勤労青少年ホーム
料無料
申保健体育課、市役所本庁･各支所、鴨池市民
球場などの社会体育施設、地域公民館で事
前に配布する入場整理券が必要
（当日球場
でも配布しますが、数に限りがあります）
問保健体育課227-1950（D227-1923）

地域スポーツクラブでスポーツを始めませんか？

地域スポーツクラブは、スポーツを楽しむ人の輪を広げることを
目的にさまざまな活動を行っています。初心者も大歓迎です。
◇種目や時間など詳しくは各スポーツクラブへ
クラブ名
活動場所
連 絡 先
中郡校区地域スポーツクラブ 中郡小学校
251-4308
ソンタスポーツクラブ 草牟田小学校
225-3625
吉野台地スポーツクラブ 川上小学校など
090-8225-2177
宮川・皇徳寺スポーツクラブ 宮川小学校
264-4774
めいざんスポーツクラブ 名山小学校など
090-5087-8615
ひろきスポーツクラブ 広木小学校
090-3329-0486
郡山スポーツクラブ
郡山小学校など
298-8462
西谷山小学校
269-1467､
谷山南スポーツクラブ
など
267-9303
桜島総合体育館
桜島スポーツクラブ
090-4482-5728
など
花野スポーツクラブ
花野小学校など
090-6778-5414
喜入コミュニティスポー
喜入総合体育館
345-2383
ツクラブ
吉田スポレククラブ
吉田文化体育センターなど 294-4477
松元スポーツクラブ
松元平野岡体育館
295-6155

生涯学習プラザ協働講座
講 座 名
①脳が喜ぶ！心が笑う！
臨床美術
「色いろ遊び」
②初めてのタブレット基
礎講座
※端末貸し出しあり

日

時

問い合わせ先
アート・コミュニケー
11月12日
（土）
ションズ（立石）
10時〜12時
090-5731-8873
NPO法人鹿児島ASC
11月15日
（火）
（最上）
13時〜17時
080-5272-4715
11月16日
（水）
響（牟田）
③日本語で国際交流
18時30分〜20時30分 090-7293-7062
④ネコゼ・肩・腰・膝痛・
健康サポート笑福
11月19日
（土）
外反母趾に骨盤を整え
（谷口）
10時〜11時30分
て予防と改善
090-4487-5479
⑤起業家カフェ
スキルのたね
び ろう
11月20日
（日）
（牟田）
ゲスト…枇榔教子氏
10時〜11時30分
090-7293-7062
（コーチングコーチ）

所サンエールかごしま
◇料金や申込方法など詳しくは各問い合わせ先へ

＋

