かごしま犯罪被害者支援センター

◇かごしま犯罪被害者支援セン
ターでは、犯罪や交通事故など
の被害に遭った人とその家族な
どに対し、電話・面接相談、病
院、法廷への付き添いなどの支

援を行っています ※相談無料・

秘密厳守 ◇受付時間…火〜土
曜日の10時〜16時（休日を除く。
月曜が休日のときは翌日も閉
館） 問かごしま犯罪被害者支
援センター226-8341

インターネットによる人権侵害
◇インターネットは容易に情報
発信できる一方、発信者に匿名
性があるため、差別を助長する
表現や犯罪被害者の実名が掲載
されるなど、人権に関わる問題
◇個人のプ

間を通じて受け付けていますの
で、ご協力をお願いします

かわいがっている猫が近所に
迷惑をかけていませんか？

◇募金は学
校、町 内 会 へ

つけをしましょう ◇不妊去勢
手術を行い、適正な飼養数に努

の学生
（大学・短大・専門学生）
など ◇参加法人…福祉関係50

化推進団体の

責任として誠意を持って対応

ンター

ど、排せつのし

月卒業予定

の緑化樹木な
どの贈呈、緑

めましょう ◇飼い猫が他人に
迷惑をかけたときは、飼い主の

法人程度 期２月11日
（祝）
13時
〜16時 所かごしま県民交流セ

育成、森林づ
くりの啓発な

しましょう 問生活衛生課8036905（D803-7026）

要
（ただし、託児は要予約）
◇参加法人など詳しくは県社会

◇募金方法…町内会、学校、職

内空襲で焼失した市街地や戦災

緑の募金にご協力を

グリーン太郎
どに活用しま
す ◇期間…４月30日まで

場、街頭などでの募金 問市緑
化推進委員会（生産流通課内）
216-1340（D216-1336）
ほじょ犬にご理解を

7888
児童書出版助成原稿募集
◇優れた児童書の出版に助成し
童書を出版予定で、市内に住む

料無料

民プラザ

問総務部総

友達に 笑顔の花束 プレゼント

パートナーで

望者

設をはじめ、飲食店、病院など
でほじょ犬を受け入れることは
法律で義務付けられています
問 障 害 福 祉 課216-1273（D2161274）

ター 料無料 ※開催日の２日
前までに申し込みが必要 ◇申
込方法など詳しくは市シルバー
人 材 セ ン タ ー252-4661（D2587554）へ

区

分

家族用

対

す

時30分

象

市内に住む農家以外の世帯

使用料 使用 募 集
（年額） 期間 区画数
１年 12
20㎡ 3600円
３年 251

市内の事業所、地域の団体、学
50㎡ 9000円 ３年
校など３人以上で構成する団体
車いす 市内に住み、車いす使用者がい
10㎡ 1800円 ３年
使用者用 る世帯
団体用

14
３

※使用期間が１年の区画は平成26〜28年度に同センターの市民農園
を使用していない世帯が対象
◇募集区画数を超えたら抽選
申直接、都市農業センターにある申込用紙を２月14日までに都市農
業センター238-2666へ（土・日曜日、休日も受け付け）

市民ギャラリー
展示期間

東別館１階

みなと大通り
別館２階

鹿児島市青年教養セミ
「絵手紙展」
ナー連絡協議会の活動
ふたみ会
紹介と作品展示
２月20日
（月）
〜24日
（金）
フォト退教
市役所書道部
文化部作品展
２月27日
（月）
〜３月３日
（金） 伊敷写友会写真展
３月６日
（月）
〜10日
（金）
ナイショット会
─

２月13日
（月）
〜17日
（金）

問サンサンコールかごしま099-808-3333

平成29年度市民ギャラリー申し込み抽選会

期３月２日（木）10時〜11
所市シルバー人材セン

事業者向け情報

面積

会福祉人材・研修センター258-

ます

対平成30年３月までに児

か通勤・通学しているか本市出
身の著者（プロ・アマ不問）
◇補助額…出版実費の２分の１
以内
（上限50万円） ◇作品の提
出方法…パソコンなどで作成し

た原稿のデータと紙の両方
◇申請期限…３月31日（消印有
効） ◇申請方法など詳しく
は 文 化 振 興 課216-1501（D2161128）
へ

詳しくは
市ホームページで

事業者向けページ
お知らせ
◇入札参加資格審査申請の受け付け
①建設工事・測量業務等、②水道局建設工事・設計業務等
…２月14日（火）〜３月15日
（水）
問①契約課216-1163（D216-1164）
、②水道局経理課213-8511
（D285-6779）

◇一般廃棄物の減量に関する計画書を提出してください
…２月28日（火）まで
対一般廃棄物の多量排出事業者
（月平均500kg以上の排出量）
問廃棄物指導課216-1289
（D216-1292）
募 集
◇登録をお願いします！「鹿児島市安心安全協力事業所」
犯罪・事故、自然災害の未然防止や災害発生時の救援活動など
で、人材や資機材などの提供に可能な範囲で協力・支援してい
ただける事業所を登録する制度です
問安心安全課216-1209（D226-0748）
◇甲突川河畔花見時期（３月下旬〜４月
上旬予定）の屋台出店者
…２月10日（金）まで
対保健所から飲食物の営業
（仮設営業）
許可を受けている人
問公園緑化課216-1366（D216-1352）
◇２月20日（月）開催 クリエイターズオーディション
（クリエイ
ター自らが作品をプレゼンテーションするイベント）の参加企
業・クリエイター
…２月13日（月）まで
問産業創出課216-1319（D216-1303）
補助制度などの案内
◇中小企業者向け新事業展開支援資金（融資利用時の保証料補助）
対事業転換や多角化などを行う事業所
問産業支援課216-1324（D216-1303）
＋

自作の書画・写真などの作品を気軽に発表する場所として利用し
ませんか。
◇展示場所 東別館１階、西別館１階 ※展示期間は１週間
対市内に住む人
期２月13日（月）10時〜（受け付けは９時30分〜）
所市役所本館２階講堂
◇申込方法など詳しくは管財課216-1159（D216-1108）へ

申不

復興工事の写真の展示 期２月
16日（木）〜３月14日（火）の10時
〜18時30分 所鹿児島中央駅市

市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

都市農業センター市民農園使用者募集

料無料

福祉協議会ホームページをご覧
ください 問県社会福祉協議

助犬・聴導犬
などのほじょ
犬は障害者の
◇公共施

定なし

鹿児島市の戦災と復興資料・
写真展

務課216-1125（D224-8900）

願って寄せられた市民の皆さん
の寄付金で、小・中学生の交通
遺児などに毎年２回、図書カー
ドなどを贈呈しています ◇年

就職面談会 託

場への就職
を希望する
人か今年３

◇盲導犬・介

交通遺児へあなたの善意を
◇交通事故の撲滅と交通安全を

対福祉の職

16

◇屋内飼育に努
め、専用のトイ
レを用意するな

問市交通安全市民運動推進協
議会事務局（安心安全課内）2161209（D226-0748）

ライバシーや情報モラルについ
て正しい理解と認識を深めるこ

とが大切です 問人権啓発室
216-1232（D216-1207）

福祉の職場

＋

かごしま

ひとりで悩まずご相談を

が発生しています

暮らしのガイド

市民のひろば

２月号

2017年（平成29年）

