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テクニカルワーク科受講者募集 託
内機械分野へ就職するための溶
接作業、機械加工作業などの技
能・技術を習得（社会人基礎講
習・企業実習付き）　対おおむね
45歳未満の人　期12月６日（水）
～来年６月29日（金）の９時25分
～16時　※土・日曜日、休日を
除く　所ポリテクセンター鹿児
島（東郡元町）　定15人　料無料
申必要書類を11月７日（必着）ま
でにポリテクセンター鹿児島
☎254-3788へ
潜在保育士のための復職支援
セミナー～たのしい保育～　託
対保育士資格を持っている人で、
市内の保育所などで働くことを
希望する人　期①11月10日（金）
10時～15時（実技編）、②11月17
日（金）10時～15時（知識編）、③
11月20日（月）～22日（水）、27日
（月）・28日（火）のいずれか１日
10時～14時（体験編）　※①②の
両方かいずれかを受講した人の
み③を受講可。託児は①②のみ
所①②鴨池公民館、③保育所な
ど（後日案内）　定20人　料無料
申ファクスかメールで所定の申
込書を10月18日（必着）までに市
保育士・保育所支援センター（市
保育園協会内）☎248-5766D248-
5788メールjob@hoikushi.workへ
※申込書は同センター HPからダ
ウンロード可
農業体験講座・就農相談会
内農業の基本的知識や技術の習
得　※就農相談会（申し込み不
要）も同時開催　対市内に住む
18歳以上70歳未満の人　期10月
21日（土）９時～12時　所都市農
業センター　定５人　料無料　
申往復はがきかメールで講座名、
住所、氏名、年齢、電話番号を
10月15日（必着）までに〒892-8677
山下町11-1農政総務課☎216-1515
メールnosou-ninai@city.kagoshima.
lg.jpへ

洗濯排水などの汚水は汚水用
の排水管へ
◇洗濯機の排水を雨水用の排水
管や側溝などに流すと悪臭の発
生や河川・海などの汚染原因に
なります　問水道局給排水設備
課☎213-8522D259-1627
合併浄化槽への取り換え費用補助
◇対象地域…下水道事業計画区
域以外の地域　◇対象の建物…
既存の住宅・併設住宅、公民館
など既存の集会施設　◇補助額
…浄化槽の規模に応じて補助
（例…一般的な住宅５人槽で53
万2000円）　◇浄化槽は保守点
検業者へ委託して維持管理を
行ってください　問環境保全課
☎216-1291D216-1292

マンション管理総合セミナー
＆相談会
対マンション管理組合役員、区
分所有者やマンション購入予定
者など　期10月22日（日）13時30
分～16時　所勤労者交流センタ
ー（よかセンター）　定70人（先
着順）　料無料　申詳しくは県
マンション管理士会☎296-8821
D296-8883へ

川内職業能力開発短期大学校
キャンパス見学会
対高校生と家族　期10月22日
（日）、12月17日（日）の13時～16
時30分　所川内職業能力開発短
期大学校　定なし　申電話かフ
ァクスで住所、氏名、年齢、高
校名、電話番号を各開催日の前
日までに川内職業能力開発短
期大学校学務援助課☎0996-22-
2121D0996-22-6612へ　※同学
校HPからも申し込み可

しごと

水道・住まい

10月１日は浄化槽の日

創業スキル養成講座（実践編）受講者募集
　少人数グループ制で個別指導やディスカッションを取り入れ、
具体的に創業を目指す講座を実施します。

期　日 時　間 内　容
11月９日（木）

18時30分
～

20時30分

ビジネスプランづくりの進め方
11月16日(木）・22日
(水）・28日(火） 個別指導

12月６日（水） プレゼン発表、修了式
対１年以内に市内で創業予定で、本講座を全て受講可能な人　
所ソーホーかごしま（本庁みなと大通り別館） 
定15人（超えたら選考）　料無料
申ファクスかメールで住所、氏名、年齢、性別、電話番号、メー
ルアドレス、事業名、事業プラン（200字程度）を10月26日までに
市インキュベーション・マネージャー☎・D219-1750メールim2-y@
sp-kagoshima.comへ　
問産業創出課☎216-1319D216-1303

今 月 の 納 期 市 県 民 税
後期高齢者医療保険料　

第３期
第４期

国民健康保険税
介 護 保 険 料　 第５期　　　10月31日

⎩
⎨
⎧

いじめはね みんなが傷つく やめようよ
（「人権の花運動」実施小学校の作品より）

子どもの人権問題　◇ いじめに悩む児童・生徒に対し、命を大切にすることや相談窓口がある
ことを広く知らせることが重要です　 子どもの人権110番☎0120-007-110

2017かごしまの新特産品コン
クール出品商品の一般公開
期10月12日（木）15時～15時30分
所鹿児島サンロイヤルホテル　
問産業支援課☎216-1323D216-
1303
第２回リノベーションまちづくり
シンポジウム＠鹿児島
内先駆的な実践者によるリノベ
ーションまちづくりの実践事例
などの講話　期10月17日（火）18
時～20時　所本庁本館２階講堂
料無料　申詳しくは市HPか産業
支援課☎216-1322D216-1303へ

特定外来生物「ヒアリ」に
ご注意ください
◇全国各地の港湾を中心に発見
されているヒアリは強い毒性を
持っており、刺されるとアレル
ギー反応を起こすことがありま
す　◇ヒアリに似たアリがいた
ときは絶対に素手で触らないで
ください　問環境保全課☎216-
1298D216-1292
９月～10月は秋の農作業事故
ゼロ運動期間
◇複数の人数で無理のない農作
業を　◇農業機械や作業場所の
点検・整備を十分に行いましょ
う　問生産流通課☎216-1340
D216-1336
農地の利用意向調査にご協力を
◇毎年実施している農地の利用
状況調査の結果、耕作されてい
ない農地は、所有者などに今後
の利用の意向を確認する調査を
順次実施します　◇「農地にお
ける利用の意向について」の文
書が届いたら必要事項を記入の
上、返送してください　問農業委
員会事務局216-1466D216-1292、
各支所の支局

庭園管理講習
（鹿児島労働局委託事業）
内緑地管理関係企業への就職の
ための樹木などの剪

せん

定
てい

法や庭園
に関する知識の習得　対ハロー
ワークに求職登録している55歳
以上の人　期10月23日（月）～31
日（火）の９時～16時　※土・日
曜日を除く　所県老人福祉会館
定15人　料無料　申電話で10月
13日までに㈱東京リーガルマイ
ンド☎214-2140へ

市営バスのダイヤ改正
期10月23日（月）
から　◇鹿児島
中央駅経由の系
統を新設する路線…１番（伊敷
ニュータウン線）、５番（日当平
線）、24番（伊敷線）　◇ダイヤ
改正を実施する路線…１番（伊敷
ニュータウン線）、２番（清水・常
盤線）、５番（日当平線）、20番（緑
ケ丘・鴨池港線）、24番（伊敷線）
◇詳しくは交通局HPか交通局バ
ス事業課☎257-2117D257-2134へ
あいばすの運行一部変更
期10月１日（日）から　◇対象路
線…伊敷東部地域（④番）、吉田
地域（⑧番）　◇変更後の運行
ルートやダイヤなど詳しくは市
HPへ　問サンサンコールかごし
ま☎099-808-3333D216-1108
（交通政策課）

土地取り引きには届け出が
必要です
◇一定規模以上の土地取り引き
の契約締結前後には、法律に基づ
く届け出が必要なことがありま
す　◇基準など詳しくは土地利
用調整課☎216-1383D216-1385へ

交　通

お知らせ・募集
17面にも掲載

リノベーションスクール＠
鹿児島の受講生も募集中
期11月17日（金）～19日（日）
◇申込期限　10月22日（日）

不動産の公売
所在地（面積） 見積価額

田上一丁目22-1（土地384.11㎡） 905万6000円
谷山中央三丁目506-10外
（土地374.71㎡　※うち251.53㎡は共有） 61万7000円

谷山中央三丁目506-19外
（土地391.18㎡　※うち251.53㎡は共有） 73万円

東坂元二丁目773-4（土地91.35㎡、建物73.56㎡） 53万円
稲荷町95外（土地605.61㎡、建物93.38㎡） 58万8000円
田上二丁目16-1（土地52.23㎡、建物64.18㎡） 171万円
石谷町995-2（土地717.42㎡） 218万4000円
小野四丁目1637外（土地266.11㎡） 287万円
◇入札日　10月24日（火）10時～10時20分　
所本庁西別館４階議会会議室
◇入札時に公売保証金（見積価額の１割程度）が必要
◇物件によっては公売を中止することがあります
◇詳しくは市HPか特別滞納整理課☎216-1195D216-1196へ

 10月は土地月間 
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難病医療講演会・療養相談会
◇演題…もやもや病について
◇講師…菅

すが

田
た

真
せ

生
い

氏（鹿児島大
学病院脳神経外科特任助教）　
対難病患者と家族　期11月６日
（月）14時～17時　所市消費生活
センター　定80人（先着順）　
料無料　
申電話か
ファクス
で住所、
氏名、電
話番号を10月10日から保健予防
課☎803-6929D803-7026へ
認知症介護教室
期　日 テーマ

11月９日（木）認知症を理解する
11月16日（木）認知症の介護の仕方

11月21日（火）利用できるサービス、家族の思い・体験談

◇時間…13時30分～16時30分
対認知症の人を介護する家族、
介護方法を学びたい人　◇交流
会あり　◇認知症の人を同伴す
るときは別室でボランティアが
対応　所谷山サザンホール
定各30人程度　料無料　申電話
かファクスで住所、氏名、年
齢、電話番号を10月31日までに
長寿あんしん相談センター本部
☎813-8555D813-1041へ

認知症サポーター養成講座
内ビデオ上映を交えた認知症の
人への対応方法など　対市内に
住むか通勤・通学する人　期11
月11日（土）14時～15時30分　
所サンエールかごしま　定50人
程度　料無料　申電話かファク
スで住所、氏名、年齢、電話番
号を長寿あんしん相談センター
本部☎813-8555D813-1041へ
吉田福祉センター教養講座
内陶芸教室「楽しい干支づくり」
◇講師…窪三智子氏（工房 夢

ゆめ

吉
きち

）
対市内に住む人
期11月２日・９
日・30日の木曜
日９時30分～11
時30分（全３回）
所吉田福祉センター　定15人
料教材費実費負担　申電話かフ
ァクスで講座名、住所、氏名、
年齢、電話番号を10月24日まで
に吉田福祉センター☎294-1825
D294-4701へ
市知的障害者福祉センター
（ふれあい館）ふれあい講座
内バスケットボール、音と遊ぼ
うなど　対市内に住
み療育手帳の交付を
受けているか同程度
の障害と認められる
小学生以上の人と家族　所ふれ
あい館　料無料　◇講座の内容
や日時など詳しくはふれあい館
☎264-8711D264-8884へ

講座・イベント
20面にも掲載

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　共＝共通事項　HP＝ホームページ　託＝託児あり

講座・催しなどで、特に記載がないものは
●誰でも参加（申し込み）可　　　●応募多数のときは抽選

健康づくりや生きがいづくりに取り組んでいる皆さんを紹介します。 「お達者クラブからつながる地域との交流の輪」

　平成17年に中名校区で結成し、毎月２回、43人のメンバーで健康づ
くりや島津日

じっしん

新公のいろは歌を詠んで活動をしています。活動中はお
しゃべりが止まらず、いつも笑いが絶えません。メンバーの誕生日には、
みんなで得意な歌やハーモニカを演奏してお祝いすることが恒例です。
　そして、私たちの活動をいつ
も手伝ってくれるのは地域の若
い皆さん。何かと気に掛けてく
れるので、いつも助かっていま
す。これからも、みんなで楽し
く活動を続けていきたいです。

中
なか
名
みょう
お達者クラブ

第６回わくわく福祉交流フェア

精神保健福祉交流センター（はーと・ぱーく）の講座

健康づくり教室・講座

　楽しみながら福祉交流やボランティアの理解を深めましょう。
◇かんまちあ会場　芸能音楽ステージ、盲導犬・聴導犬・セラ
ピー犬の活動紹介、ボランティア推進校表彰式、福祉施設製
作品展示即売コーナー、バザー・模擬店、体験・実演・相談
コーナー、むかしあそびコーナー・キッズ広場など

◇天文館ベルク広場会場　車いすアイマスク体験ステージ、パ
フォーマンスステージ、障害者の
　作品展など
◇各会場で手話通訳があります
◇障害者専用駐車場はかんまちあ内
期11月５日（日）10時～15時　料無料
問地域福祉課☎216-1245D223-3413

①精神保健福祉講座
内岡田洋一氏（鹿児島国際大学准教授）による依存症の講話
対市内に住む人　期10月23日（月）14時～16時　定30人
②はーと講座（パソコン教室）
内年賀状作りなど
対市内に住む精神障害のある人
　※精神障害者保健福祉手帳などの証明が必要
期11月４日～25日の毎週土曜日10時～12時（全４回）
定４人　料540円程度（テキスト代）
③まちかど交流講座（手作り）
内レジンでデコる小物入れ　対市内に住む人　
期11月19日（日）14時～16時　定10人　料400円程度（材料費）
①～③共
申①は直接か電話で10月21日までに、②③は往復はがきに講座
名、住所、氏名、年齢、電話番号を書いて、②は10月21日、③
は11月8日（いずれも必着）までに〒890-0063鴨池二丁目22-18
はーと・ぱーく☎214-3352D206-8571へ

内　容 日　時 場　所

①脳活性チャレンジ講座
10月12日（木）
14時～16時 南部保健

センター

（１回目）　黒野明
あ

日
す

嗣
つぐ

氏（谷山病院認知
症疾患医療センター 副センター長）に
よる講話

（２回目）　中村幸
みゆき

氏（運動指導員）によ
る実技と講話

10月13日（金）
14時～16時

②脳卒中予防教室
　高

たか

司
し

譲
ゆずる

氏（運動指導員）と中央保健セン
ター栄養士による実技と講話

10月25日（水）
14時～16時

中央保健
センター

対市内に住む人　定なし　料無料　申不要　問各保健センター

●谷山福祉部福祉課 谷山支所内
☎269-8472･8473 D267-6555

●伊敷福祉課 伊敷支所内
☎229-2113 D229-6894

●吉野福祉課 吉野支所内
☎244-7379 D243-0816

●吉田保健福祉課 吉田支所内
☎294-1214 D294-3352

●桜島保健福祉課 桜島支所内
☎293-2360 D293-3744

●喜入保健福祉課 喜入支所内
☎345-3755 D345-2600

●松元保健福祉課 松元支所内
☎278-5417 D278-4189

●郡山保健福祉課 郡山支所内
☎298-2114 D298-2916

●中央保健センター 鴨池二丁目25-1-11
☎258-2364 D258-2392

●北部保健センター 吉野町3275-3

☎244-5693 D244-5698
●東部保健センター 本庁西別館１階

☎216-1310 D216-1308
●西部保健センター 永吉二丁目21-6

☎252-8522 D252-8541
●南部保健センター 西谷山一丁目3-2

☎268-2315 D268-2928
●吉田地区保健センター 本城町1687-2

☎294-1215 D294-3352
●喜入地区保健センター 喜入町6100

☎345-3434 D345-3437

　各支所の福祉課・保健福祉課、保健センター 問い合わせ先　


