＋

みんなでまちづくり
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職員などの募集
鹿児島観光コンベンション協会
職員
内コンベンションの誘致・開催
支援、MICE誘致戦略プランの
策定業務など 対コンベンショ
ン・MICE・観光関連の業務経
験を有する人 ◇採用日…７月
１日 定１人 ◇申込期限…４
月９日（必着） 申詳しくは市観
光HP「かごしま市観光ナビ」か
鹿児島観光コンベンション協会
☎286-4700D286-4710へ
国勢調査の調査員
対原則20歳以上の人 ◇業務期
間…８月上旬〜10月 申郵送か
ファクス、メールで住所、氏名、
年齢、電話番号を５月29日（消
印有効）までに〒892-8677山下
町11-1総務課統計係☎216-1116
D224-8900メールsou-tokei@city.
kagoshima.lg.jpへ
児童クラブ職員
◇児童クラブ職員の募集情報を
市HPに掲載しています 問こど
も政策課☎216-1259D803-7628

募

集

応募要領は24面
市国際交流財団会員
◇各種交流会、外国料理講座、
異文化・語学教室など国際交流
が楽しめるイベントが満載です
◇年会費…個人１口1000円、団
体１口１万円〜 問市国際交流
財団☎226-5931D239-9258
パブリックコメント手続き
「市無電柱化推進計画（案）」
◇公表場所…道路建設課、市政
情報コーナー、各支所、各地域
公民館、市HPなど ※希望者に
は資料を送付 期４月21日（消
印有効）まで ◇意見の提出方
法など詳しくは市HPか道路建設
課☎216-1404D216-1400へ

投票時間

市民のひろば

４月号

かごしま

挙式をしたいカップル＆
挙式をプロデュースしたい学生
◇学生に実際の挙式をプロデュ
ースしてもらい、結婚や家庭を
持つことへの理解を深めてもら
う取り組みです 対①挙式をし
たいカップル…市内に住む婚約
中か婚姻中のカップル、②挙式
をプロデュースしたい学生…市
内の高校・短大・大学・専門学
校に通うグループ ◇挙式予定
月 …12月 ◇ 挙 式 費 用 … 無 料
（招待状の郵送料などは除く）
定各１組（超えたら書類選考）
◇申込期限…①５月11日、②４
月24日（いずれも消印有効）
申詳しくは市HPかこども政策課
☎216-1514D803-7628へ
地区別防災研修会
内防災に関する知識を身に付
け、地域の防災力を高めるため
の研修会（避難情報の発令と指
定緊急避難場所の見直しの説明
など） 期①５月13日（水）10時
〜11時30分、②５月22日（金）10
時〜11時30分 所①かごしま市
民福祉プラザ、②桜島公民館
定各80人 料無料 申不要
問危機管理課☎216-1213D2260748
託児サポーター養成講座
対市内に住むか通勤・通学し、
保育士か幼稚園教諭の資格を持
つか子育ての経験がある人で、
原則全回受講できる人 期５月
13日（水）、15日（金）、19日（火）、
20日（水）、21日（木）、26日（火）、
27日（水）の10時〜12時（全７回）
◇受講後、サンエールかごしま
で定期的な活動があります
所サンエールかごしま 定30人
料無料 申往復はがきかファク
ス、メールで４月30日（必着）ま
で に 〒890-0054荒 田 一 丁 目4-1
男女共同参画推進課☎813-0852
D813-0937メールdanjokyodo@city.
kagoshima.lg.jpへ

2020年（令和２年）

産業カウンセラーによる
キャリアカウンセリング
内仕事や働くことに関する相談
対市内に住むか通勤している女
性 ※学生を除く

期 日
時 間
４月７日
（火）
・14日 13時10分〜、
（火）
・28日
（火）
、
14時20分〜、
５月12日
（火）
15時30分〜
18時30分〜、
４月23日
（木）
19時30分〜

所勤労女性センター 定各時間
１人（先着順） 申直接か電話で
勤労女性センター☎255-7039へ

お知らせ
松元公民館の休館
◇改修工事のため10月〜来年９
月まで休館します 問松元公民
館☎278-1312D278-3830
天文館ではためく「マグマシティ」
◇本市のシンボル
マーク「マグマシ
ティ」のフラッグ
を天文館地区の商
店街アーケードに
掲出します 期４
月上旬〜６月
「マグマシティ」は、市民
（赤い糸）と市外の人（青い糸）
の交流を桜島の形で表現。人
と人が紡ぐ力や市ならではの
魅力・価値の体感から生まれ
るわくわく感などの想いが込
められたマークです。
問広報戦略室☎803-9547
D216-1134
市役所本庁舎で再生可能エネル
ギー由来の電力を使い始めます
「ゼロカーボンシティかごしま」に挑戦！
−2050年までに二酸化炭素排出実質ゼロに−

◇二酸化炭素排出削減のため、
太陽光や水力などの再生可能エ
ネルギー由来の電力に切り替え
ます 問再生可能エネルギー推
進課☎216-1479D216-1292

（一財）市スポーツ振興協会設立
◇スポーツのさらなる普及・振
興を目指して、市体育協会を財
団法人化しました ◇スポーツ
教室の企画・運営や各種スポー
ツ大会の運営を行い、市民と一
緒にさまざまなスポーツ活動を
推進します 問市スポーツ振興
協会☎248-7718D248-7738

補助制度
国際交流活動に助成します
対民間の国際交流団体が実施す
る本市の国際化の推進に役立つ
と認められる事業の経費 ※営
利目的のものなどを除く ◇補
助率…対象経費の２分の１（上
限50万円） ◇申請期限…事業
実施の１カ月前 申詳しくは市
HPか国際交流課☎216-1131
D224-8900へ
みんなの町内会応援事業
①町内会活動支援補助
対親睦、文化、研修、広報・連
絡、環境美化、互助活動の経費
◇補助率…対象経費の２分の１
（上限10万円）
②町内会加入促進活動支援補助
◇補助率…戸別訪問用チラシ作
成などは３分の２、のぼり旗作
製などは２分の１
（上限６万円）
①②共
◇事前申請が必要（それぞれ年
１回まで） 申詳しくは市HPか
地域振興課☎216-1214D2161207、各支所の総務課・総務市
民課へ
資源物回収活動団体登録
◇資源物回収活動を行う団体に
補助金を交付しています。申請
には、事前に団体登録が必要で
す 対本市で活動する営利を目
的としない市民団体 申直接、
申
請書（市HPからダウンロード可）
と振込口座の通帳の写しを資源
政策課☎216-1290D216-1292へ

４月19日
（日）
は市議会議員選挙の投票日。大切な一票を忘れずに投票しましょう
投票所

投票時間

吉田・桜島・喜入・松元・郡山支所管内の投票所、
三船公民館、柳ケ谷公民館

７時〜19時

上記以外の投票所

７時〜20時

◇投票できる人
平成14年４月20日までに生まれた人で、今年１月11日までに本市
に住民登録をし、引き続き住んでいる人
３月27日までに市内間の住民異動の届け出をした人は新住所地、
３月28日以降に届け出をした人は前住所地の投票所で投票してく
ださい
※投票所整理券は世帯ごとに発送します。整理券がなくても、選挙
人名簿に登録されている人は投票できます（期日前投票も同じ）
※選挙公報が４月17日までに届かないときは、市選挙管理委員会に
ご連絡ください

投票日に都合が悪いときは期日前投票を
投票所整理券裏面の「期日前投票宣誓書」に氏名などを記入し
て本人が持参してください。
期日前投票所
市役所本庁、各支所
東桜島合同庁舎
鹿児島国際大学７号館３階
鹿児島大学学習交流プラザ２階

期

間

間

４月13日
（月）
〜 ８時30分〜20時
４月18日
（土） ８時30分〜17時
４月14日
（火）

勤労者交流センター（よかセンター）
４月16日
（木）
〜
８階体育館前ホール
４月18日
（土）
イオンモール鹿児島２階
（東開町）

※投票者は、鹿児島国際大学、鹿児島大学、勤労者
交流センターの駐車場は利用できません
◇新型コロナウイルス感染症対策のため、投票所内
でのマスク着用などにご協力ください

【市選挙管理委員会事務局☎216-1470・1471D216-1472】

時

10時〜17時
12時〜19時
９時〜20時
10時〜20時

＋

