国民健康保険外来人間
ドックの受診者を募集

内科︑児玉・上前共立病院︑
小林クリニック︑園田クリ
ニック︑白浜外科︑末次内
科循環器科︑そえじまクリ
ニック︑中塩医院︑長﨑内
科︑浜崎クリニック︑平瀬
外科︑前田内科︑森田胃腸
科内科︑吉重内科消化器科︑
渡 辺 内 科︑ 大 隅 鹿 屋 病 院︑
鹿児島県厚生農協連健康管
理センター︑肝属医師会立
病院
︿脳ドック﹀
池 田 病 院︑ か の や 東 病 院︑
徳田脳神経外科病院
※一般ドック︑脳ドックの両
方の利用・申込みはできま
せん︒
※基本健康診査︑各種がん検
診など市が行っている検診
もあります︒詳しくは︑健
康カレンダー等でお知らせ
します︒
︻問い合わせ・申込先︼
市国保介護課
☎０９９４
２１１１
内線３１６０

社会教育有志指導者
︵初級︶研修会受講生
を募集
学習活動及び団体活動の
リーダーとなる社会教育有志
指導者︵初級︶を育成する研

●年会費
学生会員＝１︐０００円
個人会員＝２︐０００円
家族会員＝３︐０００円
団体会員＝１０︐０００円
︻問い合わせ・申込先︼
鹿屋市国際交流協会事務局
︵市民活動推進課内︶
☎０９９４
２１１１
内線３５９５

●定員＝ 人︵定員になり次
第締め切り︶
※団体︵５〜 人︶の場合は︑
希望の日程にあわせて料理
講座が実施できます︒随時
受け付けていますので︑お
問い合わせください︒
︻問い合わせ・申込先︼
カピックセンター︵アジア
太平洋農村研修センター︶
☎０９９４
３２８８
０９９４
３２５８
Ｅメール
kapic111@po3.synapse.ne.jp

６月 27 日（水）〜 29 日（金） エクセルの表現力をアップする機能
６月 13 日（水）
18：30 〜 21：30
を学習します。

（輝北町上百引地区）

●対象者＝国民健康保険被保
険者で︑満 歳以上の前年
度分国民健康保険税完納世
帯の人
●実施期間＝平成 年７月〜
平成 年２月
●定員
一般ドック＝５００人
脳ドック＝１００人
※定員を超えた場合︑昨年度
未受診者を優先し︑残りの
定員については︑抽選のう
え決定します︒
●申込方法＝被保険者証︑印
鑑をご持参のうえ︑国保介
護課健康保険係︵⑤番窓
口︶又は各総合支所健康福
祉課にお申込みください︒
●助成額
一般ドック
＝定額１５︐０００円
脳ドック
＝定額１８︐０００円
●申込期間＝５月７日︵月︶
〜６月１日︵金︶
●指定医療機関
︿一般ドック﹀
井ノ上病院︑池田病院︑小
倉 記 念 病 院︑ お ば ま 病 院︑
かのや東病院︑輝北みどり
診療所︑検見崎病院︑幸田

修会を開催します︒
●日時＝５月 日︵日︶９時
分〜 時
●場所＝国立大隅青少年自然
の家︵花里町︶
●対象者＝青年団体指導者︑
少年団体成人指導者︑ジュ
ニアリーダー︵高校生︶
●参加料＝保険料 円︵昼食
を希望する人は昼食代５４
０円︶
●申込期限＝５月 日︵火︶
︻問い合わせ・申込先︼
市社会教育課
☎０９９４
１１３８

情報プラザ（㈱まちづくり鹿屋） ☎ 0994-35-1002

●立会日 境界立会いの日程等は後日封書にて発送します。

【問い合わせ・申込先】

【問い合わせ】 輝北総合支所産業振興課
☎ 099-486-1111 内線 2606
【問い合わせ】 市農地整備課
☎ 0994-43-2111 内線 3235・3239

夏休み海外派遣参加者
を募集
財団法人国際青少年研修協
会では︑ の海外派遣事業の
参加者を募集しています︒
●内容＝ホームステイ・文化
交流・学校交流など
●派遣先＝米国・英国・カナ
ダ・韓国など計 か国
●対象＝小３〜高３まで
●参加費＝ 万５千円〜 万
８千円︵共通経費は別途︶
●申込締切日＝６月８日︵金︶
又は 日︵水︶
※事業により申込締切日が異
なります︒
︻問い合わせ・申込先︼
㈶国際青年研修協会
☎０３ ３３５９ ８４２１

岡泉公民館

鹿屋市国際交流協会会
員を募集

日︵水︶

大津公民館

各コース 24 人（申込多数の場合は抽選）
※定員に満たない場合は、講座を中止することがあります。
●受 講 料 1,000 円（１コース※通常３時間×３日）
※ MOS（MOUS) 試験に向けたワード基礎講座（３時間×６日間コース）＝ 4,000 円
●申込方法 来所又は電話でお申し込みください。
百引校区公民館

員
●定

堂平町内会公民館

エクセル中級コース

所
場

時 間
① 14 時〜
５月 17 日（木）
② 18 時〜
① 14 時〜
５月 18 日（金）
② 18 時〜
付

写真（静止画）をつないで、バック
ミュージックを入れてＣＤに焼き付 ５月 23 日（水）
けます。

49

日

所
場

時 間
① 10 時〜
５月 17 日（木） ② 14 時〜
③ 18 時〜
① 10 時〜
５月 18 日（金） ② 14 時〜
③ 18 時〜

静止画をムービーメーカーで ６月６日（水）〜８日（金）
動画のように
18：30 〜 21：30

10

６月 27 日（水）〜 29 日（金） ワードの表現力をアップする機能を
６月 13 日（水）
9：00 〜 12：00
学習します。

●説明会日程 ※都合の良い日時にご出席ください。

電源の入れ方や文字入力等、パソコ
５月 23 日（水）
ンの基本操作を初歩から学習します。

45 45

６月 13 日（水）〜 15 日（金）
ＭＯＳ（MOUS）検定に向けたワード
MOS（MOUS）試験に向けた
５月 30 日（水）
・20 日（水）〜 22 日（金）
の基礎講座です。
ワード基礎 ※６日間
18：30 〜 21：30

地籍調査は、地権者立会いのもと土地の境界を確認し測量を行い、現況に即した正確な面積と図面を作成
し、その成果を法務局へ送付し登記簿の書き換えを行う大変重要な作業です。
下記の日程で、地籍調査の説明会を行います。大切な説明会ですので、関係地権者の皆さんは、必ずご出
席ください。なお、説明会の案内は、事前に送付します。

６月６日（水）〜８日（金）
９：00 〜 12：00
パソコン入門講座

申込期限
容
内
時
日
講座名（コース）

30

16

ワード中級コース

（野里地区）

30

13

20

６月 13 日（水）〜 15 日（金） ワープロソフトの基礎知識や文字入
５月 30 日（水）
９：00 〜 12：00
力を徹底解説します。
ワード初級講座

野里町の一部及び輝北町上百引の一部の地籍調査説明会のお知らせ

鹿屋市市民交流センター
情報プラザパソコン講座受講生募集
℻

19

50

15

12

６月 20 日（水）〜 22 日（金） はじめてエクセルを使う人でも安心
６月 06 日（水）
9：00 〜 12：00
して学べる基礎講座です。

付

バングラデシュカレー
講座の参加者を募集
バングラデシュ出身の留学
生サギールさんと一緒にチキ
ンカレーを作りましょう︒
●日時＝５月 日︵土︶ 時
〜 時
●場所＝カピックセンター
●参加費＝５００円
●応募方法＝電話︑ＦＡＸ又
はＥメールで︑お申込みく
ださい︒︵月曜休館︶
●申込期限＝５月

10

30

27

31

43

43

26

20

15

エクセル初級

日

2
Żƞƴ
KANOYA CITY
PUBLIC RELATIONS

3

14

15

鹿 屋 市 国 際 交 流 協 会 で は︑
世界各国の人々と一緒に交流
していただける会員を募集し
ています︒
国際交流協会は︑市民主体
の国際交流・国際協力活動を
するために平成８年 月に設
立した団体で︑世界各国の文
化︑風習などを体感してもら
おうと︑ホームステイ・世界
の料理教室・民族楽器ライブ
などの国際交流・国際理解プ
ログラムを提供しています︒
皆さんも世界各国の人々と
交流しませんか︒お気軽にお
問い合わせください︒

16
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