金銭貸借・交通事故・相
続など法律に関する相談を
受け付けます︒
お気軽にお申込みくださ
い︒秘密は厳守します︒
●日時＝６月６日︵水︶
時 分〜 時 分
※１人 分程度
●場所＝鹿屋商工会議所１
階相談室
●定員＝５人︵定員になり
次第締め切り︶
●担当弁護士＝鹿屋ひまわ
り基金法律事務所 大山
勉弁護士
●相談料＝３︐０００円
※会議所会員は１︐０００
円
●申込方法＝電話又はＦＡ
Ｘでお申込みください︒
︻問い合わせ 申･込先︼
鹿屋商工会議所振興課
☎０９９４
３１３５
０９９４
３０１５

法律なんでも相談を
実施
﹁ブログ﹂は︑﹁不特定
多数の見込顧客との情報交
換ツール﹂であり︑きわめ
て迅速なコミュニケーショ
ンツールです︒
今回︑この﹁ブログ﹂を
活用することにより売れる
仕組みを構築するためのノ
ウハウを学びます︒
お気軽にお申込みくださ
い︒
●日時＝６月 日︵水︶
時 分〜 時
●場所＝鹿屋商工会議所３
階研修室
●内容＝事例に学ぶ事業者
のためのブログ集客の手
法
①ブログ集客を成功させる
ための心得
②集客のためのブログ作り
の基本を知る
③ブログを使った集客テク
ニック
④ブログマーケティングの
活用事例
●講師＝情報コンサルタン
ト 下茂志津子氏︵㈱Ａ
ＩＡ︶
●聴講料＝無料

ブログ集客セミナー
の受講生を募集

お知らせ
ノーネクタイで業務
を行っています

30

回水道週間を実

市では︑地球温暖化防止
の取り組みの一環として︑
５月 日︵月︶から９月末
日までの間︑ネクタイや上
着を着用しない軽装で業務
を行っています︒
市民の皆さんのご理解と
ご協力をお願いします︒
︻問い合わせ︼
市総務課
☎０９９４
２１１１
内線３３６６

第
施

30

ＮＰＯ法人への会議
室等の開放について

層のご理解とご協力をお願
いします︒
なお︑期間中は︑市役所
分庁舎内に﹁水道相談所﹂
を開設します︒お気軽にご
相談ください︒
︻問い合わせ・相談先︼
市上下水道部業務課
☎０９９４
２８００

13

市では︑今後行政との協
働パートナーとして期待さ
れる市内の特定非営利活動
法人︵ＮＰＯ法人︶に対し︑
少しでも活動しやすい環境
を提供するために︑使用可
能な範囲で︑市民交流セン
ター︵使用料減額︶や総合
支所の会議室等を開放し︑
ＮＰＯ 法人の活動促進を図
りたいと考えています︒
会議室等の使用を希望す
る法人はお問い合わせくだ
さい︒
︻問い合わせ︼
市民活動推進課
☎０９９４
１１４７

●定員＝ 人︵定員になり
次第締め切り︶
●申込方法＝電話又はＦＡ
Ｘでお申込みください︒
︻問い合わせ・申込先︼
鹿屋商工会議所振興課
☎０９９４
３１３５
０９９４
３０１５

鹿屋農業高校生涯学
習県民大学受講生を
募集

戦没者遺族及び旧軍
人・軍属等の皆様の
ための移動援護相談
を実施
●日時＝７月 日︵木︶
時 分〜 時 分
※受付は終了時間の 分前
までです︒
●場所＝市役所本庁４階４
０１ 会議室
●相談内容＝戦没者等遺族
に対する特別弔慰金︑戦
没者等の妻に対する特別
給付金︑遺族年金︑旧軍
人・軍属の恩給や扶助料
等に関すること
︻問い合わせ︼
県社会福祉課
☎ ０９９ ２８６ ２８２８

有害図書等から青少
年を守りましょう
﹁遊んでいる土地を活用
しませんか﹂﹁ジュースの
自動販売機を設置させてく
ださい﹂などと業者に言わ
れ契約してしまったあと︑
土地を借りた業者が自動販
売機設置業者と賃貸契約し︑
有害図書等が販売されるこ
とがあります︒
有害図書等が青少年の目

●開講時間＝ 時〜 時
●講座内容＝草花栽培︑野
菜栽培︑果樹栽培︑堆肥
つくりなど
●対象者＝ 歳以上の人
●定員＝ 人︵申込多数の
場合は抽選︶
●受講料＝無料
※保険料５００円程度及び
実費が必要
●申込方法＝往復はがきに︑
住所︑氏名︑性別︑年齢︑
電話番号を記入し︑生涯
学習県民大学受講希望と
書いて郵送でお申込みく
ださい︒
●申 込 期 限 ＝ ６ 月 日
︵火︶
※消印有効
︻問い合わせ・申込先︼
〒８９３ ００１４
鹿屋市寿２丁目 ５
鹿屋農業高校生涯学習県
民大学係
☎０９９４
５１９１
42
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17

12

訪問介護員養成研修
２級課程受講生を募
集
高齢化社会の多様化する
介護ニーズに対応していく
ために必要な知識と技能を
習得し︑訪問介護員２級資
格者を養成することを目的
に︑訪問介護員養成研修２
級課程の受講生を募集しま
す︒
●講 習 期 間 ＝ ６ 月 日
︵火︶〜９月７日︵金︶
※日・祝日を除く
●講 習 時 間 ＝ １ ３ ６ 時 間
︵ 日間︶
●場所＝鹿屋商工会議所
●対象者＝ 歳代前半の高
齢者で︑今後介護の仕事
を希望する人
※講習日程をすべて受講で
きる人に限ります︒
●募集人数＝ 人︵申込多
数の場合は抽選︶
●受講料＝無料
●申込方法＝受講申込書に
記入のうえ︑持参又はＦ
ＡＸでお申込みください︒
︻問い合わせ・申込先︼
㈳鹿屋市シルバー人材セ
ンター
☎０９９４
３３８２
60

26

10

20

30

に触れると︑悪い影響を与
えかねません︒しかも︑契
約期間中は解約できなかっ
たり︑中途解約に多大な解
約金が要求されることがあ
ります︒
そうならないために︑次
のことに注意しましょう︒
●契約する前にチェックし
ましょう︒
・販売する品物は何ですか︒
・相手は自動販売機の設置
業者本人ですか︒
・又 貸 し が で き る よ う に
なっていませんか︒
・契約の解除ができますか︒
その時の条件はどうなっ
ていますか︒
●おかしいと思ったら︑あ
いまいな返事をせずに
はっきりと断りましょう︒
●契約する前に︑家族や地
域の人たちに相談しま
しょう︒
●立会人を置いたり録音し
たりして︑後で問題が生
じた場合に備えましょう︒
︻問い合わせ︼
県青少年男女共同参画課
☎ ０９９ ２８６ ２５５７

40

●放 送 局＝ MBC ラジオ（A Ｍ 1107kHz）
●放 送 日＝毎週日曜日
●放送時間＝概ね 15 時 55 分〜（３分間）
●放 送 局＝ＦＭかのや（ＦＭ 77.2MHz）
●放 送 日＝毎週月曜日から金曜日（祝日を除く）
●放送時間＝概ね８時５分〜（５分間）
※再放送は概ね 16 時５分〜

30

30

25

「鹿屋市政だより」
「かのや市政インフォメーション」

40 42

14 26

24

鹿屋市では、市の施策、イベント情報、各課からのお知らせ等を紹介するラジオ広報番組を放送しています。
ぜひ、お聴きください。

30

30

30 30

﹁水道が うるおす日々
の 健やかさ﹂をスローガ
ンに︑６月１日︵金︶から
７日︵木︶に水道週間を実
施します︒
市では︑﹁安全・安定給
水﹂に努め︑災害に強い水
道づくりを目指しています︒
この機会に︑毎日の生活
に欠かすことのできない水
道の大切さを見直し︑水道
資源の水質保全に︑より一

・)))))))))))) 鹿屋市ラジオ広報番組のお知らせ (((((((((((・

℻

●開講日程
月
日
備考
６月 23 日（土）
７月 ７日（土）
９月 ８日（土）・29 日（土）
10 月 13 日（土）・27 日（土） 全 10 回
11 月 10 日（土）
12 月 １日（土）・15 日（土）
１月 19 日（土）
10

16

40 42

43

16 13

43

31

13

℻
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