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お知らせ

●内容
平成 年秋の木市を開
講演＝﹁子供の心が観え
催
ますか﹂
きょういん
秋の色鮮やかな花々︑植
講師＝藤川享胤氏︵山形
県般若寺住職︶
木や苗木などを購入できる
●対象者＝小中学生の子ど
秋の木市を開催します︒
もを持つ親・家族など
この機会に︑ぜひ︑足を
●定員＝４００人︵定員に
お運びください︒
●日時＝ 月 日︵木︶〜
なり次第締め切り︶
●申込方法＝電話又はＦＡ
月 日︵木︶の８時〜
Ｘでお申込みください︒
時 分
︻問い合わせ・申込先︼
●場所＝城山公園広場︵北
鹿屋西ロータリークラブ
田町︶
☎０９９４
５８１１
※城山公園駐車場の駐車料
０９９４
１９５９
金は４時間無料になりま
す︒
●内容＝花・植木・苗木な
どの展示・販売︑造園の
設計・施工及び緑化の相
自動交付機運用停止の
談など
お知らせ
※ 月４日︵日︶９時〜
リナシティかのや中央
時まで︑購入者を対象に
サービスコーナーに設置し
花をプレゼントします︒
︻問い合わせ︼
ている自動交付機を︑保守
市商工観光課
点検のため運用停止します︒
☎０９９４
１１２１
ご迷惑をお掛けしますが︑
ご理解とご協力をお願いし
ます︒
●停止日＝ 月 日︵土︶
※終日
︻問い合わせ︼
市民課
１１１４
☎０９９４
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かのや男女共同参画
社会づくりフォーラム
●日
●場
●日

あなたの心の危機管理は大丈夫？
〜ストレスチェックをしてみませんか〜

時
所
程

11 月 18 日（日）13:00 〜 16:15
市民交流センター３階ホール
◇基調講演
13:05 〜 14:05
演題＝「ストレスと人間関係」
講師＝マインメンタルヘルス研究所所長 山﨑
◇分科会
14:20 〜 15:10
①子育て分科会 ②介護分科会 ③職場分科会
◇全体会
15:25 〜 16:15
●申込方法 電話、ＦＡＸ又はＥメールでお申込みください。
※満 2 歳から 8 歳まで託児を行います。

展示発表
●期
●場

あなたの心の危機管理は
大丈夫？
〜ストレスチェックをしてみませんか〜

友丈 氏
④地域・家庭分科会

フォーラム開催に併せ、各種市民講座団体の展示
発表を行います。
間
11 月 17 日（土）〜 18 日（日）
所
市民交流センター３階ホワイエ

山﨑 友丈 氏
【問い合わせ・申込先】市民活動推進課 男女共同参画推進室
☎ 0994-31-1147 ℻ 0994-40-3003 E メール danjyo@e-kanoya.net
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地上デジタル放送開始
のお知らせ
高隈山に設置された鹿屋デジタル中継局が 10 月
１日に開局し、下記の地域において地上デジタルテ
レビの放送が視聴可能となりました。
地上デジタル放送は、現在のアナログテレビに地
上デジタル放送用チューナーを接続するか、地上デ
ジタル放送対応テレビであれば視聴可能です。実際
に視聴するには、UHF のアンテナを中継局に向け、
チャンネル設定（初期スキャン）を行ってください。
（ご不明の場合はテレビ等ご購入の電器店等へお尋ね
ください）
集合住宅等の共同受信は、設備の改修が必要な場
合がありますので、詳しくはその設備の管理会社等
へお問い合わせください。
また、地上デジタル放送の開始により、アナログ
放送の画面が見づらくなるなどの影響がでることが
あります。このような場合は、下記へご連絡ください。
（社）電波産業会受信対策センター
フリーダイヤル 0120-050-969
※地上デジタルテレビ放送に関係した問題のある商
法・詐欺にご注意ください。

平成 年度福岡障害者
職業能力開発校入校生
を募集

29

●訓練科目＝コンピュータ
製図科・プログラム設計
科・商業デザイン科・Ｏ
Ａビジネス科・福祉住環
境科・ネットビジネス
科・総合実務科
※知的障害者を対象とした
科目は︑総合実務科のみ
●応募資格＝次の条件を満
たし︑健康面で集団生活
に支障のない人
○身体障害者＝身体障害者
手帳を取得している人又
は取得可能な人
○知的障害者＝療育手帳を
取得している人又は児童
相談所︑障害者更生相談
所︑障害者職業センター
等が発行する知的障害者
と認める判定書を提出で
きる人
●募集期限＝平成 年１月
日︵木︶
︻問い合わせ・申込先︼
鹿屋公共職業安定所
☎０９９４
４１３５

30

障害者委託訓練生を募集

11

●募集科＝ＯＡ事務科
︵ワー
ド初級程度・エクセル初
級程度・インターネット
など︶
●定員＝ 人︵定員になり
次第締め切り︶
●対象者＝公共職業安定所
で求職中の身体障害者
︵水︶
●募集期限＝ 月７日
●訓練実施場所＝鹿屋ビジ
ネス専門学校︵白水町︶
●訓練期間＝平成 年 月
５日︵水︶〜平成 年２
月 日︵金︶
●受講料＝無料
※詳しくは︑お問い合わせ
ください︒
︻問い合わせ・申込先︼
鹿児島障害者職業能力開
発校
☎０９９６
２２０６

30

教育講演会を開催

鹿屋西ロータリークラブ
では︑創立 周年記念事業
として教育講演会を開催し
ます︒
●日時＝ 月３日︵土︶
時 分〜
●場所＝市民交流センター
３階ホール
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平成 20 年度私立幼稚園
園児募集のお知らせ
市内の私立幼稚園では、平成 20 年度の園児を募集
します。定員になり次第、締め切りとなりますので、
早めにお申込みください。
●申込受付 11 月１日（木）〜
※入園案内・願書は 10 月 12 日（金）から配付します。
●募集園児 ３歳、４歳、５歳の幼児
●保育時間 14 時頃まで
※ただし、その後希望者には、預かり保育（延長保育）
があります。
●入 園 料 ３歳児＝ 20,000 円
※満３歳になった日から入園できます。
４歳・５歳児＝ 35,000 円
●保 育 料 月額 20,000 円
●補助制度 就園奨励費制度があり、該当する人は
年間最低 14,300 円〜最高 257,000 円
の補助が受けられます。
※ ｢ 平成 19 年度市民税の所得割課税額 ｣ と ｢ 第一子、
第二子、第三子以降 ｣ で補助金額は変わります。

視聴可能地域
鹿児島市・鹿屋市・指宿市・曽於市・志布志市・
大崎町・東串良町・肝付町・錦江町・南大隅町・
垂水市の各一部
※受信できるエリアでも、地形やビルの陰などに
より電波が遮られるところでは、視聴できない
ことがあります。
放送局名 リモコン番号
ＮＨＫ総合
３
ＮＨＫ教育
２
ＭＢＣ
１
ＫＴＳ
８
ＫＫＢ
５
ＫＹＴ
４

チャンネル
22
17
43
47
41
49

【問い合わせ】九州総合通信局放送課
☎ 096-326-7882

【問い合わせ・申込先】
鹿屋幼稚園（向江町）

☎ 0994-42-3528

松下幼稚園（上谷町）

☎ 0994-43-7233

鹿屋カトリック幼稚園
（古前城町）

☎ 0994-44-4683

信愛幼稚園（西原１丁目）

☎ 0994-42-4012

第一鹿屋幼稚園（寿５丁目） ☎ 0994-44-8668
西原幼稚園（西原４丁目）

☎ 0994-43-3342

星幼稚園（寿３丁目）

☎ 0994-43-7240

日の出幼稚園（川西町）

☎ 0994-44-2963

南部幼稚園（下堀町）

☎ 0994-44-6850

いずみ幼稚園（吾平町）

☎ 0994-58-6893
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