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︐08 くしら桜まつり
●日

時

４月６日（日） ８時 30 分〜

●場

所

串良平和公園周辺

●イベント
○第 23 回ジョギング大会

日枝神社

畜産まつり

牛・馬の神として知られ「山王どん」の愛称で
親しまれている日枝神社で、恒例の畜産まつりが
開催されます。

８時 30 分〜

○第 14 回くしらん坊レース（むかで競争）
12 時 30 分〜

子牛や特産品が当たる抽選会もあります。ぜひ、
お越しください。
●日

時

４月 13 日（日） 10 時〜

●場

所

日枝神社（輝北町市成）

ひ え だ

○ミニＳＬ試乗
10 時〜 11 時
14 時〜 15 時
○ふれあい動物園
終日楽しめます

情

報

緊急情報
（緊急時のみ表示）

防災情報
休日・夜間
医療情報
イベント情報
交通情報
連絡先一覧
各種相談

☎ 0994-63-3114
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災害時などに、リアルタイムな緊急情報を表示
避難所情報などを表示
夜間・休日当番医等の情報を表示
イベントや観光場所の情報を表示
くるりんバス、フェリーの時刻表を表示
公共機関の連絡先を表示
市民総合や子育て等の相談先を表示

公共下水道整備済地域の居住の人へ
現在、市では、公共下水道の整備を地域ごとに
行っていますが、公共下水道の整備が終わった地
域の土地所有者又は受益者には、翌年度から受益
者負担金の納入をお願いすることとなっていま
す。
そこで、平成 19 年度の整備済対象区域の土地
について、下水道法第９条の規定により縦覧しま
す。
なお、対象となる土地所有者には、４月に土地
所有者等申告書を送付しますので、必要事項を記
入し、提出してください。
また、４月に受益者負担金等の説明会を開催予
定です。詳しくは、お問い合わせください。
●縦覧期間＝３月 17 日（月）〜 31 日（月）
●縦覧場所＝市役所分庁舎下水道課内（寿２丁目）
●平成 19 年度の整備済区域
打馬１丁目、王子町、古前城町、寿１丁目、寿
２丁目、寿３丁目、寿５丁目、寿６丁目、寿７
丁目、白崎町、新川町、西原１丁目、西原２丁目、
西原４丁目、札元１丁目の各一部の区域

【問い合わせ】
串良総合支所産業振興課

掲 載 内 容

行政情報を得ることができ
るように︑携帯サイトでの
行政情報の配信を開始しま
した︒
●掲載情報

4

リナシアター
映画情報

19 16 14 11

映画﹁ L change the
﹂
world

●上映期間＝３月 日︵土︶
〜 月 日︵金︶
●上映時間︵１２８分︶
① 時 分〜
② 時 分〜
③ 時 分〜
④ 時 分〜
●鑑賞料
一般＝１︐８００円
大学・高校生＝
１︐５００円
中学生以下＝
１︐０００円
歳以上＝１︐０００円
※上映時間︑鑑賞料は変更
する場合があります︒
※様々な割引があります︒
︻問い合わせ︼
㈱まちづくり鹿屋
☎０９９４
１００１
60

※ QR コードは、
㈱デンソーウェブの
登録商標です。

15

●アクセス方法
①ＵＲＬを直接入力

30

43

43

http://www.e-kanoya.
net/mb/
②Ｑ Ｒコードで読み取る

3

リナシティかのや
の催し

56

福島史子受賞記念リサ
イタル

第 回南日本音楽コン
クールで最優秀賞に輝いた
市内在住の福島史子さんの
リサイタルが開催されます︒
早春のひととき︑美しく
情感豊かな歌声が皆さんの
心に潤いと安らぎを与えて
くれるリサイタルです︒
ぜひ︑ご来場ください︒
●日時＝ 月 日︵日︶
時〜
●場所＝リナシティかのや
ホール
●入場料＝１︐０００円

︻問い合わせ︼
郷土が生んだ芸術家を支
援する会
☎０９９４
０８６７

14

31

15

児童手当の認定請求に
ついて

31

１１３５

13

3

鹿屋市から転出した場合︑
鹿屋市での児童手当の受給
資格は消滅します︒
新しい住所地で児童手当
を受けるには︑その住所地
へ転入してから 日以内に
転入先の役所等で﹁認定請
求﹂の手続きを行う必要が
あります︒
もし︑ 日を過ぎてから
手続きを行うと︑受給対象
外となる月が発生する︵減
額される︶場合があります︒
なお︑公務員の人は︑勤
務先で手続きを行ってくだ
さい︒
必要書類等については︑
市子育て支援課又は各総合
支所健康福祉課にお問い合
わせください︒
︻問い合わせ︼
市子育て支援課
☎０９９４
２１１１
内線３１４３・３１４２
各総合支所健康福祉課

12 4

20

携帯サイトで行政情報
を配信

30 6

市では︑市民の皆さんが
身近に素早く簡単に必要な

6

︻問い合わせ︼
市情報行政課
☎０９９４

17 5

年春の木市を開

12 4

平成
催

春の色鮮やかな花々︑植
木や苗木などを購入できる
春の木市が開催されます︒
●日時＝ 月 日︵土︶〜
月 日︵火︶の 時〜
時 分
●場所＝城山公園広場
※城山公園駐車場をご利用
ください︒
●内容＝花・植木等の展示・
販 売 ︑造 園の 設 計・施 工
及び緑化の相談など
※ 月 日︵日︶の 時〜
時まで︑購入者を対
象に花をプレゼントする
ほか︑ 月 日︵日︶の
時〜 時まで︑購入者
を対象にしたくじ引きが
あります︒
︻問い合わせ︼
市商工観光課
☎０９９４
１１２１
9

４月１日 夜間救急当番医の診療時間が
から
午後11時までとなります
救急医療体制の確保は、地方自治体の重要な政
策課題であり、夜間救急当番医制度は、鹿屋市医
師会と鹿屋医療センターが連携を図りながら、救
急患者に迅速に対応するために確立した制度です。
しかし、
「昼間の診察は込んでいるから」
「仕事
の都合で昼間連れていけないから」など、救急を
要しない受診者が増加したため、夜間救急当番医
師の負担も増大し、翌日の診療にも支障をきたし
ていることなどから、夜間救急当番医の診療時間
が４月１日からは、午後 11 時までとなり、午後 11
時以降は、救急患者のみの対応となります。
夜間救急当番医制度は、廃止の危機にあります。
存続させるためには、市民の皆さんのご理解とご
協力が必要です。
この制度を守るためにも、
○「通常の時間帯に受診する」
○「救急に受診する必要がのない症状なら翌
日に受診する」
など、夜間救急当番医制度を正しく理解し、利
用することが大切です。
市では、市民の皆さんに「子どもが夜間・休日に病気になった
時の対応などについて、医師又は、保健師がわかりやすく説明す
る出前講座を行っています。ぜひ、この機会にご利用ください。

【問い合わせ】
輝北町商工会

☎ 099-486-1171

【問い合わせ】 市下水道課

☎ 0994-31-1133

【問い合わせ】 市健康増進課

☎ 0994-41-2110
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