平成 年度厚生労働行
政モニターを募集
厚生労働省では、厚生労
働行政について広くご意見
などをいただくために「平
成 年度厚生労働行政モニ
ター」を募集します。
●応募資格＝平成 年４月
１日現在で 歳以上の人
※ただ し、 議 員、 公 務 員、
過去３年以内のこのモニ
ター経験者を除く。
●応募期間＝平成 年１月
５日（月）～ 日（金）
※応募方法など、詳しくは、
お問い合わせください。
【問い合わせ】
厚生労働省大臣官房
総務課広報室
☎ ０３ ５- ２５３ １- １１１
内線７１４２

放送大学４月入学生を
募集

●募集学生
○教養学部
科目履修生＝６か月間在
学し、希望科目を履修
選科履修生＝１年間在学
し、希望科目を履修
全科履修生＝４年以上在
学し、学士の学位を習得
○大学院
修士科目生＝６か月間在
学し、希望科目を履修
修士選科生＝１年間在学
し、希望科目を履修
●応募期限＝平成 年２月
日（土）
【問い合わせ・応募先】
放送大学鹿児島学習セン
ター
☎ ０９９ ２- ３９ ３- ８１１

農業委員会委員選挙人
名簿登載の申請をしま
しょう
市 選 挙 管 理 委 員 会 で は、
平成 年度農業委員会委員
選挙人名簿を作成します。
この名簿は、農業委員会
等に関する法律の規定によ
り、毎年１月１日現在で農
家の皆さんが農業委員会に
提出する選挙人名簿登載申
１月 ２月

串良地区

４（水）
・６
（金）
・13
（金）
・18
（水）
・20
（金）
・25
（水）

【問い合わせ・応募先】
ＮＰＯ法人かのや健康・スポーツクラブ事務局
（リナシティかのや３階） ☎ 0994-41-9903
【問い合わせ】
市民活動推進課 男女共同参画推進室（５階）
☎ 0994-31-1147
各総合支所市民生活課
場
容
①串良町で活動している団体の活動発表
②霧島町 waiwai アトリエ原田則子氏の活動紹介
③意見交換会

●提出期限＝平成 年１月
９日（金）
【問い合わせ・提出先】
市農業委員会（５階）
☎０９９４ - １
- １３１
市選挙管理委員会（５階）
☎０９９４ - １
- １４２

～串良町内のグループの活動発表と意見交換会～

21
（水）
・23
（金）
・28
（水）
・30
（金）

母ちゃん劇場
『大地とさくらのハッピーストーリー』
②吾平町で活動している団体の活動発表
③意見交換会
④ミニ講演 『食の安全と安心』

工業統計調査にご協力
ください

平成 21 年２月１日（日）
10 時～ 12 時
串良公民館
開催日時

製造事業所を対象に、平
成 年工業統計調査を 月
日現在で実施します。
月下旬から平成 年１
月にかけて調査員が調査票
への記入のお願いに伺いま
すので、調査へのご協力を
お願いします。
※なお、調査票に記入して
いただいた内容について
は、統計法に基づき秘密
が厳守されますので、正
確なご記入をお願いしま
す。

●開催日時＝平成 21 年１月 24 日（土）
10 時 30 分～ 12 時
所＝市武道館
●場
●対 象 者＝ス ポーツ少年団指導者、地域スポーツ
指導者、学校開放利用団体代表者、体
育施設利用団体代表者 他
●講
師＝大隅肝属地区消防組合中央消防署救急隊
●参 加 費＝無料
※動きやすい服装で参加してください。
場
容
①寸劇

かのや健康・スポーツクラブでは、様々なイベントを行っています。
各地区で特色のある地域講座を開催します。ぜひ、ご家族でご参加ください。

28

【問い合わせ】
市自治防災課（３階）
☎０９９４ - １
- １２４

様々なエクササイズで、楽しくシェイプアップを行
い、参加者の体脂肪の３％燃焼を目指します。
●日 程
場
容
①読み聞かせ
輝北町読み聞かせグループ「ちいさなくれよん」
②講演
演題＝「食生活が人生を変える」
講師＝橋之口 みゆき 氏（いちき串木野市出身）
会
内
会
内

放送大学は、テレビなど
の放送により授業を行う通
信制の大学で、平成 年４
月入学生を募集していま
す。
詳しい資料を無料で送付
しますので、お気軽にお問
い合わせください。

請書に基づいて作成されま
す。
現在の農家台帳に基づい
て作成した申請書をすでに
送付していますので、記入
してある事項を確認し、同
封の返信用封筒で、切手を
はらずに返送してくださ
い。
今 回 作 成 さ れ る 名 簿 は、
平成 年７月に任期満了に
より執行される農業委員会
委員選挙における選挙人名
簿となります。
なお、資格を有する人で
申請書が届いていない人
は、市選挙管理委員会又は
農業委員会へお問い合わせ
ください。
●資格を有する人＝市内に
住所を有する満 歳以上
の人で、
① アール以上の農地で耕
作の業務を営む人
②「①」の同居親族、配偶
者で年間おおむね 日以
上耕作に従事する人
③ アール以上の農地で耕
作の業務を営む農業生産
法人の組合員で、年間お
おむね 日以上耕作に従
事する人

「ＡＥＤの取扱法等講習会」
の参加者を募集

●時 間＝ 10 時～ 12 時
●場 所＝市武道館
●対象者＝どなたでも参加できます。
●参加費＝ 1,500 円（保険代として）
※ただし、クラブ会員は無料
●準備する物＝上履、タオル、バスタオル又はヨガマット、
飲み物
●応 募方法＝平日の９時か
ら 17 時 ま で に 直 接 お 申
込みください。
会
内
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「ＬＥＴ’ Ｓダイエット」
の参加者を募集
平成 21 年１月 25 日（日）
10 時～ 12 時
輝北総合支所
開催日時

平成 21 年１月 18 日（日）
10 時～ 12 時
湯遊ランドあいら
開催日時

～「食生活が人生を変える」
自然に学ぶ生き方講座～
～吾平町で活動している
団体・住民の皆さんの交流会～

ぜひ、ご参加ください。

輝北地区
吾平地区

かのや健康・スポーツクラブからのお知らせ
鹿屋市男女共同参画地域講座を開催
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