情 報掲示
I n f o r m a t i o n

板

鹿屋市民合唱団「第 21 回定期演
奏会」

第 58 回旧鹿屋航空基地特別攻撃
隊戦没者追悼式

手話・字幕有り DVD の貸し出し
を行います

市内の交番の統廃合を行います
市内の交番等の統廃合に伴い、３月

屋外広告物はルールを守って設置
しましょう

◎期日＝４月 12 日（日）

◎内容＝太平洋戦争で特別攻撃隊として

◎内容＝県視聴覚障害者情報センターが

16 日（月）から交番・駐在所を次のと

屋外広告物が無秩序に設置されると、

◎開演＝ 14:00 〜

国難に殉ぜられた英霊をお慰めし、平

聴覚障害者を対象に制作した、県内の

おり再編します。今後も市民の皆さんに

まちの美観はもとより事故などの原因に

◎場所＝市文化会館

和を祈念する追悼式

もなります。そのため、ルールが定めら

認知症高齢者支援に関する DVD
の貸し出しを行っています
認知症とは、脳の細胞に異変が起きて

お知らせ

公共施設の催しや聴覚障害者の生活

密着した警察活動を行い、安全安心な社

◎日時＝４月４日
（土） 10:30〜12:00

に役立つ情報等を収録した、手話や字

会づくりに努めますので、ご理解とご協

れていますので、ご理解とご協力をお願

一般＝ 500 円

◎場所＝小塚公園慰霊塔前広場
（今坂町）

幕有りのＤＶＤ（全 28 巻）の貸出

力をよろしくお願いします。

いします。

働きが悪くなり、日常生活を送るのが困

中・高生＝ 300 円

※雨天時は市文化会館

◎再編内容

◎屋外広告物設置のルール＝市内のすべ

難になる、誰にでも起こりうる脳の病気

「鹿屋
○中央交番と西原交番を廃止し、

ての地域で、屋外広告物の設置が制限

です。原因によって「アルツハイマー型

中央交番」を向江町のピット 88 横に

又は禁止されています。設置するとき

認知症」
「脳血管性認知症」
「レビー小体

新設

は、事前に市都市政策課へ要相談

型認知症」
「前頭側頭型認知症」などに

◎入場料

小学生以下＝無料
◎曲目＝混声合唱のためのヒットメド

◎貸出開始日＝４月１日（水）

市福祉政策課（１階⑲番窓口）

市立図書館 ☎ 43-9380

☎ 31-1113

レー「HANA」
、your raise me up、愛

イベント

燦燦、糸 など

○笠之原駐在所を廃止し、寿交番へ統合

※自分の店舗や、会社に表示する店舗名

○大姶良駐在所と西俣駐在所を廃止し、

や会社名などの広告物でも、一定の表

認知症は、薬で進行を遅らせることが

2015 くしら桜まつり

現在の大姶良駐在所を警察官 3 人体

示面積を超える場合は許可が必要。ま

できる場合や、手術などで改善する場合

◎期間＝ 3 月 27 日
（金）
〜 4 月５日
（日）

制の大姶良交番に変更

た、許可に当たっては屋外広告物の種

があります。初期の段階で診断を受け、

類と大きさに応じて手数料を決定

適切な治療を開始することが重要です。

鹿屋市民合唱団事務局 ☎ 40-2375

輝北畜産まつり
牛・馬の神として知られ「山王どん」

○古江駐在所を廃止し、白水駐在所を２

◎場所＝串良平和公園

の愛称で親しまれている日枝神社で恒例

◎内容

人体制（複数）に変更

の畜産まつりが開催されます。

○夜桜ちょうちん・ライトアップ＝期間

鹿屋警察署 ☎ 44-0110

◎内容＝血統書付き子牛や特産品等が当

家庭倫理講演会

中の 18:00 〜 22:00

◎禁止物件＝次のような物件（禁止物

分けられます。

認知症かなと思ったら、お早めに相談し

件）には、地域に関係なく、原則とし

てください。

て広告物の表示・設置は禁止です。

◎内容＝家族や地域の皆さんに認知症を
理解していただくための DVD の貸出

たる抽選会、カラオケ、舞踊、歌謡

◎内容＝生きぬく力についての講演

○４月５日（日）のイベント

（例）街路樹、信号機、道路標識、橋、

ショー

◎日時＝４月12日
（日） 10:00〜11:40

ジョギング大会＝８:30 〜

トンネル、
分離帯、
道路上のさく、

◎貸出場所＝グループホーム いきいき

◎日時＝４月 12 日（日） 10:00 〜

◎場所＝リナシティかのや３階ホール

お花見弁当販売＝ 10:00 〜

消火栓、郵便ポスト、電話ボック

館（東原町）
、プライエボーリ優花里

◎場所＝日枝神社（輝北町市成）

◎講師＝新原 隆一 氏（倫理研究所参与）

ステージショー＝ 10:00 〜

ス、道路や歩道の路面 など

（花岡町）
、
グループホーム はあと（横

◎入場料＝ 1,000 円

特製お菓子のつかみ取り など

かのや市商工会輝北支所
☎ 099-486-1171

家庭倫理の会鹿屋市 ☎ 43-2276

くしら桜まつり実行委員会
（串良総合支所産業建設課内）
☎ 63-3114

消費生活センターだより
〜こんな相談ありました⑯〜

「必ず儲かる
必ず儲かる」と勧められた
」と勧められた

☎

アドバイス

○このような販売方法は連鎖販売

取引（マルチ

商法）といいます。
健康食品・健康器具・化粧品など様

相談事例

々な商品

が取り扱われています。
○法定 書面（契 約書 等） を受 け取

友人から、
「この投資用ＤＶＤソフトを使って

って 20 日間

はクーリング・オフできますが

、この期間を
過ぎると一方的な解約はできません
。
○「人を紹介するだけでお金が入
る」など、楽
して簡単に儲かる話はありません。

投資すれば、必ず高収入が得られる。
さらに別に購入する人を紹介すれば、
１人当たり 10 万円貰える」
と勧められ、40 万円で契約した。

友人関係を壊してしまうこともあり

しかし、友人や知人は誰も興味を示さず、
高額な支払いが残ってしまった。 （20 代男性）

○おかしいな、困ったなと思った

ます。

ら、早めに消

費生活センターへ相談してください

市消費生活センター（２階） ☎ 31-1169
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マルチ商法
に注意!!

。

自動交付機をご利用ください
市では、市民の皆さんが休日や夜間で

※その他、電柱やアーケード支柱等への

山町）
、小規模多機能型居宅介護 年輪

立看板、はり紙、はり札等の表示・設

（串良町下小原）
、市内の地域包括支

置は禁止です。

援センター

も「住民票の写し」等各種証明書を取得

◎申請方法＝市ホームページ又は市都市

できるように、市役所本庁エスカレー

政策課にある申請書に必要書類を添

市高齢福祉課（１階⑨番窓口）

ター横に自動交付機を設置しています。

えて直接申請

☎ 31-1116

◎利用時間＝８:30 〜 21:00（土・日曜
日、祝日を含む）
※ 12 月 29 日〜１月３日を除く
◎取り扱いできる証明＝住民票の写し・

◎手数料＝金額の決定後、申請時に市都
市政策課に直接納付
◎はり紙（ポスター）等の掲出には、公
共掲示板をご利用ください

印鑑登録証明書・税証明（所得、
課税、

①鹿屋市役所前（共栄町）

納税）

②鹿屋中央高校前バス停付近
（寿８丁目）

◎手数料（１通）＝各 200 円

③慰霊塔前交差点付近（今坂町）

◎利用できるカードの種類＝かのや市民

④大隅地域振興局前（打馬２丁目）

カード・住民基本台帳カード・印鑑登

⑤まちなかパーク南側（北田町）

録証カード

⑥鹿屋国道維持出張所前（西原 3 丁目）

※自動交付機の利用には、事前に暗証番
号登録が必要
※平成 24 年６月以前に暗証番号の登録
をした人は、新たに税証明書用の暗証

◎貸出料＝無料

市都市政策課（４階） ☎ 31-1130

「うそ電話詐欺」にご注意ください
現在、県内においてうそ電話詐欺被害
が発生しています。
警察官や市の職員が、電話で ATM を
操作させたり、レターパックや宅配便で
現金を送らせることは絶対にありませ
ん。
身に覚えの無い電話や封書が届いたと

番号登録が必要

きは、一人で判断せず、家族や警察、市

市民課（１階①番窓口）☎ 31-1114

役所などに相談してください。
鹿屋警察署 ☎ 44-0110
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