鹿屋市ホームページ（http://www.e-kanoya.net/）

催し物

県民文化フェスタinおおすみ2018

大隅地区内の文化協会による各種ステージ発表
●日時

11 月 11 日（日） 13:00 〜

●場所

市文化会館 ●入場料

鹿屋市文化協会

1,000 円

℡ 0994-44-5115

市立図書館
催し物
「夜の秋の音 コンサート」
ボ

ッ

チ

ウ ク ラ ブ

・「ukulove」によるライブコンサート
「bocchi 音楽室」
●日時 11 月 11 日（日） 19:00 〜 20:00
●場所 市立図書館 ●入場料 無料
市立図書館

催し物

℡ 0994-43-9380

2018秋〜農研祭り〜

軽トラ市、フリーマーケット、飲食・加工品販売 など
●日時 11 月 18 日（日） 10:00 〜 15:00
●場所 市農業研修センター
市農業研修センター

催し物

℡ 0994-43-9292

絵本「もったいないばあさん」
お話し会
しんじゅ

同作の作者・真珠 まりこ 氏の無料講演会
●日時 11 月 18 日（日） ① 10:00 〜（子ども向け）
② 13:00 〜（大人向け） ●場所 南部幼稚園
真珠まりこ講演会事務局（まつだこどもクリニック内）
℡ 0994-52-0507

催し物

第９回かのやローズヒル駅伝大会

障害者スポーツ体験教室

講座
●日時

12 月 1 日（土） 10:00 〜 12:00

●内容・場所・定員
内容
場所
定員（先着順）
市中央公園
陸上競技
30 人
（雨天時は市体育館）
卓球
市体育館
※市体育館で開講式有り
●対象者

20 人
●受講料 無料

●応募

各種障害者手帳を保有する 13 歳以上の人
11 月 16 日（金）までに申込書を提出

※申込書は県障害者自立交流センター、市民スポーツ
課に有り
県障害者自立交流センター
℡ 099-218-4333
〒 890-0021 鹿児島市小野 1-1-1 ℻ 099-220-5420
y.fuku-7@heartpiakagoshima.jp

全国一斉「女性の人権ホットラ
イン」強化週間を実施します

お知
らせ

女性をめぐる様々な人権問題の解決を図ることを目
的として、「女性の人権ホットライン」強化週間を実施
します。相談内容は問いません。相談には法務局職員
又は人権擁護委員が応じ、秘密は厳守されます。
11 月 12 日（月）〜 18 日（日）

●実施期間等

お知
らせ

家畜ふん尿の早めの処理と畜舎内
のこまめな清掃に努めましょう

家畜ふん尿のにおいは、家畜に食欲減退や虚脱など
を引き起こし、生育に影響を与えることがあります。
畜舎でにおいを発生させないために、次のような工
夫を行いましょう。
○ふん尿は早めに搬出し、清掃を行いましょう。

○平日＝ 8:30 〜 19:00 ○土・日曜日＝ 10:00 〜 17:00

○搬出したふん尿は堆肥舎等で適正に処理しましょう。

●「女性の人権ホットライン」ダイヤル

○敷料でにおい等を吸着させ乾燥を促しましょう。

℡ 0570-070-810（全国共通）

○畜舎の床は乾いた状態を保ちましょう。

※ IP 電話からは接続不可

○断熱材の利用や適度な換気を行い、畜舎内の環境を
良好に保ちましょう。

鹿児島地方法務局人権擁護課

講座 「つちだま」
でオリジナル鉢作り

講座

焼かずに作ることができる素焼き風のオリジナル植木

●日時

鉢作り

℡ 099-259-0684

国際交流員による英語講座
11 月 16 日（金）〜平成 31 年３月 15 日（金）
の毎月第１・３金曜日

市畜産課

お知
らせ

℡ 0994-31-1118

11月１日
（木）にＪアラート
の試験放送を行います

市では、重大な緊急情報を市民に即時に伝えるため、
Ｊアラート（全国瞬時警報システム）を整備しています。

●日時

11 月 24 日（土） 13:00 〜 16:00

○初級＝ 9:10 〜 10:30

●場所

かのやばら園多目的ホール

※初級・中級の両方受講は不可

容で試験放送を行う予定です。試験放送の際は、戸別

●定員

15 人（先着順）

●場所

市中央公民館

受信機などの電源を切っていても自動的に作動し、最

●講師

マッキールナン・ジョン（市国際交流員）

大音量で放送されます。

●定員

各級 20 人（先着順） ●受講料

●日時

●応募

11 月 12 日（月）までに連絡又は FAX

●受講料
●応募

3,000 円（材料費）
11 月 22 日（木）

までに連絡
※汚れても構わない服装で参加

○中級＝ 10:40 〜 12:00

無料

※このほか、夜間に開催する「イングリッシュカフェ」

システムが正常に作動するかを確認するため、次の内

11 月１日（木） 10:00 ごろ

●内容 「（チャイム）『緊急地震速報。大地震です。大
地震です。これは訓練放送です。
』×３回（チャイム）」

も有り（日時・場所等の詳細は市ホームページに掲載）
ローズリングかのや

催し物

℡ 0994-41-8718

第40回鹿屋市秋まつり歩行者天国

市地域活力推進課
℡ 0994-31-1147 ℻ 0994-42-2001

講座

市安全安心課

鹿屋市移動支援セミナー

お知
らせ

℡ 0994-31-1124

吾平・輝北地区くるりんバスに
小型低床車両を導入しました

小学校区ごとに選抜された選手による駅伝大会
●日時
●場所

11 月 18 日（日） 9:00 〜 12:00

新酒祭り、クイズラリー、宝探しだ税・税の使い道を

免許証を返納した高齢者など、移動手段を持たない人

霧島ヶ丘公園

託してみよう税（TAX フェア）、チャレンジスポーツラ

への移動支援について学ぶ講座

目的に、10 月１日から吾平・輝北地区のくるりんバス

イブ、ステージイベント、高校フェスタ、ゲームコー

●日時・場所・定員

に小型低床車両を導入しました。これにより、乗り降

市民スポーツ課

℡ 0994-31-1139

ナー、グルメコーナー、ふれあい警察展
●日時

11 月 11 日（日）

○昼の部＝ 10:00 〜 16:00

催し物
●日時
●場所

平成30年度鹿屋市戦没者追悼式

●場所

○夜の部＝ 17:00 〜 21:00

中央地区商店街

●交通規制

期日
11/13
（火）

時間
13:30 〜
16:00

11/14
（水）

10:00 〜
12:00

場所
定員（先着順）
輝北ふれあい
60 人
センター
市役所７階
大会議室

150 人

かわさき た み こ

11 月 20 日（火） 10:00 〜 11:00

○本町一番街・サンロード仲町＝ 9:30 〜 16:30

●講師

市体育館

○北田大手町商店街＝ 9:30 〜 22:00

●受講料

河崎 民子 氏（全国移動サービスネットワーク）
無料

●応募

山間部の交通事情の改善や高齢者の乗降への配慮を

りがしやすくなったほか、幅員の狭い場所など、きめ
細かなルートでの運行が可能になったことから、吾平
地区の運行ルートの見直しを行いました。新しくなっ
たくるりんバスをぜひ
ご利用ください。
※運行ルートの詳細は市

11 月７日（水）までに連絡

ホームページに有り

℡ 0994-44-2277

市地域活力推進課

※ 9:00 から鹿屋護国神社で秋季大祭を開催
市福祉政策課

℡ 0994-31-1113
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鹿屋市歩行者天国連絡協議会事務局
（鹿屋商工会議所内） ℡ 0994-42-3135

鹿屋市社会福祉協議会

℡ 0994-31-1147
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