みんなの Hot

鹿屋市ホームページ（http://www.e-kanoya.net/）

コース
大隅広域公園・吾平物産館
⇔吾平山上陵
大隅広域公園・吾平物産館・
大隅アリーナ⇔吾平山上陵

●補助対象資金（平成 30 年７月１日〜 12 月 31 日融資分）

運行日時
12/31（月）23:30
〜 1/1（火・祝）3:00
1/1（火・祝）〜 1/3（木）
8:30 〜 17:30

●施設開放日時
施設名
吾平山上陵
大隅広域公園駐車場
大隅アリーナ駐車場

県中小企業制度資金
の保証料補助

申請

1/1（火・祝） 1/2（水）
・1/3（木）
0:00 〜 17:30
7:30 〜 17:30
前日 23:00
8:30 〜 17:30
〜 17:30

※吾平山上陵の駐車場は期間中使用不可
吾平山陵初詣安全対策実行委員会
（吾平総合支所産業建設課内） ℡ 0994-58-7257

制度名
資金使途
すべての県制度資金
設備資金
創業支援資金、新事業チャレンジ資金、
設備資金、運転資
観光・ものづくりパワーアップ資金、
金、運転設備資金
事業承継対策資金、耐震改修支援資金

●補助率 対象資金の２分の１（上限 30 万円）
●対象事業者 市内に主たる事業所を有し、鹿屋商工
会議所又はかのや市商工会に加入している事業者
●申請 平成 31 年１月４日（金） 〜 31 日（木）に
申請書を加入する商工会議所又は商工会に提出
※申請書等の詳細は市ホームページに有り
市商工振興課

℡ 0994-31-1164

コンビニでカンパチの
﹁びんた煮﹂を販売

●シャトルバスのコース・運行日時

一堂に会した
吾平の﹁食﹂に舌鼓

正月三が日は吾平山上陵への無料
シャトルバスを運行します

お知
らせ

11月４日、吾平中央公園で「第８回美里あいら元気市〜食

11月６日、株式会社南九州ファミリーマートの関係者ら

の文化祭〜」が開催されました。この日は、吾平地区の町内

が市役所を訪問しました。これは、11月20日から鹿児島・宮

会や小学校、飲食店など12の団体が出店し、吾平産の食材

崎のファミリーマート405店舗で、
「鹿屋市漁協『みなと食堂』

を使った料理を販売。会場では、出店者同士が競うかのよ

監修・かのやカンパチびんた煮」が販売されることを前に実

うに元気いっぱいに声を出して盛り上げ、来場者は、各団

施されたもの。
「かのやカンパチ」を使った商品のコンビニエ

体が趣向を凝らして作った料理を満喫しました。

ンスストアでの販売は、この商品で４例目となります。

知って役立つ
講座

市民健康づくり講座
「わくわく元気塾」

募集

期日
時間
1/22（火）
1/24（木）
1/26（土）
10:00
1/29（火）
〜 11:30
1/31（木）
2/ 2（土）

●場所
●応募

地元企業の雇用促進と地元就職希望者の活動支援のた

講話 / 実技
運動 / バランスボール
食事 / ポルドブラ
生活習慣 / 水中リズム体操
生活習慣 / 肩こり・腰痛体操
運動 / チェア体操
食事 / ボディメイク・水中ダン
ベル体操

定員
30 人
35 人
45 人
35 人
30 人
45 人

県民健康プラザ健康増進センター

●対象者

16 歳以上の市民

●受講料

無料

平成 31 年１月 15 日（火）までに連絡

市保健相談センター

催し物

「鹿屋市合同就職面談会」
に出展する企業
募集

●日時・内容・定員（先着順）

℡ 0994-41-2110

霧島ヶ丘公園年始施設開放・
かのやばら園「新春祭り2019」

め、企業の魅力を PR する説明会
●日時

平成 31 年２月 11 日（月・祝） 13:00 〜 16:00

●場所

リナシティかのや２階・３階

●対象企業

現在求人中で市内に事業所がある企業、

又は平成 31 年に新規採用を予定している市内企業
●募集数
●応募

80 社（先着順）
12 月 28 日（金）までに申請書、企業情報シー

トを提出
※申請書等は、市商工振興課、市ホームページに有り
市商工振興課 〒 893-8501 鹿屋市共栄町 20-1
℡ 0994-31-1164

●霧島ヶ丘公園年始施設開放日時
施設
展望台
ゴーカート
電動カー

開放日時
1/1（火・祝）6:00 〜 16:00
1/2（水）・1/3（木）9:00 〜 16:00
1/3（木）9:00 〜 16:30
1/3（木）9:00 〜 16:00

※ 12 月 28 日（金）〜１月２日（水）は、上記の施設
を除き霧島ヶ丘公園・かのやばら園を閉園します
●かのやばら園「新春祭り 2019」
（無料入園日）
○日時＝平成 31 年１月３日（木） 9:00 〜 15:00
○イベント内容＝売店初商、もちつき大会、昔遊びコー
ナー、ふるまいもち、新春演奏会（お箏）
霧島ヶ丘公園管理事務所
ローズリングかのや

℡ 0994-40-2170
℡ 0994-41-8718
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に加入していた人で、退職金請求手続きを行っていな
い人は、お問い合わせのうえ、手続きをしてください。
林業退職金共済事業鹿児島支部

℡ 099-226-9471

お知 「とどけるん」で看護離職者
らせ の再就職をサポートします
看護師等の届出サイト「とどけるん」に登録すると、

「鹿屋市情報化計画」
への意見

「未来につながる住みよいまち」の実現のために、市民

募集

情報掲示板

「ばらのまちかのや」を推進することを目的に、バラの
植栽を行う協力団体

生活の向上と、市業務の効率化・高度化による市民サー

●協力団体への支援内容

ビスの向上を目的とする「鹿屋市情報化計画」策定に
伴う意見
●閲覧場所

市ホームページ、情報公開室、各総合支所、

●提出方法

町内会、商工会、学

校又は企業等で、公共性がある
場所での植栽及びせん定・除草

12 月 14 日
（金）〜平成 31 年１月 15 日
（火）

に意見提出用紙を提出
※意見提出用紙は閲覧場所に有り

作業等ができる団体
●申込

平成 31 年１月 11 日（金）までに連絡

※消印有効

市情報行政課 〒 893-8501 鹿屋市共栄町 20-1
℡ 0994-31-1135 ℻ 0994-40-3020
jyouhou@e-kanoya.net

募集

植栽や肥培管理の技術指導、

バラ苗や肥料の提供（２年間）
●対象団体

各出張所

i

Information

バラを植えてみませんか！
「バラ植栽の協力団体」

への情報提供の充実や情報基盤の整備などによる市民

お知 「林業退職金共済制度」の退職金を受
らせ けるためには請求手続きが必要です
林業に従事したことがあり、「林業退職金共済制度」

News

「第２次鹿屋市男女共同
参画基本計画」への意見

市都市政策課公園管理室

募集

℡ 0994-31-1150

「鹿屋女子高校第４回キッズ
ビジネスタウン」
の参加者

男女がお互いの人権を尊重しつつ、性別に関係なくそ

鹿屋女子高内に模擬的に開設された街で、就業体験と

の個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会を

消費・体験活動で「社会のしくみ」を学ぶイベント

実現することを目的とする「第２次鹿屋市男女共同参

●日時

平成 31 年２月 10 日（日）8:15 〜 14:30

画基本計画」策定に伴う意見

●場所

鹿屋女子高校

●閲覧場所

※小学１・２年生は保護者同伴のうえ、消費・体験活

市ホームページ、市民課男女共同参画推

進室、情報公開室、各総合支所、各出張所
●提出方法

12 月 25 日
（火）〜平成 31 年１月 24 日
（木）

に意見提出用紙を提出

●対象者

動のみ参加可能
●定員

350 人（先着順） ●参加料

●応募

平成 31 年１月４日（金）

看護職の情報提供や再就業支援研修、無料の職業紹介

※意見提出用紙は閲覧場所に有り

〜 15 日（火）に鹿屋女子高校

などの支援を受けられますので、ぜひご登録ください。
鹿児島県看護協会（ナースセンター）
℡ 099-256-8025

※消印有効

ホームページから応募

市民課男女共同参画推進室
℡ 0994-31-1114
〒 893-8501 鹿屋市共栄町 20-1 ℻ 0994-31-1170
danjyo@e-kanoya.net

市内の小学生

鹿屋女子高校

無料

▲応募ホームページ

℡ 0994-43-2584
December 2018
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