鹿屋市ホームページ（http://www.e-kanoya.net/）

催し物

運転免許証を自主返納した
65歳以上の人への特典

お知
らせ

2019くしら桜まつり

市では、高齢者が交通事故の当事者となることを防

お花見弁当販売、夜桜ちょうちん
点灯（18:00 〜 22:00） など

止するため、運転免許証を自主返納した 65 歳以上の人

●期間 ４月 12 日（金）〜 14 日（日）

で市に申請した人に対し、特典を交付しています。

●場所

●特典

平和公園

①かのやばら園無料入園券（10 枚）及び
ばらの苗引き換え券（１枚）

●ステージイベント
日時

出演者

4/14（日）
10:00 〜 15:00

４月１日（月）から、「若けもん元気度アップ・ポイ
市主催の健康づくり関連事業に参加すると貯まるポ
イントを還元品と交換することができます。
●実施期間

４月〜 2020 年２月（還元は２月）

②タクシー利用券（9,000 円分）

●対象者

③いわさき IC カード（9,000 円分） ※②と③は選択制

●対象事業

☆クロス、Black ＆ White、地域おこ

●申請

※ポイント手帳は４月１日（月）から、

免許返納日から１年以内に、市安全安心課又

は各総合支所住民サービス課に運転免許自主返納

※ 4/14（日）8:30 〜同会場でジョギング大会有り

カードを持参

くしら桜まつり実行委員会
（串良総合支所産業建設課内） ℡ 0994-63-3114

市安全安心課

お知
らせ

輝北畜産まつり

３月 31 日（日）時点で 20 〜 64 歳の市民
各種健（検）診、運動教室、講演会 など

市保健相談センターで入手可能

小型浄化槽設置の転換の際に
補助金を交付します

市保健相談センター

お知
らせ

市税等の滞納者に対する
納税催告・相談

市では、市税等の滞納者に対する催告書を４月 17 日
間に市収納管理課へお越しください。
なお、相談等無しに滞納を続けた場合は、法律に基
づいて財産の差押を執行します。
●期間

４月 19 日（金）〜 26 日（金） 8:30 〜 19:00

※４月 20 日（土）
・21 日（日）は 17:00 まで
●必要なもの

印鑑、催告書

▶市ホーム

※詳細は市ホームページに掲載
℡ 0994-31-1124

お知
らせ

（水）に発送します。催告書を受け取った人は、次の期

ント事業」を実施します。

琉球國祭り太鼓、キカンタレ、サザン
し戦隊細山ライ田ー、田口 佑希

催し物

お知 みんなで楽しく健康づくり！
らせ 「若けもん元気度アップ・ポイント事業」

ページ

℡ 0994-41-2110

市収納管理課

℡ 0994-31-1155

平成31年度
「特設人権相談所」
・
「人権擁護委員」

血統書付き子牛や特産品等が当たる抽選会、カラオケ、
舞踊、歌謡ショー
●日時

既存の単独処理浄化槽やくみ取り便槽を廃止し、合

など

４月 14 日（日） 10:00 〜 ●場所

かのや市商工会輝北支所

日枝神社

℡ 099-486-1171

鹿屋吹奏楽団
催し物
第25回定期演奏会

●補助対象の浄化槽及び補助額（新築は対象外）
区分
補助額
市内 単独処理浄化槽からの転換 382,000 円〜 598,000 円
業者 くみ取り便槽からの転換
432,000 円〜 648,000 円
市外 単独処理浄化槽又はくみ取
332,000 円〜 548,000 円
業者 り便槽からの転換

ヒーロー

「新世界第４楽章」、「宝島」、「HERO」
、「まつり」 など
●日時 ４月 21 日（日） 14:00 〜
●場所 市文化会館 ●入場料 無料
鹿屋吹奏楽団

併処理浄化槽を設置する場合に補助金を交付します。

℡ 0994-43-9417（植松）

※単独処理浄化槽の撤去は 10 万円を上限に加算
※補助額は延べ床面積等による算定基準（５人槽・７人槽・
10 人槽）により異なる ※予算額に達した時点で終了
市下水道課

℡ 0994-31-1133

法務局と鹿屋人権擁護委員協議会では、毎年「特設人権
相談所」を開設しています。

輝北グリーンハイキング

人権に関する悩みや心配事でお困りの人は、お気軽にご
●期日・場所

●場所

４月 29 日（月・祝） 10:00 〜
輝北うわば公園

まちづくり輝北

●参加料

※ 9:00 〜受付
300 円

℡ 099-485-1900

いんぐりっしゅ☆る〜む

4/ 5（金） 高隈地区交流促進センター
4/12（金） 串良ふれあいセンター

住所

1

渡邉 正人

下高隈町

2

深水 悦子

飯隈町

3

本白水 利広

白水町

4

園田 八千子

寿６丁目

5

松田 典子

川西町

6

川田代 悦子

曽田町

10/4（金） コミュニティセンター吾平振興会館

7

出水田 千穗美

10/7（月） 市中央公民館

8

北之園 静江

6/ 3（月） 市中央公民館
6/ 4（火） 輝北ふれあいセンター
6/ 5（水）

串良ふれあいセンター、
コミュニティセンター吾平振興会館
串良ふれあいセンター、
コミュニティセンター吾平振興会館

西原２丁目
吾平町麓

串良ふれあいセンター、
12/6（金）
コミュニティセンター吾平振興会館

9

杉園 卓也

吾平町上名

10

重田 嘉康

輝北町市成

12/9（月） 市中央公民館

11

徳丸 安夫

輝北町上百引

12

本村 ヤス子

串良町上小原

13

村場 スズ子

串良町有里

14

味吉 成男

●日時

５月 22 日（水）〜７月 10 日（水）の
毎週水曜日

16:45 〜 17:45

●参加料

鹿屋体育大学大学会館２階 NIFS GALLERY
無料

※事前申込は不要

1/10（金） 星塚敬愛園
2/ 3（月） 市中央公民館
2/ 5（水） 輝北ふれあいセンター
●時間

10:00 〜 15:00

串良町細山田

※法務局では、月曜日から金曜日までの祝日を除く毎日、

の記事で、
「２勝１敗で高隈町内会が勝利」
と記載してい
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委員氏名

会話を楽しむ交流会

No.317（３月13日発行）表紙で掲載した「鉤引き祭」

勝利」
でした。お詫びして訂正します。

権教室、地元企業に対する人権研修などを行っています。

英語に興味がある人や英語が好きな人などが自由に英

●場所

ましたが、正しくは、
「２勝１引き分けで高隈町内会が

市内には 14 人の委員がおり、地域における人権相談所

12/5（木） 輝北ふれあいセンター

※６月 12 日（水）
、７月３日（水）は除く

【お詫びと訂正】

場所

9/ 4（水） 輝北ふれあいセンター

講座

広めたりする活動をしている民間ボランティアです。
や、幼稚園や学校に出向いて思いやりの心を呼びかける人

期日

8/ 7（水） 市中央公民館

輝北の雄大な自然を満喫するハイキングイベント
●日時

「人権擁護委員」は、人権相談を受けたり人権の考えを

相談ください。相談は無料で秘密は固く守られます。

8/ 9（金）

催し物

●人権擁護委員

相談所を開設しています。
鹿屋体育大学国際交流センター国重研究室
℡ 0994-46-4893

鹿児島地方法務局鹿屋支局

℡ 0994-43-6790
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