知って役立つ 情報掲示板

鹿屋市ホームページ（https：//www.e-kanoya.net/）

リナシティかのや情報プラザ
パソコン講座

講座

●講座日時

市勤労者交流センター
「にこにこ子育て応援教室」

講座

輝北地域で風力発電を行っている輝北ウィンド

●期日・内容等

※講座復習の広場は7/7
（日）・21
（日）

1 パソコン講座無料体験

7/1（月）

午後

期日
内容
7/ 9（火） 夏まつりをしよう

2 パソコン入門

7/3（水）～ 5（金）

午前

9/10（火） バルーン遊び

3 ワード 2010 初級

7/9（火）～ 12（金）

夜間

4 エクセル初級

7/17（水）～ 19（金） 午前

11/12（火） 手作りおやつ作り

5 ワード 2010 中級

7/23（火）～ 26（金） 夜間

12/10（火） クリスマス

6 エクセル中級

7/24（水）～ 26（金） 午前

2/18（火） ひな祭り

№

●定員

講座名

12人

日程

時間

※No.1は10人、No.2は６人

10/ 8（火） リズム遊び

●時間 10：30 ～ 11：30

2,000円 ※No.1は無料

●受講料

●応募 開講日の２週間前までに来所又は書面提出
問リナシティかのや情報プラザ ℡ 0994-35-1002
〒 893-0009 鹿屋市大手町 1-1 FAX 0994-43-0744

第32回肝属花き青年部
フラワーアレンジメント講習会

地元で栽培されたキク、バラ等を使ったフラワーアレ
ンジメントの講習会
●日時

７月10日（水） 19：00 ～ 20：00

●場所

県大隅地域振興局別館２階大会議室
花のアレンジメントに興味がある人

●対象者

15人（先着順）

●定員

2,000円

●受講料
●応募

７月１日（月）までに連絡

問県大隅地域振興局農政普及課
℡ 0994-52-2146 FAX 0994-52-2147

県美術展入選作品等
催し物
「大隅美術協会会員作品展」
●日時

７月１日（月）～７月５日（金） 9：00 ～ 18：00

※７月５日（金）は15：00まで
●場所

●入場料

無料

●期日・講座名等

●場所

リナシティかのや３階ホール

●演目

ドン・キホーテより

問またきえつこバレエ

●入場料

夢の場

期日

講座名

1

7/ 8（月）

2

ウェットティッシュ
材料費2,000円
7/12（金）
ケースデコ

3

材料費2,000円、
7/18（木） 初めてのハーブ染め
エプロン

4

7/22（月）

5

7/23（火） めんつゆ作り

6

7/25（木） 焼肉のたれ作り

7

7/29（月）

8

親子で体験エコクラ 材 料 費600円、筆 記 用
8/ 2（金）
フト
具、木工用ボンド等

9

8/ 6（火）

ラ・メルヘンテープ
で作る夏の小物

親子で作ろうシャ
ドーボックス

親子で作ろうスク
ラップブッキング

持ってくる物

材料費700円、ハサミ、
テープのり
材料費1,000円、エプロ
ン、三角巾、ペットボトル
（500ml）２本
材 料 費500円、写 真 ２
～６枚、ハサミ

親子で体験ベネチア
材料費1,000円
ングラス

10：00 ～ 12：00

●時間

市勤労者交流センター

●受講料

無料

小学生以上で市内在住又は在勤の人
６月27日（木）まで

を書いた書面を提出

サス−基礎調査」を実施しています。
対象となるのは市内すべての事業所及び企業です。調
査員が外観等から事業所

○期間＝７月11日（木）まで

の活動状態などを確認し、

○場所＝市役所１階ロビー、輝北総合支所１階応接室

新たに把握した事業所に

●説明会

は調査票を配布します。

○日時＝６月24日（月） 19：00 ～ 21：00

調査へのご理解とご協

○場所＝輝北総合支所２階大会議室Ａ

力をお願いします。

問株式会社ユーラスエナジーホールディングス
℡03-5404-5337

問市情報行政課

自衛隊入隊制度説明会を
開催します

お知
らせ

７月７日（日）①10：00 ～ 11：00

●日時

②13：00 ～ 14：30

無料

道路上の穴ぼこ等を見つけ
たときは連絡してください

市では、歩行者や運転者が安全に道路を通行できる
よう、道路の整備だけでなく道路パトロールを行い、
傷を見つけた場合は、市道路建設課（夜間・休日等は

鹿屋合同庁舎４階会議室（西原４丁目）

℡ 0994-43-2111） 又 は 道 路 緊 急 ダ イ ヤ ル（ ＃ 9910）

●場所

随時点検補修を行っています。道路上に穴ぼこ等の損

８月25日（日） 13：30 ～ 14：30
●対象者

18歳～ 33歳未満の人
（高校卒業見込の人を含む）

●参加料

無料

へ至急連絡してください。
※スマートフォンアプリ「かのやライフ」からも通報
可能です。ぜひご活用ください。

※個別相談も受付可能

問自衛隊鹿児島地方協力本部鹿屋地域事務所
℡ 0994-42-4386

▲道路の異常箇所の例（穴ぼこ、蓋板割れ） ▲「かのやライフ」

●土砂の流出防止に協力してください
畑や荒地等の民有地から流出した土砂等で側溝が埋

講座

令和元年度家畜商講習会

まり、排水機能が損なわれている場所があります。災
害防止と生活環境向上のため、土地所有者及び土地管
理者は、流出防止の処置や流出した土砂の除去等をお

家畜の取引に必要な家畜商免許取得のための講習会

願いします。
●安全な道路環境の維持に努めましょう

●日時

７月29日（月）・30日（火） 9：00 ～ 17：00

●場所

県社会福祉センター７階会議室（鹿児島市）

●定員

70人程度

の看板、プランター等により、歩行者や自動車等の通

●応 募

６月21日（金）までに受講申込書に収入証紙

行に支障をきたす事例が市内でも多発しています。こ

（ 3,300円）
、証明写真を添えて県大隅地域振興局農政

れらが原因で事故が発生した場合、所有者や占有者が

普及課又は市畜産課に提出
市畜産課、市ホームページに有り

問市勤労者交流センター ℡・FAX0994-44-9088
kinrokoryu@e-kanoya.net

お知
らせ

℡0994-31-1135

８月４日（日） 10：00 ～ 11：00

※受講申込書は県大隅地域振興局農政普及課、

℡080-5280-1397（またき）

６月から国の重要な基幹統計調査である「経済セン

●方法書の縦覧

材料費600 ～ 1,400円
ハサミ

に来所、連絡又は必要事項

など
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市勤労者交流センター

№

●対象者

またきえつこバレエ
催し物
第17回発表会
７月14日（日） 15：00 ～

●場所

市勤労者交流センター
「夏☆特集講座」

講座

●応募

●日時

小学生以上で
1,000 円
市内在住また
（全６回分）
は在勤の人

問市勤労者交流センター ℡・FAX0994-44-9088
kinrokoryu@e-kanoya.net

●場所

℡080-5213-6041

ファームの設備更新計画に関する「環境影響評価方法
書」の縦覧及び説明会を実施します。

※№8は13：00 ～ 15：00、№9は13：30 ～ 15：30

リナシティかのや２階ギャラリー

問大隅美術協会事務局

受講料

を
お知 「経済センサス-基礎調査」
らせ 実施しています

項を書いた書面を提出

か

講座

対象者

６月 28 日（金）までに来所、連絡又は必要事

●応募

風力発電事業計画の環境影響評価
について情報公開します

お知
らせ

山林や個人宅から道路への樹木の張り出し、道路上

責任を問われる場合があります。
土地所有者は樹木の伐採や枝払い、
設置物の撤去を行うなど、速やかに対

※別途テキスト代（3,490円）が必要

応してください。

問市畜産課

問市道路建設課

℡0994-31-1118

℡ 0994-31-1128

June 2019
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