








５ 

募   集 
 

県立南薩養護学校「体験学習」参加者 
 

県立南薩養護学校では、特別な教育的支援を

必要とするお子さんとその保護者並びに教育・

療育関係者を対象に、授業参観・体験学習、教

育相談等を実施して、本校の教育内容・方法、

施設・設備について理解していただくための

「体験学習」を実施します。 

日時 ９月12日(火) 午前９時10分～11時30分 

※教育相談、給食指導参観希望者等は午後０時

20分まで 

対象者 平成30年度に本校小・中学部への就学

及び転校、高等部への入学を検討している幼

児・児童・生徒及び保護者等 

申込締切 ８月18日(金) 

問合せ・申込み 県立南薩養護学校  

〒899-3403 南さつま市金峰町尾下326番地 

TEL77-0100 FAX77-0552 

 

 

市立学校主事業務嘱託員  
   

希望者は、採用試験申込書(教育委員会総務課

備付け)を教育委員会総務課へ提出してください。 

募集人員 １名 

応募資格 

・枕崎市内に居住している方 

・心身ともに健康な方 

・９月１日から勤務できる方 

選考方法 作文試験、面接試験 

応募締切 ８月25日(金) 午後５時15分 

※試験の日時、場所等は後日応募者へ連絡しま

す。 

問合せ・申込み  

教育委員会総務課 TEL72-0170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県立農業大学校入学生 

 

県立農業大学校では、平成30年度の入学生を

次のとおり募集します。 

養成部門 

定員 115名(うち２分の１程度は推薦入学) 

【一般入試】 

試験日  

・Ａ日程 12月６日(水) 

・Ｂ日程 ２月７日(水) 

・Ｃ日程 ３月２日(金) 

受付期間  

・Ａ日程 11月１日(水)～11月20日(月) 

・Ｂ日程 １月４日(木)～１月24日(水) 

・Ｃ日程 ２月16日(金)～２月26日(月) 

受験資格 

・高等学校を卒業した者、もしくは平成30年３

月に卒業見込みの者、またはこれと同等以上

の学力を有すると知事が認めた者 

・卒業後農業に従事する見込みがあり、農場実

習・寮生活に耐えられる者 

【推薦入試】 

試験日 10月18日(水) 

受付期間 ９月６日(水)～27日(水)※当日消印

有効 

受験資格 

高等学校を平成30年３月卒業見込みの者で、

次の事項に該当し、高等学校長が推薦する者。 

・本人または保護者の現住所が県内にある者 

・本校に入学する意思が確実である者 

・卒業後県内において農業に従事する見込みが

ある者、または地域の農業振興につくす意思

が強く、人物が優秀で農場実習・寮生活に耐

えられる者 

・学業成績は調査書の教科科目評定値の平均が

「3.0」以上の者 

問合せ・申込み  

県立農業大学校教務指導課 

〒899-3311 日置市吹上町和田1800 

TEL099-245-1071 
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相   談 

食生活改善推進員養成講座受講生    
～自分の健康・家族の健康そして地域みんなの

健康のために～ 

 

食べることは生きること、健康のもと。それ

は正しい食事によって得られます。バランスの

とれた食事についての基礎をじっくり学べます。

講座終了後は食生活改善推進員として活動しな

がら、毎月の学習会で健康づくりについて学ん

でいきます。食生活改善推進員とは学んだこと

を自分のために実践し、次は家族のために、 そ

してお隣さんお向かいさんにも広め、市民みん

なの健康づくりにつなげていくものです。 

日程 ９月15日(金)、22日(金)、10月２日(月)、

16日(月)、11月17日(金)、27日(月)の６回コー

ス 

時間 午前９時30分～午後２時 

場所 健康センター   

募集人員 15名 

内容 栄養の基礎知識、食事のバランス、乳幼

児・高齢者の栄養について、健康づくりと生活

習慣病予防(糖尿病、高血圧等)についての講話

と毎回調理実習があります。  

対象者 市内在住の健康に関心のある方 

申込期限 ８月21日(月) 

問合せ・申込み 健康センター TEL72-7176 

 

 

鹿児島県出身沖縄戦没者追悼式参列者 
 

鹿児島県出身沖縄戦没者追悼式への参列を希

望するご遺族を募集します。 

期日 １１月７日（火） ※前日からの団体行動です。 

場所 鹿児島霊園（沖縄県糸満市平和祈念公園内

「摩文仁の丘」） 

対象者 沖縄及び沖縄近海での戦闘で戦没した方

の配偶者及び３親等内の遺族 

※戦没者名簿記載の確認は県が行います。 

募集人員 ９名（申込者多数の場合は選考） 

申込み 福祉課社会係 

申込期間 ８月１日（火）～31日（木） 

問合せ  

・県社会福祉課調査援護係 TEL099-286-2840 

・福祉課社会係 TEL72-1111（内線136） 

 

 

初級英会話講座受講生 
 

生涯学習長期公民館講座の受講生を募集しま

す。楽しく英会話を学んでみませんか。初心者

の方にオススメです。                     

講師 佐藤弘大氏(市教育委員会文化課職員) 

開講日 ９月21日(木) 

期日 ９月～３月までの毎月第２、第４木曜日

(ただし、10月26日を除く。また11月23日は祝日

のため、前日22日(水)に実施)。  

※講師の都合により変更する場合があります。 

回数 全10回 

時間 午後７時30分～９時 

場所 市民会館第２会議室(10月12日は第３会議

室) 

募集人員 20名(先着順) 

受講料 1,000円(一部学習内容によっては、実

費負担あり) 

申込期限 ９月８日(金) 

※受付は土・日、祝日を除く午前８時30分～午

後５時15分 

問合せ・申込み 

生涯学習課公民館係(市民会館) TEL72-2221 

 

 
 

 

 

労働に関する無料相談会 
 

職場のトラブルで悩んでいませんか。 

県労働委員会委員(公益委員(弁護士等)、労働

者委員(労働組合役員等)、使用者委員(会社経営

者等))が相談に応じます。 

労働者、事業主のどちらからでも、お気軽に

ご相談ください。申込みは不要ですが、予約を

することが出来ます。 

日時 ８月20日(日) 午前10時～午後４時(受付

＝午後３時30分まで) 

場所 鹿児島市勤労者交流センター(キャンセビ

ル７階)鹿児島市中央町10番 

相談事例 解雇、雇止め、配置転換、賃下げ、

パワハラなど 

問合せ 県労働委員会事務局(県庁15階)  

TEL099-286-3943  
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年金相談所を開設 
 

日本年金機構鹿児島南年金事務所の相談員が、

国民年金・厚生(船員)年金に関する相談に応じ

ます。相談は無料です。  

日時 ９月７日(木) 午前10時～午後３時 

場所 市民会館和室 

※８月は枕崎市での年金相談はありません。 

※「年金相談」は予約制です。予約の方が優先

されます。予約のない方は、空いている時間

に再度お越しいただくか、その日の相談をお

断りさせていただく場合もありますので、あ

らかじめご了承ください。 

予約先 鹿児島南年金事務所 TEL099-251-3111 

■たとえばどんな相談ができますか？ 

・国民年金や厚生年金の請求手続きができます。 

※黄色の封筒(期間短縮10年年金)も手続きがで 

きます。 

・障害年金や遺族年金などの相談ができます。 

・50歳以上の方に年金見込額を出すことができ

ます。 

・過去の年金記録を確認するお手伝いをします。 

※国民年金保険料の納付はできません。 

※相談当日は、基礎年金番号のわかるもの(年金

手帳・年金証書等)、印鑑などをお持ちくださ

い。 

※代理の方が来られる際は、委任状が必要です

(家族の相談でも、委任状は必要です)。 

■近隣市での相談も可能です。 

・８月３日(木) 南九州市頴娃支所２階大会議室  

・８月17日(木) 南さつま市役所スタジオ21 

・８月24日(木) 指宿市役所第１会議室 

問合せ 市民生活課国民年金係 

    TEL72-1111(内線144・145) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無料人権相談所を開設 
 

人権擁護に関する相談所を次の日程で開設し

ます。相談は無料で秘密は固く守ります。お気

軽にご相談ください。 

日時 ８月17日(木) 午前10時～午後３時 

場所 市民会館第３会議室 

相談内容 人権に関することやその他一般法律

問題等 

相談員 地元人権擁護委員 

問合せ 総務課秘書広報係  

TEL72-1111(内線211) 

 

 

こころの健康相談会 
  

 こころの不調や引きこもりなどでお困りのご

家族・ご本人を対象に、専門職(臨床心理士)に

よる無料相談会を開催します。相談は事前予約

制となります。 

日時 ８月30日(水) 午後１時30分～４時 

場所 健康センター 

申込方法 ８月28日(月)までに健康センターに

電話にてお申込みください。 

問合せ・申込み 健康センター TEL72-7176 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さつま黒潮「きばらん海」枕崎港まつり総踊り審査員を募集 
  

さつま黒潮「きばらん海」枕崎港まつりで「総踊り」の審査をしていただける方を募集します。 

日時 ８月５日(土) 午後６時50分～７時30分(第１回総踊り) 

募集資格 高校生以上(総踊りに参加せず、審査基準に則り公明正大な審査をしていただける方) 

募集人員 ５名(記念品を贈呈） 

募集締切 ７月31日(月) 

希望者は電話にて申し込みください。応募者多数の場合は、厳選な抽選にて選出します。選出結

果は当選者にのみ連絡しますので、あらかじめご了承ください。 

※いただいた個人情報は審査員募集に関する目的にのみ使用し、他の目的には使用しません。 

問合せ・申込み 枕崎商工会議所青年部事務局  TEL72-3341 



８ 

お 知 ら せ 
 

 

 

ＵＩターンフェア“かごしま”＆県内

就職合同面接会 
  

相談ブースを含み130社の事業所が参加予定で

す。相談は無料で、事前登録も不要です。詳細は、

県ホームページをご覧ください。(県ホームペー

ジ＞産業・労働＞雇用・労働＞雇用支援＞就職

面接会等一覧) 

日時 ８月10日(木) 午後１時～５時(受付＝午

後０時30分～３時30分) 

場所 鹿児島サンロイヤルホテル 

対象者 鹿児島へのＵ・Ｉターン希望者、県内

求職者、来春３月卒業予定の大学・短大等の学

生(高校生を除く) 

参加料 無料 

※事前登録不要、年齢不問、入退場自由 

主催 県、鹿児島労働局、県内ハローワーク 

問合せ 県雇用労政課雇用促進係 

TEL099-286-3028 

 

 

県民文化フェスタin南九州2017 

「管・弦・楽の祭典」を開催 
 

平成27年度に開催された「第30回国民文化祭」

の感動をふたたび。南薩地区において「県民文

化フェスタ」が開催されます。夏の終わりの楽

しい音楽会です。お誘いあわせのうえ、ぜひご

来場ください。 

日時 ８月27日(日) 午後１時～(開場＝午後０

時30分) 

場所 南九州市川辺文化会館 

出演団体 県警察音楽隊、サクソフォニックオ

ーケストラ“フォレ”、川辺フィルハーモニー管

弦楽団 

入場料 1,000円 

主催 県文化協会 

問合せ 南溟館 TEL72-9998  

 

 

 

 

 

８月は「人権同和問題啓発強調月間」 
 

同和問題をはじめとする人権問題の解決のた

めには、私たち自身が、人権問題を正しく理解

し、お互いの人権を尊重することが大切です。 

県では、８月を「人権同和問題啓発強調月間」

と定め、この期間内にテレビ・ラジオのスポッ

ト放送、新聞広告や懸垂幕掲示など各種の啓発

活動を集中的に実施します。ぜひ、この機会に

人権問題に触れ、偏見や差別のない明るい社会

の実現を目指していきましょう。 

問合せ 県民生活局人権同和対策課  

    TEL099-286-2574 

 

 

ハチの巣の駆除について 
 

最近、ハチの巣の駆除に関する相談が多くな

ってきました。スズメバチやアシナガバチは、

軒下や庭木などの身近な場所に巣を作ります。

夏から秋には活動が活発になり、巣に近づくだ

けでも攻撃してくる可能性があります。庭木の

手入れや茂みに入る際は十分気をつけてくださ

い。また、ハチに刺されたときは、速やかに医

療機関を受診してください。 

■ハチの巣の駆除 

市ではハチの巣の駆除を行っていません。ハ

チの巣のある土地や建物の所有者もしくは管理

している方から、直接業者へ駆除依頼をしてく

ださい。駆除費用は依頼された方の負担となり

ますので、あらかじめ業者に内容等を確認し依

頼するようにしてください。 

市と委託契約している駆除業者  

(有)枕崎清掃社 TEL72-1539 

問合せ 市民生活課環境整備係 

TEL72-1111(内線325・327) 

 

 

成人式を１月３日に実施します 
 

日時 １月３日(水) 午後１時30分～３時(受付

＝午後０時45分～１時20分) 
場所 市民会館大ホール 

対象者 平成９年４月２日から平成10年４月１

日までに生まれた方 

問合せ 生涯学習課公民館係(市民会館) 

    TEL72-2221 



９ 

福祉・保健医療職場就職ガイダンス 
 

福祉・保健医療職場就職ガイダンスが次のと

おり開催されます。参加費は無料で事前予約も

不要です。ぜひご参加ください。 

開催日 ８月９日(水) 

開催場所 鹿児島サンロイヤルホテル 

対象者 一般の方及び来春卒業予定の大学・短

大・専門学校生等 

ガイダンス内容 

■就活応援セミナー 

時間 午前10時30分～正午(受付＝午前10時～) 

内容 福祉職場の現状と就職の心構え、自分に

合う職場の見つけ方についての講話 

■就職面談会   

時間 午後１時～４時(受付＝午後０時30分～３

時30分) 

  内容 福祉等職場の人事担当者と就職希望者が、

仕事内容、求人時期、条件、募集方法等につい

て個別に面談 

※同会場内に、求職登録、情報提供、資格取得

等相談コーナーを設置します。 

※託児所を利用される方や、障害をお持ちの方

で特に配慮が必要な方は、８月２日(水)まで

にお知らせください。 

※ＪＲ鹿児島中央駅からの無料シャトルバスの

案内は、同ホテルのホームページを確認して

ください。 

問合せ  

県社会福祉協議会福祉人材・研修センター 

TEL099-258-7888   

 

 

塩浜テニスコート改修工事について 

 

塩浜テニスコート第５コートの張替改修工事

を行うため、次の工事期間中、隣接する第４・

６コートを含め使用ができません。ご迷惑をお

かけしますが、ご理解のほどよろしくお願いし

ます。 

なお、第１・２・３・７コートは通常通り使

用できますが、工事期間中はご注意ください。 

工事期間 ８月１日(火)～15日(火) 

問合せ  

・保健体育課 TEL72-0170 

・総合体育館 TEL72-1116 

 

私有地の管理について 

 

 私有地に生えている樹木等は土地所有者が管

理しなければなりません。敷地内の樹木等が隣

地や道路に張り出していませんか。 

毎年、管理されないままの土地に対する苦情

が多く寄せられています。土地の所有者は定期

的な除草や剪定、刈り取り後の草木の処分を行

うなど年間を通じて適正な管理をお願いします。 

 地域の方々がお互い気持ちよく過ごせるよう

な環境づくりに努めましょう。 

問合せ 市民生活課環境整備係  

TEL72-1111(内線325・327) 

 

 

熱中症は予防が大切です 
 

気温の高い日が続くこれからの時期、「熱中

症」になる人が増加します。｢熱中症｣は、高温

多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水

分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がう

まく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を

指します。屋外だけでなく室内で何もしていな

いときでも発症し、救急搬送されたり、場合に

よっては死亡することもあります。熱中症につ

いて正しい知識を身につけ、体調の変化に気を

つけるとともに、周囲にも気を配り、熱中症に

よる健康被害を防ぎましょう。 

■熱中症予防のためのさまざまな対策 

○暑さを避けるために 

・室内では、扇風機やエアコンで温度を調節し

たり、遮光カーテン・すだれ・打ち水を利用

し、室温をこまめに確認する。 

・外出時には、日傘や帽子を着用し、こまめな

休憩を心掛ける。また、天気のよい日は、日

中の外出をできるだけ控える。 

○からだの蓄熱を避けるために 

・通気性のよい、吸湿性・速乾性のある衣服を

着用する。保冷剤、氷、冷たいタオルなどで、

体を冷やす。 

・室内外を問わず、のどの渇きを感じなくても、

こまめに水分、塩分、経口補水液などを補給

する。 

※経口補水液とは水に食塩とブドウ糖を溶かし

たものです。薬局等で販売しています。 

問合せ 健康センター TEL72-7176 

 




