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ICA海外協力隊春募集
体験談＆説明会 in 鹿屋

JICA 海外協力隊の事業説明やOBによる体験談、個別
相談会
●日時 5月 22日（日）　14:00 ～ 16:00
●場所　リナシティかのや３階フリールーム
●定員　15人
● 応募 ５月 19日（木）までにメール又は専用フォー
ムから応募

問 JICAデスク鹿児島　☎090-7167-4238（仮屋）
jicadpd-desk-kagoshimaken@jica.go.jp

危険空家解体撤去工事補助金

●補助内容　○解体撤去費用の３分の１（上限30万円）
○安全対策に必要な経費の２分の１（上限 10万円）
● 補助対象者 条例等に基づき、助言・指導を受けた
空き家の所有者・管理者　など
●補助要件
○市が実施する危険度判定基準を超えていること
○解体業者が建設業法の許可を受けた市内業者であること
○解体・撤去後の跡地利用があること　など
● 申請方法 市に事前相談のうえ 11月 30日（水）まで
に解体撤去費用の見積書、位置図、現況写真等を提出
※予算がなくなり次第受付終了

問市安全安心課　☎0994-31-1124

　令和 3年８月１日（日）～令和４年７月 29日（金）
に撮影された写真作品
●表現テーマ ※各部１人３点まで
○ばらの部＝かのやばら園の「ばら」の魅力
○海の部＝市内の「海」の魅力
●作品規格　ワイド四つ切又はＢ４
※組写真、画像合成は不可
※未発表のもの
●賞　特選以上の作品には賞金と副賞有り
● 応募　７月１日（金）～29日（金）に応募票（市ホー
ムページに有り）を裏面に貼付した作品を提出

問市公園管理室　☎0994-31-1150
　〒 893-8501鹿屋市共栄町20-1

障がい者委託訓練生（パソコン
事務科３か月コース）

問ハローワークかのや　☎0994-42-4135

パソコンの基本操作、仕事に必要なコミュニケーショ
ン能力、ビジネスマナーの習得　など
●期間　７月５日（火）～９月 29日（木）
●場所 鹿屋パソコンスクール（大浦町） ●定員　７人
●対象者　早期の就職や再就職を目指す障がい者
●受講料　無料　※別途テキスト代 8,800 円
● 選考試験　６月 17日（金）に鹿屋パソコンスクール
で面接
●応募　６月３日（金）までに入学願書を提出
※ 入学願書はハローワークかのや、鹿児島障害者職業
能力開発校に有り。

▲専用フォーム

予約制肺がんCT検診の
受診者（50歳代は無料）

●日時　６月10日（金）、11日（土）
　① 7:00～ ② 8:00 ～ ③ 9:00 ～ ④ 10:00 ～
　⑤11:00～ ⑥ 13:30 ～ ⑦ 14:30 ～ ⑧ 15:30 ～
●場所　市保健相談センター　●検診料 3,000 円
●対象者　市内に住所を有する令和 5年３月 31 日時
　点で 40歳以上の人　※ 50～ 59歳の人は無料
●定員　各時間最大12人　※先着順
● 応募　５月９日（月）～20日（金）に鹿児島県厚生連
病院健康管理センター（☎ 099-230-0305）に連絡
※ペースメーカー装着者など受診不可の場合有り

問市保健相談センター　☎0994-41-2110

特別弔慰金の申請は今年度までです

戦没者等の遺族に支給する「特別弔慰金」の申請期限
は令和５年３月 31日（金）までです。申請がお済みで
ない人は手続きをお願いします。
●支給内容 ５年償還の記名国債（額面25万円）
●対象者　戦没者等の子どもや兄弟等の代表者１人
※ 令和２年４月１日時点で恩給や遺族年金等を受け
取っている遺族がいない人に限る
※対象者の中で、支給順位や支給要件有り
● 申請 令和５年３月 31日までに市福祉政策課又は各
総合支所住民サービス課で手続き
※請求者の印鑑・身分証明書が必要

問市福祉政策課 ☎0994-31-1113

予約制がん検診の受診者

40歳以上の人が受診できる待ち時間の少ないがん検診
●日時・場所

※ 受付時間は予約受け付け後、混雑防止のため各時間
枠で10分間隔に区切り、後日発送する受診票で連絡
●検査項目・検診料
○ 特定検診＝無料（国民健康保険、後期高齢医療保険
の人のみ）
○胃がん＝500円（バリウムによるX線検査）
○肺がん＝無料（胸部X線検査）
※喀
かくたん

痰検査は該当者のみ追加受診可能（500円）
○大腸がん＝500円（便潜血反応検査２日法）
○ 腹部超音波＝2,000 円（腎臓・肝臓・すい臓・胆のう・
ひ臓の超音波検査）
○前立腺がん＝1,000 円（血液検査）
○肝炎ウイルス＝無料（血液検査）　※未検査の人のみ
○骨粗しょう症検診＝ 800円（超音波による骨密度測定）
※ 令和５年３月 31日時点で 40歳の人は骨粗しょう症
検診以外を無料で受診可能
●対象者　市内に住所を有する40歳以上の人
※年齢は令和５年３月31日時点
●定員　各時間帯18人程度　※先着順
● 応募　５月 10日（火）～ 20日（金）に日本健康倶
楽部（☎099-273-5591）に連絡
※平日 9:00 ～ 17:00

問市保健相談センター ☎0994-41-2110

期日 受付時間 場所

６月24日（金）
　～ 26日（日）

①   ７:00 ～　②   ７:30 ～
③   ８:00 ～　④   ８:30 ～
⑤   ９:00 ～　⑥   ９:30 ～
⑦  10:00 ～　⑧  10:30 ～

市保健相談
センター

大隅地域振興局の庁舎警備員

問県大隅地域振興局総務企画課　☎0994-52-2083

● 内容　大隅地域振興局本庁の平日及び土・日・祝日
の庁舎警備

●雇用期間　令和５年３月31日まで
●勤務時間　○開庁時＝17:15 ～翌８:30
○閉庁時＝８:30～翌８:30
※閉庁時の勤務回数は２回分で計算
●勤務体制　２人体制の隔日勤務
●勤務日数　月20日程度　●募集人数　１人
●賃金　１日当たり6,860 円
●応募　事前に窓口で相談のうえ、履歴書を提出
※資格等不要・年齢不問

申請・募集 お知らせ 講座 催し物

※ 郵送・FAX等での応募等が可能な場合は、各情報の下段に宛先を記載しています。 ※新型コロナウイルス感染症等のため、予定が変更になる場合があります。

５月   ５日（木・祝）
　こども記念日×おおすみ
　ハナマルシェ

　（大隅アリーナ21）

大隅大隅のイベントのイベント

▲こども記念日

～６月   ５日（日）
かのやばら祭り2022春（かのやばら園）
５月   １日（日）～８日（日）
　ミニ図書館まつり（市立図書館）

５月   ３日（火・祝）
　第11回とっておきの音楽祭 i

イン

n かのや
（リナシティかのや）

５月   ８日（日）
　第34回南日本クロスカントリー大会 I

イン

Nきほく
（輝北うわば公園）

５月28日（土）～６月   ４日（土）
ひらぼうほたるの里ほたる祭り（平房活性化センター）

５月29日（日）
　鹿児島・鹿屋 T

トライアル

r ia l M
マ ラ ソ ン

arathon H
ハーフ

alf
（平和公園多目的グラウンド周辺）

５月 イベント情報イベント情報

▶市立図書館ホームページ

「かのや『ばら』と『海』フォト
コンテスト2022」応募作品
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