
※ 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。

「かのやばら祭り2022秋」
ボランティアスタッフ

来園者案内、園内清掃やイベント補助を行うボランティ
アスタッフ
● 期間　10 月 22日（土）～ 11月 23日（水・祝）の
土・日曜日及び祝日の９:00 ～ 16:00
●場所　かのやばら園
●対象者　高校生以上の人
● 応募　10 月 14 日（金）までに
連絡
※  10 月 16日（日）9:30 ～ 11:00
にボランティア研修会を開催

問かのやばら祭り実行委員会事務局（市公園管理室内）
　☎0994-31-1150
　baranomachi@city.kanoya.lg.jp

鹿屋看護専門学校
令和５年度入学生

●出願期間・試験日時・試験会場等

※ 社会人地元枠は、出願時において市内に２年以上居住
又は就業している人で、入学を確約でき、卒業後引
き続き２年以上市内で看護師として就業する人

●募集人数　30人（３年課程全日制）
● 受験資格　高校卒業又は令和５年 3月までに卒業見
込みの人、もしくは同等以上の学力があると認めら
れた人
●受験料　10,000 円
● 申込方法　入学願書及び受験票に必要書類等を添え
て提出
※入学願書は市ホームページに掲載

問鹿屋看護専門学校　☎0994-44-6360
　〒 893-0064 鹿屋市西原３丁目7-40

募集区分

A日程 B日程
推薦選考

（指定校推薦
選考含む）

一般選考
（社会人
地元枠）

一般選考
（卒業見込み者
及び社会人）

出願期間 10/25（火）～ 11/1（火） 12/1（木）～ R5.1/19（木）

試験日時 11/5（土）
8:30 ～ 12:30

R5.1/21（土）
8:30 ～ 16:00

試験会場 鹿屋看護専門学校

試験科目

①小論文
②英語Ⅰ・Ⅱ
③面接試験
　（集団討論）
※指定校推　
薦選考は　②
を除く

①小論文・　
国語
②数学Ⅰ
③面接試験
　（集団討論）
※国語は現　
代文のみ

①小論文・国語
②数学Ⅰ
③英語Ⅰ・Ⅱ
④面接試験
　（集団討論）
※国語は現代文のみ

合格発表 11/11（金）に郵送で通知 R5.2/1（水）10:00

勤務先の健康保険を喪失した場合
は14日以内に届け出てください

　勤務先の健康保険（協会けんぽ、国保組合、船員保
険など）、後期高齢者医療制度、生活保護の適用を受け
ていない人は、職業や年齢に関係なく国民健康保険に
加入する必要があります。
　退職により勤務先の健康保険を喪失したとき、被扶
養者でなくなったとき、市外から転入してきたときな
どは、14日以内に届け出を行ってください。
　届け出が遅れると、医療費を全額自己負担しなけれ
ばならない場合や保険料を遡って納めなければならな
い場合があります。
●届出場所 市健康保険課、各総合支所住民サービス課
●必要なもの
○ 社会保険資格喪失連絡票又は社会保険の離脱を証明
できるもの
○ 来庁者の身分証明書（運転免許証等顔写真付きのも
のは１点、顔写真無しのものは２点）
○世帯主及び対象者全員分のマイナンバーが分かるもの
○委任状（同一世帯以外の代理人が届け出を行う場合）
●国民健康保険税の納付は口座振替を原則としています
　口座振替への手続きは、次のいずれかを持って市健
康保険課、市収納管理課、各総合支所、金融機関窓口
に行ってください。
○ 預貯金の通帳（市内に支店のある金融機関のもの）
及び通帳印
○ キャッシュカード（鹿児島銀行、ゆうちょ銀行、九
州労働金庫、南日本銀行、鹿児島信用金庫、鹿児島
相互信用金庫に限る）
※ キャッシュカードでの手続きは市健康保険課又は市
収納管理課でのみ可能

問市健康保険課　☎0994-31-1162

「新 ばらを活かしたまちづくり
計画策定委員会分科会」の委員

「ばらのまちかのや」を推進するための指針となる「ば
らを活かしたまちづくり計画」の改定に伴い、意見や
助言を行う委員
●期間　令和５年１月～令和６年３月
● 対象者　市内に在住又は在勤している 18歳以上で、
期間中に５回程度開催される予定の分科会に参加で
きる人
●定員　15人以内　※応募者多数の場合は選考
●応募　10月 31日（月）までに応募用紙を提出
※ 応募用紙は市都市政策課、各総合支所、市ホームペー
ジに有り

問ばらを活かしたまちづくり計画推進委員会
　☎0994-31-1150　baranomachi@city.kanoya.lg.jp
　℻  0994-41-2936　〒893-8501 鹿屋市共栄町20-1

10月は「ピンクリボン月間」です

　ピンクリボンは、乳がんの早期発見、早期治療の重
要性を伝えるシンボルマークです。日本人女性の９人
に１人が乳がんを発症するといわれています。
●自己検診をしましょう
　乳房の中に固い小さなしこり等が
ないかどうかチェックし、毎月 1回
の自己検診を習慣にしましょう。
●定期的にマンモグラフィ検診を受けましょう
　市の病院検診（乳がん検診）は、12 月 31 日（土）
までです。忘れず早めに受診しましょう。

問市保健相談センター　☎0994-41-2110

合併浄化槽への転換に
対する補助制度があります

　市では、生活排水の処理を行わない単独処理浄化槽
やくみ取り便槽を廃止し、合併処理浄化槽（家庭雑排
水とし尿を併せて処理する浄化槽）に転換する場合に
補助金を交付しています。
●補助対象の浄化槽及び補助額（新築は対象外）

※単独処理浄化槽の撤去に10万円を上限に加算
※ 単独処理浄化槽からの転換に係る宅内配管工事に 10
万円を上限に加算
● 申請　浄化槽設置届の写し、誓約書、工事見積書、平
面図等を提出（通常は工事店が代理申請を行う）
※予算上限に達し次第受け付けを終了

問市生活環境課　☎0994-31-1115

区分 人槽 補助額

市内業者

単独浄化槽からの転換

5人槽 382,000 円

７人槽 464,000 円

10人槽 598,000 円

くみ取り便槽からの転換

5人槽 432,000 円

7人槽 514,000 円

10人槽 648,000 円

市外業者 単独処理浄化槽・
くみ取り便槽からの転換

5人槽 332,000 円

7人槽 414,000 円

10人槽 548,000 円

10月  １日（土）
鹿屋看護専門学校 白

はく

爛
らん

祭・オープンキャンパス
（鹿屋看護専門学校）

10月  ９日（日）
スポーツフェスタ in かのや 2022（平和公園）
10月 15日（土）
令和４年度旧海軍航空隊串良基地出撃戦没者追悼式

（平和記念公園）
10月 16日（日）
第22回ツール・ド・おおすみサイクリング大会

（平和公園）

10月 22日（土）
　ふれあい健康福祉まつり2022（リナシティかのや）
10月 22日（土）～11月 23日（水・祝）
　かのやばら祭り2022秋（かのやばら園）
10月 29日（土）・30日（日）
　第53回鹿屋市文化祭（市中央公民館・市文化会館）
10月 30日（日）
　防災フェス（霧島ヶ丘公園）
10月 30日（日）～11月  ６日（日）
大隅美術協会会員展・小品展（リナシティかのや）

10月 イベント情報イベント情報

10月  2 日（日）
S
し ぶ し

HIBUSHI ぽっぽマルシェ（志布志市）
10月  9 日（日）
　おおさきチャレンジ朝市（大崎町）
10月 23日（日）
　2022志布志みなとまつり（志布志市）
10月 30日（日）
2022 南大隅町ねじめドラゴンボートフェスティバル
　青空市with ドラゴンマルシェ（南大隅町）

大隅大隅のイベントのイベント
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