
※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。※ 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。

オストメイトサロン会

メーカーと装具に関する相談や、日頃の悩み等を共有
できるサロン会
●日時　10月 16日（日）　13:00 ～ 16:00
●場所　リナシティかのや２階情報研修室A
● 対象者　人工肛門・人工膀

ぼうこう

胱を造設した人やその家
族、クローン病・潰

かいよう

瘍性大腸炎の人　など
●定員　20人程度
●参加料　無料
※事前の申し込みは不要

問公益社団法人日本オストミー協会鹿児島県支部
　☎090-7295-6145（石

いしざわ

澤）

携帯ショップでマイナンバー
カードの申請ができます

　令和５年３月下旬まで、全国の携帯ショップでマイ
ナンバーカードの申請サポートが受けられます。

問市デジタル推進課　☎0994-31-1135

第20回かのや・ばら祭り
ウォーキング大会

かのやばら園を含む、霧島ヶ丘公園内にある各チェッ
クポイントを巡りながら、自由にウォーキングや散策
をするイベント
●日時　11月６日（日）　9:00 ～ 12:00
●場所　霧島ヶ丘公園（霧島ヶ丘公園第５駐車場集合）
●参加料　500円
※当日に徴収
● 応募　10月 28日（金）までに氏名・
住所・連絡先を電話、メール又は
L
ラ イ ン

INE

問NPO法人かのや健康・スポーツクラブ（市武道館内）
　☎0994-41-9903

▲メール用二次元
　コード

大隅美術協会会員展・小品展

昨年開催された美術展の入選作品と美術協会会員全員
（60人）の作品展
●日時　10月 30日（日）～
　11月６日（日）
●場所　リナシティかのや２階
　ギャラリー
●入場料　無料

問大隅美術協会事務局
　☎080-5213-6041（大

お お む れ

牟禮）

▶令和３年度小品展
　最優秀会長賞
税
さいしょ

所 マリ 氏
　写真作品
　「ヒンドウの瞳」

高須の浜ん潮干狩り大会

潮干狩り、カンパチダンスレクチャー等
●日時　10月 23日（日）　10:00 ～ 12:00
※潮干狩りは 10:30 ～ 12:00
●場所　高須海水浴場
●定員　300人
※応募者多数の場合は抽選
●参加料　無料
※道具を持って参加
● 応募　10月 13日（木）までに専用フォームから応
募又は申込書を提出
※申込書は市ふるさと PR課又はホームページに有り

問市ふるさと PR課　☎ 0994-31-1121
〒 893-8501 鹿屋市共栄町20-1
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ALT（外国語指導助手）と英語や世界について学ぶイベント
●期日　10月 30日（日）　●場所 カピックセンター
●対象者・時間・定員　※先着順

●参加費　1,000円
● 応募 10 月 13 日（木）までに申込書を提出又は専
用フォームから応募
※ 申込書は市役所１階玄関ギャラリー、リナシティか
のや、カピックセンターホームページに有り

問県アジア・太平洋農村研修（カピック）センター
　☎0994-45-3288　℻  0994-45-3258

対象者 時間 定員
小学１～３年生   9:30 ～ 12:00 20 人
小学４～６年生 13:30 ～ 16:00 20 人

令和４年度旧海軍航空隊
串良基地出撃戦没者追悼式

太平洋戦争で特別攻撃隊として国難に殉じた御霊を慰
霊し、恒久平和を祈念する式典
●日時　10月 15日（土）　10:30 ～ 12:00
●場所　平和記念公園慰霊塔前広場
※雨天の場合は串良平和アリーナで開催

問串良総合支所住民サービス課
　☎0994-63-3111

ファミリー・サポート・センター
講習会

子育ての支援を受けたい人（利用会員）と、行いたい
人（サポート会員）が会員となり、会員同士で支え合
う「ファミリー・サポート・センター」の講習会
●日時 10月 24日（月）　９:30 ～ 12:10
●場所 リナシティかのや２階情報研修室
●対象者
○利用会員＝市内在住又は勤務の人
○サポート会員＝市内在住の20歳以上の人
●受講料　無料
●申込 10月 20日（木）までに来所又は連絡
※託児が必要な場合は申込時に連絡

問鹿屋市社会福祉協議会　☎0994-44-2277

市民健康づくり講座

●日時・内容

●場所　県民健康プラザ健康増進センター
●対象者 市内在住の16歳以上の人
●定員　20人程度　※先着順
●受講料　無料
● 講話テーマ　「ご存じですか  血圧の新基準‼ 高血圧
予防で健康寿命を延ばそう」

● 参加特典 １人につき「県プラ施設利用券」「体力測
定券」を1枚ずつ配布

● 応募 10月３日（月）～25日（火）に連絡又は専用
フォームから応募
※ １人３講座まで申し込み
可能

問市保健相談センター　☎0994-41-2110

期日 時間 講座名

11/  1（火）

10:30

～

12:00

知識編 /チェア体操

11/  3（木・祝） 栄養編 /水中リズム体操

11/  5（土） 運動編 /姿勢改善ストレッチ

11/  8（火） 栄養編 /バランスボール

11/10（木） 運動編 /楽しい水中体操

11/12（土） 知識編 /ポル・ド・ブラ

11/22（火） 運動編 /ウォーキング

11/24（木） 知識編 /ボディメイクアクア

11/26（土） 栄養編 /リズム体操

鹿屋市文化協会創立50周年記念
「第53回鹿屋市文化祭」

●内容・日時・場所

●入場料　無料

問鹿屋市文化協会（市文化会館内）
　☎0994-44-5115

内容 期日 予定時間 場所

展示発表
（華道、絵画、書道、
俳句、手工芸、小・
中学生の作品　など）

10/29（土）
   ・30（日）

10:00

～

17:00
市中央公民館

舞台発表
（舞踊、詩吟、大正琴、
合唱、ハンドベル、
ヒップホップ、ベリー
ダンス、演舞　など）

12:00

～
17:00

市文化会館

「鹿屋の味だより」フェアに
ご来場ください

　鹿屋の食材を使用したメニューを提供するレストラン
フェア「鹿屋の味だより」が山形屋（鹿児島市）で開催
されます。鹿児島市へお出かけの際は、ぜひお立ち寄り
ください。また、鹿児島市にお住まいの家族、友人にも
ご紹介ください。
● 期間　10月１日（土）
～ 31日（月）
● 場所　山形屋１号館
７階山形屋食堂（鹿
児島市）

問市産業振興課　☎0994-31-1180

市内のサポート実施ショップ 住所
ドコモショップ鹿屋西原店 西原4丁目 13-25
ドコモショップ鹿屋バイパス店 旭原町 3644-8
ドコモショップ鹿屋店 寿4丁目 1-53
au ショップ鹿屋旭原 旭原町2723-3
au ショップ鹿屋バイパス 旭原町3593-7
au ショップ鹿屋寿 寿 7丁目 4-6 柿田ビル 1F
ソフトバンク笠之原 笠之原町26-34

ソフトバンク鹿屋寿 寿3丁目 12-19

▲市ホームページ
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