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曽於市長杯市民ゴルフ大会参加者募集

曽於市商工会各支所　　
末吉☎ 0986-76-0232
財部☎ 0986-72-3133
大隅☎ 099-482-1432

　今年も曽於市長杯市民ゴルフ大会を開催します。
開催日時　９月 6 日（日）・7 日（月）
　　　　　両日とも午前７時スタート
開催場所　三州カントリークラブ
参 加 料　2,000 円
プレー料　６日（日）6,000 円（キャディー付 8,000 円）
　　　　　７日（月）5,000 円（キャディー付 7,000 円）
　　　　　※キャディー付　先着 18 組まで
募集人数　各日 200 人（50 組）
　　　　　合計 400 人（100 組）
参加資格　 曽於市に住所を有する者（曽於市出

身者含む）または市内の職場に勤務
する者

申込方法　 ４人１組単位で、商工会各支所か三
州カントリークラブにある申込書に
必要事項をご記入のうえ、参加料を
添えて申し込んでください

申込期間　8 月 10 日（月）～ 20 日（木）
三州カントリークラブ　☎ 0986-76-0111
※参加人数に達した場合は締め切ります。
※ 参加料は、いかなる理由があっても返還しません。

平成 22年度県立鹿屋高等技術専門校
推薦入校生募集

県立鹿屋高等技術専門校
☎ 0994-44-8674
（担当者　清山）

　当校では、「電気設備科」の推薦入校生を募
集します。
募集人員　10 名程度（定員は 20 名）
訓練期間　２年
応募資格　 高等学校を平成 22 年３月卒業見込み者
願書受付　平成 21 年９月１日（火）～　　　
　　　　　平成 21 年９月 17 日（木）
試 験 日　平成 21 年 10 月１日（木）
試験科目　数学（数Ⅰ）及び面接
試験会場　県立鹿屋高等技術専門校
合格発表　平成 21 年 10 月７日（水）
※オ－プンキャンパス
　 ８月３日（月）、８月 24 日（月）、９月７日
（月）、９月 28 日（月）に開催します。

　時間は午前 10：30 から正午です。
　 応募方法など詳しいことは、お問い合わせく

ださい。
※校内で取得できる資格
　 第二種電気工事士、ガス溶接技能講習修了、

小型車両系建設機械運転特別教育修了、高所
作業車運転特別教育修了
※受験合格を目指す資格
　 第一種電気工事士，消防設備士（甲種第四類）、

ネットワーク接続技術者（ＤＤ第三種）、第
三種冷凍機械責任者

【問い合わせ先】　県立鹿屋高等技術専門校
　　　　　　　　鹿屋市川西町 3482
　　　　　　　　☎ 0994-44-8674

広告

お知らせ
Information

　※市役所の市民課と税務課では、窓口業務を
　　午後６時 30分まで延長しています。
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普通救命講習会　受講生募集

北部消防署 ☎ 099-482-0119
南部消防署 ☎ 099-477-0119

日　時　平成 21 年 9 月 9 日（水）
　　　　午後 1 時 30 分～午後 5 時まで
場　所　志布志運動公園武道館
受講内容　①心配蘇生法　② AED の取扱い
　　　　　③止血法等
　　　　　（ビデオ試聴後、実技を行う）
受講料　無　料
　　　　 「あなたも」いざというときのために、

救急法を身につけませんか？

急な大雨に注意！！

北部消防署 ☎ 099-482-0119
南部消防署 ☎ 099-477-0119

　気象庁では、大雨警報・注意報などを発表し
ておりますが、こうした局地的な大雨の発生を
事前に予想し、時間的余裕を持って発表するこ
とは現在では難しい状況です。
　局地的な大雨による事故や災害から身を守る
ためには、事前に天気予報や警報・注意報の発
表を確認するとともに、戸外でも可能な範囲で
最新情報を収集したり、空が急に暗くなる、雷
が鳴るなど、身のまわりの気象変化を感じたら、
すぐに避難をしていただくことが重要です。

このような場所にいたら注意してください！！
・川釣り・川原でバーベキュー・親水公園で水
遊び・渓流・河川工事・地下街・地下ガレージ
・下水道管内

断線事故に気をつけて

九州電力鹿屋営業所
配電グループ

☎ 0120-986-806
内線（312）　

九州電力からのお願い
　最近、個人伐採や土木作業等に伴う作業で、
電線に伐木やブームを接触させ電線を断線させ
るケースが多発しています。電線を断線させる
と停電が発生するばかりでなく、作業者や一般
公衆の方々が感電するなど非常に危険です。こ
のため関連する作業に従事される場合は、以下
の注意事項を徹底いただきますようお願いしま
す。

〔伐採や土木・建築作業時の注意事項〕
・ 伐採作業、クレーン作業等を行う場合は、電

線に接触する恐れがないか確認し、接触する
恐れがある場合は、必ず必ず九州電力へ建設
防護管の取り付けを申し込んで下さい。また
建設防護管取付けが完了してから工事に着手
してください。

・ 電線の近くで作業を行う場合は可能な限り、
専任の監視者を設け単独作業を行わず、また
車両の移動を行う場合は、必ずブームや荷台
を収納して移動して下さい。

・ 誤って電線に接触や断線、電柱折損等の事故
が発生した場合には、電線等に触れずに速や
かに九州電力へ一報を入れて下さい。

【連絡先】
　九州電力鹿屋営業所　　☎ 0120-986-806
　九州電力志布志営業所　☎ 0120-986-811

広告

最近医療界でも注目の温熱療法にもっとも近いヨサ

ヨサは健康エステ!!五重奏

体に蓄積された老廃物を対外に排出するヨサの全身温熱療法は体
の内側と外側からきれいにします。さまざまな症状でお悩みの方、
年だからとあきらめずに是非お試しください。

【要予約】090-9608-6055    【料　金】2,800 円～    【場　所】末吉町高松
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平木池生きもの観察 2009 開催
生きもの大捕獲作戦決行 !!

異業種交流会やごろうの郷“結”
会長　　持田　初穂
☎ 099-471-2218

　毎日暑い日が続きますが、お子様方は楽しい
夏休みを計画されていますか？
　大隅町の平木池は水田の「ため池」として昔
から利用され、稲作にとっては重要な役目を果
たしてきましたが外来植物に占拠され昔の面影
はなくなってしまいました。
　そこで『やごろうの郷 “ 結 ”』では平木池を
昔の姿に戻し、自然観察学習体験の場になれば
と整備してきました。
　つきましては、今まで６回ほど平木池の周り
の昆虫や植物の観察会を行って参りましたが、
今回は平木池に生息している生き物の大捕獲作
戦を決行致しますのでお子様と一緒に大勢の参
加をお待ちしております。

日　時　８月８日（土）
　　　　午前９時 30 分～（受付：９時）
場　所　 平木池周辺（駐車場が狭いのでお近く

の方と乗り合わせてお出で下さい）
講　師　元谷山中学校校長
　　　　（鹿児島市自然環境保全審議員）
　　　　大工園　認先生
　　　　 県環境技術協会調査員＆鹿児島昆虫同

好会会員　　塚 田 　拓先生
※ 長ぐつ・筆記用具・網・虫かご・バケツ等は

各自で準備願います。
参加費　100 円（保険料として）

平成 21 年度　岩川高校
生涯学習県民大学ものつくり講座

岩川高等学校　　　
☎ 099-482-2560

実施期間および内容
　 　平成 21 年９月 14 日～ 10 月９日までの

祝日を除く月・水・金の 10 日間
　　９／ 14・16 ……………  身近な科学実験
　　９／ 18・25・28 ………  手まり作り
　　９／ 30・10 ／２ ………  竹細工
　　10 ／５・７・９ ………  木工製作
実施時間　　　19 時～ 21 時
受講対象者　　 県内に住む 18 歳以上の成人

（20 名）応募者多数の場合抽選
受講料　　　　2,000 円（材料費実費のみ）
申し込み方法　 官製はがき、またはファックスにて

下記の宛先に申し込む（住所、氏
名、年齢、電話番号を明記のこと）

締め切り日　　平成 21 年８月 31 日（月）
　　　　　　　当日消印有効
申込先　　　　 〒 899-8102　曽於市大隅町岩

川 5069　県立岩川高等学校
　　　　　　　「生涯学習県民大学講座」
　　　　　　　担当　砂坂　まき子　まで
　　　　　　　FAX　099-482-0615

ＪＡそお鹿児島　本　　所　☎ 099-482-6812
大隅支所　☎ 099-482-6811
財部支所　☎ 0986-72-3114
末吉支所　☎ 0986-76-7702８月 16 日（日）財部支所において、無料相談会を開催いたします。

ご成約された方には、もれなく粗品進呈！！詳しくは、窓口へお問い合わせください。

● キャンペーン期間 ●
４月1日（水）〜11月30日（月）
期間中、JAバンクに年金振込をご指定いただいた方に
抽選でステキな賞品プレゼント！

特賞　地元農産物 5,000 円相当

▲

県下 500 名様
１等 　商品券 2,000 円分

▲

10 本（当 JA）

２等 　商品券 1,000 円分

▲

20 本（当 JA）

JAバンク年金キャンペーン
広告

平木池生きもの観察会風景
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上海フェリー「蘇州号」助成ツアー

企画課　　　　　　　　
末吉☎ 0986-76-8802

応募資格　大隅地域在住の一般住民
募集期間　８月３日（月）～８月 17 日（月）
募集人員　曽於市からは８人を募集します
　　　　　※応募者多数の場合は抽選
参加費用　60,000 円
　　　　　※ 総額 87,000 円のうち 27,000 円

を助成します
　　　　　※パスポート費用は含みません
　　　　　※ 原油価格の高騰により参加費用が

増額になる場合があります
旅行日程　10 月 10 日（土）～ 10 月 14 日（水）
申込み先　企画課
日　程 行　　　程

10/10 　志布志港発　8:15　（船内泊）

10/11 　上海港着　15:00 ～蘇州市（蘇州市泊）

10/12 　蘇州市内観光～杭州市（杭州市泊）

10/13 　杭州市内・上海市内観光（上海市泊）

10/14 　直行便で鹿児島空港へ
　鹿児島空港着　12:40　バスで鹿屋へ

さんふらわあ利用促進ツアー

企画課　　　　　　　　
末吉☎ 0986-76-8802

応募資格　大隅地域在住の一般住民
募集期間　８月３日（月）～８月 17 日（月）
募集人員　曽於市からは 11 人を募集します　
　　　　　※応募者多数の場合は抽選
参加費用　29,900 円
　　　　　※ 総額 49,900 円のうち 20,000 円

を助成します
旅行日程　10 月 29 日（木）～ 11 月１日（日）
申込み先　企画課
日　程 行　　　程

10/29 　志布志港集合　16:30
　志布志港出発　17:55（船内泊）

10/30 　大阪南港着　７:40
　～大阪市内観光（大阪市泊）

10/31 　京都市内観光
　～大阪南港出発　17:55（船内泊）

11/1 　～志布志港着　９:40

広告

当初２年固定 当初３年固定 当初５年固定 当初 10 年固定 当初 15 年固定 当初 20 年固定
年 1.35％ 年 1.40％ 年 1.45％ 年 1.85％ 年 2.45％ 年 2.60％

特約終了後は、更にその時点の基準金利から 0.9％軽減します！

ＪＡ住宅ローン〔保証料〕（７月の金利です）金利は、毎月見直します。

本　所  ☎ 099-482-6807　 末吉支所  ☎ 0986-76-7703　 大隅支所  ☎ 099-482-6813　 財部支所  ☎ 0986-72-3114

※掲載上の関係から７月の金利掲載となっております。８月の金利については、下記のお問い合わせ先にお尋ねください。

【お問い合わせ先】　そお鹿児島農業協同組合

ＪＡバンク鹿児島のホームページ
http://www.jabank-kagoshima.or.jp/

※給与振込を指定されますと上記金利よりさらに 0.2％軽減します！

ＪＡ住宅ローン  とくとくキャンペーン！！
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薬草研究会の紹介

薬草研究会会長　　
☎ 0986-76-0273

　
　薬草について日頃から興味を持つ方々が、薬
草の効用を研究し、薬草の活用により自分の健
康は自分で守ることを趣旨に、平成 15 年 6 月
に薬草研究会を 25 名のメンバーで設立しまし
た。
　発足以来、今年度で 7 年目を迎えておりま
すが、年間活動として、薬草講演会の開催、薬
草現地採集、個人体験発表会等を行っています。
　尚、薬草園を市の協力により旧末吉駅跡地に
設置し、現在、カワラケツメイ、ウコン、ヤー
コン、キクイモを栽培し、薬草の効用を市民に
普及しています。
　会としては、自然環境と植物の適性を研究し、
薬用植物の正しい利用を今後の生活に役立てた
いと思っております。
※ 入会希望の方、薬草研究会会長　原口国市（☎

76-0273）までご連絡下さい。

こころの健康づくり・自殺対策講演会
　in  そお  2009

曽於地域産業保健センター（山元）
☎ 099-482-4893

志布志保健所（室屋）
☎ 099-472-1021

■日　時　8 月 30 日（日）
　　　　　13 時～ 15 時 30 分
　　　　　（12 時 30 分受付開始）
■場　所　曽於市大隅文化会館
■参加費　無　料
■講演内容
　１）ストレス対策とこころの健康づくり
　　　～自殺対策の推進に向けて～
　　　大隅地域振興局保健福祉環境部長
　　　　　　　宇　田　　英　典　氏　
　２）ｱﾙｺｰﾙの害とｱﾙｺｰﾙ依存症について
　　 NPO 法人アルコールの害から命を守る会
　　　　理事長　森　口　進　氏（森口病院長）

こころの健康づくり・自殺対策シンポ
ジウム　in　Kanoya　2009

鹿屋・肝属　　　　　　　  　
地域産業保健センター（森）　

☎ ･FAX　0994-40-5441
鹿屋保健所（重久）
☎ 0994-43-3107

■日　時　9 月 26 日（土）
　　　　　13 時 30 分～ 16 時（13 時受付開始）
■場　所　リナシティかのや
■参加費　無料
■内　容
　●特別講演
　１）地域で取り組む自殺対策について
　　大隅地域振興局保健福祉環境部長
　　　　　　宇　田　　英　典　氏
　２）自殺と向き合う
　　～自殺実態と自死遺族支援から～
　　NPO 法人自死遺族支援ネットワーク Re
　　代表　　山　口　　和　浩　氏
　●パネルディスカッション
　　「創ろう！　大隅のセーフティネット」

県立宮之城高等技術専門校入校生募集

県立宮之城高等技術専門校
☎ 0996-53-0207

平成22年度推薦選考【室内造形科・建築工学科】
　木工・建築大工の技術技能の習得を目的とし
た入校生を募集します。
受付期間　9 月 1 日（火）～９月 17 日（木）
選考資格　 高等学校を平成 22 年３月卒業見込

みの者
選 考 日　10 月 1 日（木）
合格発表　平成 21 年 10 月 7 日
選考方法　筆記試験　小テスト（数Ⅰ）、面接


