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平成 23 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
訓練期間　２年
応募資格　 高等学校を平成23年３月卒業見込み者
願書受付　平成 22 年９月１日（水）～　　　
　　　　　平成 22年９月 17日（金）
試 験 日　平成 22年 10月１日（金）
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 22年 10月７日（木）
※オ－プンキャンパス
　 ８月 2日（月）、８月 23日（月）、９月 6日
（月）、９月 27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

お知らせ
Information

平成 23 年度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

　当校では、平成23年度推薦選考「室内造形科・
建築工学課」（高校卒業見込者）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　平成 22年９月１日（水）～
　　　　　平成 22年９月 17日（金）
選 考 日　平成 22年 10月１日（金）
選考方法　筆記試験　小テスト数学（数Ⅰ）
　　　　　及び面接
試験会場　県立宮之城高等技術専門校
合格発表　平成 22年 10月７日（木）
応募方法　
　所定の応募書類に必要事項を記入の上、宮之
城高等技術専門校へ提出してください。
　応募書類は、各高校、県庁（雇用労政課）、
地域振興局、県民交流センター、県民大学、各
高等技術専門校にあります。
詳しくは当校募集案内・ホームページをご覧ください。
【問い合わせ先】　
　県立宮之城高等技術専門校
　薩摩郡さつま町船木 881 番地　　　　　　
　　☎ 0996-53-0207

　※ 市役所各支所の市民課と税務課（係）では、

　　毎週火・金曜日に窓口業務を午後６時 30 分まで

　　延長しています。

広告
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曽於市斎苑火葬炉改修工事に伴う
火葬数の変更について（お知らせ）

市民課　戸籍係 

☎ 0986-76-8805

　曽於市斎苑における火葬について、お知らせ
します。
　曽於市斎苑では、火葬炉の改修工事に伴い８
月１日から 11月７日まで各定時の火葬を３体
から２体へ変更します。
　工事期間中の制限になりますので、皆様のご
理解とご協力をお願いします。

平成２２年度大隅曽於地区消防組合
消防吏員採用試験案内

大隅曽於地区消防組合

消防本部　総務課

☎ 099-482-0569（直通）

１　採用予定人員
　　10数名
２　受験資格
　⑴　一般採用
　　ア　昭和 58年４月２日から平成５年４月
　　　　１日までに生まれた者
　　イ　学校教育法に基づく高等学校卒業以上
　　　　の学歴を有する者（平成 23年３月卒
　　　　業見込者を含む。）
　⑵　消防実務等経験者採用（建築士２級以上
　　　有資格者及び現職消防吏員）
　　ア　昭和 50年４月２日以降に生まれた者
　⑶　採用後、管内に居住できる者
３　日　時
　⑴　一般採用
　　　平成 22年 10月 17 日（日）　午前８時３０分
　⑵　消防実務等経験者採用
　　　平成 22年 10月 17 日（日）　午前１１時００分
４　場　所
　　曽於市大隅中央公民館（筆記試験）及び曽
　　於市大隅総合運動公園陸上競技場（体力検
　　査）
５　試験の方法
　⑴　一般採用
　　ア　１次試験
　　　　教養試験、作文、適正検査、体力検査
　　イ　２次試験（１次試験合格者について行
　　　　います。）
　　　　面接試験
　⑵　消防実務等経験者採用
　　ア　１次試験
　　　　作文、適正検査、体力検査
　　イ　２次試験（１次試験合格者について行
　　　　います。）
　　　　面接試験
６　受験手続
　⑴　受験申込書の請求

　　　消防本部総務課、各消防署、分署、各分
　　　駐所
　　　曽於市役所、志布志市役所及び大崎町役
　　　場総務課
　⑵　応募方法
　　　消防吏員採用試験申込書
　　　住民票　１通
　　　最終学歴の卒業証明書又は卒業見込証明
　　　書
　　　写真（縦４ｃｍ×横３ｃｍ）２枚
　　　一般身体検査書　１通
　　　受験票送付用封筒（定形）１通
　⑶　受付期間
　　　平成 22 年８月２日（月）～平成 22 年
　　　９月 16日（木）
　　　（土、日、祝日は除く）　
７　提出先及び試験に関する問い合わせ先
　　〒８９９－８１０３　
　　曽於市大隅町中之内８９７３－１
　　大隅曽於地区消防組合消防本部　総務課
　　☎ 099-482-0569（直通）

火葬時間 午前１１時 午後１時 午後３時

従来
（7月 30 日迄） ３体 ３体 ３体

８月 1日～
11 月７日 ２体 ２体 ２体
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鹿児島県出身沖縄戦没者追悼式参列者
の募集について

県庁社会福祉課 

☎ 099-286-2830

（福祉事務所）社会福祉係

財部☎ 0986-72-0936

末吉☎ 0986-76-8807

大隅☎ 099-482-5925

　第二次世界大戦における沖縄戦で戦死した鹿
児島県出身者の追悼式に参列を希望される御遺
族の方を募集します。

と き　平成 22年 11月 11 日（木）
と こ ろ　 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　 沖縄戦で戦死した方の三親等以内の

御遺族
募集人員　10名程度
申 込 先　各支所保健福祉課（福祉事務所）
　　　　　社会福祉係
申込期間　 平成 22 年８月２日（月）～８月

31日（火）まで

歯周疾患検診を実施

末吉支所保健福祉課

健康増進係

☎ 0986-76-8806

　曽於市では、40 歳、50 歳、60 歳、70 歳の
節目年齢の方を対象に、曽於市内の指定歯科医
院において、歯周疾患検診を実施しております。
対象年齢：昭和 45 年 4 月１日～
 昭和 46 年 3 月 31 日まで
 昭和 35 年 4 月１日～
 昭和 36 年 3 月 31 日まで
 昭和 25 年 4 月１日～
 昭和 26 年 3 月 31 日まで
 昭和 15 年４月１日～
 昭和 16 年 3 月 31 日まで
（ただし、４月の集団健診時に受診済みの方、歯
が 1 本もない方は対象になりません）
受診期間：平成 23 年 1 月 30 日まで
場　　所：市内指定歯科医院へ予約をしてから           
　　　　　受診して下さい。
料　　金：無料（1 回限り）
　対象となる方へは、あらかじめ通知書兼問診
票を送付してありますが , 紛失された方は、担
当課までご連絡下さい。

休日融資相談会開催中休日融資相談会開催中 新規融資及び住宅ローン借換等の各種融資相談会を毎月開催して
います。開催時間は午前 9時から午後 3時まで受付いたします。

「中小企業者等金融円滑化法」により、当 JA は、収入の減少などによって、農業資金や住宅ローン返済に不安を感じている
利用者の皆さんに、できる限り、返済のご相談に努めておりますので、お早めにご相談ください。

そお鹿児島農業協同組合

支　　所 大　隅 財　部 末　吉

開　　催 第１日曜日 第３日曜日 第２日曜日

電　　話 099-482-6813 0986-72-3114 0986-76-7703

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）

広告



◎曽於市からのお知らせ◎曽於市からのお知らせ

25 Soo City Public Relations,August,2010

お盆期間中の関西方面へのおでかけは
「さんふらわあ」がお得です！

企画課　　　　　　　　

末吉☎ 0986-76-8802

　鹿児島県志布志・大阪航路利用促進協議会で
は、お盆期間中（８月 13日～ 17日の５日間）
に、「さんふらわあ」の上り便（志布志南発大
阪南港着）を利用する場合の乗用車運賃及び同
乗者運賃に対し、運賃の４分の１を助成します。
（同乗者は１名分のみの助成となります。）

（例）
　・乗用車運賃のみの場合（５ｍ未満の乗用車
　　※運転手を含む）
　　32,000 円× 1/4 ＝ 8,000 円助成
　・同乗者が２名いた場合（５ｍ未満の乗用車
　　※運転手を含む＋同乗者２名）
　　（32,000 円＋ 19,400 円×１名）× 1／ 4
　　＝ 12,850 円助成

【問い合わせ先】
ダイヤモンドフェリー予約センター
☎ 0120-3268-56
（平日 9:00 ～ 20:00　土日祝日 9:00 ～ 17:00）

曽於市過疎地域自立促進計画の
パブリックコメントを実施します

企画課　　　　　　　　

末吉☎ 0986-76-8802

　現在、市では「曽於市過疎地域自立促進計画」
を作成しています。この計画は、今後の曽於市
の総合的かつ計画的な対策を実施するためのも
のです。計画の案がまとまり次第、市民の皆様
に公表して、ご意見や情報等をお寄せいただこ
うと考えています。
　（公表の時期及び方法は、8月初旬～下旬、
市のホームページもしくは、市の閲覧室を予定）

平成２２年度　岩川高校生涯学習県民
大学ものつくり講座

鹿児島県立岩川高校

☎ 099-482-0615

実施期間および内容
 　平成 22年９月 13日（月）～ 10月６日（水）
の祝日を除く、月・水・金の 10日間
　①　９月 13日（月）、15（水）
　　　頭のリフレッシュ（パズル・マジック）
　②　９月 17日（金）、22日（水）、24（金）
　　　リズム体操・体つくり体操
　③　９月 27日（月）、29日（水）
　　　パソコンでカレンダーつくり（各自の作
　　　品は持ち帰り）
　④　10月１日（金）、４日（月）、６日（水）
　　　木工製作（各自の作品は持ち帰り）
　※興味ある講座のみ参加でもかまいません。

実施時間　19時～ 21時

受講対象者　県内に住む 18歳以上の方
　（応募者多数の場合は抽選ですが、毎年、申
込み者全員参加できています）

受 講 料　２，０００円
　　　　　（材料費実費、傷害保険加入費）

申込み方法　
　官製はがき、またはファックスにて下記の宛
先に申込む（住所、氏名、年齢、電話番号を明
記のこと）

締め切り日　８月 31日（火）

申込み先
〒８９９－８１０２　
曽於市大隅町岩川５０６９岩川高等学校
「生涯学習県民大学講座」担当（教頭）まで
ファックス番号　099-482-2560

※本校ホームページにも掲載しています。　
（http:www.edu.pref .kagoshima. jp/sh/
Iwagawa/top.html）
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青少年のための「ゴルフ入門」

県立霧島自然ふれあいセンター

☎ 0995-78-2815

趣 旨　マナーやエチケットを重視するゴル
フをとおして、青少年に規範意識や協調性を育
むとともに、生涯スポーツとしてのゴルフに親
しむ契機とする。
期 日　平成22年 8月 11日（水）・12日（木）1泊 2日
場 所　 （社）霧島ゴルフクラブ、県立霧島

自然ふれあいセンター
主 催　県立霧島自然ふれあいセンター協力
　　　　　（社）霧島ゴルフクラブ
講 師　霧島ゴルフクラブ所属指導者
　　　　　（日本ゴルフ協会認定ティーチングプロゴルファー）
対 象　小学 4年生以上高校生まで
募集定員　20 名（応募多数の場合は、抽選に
　　　　　より参加者を決定します。）
※参加決定者には、後日別途通知します。
参 加 費　5,000 円
内 容　1日目：解説「ゴルフ入門」、実技
　　　　　「ショット・パット・アプローチ」
　　　　　2日目：ラウンド前の基本実技、
　　　　　ラウンド（9H）
申 込 み
　(1)　 参加申込書を学校で受け取るか、当セ

ンターホームページから印刷し、必要
事項を記入・押印の上、直接ふれあい
センターへ郵送してください。

　(2)　 申込締切　平成 22 年 8 月 2 日（月）
17時まで

携 行 品
　ゴルフ道具一式（クラブ、グローブ、シュー
ズ等）は、各自持参。ゴルフクラブを持ってい
ない方には、先着 10 名（身長 160 ｃｍ以上）
までクラブをお貸しすることができます。必要
な場合は電話にて御連絡ください。
参加時の注意　
　ゴルフ保険未加入者は、傷害保険に加入して
いただきますので、ゴルフ保険の加入の有無を
申込書にご記入ください。

曽於警察署からのお願いです

曽於市大隅町中之内 8951 番地

曽於警察署☎ 099-482-0110

　高速道路無料化社会実験が行われていますが、
通行方法は今までと変わりません！

　高速道路無料化で通行方法を勘違いして、急
停車したり、ETC が無い車が料金所で止まらず
に、通行しようとするなどの
事故が予想されます。通行の際は十分に車間距
離を取って安全運転をお願いします。

警察官募集中

採用区分　警察官Ｂ(男性)・警察官Ｂ(女性)・警察官Ｂ(武道)
受験資格（大卒を除く）
　昭和 54年 4月 2日～平成 5年 4月 1日に生
まれた者で、学校教育法による大学（4年制以
上のもの）を卒業した者若しくは平成 23 年 3
月末までに卒業見込みの者又はこれらと同等の
資格があると人事委員会が認めるものを除く。
※ 警察官Ｂ（武道）は、上記に該当する男性で、
柔道 2段（高校を平成 23年 3月卒業見込み
者は初段）以上又は剣道 2段以上の者。

第 1次試験
試 験 日　平成 22年 9月 19日（日）
試験内容　教養試験、作文試験、身体検査、実
　　　　　技試験（武道のみ）
試 験 地　鹿児島市、鹿屋市、奄美市
※警察官Ｂ（武道）は鹿児島市のみ
採用試験案内・受験申込書配布場所
　7月 1日から鹿児島県警察本部又は県内各警
察署、人事委員会事務局、県外事務所等で配布
します。
※ 郵送による配布も行っていますので、郵送希
望者は下記へお問い合わせください。

申込受付
8 月 4日（水）～ 8月 20日（金）
※郵送の場合は 8月 20日（金）までの消印有効
お問い合わせ先　
鹿児島県警察本部警務課採用係
☎ 099-206-2220


