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８月は人権同和問題啓発強調月間です

鹿児島県人権同和対策課
☎ 099-286-2574　　　

　県では、８月を「人権同和問題啓発強調月間」
と定め、この期間中にテレビ、ラジオスポット
による啓発放送や新聞広告、じんけんフェスタ
2011 の開催など、様々な人権啓発活動を集中
的に実施します。
　私たちの社会には、同和問題をはじめ、子ど
もや高齢者への虐待、女性、障害者等に関する
人権問題が、依然として存在しています。
　また、東日本大震災に伴い、原発事故のあっ
た福島県からの避難者が差別される事案の報道
もありました。
　これらの人権問題を解決するためには、県民
一人ひとりがお互いの人権を尊重し、偏見や差
別のない社会の実現に向けて意識を高めていく
ことが大切です。
　この機会に、皆さんも身近なことから人権に
ついて考えてみませんか。
【問い合わせ先】
鹿児島県人権同和対策課
　☎　099（286）2574

【曽於市特設人権相談日】

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 24 年度生推薦選考「室内造
形科・建築工学科」（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 23 年９月１日（木）～
　　　　　平成 23 年９月 16 日（金）
応募資格　高等学校を平成 24 年 3 月卒業見込
　　　　　みの者
選 考 日　平成 23 年 10 月 3 日（月）
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 23 年 10 月 11 日（火）
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

期　日 時　間 場　所

８月１８日
（木）

午前１０時～
午後３時

末吉老人福祉
センター
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平成23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
　　数名
２　受験資格
　⑴　一般採用
　　ア　昭和 59 年４月２日から平成 6 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 24 年３月卒
　　　　業見込者を含む。）
　⑵　消防実務経験者採用（現職消防吏員）
　　ア　昭和 51 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 23 年 9 月 18 日（日）　午前８時３０分
　⑵　消防実務経験者採用
　　　平成 23 年 9 月 18 日（日）　午前１１時００分
４　場　所
　　曽於市大隅総合運動公園研修館（筆記試験）
　　及び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

牧之原養護学校　学校見学会

牧之原養護学校　 
☎ 0995-56-2665

日　時　10 月 12 日（水）9:10 ～ 12:05
対象者　未就学児、小・中学校に在籍する児童
　　　　生徒とその保護者など
申込方法　お近くの幼稚園、保育所、学校。ま
たは、電話で教頭にお問合わせ後申込用紙を郵
送または FAX。
申込締切　9 月 15 日（木）必着
　　　　　※申込多数の場合は、後日、個別の
　　　　　　学校参観で対応する場合もあり。
【申込・お問合わせ先】
　牧之原養護学校
　　☎ 0995-56-2665　FAX0995-56-1865
　〒 899-4501　霧島市福山町福山 6140-1　

　　　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 23 年 7 月 19 日（火）～
　　　平成 23 年 8 月 18 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）
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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 23 年 11 月 8 日（火）
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　9 名程度
申 込 先　財部（福祉事務所）、末吉（保健課）
　　　　　大隅（保健福祉課 )
申込期間　 平成 23 年８月 1 日（月）～８月

31 日（水）まで

熱中症にご用心
〜暑い時間帯の作業を避けて

こまめな水分摂取を〜

本庁（末吉）保健課
健康増進係　　　　
☎ 0986-76-8806　

　熱中症とは「熱射病」「熱けいれん」「熱疲労」
「熱失神」の総称です。主に炎天下での長時間
の作業・運動などが原因で発症します。
　乳児や高齢者は、暑い室内や車内に長時間い
るだけでも発症するので注意が必要です。
　症状は、めまい、頭痛、吐き気、意識障害な
どで、重症化すれば死に至ることもあります。
発症した方がいたら、涼しいところへ移動させ、
うちわや氷枕などで体を冷却してください。
　意識がはっきりしていればスポーツドリンク
などを飲ませることが望ましいです。
　自力で飲めない人には無理に飲ませると窒息
の危険があるので、救急車を呼び、医療機関で
点滴などの治療を受ける必要があります。
　熱中症予防のために、暑い時間帯の作業を避
け、帽子の着用や、水分のこまめな摂取を心掛
けましょう。

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☎ 0986-76-7702

JA バンク年金キャンペーン
キャンペーン期間 4/1（金）〜 11/30（水）

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 5千円相当の農産物　県下 500 名様
２等 1,000 円分の商品券 20 本（当 JA）１等 2,000 円分の商品券 10 本（当 JA）

ＪＡバンク ※詳しくは、窓口へお問い合わせ下さい。

ＪＡそお鹿児島住宅ローンキャンペーン
住宅の新築・購入・増改築・宅地の購入・他金融機関からのお借換えに！

ＪＡ住宅ローン〔保証料一括型〕（7 月の金利です）金利は、毎月見直します。（保証料別途）

【お問合せ先】そお鹿児島農業協同組合（本所）☎099-482-6807　（大隅支所）☎099-482-6813　（財部支所）☎0986-72-3114　（末吉支所）☎0986-76-7703

◦下記のいずれかに該当すると上記金利よりさらに 0.2%軽減致します。
・給与振込（予約含む）　　・公共料金３件以上または公共料金２件以上とＪＡカード　　・エコ住宅　　・共済契約１件以上（長期）
・定期積金（契約額１５０千円以上）　　・農畜産物販売代金振込み５００千円以上
◦ 当初固定期間終了後も、固定変動選択型を選択すると、その時点の JA 所定の基準金利から０．９％軽減致します。
※ 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、下記のお問合せ先にお尋ね下さい。
※ 融資の可否は審査によって決定致します。また、審査結果によってはご希望に添えない場合があります。

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　1.00% 年　1.05% 年　1.10% 年　1.55% 年　2.45% 年　2.65%

広告
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今年も、「蘇州号」が志布志港にやっ
てきます。

志布志市役所港湾商工課　　
☎ 099-474-1111（内 286）

　遡ること 16 年、延べ寄港回数が今回で 66
回目となります。
　これまで 3,577 人の方が、この志布志港か
ら上海へ向けて旅立ちました。
　蘇州号は、今年を最後に志布志港の寄港を休
止することになりました。この機会にまだ乗船
されてない方はもちろん、過去に体験された方
もご一緒に、是非大勢の皆様にご参加いただけ
ればと思います。
　10 月 29 日から 11 月 2 日までの５日間、上
海・蘇州・無錫の名所・旧跡をご案内します。
万博を終えて、今なお著しく経済発展を続ける

《上海》、東洋のベニスとして名高い水の都・《蘇
州》、琵琶湖の 3.5 倍の広さを有する太湖で有
名な《無錫》の中国江南地方の３都市を回りま
す。
　全食事付・添乗員同行の安心旅行です。是非
皆様お誘い合わせの上、お申し込み下さい。
　このツアーは志布志港国際航路利用促進協議
会の助成を受けているため、格安旅行となって
おります。
募集人数：50 名様 ( 先着順 )
募集締切：９月 2日（金）
○志布志港集合、お帰りは鹿児島空港から志布
志港までの無料専用バスをご用意します。

「夏からはじめる！
パソコンで年賀状作成！入門編」

受講生募集

鹿児島県立末吉高等学校
情報処理科　　　　　　
☎ 0986-76-1130　　　

日　程：�８月 25 日（木）から 11 月 17 日（木）
まで計 10 講座

（①8/25 ②9/8 ③9/15 ④9/29 ⑤10/6 ⑥10/13
 ⑦10/20 ⑧10/27 ⑨11/10 ⑩11/17）
時　間：18：00 ～ 20：00
募集対象者：県内に居住する成人
募集定員：20 名
教材費等：2,000 円
※応募人数が募集定員を超えた場合は抽選によ
り決定いたします。
応募方法：往復はがきに　①郵便番号　②住所
③氏名　④年齢　⑤性別　⑥電話番号を記入の
上，下記宛先までご応募ください。
応募締切：8 月 11 日
【応募先・お問合せ先】
〒 899-8605　曽於市末吉町二之方 6080 番地
　鹿児島県立末吉高等学校　情報処理科
　県民大学講座係　楠本美果
　　☎ 0986（76）1130

カリビアンランチ交流会
カピックセンター　　　　　　　
（アジア太平洋農村研修センター）
☎ 0994-45-3288　　　　　　　

　カピックセンターにカリブ海諸国や中南米の
研修生 13 名がやってきます。交流しながらカ
リブ料理を楽しみましょう。
日　時：９月 17 日（土）12：00 ～ 14：00
場　所：カピックセンターレストラン
参加費：中学生以上 600 円、小学生・幼児
300 円、３歳以下無料
定　員：40 名、要予約（先着順）
託児無料（託児は１週間前にお申し込みください）
お問い合わせ、申込み
カピックセンター（アジア太平洋農村研修センター）
TEL:0994-45-3288、FAX：0994-45-3258
e-mail：kapic111@po3.synapse.ne.jp
http://www3.synapse.ne.jp/kapic/
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求職中の方へ！
あなたの働きたいに応えたい

基金訓練「基礎演習科」

生活支援給付金制度あり

オプサイブ国分校☎ 0995-73-5306
オプサイブ鹿屋校☎ 0994-45-5308

　パソコンを基礎から学び、就職に役立つ資格取
得を目指せます。また、専任の就職支援担当が常
駐しているので就職相談も安心です。
訓練内容　 パソコン基礎（ワード・エクセル・パワー

ポイント）
　　　　　 業界特化分野（IT 分野、農業分野、営業・

販売・事務分野）
　　　　　 その他（ワークガイダンス講習、ビジ

ネスマナー等）
応募資格　 ハローワークに求職登録をしている方 

（受講要件あり）
受講期間　平成 23 年 9 月 14 日（水）

～平成 24 年 3 月 15 日（木）
定　　員　昼・夜コース各 30 名
受  講  料　無料（テキスト代・別途 13,060 円実費）
申込方法　最寄りのハローワークにて
申込期間　平成 23 年 7 月 4 日（月）

～平成 23 年 8 月 12 日（金）

訓練場所　オプサイブ国分校
　　　　　国分向花町 10-2 末元ビル 201
　　　　　オプサイブ鹿屋校
　　　　　鹿屋市寿 7 丁目 5-5 久良木ビル 2F

随時、説明会を行っております！
お気軽にお問い合わせ下さい。

警察官募集中

鹿児島県警察本部警務課採用係
☎ 099-206-2220　　　　　　

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 55 年 4 月 2 日～平成 6 年 4 月 1 日に生
まれた者で、学校教育法による大学（4 年制大
学以上のもの）を卒業した者若しくは平成 24
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 24 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 23 年 9 月 18 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
申込受付
8 月 3 日（水）～ 8 月 19 日（金）
※郵送の場合は 8 月 19 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

広告 広告

Step １ Step ２ Step ３

ハローワークで職
業訓練の相談及び
受講申込

オブサイブで
選考会を
受ける

おめでとう！
合格
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地デジ臨時相談コーナー

地デジに関する相談、サポートの実施、戸別訪問アドバイスを実施。

デジサポ鹿児島では、地デジに関する電話相談と戸別訪問アドバイスの申込を
受付ています。（電話相談及び戸別訪問は、無料です。）
■電話相談　☎ 099-533-2020（平日 9時～ 21 時　土・日・祝日 9時～ 18 時）
■戸別訪問申込　☎ 099-812-8001（平日 9時～ 18 時）

8 月 26 日（金）まで曽於市役所末吉本庁 1階ロビーに設置

曽於市暮らしの便利帳を発行しました。
　市役所での手続きや相談窓口、公共機関の案内など行政情報を掲載した「曽於市暮らしの便
利帳」を発行しました。観光、特産品、年中行事なども掲載され暮らしに役立つ情報誌となっ
ています。
　作成にあたっては官民協働事業で行い、作成にかかる経費は、主に曽於市の企業からの広告
収入でまかなわれています。また、民間企業との協働発行により（株）サイネックス（本社大
阪市）が広告募集、編集など行いました。
　市民の皆様の暮らしに役立つ情報誌として活用して下さい。
　市役所窓口で配布しています　（問い合わせ　曽於市役所本庁企画課　☎ 0986-76-8802）

末吉町尾﨑山（愛郷住宅横）
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