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kushimen’s kitchen
（男性料理教室）参加者募集！
本市では、男性を対象とした料理
教室を実施しています。

今回のテーマは「減塩でもおいし
く食べたい！」
です。
食材や調理法を変えると減塩でも

作りの自由工作が楽しめます。
【市文化会館ロビー】
ＤＩＹに興味のある方、初心者、
必要事項を記載した申込書（「釈
女性も大歓迎です。
文用紙」は書道部門のみ）を持参し、
●日時＝７月より随時入校できます。 出品料の支払いと併せてお申し込み
週１回（月・水・土のいずれか）の ください。
月４回
●出品料＝各部門、作品１点1,000
午前９時～午後４時
※人数が多い場合は調整させていた
だきます。

●場 所＝日南高等職業訓練校（日南
市益安888）
おいしく食べられますよ♪ソーシャ
ルディスタンスを保っておいしく、 ●費 用＝月謝4,000円（自由工作の
材料費別）
安全、ヘルシーに料理をしませんか？
初心者大歓迎！お気軽にお問い合 ●申し込み期限＝６月３０日(木）
●募 集人員＝定員５名（定員になり
わせください。
次第締め切ります）
●日にち＝６月１１日（土）
●場所＝市総合保健福祉センター２階
調理室
●時間＝午前１０時～午後１時終了予定
●料 金＝無料（エプロン、三角巾｟
バンダナなど ｠とマスクをご持参
ください）
●申 込締め切り＝６月９日（木）ま
で（ただし、定員５名になり次第
締め切らせていただきます）
※新型コロナウイルス感染症の状況
により中止になる場合があります。
なお、当日は感染予防のため、検
温と体調チェックを行います。体
調の優れない方はご参加をお控え
ください。ご理解とご協力のほど
よろしくお願いいたします。
■メニュー（予定）

●その他＝ベテランの大工が講師と
なり家財道具を製作します。女性
も楽しく学んでいます。
 謝制ですので、受講期間は最低
月
３カ月から。その後は自由に続け
られます。
申・問

日南高等職業訓練校
☎22 - 2633

募
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串間市美術展の作品を
募集します！
広く市民の皆さまに美術作品を発
表し鑑賞できる場所を提供するた
め、今年も市美展の作品を募集しま

円（２ 点 目 は 各500円 を 加 算）。
高校生は１点につき500円。

●賞 ＝各部門、特選・奨励賞・新人
賞（初出品者）
●審 査員＝絵画：上田雄二、写真：
沼口啓美、書道：木佐貫弘志（敬
称略）
●審査＝10月27日（木）
【市文化会館小ホール】

☆審査終了後、審査員との意見交換
会を予定しています。技法などに

ついてのアドバイスを受けること
もできますので、出品の有無にか
かわらずご自由にご参加ください。
●結果公表＝受賞者には、10月27日
（木）に事務局が電話連絡いたしま
す。
●表彰式＝10月30日（日）
【市文化会
館大ホール】
※美術展の開催要項につきましては、
市公式サイトに掲載しているほか、
市生涯学習課をはじめ、各支所、
市文化会館、市立図書館、中央公
民館などに配布しています。
※新型コロナウイルスの感染状況に
よりましては、内容が変更される

場合がございます。あらかじめご
す。会期中は串間市民秋まつりが開
・豚肉の生姜焼き
了承ください。
催されるとともに、
【パラアート展】 問 串間市美術展運営委員会事務局
・マカロニサラダ
（生涯学習課文化係）
【児童生徒作品展】
【認定こども園・
・きのこと白菜のミルクみそ汁
☎55 - 1161
保育園児作品展】と同日開催予定で
・オレンジジュースの寒天ゼリー
（メニューは変更になる場合があります） す。今秋を彩る作品作りに挑戦して
申・問

医療介護課健康増進係
みませんか。ご家族やご友人と一緒
☎7 2 - 0 3 3 3（内線5 2 0）
に作品を作ってみませんか。皆さま
の自由な発想と表現豊かな作品をお

募

集

「大人のための物づくり」
ＤＩＹ・木工クラス
受講生募集
自分で手作りの小物や家具を作っ
てみませんか？釘打ちからのこぎり
の使い方など基本を学びながら、手
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待ちしております。
●作 品部門＝絵画・写真・書道（３
部門）
●応募資格＝串間市、日南市および

志布志市の在住者ならびに出身
者、在勤者および在学者（ １５歳以

上。ただし、中学生を除く）。
●申し込み方法＝
10月26日（水）午前10時～午後５時

おわびと訂正

広報くしま５月号17ページ「うた
ごよみ」中、【俳句】あさひ俳句会選

の１俳句の表記が誤っておりました。
おわびして訂正いたします。
■誤
ね はんにし

涅槃西 巨大風車が 天を突く
■正
ね はん に

し

涅槃西風 巨大風車が 天を突く
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講

習

ボート免許更新講習
●日時＝７月16日（土）
午前９時受付、10時開始

●場 所＝市中央公民館（旧アクティ
ブセンター）
●費 用 ＝ 更 新9,000円、 失 効１万

5,000円（写真・送料込み）
※日南市でも行っております。お問
い合わせください。
 月５日（火）、８月５日（金）、
７
９月５日（月）
各日午後１時開始

●主催＝JM L（旧JEIS西日本）
問 西岡海事事務所

講

習

調理師試験準備講習会
受講生募集

●申し込み期限＝７月15日(金）まで
●その他＝一般教育訓練給付金・一
人親家庭自立支援給付金の対象講
座です。資格取得後に受講料の還
付が受けられます。ファミリーサ
ポートを利用して校内で託児もで

串間市シルバー人材センター
会員募集
串間市シルバー人材センターでは、
新たにセンターに入会される方を募

早めの申し込みをお願いします。

入会手続きなどを案内する説明会を
開催します。ぜひご参加ください。
●日 時＝６月27日（月）午前10時～

師の資格取得を目指す調理師試験準
備講習会が開催されます。定員は先
着30名ですので、受講希望の方はお

●対象者＝宮崎県内のひとり親家庭
の母、父および寡婦の方で調理実
務経験が２年以上あり、県が実施
する調理師試験を受験する方
※講習会を２日間とも出席できる方

習

分割支払いは初回２万円で可

集

ひとり親家庭のお母さん、お父さ
ん、および寡婦の方を対象に、調理

☎0120 - 76 - 5554（通話料無料） ●日程＝７月３０日（土）、３１日（日）の
２日間
午前９時～午後４時20分
●会 場＝ＪＡアズムホール本館２階
大研修室（宮崎市霧島1-1-1）
「介護職員初任者研修」 ●講 座内容＝調理師試験準備講座
受講生募集
（13.75時間）
介護職員初任者研修は、将来的に ●受 講料＝無料（ただし、テキスト
介護福祉士を目指す方にも必要な介
代は受講生負担。テキストは県内
護の入門資格です。 介護の基礎か
保健所にてご購入ください）
ら応用まで学べます。介護の現場、 ●必要書類＝令和４年度就業支援講
サービス関連職種、ご家族の為にと
習会受講申込書、児童扶養手当証
幅広い活躍が期待できます。
書、ひとり親家庭等医療費受給資
●日時＝７月21日（木）～ １１月21日
格者証の写し
※様式は県母子寡婦福祉連合会ホーム
（月）
【お盆・祝日休み】
ページからダウンロードできます。
週２回（月曜日・木曜日）
午後６時半～午後９時半
●応募締め切り＝６月30日（木）
【先
合計92時間
着順】
●場 所＝日南高等職業訓練校（日南
「令和４年度宮崎県調理師試験」の
市益安888）
願書提出先は調理技術技能センター
●費 用＝８万3,400円（テキスト代 (受付期間５月９日～６月３日）
応・問
込み・税込み）

県母子寡婦福祉連合会

講

募

☎0985 - 22 - 4696

集しています。今回、センター会員
になり就業を希望される方などを対
象に、センターの概要や活動内容、

正午
※天候や新型コロナウイルス感染症
の感染拡大により、延期または中
止する場合がありますので、ご了

承ください。
●場所＝串間市シルバー人材センター
（串間市大字北方4177番地1）
●参加費＝無料
●対象者＝串間市にお住まいの60歳
以上の方（令和５年３月31日時点
で満60歳以上の方）でセンター会
員になり就業を希望される方など
●申し込み方法＝串間市シルバー人
材センターに直接お電話で申し込
まれるか、同センターに置いてあ
る申込用紙によりお申し込みくだ
さい（持参・郵送・F A X 可）。
な お、宮崎県シルバー人材セン
ター連合会でも受け付けいたしま
す。

●申込締め切り日＝６月17日（金）
必着
申・問

・串間市シルバー人材センター
（串間市大字北方4177番地１）
☎72 - 6977
FAX 7 2 - 6 9 7 7
・公益社団法人
宮崎県シルバー人材センター連合会
（宮崎市祇園２丁目95番地）
☎0985 - 31 - 3775
FAX 0 985 - 31 - 3776

きます。
申・問

日南高等職業訓練校
☎22 - 2633
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