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２・３

募集(パソコン農業簿記記帳研修会参加者／市営住宅及び特定公共賃貸住宅の入居者)、

相談(年金相談所の開設／労使間のトラブルに関する相談会／行政相談委員に相談してみ

ませんか)

４・５

お知らせ(危険物取扱者試験及び受験準備講習会を実施／就学時健康診断の実施について

／見直そう！農業機械作業の安全対策～安全装備の装着を忘れずに～／岩崎育英文化財

団「就学支援一時金」の対象者の変更について／新型コロナウイルスの影響により納税

が困難な方へ／広域農道の法面変状調査について)

６・７

お知らせ(新生児への臨時給付金について／新型コロナウイルスの影響により収入が一定程

度減少した方に対し、国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料が減免される制

度があります／国民年金保険料の免除制度について／犬の登録及び狂犬病予防注射を実施／

10月１日は「浄化槽の日」)

８・９

お知らせ(マスクの捨て方について／令和２年度の後期高齢者医療保険料の引き上げについ

て／市営野球場と塩浜運動場に係る工事に伴う工事場所への進入禁止について／「新型コロ

ナ対策推進宣言ポスター・ステッカー」の活用について)

10・11 お知らせ(令和２年国勢調査を実施しています)、南溟館イベント情報、キッズだより

12 まちのカレンダー、枕崎弁「すんくじら狂句」

※読んだらすぐに次の家に回しましょう

※お知らせ版・広報紙へのご意見・ご要望は、市役所総務課秘書広報係まで

令令令和和和２２２年年年

９９９

10 月の納税
国民健康保険税４期

市県民税３期
介護保険料・後期高齢者医療保険料４期

市税休日納付・相談窓口開設日

10 月 18 日(日)
午前８時 30 分～午後５時 15分

・口座振替をされている方は、月末振替(土、日、祝日は翌日)となりますので、事前に残高確認

をお願いします。

・納税は、便利で安心な「口座振替」をおすすめします。ご希望の方は、通帳と通帳印をご持参

の上、市内金融機関または市役所税務課で手続きをしてください。

・納期内に納付がない場合は、本来納めるべき税金以外に督促手数料(１期100円)、延滞金(納期

限１カ月経過までは年2.6％、１カ月経過後は年8.9％)が加算されますのでご注意ください。

・毎月第３日曜日に、休日納付・相談窓口を開設しています。お気軽にご利用ください。

問合せ 税務課管理収納係 TEL(72)1111 内線153



２

募   集

パソコン農業簿記記帳研修会参加者

農業委員会では、関係機関の協力を得て農業

経営の基礎となるパソコンによる複式簿記記帳

研修会を実施します。自分の経営をパソコンに

入力して経営管理とともに、青色申告に必要な

決算書を作成できるよう指導します。

対象者 農業者

持参するもの ノートパソコン(農業簿記ソフ

トが必要になります)、通帳、伝票など

※農業簿記ソフトについては 南薩地域振興局

農政普及課経営普及係(TEL52-1346)へお問い

合わせください。

開催日程(予定) 10月15日(木)、11月10日(火)、

12月１日(火)、１月19日(火)、２月１日(月)、

３月２日(火)

※途中からでも参加できますが、事前に農業委

員会事務局へお申込みください。

時間 午後１時30分～４時

場所 市民会館第２会議室

問合せ・申込み

農業委員会事務局 TEL72-1111(内線338)

市営住宅及び特定公共賃貸住宅の入居者

希望者は、入居申込書(建設課備付け)に必要

書類をそろえてお申込みください。希望者が複

数の場合は抽選により決定します。また、抽選

日等は後日、申込者に連絡します。

■市営住宅

募集期間 10 月５日(月)まで

募集戸数 ３戸

①桜山団地109号(桜山町540-１番地、３階)

②亀沢団地501号(明和町75番地、１階)

③小山平団地104号(園見本町267番地)

構造(間取り) ①～②＝中層耐火造３階建(３

ＤＫ)、③＝簡易耐火造２階建(３ＤＫ)

建設年度 ①＝昭和57年、②＝平成６年、③＝昭

和55年

家賃 ①＝14,700円～、②＝24,900円～、③＝

15,700円～

敷金 家賃３カ月分

入居資格

・現在、持家がない等、住宅に困っていることが明

らかであること

・現に同居し、または同居しようとする親族があること

・入居しようとする世帯全員の合計所得月額が

158,000円以下であること(裁量世帯について

は214,000円以下)

・市税を滞納していない者であること

・入居者及び同居者が暴力団員でないこと

■特定公共賃貸住宅

募集戸数 １戸(随時募集)

遠見番住宅101号(岩戸町307番地)

構造(間取り) 木造平屋建(３ＤＫ)

建設年度 平成５年

家賃 40,000円(敷金＝家賃３カ月分)

入居資格

・自ら居住するために住宅を必要としていること

・現に同居し、または同居しようとする親族があること

・入居しようとする世帯全員の合計所得月額が

158,000円以上487,000円以下であること

・市税を滞納していない者であること

・入居者及び同居者が暴力団員でないこと

問合せ・申込み

建設課建築係  TEL72-1111(内線336)



             ３

相   談

年金相談所の開設

日本年金機構鹿児島南年金事務所の相談員が、

国民年金・厚生(船員)年金に関する相談に応じ

ます。ただし、新型コロナウイルス感染症予防

対策により、下記日程の年金相談については中

止になる場合がありますのでご了承ください。

詳しくは、市民生活課国民年金係にお問い合わ

せください。

日時 10月22日(木) 午前10時～午後３時

場所 市民会館和室

※「年金相談」は予約制です。予約の方が優先

されます。予約のない方は、その日の相談が

できない場合もあります。

※相談される方は、マスクの着用をお願いします。

予約先 鹿児島南年金事務所

TEL099-251-3111

■たとえばどんな相談ができますか？

・国民年金や厚生年金の請求手続きができます。

・障害年金や遺族年金などの相談ができます。

・50歳以上の方に年金見込額を出すことができ

ます。

・過去の年金記録を確認するお手伝いをします。

※国民年金保険料の納付はできません。

※相談当日は、基礎年金番号のわかるもの(年

金手帳・年金証書等)・印鑑などをお持ちく

ださい。

※代理の方が来られる際は、委任状が必要です

(家族の相談でも、委任状は必要です)。

■近隣市での相談も可能です。

９月24日(木) 南さつま市民会館第１会議室

10月８日(木) 指宿市役所第１会議室

10月29日(木) 南九州市川辺文化会館

国民年金は、あなたの助けになります。もしも

のため、将来のため、保険料を納めましょう。

問合せ 市民生活課国民年金係

   TEL72-1111(内線144・145)

労使間のトラブルに関する相談会
              

職場のトラブルで悩んでいませんか。

県労働委員会委員(公益委員(弁護士、大学教

授等)、労働者委員(労働組合役員等)、使用者

委員(会社経営者等))が相談に応じます。相談

は無料で、秘密は固く守られます。労働者、使

用者のどちらでもお気軽にご相談ください。

会場及び期日

・鹿児島市勤労者交流センター 10月17日(土)

午前10時30分～午後４時(受付は午後３時30

分まで)

・指宿市役所北別館２階会議室 10月20日(火)

午前10時30分～午後３時30分(受付は午後３

時まで)

・県庁15階労働委員会 10月27日(火) 午後２

時30分～５時(受付は午後４時30分まで)

相談事例 解雇、雇止め、配置転換、賃下げ、

パワハラなど

※予約がなくても相談可能ですが、予約者が優

先となります。

※新型コロナウイルスの影響により開催方法等

を変更する場合があります。

問合せ 県労働委員会事務局

TEL099-286-3943

行政相談委員に相談してみませんか

行政相談所を次のとおり開設しますので、ぜ

ひご利用ください。

行政相談委員は、総務大臣から委嘱された民

間のボランティアの方です。市民の皆さんと行

政のパイプ役として、すべての市町村に１人以

上委嘱されています。皆さんの相談相手として、

役所のサービスや行政の仕組み、手続に関する

相談を受け付け、助言や関係機関に対する通知

などを行っています。

なお相談は、無料で秘密は守ります。

日時 10月24日(土) 午後１時～４時

場所 市民会館応接室

行政相談委員 松山 智氏

問合せ 鹿児島行政監視行政相談センター

TEL099-224-3247
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お 知 ら せ

危険物取扱者試験及び受験準備講習

会を実施

令和２年度第２回危険物取扱者試験及び受

験準備講習会を次のとおり実施します。「受

験願書」と「受験準備講習会申込書」は消防

署にあります。

■危険物取扱者試験

日時 11月７日(土）午前10時～(午前９時30

分集合)

場所 南九州市知覧町(県立薩南工業高等学

校)、鹿児島市、薩摩川内市、鹿屋市、他県内

各地

試験種類 甲種・乙種(第１類～第６類)・丙

種

申請方法 願書による書面申請とインターネ

ットによる電子申請があります。

受付期間

・書面申請 10月１日(木)まで

※郵送の場合は10月１日の消印有効

・電子申請 ９月28日(月) 午後５時まで

※期間中24時間受付

試験手数料 甲種6,600円、乙種4,600円、丙

種3,700円

問合せ 一般財団法人消防試験研究センター

鹿児島県支部 TEL099-213-4577

■受験準備講習会(乙種第４類)

日時 10月17日(土)、18日(日) 午前10時～

午後４時(受付＝午前９時30分～10時)

内容 17日(土)＝法令、18日(日)＝理論

場所 ポリテクセンター鹿児島(鹿児島市東郡

元町14番３号)

受講料 6,300円(別途テキスト代1,800円)

問合せ

一般社団法人鹿児島県危険物安全協会

TEL099-257-5200

消防本部警防課予防係 TEL72-0049

就学時健康診断の実施について

学校保健安全法の規定に基づき、令和３年度

に小学校入学を予定する子どもに対し、就学時

健康診断を次の日程で実施します。

保護者への通知は住民基本台帳により作成し

ますが、今後、住所変更(転出等)を予定されて

いる方は、保健体育課にご連絡ください。

就学時健康診断は、保護者付き添いの上、必

ず受診してください。

日時

入学予定校 期  日 受付時間

枕崎小学校

桜山小学校
11月５日（木）

午後０時40分

～１時20分別府小学校

立神小学校
11月12日（木）

※終了時間は午後４時の予定です。

場所 枕崎市立総合体育館

問合せ 保健体育課保健体育係 TEL72-0170

見直そう！農業機械作業の安全対策

～安全装備の装着を忘れずに～

９月から10月は、さつまいもの収穫や野菜の

植え付け準備など、農作業が忙しくなります。

また、残暑も続くため、熱中症対策も必要です。

家族や地域で声をかけ合い、農作業事故を起

こさないように安全対策に努めましょう。

①トラクターには安全フレームを装着しましょ

う。

②運転時には、シートベルト・ヘルメットの着

用を徹底しましょう。

③作業機を装着して公道を走行する際は、灯火

器を設置して安全運転を心がけましょう。

④路肩を走るときは、特に注意して走行しまし

ょう。

⑤機械の詰まりを取り除く際は、必ずエンジン

を止めてから。

⑥こまめに水分補給・塩分補給を行い、熱中症

に気を付けましょう。

問合せ 農政課農政係 TEL72-1111(内線331)



             ５

岩崎育英文化財団「就学支援一時金」

の対象者の変更について

新型コロナウイルス感染症の影響により令和

２年の収入が減少し、就学が大きな負担となっ

ている一人っ子(小・中学生または高校生)で、

ひとり親世帯の保護者を対象に募集します。

募集内容や申請書は、岩崎育英文化財団ホー

ムページ(https://www.iwasaki-zaidan.org/)

からダウンロードすることができます。

対象者

①県内に住所を有し、一人っ子のひとり親世帯

で、その子供が小・中学校または高等学校に

在学している児童生徒の保護者(生活保護世

帯の方及び公務員等を除く)。

②世帯年入の目安おおよそ400万円程度まで

※どちらにも該当する方が応募対象者です。

支給額 １世帯あたり３万円

提出書類

・申請書(財団ホームページよりダウンロード

してご記入ください)

・保護者の令和２年度(令和元年分)所得額証明

書(原本)※市役所税務課発行

・保護者(申請者)名義の振込先口座通帳の写し

・次のいずれか

①コロナ禍の影響で退職または離職した場合は、

離職票の写し

②コロナ禍の影響で収入減があった場合は、前

後３カ月分以上の給与明細または売上台帳の

写し

選考及び結果通知 支給対象決定者のみ通知し

ます。

問合せ・提出先

一般財団法人岩崎育英文化財団事務局

〒892-8518 鹿児島市山下町９番５号

TEL099-222-1882

新型コロナウイルスの影響により納

税が困難な方へ

新型コロナウイルス感染症の影響により、市

税を納期内に納付することが困難な方を対象と

した「徴収猶予の特例制度」が創設されました。

この制度は、事業等の収入に相当の減少が生じ

た場合に、申請日から１年間に限り、納税を猶

予するものです。また、担保も不要となり延滞

金も免除されます。対象となる方の要件として

は、以下のいずれも満たす納税者、特別徴収義

務者が対象となります。

・令和２年２月以降の任意の期間(１カ月以上)

において、事業等にかかる収入が前年同期に

比べて概ね20％以上減少していること。

・一時に納付し、または納入を行うことが困難

であること。

申請期限 猶予を受けようとする市税の納期限

日まで(ただし、令和３年２月１日をもって本

制度は終了となります)

申請場所 税務課管理収納係、滞納整理係

※この制度は、税額そのものが減免されるもの

ではありません。ご利用をお考えの方は、事

前にお問合せください。

問合せ 税務課管理収納係

TEL72-1111(内線 153・452)

広域農道の法面変状調査について

広域農道(市営墓地北側交差点から美初交差

点までの区間の一部)にて、法面変状調査を行

っています。市民の皆さんにはご迷惑をおかけ

しますが、ご理解とご協力をお願いします。

工事期間 12月上旬まで(予定)

問合せ

南薩地域振興局農林水産部農村整備課保全係

TEL52-1358

農政課耕地林務係 TEL72-1111(内線 315)



６

新生児への臨時給付金について

市では、子どもの出生を祝い、健やかな成長

を支援するとともに、新型コロナウイルス感染

症予防にかかる経済的負担の軽減を図るため、

新生児の保護者に対し、新生児１人当たり５万

円分の商品券を給付します。

対象者 令和２年４月28日から令和３年３月31

日までに出生した新生児の保護者であって、出

生届を提出した日において、本市に住所を有す

るもの

支給額 新生児１人につき５万円(枕崎商工会

議所発行の共通商品券)

■支給手続

・枕崎市役所市民生活課窓口に出生届を提出し

た場合

市民生活課担当職員が福祉課へご案内します

ので、福祉課社会係で所定の手続きを行ってく

ださい。

※令和２年４月28日から８月31日までに出生届

を提出した方については、郵送にて申請書を

送付していますので、必要事項を記入の上、

福祉課社会係に提出してください。

・出生届を時間外窓口に提出または市外の市役

所等へ提出した場合

後日、郵送にて申請書を送付しますので、必

要事項を記入の上、福祉課社会係に提出してく

ださい。

商品券引換期間 福祉課社会係が引換券を発行

した日から概ね２週間

商品券有効期限 枕崎商工会議所が商品券を発

行した日から６カ月間

問合せ 福祉課社会係 TEL72-1111(内線135)

新型コロナウイルスの影響により収

入が一定程度減少した方に対し、国

民健康保険税・介護保険料・後期高

齢者医療保険料が減免される制度が

あります

国の「新型コロナウイルス感染症緊急経済対

策」により、感染症の影響により世帯の主たる

生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入

または給与収入の減少が見込まれ、次の要件

(介護保険料は、①と③)にすべてあてはまる場

合、ご本人の申請により保険税(料)が減額され

ます。

減免額の計算方法や対象となる保険税(料)額

については、市役所税務課課税係(14番窓口)に

お問い合わせください。

要件

①事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損

害賠償等により補填されるべき金額を控除

した額)が前年の当該事業収入等の額の10分

の３以上であること。

②前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314

条の２第１項に規定する総所得金額及び山林

所得金額並びに法施行令に規定する他の所得

と区別して計算される所得の金額(地方税法

第314条の２第１項各号及び第２項の規定の

適用がある場合には、その適用前の金額)の

合計額が1,000万円以下であること。

③減少することが見込まれる事業収入等に係

る所得以外の前年の所得の合計額が400万円

以下であること。

問合せ 税務課課税係 TEL72-1111(内線154)

国民年金保険料の免除制度について

令和２年度の国民年金保険料の免除制度の受付が７月１日より始まっています。早目に手続きを

お願いします。

保険料を未納のままにしておくと、将来の「老齢基礎年金」や障害・死亡といった不測の事態が

生じたときの「障害基礎年金」・「遺族基礎年金」を受け取ることができない場合があります。

経済的な理由により、保険料を納めることができない場合は、保険料を「全額免除」また「一部

免除」する制度があります。

全額免除 保険料の全額を免除

一部免除 保険料の一部を免除(４分の３免除・半額免除・４分の１免除）

保険料の納付が難しい時には、未納のまま放っておかずに国民年金保険料免除制度をご利用くだ

さい。申請・手続きについては、市民生活課国民年金係にお問い合わせください。

問合せ 市民生活課国民年金係 TEL72-1111(内線144・145)
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10月１日は「浄化槽の日」

この日は、浄化槽に関する制度を整備した「浄化槽法」が昭和60年10月１日に施行されたのを

記念して設けられました。

浄化槽法では、浄化槽の保守点検及び清掃が適正に行われているか、また適正に使用され浄化

槽の機能が正常に維持されているかを確認する法定検査が義務付けられています。

検査は、知事が指定した検査機関である(公財)鹿児島県環境保全協会の検査員が事前にハガキ

で通知した検査日に伺い、浄化槽から放流される水が基準以下のきれいな水になっているか、水

を持ち帰り詳しい水質検査を実施します(契約している保守点検業者が行う保守点検とは別のもの

です)。美しい水環境を未来へ残すためにも、検査の趣旨をご理解の上、必ず検査を受けてくださ

い。

検査料金 合併処理浄化槽 5,000円、単独処理浄化槽 4,000円

問合せ (公財)鹿児島県環境保全協会 TEL099-296-9000

県生活排水対策室 TEL099-286-3685

市民生活課環境整備係 TEL72-1111(内線325・327)

犬の登録及び狂犬病予防注射を実施

令和２年度の犬の登録及び狂犬病予防注射を次の日程で行います。

生後91日以上の犬を飼育している飼い主は、狂犬病予防法により、生涯１度の登録と毎年１回

の狂犬病予防注射が義務付けられています。これに違反すると20万円以下の罰金が科せられま

す。

今回は、未登録の犬と今年度中(４月以降)に予防注射を受けていない犬が対象となります。

実施日 場  所 時  間 実施日 場  所 時  間

10月21日(水)

田布川公民館 9:00～ 9:15

10月22日(木)

大塚公民館 9:00～ 9:25

木場公民館 9:30～ 9:55 下野原公民館 9:40～10:00

城山センター 10:10～10:40 田中公民館 10:15～10:35

山口公民館 10:55～11:25 塩屋公民館 10:50～11:20 

瀬戸口公民館 11:40～11:55 上釜会館 11:35～11:55

亀沢公民館 13:10～13:30 東白沢公民館 13:10～13:25

新町公民館 13:45～14:05 俵積田公民館 13:40～14:05

木原公民館 14:20～14:45 下山公民館 14:20～14:35

市役所 15:00～16:00 市役所 15:00～16:00

・料金は、注射料2,850円及び済票交付代550円を合わせて3,400円ですが、初めて登録する場合

は、登録料3,000円と合わせて6,400円になります。

・飼い犬が死亡した場合は、必ず死亡届を提出してください。また、他人から譲り受けた犬は変

更届が必要になります。届け出用紙は、当日準備してあります。届け出には印鑑が必要です。

問合せ 市民生活課環境整備係 TEL72-1111(内線325・327)
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マスクの捨て方について

感染症対策のため、各家庭でのマスクの消費

量が増えており、誤った捨て方をされているケ

ースも増えています。マスクの誤った捨て方と

して特に多いのは、「資源ごみ」として捨てら

れているものです。資源ごみは作業員が手作業

で選別するため、マスクなどが混入していると、

作業員の感染リスクが高まってしまいます。

マスクを捨てる際の注意点は次の通りです。

感染症予防の為にも今一度、正しい分別をお

願いします。

①マスクは「燃えるごみ」で出してください。

※緑色の袋です。

②ごみ収集所に持っていく際は、ごみ袋はしっ

かりしばって封をしましょう。※ごみの散乱

防止！

③ごみを捨てた後は、しっかり手を洗いましょ

う。

問合せ 市民生活課環境整備係

TEL72-1111(内線325・327)

令和２年度の後期高齢者医療保険料

の引き上げについて

今年度は、２年に一度の後期高齢者医療保険

料の見直しの年にあたり、後期高齢者医療保険

料が下記のように引き上げられています。

昨年度 今年度

均等割額 50,500 円 55,100 円

所得割額の保険料率 9.57% 10.38%

また、昨年度に引き続き、今年度も均等割額

の軽減割合について段階的な見直しが行われて

います。後期高齢者医療制度の開始からこれま

で、所得の少ない被保険者の均等割額について

は、９割または、8.5割を軽減した金額が賦課

されていました。昨年度からこれらが見直され、

本来の軽減割合である「７割軽減」へと段階的

に引き上げが行われています。今年度は、昨年

度「8.5割軽減」の方が「7.75割軽減」へ、

「８割軽減」の方が「７割軽減」へ変更となっ

ています。

問合せ 税務課課税係 TEL72-1111(内線 155)

市営野球場と塩浜運動場に係る工事に伴う工事場所への進入禁止について

下記の表示の場所で、10月から３月末日(予定)まで市営野球場及び塩浜運動場の駐車場整備並び

に緑地帯の改修工事を行います。改修工事期間中は、通行及び駐車等はできませんので、運動場等

を利用する場合は、塩浜運動場テニスコート側及び野球場バックスクリーン裏の駐車場をご利用く

ださい。

ご不便をおかけしますが、ご協力をよろしくお願いします。

問合せ 保健体育課保健体育係 TEL72-0170
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「新型コロナ対策推進宣言ポスター・ステッカー」の活用について

市では、新型コロナウイルス感染症対策を継続しながら社会経済活動を維持するため、飲食店向け

に「新しい生活様式」に対応するための枕崎市ガイドラインを作成し、事業者の皆さんに積極的な感

染防止の取組をお願いしているところです。

市内飲食店をはじめ、さまざまな事業者に新型コロナウイルス感染症対策の取組を更に推進し、安

心なお店づくりと取組のＰＲを進めていただくために、各事業者が自ら適切な感染防止対策を宣言す

る「新型コロナ対策推進宣言ポスター・ステッカー」を作成しましたのでご活用ください。

なお、本取組は事業者の皆さんの感染症対策の自主的な取組を応援するもので、市等が感染症対策

を認証等するものではありません。

本取組の協力団体

枕崎商工会議所、枕崎市観光協会、枕崎飲食業組合、市内飲食店有志

利用の手順

①市ホームページからポスター・ステッカーのデータをダウンロードして、印刷してください。

②市ホームページに掲載している飲食店向け「新しい生活様式」に対応するための枕崎市ガイドライ

ンを参考に、ポスターの空白部分に感染防止対策のために取り組んでいることを書き込んでくださ

い。

③できあがったポスター・ステッカーを店頭などに掲示してください。

※ポスターの印刷物及びシール形式のステッカーを９月中に作成します。希望する事業者に配布しま

すので、お問い合わせください。

問合せ 水産商工課商工振興係 TEL72-1111(内線 421)

ポスター ステッカー
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総務省・都道府県・市区町村

令和 2 年国勢調査を実施しています
回答はかんたん便利なインターネットで！

● 国勢調査は、2020 年（令和 2 年）10 月１日現在、日本に住んでいる
すべての人及び世帯が対象です。

● ９月中旬から、調査員がみなさまのお宅を訪問し、調査書類を郵便受け
に入れるなどしてお配りしています。

● 回答は、10 月７日までに、できる限りインターネットまたは郵送でお願
いします（調査員による回収も可能です）。

● 10 月７日までに回答が確認できない場合は、調査員が回答のお願いに伺
います。

● 国勢調査の結果は、災害時に必要な物資を備えたり、コンビニの出店計
画に利用されるなど、わたしたちの生活の身近なところに役立てられて
います。

● 国勢調査では、新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、できる限
り、みなさまと調査員が対面しない非接触の方法で行うようにしていま
す。みなさまのご理解とご協力をよろしくお願いします。

● 万一、調査書類が届いていない場合や、追加の調査票が必要な場合（５
人以上の世帯など）は、市役所企画調整課企画調整係へご連絡くださ
い。

問合せ 企画調整課企画調整係 TEL72-1111(内線 225・226)

国勢調査については、「国勢調査2020総合サイト」をご覧ください。

https://www.kokusei2020.go.jp/
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南溟館イベント情報

問合せ 文化課(南溟館)

TEL72-9998

アートストリート青空美術館～親子スケッ

チ＆写真教室作品展

親子スケッチ＆写真教室で制作した作品を展

示します。

会期 ９月24日(木)～10月４日(日) 月曜休館

会場 地場センター２階

観覧料 無料

第54回枕崎市総合文化祭

■展示部門

期間 10月24日(土)～11月３日(火・祝)

会場 南溟館第１展示室、第２展示室

展示品 絵画、写真、陶芸、書道、生花、学習

成果作品等

観覧料 無料

■芸能部門

日時 11月３日(火・祝) 午前10時～正午

会場 市民会館大ホール

内容 出演団体のビデオ上映

観覧料 無料

※９月23日(水)から10月22日(木)まで、南溟館

床面塗装工事に伴い、臨時休館します。

キ ッ ズ だ よ り
問合せ 子育て支援センターキッズ

        TEL72-0382

子育て支援センター「キッズ」では、乳児ま

たは幼児及び保護者が相互の交流を行う場を開

設しています。子育て中の親子であればどなた

でも無料で利用できます。

場所 立神海の風こども園(中央町261)

開放日 毎週月～金曜日

開放時間 午前８時30分～午後１時30分

10月の行事(午前10時から)

６日(火) 読み聞かせ「プータン」

９日(金) 公園遊び(松之尾公園)

12日(月) ママのための有酸素運動

13日(火) 園庭遊び後試食会(要予約)

16日(金) 誕生会

20日(火) 公園遊び(台場公園)

21日(水) ベビーマッサージ(要予約)

23日(金) 芋掘り

28日(水) ママちゃれんじデー「クッキング」

   (要予約)

30日(金) 音楽遊び

※新型コロナウイルス感染症の影響により、活

動を変更、または中止することがありますの

で、予めご了承ください。

※要予約の活動は、３密を避けるため少人数限

定になっていますので早めに申込みください。

※９日及び20日の公園遊びは現地集合です。

※９日及び20日の公園遊び、13日の園庭遊び、

23日の芋掘りについて雨天の場合は、キッズ

ルームで遊びます。

※活動の内容は変更する場合もありますので、

予めご了承ください。
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日(曜日) 行 事 名 場 所 ・ 時 間 問 合 せ

１日(木) ◎男性料理教室 健康センター 10:00～12:30
健康センター

72-7176

５日(月)
母子健康手帳交付

初妊婦講座
健康センター 9:00～11:40

健康センター

72-7176

16日(金)
市民あいさつ運動

の日

市民全体で声かけ・あいさつに

取り組みましょう

生涯学習課

72-2221

19日(月) 母子健康手帳交付 健康センター 9:00～11:30
健康センター

72-7176

20日(火)
◎食生活改善推進

員による料理教室
健康センター 10:00～12:30

健康センター

72-7176

29日(木) 子育てサロン 健康センター 9:45～11:40
健康センター

72-7176

※ 行事の予定につきましては、新型コロナウイルス感染症の状況等により、

中止や延期となる場合がありますので、ご了承ください。

                                             

市政へのご意見・提言の窓口
〒898-8501 枕崎市千代田町 27 番地 枕崎市役所 総務課秘書広報係

電話 72-1111(代表) 72-0033(直通) FAX72-9436

E-mail koho@city.makurazaki.lg.jp

市ホームページ http://www.city.makurazaki.lg.jp

■謎かけの答え づっ

まちのカレンダー10 月

※ご注意ください※

現在、枕崎市内に、台風被害の調査を名乗る不審な電話

がかかってきています。

うそ電話詐欺には、十分注意しましょう。

※「◎」は高齢者元気度アップ・

ポイント事業の対象事業です。


