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65歳以上の新型コロナワクチン市民接種

当面のスケジュール

※詳細については、対象者への個別通知と広報ま

くらざき４月号でお知らせします。

３月29日 コールセンター開設

３月31日 接種券発送

４月26日 予約受付開始

５月10日 接種開始（市内の協力医療機関）

ページ 掲 載 内 容

２・３
募集(市立病院職員採用試験を実施／令和３年度枕崎市生活学校生／裁判所職員採用試験

／市営住宅の入居者)

４・５

募集(令和３年度枕崎市奨学生)、相談(年金相談所の開設)、お知らせ(タクシー運賃助成

の申請について／病児保育の利用登録について／春の全国交通安全・地域安全運動を実

施)

６・７

お知らせ(林野火災に対する警戒の強化について／国税が一時に納付できない方のために納

税の緩和制度があります／危険物取扱者試験及び受験準備講習会／４月から子ども医療費助

成制度が変わります／４月は「20歳未満飲酒防止強調月間」)

８・９
お知らせ(ご存知ですか？軽自動車の手続き／申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地

方消費税の振替期日の延長について)、南溟館情報、キッズだより

10 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３３３年年年

３３３

令和３年度から市税の納付がコンビ

ニまたはスマートフォンアプリでご

利用いただけます。

・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2.5％、１カ月経過後は年8.8％)が加算されますのでお早目の納付をお願

いします。

問合せ 税務課管理収納係 TEL(73)2175

４月の納税
国民健康保険税１期

介護保険料１期

後期高齢者医療保険料１期
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市立病院職員採用試験を実施

■採用職種、予定人員及び受験資格

職 種 採用予定人員 受   験   資   格

薬剤師 １名

①薬剤師免許を有する者

②昭和37年４月２日以降に生まれた者

③試験当日現在、市内医療機関の正規職員でない者

看護師 １名

①看護師免許を有する者

②昭和56年４月２日以降に生まれた者

③試験当日現在、市内医療機関の正規職員でない者

欠格事項

前記の受験資格にかかわらず、次のいずれかに該当する者は受験できません。

⑴日本国籍を有しない者

⑵禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者またはその執行を受けることがなくなるま

での者

⑶枕崎市職員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過していない者

⑷日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊するこ

とを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者

■試験の方法及び内容

教養試験、専門試験(看護師のみ)、作文試験、面接試験、健康診査(医療機関発行の健康診断書提

出)

■試験の日時及び場所

受験票に記載する日時、場所

※一定期間の応募者に対して、試験日時、場所を記載した受験票を送付します。

■受験申込書用紙の請求及び提出先

〒898-0034 枕崎市日之出町230番地 枕崎市立病院管理係 TEL72-0303

※申込書は市立病院に備え付けています。郵送による請求の場合は、切手(120円)を貼った宛先明記

の返信用封筒(角形２号・縦33cm×横24cm)を同封してください。

※申込書は、市ホームページからもダウンロードできます。

■受付期間

随時。市立病院での受付は午前８時30分から午後５時15分まで(土、日曜、祝日及び12月29日から

１月３日までの期間を除く)。

■合格発表

試験日後14日以内に、受験者全員に合否結果を文書で通知します。

■採用 最終合格者は、合格発表後の翌月１日からの採用予定です。

■給与 給与は、枕崎市立病院事業企業職員の給与に関する規程に基づき支給されます。

※枕崎市職員の定年等に関する条例に基づき、職員の定年は60歳とし、定年に達した日以後におけ

る最初の３月31日に退職することとなります。

問合せ 市立病院管理係 TEL72-0303
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募   集

令和３年度枕崎市生活学校生

「生活学校」は、少しでも暮らしをよくした

いと願う女性の集まりです。安全で安心な暮ら

しを築くために、長年にわたって生活者の目線

でさまざまな課題解決に向けて活動を続けてい

ます。特に最近では、環境問題、食の安心安全

に関わる問題、福祉関係の学習会など、身近な

暮らしの中から生活上の問題点や課題を見つけ

て取り組んできました。女性の方ならどなたで

も参加できますので、多くの方の応募をお待ち

しております。

最近の取り組み例

・ＥＭボカシづくりとその活用

・マイバッグ運動や食品ロス削減への取り組み

・介護保険や介護制度等についての学習

・郷土料理づくりや正月用生け花講習

・市外研修、県及び地区の研修会や交流会への

参加

年会費 500円

※ほかに実習材料代を徴収することもあります。

申込期限 ４月28日(水)

開講式 ５月12日(水)午後１時から城山センタ

ーで実施予定

問合せ・申込み 生涯学習課公民館係

TEL72-2221

裁判所職員採用試験

受験案内は、裁判所のウェブサイト(http://

www.courts.go.jp/saiyo/index.html)に掲載す

るとともに、最寄りの裁判所でも配布できます。

申込受付期間

・インターネット＝４月１日(木)午後３時～９

日(金)

・郵送＝４月１日(木)～５日(月)(当日消印有効)

試験日 ５月８日(土)

問合せ

鹿児島地方・家庭裁判所事務局総務課人事第一係

TEL099-808-3707

〒892-8501 鹿児島市山下町13-47

市営住宅の入居者

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

募集戸数 ６戸

①亀沢団地505号【３階】(明和町75番地)

②亀沢団地512号【３階】(明和町75番地)

③権現団地505号【３階】(岩戸町405番地)

④岩戸団地104号【２階】(岩戸町526番地)

⑤小山平団地104号(園見本町267番地)

⑥小山平団地105号(園見本町267番地)

募集期間

①～④＝４月５日(月)まで

⑤、⑥＝随時募集

構造(間取り)

①～④＝中層耐火造３階建(３ＤＫ)、

⑤、⑥＝簡易耐火造２階建(３ＤＫ)

建設年度 ①、②＝平成６年、③＝平成２年、

④＝昭和63年、⑤、⑥＝昭和55年

家賃 ①、②＝24,900円～、③＝17,500円～、

④＝16,900円～、⑤、⑥＝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

問合せ・申込み 建設課建築係

TEL72-1111(内線336)
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相   談
令和３年度枕崎市奨学生

市教育委員会では、奨学金の貸与(無利子)を

行っています。令和３年度奨学生を次のとおり

募集します。希望者は、教育委員会総務課へお

申し込みください。

対象 高等学校以上の学校に在学し、経済的理

由により修学困難な学生または生徒(保護者が

市内居住者に限る)。

※高等学校等に係る授業料不徴収対象者は除く。

貸与額(月額)

高校＝9,000円以内、高専・専修学校(専門課

程)＝16,000円以内、短大＝25,000円以内・大

学・大学院＝ 37,000円以内

提出書類

・奨学生願書(教育委員会総務課備付けのもの)

・在学証明書(新学年の在籍を証明するもの)

・成績証明書(前学年のもの)

・保護者の令和２年度所得証明書  

願書受付期間 ４月１日(木)～30日(金)

貸与(振込)日 ４～６月分は６月末、７月分か

らは毎月10日支給予定

貸与後の返還方法 卒業から１年経過後、所定

の期間(10年)内に返還

※貸与期間は１年間です。在学期間中、貸与を希

望する場合は毎年度申請の手続きが必要です。

問合せ・申込み  教育委員会総務課

TEL72-0170

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。なお、

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 ５月13日(木) 午前10時～午後３時

場所 市民会館和室

※４月は枕崎市での年金相談はありません。

※「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、その日の相談を

お断りさせていただく場合もあります。

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。

４月８日(木) 頴娃支所１階会議室

４月15日(木) 南さつま市民会館第１会議室

４月22日(木) 指宿市役所第１会議室

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)
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お 知 ら せ

タクシー運賃助成の申請について

令和３年度交通弱者に対するタクシー運賃助成

の申請受付を下記のとおり各校区公民館において

を実施いたします。手続き等については、広報ま

くらざき３月号をご覧ください。

受付日 時 間 場 所

４月８日(木)

９時30分～

11時30分
城山センター

13時30分～

16時00分
立神センター

４月９日(金)

10時00分～

11時30分
別府センター

13時30分～

16時00分
金山センター

※福祉課では４月１日から、受付を開始します。

問合せ

・福祉課高齢者介護保険係

TEL72-1111(内線132)

・福祉課障害福祉係 TEL72-1111(内線471)

病児保育の利用登録について

カンガルーのポッケ(枕崎市立病院敷地内)で

は、仕事や冠婚葬祭などで病気中の子ども(生

後６カ月から小学校６年生まで)を看護できな

い場合に、保育士が保育(『病児保育』といい

ます)を行っています。

この、病児保育を利用する場合、年度ごとに

利用する児童の登録を行う必要があります。

利用を希望する場合は、早めに登録を行って

ください。登録には、印鑑と母子健康手帳が必

要です。

問合せ・登録場所 福祉課社会係

TEL72-1111(内線135)

春の全国交通安全・地域安全運動を

実施

交通安全・地域安全思想の普及・浸透を図

り、交通ルールの遵守と各種事件・事故を未然

に防止することを目的として「春の全国交通安

全・地域安全運動」を実施します。

実施期間 ４月６日(火)～15日(木)

■交通安全運動

スローガン

『横断は しっかりよく見て たしかめて』

運動の重点及び推進事項

①子どもと高齢者を始めとする歩行者の安全の

確保

・歩行者の交通ルール遵守の徹底

・歩行者の安全の確保

②歩行者等の保護を始めとする安全運転意識の

向上

・運転者の交通ルール遵守の徹底等

・高齢運転者の交通事故防止

・後部座席を含めた全ての座席のシートベルトの

着用とチャイルドシートの正しい使用の徹底

・飲酒運転等の根絶

・妨害運転(いわゆる「あおり運転」)の防止

③自転車の安全利用の推進

・自転車の交通ルール・マナーの周知徹底

・自転車利用者自身の安全確保

■地域安全運動

スローガン

『みんなでつくろう 安心の街』

運動の重点

①子ども・女性の犯罪被害防止

②うそ電話詐欺の被害防止

③住宅対象犯罪の被害防止

問合せ 総務課危機管理対策係

TEL72-1111(内線214)
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林野火災に対する警戒の強化について

春先は行楽期を迎え入林者の増加による林野

火災が多発する時期となります。林野火災防止

のため次の点に注意しましょう。

①枯れ草等のある火災が起こりやすい場所では、

たき火をしないこと。

②たき火等火気の使用中はその場を離れず、使

用後は完全に消火すること。

③強風時及び乾燥時には、たき火、火入れをし

ないこと。

④火入れを行う際、許可を必ず受けるとともに、

十分な実施体制をとること。

⑤たばこは指定された場所で喫煙し、吸い殻は

必ず消すとともに投げ捨てないこと。

⑥火遊びはしないこと

問合せ 農政課耕地林務係

TEL72-1111(内線314・315)

国税が一時に納付できない方のため

に納税の緩和制度があります

新型コロナウイルス感染症の影響により収入

が大幅に減少した場合や災害により財産に相当

の損失を受けた場合など、所定の要件に該当す

るときは、税務署に申請することにより、「納

税の猶予」などの納税の緩和制度が適用される

場合があります。

国税の納税に関し、税務署でのご相談をご希

望の場合は、「３密」防止の観点からも、事前

に税務署にお電話いただき、日時のご予約をお

願いいたします。

なお、「納税の猶予」などの納税の緩和制度

に関する詳しい内容や、申請に必要な書類など

については、国税庁ホームページ(https://www.

nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm)をご

覧いただくか、最寄りの税務署(徴収担当)にお

尋ねください。

問合せ 知覧税務署 TEL83-2411※自動音声案内

危険物取扱者試験及び受験準備講習会

令和３年度第１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」、「受験準備講習会申込書」は消防

署に備え付けてあります。

■危険物取扱者試験

日時 ６月６日(日) 午前10時試験開始(集合

＝午前９時30分)

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

申請方法及び受付期間

・書面申請の場合 ４月６日(火)～19日(月※

郵送の場合は当日消印有効

・電子申請の場合 ４月３日(土)午前９時～

16日(金)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

■受験準備講習会(乙種第４類)

日時 ５月22日(土)＝法令、23日(日)＝理論

午前10時～午後４時(受付＝午前９時30分～10

時)

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

・試験に関すること

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

・講習会に関すること

一般社団法人鹿児島県危険物安全協会

TEL099-257-5200



             ７

４月は「20歳未満飲酒防止強調月間」

20歳未満の者が飲酒をした場合には、脳障害等の「身体的影響」、精神的成長や心理的発達の停

止等の「精神的影響」及び非行問題等の「社会的影響」があるといわれています。

日本では、「未成年者飲酒禁止法」により、20歳未満の者の飲酒が禁止されています。違反した

場合の罰則は、飲酒をした20歳未満の者本人ではなく、親や、20歳未満の者が自ら飲酒することを

知りながらお酒を販売・提供した販売業者等に対して科されます。

社会全体の責務として、20歳未満の者の飲酒の未然防止を積極的に図っていく必要があり、国税

庁を含む関係省庁は、毎年４月を「20歳未満飲酒防止強調月間」として、全国的な啓発活動を行っ

ています。

問合せ 熊本国税局酒税課 TEL096-354-6171

４月から子ども医療費助成制度が変わります

医療機関等における医療費の窓口負担がなくなる子どもの対象が、非課税世帯の未就学児から非

課税世帯の高校生まで拡大されます。新たに対象となる方がこの事業を利用したい場合は、申請手

続きを行い資格者証の交付を受ける必要があります。現在、有効期限が令和３年７月31日までの乳

幼児医療給付受給資格者証(オレンジ色)を持っている場合は、手続きの必要はありません。

対象者 市内に住所がある保護者に監護されている０歳から高校３年生までの住民税非課税世帯の子ども

※18歳になる日以降の最初の３月31日まで有効です。

※ひとり親医療費助成や重度心身障害者医療費助成を受けている子どもも対象です。

※市外に子どもの住所登録がある場合は、対象者の把握ができないので窓口までお問い合わせください。

申請方法 対象と思われる方には順次案内しますので、必要書類をご確認の上、福祉課窓口で申請

手続きをしてください。

申請に必要なもの 申請書(対象者と思われる方には郵送します)、印鑑(認印可)、子どもの健康保

険証、保護者の通帳(コピー可)

※新たな対象者のうち、現在、医療費助成を受けていない方は保護者の通帳が必要となります。

無料となる医療費 保険が適用となる入院(食事代等自己負担分は除く)・通院、調剤、訪問看護、

柔道整復施術療養費

※医療機関等の窓口で資格者証の提示ができない場合や県外の医療機関を受診した場合は、窓口無

料となりません。窓口にて自己負担分を支払った後、領収書等をご持参の上、福祉課窓口で医療

費助成の申請をしてください。

対象者の変更内容

問合せ 福祉課社会係 TEL72-1111(内線135)
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ご存知ですか？軽自動車の手続き

原動機付自転車・小型特殊自動車・軽自動車・二輪の小型自動車を取得・譲渡したとき、または

住所が変わったときは15日以内に、廃車したときは30日以内に申告(手続き)が必要です。軽自動車

税(種別割)は、毎年４月１日現在の所有者に対して課税される税金です。４月２日以降に廃車等の

手続きをした場合でも、月割りによる減額はなく、その年度の税額を全額納めていただくことにな

ります。廃車の手続きが完了するまでは軽自動車税(種別割)が課税され続けますので、名義変更や

廃車手続きは４月１日までに行ってください。また、所有者が死亡した場合も名義変更等の手続き

をお願いします。

原動機付自転車・小型特殊自動車用の申告書は市役所に備え付けていますが、市ホームページ(h

ttp://www.city.makurazaki.lg.jp/site/shinsei-navi/261.html)からもダウンロードできます。

原動機付自転車(125㏄以下)及び小型特殊自動車の新規、変更、廃車に関する手続きについて

区分 必要なもの 申告先

販売店から購入したと

き

印鑑、車名・車台番号・排気量等がわかるもの、販売証明

書等

税務課

課税係

14番窓口

市内へ転入したとき 印鑑、車名・車台番号・排気量等がわかるもの、標識(ナン

バープレート)または廃車証明書

譲り受けたとき 印鑑、標識(変更する場合)、標識交付証明書(前所有者)、

譲渡証明書(前所有者)

廃棄・転出・市外の人

に譲り渡したとき
印鑑、標識、標識交付証明書

標識を紛失したとき 印鑑、標識交付証明書、紛失顛末書、弁償金200円

盗難にあったとき 印鑑、標識交付証明書、盗難届出の受理番号または盗難届

出証明書

・軽自動車(４輪・３輪・250㏄以下の２輪)に関すること

全国軽自動車協会連合会鹿児島事務所 鹿児島市谷山港２丁目４-42 TEL099-261-4011

・２輪の小型自動車(250㏄を超えるもの)

国土交通省九州運輸局鹿児島運輸支局 鹿児島市谷山港２丁目４-１ TEL050-5540-2089

問合せ 税務課課税係 TEL76-1066

申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税の振替期日の延長について

申告所得税(及び復興特別所得税）、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期

限・納付期限が全国一律で４月15日(木)まで延長されたことに伴い、申告所得税及び個人事業者の

消費税の振替納税をご利用されている方の振替日についても延長されています。

令和２年分の確定申告の振替納付日は、次のとおりです。振替納税をご利用の方は、振替日の前

日までに口座の残高をご確認ください。

■振替日

当初 延長後

申告所得税 ４月19日(月) ５月31日(月)

個人事業者の消費税 ４月23日(金) ５月24日(月)

問合せ 知覧税務署 TEL83-2411※自動音声案内
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南 溟 館 情 報

問合せ 文化課(南溟館)

TEL72-9998

南溟館の臨時休館のお知らせ

機構改革に伴う南溟館事務室改修工事のため、

下記の期間、臨時休館します。

休館期間 ５月１日(土)まで

スポーツ・文化振興課を新設

スポーツや文化は、市民の誰もがより豊かで

充実した人生を送る上で欠かせないものであり、

魅力的で活力ある地域の形成に重要な意義を有

するものです。

また、本市が人口減少や少子高齢化、地域コ

ミュニティの希薄化といった地域課題を抱える

中、スポーツ振興・文化振興には、市民の生き

がいづくりや市民同士の交流促進と地域コミュ

ニティの形成などに加え、スポーツや文化をま

ちづくりのための資源として磨きをかけ、地域

の魅力向上や活性化と、それらによる関係人口

の増加につなげるなど、これまで以上に多目的

で、大きな役割を担うことが期待されています。

これらの課題への対応として、４月１日から

スポーツ・文化に関する事務事業を教育委員会

から市長事務部局に移管し、一元化することで、

スポーツ・文化振興に向けた総合的な施策展開

を図ることを目的として、「スポーツ・文化振

興課」をスポーツ振興係及び文化振興係の２係

体制により設置します。事務所は「南溟館」と

なります。

スポーツ・文化振興課においては、施策の展

開に当たり、教育はもとより、観光、地域づく

り、福祉、健康など多様な分野と連携し、取り

組みの充実を目指します。

■組織図

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

４月の行事(午前10時から)

７日(水) 公園遊び(瀬戸公園)

14日(水) ママの為の有酸素運動

20日(火) 園庭遊び後試食会(要予約)

21日(水) ベビーマッサージ教室(要予約)

22日(木) ばぶちゃんデー(要予約)

23日(金) 公園遊び(台場公園)

26日(月) ハッスルキッズデー(要予約)

27日(火) 音楽遊び

28日(水) 誕生会

※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。

※７日及び23日の公園遊びは現地集合です。

※７日及び23日の公園遊び、20日の園庭遊びが

雨天の場合は、キッズルームで遊びます。

※22日のばぶちゃんデー、26日のハッスルキッ

ズデーはどちらとも「こいのぼり作り」です。

※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。

スポーツ・文化振興課

文化振興係

スポーツ振興係

      

・スポーツを核とした地域づくりに関すること

・体育施設の管理運営に関することなど

・文化振興を核とした地域づくりに関すること

・南溟館の管理運営に関することなど
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日(曜日) 行 事 名 場 所 ・ 時 間 問 合 せ

５日(月) 母子手帳交付 健康センター 9:00～11:30
健康センター

72-7176

15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

16日(金)
市民あいさつ運動

の日

みんなで声かけ・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

◎男性料理教室 健康センター 10:00～12:30
健康センター

72-7176

21日(水) ◎男性料理教室 城山センター 10:00～12:30
健康センター

72-7176

24日(土)
おやつ作りに挑戦

しよう

金山地区公民館 10:00～12:00

【対象】小・中学生、保護者

金山地区公民館

72-9690

26日(月) 献血
市役所東側駐車場

9:00～11:45、13:00～16:30

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。

■謎かけの答え さんか～(寒んか・酸化)

まちのカレンダー

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

４ 月 ※「◎」は高齢者元気度アップ・

ポイント事業の対象事業です。


