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２・３

募集(市営住宅の入居者／裁判所職員採用試験／県立宮之城高等技術専門校入校生／県立

姶良高等技術専門校入校生／会計年度任用職員(事務補助職員))、相談(労使間のトラブル

に関する相談会／年金相談所の開設)

４・５

相談(こころの健康相談会を開催)、お知らせ(夏の交通事故防止・地域安全運動を実施／

「社会を明るくする運動」強調月間／７月25日～31日は県男女共同参画週間／農業用水路と

農地の管理を適切に行いましょう／農薬の適正使用について／差押え不動産を公売します)

６・７

お知らせ(ふるさと美化活動を実施／2021年の祝日移動について／新しい保険証を７月下旬

に郵送します／事業者の皆さんへ～高卒・大卒求人の申込みはお早めに／令和３年度国民健

康保険特定健康診査のお知らせ)

８・９ お知らせ(セット健診(複合健診)のお知らせ)、スポーツ・文化イベント情報、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

固定資産税２期

・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ご注意ください。

問合せ 税務課管理収納係 TEL(73)2175(直通)

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。

７月の納税
納期限：８月２日(月)



２

募   集

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し込みください。希望者が

複数の場合は抽選により決定します。なお、抽

選日等は後日、申込者に連絡します。

募集期間 ７月５日(月)まで

募集戸数 ２戸

①潟山団地204号(岩崎町83番地)

②北亀沢団地106号【３階】(明和町270番地)

構造(間取り) ①＝木造２階建(３ＤＫ)、②＝

中層耐火造３階建(３ＤＫ)

建設年度 ①＝平成29年、②＝平成３年

家賃 ①＝25,000円～、②＝18,500円～

敷金 家賃３カ月分

入居資格

・現在、持ち家がない等、住居に困っているこ

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はないこと。

問合せ・申込み 建設課建築係 TEL76-1219

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します。

申込受付期間

・インターネット＝７月６日(火)午前10時～15

日(木)

・郵送＝７月６日(火)～９日(金)(当日消印有効)

試験日 ９月12日(日)

問合せ

鹿児島地方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

県立宮之城高等技術専門校入校生

■令和３年度オープンキャンパス

中学生、高校生、一般を対象に木工・建築大

工の体験入校生を募集します。

中学生、高校生は、学校を通じて、事前に県

立宮之城高等技術専門校に確認の上、ＦＡＸま

たは郵送で申し込んでください。

なお、制作した作品は、お持ち帰りできます。

日時 ８月３日(火) 午前９時～午後12時30分

申込期限 ７月21日(水)

対象者 中・高校生、一般(概ね30歳までの方)

募集人員 先着30名

参加費 無料(１日傷害保険の加入を予定)

■令和４年度入校生推薦選考【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 ９月１日(水)～22日(水)

応募資格 高等学校を令和４年３月に卒業見込

みの者

選考日 10月１日(金)

選考場所 宮之城高等技術専門校

選考方法 筆記試験(適性試験)及び面接

合格発表 10月８日(金)

問合せ・申込み 県立宮之城高等技術専門校

〒895-1804 薩摩郡さつま町舟木881番地

TEL0996-53-0207 FAX0996-53-0993

県立姶良高等技術専門校入校生

県立姶良高等技術専門校では、令和４年度の

入校生を次のとおり募集します。

募集科名 メカトロニクス科、情報処理科

募集人員 各科20名

応募資格 令和４年３月に高校卒業見込みの方

及び高校卒業者

出願受付期間

・推薦選考＝９月22日(水)

・一般選考＝10月25日(月)～２月25日(金)

問合せ 県立姶良高等技術専門校

TEL0995-65-2247
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相   談

会計年度任用職員(事務補助職員)

希望者は、「枕崎市会計年度任用職員申込書

兼履歴書」(総務課職員係備付け)に必要事項を

記入し、84円切手を貼った宛先明記の返信用封

筒(長形３号)を添付して、総務課職員係に提出

してください。

募集人員 水産商工課 １名

応募資格 パソコンを使って、文書や表の作成が

できる方

勤務時間 午前８時30分～午後５時(土・日曜、

祝日、年末年始休暇を除く)

報酬(月額) 141,400円～160,500円

手当 期末手当・通勤手当

加入保険 健康保険、厚生年金、雇用保険、公

務災害補償

業務内容 窓口及び電話応対、データ入力、書

類整理、パソコンでの文書作成など

任用期間 ８月１日～令和４年３月31日

応募締切 ７月14日(水)正午必着

選考方法 面接試験(採用予定者のみ健康診査)

試験日時 ７月下旬(７月中に応募者全員に通知)

問合せ・申込み 総務課職員係 TEL76-1084

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(大学教授、弁護

士等)、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。

労働者、使用者のどちらでも、お気軽にご相

談ください。申込みは不要ですが、予約をする

ことができます。なお、新型コロナウイルス感

染状況により相談会の開催方法を変更する場合

があります。

日時 原則毎月第４火曜日 午後２時30分～５

時(受付＝午後４時30分まで)

※11月は24日(水)、12月は21日(火)に開催

場所 県労働委員会(県庁15階)

※来庁できない方は、電話相談もできます。

相談事例 解雇、雇い止め、配置転換、賃下げ、

労働条件など

問合せ 県労働委員会事務局 TEL099-286-3943

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 ７月15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。

７月８日(木) 南さつま市民会館第１会議室

７月29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 TEL76-1096
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お 知 ら せ

こころの健康相談会を開催

こころの不調や引きこもり、認知症などでお

困りのご本人やご家族を対象に、臨床心理士に

よる無料相談会を開催します。

日時 ７月29日(木) 午後２時～４時

場所 健康センター

申込締切 ７月26日(月)

申込み方法 相談は事前予約制となります。相

談をご希望の方は、電話で健康センターへお申

し込みください。希望者が多数の場合は、相談

日を調整させていただく場合があります。

問合せ・申込み 健康センター TEL72-7176

夏の交通事故防止・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「夏の交通事故防

止・地域安全運動」を実施します。

実施期間 ７月11日(日)～20日(火)

■交通事故防止運動

スローガン 鹿児島の夏！ マナーが輝く 快

適ロード

運動の重点及び推進事項

①自転車の安全利用の促進～かごしま自転車条

例の更なる理解促進～

②全ての座席のシートベルトの着用とチャイル

ドシートの正しい着用の徹底

③飲酒運転・あおり(妨害)運転等無謀運転の根絶

④子ども・高齢歩行者の事故防止の推進

■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防犯意識の醸成と環境づくりによる犯罪被害

の防止

②うそ電話詐欺被害の防止

③子どもと女性の犯罪被害防止

問合せ 総務課危機管理対策係 TEL76-1086

「社会を明るくする運動」強調月間

７月は「社会を明るくする運動」強調月間で

す。この運動は、すべての国民が犯罪や非行の

防止と、罪を犯した人たちの更生について理解

を深め、それぞれの立場において力を合わせて

犯罪や非行のない安全・安心な地域社会を築こ

うとする全国的な運動です。

犯罪や非行が生まれるのは地域社会であり、

また、罪を償い、改善更生を果たす場も地域社

会にほかなりません。

犯罪や非行のない安全・安心な社会を築くに

は、犯罪や非行から立ち直ろうとする人たちの

意欲を認め、地域社会の中に受け入れ、見守り、

支えていくことが必要です。

行動目標

・犯罪や非行を防止し、安全で安心して暮らす

ことのできる明るい地域社会を築こう。

・犯罪や非行をした人が、再び犯罪や非行をし

ないように、その立ち直りを支えよう。

問合せ 福祉課社会係 TEL73-5612

７月25日～31日は県男女共同参画週間

県では、７月25日から31日を「鹿児島県男女

共同参画週間」と定め、集中的な啓発活動を行

っています。皆さんに、男女共同参画について

の関心と理解を深めていただくために、期間中、

展示やワークショップを開催します。

性別に関わりなく一人一人が個人として尊重

される「男女共同参画社会」について考えてみ

ませんか。詳しくは、県男女共同参画センター

のホームページをご覧ください。

■展示

会場 県民交流センター、県庁、マルヤガーデンズ

内容 数字で見るジェンダー平等～コロナ禍編～

■ワークショップ

内容 コロナ禍のわたしと、ポストコロナの希

望をつなぐジェンダー平等

日時 ７月31日(土) 午後２時～４時

会場 県民交流センター(Ｚооｍ配信あり)

問合せ 企画調整課政策推進係 TEL76-1090
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農業用水路と農地の管理を適切に行

いましょう

大雨時は、水路に土壌消毒用空き缶や肥料袋、

農業用廃ビニール、土手の刈り草等が詰まり、

災害を引き起こす原因となります。これらのも

のは適正に処分してください。

また、土手に除草剤を散布し雑草を根ごと除

去すると、土手が崩れる原因となります。土手

の雑草は極力草払い機等で刈り払い、刈り払っ

た雑草は、水路詰まりの原因となりますので、

必ず除去してください。

近年の災害復旧事業では、原因の１つが維持

管理不足の場合、国からの補助が受けられない

傾向があります。農地の排水管理は確実に行い、

表土の流出や土手の崩壊等を防止しましょう。

農道、農業用水路は、地元の皆さんが管理す

ることになっています。災害が起きないように

適切に管理しましょう。

問合せ

・農政課耕地林務係 TEL76-1184

・建設課土木係  TEL76-1217

農薬の適正使用について

農薬等の使用回数が増えるこれからの時期は、

以下の点に特に注意しながら適正に使用しまし

ょう。

①決められた対象作物、使用時期、回数、使用

濃度等を守ること。

②適切な防除衣、保護具(マスクや手袋など)を

着用すること。

③散布時には薬剤がほ場の外に飛散したり、流

出したりしないよう十分注意すること。

④クロルピクリンの使用にあたっては、人畜に

被害を及ぼす恐れのある場所は避け、使用

後は地表面を必ずポリエチレンフィルム等

できちんと被覆を行うこと。

⑤使用期限の切れた農薬、不要になった農薬お

よび使用済みの空容器は適正に処分すること。

⑥農薬は食品と区別し、容器はきちんと封をし

てから鍵をかけて保管し、農薬の散布記録を

つけておくこと。

問合せ 農政課特産振興係 TEL76-1186

差押え不動産を公売します

市税の滞納処分により差押えた不動産を入札

によって売却(公売)します。

原則、どなたでも参加できますので、お気軽

にお問い合わせください(ただし、公売に参加

するには公売保証金の納付が必要です)。

■公売する不動産

所在 大塚中町612番地

地目・地積 雑種地300.00㎡(登記地積)

見積価額 600,000円(公売保証金60,000円)

※公売不動産は、現況渡しとなります。

■公売方法ほか

公売方法 期日指定入札

入札日 ７月26日(月) 受付＝午後２時(開始

＝２時30分)

入札会場 市役所２階会議室

携行品 印鑑(認印可、シャチハタ不可)、身分

証明書(運転免許証など)、公売保証金(現金ま

たは小切手)

※代理人による入札の場合は、委任状および代

理人の印鑑、身分証明書

■その他説明事項

・所有権移転登記は、市が行います(登録免許

税等は買受人の負担)。

・入札に参加を希望される方は、７月21日(水)

までに問合せ先までご連絡ください。

・公売物件の詳細については、市ホームページ

及び税務課備付のチラシをご覧ください。な

お、現地の下見を希望される方は、市職員に

て案内します。

問合せ 税務課滞納整理係 TEL76-1065

対象物件

【現地案内図】
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ふるさと美化活動を実施

明るく住みよい郷土の環境美化を目的に、公

民館をはじめ各団体の協力のもと「ふるさと美

化活動」を実施します。ぜひ、自分のお住まい

の地域での活動にご参加ください。

なお、野外での作業が主になると思いますが、

新型コロナウイルス感染症対策のためにできる

だけ密にならないように注意し、熱中症対策に

も十分に配慮するようお願いします。

実施日 ７月４日(日) ※予備日11日(日)

■作業上の注意

・当日は、一般家庭ごみ及び事業所ごみの内鍋

清掃センターへの持込みはできません。持込

みできるごみは、地区収集の粗大ごみと清掃

活動で出た草木類やポイ捨てされたごみに限

ります。

・持込み(搬入)の有無に関わらず、美化活動を

実施する公民館は事前に連絡をお願いします。

・搬入車両が多く、混雑が予想されますので、

粗大ごみ回収を取り組む公民館は、それぞれ

の種類ごとに積み込み、きちんと分別を行っ

てください。

・ごみの搬入時間は、午前８時から正午です

(予備日も同様)。

・作業中は皆さんで声を掛け合って、怪我のな

いように十分注意してください。

問合せ 市民生活課環境整備係 TEL76-1097

2021年の祝日移動について

2021年の祝日について、東京2020オリンピッ

ク・パラリンピックの開催に合わせて下記のと

おり変更となっています。

祝日名 変更前の日付 変更後の日付

海の日 ７月19日(月) ７月22日(木)

スポーツの日 10月11日(月) ７月23日(金)

山の日 ８月11日(水) ８月８日(日)

※８月９日(月)は振替休日となります。

問合せ 総務課秘書広報係 TEL72-0033

国民健康保険・後期高齢者医療保険加入者の皆さんへ

新しい保険証を７月下旬に郵送します

現在お使いの保険証の有効期限は７月31日ま

でとなっていますので、７月下旬に新しい保険

証を各世帯に郵送します。

平成30年度から国民健康保険加入者で70歳か

ら74歳までの方の「高齢受給者証」は無くなり、

保険証と一体化しています。

なお、保険税(料)の全部または一部が未納と

なっている方については、保険証を郵送できな

い場合があります。

また、高額な入院、外来診察を受けるときに

医療機関へ提示する「限度額適用・標準負担額

認定証」を現在お持ちの方は、有効期限が７月

31日となっています。８月１日以降の「限度額

適用・標準負担額認定証」が必要な方は、８月

以降に健康課保険医療係の窓口で手続きをし、

交付を受けてください(手続きの際は、保険証

をお持ちください)。

ただし、後期高齢者医療保険加入者(主に75

歳以上の方)で、現在、「限度額適用・標準負

担額認定証」をお持ちの方は、８月１日以降の

「限度額適用・標準負担額認定証」を保険証と

あわせて郵送しますので、手続きの必要はあり

ません。

問合せ 健康課保険医療係 TEL76-1127

事業者の皆さんへ
～高卒・大卒求人の申込みはお早めに

高等学校の令和４年３月卒業予定者を対象と

した求人(高卒求人)の申込受付が６月１日から

始まっています。１人でも多くの学生を地元に

残すために、早めの採用計画と求人提出をお願

いします。

また、大学や専門学校等の令和４年３月卒業

予定者を対象とした求人(大卒求人)も現在受付

を行っていますので、ぜひご検討ください。

ご不明な点がありましたらお気軽にお問合せ

ください。

問合せ ハローワーク加世田 TEL53-5111
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令和３年度国民健康保険特定健康診査のお知らせ

生活習慣病の予防とメタボリックシンドロームの解消を目的として、「特定健康診査(特定健

診)」を次のとおり実施します。特定健診には集団健診と個別健診があり、集団健診は市が行う複

合健診といっしょに受診できます。個別健診は、市内の各医療機関で受診するもので、自分の都合

に合わせて受診することができます。

対象者 40歳から74歳の国民健康保険加入者(妊産婦、拘禁中、６カ月以上医療機関や福祉施設に

入所している方は対象外)

※受診の際は、特定健康診査受診券と保険証を必ず両方持参してください(どちらか一方では受診

できませんのでご注意ください)。

料金 無料

■個別健診 ※事前に各医療機関に予約が必要です

実施期間 ２月28日(月)まで

受診できる医療機関 尾辻病院、小原病院、国見内科医院、サザン・リージョン病院、市立病院

■集団健診

実施期間 ７月１日(木)～９月24日(金)

受付時間 午前８時～10時 ※７月２日のみ午後６時～７時

健診日 対象地区(公民館) 会場

７月１日(木) 中原・瀬戸・茅野・小塚・山崎・大堀

南薩地域地場産

業振興センター

３階大ホール

７月２日(金)
東白沢・西白沢・板敷・鹿水高

※夜間健診実施日（午後６時～７時）

７月３日(土) 折口町・新町・木原・美初

７月４日(日) 下園・宝寿庵・西堀・亀沢・牧園

７月５日(月) 俵積田・松崎・下山・駒水・真茅・田中

７月６日(火)
上竹中・奥ヶ平・道野・水流・田布川・金山・金山住宅・木口

屋・界守・寺田・湯穴・岩崎

７月７日(水) 住吉町・山手町・港町・東本町

７月８日(木) 桜木町・西本町・岩戸

７月９日(金) 高見町・汐見町・宮前町・日之出町

７月10日(土) 大塚・春日・瀬戸口・中村・篭原

７月11日(日) 桜山住宅・山下・通山・下野原・富岡・潟山

７月12日(月) 塩屋・火之神

７月13日(火) 田畑・山口・小園・宇都・桜馬場

７月14日(水) 松下・木場・木場住宅・千代田町・緑町

７月15日(木) 恵比須町・中町・旭町・泉町・石ヶ嶺・平田潟

９月23日(木) 枕崎・立神校区

９月24日(金) 桜山・別府校区

※対象地区以外の日程でも受診できます。

■枕崎市国民健康保険特定健診自治公民館表彰制度について

特定健診の受診率が高く、市民の健康に対する意識が高い自治公民館を表彰させていただく制度

です。賞状とともに副賞を授与する予定です。

問合せ 健康課保険医療係 TEL76-1127
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セット健診(複合健診)のお知らせ

市では枕崎市国民健康保険の方を対象とした特定健診をはじめ、後期高齢者医療を対象とした

長寿健診、胃がん検診、腹部超音波検診、肺がん検診、大腸がん検診、前立腺がん検診、肝炎ウ

イルス検診、骨粗しょう症検診を受けることができるセット健診を実施します。同日、同会場で

各種の健(検)診が受けられる、またとない機会ですので、ぜひ受診してください。

対象者には、各地区の保健推進員を通じて受診票を配布しています。まだ、通知の届いていな

い方は健康センターまでご連絡ください。なお、85歳以上の方は、個人通知はありませんが受診

は可能です。

※がん検診等の通知が今後不要な方は、検診受診票下部の「枕崎市が実施する検診通知不要届」

を記入し、市役所健康課または健康センターに提出してください。

対象者 昭和57年４月１日以前生まれの方

会場 南薩地域地場産業センター(松之尾町37－１)

受付時間 午前８時～10時 ※７月２日のみ午後６時～７時

健診機関 鹿児島県民総合保健センター

健(検)診日程

実施日 対象地区(公民館)

７月１日(木) 中原・瀬戸・茅野・小塚・山崎・大堀

７月２日(金) 東白沢・西白沢・板敷・鹿水高 ※夜間検診(胃がん検診はありません)

７月３日(土) 折口町・新町・木原・美初

７月４日(日) 下園・宝寿庵・西掘・亀沢・牧園

７月５日(月) 俵積田・松﨑・下山・駒水・真茅・田中

７月６日(火) 上竹中・奥ヶ平・道野・水流・田布川・金山・木口屋・界守・寺田・湯穴・岩崎

７月７日(水) 住吉町・山手町・港町・東本町

７月８日(木) 桜木町・西本町・岩戸

７月９日(金) 高見町・汐見町・宮前町・日之出町

７月10日(土) 大塚・春日・瀬戸口・中村・篭原

７月11日(日) 桜山住宅・山下・通山・下野原・富岡・潟山

７月12日(月) 塩屋・火之神

７月13日(火) 田畑・山口・小園・宇都・桜馬場

７月14日(水) 松下・木場・千代田町・緑町

７月15日(木) 恵比須町・中町・旭町・泉町・石ヶ嶺・平田潟

指定日に都合の悪い方は、上記日程の都合のよい日に受診してください。その場合、健康セン

ターへの連絡は不要です。

※９月23日、24日にもセット健診(健診機関＝ＪＡ鹿児島県厚生連健康管理センター)を実施します。

当日持参するもの

各種の健(検)診受診票(必要事項を記入してください)、保険証(枕崎市国民健康保険の方)、バ

スタオル(腹部超音波検診を受ける女性の方)、めがね(必要な方)

問合せ 健康センター TEL72-7176



             ９

スポーツ・文化イベント情報

問合せ スポーツ・文化振興課

TEL72-9998

特別企画展

「親愛なる友フィンセント 動くゴッホ展」

印象派を代表する画家フィンセント・ファン

・ゴッホにスポットをあて、コンピューターグ

ラフィックス技術を使った作品を集めた体験型

展覧会『デジタルファインアート展』として「

動くゴッホ展」を開催します。

会期 ７月11日(日)～９月５日(日)(会期中無休)

会場 南溟館

観覧料

一般1,000円(前売券：800円)

高大生800円(前売券：600円)

中学生以下無料

※団体割引等有り

チケットぴあ Ｐコード：685700

販売所 南溟館、枕崎市役所売店、枕崎駅前観

光案内所、観光案内所(お魚センター内)

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

7月の行事(午前10時から)

１日(木) 作って飾ろう(七夕)

２日(金) 作って飾ろう(七夕)

６日(火) 音楽遊び

７日(水) ママのための有酸素運動

８日(木) 救急講座

12日(月) ドライヘッドスパ体験(要予約)

13日(火) 園庭遊び後試食会(要予約)

15日(木) ママちゃれんじデーヘアゴム作り(要予約)

19日(月) カイロプラクティック体験(要予約)

21日(水) ベビーマッサージ教室(要予約)

26日(月) しゃぼん玉遊び

27日(火) しゃぼん玉遊び

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。

※13日(火)の園庭遊び、26日(月)、27日(火)の

しゃぼん玉遊びが雨の場合は、キッズルーム

で遊びます。
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日(曜日) 行 事 名 場 所 ・ 時 間 問 合 せ

５日(月)
初妊婦講座

母子手帳交付
健康センター 13:30～16:30

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)
初妊婦講座

母子手帳交付
健康センター 9:00～11:40

健康センター

72-7176

21日(水) 子育てサロン 健康センター 9:45～11:40
健康センター

72-7176

24日(土) 工作教室
市民会館 13:00～15:30

【対象】小、中学生、保護者

桜山地区公民館

72-2267

28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

枕崎の海の生物の

お話

枕崎地区公民館 10:00～12:00

【対象】小、中学生、保護者

枕崎地区公民館

72-9289

29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

こころの健康相談

会
健康センター 14:00～16:00

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。

※「◎」は高齢者元気度アップ・

ポイント事業の対象事業です。

まちのカレンダー７ 月

■謎かけの答え 直背後に立ってはならない

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


