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２・３ 枕崎市職員募集～職員採用試験を実施

４・５

募集(市営住宅の入居者／放送大学10月入校生／県立農業大学校入学生)、相談(年金相

談所の開設) 、お知らせ(新型コロナウイルス感染症の影響により収入が一定程度減少した

方に対して保険税(料)が減免される制度について／防空壕にご注意を)

６・７

お知らせ(市道の冠水対策工事に伴う通行止めについて／知っていますか？ヘルプマーク／

福祉職場就活応援セミナーの開催／歯周病検診を受診しましょう／地域エネルギー事業に

関するアンケート調査にご協力ください／介護保険料の引き上げについて／危険を感じた

ら、早めの避難を／令和３年度後期高齢者医療保険料の軽減割合の変更について)

８・９

お知らせ(国民年金保険料の免除制度について／野焼きは法律で禁止されています／片平山

公園ナイター照明改修工事に伴うグラウンド利用について／キオビエダシャクについて／

「きばらん海」を楽しみにしてくださっている市民の皆さんへ)、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

令令令和和和３３３年年年

７７７

８月の納税
納期限：８月 31 日(火)

市県民税２期

国民健康保険税３期

介護保険料３期

後期高齢者医療保険料３期

・県では国民健康保険運営方針に基づき、国保税を納期限までに納付している世帯との公平性を

確保するため、８月及び12月を「国保税滞納整理強化月間」とし、県下一斉に収納対策の強化

が図られます。納期限内納付へのご協力をお願いします。なお、災害や盗難、本人や家族の病

気、事業の休廃止、失業などやむを得ない事情により、市税等の納期ごとの納付が困難な方

は、早めに税務課までご相談ください。

・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してください。

問合せ 税務課管理収納係 TEL(73)2175／滞納整理係 TEL(76)1065

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。
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枕崎市職員募集～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

一般事務職Ａ ４名程度
昭和61年４月２日以降に生まれた者で、学校教育法に基づく高等学校(同等資
格を含む)以上の学歴を有する者または令和４年３月までに卒業見込みの者

一般事務職Ｂ 若干名

昭和56年４月２日以降に生まれた者で、学校教育法に基づく高等学校(同等資

格を含む)以上の学歴を有する者または令和４年３月までに卒業見込みの者の

うち次の要件を満たす者

・身体障害者手帳(１級～６級)、療育手帳、児童相談所等が発行した知的

障害の判定書及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(申請中

の者は不可)

・活字印刷による出題に対応できる者(福祉機器の使用により対応ができる

者を含む)

・聴覚機能障害者については、補装具等の使用により通常の電話や窓口の
応対に対応できる者

土木技師 ２名程度

昭和56年４月２日以降に生まれた者で、次のいずれかの要件を満たす者
・学校教育法に基づく高等学校(同等資格を含む)以上の学校で土木の学科を
履修し卒業した者または令和４年３月までに卒業見込みの者

・１級または２級土木施工管理技士の資格を有する者

電気技師 １名程度

昭和56年４月２日以降に生まれた者で、次のいずれかの要件を満たす者
・学校教育法に基づく高等学校(同等資格を含む)以上の学校で電気の学科を
履修し卒業した者または令和４年３月までに卒業見込みの者

・第一種または第二種電気工事士の資格を有する者

社会福祉士 １名程度
昭和56年４月２日以降に生まれた者で、社会福祉士の資格を有する者または
令和４年３月までに資格を取得する見込みの者

居住要件 採用後は、本市に居住できる者

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。

①日本国籍を有しない者 ②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 ③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 ④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

試験は第１次試験及び第２次試験とし、第２次試験は第１次試験合格者に対して行います。

第１次試験 教養試験、性格特性検査、作文試験、専門試験(土木技師、電気技師及び社会福祉士)

第２次試験 面接試験(集団討論、個別面接)、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

第１次試験 日時：９月19日(日) 午前８時30分～／会場：枕崎市市民会館(予定)

※新型コロナウイルス感染症対策のため、試験会場が変更になる場合があります。

第２次試験 日程：10月下旬を予定(第１次試験合格通知の際にお知らせします)／会場：枕崎市役所本庁

■受験手続及び受付期間

受験申込書用紙の入手方法

①総務課職員係で直接入手、②市ホームページからダウンロード、③郵送請求で入手(郵送請求する場合は、

返信用封筒(角形２号・240㎜×332㎜)に切手(120円)を貼り、宛先(申込者住所等)を明記して同封してくだ

さい)。

申込方法 受験申込書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・120

㎜×235㎜)を添えて、申込先に提出してください。なお、受験申込書には、必ず写真を貼ってくださ

い。郵送の場合は、封筒の表に「受験申込書在中」と朱書きしてください。

※一般事務職Ｂに申込みされる場合は、身体障害者手帳、療育手帳、児童相談所等が発行した知的障

害の判定書または精神障害者保健福祉手帳の写し１通を添付
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請求先及び申込先 〒898-8501 枕崎市千代田町27番地 枕崎市総務課職員係

受付期間 ８月19日(木)まで

※受付は午前８時30分～午後５時(土・日、祝日は除く。郵送の場合は、締切当日の消印まで有効)

・第１次試験合格発表は10月中旬までに、第２次試験合格発表は11月末日までに受験者全員に合否結

果を文書で通知します。

・最終合格者は、令和４年４月１日付けで採用の予定です。なお、卒業見込みの者にあっては高等学

校等を卒業できない場合や資格取得見込みの者にあっては資格を取得できない場合は、原則として

採用を取り消します。

・給与は枕崎市職員の給与に関する条例に基づき、給料及び諸手当が支給されます。また、学歴、職

歴等に応じて加算される場合があります。   

・試験会場では、新型コロナウイルス感染症対策のため、マスク着用をお願いします。

・試験前の２週間については、新型コロナウイルス感染防止に努めていただき、発熱等の症状がある

場合は、受験を控えていただきますようお願いします。なお、これを理由とした欠席者向けの再試

験は予定しておりません。

問合せ 総務課職員係 TEL76-1084
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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。

■市営住宅(随時募集)

募集戸数 １戸

・北亀沢団地106号【３階】(明和町270番地)

構造(間取り) 中層耐火造３階建(３ＤＫ)

建設年度 平成３年

家賃 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

放送大学10月入校生

令和３年度第２学期(10月入学)の学生を募集

中です。

放送大学では、テレビやインターネットを通

じて学ぶ通信制の大学です。働きながら大学を

卒業したい、学びを楽しみたいなど、さまざま

な幅広い世代・職業の方が学んでいます。詳細

はホームページでも紹介しています。

出願期限 ９月14日(火)

問合せ 放送大学鹿児島学習センター

TEL099-239-3811

県立農業大学校入学生

県立農業大学校では令和４年度の入学生を次

のとおり募集します。

養成部門

■推薦入試

試験日 10月６日(水)

出願期間 ８月16日(月)～９月17日(金)

※当日消印有効

募集人員 学科定員のおおむね３分の２以内

受験資格 高等学校を令和４年３月卒業見込み

の者で、次の各項に該当し、当該高等学校長が

推薦する者とする。

・本人または保護者の現住所が県内にある者

・本校に入学する意志が確実である者

・卒業後県内において農業に従事する見込みが

ある者

・人物が優秀で農業実習・寮生活に耐えられる者

・学業成績は調査書の教科科目評定値の平均が

「3.0」以上の者

■一般入試

試験日

Ａ日程 11月25日(木)

Ｂ日程 ２月２日(水)

Ｃ日程 ３月２日(水)

出願期間

Ａ日程 10月18日(月)～11月10日(水) ※当日

消印有効

Ｂ日程 １月４日(火)～27日(木) ※必着

Ｃ日程 ２月３日(木)～22日(火) ※必着

募集人員 定員115名(うち各学科定員の３分の

２程度以内は推薦入学)

受験資格

・高等学校を卒業した者、もしくは令和４年３

月に卒業見込みの者、またはこれと同等以上

の学力を有すると知事が認めた者

・卒業後農業関係に従事する見込みがあり、農

業実習・寮生活に耐えられる者

問合せ 県立農業大学校教務指導課

    〒899-3311 日置市吹上町和田1800

    TEL099-245-1071
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相   談 お 知 ら せ

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 ９月16日(木) 午前10時～午後３時

場所 市民会館和室

※８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

８月５日(木) 南九州市役所頴娃支所１階会議室

８月19日(木) 南さつま市民会館第１会議室

８月26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

新型コロナウイルス感染症の影響に

より収入が一定程度減少した方に対

して保険税(料)が減免制度について

新型コロナウイルス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、税務課課税係(14番窓口)にお問い

合わせください。

要件

①世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいず

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世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法第

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世帯の主たる生計維持者の減少することが見

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 TEL76-1066

防空壕にご注意を

防空壕の中は、崩落の危険や一酸化炭素中毒

になるなどの危険があります。

危険な防空壕については、本市においても安

全対策を行っていますが、まだ確認されていな

い箇所がある可能性もあります。

防空壕が子どもたちの遊び場にならないよう

地域で見守り、気付いた時は注意していただき

ますようご協力ください。

また、お近くに危険な防空壕がありましたら、

市役所まで情報提供をお願いします。

問合せ 建設課都市計画係 TEL76-1218
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市道の冠水対策工事に伴う通行止め

について

小江平交差点(枕崎中学校前五差路)から花渡

川に通ずる市道小江平木場線の冠水対策工事に

伴い、車両通行止めになります。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。

通行止め期間 ７月下旬～12月(予定)

規制時間 終日

工事箇所

問合せ 建設課土木係 TEL76-1217

知っていますか？ヘルプマーク

ヘルプマークは、義足や人工関節を使用して

いる方、内部障害や難病の方、妊娠初期の方な

ど、外見から援助等が必要なことが分からない

方々が、周りの人に支援が必要であることを知

らせ、障害等の特性に応じた支援を受けやすく

するためのマークです。

県では、これまでのヘルプカードに加え、７

月から、ストラップ型のヘルプマークを配布し

ます。

ヘルプマークを持っている方がお困りのよう

であれば、「どうしましたか？」と声をかける

などの手助けをお願いします。

配布窓口 各市町村、県庁障害者支援室、県地

域振興局(支所・事務所)、ハートピアかごしま

問合せ・申込先

・福祉課障害福祉係 TEL76-1197

・県庁障害者支援室

TEL099-286-2746／FAX099-286-5558

福祉職場就活応援セミナーの開催

県社会福祉協議会では、福祉現場への就職を

希望される方に対して、福祉職場就活応援セミ

ナーを開催します。申込みは、県社会福祉協議

会ホームページより受講申込書をダウンロード

のうえ、郵送またはFAXで提出してください。

開催日時 ８月１日(日) 午前10時～12時

場所 サンロイヤルホテル１階エトワール

対象者 福祉職場への就職を希望する一般求職

者及び大学、短大、専門学校等の在学者並びに

福祉の仕事に関心のある方

定員 100名

問合せ・申込み

県社会福祉協議会 福祉人材・研修センター

〒890-8517 鹿児島市鴨池新町１-７

TEL099-258-7888／FAX099-250-9363

歯周病検診を受診しましょう

本市では、受診券を使って歯周病検診を実施していま

す。歯周病は気づかないうちに進行し、歯を支えている

骨(歯槽骨)を溶かす病気です。また、全身の健康状態

(動脈硬化、心臓疾患、誤嚥性肺炎など)にも影響を与え

ることが分かってきました。この機会を利用し、ぜひ受

診してください。検診料は無料です。

対象の方へは、個人通知しておりますが対象の方で届

いていない方は健康センターへお問い合わせください。

実施期間 ３月18日まで

対象者 令和３年４月２日から令和４年４月１

日に満40歳、50歳、60歳、70歳となる方

検査内容 問診、口腔診査、歯周組織検査、ブ

ラッシング指導

申込み 予約が必要ですので、協力歯科医院に

申し込みのうえ受診してください。

その他 新型コロナウイルス感染症の発生状況

を踏まえて、無理のない範囲で受診してくださ

い。体調に不安のある方や、予約後に体調不良

を感じた場合は、受診を控えて、時期をずらし

て受診してください。

協力歯科医院一覧 有山歯科医院、今給黎歯科

医院、かわばた歯科医院、サザンリージョン病

院歯科、さめしま歯科、廣島歯科医院、ふぁみ

りー歯科医院、松原歯科医院、峰元歯科、山之

内歯科医院、草野歯科医院

問合せ 健康センター TEL72－7176
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地域エネルギー事業に関するアンケ

ート調査にご協力ください

市では、脱炭素社会の実現を支える新たな地

域エネルギー社会を創造するとともに、本市に

おける経済の地域内循環や災害復旧能力を向上

し、さまざまな地域課題の解決にも繋げる地域

のエネルギー事業を総合的に進めるための計画

策定に取り組んでいます。

今回、計画策定の基礎資料とするため、本市

が今後取り組んでいく地域エネルギー事業に対

する市民の皆さん及び事業所の意識に関して、

無作為に抽出した方を対象に、調査を実施する

ことになりました。

８月上旬にアンケート用紙を発送しますので、

アンケート用紙が届いた方は、調査の趣旨をご

理解していただき、回答の上、期限内に同封の

返信用封筒で郵送していただきますようお願い

します。

なお、このアンケートに関する業務は、業務

受託会社である(株)建設技術研究所が行います

ので、回答は同社に返送する形となります。

問合せ 企画調整課企画調整係 TEL76-1089

介護保険料の引き上げについて

令和３年度は保険料の見直しの年にあたり、

年間保険料が下記のとおり引き上げられます。

被保険者の皆さんにはご負担をおかけしますが、

ご理解とご協力をお願いします。

※各段階の判定基準については、広報まくらざ

き８月号または８月上旬に発送する納入通知

書に同封のチラシをご覧ください。

各段階の年間保険料

令和２年度 令和３年度

第１段階 20,300円 20,700円

第２段階 33,800円 34,600円

第３段階 47,400円 48,500円

第４段階 60,900円 62,300円

第５段階 67,700円 69,300円

第６段階 81,200円 83,100円

第７段階 88,000円 90,000円

第８段階 101,500円 103,900円

第９段階 115,000円 117,800円

問合せ 税務課課税係 TEL76-1066

危険を感じたら、早めの避難を

全国各地で、大雨による土石流などの土砂災

害や河川の氾濫などによる浸水被害が多発し、

多くの犠牲者が出ています。本市でも、いつこ

のような災害が起きてもおかしくありません。

各地で起きている災害等も自分のこととして捉

え、いざというときに迷わず行動できるよう準

備しておきましょう。

これから台風シーズンを迎えますが、自分が

住んでいる地域は、土砂災害や浸水被害が起き

やすい地域なのかどうか、今一度、防災マップ

等で確認し、どのタイミングで安全な場所に避

難するか考えて行動することが、自らの命を守

ることにつながります。

特に、豪雨時は河川の水位が急激に上昇して

氾濫したり、道路が冠水したりして非常に危険

な状態になります。周辺でいつもと違う現象が

起きたり、違和感を感じたら、市からの避難指

示等が出ていなくても、自ら安全な場所に避難

しましょう。防災の鉄則は「自分の命は自分で

守る」ことです。日ごろから複数の避難場所や

避難経路を考えておき、早めの避難を心掛けま

しょう。

問合せ 総務課危機管理対策係 TEL76-1086

令和３年度後期高齢者医療保険料の

軽減割合の変更について

均等割額の軽減割合について昨年度に引き続

き、今年度も段階的な見直しが行われています。

所得の少ない方の均等割額については、後期高

齢者医療制度の開始当初から、本来の額より９

割から7.75割を軽減した額で賦課されていまし

た。令和元年度に見直しが行われ、本来の軽減

割合である「７割軽減」へと段階的に軽減割合

の変更が行われています。昨年度「7.75割合軽

減」であった方は、今年度「７割軽減」へ変更

となり、保険料が引き上げとなっていますので

ご理解、ご承知おきの程よろしくお願いします。

令和２年度 令和３年度

軽減割合 7.75割減 ７割減

軽減後の

均等割額
12,300円 16,500円

問合せ 税務課課税係 TEL76-1066
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国民年金保険料の免除制度について

令和３年度の国民年金保険料の免除制度の受

付は７月１日より始まっています。お早めに手

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、保険料が納めることが

できない場合は、保険料を「全額免除」または

「一部免除(４分の３免除、半額免除、４分の

１免除)」できる制度があります。

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

課国民年金係までお問い合わせください。

問合せ 市民生活課国民年金係 TEL76-1096

野焼きは法律で禁止されています

屋外でごみを燃やす行為は「廃棄物の処理及び

清掃に関する法律」により、原則として禁止され

ており、ビニールやプラスチック類などのごみを

農地や空き地で燃やすことはできません。違反し

た場合は５年以下の懲役もしくは1,000万円以下の

罰金またはその両方が科せられる場合があります。

農業者が行う稲わら等の焼却、林業者が行う伐

採した枝等の焼却、漁業者が行う漁網に付着した

海産物の焼却など一部例外的に認められているも

のもありますが、ビニールやプラスチック類など

の焼却は例外行為として認められておらず、また、

有害物質が発生するため絶対に行ってはいけませ

ん。

問合せ 市民生活課環境整備係 TEL76-1097

片平山公園ナイター照明改修工事に

伴うグラウンドの利用について

片平山公園ナイター照明施設の改修工事に伴い、

下記の工事期間中にグラウンドの一部が利用でき

なくなります。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 ８月頃～10月(予定)

問合せ 建設課都市計画係 TEL76-1218

キオビエダシャクについて

キオビエダシャクは、イヌマキやナギの葉を

食べる害虫です。年数回発生し、幼虫は葉が無

くなるまで食害することもあります。近年、県

内においても被害区域が拡大しており、本市で

も被害が確認されています。

生態

・成虫の大きさは、開帳約６cm、体長約２cmです。

全体的に濃紺で、羽には黄色の帯があります。

・幼虫の大きさは、体長約５cmです。オレンジ色で、

黒色及び黄色の模様をしたシャクトリムシです。

駆除方法

・少数発生の場合は、木を揺すり、落下した幼

虫を捕殺または拾い集めてください。

・大量発生の場合は、トレボン乳剤(4,000倍希

釈)、スプラサイド乳剤(1,500～2,000倍希釈)

またはロックオン(1,000倍希釈)を散布してく

ださい。

※薬剤散布に当たっては、周辺住民や子ども等の

健康被害が生じないよう、風が強くない日に散

布するなど薬剤の使用方法及び使用上の注意事

項を遵守し、立地条件、気象条件を十分勘案の

上、安全かつ適正に実施してください。

問合せ 市民生活課環境整備係 TEL76-1097

「きばらん海」を楽しみにしてくだ

さっている市民の皆さんへ

今年度は、新型コロナウイルス感染症の感染

状況を踏まえて、三尺玉花火を含めた大規模な

花火大会は実施しませんが、小規模な花火打ち

上げを次のとおり２回計画しています。

花火打ち上げについては感染症対策のため、

日付のみのお知らせとします。

花火打ち上げ日 ８月７日(土)、14日(土)

※それぞれ10分程度

■「今年もラジオできばらん海」

昨年に引き続きラジオ特番が生放送されます。

枕崎で活躍しているさまざまな業種の方々が出演

します。ぜひお聴きください。

放送日 ８月９日(月・休) 午後４時～７時55分

放送局 ＦＭ鹿児島(76.6MHz)

※きばらん海についての詳細はきばらん海公式

ホームページをご覧ください。

問合せ 水産商工課観光交流係 TEL76-1668
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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』を開催しています。

会期 ９月５日(日)まで 会期中無休

会場 南溟館

観覧料

・一般＝1,000円

・高校、大学生＝800円

・中学生以下＝無料

会期中の催し

■ナイトミュージアム

開催日当日は夜９時まで開館時間を延長して

います。

日時 ８月７日(土)、14日(土)

会場 南溟館

■南溟館マルシェ＋アミュワゴン

日時 ８月21日(土)、22日(日) 午前11時～午

後４時

会場 南溟館パフォーマンス広場他

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

8月の行事(午前10時から)

２日(月) ドライヘッドスパ体験(要予約)

５日(木) ママのための有酸素運動

10日(火) ばぶちゃんデー(１歳半未満児)(要予

約)

11日(水) ハッスルキッズデー(１歳半以上児)

(要予約)

16日(月) カイロプラクティック体験(要予約)

18日(水) ベビーマッサージ教室(要予約)

27日(金) 誕生会

30日(月) しゃぼん玉遊び

31日(火) しゃぼん玉遊び

※10日(火)と11日(水)はどちらもぼんぼん作り

です。

※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。

※30日(月)、31日(火)のしゃぼん玉遊びは雨の

場合、キッズルームで遊びます。

※活動の内容は変更する場合がありますので、

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

２日(月) 戦争体験談
立神小学校 9:15～10:00

【対象】小学６年生

立神地区公民館

72-1693

４日(水) 読書の楽しみ
枕崎地区公民館 10:00～12:00

【対象】小・中学生

枕崎地区公民館

72-9289

10日(火) 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

16日(月) 初妊婦講座 健康センター 9:00～11:40
健康センター

72-7176

18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

19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

◎男性料理教室 健康センター 10:00～12:30
健康センター

72-7176

20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

21日(土)
◎ふれあい交流グラ

ウンドゴルフ大会

別府小学校 8:30～12:00

【対象】小学生、保護者、高齢者

別府地区公民館

76-2010

23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

28日(土)
科学工作・動くお

もちゃを作ろう

枕崎地区公民館 10:00～11:30

【対象】小・中学生、保護者

枕崎地区公民館

72-9289

※ 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８ 月

■謎かけの答え 超むかし（超むっかし）

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


