


「まん延防止等重点措置」適用に伴う主な市の施設の利用制限等について

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、次の施設の利用制限等をします。

施設名 施設等の対応 問合せ

火之神公園

(キャンプ場利用)
９月12日(日)までキャンプ利用休止

水産商工課観光交流係

76-1668

火之神公園プール
閉鎖

９月１日(水)以降は開設期間終了

水産商工課観光交流係

76-1668

台場公園海水プール
閉鎖

９月１日(水)以降は開設期間終了

建設課都市計画係

76-1218

市営プール

８月30日(月)まで新規予約停止

※予約済分は利用可能

８月31日(火)以降は開設期間終了

スポーツ・文化振興課

スポーツ振興係

76-1347

総合体育館
９月12日(日)まで新規予約停止

※予約済分は利用可能

スポーツ・文化振興課

スポーツ振興係

76-1347

武道館
９月12日(日)まで新規予約停止

※予約済分は利用可能

スポーツ・文化振興課

スポーツ振興係

76-1347

弓道場
９月12日(日)まで新規予約停止

※予約済分は利用可能

スポーツ・文化振興課

スポーツ振興係

76-1347

野球場
９月12日(日)まで新規予約停止

※予約済分は利用可能

スポーツ・文化振興課

スポーツ振興係

76-1347

テニスコート
９月12日(日)まで新規予約停止

※予約済分は利用可能

スポーツ・文化振興課

スポーツ振興係

76-1347

南溟館
９月12日(日)まで新規予約停止

※予約済分は利用可能

スポーツ・文化振興課

文化振興係

72-9998

市民会館
９月12日(日)まで新規予約停止

※予約済分は利用可能

生涯学習課公民館係

72-2221

サン・フレッシュ枕崎
９月12日(日)まで新規予約停止

※予約済分は利用可能

生涯学習課生涯学習係

76-1286

市立図書館 感染防止対策を徹底した上で利用可能
市立図書館

72-9254

※新型コロナウイルス感染症の県の対応により、期間延長等の変更がある場合があります。

※最新の情報は、市のホームページをご覧ください。



ページ 掲 載 内 容

２・３

募集(パソコン農業簿記記帳研修会参加者／県出身沖縄戦没者追悼式参列者／特定公共

賃貸住宅の入居者／ビジネスマナー研修会参加者)、相談(年金相談所の開設) 、お知ら

せ(就学時健康診断の実施について／敬老祝金を支給します)

４・５

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する

保険税(料)の減免制度について／福祉職場就活応援セミナーの開催／９月10日は「下水

道の日」～下水道 雨水も汚水もすーいすい～／９月は発達障害福祉月間です／「還付

金詐欺」に注意しましょう／介護保険料の引き上げについて／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／日常生活における外出行動や公共交通の利用状況

に関するアンケート調査にご協力ください／枕崎市国土基本図作成業務に伴う現地調査

を実施)

６・７
お知らせ(国民年金保険料の免除制度について／危険物取扱者試験を実施／女性がん検

診(完全予約制)を実施)、スポーツ・文化イベント情報、キッズだより

８ まちのカレンダー、枕崎弁「すんくじら狂句」

※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

８８８

税金は納期内に納めましょう

・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)

市税の納付はコンビニまたはスマ

ートフォンアプリでもご利用いた

だけます。



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に指導します。

対象者 農業者

持参物 ノートパソコン(農業簿記ソフトが必

要)、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(予定) ９月15日(水)、10月12日(火)、

11月９日(火)、12月14日(火)、１月19日(水)、

２月７日(月)

※途中からでも参加できますが、事前に農業委

員会事務局へお申し込みください。

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 TEL76-1094

県出身沖縄戦没者追悼式参列者

県出身沖縄戦没者追悼式への参列を希望される

ご遺族を募集します。新型コロナウイルス感染症

の状況により、今後変更になる可能性があります。

期日 11月16日(火)

※前日より団体行動となります。

場所 沖縄県糸満市平和記念公園内「摩文仁の

丘」鹿児島霊園

対象者 沖縄及び沖縄近海での戦闘で戦没した

方の配偶者及び３親等以内のご遺族

募集人員 ９人(県内全市町村で)

※申込み多数の場合は、選考となります。

申込先 福祉課社会係

申込期限 ９月10日(金)まで

問合せ

・県社会福祉課調査援護係 TEL099-286-2840

・福祉課社会係 TEL73-5612

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し込みください。

■特定公共賃貸住宅(随時募集)

募集戸数 １戸

・遠見番住宅302号(岩戸町311番地)

構造(間取り) 木造平屋建(３ＤＫ)

建設年度 平成７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はないこと。

問合せ・申込み 建設課建築係 TEL76-1219

ビジネスマナー研修会参加者

枕崎市若者定住育成協議会主催によるビジネ

スマナー研修会を開催します。

日時 10月26日(火) 午後１時30分～(３時間

程度)

場所 キャンピングオフィス osoto Makuraz

aki

講師 高崎恵氏(オフィスピュア)

内容 コミュニケーション講座(男女共同参画

の視点を取り入れたワークショップにより若者

同士のつながりや人間関係作りについて学ぶ)

対象者 中学校、高校、短期大学、大学、高等

専門学校、専修学校、各種学校等を平成31年３

月以降に卒業した方で、次のいずれかに該当す

る方

・本市居住で、市内または本市から通勤可能な

地域に就業(自営含む)した方

・市外居住で、市内の事業所に勤務している方

申込方法 電話にて、氏名、年齢、就業年度、

勤め先、連絡先(電話番号)をお知らせください。

申込期限 10月５日(火)

問合せ・申込み

枕崎市若者定住育成協議会事務局(企画調整課

政策推進係内) TEL76-1090



             ３

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

※「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。

※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９日(木) ちらん夢郷館専門技術研修室

９月30日(木) 南さつま市民会館第１会議室

10月７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

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４年度

に小学校入学を予定する子どもに対し、就学時

健康診断を下記の日程で実施します。

保護者への通知は住民基本台帳を基に作成し、

送付しますが、今後、住所変更(転出等)を予定

されている方は、学校教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 実施日 受付時間

桜山小学校

別府小学校

立神小学校

10月７日(木)
午後０時50分

～１時20分

枕崎小学校 10月21日(木)

※終了時間は午後４時の予定です。

場所 総合体育館

問合せ 学校教育課保健体育係 TEL76-1243

敬老祝金を支給します

市では、９月１日に本市に住所がある方で、

今年度87歳、98歳になられる方及び101歳以上

になられる方に敬老祝金の支給をします。支

給の際は、市役所の職員がご自宅にお伺いし

て支給しますので、印鑑を準備してお待ちく

ださい。

９月３日(金) 職員が訪問

・87歳到達者(昭和９年４月２日から昭和10年

４月１日の間に生まれた方)

・98歳到達者(大正12年４月２日から大正13年

４月１日の間に生まれた方)

９月９日(木) 市長が訪問

・101歳以上(大正10年４月１日以前に生まれ

た方)

問合せ 福祉課高齢者介護保険係 TEL76-1195



４

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

する保険税(料)の減免制度について

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

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、福祉職場への就職及

び復職等を希望される方に対して福祉職場就職

支援講座を開催します。申込みは、受講申込書

をFAXまたは郵送で提出してください。受講申

込書は、県社会福祉協議会ホームページからダ

ウンロードできます。

開催日時 11月６日(土)、13日(土) 午後１時

15分～４時30分

場所 かごしま県民交流センター

対象者 福祉職場への就職及び復職を希望する方

定員 各回40名 ※定員に達し次第受付終了

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

９月10日は「下水道の日」
～下水道 雨水も汚水も す－いすい～

９月10日は「下水道の日」として、下水道整

備の促進について皆さんに一層の理解と協力を

いただくことを目的に、全国一斉に下水道促進

のための運動が行われます。

下水道は、快適な生活環境と、海や河川など

公共用水域の水質保全を図るための施設です。

下水道供用区域内で、まだ下水道に接続して

いない家庭や飲食店及び水産加工場などの事業

所は、早めに接続していただき、環境保全にご

協力ください。

なお、今回「下水道の日」事業として、９月

15日まで市立図書館にて「下水道コーナー」を

設けて下水道の働きや役割について関連本を展

示しています。ぜひ、この機会にご覧ください。

問合せ 水道課下水管理係 TEL73-1091

９月は発達障害福祉月間です

障害のある方が、地域社会の中で皆さんとと

もに生きる共生社会を実現するため、９月を発

達障害福祉月間と定めて、毎年全国的な広報活

動を実施しています。

障害があっても一人一人が「自分らしく」生

きていくために、市民の皆さんのご理解とご協

力をお願いします。

問合せ 福祉課障害福祉係 TEL76-1197

「還付金詐欺」に注意しましょう

県内において、「還付金詐欺」の相談が増加

しています。

市役所や金融機関などの職員を名乗り、「年

金、税金、保険料などの還付金がある」などと

いって、口座番号を聞き出したり、ＡＴＭに誘

導したりする電話やメールには十分注意しまし

ょう。

家族やご近所で声をかけ合い、被害に遭わな

いようにしましょう。

問合せ 総務課危機管理対策係 TEL76-1086



             ５

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

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、ご承知おきください。

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

日常生活における外出行動や公共交

通の利用状況に関するアンケート調

査にご協力ください

全国的にバスや鉄道などの公共交通の利用者

が年々減少し、公共交通の維持が難しくなって

おり、本市においても同様の状況となっていま

す。

また、高齢化が進むなかでこれまで以上に公

共交通が重要になりますが、市内には公共交通

の利用が難しい地域も残っています。

本市では、市民の皆さんの移動手段を将来に

わたり確保するために、持続可能な「公共交通

のあり方」の検討を進めています。今後の検討

を進める上で、皆さんの日常生活における外出

行動や公共交通の利用状況などを把握すること

が重要であると考えており、市民の皆さんを対

象としたアンケート調査を実施することにしま

した。

８月中旬にアンケート用紙を発送しましたの

で、アンケート用紙が届いた方は、調査の主旨

をご理解いただき、ご回答の上、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事務は、業務

委託会社である(株)建設技術研究所が行います。

皆さんのご理解とご協力をお願いします。

問合せ 企画調整課企画調整係 TEL76-1089

枕崎市国土基本図作成業務に伴う現

地調査を実施

農業農村整備事業の計画等に必要となる本市

の国土基本図作成に伴い、本市の都市計画区域

外において、航空写真では判読不明または困難

な地形、地物及び施設等の種別、形状等につい

て現地調査を実施します。

調査期間 ９月30日(木)まで

※調査員は、市が認定した身分証明書を携帯し

調査を実施します。

受注業者 大成ジオテック株式会社

問合せ 農政課耕地林務係 TEL76-1184
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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」できる制度があります。

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

危険物取扱者試験を実施

令和３年度第２回危険物取扱者試験を次のと

おり実施します。「受験願書」は消防署にあり

ます。

日時 11月６日(土）午前10時試験開始(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 ９月17日(金)～10月１日(金)

※郵送の場合は10月１日の消印有効

・電子申請 ９月14日(火)午前９時～28日(火)

午後５時まで

※期間中24時間受付

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

消防本部警防課予防係 TEL72-0049

女性がん検診(完全予約制)を実施

令和３年度の女性がん(子宮頸がん)検診を下

記の日程で実施します。新型コロナウイルス感

染症拡大防止のため完全予約制となります。対

象者には個別に通知しますので、期限内に予約

をお願いします。なお、85歳以上の方は、個別

通知はありませんが受診は可能です。

※令和３年度の乳がん検診は、クーポン対象者

(下記参照)の方のみ受診可能となります。市

より送付された「乳がん検診受診無料クーポ

ン」を必ずご持参ください。

対象

・子宮頸がん検診：平成14年４月１日以前生ま

れの女性

・乳がん検診(クーポン対象者)：昭和55年４月

２日～昭和56年４月１日生まれの女性

検診日 10月１日(金)、２日(土)、４日(月)～

７日(木)

※乳がん検診は10月２日(土)のみ

予約受付期間 ８月18日～31日(土・日は除く)

午前９時～午後５時

予約受付方法       

①電話 県民総合保健センター(集団健診部予

約制窓口) TEL0570-048916

②インターネット(24時間受付) 市ホームペー

ジから「女性がん検診」と検索し、予約画面か

ら予約をお願いします。

会場 健康センター

検診内容

・子宮頸がん検診＝視診、細胞診

・乳がん検診＝乳房Ｘ線撮影(乳房Ｘ線撮影は

40歳代が２方向)

料金

・子宮頸がん検診＝1,000円(国民健康保険の方

500円)

・乳がん検診＝クーポン券持参で無料

※国民健康保険の方は、保険証を提示ください。

※次のいずれかに該当する方は無料になります。

・70歳以上の市民

・市民税非課税世帯・生活保護世帯で証明書を

提示した方

・令和３年度のクーポン券が送付されている方

(検診当日は必ずご持参ください)

※がん検診等の通知が今後不要な方は、女性が

ん検診通知下部の「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。次年度以降

通知をしないようにします。

問合せ 健康課健康促進係 TEL72-7176
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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。

期間 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

山﨑松峰書作展

本市出身で東京都に在住の山﨑耕氏による書

作展を開催します。

「ここから未来へ」をコンセプトに、さまざ

まな書道の各書体の作品76点を展示します。

期間 ９月８日(水)～12日(日)

会場 南溟館第１展示場

観覧料 無料

焼酎ポスター展

薩摩酒造株式会社の協力により、歴代の焼酎

ポスターを一堂に展示します。

期間 ９月19日(日)～10月17日(日)

会場 南溟館第２展示場、市民ギャラリー

観覧料 無料

しゃらくたてがみ写真展

枕崎の写真グループ「しゃらくたてがみ」に

よる作品展を開催します。

期間 ９月19日(日)～10月17日(日)

会場 南溟館第１展示場

観覧料 無料

※新型コロナウイルス感染症の影響により、内

容を変更、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。

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

９月の行事(午前10時から)

３日(金) 発達講座

６日(月) ドライヘッドスパ体験(要予約)

７日(火) 園庭遊び後試食会(要予約)

９日(木) ばぶちゃんデー(１歳半未満児)(要予

約)

10日(金) ハッスルキッズデー(１歳半以上児)

(要予約)

13日(月) カイロプラクティック骨盤調整(要予

約)

14日(火) 読み聞かせ

15日(水) ベビーマッサージ教室(要予約)

17日(金) ママちゃれんじデーアイシングクッ

キー教室(要予約)

22日(水) ママの為の有酸素運動

24日(金) 誕生会

27日(月) 英語で遊ぼう

28日(火) 音楽遊び

※９日(木)と10日(金)はどちらも敬老の日のプ

レゼント作りです。

※７日(火)の園庭遊びは、雨の場合、キッズル

ームで遊びます。

※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。
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日(曜日) 行 事 名 場 所 ・ 時 間 問 合 せ

６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

９日(木) ◎男性料理教室 健康センター 10:00～12:00
健康センター

72-7176

13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

16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

17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

18日(土) 親子おやつ作り
別府地区公民館 13:00～15:00

【対象】小・中学生、保護者

別府地区公民館

76-2010

21日(火) 母子手帳交付 健康センター 9:00～11:30
健康センター

72-7176

29日(水) ◎男性料理教室 城山センター 10:00～12:00
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。

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

まちのカレンダー９ 月
※「◎」は高齢者元気度アップ・

ポイント事業の対象事業です。

■謎かけの答え とまい(止まい・泊)


