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ページ 掲 載 内 容

２・３

募集(放送大学４月入学生／合同企業説明会参加企業)、相談(無料人権相談所を開設／年金

相談所を開設)、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について／

庁舎本館１階案内表示について)

４・５

お知らせ(プレミアム付グルメ・宿泊クーポン券「枕エールチケット」の販売について／北

朝鮮人権侵害問題啓発週間／令和３年分所得税および復興特別所得税、消費税および地方消

費税並びに贈与税の申告相談会場等について／ダイレクト納付をご利用ください／お口元気

歯ッピー健診実施について／ミツバチの飼育は届け出が必要です／令和４年度保育所・認定

こども園新規入所について)

６・７

お知らせ(水路工事に伴う交通規制について／水道・下水道に接続している建物の解体・リ

フォームを予定している方へ／ふるさと美化活動の実施について／市長選挙立候補予定者説

明会を開催／マイナンバーカードの手続きはお済みですか／市内医療機関におけるインフル

エンザ予防接種費用の一部助成期間の延長について／手続きはお済みですか～年金生活者支

援給付金)

８・９
お知らせ(12月４日～10日は「第73回人権週間」)、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

国民健康保険税５期

市県民税４期

介護保険料５期

後期高齢者医療保険料５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月および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。納期内の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をしてください。

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

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

相   談

放送大学４月入学生

2022年度第１学期(４月入学)の学生を募集中

です。

放送大学は、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、学びを楽しみにしたいなど、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。

■募集学生の種類

教養学部

・科目履修生(６カ月在学し、希望する科目を

履修)

・選科履修生(１年間在学し、希望する科目を

履修)

・全科履修生(４年以上在学し、卒業を目指す)

大学院

・修士科目生(６カ月在学し、希望する科目を

履修)

・修士選科生(１年間在学し、希望する科目を

履修)

出願期間

・第１回＝11月26日(金)～２月28日(月)

・第２回＝３月１日(火)～３月15日(火)

ホームページ https://www.ouj.ac.jp

問合せ 放送大学鹿児島学習センター

TEL099-239-3811

合同企業説明会参加企業

枕崎市若者定住育成協議会主催による高校生

を対象とした、合同企業説明会を開催します。

高校生に地元にどんな企業があるかを知っても

らい、将来の地元への就職促進へつなげるため

の説明会です。参加企業を募集しますので、ぜ

ひお申し込みください。

日時 令和４年２月25日(金) 午前10時30分～

午後３時

場所 総合体育館

参加者

・枕崎高等学校および鹿児島水産高等学校の２

年生を予定

・市内に就業場所を有する企業

内容 各企業の担当者がブースにおいて企業の

概要を説明

参加申込締切 12月24日（金）

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

無料人権相談所を開設

人権に関する相談所を次のとおり開設します。

相談は無料で、秘密は固く守られますので、

お気軽にご相談ください。

日時 12月16日(木) 午前10時～午後３時

場所 市民会館第３会議室

相談内容 人権に関すること等

相談員 地元人権擁護委員

問合せ 総務課秘書広報係 TEL72-0033
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お 知 ら せ年金相談所を開設

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 令和４年１月13日(木)

午前10時～午後３時

場所 市民会館和室

※12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。

※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

12月２日(木) 南九州市頴娃支所１階会議室

12月16日(木) 南さつま市民会館第１会議室

12月23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お

よ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項各号および

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

庁舎本館１階案内表示について

市役所本館１階の案内表示を改修します。

改修は、12月からの予定です。

今回の改修に伴い、本館１階の窓口番号が

変わります。詳しい内容が決まりましたら、

市のホームページでお知らせします。

問合せ 総務課秘書広報係 TEL72-0033
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プレミアム付グルメ・宿泊クーポン

券「枕エールチケット」の販売につ

いて

枕崎市通り会連合会では、新型コロナウイル

ス感染拡大により、売上が減少している飲食店

および宿泊業者等の事業継続を支援するととも

に、地域経済循環を高めることを目的としたプ

レミアム付グルメ・宿泊クーポン券「枕エール

チケット」を販売します。

販売期間 11月24日(水)から

※売り切れ次第、終了します。

販売場所 市内７郵便局

販売内容 １セット4,000円分を3,000円で販売

(市内にお住まいの方限定)

※ご購入はお一人様３セットまで(ご家族分の

購入も可能)

使用期限 令和４年１月31日(月)

問合せ 枕崎市通り会連合会

TEL080-3941-7192

北朝鮮人権侵害問題啓発週間

平成18年６月に「拉致問題その他北朝鮮当局

による人権侵害問題への対処に関する法律」が

施行され、毎年12月10日から16日までの１週間

を「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」とすること

とされました。

北朝鮮当局による人権侵害問題を解決するた

めには、この問題について関心と認識を深めて

いくことが大切です。

特に拉致問題は、我が国の主権や国民の生命

と安全に関わる重大な問題であり、被害者の即

時帰国と納得のいく説明を行うよう強く求めて

います。

北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識

を深めましょう。

問合せ 鹿児島地方法務局 TEL099-259-0684

令和３年分所得税および復興特別所

得税、消費税および地方消費税並び

に贈与税の申告相談会場等について

知覧税務署が開設する申告相談会場は次のと

おりです。

申告相談会場では、混雑を回避するため、入

場制限を行う場合があります。多くの方がお越

しになる申告相談会場ではなく、ぜひ、ご自宅

からe-Taxをご利用ください。

会場 知覧税務署１階会議室

期間 令和４年２月16日(水)～３月15日(火)

※土・日、祝日を除く。

受付時間 午前９時～午後４時

問合せ 知覧税務署 TEL83-2411※自動音声案内

ダイレクト納付をご利用ください

ダイレクト納付とは、e-Taxによる簡単な操

作で、事前に税務署に届出をした預貯金口座か

らの振替により、即時または指定した期日に納

付することができる便利な電子納税です。

ダイレクト納付を利用すると、金融機関や税

務署の窓口に出向く必要がないことに加え、即

時または指定した期日に納付することができる

ため、資金繰りの調整に活用できます。

なお、e-Taxに納付日、納付金額等を事前に

登録することで、納付期限前に計画的な納付

(ダイレクト納付を利用した予納)ができますの

で、ぜひご利用ください。

ダイレクト納付の利用手続きについては、e-

Taxホームページ(https://www.e-tax.nta.go.j

p)をご覧ください。

※届出から利用可能となるまでに１カ月程度か

かりますので、お早めに手続きをお願いしま

す。

問合せ 知覧税務署 TEL83-2411※自動音声案内
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お口元気歯ッピー健診実施について

鹿児島県後期高齢者医療広域連合では、今年

度に、76歳および80歳の誕生日を迎えられる方

を対象に、口腔健診(お口元気歯ッピー健診)を

実施しています。

お口の健康を保つことは、全身の健康を維持

することにつながります。しかし、高齢期にな

るほど、お口の機能は低下していきやすいもの

です。この健診は、むし歯や歯周病だけでなく、

お口の機能のチェック、肺炎予防などを目的に

実施されていますので、義歯(入れ歯など)を使

用中の方も受診いただけます。

対象者には５月末に受診券(オレンジ封筒)を

送付していますが、お持ちでない方は、下記の

問い合わせ先へご連絡ください。

口腔健診は、下記の市内協力医療機関のほか、

市外の県医師会に所属する歯科医療機関で受診

することができます。

健診期間 令和４年１月31日(月)まで

健診料 無料

対象者

・昭和20年４月１日～昭和21年３月31日生まれ

の被保険者

・昭和16年４月１日～昭和17年３月31日生まれ

の被保険者

協力医療機関 廣島歯科医院、ふぁみりー歯科、

峰元歯科医院、社会医療法人聖医会サザン・リ

ージョン病院、さめしま歯科、山之内歯科医院、

有山歯科医院、デンタルクリニック有山、かわ

ばた歯科医院、今給黎歯科医院、草野歯科医院

注意事項 必ず事前に歯科医療機関へお問い合

わせの上、無理のない範囲で受診してください。

問合せ 鹿児島県後期高齢者医療広域連合業務

課保健事業班 TEL099-206-1329

ミツバチの飼育は届け出が必要です

ミツバチを飼育する人は、毎年１月末までに

県に届け出が必要です。蜜を採ったり、冬を越

すために巣箱を動かしたりする場合は、動かす

２カ月前までに申請してください。

問合せ・届出先 南薩地域振興局農政普及課畜

産振興係 TEL52-1345

令和４年度保育所・認定こども園新

規入所について

令和４年４月１日から新規で保育所または

認定こども園(保育所部分)への入所を希望す

る児童の受付を開始します。

※認定こども園の「幼稚園部分」での入園を

希望される方は、各園に直接申込みをして

ください。

対象児童 保護者が就労、妊娠や出産、病気、

障害、病人の看護、災害復旧、求職活動、就

学などの事情により保育が必要な児童

■申込書の配布について

入所希望の方には福祉課社会係で「入所申

込書」等を配布し、必要書類の説明をします。

配布期間 12月１日(水)～24日(金)

■申込書の受付について

受付期間 令和４年１月４日(火)～28日(金)

提出先 福祉課社会係

※保育所および認定こども園では、入所手続

きはできませんのでご注意ください。

※保育所等の定員数などにより、第１希望の

施設へ入所できないことがありますので、

ご了承ください。

※市外の保育所または認定こども園入所を希

望する場合も、手続きは枕崎市で行う必要

があります。市外の保育所または認定こど

も園入所を希望される場合は、お早めにご

相談ください。

※年度途中の入所についても、随時、受付を

しています。入所希望日の前の月の15日ま

でに必要書類を提出してください。原則と

して毎月１日の入所となります。

申込み･問合せ 福祉課社会係 TEL73-5612
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水路工事に伴う交通規制について

下記の日程で、水路工事を行います。工事に

伴い、交通規制が敷かれますので、皆さんのご

理解とご協力をお願いします。

工事場所 小江平交差点内

規制内容 片側交互通行

規制日時 12月13日(月)～23日(木) 午後８時

～翌朝６時

問合せ 建設課土木係 TEL76-1217

水道・下水道に接続している建物の

解体・リフォームを予定している方

へ

水道管や下水道の取付管・排水設備を改造・

撤去する際は、水道課へ届け出が必要です。

また、このような工事は市が指定する業者し

かできませんので、建物の解体・リフォームの

際は、建築・解体業者だけでなく、指定された

水道・下水道業者への依頼もお願いします。

なお、市内の水道・下水道の指定工事店は市

のホームページに掲載していますので、ご参照

ください。

問合せ

・水道課施設係 TEL76-1147

・水道課下水道係 TEL76-1149

ふるさと美化活動の実施について

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」が実施されます。

ぜひ、自分のお住まいの地域での活動に参加

してください。

なお、各公民館の都合により別の日に行うと

ころもありますので、それぞれの地域で確認し

てください。

実施日 12月５日(日) ※予備日12日(日)

■作業上の注意点

・この日は、一般家庭ごみおよび事業所ごみの

内鍋清掃センターへの持込みは出来ません。

持込みができるものは、清掃活動で出た草木

類やポイ捨てされたごみと地区収集の粗大ご

みに限ります。

・美化活動を実施する公民館は、事前に実施日

とごみ搬入等の有無について市民生活課まで

連絡をお願いします。

・搬入車輌が多く、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むなどきちんと分別を行

ってください。

・ごみの搬入時間は、午前８時～正午(午前中)

です(予備日も同様)。

・作業中は皆さんで声を掛け合って、ケガのな

いように十分注意してください。

市民の皆さんのご協力をお願いします。

※草木ごみを内鍋清掃センターへ搬入する場合

は、搬送途中で道路に散乱しないように配慮

した運搬をお願いします。

問合せ 市民生活課環境整備係 TEL76-1097

市長選挙立候補予定者説明会を開催

市長選挙が令和４年１月23日(日)に執行され

ます。

この選挙に立候補を予定している方を対象に、

次の日程で説明会を開催しますので、関係者は

お集まりください。

日時 12月11日(土) 午前９時30分～

場所 市民会館第１会議室

その他 １立候補予定者につき来場者は３名以

内、関係書類は１部とさせていただきます。筆

記用具はお持ちください。

問合せ 選挙管理委員会事務局 TEL72-1121



             ７

マイナンバーカードの手続きはお済

みですか

平日の昼間に市役所に行くことが難しい方の

ために、下記の日程で窓口を延長しています。

多くの方のご利用をお待ちしています。

日時

・毎週木曜日 午後７時30分まで

・毎月第２・第４日曜日

午前８時30分～午後５時15分

場所 市民生活課16番窓口

必要なもの

申請：身分証明書(運転免許証等)、通知カード

受取：身分証明書(運転免許証等)、交付通知書

ハガキ

更新：マイナンバーカード、委任状(代理人に

依頼するときのみ)

※申請に必要な顔写真は、窓口にて無料で撮影

します。

※マイナンバーカード関係以外の事務は取り扱

いません。予めご了承ください。

問合せ 市民生活課市民係 TEL76-1093

市内医療機関におけるインフルエン

ザ予防接種費用の一部助成期間の延

長について

市では、65歳以上の方、生後６カ月から小学

２年生までのお子さん、妊娠中の方に対してイ

ンフルエンザ予防接種費用の一部助成を行って

おり、予診票を送付しています。

費用助成の期間は、12月31日接種分までとな

っていましたが、昨年度と比べワクチンの供給

量が少なく、供給時期が遅れることが見込まれ

るため、令和４年１月31日接種分まで延長しま

す(市内の医療機関での接種のみ対象となりま

す)。

問合せ 健康センター TEL72-7176

手続きはお済みですか～年金生活者

支援給付金

年金生活者給付金は、公的年金等の収入や所

得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支

援するために、年金に上乗せして支給されるも

のです。

対象となる方には、８月下旬より日本年金機

構からハガキ(年金生活者支援給付金請求書)が

送付されています。

ハガキが届いた方で、まだ提出していない方

は、12月末(日本年金機構必着)までに提出して

ください。

対象となられる方でハガキが届いていない場

合や紛失した場合は、市民生活課国民年金係に

ご相談ください。

※令和４年１月４日までに請求書が届くように

ご投函いただけなかった場合、令和４年２月

分以降からのお支払いとなり、令和３年10月

分から令和４年１月分までの年金生活者支援

給付金を受け取れませんので、ご注意くださ

い。

■対象者・条件

老齢基礎年金を受給している方

・65歳以上である。

・市民税非課税世帯である。

・年金収入額とその他所得額の合計が約88万円

以下である。

※上記３つの要件を全て満たしている必要があ

ります。

障害・遺族基礎年金を受給している方

・前年の所得額が約472万円以下である。

問合せ 市民生活課国民年金係 TEL76-1096
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12月４日～10日は「第73回人権週間」

「育てよう一人一人の人権意識 -思いやりの心・かけがえのない命を大切に-」

人権週間は、昭和23年(1948年)12月10日の国連総会において「世界人権宣言」が採択されたこ

とを記念して、「人権デー」を最終日とする１週間(12月４日～10日)を定めたもので、今年で、

73回目を迎えます。

「人権」とは、誰もが生まれながらにしてもっている権利です。人間が人間らしく生きていく

ための、誰からも侵されることのない基本的権利で、日本国憲法によってすべての国民に保障さ

れています。

このような人権問題を解決するためには、お互いの人権が尊重され、差別や偏見のない社会の

実現に向けて努力を重ねていくことが大切です。

そのためにも、誰もが、命の尊さ・大切さや、自己がかけがえのない存在であると同時に、他

人もかけがえのない存在であることを真に実感し、お互いの人権を尊重し合うとともに、「思い

やりの心」と「かけがえのない命」を大切にすることが必要です。

人権の啓発が進むにつれ、人々の人権感覚は高まりつつありますが、今一度「人権」とは何な

のか、そしてお互いの人権を尊重し合うことの大切さを考えてみませんか。

人権擁護委員

各市町村には、法務大臣が委嘱した民間ボランティアの人権擁護委員が配置され、地域の相談

パートナーとして人権に関するさまざまな相談に応じていますので、お気軽にご相談してくださ

い。

本市では、次の方々が人権擁護委員として活動しています。

牛山好治氏、池田良子氏、篭原修氏、茅野寿満子氏、平田朝子氏、松野下富士郎氏

法務省人権擁護機関では、人権週間以外においても、面接による相談のほか、下記のとおり相

談に応じています。なお、相談はいずれも無料で、秘密は固く守られます。

電話・面接相談窓口

午前８時30分から午後５時15分まで土・日、祝日を除きます(面接も同じ)。

・みんなの人権110番(全国共通) TEL0570-003-110

・子どもの人権110番(全国共通) TEL0570-007-110

・女性の人権ホットライン(全国共通) TEL0570-070-810

・鹿児島地方法務局知覧支局 TEL83-2208

※子ども人権110番以外の通話料は、相談者のご負担となります。

インターネット人権相談窓口

24時間受け付けております。ただし、通信料は相談者のご負担となります。

・パソコンから http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken113.html

・携帯電話から https://www.jinken.go.jp/soudan/mobile/001.html

問合せ

・総務課秘書広報係 TEL72-0033

・生涯学習課生涯学習係 TEL76-1286



             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

枕崎市「かつおの絵」コンクール展

市内の小・中学生の児童生徒による「かつお」

をテーマにした作品120点を展示します。

期間 11月28日(日)まで

会場 南溟館

観覧料 無料

～南溟館臨時休館のお知らせ～

内部改修工事に伴い、下記の期間、南溟館は

臨時休館します。

休館期間 11月29日(月)～令和４年１月31日(月)

第45回枕崎新春かつおジョギング大会の

中止について

令和４年１月30日に開催を予定しておりまし

た「第45回枕崎新春かつおジョギング大会」に

つきましては、新型コロナウイルス感染症拡大

防止の観点からランナーの皆さん、沿道で応援

してくださる皆さん、大会運営に携わる皆さん

の安全を確保するため、中止を決定しました。

大会を楽しみにしていただいた皆さんには大

変ご迷惑をおかけしますが、ご理解いただきま

すようお願いします。

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・

幼児およ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

12月の行事（午前10時から）

日 曜日 行事の内容 要予約

７ 火 音楽遊び

９ 木
ばぶちゃんデー

（１歳半未満児）

10 金
ハッスルキッズデー

（１歳半以上児）

13 月
カイロプラクティック骨盤

調整
〇

14 火 園庭遊び後試食会 〇

15 水 ベビーマッサージ教室 〇

20 月 ドライヘッドスパ体験 〇

21 火 クリスマス会 〇

22 水 誕生会

28 火
ママちゃれんじデー

～フラワーアレンジメント～
〇

※９日(木)と10日(金)は、どちらともクリスマ

スブーツ作りです。

※14日(火)の園庭遊びは、雨天の場合、キッズ

ルームで遊びます。

※年末年始のお休みは12月29日(水)から１月３

日(月)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、早めにお申し込みく

ださい。
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■謎かけの答え＝先生

日(曜日) 行 事 名 場 所 ・ 時 間 問 合 せ

９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

13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

15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

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

市民全体で声かけ・あいさつに

取り組みましょう。

市民会館

72-2221

18日(土)

クリスマスのケー

キ作り

桜山地区公民館 13:30～15:30

【対象】小・中学生、保護者

桜山地区公民館

72-2267

高齢者と子どもた

ちとのふれあい交

流そまんずし作り

別府地区公民館 8:30～12:00

【対象】小・中学生、保護者

別府地区公民館

76-2010

20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

※ 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12 月 ※「◎」は高齢者元気度アップ・

ポイント事業の対象事業です。


