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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(会計年度任用職員(生活困窮者自立相談支援員)／南薩土地改良区職員／商品量目調査

会および計量教室の参加者／「令和４年度鹿児島県出身沖縄戦没者追悼式」参列遺族につい

て)、相談(労使間のトラブルに関する相談会／年金相談所を開設)

６・７

相談(無料人権相談所を開設)、お知らせ(児童手当の手続きについて／全国瞬時警報システ

ム(Ｊアラート)による全国一斉情報伝達訓練を実施／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／８月は「人権同和問題啓発強調月間」／歯周病検診を受診しまし

ょう／就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定試験／キオビエダシャクについて)

８・９

お知らせ(令和４年度後期高齢者医療保険料の引き上げについて／国民年金保険料の免除制

度について／さつま黒潮「きばらん海」枕崎港まつりの入場方法について)、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

８月の納税
納期限：８月 31 日(水)

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

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。
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枕崎市職員募集～職員採用試験を実施

■採用職種、予定人員および受験資格

職種 採用予定人員 受験資格

一般事務職Ａ ６名程度
昭和62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５年３月までに卒業見込
みの者

一般事務職Ｂ 若干名

昭和57年４月２日以降に生まれた者で、次の要件をすべて満たす者

・学校教育法に基づく高等学校(同等資格を含む)以上の学歴を有する者

または令和５年３月までに卒業見込みの者

・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

的障害の判定書および精神障害者保健福祉手帳のうち、いずれかの交

付を受けている者(申請中の者は不可)

土木技師 １名程度

昭和57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５年３月までに卒業見込みの者

・土木施工管理技士２級以上の資格を有する者

保健師 ２名程度
昭和57年４月２日以降に生まれた者で、保健師の免許を有する者または
令和４年度実施の国家試験で取得する見込みの者

社会福祉士 １名程度
昭和57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５年３月までに資格を取得する見込みの者

消防士 ２名程度

①平成９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５年３月までに卒
業見込みの者

②平成７年４月２日以降に生まれた者で、救急救命士の免許を有する者
※この他、身体検査について、次のような採用基準があります。
・裸眼視力または矯正視力が、両眼0.7以上、かつ一眼がそれぞれ0.3以
上であること

・消防士として職務に必要な色覚および聴力を有する者で、四股、内臓
等に疾患がないこと

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

■試験の方法および内容

試験は第１次試験および第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(消防士は消防適性試験)、作文試験、専門試験(土木技師、保

健師および社会福祉士)、体力測定(消防士※男女の体力差を考慮します)

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)

■試験の日時および場所

第１次試験 日時：９月18日(日) 午前８時30分～／会場：枕崎市市民会館

第２次試験 日程：11月上旬を予定(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

■受験手続きおよび受付期間

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)
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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

請求先および申込先 〒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18日(木)まで

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

■その他

・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５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免許等取得見込みの者にあっては免許等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、給料およ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症の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

会計年度任用職員(生活困窮者自立相

談支援員)

希望者は、「枕崎市会計年度任用職員申込書

兼履歴書」(福祉課援護係備付け)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、福祉課援護係まで提

出してください。

募集人員 １名

応募資格

・パソコンにて文字入力ができる方

・福祉に関心のある方

・普通自動車運転免許を取得している方

報酬(月額） 132,000～149,800円

手当 期末手当、通勤手当(２㎞未満は支給なし)

保険等 健康保険、厚生年金、雇用保険、公務

災害補償

業務内容 生活困窮者からの相談および支援

勤務時間 午前９時～午後５時(土・日曜、祝

日、年末年始休暇を除く)

任用期間 合格発表後の翌月１日～令和５年３

月31日(期間終了後、再度任用する場合があり

ます)

試験日時 一定期間の応募者に対して、試験日

時・場所等を連絡します。なお、採用予定人員

に達し次第、募集を中止します。

選考方法 面接試験(採用予定者のみ健康診査)

問合せ・申込み 福祉課援護係 TEL76-1194

南薩土地改良区職員

南薩土地改良区では、職員補充のため、畑地

かんがい施設の管理職員(電気技術者)を次のと

おり募集します。

募集人員 １名

受験資格

・採用日時点で、電気事業法の規定に基づく、

電気主任技術者認定校を卒業し、第三種電気

主任技術者免状の認定要件を満たしている方、

もしくは電気主任技術者免状を有する方。

・採用日時点で32歳以下の方。

・採用後、指宿市、南九州市(旧頴娃町、旧知

覧町)、枕崎市に居住できる方。

・普通自動車免許(AT限定不可)を有する方。

申込期間 ８月15日(月)～９月15日(木)

※土・日曜、祝祭日は除く。

申込方法 受験申込書(南薩土地改良区事務所

備付け)を南薩土地改良区庶務係に提出してく

ださい。

給与等

・南薩土地改良区の給与規定による。

・社会保険等、賞与・昇給、有給休暇あり。

採用日(予定) 令和５年４月１日

受験日(１次試験) ９月25日(日)(予定)

※受験者には後日連絡します。

問合せ 南薩土地改良区庶務係 TEL36-1301

商品量目調査会および計量教室の参加者

この調査会は、計量に関心を深めてもらうた

めに、実施します。

一般の方に商品を試し買いしていただき、そ

の商品を検量することにより、計量に関心を持

っていただくことが目的です。

なお、購入した商品については、参加者に持

ち帰っていただきます。

日時

・商品量目調査会 ８月22日(月) 午後１時30

分～４時

・計量教室 ８月23日(火) 午前10時～正午

募集人員 10名(２人１組で調査)

※両日参加が条件

主催 鹿児島県、枕崎市、(社)鹿児島県計量協会

応募締切 ８月12日(金)

問合せ 水産商工課商工振興係 TEL76-1667



             ５

相   談

「令和４年度鹿児島県出身沖縄戦没

者追悼式」参列遺族について

鹿児島県出身沖縄戦没者追悼式に参列される

ご遺族を募集します。希望する方は福祉課社会

係で必要書類を受け取り、お申し込みください。

期日 11月15日(火)

※前日からの団体行動になります。

場所 鹿児島霊園 沖縄県糸満市平和祈念公園

内(摩文仁の丘)

対象者 沖縄および沖縄近海での戦闘で戦没し

た方の配偶者および三親等以内のご遺族

※県内に住民登録している方に限ります。

募集人員 県内全市町村で９名(申込多数の場

合は選考)

申込先 福祉課社会係

申込期間 ８月１日(月)～31日(水)

※新型コロナウイルス感染症の感染状況により、

今後変更になる可能性があります。

問合せ

・県くらし保健福祉部社会福祉課調査援護係

TEL099-286-2840

・福祉課社会係 TEL73-5612

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。

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等する場合があります

ので、詳しくは下記までお問い合わせください。

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)

※令和４年12月は20日(火)に開催

場所 鹿児島県労働委員会(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 鹿児島県労働委員会事務局

    TEL099-286-3943／FAX099-286-5653

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 ９月15日(木) 午前10時～午後３時

※８月は枕崎市での年金相談はありません。

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。

８月４日(木) ちらん夢郷館専門技術研修室

８月18日(木) 南さつま市民会館第１会議室

８月25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

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 ８月18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

児童手当の手続きについて

例年、６月１日時点の児童手当受給者の就労

状況について、現況届で確認をしていましたが、

今年度から現況届が原則廃止となりました。

このため、受給者の医療保険が切り替わった

場合(国民健康保険から社会保険、社会保険か

ら国民健康保険等)は、健康保険証と印鑑(認印

可、シャチハタ不可)をご持参していただき、

福祉課社会係へ届け出てください。

問合せ 福祉課社会係 TEL73-5612

全国瞬時警報システム(Ｊアラート)

による全国一斉情報伝達訓練を実施

地震・津波や武力攻撃などの発生時に備え、

全国一斉に緊急情報の伝達訓練が実施されます。

全国瞬時警報システム(Ｊアラート)から送られ

てくる緊急情報を、人工衛星などを用いて国か

ら送信し、防災行政無線により緊急情報を確実

に皆さんへお伝えするために行うものです。

訓練日時 ８月10日(水) 午前11時頃

訓練内容 市内44カ所に設置してある屋外拡声

機や戸別受信機から次のように放送されます。

①防災行政無線チャイム

②「これはＪアラートのテストです」（３回繰

り返し）

③「こちらは防災枕崎市です」

④防災行政無線チャイム

問合せ 総務課危機管理対策係 TEL76-1086

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

び山林所得金額なら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

８月は「人権同和問題啓発強調月間」

「人権」は、すべての人が生まれながらに持

っている、人間が人間らしく生きていくための、

誰からも侵されない基本的な権利であり、また、

個人として尊重され、安全で安心して生活を送

るために欠くことのできない権利です。

全ての人の人権が尊重される社会づくりのた

めには、私たち一人ひとりが、自分の人権だけ

ではなく、他人の人権についても正しく理解し、

一人ひとりの多様性を認め合うことが大切です。

この機会に、あなたの身近なことから人権に

ついて考え、そして行動しましょう。

問合せ 総務課秘書広報係 TEL72-0033
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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17日(金)まで

対象者

・40歳(昭和57年４月２日～昭和58年４月１日

生まれ)

・50歳(昭和47年４月２日～昭和48年４月１日

生まれ)

・60歳(昭和37年４月２日～昭和38年４月１日

生まれ)

・70歳(昭和27年４月２日～昭和28年４月１日

生まれ)

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、受診をお控えいただき、時期

をずらして受診ください。

協力歯科医院一覧

歯科医院名 電話番号

有山歯科医院 72-0455

今給黎歯科医院 73-2838

かわばた歯科医院 73-2434

サザン・リージョン病院・歯科 72-1351

さめしま歯科 72-8255

廣島歯科医院 72-0103

ふぁみりー歯科医院 76-3587

松原歯科医院 86-3010

峰元歯科 72-4321

山之内歯科医院 72-0477

草野歯科医院 72-9808

問合せ 健康センター TEL72-7176

就学義務猶予免除者等の中学校卒業

程度認定試験

この認定試験は、病気などやむを得ない事由

により、その保護者が義務教育諸学校に就学さ

せる義務を猶予または免除された子などに対し、

中学校卒業程度の学力があるかどうかを認定す

るために国が行う試験です。

合格者には高等学校の入学資格が与えられま

す。

試験日 10月下旬

願書受付 ９月２日(金)まで※当日消印有効

試験科目 国語、社会、数学、理科、外国語

(英語)

問合せ 県教育庁義務教育課義務教育係

TEL099-286-2111

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、開長約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、黒色およ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および使用上

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
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令和４年度後期高齢者医療保険料の

引き上げについて

今年度は、２年に一度の後期高齢者医療保険

料の見直しの年にあたり、後期高齢者医療保険

料が下記のように引き上げられています。

■後期高齢者医療保険料

昨年度 今年度

均等割額 55,100円 56,900円

所得割額の保

険料率
10.38% 10.88%

また、軽減後の均等割額が下記のとおり引き

上げられています。

■軽減後の均等割額

軽減割合 昨年度 今年度

７割 16,500円 17,000円

５割 27,500円 28,400円

２割 44,000円 45,500円

問合せ 税務課課税係 TEL76-1066

国民年金保険料の免除制度について

令和４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

さつま黒潮「きばらん海」枕崎港まつりの入場方法について

今年は規模も会場もぎゅっと縮小、そして入場ゲートが設けられます。

入場ゲートは会場の東西２カ所に設置、そして入場方法は２種類あります。

入場された方全員にリストバンドをお配りしますので、腕など必ずスタッフに見えるところに

つけてください。

入場方法(２種類)

①事前登録、スマホ画面を見せるだけで入場

きばらん海公式HPの専用フォームに代表者の連絡先等を登録。登録後に届く返信メールを当日

入場ゲートの係員に見せてください。

②専用の記入用紙に記入して入場

当日、会場入口にて代表者のみ連絡先等を記入して入場してください。

混雑緩和のため祭り前日まで「市役所の玄関、枕崎駅前観光案内所、お魚センター観光案内

所」に記入用紙を設置しています。事前に記入し持参していただくとスムーズに入場できます。

※再入場の際はリストバンドを係員に見せるだけで入場できます。リストバンドをしていれば１

日何度でも出入り自由です。

■きばらん海詳細

日時 ８月６日(土) 午後２時～10時

場所 枕崎海岸通り(地場センター周辺)

問合せ きばらん海まつり事務局 TEL72-1072(平日午後１時～５時)

    水産商工課観光交流係 TEL76-1668

■きばらん海 HP
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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

中村征夫写真展「海への旅」

海の中に広がる絶景と、いのちを育む個性あ

る生き物たち。その輝きと美しさに出会える写

真展です。

会期 ９月４日(日)まで ※会期中無休

会場 南溟館

観覧料

一般＝1,000円

大学・高校生＝800円

中学生以下＝無料

■中村征夫氏によるギャラリートーク

(各回約30分)

７月31日(日) ①午前11時～ ②午後２時～

８月28日(日) ①午前11時～ ②午後２時～

※新型コロナウイルス感染症の感染状況により、

スケジュールの変更や中止、あるいは人数に

制限をかけさせて頂く場合があります。

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

８月の行事（午前10時から）

日 曜日 行事の内容 要予約

１ 月 ドライヘッドスパ体験 ○

２ 火 リトミック(１歳半以上児) ○

９ 火
ばぶちゃんデー

ぼんぼん作り(１歳半未満児)
○

10 水
ハッスルキッズデー

ぼんぼん作り(１歳半以上児)
○

22 月 カイロプラクティック骨盤調整 ○

24 水 ベビーマッサージ教室 ○

25 木 ヨガ教室 ○

26 金 誕生会

29 月 しゃぼん玉遊び

30 火 しゃぼん玉遊び

※29日(月)と30日(火)のしゃぼん玉遊びは、雨

天の場合、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、早めにお申し込みくださ

い。

       

       

マイナンバーカードに関する窓口時間延長・日曜日開庁について

仕事などで平日の昼間に市役所に行くことができない方のために、窓口時間の延長および日曜日の

開庁を行っています。

■時間延長 毎週木曜日 午後７時30分まで

■日曜日開庁 毎月第２・４日曜日 午前８時30分～正午

問合せ 市民生活課市民係 TEL76-1093
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■謎かけの答え＝ふくのかみ

日(曜日) 行 事 名 場 所 ・ 時 間 問 合 せ

１日(月) ◎戦争体験談
立神小学校 9:05～10:00

【対象】小学生、保護者、高齢者

立神地区公民館

72-1693

２日(火)

３日(水)
書道教室

枕崎地区公民館 10:00～12:00

【対象】小学生

枕崎地区公民館

72-9289

８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

９日(火) 読書の楽しみ
市立図書館 10:00～12:00

【対象】小・中学生、一般

枕崎地区公民館

72-9289

10日(水) 工作教室
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

18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

19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

20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

22日(月) 母子健康手帳交付 健康センター 9:00～11:40
健康センター

72-7176

25日(木)

◎男性料理教室 立神センター 10:00～12:00
健康センター

72-7176

宿題大作戦
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

※ 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８ 月 ※「◎」は高齢者元気度アップ・

ポイント事業の対象事業です。


