


募   集

第61回市少年野球大会出場チーム

出場チームは申込書に参加料2,000円を添えて、

生涯学習課生涯学習係または市民会館へ提出し

てください。

日程 ７月23日(土)、24日(日)

※予備日は、７月25日(月)、26日(火)

場所 市営野球場及び塩浜グラウンド(全面)

チーム編成 チーム編成は原則として次のとお

りとするが、下の学年で上の学年を補充するこ

とは可とする。

・６年生＝４名、５年生＝３名、４年生＝２名

・児童数が少なくてチーム編成のできない公民

館同士の合併参加は、各校区内の近隣の公民

館でチームを編成する。

※子ども会所属が基準。校区公連会長に相談

の上、市公連会長の承認を得るものとする。

・同一公民館からの参加は２チームまでとす

る。

申込期限 ７月５日(火) 午後５時まで

■監督会議及び抽選会

日時 ７月21日(木) 午後６時30分～

場所 市民会館第１会議室

※各チーム監督及び主将は必ず出席すること。

主催 枕崎市自治公民館連絡協議会

問合せ 生涯学習課生涯学習係 TEL72-0170

ヤングクッキング教室参加者

料理を作ったことがない人も、調理力をアッ

プできるようにお手伝いします。若いうちから

毎日の食事作りを楽しみながら、バランスよく

食べ、健康を目指しましょう。

日時 ７月24日(日) 午前10時～午後１時      

会場 健康センター

内容 ごちそうソーメン、野菜のあんかけ、フ

ルーツ白玉の調理実習を予定

対象者 市内に居住の20～30歳代の方

定員 15名

参加費 200円

持ってくるもの エプロン、三角巾、筆記用具

問合せ・申込み 健康センター TEL72-7176

ハンセン病療養所訪問希望親子

療養所訪問を希望する親子を募集しています。

入所されている方との交流や長い間の誤った隔

離政策による人権侵害の体験談から、偏見・差

別のない社会の大切さや生き方を学ぶ貴重な機

会です。

※入所されている方との交流は、会議室等でグ

ループ形式での交流になる場合もあります。

※星塚敬愛園の参加者は、昼食を各自でご準備

ください。

日程・対象及び募集期間

場所

星塚敬愛園

( 鹿屋 市星 塚町

4204番地)

奄美和光園

(奄美市名瀬和光

町1700番地)

期日 ８月４日(木) ８月25日(木)

対象

小・中学生、高校

生とその保護者等

(先着130名)

小・中学生、高校

生とその保護者等

(先着30名)

日程

・

概要

8:15 県庁集合

10:20 現地着

10:25～14:50

   見学・交流

   献花・焼香

15:15 現地発

17:15 県庁解散

12:45 大島支庁集合

13:10 現地着

13:30～15:50

  見学・交流

  献花・焼香

16:00 現地発

16:10 大島支庁解散

募集

期間
７月15日(金)まで ７月29日(金)まで

※現地集合、解散も可能です。

参加料 無料

申込方法 ハガキ、電話、FAX、Ｅメールのいず

れかに、訪問施設名、住所、全員の氏名(ふりが

な)、年齢、性別、職業(または学年)、電話番号

(携帯電話等)、今までの参加経験の有無を記入

または連絡してください。

問合せ・申込み

県健康増進課 ハンセン病担当 上園・前村

TEL099-286-2720 FAX099-286—5556

Ｅメール kansensy@pref.kagoshima.lg.jp

※決定通知は、星塚敬愛園は７月末、奄美和光

園は８月中旬頃に発送します。
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特定公共賃貸住宅の入居者

特定公共賃貸住宅の入居者を募集します。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。

募集期間 ６月20日(月)～ ７月８日(金)

募集戸数 １戸 若葉住宅２号(若葉町167番地)

構造 ＲＣ造平屋建

建設年度 平成８年

間取り ３ＬＤＫ

家賃 58,000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

・本市に居住し、または勤務地を有し、かつ、

独立の生計を営んでいる者であること

・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ないこと

※希望者が複数の場合は抽選により決定します。

また、抽選日等は後日、申込者に連絡します。

問合せ・申込み 建設課建築係  

TEL72-1111(内線336)

さつま黒潮「きばらん海」枕崎港まつり

大漁みこし参加団体

さつま黒潮「きばらん海」枕崎港まつりの

「大漁みこし」が、次の日程で開催されます。

参加希望の団体は、水産商工課に備付けの申込

用紙で申し込んでください。多数の参加をお待

ちしています。

日時 ８月７日(日) 午後２時～４時(予定)

応募締切 ７月15日(金)

問合せ・申込み 水産商工課観光交流係

枕崎市松之尾町64番地

        TEL72-1111(内線462)

県立宮之城高等技術専門校入校生

■平成29年度入校生推薦選考【室内造形科・建

築工学科】

木工・建築大工の技術技能の習得を目的とし

た入校者を募集します。

受付期間 ９月１日(木)～29日(木)

応募資格 高等学校を平成29年３月に卒業見込

みの者

選考日 10月７日(金)

選考場所 県立宮之城高等技術専門校

選考方法 筆記試験(適性)及び面接

合格発表 10月17日(月)

詳しくは県立宮之城高等技術専門校募集案内

及びホームページをご覧ください。

■平成28年度オープンキャンパス

木工・建築大工の体験入校生を募集します。

日時 ８月２日(火) 午前９時～12時30分

申込期限 ７月27日(水)

対象者 中学生、高校生、一般(概ね30歳までの

方)

募集人員 先着30人

参加費 無料(１日傷害保険の加入を予定)

※制作した作品は、お持ち帰りできます。

※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。

※上履きを持参し、作業のできる服装で参加し

てください。引率の教職員、保護者の方も見

学できます。

※申込書は、県内の各中学・高等学校、職業安

定所、同専門校ホームページにあります。

問合せ・申込み

県立宮之城高等技術専門校

〒895-1804 薩摩郡さつま町船木881番地

TEL0996-53-0207 FAX0996-53-0993
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相   談

裁判所職員採用試験受験者

詳細については、受験案内をご覧ください。

受験案内は、裁判所のウェブサイト(http://ww

w.courts.go.jp/saiyo/index2.html)に掲載する

とともに最寄りの裁判所でも配布しています。

申込受付期間

・インターネット

７月12日(火)午前10時～21日(木)

・郵送 ７月12日(火)～15日(金)

第１次試験日 ９月11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

交通事故・財産管理無料相談会

ＮＰＯ法人個人財産管理協会では、次の日程

で無料相談会を実施します。

日時 ７月20日(水) 午前９時～正午

場所 市民会館第４会議室

相談内容

・交通事故による損害賠償・後遺障害等、事故

被害者のお悩み全般

・成年後見、遺言贈与相続、貸借金、過払い利

息等、個人財産に関すること

※相談会当日、会場にお越しできない方やお急

ぎの方は、相談日以外の日でも無料で電話、

面談にて相談を受け付けています。

※予約者優先です。予約は電話で受け付けてい

ます。

主催 ＮＰＯ法人個人財産管理協会

予約受付 月～金曜日 午前９時～午後９時

電話相談 月～金曜日 午前10時～午後５時

問合せ・申込み・電話相談

・ＮＰＯ法人個人財産管理協会鹿児島事務所

鹿児島市宇宿１丁目53-9-203

TEL099-253-0911

・ＮＰＯ法人個人財産管理協会南薩連絡所

（担当：宮園政美)

南さつま市加世田唐仁原1834-7

TEL53-5028

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。相談は無料です。

日時 ７月14日(木) 午前10時～午後３時

場所 市民会館和室

※「年金相談」は原則、予約制です。予約のな

い方は、その日の相談が受けられない場合が

あります。あらかじめご了承ください。

予約先 鹿児島南年金事務所 TEL099-251-3111

■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

・６月23日(木) 南九州市川辺文化会館

・７月７日(木) 南さつま市役所スタジオ21

・７月28日(木) 指宿市役所

問合せ 市民生活課国民年金係

TEL72-1111(内線144)
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精神科救急医療の電話相談

緊急的な精神医療相談を電話で受け付けます。

必要に応じて医療機関を紹介します。

・かかりつけの医療機関がある場合は、まずそ

ちらにご相談ください。

・一般的な精神保健福祉相談は、お住まいを管

轄する保健所や市の担当にご相談ください。

・緊急的な精神科医療相談が対象です。継続的

な相談が必要な場合は、他の相談機関を紹介

しますのでご了承ください。また、必要に応

じて保健所や関係機関に相談内容を情報提供

することがあります。

・精神科医療機関の受診に必要なためお名前や

住所、現在の状況等をうかがいます。匿名の

相談には対応できませんのでご了承ください。

受付電話 TEL099-837-3458

受付時間

・月～土曜(祝日及び12月29日～翌年１月３日を

除く) 午後５時～翌日午前９時

・日曜、祝日、12月29日～翌年１月３日 午前

９時～翌日午前９時

問合せ 県障害福祉課 TEL099-286-2754

農業用大型空缶を回収

農業用廃棄物による危険防止と農村・農地に

おける環境美化推進のため、農業用大型空缶の

回収を行います。

日時 ７月21日(木) 午後１時～２時

場所 ＪＡ南さつま別府人参選果場前空地

搬入するときの注意

・農業用の空缶で金属製のものに限ります。

・空缶の中の残液を完全に抜き取ってください。

・薬剤臭、残液の検査をし、薬剤臭がするものや残

液があるものは回収しません。

※搬入日時は厳守してください。指定した日時以外

の回収はしません。

問合せ 農政課特産振興係 TEL 72-1111(内線332)

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

民館をはじめ市内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 ７月３日(日) ※予備日 10日(日)

■作業上の注意点

・この日は、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出来ません。持

込みできるものは、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。

・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、

粗大ごみ回収に取り組む公民館は、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～正午です。

※予備日も同様

・作業中は、みな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。

市民のみなさんのご協力をお願いします。

問合せ 市民生活課環境整備係

TEL72-1111(内線325・327)
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ライトダウンキャンペーンを実施

環境省では、地球温暖化防止のため、ライト

アップ施設や家庭での消灯を呼びかける「CO2削

減/ライトダウンキャンペーン」を実施していま

す。

今年度も、６月21日(火)から７月７日(木)ま

での間、不必要な照明の消灯を広く呼び掛ける

「ライトダウンキャンペーン」を実施します。

期間中、特別実施日として６月21日(火)には

「夏至ライトダウン」、７月７日(木)には「七

夕ライトダウン」を行います。

つきましては、６月21日(火)、７月７日(木)

の午後８時から10時までの２時間程度、各家庭

や企業、各種団体において消灯にご協力をお願

いします。

なお、消灯時間については、各家庭や施設の

都合に合わせて、それぞれ設定してください。

また、安全管理上及び業務上必要な照明等につ

いては、消灯する必要はありません。

問合せ 市民生活課環境整備係

TEL72-1111(内線325・327)

７月25日～31日は「男女共同参画週間」

県では、すべての人々がその人権を尊重され、

性別にかかわりなくその個性と能力を十分に発

揮することができる男女共同参画社会の実現に

向けて「男女共同参画週間」を定め、積極的な

推進に取り組んでいます。

男女共同参画社会を実現するためには、性別

による役割分担意識の解消や長時間労働の抑制

などの働き方の見直しが求められています。

男性と女性が「男らしさ、女らしさ」よりも

「自分らしさ」を大事にして、あらゆる場に自

分の意思で参画できる社会を目指していきまし

ょう。

問合せ 企画調整課政策推進係

TEL72-1111(内線219・460)

歯周疾患検診を実施

受診券を使って歯周疾患健診を協力歯科医院

で、無料で受けることができます。この機会を

利用し、ぜひ受診してください。

対象の方へは通知をしていますが、対象の方

で届いていない場合は健康センターへお問い合

わせください。

実施期間 ７月１日(金)～平成29年３月17日(金)

対象者 平成28年４月２日～平成29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

申込みの上、受診してください。

協力歯科医院 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、デンタルクリニック有山、

ヒロシマデンタルクリニック、廣島歯科医院、

ふぁみりー歯科、峰元歯科、山之内歯科医院、

吉嶺歯科医院、松原歯科医院

問合せ 健康センター TEL72-7176

不妊治療費助成事業について

本市では、子どもを望む夫婦の経済的な負担

の軽減を図り、子どもを産み育てやすい環境づ

くりに資することを目的に、不妊治療に要する

費用の一部の助成を行っています。

平成28年４月１日以降の治療に要した費用が

助成の対象となります。

対象となる治療 特定不妊治療、男性不妊治療、

一般不妊治療

※特定不妊治療、男性不妊治療については、鹿

児島県不妊治療費助成事業の承認を受けられ

た方に限ります。

※一般不妊治療については別途、医療機関で発

行された治療証明書類を提出していただきま

す。

問合せ 健康センター TEL72-7176

相談専用回線 TEL72-2544
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福祉・保健医療職場就職ガイダンス

福祉・保健医療職場就職ガイダンスを次のと

おり開催します。参加料は無料で、事前予約も

不要です。ぜひご利用ください。

開催日 ８月４日(木)

場所 鹿児島サンロイヤルホテル(鹿児島市与次

郎一丁目８-10)

対象者 一般の方及び来春卒業予定の大学・短

大・専門学校生等

ガイダンス内容

●就活応援セミナー

時間 午前10時30分～正午(受付:午前10時～)

内容 福祉等の仕事とその魅力、福祉等職場が

求める人材、福祉等職場就職の心構え等につい

ての講話

●就職面談会

時間 午後１時～４時(受付:午後０時30分～３

時30分)

内容 福祉等職場の人事担当者と就職希望者が、

仕事内容、求人時期、条件、募集方法等につい

て個別に面談

※当日は同会場内に、求職登録、情報提供、資

格取得等相談コーナーも設置します。

※託児所を利用される方や、障害をお持ちで特

に配慮が必要な方は、７月28日(木)までにお

知らせください。

問合せ

県社会福祉協議会福祉人材・研修センター

TEL099-258-7888 FAX099-250-9363

プールオープン情報

■市営プール

期間 ７月11日(月)～８月21日(日)

時間 午前10時30分～正午／午後１時15

分～３時30分／午後４時～６時15分    

問合せ 保健体育課 TEL(72)0170

総合体育館 TEL(72)1116

国民健康保険・後期高齢者医療保険加入者の皆さんへ

新しい保険証を郵送します

現在お使いの保険証の有効期限は平成28年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。

・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」も保険証と一緒に郵送し

ます。

・保険税(料)の全部または一部が未納の方は、

保険証を郵送できない場合があります。

・高額な入院・外来診療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、有効期限が平成28

年7月31日までとなっています。平成28年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、印鑑と保険証をお持ちく

ださい)。

・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

    TEL72-1111(内線147・148)

■火之神公園プール

期間 ７月20日(水)～８月31日(水)

時間 午前10時～正午／午後１時～７時

問合せ 水産商工課観光交流係

TEL(72)1111内線462

■台場公園海水プール

期間 ７月20日(水)～８月31日(水)

時間 午前10時～正午／午後１時～６時

問合せ 建設課都市計画係

TEL(72)1111内線236
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複合健診(前半)の実施について

平成28年度の複合健診(前半)を次の日程で実施します。受診できる検診は、胃がん検診、腹部超音波

検診、前立腺がん検診、肝炎ウイルス検診、大腸がん検診です。

１日で各健(検)診が受けられるよい機会ですので、健康管理のためにぜひ受診してください。健診希

望調査で申込みをされた方には、各地区の保健推進員を通じて受診票を配布しています。まだ申込みを

されていない方や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。

対象者 昭和52年４月１日以前生まれの方

受付時間 午前８時～10時

場所・日程

・健康センター ７月５日(火)～８日(金)

・南薩地域地場産業振興センター３階大ホール ７月11日(月)～15日(金)、19日(火)～22日(金)

健(検)診内容・料金

検診名 検査内容 料金 備考

胃がん検診 バリウムと発泡剤を飲み、胃のＸ線検査を行います。 1,000円 ※１※２

前立腺がん検診
血液中の腫瘍マーカー(ＰＳＡ)を測定し、前立腺の病気の

有無を調べます。
1,913円

腹部超音波検診
超音波を使って、肝臓・膵臓・脾臓・胆のう・腎臓の状態

を調べます。
2,000円

肝炎ウイルス検

診

肝炎ウイルス(Ｂ・Ｃ型)に感染していないかを、血液検査

で調べます。
900円 ※１※３

大腸がん検診
容器を持ち帰り、自宅で採便した後、提出していただきま

す。その便から潜血反応を調べます。
400円 ※１※３

※１ 70歳以上(昭和22年４月１日以前生まれ)の方、市民税非課税世帯の方で課税証明書を持参された

方、生活保護受給者の方で受給者証を持参された方は無料になります(課税証明書については、市

役所税務課で交付を受けてください。その際、申込みされた健診の受診票を提示し、印鑑を持参

すると交付手数料は免除となります)。

※２ 国民健康保険加入者で検診当日、保険証を持参された方は無料となります。

※３ 肝炎ウイルス検診、大腸がん検診については、次の生年月日の方は、無料になります。

受診票は当日持参ください。

・昭和50年４月２日～昭和51年４月１日 ・昭和45年４月２日～昭和46年４月１日

・昭和40年４月２日～昭和41年４月１日 ・昭和35年４月２日～昭和36年４月１日

・昭和30年４月２日～昭和31年４月１日

問合せ 健康センター TEL72-7176
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第24回参議院議員通常選挙・鹿児島県知事選挙

～今回から18歳以上の方に選挙権

投票日 ７月10日(日)

投票時間 午前７時～午後６時(道野/真茅/下山/金山/木口屋/田布川の各投票所は午後５時まで)

■期日前投票

投票日当日に仕事や旅行等の予定がある方はご利用ください。

※期日前投票の期間がそれぞれ異なりますのでご注意ください。

参議院選挙 ６月23日(木)～７月９日(土) ／ 県知事選挙 ６月24日(金)～７月９日(土)

投票時間 午前８時30分～午後８時

投票場所 枕崎市役所北別館会議室

■投票できる方

平成10年７月11日までに生まれた方で、平成28年３月22日以前からの本市居住者。

※住所要件については、住所の異動届を市役所の窓口に提出した日からの起算となります。

病院や施設等に入院・入所中の方

不在者投票施設の指定を受けた病院・老人ホームなどに入院(入所)中の方は、不在者投票をすること

ができますので、病院長・施設長などに申し出てください。

長期の出張や旅行等の方

滞在地の市区町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。手続きには日数がかかりますので、早め

に選挙管理委員会までお問い合わせください。

問合せ 選挙管理委員会 TEL72-1111(内線310・311)
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