
すんくじら狂句

■来月号の兼題は

「みごっか・きっさなが」
(清美・汚醜)どっちでも可

です。
◎投稿は総務課秘書広報係

日付

※読んだらすぐに次の家に回しましょう

平成27年

3
４月

１

枕崎弁◎は，「高齢者元気度アップ・ポイント事

　業」の対象事業です。

兼題 『ゆ，温泉，銭湯』

18（土）
19（日） お魚まつり お魚センター　　

お魚センター
℡(7３)2311

8

健康センター
℡(72)7176

10:00～12:30立神センター◎男性料理教室

行事名日(曜日) 場所 ・時間 問合せ

13:30～15:00健康センター 　 
健康センター
℡(72)7176

◎へるすあっぷ体操
教室

※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

　〒８９８-８５０１　枕崎市千代田町27番地     ℡　72-1111（内線215）

               Fax　７２‐9436      E-mail:koho@ciｔｙ.makurazaki.lg.jp

14（火）

◎へるすあっぷ体操
教室

健康センター 
健康センター
℡(72)7176

2（木)

母子健康手帳交付 09:00～11:30健康センター 　 
健康センター
℡(72)7176

６（月)
健康センター
℡(72)7176

健康センター　母子健康手帳交付

13（月） 健康センター 　  09:00～11:40
健康センター
℡(72)7176

初妊婦講座

09:00～

13:30～15:00

18（土） ビデオ・読書
℡(72)2267

桜山地区公民館　　
【対象】小・中学生

13:30～15:３0

09:00～11:３0

8（水） ◎男性料理教室 健康センター 　  10:00～12:30

まくらざき朝市 枕崎港内港　
枕崎商工会議所
℡(72)3341

19（日）

07:00～11:00

ふるさとの昔話
℡(72)9690

10:00～12:30

20（月）

子育てサロン

16（木）

09:45～11:30健康センター 　 
健康センター
℡(72)7176

健康センター
℡(72)7176



２

鹿児島県青少年国際協力体験事業
参加者募集

○実施期間：７月19日(日)～26日(日)の７泊８日

※期間については変更の場合もあります。

○訪問地：カンボジア王国

○募集人員：10～20名程度(本市からは２名以内)

○参加資格

・中・高校又は各種学校に在学中で平成27年４

月１日現在において満20歳未満であること。

・青年海外協力隊など国際交流に興味があり，

心身ともに健康であること。

・カンボジアの渡航が未経験者であること。

・参加することに保護者及び学校長の承諾があ

ること。

○個人負担経費：15万円程度(市から半額の補助

があります)

○募集期限：４月30日(木)まで　※期日厳守

○応募方法：所定の申込書に必要事項を記入の

上，生涯学習課生涯学習係に提出してください。

問合せ　生涯学習課生涯学習係　℡72-0170

生涯学習課

募
集

平成27年度枕崎市奨学生を募集

　教育委員会では，平成27年度奨学生を次のと

おり募集します。希望者は，教育委員会総務課

へお申し込みください。

○資格：本市居住者の子弟で，高等学校以上の

学校に在学し，経済的理由により修学困難な

学生または生徒

※公立高等学校に係る授業料不徴収対象者は

除きます。

○提出書類

・奨学生願書(教育委員会総務課備付けのもの)

・在学証明書(新学年の在籍を証明するもの)

・成績証明書(前学年のもの)

・父母の平成26年度所得証明書　　

○募集期間：４月１日(水)～30日(木)

○問合せ　教育委員会総務課

　　　　　℡72-0170(内線812)

教育委員会総務課

募
集

生涯学習長期公民館講座受講生を募集

　外国人講師が駆使する映像など，楽しみなが

ら英会話を学んでみませんか。初心者にオスス

メです。

○講座内容：ＡＬＴと学ぶ　初級英会話講座

○講師：外国語指導助手(ＡＬＴ)

○期日：５月28日(木)に開講し，平成28年の２

月まで，毎月第２・４の木曜日に15回程度実

施します。

※講師の都合等により変更する場合があります。

○時間：午後７時30分から９時30分まで

○場所：市民会館

○募集人員：20人

○対象者：一般

○受講料：1,000円　※一部学習の内容によって

は，実費負担があります。

○申込期限：５月８日(金)　※申込先着順

申込み・問合せ　生涯学習課公民館係(市民会館)

℡72-2221

生涯学習課

募
集

　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。相談の際は，ご予約

のある方から優先して行いますので，ご了承くだ

さい。

○日時：４月15日(水)　午前９時～正午

○場所：市民会館

○主催：NPO法人 個人財産管理協会

○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，個人財産に関する事

◎相談会当日，会場におこしできない方や，お

急ぎの方は相談日以外の日でも，電話や面談に

て無料でご相談承ります。

（ご予約）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　・鹿児島事務所　℡099-253-0911

　　　　　鹿児島市宇宿１丁目53-9-203

　　　　・南薩連絡所　℡53-5028(宮園政美)

　　　　　南さつま市加世田唐仁原1834-7

総務課

交通事故・財産管理無料相談会を実施相
談



３

　今年も枕崎市観光協会の協力により，瀬戸公

園の夜桜を観賞するためにナイター照明を点灯

し，運動広場を開放します。

　この期間中，昼間も運動広場を開放しますの

で，グラウンドゴルフ，ソフトボール等には利

用できませんのでご注意ください。また，ゴミ

箱は設置しておりませんので，ゴミの持ち帰り

にご協力ください。

○期間：３月下旬から４月上旬(雨天時は中止)

※桜の開花時期により期間を変更することが

あります。

○時間：午後７時～10時

※ナイター照明点灯の詳細については，枕崎市

ホームページ内の「市民のカレンダー」に掲載い

たします。

問合せ　建設課都市計画係　℡72-1111(内線236)

建設課

瀬戸公園夜桜ナイター照明を点灯します

年金相談所開設のお知らせ

　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。相談は無料ですので，お気軽にご利

用ください。

　日時：５月14日（木）　午前10時～午後３時

　場所：市民会館２階　第２会議室

※４月は枕崎市での年金相談はありません。

「年金相談」は予約制となります。

予約先：鹿児島南年金事務所　℡099-251-3111

※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。

○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。日程は次のとお

りです。

・４月２日(木)　南九州市役所頴娃支所

・４月９日(木)　南さつま市役所(スタジオ21)

・４月23日(木)　指宿市役所

問合せ　市民生活課国民年金係

　　　　℡72-1111(内線144・145)

市民生活課

相
談

　平成24年度から始まりました青年就農給付金(

経営開始型)は，平成27年度も引き続き実施され

ます。

　青年就農給付金とは，市から認定を受けた認

定新規就農者に対して，農業を始めてから経営

が安定するまで最長５年間，年間最大150万円の

給付金を給付する事業です。

　給付を希望される方は，農政課特産振興係へ

ご連絡ください。

○給付資格：本市居住者で45歳未満の独立・自

営就農している方

問合せ　農政課特産振興係　℡72-1111(内線333)

農政課

青年就農給付金(経営開始型)についてお
ら
知
せ

　税務課では，平成27年度固定資産税の課税事

務に向けて家屋の現況調査を行っています。平

成26年中に家屋を取り壊された方，売買・相続

等で未登記家屋の所有権の変更のあった方は届

け出てください。

　平成27年１月１日以前に取り壊された家屋に

ついては，届出時に解体工事の領収書を持参し

てください。

　また，納税義務者が死亡したときは，相続人

代表者指定届が必要です。

　なお，法務局に登記されている家屋で滅失，

所有権移転登記の手続きをされた方は必要あり

ません。

問合せ　税務課固定資産税係

　　　　℡72-1111(内線156・157)　　　税務課

家屋滅失及び未登記家屋の名義人変更
及び相続人代表指定の届出について

お
ら
知
せ

お
ら
知
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，秘密は固く守ります。お気軽

にご相談ください。

○日時：４月23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：人権に関することやその他一般法

律問題等

○相談員：地元人権擁護委員

問合せ　総務課秘書広報係　℡72-1111（内線211）

総務課

相
談
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　平成27年度第１回危険物取扱者試験及び受験

準備講習会を次のとおり実施します。

　なお，「受験願書」・「受験準備講習会申込書」は

枕崎市消防署にあります。

【危険物取扱者試験】

○日時：６月14日(日）

　　　　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)

南九州市頴姓町・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：４月13日(月)～24日(金)

　（郵送の場合は４月24日の消印有効）

・電子申請：４月10日(金)午前９時～21日(火）午

後５時まで(期間中24時間受付)

○受験に関する問合せ先

　一般財団法人消防試験研究センター　鹿児島県支部

　℡099-213-4577

【受験準備講習会(乙種第４類)】

○日程：５月９日(土)・・理論

　　　　５月10日(日)・・法令

○場所：ポリテクセンター鹿児島(鹿児島市東郡

元町)

○受付：講習会当日会場にて午前９時30分～10

時まで。

○講習会に関する問い合わせ先

　一般社団法人　鹿児島県危険物安全協会

　℡099-257-5200

問合せ　枕崎市消防署　℡72-0049

枕崎市消防本部

危険物取扱者試験及び受験準備講習会
を実施

お
ら
知
せ

 投票時間は午前７時から午後６時までですが，

道野・真茅・下山・金山・木口屋・田布川の投票所

は午後５時までですので，ご注意ください。

　投票日当日に仕事や旅行，レジャー等の予定

がある方は，期日前投票をご利用ください。

【期日前投票】

投票日は４月12日，26日お
ら
知
せ

県議会議員選挙

４月12日(日)

４月３日(金)

市議会議員選挙

４月26日(日)

４月19日(日)

投票日

告示日

■投票できる方

○県議会議員選挙：平成７年４月13日までに生

まれた方で，平成27年１月２日以前からの居

住者

○市議会議員選挙：平成７年４月27日までに生

まれた方で，平成27年１月18日以前からの居

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。

■入場券をお持ちください　

 入場券に記載してある投票所(期日前投票は市

役所北別館会議室)へ，ご自分の入場券を切り離

してお持ちください。万一紛失された場合で

も，選挙人名簿に登録されていれば投票できま

すので，投票所でその旨を申し出てください。

■不在者投票

○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　選挙管理委員会事務局

　　　　℡72-1111(内線310・311)

選挙管理委員会

告示日翌日から投票日前日まで

午前８時30分～午後８時

枕崎市役所北別館会議室

投票期間

投票時間

投票場所

４月は統一地方選挙の月です。
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ご存知ですか　軽自動車の手続き

　原動機付自転車・小型特殊自動車・軽自動車・二輪の小型自動車を取得・譲渡したとき又は住所が

変わったときは15日以内に，廃車したときは30日以内に申告(手続き)が必要です。軽自動車税は，

毎年４月１日現在の所有者に対して課税される税金です。４月２日以降に廃車等の手続きをした場

合でも，月割りによる減額はなく，その年度の税額を全額納めていただくことになります。廃車の

手続きが完了するまでは軽自動車税が課税されつづけますので，名義変更や廃車手続きは４月１日

までに行ってください。また，所有者が死亡した場合も名義変更等の手続きをお願いします。

　原動機付自転車・小型特殊自動車用の申告書は市役所に備え付けておりますが，枕崎市のホーム

ページからもダウンロードできます。

区　分 必要なもの

原動機付自転車

（125cc以下）

小型特殊自動車

販売店から購入

したとき 

１．印鑑

２．車名，車台番号，排気量等が

わかるもの

３．販売証明書等

市内へ転入した

とき

譲り受けたとき

１．印鑑

２．車名，車台番号，排気量等が

わかるもの

３．標識(ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ)又は廃車証

明書

１．印鑑

２．標識(変更する場合)

３．標識交付証明書(前所有者)

４．譲渡証明書(前所有者)

廃棄・転出・市

外の人に譲り渡

したとき

１．印鑑

２．標識

３．標識交付証明書

標識を紛失した

とき

１．印鑑

２．標識交付証明書

３．紛失顛末書

４．弁償金200円

１．印鑑

２．標識交付証明書

３．盗難届出の受理番号又は盗難

届出証明書

盗難にあったと

き

軽自動車

(四輪･三輪･250cc以下

の二輪)

二輪の小型自動車

(250ccを超えるもの)

※必要な書類は，下記へ問い合わせください。

全国軽自動車協会連合会鹿児島事務所

鹿児島市谷山港2丁目4－42　　　℡099-261-4011

※必要な書類は，下記へ問い合わせください。

国土交通省九州運輸局鹿児島運輸支局

鹿児島市谷山港2丁目4－1　　　℡050-5540-2089

税務課　課税係

（⑭番窓口）

電話72-1111

(内線154・155)

問合せ　税務課課税係　℡72-1111(内線154・155)

税務課

お
ら
知
せ
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　スマートフォンの周りには危険が潜んでいま

す。

○個人情報の流出　○使いすぎ・ネット依存　

○悪意ある大人からの誘いだし　○架空請求

○ウイルスなどの不正プログラム

○犯罪やトラブルを誘発するサイト 

◆コミュニケーションアプリとは？

　（例：LINE，カカオトークなど）

・パソコンのチャットのようにグループを作っ

て複数の友達とやり取りできます。

・グループ外の人からはやりとりが見えない。

・短いテキストや絵文字，スタンプと呼ばれる

絵で気持ちを伝える。

・快適に使うにはスマートフォンが必要。ダウ

ンロードして使います。

・音声通話などのサービスもあります。

◆ブログ・SNSとは？

（例：ツイッタ―，フェイスブックなど）

・実名登録が基本のもの，短いつぶやきを公開

できるものなどいくつかの種類があります。

・「自分が今何をしているのか」「どこに行ったか」

などの情報発信に使われることが多いです。

・自分は情報発信せず，有名人や趣味が近い人

の発言を読むだけの人もいます。

・13歳未満は利用できない規約や18歳未満だと

機能制限しているものもあります。

　保護者には子どものインターネット利用を管

理する責任があります。「インターネットやスマ

ートフォンは苦手」「子どもの方が使いこなして

いるから」ではすまされません。

○インターネットやスマートフォンは段階的に

○段階に応じてルールを作りましょう。

○公共の場でのルールやマナーを守らせましょう。

○何かあった時に相談しやすい雰囲気を作りま

しょう。

○「フィルタリング」と「ウイルス対策」などを活

用し，子どもが安心してスマートフォンを使

える環境を作りましょう。

　インターネット上のトラブルの相談は「警察庁

インターネット安全・安心相談

(http://www.npa.go.jp/cybersafety/)」

問合せ　生涯学習課公民館係　℡72-2221

生涯学習課

お
ら
知
せ

子どもを携帯トラブルから守るために

　市では，昨年11月17日からアパートやマンシ

ョンなどの集合住宅に住んでいる方の住民票等

に方書(アパート等の名称や居室番号)を記載し

ています。

　対象となる世帯には，10月以降に確認のため

の文書を発送しています。その中で，昨年11月

17日以前に転入届や転居届を提出するときに，

アパートやマンションの建物名は記載されてい

るものの居室番号等の記載がない方がいます。

　対象世帯は，文書を再度確認の上，居室番号

等の記載のない場合は，市民生活課市民係で手

続きを行うか，電話等でご連絡ください。

　ご連絡をいただいた方には，関係書類を郵送

いたしますので，必要事項をご記入のうえ同封

の返信用封筒に入れて郵便ポストに投函してく

ださい。

　また，方書を記入したか不明な方も問い合せ

をしていただきますと，記載の有無について調

査し，記載されていない方には関係書類を郵送

いたします。

問合せ　市民生活課市民係

　　　　℡72-1111(内143・149)

市民生活課

住民票等の方書(かたがき)表示についてお
ら
知
せ

　本市が下記のとおりテレビで紹介されます。

　

　

※内容が変更になる場合や，緊急報道などによ

り放送されないこともありますので，予めご了

承ください。

◎テレビ等で本市が紹介される場合は，市ホー

ムページの「市からのお知らせ」に情報を掲載し

ていますので，ご参照ください。

総務課

テレビでの放送情報お
ら
知
せ

放 送 局

番 組 名

ＮＨＫ総合

あさイチ「ＪＡＰＡなび」

３月26日(木)

午前８時15分～55分
放送予定日時



７

南溟館 ４月の行事

・４日(土)～７日(火)

南溟の海と空展

～枕崎沖は悲劇の交差点だった～ 

　海上特攻戦没70年企画展としてパネル・模

型・映像，その他の催しを開催します。

　展覧会は，戦艦大和大解剖図(ジオラマ・パ

ネル)・原寸大25㎜三連装機関砲座(レプリカ)・

１/200戦艦大和(模型)・１/110巡洋艦矢矧(やは

ぎ・模型)などを展示します。

　また，戦艦「大和」の映像を毎日上映します。

○会期：４月４日(土)～７日(火)

　　　　※６日(月)は開館します。

○会場：第１展示場・第２展示場・パフォーマ

ンス広場

○入場料：無料

○関連催し

◆４日(土)

・午前９時30分　オープニングセレモニー

・午後１時　　　歌唱・ラッパ吹奏

・午後３時　　　戦時中の体験談

◆５日(日)

・午前10時　　　歌唱・ラッパ吹奏

・午後１時30分　戦時中の体験談

・午後３時　　　吹奏楽演奏(陸上自衛隊音楽隊)

問合せ　南溟館　℡72-9998

文化課

　４月23日(木)に枕崎市内の各会場にて，献血

及び骨髄バンクドナー登録を行います。

　あなたの協力で助かる命があります。皆様の

ご参加をお待ちしております。

ハート献血・骨髄バンクドナー登録を
お願いします

お
ら
知
せ

【開催会場・時間】

・タイヨー枕崎店

　午前９時～正午，午後１時～４時30分

・枕崎市役所

　午前９時～11時，正午～午後４時30分

・南さつま農協枕崎支所　午前９時～正午

・薩摩酒造㈱　午前９時～正午

・鹿児島水産高校　午後１時30分～４時30分

※骨髄バンクドナー登録はタイヨー枕崎店会場

のみで受け付けております。

○主催：公益社団法人 枕崎青年会議所

○共催：枕崎ロータリークラブ

問合せ　

　・健康課健康促進係　℡72-7176

　・公益社団法人 枕崎青年会議所事務局

    ℡72-9210

健康課

　平成27年度から，県からの権限移譲により農

地法３条，４条，５条の申請締切日が変更とな

ります。

　４月分の締切日は３月31日となりますので，

ご注意ください。

　なお，平成27年度農地法及び農業経営基盤強

化促進法申請受付締切日日程は，農業委員会事

務局に置いていますが，市ホームページにも掲

載していますので，ご参照ください。

問合せ　農業委員会事務局農地係

　　　　℡72-1111(内線339)

農業委員会

お
ら
知
せ

農地転用の申請締切日が変わります

イ
ン
ベ
ト

　現在，運行する路線バス等について，平成27

年４月１日から精神障害者割引制度が始まりま

す。

○割引内容

・１級本人及び介護人１名の場合

　普通旅客運賃５割引

　定期旅客運賃３割引

・２級本人のみの場合

　普通旅客運賃５割引

※運賃支払い時に精神障害者保健福祉手帳を

提示していただきます。

○対象路線：路線バス及び空港連絡バス

※鹿児島～福岡・熊本線都市間高速バスは対

象外

問合せ　鹿児島交通㈱加世田営業所　℡53-2102

企画調整課

お
ら
知
せ

路線バス等の精神障害者割引制度について



８ ■　「ゆうよね～」湯・言

イ
ン
ベ
ト

片平山児童センターの行事

・４月26日(日)　10:00～12:00

風車とこいのぼり作り

・５月10日(日)　10:00～12:00

母の日のプレゼント作り(ブローチ，ヘアーゴ

ムなど）

問合せ　片平山児童センター　℡73-1333

福祉課

キッズだより

　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：立神保育園　中央町261

○開放日：毎週月～金曜日※土曜日の開放は月３回

○開放時間：午前９時～午後１時30分

午後２時30分～４時

４月の行事（行事は午前10時からです。）

・３日(金)　公園あそび(瀬戸公園)現地集合

※雨天時はキッズルーム

・８日(水)　公園あそび(若葉第１公園)現地集合

※雨天時はキッズルーム

・10日(金)　読み聞かせ

・14日(火)　園庭あそび

〃　　　試食会【要予約】

・15日(水)　ベビーマッサージ教室【要予約】

・17日(金)　ハッスルキッズデー(１歳半以上児)

「こいのぼり作り」

・22日(水)　ばぶちゃんデー(１歳半未満児)

「こいのぼり作り」

・24日(金)　誕生会

※行事は変更になる事もありますので，あらか

じめご了承ください。

問合せ　子育て支援センター　キッズ　℡72-0382

福祉課

イ
ン
ベ
ト

休日市税納付窓口を開設

　税務課では，毎月第３日曜日に市税納付窓口を開設しています。市税納付のほか，納税

相談及び口座振替の申請手続きも行えます。お気軽にご利用ください。

問合せ　税務課管理収納係　℡72-1111(内線150・152・153)　　　　　　　　　　　税務課

枕崎児童館の行事

・３月31日(火)　13:30～15:00

春のいちご大福作り

定員：10名　材料費：300円

エプロン・マスク・三角巾持参

【要予約】３月29日まで

・４月18日(土)　13:30～16:00

サクフワ♪おいしい♪ドーナツ作り

定員：10名程度(小学生向け，小１までは保

護者同伴)

エプロン・マスク・三角巾持参

【要予約】４月15日まで

問合せ　枕崎児童館　℡72-1362

福祉課

イ
ン
ベ
ト


