
すんくじら狂句

■来月号の兼題は

「ゆ，温泉，銭湯」
◎投稿は総務課秘書広報係へ

日付

※読んだらすぐに次の家に回しましょう

平成27年

2
３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 『なんどでん』

21（土）
22（日） お魚まつり お魚センター　　

お魚センター
℡(7３)2311

まくらざ春の市2015 枕崎漁港内港水揚場一帯
　

枕崎商工会議所
℡(72)3341

10

健康センター 　 

健康センター
℡(72)7176

10:00～12:30

15（日）

健康センター
℡(72)7176

10:00～12:30

立神センター

◎男性料理教室

◎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

17（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

12（木)

16（月） 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

子育てサロン 09:45～11:30
健康センター
℡(72)7176

健康センター 　 19（木）

26（木）

2（月)
健康センター
℡(72)7176

健康センター　母子健康手帳交付

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

初妊婦講座

10:00～16:00

09:00～

13:30～15:00

14（土） ビデオ・読書
℡(72)2267

桜山地区公民館　　
【対象】小・中学生・一般

13:30～15:３0

健康センター
℡(72)7176健康センター

◎ダイエットコンテ
スト(最終審査会)

１（日） 08:30～12:00

09:00～11:３0

8（日） 市民会館 　  12:30～17:00
市民会館
℡(72)２２２１

生涯学習フェスティ
バル

22（日） 枕崎駅周辺整備
完成記念イベント

水産商工課
観光交流係
℡(72)1111(内線462)

枕崎駅周辺　 10:30～15:00



２

老人福祉センター管理業務嘱託員を募集

　老人福祉センターの管理業務を行う嘱託員を

次のとおり募集します。希望者は，採用試験受

験申込書(総務課備付け)を総務課職員係へ提出

してください。試験の日程等については，後日

応募者に連絡します。

○募集人員：１名

○応募資格

(1)　昭和30年４月２日以降に生まれた方で，

心身ともに健康な方

(2)　４月１日から勤務できる方

○業務内容

(1)　老人福祉センター内浴場管理業務

(2)　その他老人福祉センター管理業務

○選考方法：作文試験，面接試験，健康診査(公

的病院の健康診断書提出※合格者のみ)

○応募締切：３月12日(木)　午後５時15分必着

問合せ　健康課健康促進係　℡72-7176

健康課

地区公民館主事業務嘱託員を募集

　地区公民館主事業務を行う嘱託員を募集しま

す。希望される方は，採用試験受験申込書(生涯

学習課・市民会館備付け)を教育委員会生涯学習

課公民館係(市民会館内)に提出してください。

試験の日程については，後日応募者に連絡しま

す。

○募集人員：１名

○勤務場所：枕崎地区公民館(松之尾センター)

○応募資格

(1)　枕崎市内に居住している方

(2)　昭和25年４月２日以降に出生した心身と

もに健康な方

(3)　普通自動車運転免許を有する方

(4)　パソコンで基本的な文書作成ができる方(

ワード・エクセル等使用)

(5)　４月１日から勤務できる方

○選考方法：作文試験，面接試験，健康診査(公

的病院の健康診断書提出　※合格者のみ)

○応募締切：３月13日(金)　午後５時15分必着

問合せ　生涯学習課公民館係

　　　　℡72-1111(内線410)，72-2221

生涯学習課

特別支援教育支援員募集

　特別支援教育支援員を次のとおり募集しま

す。希望者は，ハローワークを通して応募して

ください。

○募集人数：若干名

○業務内容：市内小・中学校において支援を必

要とする児童生徒への学習支援や生活支援

○応募資格

(1)　心身ともに健康な方で４月１日から勤務

できる方

(2)　保育士，幼稚園教論，小・中学校教論，

看護師免許等を保有している方，またはそ

の免許を持つ者に準じた能力を持ち，子供

と接する仕事や活動に従事したことがある

方

○勤務時間：午前８時15分～午後４時20分のう

ち５時間45分

○勤務日数：年間約200日程度

○賃金：１日につき5,000円

○選考方法：作文試験，面接試験(面接の日時・

場所等は後日，応募者に連絡します。)

○応募締切：３月２日(月)　午後５時15分必着

問合せ　学校教育課　℡72-0170

学校教育課

枕崎市地域包括支援センター委託職員
を募集

　市地域包括支援センターの委託職員(介護支援

専門員)を次のとおり募集します。希望される方

は，採用試験受験申込書(総務課備付け)を総務課

職員係へ提出してください。試験の日時場所に

ついては，後日応募者に連絡します。

○募集人員：１名

○応募資格

(1)　心身共に健康な介護支援専門員の資格を

有する方

(2)　昭和30年４月２日以降に生まれた方

(3)　４月１日から勤務できる方

○選考方法：作文，面接，健康診査

○応募締切：３月18日(水)　午後５時15分必着

問合せ　福祉課地域包括支援センター

　　　　℡72-1111(内線463)

福祉課

募
集

募
集

募
集

募
集
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　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。

問合せ　農業委員会事務局農地係

　　　　℡72-1111(内線339)

農業委員会

　公益社団法人枕崎市シルバー人材センター事

業推進員(嘱託)を次のとおり募集します。希望

者は，履歴書(市販のもの)を枕崎市シルバー人

材センター事務局へ提出してください。試験の

日時場所については，後日応募者に連絡いたし

ます。

○募集人数：１名

○応募資格

(1)　枕崎市内に居住している方

(2)　４月１日から勤務可能な方

○選考方法：作文，面接，健康診査(合格者のみ)

○応募締切：３月20日(金)　午後５時まで

問合せ　シルバー人材センター　℡72-6689

福祉課

枕崎市シルバー人材センター事業推進
員(嘱託)募集

不要となったチャイルドシート募集

　市では，乳幼児の交通安全確保及び子育て支

援の一環としてチャイルドシートの貸し出しを

実施しています。

　この貸し出ししているチャイルドシートは市

民の皆さんがご家庭で不要となったチャイルド

シートを無償提供されたもので運用していま

す。

　無償提供が可能なチャイルドシートがありま

したら総務課危機管理対策係までご連絡くださ

い。

問合せ　総務課危機管理対策係

　　　　℡72-1111(内線214)

総務課

市政モニターを募集

　市では，市民の意見や要望を市政に反映し，

よりよい市政を推進するため，次のとおり市政

モニターを募集します。

○市政モニターの主な業務

(1)　市政に対する提言

(2)　市政に関連する地域問題の通報

(3)　市政に対する相談照会

(4)　市からの照会に対する回答

○任期

　平成27年４月～平成29年３月(２年間)

○応募資格

市内居住者で，20歳以上の方(地方公共団体の

議会の議員，常勤の公務員を除く。)

○応募方法

官製ハガキに郵便番号，住所，氏名，電話番

号を記入し，総務課秘書広報係(〒898-8501　

枕崎市千代田町27番地)へ送付してください。

○応募期限：３月20日(金)　午後５時15分必着

　なお，選考結果は応募者全員に通知します。

問合せ　総務課秘書広報係　℡72-1111(内線211)

総務課

　ベテラン主婦(食生活改善推進員)が，毎日の

食事作りに役立つ料理のコツを教える「クッキン

グ教室」を次のとおり開催いたします。料理が初

心者の方でも簡単にできますので，ぜひご参加

ください。

○日時：３月２日(月)　午前10時～午後１時

○会場：健康センター　

○内容：調理実習「ひな祭りメニュー」(ちらし寿

司，だて巻，ごま和え，すまし汁の予定)

○対象者：市内に住所を有する方

○参加費：材料費として200円

○持ってくるもの：エプロン・三角巾

○申込方法：２月26日(木)までに電話で申し込

んでください。※先着15名

問合せ・申込み　健康センター　℡72-7176

健康課

「クッキング教室」参加者募集
～　おばあちゃんの知恵袋　～

募
集

募
集

募
集

募
集

お
ら
知
せ

農地転用の申請締切日が変わります
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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：３月26日（木）　午前10時～午後３時

　場所：市民会館２階　第１会議室

「年金相談」は予約制となります。

※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　℡099-251-3111

○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。日程は次のとお

りです。

・２月26日(木)　南九州市川辺(市民交流センタ

ーひまわり館）

・３月５日(木)　南さつま市役所(スタジオ21)

・３月19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

　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

　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

　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相
談

お
ら
知
せ

お
ら
知
せ

お
ら
知
せ
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市有財産 (不動産 )を公売します

　枕崎市が保有する不動産について，次のとおり公売します。だれでも簡単に参加できますので，

お気軽にお問い合わせください。

①枕崎市田布川町７０３番（土地・建物）

　※旧金山小学校教頭住宅

【土地】　宅地　２６５．９３㎡

【建物】

　・住宅　コンクリートブロック造陸屋根

平家建　６９．００㎡

　　　　　（昭和５８年３月建設）

　・車庫　木造スレートぶき平家建

　　　　　１５．００㎡

②枕崎市あけぼの町３１２番

　【土地】　雑種地　３９０㎡

③枕崎市仁田浦町２０２番１

　【土地】　雑種地　１６６３㎡

○現地説明会：３月５日(木)

○説明開始時間　

　①の物件　午後２時

　②の物件　午後３時30分

　③の物件　午後４時

○入札日時：３月17日(火)

　・受付　午後１時　・開始　午後１時30分

○入札会場：市役所 ２階会議室

○その他説明事項

・不動産の代金以外の必要経費として，売買

契約書に貼付する収入印紙の代金と，所有

権移転登記のための登録免許税が必要とな

ります。

・所有権移転登記は，市が行ないます。

売却地

●

カネイチ食品

●
薩南製糖

●

枕崎市漁協
総合加工場

枕崎ヘリポート

国道226号

売却地

至指宿至枕崎市街

至南さつま市

至枕崎市街

● 田布川公民館

●

●
ＪＡ南さつま
田布川出張所

売却地

●

㈱大東水産

お
ら
知
せ

●

金山郵便局

● 金山浄水場

問合せ　財政課財産管理係　℡72-1111(内線223)　　財政課
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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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　３月１日(日)から３月７日(土)までの７日間，

全国一斉に「春の火災予防運動」が実施されま

す。

　この時期は，空気が非常に乾燥し,火災が発生

しやすくなります。暖房器具を使用する際は，

周囲に燃えやすい物を置かない等，火災が発生

しないよう適切に使用しましょう。

　また，たき火による火災が多く発生していま

す。たき火等をする場合は，万全な消火準備と

その場を離れないようにし，風が強いときは火

の使用は控えてください。なお，たき火等を行

う場合は，事前に消防署へ届け出てください。

※期間中は，枕崎市消防署，枕崎市消防団が連

携し，火災予防啓発のため，巡回広報と併用し

て防火パトロール等を実施します。

「もういいかい 火を消すまでは まあだだよ」

＜住宅防火 いのちを守る ７つのポイント＞

－３つの習慣・４つの対策－

☆　３つの習慣 

・寝たばこは，絶対やめる。

・ストーブは，燃えやすいものから離れた位置

で使用する。

・ガスこんろなどのそばを離れるときは，必ず

火を消す。

☆　４つの対策

・逃げ遅れを防ぐために，住宅用火災警報器を

設置する。

・寝具，衣類及びカーテンからの火災を防ぐた

めに，防炎品を使用する。

・火災を小さいうちに消すために，住宅用消火

器等を設置する。

・お年寄りや身体の不自由な人を守るために，

隣近所の協力体制をつくる。

※｢住宅用火災警報器｣が設置義務となっていま

す。早急に設置しましょう。

問合せ　枕崎市消防本部警防課予防係

　　　　℡72-0049

枕崎市消防本部

全国一斉に「春の火災予防運動」を実施

　教育委員会では，教育・芸術・文化・福祉な

どの各方面で自主的な学習活動を行っている団

体を「自主学習グループ」と認定し，その学習を

支援しています。

　「自主学習グループ」の認定を受けると，条例

公民館(市民会館・地区公民館)を使用する際に

施設使用料の減免を受けることができます。

　認定を希望される団体等につきましては，次

により手続きをお願いします。

　なお，現在自主学習グループとして認定され

活動を行っている団体等につきましても，年度

ごとに手続きを行う必要があります。

○対象：教育・芸術・文化・福祉などの各方面

で自主的な学習活動を行っている市民グルー

プ。ただし，講師(指導者)が中心となって結

成され，月謝を目的としたグループは対象と

なりません。

○提出書類

①平成27年度自主学習グループ認定申請書

【（兼）趣味・特技指導ボランティア登録申請書】

②会員名簿

※提出書類は，中央公民館(市民会館)及び各

地区公民館で入手できますが，市のホーペー

ジからダウンロードすることも可能です。

○提出先：中央公民館(市民会館)及び各地区公

民館

※新年度の利用に間に合うように，３月13日(金)

までに手続きされるようお願いします。期限を

設定してありますが随時受付は可能です。

問合せ　生涯学習課公民館係

　　　　℡72-1111(内線410)，72-2221

生涯学習課

平成27年度自主学習グループの認定手続につ
いて

お
ら
知
せ

お
ら
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　公園は，様々な人が利用します。他の利用者

に迷惑がかからないように次のルールとマナー

を守り，快適に楽しく利用しましょう。

○ゴミのポイ捨て禁止。

空き缶，紙くずなどは，必ず持ち帰ってくだ

さい。

○ゴルフ練習は禁止。

公園内でゴルフの練習をすることは，周りに

いる人に危険を及ぼしたり，周辺の住宅に飛

び込んで大変迷惑をかける行為ですので禁止

します。

○イヌの放し飼いの禁止，フンの後始末。

以下の３点の苦情が数多く寄せられておりま

す。

・放し飼いにしている又は，リードを長く伸

ばし遊ばせている。

・フンの後始末をしない。

・大型犬が怖くて，子供を安心して遊ばせる

ことができない。

子供からお年寄りまで公園利用者が，気持ち

よく利用できるように，飼い主のみなさん

は，基本的なマナーをしっかり守りましょ

う。

○遊具での危険な遊びはやめましょう。また，

幼児だけでの遊びはさせないで保護者が同伴

しましょう。

遊具には，遊びを通して冒険や挑戦のできる

施設としての機能があり，遊びの中から事故

の回避能力や判断力を育み，子供の成長に欠

かせない施設です。そのため，危険性も内在

しており，特に自己判断力が十分でない年齢

の子供は，保護者が同伴する必要がありま

す。

○公園内でハトやネコへの餌付けは行わないで

ください。

○バイクの乗り入れは禁止。

問合せ　建設課都市計画係

　　　　℡72-1111(内線236)

建設課

公園利用者の皆さんへ
公園を気持ちよく利用していただくためのお願い

◆資源となるプラごみとは

食品をはじめ様々な商品などを包装している

容器や袋など「プラマーク」のついているもの

が資源になります。(例えばパンの袋・豆腐の

パック・レジ袋・プチプチ・刺身などのトレ

イなど)

◆資源で出せないプラスチック製品

商品そのものがプラスチック製のもの(例えば

オモチャ・プラモデル・バケツ・プランター

など)※これらは燃えないごみとして，袋に入

れば「赤い袋」で出せます

◆そのまま出してはいけないもの

①食べ物の残りカスが付着したもの(コバエが

わいているものもあります)

②水分を含んだまま濡れているもの

③レジ袋などの中に押し込んであるもの(二重

袋)

◆こんなものまで「プラごみ」に入っていました

①家庭で使った治療用の器具(インスリン用注

射器)※配布した医療機関の指示に従ってく

ださい。

②病院で処方された湿布(しっぷ)※表面のビ

ニールも一緒に「燃えるごみ」で出してくだ

さい

③びんやペットボトルなど

　これらのごみが混入してしまうと，せっかく

資源として出していただいたものが商品になら

ないばかりか，取り除くために大変な労力や費

用がかかります。プラごみと紙類を資源に出す

ように分別するだけで，今まで出していた「燃え

るごみ」の量が驚くほど減らせます。

　これからも，地域の方たちと声をかけあっ

て，気持ちの良いごみ出し環境を作っていきま

しょう。

問合せ　市民生活課環境整備係

　　　　℡72-1111(内線325)

市民生活課，内鍋清掃センター

汚れた「プラごみ」入っていませんか
～出す前にちょっと確認を～

お
ら
知
せ
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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

３月の行事（行事は午前10時からです。）

・３日(火)　ひな祭り会見学

・６日(金)　園庭あそび(試食会無し)

・10日(火)　園庭あそび

〃　　　試食会【要予約】

・13日(金)　誕生会

・18日(水)　ベビーマッサージ教室【要予約】

・20日(金)　送る会【要予約】

・23日(月)　英語であそぼう

・27日(金)　ふれあい遊び

※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

　空き缶やペットボトル，タバコの吸い殻など

のポイ捨ては，環境を壊すばかりでなく散乱し

たごみが景観を損なう要因になっており，ドラ

イバーによる投げ捨てごみも後を絶ちません。

　また，住宅地周辺の屋外でごみを燃やしてい

ると言う苦情も寄せられており，野焼きの煙が

洗濯物に付着するなど大変な迷惑になります。

<次のことに心がけてください>

◆行楽地などに出かける時や車内で飲食する際

は，ごみ袋などを持参し，発生したごみは持

ち帰りましょう。

◆灰皿の無い場所で喫煙する際は，携帯灰皿等

を所持し，道路や側溝などへのポイ捨てをや

めましょう。

◆ごみの野焼きは絶対やめましょう。

　また，県では「産業廃棄物(産廃)の不法投棄根

絶」を図るため，市と連携しながらパトロールを

実施しています。産廃の不法投棄を見かけたら

県庁廃棄物・リサイクル対策課(099-286-3810(

サンパイゼロ))まで情報をお寄せください。

問合せ

　・県庁廃棄物・リサイクル対策課　℡099-286-3810

　・市民生活課環境整備係　℡72-1111(内線325)

市民生活課

ごみのポイ捨て・ごみの野焼きはやめま
しょう

イ
ン
ベ
ト

お
ら
知
せ

南溟館 ３月の行事

・29日(日)　15:00～

JAZZの旨みは熟成合わせダシ♪

昨年の「街を元気にする映画六月燈の三姉妹

上映会」に続いての第２弾!市民芸術の理解

と創作への啓発「JAZZの旨みは熟成合わせダ

シ」と題して音楽を中心に即興表現の楽しさ

をわかりやすく体験する会です。

○会場：第２展示場

○入場料：一般2,000円，高校生以下無料

○主催：街を元気にしもんそ会，枕崎国際

芸術賞展支援協会

○チケット販売所：南溟館(72-9998)，市立

図書館(72-9254)，市役所売店(72-1111)，

街を元気にしもんそ会(代表080-5493-8218)

問合せ　南溟館　℡72-9998

文化課

イ
ン
ベ
ト

　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

は生徒に対して奨学金の貸与を行っています。(

ただし，公立高等学校に係る授業料不徴収対象

者は除く）

　毎年度４月に募集を行いますので，奨学金の

貸与を希望する方は，教育委員会総務課へお問

い合わせください。

※募集の詳細については次号でお知らせしま

す。

問合せ　教育委員会総務課

　　　　℡72-0170(内線812)

教育委員会総務課

枕崎市奨学金制度のお知らせお
ら
知
せ



10 ■　「エンドレス」

片平山児童センター　３月の行事

・１日(日)　10:00～12:00

おひなさまを作ろう

対象者：小学生【要予約】２月24日まで

問合せ　片平山児童センター　℡73-1333

福祉課

イ
ン
ベ
ト

枕崎駅周辺整備完成記念式典及びイベント

○主催：枕崎駅舎等利用促進協議会

○日程：３月22日(日)　午前10時30分～

　このたび駅舎前広場が完成することになりま

した。駅舎前広場には，鹿児島県地図を立体的

に見せるトリックアート舗装，カツオ一本釣り

船をイメージしたトイレ，屋台村やイベント等

で活用できる東屋などができました。

　今回の記念式典及びイベントは，多くの方々

の善意の寄附やご協力で建設された駅舎，そし

て県の事業により整備された駅舎前広場の完成

を市民・関係者の方々とお祝いするとともに，

今後は，本土最南端始発終着駅・枕崎駅(駅舎及

び駅周辺)を観光交流拠点として，多くの観光客

に来ていただき，より一層の観光振興，産業振

興を図っていくためのものです。ぜひご来場く

ださい。

【式典及びイベント予定】

　※雨天時は一部内容を変更して市民会館で開催

イ
ン
ベ
ト

枕崎児童館の行事

・２月28日(土)　13:30～15:00

ボードゲーム大会と綿あめ作りにチャレンジ

・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

問合せ　枕崎児童館　℡72-1362

福祉課

イ
ン
ベ
ト

10時30分 完成記念式典

11時13分 記念イベント列車到着

　(９時44分指宿駅発予定)

枕崎グルメ村・南薩マルシェ・稚内コーナー開催

・枕崎グルメ村

鰹船人めし，鰹大トロ丼，鰹バーガー，縁

結び出汁愛そば，鹿籠豚丼，最南端始発終

着駅弁当，お茶，焼酎，ぶえん鰹

・南薩マルシェ

指宿市，南九州市，南さつま市から出店

・稚内ブース

　塩ラーメンの販売及び稚内ＰＲを実施

11時15分

駅前広場でのアトラクション

・11時15分　ＬＣＬ

・11時45分　枕崎高校吹奏楽部

・12時５分　枕崎少年少女合唱団

・12時25分　ナツメグ

　※「ふるさと枕崎」は合唱団とコラボ演奏

・13時30分　枕崎小学校金管バンド

・13時50分　桜山小学校金管バンド

・14時15分　フラダンス

・14時40分　カツオ解体・ワラ焼きタタキ実演

問合せ　枕崎駅舎等利用促進協議会事務局

　　　　(水産商工課観光交流係内)

　　　　℡72-1111(内線462)　　　水産商工課

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


