
すんくじら狂句

■来月号の兼題は

「なんどでん」
◎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

１
２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 『なま好かん』

21（土）
22（日）

お魚まつり お魚センター　　 お魚センター
℡(7３)2311

まくらざき朝市 枕崎港内港　
枕崎商工会議所
℡(72)3341

８

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)717610:00～12:30

立神センター

◎男性料理教室

◎男性料理教室

10:00～12:00
◎紙すもう大会

行事名日(曜日) 場所 ・時間 問合せ

27（金） 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

7（土) ◎工作を楽しもう
10:00～11:３0

21（土）

14（土）

ちょこっとチョコレ
ートめしあがれ

℡(72)1693
立神地区公民館　　
【対象】小・中学生・一般

健康センター　　
【対象】小学生　要予約　参加費５００円

10:00～1２:00
℡(72)9289

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

17（火）

◎高齢者とのふれあ
い「むかしのあそび」

別府小学校　　
【対象】別府小１年生

09:30～11:00
℡(76)2010

℡(72)9690

◎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

◎食生活改善推進員
によるクッキング教室

10:00～12:30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）

24（火）

26（木）

2（月) 健康センター
℡(72)7176

健康センター　
受付9：00～11:30

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

07:00～11:00

09:00～

13:30～15:00



２

生涯学習成果展の作品を募集

　３月８日(日)に行われる生涯学習フェスティ

バルの一環として，生涯学習講座や自主学習グ

ループ，個人等で学習した作品による学習成果

展を開催します。多数の皆様の出品をお願いし

ます。

　また，フェスティバルでは，元日本サッカー

協会常務理事でワールドカップ日韓同時開催に

ご尽力されたＮＰＯ法人隼人錦江スポーツクラ

ブ理事長の山崎亨氏を講師に招き，講演してい

ただく予定ですので，フェスティバルにもぜひ

ご来場ください。

○出品点数：原則として１人１点

○申込み方法

２月19日(木)までに出品申込書を市民会館へ

提出する。但し，市民会館は第３日曜日が休

館日です。

※申込書は市民会館，各地区公民館，サン・

フレッシュ枕崎に置いてあります。

○展示会場：市民会館 

○展示期間：３月７日(土)～８日(日)

　　　　　　午前８時30分～午後５時

○作品搬入

３月６日(金)出品者が市民会館へ直接搬入，

展示を行う。

問合せ　市民会館　℡72-2221

生涯学習課

募
集

刈払機実技講習会の参加者募集

　枕崎市シルバー人材センターでは，次のとお

り講習会の参加者を募集します。

○日時：２月25日(水)　午後１時30分

○会場：枕崎市シルバー人材センター

○対象者：60歳以上で市内に住所を有する方

○募集人員：10名

○募集締切：２月16日(月)まで

問合せ・申込み

　公益社団法人枕崎市シルバー人材センター　

　℡72-6689

福祉課

募
集

男女共同参画推進懇話会委員を募集

　本市における女性問題の現状を把握し，男女

共同参画に関する施策の企画及び維持に資する

ため枕崎市男女共同参画推進懇話会委員を募集

します。

　懇話会委員は，男女共同参画を推進するため

に必要な事項を調査審議し，市長に提言を行う

ものです。

○応募資格

・20歳以上で市内に住所を有する方

・男女共同参画に興味を持っている方

○募集人員：８名(応募多数の場合は抽選)

○任期：４月１日～平成29年３月31日まで

○応募方法

氏名，住所，生年月日，連絡先を電話又はFax

でご連絡ください。(書式は問いません)

○募集期限：３月６日(金)まで

問合せ・申込み　企画調整課市民協働係

℡72-1111(内線460)　Fax72-9436

企画調整課

募
集

　ベテラン主婦(食生活改善推進員)が，毎日の

食事作りに役立つおふくろの味の作り方を教え

る「クッキング教室」を次のとおり開催いたしま

すので，ぜひご参加ください。

○日時：２月５日(木)　午前10時～午後１時　

○会場：健康センター　調理室

○内容：調理実習(バランスのとれた食事について)

○対象者：市内に住所を有する方※先着20名

○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

○申込み期限：２月２日(月)までに健康センタ

ーに電話で申し込んでください。

申込み・問合せ　健康センター　℡72-7176

健康課

「クッキング教室　いちにっさん」参加者募集

～　料理初心者さんにおすすめ！　～

募
集

水道検針業務委託人を募集

　水道課では，水道の検針業務の委託人を募集

します。希望者は，水道課に備え付けの採用試

験受験申込書を水道課管理係へ提出してくださ

い。

○職種・人員：水道検針業務委託人・１名

○応募資格　　

①昭和35年４月２日以降に生まれた方

②市内在住で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：２月19日(木)　午後５時15分必着

　なお，採用試験の日程等については，後日応

募者に連絡します。

問合せ　水道課管理係　℡72-0224　　　水道課

募
集



３

交通事故・財産管理無料相談会を実施

　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：２月18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

談
相 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。

「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

　日時：２月５日（木）　午前10時～午後３時

　場所：市民会館２階　第１会議室

○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。

・１月29日(木)　南九州市知覧(ちらん夢郷館）

・２月19日(木)　指宿市役所

・２月26日(木)　南九州市川辺(市民交流センタ

ーひまわり館）

問合せ　市民生活課国民年金係

　　　　℡72-1111(内線144・145)

市民生活課

談
相

交通事故無料相談会を実施

　ＮＰＯ法人交通事故被害者救済推進協会で

は，次の日程で交通事故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：２月28日(土)　午前10時～午後１時

○場所：市民会館　第４会議室

○主催：NPO法人 交通事故被害者救済推進協会

○相談内容

交通事故に関する損害調査，後遺症等の認定

手続き，損害賠償額の試算，治療・後遺症に

関する不安や悩み事など交通事故に関するこ

とすべて

○連絡先：南薩地区担当　有田ムツミ

鹿児島市喜入町７１２７-５

電話・Fax　0993-45-1089

※電話による無料相談

月～金曜日 午前９時～午後４時

℡0993-45-1089

総務課

談
相

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：２月19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

談
相



４

　平成27年度に枕崎市教育委員会所轄関係社会

体育施設の利用を予定している団体は，調整を

行いますので，保健体育課及び総合体育館備付

の計画書の提出をお願いいたします。

　なお，利用の最終決定をする連絡調整会を３

月３日(火)の午後６時に行いますので，各団体

代表者は出席をお願いいたします。

○提出期限：２月13日(金)まで

問合せ・提出先

　・保健体育課　℡72-0170

　　〒898-0051　枕崎市中央町184番地

　　Fax72-0677(Faxによる申込可)

　・総合体育館　℡72-1116

　　〒898-0051　枕崎市中央町26番地

保健体育課

平成27年度体育施設利用計画について

訪問販売には慎重な判断を

　例えば消火器の訪問販売があった際に，「耐用

年数を過ぎている」「１年に１回交換する義務が

ある」などと事実と異なることを言って購入させ

るケースもあります。 

　消火器には使用期限が表示されています。「交

換」などと言われた場合は，まず表示を確認して

みましょう。 

　一般の住宅に消火器の設置義務や交換頻度な

どに関する決まりはありません。設置や交換の

判断は，自分でよく考えて行いましょう。 

　少しでも不審な点や分からない点があるとき

はその場で契約せず，きっぱり断りましょう。

　もし契約しても，契約日を含め８日間であれ

ば無条件で解除できる制度(クーリング・オフ制

度)がありますので，消費生活センター等にご相

談ください。 

問合せ　枕崎市消費生活センター（枕崎市役所内）

　　　　℡72-1111(内線329)

水産商工課

お
ら
知
せ

お
ら
知
せ

第29回老人クラブ芸能大会を開催

　高齢者の方々が，自らの健康づくり，生きが

いづくりのために各地域で歌や踊りの練習をし

ています。その成果を発表する芸能大会が今年

も開催されることになりました。

　また，今年から，高齢者元気度アップ・ポイ

ント事業のポイントがもらえますので，ご近所

お誘い合わせのうえ，皆様のご来場を心からお

待ちしております。　

○日時：２月26日(木)　午後１時～

○会場：市民会館大ホール

○ポイント：出演者２ポイント，来場者１ポイント

問合せ　枕崎市老人クラブ連合会事務局

　　　　(枕崎市社会福祉協議会内）℡72-7450

福祉課

お
ら
知
せ

市議会議員選挙立候補予定者の説明会を

開催

　市議会議員選挙が４月26日(日)に執行されます。

　この選挙に立候補を予定しておられる方を対

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：２月21日(土)　午前９時30分～

○場所：市民会館　第１会議室

○持参するもの：筆記用具

○その他：立候補予定者１人につき来場者は２名

以内，書類関係は１部とさせていただきます。

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

お
ら
知
せ

県立南薩養護学校「第21回ふれあい作品

展」の開催

　県立南薩養護学校には，小学部から高等部ま

で計92名の児童生徒が在籍し，豊かな自然あふ

れる金峰の地で，日々いろいろな学習活動に取

り組んでいます。学習活動のなかで生まれた

様々な作品を多くの方々にご覧いただくため

に，第21回ふれあい作品展を次のとおり開催い

たします。日ごろの児童生徒の学習活動の様子

をぜひご覧ください。

○期間：１月23日(金)～30日(金)

○場所：タイヨー枕崎店(ベリーマッチ側入口)

○展示時間

23日(金)・・午後４時～10時

24日(土)～29日(木)・・午前９時30分～午後10時

30日(金)・・午前９時30分～午後２時30分

問合せ　県立南薩養護学校　℡0993-77-0100

総務課

お
ら
知
せ



５

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。

お
ら
知
せ

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



６

税務署からのお知らせ

確定申告は正しくお早めに

　平成26年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告期間は，２月16日(月)から３月16日(月)までと

なっています。

　所得税は，納税者自身が所得金額や税額を正しく計算して納税する申告納税制度を採用していま

すので，申告と納税は，期限内にお済ませください。確定申告書の提出は，郵送等でもできます。

申告期限が間近になりますと，申告相談会場は大変混雑し，長時間かかる場合もありますので，お

早めに申告をお済ませください。

　なお，国税庁ホームページの，「確定申告書等作成コーナー」で申告書等の作成ができますので，

ぜひご利用ください。詳細は，最寄りの税務署にお尋ねください。

復興特別所得税の記載漏れにご注意ください！

　平成25年分から平成49年分まで，復興特別所得税(原則として，各年分の所得税額の2.1％)を所得

税と併せて申告・納付をすることとされています。

　確定申告書の作成に当たっては，「復興特別所得税額」欄の記載漏れのないようご注意ください。

※還付申告の方も含め，申告される全ての方について「復興特別所得税額」欄の記載が必要となります。

　詳しくは，国税庁ホームページの「個人の方に係る復興特別所得税のあらまし」をご覧いただく

か，最寄りの税務署へご相談ください。

公的年金収入のある方の確定申告について

　公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で，かつ，公的年金等に係る雑所得以外の所得金額

が20万円以下である場合には，所得税及び復興特別所得税について確定申告をする必要はありませ

ん。ただし，この場合であっても，

①所得税及び復興特別所得税の還付を受けるためには，確定申告書を提出する必要があります。

②住民税の申告が必要な場合があります(お住まいの市区町村にお尋ねください。)。

　詳しくは，国税庁ホームページをご覧いただくか，最寄りの税務署へご相談ください。

問合せ　知覧税務署　℡83-2411※自動音声案内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　税務課

お
ら
知
せ

確定申告会場開設のご案内

　今年の確定申告の会場を次のとおり開設します。

○知覧税務署

　２月16日(月)～３月16日(月)まで

　※ただし，土・日曜日及び祝日を除きます。

　時間は午前９時から午後４時までです。

○南薩地域地場産業振興センター

　２月18日(水)～19日(木)

　時間は午前９時から午後４時までです。

　例年，一日目の午前中は大変込み合うため，数

時間お待ちいただく場合があります。なるべく，

午後または二日目のご来場をお勧めします。

※医療費控除を受ける場合，医療費の領収書(コ

ピー不可)を「人」「病院(入院・外来)」「薬局」ごと

に分けて計算してきてください。

問合せ　知覧税務署　℡83-2411※自動音声案内

税務課

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
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南溟館 ２月の行事

・７日(土)～15日(日)

サンサン太陽こども絵画展

ふじ保育園の子どもたちによる、今まで活

動してきた絵画と作品等を展示します。

会場：市民ギャラリー　観覧料：無料

・18日(水)～25日(水)

枕崎幼稚園園児作品展

枕崎幼稚園の園児による元気いっぱいで創

造力豊かな作品を展示します。

会場：第１展示場　観覧料：無料

・28日(土)～３月８日(日)

別府福祉会合同絵画展

別府保育園とまくらざき保育園園児の絵画

作品と園での様子を撮影した写真を展示し

ます。

会場：第１展示場・市民ギャラリー・研修室

観覧料：無料

問合せ　南溟館　℡72-9998

文化課

イ
ン
ベ
ト

片平山児童センターの行事

・２月１日(日)　10:00～12:00

節分オニの面を作ろう

対象者：小学生　材料費：50円

【要予約】１月26日まで

・３月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

枕崎児童館 ２月の行事

・19日(木)　10:30～12:30

親子でしろくまちゃんのホットケーキ作り

定員：幼児親子５組　

材料費：大人300円・子ども150円

エプロン・マスク・三角巾持参

【要予約】２月17日まで

・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

問合せ　枕崎児童館　℡72-1362

福祉課

イ
ン
ベ
ト

「観光フォーラムin枕崎」を開催
～市民の(協力・強力)な愛情～

　枕崎市観光協会では，南薩の観光資源の再認

識と地元のおもてなしの向上を目的として「観光

フォーラムin枕崎」を次のとおり開催します。

　会場では，駅弁開発経過の展示やまくらざき

マルシェも開催され，和出汁カレー・鰹バーガ

ー・わがえん茶の販売も行いますので，ぜひご

参加ください。

○日時：２月15日(日)　午前10時～午後４時

○場所：南薩地域地場産業振興センター３階

○参加料：無料

○内容

総合司会：ちゃんサネさん

◆第１部 午前10時～正午

講演＆パネルディスカッション

講題「南薩の魅力再発見」

講師：東川隆太郎氏

　　　(NPO法人かごしま探検の会)

パネリスト

頴娃おこそ会(加藤潤氏)，坊津やまびこ会(

鮫島昭一氏)，中原水産(中原晋司氏)，きば

らん海実行委員会(松野下兼市氏)，花渡川

クラブ(田中勝代氏)

◆第２部 午後１時～４時

地元バンド演奏

出演者：CHI-ZOU，ザ三男ズ，ニヤケルズ，

growing，MON SUN BAND，RENS，すんくじら

ブラザーズ＆シスターズ

問合せ　枕崎市観光協会(お魚センター観光案内所)

　　　　℡78-3020

水産商工課

お
ら
知
せ



８ ■　「くえない」

キッズだより
イ
ン
ベ
ト

　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

２月の行事（行事は午前10時からです。）

・３日(火)　節分(豆まきごっこ)

・６日(金)　読み聞かせ

・10日(火)　食育講座(講話・クッキング)

・13日(金)　誕生会

・18日(水)　ベビーマッサージ【要予約】

・20日(金)　ハッスルキッズデー(ひな人形製作)

対象：１歳半以上児

・24日(火)　園庭あそび

〃　　　試食会【要予約】

・25日(水)　ばぶちゃんデー(ひな人形製作)

対象：１歳半未満児

※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

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


