
すんくじら狂句

■来月号の兼題は

「なま好かん」
◎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26年

12
1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 『酸』

17（土）
18（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

11

5（月)

7:00～11：00

9:00～

健康センター
℡(72)7176

健康センター 　 
健康センター
℡(72)7176

10:00～12:30

18（日）

◎へるすあっぷ
　体操教室

健康センター  13:30～15:00 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

13（火）

26（月）

健康センター
℡(72)7176

10:00～12:30立神センター◎男性料理教室

子育てサロン 9:45～11:30 健康センター
℡(72)7176

健康センター 　 

◎男性料理教室

健康センター 　  9:00～11:40
健康センター
℡(72)7176初妊婦講座

◎金山カルタであ
そぼう ℡(72)9690

9:00～12:00

℡(72)2267
８:30～12:30◎勉強の道歩こう会

母子健康手帳交付 9:00～11:30健康センター 　  健康センター
℡(72)7176

15（木）

行事名日(曜日) 場所 ・時間 問合せ

7（水）

28（水） 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

３（土) 成人式 市民会館大ホール　 13:30～15:00 生涯学習課公民館係
℡(72)2221

31（土）

11（日） 消防出初式 塩浜公園運動場 　8:40～
消防総務課消防団係
℡(72)0049

新春かつおジョギ
ング大会

枕崎市営球場周辺
～火之神　

受付８:２0～
℡(72)1116
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枕崎市職員採用試験

　平成26年度枕崎市職員採用試験を次のとおり実施します。

採用職種，予定人員及び受験資格

①年齢及びその他

②居住要件：採用後は，本市に居住できる者

③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。

ア．日本国籍を有しない者　　

イ．成年被後見人又は被保佐人

ウ．禁錮刑以上の刑に処せられ，その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなる

までの者

　エ．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

オ．日本国憲法施行の日以後において，日本国憲法又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,又はこれに加入した者

試験の方法及び内容

　試験は第１次試験及び第２次試験とし，第２次試験は第１次試験受験者全員に対して行います。

①第１次試験：総合適性検査(教養試験・性格適性検査)・作文試験

※総合適性検査は，マークシート方式で，教養試験(社会人経験者)の出題分野は文書読解能力・

数的能力・推理判断能力，性格適性検査の出題分野は適正検査となります。

②第２次試験：面接試験(個別面接)

試験の日時及び場所

　第１次試験・第２次試験

○日時：平成27年１月18日（日）　午前９時～　

○会場：枕崎市役所本庁会議室　【枕崎市千代田町27番地】

受験手続及び受付期間

①受験申込書用紙の入手方法及び提出先

　ア．総務課職員係で直接入手　イ．枕崎市のホームページからダウンロード　ウ．郵送請求で入手

※受験申込書を郵便により請求する場合は，返信用封筒（角形２号・縦33cm×横24cm）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。

【請求先及び提出先】

　〒898-8501　枕崎市千代田町27番地　総務課職員係　℡72-1111(内線212)

②受付期限：平成27年１月９日（金）　午前８時30分～午後５時

　　　　　　（ただし，土曜日・日曜日は除く。郵送の場合は，締切当日の消印まで有効）

◎試験の合格発表は，２月初旬に，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，平成27年４月１日付けで採用の予定です。なお，受験資格に該当しない場合は採

用を取り消します。

◎給与については，給料及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。

問合せ　総務課職員係　℡72-1111（内線212）

総務課

募
集

職種 採用予定人員 受験資格

社会福祉士 １名程度
　昭和54年４月２日以降に生まれた者で，学校教育法に基

づく高等学校以上を卒業し，社会福祉士の資格を有する者
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市民「あいさつ運動」標語の募集

　市では，青少年育成の日の前日を「市民あいさつ運動の日」と位置付けて，地域全体でこの運動を

展開しています。市民一人ひとりがあいさつすることをとおして，相互の融和を図るとともに，住

みよいまちづくりができるよう目指しています。

　そこで，市民の皆さんから，明るく呼びかける「標語」を募集します。優秀な作品については社会

教育施設等に掲示し，広報啓発活動に幅広く活用したいと考えています。皆さんのご協力をお願い

いたします。

○作品の応募方法

　枕崎市教育委員会，各地区公民館，サン・フレッシュ枕崎に置いてある別紙様式１－２に標語及

び必要事項を記入のうえ，用紙の準備してある各施設に応募してください。

○作品の締切：平成27年１月23日(金)

○作品の取扱い先： 枕崎市教育委員会生涯学習課

○作品の選考

　(1)　応募作品の選考は，選考委員会を設置して実施します。

　(2)　最優秀作品については，社会教育施設等に掲示し，広報啓発活動に幅広く活用します。

○発表・表彰

　(1)　発　表：平成27年３月８日(日)の生涯学習フェスティバル時

　(2)　表　彰

　　　 最優秀賞　　小中学校各学年１点，高等学校・一般各１点以内

　　　 優秀賞　　　小中学校各学年２点，高等学校・一般各２点以内

　　　 優良賞　　　小中学校各学年２点，高等学校・一般各３点以内

　　　 佳　作　　　小中学校各学年３点，高等学校・一般各３点以内

○その他

　(1)　応募作品は１人２点以内とし，自作・未発表のものとします。

(2)　入賞作品については，児童生徒の学校名・学年・氏名・一般の方の集落名等を公表したり，

掲示したりすることがありますので，ご了解ください。

(3)　応募作品の著作権は，枕崎市教育委員会生涯学習課に帰属し，応募作品は原則として返却し

ません。

問合せ　生涯学習課生涯学習係　℡72-0170(内線817)　　　　　　　　　　　　　　　生涯学習課

募
集

ＮＨＫ学園 生徒・受講者募集

　ＮＨＫ学園では，通信制の高等学校普通科，福祉教育，生涯学習通信講座の生徒・受講者を募集

しています。まずは，無料の案内書をご請求ください。

募
集

広域通信制

ＮＨＫ学園高等学校普通科

ＮＨＫ学園

社会福祉士養成課程

ＮＨＫ学園

生涯学習通信講座
名称

募集対象
中学校を卒業した方，又は平

成27年３月に卒業見込みの方

・一般養成科：大学等を卒

業した方

・短期養成科：福祉系大学

等において基礎科目を履

修して卒業した方等

履修年

一般の方

３年(ただし，転編入あり) １～２年
受講期間：３か月～１年(講

座によって異なります)

平成27年１月25日～

　　　　４月30日(必着)
平成27年２月25日(必着) 通年申込受付募集期間

　詳細は下の連絡先にお問い合せください。

請求・問合せ

　〒186-8001　国立市富士見台2-36-2　ＮＨＫ学園広報 ℡042-572-3151 Fax042-574-1006

総務課
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　市では，平成27年度に第６次枕崎市総合振興

計画(H28～37年度)を策定します。

　この計画は，今後10年間の枕崎市の施策の基

本となる重要なものです。

　つきましては，本計画の策定に際し，広く皆

様からのご意見・ご提案を募集します。今後の

まちづくりに関する多くのご意見，ご提案をお

待ちしています。

　なお，ご意見・ご提案は，最寄りの市民提言

箱設置箇所に備えてある所定の用紙にご記入の

うえ投函くださるか，市のホームページから提

言用紙をダウンロードし，投函してください。

ご協力をお願いいたします。

○市民提言箱設置箇所：市役所市民ホール，健

康センター，立神センター，城山センター，

金山センター，別府センター

○意見等の収集期日：平成27年２月２日(月)

問合せ　企画調整課企画調整係

　　　　℡72-1111(内線225・226)

企画調整課

第６次枕崎市総合振興計画に関するご

意見・ご提案を募集します

小学生～高校生のための春休み海外派

遣参加者募集

　公益財団法人国際青少年研修協会では，７事

業の参加者を募集しています。体験を通して，

お互いの理解や交流を深め，国際性を養うこと

を目的に実施します。お一人でご参加になる方

が８割以上，初めて海外へ行かれる方が６割以

上ですので，事前研修会では仲間作りから丁寧

に指導いたしますので，安心してご参加いただ

けます。

○内容：ホームステイ・ボランティア・文化交

流・学校体験・英語研修・地域見学・野外活

動など

○派遣先：米国・英国・豪州・カナダ・フィジ

ー・ニュージーランド・フィリピン

○日程：平成27年３月25日(水)～４月５日(日)

　　　　【９～11日間】※事業により異なる

○対象：小３～高３の方まで

※事業により異なる

○説明会会場

　深見ビル 会議室　※入場無料・予約不要

福岡市博多区博多駅前4-14-1

○参加費：35万８千円～49万８千円

※平成27年１月26日(月)までにお申し込みの方

は，早割りで１万円割引になります。

○申込締切：平成27年２月２日(月)

問合せ・資料請求

　(公財)国際青少年研修協会　℡03-6417-9721

企画調整課

募
集

新春初蹴りサッカー大会参加者募集

　新春恒例の新春初蹴りサッカー大会への参加

チームを募集いたします。参加料は無料ですの

で，ぜひご参加ください。

　参加ご希望の方は12月29日(月)までにご連絡

ください。

○日時：平成27年１月３日(土)

○場所：枕崎市総合グラウンドほか

○主催：枕崎市サッカー協会

○参加資格：枕崎市在住または出身者を含む(責

任者)チーム編成ができること。

※必ず主審，副審を帯同することとし，チーム

責任者は連絡先を事務局へ連絡すること。

申込・問合せ　枕崎市サッカー協会

　　　　　　　℡090-9574-6399　担当：板敷

保健体育課

募
集

放送大学４月入学生募集

　放送大学はテレビなどの放送やインターネッ

トを利用して授業を行う通信制の大学です。働

きながら学んで大学を卒業したい，学びを楽し

みたいなど，様々な目的で，幅広い世代の方が

学んでいます。

　現在，平成27年４月入学生を募集していま

す。詳しい資料を無料で送付いたしますので，

お気軽にお問い合わせください。

○募集学生の種類

【教養学部】　　　　　　　　　　　　　　

・科目履修生(６ヶ月在学し，希望する科目を履修)

・選科履修生(１年間在学し，希望する科目を履修)

・全科履修生(４年以上在学し，卒業を目指す)

【大学院】

・修士科目生(６ヶ月在学し，希望する科目を履修)

・修士選科生(１年間在学し，希望する科目を履修)

○出願期限：平成27年２月28日

○資料請求・問合せ

　〒892-8790　鹿児島市山下町14－50

　（かごしま県民交流センター西棟４階）

　放送大学鹿児島学習センター　℡099-239-3811

生涯学習課

募
集

募
集
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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。

「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：平成27年１月15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。

・過去の年金記録を確認するお手伝いをします。 

・50歳以上の方に年金見込額を出すことができ

ます。

・障害年金や遺族年金などの相談ができます。

※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。

・平成27年１月22日（木）

南さつま市役所 スタジオ21

・平成27年１月29日（木）

南九州市知覧　ちらん夢郷館

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

　今冬の渡り鳥の飛来シーズンに入り，国内に

おいては島根県，千葉県，鳥取県，東京都に続

き鹿児島県でも回収されたマナヅルから高病原

性鳥インフルエンザが確認されました。

　さらに，欧州においても，ドイツ，オランダ

及び英国の家きん飼養農場で本病（H5N8亜型）の

発生が続けて確認されており，平成22年に全国

的に本病が流行した時に比べ，現在の状況は日

本全国のどこの家きん飼養農場において本病が

発生してもおかしくない状況です。

　このように，既に国内に本病ウイルスが侵入

しており，これまで以上に緊張感を持って，家

きん飼養農家自らが農場内へのウイルスの侵入

を防ぐべく最大限の警戒をする必要がありま

す。

　つきましては，本病に関する注意と，飼養衛

生の遵守，異状の早期発見・通報等について再

度徹底していただき，飼育場に出入りする際の

手指及び靴の消毒，衣服の交換，出入りする車

両の消毒等を確実に実施していただきますよう

お願いします。

問合せ　農政課特産振興係

℡72-1111(内線332・333)

農政課

高病原性鳥インフルエンザ侵入防止対策

～　鶏などを飼われている皆様へ　～

お
ら
知
せ

　「セクハラ・パワハラ」について正しい知識

を身につけ，ハラスメントのない職場づくりを

目指すための研修会を開催します。皆さんぜひ

ご参加ください。

○日時：平成27年１月22日(木)

　午後１時30分～３時(受付：午後１時15分～)

○場所：市民会館第１会議室

○講師：桂　香代子さん　(一般財団法人女性労

働協会　業務第二課課長）

○参加費：無料

問合せ　企画調整課市民協働係

℡72-1111(内線460)

企画調整課

男女共同参画研修会を開催
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。

　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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　火気を使用する機会が増加するこの時期，市

民の皆様一人ひとりに，改めて防火意識を高め

ていただくとともに，火災の発生を防止するた

め,「年末特別警戒」を実施します。特に次の重点

項目に気をつけてください。

重点項目

○ストーブは，燃えやすい物から離れた位置で

使用しましょう。

○ガスこんろなどのそばを離れるときは必ず火

を消しましょう。

○家具などの裏にあるコンセントプラグを清掃

しましょう。

○家の周りに燃えやすい物を置かないようにし

ましょう。　

○お出かけ前，お休み前には必ず火の元を確か

めましょう。

　寒さが厳しくなり，何かとあわただしいこの

時期，明るい新年を迎えるため「火の用心」をお

願いいたします。

　なお，期間中は市内各地域において，火災予

防の啓発や消防団と連携し，巡回広報と併用し

て防火パトロール等を実施します。

※｢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。

「もういいかい 

　火を消すまでは 

　まあだだよ」

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

「年末特別警戒」を実施!! 

～　12月25日(木)から31日(水)　～

お
ら
知
せ枕崎市消防出初式を開催

お
ら
知
せ

　新春恒例の消防出初式を，平成27年１月11日(

日)枕崎市塩浜公園運動場において，消防団，消

防署の他，ふじ幼年消防隊，立神幼年消防隊，

妙見幼年消防隊，桜山小学校金管バンドの皆さ

んの参加により盛大に行います。

　オープニングセレモニーとして本年３月に開

催された，第16回日本太鼓ジュニアコンクール

に県代表として出場し，特別賞の成績を収めた

火の神乙女太鼓爽の演奏が披露されます。ぜひ

ご覧ください。

【消防出初式】

８時40分 オープニングセレモニー
(火の神乙女太鼓 爽)

９時０分 式典開始

10時５分 放水披露(市営プール付近)

10時20分 市中パレード

小川橋～小江平交差点～桜木町交差点～

市民会館下交差点～枕崎市役所交差点まで

※火災のおこりやすい季節です。火の元，火の

取扱いは十分注意しましょう。

問合せ　枕崎市消防本部消防総務課消防団係

　　　　℡72-0049

枕崎市消防本部

　市内に住所を有する漁業を営む個人又は法人

が，漁船の老朽化に伴う買換えや漁具・機器な

どの購入について，漁業近代化資金助成法に定

める資金の借り入れを行う場合，水産振興資金

預託先である鹿児島県信用漁業協同組合連合会

枕崎支店から低利の融資を受けられますので，

ご利用ください。

問合せ　鹿児島県信用漁業協同組合連合会枕崎支店

　　　　℡72-2115

水産商工課

枕崎市水産振興資金の利用についてお
ら
知
せ

人権同和問題県民のつどい

　同和問題をはじめとする様々な人権問題につ

いて，より多くの人々に広く関心を持ってもら

うとともに，基本的人権の尊重とその擁護につ

いて，正しい理解と認識を深めるため「人権同和

問題県民のつどい」を開催します。入場料は無料

ですので，ぜひご参加ください。

○日時：平成27年２月３日(火)

　　　　午後１時30分～４時10分

○場所：鹿児島市民文化ホール 第２ホール

○内容：人権問題講演会【講師：石川結貴さん(

作家・ジャーナリスト) 演題：「ネット・いじめ・

将来～不安な時代を生きる子どもたちをどう

支えるか～」】，人権啓発パネル展など

問合せ　県人権同和対策課啓発係

℡099-286-2574

総務課

お
ら
知
せ

９時50分 水難救助訓練



７

　平成26年度の子宮頸がん・乳がん検診を下記の日程で実施します。健診希望調査にて申し込みをさ

れた方には個人に通知しますが，申し込みをされていない方は健康センターまでご連絡ください。

子宮頸がん・乳がん検診を実施します
お
ら
知
せ

子宮頸がん検診 乳がん検診

対 象 者 平成７年４月１日以前に生まれた女性 昭和50年４月１日以前に生まれた女性

検診内容 視診＋細胞診
視触診＋乳房X線撮影(乳房X線撮影は40歳代

が２方向，50歳以降が１方向になります。)

○検診日：平成27年１月18日(日)～23日(金)

○受付時間　午前８時30分～９時，午後０時30分～１時

○会場：健康センター

○料金
国民健康保険の方

※保険証を提示してください
国民健康保険以外の方

子宮頸がん検診

乳がん検診
40歳代

50歳以上

600円 無料

2,000円

1,500円

1,600円

1,100円

※70歳以上の市民の方，もしくは市民税非課税世帯の方又は生活保護世帯の方で証明書を提示した

場合は無料です。

※26年度のクーポン券を送付されている方も無料で受診できます。検診当日必ずご持参ください。

問合せ　健康センター　℡72-7176

健康課

　「難病の患者に対する医療費等に関する法律」

の施行に伴い，平成27年１月から難病にかかる

「新たな医療費助成制度」が始まります。

○助成対象が56疾患から約300疾患に段階的に拡

大されます。

○月額自己負担限度額の金額・算定方法が変わ

ります。

○医療費助成が受けられるのは，県が指定する

「指定医療機関」が行う特定医療に限られま

す。

※新たな医療費助成制度に係る手続きの詳細な

どについては，県ホームページをご覧いただく

か，下記の連絡先にお問い合わせください。

問合せ

・県難病相談・支援センター　℡099-218-3134

・加世田保健所　℡53-2315

健康課

難病にかかる「新たな医療費助成制度」が開

始します

お
ら
知
せ

　平成27年１月22日(木)から２月13日(金)までの

日程で，平成27年度の市・県民税及び国民健康

保険税並びに後期高齢者医療保険料に係る所得(

平成26年中の所得)の申告受付けを行います。対

象となる方は申告をしてください。

　なお，国民健康保険及び後期高齢者医療保険

に加入されている方は，全員申告が必要です。

　ただし，確定申告をされる方等は市・県民税

申告等を省略できます。

　また，確定申告の必要な方は，別紙綴込み(後

ろに綴じ込んであるチラシ)の日程により相談を

受け付けます。詳細についても，別紙綴込みを

ご覧ください。

※個別に申告案内文書は送付いたしませんの

で，日程についてご注意ください。

問合せ　税務課課税係　℡72-1111(内線154・155)

税務課

平成27年度市・県民税及び国民健康保

険税並びに後期高齢者医療保険料の申

告受付けについて

お
ら
知
せ
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　学校給食センターでは，平成27年度学校給食

用物資納入業者の「指定願」を受け付けていま

す。対象となる主な物資は次のとおりです。

○対象物資：精肉・調味料・青果・生鮮食品・冷

凍食品他(パン・牛乳等は対象といたしません。)

○提出書類：指定願用紙，最新の検便証明書の

写し

○申込期限：平成27年１月23日(金)

申込み・問合せ

　枕崎市立学校給食センター

　枕崎市中央町183番地４　℡72-3145

給食センター

学校給食用物資納入業者「指定願」受付開始お
ら
知
せ

年末年始の「ごみ」「し尿」収集について

【ごみの収集】　◇年末：12月30日(火)まで　　◇年始：１月５日(月)から

お
ら
知
せ

○12月31日(火)～１月４日(金)の間は収集を行いませんので，各公民館の集積所にもごみは出さな

いでください。

○内鍋清掃センター(℡72-6816)は，12月28日(日)に午前中特別操業しますが，渋滞が予想されま

すので，普段の日に集積所に出せる一般ごみは，持ち込まないようにしてください。

○持ち込む場合も分別を徹底して，時間にゆとりを持ってきてください。

○年明けのごみの収集と清掃センターの受け入れは，１月５日(月)から始まります。

○テレビのデータ放送や市のホームページも参考にしてください。

【し尿くみ取り業務】

早めに事業者へ確認してください。

　○年末・・受付は12月25日(木)まで，くみ取り業務は12月27日(土)まで　

　○年始・・１月５日(月)から

問合せ　枕崎清掃社　℡72-1539　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市民生活課

　毎年年末になると内鍋清掃センターへの持ち込みが集中し，大変混雑します。集積所に出せるご

みは，原則持ち込みはできませんので，大掃除は計画を立て早めに済ませ，各地域の集積所に出し

てください。

　また，内鍋清掃センターへの持ち込みは，12月29日(月)の午前中までです。28日(日)も午前中のみ

受け入れします。持ち込む方は分別を徹底し，時間にゆとりを持ってきてください。

　年末に集中しないよう公民館や隣近所を通じて呼びかけをお願いします。

12月23日(火)

12月24日(水)

12月25日(木)

12月26日(金)

12月27日(土)

12月28日(日)

12月29日(月)

12月30日(火)

12月31日(水)～１月４日(日)

１月５日(月)

資源ごみ(枕崎・別府地区) ※資源最終

燃えるごみ(市内全域)

資源ごみ(金山・桜山・立神地区) ※資源最終

燃えないごみ(市内全域)

燃えるごみ(市内全域)

収集休み ※持込み午前中

燃えるごみ(市内全域)

燃えるごみ(市内全域) ※許可を受けた業者のみ持込み可

燃えるごみ(市内全域)

収集通常通り

〃

〃

〃

〃

※収集なし

※持込み午前中

※収集及び内鍋センターは休みです。

収集通常通り

収集通常通り

※収集変更あり

※収集なし

　集団献血を次のとおり実施します。身近なボ

ランティアとしての献血に，皆様のご協力をお

願いいたします。

　現在，はたちの献血キャンペーン実施中で

す。400ml献血にご協力いただいた皆様へブラン

ケットをプレゼントします。

○日時：平成27年１月23日(金)

　　　　午前９時30分～午後４時

○場所：市役所前駐車場

問合せ　健康センター　℡72-7176

健康課

集団献血へのご協力へのお願いお
ら
知
せ



９

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
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片平山児童センターの行事

・１月25日(日)　10:00～12:00

ペン立をつくろう

対象者：小学生　材料費：50円

【要予約】１月18日まで

・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

問合せ　片平山児童センター　℡73-1333

福祉課

イ
ン
ベ
ト

～中学３年生までのお子さんの保護者の方へ～

　７月１日から子ども医療費助成制度の内容が変わりました。

　医療費助成対象を小学校３年生修了から中学校３年生修了までに拡大し，保険診療自己負担額の

全額を助成するものです。

◆小学３年生以下のお子さんの保護者の方へ

現在小学３年生以下の児童で，まだ保険証等の更新がお済みでない方は，対象児の保険証と印鑑

をお持ちになり，福祉課で確認手続きを済ませて新しい資格者証をお受け取りください。(オレン

ジ色の資格者証しかお持ちでない方です)

◆小学４年生から中学３年生のお子さんの保護者の方へ

今回の改正にあたり，小学４年生～中学３年生(平成11年４月２日～平成17年４月１日生まれ)の

児童は，新たに登録申請が必要です(オレンジ色の資格者証は使えません)。

◎７月の保険診療分から適用(対象の方は７月までに申請をされていなくても，さかのぼって助成い

たします。)まだ申請がお済みでない方は，早めの手続きをお願いします。

　また，子ども医療費助成対象となる児童で，転入，その他の理由によりまだ登録申請がお済みで

ない方も早めに手続きされますようお願いします。(※ただし，生活保護・重度心身障害者・ひとり

親家庭医療費助成制度の受給対象者を除く。)

【登録申請手続きに必要なもの】

申請書(福祉課にあります)・健康保険証(助成対象児)・印鑑(みとめ印可)・通帳（保護者(児童手当

の受給者)名義）

※登録申請がお済みでない方は医療費の助成を受けることができませんのでご注意ください。

問合せ　福祉課社会係　℡72-1111(内線136)

福祉課

お
ら
知
せ

枕崎児童館 １月の行事

・４日(日)　13:30～15:00

お正月あそび(たこあげ・かるた・ケン玉)

たこ糸・ケン玉持参

※先着30名にたこプレゼント

・29日(木)　10:30～12:00

節分豆まきごっこと読み聞かせ

材料費：100円　定員：幼児親子５組

【要予約】１月27日まで

問合せ　枕崎児童館　℡72-1362

福祉課

イ
ン
ベ
ト



11■　「すぃ～と」

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

１月の行事（行事は午前10時からです。）

・９日(金)　たこ作り

・14日(水)　読み聞かせ

・20日(火)　園庭あそび

〃　　　試食会【要申込み】

・21日(水)　ベビーマッサージ【要申込み】

・23日(金)　ハッスルキッズデー

　対象：1歳半以上児(鬼の面作り)

・28日(水)　誕生会

・30日(金)　ばぶちゃんデー

　対象：1歳半未満児(鬼の面作り)

※年末年始のお休み

　12月29日(月)～１月４日(日)

※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

南溟館 １月の行事

・６日(火)～18日(日)

新春特別企画展「枕崎の文化財展」

　枕崎の文化財を展示し紹介します。

会場：第１展示場　観覧料：無料

・18日(日)　13:00～

枕崎市文化協会「新春イベント」

茶道裏千家松風会による「呈茶席(ていちゃ

せき)」を開催します。

会場：研修室　参加料：無料

・18日(日)　14:00～

有村航平＆塩屋祐典デュオコンサート

鹿児島市を主な活動拠点に，クラシックを

ベースにしながらジャンルの枠を超えた音

楽・芸術を追求する有村航平氏(チェロ)と塩

屋祐典氏(ピアノ)によるデュオコンサートを

開催します。

会場：第２展示場　

入場料：一般2,000円　大学生以下無料

・24日(火)～２月８日(日)

鹿児島の美しい風景百景展

鹿児島市の天文館画廊で開催された公募展

の作品を展示します。

会場：第１展示場　観覧料：無料

問合せ　南溟館　℡72-9998

文化課
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