
すんくじら狂句

■来月号の兼題は

「驚」（あび，あべ，あび

さ，あびしゃです。）

◎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

8
９月

行事名日（曜日） 問合せ

健康センター
健康センター
℡(72)7176

※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

１

初妊婦講座8（月）

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

『ひいて・ひして』
健康センター　
受付9：00～11:30

20（土）
21（日） お魚まつり お魚センター　　

お魚センター
℡(7３)2311

健康センター
℡(72)7176

21（日）

まくらざき朝市 枕崎港内港　
枕崎商工会議所
℡(72)3341

1（月)

13（土）

子どものための天
文教室

11（木）

℡(72)2267

7:00～11：00

９:00～

9:00～11：40

母子健康手帳交付
育児相談

10（水） 健康センター
健康センター
℡(72)7176

◎男性料理教室 10:00～12:30

健康センター 　 
◎へるすあっぷ
　体操教室

健康センター
℡(72)717613:30～15:00

℡(72)9289

ビデオ・読書

子育てサロン 健康センター　  9:45～11:30
健康センター
℡(72)7176

18（木）

25（木) 健康センター ◎へるすあっぷ
　体操教室

健康センター
℡(72)7176

13:30～15:00

17（水） 立神センター
健康センター
℡(72)7176

◎男性料理教室 10:00～12:30

親子おやつ作り 別府地区公民館
　 

9:00～12:00
20（土）

わんぱく塾の運動
会

9:00～15:00

健康センター
℡(72)717616（火) 母子健康手帳交付 健康センター 　  9:00～11：30

◎昔のあそび
立神小学校 9:40～12:20

℡(72)1693

旧金山小体育館
℡(72)9690

℡(76)2010



２

募
集 フラワー教室参加者募集

　サン・フレッシュ枕崎では，鉢に寄せ植えを行う

教室を次のとおり開催いたします。

　花の好きな方，興味のある方いかがですか。寄せ

植えからいろんなことが学べるいい機会です。ぜひ

ご参加ください。

○開催日時：９月20日(土）　午前10時～11時30分

○募集人数：20名

○受講料：1,500円（材料代です）

○募集締切：９月17日(水）　午後５時まで

○申込み方法：電話にて受け付けいたします。

※手袋・エプロン・帽子・移植ごてをご持参ください。

問合せ・申込み先　サン・フレッシュ枕崎　℡58-1112

サン・フレッシュ枕崎

募
集 県立姶良高等技術専門校の入校生募集

　県立姶良高等技術専門学校では平成27年度からの

入校生を次のとおり募集します。

○訓練科名：メカトロニクス科，情報処理科

○募集人員：各科20名

○応募資格：高等学校卒業（見込み者を含む）もしく

は同等以上の学力を有すると認められる者

○出願書類：入校願書（写真添付），学校調査書（又は

卒業証明書），願書添付以外に写真１枚（縦40×横

30mm）

○選考場所：県立姶良高等技術専門学校

○第１回願書受付締切日：10月30日(木)【当日消印有効】

○第１回選考日：11月７日(金)

※第２回以降の日程についてはお問い合わせください。

問合せ　県立姶良高等技術専門学校

        〒899-5431　姶良市西餅田1120番地

℡0995-65-2247　　　　　　　　　総務課

募
集 市立病院の業務委託人（保育士）を募集

　希望者は，採用試験受験申込書（市立病院備付け）

を市立病院管理係に提出してください。

○職種：保育士　３名程度

○応募資格

　⑴　保育士資格を有する方

　⑵　枕崎市立病院に通勤可能で健康な方

　⑶　現在市内で保育士として勤務されていない方

　⑷　11月1日から勤務できる方

○選考方法：作文試験・面接試験(個別面接)

　健康診査（試験当日に公的医療機関の健康診断書を

　提出）

○申込み期限：９月30日(火)　午後５時15分まで（必着）

※試験の時期及び場所については，応募者に対し

て，試験日時・場所を記載した受験票を送付します。

問合せ　市立病院　℡72-0303            市立病院

募
集

第４回枕崎カツオマイスター検定受検

者を募集

○検定日：11月１日(土)，２日(日)

○会場：南薩地域地場産業振興センター，枕崎水産

加工業協同組合，的場水産株式会社

○検定内容

１日目：鰹節工場の見学やカツオのさばき方の実

習など。

　２日目：カツオに関する座学，検定試験

○応募締切：10月17日(金）

※詳細は申込み先にご連絡いただくか，市のホーム

ページでご確認ください。

○申込み・問合せ　枕崎カツオマイスター検定事務局

(水産商工課内)　℡73-1092           水産商工課

募
集

「人権標語 2014」作品募集
～あなたの思いを標語にしませんか！～

　人権尊重の精神と差別のない人間社会の必要性を

理解してもらうとともに，豊かな人権意識を育むこ

とを目的に「人権標語」を募集します。

○募集内容

　　日常生活や学校生活，地域とのかかわりの中

で，共に生きる命の大切さと人への思いやりや優

しさなど人権尊重の重要性や必要性について考え

たことなどをテーマとした作品。

○応募資格：枕崎市内に住んでいる人(小学生以上。)

○標語の条件：文字数は30字以内で，１人１点とし

ます。また，他に応募していないものに限ります。

○応募方法

　　応募用紙（総務課秘書広報係で直接入手または市

のホームページからダウンロード）を利用して市役

所総務課秘書広報係へ直接お持ちくださるか，応

募用紙を利用しない場合には，標語と氏名・住

所・電話番号を記入してハガキやＦＡＸ又は

E-mailで下記の応募先までお送りください。な

お，学生の場合には，学校名もご記入ください。(小

中学校には，別途に募集依頼をします。)

○応募締切：９月30日(火)まで【必着】

○入選・表彰

　　応募作品は，小学校，中学校，高校・一般の部

から最優秀賞・優秀賞を選出し，12月14日(日)に開

催される「人権フェスタ2014in枕崎」で表彰しま

す。なお，入賞作品については，枕崎市がおこなう

人権啓発事業などに使用させていただきます。

○応募先:市役所総務課秘書広報係

〒898-8501　枕崎市千代田町27番地

℡72-1111(内線211)　Fax72-9436

E-mail:jinken@city.makurazaki.lg.jp

総務課



３

９月１日～30日は「発達障害福祉月間」

　知的障害のある方が，地域社会の中で皆さまと共

に生きる共生社会を実現するため，９月を福祉月間

と定めて，毎年全国的な広報活動を実施していま

す。

　障害があっても，一人ひとりが「自分らしく」生き

ていくために，市民の皆さまの障害へのご理解とご

協力をお願いします。

問合せ　福祉課障害福祉係　

　　　　℡72-1111（内線 470・471）　　　　　福祉課

お
ら
知
せ

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：９月４日（木）　午前10時～午後３時

　場所：市民会館２階　第一会議室

○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。

・８月28日（木）指宿市市役所

・９月11日（木）南九州市（知覧町） ちらん夢郷館

・９月25日（木）南さつま市市役所 スタジオ21

問合せ　市民生活課国民年金係

　　　　℡72-1111(内線144・145)　　　市民生活課

募
集 県立農業大学校　学生募集

【一般入試の場合】

○定員

・農学部（野菜科35名，花き科10名，茶業科15名，果

樹科10名）

・畜産学部（肉用牛科25名，酪農科10名，養豚科10名）

○受験資格

１.高等学校を卒業した者若しくは平成27年３月に

卒業見込みの者，またはこれと同等以上の学力

を有すると知事が認めた者。

２.卒業後，農業に従事する見込みがあり，心身と

もに健康な者。

○出願受付期間：10月27日(月)～11月10日(月)

　　　　　　　【当日消印有効】

○入学試験日：11月26日(水)

○出願方法：学校にお問い合わせください。

【推薦入試の場合】

○定員：学科定員のおおむね２分の１以内

○受験資格：県内の高等学校を平成27年３月卒業見

込みの者で，次の事項に該当し，高等学校長が推

薦する者とする。

１.本人または保護者の現住所が鹿児島県にある

者。

２.本校に入学する意思が確実で入学を強く希望す

る者。

３.卒業後県内において農業に従事し，地域の農業

振興につくす意思が強固であり人物が優秀で心

身ともに健康な者。

４.学業成績は教科科目の評定値の平均が「３．

０」以上の者。

○出願受付期間：９月９日(火)～24日(火)

　　　　　　　【当日消印有効】

○入学試験日：10月８日(水)

○出願方法：学校にお問い合わせください。

問合せ　県立農業大学校　教務指導課

　　　　〒899-3311　日置市吹上町和田１８００

　　　　℡099-245-1071　　　　　　　　　農政課

相
談

募
集 自分づくり講座の参加者募集

　市では，男女共同参画社会形成のため，毎年「自分

づくり講座」を開催しています。

　この講座は，男女があらゆる場へ積極的に参画

し，貢献できる環境づくりの視点に立って，自分を

探り，見出し，発展・開発することが目的です。

　今回は「お父さんのための絵本読み聞かせ講座」を

開催します。この機会に，絵本の読み聞かせについ

て学んでみませんか。参加料は無料です。ぜひご参

加ください。

○日時：９月20日（土）　午前10時～11時30分

○場所：市立図書館

○対象：乳幼児～小学生を子育て中のお父さん

　※お子さんやお母さん，おじいちゃんやおばあち

　ゃんの参加も歓迎します。

○講師：朝田　栄子さん（特定非営利活動法人読書推

　進団体枕崎みしのたくかにと理事長）

○定員：15名

○申込み締切：９月16日(火)

○申込み方法：電話又はＦＡＸ

○申込み・問合せ：企画調整課市民協働係

　℡72-1111(内線460)　Fax 72-9436　　企画調整課



４

「臨時福祉給付金」及び「子育て世帯臨時

特例給付金」の手続きはお済みですか

　「臨時福祉給付金」及び「子育て世帯臨時特例給付

金」の対象者と思われる方にはすでに申請書類を郵送

しています。

　支給を受けるためには，平成26年１月１日時点で

住民登録している市町村で申請をする必要がありま

す。もし，期間内に申請がされなかった場合は受給

できませんので，早めの申請をお願いします。

　また，支給決定通知書が届いた方は，振込予定日

以降に通帳をご確認ください。

○申請期限

・臨時福祉給付金：９月16日(火)まで

・子育て世帯臨時特例給付金：９月９日(火)まで

○申請に必要なもの：申請書，印鑑，本人及び代理人

の確認書類(運転免許証，健康保険証，身体障害者手

帳等)，通帳またはキャッシュカード，年金や手当等

の額改定通知書等(証明できる書類)

※郵送される際は，必要な書類のコピーを忘れずに

同封してください。

※子育て世帯臨時特例給付金対象の公務員の方は，

職場が発行する児童手当受給者の証明が必要です。

問合せ　福祉課社会係　℡72-1111(内線135・136)

福祉課

お
ら
知
せ

子ども医療費の受給資格者登録申請はお

済みですか

　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。

○適用開始：７月の保険診療分から適用

○対象者：平成11年４月２日以降に生まれた子ども

　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。

　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(福祉課にもあります）・健康保険証（助成対

象児）・印鑑（みとめ印可）・通帳（保護者名義）

※登録申請をしないと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。

　また，現在小学３年生以下の児童で保険証等の確

認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。

問合せ　福祉課社会係　℡72-1111(内線135・136)

福祉課

お
ら
知
せ

無料クーポン券を使って子宮頸がん・乳

がん検診が受診できます

　クーポン券を使って子宮頸がん検診・乳がん検診

を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，個人通知しておりますが，転入や

対象で通知の届いていない方は健康センターへお問

い合わせください。

○クーポン利用期間：９月1日～平成27年3月31日

○子宮頸がん検診

お
ら
知
せ

・平成５年４月２日～平成６年４月１日生
・平成21年度～平成24年度にクーポンを受け取

って，利用しなかった方

・森産婦人科

・健康センターでの集団検診（平成27年１月実施

予定）

○乳がん検診

・昭和48年４月２日～昭和49年４月１日生

・平成21年度～平成24年度にクーポンを受け取

って，利用しなかった方

・サザンリージョン病院

・県立薩南病院

・健康センターでの集団検診（平成27年１月実施

予定）

問合せ　健康課健康促進係　℡72-7176

健康課

敬老祝金を支給します

　枕崎市では９月１日に枕崎市に住所がある方で，

今年度87歳・98歳，または101歳以上になられる方に

敬老祝金の支給をいたします。支給の際は，市役所

の職員がご自宅に訪問し支給いたしますので，印鑑

を準備しお待ちください。

お
ら
知
せ

対象者

◆87歳

◆98歳

◆101歳以上

昭和２年４月２日～

　昭和３年４月１日生まれの方

大正５年４月２日～

　大正６年４月１日生まれの方

大正３年４月１日以前生まれの方

訪問日

９月４日(木)

職員訪問

９月12日(金)

市長訪問

問合せ　福祉課高齢者介護保険係

　　　　℡72-1111（内線134）

福祉課



５

市営墓地内は一般車両進入禁止です

　市営犬牟田墓地と川路墓地の入口には，車両の進

入を防止するための柵が設けられています。これは

墓参する歩行者の安全を確保するために設置してい

るもので，一般車両は進入禁止です。

　特に，バイクや自転車で勢いよく進入してくる方

を時々見かけます。非常に危険です。絶対にしない

でください。施設内では降りて押して行くか，外の

駐車場等に停めて墓参してください。

　ただし，高齢者用の電動カーは進入できますの

で，歩行者に注意し，停める時は墓参者の通行の妨

げにならないよう配慮してください。

　また，立神墓地内は通行できますが，道路が大変

狭いので徐行を心がけ，お互い譲り合って気持ちよ

く利用しましょう。

　なお，市営墓地には生花専用のごみ集積所を設け

てありますが，例年お盆が終わったあと大量のごみ

（盆提灯・供物の空きビン・空き缶・ライター類・漂

白剤の容器など）が捨てられています。せっかくのお

盆にあとを濁しては何にもなりませんね。

　市民のみなさまのご理解とご協力をお願いいたし

ます。

問合せ　市民生活課環境整備係

　　　　℡72-1111（内線325・327）

市民生活課

お
ら
知
せ

台風時のごみ出しについて

　台風による強風の影響でごみ収集が出来ないと判

断した場合や，防風対策のため内鍋清掃センターを

閉鎖した場合は，ごみの収集を中止する場合があり

ます。その際は，防災無線による放送やテレビのデ

ータ放送（日本放送協会(NHK)，南日本放送(MBC）)，市

のホームページ等でお知らせをいたします。

○防災無線の場合

収集日前日のお昼又は夕方午後６時と，当日の朝

午前７時の２回放送　

　※台風の速度によっては，時間帯を変更する場合

　もあります。

○テレビデータ放送の場合

　◇ＭＢＣの場合

　①リモコンの「ｄ」ボタンを押す。

　②「枕崎市からのお知らせ」を選択し決定ボタンを

押す。

　◇ＮＨＫ（総合）の場合

　①リモコンの「ｄ」ボタンを押す。

　②「安全・くらし情報」を選択し決定ボタンを押す。

　③「市町村からのお知らせ」を選択し決定ボタンを

押す。

○市のホームページの場合

　トップページの「市からのお知らせ」に掲載します。

○その他

　店内放送を備えている小売店の協力で，店舗での

告知をお願いする場合があります。

※内鍋清掃センターは，立地場所が風の影響を特に

強く受けるため，市街地では天候が回復しても安全

対策上操業を見合わせる場合がありますので、個人

で判断をせず，上記の情報を元に対処していただく

ようお願いいたします。

　また，ごみ収集以外のことでも市からのお知らせ

があった場合は，地域のみなさんと声をかけあって

情報を共有しましょう。

問合せ　市民生活課環境整備係

　　　　℡72-1111(内線325・327)　　　市民生活課

お
ら
知
せ「市民協働のための講演会」を開催

　薩摩川内市峰山地区コミュニティ協議会会長の德

田勝章さんを講師に迎え，「市民協働のための講演

会」を開催します。

　講演のテーマは「コミュニティによる共生・協働の

まちづくり」です。過疎化や少子高齢化の進行に伴う

地域力の低下に対し，「共生・協働」による地域づく

りが求められており，地域活動に取り組む上で，非

常に参考になります。

　講演会は次のとおり開催します。参加料は無料で

すので，お気軽にご参加ください。

○日時：10月７日(火)　午後２時～４時

　　　　(受付：午後１時30分～）

○場所：妙見センター　大研修室

○申込み締切：９月30日(火)

○申込み方法：電話又はＦＡＸ

○申込み・問合せ　企画調整課市民協働係　

　℡72-1111(内線460)　Fax 72-9436

企画調整課

お
ら
知
せ

海区漁業調整委員会委員選挙人名簿の調

製について

　海区漁業調整委員会委員選挙人名簿を調製（作成）

する時期となりました。

　海区漁業調整委員会の委員の選挙権を有する方

は，９月１日現在の資格を９月５日までに，選挙管理

委員会に申請書を提出していただく必要があります。

尚，枕崎市漁業協同組合の正組合員の方は申請する

必要はありませんが，家族の方で選挙権のある方は

申請してください。

　申請書は枕崎市漁業協同組合又は選挙管理委員会

においてあります。

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



６

山川・根占フェリー渡船料割引キャンペ

ーンを実施

　大隅総合開発期成会では，山川・根占航路の利用

促進を図るため，渡船料の割引キャンペーンを実施

します。

○対象便：土・日・祝日の山川港発根占港行の全便

○対象期間：９月１日(月)～12月15日(月)

○適用車種：軽自動車，普通乗用車(６ｍ未満)

　          バイク(125cc以上)

○助成額：軽自動車・普通乗用車…500円

　　　　　バイク…300円

○手続：乗船前に簡単な申請書を記入すると，助成

額を割引した金額で乗船できます。

問合せ　なんきゅうフェリー山川営業所

　　　　℡0993-34-0012

企画調整課

お
ら
知
せ

９月10日は「下水道の日」
～げすいどう　みずのみらいを　まもるみち～

　９月10日は「下水道の日」として，下水道整備の促

進について皆様に一層のご理解とご協力をいただく

ことを目的に，全国一斉に下水道促進のための運動

が行われます。

　下水道は，快適な生活環境と，海や河川など公共

用水域の保全を図るための施設です。

　下水道供用区域内で，まだ下水道に接続していな

い家庭や水産加工場等事業所は，早い時期に水洗化

改造工事をしていただき，環境保全にご協力くださ

い。

問合せ　下水道課　℡72-1111(内線412・413)

下水道課

お
ら
知
せ

成人式は１月３日に実施します

　今年度の成人式を次のとおり開催いたします。

○開催日時：平成27年１月３日（土）

　　　　　　午後１時30分～３時

○受付：午後０時45分～１時20分

○場所：枕崎市市民会館大ホール

○該当者：平成６年４月２日から平成７年４月１日

までに生まれた方。

※受付方法など詳細については，「11月のお知らせ

版」と「12月の広報まくらざき」で案内します。

問合せ　生涯学習課公民館係(市民会館)　℡72-2221

生涯学習課

お
ら
知
せ 健康指導員養成講座を開講

　健康づくりのための運動を講義や実技をとおして

学び，地域の高齢者に広めていただくボランティア

（健康指導員)を養成する講座です。

　健康指導員は，ストレッチ体操やウォーキングな

ど健康づくりの運動を市民の方に広め，元気なまち

づくりに貢献しています。市民による市民のための

活動です。もちろんご自身の健康づくり・アンチエ

イジングにも効果抜群です。

　受講料は無料ですので，ぜひご参加ください。

○日程：９月５日～11月７日の毎週金曜日(全10回)

午前10時～11時30分

○対象者

・枕崎市内在住の65歳位までの方

・健康づくりボランティア活動に興味を持ち，地

域において実践活動できる方

○内容(予定)

　　健康づくりのための講話や運動指導のプロから

学ぶ実技など，健康づくり運動を普及するための

基礎となる内容です。

　①　開講式，枕崎市の健康づくり対策

　②　健康づくり概論

　③　運動の実際「ストレッチ・簡単筋トレ」

　④　健康的な食生活

　⑤　運動の実際「ストレッチ・簡単筋トレⅡ」

　⑥　簡単にできる運動「ウォーキング」

⑦　普通救命講習(心肺蘇生法，AED使用法などの

講義及び実技)

　⑧　歯の健康

　⑨　こころの健康・リラクゼーション

　⑩　修了式，情報交換会・懇談会

※講座修了後は，健康指導員として地域での活動(週

１回程度)をお願いします。

申込み・問合せ　健康センター　℡72-7176

健康課

お
ら
知
せ

危険物取扱者試験を実施

　平成26年度第２回危険物取扱者試験を次のとおり

実施します。

○日時：11月16日(日）　午前10時(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・霧島市・

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。

　※「受験願書」は消防署(℡72-0049)にあります。

○受付期間

　◆書面申請の場合：９月16日（火）～29日（月）

　※郵送の場合は９月29日の消印有効

　◆電子申請の場合：９月13日(土)午前９時～９月

26日(金)午後５時(期間中24時間受付)

問合せ　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

枕崎市消防本部

お
ら
知
せ



７

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

９月の行事（行事は午前10時からです。）

　・５日（金）　ママちゃれんじデー【要予約】

※ブレスレットかアンクレットのどちらかを作

ります。

　・８日（月）　月見団子作り【要予約】

　・９日（火）　園庭遊び　試食会有り【要予約】

　・10日（水）　ばぶちゃんデー【対象】１歳半未満児

　・12日（金）　ハッスルキッズデー【対象】１歳半以上児

　・17日（水）　ベビーマッサージ【要予約】

　・19日（金）　小麦粉粘土あそび

　・24日（水）　誕生会

　・26日（金）　読み聞かせタイム

　・29日（月）　英語であそぼう

※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

片平山児童センターの９月の行事

・14日（日）　玉ねぎ染めのハンカチ

　10:00～12:00　対象：小学生　要予約９月６日まで

問合せ　片平山児童センター　℡73-1333

福祉課

■「日中」

イ
ン
ベ
ト

イ
ン
ベ
ト 枕崎児童館の行事

・９月20日（土）　ゆうこばぁ～ばのみたらし団子作り

　13:30～15:00　定員15名　要予約９月19日まで

　エプロン・マスク・三角巾持参　材料費：200円

・10月９日（木）　ハンドメイドを楽しもう

　10:30～12:30　定員５組(親子)　託児あり

　要予約10月５日まで　裁縫道具持参　材料費：500円

問合せ　枕崎児童館　℡72-1362

福祉課

イ
ン
ベ
ト


