
すんくじら狂句

■来月号の兼題は

「あざ」
（痣，つんごろ，つごろじ
ん，打ち身痕）
◎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

６
７月

行事名日（曜日） 問合せ

読書・映画

健康センター　 9:00～11:40
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14（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『包丁（ほぢょ）』

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

10（木）
◎へるすあっぷ
　体操教室 健康センター　13:30～15:00

◎男性料理教室 健康センター　10:00～13:00

19（土）
20（日） お魚まつり お魚センター     ９:00～

お魚センター
℡(7３)2311

健康センター
℡(72)7176

20（日） まくらざき朝市 枕崎港内港       7:00～11：00
枕崎商工会議所
℡(72)3341

15（火） 立神センター　10:00～13:00
健康センター
℡(72)7176

31（木） 健康センター 　 13:30～15:00 健康センター
℡(72)7176

◎へるすあっぷ
　体操教室

◎男性料理教室

℡(72)2267

７（月)

12（土）

２３（水）
24（木）

口永良部島近海　 8:30～
【対象】中学生

かつお釣り体験
アドベンチャー ℡(72)0170内線817

昔のあそび

２7（日）

26（土）
27（日）

第59回枕崎市少年
野球大会

8:30
℡(72)0170内線817

℡(72)9690

バレーボール大会
（ ） ℡(76)2010

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

22（火） 母子健康手帳交付 健康センター     9:00～11:30
健康センター
℡(72)7176
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第59回枕崎市少年野球大会出場チーム

を募集

　第59回枕崎市少年野球大会出場チームを募集しま

す。希望チームは，申込書に参加料2,000円を添えて

生涯学習課又は市民会館へ提出してください。

○日程：７月26日（土）～27日（日）

　※予備日  ７月28日（月）～ 29日（火）

○場所：市営野球場及び市営グラウンド（全面）

○チーム編成：チーム編成は原則として下記のとお

　りとするが，下の学年で上の学年を補充すること

　は可とする。

　①　６年生：４名，５年生：３名，４年生：２名

　②　児童数が少なくてチーム編成のできない公民

　　館同士の合併参加は，各校区内の近隣の公民館

　　でチームを編成する。（※子ども会所属が基準，

　　校区公連会長に相談のうえ，市公連会長の承認

　　を得るものとする。）

　③　同一公民館からの参加は，２チームまでとする。

○申込期限：７月８日（火）　午後５時まで

○監督会議及び抽選会：７月24日（木）午後６時30分

　から（市民会館で行うので，各チーム監督及び主将

　は必ず出席すること。）

○主催：枕崎市自治公民館連絡協議会

問合せ　生涯学習課生涯学習係　℡72-0170（内線 817）

生涯学習課

県立宮之城高等技術専門校入校生募集

　中・高生，一般を対象に木工・建築大工の体験入

校生を募集します。

○日時：８月５日（火）　午前９時～午後12時30分

○申込期限：７月30日（水）

○対象者：中学生，高校生，一般（概ね30歳までの方）

○募集人員：先着30名

○参加費：無料ですが，１日傷害保険の加入を予定

　しています。

○作品はお持ち帰りできます。

○中・高生は学校を通じて，事前に当校に確認の上

　FAX又は郵送で申し込んでください。

○作業のできる服装で上履きシューズ持参，引率の

　教職員，保護者の方も見学できます。

○申込書は県内の各中学・高等学校，職業安定所，

　当校ホームページにあります。

《平成27年度生推薦選考【室内造形課・建築工学科】（高

校卒業見込者）》

　木工・建築大工の技術技能の習得を目的とした入

校者を募集します。

○受付期間：９月１日（月）～26日（金）

○応募資格：高等学校を平成27年３月卒業見込みの者

○選考日：10月3日（金）

○選考場所：宮之城高等技術専門校

○選考方法：適性試験（筆記）及び面接

○合格発表：10月14日（火）

詳しくは当校募集案内・ホームページをご覧ください。

問合せ　鹿児島県立宮之城高等技術専門校

　　　　〒895-1804薩摩郡さつま町船木881番地

　　　　　　℡0996-53-0207　Fax0996-53-0993

水産商工課

海の日環境美化活動の参加者を募集

　今年も「海の日」に海の日環境美化活動を開催いた

します。また，枕崎漁港内港にＥＭ団子（約 6,000 個）

の投入も計画しております。市民の皆さんのご参加

ご協力をお願いします。

○日時：７月21日（月）　午前８時～

○集合場所：枕崎漁港　内港荷捌き施設（松之尾公園

　南側）

○産業廃棄物（粗大ゴミ・タイヤ等）・事務所ゴミ・家

　庭ゴミは出さないようにしてください。

○中止の場合には当日（21日）午前７時（７時のチャイ

　ム終了後）に，市の防災無線にてお知らせいたしま

　す。

※ゴミ袋，軍手はこちらで準備いたします。

問合せ　枕崎港国際化推進対策協議会（水産商工課内)

　　　　℡73-1092　Fax73-1747 担当：道野・岩下

水産商工課

イングリッシュ・アドベンチャー参加

者を募集

　英語を使った楽しいゲームや外国のお話を聞く

“枕崎市イングリッシュ・アドベンチャー”の参加

者を募集します。

○日時：７月29日（火）　午後１時～４時

○場所：市民会館　和室

○対象者：市内の小学校４～６年生

○募集人数：30名程度※定員になり次第締切ります。

○申込み方法：学校教育課へ学校名・学年・児童名・

　保護者名・連絡先（電話番号等）を明記してFAXする

　か，直接電話してください。

○申込み先：学校教育課　℡72-0170（内線814）

　　　　　　　　　　　　Fax72-0677

　詳しい実施内容や申込み用紙は，学校をとおして

対象学年の児童に配付します。

問合せ　学校教育課　℡72-0170（内線814）

学校教育課

募
集

募
集

募
集
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さつま黒潮「きばらん海」枕崎港まつり

大漁みこし参加団体を募集

　さつま黒潮「きばらん海」枕崎港まつりの「大漁みこ

し」を次のとおり開催いたします。

　参加ご希望の方は，市役所水産商工課に備え付け

の申込み用紙でお申し込みください。多数の参加を

お待ちしております。

大漁みこし：８月３日（日）　午後２時～４時（予定）

○申込み先：枕崎市水産商工課　

　　　　　　枕崎市松之尾町64番地

○応募締切：７月11日（金）

問合せ　水産商工課観光交流係　℡72-1111（内線462）

水産商工課

募
集 こころの健康相談会を開催します

　こころの不調や認知症・引きこもりなど，ご家族

のことやご自身のことでお悩みの方を対象に，専門

医による無料相談会を次のとおり開催します。

○日時：８月６日（水）　午後１時30分～４時30分

○場所：枕崎市健康センター

○対応医師：鮫島秀弥氏（ウエルフェア九州病院院長）

○申込み方法：相談をご希望の方は，加世田保健所

　に電話で申し込んでください。

問合せ　加世田保健所　℡53-8001　担当：土橋

健康課

相
談

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

≪日程≫　 

○日時：７月24日（木）　午前10時～午後３時

○場所：市民会館２階　第一会議室

※８月は枕崎市での年金相談はありません

○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。

　・６月26日（木） 南九州市川辺文化会館

　・７月３日（木） 南さつま市役所スタジオ21

　・７月10日（木） 指宿市役所

市民生活課

相
談

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，次のとおり無

料相談会を実施します。

○日時：７月16日（水）　午前９時～正午まで

○場所：枕崎市市民会館

○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，個人財産に関すること 

○主催：ＮＰＯ法人　個人財産管理協会

※ご予約　月曜日～金曜日　午前９時～午後９時

※電話による無料相談　℡53-5028（宮園政美）

　月曜日～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

相
談

７月25日から31日までは「男女共同参画

週間」です

　鹿児島県では，男女共同参画社会の実現に向けて，

男女共同参画について関心と理解を深め，積極的に

男女共同参画の推進に取り組んでいただくため，７

月25日から31日までを「男女共同参画週間」と定めて

います。

※男女共同参画社会とは，すべての人々が，その人

　権を尊重され，性別にかかわりなく，その個性と

　能力を十分に発揮することができる社会のことで

　す。

問合せ　企画調整課市民協働係　℡72-1111（内線460）

企画調整課

お
ら
知
せ
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内鍋清掃センターから大切なお知らせ

　内鍋清掃センターでは，２年間に及ぶ延命改修工

事が無事終了しました。工事期間中は工事車両との

混雑を避けるため受け入れ時間を変更していました

が，工事が終了しましたので，現在は通常の受け入

れ時間となっています。

【通常の受け入れ時間】

　◎午前は８時30分から正午まで

　◎午後は１時から４時まで

　　※午後４時30分には入口ゲートが閉じます。

　◎昼休み時間の正午から午後１時までは受け入れ

　　できません。

　なお，場内における交通事故の防止を図り，施設

を大切に使っていただくため，次の点に特に注意し

てください。

　・普段の日にごみ集積所に出せる一般家庭ごみは

　　原則持込み出来ません。

　・持ち込み指定になっているごみについても分別

　　を行い，係員の指示に従ってください。

　・農業残さや廃プラ類は持ち込めません。

　・一般家庭の剪定クズや雑草は，袋に入る大きさ

　　であれば「燃えるごみ」で出すことができます

　　ので，ドロや小石が入らないように指定袋に入

　　れて集積所に出してください。

　・事業所や店舗，事業活動で出たごみは地域の集

　　積所には出せませんので，自分で持ち込むか，

　　一般廃棄物収集運搬業の許可を得た業者に依頼

　　してください。（量に応じて処理料金が必要です）

　今後とも，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，南薩地区衛生管理組合

ふるさと美化活動(７月６日)の実施に

ついて

　明るく住みよい郷土の環境美化を目的に，公民館

をはじめ各団体の協力のもと，７月６日に「ふるさと

美化活動」が実施されます。

　ぜひ，自分のお住まいの地域での活動に参加して

ください。

　なお，各公民館の都合により別の日に行うところ

もありますので，それぞれの地域で確認してくださ

い。

【作業上の注意点】

◎実施日：７月６日（日）※予備日13日(日)

◎この日は，一般家庭ごみ及び事業所ごみの持込み

　は出来ません。持ち込みできるものは，清掃活動

　で出た草木類やポイ捨てされたごみと地区収集の

　粗大ごみに限ります。

◎持込み（搬入）に限らず，美化活動を実施する公民

　館は事前に連絡をお願いします。

◎搬入車輌が多く混雑が予想されますので，粗大ご

　み回収を取り組む公民館は，それぞれの種類ごと

　に積み込むなどきちんと分別を行ってください。

◎ごみの搬入時間は，午前８時～正午（午前中）です。

　予備日も同様です。

◎作業中はみなさんで声を掛け合って，ケガのない

　ように十分注意してください。

　市民のみなさんの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）

枕崎市衛生自治団体連合会，市民生活課

お
ら
知
せ

お
ら
知
せ

ごみを減らす暮らし（減量化）を始めませんか

　私たちの回りには便利なものがあふれており，これらの中には使い捨てだったり，繰り返し使えない物も

多く，商品を包んでいる容器や包装などもすぐにごみになります。

　しかし，ごみをキチンと分別し資源に出すことで，驚くほどごみの量が減り，地球温暖化の原因となる二

酸化炭素の排出量を減らすことができます。

　子どもや孫たちの世代にきれいな地球環境を残すために，家族や友人でごみのことを一緒に考えごみの減

量化に努めましょう。

【減量化のために出来ること】

　①ごみの分別を確認しましょう　　②食べ残しをしないために，食べられる量を調理しましょう

　③生ごみを出すときは，しっかり水切りを行いましょう　

　④過剰包装（商品の包み紙）を断り，簡易包装を選びましょう

　⑤マイバック・マイ箸・マイボトルを取り組んでみましょう

　⑥小さな紙でも雑誌にはさんだりして，工夫して資源として出してみましょう

　⑦プラマークのついたごみを資源に出すだけで，驚くほどごみの量が減らせます

※各公民館又はその他のグループで，ごみのことについて相談がある場合は，ご連絡ください。

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
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プール・キャンプ場オープン情報
お
ら
知
せ

市営

プール

期間

７月10日(木)～

８月20日(水)

午前10時30分～正午

午後１時15分～３時30分

午後４時～６時15分

施設名 時間

少年の森

キャンプ場

７月１日(火)～

８月31日(日)

午前９時～

翌日の午前９時

火之神公園

プール

７月19日(土)～

８月31日(日)

午前10時～正午

午後１時～７時

台場公園

海水プール

７月19日(土)～

８月31日(日)

午前10時～正午

午後１時～６時

・市営プール・少年の森キャンプ場

　問合せ　保健体育課又は市総合体育館

　　　　　℡72-0170（内線 816），72-1116

　※７月13日（日）は県民体育大会南薩地区予選大会

　のため市営プールは閉鎖いたします。

・火之神公園プール

　問合せ　水産商工課観光交流係

　　　　　℡72-1111（内線 462）

・台場公園海水プール

　問合せ　建設課都市計画係　℡72-1111（内線 236）

保健体育課，水産商工課，建設課

夏期における水難事故の防止について

　夏を迎え，水遊びを楽しむ季節となりました。例

年，この時期には多くの水難事故が発生しています。

　昨年の夏（６月～８月）は，鹿児島県内で18件の水

難事故が発生して14人が亡くなっています。このう

ち，海の事故が12件で最も多く，亡くなった方も７

人となっています。また，事故の原因としては「水遊

び」が９件で最も多く，次に「魚釣り・貝採り」が７件

となっています。

　水難事故を防止し，楽しい夏を過ごすために次の

点に注意してください。

○悪天候時は，突然，大波]や急激な増水が襲ってき

　ます。水辺のレジャーは避けてください。

○子どもだけの水泳や水遊びは，急に深みにはまっ

　たりして危険です。必ず大人が同伴してください。

○飲酒しての水泳や魚釣りは，溺れたり，転落する

　可能性が高く危険です。絶対にやめてください。

○岩場等での釣りに際しては，必ずライフジャケッ

　トを着用してください。

問合せ　枕崎警察署　℡72-0110（内線290）

枕崎警察署

　平成26年度の複合健診（前半）を次の日程で実施し

ます。受診できる検診は，胃がん検診，腹部超音波

検診，前立腺がん検診，肝炎ウイルス検診，大腸が

ん検診，歯周疾患健診です。

　一日で各健（検）診が受けられるよい機会ですの

で，健康管理のためにぜひ受診してください。健診

希望調査にて申し込みをされた方には，各地区の保

健推進員を通じて受診票を配付しております。まだ

申し込みをされていない方や通知の届いていない方

は健康センターまでご連絡ください。

○対象者：昭和50年４月１日以前生まれの方

○日程：（受付時間：午前８時～10時）

複合健診の実施
お
ら
知
せ

南薩地域地場産業振興

センター３階大ホール

健　診　日

６月30日（月）～７月３日（木）

７月４日（金）
７月７日（月）～11日（金）
７月14日（月）～16日（水）

健康センター

会　場

○健（検）診内容・料金

・胃がん検診（1,000円※1，※2）…バリウムと発泡剤を

　飲み，胃のＸ線検査を行います。

・前立腺がん検診（1,913円）…血液中の腫瘍マーカー

　(PSA)を測定し，前立腺の病気の有無を調べます。

・腹部超音波検診（2,000円）…超音波を使って，肝臓

　膵臓・脾臓・胆のう・腎臓の状態を調べます。

・肝炎ウイルス検診（900円※1，※3）…肝炎ウイルス(B・

　C型)に感染していないかを，血液検査で調べます。

・大腸がん検診（400円※1，※3）…容器を持ち帰り，自   

　宅で採便します。その便から潜血反応を調べます。

・歯周疾患健診（無料）…むし歯や歯周疾患などがな

　いか，口腔内の状態をみます。

※1…70歳以上（昭和20年４月１日以前生まれ）の方，

　市民税非課税世帯の方で課税証明書を持参された

　方，生活保護受給者の方で受給者証を持参された

　方は無料になります。

　【課税証明書については，市役所税務課で交付を受

　けてください。その際，申し込みされた検診の受

　診票を提示し印鑑を持参していただきますと交付

　手数料は免除となります。】

※2…国保加入者で検診当日，保険証を持参された方

　は無料となります。

※3…肝炎ウイルス検診，大腸がん検診は，次の生年

　月日の方は，無料になります。受診票は送付して

　いますので，当日持参してください。

　昭和48年４月２日～昭和49年４月１日

　昭和43年４月２日～昭和44年４月１日

　昭和38年４月２日～昭和39年４月１日

　昭和33年４月２日～昭和34年４月１日

　昭和28年４月２日～昭和29年４月１日

問合せ　健康センター　℡72-7176　　　　　健康課

お
ら
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せ
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県内全域における農作業死亡事故多発

警報の発令

　県内では農作業中の死亡事故が後を絶たず，今年

に入り，11件（６月２日現在）発生しています。過去

５年間で最悪のペースであることから，県内全域に

６月末まで農作業死亡事故多発警報を発令していま

す。トラックターなどの転落・転倒による事故と高

齢者による事故が目立ちます。この種の事故は，農

繁期でもあり，今後も発生が懸念されます。

　そこで，事故をおこさないよう次の点などに注意

し，安全に心がけ，農作業事故を未然に防ぎましょ

う。

・ゆとりをもった無理のない農作業を行う。

・農業機械や作業場所の点検・整備を十分に行い，

　いつでも緊急停止できるようにする。

・ほ場への進入路や段差，路肩には十分注意して，

　機械の転落・転倒事故を未然に防ぐ。

・一般道路での走行は，低速走行や一時停止などを

　行い，ほかの車両に十分注意する。

・農作業中の安全を確保するため，作業は明るいう

　ちに複数の人数で行う。

・農作業中の災害に備え，労災保険などに加入する。

問合せ　農政課農政係　℡72-1111（内線316・331）

農政課

６月は男女雇用機会均等月間です

　都道府県労働局雇用均等室をご存じですか。性別

を理由とする差別や，妊娠・出産等を理由に，女性

労働者を解雇したり，契約更新をしなかったりする

ことなどは男女雇用機会均等法などで禁止されてい

ます。

　今働いている方も，就活中の学生の方も，困った

ことがあったら雇用均等室へご相談ください。相談

は無料です。

問合せ　鹿児島労働局均等雇用室　

　　　　〒892-0847　鹿児島市西千石町 1-1

　　　　　　　　　　鹿児島西千石第一生命ビル2階

　　　　℡099-222-8446　Fax099-222-8459

水産商工課

平成26年度家畜商講習会を開催

　家畜商の免許取得には，県が年一回開催する家畜

商講習会の受講が必要です。

　講習会内容は，家畜の取引に関する法令，家畜の

品種及び特徴，家畜の悪癖，機能障害と疾病につい

てです。

○開催日時：７月31日(木)～８月１日(金)

　　　　　　午前９時～午後５時

○開催場所：鹿児島県市町村自治会館(403号室)

○申請手続き　

　①提出書類：受講申請書に3,300円分の収入証紙及

　　び6ヶ月以内撮影の写真を貼付し，必要事項を記

　　載・押印のうえ提出してください。

　②提出先及び問い合せ先

　　　鹿児島県農政部畜産課中小家畜係

　　　〒890-8577　鹿児島市鴨池新町10番1号

　　　℡099-286-3224

　③提出期限：７月４日(金)必着

問合せ　農政課特産振興係　℡72-1111（内線332・333）

農政課

枕崎市農業委員会委員選挙を実施

　　　　　投 票 日　　７月６日（日）

　　　　　投票時間　　午前７時～午後５時

　各投票区の投票所と対象地区（公民館）は次のとお

りです。別府地区については，投票区の統合が行わ

れていますので，関係地区の有権者は十分ご確認く

ださい。

【投票できる人】  

　農業委員会委員選挙では，他の選挙と異なり，選

挙人名簿への登録申請をしていなければ選挙権があ

りません。今回の選挙では，農業委員会を通して選

挙人名簿登載申請を行い，耕作面積や従事日数など

の要件を満たしていると認定され，今年１月１日現

在で調製した選挙人名簿に登録された人が投票でき

ます。

【期日前投票】

○期間：６月30日（月）～７月５日（土）

○時間：午前８時30分～午後８時

○場所：市役所北別館会議室

問合せ　選挙管理委員会　℡72-1111（内線310・311）

選挙管理委員会

第１投票区

第２投票区

第３投票区

第４投票区

第５投票区

第６投票区

投票区 投票場

枕崎市役所

桜山小学校

別府小学校

下山公民館

大塚公民館

田布川公民館

対象地区

枕崎地区

桜山地区

板敷，山崎，中原，瀬戸

俵積田，西白沢，東白沢

真茅，茅野，小塚，松崎

下山，駒水

立神地区

金山地区
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片平山児童センターの７月の行事

・20日（日）　満員電車（ゲーム）

　10:00～11:30　対象：小学生　要予約７月13日まで

問合せ　片平山児童センター　℡73-1333

福祉課

■「相方は板ごあす」

　　

　

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

７月の行事（行事は午前10時からです。）

　・２日（水），４日（金）　作って飾ろう（七夕）

　・５日（土）　午後７時～　園行事に参加（夕涼み会）

　・８日（火）　園庭遊び（試食会有※要予約）

　・11日（金）　ばぶちゃんデー（ふれあい遊び）

　　　　　　　【対象】１歳半未満児

　・16日（水）　ベビーマッサージ

　・18日（金）　発達講座

　・23日（水）　ハッスルキッズデー（どろんこ遊び）

　　　　　　　【対象】１歳半以上児

　・25日（金）　誕生会

　・30日（水）　救急講座

※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

　夏の風物詩」七夕飾りイベントは今年で６年目を

迎えます。市民の心をつなぐ活気あるまちづくりと

して「伝承，癒し，希望，夢，喜び…」を七夕飾り

に託しましょう。

　七夕笹竹と東日本大震災義援のための義援短冊の

注文及び七夕旗の協賛を受け付けています。

　また，七夕飾りコンテストへのエントリーも受け

付けていますので，ぜひご参加ください。

○申込み方法：住所，氏名，連絡先をＦＡＸまたは

電話してください。

七夕飾りを継続させよう！

七夕旗協賛

金　額

１口2,500円

申込み締切日

７月５日（土）

七夕笹竹
大：500円
小：400円

７月23日（水）
義援短冊 １枚100円

七夕コンテスト 参加料1,000円

　また，七夕を盛り上げるためのイベントと人文字

の実施をします。ぜひご参加ください。

■「七夕～文月の夜～」by枕崎駅舎

○日時：７月13日（日）　午後６時～

○場所：枕崎駅舎前広場（風の広場・緑の休憩スポッ   

　ト)

○内容：ミニライブ，枕崎天文台台長西井上剛資氏

　による講話，アニメ映画「銀河鉄道の夜」上映

■七夕人文字

　今年は「海」の人文字を作ります。参加希望の方は

直接片平山公園にお越しください。

○日時：８月６日（水）　午後６時集合

○場所：片平山公園

詳細はFacebook「枕崎七夕の会」をご覧ください。

問合せ・申込み　板敷　℡090-7395-8264

　　　　　　　　なんさつオンライン　Fax73-2562

総務課

まくらざき屋台村 2014
イ
ン
ベ
ト

　枕崎駅周辺活性化事業の一環として，昨年開催し

大好評だった屋台村を今年も次のとおり開催いたし

ます。

○日時：７月18日（金），19日（土）　午後５時～10時

　　　　（オーダーストップ／午後９時30分）

○場所：駅前広場駐車場（駅前観光案内所隣）

○販売メニュー：焼き鳥，唐揚げ，おつまみセット

　生ビール，焼酎，カクテル，ソフトドリンクほか

○主催：枕崎商工会議所青年部（YEG）

※当日はフードチケット（1,000円：100円×11枚綴り）

　を販売します。

問合せ　枕崎商工会議所青年部（枕崎商工会議所内）

　　　　℡72-3341

水産商工課

枕崎児童館の７月の行事

・17日（木）　ママと水遊び・シャボン玉

　　　　　　ピザトーストで簡単ランチタイム

　10:30～12:30　定員親子５組　要予約７月13日まで

　着替え・タオル持参　材料費：大人300円，小人150円

・31日（木）　水生生物調査（花渡川上流）

　8:00～12:00　対象：小学４年生から中学生まで

　定員15名　要予約７月29日まで　着替え・タオル持参

問合せ　枕崎児童館　℡72-1362

福祉課
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