
すんくじら狂句

■来月号の兼題は
「ほぢょ（包丁）」
◎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

５
６月

行事名日（曜日） 問合せ

７（土) ビデオ・読書

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９（月）

２１（土）

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『まっげ』

２（月) 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

夏休みを楽しく
℡(72)1693

立神保育園・キッズ
10:00～11：30　【対象】小学生

映画を見よう

ふるさと別府を知
ろう

別府校区内　13:30～15:30
【対象】小学４年生以上

℡(76)2010

 13:30～15:30
【対象】小学3年生以下

28（土）
◎ふれあいグラウ
ンドゴルフ ℡(72)9690

旧金山小学校グラウンド
９：00～1２:00

黒潮すもう大会 駒場公園相撲場　13:30～
℡(72)０１７０内線816

12（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

14（土）
15（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

15（日）
ダイエット・コンテ
スト初回計測会

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

健康センター
℡(72)7176

16（月） 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

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

19（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

２7（金） 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



２

市営プール監視員募集
募
集

　市営プールの監視員を次のとおり募集します。希

望者は，履歴書（保健体育課備付け）に写真を貼り，

必要事項を記入の上，教育委員会保健体育課へ提出

してください。

○募集人員：７名

○期間：７月 10 日（木） ～ ８月 20 日（水）

○勤務時間：午前９時 30 分 ～ 午後６時 30 分　

○賃金：１日につき 5,580 円

○応募資格：市内に居住している方で，心身ともに

　健康な方

○選考方法：面接

○応募締切：５月30日（金）　午後５時15分までに必着

※その他詳しいことは，教育委員会保健体育課（℡

72-0170）へお問い合わせください。面接の日時・場

所等は後日，応募者に連絡します。

保健体育課

台場公園海水プール監視員募集
募
集

　台場公園海水プールの監視員を次のとおり募集し

ます。希望者は，履歴書（建設課備付け）に写真を貼り，

必要事項を記入の上，建設課都市計画係へ提出して

ください。

○募集人員：６名

○期間：７月 19 日（土） ～ ８月 31 日（日）

○勤務時間：午前９時 ～ 午後６時

○賃金：１日につき 5,580 円

○応募資格：市内に居住している方で , 心身ともに

　健康な方

○選考方法：面接

○応募締切：６月20日（金）　午後５時15分までに必着

※その他詳しいことは，建設課都市計画係（℡72-1111

内線 236）へお問い合わせください。面接の日時・場

所等は後日，応募者に連絡します。

建設課

火之神プール監視員募集
募
集

　火之神プールの監視員を次のとおり募集します。

希望者は，履歴書（水産商工課備付け）に写真を貼り，

必要事項を記入の上，水産商工課観光交流係へ提出

してください。

○募集人員：９名

○期間：７月 19 日（土） ～ ８月 31 日（日）

○勤務時間：午前８時 ～ 午後７時（時間外勤務有）

○賃金：１日につき 5,580 円（午前８時 ～ 午後５時）

○応募資格：市内に居住している方で，心身ともに

　健康な方

○選考方法：面接

○応募締切：６月20日（金）　午後５時15分までに必着

※その他詳しいことは，水産商工課観光交流係（℡

72-1111　内線 462）へお問い合わせください。面接

の日時・場所等は後日，応募者に連絡します。

水産商工課

平成26年度甲種防火管理再講習会を実施

　枕崎市消防本部において甲種防火管理再講習会

を , 次のとおり実施します。

○日時：7月24日（木）　午前９時～11時30分

○講習会場：枕崎市消防本部会議室

○受付期間：６月４日（水）～24日（火）

　　　　　　※午前９時～午後５時

○受付場所：枕崎市消防本部

※詳しくは，消防本部警防課予防係（℡72-0049）にお

問い合わせください。

枕崎市消防本部

お
ら
知
せ

1 日人間ドック及び脳ドック受診希望

者を募集（国民健康保険加入者の皆さんへ）

　国民健康保険加入者の皆さんを対象に，１日人間

ドック及び脳ドック受診希望者を募集します。この

機会に受診され「疾病の早期発見・早期治療」に努

めてください。

　指定医療機関と助成額は次のとおりですので，指

定医療機関（鹿児島県厚生連健康管理センターで受診

希望の方は，ＪＡ南さつま枕崎支所生活課）で日程を

決定のうえ，保険証と印鑑を持参して，健康課保険

医療係へ申し込んでください。

○1 日人間ドック：助成額 20,000 円

 ・小原病院　℡72-2226　　　

 ・サザン・リージョン病院　℡72-1351　

 ・枕崎市立病院  ℡72-0303　

 ・県民総合保健センター〔人間ドック課〕

　 ℡099-220-2332

 ・鹿児島県厚生連健康管理センター

　 〔ＪＡ南さつま枕崎支所生活課へ　℡72-3111〕

○脳ドック：助成額 9,000 円（心電図・血液検査等

　を含む場合は 11,000 円）

 ・小原病院　　℡72-2226  

 ・サザン・リージョン病院　℡72-1351　    

 ・鹿児島県厚生連健康管理センター

　 〔ＪＡ南さつま枕崎支所生活課へ　℡72-3111〕    

※１日人間ドックと脳ドックの同時受診の助成金額

は 29,000 円

※１日人間ドックを受診された方は，特定健診の受

診は必要ありません。（脳ドックのみ受診された方は，

特定健診の受診をお願いします。）

詳しいことは，健康課保険医療係（℡72-1111 内線

147・148）までお問い合わせください。

健康課

募
集



３

全国一斉特設人権相談開設

　皆さん，人権擁護委員制度をご存じですか。６月

１日は，人権擁護委員法が施行された日です。日本

が戦後新しく生まれ変わったとき，何よりもまず基

本的人権の尊重を基調とした日本国憲法が制定され

ました。

　全国人権擁護委員連合会は，人権擁護委員法の施

行日である６月１日を「人権擁護委員の日」と定

め，この日に「全国一斉特設人権相談」を実施する

こととしていますが，鹿児島県人権擁護委員連合会

においても，次のとおり特設人権相談を開設いたし

ます。

　相談は無料で，秘密は守られます。お気軽にご相

談ください。

枕崎市の人権擁護委員

 ・鷺山弘光　　・久保愛子　　・上木原充

 ・瀬戸口勇市　・久木田米子　・牛山好治

全国一斉特設相談

○日時：６月２日（月）　午前10時～午後３時

○開催場所：市民会館　第３会議室

問合せ　鹿児島地方法務局知覧支局

        ℡0993-83-2208　　　　　　　　総務課

相
談

　６月１日～６月７日は水道週間です。現在，水道

はほとんどの世帯が利用できるまでに普及し，健康

で文化的な生活や様々な社会活動を支える必要不可

欠な生活基盤となっています。水道事業の現況や水

道について理解を深め，今後の水道事業の取組につ

いて皆様の協力を得るために設けられた週間です。

　この機会に水の大切さを再認識し，安全でおいし

い水を未来まで永久に残していくため，河川や森林

の環境をみんなで守っていきましょう。

水道課

６月１日 ～ ６月７日は水道週間
～おいしいな　だいじなお水　ごくごくり～

お
ら
知
せ

放送大学10月入学生募集
募
集

　放送大学はテレビなどの放送により授業を行う通

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。

　ただいま平成26年２学期（10月入学）の学生を募集

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）

○出願期間：６月 15 日（日）～８月 31 日(日 )

　（インターネット出願も受け付けています  

  放送大学ホームページ　http://www.ouj.ac.jp）

○資料請求（無料）

問合せ　放送大学鹿児島学習センター

        ℡099-239-3811 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）

生涯学習課

税務職員採用試験受験者募集
募
集

　人事院九州事務局と熊本国税局では，税務職員採

用試験の受験者を募集します。

　税務職員採用試験に合格し採用されますと，全員

が税務大学校に入校し，１年間，税務職員として必

要な専門知識を修得するための研修を受けた後，税

務署に配属され，国税の仕事に従事することになり

ます。

　なお，募集要項は，次のとおりです。

○受験資格：来春高校卒業見込みの方及び高校卒業

　後３年を経過していない方

○試験の程度：高校卒業程度

○申込方法及び申込受付期間

　①インターネットによる申込み

　人事院ホームページ上の申込専用アドレス　　　

　（http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html）

　をご利用ください。申込受付期間は，６月23日（月）

　から７月２日（水）まで（期間内に受信したものが有

　効となります。）

　②郵送又は持参による申込み

　申込用紙は，人事院九州事務局，熊本国税局及び

　最寄りの税務署に備え付けています。申込受付期

　間は，６月23日（月）から６月26日（木）まで（期間内

　の通信日付印が押されたものが有効となります。）

※申込方法により受付期間が異なっていますので，

ご注意ください。

○第一次試験：９月７日（日）

○受験申込先：全国の各人事院事務局（希望する第一

　次試験地により申込先が異なりますので，詳しく

　は次のところへお問い合わせください。）

　①人事院九州事務局（℡092-431-7733）

　②熊本国税局人事第二課試験研修係

　　（℡096-354-6171　内線 2072）

問合せ　知覧税務署℡0993-83-2411※自動音声案内

税務課
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せ

均等割額（年額）

市民税

県民税

合計

改正前

３，０００円

１，５００円

４，５００円

改正後

３，５００円

２，０００円

５，５００円

　※県民税には，森林環境税500円を含みます。

○期間：平成26年度から平成35年度までの10年間

税務課

　平成23年12月に「東日本大震災からの復興に関し

地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な

財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」

が施行され，これらの事業に係る財源を確保するた

め，平成26年度から平成35年度までの10年間，個人

住民税（市民税・県民税）の均等割額を500円ずつ加算

することとされました。

　このことを受け，枕崎市でも市民税の均等割額を

500 円引き上げることといたしました。同様に県民

税の均等割額についても 500 円引き上げられます。

市県民税の均等割額が引き上げられま

す（平成26年度から平成35年度まで）

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：６月19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。

 ・５月 22 日（木）南さつま市役所スタジオ 21

 ・５月 29 日（木）南九州市ちらん夢郷館

 ・６月５日（木）指宿市役所

市民生活課

相
談

募
集

○実施期間：10月下旬～11月上旬（11泊12日）※日程

　の詳細については後日お知らせします。

○訪問地：香港，シンガポール

○募集人員：15名程度(本市からは２名以内)

○参加資格：

 ・鹿児島県内に居住し，今後も引き続き居住しよう

　とする者で，高校生以上おおむね30歳までの者。

 ・地域において現に青少年活動や社会参加活動をし

　ている者又は帰国後ウィングビートクラブ（※）に

　所属し，積極的な活動ができる者。

 ・訪問国における積極的な交流が期待できる者。

 ・青少年の国際交流に家族などの理解・協力が得ら

　れる者。

※ウィングビートクラブとは事業参加者で構成し，

青少年活動や社会参加活動等を行っている事後活動

団体

○個人負担経費：６万円程度（※市内に居住する現に

　就学中の生徒，学生等は市から半額の補助があり

　ます）

○募集期限：５月30日(金)まで

○応募方法：所定の申込書に必要事項を記入の上，

　教育委員会に提出してください。

問合せ　教育委員会生涯学習課　℡72-0170

　　    枕崎市中央町184番地　

生涯学習課

 軽自動車税納税証明書（継続検査用）

について

　あらかじめ送付した納付書で納付される方は領収

書が継続検査用の納税証明書になりますので，車検

証と一緒に大事に保管し，継続検査を受ける際に活

用していただきますようお願いします。

　また，口座振替を利用している方の納税証明書

は，６月２日に指定の口座から軽自動車税が引き落

とされ，その後，市役所で全ての金融機関の引き落

としデータを処理した後に納税証明書を送付いたし

ますので，ご了承ください。なお，下記の期間につ

いては，納税の確認ができませんので，証明書の必

要な方は軽自動車税が引き落とされた通帳を記帳の

うえ税務課13番の窓口に持参し申請してください。

○期間：６月２日（月）～４日（水）（金融機関から　

　データが届き次第通帳確認不要） 

○必要なもの：軽自動車税引き落としの記帳のある

　通帳，印鑑　※証明書は無料です。

問合せ　税務課課税係　℡72-1111　内線155

税務課

お
ら
知
せ
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　土壌消毒用空き缶や肥料袋，農業用廃ビニール，

土手の雑草等を放置すると，大雨時に水路に詰まり，

思わぬ災害を引き起こす原因となりますので，きち

んと処理するようお願いします。

　また，土手の雑草を除草剤等で根ごと除去すると，

土手が崩れる原因となりますので，土手の雑草はで

きるかぎり草払い機で刈り払うようお願いします。

　農地の排水管理は確実に行い，表土の流出，土手

の崩壊等を防止しましょう。

　農道・農業用水路は，地元の皆さんの管理になっ

ています。災害等が起きないように，皆さんで適切

に管理しましょう。

農政課

農地の排水管理と農業用用排水路の維

持管理を

平成26年度枕崎市消防操法大会を開催
お
ら
知
せ

　枕崎市消防団では，日頃から災害発生時に自宅や

職場から現場へ駆けつけ，消火・救助活動を行うた

めの訓練を行っています。その成果を披露するた

め，平成26年度枕崎市消防操法大会を次のとおり開

催いたします。ぜひご覧ください。

○日時：６月１日（日）　午前８時 30 分～正午

○場所：妙見グラウンド

問合せ　消防本部消防総務課消防団係　℡72-0049　

枕崎市消防本部

道路にはみ出た庭木等の剪定について
お
ら
知
せ

　庭木が大きく成長し，道路や側溝にはみ出すと，

自動車が通行するときに視界が遮られ，交通事故の

原因になる恐れがあります。

　所有地や管理地の庭木を点検し，道路側に庭木等

がはみ出ている場合は剪定をお願いします。

　また，刈り取った草木等をそのまま放置すると，

これからの梅雨時期を迎えるため，放置しているも

のが側溝に詰まり，災害の原因となりますので，各

自責任を持って処理してください。

建設課

期　　日

　消防法に基づく危険物取扱作業の保安に関する講

習を，次のとおり実施します。

○講習の場所及び期日

平成26年度危険物取扱者保安講習を実施お
ら
知
せ

※講習会は，上記以外でも県内各地で開催され，講習

時間は，午前９時 30 分から午後 12 時 30分までです。

○受講の対象者

　危険物取扱者免状を所持し，現に危険物取扱作業

に従事しており，次に該当する方

 (1) 危険物取扱作業に継続して従事している方（前 

　回，受講してから３年以内)

 (2) 危険物取扱作業に新たに又は再び従事すること

　になった日から１年以内の方

 (3) 危険物取扱作業に新たに又は再び従事する方で，

　過去２年以内に免状の交付又は受講している方は，

　その日以後３年以内

※保安講習を受講しないで危険物取扱作業に従事し

ている場合は，危険物取扱者免状の返納を命じられ

ることがありますので，注意してください。

○講習の実施機関・受講申請書の提出先

　一般社団法人　鹿児島県危険物安全協会

  〒890-0064 鹿児島市鴨池新町５番 19 号 

   鹿児島県石油会館３階　℡・FAX099-257-5200　

○受講申請の受付期間

　６月２日（月）～６月23（月）（土・日曜日を除く）郵送

　の場合は，６月23日消印のものまで受け付けます。

※「申請書」は消防本部（℡72-0049）にあります。

枕崎市消防本部

鹿児島市

日置市

枕崎市

指宿市

場　　所

鹿児島県市町村自治会館

日置市中央公民館

７月９日(水)

８月28日(木)

10月31日(金)

指宿市民会館

７月28日(月）

８月21日(木）

８月26日(火）

水道工事は指定給水装置工事事業者へ
お
ら
知
せ

　給水装置の工事（新設，改造，増設，撤去）を行う

場合は，事前に水道課への申請が必要となります。

　指定給水装置工事事業者に工事を依頼してくださ

い。

　市内の指定給水装置工事事業者は市のホームペー

ジ（くらしの情報：住まい・生活：上水道）に掲載し

ています。

○新設：新しく水道の引き込みを行うとき（住宅新築

　など）

○改造，増設：引き込み箇所の変更，水道メーター

　の口径の変更，増築・改築による水道設備の増設

　など

○撤去：家屋の解体などで水道設備を撤去するとき

　ご不明な点がありましたら，水道課施設係までお

　問い合わせください。

問合せ　水道課施設係　℡72-1111 内線 323・324

水道課
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下水道接続で環境保全に努めましょう

　トイレや水産物処理等の汚水や悪臭で，近所の住

民に迷惑をかけていませんか。

　下水道は，住民の快適な生活環境の整備と，海や

河川など公共用水域の水質の保全を図る施設です。

　下水道供用区域内で，くみ取り便所及び単独・合

併浄化槽を使用している一般家庭や商店，水産加工

場等事業所は，下水道に接続することが法律で義務

づけられています。早急に水洗化改造工事をしてい

ただき，環境保全に努めてください。

※接続工事等の詳しい内容については，下水道課 (℡

72-1111　内線 412・413) へお問い合わせください。

下水道課

お
ら
知
せ

　川は私たちみんなのものです。川にゴミや空き缶

などを投げ捨てないようにしましょう。皆さんの近

くを流れている川はきれいでしょうか。

　５月 21 日から６月 20 日までを河川愛護月間とし，

県下一斉に河川愛護運動を実施しています。

　この運動は，広く市民の皆さんに川を大切にして

いただいて，また川をきれいにする河川愛護作業に

参加していただくことによって，美しい郷土づくり

を実現しようとするものです。

　地域で行われる川の清掃作業に自主的な参加をい

ただき，運動の成果が充分上がるようご協力をお願

いいたします。

建設課

河川愛護月間（５月21日～６月20日）
お
ら
知
せ

長寿健康診査を実施します

　平成26年度の長寿健康診査を，市内各協力医療機

関において，次の日程で実施します。今年度から受

診できる期間を延長しております。なお，高血圧・

心臓病・糖尿病などで現在治療中の方は，この健診

を受ける必要はありません。

○対象者：75歳以上（昭和14年５月31日以前生まれ）

　の市民の方，65歳～74歳の障害認定を受けている

　方で希望される方

○期間：６月２日（月）～平成27年２月28日（土）

○場所：枕崎市内の５医療機関

お
ら
知
せ

　６月１日から６月30日までの期間を「土砂災害防止

月間」として，全国的に土砂災害防止運動が展開され

ます。

　土砂災害には，土石流，地すべり，がけ崩れなど

があり，一瞬のうちに家や田畑，人命までも飲み込

んでしまう災害です。

　こうした土砂災害のほとんどは，長雨や大雨など

がきっかけとなって起こります。特に今からの梅雨

時期は，最も災害が発生しやすくなりますので，十

分に注意しましょう。

　また，被害を防止するためにも，危険な箇所等お

気づきになりましたら，お手数ですが市役所建設課

までご連絡ください。

連絡先　建設課　℡72-1111　内線 234

建設課

土砂災害防止月間（６月１日～６月30日）
お
ら
知
せ

医療機関名 住所 電話番号

尾辻病院

小原病院

サザン・リージョン病院

国見内科医院

枕崎市立病院

住吉町 60

折口町 109

折口町 53

緑町 220

日之出町 230

72-5001

72-1351

72-0303

72-2226

72-0066

※必ず事前に電話で予約をしてから受診してくださ

い。

○料金：無料（ただし，健診の結果，治療をされる方

　は一部負担金が必要です）

○検査項目：身長・体重・血圧・検尿・診察・血液

　検査（HDL コレステロール・LDL コレステロール・

　中性脂肪・肝機能・血糖又は HbA1c・クレアチニン）

　必要に応じて心電図・眼底検査・貧血検査は実施

　します。

○持参するもの：「長寿健診受診通知書」（２～３月

　に実施した「各種健診希望調査票」で長寿健診を

　希望した方に健康センターから郵送いたします）

問合せ　健康センター　℡72-7176

健康課

中小企業・小規模事業の経営者の皆様へ

　個人保証なしで金融機関から融資を受けたり，事

業が破綻しても一定の生活費等を残すことができる

ルールができました。

①法人と個人の資産・経理が明確に分離されている

　場合等において個人保証が不要となること

②多額の個人保証を行っていても，経営が行き詰ま

　る前に，早めに事業再生や廃業を決断した際に一

　定の生活費等が残ることを定める「経営者保証に関

　するガイドライン」が，中小企業庁・金融庁主導の

　下，策定されました。金融機関と相談したい方，

　詳しくは中小企業基盤整備機構九州本部（連絡先：

　℡092-263-0300）までご相談ください。

水産商工課

お
ら
知
せ
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　さつま鰹節協会では，さつま鰹節普及事業として，

新郎新婦が披露宴で招待者をお見送りする際，お土

産として配布するかつお節パックの提供を行ってい

ます。希望される方は，さつま鰹節協会までお申し

込みください。

～雄節と雌節を合わせると夫婦一対となり，その形

が亀の甲に似ているかつお節は縁起の良いものとさ

れ，古くから結婚式の引出物に使われてきました～

○対象者：

 ・新郎新婦いずれかが枕崎市または指宿市地区の住

　民で結婚後も同地区内に居住する方

 ・７月１日以降に結婚披露宴を開催する方

※披露宴会場は枕崎市，指宿市以外でも構いません。

○パック提供数：披露宴招待者数

○申込方法：住所，氏名，連絡先（電話）, 披露宴会場（所

　在地・施設名），披露宴開催日，パック必要数（招

　待者数）をお知らせください。

※式場を予約されたら早めのお申し込みをお願いし

ます。

○問合せ・申込み　さつま鰹節協会

 ・枕崎市に居住する方　

　 〒898-0001 枕崎市松之尾町 64 番地　

　 枕崎市役所水産商工課商工振興係

　 ℡ 0993-72-1111　Fax 0993-73-1747

 ・指宿市に居住する方

　 〒891-0501 指宿市山川新栄町 9 番地　

　 山川水産加工業協同組合

　 ℡ 0993-34-0155　Fax 0993-34-0868

水産商工課

結婚披露宴のお土産にかつお節パック

はいかが？

お
ら
知
せ

　農業委員会委員選挙が７月６日（日）に執行予定で

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：６月14日（土）　午前10時～

○場所：市民会館　第１会議室

○持参するもの：筆記用具 

○その他：来場者は，候補者 1 人あたり 2 名以内で

　お願いします。

※資料等の準備の都合上，事前に連絡をお願いします。

問合せ　選挙管理委員会　℡72-1111 内線 310

選挙管理委員会

農業委員会委員選挙立候補予定者の説

明会を開催

お
ら
知
せ

風しん抗体検査を実施します
お
ら
知
せ

 妊婦，とくに妊娠初期の女性が風しんにかかると，

生まれてくる赤ちゃんが「先天性風しん症候群」と

いう病気にかかることがあります。風しんの予防に

はワクチンを接種し，風しんに対する免疫をもつこ

とが有効です。風しんに対する十分な免疫があるか

どうかは，抗体検査で確認することができます。

　鹿児島県では平成26年度事業で風しん抗体検査を

実施しています。

○対象者 : 県内に住所を有する方で，

 ①妊娠を希望する女性

 ②妊娠を希望する女性の配偶者などの同居者

 ③抗体価が低い妊婦の配偶者などの同居者

　ただし，過去に検査を受けたことがある方，明ら

かに風しんの予防接種歴がある方，若しくは検査の

確定診断を受けた風しんの既往歴がある方は対象に

なりません。

○検査費用 : 無料

○実施場所 : 鹿児島県内の実施医療機関。検査可能

　な医療機関については，県ホームページをご覧い

　ただくか，県庁健康増進課（℡099-286-2724），枕

　崎市健康センター（℡72-7176）にお問い合わせくだ

　さい。

○当日持参品：対象者②の方は住所等を証明する書

　類，対象者③の方は住所等を証明する書類と妊婦

　の抗体価を確認するための母子健康手帳

○実施期間：平成 27 年３月末日まで

健康課

　身体や精神に障害がある方の所有する軽自動車（18

歳未満の身体障害者又は精神障害者と生計を同じく

する方が所有する場合を含みます。）については，普

通自動車税の減免を受けている場合を除き，軽自動

車税減免の制度があります。

　次に掲げる書類等を持参のうえ，５月26日（月）ま

でに税務課課税係（14番窓口）で減免申請の手続きを

してください。なお，障害の等級や状態，運転する

方などの条件によって，該当しない場合もあります

ので，詳しくは，税務課課税係（14番窓口）へお問い

合わせください。

○申請に必要なもの

 ・運転免許証　・車検証　・身体障害者手帳

 ・軽自動車税納税通知書　・印鑑　　

 ・戦傷病者手帳　・療育手帳

 ・精神障害者の通院医療費の公費負担に係る患者票

 ・精神障害者の状態に関する証明書

　（交付の日から１年以内のもの）

問合せ　税務課課税係　℡72-1111 内線 155 

税務課

身体障害者等に対する軽自動車税の減

免のお知らせ

お
ら
知
せ
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子ども医療費助成制度に関するお知らせ
お
ら
知
せ

　７月１日から次のとおり改正になります。

助成対象

改正前

（６月30日まで）

０歳～小学校第３学

年修了（９歳に達する

最初の３月31日）まで

改正後

（７月１日から）

０歳～中学校第３学年

修了（15歳に達する最

初の３月31日）まで

※７月の保険診療分から対象

　今回の改正にあたり，０歳～小学３年生（平成26年

４月１日時点で子ども医療費対象者）は，新たに受給

資格者登録申請の手続きは必要ありませんが，窓口

で保険証の確認をして，受給資格者証を交付いたし

ます。（下記の申請期間中においでください。）

　また，小学校４年～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，新たに申請が

必要です。早めの手続きをお願いします。

　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,重心

医療,ひとり親医療費助成など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・助成対象児の健康保険証・印鑑（認印可）・

　通帳（保護者名義）

○申請期間：６月２日（月）～ 30日(月） 

　　　　　　平日午前８時 30 分～午後５時 15 分

※なお，子ども医療費助成制度の対象者と重複する

と思われる児童手当の現況届・子育て世帯臨時給付

金（６月９日（月）受付開始）については，申請期間が

異なりますので，ご注意ください。

問合せ　福祉課社会係　℡72-1111 内線 135・136

福祉課

キッズだより

※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

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

６月の行事（行事は午前 10時からです。）

　　　　３日（火）

　園庭遊び

　　試食会があります。

　　※要予約

　　　　６日（金）

　ハッスルキッズデー

　　1歳半以上児対象

　　しゃぼん玉遊び

　　　　13 日（金）

　歯科講座

　　　　18 日（水）

　ベビーマッサージ

　　　　24 日（火）

　栄養講座

４日（水）

　ばぶちゃんデー

　　1 歳半未満児対象

　　ふれあい遊び

12 日（木）

　父の日プレゼント作り

17 日（火）

　園庭遊び

　　試食会があります。

　　※要予約

20 日（金）

　風船遊び

25 日（水）

　誕生会

　平成26年度裁判所職員採用一般職試験（高卒者試

験）を次のとおり実施します。

○申込期間 :７月 15 日（火）～ 24日（木） ※郵送のみ

○第１次試験日：９月14日（日）

○採用試験の内容が変わりましたので，詳しいこと

　は，受験案内で確認してください（受験案内は，　

　５月 23 日（金）から裁判所のウェブサイト　　　　

　（http://www.courts.go.jp/saiyo/index2.html）

　に掲載されるとともに，最寄りの裁判所でも配布

　します）。

問合せ　鹿児島地方裁判所事務局総務課人事第一係

　　　　〒892-8501　鹿児島市山下町 13-47

　　　　℡ 099-808-3707

総務課

裁判所職員採用試験のお知らせ
お
ら
知
せ

児童館・片平山児童センターの６月の

行事

イ
ン
ベ
ト

12 日（木）

ハンドメイドを楽しもう

 10:00 ～ 12:00 定員５名

 裁縫道具持参

 材料費 500 円

 要予約６月６日まで

28 日（土）

こねこねパン作り

 13:30 ～ 15:30 定員 10 名

 エプロン・マスク・三角巾持参

 材料費 300 円

 要予約６月 25 日まで

22 日（日）

ミニ七夕かざりを作ろう

 10:00 ～ 11:30

 対象者：小学生

 要予約６月 14 日まで

29 日（日）

ハーブでポプリ作り

 10:00 ～ 12:00

 対象者：小学生

 要予約６月 20 日まで

児童館 片平山児童センター

問合せ　児童館　℡73-1362

　　　　片平山児童センター　℡73-1333

福祉課

■「故意（恋）はダメよ」


