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募集(税務職員採用試験受験者／市営住宅の入居者／市内プール監視員)、相談(年金相談

所を開設／子ども・若者の自立支援巡回相談会)、お知らせ(６月23日～29日は「男女共

同参画週間」)

お知らせ(高齢者元気度アップ・ポイント事業の「商品券」の受け取りについて／長寿健

康診査を実施／６月17日～23日は「ハンセン病問題を正しく理解する週間」／シルバー

人材センター設立30周年記念式典を開催／６月１日～７日は「水道週間」／立神地区公

民館(立神センター)の臨時休館について／木造住宅の耐震診断・改修工事補助金交付制

度について／第12回枕崎ミュージックフェスティバルを開催)

お知らせ(治山施設の点検・診断調査にご協力を／鳥獣被害防止施設整備の補助について

／下水道接続で環境保全に努めましょう／ウミガメの保護に努めましょう／５月21日～

６月20日は「河川愛護月間」／６月１日～30日は「土砂災害防止月間」／市消防操法大

会を開催／軽自動車税納税証明書(継続検査用)について) 

お知らせ(危険物取扱者保安講習を実施／成人用肺炎球菌予防接種について／平成30年度

国民健康保険特定健康診査を実施) 

お知らせ(さつま黒潮「きばらん海」枕崎港まつり、第２回「枕崎国際芸術賞展」が来年

開催されます)、南溟館イベント情報、キッズだより

まちのカレンダー、枕崎弁「すんくじら狂句」

※読んだらすぐに次の家に回しましょう

※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
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市県民税１期

国民健康保険税２期
介護保険料・後期高齢者医療保険料２期

６月の納税

・口座振替をされている方は、事前に残高確認を忘れずにお願いします。

・納税は、便利で安心な「口座振替」を活用ください。希望される方は、通帳と通帳印をご持参

の上、市内金融機関(ゆうちょ銀行を含む)または市役所税務課で手続きをしてください。

・納期内に納付がない場合は、本来納めるべき税金以外に督促手数料(１期100円)、延滞金(納期

限１カ月経過までは年2.6％、１カ月経過後は年8.9％)が加算されますのでご注意ください。

・毎月第３日曜日に、休日納付・相談窓口を開設しています。お気軽にご利用ください。

問合せ 税務課管理収納係 TEL(72)1111 内線152・153

休日市税納付・相談窓口開設日

６月 17 日(日)
午前８時 30分～午後５時 15 分

４・５

10・11

12
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募   集

税務職員採用試験受験者

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。

申込受付は６月18日(月)から開始しますので、

受験資格等及び受験申込の詳細は、国税庁ホー

ムページの試験概要(税務職員採用試験)をご覧

いただくか、次のところへお問い合わせくださ

い。

なお、申込受付期間および申込先は、申込方

法および希望する第１次試験地により異なりま

すので、ご注意ください。

問合せ

・人事院九州事務局 TEL092-431-7733

・熊本国税局人事第二課試験研修係

TEL096-354-6171(内線6046)

・知覧税務署 TEL83-2411 ※自動音声案内

市営住宅の入居者

希望者は、入居申込書(建設課備付け)に必要

書類をそろえてお申込みください。希望者が複

数の場合は抽選により決定します。また、抽選

日等は後日、申込者に連絡します。

募集期間 ６月８日(金)まで

募集戸数 １戸 第２金山団地206号(金山町

472番地)

構造(間取) 中層耐火造３階建(３ＤＫ)

建設年度 昭和60年

家賃(敷金) 15,300円～(家賃３カ月分)

入居資格

・現在、持家がない等、住宅に困っていること

が明らかであること

・現に同居し、または同居しようとする親族が

あること

・入居しようとする世帯全員の合計所得月額が

158,000円以下であること(裁量世帯について

は214,000円以下)

・市税を滞納していない者であること

・入居者及び同居者が暴力団員でないこと

問合せ・申込み 建設課建築係

  TEL72-1111(内線336)

応募締切 ６月15日(金) 午後５時15分

問合せ・申込み 建設課都市計画係

市内プール監視員

希望者は、各課備付けの「履歴書」に写真を貼り、必要事項を記入の上、各課に提出してくださ

い。

雇用期間 ７月20日(金)～９月２日(日)

賃金 日額5,896円

応募資格 市内で居住されている方で、心身ともに健康な方。

選考方法 面接試験

※面接の日時、場所等は後日、応募者に連絡します。

区  分 火之神公園プール 台場公園海水プール 市営プール

募集人員 ９名 ６名 ７名

勤務時間
午前８時～午後５時(時

間外勤務有)
午前９時～午後６時

午前９時30分～午後６

時30分

申込締切
６月15日(金)

午後５時15分必着

６月15日(金)

午後５時15分必着

６月１日(金)

午後５時15分必着

問合せ・申込み
水産商工課観光交流係

TEL72-1111(内線462)

建設課都市計画係

TEL72-1111(内線236)

保健体育課保健体育係

TEL72-0170
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相   談

お 知 ら せ

年金相談所を開設

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。

日時 ６月７日(木) 午前10時～午後３時

場所 市民会館和室

※「年金相談」は予約制です。予約の方が優先

されます。予約のない方は、その日の相談を

お断りさせていただく場合もあります。

予約先 鹿児島南年金事務所

TEL099-251-3111

■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

・６月21日(木) 南九州市川辺文化会館

・６月28日(木) 指宿市役所第１会議室

国民年金は、あなたの助けになります。もしも

のため、将来のため、保険料を納めましょう。

問合せ 市民生活課国民年金係

TEL72-1111(内線144・145)

子ども・若者の自立支援巡回相談会

かごしま子ども・若者総合相談センターでは、

不登校やひきこもりの状態にある子どもや若者、

その保護者を対象とした巡回相談会を開催しま

す。

日時 ６月13日(水) 午後１時～５時

場所 サン・フレッシュ枕崎

対象者 不登校、ひきこもり、ニート、フリー

ターなどの本人または保護者

申込期限 ６月６日(水)

問合せ・申込み

かごしま子ども・若者総合相談センター

TEL099-257-8230

６月23日～29日は「男女共同参画週間」
～走り出せ、性別のハードルを超えて、今

６月23日から29日までの１週間は「男女共同

参画週間」です。

今年度の男女共同参画週間のキャッチフレー

ズは「走り出せ、性別のハードルを超えて、今」

です。

男性と女性の誰もが、職場、学校、地域、家

庭などあらゆる分野で個性と能力を発揮できる

「男女共同参画社会」を実現するには、固定的

な性別役割分担意識の解消や長時間労働の是正

などが求められています。

これまでの生活や働き方などを振り返り、性

別にかかわりなく一人ひとりの生き方、働き方

の多様な選択が尊重される社会を目指していき

ましょう。

問合せ 企画調整課政策推進係

TEL72-1111(内線219)
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高齢者元気度アップ・ポイント事業

の「商品券」の受け取りについて

平成29年度に実施した高齢者元気度アップ・

ポイント事業において、対象活動に参加し付与

されたポイントについて、商品券への交換の申

し出をされ、まだお受け取りになっていない方

が多数いらっしゃいます。

商品券には有効期限がありますので、お早め

に市役所西別館１階の地域包括ケア推進課（地

域包括支援センター）でお受け取りください。

なお、来庁時は、身分証明書（保険証・運転

免許証など）と印鑑を持参してください。

問合せ 地域包括ケア推進課調整推進係

  TEL72-1111(内線463)

長寿健康診査を実施

長寿健康診査を次のとおり実施しますので、

必ず事前に各医療機関に電話で予約してから受

診してください。

対象者

・75歳以上(昭和18年５月31日以前生まれ)の方

・65歳～74歳で障害認定を受けている方

期間 ６月１日(金)～２月28日(木)

場所

医療機関名 住 所 電話番号

尾辻病院 住吉町60 72-5001

小原病院 折口町109 72-2226

国見内科医院 折口町53 72-0066

サザン・リージョン病院 緑町220 72-1351

市立病院 日之出町230 72-0303

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、血糖またはHbA1c、ク

レアチニン)

※必要に応じて心電図・眼底検査・貧血検査を

実施します。

持参するもの 長寿健診受診通知書

※対象者へは、個別に郵送します

問合せ 健康センター TEL72-7176

６月17日～23日は「ハンセン病問題

を正しく理解する週間」

ハンセン病問題に対する解決の促進を図るた

めに、県では「ハンセン病問題を正しく理解す

る週間」を定めています。

誤った隔離政策によって、強制的に隔離され、

ご本人だけでなく、ご家族も偏見や差別を受け、

かけがえのない多くの方々の人生が奪われまし

た。

病気が治っても家族の元へ帰れず、社会復帰

が難しい状況にあり、今もなお、多くの方々が、

療養所での生活を余儀なくされています。

長い間、偏見や差別に苦しめられたハンセン

病であった方々等が、平穏に安心して生活でき

る地域づくりのために、また、二度とこのよう

な悲しい歴史を繰り返さないために、私たち一

人ひとりが、ハンセン病問題とは何かを正しく

理解することが大切です。

■ハンセン病問題に関する知識

・ハンセン病は、らい菌によっておこる感染症

で、遺伝病ではありません。らい菌の感染力

は弱く、非常にうつりにくい病気です。また、

早期発見と早期治療により、短期間で完治す

る病気です。わが国に感染源となるものはほ

とんどありません。

・ハンセン病であった方々の身体の変形は、診

断や治療が遅れたことによる後遺症です。

・国は平成８年の「らい予防法」廃止まで、こ

の隔離政策をとり続けました。長年にわたる

この隔離政策などにより、ハンセン病は怖い

病気という誤った考えが定着し、そのことが

さまざまな偏見・差別や人権侵害を引き起し

ました。昭和24年頃には、特効薬で完治する

ようになりましたが、偏見や差別が解消され

ることはありませんでした。ハンセン病であ

った方々等は、今も根強く残る偏見・差別に

苦しんでおられます。

問合せ 健康センター TEL72-7176
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シルバー人材センター

設立30周年記念式典を開催

枕崎市シルバー人材センターは今年、設立30

周年を迎えました。市民の皆さんや関係機関の

長年にわたるご支援とご協力への感謝の意を込

め、記念式典を開催します。入場は無料です。

多数のご来場をお待ちしています。

日時 ５月30日(水) 午後３時

会場 サン・フレッシュ枕崎

内容

■第１部 オープニング、来賓祝辞、会員表彰、

「センターの歩み」紹介

■第２部 講演会

・講師 川添多美子

・テーマ 健康と認知症予防について

問合せ 枕崎市シルバー人材センター

TEL72-6689

６月１日～７日は「水道週間」

今年の「水道週間」のスローガンは「水道水

安全 おいしい 金メダル」です。水道は、ほ

とんどの世帯が利用できるまでに普及しており、

健康で文化的な生活やさまざまな社会活動を支

える必要不可欠な生活基盤となっています。水

道週間は、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り組みについて皆

さん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。

問合せ 水道課施設係

TEL72-1111(内線323・324)

立神地区公民館(立神センター)の

臨時休館について

立神地区公民館の屋根補修工事のため、次の

期間は地区公民館の使用ができません。ただし、

前庭は使用できます。ご迷惑をおかけしますが、

ご理解とご協力をよろしくお願いします。

工事期間 ６月30日(土)まで

問合せ 生涯学習課公民館係(市民会館内)

TEL72-2221

木造住宅の耐震診断・改修工事

補助金交付制度について

市では、地震による人的被害および経済的被

害を防止・軽減するため、木造住宅の耐震診断

および耐震改修工事に対し、予算の範囲内にお

いて補助金を交付します。

補助の要件

・木造の専用住宅または併用住宅(住宅の用途

に供する部分の床面積が延べ面積の２分の１

を超えるもの)であり、現に居住の用に供し

ていること。

・自己の所有または居住の用に供していること。

借家は所有者が同意していること。

・昭和56年５月31日以前に建築されたもの、ま

たは着工されたものであること。

・耐震改修工事の施工者は、市内に事業所を有

する法人または市内に住所を有する個人事業

主であること。

・市税の滞納がないこと。

補助額

・耐震診断の場合は、国と市で対象事業費の３

分の２を補助しますが、上限を１棟につき６

万円とします。

・耐震改修工事の場合は、国と市で対象事業費

(１平米当たり上限33,500円)の23/100を補助

しますが、上限を１棟につき30万円とします。

・補助金の交付回数は、木造住宅１棟につきそ

れぞれ１回とします。

受付期間 10月31日(水)まで ※先着順

留意事項

・平成31年２月末日までに事業完了すること。

・すでに耐震診断、改修工事を終えている場合

は対象外。

問合せ 建設課建築係 TEL72-1111(内線326)

第12回枕崎ミュージックフェスティ

バルを開催

日時 ６月３日(日) 午後２時～(開場＝午後

１時30分)

会場 市民会館大ホール

観覧料 一般＝2,000円、高校生以下＝800円

※全席自由

問合せ TEL090-9597-5202(白澤)
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治山施設の点検・診断調査にご協力を

県は、治山施設(コンクリート擁壁など)の長

寿命化計画策定のため、平成28年度から県内一

円において、既存治山施設の点検・診断調査を

実施しています。本年度は、本市を含む南薩地

域で実施されます。県が委託した調査員(腕章

を付け身分証明書を携行)が、ご家庭の裏や山

林内にある治山施設の点検、診断調査を行いま

す。なお、調査への立会いの必要はありません

が、ご不明及び不審なことがありましたらお問

い合わせください。

調査区域 市内一円

調査期間 ６月上旬～１月中旬

調査時間 午前８時30分～午後６時(１カ所当

たり30分程度)

調査員 鹿児島県治山林道協会(鹿児島市)

※調査員は県発行の身分証明書を携行し、「山

地防災ヘルパー」の腕章を着用しています。

※調査員が、治山施設の補修工事などを勧誘す

ることはありません。

問合せ

・南薩地域振興局林務水産課森林土木係

TEL52-1336

・農政課耕地林務係

TEL72-1111(内線314・315)

鳥獣被害防止施設整備の補助について

有害鳥獣の農作物への被害については、年々

増加の傾向にあり、対策が急がれています。

県および市では、侵入防止施設整備への補助

を行っています。施設の設置を検討される方は

農政課農政係までお問い合せください。

対象 侵入防止柵の整備(電気柵、ネット柵、

金網柵等)

■県の補助対象

補助率 事業費の１／２以内(侵入防止柵の自

力施工を行う場合は、資材費の定額補助)

補助要件 一地区当たり３戸以上の申請が対象

■市の補助対象

補助率 事業費の１／３以内(上限３万円まで)

補助要件 10ａ以上の販売目的作物の農地が対象

問合せ・申込み 農政課農政係

TEL72-1111(内線316)

下水道接続で環境保全に努めましょう

トイレ、台所等の生活排水や水産物処理等の

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保全を目的とした

施設です。

下水道供用区域内では、すべての一般家庭

や商店、水産加工場等の事業所は、下水道に

接続することが法律で義務付けられています。

早急に水洗化改造工事等により、下水道に

接続して、環境保全に努めましょう。

問合せ 下水道課

TEL72-1111(内線412・413)

ウミガメの保護に努めましょう

県では、「鹿児島県ウミガメ保護条例」が制

定されており、県内全域の海岸で許可なくウミ

ガメを捕獲したり、卵を採取したりすることは

禁止されています。

本市では２名の方にウミガメ保護監視員を委

嘱し、保護活動が行われています。

ウミガメは非常に警戒心が強いので、次のこ

とに注意し、ウミガメの保護にご協力をお願い

します。

・上陸中のウミガメに近づくことや、光をあて

たりすることはやめましょう。

・ウミガメが活動する夜間等に砂浜でむやみに

歩き回ったり、ライトやマッチをつけないよ

うにしましょう。

・タバコや花火はひかえ、ゴミは持ち帰るなど

海岸の環境美化に努めましょう。

問合せ 市民生活課環境整備係

TEL72-1111(内線325)
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５月21日～６月20日は「河川愛護月間」
              

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、広く県民の皆さんに川を大切

にし、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。

皆さんの近くを流れる川はきれいですか。川

は私たちみんなのものです。川にゴミや空き缶

など投げ捨てないようにしましょう。

地域で行われている川の清掃作業に自主的に

参加し、運動の成果が上がるようご協力をお願

いします。また、各地域や公民館での取り組み

もお願いします。

問合せ 建設課土木係 TEL72-1111(内線234)

６月１日～30日は「土砂災害防止月

間」

６月１日から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

等に気づいたら、建設課までご連絡ください。

なお、県河川砂防情報システムで、県内各地

の降水量、土砂災害危険指標などの情報を確認

することができます。

■県河川砂防情報システムのアドレス

パソコン版

http://www3.doboku-bousai.pref.kagoshima.jp/

携帯電話版

http://www3.doboku-bousai.pref.kagoshima.jp/mobile/

スマートフォン版

http://www3.doboku-bousai.pref.kagoshima.jp/smart/

問合せ 建設課土木係 TEL72-1111(内線234)

市消防操法大会を開催

この大会は、隔年で実施している消防団員の

ポンプ操法競技です。今回は、市内消防団７分

団が消防操法の技術を競います。

火災や大規模災害発生時に消火活動、救助活

動を行うため、訓練の成果を競い合い、消防操

法技術の向上と士気意識の高揚を図るものです。

日頃の消防団員の訓練の成果をぜひご覧くだ

さい。

日時 ５月27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

TEL72-0049

軽自動車税納税証明書(継続検査用)

について

５月31日は軽自動車税の納期限です。

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、車検証と一緒に保管し、継続検査に備えて

ください。

また、口座振替を利用している方の軽自動車

税は、５月31日に指定の口座から引き落とされ

ます。納税証明書は、市役所で全ての金融機関

の引き落としデータを処理後送付いたしますの

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

取れない状態となるため、軽自動車税納税証明

書(継続検査用)の発行ができません。証明書の

必要な方は、軽自動車税が引き落とされた通帳

を記帳の上税務課13番窓口で申請してください。

期間 ５月31日(木)～６月４日(月)(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

TEL72-1111(内線154・155)
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危険物取扱者保安講習を実施

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。申請書は消

防本部に備え付けてあります。

場所・期日

・県市町村自治会館(鹿児島市)＝７月12日

(木)、８月29日(水)、10月25日(木)

・日置市中央公民館＝７月25日(水)

・南薩地域地場産業振興センター＝８月21日

(火)

・指宿市民会館＝８月27日(月)

※講習会は、上記以外でも県内各地で開催され

ます

時間 午前９時30分～時30分

受講義務者 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継続して危険物取扱作業に従事している方

(前回の講習を受けた日以後における最初の

４月１日から３年以内)

②新たにまたは再び従事する方は従事すること

となった日から１年以内。ただし、次の③に

該当する方は、③による。

③新たにまたは再び従事する方で、過去２年以

内に免状の交付または受講している方は、免

状の交付または受講した日以降における最初

の４月１日から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。

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 TEL・FAX099-257-5200

受付期間 ６月１日(金)～22日(金)

※直接申し込みの場合、土・日曜日は受付を行

っていませんので、ご了承ください。

※郵送の場合は、６月22日消印のものまで受け

付けます。

問合せ 消防本部警防課予防係 TEL72-0049

成人用肺炎球菌予防接種について

定期接種となっている成人用肺炎球菌の予防

接種は、前年度の末日に64歳、69歳、74歳、79

歳、84歳、89歳、94歳、99歳の方が対象となり

ます。

平成30年度の対象になる方には個人に通知し

ていますが、対象の年齢でまだ通知の届いてい

ない方は、健康センターまでご連絡ください。

なお、今までに任意接種で接種されている方

は、接種の必要はありませんので、健康センタ

ーまでお知らせください。

対象者

■対象者の生年月日

・昭和28年４月２日～昭和29年４月１日生

・昭和23年４月２日～昭和24年４月１日生

・昭和18年４月２日～昭和19年４月１日生

・昭和13年４月２日～昭和14年４月１日生

・昭和８年４月２日～昭和９年４月１日生

・昭和３年４月２日～昭和４年４月１日生

・大正12年４月２日～大正13年４月１日生

・大正７年４月２日～大正８年４月１日生

■60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓もしく

は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動

が極度に制限される程度の障害を有する方お

よびヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能

に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を

有する方。

接種期限 ３月31日

接種場所 有山内科医院、ウエルフェア九州病

院、尾辻病院、小原病院、茅野内科医院、国見

内科医院、サザン・リージョン病院、立神リハ

ビリテーション温泉病院、枕崎こどもクリニッ

ク、市立病院、溝口クリニック

接種方法 接種を希望する医療機関に申し込み、

成人用肺炎球菌ワクチンを１回接種します。

料金 接種料金から3,000円を差し引いた額

(3,000円は公費助成）

問合せ 健康センター TEL72-7176
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平成30年度国民健康保険特定健康診査を実施

生活習慣病の予防とメタボリックシンドロームの解消を目的として、「特定健康診査(特定健

診)」を次のとおり実施します。特定健診には集団健診と個別健診があり、集団健診は市が行う複合

健診といっしょに受診できます。個別健診は、市内の各医療機関で受診するもので、自分の都合に

合わせて受診することができます。

対象者 40歳から74歳の国民健康保険加入者(妊産婦、拘禁中、６カ月以上医療機関や福祉施設に入

所している方は対象になりません)

※受診の際は「特定健康診査受診券」と「保険証」を必ず両方持参してください(どちらか一方では

受診できませんのでご注意ください)。

料金 無料

■個別健診 ※事前に予約が必要です。

実施期間 ６月１日(金)～２月28日(木)

受診できる医療機関 尾辻病院、小原病院、国見内科医院、サザン・リージョン病院、市立病院

■集団健診

実施期間 ７月３日(火)～９月26日(水)

受付時間 午前８時～10時

健診日 対象地区(公民館) 会 場

７月３日(火) 岩戸、木原、美初、住吉町

南薩地域地場産業振興

センター３階大ホール

※今年度から、健診受診者

の駐車場やトイレ等の問

題解消を図るため、集団

健診の会場は南薩地域地

場産業振興センターの１

カ所で実施します。

７月４日(水) 山手町、宮田町、若葉町、港町、東本町

７月５日(木) 新町、宮前町、日之出町、泉町、折口町

７月６日(金) 恵比須町、旭町、中町、西本町、千代田町

７月８日(日) 石ヶ嶺、桜木町、亀沢

７月９日(月) 高見町、汐見町、松之尾町、緑町、平田潟

７月10日(火) 塩屋、田中、火之神、牧園

７月11日(水) 大堀、下野原

７月12日(木) 大塚、春日、田畑

７月13日(金) 木場、木場住宅、水流、岩崎

７月14日(土) 板敷、俵積田、東白沢、西白沢、水産高校

７月17日(火) 中原、瀬戸、茅野、小塚、駒水、下山、松崎、真茅、山崎

７月18日(水) 山下、湯穴、通山、山口、小園、宇都、桜馬場

７月19日(木)
田布川、金山、界守、寺田、木口屋、上竹中、奥ヶ平、道

野、富岡、潟山

７月20日(金) 下園、桜山住宅、松下、瀬戸口、中村、宝寿庵、西堀、篭原

９月24日(月) 枕崎、別府校区

９月25日(火) 立神、桜山校区

９月26日(水) 全校区

※対象地区以外の日程でも受診できます。

■枕崎市国民健康保険特定健診自治公民館表彰制度について

特定健診の受診率が高く、市民の健康に対する意識が高い自治公民館を表彰する制度です。表彰

は「市民健康教室」で行い、賞状とともに健康維持に役立つ商品などを授与する予定です。

■「いっど健診！枕崎市」について

  特定健診の受診率向上を目的として、平成28年度から鹿児島興業信用組合との間で、国保の特定

健診や後期高齢者医療の長寿健診を受診した方を対象とした、優遇金利制度について覚書を締結し

ました。この制度のご利用を希望される場合は、健康課保険医療係まで連絡ください。

問合せ 健康課保険医療係 TEL72-1111(内線147・148)
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南溟館イベント情報

問合せ 文化課(南溟館)

TEL72-9998

親子スケッチ＆写真教室作品展

会期 ５月22日(火)～27日(日)

※27日は表彰式を実施します。

会場 南溟館 ／ 観覧料 無料

第65回記念県美展選抜巡回枕崎展～枕崎

市文化協会50周年事業

会期 ６月３日(日)～24日(日) ※会期中無休

会場 南溟館

観覧料 無料

関連行事

■市民と美術を語る夕べ

日時 ６月２日(土) 午後６時30分～

会場 花渡川ビアハウス

参加料 3,500円(事前申込が必要)

申込締切 ５月28日(月) 午後５時

申込み 南溟館 TEL72-9998

■オープニングトーク

日時 ６月３日(日) 午前10時30分～

会場 南溟館

講師 県美術協会会員 祝迫正豊さん(洋画)

参加料 無料

■県美術協会会員によるギャラリートーク

期日・講師

６月９日＝谷元通裕さん(洋画)、10日＝五反田

邦夫さん(洋画)、16日＝久保孝彰さん(洋画)、

17日＝中西昭郎さん(デザイン)、23日＝桶田洋

明さん(洋画)、24日＝久保満義さん(工芸)

時間 午後２時～

会場 南溟館

参加料 無料

京都市長になった西郷どんと家族の物語

～奄美、枕崎、京都の足跡から

歴史研究家(薩摩藩史等)の原田良子さんによ

る、西郷どんにまつわる講演会を開催します。

日時

６月23日(土) 午後３時30

分～(開場＝午後３時15分)

会場 南溟館第２展示場

入場料 1,000円

チケット販売 南溟館、市民会館、市立図書館

キ ッ ズ だ よ り
問合せ 子育て支援センターキッズ

        TEL72-0382

子育て支援センター「キッズ」では、乳児ま

たは幼児およ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 立神海の風こども園(中央町261)

開放日 毎週月～金曜日

開放時間 午前８時30分～午後１時30分

６月の行事(午前10時から)

５日(火)発達講座

６日(水)骨盤体操

11日(月)ママのための有酸素運動

12日(火)園庭遊び後試食会(要予約)

14日(木)読み聞かせ「Smile Mama Book」

15日(金)父の日プレゼント作り(要予約)

20日(水)ベビーマッサージ

22日(金)誕生会

26日(火)園庭遊び

27日(水)歯科講座

29日(金)音楽遊び

※12日(火)、26日(火)が雨天の場合は、キッズ

ルームで遊びます。

※要予約の活動は定員がありますので、早めに

お申し込みください。

※活動の内容によっては、午前10時30分からの

活動もあります。

※活動の内容は変更する場合もありますので、

予めご了承ください。
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■謎かけの答え：三じゃ足らん(３社足らん)

日(曜日) 行 事 名 場 所 ・ 時 間 問 合 せ

１日(金) 特設人権相談
市民会館第３会議室

10:00～15:00

総務課秘書広報係

72-1111(内線211)

３日(日)
父の日プレゼント

作り

片平山児童センター 10:00～12:00

【対象】小学生(６名まで)

※要予約(５/27まで)

片平山児童セン

ター 73-1333

４日(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

５日(火)
◎

男性料理教室 立神センター 10:00～12:30
健康センター

72-7176

６日(水)
◎

男性料理教室 健康センター 10:00～12:30
健康センター

72-7176

９日(土)

割りばしてっぽう

作り＆フランクフ

ルトを焼こう

児童館 13:30～16:00

【対象】小学生(定員10名)

材料費実費徴収※要予約(６/２まで)

児童館

72-1362

11日(月) 初妊婦講座 健康センター 9:00～11:40
健康センター

72-7176

16日(土)
枕崎の史跡めぐり

枕崎市内 13:30～15:30

【対象】小学4～6年・中学生、一般

別府地区公民館

76-2010

映画を楽しもう
別府地区公民館 13:30～15:30

【対象】幼児、小学1～3年、一般

別府地区公民館

76-2010

17日(日) 六月灯の灯篭作り
金山地区公民館 10:00～12:00

【対象】小・中学生、一般

金山地区公民館

72-9690

18日(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

21日(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日(金)
市民あいさつ運動

の日

市民全体で声かけ・あいさつに取

り組みましょう

生涯学習課

72-0170

23日(土)
民話と絵日記を描

こう

立神海の風こども園・キッズ

10:00～11:30 【対象】小学生

立神地区公民館

72-1693

24日(日)
ツキイチ

クッキング教室

健康センター 10:00～12:30

【対象】概ね19～39歳の方

健康センター

72-7176

29日(金)

◎

食生活改善推進員に

よる料理教室
健康センター 10:00～12:30

健康センター

72-7176

30日(土)
七夕飾り作りと郷

土料理体験

桜山地区公民館 13:30～15:30

【対象】小・中学生、一般

桜山地区公民館

72-2267

市政へのご意見・提言の窓口
〒898-8501 枕崎市千代田町 27 番地 枕崎市役所 総務課秘書広報係

電話 72-1111(代表) 72-0033(直通) FAX72-9436

E-mail koho@city.makurazaki.lg.jp

市ホームページ http://www.city.makurazaki.lg.jp

まちのカレンダー６月
※「◎」は高齢者元気度アップ・

ポイント事業の対象事業です。


