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募集(市立病院の業務委託人を随時募集／交通遺児育英会奨学生／市営住宅の入居者／大漁み

こし参加団体／第63回市少年野球大会出場チーム／家畜商講習会受講者／平成31年度県立農

業大学校学生)

募集(県立宮之城高等技術専門校入校生／ハンセン病療養所訪問希望親子)、相談(年金相談所

を開設／かごしま就農・就業相談会／こころの健康相談会／相続登記相談会)

お知らせ(７月25日～31日は県男女共同参画週間／私有地の管理は大丈夫ですか？／市有財産

(不動産)を公売します／緊急地震速報訓練を実施／ふるさと美化活動を実施／プールオープ

ン情報／ライトダウンキャンペーンを実施／ハチの巣の駆除について) 

お知らせ(児童手当現況届はお済みですか？／乳腺外来を開設／肝炎夜間検査を実施／歯周病

検診を実施／新しい保険証を７月下旬に郵送します／農業用大型空缶を回収／狩猟免許試験

を実施／農業用水路と農地の管理を適切に行いましょう) 

お知らせ(市が行うがん検診(集団検診)を受けることができない方へ／結婚披露宴のお土産に

かつお節パックはいかが？／裁判所職員採用試験を実施／ハローワークをご利用ください／

道路改良工事に伴う通行止めについて／公園利用者の皆さんへ／野生のサルに出会ったら／

「社会を明るくする運動」の強調月間)

お知らせ(セット健診(複合健診)を実施、中退共のお知らせ)、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

平平平成成成 333000 年年年
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固定資産税２期7 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

７月 15 日(日)
午前８時 30分～午後５時 15 分

４・５
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募   集

市立病院の業務委託人を随時募集

希望者は、採用試験受験申込書(市立病院備

付け)を市立病院管理係へ提出してください。

一定期間の応募者に対して、試験日時・場所

を記載した受験票を送付します。

なお、採用予定人員に達し次第、募集を中止

することがあります。

職種(募集人員)・応募資格

■看護助手 １名程度

・市立病院に通勤可能で健康な方

・現在、市内医療機関に勤務していない方

■保育士 １名

・保育士資格を有する方

・市立病院に通勤可能で健康な方

・現在、市内で保育士として勤務していない方

選考方法 作文試験、面接試験(個別面接)、健

康診査(試験当日に医療機関発行の健康診断書

を提出)

受付期間 随時。平日午前８時30分～午後５時

15分(土・日、祝日および12月29日から１月３

日までの期間を除く)

問合せ・申込み 市立病院管理係 TEL72-0303

〒898-0034 枕崎市日之出町230番地

交通遺児育英会奨学生

保護者が交通事故で死亡または重い後遺障害

となった家庭の高校生以上の生徒・学生(申込

時25歳までの人)を対象としています。

「海外語学研修」、「奨学生の集い」等の高

校生向けや「学生寮」、「家賃補助」等の大学

生、専門学校生向けの制度があります。入学前

に予約申請する制度もあります。募集案内や願

書はダウンロードできます(http://www.kotsui

ji.com)。

貸付金額 月額２万円～10万円(無利息)

返還期間 最長20年

募集期限 １次募集期限＝８月31日(金)

２次募集期限＝１月31日(木)

問合せ 公益財団法人交通遺児育英会

TEL03-3556-0773(直通)

0120-521-286(フリーダイヤル)

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 ７月９日(月)まで

募集戸数 ２戸

①権現団地105号(岩戸町410番地)

②亀沢団地409号(明和町62番地)

構造(間取) 中層耐火造３階建(３ＤＫ)

建設年度 ①＝平成元年、②＝平成５年

家賃 ①＝17,500円～、②＝19,700円～

敷金 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

■随時募集

募集期間内に応募のなかった住宅は、引き続

き入居を募集しています。

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)

問合せ・申込み 建設課建築係

  TEL72-1111(内線336)

明治維新150周年記念事業

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

さつま黒潮「きばらん海」枕崎港まつりの

「大漁みこし」が、次の日程で開催されます。

参加希望の団体は、水産商工課に備付けの申込

用紙で申し込んでください。

日時 ８月５日(日) 午後２時～４時(予定)

応募締切 ７月13日(金)

問合せ・申込み 水産商工課観光交流係

TEL72-1111(内線462)
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第63回市少年野球大会出場チーム

出場希望チームは、申込書に参加料2,000円

を添えて、教育委員会生涯学習課または市民会

館へ提出してください。

日程 ７月28日(土)、29日(日)

※予備日は、7月30日(月)、31日(火)

場所 市営野球場および市営グラウンド(全面)

チーム編成 チーム編成は原則として次のとお

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。

・６年生＝４名、５年生＝３名、４年生＝２名

・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

上、市公連会長の承認を得るものとする。

・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４日(水) 午後５時まで

■監督会議及び抽選会

日時 ７月20日(金) 午後６時30分～

場所 市民会館第１会議室

※各チーム監督および主将は必ず出席すること。

主催 市自治公民館連絡協議会

問合せ 生涯学習課生涯学習係 TEL72-0170

家畜商講習会受講者

家畜商の免許取得には、県が年１回開催する

家畜商講習会の受講が必要です。内容は、家畜

の取引に関する法令、家畜の品種および特徴、

家畜の悪癖、機能障害と疾病です。

開催日時 ８月２日(木)、３日(金) 午前９時

～午後５時

開催場所 県市町村自治会館402号会議室

提出書類 受講申請書に3,300円分の県収入証

紙および６カ月以内撮影の写真を貼付し、必要

事項を記載・押印の上、提出してください。

申込期限 ６月29日(金)必着

問合せ・申込み

県農政部畜産課中小家畜係 TEL099-286-3226

〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10番1号

平成31年度県立農業大学校学生

県立農業大学校では、平成31年度の入学生を

次のとおり募集します。

■一般入試

定員 115名(うち２分の１程度は推薦入学)

試験日 Ａ日程 11月28日(水)

    Ｂ日程 １月31日(木)

    Ｃ日程 ２月28日(木)

受付期間

Ａ日程 10月17日(水)～11月９日(金)

Ｂ日程 １月４日(金)～21日(月)

Ｃ日程 ２月８日(金)～21日(木)

受験資格

・高等学校を卒業した者、もしくは平成31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

・卒業後農業に従事する見込みがあり、農場実

習・寮生活に耐えられる者

■推薦入試

試験日 10月３日(水)

受付期間 ９月３日(月)～14日(金)

※当日消印有効

受験資格

高等学校を平成31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。

・本人または保護者の現住所が県内にある者

・本校に入学する意思が確実である者

・卒業後県内において農業に従事する見込みが

ある者、または地域の農業振興につくす意思

が強く、人物が優秀で農場実習・寮生活に耐

えられる者

・学業成績は調査書の教科科目評定値の平均が

「3.0」以上の者

問合せ・申込み

県立農業大学校教務指導課

TEL099-245-1071

〒899-3311 日置市吹上町和田1800
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県立宮之城高等技術専門校入校生

■平成30年度オープンキャンパス

中学生、高校生、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 ７月31日(火) 午前９時～12時30分

申込期限 ７月25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(１日傷害保険の加入を予定)

※制作した作品は、お持ち帰りできます。

※中学生、高校生は、学校を通じて、事前に県

立宮之城高等技術専門校に確認の上、ＦＡＸ

または郵送で申し込んでください。

※上履きを持参し、作業のできる服装で参加し

てください。引率の教職員、保護者の方も見

学できます。

※申込書は、県内の各中学校、高等学校、職業

安定所、県立宮之城高等技術専門校ホームペ

ージにあります。

■平成31年度入校生推薦選考【室内造形科・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３日(月)～28日(金)

応募資格 高等学校を平成31年３月に卒業見込

みの者

選考日 10月５日(金)

選考場所 県立宮之城高等技術専門校

選考方法 筆記試験(適性)および面接

合格発表 10月15日(月)

詳しくは県立宮之城高等技術専門校募集案内

およびホームページをご覧ください。

問合せ・申込み

県立宮之城高等技術専門校

TEL0996-53-0207、FAX0996-53-0993

〒895-1804 薩摩郡さつま町船木881番地

ハンセン病療養所訪問希望親子

療養所訪問を希望する親子を募集します。入

所されている方との交流をとおして、長い間の

誤った隔離政策による人権侵害の体験談から、

偏見・差別のない社会の大切さや生き方を学ぶ

貴重な機会です。

日程・対象および募集期間  

場所

(住所)

星塚敬愛園

(鹿屋市星塚町

4204番地)

奄美和光園

(奄美市名瀬和光

町1700番地)

期日 ８月３日(金) ８月９日(木)

対象

・

人員

小・中学生、高

校生とその保護

者等

(先着130名)

小・中学生、高

校生とその保護

者等

(先着30名)

日程

・

概要

８:15 県庁集合

10:20 現地着

10:25～14:50

敬愛園内で見

学・交流

納骨堂にて献花・

焼香

15:15 現地発

17:15 県庁解散

12:45 大島支庁

集合

13:10 現地着

13:30～15:50

和光園内で見学・

交流

納骨堂にて献花・

焼香

16:00 現地発

16:10 大島支庁

解散

募集

期限
７月13日(金) ７月13日(金)

参加料 無料

申込方法

ハガキ、電話、ＦＡＸ、メールのいずれかに、

訪問施設名、住所、全員の氏名(ふりがな)、年

齢、性別、学年(または職業)、電話番号(携帯

電話等)、今までの参加経験の有無を記入また

は連絡して申し込んでください。

※決定は後日、文書で通知します。

問合せ・申込み

県健康増進課ハンセン病対策窓口

TEL099-286-2720、FAX099-286-5556

〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10番１号

メール kansensy@pref.kagoshima.lg.jp
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相   談

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。お気軽にご利用ください。

日時 ７月12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

・７月５日(木) 南さつま市総合保健福祉セン

ターふれあいかせだ２階相談室

・７月26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)

かごしま就農・就業相談会

農業等の担い手を確保することを目的に就

農・就業相談会を開催します。鹿児島で自然を

相手に働いてみませんか。

日時 ７月28日(土) 午前10時～午後４時

会場 かごしま県民交流センター

※予約は不要で服装も自由です。

問合せ

鹿児島県農業・農村振興協会

TEL099-213-7223

こころの健康相談会

こころの不調や認知症、引きこもりなどでお

困りのご家族・ご本人を対象に、専門医による

無料相談会を開催します。

日時 ７月31日(火) 午後１時30分～４時30分

場所 健康センター

相談医 鮫島稔弥先生(ウエルフェア九州病院)

申込締切 ７月24日(火) 正午

申込方法 相談は事前予約制となります。相談

をご希望の方は、加世田保健所へ直接電話して

ください。

問合せ・申込み

加世田保健所 TEL53-8001

担当：堤・上室

相続登記相談会

「未来をつなぐ相続登記」プロジェクト(構

成員：鹿児島地方法務局、鹿児島県司法書士会、

鹿児島県土地家屋調査士会)では、遺言や相続

に関する不動産の登記手続、相続に関連する建

物滅失登記、土地分筆登記等に関する無料の相

談会を開催します。予約を優先とします。

なお、相談は無料で、司法書士、土地家屋調

査士および法務局職員が対応します。

日時 ７月８日(日) 午前10時～午後３時

定員 50組

相談時間 30分程度

場所 鹿児島地方法務局４階会議室

相談内容

・相続、遺言に関する問題

・相続に関連する建物滅失や土地分筆登記

・法定相続情報証明

問合せ・申込み

鹿児島地方法務局

TEL099-259-0682、FAX099-286-0979
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お 知 ら せ

７月25日～31日は県男女共同参画週間

県では７月25日から31日を「鹿児島県男女共

同参画週間」と定め、集中的な啓発活動を行っ

ています。今年度は「いよいよ待ったなし！い

ま本気度が問われる男女共同参画」をテーマに、

基調講演やワークショップ、展示が行われます。

性別にかかわりなく一人ひとりの生き方や働

き方の多様な選択が尊重される「男女共同参画

社会」について考えてみませんか。

■基調講演＝男女共同参画は「幸せ」のグロー

バル・スタンダード

日時 ７月28日(土) 午後１時30分～４時45分

場所 かごしま県民交流センター西棟２階中ホール

講師 大崎麻子さん(関西学院大学客員教授)

■小中学生のためのワークショップ＝ゆめをみ、

ゆめをたてる！

日時 ７月29日(日) 午後１時30分～４時

場所 かごしま県民交流センター西棟２階中ホール

講師 髙﨑正治さん(王立英国建築家協会名誉

フェロー建築家)

■展示＝Start Up！第３次鹿児島県男女共同参

画基本計画

期間 ７月25日(水)～31日(火)

場所 かごしま県民交流センター西棟２階展示ロビー

■展示＝シネマで男女共同参画

期間 ７月14日(土)～30日(月)

場所 マルヤガーデンズ３階連絡通路

問合せ 企画調整課政策推進係

TEL72-1111(内線219)

私有地の管理は大丈夫ですか？

私有地に生えている樹木等は土地所有者が管

理しなければなりません。毎年、手入れされず

に放置されている土地の苦情が多く寄せられて

います。土地の所有者は定期的な除草や剪定、

刈り取り後の草木の処分など年間を通じて適正

な管理をお願いします。

地域の皆さんがお互い気持ちよく過ごせる環

境づくりに努めましょう。

問合せ 市民生活課環境整備係

TEL72-1111(内線325・327)

市有財産(不動産)を公売します

市が保有する不動産(土地)について、次のと

おり公売します。誰でも簡単に参加できますの

で、お気軽にお問い合わせください。

公売する不動産 美原町30番３(市倉庫跡地)、

宅地、1617.92㎡(登記地積)

※上記物件は現状渡しとし、地下埋設物調査や

地盤調査は行っておりません。

公売方法 一般競争入札

現地説明会 ７月５日(木) 午後２時

入札 ７月19日(木) 午後１時30分(受付＝午

後１時)

入札会場 市役所２階会議室

必要経費 不動産の代金以外の必要経費として、

売買契約書に貼付する収入印紙の代金と所有権

移転登記のための登録免許税が必要となります。

登記手続 所有権移転登記は、市が行います。

問合せ 財政課財産管理係

  TEL72-1111(内線223)

緊急地震速報訓練を実施

この訓練は、全国瞬時警報システム(Ｊアラ

ート)を活用し、市民の皆さんへ緊急地震速報

がきちんと情報伝達されるかを確認する訓練で

す。防災行政無線や戸別受信機から訓練用の放

送が流れますので、実際の災害と間違えないよ

う注意してください。

訓練日時 ７月５日(木) 午前10時頃

※ただし、気象・地震活動の状況等によっては、

訓練用の緊急地震速報の放送を中止すること

があります。

放送内容

①上りチャイム音

②「こちらは、防災枕崎市です。ただ今から訓

練放送を行います。」

③緊急地震速報チャイム音

④「緊急地震速報。大地震です。大地震です。

これは訓練放送です。」(３回繰り返す)

⑤「こちらは、防災枕崎市です。これで訓練放

送を終わります。」

⑥下りチャイム音

問合せ 総務課危機管理対策係

TEL72-1111(内線214)
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ふるさと美化活動を実施

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、「ふるさと

美化活動」が実施されます。ぜひ、お住まいの

地域での活動に参加してください。作業中は声

を掛け合って、ケガのないように十分注意して

ください。市民の皆さんのご協力をお願いしま

す。

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。

実施日 ７月１日(日) ※予備日＝８日(日)

作業上の注意点

・この日は、一般家庭ごみや事業所ごみの内鍋

清掃センターへの持込みは出来ません。持込

みができるものは、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。

・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～正午です。

※持込み(搬入)の有無に関わらず、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。

※予備日に実施の時も同様となります。

問合せ 市民生活課環境整備係

    TEL72-1111(内線325・327)

プールオープン情報

期間 ７月20日(金)～９月２日(日)

■市営プール

時間 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

問合せ

・保健体育課保健体育係 TEL72-0170 

・市総合体育館 TEL72-1116

■火之神公園プール

時間 午前10時～正午／午後１時～７時

問合せ 水産商工課観光交流係

TEL72-1111(内線462)

■台場公園海水プール

時間 午前10時～正午／午後１時～６時

問合せ 建設課都市計画係

TEL72-1111(内線236)

ライトダウンキャンペーンを実施

６月21日(木)から７月７日(土)までの間、不

必要な照明の消灯を広く呼び掛ける「ライトダ

ウンキャンペーン」を実施します。期間中、特

別実施日として６月21日(木)には「夏至の日ラ

イトダウン」、７月７日(土)には「クールアー

ス・デーライトダウン」を行います。

つきましては、６月21日(木)、７月７日(土)

の午後８時から10時までの２時間程度、各家庭、

企業、各種団体において消灯にご協力をお願い

します。

なお、消灯時間については、各家庭、施設の

都合に合わせて、それぞれ設定してください。

また、安全管理上及び業務上必要な照明等につ

いては、消灯する必要はありません。

問合せ 市民生活課環境整備係

TEL72-1111(内線325・327)

ハチの巣の駆除について

ハチは春から初夏にかけて活動を開始します。

スズメバチとアシナガバチは、軒下や換気扇な

どの外から見えやすい場所に巣を作ります。ま

た、夏から秋には活動が活発になり、巣に近づ

くだけでもハチは刺激されたと感じて攻撃して

くる可能性があります。庭木の手入れや茂みに

入る際は十分気をつけてください。

アナフィラキシーの症状に注意してください。

ハチ毒が体内に入って起こるハチ毒アレルギ

ーでは、アナフィラキシーという全身性のアレ

ルギー反応を起こすことがあります。寒気、じ

んましん、嘔吐のほか、呼吸困難、意識障害な

どでショック症状が短時間(早いときは数分)の

うちに現れます。ハチに刺されたときは、速や

かに医療機関を受診してください。

ハチの巣の駆除は？

市ではハチの巣の駆除を行っていません。ハ

チの巣のある土地や建物の所有者もしくは管理

している方から、直接業者へ駆除を依頼してく

ださい。駆除費用は依頼された方の負担となり

ますので、あらかじめ業者に内容等を確認し依

頼するようにしてください。

ハチの巣の駆除業者 枕崎清掃社 TEL72-1539

問合せ 市民生活課環境整備係

TEL72-1111(内線325・327)
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児童手当現況届はお済みですか？

児童手当を受けている方は、毎年６月中に現

況届を提出することになっています。

この届は毎年６月１日における請求者および

児童の状況を記載し、平成30年６月分から平成

31年５月分までの児童手当を引き続き受ける要

件があるかどうかを確認するためのものです。

この届を提出しないと、受給資格があっても

平成30年６月分以降の手当を受け取ることがで

きなくなります。提出がお済みでない方は、早

急に福祉課での手続きをお願いします。

※該当者には６月初旬、児童手当等の支払通知

と一緒に郵送していますが、紛失等ありまし

たら、再発行できますのでお知らせください。

現況届に必要なもの

①現況届と印鑑

②請求者(保護者)の保険証(社会保険に加入し

ている方)

③子どもの住民票が市外にある方は、監護・生

計同一申立書と市外の子どもの世帯の住民票

④平成30年１月１日に市内に住民登録のなかっ

た方は、現況届に１月１日時点の住所地も記

載(税情報確認のため)してください。

※その他、必要に応じて提出していただく書類

があります。

問合せ 福祉課社会係 TEL72-1111(内線136)

乳腺外来を開設

県立薩南病院では、４月から月１回鹿児島大

学病院乳腺外科の協力により、乳腺外来を開設

しています。

乳腺外来では、検診だけでなく、乳がんをは

じめとする乳腺疾患の診断や治療も行います。

７月の診療日は次のとおりです。８月以降の診

療日については、県立薩南病院にお問い合わせ

ください。

なお、検診や診療は原則として予約制となっ

ていますが、受付は月曜日から金曜日の午後２

時から５時までの間にお願いします。

診療日 ７月19日(木)

問合せ・申込み 県立薩南病院外科外来

TEL53-5300

肝炎夜間検査を実施

７月23日から29日は「肝臓週間」です。

日本でのＢ型肝炎およびＣ型肝炎ウイルスの

患者・感染者は合わせて200万人を超えている

と推定されています。肝炎ウイルスが体内にい

ても症状が出ないことから、多くの人が感染し

ていても気付きません。肝炎ウイルスの感染に

気付かないまま放置すると、肝硬変や肝がんな

どに悪化する恐れがあります。

保健所では、Ｂ型肝炎およびＣ型肝炎ウイル

ス検査を実施しており、感染の有無を知ること

ができます。

また、この「肝臓週間」に合わせて、次のと

おり夜間検査を実施します。検査は無料。約１

時間で結果がわかります。検査をご希望の方は

７月26日(木)までに加世田保健所へ電話にてご

予約ください。

受付日時 ７月27日(金) 午後５時～７時

場所 加世田保健所 TEL53-2315

問合せ 健康センター TEL72-7176

歯周病検診を実施

受診券を使って歯周病検診を無料で受けるこ

とができます。歯周病は気づかないうちに進行

し、歯を支えている骨(歯槽骨)を溶かす病気で

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、個人通知していますが対象の

方で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。

実施期間 ７月２日(月)～３月16日(土)

対象者 平成30年４月２日～平成31年４月１日

に満40歳、50歳、60歳、70歳となる方

検査内容 問診、口腔診査、歯周組織検査、ブ

ラッシング指導

申込み 予約が必要ですので、協力歯科医院に

申込みの上、受診してください。

協力歯科医院 有山歯科医院、今給黎歯科医院、

かわばた歯科医院、サザン・リージョン病院歯

科、さめしま歯科医院、ヒロシマ・デンタルク

リニック、廣島歯科医院、ふぁみりー歯科医院、

松原歯科医院、峰元歯科医院、山之内歯科医院、

草野歯科医院

問合せ 健康センター TEL72-7176
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国民健康保険・後期高齢者医療保険加入者の皆さんへ

新しい保険証を７月下旬に郵送します

現在お使いの保険証の有効期限は７月31日ま

でとなっていますので、７月下旬に新しい保険

証を各世帯に郵送します。

今年度から国民健康保険加入者で70歳から74

歳までの方の「高齢受給者証」はなくなり、保

険証と一体化されています。

なお、保険税(料)の全部または一部が未納と

なっている方については、保険証を郵送できな

い場合があります。

また、高額な入院・外来診療を受けるときに

医療機関へ提示する「限度額適用・標準負担額

認定証」を現在お持ちの方は、有効期限が７月

31日までとなっています。８月１日以降の「限

度額適用・標準負担額認定証」が必要な方は、

８月以降に健康課保険医療係で手続きをし、交

付を受けてください(手続きの際は、印鑑・保

険証をお持ちください)。

ただし、後期高齢者医療保険加入者(主に75

歳以上の方)で、現在「限度額適用・標準負担

額認定証」をお持ちの方は、８月１日以降の

「限度額適用・標準負担額認定証」を保険証と

あわせて郵送しますので、手続きの必要はあり

ません。

問合せ 健康課保険医療係

TEL72-1111(内線147・148)

農業用大型空缶を回収

農業用廃棄物による危険防止と農村・農地に

おける環境美化推進のため、農業用大型空缶の

回収を行います。

日時 ７月19日(木) 午前９時～10時

場所 ＪＡ南さつま別府人参選果場前空地

搬入するときの注意

・農業用の空缶で、金属製のものに限ります。

・空缶の中の残液を完全に抜き取ってください。

・薬剤臭・残液の検査をし、薬剤臭がするもの

や残液があるものは回収しません。

※搬入日時は厳守してください。指定した日時

以外の回収はしません。

問合せ 農政課特産振興係

TEL72-1111(内線332)

狩猟免許試験を実施

鳥獣の保護および管理並びに狩猟の適正化に

関する法律に基づき、狩猟免許試験が次のとお

り実施されます。

試験会場 試験日時 申込期間

南薩地域振興

局本庁舎

７月29日(日)

午前９時～
７月13日(金)まで

南薩地域振興

局指宿庁舎

８月26日(日)

午前９時～

７月17日(火)～

８月10日(金)

県庁講堂
１月27日(日)

午前９時～

12月10日(月)～

１月11日(金)

申込受付時間 午前８時30分～午後５時15分

問合せ・申込み

南薩地域振興局農林水産部林務水産課林務係

TEL52-1335

■狩猟免許試験前の事前講習会費用補助について

狩猟免許試験前には事前講習会があり、１万

円の講習会費が必要です。講習会費に対し、国

と市がそれぞれ２分の１ずつ補助をするため、

実質負担は０円となります。

問合せ・申込み 農政課農政係

TEL72-1111(内線316)

農業用水路と農地の管理を適切に行

いましょう

大雨時は、水路に土壌消毒用空き缶や肥料袋、

農業用廃ビニール、土手の刈り草等が詰まり、

災害を引き起こす原因となります。これらのも

のは適正に処分してください。

また、土手に除草剤を散布し雑草を根ごと除

去すると、土手が崩れる原因となります。土手

の雑草は極力草払い機等で刈り払い、刈り払っ

た雑草は、水路詰まりの原因となりますので、

必ず除去してください。

近年の災害復旧事業では、原因の一つが維持

管理不足の場合、国からの補助が受けられない

傾向にあります。農地の排水管理は確実に行い、

表土の流出や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。災害が起きないように適切に管

理しましょう。

問合せ

・農政課耕地林務係 TEL72-1111(内線314)

・建設課土木係 TEL72-1111(内線234)
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市が行うがん検診(集団検診)を受け

ることができない方へ

市では毎年がん検診(集団検診)を実施してい

ます。市のがん検診を受けたいと希望している

ものの、要介護状態や身体障害等の理由で、検

診車による集団検診を受けることができない方

は、健康センターにご相談ください。

なお、すでに症状がある方は検診ではなく、

医療機関受診をおすすめします。

問合せ 健康センター TEL72-7176

結婚披露宴のお土産にかつお節パッ

クはいかが？

かつお節は、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ことから

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。

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込

みください。

対象者(いずれかに該当する方)

・新郎新婦いずれかが枕崎市の住民で結婚後も

同市内に居住する方

・枕崎市内の結婚式場で披露宴を開催される方

パック提供数 披露宴招待者数プラス30個

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。

問合せ・申込先

さつま鰹節協会(水産商工課商工振興係内)

TEL72-1111(内線421)、FAX73-1747

〒898-0001 枕崎市松之尾町64番地

裁判所職員採用試験を実施

詳細については、受験案内をご覧ください。

受験案内は、裁判所のウェブサイト(http://ww

w.courts.go.jp/saiyo/index2.html)に掲載す

るとともに最寄りの裁判所でも配布しています。

申込受付期間

・インターネット

７月10日(火)午前10時～19日(木)

・郵送 ７月10日(火)～13日(金)

第１次試験日 ９月９日(日)

問合せ・申込み

鹿児島地方裁判所事務局総務課人事第一係

TEL099-808-3707

〒892-8501 鹿児島市山下町13-47

仕事をお探しの皆さんへ

ハローワークをご利用ください

南薩地域において、最近求人が増えています。

求職者１人当たりの求人の割合が高い職業は

「建築・土木技術者」、「看護師等医療技術

者」、「介護サービス」、「接客・給仕」、

「農林漁業の職業」等となっています。

なお、現在、ハローワークでは正社員での就

職を支援する取り組みを強化しています。

インターネットで求人情報がご覧いただけます。

・市ホームページでハローワーク加世田の求人

情報誌がご覧いただけます。

・ハローワークインターネットサービス(http

s://www.helloworrk.go.jp/)では、全国の求

人がご覧いただけます。

求職登録と窓口利用をお勧めしています。

ハローワークの窓口では、詳しい求人に関す

る情報はもとより、就職に役立つセミナーや地

域の雇用状況等の情報もお伝えします。

問合せ ハローワーク加世田 TEL53-5111
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道路改良工事に伴う通行止めについて

まくらざき保育園西側の市道並松線道路改良

工事に伴い、宮田町の市道の一部が通行止めに

なります。市民の皆さんには、ご迷惑をおかけ

しますが、ご理解とご協力をお願いします。

通行止期間 ８月～11月(予定)

問合せ 建設課土木係 TEL72-1111(内線235)

公園利用者の皆さんへ

公園は、さまざまな人が利用します。他の利

用者に迷惑がかからないよう、ルールとマナー

を守り、快適に楽しく利用しましょう。

ゴミのポイ捨て禁止 空き缶、紙くず、弁当が

らなどは、必ず持ち帰ってください。

ゴルフ練習は禁止

公園内でのゴルフ練習は、周りにいる人に危

険を及ぼしたり、周辺の住宅にボールが飛び込

んで大変迷惑をかける行為ですので禁止します。

ペットについて イヌの放し飼いをしないこと。

フンの後始末は、飼い主の基本的なマナーです。

遊具での遊び方について

遊具での危険な遊びはやめましょう。また、

幼児だけでの遊びはさせないで、保護者が同伴

しましょう。

公園内でハトやネコへの餌付け禁止

バイクの乗り入れは禁止

問合せ 建設課都市計画係

TEL72-1111(内線236)

野生のサルに出会ったら

５月頃から市内の山林地域に接した集落内

(道野、上竹中、牧園集落)において、サルの目

撃情報が寄せられています。

サルによる被害を防ぐために、以下のことに

注意してください。

■サルを寄せつけない

住宅の周辺等に野菜等の収穫物や生ゴミ等、

サルのえさになるものを置かない。

■サルに出会ったら

威嚇しない

目を合わせたり、大声を出すなどの行為はサ

ルが威嚇されたと思い襲ってくる場合がありま

す。サルと出会った場合は、目を合わさず静か

にその場を立ち去ってください。

えさを与えない

えさを与えてしまうと、集落内に繰り返し出

没する原因となりますので、絶対にえさを与え

ないようにしましょう。

問合せ

・総務課危機管理対策係

TEL72-1111(内線 214)

・農政課耕地林務係 TEL72-1111(内線 314)

あなたのまなざしで再出発を見守る社会へ

「社会を明るくする運動」の強調月間

７月は「社会を明るくする運動」の強調月間

です。この運動は、すべての国民が犯罪や非行

の防止と、罪を犯した人たちの更生について理

解を深め、それぞれの立場において力を合わせ

て犯罪や非行のない安全・安心な地域社会を築

こうとする全国的な運動です。

犯罪や非行が生まれるのは地域社会であり、

また、罪を償い、改善更生を果たす場もまた地

域社会にほかなりません。

犯罪や非行のない安全・安心な社会を築くに

は、犯罪や非行から立ち直ろうとする人たちの

意欲を認め、地域社会の中に受け入れ、見守り、

支えていくことが必要です。

行動目標

・犯罪や非行のない安全・安心な地域社会を築

くための取組を進めよう。

・犯罪や非行をした人たちの立ち直りを支えよ

う。

問合せ 福祉課社会係 TEL72-1111(内線136)
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セット健診(複合健診)を実施

市国民健康保険の方を対象にした特定健診をはじめ、胃がん検診、腹部超音波検診、肺がん検

診、大腸がん検診、前立腺がん検診、肝炎ウイルス検診、骨粗しょう検診を実施します。同日、同

会場で各種の健(検)診が受けられる、またとない機会ですので、受診してください。

対象者には、各地区の保健推進員を通じて受診票を配布しております。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、がん検診等の通知が今後不要な方は、検診受診票下部の「枕崎市が実施する検診通知不要

届」を記入し、健康課または健康センターに提出してください。次年度以降、通知をしないように

します。

対象者 昭和54年４月１日以前生まれの方

会場 南薩地域地場産業振興センター

受付時間 午前８時～10時

健診機関 県民総合保健センター

健(検)診日程

健診日 対象地区(公民館)

７月３日(火) 岩戸・木原・美初・住吉町

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

※指定日に都合の悪い方は、上記日程の都合のよい日に受診してください。また、９月24日、25

日、26日にもセット健診(健診機関＝ＪＡ鹿児島県厚生連健康管理センター)を実施します。ただ

し、肺がん検診はありません。

当日持参するもの

各健(検)診受診票(必要事項を記入してください)、保険証(枕崎市国民健康保険の方)、バスタオ

ル(腹部超音波検診を受ける女性の方)、めがね(必要な方)

問合せ 健康センター TEL72-7176
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南溟館イベント情報

問合せ 文化課(南溟館)

TEL72-9998

チャレンジ・アート作品展～「第65回記

念県美展」ハートフルの部絵画作品～

会期 ６月26日(火)～７月16日(月)

会場 南溟館(第１展示場)

観覧料 無料

塩屋祐典演奏会

日時 ７月８日(日) 午後３時～

会場 南溟館(第２展示場)

入場料 有料(お問い合わせください)

加世田高校美術部巡回展2018～まくらざ

きdeカルパッチョ～

会期 ７月３日(火)～16日(月)

会場 南溟館(市民ギャラリー)

観覧料 無料

にがおえワークショップ～明治維新を生き

た偉人たちを描いてみよう～

講師 茂山寛さん(元水産高校教諭)

日時 ７月28日(土) 午後３時～

会場 南溟館(創作室)

参加料 無料

彩友会グループ展示

会期 ７月18日(水)～29日(日)

会場 南溟館(市民ギャラリー)

観覧料 無料

※枕崎国際芸術賞展関係

第２回「枕崎国際芸術賞展」の開催要項並び

に募集要項が完成しました。

詳しくは、市ホームページ「国際芸術賞展バ

ナー」を確認してください。

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

７月の行事(午前10時から)

２日(月)作って飾ろう(七夕)

３日(火)骨盤体操

４日(水)園庭遊び後試食会(要予約10組まで)

６日(金)救急講座

７日(土)園行事に参加(夕涼み会)夜７時集合

10日(火)読み聞かせ「Smile Mama Book」

12日(木)ママのための有酸素運動

18日(水)ベビーマッサージ(要予約)

20日(金)新聞紙遊び

25日(水)音楽遊び

27日(金)誕生会

※４日(水)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：中川家

日(曜日) 行 事 名 場 所 ・ 時 間 問 合 せ

２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

３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

４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

11日(水) 中学校弁論大会 市民会館 14:00～16:15
生涯学習課

72-0170

14日(土)
何でもチャレンジ

デ―

枕崎児童館 14:00～

【対象】幼児、小・中学生

枕崎児童館

72-1362

19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

20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

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

21日(土)
枕崎の海の生物の

お話

枕崎地区公民館 10:00～12:00

【対象】小・中学生、一般

枕崎地区公民館

72-9289

22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

川で遊ぼう
金山地区公民館～滑川 9:00～14:00

【対象】小・中学生 参加費200円

金山地区公民館

72-9690

23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

24日(火)

◎

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

25日(水) 水生生物調査

枕崎児童館集合～花渡川上流

8:00～12:00

【対象】小学4～6年・中学生(小学3

年生以下は保護者同伴) (定員15名)

着替え等持参※要予約(７/19まで)

枕崎児童館

72-1362

28日(土)

29日(日)

第63回市少年野球

大会

市営野球場、市営グラウンド

8:30～【対象】小学生

生涯学習課

72-0170

29日(日) 映画を楽しもう
片平山児童センター 10:00～17:00

【対象】小学生 ※予約不要

片平山児童セン

ター 73-1333

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７月
※「◎」は高齢者元気度アップ・

ポイント事業の対象事業です。


