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枕崎市職員募集～職員採用試験を実施、「枕崎市職員採用試験」が変わります

募集(市立病院の業務委託人(随時)／修学旅行生の受入家庭／道路作業用重機械運転業務委託

人(随時)／道路作業員業務嘱託員(随時)／ビジネスマナー研修会参加者／鹿児島県出身沖縄

戦没者追悼式参列者／燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会ボランティア／税についての

作文)

募集(特別支援教育支援員／平成30年度後期農業機械化研修生／南薩土地改良区職員／「店舗

スタッフ講習」受講生／市営住宅の入居者／南薩養護学校「体験学習」参加者／放送大学10

月入学生) 、相談(年金相談所を開設)

相談(無料人権相談所を開設／巡回無料法律相談会／労使間のトラブルに関する無料相談

会)、お知らせ(市民と市議会との意見交換会を開催／成人式は１月３日に実施します／８月

は「人権同和問題啓発強調月間」／福祉・保健医療職場就職ガイダンス／未登録の象牙を売

ることは違法です／国民年金保険料の免除制度について／県内企業との就職面接会を実施)

お知らせ(市役所別館大規模改修工事が始まります) 、豪雨災害義援金の募金箱を設置、南溟

館イベント情報、キッズだより、「西日本豪雨災害」に便乗した「うそ電話詐欺」に注意しましょう

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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国民健康保険税３期

市県民税２期
介護保険料・後期高齢者医療保険料３期

8 月の納税

・県では国民健康保険運営方針に基づき、国保税を納期限までに納付している世帯との公平性を

確保するため、８月および12月を「国保税滞納整理強化月間」とし、県下一斉に収納対策の強

化が図られます。納期内納付へのご協力をお願いします。なお、災害や盗難、本人や家族の病

気、事業の休廃止、失業などやむを得ない事情により、市税等の納期ごとの納付が困難な方

は、早めに市税務課までご相談ください。

・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

８月19日(日)
午前８時30分～午後５時15分

４・５
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枕崎市職員募集～職員採用試験を実施

■採用職種、予定人員および受験資格

職種 採用予定人員 受験資格

一般事務職Ａ

【性別不問】
７名程度

昭和58年４月２日以降に生まれた者で、学校教育法に基づく高等学校(同等資格を含

む)以上の学歴を有する者または平成31年３月までに卒業見込みの者

一般事務職Ｂ

(障害者手帳

保有者)

【性別不問】

若干名

昭和58年４月２日以降に生まれた者で、学校教育法に基づく高等学校(同等資格を含

む)以上の学歴を有する者または平成31年３月までに卒業見込みの者のうち次の要件

を満たす者

・身体障害者福祉法第15条第４項の規定により身体障害者手帳(１級～６級)の交付

を受けている者

・自力により通勤ができ、かつ、介護者なしに職務の遂行が可能な者

・活字印刷文による筆記試験に対応できる者

農業技師

【性別不問】
１名程度

昭和58年４月２日以降に生まれた者で、学校教育法に基づく高等学校(同等資格を含

む)以上の学歴を有する者または平成31年３月までに卒業見込みの者

土木技師

【性別不問】
１名程度

昭和58年４月２日以降に生まれた者で、学校教育法に基づく高等学校(同等資格を含

む)以上の学校で土木の学科を履修し卒業した者もしくは平成31年３月までに卒業見

込みの者または土木施工管理技士２級以上の資格を有する者

建築技師

【性別不問】
１名程度

昭和58年４月２日以降に生まれた者で、一級または二級の建築士の免許を有する者ま

たは平成30年度実施の国家試験で取得する見込みの者

保健師

【性別不問】
２名程度

昭和58年４月２日以降に生まれた者で、保健師の免許を有する者または平成30年度実

施の国家試験で取得する見込みの者

消防士

【性別不問】
２名程度

①平成５年４月２日以降に生まれた者で、学校教育法に基づく高等学校(同等資格を

含む)以上の学歴を有する者または平成31年３月までに卒業見込みの者

②平成３年４月２日以降に生まれた者で、救急救命士の免許を有する者

※この他、身体検査について、次のような採用基準があります。

・裸眼視力または矯正視力が両眼で0.7以上、かつ一眼がそれぞれ0.3以上であること

・消防士として職務に必要な色覚および聴力を有するもので、四肢、内臓等に疾患がないこと

居住要件 採用後は、本市に居住できる者

欠格事項 前記の受験資格にかかわらず、次のいずれかに該当する者は受験できません。

①日本国籍を有しない者 ②成年被後見人または被保佐人 ③禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わ

るまでの者またはその執行を受けることがなくなるまでの者 ④枕崎市職員として懲戒免職の処分を受け、

その処分の日から２年を経過していない者 ⑤日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその

下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者

■試験の方法および内容

試験は第１次試験および第２次試験とし、第２次試験は第１次試験合格者に対して行います。

第１次試験 教養試験、一般性格診断検査(消防士は消防適性試験)、作文試験、専門試験(農業技師、土

木技師、建築技師、保健師)、体力測定(消防士 ※男女の体力差を考慮します)

第２次試験 面接試験(集団討論、個別面接)、健康診査(医療機関発行の健康診断書提出)

■試験の日時および場所

第１次試験 日時：９月16日(日) 午前８時30分～／会場：枕崎市市民会館

第２次試験 日程：10月下旬を予定(第１次試験合格通知の際にお知らせします)／会場：枕崎市役所本庁

■受験手続きおよび受付期間

受験申込書用紙の入手方法

①総務課職員係で直接入手、②市ホームページからダウンロード、③郵送請求で入手(郵送請求する場合は、返

信用封筒(角形２号・240㎜×332㎜)に切手(120円)を貼り、宛先(申込者住所等)を明記して同封してください。

申込方法 受験申込書に必要事項を記入し、82円切手を貼った宛先明記の返信用封筒(長形３号・120㎜×

235㎜)を添えて、申込先に提出してください。なお、受験申込書には、必ず写真を貼ってください。郵送

の場合は、封筒の表に「受験申込書在中」と朱書きしてください。

※身体障害者手帳(１級～６級)の交付を受けている者は、その写し１通を添付

※救急救命士の免許を有する者は、救急救命士免許証の写し１通を添付
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請求先および申込先 〒898-8501 枕崎市千代田町27番地 枕崎市総務課職員係

受付期間 ８月16日(木)まで

※受付は午前８時30分～午後５時(土・日、祝日は除く。郵送の場合は、締切当日の消印まで有効)

・第１次試験合格発表は10月中旬までに、第２次試験合格発表は11月末日までに受験者全員に合否結果を

文書で通知します。

・最終合格者は、平成31年４月１日付けで採用の予定です。なお、卒業見込みの者にあっては高等学校等

を卒業できない場合や免許取得見込みの者にあっては免許を取得できない場合は、原則として採用を取

り消します。

・給与は枕崎市職員の給与に関する条例に基づき、給料および諸手当が支給されます。また、学歴、職歴

等に応じて加算される場合があります。   

問合せ 総務課職員係 TEL72-1111(内線212)

「枕崎市職員採用試験」が変わります
■こんな方も、受験しやすくなります

・公務員試験に向けた準備をしていない方

・枕崎に帰省して働きたい方

・受験要件年齢を超えていたからあきらめていた方 など

■平成30年度からの変更点

教養試験が受験しやすい試験(基礎力タイプ)に変わります

第１次試験の教養試験は、特別な試験対策が不要な基礎能力を問う試験に変わります。

主に、新規学卒者を対象とした試験ですが、民間企業志望の方や社会人の方も、受験しやすい

試験(社会への関心や基礎的・常識的な知識、職務遂行に必要な基礎的な言語能力・論理的思考

力を測定する試験)に見直しました。

※第１次試験では、教養試験のほか、作文試験、一般性格診断検査、専門試験(農業・土木・建

築・保健師等の技術職のみ)等を行います。

年齢要件を「29歳」から「35歳」までに引上げます(消防士を除く)

教養試験を民間企業志望の方や社会人の方も受験しやすい試験に変更します。

また、できるだけ幅広い年齢層から、枕崎市のために頑張りたい方を採用したいため受験資格

の年齢を見直しました。

■受験手続き等の詳細について

職員採用試験の詳しい内容については、市ホームページをご覧ください。

問合せ 総務課職員係 TEL72-1111(内線212)

解答時間：１２０分

形  式：五肢択一式

出 題 数：４０題

解答時間：７５分

形  式：四肢択一式

出 題 数：６０題
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募   集

市立病院の業務委託人(随時)

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。

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・人員 医療事務 １名

応募資格

・医療事務および診療記録管理業務の経験があ

る方

・市立病院に通勤可能で健康な方

・現在、市内で医療事務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)

試験日・場所 一定期間の応募者に対して、試

験日時、場所等を記載した受験票を送付します。

受付期間 随時。受付は平日午前８時30分から

午後５時15分まで(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

修学旅行生の受入家庭

都市部を中心に、修学旅行で農林水産業の作

業や宿泊を体験する「民泊型の教育旅行」に取

り組む学校が増えています。

特に豊かな自然に恵まれた鹿児島県には、多

くの学校が訪れています。

本市では、枕崎市グリーン・ツーリズム協議

会が子どもたちの受入れを行っていますが、会

員数が少ないことから、同協議会では受入家庭

を募集しています。

活動内容等の詳細は、農政課農政係までお問

い合せください。

問合せ・申込み 農政課農政係

TEL72-1111(内線316)

道路作業用重機械運転業務委託人(随時)

希望者は、採用試験受験申込書(総務課備付

け)と自動車運転免許証の写し、車両系機械運

転技能講習修了証の写しを総務課職員係に提出

してください。

募集人員 １名

業務内容 市道の作業用重機械(２ｔダンプ、

４ｔダンプ、タイヤショベル、バックホー等)

の運転業務および市道等の維持補修作業業務

応募資格  

・市内に居住している方

・平成30年４月２日現在の年齢が満65歳以下で、

心身ともに健康な方

・大型特殊自動車及び普通自動車(平成19年４

月２日以降新たに免許を取得している場合は

中型免許)運転免許を有する方

・車両系建設機械の技能講習を修了している方

選考方法 面接試験

試験日・場所 一定期間の応募者に対して、試

験日時、場所等を連絡します。

採用 合格発表後の翌月１日から採用予定

問合せ 建設課土木係 TEL72-1111(内線234)

道路作業員業務嘱託員(随時)

希望者は、採用試験受験申込書(総務課備付

け)と自動車運転免許証の写しを総務課職員係

に提出してください。

募集人員 １名

業務内容 市道等の維持補修作業業務

応募資格  

・市内に居住している方

・平成30年４月２日現在の年齢が満65歳以下で、

心身ともに健康な方

・普通自動車運転免許を有する方

・農作業または土木作業等の経験のある方

選考方法 面接試験

試験日・場所 一定期間の応募者に対して、試

験日時、場所等を連絡します。

採用 合格発表後の翌月１日から採用予定

問合せ 建設課土木係 TEL72-1111(内線234)
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ビジネスマナー研修会参加者

枕崎市若者定住育成協議会主催によるビジネ

スマナー研修会を開催します。参加を希望する

方は、次により申込みください。

日時 ９月28日(金) 午後１時30分～(３時間

程度)

場所 市民会館第１会議室

講師 池元正美さん(キャリア開発・能力開発

支援ディーリンクス代表)

内容 コミュニケーション講座(講話やワーク

ショップによる、若者同士のつながりや人間関

係づくりについて学ぶ研修)

対象者 中学校、高校、短期大学、大学、高等専

門学校、専修学校、各種学校等を平成28年３月以

降に卒業した方で、次のいずれかに該当する方

・枕崎市にお住まいの方で、枕崎市または枕崎

市から通勤可能な地域に就業(自営を含む)し

た方

・枕崎市外にお住まいの方で、枕崎市内の事業

所に勤務している方

申込方法 電話にて氏名、年齢、就業年度、勤

め先、連絡先(電話番号)をお知らせください。

申込締切 ９月７日(金)

問合せ・申込み

枕崎市若者定住育成協議会事務局(企画調整課

政策推進係内) TEL72-1111(内線219)

鹿児島県出身沖縄戦没者追悼式参列者

鹿児島県出身沖縄戦没者追悼式への参列を希

望されるご遺族を募集します。

期日 11月13日(火)

※前日からの団体行動です。

場所 沖縄県糸満市平和祈念公園内「摩文仁の

丘」鹿児島霊園

対象者 沖縄および沖縄近海での戦闘で戦没し

た方の配偶者および３親等内の遺族

※戦没者名簿記載の確認は県が行います。

募集人員 ９名(申込み多数の場合は選考)

申込先 福祉課社会係

申込期間 ８月１日(水)～31日(金)

問合せ

・県社会福祉課調査援護係 TEL099-286-2840

・福祉課社会係 TEL72-1111(内線136)

燃ゆる感動かごしま国体・かごしま

大会ボランティア

燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会実行

委員会事務局では、2020年に鹿児島県で開催す

る第75回国民体育大会「燃ゆる感動かごしま国

体」と、第20回全国障害者スポーツ大会「燃ゆ

る感動かごしま大会」の開・閉会式等の運営を

支えていただく「運営ボランティア」と聴覚に

障害のある方へ情報提供をしていただく「情報

支援ボランティア」を募集しています。

全国から多数の方が参加する両大会の円滑な

運営のためには、ボランティアの協力が不可欠

です。「オールかごしま」で、全国から訪れる

全ての方を「心のこもったおもてなし」でお迎

えし、みんなの心に残る両大会にしましょう。

応募資格、業務内容等については、ボランテ

ィア募集リーフレット(市役所市民ホール備付

け)または燃ゆる感動かごしま国体・かごしま

大会ホームページ(県ホームページ)をご覧くだ

さい。

多数の皆さんの参加をお待ちしています。

募集期間 ７月２日(月)～(募集人数に達した

場合は受付を終了)

問合せ 燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大

会実行委員会事務局(県国体・全国障害者スポ

ーツ大会局)

・運営ボランティア

総務企画課 TEL099-286-2905

・情報支援ボランティア

全国障害者スポーツ大会課 TEL099-286-2877

税についての作文

国税庁では、今年も国税庁主催の「税に関す

る高校生の作文」と全国納税貯蓄組合連合会と

の共催による中学生の「税についての作文」を

募集します。テーマは、高校生は「税の意義と

役割について考えたこと」、中学生は内容が税

に関することであれば何でも構いません。詳し

くは、知覧税務署にお尋ねいただくか、国税庁

ホームページ「税の学習コーナー」をご覧くだ

さい。

募集締切 ９月５日(水)必着

問合せ・申込み 知覧税務署 TEL83-2411

※自動音声案内
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特別支援教育支援員

希望者は、採用試験受験申込書(学校教育課

備付け)を学校教育課へ提出してください。

募集人員 １名

業務内容 市内小学校、中学校で支援を必要と

する児童生徒への学習支援や生活支援

応募資格

・９月１日から勤務できる方

・平成30年４月２日現在の年齢が満65歳以下で

心身ともに健康な方

・保育士、幼稚園教諭、小・中学校教諭、看護

士免許等を保有している方、またはその免許

を持つ者に準じた能力を持ち、子どもと接す

る仕事や活動に従事したことがある方

勤務時間 午前８時15分から午後４時20分のう

ち５時間45分

賃金 日額5,000円

選考方法 作文試験、面接試験

※試験の日時、場所等は後日、応募者に連絡します。

応募締切 ８月10日(金) 午後５時15分

問合せ・申込み 学校教育課 TEL72-0170

平成30年度後期農業機械化研修生

県立農業大学校では、農耕用限定大型特殊自

動車運転免許の取得、農作業安全等に関する基

本的な知識および技能の取得を目的とした研修

生を募集します。

開催時期(定員)

Ａ日程 10月１日(月)～５日(金)(30名程度)

Ｂ日程 10月15日(月)～19日(金)(30名程度)

Ｃ日程 11月５日(月)～９日(金)(30名程度)

Ｄ日程 11月26日(月)～30日(金)(30名程度)

研修場所 県立農業大学校

対象者

・農大生、農業者、県・市町村・農業団体等の

職員および研修生

・県公安委員会が発行した普通免許以上の所有

者であり、ＡＴ限定ではないこと

・視力が両眼で0.7以上、かつ一眼がそれぞれ

0.3以上の者

・南薩地域振興局等で学科振替研修を受講できる者

研修経費 7,050円(食費、宿泊費は除く)

申込締切 ８月１日(水) 午後３時

問合せ・申込み 農政課農政係

TEL72-1111(内線316)

南薩土地改良区職員

南薩土地改良区では、畑地かんがい施設を管

理する職員(一般事務職)を次のとおり募集しま

す。受験申込書は南薩土地改良区事務所に備付

けてあります。

募集人員 １名

受験資格

・平成31年３月に大学、短期大学、高等専門学

校、専修学校を卒業見込みの方

・採用後、枕崎市、南九州市(旧頴娃町、旧知

覧町)、指宿市に居住できる方

・普通自動車免許(ＡＴ限定不可)を有する方

申込期間 ８月１日(水)～24日(金)

※土・日曜、祝日は除く。

試験日(１次試験) ９月９日(日)※予定

※受験者には後日連絡します。

給与等

・南薩土地改良区の給与規程による。

・社会保険等、賞与・昇給および有給休暇あり。

主たる勤務地 南九州市頴娃町

※管理する施設は、枕崎市、南九州市、指宿市

にあります。

採用日 平成31年４月１日(予定)

問合せ・申込み 南薩土地改良区庶務係

TEL0993-36-1301 南九州市頴娃町郡1396番地

「店舗スタッフ講習」受講生

枕崎市シルバー人材センターでは、次のとお

り講習受講生を募集します。

受講対象者 60歳以上でシルバー人材センター

会員として就業できる方

募集人員 10名

講習内容 接客マナー、食品衛生管理の基礎、

レジ業務その他

講習日時 ８月29日(水)～31日(金) 午前10時

～午後４時

講習会場 Ａコープ立神店

受講料およびテキスト代 無料

応募締切 ８月16日(木)

問合せ・申込み

枕崎市シルバー人材センター(担当：上園)

TEL72-6689
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相   談

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 ８月７日(火)まで

募集戸数 １戸

権現団地105号(岩戸町410番地)

構造(間取) 中層耐火造３階建(３ＤＫ)

建設年度 平成元年

家賃(敷金) 17,500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)

南薩養護学校「体験学習」参加者

県立養護学校では、特別な教育的支援を必要

とするお子さんとその保護者や教育・療育関係

者を対象に、授業参観、体験学習、教育相談等

を実施して、本校の教育内容・方法、施設、設

備について理解していただくための「体験学習」

を実施します。

日時 ９月11日(火) 午前９時10分～11時30分

※教育相談、給食指導参観希望者等は午後０時

20分まで

対象者 平成31年度に本校小・中学部への就学

および転校、高等部への入学を検討している幼

児、児童、生徒および保護者等

申込締切 ８月17日(金)

問合せ・申込み 県立南薩養護学校

TEL0993-77-0100 FAX0993-77-0552

〒899-3403 南さつま市金峰町尾下326番地

メール nansatsu-h@edu.kagoshima.jp

放送大学10月入学生

平成30年度第２学期(10月入学)の学生を募集

中です。放送大学は、テレビやインターネット

を通じて学ぶ通信制の大学です。詳細はホーム

ページでも紹介しています。

出願期限 ８月31日(金)

問合せ 放送大学鹿児島学習センター

TEL099-239-3811

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。

日時 ９月13日(木) 午前10時～午後３時

場所 市民会館和室

※市内での８月の年金相談はありません。

※「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

・８月２日(木) 南九州市役所頴娃支所１階会

議室

・８月16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

・８月23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)
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お 知 ら せ
無料人権相談所を開設

人権擁護に関する相談所を次の日程で開設し

ます。相談は無料で秘密は固く守ります。お気

軽にご相談ください。

日時 ８月23日(木) 午前10時～午後３時

場所 市民会館第３会議室

相談内容 人権に関することやその他一般法律

問題等

相談員 地元人権擁護委員

問合せ 総務課秘書広報係

TEL72-1111(内線211)

巡回無料法律相談会

県弁護士会では、当会所属の弁護士を派遣し

て各地を巡回する無料法律相談会を実施します。

当会では、住民の皆さんの日常生活での悩み

事やトラブルに専門のアドバイスを提供する環

境整備を進めていきたいと考えています。身近

な事から何でも構いません。遠慮なくぜひご利

用ください。混雑を回避するため、予約制とし

ますが、当日の受付でも構いません。

日時 ８月９日(木) 午後１時～４時

場所 市民会館応接室

問合せ・申込み 鹿児島県弁護士会

TEL099-226-3765

労使間のトラブルに関する無料相談会

職場のトラブルで悩んでいませんか。県労働

委員会委員(公益委員(弁護士等)、労働者委員

(労働組合役員等)、使用者委員(会社経営者

等))が相談に応じます。労働者、事業主のどち

らからでも、お気軽にご相談ください。申込み

は不要ですが、予約をすることが出来ます。

日時 ９月２日(日) 午前10時～午後４時(受

付は午後３時30分まで)

場所 鹿児島市勤労者交流センター(キャンセ

ビル７階) 鹿児島市中央町10番地

相談事例 解雇、雇止め、配置転換、賃下げ、

パワハラなど

問合せ・申込み 県労働委員会事務局(県庁15

階) TEL099-286-3943 FAX099-286-5653

市民と市議会との意見交換会を開催

市議会では、市民の皆さんの声を市政に反映

させるため「市民と市議会との意見交換会」を

開催します。

会場・日時

・市民会館第１会議室、別府センター

10月３日(水) 午後７時～８時30分頃

・城山センター、立神センター

10月４日(木) 午後７時～８時30分頃

テーマ 産業の振興～ふるさと応援寄附金を活

用した事業～

問合せ 議会事務局議事係

TEL72-1111(内線242)

成人式は１月３日に実施します

日時 １月３日(木) 午後１時30分～３時(受

付＝午後０時45分～１時20分)

場所 市民会館大ホール

対象者 平成10年４月２日から平成11年４月１

日までに生まれた方

※受付方法などの詳細については、「お知らせ

版９月号」と「広報まくらざき９月号」でお

知らせします。

問合せ 生涯学習課公民館係(市民会館)

   TEL72-2221

８月は「人権同和問題啓発強調月間」

同和問題をはじめとする人権問題の解決のた

めには、私たち一人ひとりが人権問題を正しく

理解し、お互いの人権を尊重することが大切で

す。

県では、８月を「人権同和問題啓発強調月間」

と定め、この期間内にテレビ・ラジオのスポッ

ト放送、新聞広告や懸垂幕掲示など各種の啓発

活動を集中的に実施します。ぜひ、この機会に

人権問題に触れ、偏見や差別のない明るい社会

の実現を目指していきましょう。

問合せ

・総務課秘書広報係 TEL72-1111(内線211)

・生涯学習課生涯学習係 TEL72-0170



             ９

福祉・保健医療職場就職ガイダンス

福祉・保健医療職場就職ガイダンスが次のと

おり開催されます。参加費は無料で事前予約も

不要です。ぜひご利用ください。

開催日 ８月８日(水)

開催場所 鹿児島サンロイヤルホテル

対象者 一般の方および来春卒業予定の大学、

短大、専門学校生等

■就活応援セミナー

時間 午前10時30分～正午(受付＝午前10時～)

内容 福祉職場の現状と就職の心構え、自分に

合う職場の見つけ方についての講話

■就職面談会  

時間 午後１時～４時(受付＝午後０時30分～

３時30分)

  内容 福祉等職場の人事担当者と就職希望者が、

仕事内容、求人時期、条件、募集方法等につい

て個別に面談

※同会場内に、求職登録、情報提供、資格取得

等相談コーナーを設置します。

※託児所を利用される方や、障害をお持ちの方

で特に配慮が必要な方は、８月１日(水)まで

にお知らせください。

※ＪＲ鹿児島中央駅からの無料シャトルバスの

案内は、鹿児島サンロイヤルホテルのホーム

ページを確認してください。

問合せ

県社会福祉協議会福祉人材・研修センター

TEL099-258-7888 FAX099-250-9363

未登録の象牙を売ることは違法です

登録されていない象牙を売ったり、譲渡する

ことは違法です。未登録の象牙をお持ちの方は、

象牙在庫把握キャンペーン事務局まで連絡をお

願いします。なお、所有者死亡による近親者へ

の相続は違法になりません。ただし、その後販

売等をする場合にはあらかじめ登録が必要です。

※全形を保持した象牙のみが登録対象。印鑑や

アクセサリーなど象牙製品は登録対象外。

連絡先 象牙在庫把握キャンペーン事務局

TEL03-6659-4660(土・日、祝日を除く。午前10

時～午後５時)

問合せ 市民生活課環境整備係

TEL72-1111(内線327)

国民年金保険料の免除制度について

平成30年度の国民年金保険料の免除制度の受

付が７月１日から始まっています。早目に手続

きをお願いします。

保険料を未納のままにしておくと、将来の

「老齢基礎年金」や障害・死亡といった不測の

事態が生じたときの「障害基礎年金」や「遺族

基礎年金」を受け取ることができない場合があ

ります。

経済的な理由により、保険料を納めることが

できない場合は、保険料を「全額免除」また

「一部免除」する制度があります。

全額免除 保険料の全額を免除

一部免除 保険料の一部を免除(４分の３免除、

半額免除、４分の１免除)

保険料の納付が難しい時には、未納のまま放

っておかずに国民年金保険料免除制度をご利用

ください。

申請・手続きについては、市民生活課国民年

金係にお問い合わせください。

問合せ 市民生活課国民年金係

TEL72-1111(内線144・145)

県内企業との就職面接会を実施
ＵＩターンフェアかごしま＆県内就職合同面接会

県では、学生(高校生を除く)およびＵＩター

ン希望者で県内への就職を希望される方を対象

とした就職合同面接会を開催します。参加は無

料で事前予約も必要ありません。年齢は不問で

す。また、入退場は自由となります。

県内企業が一堂に会するこの機会に、ぜひご

参加ください。

日時 ８月10日(金) 午後１時～５時

※午後３時30分までにはお越しください。

場所 城山ホテル鹿児島

対象

・県内へのＵＩターン希望者

・県内求職者

・来年３月卒業予定の学生(高校生を除く)

参加企業 ＵＩターン希望者等の採用予定のあ

る県内の事業所(183社)

問合せ 県雇用労政課 TEL099-286-3028
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セット健診(複合健診)を実施

豪雨災害義援金の募金箱を設置
７月の台風７号および梅雨前線に伴う記録的な大雨により、多数の方々が犠牲となり、西日本各地に甚

大な被害が発生しています。全国で支援の取り組みが広がってきており、本市においても被災地の一日も

早い復興を支援するため、義援金の募金箱を設置しました。市民の皆さんのご協力をお願いします。

義援金の名称 平成30年７月豪雨災害義援金(西日本豪雨災害)

募集期間 ９月28日(金)まで

・募金箱は市役所正面玄関の階段横に設置しています。

・集まった義援金については、日本赤十字社を通じて、被災地に配分されます。

・今回の義援金については、市で預かり証等の発行はしませんので、義援金の拠出について証明書(領

収書)等が必要な場合は、手数料無料の金融機関からの振込み、または、社会福祉協議会へご持参く

ださい。

■問合せ 福祉課社会係 TEL72-1111(内線136)

市役所別館大規模改修工事が始まります

７月下旬から市役所別館大規模改修工事(外壁、トイレ等の改修)が始まります。これに伴い、別

館トイレや別館に面した駐車場は使用できなくなります。トイレは仮設トイレを設置する予定で

す。また、駐車場は本館前を利用できますが、数台しか駐車できませんので、できるだけ市役所第

３駐車場を利用してください。工事期間中は工事車両等が市役所敷地に出入りしますので、十分ご

注意ください。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。

工期 ７月下旬～12月下旬(予定)

問合せ 総務課秘書広報係 TEL72-1111(内線211)
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南溟館イベント情報

問合せ 文化課(南溟館)

TEL72-9998

市職員とその家族展

会期 ８月４日(土)～26日(日)

会場 南溟館市民ギャラリー／観覧料 無料

薩摩の偉人展～西郷どんが生きた時代

会期 10月２日(火)～25日(木)

会場 南溟館第１展示場／観覧料 無料

せんじ会小品展

会期 10月２日(火)～25日(木)

会場 南溟館市民ギャラリー／観覧料 無料

主催 枕崎せんじ会／後援 枕崎市文化協会

夏ワク2018「対話型作品鑑賞会」

～みて、かんじて、はなそう

日時 ８月３日(金) 午前９時～10時45分

会場 南溟館／参加料 無料／定員 20名程度

講師 新西美樹さん(本市出身のアートコミュニケ

ータ)

※７月27日(金)午後５時まで電話にて申込み

夏ワク2018コーヒーのしみで

「てん・てん・てん」

日時 ８月３日(金) 午後２時～３時30分

会場 南溟館／参加料 無料／定員 20名程度

講師 新西美樹さん(本市出身アートコミュニケ

ータ)

※７月27日(金)午後５時まで電話にて申込み

夏休み親子木工教室

日時 ８月12日(日) 午前９時～正午

会場 南溟館パフォーマンス広場※小雨決行

参加料 200円(１組分の材料代)

講師 鹿児島県林材協会連合会職員

定員 40名程度

※７月27日(金)午後５時まで電話にて申込み

■枕崎国際芸術賞展について

本展は国内外を問わず広く作品を募集してい

ます。創意あふれる作品をお寄せください。詳

しくは、市ホームページをご覧ください。

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

８月の行事(午前10時から)

３日(金)ぼんぼん作り

８日(水)ママのための有酸素運動

10日(金)しゃぼん玉遊び

17日(金)音楽遊び

20日(月)骨盤体操

21日(火)読み聞かせ「Smile Mama Book」

22日(水)ベビーマッサージ(要予約)

28日(火)誕生会

29日(水)ソーメン流しごっこ(要予約12組まで) 

※14日(火)、15日(水)は休館日(お盆休み)です。

※８月の開放日はキッズのデッキでプール遊び

をします。水着またはプール用の紙オムツ、

着替えを準備してください。

※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。

※活動の内容は変更する場合もありますので、

予めご了承ください。

       

       

参加者募集

次の催しの詳細については、別紙チラシを

ご覧ください。申込みは電話で受付けます。

夏ワク2018 「対話型作品鑑賞会」

～みて、かんじて、はなそう

日時 ８月３日(金) 午前９時～10時45分

会場 南溟館／ 参加料 無料／ 定員 20名程度

講師 新西美樹さん(本市出身のアートコミュニケータ)

募集締切 ７月27日(金) 午後５時

夏ワク2018 コーヒーのしみで

「てん・てん・てん」

日時 ８月３日(金) 午後２時～３時30分

会場 南溟館／ 参加料 無料／ 定員 20名程度

講師 新西美樹さん(本市出身アートコミュニケータ)

募集締切 ７月27日(金) 午後５時

夏休み親子木工教室

日時 ８月12日(日) 午前９時～正午

会場 南溟館パフォーマンス広場※小雨決行

参加料 200円(１組分の材料代)

定員 40名程度

講師 鹿児島県林材協会連合会職員

募集締切 ８月７日(火) 午後５時

「西日本豪雨災害」に便乗した「うそ電

話詐欺」に注意しましょう

大規模災害が起こった際に災害に便乗した

「うそ電話詐欺」が発生しています。被災地

にいる身内を装い電話で現金を要求したり、

市町村等の職員、公的機関や団体を名乗っ

て、電話、メール、ＦＡＸなどで「義援金」

や「見舞金」等への協力を持ちかけたりする

ものには十分注意しましょう。

問合せ 総務課危機管理対策係

   TEL72-1111(内線210・214)
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■謎かけの答え：かぶり

日(曜日) 行 事 名 場 所 ・ 時 間 問 合 せ

６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

７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

16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

17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

ペットボトルロケ

ット作り～大空に

飛ばしてみよう

枕崎児童館 9:00～12:00

【対象】小学生 (定員15名)

講師 加世田サイエンスクラブ

材料費実費 ※要予約(8/12 まで)

枕崎児童館

72-1362

18日(土)

工作教室

夏休みの宿題に

桜山地区公民館 13:00～16:00

【対象】小・中学生

桜山地区公民館

72-2267

高齢者とのふれあ

い交流グラウンド

ゴルフ大会

別府小学校 8:30～12:00

【対象】小学生、保護者、高齢者

別府地区公民館

76-2010

19日(日)

夏休み工作教室～

貯金箱をつくろ

う、木工工作でミ

ニ大工体験

片平山児童センター 10:00～

17:00 【対象】小学生

材料費実費 ※要予約(8/12まで)

片平山児童セン

ター 73-1333

20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(火) 戦争体験談
立神小学校 9:15～10:00

【対象】小学６年生・高齢者

立神地区公民館

72-1693

26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

コスモスの種まき
田布川町、金山町 16:00～17:00

【対象】小・中学生、一般

金山地区公民館

72-9690

31日(金)
◎

男性料理教室
健康センター 10:00～12:30

健康センター

72-7176

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８月
※「◎」は高齢者元気度アップ・

ポイント事業の対象事業です。


