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枕崎市立病院職員採用試験を実施、募集(地域包括支援センター嘱託職員(介護支援専門

員)／道路作業員業務嘱託員(随時)／道路作業用重機械運転業務委託人(随時))、相談(こ

ころの健康相談会を開催)

相談(年金相談所を開設)、「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、お知らせ(敬老祝金を支給します／国民年金保険料の免除制度について／市総合防災

訓練を実施／セット健診(追加健診)を実施／９月は発達障害福祉月間です／海区漁業調

整委員会委員選挙人名簿の調製について／９月10日は「下水道の日」～未来へと ぼくら

がつなぐ 下水道～)

お知らせ(危険物取扱者試験および受験準備講習会を実施／松之尾橋橋梁添架配水管改良

工事に伴う通行止めについて／道路改良工事に伴う通行止めについて／電池等の「火災

危険物」は「黄色のごみ袋」で出しましょう／ごみの野焼きは禁止されています) 

お知らせ(市役所別館大規模改修工事が始まりました) 、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

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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９月納税の税目はありません

・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

９月16日(日)
午前８時30分～午後５時15分

４・５
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　　　　　　　　　枕崎市立病院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

看護師 １名程度

①看護師免許（准看護師を除く）を有する者または平成30年度実施の国家試験で取

　得見込みの者

②昭和58年４月２日以降に生まれた者

③試験当日現在、市内医療機関の正規職員でない者

受験資格

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。

ア．日本国籍を有しない者

イ．成年被後見人または被保佐人

ウ．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

エ．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

オ．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、作文試験、専門試験

第２次試験　面接試験、健康診査（医療機関発

行の健康診断書を提出）

■試験の日時および場所

第１次試験　日時：９月30日（日）　午前８時30分～

会場：枕崎市立病院（枕崎市日之出町230番地）

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：枕崎市立病院（枕崎市日之出町230番地）

■受験手続きおよび受付期間

受験申込書用紙の請求および申込先

〒898-0034　枕崎市日之出町230番地　

枕崎市立病院管理係　℡72-0303

※申込書は市立病院に備え付けています。郵送

　による請求の場合は、切手（120円）を貼った宛

　先明記の返信用封筒（角形２号・240㎜×332㎜）

　を同封してください。

※申込書は、市ホームページからもダウンロード

　できます。

受付期間　９月６日（木）まで　

※受付は午前８時30分から午後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）

合格発表

・第１次試験合格発表は試験日後14日以内に、

　受験者全員に合否結果を文書で通知します。

・第２次試験合格発表は11月中に、受験者全員

　に合否結果を文書で通知します。

採用

　合格者は、平成31年４月１日付けで採用の予

定です。なお、受験資格に定める期限までに、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、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、採用を取り消します。

給与

　給与は、枕崎市立病院事業企業職員の給与に

関する規程に基づき支給されます。

※枕崎市職員の定年等に関する条例に基づき、

　職員の定年は60歳とし、定年に達した日以後

　における最初の３月31日に退職することとな

　ります。

問合せ　枕崎市立病院管理係　℡72-0303

①薬剤師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見込みの者

②昭和34年４月２日以降に生まれた者

③試験当日現在、市内医療機関の正規職員でない者

薬剤師 １名
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相   談

募   集

地域包括支援センター嘱託職員(介護

支援専門員)

希望者は、「採用試験受験申込書(履歴書)」

(総務課およびハローワーク備付け)にハローワ

ークの紹介状を添え、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 ケアプラン作成、介護相談等

応募資格 介護支援専門員(11月１日から業務

を行えること)、普通自動車免許を有する方

勤務時間 午前８時30分～午後５時

休日等 土・日曜日、祝日等(有給休暇あり)

賃金 月額220,000円

加入保険等 健康保険、厚生年金、雇用保険、

公務災害補償

試験方法 作文試験、面接試験

申込締切 10月９日(火) 午後５時15分必着

試験日時 10月17日(水) 午後１時30分

試験場所 市民会館第２会議室

問合せ 地域包括支援センター

TEL72-1111(内線328)

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)

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)

こころの健康相談会を開催

こころの不調や引きこもりなどでお困りのご

家族・ご本人を対象に、専門職(臨床心理士)に

よる無料相談会を開催します。相談は事前予約

制となります。

日時 ９月20日(木) 午後１時30分～４時

場所 健康センター

申込方法 ９月18日(火)までに健康センターに

電話にてお申込みください。

問合せ・申込み 健康センター TEL72-7176
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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。

日時 ９月13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

・９月６日(木) 南九州市ちらん夢郷館専門技

術研修室

・９月27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

・10月４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)

敬老祝金を支給します

市では、９月１日に本市に住所があり、今

年度87歳および98歳になられる方、101歳以上

になられる方に敬老祝金の支給をします。支

給の際は、市役所の職員がご自宅に伺い支給

しますので、印鑑を準備してお待ちください。

９月４日(火) ※職員が訪問

・87歳到達者(昭和６年４月２日～昭和７年４

月１日の間に生まれた方)

・98歳到達者(大正９年４月２日～大正10年４

月１日の間に生まれた方)

９月13日(木) ※市長が訪問

・101歳以上(大正７年４月１日以前に生まれた

方)

問合せ 福祉課高齢者介護保険係

TEL72-1111(内線132)

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)

「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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市総合防災訓練を実施

記録的短時間豪雨による河川氾濫等の災害発

生時に迅速に対応するため、桜山地区において

市総合防災訓練を実施します。

日時 ９月23日(日) 午前８時50分～(訓練)、

午前10時～(防災講演会)

場所 妙見センター

対象地区 下園、中村、瀬戸口、宝寿庵、篭原、

西堀公民館

概要 九州北部豪雨並びに西日本豪雨を教訓と

した豪雨災害対応訓練および東日本大震災体験

者による防災講演会。

※講演会にはどなたでも参加できます。

問合せ 総務課危機管理対策係

TEL72-1111(内線214)

セット健診(追加健診)を実施

７月にセット健診を実施しましたが、まだ受

診されていない方を対象に追加健診を実施しま

す。

健(検)診内容

特定健診、胃がん検診、腹部超音波検診、大

腸がん検診、肝炎ウイルス検診、前立腺がん検

診、骨粗しょう検診

日程

検診日 対象地区 受付時間

９月24日(月) 枕崎、別府

午前８時～10時９月25日(火) 桜山、立神

９月26日(水) 全地区

会場 南薩地域地場産業振興センター

・指定された日時で都合の悪い方は、ご都合に

あわせて受診してください。

・胃がん検診・腹部超音波検診の場合は、当日

の飲食、喫煙は控えてください。ただし、検

査開始３時間前までにコップ１杯程度

(200ml)以内の水は飲んでもかまいません。

・大腸がん検診の検体は検診会場で提出してい

ただきますので、希望する方は健康センター

または市役所健康課まで容器を取りにきてく

ださい。

・肺がん検診はありません。

問合せ 健康センター TEL72-7176

９月は発達障害福祉月間です

知的障害のある人びとが、地域社会の中で皆

さんと共に生きる共生社会を実現するため、９

月を発達障害福祉月間と定めて、毎年全国的な

広報活動を実施しています。

障害があっても、一人ひとりが「自分らしく」

生きていくために、市民の皆さんの障害へのご

理解とご協力をお願いします。

問合せ 福祉課障害福祉係

TEL72-1111(内線470)

海区漁業調整委員会委員選挙人名簿

の調製について

海区漁業調整委員会委員選挙人名簿を調製

(作成)する時期となりました。

海区漁業調整委員会の委員の選挙権を有する

方は、９月１日現在の資格について９月５日ま

でに、選挙管理委員会に申請する必要がありま

す。

なお、枕崎市漁業協同組合の正会員の方は申

請する必要はありませんが、家族の方で選挙権

のある方は申請してください。申請書は枕崎市

漁業協同組合または選挙管理委員会に備え付け

てあります。

問合せ 選挙管理委員会事務局

TEL72-1111(内線310・311)

９月10日は「下水道の日」

～未来へと ぼくらがつなぐ 下水道～

９月10日は「下水道の日」として、下水道整

備の促進について皆さんに一層の理解と協力を

いただくことを目的に、全国一斉に下水道促進

のための運動が行われます。

下水道は、快適な生活環境と、海や河川など

公共用水域の水質保全を図るための施設です。

下水道供用区域内で、まだ下水道に接続して

いない家庭や飲食店および水産加工場などの事

業所は、早めに接続していただき、環境保全に

ご協力ください。

問合せ 下水道課 TEL72-1111(内線412・413)
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危険物取扱者試験および受験準備講

習会を実施

第２回危険物取扱者試験および受験準備講

習会を次のとおり実施します。「受験願書」

と「受験準備講習会申込書」は消防署にあり

ます。

■危険物取扱者試験

日時 11月４日(日) 午前10時～(集合＝午前

９時30分)

場所 県立薩南工業高等学校、県立頴姓高等

学校、鹿児島市、薩摩川内市、鹿屋市、他県

内各地  

試験種類 甲種、乙種(第１類～第６類)、丙

種

申請方法 願書による書面申請とインターネ

ットによる電子申請があります。

受付期間

・書面申請＝９月13日(木)～25日(火)

※郵送の場合は９月25日の消印有効

・電子申請＝９月10日(月)午前９時～９月22

日(土)午後５時 ※期間中24時間受付

試験手数料 甲種6,500円、乙種4,500円、丙

種3,600円

問合せ・申込み

一般財団法人消防試験研究センター鹿児島県

支部 TEL099-213-4577

〒890-0064 鹿児島市鴨池新町6-6鴨池南国ビ

ル３階

■受験準備講習会(乙種第４類)

日時 10月13日(土)、14日(日) 午前10時～

午後４時(受付＝午前９時30分～10時)

内容 13日(土)＝理論、14日(日)＝法令

場所 ポリテクセンター鹿児島(鹿児島市東郡

元町14番３号)

受講料 6,300円(別途テキスト代1,600円)

問合せ

・一般社団法人鹿児島県危険物安全協会

TEL099-257-5200

・消防本部警防課 TEL72-0049

松之尾橋橋梁添架配水管改良工事に

伴う通行止めについて

松之尾橋橋梁添架配水管改良工事に伴い、松

之尾橋から花渡橋間右岸側(立神側)の市道が通

行止めになります。市民の皆さんのご理解とご

協力をお願いします。

工事期間 11月28日(水)まで

通行止期間 ９月28日(金)まで

問合せ 水道課施設係 TEL72-1111(内線323)

道路改良工事に伴う通行止めについて

中央交差点南側の街路３・６・15号線(台場

通線)道路改良工事に伴い、港町の市道の一部

が車両通行止めになります。市民の皆さんのご

理解とご協力をお願いします。

通行止期間 ２月まで(予定)

規制時間 午前８時30分～午後５時

問合せ 建設課土木係 TEL72-1111(内線234)



             ７

ごみの野焼きは禁止されています

野焼き(ごみを燃やすこと)は一部の例外を除いて法律で禁止されています。ダイオキシン類の発

生により人の健康へ影響が心配されることや、大量の煙や臭いが発生し近所の迷惑になり、ごみの

野焼きについて、次のような相談が市役所に多数寄せられています。

「近所でごみを燃やしていて、臭いが洗濯物について洗濯物が干せない」

「煙が家の中まで入ってくるので、窓が開けられない」

「煙たくて気分が悪くなってしまう」

少しのごみならと安易に考えず、ごみ処理に関する正しい知識を持ち、きれいで住みよい生活環

境づくりに努めましょう。

■焼却が禁止されている行為

・家庭から出たごみの焼却

・事業活動で出た紙くず、木くず等の焼却

・解体した家屋の木くずの焼却

・農業でビニールハウス等に使用したビニール類の焼却等

※燃やすものの多少に関わらず、処理基準に従った焼却炉以外での焼却は禁止されています。

■野焼きの例外行為

・国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

・風俗習慣上、または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却(鬼火焚き等の地域の行事にお

ける不要となった門松、しめ縄等の焼却)

・農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却(農業者が行う

稲わら等の焼却、林業者が行う伐採した枝の焼却、漁業者が行う漁網に付着した海産物の焼却)

・日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの(風呂焚きや暖をとるための薪

や木くずの焼却、たき火、キャンプファイヤー等を行う際の木くず等の焼却)

■野焼きの例外行為に対する留意事項

・例外行為であっても、野焼きを行う場合は火災に十分留意してください。

・周囲の住宅環境に配慮して、苦情が出ないように努めてください。

・野焼きの例外行為による焼却は、あくまでも例外であることを十分認識していただき、やむを得

ず焼却する場合は、「煙や臭いが近所の迷惑にならないように努める」、「風向きや強さ、時間

帯を考える」、「草木などはよく乾かし煙の発生量を抑える」、「燃やしたまま放置しない」、

「プラスチックやビニールを混ぜて焼却しないこと」に十分注意してください。

問合せ 市民生活課環境整備係 TEL72-1111(内線325・327)

電池等の「火災危険物」は「黄色のごみ袋」で出しましょう

「燃えないごみ」として出されているごみの中に、電池等が入っているごみが見受けられます

が、電池等を入れたまま不燃物の処理をすると、火災や爆発事故の原因になることがありますの

で、資源ごみの「火災危険物」として「黄色のごみ袋」で出しましょう。

また、時計、懐中電灯、玩具等は電池を入れたままにせずに、電池を取り除いた時計等が袋に入

る大きさの時は「燃えないごみ」(赤色のごみ袋)として各公民館の集積所へ、袋に入らない場合は

「粗大ごみ」として内鍋清掃センターへ直接搬入してください。

電池以外にも、スプレー缶・ライターを出す時は、必ず使い切ってから、缶は穴を開け「火災危

険物」として出しましょう。

問合せ 市民生活課環境整備係 TEL72-1111(内線325・327)／内鍋清掃センター TEL72-6816
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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した

市役所別館大規模改修工事(外壁、トイレ等の改修)が始まりました。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。トイレは男子用のみ仮設トイレを設置します。女子

用の仮設トイレは設置しませんので、本館トイレ(１階、２階)をご利用ください。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 12月下旬まで(予定)

問合せ 総務課秘書広報係 TEL72-1111(内線211)



             ９

南溟館イベント情報

問合せ 文化課(南溟館)

TEL72-9998

鹿児島水産高校 創立109年の歩み

会期 ９月11日(火)～９月30日(日)

会場 南溟館市民ギャラリー／ 観覧料 無料

鹿水高マルシェin南溟館～芸術の秋

日時 ９月22日(土) 午前10時～午後４時

会場 南溟館周辺

内容 水産高校生による物販や体験活動などの

イベント(「髪飾り作り」、「重したいやきく

んの色塗り体験(たい焼き型文鎮の色塗り)」、

「ビーチコーミング(飾りにもなる芳香剤作

り)」、「ボトルアクアリウム(小さな水槽作

り)」、「ドーナツ販売」)

※ワークショップ等は、一部有料(原材料費)と

なるものがあります。

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

南溟館定期コンサート

日時 10月６日(土) 午後２時～(開場＝午後

１時30分)

会場 南溟館第２展示場

出演 赤崎公美さん(サックス)、佐藤志織さん

(ヴァイオリン)、中島優さん(ピアノ)、白澤玲

子さん(ソプラノ) 、中村佳子さん(ピアノ)

入場料 1,000円

演目 赤とんぼ、アヴェ・マリア、情熱大陸、

星に願いを他

主催 枕崎国際芸術賞展支援協会

■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

９月の行事(午前10時から)

３日(月)骨盤体操

４日(火)園庭あそび後試食会(要予約12組まで)

７日(金)ママちゃれんじデー

   敬老の日のプレゼントづくり＝「オリジナ

ルマグカップつくり」(要予約12組まで)

10日(月)英語であそぼう

13日(木)ママのための有酸素運動

14日(金)読み聞かせ「Smile Mama Book」

19日(水)ベビーマッサージ

21日(金)誕生会

26日(水)音楽遊び

28日(金)公園あそび(松之尾公園)

※４日(火)、28日(金)は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：「『つい』が多(う)がです」

日(曜日) 行 事 名 場 所 ・ 時 間 問 合 せ

３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

４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

８日(土) 何でもチャレンジデー
枕崎児童館 13:00～17:00

【対象】小学生 ※予約不要

枕崎児童館

72-1362

10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

14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

18日(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

◎男性料理教室 健康センター 10:00～12:30
健康センター

72-7176

20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

21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

22日(土)

十五夜のおだんご作り
桜山地区公民館 13:30～15:00

【対象】小・中学生、保護者

桜山地区公民館

72-2267

森の切り株マグネ

ット＆パフェ作り

枕崎児童館 13:30～15:30

【対象】小学生(定員10名)

材料費実費 ※要予約(9/15まで)

枕崎児童館

72-1362

24日(月) 十五夜(大綱引き等)
旧金山小学校校庭 19:00～20:00

【対象】小・中学生、保護者

金山地区公民館

72-9690

28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

29日(土)
ふるさと歴史発見

～枕崎の七不思議

枕崎地区公民館 10:00～12:00

【対象】小・中学生、保護者、一般

枕崎地区公民館

72-9289

30日(日)

お楽しみ映画会～大画

面で映画を楽しもう

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

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

まちのカレンダー９月

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

※「◎」は高齢者元気度アップ・

ポイント事業の対象事業です。


