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募集(保健師業務等嘱託職員／市営住宅の入居者(随時募集)／「なぎなた」を体験してみ

ませんか？／県立姶良高等技術専門校一般入校生／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)／放送大学４月入学生)、相談(「女性の人権ホットラ

イン」強化週間／巡回無料法律相談会)

相談(年金相談所を開設／こころの健康相談会を開催)、お知らせ(「秋の火災予防運動」

を実施／生活困窮者の自立支援について／11月は児童虐待防止月間／「燃ゆる感動かご

しま国体枕崎市ポスターコンクール」作品展を開催／11月は不法投棄防止強化月間／

11(いい)月30(みらい)日は「年金の日」)

お知らせ(平成30年度市営潟山団地の新築工事が始まりました／塩浜テニスコート改修工

事について／シルバー人材センター仕事説明会を開催／公園利用者の皆さんへ／年末調

整等説明会を開催／平成31年度の「裁判員候補者」または「検察審査員候補者」に選ば

れた方へ／全国一斉に緊急情報の伝達訓練を実施)、「市長と語る会」を開催します、

「西日本豪雨災害」義援金へのご協力ありがとうございました

お知らせ(公的年金から引き落としの市・県民税、国民健康保険税の額が10月から変わっ

ています)、必ずチェック最低賃金、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３期11 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

11 月 18 日(日)
午前８時 30分～午後５時 15 分

４・５
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募   集

保健師業務等嘱託職員

希望者は、採用試験受験申込書(総務課備付

け)と保健師免許証(写)、看護師免許証(写)、

助産師免許証(写)、臨床心理士免許証(写)、保

育士免許証(写)のいずれかを総務課職員係に提

出してください。なお、採用試験の日程等につ

いては、後日応募者に連絡します。

募集人員 １人

応募資格

・市内に居住している方

・昭和33年12月２日以降に出生した心身ともに

健康な方

・保健師、看護師、助産師、臨床心理士、保育

士のいずれかの免許を有する方

・12月１日から勤務できる方

選考方法 作文試験・面接試験

業務内容 子育て相談支援業務

申込締切 11月５日(月) 午後５時15分必着

問合せ 健康センター TEL72-7176

市営住宅の入居者(随時募集)

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。

募集戸数 ２戸 第２金山団地(金山町472番

地)①103号、②206号

構造(間取) 中層耐火造３階建(３ＤＫ)

建設年度 ①＝昭和59年、②＝昭和60年

家賃 ①＝14,500円～、②＝15,300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

・入居者およ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)

「なぎなた」を体験してみませんか？

平成30年度県地域社会なぎなた指導者研修会

が次の日程で開催されます。そこで生徒として

なぎなたを体験してみませんか。年齢・性別は

問いません。初心者も大歓迎です。

「なぎなた」競技は、２年後の第75回国民体

育大会「燃ゆる感動かごしま国体」で、本市で

開催される競技です。本市開催競技であるなぎ

なたを盛り上げるためにも、ぜひご参加くださ

い。

期日 12月15日(土)、16日(日)

※両日の参加、１日の参加、どちらでも可能で

す。

時間 15日＝午前９時30分～午後５時／16日＝

午前９時30分～午後４時

※受付は両日とも午前９時から

内容 15日＝開会式、実技研修／16日＝講話、

実技研修、質疑応答、閉会式

会場 枕崎市立総合体育館

定員 各15名

申込方法 氏名、学校・勤務先・所属等、性別、

電話番号を電話、ＦＡＸ、メールのいずれかの

方法で申込先にお知らせください。

申込締切 11月15日(木)

問合せ・申込み 保健体育課国体推進係

TEL72-0170、FAX72-0677、メール＝kokutaisui

shin@city.makurazaki.lg.jp

県立姶良高等技術専門校一般入校生

県立姶良高等技術専門校では、平成31年度の

一般入校生を次のとおり募集します。ただし、

次の選考日の時点で定員に達している場合は選

考を実施しない場合がありますので、事前に姶

良高等技術専門校にお問い合わせください。

募集科名 メカトロニクス科、情報処理科(各

科訓練期間２年)

募集人員 各科20名程度

受験資格 平成31年３月に卒業見込みの方

出願受付期間 11月29日(木)(当日消印有効)

試験期日 12月７日(金)

試験会場 県立姶良高等技術専門校

問合せ 県立姶良高等技術専門校

    TEL0995-65-2247
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相   談

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

・大型特殊自動車および普通自動車(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

募集期間 随時

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

募集期間 随時

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)

放送大学４月入学生

平成31年度第１学期(４月入学)の学生を募集

します。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。働きながら大

学を卒業したい、学びを楽しみにしたいなど、

さまざまな幅広い世代・職業の方が学んでいま

す。詳細はホームページ(https://www.ouj.ac.

jp)でも紹介しています。

出願期間

・第１回＝12月１日(土)～２月28日(木)

・第２回＝３月１日(金)～３月17日(日)

問合せ 放送大学鹿児島学習センター

TEL099-239-3811

「女性の人権ホットライン」強化週間

女性をめぐるさまざまな人権問題の解決を図

るために、「女性の人権ホットライン」強化週

間を実施します。相談内容は問いません。相談

には法務局職員または人権擁護委員が応じて、

秘密は厳守されます。お気軽にご相談ください。

実施機関 鹿児島地方法務局、県人権擁護委員

連合会

期間 11月12日(月)～18日(日)

時間 平日＝午前８時30分～午後７時

  土・日＝午前10時～午後５時

連絡先 全国共通ダイヤル TEL0570-070-810

※ＩＰ電話からは接続できません。

問合せ 鹿児島地方法務局人権擁護課

    TEL099-259-0684

巡回無料法律相談会

鹿児島県弁護士会では、当会所属の弁護士を

派遣して各地を巡回する形での無料法律相談会

を実施します。混雑を回避するため、予約制と

しますが、当日の受け付けでも構いません。

日時 12月６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
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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。相談は無料ですので、お気軽にご利用く

ださい。

日時 11月29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

・10月25日(木) 南九州市川辺文化会館

・11月８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

・11月15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)

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、臨床心理士による無料

相談会を開催します。

日時 11月15日(木) 午後１時30分～４時

場所 健康センター

申込締切 11月13日(火)

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、電話でお申込みください。

問合せ・申込み 健康センター TEL72-7176

「秋の火災予防運動」を実施

11月９日(金)から15日(木)までの７日間、全

国一斉に「秋の火災予防運動」が実施されます。

この時期は空気が乾燥し、火災が発生しやす

くなります。暖房器具を使用の際は、周囲に燃

えやすい物を置かないなど、火災が発生しない

よう適切に使用しましょう。

また、たき火等が原因の火災が多く発生して

います。たき火を行う場合は、万全な消火準備

とその場を離れないようにし、風が強いときは

火の使用は避けてください。なお、たき火を行

う場合は、事前に消防署へ届け出てください。

※期間中は、消防署と消防団が連携して、火災

予防啓発のため、巡回広報と防火パトロール

等を実施します。

平成30年度全国統一防火標語

「忘れてない？ サイフにスマホに 火の確認」

＜住宅防火 いのちを守る ７つのポイント＞

■３つの習慣

・寝たばこは、絶対やめる。

・ストーブは、燃えやすいものから離れた位置

で使用する。

・ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず

火を消す。

■４つの対策

・逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を

設置する。

・寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐた

めに、防炎品を使用する。

・火災を小さいうちに消すために、住宅用消火

器等を設置する。

・お年寄りや身体の不自由な人を守るために隣

近所の協力体制をつくる。

※｢住宅用火災警報器｣は10年を目安に交換をお

すすめします。

問合せ 消防本部警防課 TEL72-0049
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生活困窮者の自立支援について

市では、生活困窮者の自立支援のための相談

窓口を設置しています。情報の提供や、状況に

よっては関係機関と連携して、自立に向けた支

援を行います。生活に困ったときは、担当係へ

ご相談ください。

離職などにより住居を失った方、または失う

おそれが高い方には、「住居確保給付金」を支

給します。

※65歳未満で離職から２年以内、ハローワーク

に求職の申込みをして熱心に活動を行う等、

一定の要件を満たしている方が対象となります。

問合せ 福祉課援護係 TEL72-1111(内線138)

11月は児童虐待防止月間

児童虐待は、子どもの生命に危険を及ぼすだ

けでなく、心にも深い傷を残すことになります。

児童虐待は、地域全体で取り組むことで、発

生予防や早期発見につながります。

あなたの周りに「気になる子ども」はいませ

んか?「もしかしたら」と感じたら、すぐに、

児童相談所及び地域振興局、市役所の福祉課に

連絡してください。

(1)おかしいと感じたら迷わず連絡(通告)

(2)「しつけのつもり」は言い訳

(3)ひとりで抱えこまない

(4)親の立場より子どもの立場

(5)虐待はあなたの周りでも起こりうる

連絡先

・児童相談所全国共通ダイヤル 189(いちはやく)

・南薩地域振興局地域保健福祉課 TEL53-8001

・福祉課社会係 TEL72-1111(内線136)

・家庭児童相談室 TEL72-1111(内線127)

問合せ 福祉課社会係 TEL72-1111(内線136)

「燃ゆる感動かごしま国体枕崎市ポ

スターコンクール」作品展を開催

第75回国民体育大会「燃ゆる感動かごしま国

体」のＰＲ活動の一環として、市内小、中学校

の児童、生徒の作品展を南溟館で開催します。

期日 11月６日(火)～11日(月)

問合せ 南溟館 TEL72-9998

11月は不法投棄防止強化月間

県では、産業廃棄物の不法投棄等の根絶を図

るため、毎年11月を「不法投棄防止強化月間」

と定め、期間中、不法投棄防止の啓発活動や不

法投棄防止パトロール等を強化しています。

不法投棄は重大な犯罪です。こうした行為は、

景観が損なわれるばかりでなく、周辺への悪臭

や水質汚染など環境へさまざまな悪影響を与え

ることにもなります。

一人ひとりが「不法投棄をしない させない

見つけたらすぐ電話を」の意識を持ち、不法投

棄のない住みよい地域づくりに努めましょう。

産業廃棄物の不法投棄を発見したら、次の機

関まで連絡をお願いします。

連絡機関

・県庁廃棄物・リサイクル対策課

TEL099-286-3810(サンパイゼロ) 

・南薩地域振興局衛生・環境課 TEL53-2317

問合せ 市民生活課環境整備係

TEL72-1111(内線325・327)

11(いい)月30(みらい)日は「年金の日」

厚生労働省では、国民の皆さん一人ひとりが、

「ねんきんネット」等を活用しながら、高齢期

の生活設計に思いを巡らしていただく日として、

11(いい)月30(みらい)日を「年金の日」としま

した。

この機会に、「ねんきん定期便」や「ねんき

んネット」で、ご自身の年金記録と年金受給見

込額を確認し、未来の生活設計について考えて

みませんか。

「ねんきんネット」をご利用いただくと、い

つでもご自身の年金記録を確認できるほか、将

来の年金受給見込額について、ご自身の年金記

録を基にさまざまなパターンの試算をすること

もできます。

「ねんきんネット」については、日本年金機

構のホームページで確認するか、鹿児島南年金

事務所にお問い合わせください。

問合せ

・鹿児島南年金事務所 TEL099-251-3111

・市民生活課国民年金係

TEL72-1111(内線144・145)
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平成30年度市営潟山団地の新築工事

が始まりました

市営潟山団地の工事が始まりました。完成は

平成31年３月下旬の予定です。この住宅への入

居を平成31年４月に予定しています。入居戸数

は10戸で、間取りは２ＤＫ(６戸)と３ＤＫ(４

戸)になります。

入居募集を平成30年12月に行う予定ですが、

募集期間及び要項等の詳細については来月のお

知らせ版(11月20日号)でお知らせします。

問合せ 建設課建築係

TEL72-1111(内線326・336)

塩浜テニスコート改修工事について

塩浜テニスコート第３コートの人工芝張替改

修工事を行うため、次の工事期間中、隣接する

第２・４コートを含め使用ができません。ご迷

惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお

願いします。

なお、第１・５・６・７コートは通常通り使

用できますが、工事期間中はご注意ください。

工事期間 12月１日(土)～15日(土)

問合せ

・保健体育課保健体育係 TEL72-0170

・総合体育館 TEL72-1116

シルバー人材センター仕事説明会を

開催

枕崎市シルバー人材センターは、シルバー事

業の普及啓発を図るため、地域の高齢者の皆さ

んを対象にした「仕事説明会」を開催します。

参加希望の方は枕崎市シルバー人材センターま

でお電話ください。

日時

・10月26日(金) 午後１時30分～

・11月７日(水) 午後１時30分～

・11月19日(月) 午後１時30分～

場所 枕崎市シルバー人材センターワークプラザ

対象者 市内にお住いの概ね60歳以上の方

問合せ 枕崎市シルバー人材センター事務局

TEL72-6689

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やフンの後始末

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)

年末調整等説明会を開催

平成30年分給与所得の年末調整等説明会を次

のとおり開催します。

会場の収容人員の都合により日程を指定しま

したが、都合の悪い場合は、ほかの開催日に出

席ください。

また、併せて消費税軽減税率制度の説明会を

開催しますので、ぜひご参加下さい。

期日 対象者 会場

11月12日(月)
南さつま市

の方

総合保健福祉センター

ふれあいかせだ

11月13日(火)枕崎市の方
南薩地域地場産業振興

センター

11月14日(水)
南九州市の

方

コミュニティセンター

知覧文化会館大ホール

時間 午後２時～４時

問合せ 知覧税務署 TEL83-2411

※自動音声案内
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平成31年度の「裁判員候補者」または

「検察審査員候補者」に選ばれた方へ

「裁判員」及び「検察審査員」の候補者は、

選挙権を有する県民の中からくじで選定されま

す(ただし20歳未満を除く)。

選定された候補者の方へは、11月中旬頃に

「裁判員候補者名簿への記載のお知らせ」また

は｢検察審査員候補者名簿への記載のお知らせ｣

が届きます。

国民が司法に参加する制度です。ぜひ、ご協

力ください。

問合せ

・裁判員候補者に関すること

鹿児島地方裁判所刑事部裁判員係

TEL099-222-7157

・検察審査員候補者に関すること

鹿児島検察審査会事務局

TEL099-808-3719

全国一斉に緊急情報の伝達訓練を実施

地震・津波や武力攻撃などの発生時に備え、

全国一斉に緊急情報の伝達訓練が実施されます。

全国瞬時警報システム(Ｊアラート)から送られ

てくる緊急情報を、さまざまな手段を用いて確

実に皆さんへお伝えするために行うものです。

Ｊアラートとは、地震・津波や武力攻撃など

の緊急情報を、国から市町村へ人工衛星などを

通じて瞬時に伝えるシステムです。

訓練日時 11月21日(水) 午前11時頃

訓練内容 市内44カ所に設置してある防災行政

無線や、戸別受信機から次のように放送されま

す。

①防災無線チャイム

②「これはＪアラートのテストです」(３回繰

り返し)

③「こちらは防災枕崎市です」

④防災無線チャイム

問合せ 総務課危機管理対策係

TEL72-1111(内線214)

「西日本豪雨災害」義援金へのご協力ありがとうございました

市では「西日本豪雨災害」で被災された多くの方を支援するため、義援金の募集を行ってきまし

たが、９月28日で募金箱の設置を終了しました。市民の皆さんのご協力ありがとうございました。

寄せられた義援金(258,040円)は、日本赤十字社を通じて被災地に配分されます。

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)

問合せ 福祉課社会係 TEL72-1111(内線136)

「市長と語る会」を開催します

市民の皆さんと協働のまちづくりを進めるため、「教育」、「子育て」、「健康づくり」を主

なテーマとして、市長が市民の皆さんと直接お話しさせていただき、さまざまなご意見・アイデ

ア等をお聴きする場を設けることにしました。

多くの市民の皆さんのご参加をお願いするため、各会場とも「昼の部」、「夜の部」の２回開

催することとしましたので、よろしくお願いします。

※どなたでも、また、どの会場でも参加できますので、ご都合のよい日にご参加いただきますよ

う、お願いします。

開催日・開催場所

11月２日(金)＝立神センター、６日(火)＝別府センター、７日(水)＝ 城山センター、８日(木)＝

市民会館、13日(火)＝金山センター

時間 昼の部＝午後２時～、夜の部＝午後７時～

問合せ 総務課秘書広報係 TEL72-1111(内線211)
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公的年金から引き落としの市・県民税、国民健康保険税の額が10月から変わっています

地方税法の規定により、65歳以上の年金受給者の方(世帯)に係る市・県民税、国民健康保険税に

ついては、年金からの引き落とし(特別徴収)となっています。

公的年金の所得に係る市・県民税 国民健康保険税

既に年金からの引き落

としとなっている方

○４月・６月・８月(仮徴収の納付

月)に２月分(前年度分)と同額で

年金から引き落とされています。

10月以降は「本徴収」の額で年

金から引き落とされます。

○各納付月(10月・12月・２月)に

年金から引き落とされる額は、

確定した公的年金に係る市・県

民税の年税額から仮徴収した額

を差し引いた残りの税額の３分

の１となります。

※各納付月に年金から引き落とさ

れる額は、６月に送付した納税

通知書でご確認ください。

○４月・６月・８月(仮徴収の納付

月)に２月分(前年度分)と同額で

年金から引き落とされています。

10月以降は「本徴収」の額で年金

から引き落とされます。

○各納付月(10月・12月・２月)に年

金から引き落とされる額は、確定

した国民健康保険税の年税額から

仮徴収した額を差し引いた残りの

税額の３分の１となります。

※各納付月に年金から引き落とされ

る額は、８月に送付した納税通知

書でご確認ください。

※今年度は税率改定の影響により、

10月以降の徴収額が例年より増加

している方もおられますが、ご理

解とご協力をお願いします。

今年度初めて年金から

の引き落としとなる方

今年度再び年金からの

引き落としとなる方

10月支給の年金から引き落とされ

ます。

※納付月(10月・12月・２月)

10月支給の年金から引き落とされます。

※納付月(10月・12月・２月)

※８月支給の年金から引き落とされ

ている場合もあります。

年金からの引き落とし

が中止となり、個人で

窓口・口座振替納付と

なる方

対象の方が亡くなられた場合など ○年金支払者から年金からの引き落

としができない旨の連絡があった

場合

○65歳未満の方が新たに被保険者と

なった場合など

※ いずれの場合も納める年税額に変更はありません。

問合せ 課税に関すること 税務課課税係 TEL72-1111(内線154・155)

   納付に関すること 税務課管理収納係 TEL72-1111(内線152・153)
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南溟館イベント情報

問合せ 文化課(南溟館)

TEL72-9998

第52回市総合文化祭

【展示部門】

期間 10月27日(土)～11月４日(日)

会場 市民会館、南溟館

展示品 絵画、水墨画、写真、陶芸、書道、生

花、学習成果作品など

観覧料 無料

【芸能部門】

日時 11月３日(土) 午前10時～

会場 市民会館大ホール

入場料 無料

特別出演

敏いとうとハッピー＆ブルー(「ムード歌謡

の帝王」の異名を持つ歌謡グループ)のベース

ギター・ボーカル担当の宮本弘美さん

※代表曲＝「星降る街角」、「わたし祈ってます」

市文化協会創立50周年記念イベント

【記念式典】

日時 11月４日(日) 午前10時～

会場 市民会館大ホール

入場料 無料

【記念イベント】

日時 11月４日(日) 午後２時～４時30分(予

定)

会場 市民会館大ホール

入場料 1,000円(高校生以下無料)

第４回RYOKOピアノソロ・コンサート

日時 11月11日(日) 午後２時～(開場＝午後

１時30分)

会場 南溟館第２展示場

入場料

・一般2,000円(当日2,500円)

・高校生以下1,000円(当日1,500円)

チケット販売 南溟館、市役所売店

■第2回枕崎国際芸術賞展作品を募集

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

11月の行事(午前10時から)

２日(金)公園遊び(台場公園)

７日(水)公園遊び(若葉第一公園)

９日(金)読み聞かせ「Smile Mama Book」

13日(火)園庭遊び後試食会(要予約12組まで)

14日(水)骨盤体操

15日(木)キッズ体操クラブ(１歳半～３歳)

19日(月)ママのための有酸素運動

21日(水)ベビーマッサージ(要予約)

22日(木)誕生会

27日(火)園庭遊び

29日(木)キッズ体操クラブ(１歳半～３歳)

30日(金)音楽遊び

※２日(金)、７日(水)の公園遊びは現地に午前10

時集合です。

※公園遊び、園庭遊び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

申し込みください。

※活動の内容は変更する場合がありますので、

予めご了承ください。
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■謎かけの答え：忘る、和する

日(曜日) 行 事 名 場 所 ・ 時 間 問 合 せ

４日(日)
市内一周駅伝競走

大会

市内一円 9:00市役所前出発

※小学生9:30瀬戸公園前出発予定

保健体育課保健

体育係 72-7176

５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

６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

10日(土) 映画の集い
桜山地区公民館 13:30～15:30

【対象】小・中学生

桜山地区公民館

72-2267

12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

13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

14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

15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

16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(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

手作りを楽しもう

ふわふわ人形づくり・

木工工作

片平山児童センター 10:00～12:00

【対象】小学生

材料費実費 ※要予約(11/11まで)

片平山児童センター

73-1333

19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

◎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

24日(土)

ギョウザ作りにチ

ャレンジ／ご飯と

みそ汁もつくろう

枕崎児童館 10:00～13:30

【対象】小学生(定員10名)

材料費実費 ※要予約(11/17まで)

枕崎児童館

72-1362

枕崎の野鳥のお話
花渡川河口 10:00～12:00

【対象】小・中学生、保護者、一般

枕崎地区公民館

72-9289

11 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

まちのカレンダー
※「◎」は高齢者元気度アップ・

ポイント事業の対象事業です。


