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募集(地域包括支援センター嘱託職員(介護支援専門員)／合同企業説明会参加企業／第42

回新春かつおジョギング大会参加者／第42回新春かつおジョギング大会ボランティア／

成人式ボランティア／シルバー人材センター経理事務職員／「園見岳に登ろう」～山頂

から枕崎市を一望～／第38回からいも交流・春～ホストファミリー)

募集(市営潟山団地の入居者)、相談(年金相談所を開設／無料人権相談所を開設)、お知

らせ(正社員転換・雇用管理改善等に取組みましょう／お口元気歯ッピー検診を実施)

お知らせ(お口の健康教室／12月２日にふるさと美化活動を実施／30・10運動へのご協力

を／北朝鮮人権侵害問題啓発週間／平成31年度保育所・認定こども園入所案内／台風24

号被害支援対策について)、「北海道胆振東部地震災害」義援金へのご協力ありがとうご

ざいました

お知らせ(12月４日～10日は「第70回人権週間」～考えよう相手の気持ち 未来へつなげ

よう 違いを認め合う心～)、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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市県民税４期

国民健康保険税５期
介護保険料・後期高齢者医療保険料５期

12 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

12 月 16 日(日)
午前８時 30分～午後５時 15 分
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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、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

試験日時 一定期間の応募者に対して、試験日

時や場所等を連絡します。

雇用 合格発表後の翌月１日から

問合せ 地域包括支援センター

TEL72-1111(内線328)

合同企業説明会参加企業

市若者定住育成協議会主催による高校２年生

を対象とした、合同企業説明会を開催します。

高校生に地元にどんな企業があるかを知っても

らい、将来の地元への就職促進へつなげるため

の説明会です。参加企業を募集しますので、ぜ

ひお申し込みください。

日時 ２月７日(木) 午後２時～(２時間程度)

場所 市民会館第１会議室

募集対象 市内に就業場所を有する企業

内容 各企業の担当者がブースにおいて企業の

概要を説明

申込締切 12月21日(金)

参加者 枕崎高等学校及び鹿児島水産高等学校

の２年生(保護者も可)

問合せ・申込み 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)

第42回新春かつおジョギング大会

参加者

「第42回枕崎新春かつおジョギング大会」が

開催されます。幼児やファミリー向けの１㎞、

２㎞、花渡川沿いから火之神公園周辺の海岸線

を往復する４㎞、10㎞の４つのコース、新春の

枕崎路を気軽に楽しく走ってみませんか。詳細

は市ホームページ(http://www.city.makurazak

i.lg.jp/soshiki/hotai/447.html)をご覧くだ

さい。

期日 １月20日(日)

申込締切 12月20日(木) 午後５時

問合せ 枕崎新春かつおジョギング大会実行委

員会(総合体育館内) TEL72-1116

第42回新春かつおジョギング大会

ボランティア

枕崎新春かつおジョギング大会実行委員会で

は、交通誘導等をしていただく「運営ボランテ

ィア」と、選手や来場者に軽食等をふるまう

「おもてなしボランティア」を募集します。

県内外から多数の方が参加する大会の円滑な

運営のためには、ボランティアの協力が不可欠

です。ぜひ、皆さんで一緒に大会を盛り上げま

しょう。

日時 １月20日(日) 午前８時～午後１時

場所 枕崎市営野球場

対象 中学生、高校生、大人

内容 交通誘導、駐車場整理、受付、ゴール集

計補助、軽食等提供等の中から希望する業務

募集期間 12月20日(木)まで

問合せ 枕崎新春かつおジョギング大会実行委

員会事務局(保健体育課保健体育係内)

TEL72-0170
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成人式ボランティア

１月３日に成人式を実施するにあたり、成人

式の運営を手伝っていただく中学生及び高校生

のボランティアを募集します。これはボランテ

ィアを通じて実際に奉仕活動に携わる経験をす

ることで、心豊かでたくましい青少年の育成を

図ることを目的に募集するものです。

日時 １月３日(木) 午後０時15分～３時30分

※12月21日(金)の午後から打合せ会を行います。

対象 中学生、高校生

人数 10名程度

内容 会場の飾り付け、受付、司会進行、音響

照明舞台の操作など(年齢に応じたボランティ

アをしてもらいます)

申込期限 12月３日(月)

問合せ・申込み

生涯学習課公民館係(市民会館内) TEL72-2221

シルバー人材センター経理事務職員

枕崎市シルバー人材センターでは、経理事務

職員(嘱託)を募集します。希望される方は市販

の履歴書に必要事項を記入の上、枕崎市シルバ

ー人材センターまで提出してください。試験の

日時、場所等は後日応募者に連絡します。

職種 経理事務職員(嘱託)

採用予定人数 １名

応募資格

・本市に居住している方

・平成31年１月４日から勤務可能な方

選考方法 作文試験、面接試験、(健康診査(合

格者のみ))

申込締切 12月14日(金) 午後５時

問合せ・申込み

枕崎市シルバー人材センター

〒898-0051 枕崎市中央町６番地 TEL72-6689

「園見岳に登ろう」～山頂から枕崎

市を一望～

まくらざき探検隊企画によるイベントです。

園見岳から枕崎市を一望してみませんか。山頂

へは40分程度で登れます。多数の参加をお待ち

しています。なお、雨天の場合は中止します。

期日 12月９日(日)

集合場所 参加者に改めて通知します。

集合時間 午前９時15分

出発時間 午前９時30分

※正午頃に解散します。

申込締切 12月５日(水)

※参加希望者は氏名、連絡先をお知らせくださ

い。

募集人員 20名程度(小学生以上)

参加費用 無料

持参品 飲料水・タオル・スニーカー・帽子・

手袋・ナップザックなど

問合せ まくらざき探検隊 代表 北川忠武

TEL080-3139-8585

facebookまくらざき探検隊

第38回からいも交流・春～ホストフ

ァミリー

日本にいる留学生を、全国から招いて、さま

ざまな交流体験をします。

ホストファミリーとして受け入れてみません

か。

受入期間 ３月３日(日)～17日(日)

申込締切 １月31日(木)

問合せ ＮＰＯ法人からいも交流鹿児島ブロック

担当 山神 TEL080-5274-7254
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市営潟山団地の入居者

現在建設中の潟山団地(岩崎町83番地)の入居者を募集します。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。

潟山団地は、住宅に困窮する定められた所得額以下の方に生活していただくため、国の補助金と

市の負担で建設される公共賃貸住宅です。申込みには、法律等によりさまざまな資格や条件があり

ますので、次のことを参照のうえ、お申込みください。

募集戸数 ２ＤＫ＝６戸、３ＤＫ＝４戸 計10戸

構造 木造２階建

家賃(予定) ２ＤＫ＝16,200円～31,900円、３ＤＫ＝25,700円～50,500円

※家賃は入居者(同居者を含む)の収入により変わります。

敷金 家賃３カ月分

共益費 1,000円程度(団地の入居者で決定します)

駐車場 各戸１台

募集期間 12月10日(月)～27日(木)

公開抽選日時 １月10日(木) 午後２時～

公開抽選場所 市民会館第１会議室

入居説明 公開抽選終了後(予定)

入居予定 ４月上旬

申込資格  
・現在、住宅に困っていることが明らかであること(申込者及び同居者に共有名義を含む持ち家がな

いこと。また市営住宅に入居している方も申込できません)。

・現に同居し、または同居しようとする親族があること(単身での申込みは、条件があります)。

・入居しようとする世帯全員の合計所得月額が収入基準内であること。

・市税等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。

※詳細については市ホームページをご覧になるか、建設課建築係までお問い合わせください。

申込みにあたっての注意事項

・申込日現在、すべての申込資格を満たしている必要があります。

・入居予定者となったときには、親族等の確実な連帯保証人が必要となります。

・ペットの飼育はできません。

・市営住宅では、入居者同士で協力し、助け合い、安全かつ快適な生活環境づくりをしていただく

必要があります。

問合せ・申込み 建設課建築係 TEL72-1111(内線326・336)
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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。

日時 １月10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

・12月６日(木) 南九州市頴娃支所１階会議室

・12月13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

・12月20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)

無料人権相談所を開設

人権に関する相談所を次のとおり開設します。

相談は無料で、秘密は固く守られますので、

お気軽にご相談ください。

日時 12月20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)

正社員転換・雇用管理改善等に取組

みましょう

より良い人材の確保のためには、応募者が

「この会社で働いてみたい」、従業員が「この

会社でずっと働きたい」と思えるような「魅力

ある職場づくり」を進めることが重要です。

パートや契約社員、派遣社員などの正社員以

外の働き方で働いている方々を正社員に転換す

ることも、人材確保の手段として有効です。

雇用管理改善、従業員の採用等についてはハ

ローワーク加世田までお問い合わせください。

「魅力ある職場づくり」に取り組むに当たり、

次のサイトをぜひご活用ください。

多様な人材活用で輝く企業応援サイト

http://tayou-jinkatsu.mhlw.go.jp/

問合せ ハローワーク加世田職業紹介第２部門

TEL53-5111

お口元気歯ッピー検診を実施

県後期高齢者広域連合では、昨年度75歳を迎

えた方を対象に、「お口元気歯ッピー検診(口

腔検診)」を無料で実施しています。

いつまでも元気でいきいきと過ごせるよう、

口腔検診を受けてお口から健康になりましょう。

対象者には５月末に受診券(圧着ハガキ)を送付

していますが、お手元にない方は新たな受診券

を発行しますので、問い合わせてください。

受診の際は、次の市内の協力医療機関の他、

市外の県医師会に所属する歯科医療機関で受診

することができます。

検診期間 １月31日(木)まで

対象者 昭和17年４月１日～昭和18年３月31日

生まれの後期高齢者医療保険加入者

協力医療機関 廣島歯科医院、ふぁみりー歯科、

北島歯科医院、峰元歯科医院、社会医療法人聖

医会サザン・リージョン病院、さめしま歯科、

山之内歯科医院、有山歯科医院、デンタルクリ

ニック有山、かわばた歯科医院、今給黎歯科医

院、ヒロシマデンタルクリニック、草野歯科医院

問合せ 県後期高齢者医療広域連合業務課保健

事業担当 TEL099-206-1329
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お口の健康教室

お口の健康教室を開催します。「健康は健口

から」おいしくいただき、楽しく語り、大いに

笑いましょう。

日時 12月８日(土) 午後２時～４時(受付＝

１時30分～)

場所

コミュニティセンター頴娃文化会館研修室

内容

・実技 「お口の体操」～素適な笑顔で健康・

長生きを目指しましょう

・講話 「健康は健口から、歯っ！とする話」

問合せ 加世田保健所健康増進係 TEL53-2315

12月２日に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」を実施します。ぜひ、居住している地

域での活動に参加してください。公民館によっ

ては、別の日に行う場合もありますので確認し

てください。

また、内鍋清掃センターでは、各公民館の美

化活動で出たごみだけを受け入れ、普段、集積

所に出せる「家庭ごみ」及び事業所ごみの受け

入れはできません。

内鍋センターへの持込日時

12月２日(日) 午前８時～正午 ※時間厳守

(予備日)12月９日(日) 午前８時～正午

注意点

・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。

・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市民生活課環境整備

係まで連絡をお願いします。

・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。

・作業中は皆さんで声を掛け合って、ケガのな

いように十分注意してください。

問合せ 市民生活課環境整備係

TEL72-1111(内線325・327)

            

30・10運動へのご協力を

毎日の食事や買い物のなかで、食べきれずに

捨てられるもの、まだ食べられるのに廃棄され

ているもの、いわゆる「食品ロス」が年間646

万ｔ(農林水産省・環境省平成27年度推計より)

あるのをご存知ですか。

毎日、一人当たりお茶碗およそ１杯分(約

140g)の食べ物が捨てられていることになりま

す。

30・10(さんまる・いちまる)運動とは、「会

食や宴会等の乾杯後30分間は、席を離れずに料

理を楽しみましょう」「お開き前10分間は、自

分の席に戻って残りの料理を楽しみ、食べ残し

をなくしましょう」という運動です。

これから会食や宴会で、食べ残しを減らすた

めに、「30・10(さんまる・いちまる)運動」へ

のご協力をお願いします。

一人ひとりが、「食べ物を捨ててしまうなん

てもったいない」を心がけて「食品ロス削減」

に取り組みましょう。

捨てる量が減るとごみの減量化につながり、

エネルギーの節約により地球温暖化対策にもつ

ながっていきます。

皆さんのご協力と呼びかけをよろしくお願

いします。

問合せ 市民生活課環境整備係

TEL72-1111(内線325・327)

北朝鮮人権侵害問題啓発週間

平成18年６月に「拉致問題その他北朝鮮当局

による人権侵害問題への対処に関する法律」が

施行され、毎年12月10日から16日までの１週間

を「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」とすること

とされました。

北朝鮮当局による人権侵害問題を解決するた

めには、この問題について関心と認識を深めて

いくことが大切です。

特に拉致問題は、我が国の主権や国民の生命

と安全に関わる重大な問題であり、被害者の即

時帰国と納得のいく説明を行うよう強く求めて

います。

北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識

を深めましょう。

問合せ 鹿児島地方法務局 TEL099-259-0684
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平成31年度保育所・認定こども園入

所案内

平成31年４月１日から新規で保育所・認定

こども園(保育所部分)への入所を希望する児

童の受付を始めます。

※認定こども園とは、教育・保育を一体的に

行う施設で、幼稚園と保育所の両方の機能

を併せ持っている施設です。認定こども園

の幼稚園部分を希望される方(満３歳以上)

は園へ直接申込みしてください。

■入所対象児童

保護者が、就労、妊娠や出産、病気、障害、

病人の看護、災害復旧、求職活動、就学など

の事情により保育が必要な児童

■申込書の配布について

入所希望の方には「入所申込書」を配布し、

必要書類の説明をします。

配布期間 12月３日(月)～27日(木)

■申込書の受付について

入所申込書及び必要書類を福祉課社会係へ

提出してください(各保育所等では入所手続は

できませんのでご注意ください)。

保育所・認定こども園へ入所できる基準に

該当する場合は，受付期間以降も受け付けま

すが，原則として毎月１日の入所となります。

※保育所の定員数等により第１希望の保育所

等へ入所できないことがありますのでご了

承ください。

受付期間 １月７日(月)～31日(木)

問合せ 福祉課社会係 TEL72-1111(内線135)

台風24号被害支援対策について

農林水産省においては、平成30年台風24号に

より被害を受けた農業者の方々が一日も早く経

営再建できるように、次の対策が公表されまし

た。

つきましては、次の支援を要望される方は

農政課までお問い合わせください。

また、農政課による説明会を以下の日程で

開催いたします。

■産地活性化総合対策事業

支援内容

30％以上被災した圃場の平成30年度中の営農

再開に必要となる生産資材(種子・種苗等の消

費材に限る)の調達等に対する補助

補助率 ２分の１以内

■被災農業者向け経営体育成支援事業

支援内容

農産物の生産・加工に必要な施設(農業用ハ

ウス、畜舎、農機具格納庫等)並びにその附帯

施設の復旧、倒壊した施設の撤去(解体、運搬、

処分)費用等に対する補助

補助率 10分の３以内

■要望期限 12月10日（月）

■市説明会

日時 11月30日(金) 午後１時30分～

場所 南さつま農協枕崎支所２階大ホール

問合せ 農政課特産振興係

TEL72-1111(内線332・333)

「北海道胆振東部地震災害」義援金へのご協力ありがとうございました

市では「北海道胆振東部地震災害」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、10月31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(64,444円)は、日本赤十字社を通じて被災地に配分されます。

問合せ 福祉課社会係 TEL72-1111(内線136)
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12月４日～10日は「第70回人権週間」

～考えよう相手の気持ち 未来へつなげよう 違いを認め合う心～

「世界人権宣言」は、基本的人権及び自由を尊重し確保するために、世界の全ての人々と全ての

国々とが達成すべき共通の基準として、昭和23年12月10日の第３回国際連合総会において採択さ

れ、本年で採択70周年を迎えます。

国際連合は、世界人権宣言採択を記念して、採択日の12月10日を「人権デー(Human Rights

Day)」と定め、加盟国に対し、人権擁護活動を推進するための各種行事を実施するよう要請してい

ます。

法務省及び全国人権擁護委員連合会では、「人権デー」を最終日とする12月４日から10日までの

１週間を「人権週間」と定め、世界人権宣言の意義を広く国民に呼びかけ、人権尊重思想の普及高

揚を図っています。

なお、「第70回人権週間」における啓発活動重点目標及び強調事項は、次のとおりです。

啓発活動重点目標

みんなで築こう人権の世紀 ～考えよう相手の気持ち 未来へつなげよう 違いを求め合う心～

強調事項

・女性の人権を守ろう ・子どもの人権を守ろう

・高齢者の人権を守ろう ・障害を理由とする偏見や差別をなくそう

・同和問題に関する偏見や差別をなくそう ・アイヌの人々に対する理解を深めよう

・外国人の人権を尊重しよう ・犯罪被害者とその家族の人権に配慮しよう

・HIV感染者やハンセン病患者等に対する偏見や差別をなくそう

・刑を終えて出所した人に対する偏見や差別をなくそう

・インターネットを悪用した人権侵害をなくそう ・ホームレスに対する偏見や差別をなくそう

・北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めよう

・性的指向を理由とする偏見や差別をなくそう ・性自認を理由とする偏見や差別をなくそう

・人身取引をなくそう ・東日本大震災に起因する偏見や差別をなくそう

人権擁護委員

各市町村には、法務大臣が委嘱した民間ボランティアの人権擁護委員が配置され、地域の相談パ

ートナーとして人権に関する様々な相談に応じていますので、お気軽にご相談してください。

本市では、次の方々が人権擁護委員として活動しています。

久保愛子さん、牛山好治さん、古市勝志さん、篭原修さん、池田良子さん、中釜光子さん

法務省の人権擁護機関では、人権週間以外においても、面接による相談のほか、下記のとおり相

談に応じています。なお、相談はいずれも無料で、秘密は固く守られます。

電話・面接相談窓口

午前８時30分から午後５時15分まで土・日、祝日を除きます(面接も同じ)。

・みんなの人権110番(全国共通) TEL0570-003-110

・子どもの人権110番(全国共通) TEL0120-007-110

・女性の人権ホットライン(全国共通) TEL0570-070-810

・鹿児島地方法務局知覧支局 TEL83-2208

※子ども人権110番以外の通話料は、相談者のご負担となります。

インターネット人権相談窓口

24時間受け付けております。ただし通信料は、相談者のご負担となります。

・パソコンから http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken113.html

・携帯電話から https://www.jinken.go.jp/soudan/mobile/001.html

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 TEL72-1111(内線817)
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南溟館イベント情報

問合せ 文化課(南溟館)

TEL72-9998

南溟館定期コンサート～音楽の花束～

本市在住の白澤玲子さんを中心に美しい音楽

の祭典を開催します。

日時 12月９日(日) 開場＝午後１時30分、開

演＝午後２時

会場 南溟館第２展示場

入場料 無料

小松正典作品展～夢～

本市在住の小松さんによる個展を開催します。

油彩画などの平面作品、陶器などの立体作品延

べ80点ほどを展示します。

会期 12月11日(火)～20日(木)

会場 南溟館市民ギャラリー

観覧料 無料

南薩地区秀作展～第73回南日本美術展から～

鹿児島市で開催される第73回南日本美術展の

作品の中から南薩地区(枕崎、南さつま、南九

州、指宿)関係作家の作品を展示する「南薩地

区秀作展」を開催します。初日は「作品鑑賞ト

ーク」を行います。

期間 12月22日(土)～１月14日(月)

会場 南溟館第１展示場、市民ギャラリー

展示品 平面作品、陶芸などの立体作品

観覧料 無料

【作品鑑賞トーク】

日時 12月22日(土) 午前10時30分～

会場 南溟館第１展示場、市民ギャラリー

※人数の関係上事前申し込みをいただきますの

で、問合せ先までご連絡ください。

■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。

■年末年始の休館について

12月28日(金)から１月４日(金)までは年末年

始の休館日となります。

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

12月の行事(午前10時から)

５日(水)ばぶちゃんデー(１歳半未満児・要予約)

６日(木)読み聞かせ「Smile Mama Book」

７日(金)ママのための有酸素運動

11日(火)園庭遊び後試食会(要予約10組まで)

12日(水)ハッスルキッズデー(１歳半以上児・

要予約)

13日(木)誕生会

17日(月)骨盤体操(要予約)

18日(火)クリスマス会(要予約20組まで)

19日(水)ベビーマッサージ(要予約)

21日(金)音楽遊び

25日(火)観劇「ヘンゼルとグレーテル」

27日(木)ママちゃれんじ「フラワーアレンジメ

ント」(要予約10組まで)

※５日(水)、12日(水)はどちらもクリスマスブー

ツ作りです。

※11日(火)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。

       

       



10

■謎かけの答え：「きょうく」(狂句・今日食う)

日(曜日) 行 事 名 場 所 ・ 時 間 問 合 せ

１日(土) ◎史跡めぐり
市内 13:30～16:00

【対象】小・中学生、一般

桜山地区公民館

72-2267

２日(日)
作って遊ぼう

季節にそった工作

金山地区公民館 9:00～12:30

【対象】小・中学生、保護者

金山地区公民館

72-9690

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 立神地区公民館 10:00～12:30
健康センター

72-7176

８日(土) おいしい物を作ろう
立神地区公民館 13:30～15:30

【対象】小学生 10名

立神地区公民館

72-1693

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

11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

12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

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

15日(土)

季節の飾り作り
枕崎地区公民館 10:00～12:00

【対象】小・中学生、保護者

枕崎地区公民館

72-9289

◎高齢者と子ども

たちとのふれあい

交流そまんずし作り

別府地区公民館 9:00～12:00

【対象】小・中学生、高齢者

別府地区公民館

76-2010

16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

クリスマスクッキ

ング パンケーキ

デコを作ろう

片平山児童センター 13:00～15:00

【対象】小学生
材料費実費 ※要予約(12/10まで)

片平山児童センター

73-1333

17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

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)
冬休み突入 楽しいク

リスマスパーティー

枕崎児童館 10:00～15:30

【対象】小学生(定員10名)

※要予約(12/14まで)

枕崎児童館

72-1362

22日(土)

クリスマスのケー

キ作り

桜山地区公民館 13:30～15:30

【対象】小・中学生、保護者

桜山地区公民館

72-2267

親子でケーキ作り
立神地区公民館 10:00～12:00

【対象】小学生、保護者10名

立神地区公民館

72-1693

12 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。


