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ページ 掲 載 内 容

募集(市内プール監視員／市営住宅及び特定公共賃貸住宅の入居者)、相談(年金相談所を

開設)、お知らせ(６月23日～29日は男女共同参画週間／緊急地震速報訓練を実施)

お知らせ(軽自動車税納税証明書(継続検査用)について／６月１日～７日は「水道週間」

／６月１日～30日は「土砂災害防止月間」／５月21日～６月20日は「河川愛護月間」／

お使いのレジは、消費税軽減税率対応レジになっていますか／消費者がキャッシュレス

でお買い物した場合、５％ポイント還元が受けられます／木造住宅の耐震診断・改修工

事補助金交付制度について／枕崎共同斎場の大規模改修工事について)

お知らせ(危険物取扱者保安講習を実施／成人用肺炎球菌予防接種について／令和元年度

国民健康保険特定健康診査のお知らせ) 

お知らせ(６月１日～７日は「ＨＩＶ検査普及週間」～ＨＩＶ夜間検査を実施、６月16日

～22日は「ハンセン病問題を正しく理解する週間」)、市制施行70周年記念さつま黒潮

「きばらん海」枕崎港まつり、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

令令令和和和元元元年年年

５５５

２・３

８・９

６・７

市県民税１期

国民健康保険税２期
介護保険料・後期高齢者医療保険料２期

６月の納税

・口座振替をされている方は、事前に残高確認をお願いします。

・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

６月 16 日(日)
午前８時 30分～午後５時 15 分

４・５
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募   集

市内プール監視員

希望者は、各課備付けの「履歴書」に写真を

貼り、必要事項を記入の上、各課に提出してく

ださい。

雇用期間 ７月19日(金)～９月１日(日)

賃金 日額6,088円

応募資格 市内に居住されている方で、心身と

もに健康な方。

選考方法 面接試験

※面接の日時、場所等は後日、応募者に連絡し

ます。

区分
火之神公園

プール

台場公園

海水プール
市営プール

募集

人員
９名 ６名 ７名

勤務

時間

午前８時～

午後５時

(時間外勤

務有)

午前９時～

午後６時

午前９時30

分～午後６

時30分

申込

締切

６月14日(金)

午後５時15分

必着

６月14日(金)

午後５時15分

必着

５月31日(金)

午後５時15分

必着

問合せ

・

申込み

水産商工課

観光交流係

TEL72-1111

(内線462)

建設課

都市計画係

TEL72-1111

(内線236)

保健体育課

保健体育係

TEL72-0170

市営住宅及び特定公共賃貸住宅の入居者

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。

■市営住宅

募集期間 ６月７日(金)まで

募集戸数 ３戸

①桜山団地404号(桜山町540番地)

②亀沢団地512号(明和町75番地)

③俵積田団地202号(別府西町399番地)

構造(間取り) ①、②＝中層耐火造３階建(３

ＤＫ)、③＝耐火造２階建

建設年度 ①＝昭和62年、②＝平成６年、③＝

平成25年

家賃 ①＝15,800円～、②＝24,900円～、③＝

22,600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

■特定公共賃貸住宅

募集戸数 １戸(随時募集)

グリーンライフ金山２号(田布川町471番地)

構造(間取り) 木造平屋建(３ＤＫ)

建設年度 平成９年

家賃 33,000円

敷金 家賃３カ月分

入居資格

・自ら居住するために住宅を必要としていること

・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円以上487,000円以下であること

・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)



             ３

お 知 ら せ相   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。相談は無料ですので、お気軽にご利用く

ださい。

日時 ６月６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

・６月20日(木) 南九州市川辺文化会館

・６月27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)

６月23日～29日は男女共同参画週間

６月23日から29日までの１週間は「男女共同

参画週間」です。

今年度のキャッチフレーズは「男女共同参

「学」」、「知る 学ぶ 考える 私の人生

私がつくる」です。

男性と女性が、職場で、学校で、地域で、家

庭で、それぞれの個性と能力を発揮できる「男

女共同参画社会」を実現するためには皆さん一

人ひとりの取組みが必要です。

私たちのまわりの男女のパートナーシップに

ついて、この機会に考えてみませんか。

問合せ 企画調整課政策推進係

TEL72-1111(内線219)

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ための

国が行う訓練です。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

と間違えないようご注意ください。

訓練日時

６月18日(火) 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発表を中止すること

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。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)

④「こちらは、防災枕崎市です。これで訓練放

送を終わります。」

⑤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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軽自動車税納税証明書(継続検査用)

について

５月31日は軽自動車税の納期限です。

あらかじめ送付した納付書で納付される方は、

領収書が継続検査用の納税証明書になりますの

で、車検証と一緒に保管し、継続検査に備えて

ください。

また、口座振替を利用している方の軽自動車

税は、５月31日に指定の口座から引き落とされ

ます。

そのため、下記の期間については、納税の確

認が取れず、軽自動車税納税証明書(継続検査

用)の発行ができません。証明書の必要な方は、

軽自動車税が引き落とされた 通帳を記帳の上

税務課13番窓口で申請してください。納税証明

書は、市役所で全ての金融機関の引き落としデ

ータを処理後送付しますのでご了承ください。

期間 ５月31日(金)～６月４日(火)

必要なもの 軽自動車税引き落としが記帳され

た通帳、印鑑

※証明書の発行手数料は無料です。

問合せ 税務課課税係

TEL72-1111(内線154・155)

６月１日～７日は「水道週間」

今年のスローガンは「いつものむ いつもの

水に 日々感謝」です。

水道は、ほとんどの世帯が利用できるまでに

普及しており、健康で文化的な生活やさまざま

な社会活動を支える必要不可欠な生活基盤とな

っています。水道事業の現況や水道について理

解を深め、今後の水道事業の取組みについて皆

さんの協力を得るために設けられた週間です。

この機会に水の大切さを再認識し、安全でお

いしい水を未来まで永久に残していくため河川

や森林の環境をみんなで守っていきましょう。

問合せ 水道課管理係・施設係

TEL72-1111(内線321・323)

６月１日～30日は「土砂災害防止月間」

６月１日から30日までの期間は「土砂災害防

止月間」です。

梅雨時期に入り、集中豪雨などによる土砂災

害が心配されるこれからの時期に、土砂災害防

止に対する市民の理解と関心を深め、防災知識

の普及を図るとともに、警戒避難体制の整備等

を促進し、被害の防止や軽減を図ることとして

います。

大雨や台風、地震などによる土石流やがけ崩

れ等の土砂災害が発生すると、多くの尊い人命

が失われます。土砂災害から生命を守るため、

日頃から十分に注意しましょう。

また、被害を防止するためにも、危険な箇所

等に気づいたら、建設課までご連絡ください。

なお、鹿児島県河川砂防情報システムで、県

内各地の降水量、土砂災害危険指標などの情報

を確認することが出来ます。

■県河川砂防情報システムのアドレス

パソコン版

http://www3.doboku-bousai.pref.kagoshima.jp/

携帯電話版

http://www3.doboku-bousai.pref.kagoshima.jp/mobile/

スマートフォン版

http://www3.doboku-bousai.pref.kagoshima.jp/smart/

問合せ 建設課土木係 TEL72-1111(内線234)

５月21日～６月20日は「河川愛護月間」
              

５月21日から６月20日までを河川愛護月間と

し、県下一斉に河川愛護運動を実施しています。

この運動は、広く県民の皆さんに川を大切に

していただき、また、川をきれいにする河川愛

護作業に参加していただくことによって、美し

い郷土づくりを実現しようとするものです。皆

さんの近くを流れる川はきれいですか。川は私

たちみんなのものです。川にゴミや空き缶など

投げ捨てないようにしましょう。

地域で行われている川の清掃作業に自主的に

参加いただき、運動の成果が上がるようご協力

をお願いします。また、各地域や公民館での取

り組みもお願いします。

問合せ 建設課土木係 TEL72-1111(内線234)



             ５

お使いのレジは、消費税軽減税率対

応レジになっていますか

消費税率引上げに伴い、軽減税率が導入され

軽減税率対象商品を取り扱う店舗等は複数税率

に対応したレジやシステムの改修が必要です。

経済産業省では、レジ・システム補助金で導

入・改修を支援しています。まだ、対応されて

いない事業者の方は、レジ・システム補助金の

期限が迫っておりますので、早めに対応くださ

い。

補助の対象期限

・複数税率対応レジの場合は、2019年９月30日

までに、レジの導入又は改修し、支払いが完

了しているもの。

・受発注システムの場合は、2019年６月28日ま

でに交付申請しているもの。

問合せ 軽減税率対策補助金事務局

  TEL0120-398-111(通話無料)

消費者がキャッシュレスでお買い物

した場合、５％ポイント還元が受け

られます

消費税率引上げに伴う需要平準化対策として、

事業者によるキャッシュレス手段を使ったポイ

ント還元制度が、2019年10月から９カ月間実施

されます。

対象となる店舗等は、中小・小規模事業者が

営む店舗等で原則全産業となっており、５月か

ら本事業の加盟店登録(中小・小規模事業者)が

始まります。

問合せ キャッシュレス・消費者還元事務局

  TEL0570-000655(ナビダイヤル)

木造住宅の耐震診断・改修工事補助

金交付制度について

市では、地震による人的被害および経済的被

害を防止・軽減するため、木造住宅の耐震診断

および耐震改修工事に対し、予算の範囲内にお

いて補助金を交付します。

補助の要件

・木造の専用住宅または併用住宅(住宅の用途

に供する部分の床面積が延べ面積の２分の１

を超えるもの)であり、現に居住の用に供し

ていること。

・自己の所有または居住の用に供していること。

・借家は所有者が同意していること。

・昭和56年５月31日以前に建築されたもの、ま

たは着工されたものであること。

・耐震改修工事の施工者は、市内に事業所を有

する法人または市内に住所を有する個人事業

主であること。

・市税の滞納がないこと。

補助額

・耐震診断の場合は、国と市で対象事業費の３

分の２を補助しますが、上限を１棟につき６

万円とします。

・耐震改修工事の場合は、国と市で補助対象経

費(１平米あたり上限33,500円)の100分の23

を補助しますが、上限を１棟につき30万円と

します。

・補助金の交付回数は、木造住宅１棟につきそ

れぞれ１回とします。

受付期間 10月31日(木)まで ※先着順

留意事項

・令和２年２月末日までに事業完了すること。

・すでに耐震診断、改修工事を終えている場合

は対象外。

問合せ 建設課建築係 TEL72-1111(内線326)

枕崎共同斎場の大規模改修工事について

枕崎共同斎場の改修工事が決定しました。この工事は老朽化した共同斎場の火葬炉、建屋及び駐

車場の改修工事を行うものです。ただし、火葬業務は工事期間中も通常どおり行います。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。

工事内容 ①火葬炉入替工事(現在ある３炉を大型化して２炉にします) ②建築工事(建屋の防水

及び室内の改装) ③土木工事(場内の駐車場補修と整備)

工事期間 いずれの工事も５月中旬から着手し、完成はそれぞれ次のとおりです。

①＝令和２年２月末予定、②及び③＝令和元年９月中旬予定

問合せ 市民生活課環境整備係 TEL72-1111(内線325)、内鍋清掃センター TEL72-6816
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危険物取扱者保安講習を実施

消防法に基づく危険物取扱作業の保安に関す

る講習を、次のとおり実施します。申請書は消

防本部に備え付けてあります。

場所及び期日

・鹿児島市＝鹿児島県市町村自治会館 ７月９

日(火)、８月28日(水)、10月16日(水)

・日置市＝日置市中央公民館 ７月19日(金)

・南さつま市＝南さつま市民会館 ８月16日

(金)

・指宿市＝指宿市民会館 ８月23日(金)

※講習会は、上記以外でも県内各地で開催され

ます。

時間 午前９時30分～12時30分

受講義務者

危険物取扱者免状を所持し、現に危険物取扱

作業に従事しており、次に該当する方

①継続して危険物取扱作業に従事している方

(前回の講習を受けた日以後における最初の

４月１日から３年以内)

②新たにまたは再び従事する方は従事すること

となった日から１年以内。ただし、次の③に

該当する方は、③による。

③新たにまたは再び従事する方で、過去２年以

内に免状の交付または受講している方は、免

状の交付又は受講した日以降における最初の

４月１日から３年以内

※保安講習を受講しないで危険物取扱作業に従

事している場合は、危険物取扱者免状の返納

を命じられることがありますので、注意して

ください。

実施機関・受講申請書の提出先

一般社団法人鹿児島県危険物安全協会

〒890-0064 鹿児島市鴨池新町５番19号

鹿児島県石油会館３階 TEL・FAX099-257-5200

受付期間 ６月３日(月)～21日(金)

※直接申し込みの場合、土・日曜日は受付を行

っていませんので、ご了承ください。

※郵送の場合は、６月21日(金)消印のものまで

受け付けます。

問合せ 消防本部警防課予防係 TEL72-0049

成人用肺炎球菌予防接種について

平成26年10月１日から、65歳以上の方を対象

とする成人用肺炎球菌の予防接種が定期接種と

なりましたが、引き続き令和元年度から令和５

年度までの５年間実施されることになり、これ

まで一度も接種したことがない方に改めて接種

機会が設けられました。定期接種となっている

成人用肺炎球菌の予防接種は、前年度の末日に

64歳、69歳、74歳、79歳、84歳、89歳、94歳、

99歳以上の方が対象となります。

令和元年度の対象になる方には個人に通知し

ていますが、対象の年齢で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、今までに任意接種で接種されている方

は、接種の必要はありませんので、健康センタ

ーまでお知らせください。

対象者

■対象者の生年月日

・昭和29年４月２日～昭和30年４月１日生

・昭和24年４月２日～昭和25年４月１日生

・昭和19年４月２日～昭和20年４月１日生

・昭和14年４月２日～昭和15年４月１日生

・昭和９年４月２日～昭和10年４月１日生

・昭和４年４月２日～昭和５年４月１日生

・大正13年４月２日～大正14年４月１日生

・大正９年４月１日以前生

■60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓もしく

は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動

が極度に制限される程度の障害を有する方お

よびヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能

に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を

有する方。

接種期限 ３月31日

接種場所 有山内科医院、ウエルフェア九州病

院、尾辻病院、小原病院、茅野内科医院、国見

内科医院、サザン・リージョン病院、立神リハ

ビリテーション温泉病院、枕崎こどもクリニッ

ク、市立病院、溝口クリニック

接種方法 接種を希望する医療機関に申し込み、

成人用肺炎球菌ワクチンを１回接種します。

料金 接種料金から3,000円を差し引いた額

(3,000円は公費助成）

問合せ 健康センター TEL72-7176
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令和元年度国民健康保険特定健康診査のお知らせ

生活習慣病の予防とメタボリックシンドロームの解消を目的として、「特定健康診査（特定健

診）」を次のとおり実施します。特定健診には集団健診と個別健診があり、集団健診は市が行う複

合健診といっしょに受診できます。個別健診は、市内の各医療機関で受診するもので、自分の都合

に合わせて受診することができます。

対象者 40歳から74歳の国民健康保険加入者(妊産婦、拘禁中、６か月以上医療機関や福祉施設に入

所している方は対象になりません)

※受診の際は「特定健康診査受診券」と「保険証」を必ず両方持参してください(どちらか一方では

受診できませんのでご注意ください)。

料金 無料

■個別健診 ※事前に予約が必要です。

実施期間 ６月１日(土)～２月28日(金)

受診できる医療機関 尾辻病院、小原病院、国見内科医院、サザン・リージョン病院、市立病院

■集団健診

実施期間 ７月２日(火)～９月21日(土)

受付時間 午前８時～10時

健診日 対象地区(公民館) 会 場

７月２日 (火) 岩戸・木原・美初・住吉町

南薩地域地場産

業振興センター

３階大ホール

※昨年度から、

集団健診の会

場は南薩地域

地場産業振興

センターの１

か所で実施し

ています。

７月３日 (水) 山手町・宮田町・若葉町・港町・東本町

７月４日 (木) 新町・宮前町・日之出町・泉町・折口町

７月５日 (金) 恵比須町・旭町・中町・西本町・千代田町

７月７日 (日) 石ヶ嶺・桜木町・亀沢

７月８日 (月) 高見町・汐見町・松之尾町・緑町・平田潟

７月９日 (火) 塩屋・田中・火之神・牧園

７月10日 (水) 大堀・下野原

７月11日 (木) 大塚・春日・田畑

７月12日 (金) 木場・木場住宅・水流・岩崎

７月13日 (土) 板敷・俵積田・東白沢・西白沢・水産高校

７月16日 (火) 中原・瀬戸・茅野・小塚・駒水・下山・松崎・真茅・山崎

７月17日 (水) 山下・湯穴・通山・山口・小園・宇都・桜馬場

７月18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19日 (金) 下園・桜山住宅・松下・瀬戸口・中村・宝寿庵・西堀・篭原

９月20日 (金) 枕崎・別府校区

９月21日 (土) 立神・桜山校区

※対象地区以外の日程でも受診できます。

■枕崎市国民健康保険特定健診自治公民館表彰制度について

特定健診の受診率が高く、市民の健康に対する意識が高い自治公民館を表彰させていただく制度

です。表彰は「市民健康教室」で行い、賞状とともに健康維持に役立つ商品などを授与する予定で

す。

■「いっど健診！枕崎市」について

  特定健診の受診率向上を目的として、平成28年度から鹿児島興業信用組合との間で、国保の特定

健診や後期高齢者医療の長寿健診を受診した方を対象とした、優遇金利制度について覚書を締結し

ました。この制度のご利用を希望される場合は、問い合わせ先まで連絡ください。

問合せ 健康課保険医療係 TEL72-1111(内線147・148)
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６月１日～７日は「ＨＩＶ検査普及週間」～ＨＩＶ夜間検査を実施

全国的に展開される「ＨＩＶ検査普及週間」(６月１日(土)～７日(金))に合わせて、県はＨＩＶ

検査について広く周知することにより浸透・普及を図ります。県内各保健所においては休日及び平

日夜間にＨＩＶ検査(原則無料)を実施して、ＨＩＶ感染者・エイズ患者の早期発見に努めていま

す。加世田保健所ではＨＩＶ検査を次の日程で実施しますので、ご希望の方は加世田保健所へ電話

でご予約ください。

検査日時 ６月３日(月) 午後５時～７時

場所 加世田保健所(南さつま市加世田村原２丁目１-１)

検査内容及び所要時間 ＨＩＶ検査

※結果告知までは、検査後概ね１時間程度を要します。

申込期限 ５月31日(金)午後５時まで

問合せ・申込み 加世田保健所 TEL53-2315

６月16日～22日は「ハンセン病問題を正しく理解する週間」

ハンセン病問題に対する解決の促進を図るために、県では「ハンセン病問題を正しく理解する週

間」を定めています。

誤った隔離政策によって、強制的に隔離され、ご本人だけでなく、ご家族も偏見や差別を受け、

かけがえのない多くの方々の人生が奪われました。

病気が治っても家族の元へ帰れず、社会復帰が難しい状況にあり、今もなお、多くの方々が、療

養所での生活を余儀なくされています。

長い間、偏見や差別に苦しめられたハンセン病であった方々等が、平穏に安心して生活できる地

域づくりのために、また、二度とこのような悲しい歴史を繰り返さないために、私たち一人ひとり

が、ハンセン病問題とは何かを正しく理解することが大切です。

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

枕崎国際芸術賞展関係

第２回「枕崎国際芸術賞展」がいよいよ７月

21日(日)から開催されます。

その準備のため、５月７日(火)から７月20日

(土)までの期間は、南溟館を臨時休館とさせて

いただきます(ただし、公開審査日は除きます)。

２次審査は公開審査

２次審査は審査の様子を肌で感じてもらえる

ように公開審査となっています。

審査の様子は無料で観覧できますので、ぜひ

ご来場ください。

なお、事前の申し込みは必要ありません。

日時

・６月３日(月) 午前９時～午後５時

・６月４日(火) 午前９時～正午

※４日については前日の審査の進行状況により

開始時間や終了時間が変わる場合があります。

市民ボランティアを募集

２次審査時をはじめ会期中(７月21日～９月

16日)のボランティアを募集します。

■内容

受付助手、作品の搬入等

■期間(日時)

審査会

・６月３日(月) 午前９時～午後５時(半日で

も可)

・６月４日(火) 午前９時～正午

会期中 ７月21日(日)～９月16日(月・祝)

午前９時～午後５時(半日でも可)

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

６月の行事(午前10時から)

５日(水) 骨盤体操(要予約５組まで)

７日(金) 父の日のプレゼントづくり(要予約15

組まで)

11日(火) 歯科講座

12日(水) 誕生会

13日(木) 読み聞かせ「Smile Mama Book」

17日(月) ママのための有酸素運動

18日(火) 園庭遊び後試食会(要予約12組まで)

19日(水) ベビーマッサージ

21日(金) 新聞紙遊び

26日(水) 音楽遊び

28日(金) 発達講座

  

※18日(火)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＝はねだ(羽田、羽根だ)

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) 簡単なお菓子づくり
立神地区公民館 13:30～15:00

【対象】小学生(定員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

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)

枕崎の史跡めぐり
枕崎市内 13:30～15:30

【対象】小学4～6年・中学生、保護者

別府地区公民館

76-2010

映画を楽しもう
別府地区公民館 13:30～15:30

【対象】幼児、小学1～3年、保護者

別府地区公民館

76-2010

16日(日)
父の日プレゼント

作り

片平山児童センター 10:00～12:00

【対象】小学生(６名まで)

※要予約(６/９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

18日(火)

◎

食生活改善推進員に

よるクッキング教室
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

22日(土) 親子おやつ作り

立神海の風こども園・キッズ

10:00～11:30

【対象】小学生

立神地区公民館

72-1693

23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】19～39歳の方

健康センター

72-7176

六月灯の灯篭作り
金山地区公民館 10:00～12:00

【対象】小・中学生、保護者

金山地区公民館

72-9690

29日(土)

みんなでワイワイ

焼きそば作り

児童館 10:30～14:00

【対象】小・中学生(定員10名程度)

材料費実費徴収※要予約(６/22まで)

児童館

72-1362

七夕飾り作りと読

み聞かせ

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

まちのカレンダー６月
※「◎」は高齢者元気度アップ・

ポイント事業の対象事業です。

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


