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ページ 掲 載 内 容

４月の納税、募集(令和２年度枕崎市奨学生／令和２年度枕崎市生活学校生、市議会と意

見交換を行う各種団体等、市民と市議会との意見交換会テーマ)

相談(年金相談所を開設／無料人権相談所を開設) 、お知らせ(新型コロナウイルス感染症で

影響を受けている事業者の皆さまへ／春の交通・地域安全運動を実施／中村哲医師のＤＶＤ

が寄贈されました／危険物取扱者試験及び受験準備講習会を実施)

お知らせ(市有財産(不動産)を公売します／高齢者元気度アップ・ポイント事業の「商品

券」の受け取りについて／瀬戸公園夜桜ナイターの中止について／償却資産(固定資産

税)の申告はお済ですか？／ご存知ですか？軽自動車の手続き／「おしらせ旗」設置圃場

への農薬飛散防止にご協力を)

第 13 回枕崎ぶえん鰹スタンプラリー開催中、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
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新型コロナウイルス感染症予防に関するお願い

枕崎市は新型コロナウイルス感染症予防に関して、政府の要請、国の専門家会議の意見等を

踏まえ、市内小中学校の臨時休校等の措置をとってきました。

また、市内団体、事業者の皆さんが実施する事業やイベント等は、自粛等のお願いをしてき

ましたが、どうしても開催しなければならない各種会議等につきましては、会場の換気や時間

短縮など感染症予防対策を充分に取った上での実施をお願いします。

新型コロナウイルスの国内感染の状況は日々一刻と変わっていますので、感染者の拡大など

の状況によっては、今後も新たなお願いをすることも考えられます。

市民の皆さんにおかれましては、最新の情報に留意していただき、引き続き、手洗い、うが

い、咳エチケットなど感染防止についてご協力をお願いします。

問合せ 枕崎市新型コロナウイルス感染症対策本部(健康センター内) TEL72-1111(内線415)
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募   集

令和２年度枕崎市奨学生

市教育委員会では、奨学金の貸与(無利子)を

行っています。令和２年度奨学生を次のとおり

募集します。希望者は、教育委員会総務課へお

申し込みください。

対象 高等学校以上の学校に在学し、経済的理

由により修学困難な学生または生徒(保護者が

市内居住者に限る)。

※高等学校等に係る授業料不徴収対象者は除く。

貸与額(月額)

・高校＝9,000円以内

・高専、専修学校(専門課程)＝16,000円以内

・短大＝25,000円以内

・大学、大学院＝ 37,000円以内

提出書類

・奨学生願書(教育委員会総務課備付けのもの)

・在学証明書(新学年の在籍を証明するもの)

・成績証明書(前学年のもの)※開封無効

・保護者の令和元年度(平成31年度)所得証明書

願書受付期間  ４月１日(水)～30日(木)

貸与(振込)日 ４～６月分は６月末、７月分か

らは毎月10日支給予定

貸与後の返還方法 卒業から１年経過後、所定

の期間(10年)内に返還

※貸与期間は１年間です。在学期間中、貸与を

希望する場合は毎年度申請の手続きが必要で

す。

問合せ・申込み 教育委員会総務課

TEL72-0170

令和２年度枕崎市生活学校生

「生活学校」は、少しでも暮らしをよくした

いと願う女性の集まりです。

安全で安心な暮らしを築くために、長年にわ

たって生活者の目線でさまざまな課題解決に向

けて活動を続けています。特に最近では、環境

問題、食の安心安全に関わる問題、福祉関係の

学習会など、身近な暮らしの中から生活上の問

題点や課題を見つけ取り組んできました。どな

たでも参加できますので、多くの方々の応募を

お待ちしています。

最近の取り組み例

・ＥＭボカシづくりとその活用

・マイバッグ運動や食品ロス削減への取り組み

・介護保険や介護制度等についての学習

・郷土料理づくりや正月用生け花講習

・市外研修、県及び地区の研修会や交流会への

参加

年会費 500円

※他に実習材料代を徴収することもあります。

申込期限 ４月30日(木)

開講式 ５月13日(水)午前10時から市民会館で

実施予定です。

問合せ・申込み 生涯学習課公民館係(市民会

館内) TEL72-1111(内線410)、TEL72-2221

4 月の納税
国民健康保険税１期

介護保険料１期

後期高齢者医療保険料１期

市税休日納付・相談窓口開設日

４月 19 日(日)
午前８時 30 分～午後５時 15分

・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」をおすすめします。ご希望の方は、通帳と通帳印をご持参

の上、市内金融機関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153
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市議会と意見交換を行う各種団体等

市議会では、議会基本条例に基づき、「市民に開かれた議会」、「市民参加・市民との連携」及び

「政策提案機能の強化・拡大」を図るため、公募により意見交換会を行う団体等を募集します。

対象 市内で事業活動やその他の活動を行う団体及び市民グループ、自治公民館等で、10名以上の

参加が可能な団体とします。

開催時期 ７月上旬から８月中旬まで

※議会の閉会中に開催しますので、議会日程等の都合により、希望される時期に開催できない場合

があります。

開催場所 原則、応募団体が希望される場所で開催しますので、開催会場については応募団体で確

保をお願いします。

意見交換の内容 あらかじめ提出いただいたテーマ(原則３件以内)に基づき意見交換を行います。

なお、意見交換の時間は１時間30分程度とします。

参加議員 原則として、全議員が参加します。

応募方法 申込書に必要事項を記入の上、議会事務局へ提出してください。申込書については、市

ホームページで入手するか、議会事務局に備え付けています。また、提出については、ファック

ス、メールでも可能です。

応募締切 ４月30日(木)まで

※申込みから開催まで２、３カ月程度の時間を要しますので、早めに申込書を提出してください。

その他

・開催の諾否については、議会運営委員会で協議し、決定します。

・意見交換会の結果は、市議会において概要を作成し、後日市ホームページ等で公開されます。

問合せ・申込み

議会事務局議事係 TEL72-1111(内線242) FAX72-9436 メール：giji3@city.makurazaki.lg.jp

市民と市議会との意見交換会テーマ

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。今回、市民の皆さんより意見交換したいテーマを募集します。

開催時期 11月頃／開催場所 市民会館第１会議室

意見交換の内容 テーマ内容に基づいた市民との意見交換と自由討論を行います。

意見交換の結果は、議会での一般質問や委員会審査などの議会活動に生かしていくことになりま

すので、テーマの内容が議会として対応できないものや、政策に反映できないもの、単に市への苦

情等を目的としたものとならないよう、テーマを設定される際は十分留意してください。

参加議員 原則として、全議員が参加します。

応募方法 申込書にテーマやその趣旨等の必要事項を記入の上、議会事務局へ提出してください。

申込書については、市ホームページで入手するか、議会事務局に備え付けています。また、提出に

ついては、ファックス、メールでも可能です。

応募締切 ４月30日(木)まで

その他

・テーマは、寄せられたご意見をもとに議会で決定しますので、あらかじめご了承ください。

・意見交換会のテーマは、市ホームページ等で令和２年度市民と市議会との意見交換会の開催案内

をもってお知らせします。

問合せ・申込み

議会事務局議事係 TEL72-1111(内線242) FAX72-9436 メール：giji3@city.makurazaki.lg.jp



４

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 ５月14日(木) 午前10時～午後３時

場所 市民会館和室

※４月は枕崎市で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

・４月２日(木) 南九州市役所頴娃支所１階会

議室

・４月９日(木) 南さつま市民会館第１会議室

・４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)

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 ４月16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)

新型コロナウイルス感染症で影響を

受けている事業者の皆さまへ

新型コロナウイルス感染症の流行により、事

業活動に影響を受けている小規模事業者及び中

小企業者については、今後、資金繰りの悪化が

懸念されるところです。

新型コロナウイルス感染症の流行により売上

減少等が生じ、資金繰り等にお困りのときは、

次の相談窓口や市内金融機関等にご相談ください。

なお、国や県の金融支援策は、市のホームぺ

ージに掲載しています。

相談窓口

・枕崎商工会議所  72-3341

・枕崎市水産商工課 72-1111(内線421)

・中小企業金融相談窓口(国)  03-3501-1544

市内金融機関等

・鹿児島銀行枕崎支店 72-1161

・南日本銀行枕崎支店 72-3221

・鹿児島信用金庫枕崎支店 72-2321

・鹿児島興業信用組合枕崎支店 72-9131

・南さつま農業協同組合枕崎支所 72-3111

・鹿児島県信用漁業協同組合連合会枕崎支店

72-2115

問合せ 水産商工課商工振興係

TEL72-1111(内線421)
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春の交通・地域安全運動を実施

４月６日(月)から15日(水)まで、春の交通・

地域安全運動を実施します。

この運動は、交通・地域安全思想の普及・浸

透を図るため、関係機関及び団体等と一体とな

り、広報啓発活動等を積極的に推進し、交通事

故防止と犯罪被害防止の徹底を図ることを目的

として実施します。

交通安全運動の重点

１ 子供をはじめとする歩行者の安全確保

２ 高齢運転者等の安全運転の励行

３ 自転車の安全利用の促進

地域安全運動の重点

１ 子供・女性の犯罪被害防止

２ うそ電話詐欺の被害防止

３ 子供見守り活動の推進

問合せ 総務課危機管理対策係

TEL72-1111(内線214)

中村哲医師のＤＶＤが寄贈されました

「中村哲医師ＤＶＤ上映会＆写真展実行委員

会」から枕崎市立視聴覚ライブラリー(市民会

館)に、視聴覚教材ＤＶＤ「アフガニスタン用

水路が運ぶ恵みと平和」が寄贈されました。

この視聴覚教材は、医療支援のために赴任し

た中村医師が、アフガニスタン人スタッフとと

もに「緑の大地計画」を実現するために約

1,600本の井戸を掘り、長大な農業用水路建設

に奮闘する日々を詳細に紹介している内容とな

っています。

枕崎市立視聴覚ライブラリー(市民会館)にお

いて、無料で貸出しを行っていますので、さま

ざまな機会にご活用ください。

問合せ 生涯学習課公民館係(市民会館内)

    TEL72-1111(内線410)、TEL72-2221

危険物取扱者試験及び受験準備講習

会を実施

令和２年度第１回危険物取扱者試験及び受験

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 ６月７日(日) 午前10時試験開始

※集合＝午前９時30分

場所 県立薩南工業高等学校、県立頴娃高等

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

４月７日(火)～20日(月)

※郵送の場合は４月20日の消印有効です。

・電子申請

４月４日(土)午前９時～17日(金)午後５時

※期間中は24時間受付をします。

試験手数料 甲種＝6,600円 乙種＝4,600円

丙種＝3,700円

問合せ 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

■受験準備講習会(乙種第４類)

日時 ５月23日(土)、24日(日) 午前10時～

午後４時

※受付＝午前９時30分～10時

内容 23日(土)＝法令、24日(日)＝理論

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1,800円)

問合せ

・一般社団法人鹿児島県危険物安全協会

TEL099-257-5200

・市消防本部警防課予防係 TEL72-0049
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市有財産(不動産)を公売します

市が保有する不動産(土地)について、次のと

おり公売します。どなたでも簡単に参加できま

すので、お気軽にお問合わせください。

■公売する不動産

所在地 枕崎市美原町30番３(市倉庫跡地)

地目及び面積 宅地 1617.92㎡(登記地積)

※上記物件は現状渡しとし、地下埋設物調査や

地盤調査は行っていません。

公売方法 一般競争入札

現地説明会 ４月８日(水) 午後２時～

入札日時 ４月22日(水) 受付＝午後１時～(

開始＝午後１時30分～)

入札会場 市役所２階会議室

その他説明事項

・不動産の代金以外の必要経費として、売買契

約書に貼付する収入印紙代と、所有権移転登

記のための登録免許税が必要となります。

・所有権移転登記は、市が行います。

問合せ・申込み 財政課財産管理係

TEL72-1111(内線223)

            

高齢者元気度アップ・ポイント事業

の「商品券」の受け取りについて

令和元年度高齢者元気度アップ・ポイント事

業において、対象活動に参加し付与されたポイ

ントについて、商品券への交換の申し出をされ

た方は、次により商品券をお受け取りください。

なお、筋トレサロン・てげてげ広場に参加され

ている方には、別途ご連絡します。

期間 ４月６日(月)～５月29日(金)

場所 市役所地域包括ケア推進課

持参するもの 印鑑と身分証明書(代理人受取

りの場合は、対象者の印鑑と身分証明書、代理

人の身分証明書)

問合せ 地域包括ケア推進課調整推進係

   TEL72-1111(内線463)

瀬戸公園夜桜ナイターの中止について

今年も枕崎市観光協会の協力により、瀬戸公

園の夜桜を観賞するためにナイター照明を点灯

する予定でしたが、新型コロナウイルス感染症

の感染拡大防止及び観賞される皆さんの安心・

安全を最優先するために、夜桜ナイターの点灯

を中止しますので、ご了承ください。

問合せ 建設課都市計画係

TEL72-1111(内線236)

償却資産(固定資産税)の申告はお済ですか？

償却資産の所有者は、毎年１月31日までに償却資産の所在する市町村に申告書を提出する必要があ

ります。償却資産の所有者とは、法人や個人で事業を営んでいる方で、その事業に使用している機

械・設備・備品・運搬機等を所有している方を言います。

※前年度、償却資産申告書を提出している方で、資産に増減がない所有者も「増減なし」での申告が

必要です。

※本市では、令和元年(平成31年度)に個人事業主(農業・漁業・飲食店・不動産等を営んでいる方)に

申告をお願いする文書を送付しています。申告お願いの文書が送付された方は、所有資産の状況を

申告書に記入し、また、所有資産がない方も申告書備考欄に「所有資産なし」と記入して提出をお

願いします。

提出先 税務課固定資産税係12番窓口

問合せ 税務課固定資産税係 TEL72-1111(内線156・157)
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ご存知ですか？軽自動車の手続き

原動機付自転車・小型特殊自動車・軽自動車・二輪の小型自動車を取得・譲渡したとき、または

住所が変わったときは15日以内に、廃車したときは30日以内に申告(手続き)が必要です。軽自動車

税(種別割)は、毎年４月１日現在の所有者に対して課税される税金です。４月２日以降に廃車等の

手続きをした場合でも、月割りによる減額はなく、その年度の税額を全額納めていただくことにな

ります。廃車の手続きが完了するまでは軽自動車税(種別割)が課税され続けますので、名義変更や

廃車手続きは４月１日までに行ってください。また、所有者が死亡した場合も名義変更等の手続き

をお願いします。

原動機付自転車・小型特殊自動車用の申告書は市役所に備え付けておりますが、市のホームペー

ジからもダウンロードできます。

原動機付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車の新規、変更、廃車に関する手続きについて

区分 必要なもの 申告先

販売店から購入したとき 印鑑、車名・車台番号・排気量等がわかるもの、販売証明書等

税務課

課税係

⑭番窓口

市内へ転入したとき
印鑑、車名・車台番号・排気量等がわかるもの、標識(ナンバー

プレート)または廃車証明書

譲り受けたとき
印鑑、標識(変更する場合)、標識交付証明書(前所有者)、譲渡

証明書(前所有者)

廃棄・転出・市外の

人に譲り渡したとき
印鑑、標識、標識交付証明書

標識を紛失したとき 印鑑、標識交付証明書、紛失顛末書、弁償金200円

盗難にあったとき 印鑑、標識交付証明書、盗難届出の受理番号または盗難届出証明書

・軽自動車(４輪･３輪･250cc以下の２輪)に関すること

全国軽自動車協会連合会鹿児島事務所 鹿児島市谷山港２丁目４-42 TEL099-261-4011

・二輪の小型自動車(250ccを超えるもの)

国土交通省九州運輸局鹿児島運輸支局 鹿児島市谷山港２丁目４-１ TEL050-5540-2089

問合せ 税務課課税係 TEL72-1111(内線154・155)

「おしらせ旗」設置圃場への農薬飛散防止にご協力を

本市の茶業においては農薬の飛散防止対策として、生産者同士でコミュニケーションをとり、お

互いが注意し合えるように、お知らせ旗(黄色又は桃色)の活用を行っています。お知らせ旗とは収

穫直前であることをお知らせする目印で、収穫予定日の10日前から収穫が終わるまで茶園に設置し

ています。おしらせ旗が設置された圃場に隣接する場所で農薬を散布する際には、次のことに留意

し、農薬飛散の防止にご協力ください。

農薬の飛散防止対策

①最も基本的な対策として、風の弱い時に風向きに注意して散布しましょう。

②散布はできるだけ対象作物だけにかかるように注意して行いましょう。特に高さのある作物に対

しては、水平方向や斜め上方向に向けた散布になるため、農薬が作物を超えたり、隙間から通過

して飛散することがないよう、外側から内側に向かって散布するよう心掛けましょう。

③適切なノズルを用い、適正な圧力で散布しましょう。

問合せ 農政課特産振興係 TEL72-1111(内線333)
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■ルール

飲食店・おみやげ店・観光施設などを巡り、スタンプを３つ集めて完成です。

枕崎の特産品を存分に味わってもらうため、必ず１つは飲食店でスタンプを押してください。

■応募方法

応募はがきは、枕崎駅舎内や参加店舗に置いています。スタンプを押して、郵送(63円切手を貼

付)またはスタンプラリー参加店へお渡しください。

■当選発表

景品の発送をもって当選者発表とします(抽選日は６月中旬予定)。

■参加店

【飲食店】

魚処なにわ／味処一福／Café THE OLD MAN／だいとく／居酒屋食堂つちふまず／すし匠五条／魚処

まんぼう／枕崎お魚センターレストラン／あじひろラーメン／食工房 彩／花渡川ビアハウス／

みんなのゑびす家／ダイニングバーENGINE／ABC.American bar cannon／福寿庵／旬鮮食楽 燵仁／

こきこっ子／道とん堀 枕崎店／タカララーメン／炭火焼肉かいせい／海鮮つぼ焼き神園商店

【観光・おみやげ店】

枕崎駅前観光案内所／南溟館／漁協購買部／お茶の厚石園 港店／南薩地域地場産業振興センター

／枕崎お魚センター(お土産店)／枕崎市かつお公社／まるた屋／薩摩酒造明治蔵／枕崎おだし本舗

かつ市／松野下蒲鉾(長吉屋)／遊漁船 海星丸

【ホテル・市外観光】

枕崎なぎさ温泉／グリーンホテル福住／枕崎観光ホテル岩戸／シティーホテル福住／枕崎ステーシ

ョンホテル／ゲストハウスMac／輝津館(南さつま市)／タツノオトシゴハウス(南九州市)

■商品

・枕崎産豚肉＝10名様

・稚内×枕崎 コンカツ豪華特産品詰め合わせ＝３名様

・本枯れ節と削り器セット＝１名様

・かつお餃子詰め合わせ＝５名様

・枕崎ぶえん鰹詰め合わせセット＝５名様

・枕崎産焼酎詰め合わせ＝５名様

・枕崎産焼酎「枕崎」＝５名様

・さつま揚げ詰め合わせ＝５名様

・枕崎商工会議所共通商品券＝５名様

・枕崎珍味詰め合わせ＝５名様

・枕崎茶詰め合わせ＝５名様

・枕崎特産品詰め合わせ＝10名様

・かつおせんべい＝10名様

■問合せ

枕崎ぶえん鰹スタンプラリー実行委員会(駅前観光案内所) TEL78-3500

～スタンプ３個集めて豪華賞品をゲット～ ５/31
まで



             ９

南溟館イベント情報

問合せ 文化課(南溟館)

TEL72-9998

抽象絵画の先駆者～山口長男展

1956年にベネチアビエンナーレに日本代表と

して出品するなど、日本の抽象絵画の先駆者と

して国際的に活躍した山口長男の展覧会を開催

します。南溟館収蔵品の中から、油彩画、水彩

画作品の他、貴重な陶器の絵付作品を展示しま

す。

期間 ４月25日(土)～５月29日(金)

会場 南溟館第２展示場、市民ギャラリー

観覧料 無料

しゃらくたてがみ写真展

市文化協会に所属する写真グループ「しゃら

くたてがみ」による写真展を開催します。会期

中は前半、後半と２部構成で展示いたしますの

で是非ご覧ください。

期間 ４月28日(火)～５月29日(金)

会場 南溟館第１展示場

観覧料 無料

※当初の会期(３/24～４/19)から変更になって

います。ご注意ください。

朋郎コンサート

和太鼓奏者の内藤哲郎氏(元鼓童)と篠笛奏者

の武田朋子氏によるコンサートを開催します。

日本の祭り音楽にあるお囃子をベースに、西洋

音楽を織り交ぜた現代的な楽曲を、大小さまざ

まな和太鼓と数種類の篠笛を使って披露します。

日時 ４月28日(火) 開場＝18時30分(開演＝

19時)

会場 南溟館第２展示場

鑑賞料 前売り券2,500円(当日券3,000円)

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

たは幼児及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

４月の行事(午前10時から)

７日(火) 公園遊び(瀬戸公園)

９日(木) 骨盤体操(要予約５名まで)

14日(火) 公園遊び(片平山公園)

15日(水) ベビーマッサージ(要予約)

17日(金) 誕生会

21日(火) 園庭遊び後試食会(要予約10組まで)

23日(木) ママのための有酸素運動

28日(火) こいのぼり作り

30日(木) 音楽遊び

※７日(火)、14日(火)の公園遊び、21日(火)の

園庭遊びが雨の場合は、キッズルームで遊び

ます。

※要予約の活動は、人数に制限があるものもあ

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＝○ ○ ○

日(曜日) 行 事 名 場 所 ・ 時 間 問 合 せ

６日(月) 母子手帳交付 健康センター 9:00～11:30
健康センター

72-7176

11日(土) アクセサリー教室
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

13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

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

◎男性料理教室 健康センター 10:00～13:00
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

19日(日)
おやつ作りに挑戦

しよう

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

20日(月) 母子手帳交付 健康センター 9:00～11:30
健康センター

72-7176

21日(火)
◎食生活改善推進

員による料理教室
健康センター 10:00～13:00

健康センター

72-7176

※ 行事の予定につきましては、新型コロナウイルス感染症の状況等により、

中止や延期となる場合がありますので、ご了承ください。

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４ 月
※「◎」は高齢者元気度アップ・

ポイント事業の対象事業です。

■謎かけの答え 梅雨・つ
・

ゆ
・

には欠かせません


