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２・３
募集(県立宮之城高等技術専門校入校生／県立姶良高等技術専門学校入校生／交通遺児育

英会奨学生／市営住宅及び特定公共賃貸住宅の入居者)、相談(年金相談所開設)

４・５

相談(こころの健康相談会を開催)、お知らせ(新型コロナウイルスの影響により納税が困難

な方へ／新型コロナウイルス感染症の影響により収入が一定程度減少した方に対し、国民健

康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料が減免される制度があります／申請受付は８

月19日(水)まで～特別定額給付金事業～／「社会を明るくする運動」強調月間／ふるさと美

化活動の実施について／新しい保険証を７月下旬に郵送します／所有山林(スギ・ヒノキな

どの人工林)の状況確認・管理について)

６・７

お知らせ(令和２年度危険物取扱者保安講習を実施／令和２年度家畜商講習会の案内／７月

25日～31日は県男女共同参画週間／７月１日からレジ袋が有料化／夏季の省エネ・節電に取

り組みましょう／がけ地近接等危険性住宅移転事業)

８・９

お知らせ(７月のセット健診(集団健診)の中止について(再掲)／鹿児島県事業継続支援金に

ついて／(仮称)南薩地区新クリーンセンター施設整備基本計画の変更について)、南溟館イ

ベント情報、キッズだより

10 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２２２年年年

６６６

7 月の納税 固定資産税２期

市税休日納付・相談窓口開設日

７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



２

募   集

県立宮之城高等技術専門校入校生

■令和２年度オープンキャンパス

中学生、高校生、一般を対象に木工・建築大

工の体験入校生を募集します。

中学生、高校生は、学校を通じて、事前に県

立宮之城高等技術専門校に確認の上、ＦＡＸま

たは郵送で申し込んでください。

なお、制作した作品は、お持ち帰りできます。

日時 ７月28日(火) 午前９時～午後12時30分

(新型コロナウイルス感染症の影響により、変

更または中止する場合があります)

申込期限 ７月21日(火)

対象者 中学生、高校生、一般(概ね30歳まで

の方)

募集人員 先着30名

参加費 無料(１日傷害保険の加入を予定)

■令和３年度入校生推薦選考【室内造形科・建

築工学科】

木工・建築大工の技術技能の習得を目的とし

た入校生を募集します。

受付期間 ９月１日(火)～25日(金)

応募資格 高等学校を令和３年３月に卒業見込

みの者

選考日 10月２日(金)

選考場所 宮之城高等技術専門校

選考方法 筆記試験(適性試験)及び面接

合格発表 10月13日(火)

問合せ・申込み

県立宮之城高等技術専門校

〒895-1804 薩摩郡さつま町舟木881番地

TEL0996-53-0207 FAX0996-53-0993

県立姶良高等技術専門校入校生

県立姶良高等技術専門校では、令和３年度の

一般入学生を次のとおり募集します。ただし、

定員になり次第募集を停止しますので、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(訓練期間２年)

募集人員 各科20名

応募資格

・推薦選考＝高等学校を令和３年３月に卒業見

込みの方でかつ学校の推薦を受けた方

・一般選考＝高等学校を卒業した方、令和３年

３月に卒業見込みの方またはこれらと同等以

上の学力を有すると認められる方

出願受付期間

・推薦選考＝９月１日(火)～９月25日(金)

・一般選考＝９月１日(火)～２月26日(金)

問合せ・申込み

県立姶良高等技術専門校(担当：折田、秋丸)

TEL0995-65-2247

交通遺児育英会奨学生

保護者等が交通事故で死亡または重い後遺障

害となった家庭の高校生以上の生徒・学生(申

込時25歳までの人)を対象としています。募集

案内や願書は、交通遺児育英会ホームページ

(https://www.kotsuiji.com)からダウンロード

することができます。

高校生向けの「海外語学研修」等、大学生・

専門学校生向けの「学生寮」、「家賃補助」等

の制度もあります。

奨学金の貸与額 月額２～10万円(無利子)

入学一時金貸与額

20～80万円(一年次１回限り・無利子)

返還期間 最長20年

■募集期限

在学応募 10月31日(土)まで

※高校・高専は、１月31日(日)まで

予約応募

１次＝８月31日(月)まで、２次＝１月31日(日)まで

問合せ

公益財団法人交通遺児育英会

TEL03-3556-0773(直通)、0120-521-286(フリー

ダイヤル)
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相   談
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 ７月３日(金)まで

募集戸数 ７戸

①桜山団地109号(桜山町540-１番地)

②桜山団地206号(桜山町540-１番地)

③桜山団地209号(桜山町540-１番地)

④亀沢団地512号(明和町75番地)

⑤権現団地405号(岩戸町407番地)

⑥西之原団地304号(別府西町630番地)

⑦小山平団地104号(園見本町267番地)

構造(間取り) ①～⑥＝中層耐火造３階建(３

ＤＫ)、⑦＝簡易耐火造２階建 (３ＤＫ)

建設年度 ①＝昭和57年、②、③＝昭和58年、

④＝平成６年、⑤＝平成２年、⑥＝昭和61年、

⑦＝昭和55年

家賃 ①＝14,700円～、②、③＝14,900円～、

④＝24,900円～、⑤＝17,500円～、⑥＝15,200

円～、⑦＝15,700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(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)

遠見番住宅101号(岩戸町307番地)

構造(間取り) 木造平屋建(３ＤＫ)

建設年度 平成５年

家賃 40,000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)

年金相談所開設

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。ただし、新型コロナウイルス感染症予防

対策により、下記日程の年金相談については中

止になる場合がありますのでご了承ください。

なお、詳しくは、市民生活課国民年金係にお問

い合わせください。

日時 ７月16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

７月２日(木) 南さつま市民会館第１会議室

７月30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)
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お 知 ら せ

こころの健康相談会を開催

こころの不調や引きこもり、認知症などでお

困りのご本人、ご家族を対象に、臨床心理士に

よる無料相談会を開催します。

日時 ７月17日(金) 午後２時～４時

場所 健康センター

申込締切 ７月14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、電話で健康センターへお申し

込みください(希望者が多数の場合は、相談日

を調整させていただく場合があります)。

問合せ・申込み 健康センター TEL72-7176

新型コロナウイルスの影響により納

税が困難な方へ

新型コロナウイルス感染症の影響により、市

税を納期内に納付することが困難な方を対象と

した「徴収猶予の特例制度」が創設されました。

この制度は、事業等の収入に相当の減少が生じ

た場合に、申請日から１年間に限り、納税を猶

予するものです。また、担保も不要となり延滞

金も免除されます。対象となる方の要件として

は、以下のいずれも満たす納税者、特別徴収義

務者が対象となります。

・令和２年２月以降の任意の期間(１カ月以上)

において、事業等にかかる収入が前年同期に

比べて概ね20％以上減少していること。

・一時に納付し、または納入を行うことが困難

であること。

申請期限 猶予を受けようとする市税の納期限

日まで

申請場所 税務課管理収納係、滞納整理係

※この制度は、税額そのものが減免されるもの

ではありません。ご利用をお考えの方は、事

前にお問い合せください。

問合せ 税務課管理収納係

TEL72-1111(内線 153・452)

新型コロナウイルス感染症の影響に

より収入が一定程度減少した方に対

し、国民健康保険税・介護保険料・

後期高齢者医療保険料が減免される

制度があります

国の「新型コロナウイルス感染症緊急経済対

策」により、感染症の影響により世帯の主たる

生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入

又は給与収入の減少が見込まれ、次の要件(介

護保険料は、①と③)にすべてあてはまる場合、

ご本人の申請により保険税(料)が減額されます。

減免額の計算方法や対象となる保険税(料)額

については、税務課課税係(14番窓口)にお問い

合わせください。

要件

①事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損

害賠償等により補填されるべき金額を控除

した額)が前年の当該事業収入等の額の10分

の３以上であること。

②前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314

条の２第１項に規定する総所得金額及び山林

所得金額並びに法施行令に規定する他の所得

と区別して計算される所得の金額(地方税法

第314条の２第１項各号および第２項の規定

の適用がある場合には、その適用前の金額)

の合計額が1,000万円以下であること。

③減少することが見込まれる事業収入等に係

る所得以外の前年の所得の合計額が400万円

以下であること。

問合せ 税務課課税係 TEL72-1111(内線154)

申請受付は８月19日(水)まで～特別

定額給付金事業～

国の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の一

つとして、すべての国民を対象に一律10万円を給付

する特別定額給付金事業が実施されています。

申請受付期限が８月19日(水)までとなっています

ので、申請手続きが済んでいない世帯は、早めの申

請をお願いします。

問合せ 総務課秘書広報係 TEL72-1111(内線211)



             ５

「社会を明るくする運動」強調月間

７月は「社会を明るくする運動」強調月間で

す。この運動は、すべての国民が犯罪や非行の

防止と、罪を犯した人たちの更生について理解

を深め、それぞれの立場において力を合わせて

犯罪や非行のない安全・安心な地域社会を築こ

うとする全国的な運動です。

犯罪や非行が生まれるのは地域社会であり、

また、罪を償い、改善更生を果たす場もまた地

域社会にほかなりません。

犯罪や非行のない安全・安心な社会を築くに

は、犯罪や非行から立ち直ろうとする人たちの

意欲を認め、地域社会の中に受け入れ、見守り、

支えていくことが必要です。

行動目標

・犯罪や非行を防止し、安全で安心して暮らす

ことのできる明るい地域社会を築こう

・犯罪や非行をした人が再び犯罪や非行をしな

いように、その立ち直りを支えよう

問合せ 福祉課社会係 TEL72-1111(内線136)

ふるさと美化活動の実施について

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」が実施されます。市民の皆さんのご協

力をお願いします。

なお、野外での作業が主になると思いますが、

出来るだけ密にならないように注意し、熱中症対

策にも十分に配慮されますようお願いします。

実施日 ７月５日(日) ※予備日12日(日)

作業上の注意点

・この日は、一般家庭ごみ及び事業所ごみの内

鍋清掃センターへの持込みは出来ません。持

込みができるものは、地区収集の粗大ごみと

清掃活動で出た草木類やポイ捨てされたごみ

に限ります。

・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み、きちんと分別を行っ

てください。

・ごみの搬入時間は、午前８時から正午までです。

※美化活動を実施する公民館は事前に連絡をお

願いします(予備日も同様です)。

問合せ 市民生活課環境整備係

TEL72-1111(内線325・327)

国民健康保険・後期高齢者医療保険加入者の皆さんへ

新しい保険証を７月下旬に郵送します

現在お使いの保険証の有効期限は７月31日ま

でとなっていますので、７月下旬に新しい保険

証を各世帯に郵送します。

平成30年度から国民健康保険加入者で70歳か

ら74歳までの方の「高齢受給者証」は無くなり、

保険証と一体化されております。

なお、保険税(料)の全部または一部が未納と

なっている方については、保険証を郵送できな

い場合があります。

また、高額な入院・外来診療を受けるときに

医療機関へ提示する「限度額適用・標準負担額

認定証」を現在お持ちの方は、有効期限が７月

31日までとなっています。８月１日以降の「限

度額適用・標準負担額認定証」が必要な方は、

８月以降に健康課保険医療係の窓口で手続きを

し、交付を受けてください(手続きの際は、印

鑑・保険証をお持ちください)。

ただし、後期高齢者医療保険加入者(主に75

歳以上の方)で、現在「限度額適用・標準負担

額認定証」をお持ちの方は、８月１日以降の

「限度額適用・標準負担額認定証」を保険証と

あわせて郵送しますので、手続きの必要はあり

ません。

問合せ 健康課保険医療係

TEL72-1111(内線147・148)

所有山林(スギ・ヒノキなどの人工

林)の状況確認・管理について

梅雨や台風などで大雨が降ると、荒廃山林の

林地崩壊や林地内の倒木の流出により流木が発

生する場合があります。

多くの流木が河川へ流出すると橋脚等でせき

止められ氾濫したり、海や港へ流れ出た場合、

船舶や施設へ被害を及ぼすなど二次災害の恐れ

があります。

これらの災害発生の未然防止のために、所有

する山林の状況を定期的に確認し、間伐等の適

切な森林整備の実施をお願いします。

スギ・ヒノキなどの人工林の森林整備や倒木

撤去については森林組合などの林業事業体へご

相談ください。

問合せ 農政課耕地林務係

TEL72-1111(内線314)
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令和２年度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。

講習の場所及び期日

・県市町村自治会館 ９月28日(月)、29日(火)、

10月21日(水)

・日置市中央公民館 ９月17日(木)

・南薩地域地場産業センター 10月９日(金)

・指宿市民会館 ８月20日(木)

※講習会は、上記以外でも県内各地で開催さ

れ、講習時間は、午前９時30分から12時30分

です。

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

内に免状の交付又は講習を受けている方は、

免状の交付又は受講した日以後における最初

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。

講習の実施機関・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(FAX)099-257-5200

受講申請の受付期間

７月１日(水)～31日(金) (土・日を除く)

※郵送の場合は、７月31日消印のものまで受け

付けます。申請書は消防本部にあります。

問合せ 消防本部警防課予防係 TEL72-0049

令和２年度家畜商講習会の案内

家畜商の免許取得には、県が年一回開催する

家畜商講習会の受講が必要です。

講習会の内容は、家畜の取引に関する法令、

家畜の品種及び特徴、家畜の悪癖、機能障害と

疾病です。

開催日時 ８月４日(火)～５日(水) 午前９時

～午後５時

開催場所 県市町村自治会館402会議室

申請方法 受講申請書に3,300円分の県収入証

紙及び６カ月以内撮影の写真を貼付し、必要事

項を記載、押印のうえ提出。

提出期限 ６月30日(火)必着

問合せ・申込み

県農政部畜産課中小家畜係

〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10番１号

TEL099-286-3226

７月25日～31日は県男女共同参画週間

県では７月25日から31日を「鹿児島県男女共

同参画週間」と定め、集中的な啓発活動を行っ

ています。皆さんに男女共同参画についての関

心と理解を深めていただくために期間中、オン

ライン映画上映や展示を開催します。

性別にかかわりなく一人ひとりが個人として

尊重される「男女共同参画社会」について考え

てみませんか。

■オンライン映画上映

信頼の回覧板(監督：上田謙太郎さん)

公開開始 ７月25日(土) 午後１時30分

公開場所 「鹿児島インターネット放送局ムー

ブ！かごしま」https://www.pref.kagoshima.j

p/movekagoshima/(県公式ホームページ内)

■展示(マルヤガーデンズ) いまだからこそ！

届けたい「つながることば」～男女共同参画マイン

ドで綴るあなたへの手紙

■男女共同参画基礎講座(県民交流センター)

日時 ７月25日(土)、26日(日) 午前10時～午

後４時

講師 たもつゆかり氏、髙﨑めぐみ氏

問合せ・申込み

県男女共同参画センター(県民交流センター男

女共同参画推進課)

〒892-0816 鹿児島市山下町14-50

TEL099-221-6603 FAX099-221-6640
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がけ地近接等危険住宅移転事業～あなたのお住まいは安全ですか！？

がけ地の崩壊等により、住民の生命に危険を及ぼす恐れのある土地に建っている危険住宅を安全

な場所に移転を促進するため、国と県及び地方公共団体が移転者に危険住宅の除却等に要する経費

と新たに建設または購入する住宅に要する経費に対して補助金を交付します。

■対象となるのは、下記に該当する住宅(現に居住している住宅)が原則です。

１ 高さ２ｍ以上のがけの下端(上端)からがけの高さの２倍以内に建っている住宅で、昭和46年８

月31日以前に建築されたもの。

２ 県の指定した、急傾斜地崩壊危険区域、または、土砂災害特別警戒区域に指定された際、その

区域に建っていた住宅。

■補助金の限度額

経費の区分 補助対象経費 補助金の限度額(１戸当たり)

除却等費 危険住宅の除却等に要する経費 97万５千円

建物助成費

危険住宅に代わる住宅の建設又は購入(これに

必要な土地の取得及び敷地造成を含む)をする

ために要する資金を金融機関その他の機関か

ら借り入れた場合において、当該借入金利子

(年利率8.5％を限度とする)に相当する額

731万８千円

建物：465万円

土地：206万円

造成：60万８千円

７月１日からレジ袋が有料化

７月１日より、ごみ減量を目的としたレジ袋

の有料化が始まります。これは、普段何気なく

もらっているレジ袋を有料化することで、それ

が本当に必要かを考えていただき、私たちのラ

イフスタイルを見直すきっかけとすることを目

的としています。また枕崎市では現在「枕エコ

サポーター」に登録して頂いた方にエコバッグ

をお配りしています。エコバッグを使って地球

にもお財布にも優しい生活をしませんか。

問合せ 市民生活課環境整備係

TEL72-1111(内線325・327)

問合せ 建設課建築係 TEL72-1111(内線326)

夏季の省エネ・節電に取り組みましょう

夏の日中、家庭で最も多くの電気を消費して

いるのはエアコンで、その割合は58％です。

「エアコンをいかに上手に使うか」が夏の省エ

ネのポイントです。

・風向きを調整(上向きで涼しく快適に)

・室温を調整(目安は28度)

・フィルターを掃除(２週間に一度)

・エアコンと併せて扇風機を活用(エアコンの

冷気を循環させる)

※無理のない範囲でご協力ください。

問合せ 市民生活課環境整備係

TEL72-1111(内線325・327)

がけの上端からの水平距離が

がけの高さの２倍以内

がけの下端からの水平距離が

がけの高さの２倍以内

２m を超える高さ

30度超
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(仮称)南薩地区新クリーンセンター施設整備基本計画の変更について

南薩地区衛生管理組合が南さつま市金峰町高橋に整備を進めている(仮称)南薩地区新クリーンセ

ンターについて、今回の新型コロナウイルス感染症の影響により、事業スケジュールが当初予定よ

り５カ月延長することが決定されましたので、お知らせします。

・新たな施設の供用開始時期

項目 当初計画 変更後

(仮称)南薩地区新クリーンセンター 令和６年４月 令和６年９月

・現在の内鍋清掃センターの廃止時期

項目 当初計画 変更後

内鍋清掃センター 令和６年３月 令和６年８月

問合せ 市民生活課環境整備係 TEL72-1111(内線 325・327)

鹿児島県事業継続支援金について

県では、新型コロナウイルス感染症の影響等を受け、事業収入が大きく減少している県内事業

者の事業継続を図るため、事業全般に広く使える支援金を給付します。

対象者 対象期間(令和２年１月～５月)のうち、ひと月の事業収入が前年同月比で80％以上減少

している中小法人等(中小企業、医療法人、農業法人、ＮＰＯ法人等)及び個人事業者。

※県が休業要請を行った期間を核とする30日間(４月15日～５月14日)も対象月として選択可。

給付額 下記の上限額を超えない範囲で、昨年の１年間の売上額の減少分から国の持続化給付金

の給付額を差し引いた額

前年同月比90％以上減少＝上限額20万円、80％以上90％未満減少＝上限10万円

申請受付期間 ６月30日(火)まで(当日消印有効)

申請方法 申請書類(様式等は県ホームページからダウンロードまたは市役所正面玄関、枕崎商工

会議所にも配置)を県の申請窓口に簡易書留またはレターパックで送付してください。

問合せ 休業等協力金・事業継続支援金専用ダイヤル TEL099-286-2580(平日 午前９時～午後６時)

７月のセット健診(集団健診)の中止について(再掲)

市では、市民の皆さんの生活習慣病対策やがんの早期発見等を目的に、各種健(検)診を実施して

います。今年度も７月から集団健診を実施予定でしたが、新型コロナウイルス感染症対策のため、

７月１日から16日までのセット健診を中止します。

現在、９月以降に集団健診を計画しており、各種がん検診の受診票は７月下旬から配布する予定

です。また、広報紙、お知らせ版、ホームページ、防災無線放送等でもお知らせします。

中止するセット健診

Ａ日程 ７月１日～16日

・特定健診(枕崎市国民健康保険)

・長寿健診(後期高齢者医療制度)

・胃がん、腹部超音波、肺がん、大腸がん、前立腺がん、肝炎ウイルス、骨粗しょう症の各検診

※「特定健診」、「長寿健診」のうち、協力医療機関での個別健診を希望する方は、各協力医療機

関にお問い合わせください。

※「長寿健診」は、令和２年度以降セット健診に含めて実施する予定でしたが、今年度は個別健診

のみとします。

※新型コロナウイルスの感染拡大状況により、再度の変更も考えられますので、ご了承をお願いします。

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

インスタグラム展

～南薩のインスタグラマーより～

南薩の地域に密着したインスタグラマー11名と

共同で「南薩の人・食・景色・暮らし」をテーマ

に開催するインスタグラム(写真)展示です。

「南薩とりっぷインスタグラムフォトコンテ

スト」同時開催し、インスタグラム上で募集し

た作品の中から入賞48点を展示します。

会期 ７月３日(金)まで 月曜日休館

会場 南溟館第１展示場・市民ギャラリー

時間 午前９時～午後４時30分

観覧料 無料

関好明日本画作品展

南溟館名誉館長である関好明氏(日本画家)の

作品展です。

会期 ７月５日(日)～８月２日(日) 月曜日休館

会場 南溟館第１展示場・第２展示場

観覧料 無料

枕崎の埋蔵文化財展

松之尾遺跡から出土した遺物の展示と遺跡の

紹介です。

会期 ７月５日(日)～８月２日(日) 月曜日休館

会場 南溟館市民ギャラリー

観覧料 無料

ワークショップ勾玉づくり

日時 ８月２日(日) 午前９時～正午

定員 30名(小学４年生以上)

会場 南溟館パフォーマンス会場

参加料 200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

７月の行事(午前10時から)

１日(水)～３日(金) 作って飾ろう(七夕)

２日(木) 救急講座

６日(月) 骨盤体操(要予約)

７日(火) 読み聞かせ「プーたん」

８日(水) ママちゃれんじデー(要予約)

10日(金) ママのための有酸素運動(要予約)

14日(火) 園庭遊び後試食会(要予約)

15日(水) ベビーマッサージ(要予約)

22日(水) 誕生日会

27日(月)～29日(水) しゃぼん玉遊び

30日(木) 音楽遊び

※新型コロナウイルス感染症の影響により、活

動を変更、または中止することがありますの

で、予めご了承ください。

※14日の園庭遊び、27日～29日のしゃぼん玉遊

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、３密を避けるため少人数限

定になってい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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日(曜日) 行 事 名 場 所 ・ 時 間 問 合 せ

６日(月)
初妊婦講座

母子手帳交付
健康センター 9:00～11:40

健康センター

72-7176

14日(火)
◎食生活改善推進

員による料理教室
健康センター 9:00～12:30

健康センター

72-7176

16日(木) ◎男性料理教室 健康センター 10:00～12:30
健康センター

72-7176

17日(金)

子育てサロン 健康センター 9:45～11:30
健康センター

72-7176

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

72-2221

※ 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。

                                             

※「◎」は高齢者元気度アップ・

ポイント事業の対象事業です。まちのカレンダー７ 月

■謎かけの答え かいこ(蚕・懐古と解雇)

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


