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※図書館ボランティア募集中！
詳しくは図書館まで。

http://lib-minamikyushu.jp/

http://lib-minamikyushu.jp/

休　館　日
知覧図書館　☎0993-83-4939 ㊡月曜、
　　　　　　　　　　　　　 5/8㈬、5/15㈬
頴娃図書館　☎0993-27-3311 ㊡火曜、5/16㈭
川辺図書室　☎0993-58-3215 ㊡火曜、5/16㈭

5/1（水）～5/6（月）ゴールデンウイークは、
全館開館しています。

『ルルとララの
 おまじないクッキー』
著　者：あんびるやすこ
出版社：岩崎書店

　「しあわせ」をひきよせる「おまじ
ない」のようなクッキーってあるの？
そんなスイーツ作りにチャレンジし
た、ルルとララのお話と、レシピの本。

～私たちのお気に入りの本を紹介します～

『ちょっとだけ』
作╱瀧村有子　絵╱鈴木永子　出版社╱福音館書店
　下の子が生まれて、上の子に読んであげました。
主人公の女の子と自分を重ねて、嬉しそうにして
いました。大人も子どもも、優しい気持ちになれ
る素敵な絵本です。 下野　千恵　さん

お　知　ら　せ

　　　　こどもの読書週間企画

　　　　☆手づくりしおりを作ろう‼☆
　　　　～自分だけのオリジナルしおりを作りませんか？～

知覧

　　　　☆川辺親子読書会 会員募集☆
　　　　 期　間：2019年６月～2020年３月
　　　　日　時：毎月第１土曜日　午前10時半～12時
　　　　場　所：川辺図書室
　　　　対　象： 南九州市在住の乳幼児・小学校低学年と

保護者
　　　　内　容：読み聞かせ・工作など
　　　　年会費：子ども（乳児を除く） 1 人300円
　　　　※ ５月18日（土）までに川辺図書室にお申し込み

ください。

川辺

開園時間／ 9:00 ～ 17:00　所在地／指宿市山川岡児ヶ水 1611

Tel：0993-35-3333　  　　URL：http://www.fp-k.org/

高校生以上 620 円　幼児無料
70 歳以上無料（県内在住）
高校生以下土日祝無料（県内在住） フラワーパークかごしま 検索

スプリングフェスティバル

27（土）　　アフロ des MISHIMA
28（日）　　光神戦士エクスショー
29（月祝）　Rufty Softy（ライブ）
  3（金祝）　花戦姫ソラヒメショー
  4（土）　　R&R スティールオーケストラ
  5（日）　　騎士竜戦隊リュウソウジャーショー

観覧無料

4月

5月

見頃の花

ヒスイカズラ

5/4 ( 土 )　10:00 ～

花の苗木プレゼント
(先着 300 名小学生以上 )

春の花市場開催

期間中

【広報に関するお問い合わせ】企画課 広報統計係
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日曜・祝日水道修繕当番店

（５月）
川辺地域 知覧地域 頴娃地域

（有）鶴田水道設備 蓮子水道設備 川崎水道
（会社）56-4152 83-3735 38-1346
（自宅）56-1255
日曜・祝日にご家庭で緊急に水道の修繕を依頼したい場合は、
当番店を確認してご連絡ください。

市営住宅（空き家）入居者募集受付

市営住宅の入居者募集受付を、
　４月22日（月）～５月10日（金）に行います。
※詳しくは、市ホームページをご覧になるか、
　担当係へお問い合わせください。

　［担当］建築住宅課  市営住宅係
　　☎0993-83-2511（知覧庁舎）

会計課からのお知らせ

　市では、納期限内に納めている大多数の皆さんとの公
平性を確保するため、滞納処分を強化し、滞納の解消に取
り組んでいます。
◎納税に関する相談
　失業・病気などにより一度に納税することが困難な方や
収入がない方につきましては、随時、納税相談を受け付け
ています。

【お問い合わせ】
　収納対策課  収納対策係（頴娃庁舎２階）

30年度滞納処分状況・・・差し押さえを実施した件数

月
差し押さ 
えを実施 
した件数

内　　　　　　　　　訳
捜索

預貯金 給与 保険 不動産 その他

4～2月 358 322 17 9 ０ 10 2

滞納⇒『０』滞納⇒『０』ストップ

南九州警察署管内における交通事故発生状況
（平成 31 年３月末現在）

区分 ３月中 前年比 累計

発
生

県内 414 -368 1,135

管
内

知覧 1 -4 2
川辺 4 -3 9
頴娃 3 -2 6
合計 8 -9 17

死
者

県内 6 -4 12

管
内

知覧 0 0 0
川辺 0 0 0
頴娃 0 1 1
合計 0 1 1

傷
者

県内 488 -451 1,302

管
内

知覧 1 -5 3
川辺 4 -3 9
頴娃 3 -4 6
合計 8 -12 18

市税などの平成 31 年４月口座振替分
の再振替日が変更になります。

　市税などの口座振替を利用されている方の振替日は、
毎月 23 日および再振替日は翌月５日（土・日・祝日の
場合は翌日以降最初の平日）となっていますが、平成 31
年４月 23 日の振替日に振替ができなかった場合の再振
替日については、４月 27 日から５月６日まで連休とな
ることから、今回に限り、５月９日（木）となります。
　つきましては、事前に残高の確認をよろしくお願いし
ます。

［担当］知 会計課 会計係

2019 年工業統計調査を実施します
　製造業の実態を明らかにすることを目的に、2019 年６
月１日現在で工業統計調査を実施します。
　本調査では、製造業を営むすべての事業所を統計調査員
が訪問し、従業者数や業務の内容などについての確認調査
を行います。また、６月１日現在で従業者４人以上の製造
事業所には、調査票による回答をお願いします。調査票に
ついては、５月中旬から６月にかけて統計調査員がお届け
するか、国から直接郵送されますので、ご回答をよろしく
お願いします。
　なお、ご回答には、簡単で安心なイン
ターネット回答をぜひご利用ください。
　調査内容は、統計作成の目的以外に使
用することはなく、統計法に基づき秘密
は厳守されますので、ご協力をよろしく
お願いします。
　　　　　　　　　　　　［担当］知  企画課 広報統計係

事業主の皆さまへ
平成 31 年度（2019 年度）の労働保険

年度更新手続きについて

　６月３日（月）から７月 10 日（水）までは労働保険
の年度更新の申告および保険料納付の期間です。

● 鹿児島労働局より送付されます申告書および納付書に
より、期間内の申告・納付を行っていただきますよう
よろしくお願い申し上げます。

●  e-GOV【電子政府の総合窓口】から、電子申請によ
る申告も可能です。

【お問い合わせは】
　　　　　　鹿児島労働局 労働保険徴収室
　　　　　　☎ 099-223-8276


