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案内

催し・講座

1
2
3
4

11 西都市働く婦人の家「夏休み教室」開催のお知らせ
12 パソコン講座（エクセル・ワード講座）受講者募集
宮崎県地域防災士養成研修が開催されます
13 西都市青少年健全育成市民大会のご案内
第36回西都支部消防操法大会を開催します

ｃ ｏ ｎｔｅｎ ｔｓ

農家の皆様へ（農業用廃プラスチックの収集日について）
各種がん検診 無料クーポンが届いたら、ぜひご利用ください
5月下旬より特定健診及び後期高齢者健診がスタートしました
日ごろから災害に備えましょう
熱中症にご注意を
5 経済センサスー基礎調査・商業統計調査を実施します
6月23日～6月29日は男女共同参画週間です
介護支援専門員実務研修受講試験について
6 大腸がん集団検診を9月に実施します
7月は「社会を明るくする運動」月間です
7 ボランティア清掃活動を行う団体等にごみ袋を配布しています
防犯灯設置助成金制度のご案内
市長マニフェストロードマップ及び市役所各課マニフェストを公表しています
6月は男女雇用機会均等月間です

募集
14 放課後児童クラブ指導員の募集について
介護認定調査員と介護保険事業嘱託員を募集します
15 西都硬式野球クラブの加入募集について
国民年金事務嘱託職員の募集について
16 「第10回平助盆踊納涼祭」盆踊り大会参加団体募集のお知らせ

相談
16 高鍋年金事務所が出張年金相談を行います
17 司法書士による消費生活無料相談をご利用ください
西都市青少年育成センター便り（相談電話のお知らせ）
行政相談所のご案内
労働相談について

催し・講座
8 第1回介護予防キャラバンin西都「いつまでも生き生きはつらつ介護予防」
体よろこぶ運動教室のご案内
9 「家族介護者カフェ」に参加しませんか
ピヨピヨ学級（離乳食講座） いっしょに楽しく作ってみませんか
10 さいとげんき塾「やっちみろ会」を開催します
オリジナルリボンアクセサリー講座のお知らせ
■読み終わったら、日付と名前を書いてすぐに回しましょう。

その他
18 図書館だより７月号
19 西都警察署ニュース ～減らそう交通事故～
西都警察署ニュース ～カギかけ、声かけ、通報でみんな安心西都～

※お知らせは市ホームページでも閲覧できます。

URL･･･http://www.city.saito.miyazaki.jp
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１

案内

農家の皆様へ（農業用廃プラスチックの収集日について）
【収集日】
平成26年７月から９月までの農業用廃プラスチック収集日は、
下の表のとおりです。
平成26年10月以降の収集については、９月頃にお知らせします。
童子丸集積所

三財集積所

ビニール

ポリ

ビニール

ポリ

７月

７日

×

１４日
１４日

２８日
２８日

８月

４日

１８日
１８日

１１日
１１日

２５日
２５日

９月

１日

２２日
２２日

８日

２９日
２９日

【持込時間】
午前９
午前９時から 午後４
午後４時まで
ただし、１２時から１時までは休憩のため受入を中断します。
【処理費用】
７月、８月、９月は『排出促進期間』
排出促進期間』のため、
のため、処理費用が
処理費用が安く
なります。
なります。（直接持ち込んだ場合も対象となります。）
種

類

排出促進期間

ビニール
ポ

リ

通

常

備

考

２円/kg

３円/kg

１円/kg 安

１２円
１２円/kg

１５円/kg

３円/kg 安

１０月
１０月からは通常
からは通常の
通常の処理費用になります
処理費用になります。
になります。
排出の前後にトラックスケールで計量した後に『
『現金』
現金』または
『農業用使用済プラスチック
農業用使用済プラスチック排出者
プラスチック排出者カード
排出者カード（
カード（デポジット）』
デポジット）』で、
）』
処理料をお支払いください。

【注意事項】
★農業用廃プラを排出する際には「農業用使用済プラスチック排出
者カード」を必ず持参していただき、提示をお願いします。
「農業用使用済プラスチック排出者カード」がお手元に無い場合
は、新規登録または、再発行申請の手続きをしてください。
★ビニールとポリの持込日は、左の表のとおり別々に設定していま
すので、以下のとおり分別して持ち込んでください。
ビニール

ポ

リ

ポリフィルム、シルバーポリ、暖房用ダクト、
塩化ビニール サイレージラップ、ＰＯ系フィルム、肥料袋、
谷シート、プチプチ、柔らかい育苗ポット
上記に分別できないものは、特別収集日（今年度は９月頃およ
び３月頃に実施予定）を設けて収集しますので、絶対
絶対に
絶対に持ち込ま
ずに各自
ずに各自で
各自で保管してください
保管してください。
してください。
★ビニールは長さ１ｍ・幅50cm・重さ20kg程度、ポリは10kg程度に、
耳ひもやダンバンドを使用して結束してください。
また、サイドの耳ひもは抜いておき、作物屑や針金などの異物が
無いように注意してください。
★今回の案内日以外に持ち込みを希望される場合または、お急ぎの
場合は、以下の業者へ直接持ち込んでください。
事業者名 … 宮崎県産業廃棄物再生事業協同組合
所 在 地 … 宮崎市大字島之内2932番地
番地
宮崎市大字島之内
電話番号 … ０９８５－
０９８５－３９－
３９－２２６１
ビニール … 月曜～
午前９
月曜～金曜(祝祭日
金曜 祝祭日を
祝祭日を除く)午前
午前９時～午後４
午後４時
ポ
リ … 月曜～
午前９
月曜～金曜(祝祭日
金曜 祝祭日を
祝祭日を除く)午前
午前９時～午後４
午後４時
お盆の時期は変更される可能性があるため、事前に確認した後に
持ち込んでください。

（文書取扱：西都市農業用廃プラスチック適正処理対策推進協議会［事務局：西都市農政課園芸特産係 直通電話４３－０３８２］）

子宮頸がん・乳がん・大腸がん検診
無料クーポン券が届いたら、ぜひご利用ください
国の施策として、「がん検診推進事業」が全国的に実施されます。
西都市においても、下記の対象者に子宮頸がん検診、乳がん検診、大
腸がん検診が無料となるクーポン券と、検診手帳を郵送しました。
【対象者】平成26年4月20日現在で西都市に住所を有する方で、前年度
に次の条件を満たした方になります。
（１）子宮頸がん検診は20歳になった女性
（２）乳がん検診は40歳になった女性
（３）大腸がん検診は40歳・45歳・50歳・55歳・60歳になった方
(1)子宮頸がん検診
年齢：20歳
生年月日：平成5年（1993）年4月2日～平成6年（1994）年4月1日
（2）乳がん検診
年齢：40歳
生年月日：昭和48（1973）年4月2日～昭和49（1974）年4月1日
（3）大腸がん検診
年 齢
生
年
月
日
40歳
昭和48年(1973)年4月2日～昭和49年(1974)年4月１日
45歳
昭和43年(1968)年4月2日～昭和44年(1969)年4月１日
50歳
昭和38年(1963)年4月2日～昭和39年(1964)年4月１日
55歳
昭和33年(1958)年4月2日～昭和34年(1959)年4月１日
60歳
昭和28年(1953)年4月2日～昭和29年(1954)年4月１日

Information

【 検診内容 】
●子宮頸がん検診 ・・・ 問診・視診・細胞診
●乳がん検診
・・・ 問診・視触診・マンモグラフィー検査
※超音波検査は対象になりません。超音波検査を追加する場合は、検診料
（900円）がかかります（市民税非課税世帯・生活保護世帯の方は無料）。
●大腸がん検診
・・・ 問診・便潜血検査（２日法）
【実施機関】 指定医療機関・集団検診
●子宮頸がん
子宮頸がん検診
がん検診
谷山産婦人科医院
河野産科婦人科医院
坂田病院
細川レディスクリニック
古賀総合病院
はまだレディスクリニック
安田医院
ひろしま通りウィミンズクリニック
※集団検診：7月10日（木）、7月22日（火）、11月13日（木）、1月18日（日）
●乳がん検診
がん検診
大塚病院
鶴田病院
※集団検診：11月5日（水）、11月15日（土）、11月16日（日）、
11月17日（月）、1月29日（木）、1月31日（土）
●大腸がん
大腸がん検診
がん検診
鶴田病院
鶴田クリニック
水田内科医院
大塚病院
児玉内科クリニック
図師医院
宇和田胃腸内科
すぎお医院
富田医院
黒木胃腸科医院
東米良診療所
三財病院
※集団検診：9月実施予定
無料クーポン券有効期間】
平成26年6月１日(日）～平成27年2月28日（土）
【注意事項】
★ 人間ドックや職場検診でのがん検診は対象外になります。
★ 詳細は、クーポン券裏面に記載していますので、ご覧ください。
（文書取扱：健康管理課 健康推進係 43－1146）

２

案内

Information
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案内

40歳～74歳の西都市国民健康保険及び後期高齢者医療保険加入の皆様
5月下旬より特定健診及び後期高齢者健診がスタートしました。
大切な血管を守るために、健診を利用しましょう。
対象の方には5月下旬に、受診券を発送いたしました。体がどうもないから受けなくていいだろうとお考えの方、忙しいから後回しにしている方。
「もっと早く受診していたら…」と悔やむことにならないためにも、自分の体は自分で守るつもりでぜひ受診券を利用して、健診を受けましょう。
①受診券の注意事項な
どの確認を行う。

②健診は申し込みが必要
個別健診→各病（医）院へ
集団健診→市健康管理課へ

(43-0378

③健診当日は受診券等を忘れ
ずに持っていく。前日夜９時
以降の食事は控える。

④健診後は生活習慣の
アドバイスを受ける。

●健診項目：身体計測、血圧測定、血液検査（脂質、肝機能、血糖、腎機能等）、尿検査 ※心電図検査・貧血検査は国保のみ実施します。
●料金：国保特定健診及び後期高齢者健診のどちらも無料です
≪集団健診≫※
集団健診≫※西都市健康管理課
≫※西都市健康管理課(43
西都市健康管理課(43(43-0378)にお
0378)にお申
にお申し込みください。
みください。
≪個別健診実施予定機関≫
※各医療機関に
個別健診実施予定機関≫
各医療機関に直接ご
直接ご予約ください
予約ください。
ください。
健診日
場
所
受付時間
申込締切日
備
考
鶴田病院
42－3711
富田医院
43－0178
6 月 2 7 日 ( 金 ) 保健センター
受付中
肝炎・胃がん検
8:00～9:30
診セット
大塚病院
43－0016
水田内科医院
43－1115
8 月 2 日 ( 土 ) 保健センター
6月27日（金）
西都市コミュニ
肝炎検診
三財病院
44－5221
佐藤クリニック
43－5309
8月20日(水)
8:30～9:30 7月16日（水）
ティセンター
セット
西都児湯医療センター
児玉内科クリニック
42－1113
43－1777
10月10日(金)
三納地区館
9月5日(金)
上山医院
43－1129
宇和田胃腸内科
42－0111
10月19日(日) 保健センター
9月12日(金)
上野医院
44－5100
すぎお医院
41－1177
10月21日(火) 都於郡地区館
9月16日(火)
肝炎・胃がん
黒木胃腸科医院
43－1304
東米良診療所
46－2335
8:00～9:30
検診セット
10月23日(木)
三財地区館
9月18日(木)
【健診日程】平成 26 年 5 月下旬～平成 27 年 2 月 28 日
10月27日(月) 市役所穂北支所
9月22日(月)
【注意事項】
1 月 2 7 日 ( 火 ) 保健センター
12月19日(金)
40～74歳の国保の方…健診は､個別健診、集団健診､西都市国保が
受診券番号､氏名､住所、生年月日､日中連絡のとれる電話番号をお知らせください｡
実施する簡易人間ドック（平成26年4月2日から平成27年4月1日に
30、35、40、45、50、55、60、65歳のお誕生日を迎える方）の中
で､年1回限りしか受診できません。
（文書取扱：健康管理課 国保係 ４３－０３７８）

日ごろから災害に備えましょう

熱中症にご
熱中症にご注意
にご注意を
注意

常日頃より災害に備えての取り組みをお願いします。
三回目は、家族の備えについて説明します。まず、避難場所・避難ル－
トを確認しましょう。次に、災害後の連絡手段について話し合いましょう。
西都市が発行している防災マップ等を利用し、災害時の危険箇所や避難
場所 (避難所) を確認しましょう。なお、地形や地質の関係で、地震や火
災、風水害など、災害の種類によって避難場所が違う地域もあります。慎
重に確認してください。
防災マップと避難場所が確認できたら、家族で自宅から避難場所までの
安全なルートについて話し合いましょう。ただし、地震のときにはブロッ
ク塀やくずれやすい崖など、余震でくずれる危険のある場所、風水害のと
きには側溝にフタやガードレールがなく、増水時にどこまでが道路かわか
らなくなる場所のあるようなルートはなるべく避けましょう。
次に、災害後の連絡手段について話し合いましょう。
災害後、すぐに帰宅できるとはかぎりません。安否確認サービスの種類
が増えました。どのサービスを利用するか、家族で決めておきましょう。
①災害用伝言ダイヤル(171) 固定電話・携帯電話から被災地の方が自
宅の電話番号で安否情報(伝言)を音声で録音(登録)し、全国からそ
の音声を再生(確認)することができます。
伝言の登録 171＋1＋電話番号(市外局番から)
伝言の確認 171＋2＋電話番号(市外局番から)
②災害用伝言板(web171) パソコンやスマートフォン等から固定電話
番号や携帯電話・PHS 番号を入力して安否情報(伝言)の登録、確認を
行うことができます。
利用方法 https://www.web171.jp/へアクセス、連絡をとりたい方
の固定電話番号や携帯電話番号を入力、伝言を登録・確認。
※その他 災害用音声お届けサービス 、災害用伝言板等の連絡手段
があります。
（文書取扱・お問い合わせ先：危機管理課

４３－０３８０）

Information

〇熱中症とは
室温や気温が高い中で、体内の水分や塩分などのバランスが崩れ、体温の
調節機能が働かなくなり、体温上昇、めまい、体のだるさ、ひどい時には、
けいれんや意識の障害など、様々な障害をおこす症状です。
５月１９日～６月１日（速報値）において、全国で１９８９名が宮崎県で
は１６名が熱中症により救急搬送されています。
〇熱中症の予防法
１）水分・塩分補給
➢ こまめな水分・塩分の補給
２）熱中症になりにくい室内環境
➢ 扇風機やエアコンを使った温度調整
➢ 室温が上がりにくい環境の確保（こまめな換気・遮光カーテンなど）
３）体調に合わせた対策
➢ こまめな体温測定
➢ 通気性の良い、吸湿・速乾の衣服着用
➢ 保冷剤、氷、冷たいタオルなどによる体の冷却
〇熱中症の応急手当
１）涼しい場所へ移動し、衣服を緩め、安静に寝かせる
２）エアコンをつける、扇風機・うちわなどで風をあて、体を冷やす
➢ 脇の下、太もものつけねなどを冷やす
➢ 飲めるようであれば、水分を少しずつ取らせる。
〇注意して頂きたいこと・お願いしたいこと
１）暑さの感じ方は人によって異なります。
２）高齢者及び子どもは特に注意が必要となります。
３）節電を意識するあまり、熱中症予防を忘れないようご注意ください。
〇熱中症情報に関するホームページ
・消防庁
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/fieldList9_2.html
・環境省
http://www.env.go.jp/chemi/heat_stroke/
・日本気象協会 http://www.tenki.jp/heatstroke/
【問い合わせ】消防本部 ４３－３００３（文書取扱：消防本部警防課）
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経済センサス-基礎調査・商業統計調査を
実施します
全国すべての事業所・企業を対象とし、７月１日現在の従業者数や経済
の状態等を調べる統計調査「平成２６年経済センサス-基礎調査・商業統計
調査」を実施します。
調査の結果は、地域開発計画や都市計画などの基礎資料や、国や都道府
県・市町村における商業の育成等に係る諸施策の企画・立案の基礎資料に
なります。
事業所・企業には、知事が任命した調査員が調査票を持ってお伺いしま
すので、調査へのご協力をお願いします。６
６月２３日頃
２３日頃から
日頃から配布
から配布を
配布を開始し
開始し
ます。
ます。
なお、調査員は顔写真付の調査員証を携帯しております。
過去の調査結果（政府統計の総合窓口）
http://www.e-stat.go.jp/
統計局ホームページ
http://www.stat.go.jp/
経済センサス-基礎調査・商業統計調査キャンペーンサイト
http://e-census-syougyo.stat.go.jp/
（文書取扱：総合政策課

情報政策係

５

案内

６月23日～６月29日は男女共同参画週間です
◎「男女共同参画社会」という言葉をご存じですか
「男性だから」「女性だから」という理由で役割を決めて男女のどちら
か一方に任せきりにするのではなく、みんなでしっかりと話し合い、い
っしょにものごとに取り組むことをいいます。
このような、「男女共同参画社会」の実現のためには、私たち一人ひ
とりが、性別で役割を決める意識を見直して、男女がともに責任をわか
ちあいながら支え合うことの大切さや、性別にかかわりなく、個性や能
力をいかした多様な生き方を認め合うことの大切さを理解するなど、男
女共同参画に関する認識を深めていくことがとても重要です。
◎

展示のご案内について
男女共同参画週間中は、図書館にて男女共同参画に関するパンフレッ
ト等の展示を行います。
また、男女共同参画に関する図書も置いておりますので、ぜひご覧くだ
さい。
○ 展示期間：６月２１日（土）～２９日（日）※月曜は休館日
○ 場
所：西都市立図書館
○ 時
間：(平日／土曜) ９：００～１９：００
(日曜／祝日) ９：００～１７：００

３２－１０１１）

（文書取扱：市民協働推進課）

介護支援専門員実務研修受講試験について
標記の試験が１０月２６日（日）に実施されます。
そこで、６月２４日から７月２４日まで、『受験の手引』を市役所健康管理課介護保険係・西都市社会福祉協議会・高鍋保健所等で配布いた
します。また、受験申込受付期間は手引配布期間と同じです。
なお、宮崎県社会福祉協議会では、講習会及び模擬試験を開催します。詳細につきましては宮崎県社会福祉協議会ホームページをご覧くださ
い。
（文書取扱：健康管理課 介護保険係 ４３－３０２４）

大腸がん集団検診を9月に実施します
日本人の死因の第1位はがんによるものです。中でも大腸がんは年々
増加しています。しかし、大腸がんは、早期に発見し治療すれば治る
可能性が高いがんです。
西都市では、より多くの方に大腸がん検診を受けていただきたいと
考え、対象者（40歳以上）の世帯ごとに大腸がん検診（便潜血反応検
査）セットを郵送します（8月下旬予定）。ぜひ、この機会に大腸がん
検診を受診されますようご案内します。

７月は「社会を明るくする運動」月間です
－主唱

西都地区保護司会は、７月を「社会を明るくする運動」～犯罪や非行を
防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～強調月間として、
① 犯罪や非行を犯した人たちの立ち直りを支えよう。
② 犯罪や非行に陥らないよう地域社会で支えよう。
を目標に地域の皆様に理解が得られるように活動します。

●対象者：西都市の住民で、40歳以上の方（年度年齢）
（今年6月以降に西都市の大腸がん検診を受診されていない方）
●検査方法：便潜血反応検査（2日法）
●料 金：600円
※西都市国民健康保険の方は300円。
※満70歳以上の方、65歳以上の方で後期高齢者医療の障害認定を受け
ている方、市民税非課税世帯の方、生活保護の方、大腸がん検診無
料クーポン券が届いた方は無料になります。
（大腸がん検診無料クー
ポン券対象者には、5月末頃に個別通知をしています。）

◎法務大臣メッセージ伝達式
日 時：７月１日（火） 午前１０時３０分
場 所：あいそめ広場
＊あさひ幼稚園児５０人によるマーチング演奏
＊メッセージの伝達
＊広報活動出発式（マーチング演奏で出発）
◎西都市内広報活動
＊のぼり旗の掲揚
＊ポスターによるＰＲ
＊パンフレットを今回の回覧板といっしょに回しますので
ご覧ください。
＊パオのアーケードには小学生が書いた「社会を明るくす
る運動」への願いなどを七夕で飾る予定です。

※詳しい内容については、8月下旬に郵送する大腸がん検診セットをご
確認ください。
※郵送される検診セットは集団検診専用です。医療機関での検診では
使用できません。
職場や病院で大腸がん検診を受ける、大腸の病気で治療を受けてい
る等の理由で、大腸がん集団検診セットが必要ない方は、7月4日まで
に健康管理課（℡４３－１１４６）へご連絡ください。
お問い合わせ先：健康管理課

健康推進係

「社会を明るくする運動」とは
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正に
ついて理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪のな
い明るい社会を築こうとする全国的な運動です。

４３－１１４６

（文書取扱：福祉事務所）

（文書取扱：健康管理課）
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ボランティア清掃活動を行う団体等に
ごみ袋を配布しています

市長マニフェストロードマップ及び市役所
各課マニフェストを公表しています

西都市では、地域の環境美化を推進するため、ボランティアによる清掃
活動を行う団体等にごみ袋を無料で配布しております。大いにご活用くだ
さい。
【申請方法】
申請方法】
市役所生活環境課にて随時受付けております。申請書に団体等の名称や
代表者、活動場所、日時、参加人数、必要なごみ袋の枚数等をご記入いた
だき、袋等をお渡しします。
【対 象 】
対象となる清掃活動は、道路や広場など市民が自由に利用できる公共の
場の清掃活動のみとさせていただきます。なお、刈った草等は対象になり
ませんのでご注意ください。
【分別方法と
分別方法と回収方法】
回収方法】
申請時に回収希望場所や希望日時についてお知らせください。分別方法
と合わせて打ち合わせをします。
【その他
その他】
必要な方には火バサミも貸出しております。その他ご不明な点等ござい
ましたら下記までお問い合わせください。
（文書取扱：生活環境課 ４３－３４８５）

市では、平成２８年度までの具体的な取組内容を示した「市長マ
ニフェストロードマップ」及び今年度の市役所各課の目標である「各
課マニフェスト」を公表しています。市のホームページへアクセスし
ていただくか、以下の窓口でご覧ください。
■閲覧先 http://www.city.saito.miyazaki.jp/
■窓 口 市役所情報コーナー、総合政策課、各支所（穂北、三納、都
於郡、三財、東米良）
（文書取扱：総合政策課 ３２－１０１１ 直通電話）

防犯灯設置助成金制度のご案内
西都地区地域安全協会では、防犯灯を設置する場合に、設置費の一部を
助成しております。防犯灯の設置または交換（故障又は老朽化している場
合）を検討されている地域の方々は、この制度をご利用ください。
申請の手続きは、申請者を地区区長又は公民館長等とし、防犯灯設置申
請書を生活環境課に提出していただきます。詳しくは生活環境課にお問い
合わせください。
なお、防犯灯設置後の電気料や修繕費用等の維持管理費及び、既存の防
犯灯を別の場所に移設する費用は地元負担になります。
（文書取扱：生活環境課市民生活係 ４３－３４８５）

６月は男女雇用機会均等月間です
厚生労働省では、昭和６１年から男女雇用機会均等法が公布された６月
を「男女雇用機会均等月間」と定め、職場における男女均等取扱いについ
て労使をはじめ社会一般の認識と理解を深めているところです。
今年は、
「踏みだそう ポジティブ・アクション！ ～男女ともに力を発
揮する企業が未来を担う～」をテーマにしています。
これを機に、あなたの会社もポジティブ・アクション（男女労働者間の
事実上の格差解消に向けた取り組み）を始めましょう。学生も、投資家も
消費者も、企業の女性の活躍状況に注目する時代に入っています。まずは、
ポジティブ・アクション情報ポータルサイトへアクセスをお願いします。
全国のさまざまな企業が取り組んでいる事例を紹介しています。
【アクセス先】 http://www.positiveaction.jp/
また、宮崎労働局雇用均等室をご存知ですか。性別を理由とする差別や、
妊娠・出産等を理由に、女性労働者を解雇すること、契約更新をしないこ
と、退職を強要することなどは男女雇用機会均等法等で禁止されています。
今働いている方も、就活中の学生の方も、困ったことがあったら雇用均等
室へご相談ください。匿名でも大丈夫で無料です。
【問合わせ先】 〒８８０－０８０５ 宮崎市橘通東３丁目１番２２号
宮崎合同庁舎２階 宮崎労働局雇用均等室 ０９８５－３８－８８２７
（文書取扱：商工観光課）

第1回介護予防キャラバン in 西都
「いつまでも生き生きはつらつ介護予防」
2025年には、全国では約3割が、西都市では4割近くの方が高齢者となり、
要介護者も増加することが予測され、西都市でも介護に関わる問題は身近
なこととなっていくのが懸念されます。そこで日本理学療法士協会では、7
月13日（日）に、全国一斉に介護予防キャンペーンを開催することになり、
宮崎県理学療法士会は、西都市での実施を決定いたしました。皆様がいつ
までも生き生きとした人生が送れますように、当日は「介護予防について
のお話」「腰痛や介護予防体操の実演」「専門の理学療法士の個別相談」
「体力測定」など多彩な催しを計画していますので、皆様お誘いあわせの
うえご来場ください。
〔対象〕 西都市と近隣町村の方及び、介護に関わる方々全て
〔日時〕 平成26年7月13日（日） 受付 9時30分～14時30分
〔場所〕 西都市民会館
〔内容〕
●10時～11時
講演会
演題「あなたの腰は大丈夫ですか？～介護から腰を守るために～」
講師 宮崎県理学療法士会
常盤 直孝先生（認定理学療法士）
●11時20分～12時
実演「生き生きはつらつ体操」
●12時～15時 理学療法士による個別相談、実技指導、体力測定
〔費用〕 無料
〔その他〕申し込みは不要です。直接会場においでください。
当日は先着200名様に記念タオルやピーマンの袋詰めを用
意しています。
〔問い合わせ〕宮崎県理学療法士会
0985-34-9120 担当：小川

体よろこぶ運動教室のご案内
～運動をもっと気楽に習慣にするコツを伝授します～
平成２６年度は、「体よろこぶ運動教室」を月に１回(６月～３月)開催
します。運動は、脂肪を燃焼し生活習慣病を予防するだけでなく、筋力を
アップさせ寝たきりを予防します。初心者でも楽しく参加できるように｢健
康運動指導士｣が指導いたします。是非この機会に参加してみませんか。
～参加者の声～
・無理なく家庭でできる運動だったので大変良かったです。体も心もすっ
かりほぐれました。（60代女性）
・とても分かりやすく指導してもらえよかったです。腰痛・肩こりがあっ
ても体操ができるポイントがよく分かりました。（50代女性）
●日程・内容
日にち
内容
７月１７日（木）
省エネ体から脱出（メタボ予防）
８月２１日（木）
肩こり・腰痛予防体操
● 時間：９時３０分～１１時３０分
● 指導者：健康運動指導士 日吉眞理子氏
● 場所：コミュニティセンター
● 対象：西都市在住の40歳から74歳までの方
医師から運動制限の指示を受けていない方
● 定員：３０名
● 費用：無料

※１回ごとに、
ごとに、お申し込みが必要
みが必要です
必要です。
です。
健康管理課(４３
４３－
お
４３－１１４６)にお電話でお申し込みください(ただし、
１１４６
申し込みが定員を超えた場合は、初めての方を優先させていただきます)。
（文書取扱：健康管理課

（文書取扱：健康管理課 介護保険係）
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申込期限
７月５日
８月７日
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催し・講座

「家族介護者カフェ」に参加しませんか

ピヨピヨ学級（離乳食講座）
いっしょに楽しく作ってみませんか？

日々の介護に疲れてしまい体調がおもわしくない、少しの事で気持ちが安
定しないなどの症状になっていませんか？介護者同士が出会い、日頃の介護
をねぎらいながら悩みや辛さを分かち合うことで、少しでも元気になってい
ただけるよう「家族介護者カフェ」を企画しました。お茶を飲みながら日頃
の思いを話して下さい。皆様の参加を心よりお待ちしております。
【開催日】 毎月第４木曜日 （13時30分～15時30分）
6月26日・7月24日・8月28日・10月23日・11月27日・12月25日
Ｈ27年2月26日・3月26日 ※9･1月は中止

赤ちゃんとの生活に慣れてきた頃、そろそろ離乳食が始まります。
「うまく作れるかな？」「ちょっと面倒かな？」そんなママのために、簡
単に作れるコツをお伝えします。「家族のごはんを赤ちゃんに合わせてひと
工夫」のとりわけメニューを、いっしょに楽しく作ってみませんか。
離乳食の進め方がわからない、どのくらいの量をあげていいかわからない
、などのお悩みをお持ちの保護者の方、ぜひご参加ください。
★

日 時

：

【対象者】 市内在住で、高齢者を介護している方

★

場 所

：

【参加費】 無料

★

対 象

：

【内 容】 お茶を飲みながら介護者同士の交流会を開催

★

内 容

【開催場所】 生きがい交流広場（平助通り）

【その他】 地域包括支援センター（41－0511）へ電話で申し込みください。
（担当：中川・関原）

生後3か月～1歳3か月児及び保護者
（定員１０組程度）
： 栄養士による離乳食のはなし
離乳食調理実習・離乳食の試食
保健・栄養の個別相談

★持参する物 ：
（文書取扱：健康管理課介護保険係）

7月3日（木）
午前１０：００～１２：００
（受付9時45分～）
西都市児童館

母子手帳
お子さんの飲み物

参加希望の方は6月30日（月）までに健康管理課までお電話ください。
43－1146（直通）
必ず、申し込みが必要です。
（文書取扱：健康管理課

健康推進係）

ポコ・ア・ポコ主催
オリジナルリボンアクセサリー講座のお知らせ

さいとげんき塾「やっちみろ会」を開催します
けんこう

～7月のテーマ：
のテーマ：口から始
から始める健
める健口生活～
生活～
口は「食べる、話す、表情を豊かにする」など、元気で楽しい生活
を送るために非常に大切な機能を持っています。「固いものが食べにく
くなった」「むせやすくなった」「口が渇く」といった事に心当たりがあ
る人は要注意。これらは、口腔機能低下の危険信号です。今後も元気で楽
けんこう

しい生活を続けるために、お口の健口について、お口の手入れの方法やお
口の体操等みんなで一緒に学んでみませんか？
〔対象〕

西都市在住の65歳以上の方（30名程度）

〔日時〕

7月24日（木）13時30分～15時30分

※今年２月の講座を受講された方で今回受講される方には、手作りスト
ラップキットを１個プレゼント致します。

〔場所〕 西都市コミュニティセンター３階

●開催日
●時 間
●場 所

〔内容〕 ● 歯科医師による「お口の健康」のお話
● 歯科衛生士による「お口やお顔の体操」
「唾液腺マッサージ」「口腔ケアの実践指導」
〔費用〕

ポコ・ア・ポコ（西都市勤労青少年ホーム）では、
「オリジナルリボンア
クセサリー講座」の参加者を募集します。
１本のリボンが可愛いアクセサリーに変身します。
１回目はお花やリボンの形の可愛い「クリップピン」
２回目はお花を付けた「かんざし」
３回目はコロンとした形が可愛い「バラのコサージュ」
４回目は花びらをいっぱい付けた「ダリア風コサージュ」です。
他ではやっていない手芸ですので、ぜひこの機会に参加してみませんか。

無料

〔持参品〕筆記用具、飲み物

●費

用

●定
●申

員
込

〔申込み方法〕７月17日（木）までに 健康管理課（43－3024）
に電話で申し込みください
※ただし定員になり次第締め切らせていただきます。

７月２２日（火）
以降は毎月第３火曜 全４回
午後１時３０分～午後３時３０分
ポコ・ア・ポコ（西都市勤労青少年ホーム）
※市立図書館と市公民館の間にある体育館です。
ホーム登録料２００円（平成２６年度未加入の方）
材料費として１回につき１，０００円
１０名 (応募多数の場合は事務局による抽選となります)
電話・FAX：３２－６３０１、またはポコ・ア・ポコ窓口に直
接お申込ください。
受付時間：月曜～土曜の午後１時～午後９時まで
申込期限：７月１４日（月）午後９時まで

※裁縫道具（
裁縫道具（針・糸・ハサミ
・ハサミ等
サミ等）を準備してください
準備してください。
してください。

（文書取扱：健康管理課介護保険係）

Information

（文書取扱：商工観光課）
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西都市働く婦人の家「夏休み教室」開催のお知らせ
西都市働く婦人の家では、夏休み期間に市内在住の小中学年を対象に、下記の内容で「夏休み教室」を開催いたします。
お父さん、お母さんと。お友達とみんなで。一緒に楽しく学びましょう！
教室名
書

開催日

道

7月29日

曜日と時間帯

回数

火曜

13:30～16:00

1

水 彩 画

7月31日

木曜

13:30～16:00

1

そろばん

8月4日

月曜

10:00～12:00

1

手作りアクセサ 8月9日
リーを作ろう！

土曜

10:00～12:00

1

土曜

13:30～16:00

1

かんたん！
パンづくり
◎申 込 先

◎受付期間
◎受付時間
◎受 講 料
◎問 合 先

8月9日

定員

各10

内

容

「書道教室」では基本をわかりやすく丁寧に。
「水彩画教室」では簡単な構図や色の配色を教えます。学校の課題もここで練習
しちゃいましょう！
「そろばん教室」ではそろばんの使い方や楽しさを学びます。
「手作りアクセサリーを作ろう！」では、プラバン等を使った自分だけのオリジ
ナルキーホルダーなどを作ったりします。
「かんたん！パンづくり」ではいろいろな形の、美味しくかわいいパンの焼き方
を学びます。
尚、希望に応じて継続できる教室がありますのでお問い合わせください。
※材料費が必要な教室
○手作りアクセサリーを作ろう！ 300円
○かんたん！パンづくり 300円

働く婦人の家の窓口で直接お申込み下さい。
または往復はがきに必要事項をご記入の上、「〒881-0012 西都市小野崎1丁目66番地 西都市働く婦人の家」までご応募ください。
※往信の裏面に①希望教室 ②氏名（ﾌﾘｶﾞﾅ） ③住所 ④電話番号 をご記入下さい。
※返信はがき側の裏面には何も記入しないで下さい。
６月 16 日（月曜）～７月 26 日（土曜）消印有効
月曜～金曜：午前 9 時 30 分～午後 8 時まで。 土曜：午前 9 時 30 分～午後 4 時まで。（日曜・祝日は休館日）
無料。但し、材料費が表記された教室は材料費が必要となります。
西都市働く婦人の家 ３２－６３００
※申込者が定員に達しない教室は開催できない場合があります。また、定員を超えた場合、事務局による抽選とさせていただきます。
（文書取扱：商工観光課）

ＩＴソリューションセミナー

宮崎県地域防災士養成研修が開催されます

パソコン講座（エクセル･ワード講座
エクセル･ワード講座）
講座）
受講者募集
☆受講料・テキスト代

無料

企業が求めるパソコン操作技能を２日間の短期集中講座で修得しません
か。パソコンの基本操作が可能な方を対象に、パソコン（ＯＳ）の基本か
ら、エクセルの基礎・応用や実際のプレゼンテーション技法までマスター
します。
【期
間】７月１５日(火曜)～７月１６日(水曜)
【時
間】９：３０～１６：３０（昼食時間１２：３０～１３：３０）
【会
場】西都市公民館２階 視聴覚室
【講
師】株式会社宮崎県ソフトウェアセンター
【受講資格】西都市内在住で求職中の方及び転職希望の方。
【定
員】１５名程度
【申込方法】所定の申込書に必要事項をご記入後、下記の事務局まで郵送
ＦＡＸ又はご持参ください。申込書については、事務局また
は市役所の各支所で配布しております。
【申込期間】６月１６日（月曜）～７月１１日（金曜）
※ご持参の場合は、月曜日から金曜日までの午前９時～午後
５時まで（祝日を除く）
＜お申し込み・お問い合わせ先＞
西都市地域雇用創造協議会事務局（担当：山﨑）
（西都市聖陵町２－１ 西都市観光協会２階）
電話： 43―4586（直通）ＦＡＸ： 41―1559（観光協会経由）
Ｅメール：yamasaki@saitokoyo.jp Ｗeb：http://www.saitokoyo.jp/

宮崎県では、自主防災組織活性化事業の一環として地域防災士養成研修
（基礎コース）を毎年実施しています。防災に関心のある方ならどなたで
も参加できますので、自主防災組織のリーダーや防災士の資格取得を目指
す方はぜひご参加ください。なお、防災士資格取得の詳細に関しては、研
修の際に別途説明があります。開催案内・申込書は危機管理課で配布して
いますのでお気軽にお問い合わせください。
【名 称】平成２６年度宮崎県地域防災士養成研修（基礎コース）
【開催日及び会場】 下記日程のとおり
【対象者】防災士に関心のある方ならどなたでも参加できます。
【受講料】無料（昼食・交通費等は自己負担となります。）
【申込み】西都市役所危機管理課
電話：４３－０３８０ ＦＡＸ：４３－３６５４
研修会場
※今年度は、西都市で開催されないため、西都市近辺で開催される主な会
場をお知らせします。
○基礎コース
会場
日程
研修場所
申込期限
川南町
７月２０日（日） 川南町農村環境改善
７月１０日（木）
センター
宮崎市
８月 ９日（土） 宮崎市民プラザ
７月３０日（水）
国富町
８月１０日（日） 国富町役場本館２階
７月３１日（木）
西米良村基幹集落
西米良村 ８月２４日（日）
８月１４日（木）
センター
※研修の詳細については、宮崎県ホームページ（http://www.pref.miyazaki.l
g.jp/contents/org/somu/kiki/info/page00156.html）でご確認ください。

（文書取扱：危機管理課）

（文書取扱：商工観光課）
Information
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西都市青少年健全育成市民大会のご案内
～ 聴こう、青少年の声を ～
～ 学ぼう、先輩の子育ての智恵を ～
地元の青少年の意見発表や講演をとおして、夢や希望を
もった青少年の健全育成のあり方について考えてみませんか。
多くの市民の皆様の参加をお待ちしております。
【主 催】 西都市・西都市教育委員会
【日 時】 平成２６年７月５日（土）
【会 場】 西都市民会館
【日程・内容】
９：００～ ９：３０
受 付
９：３０～ ９：５０
開会行事
９：５０～１０：４０
青少年の意見発表
○ 小学生２名（三納小・都於郡小）
○ 中学生２名（都於郡中・三納中）
○ 高校生２名（妻高・西都商）
○ 宮崎医療福祉専門学校生１名
○ 宮崎県立産業技術専門校生１名
１０：４５～１１：５５ 講 演
演 題 石井十次没後１００年
「石井十次に学ぶ子育てと教育」
講 師 社会福祉法人石井記念友愛社
理事長 児嶋 草次郎先生
１１：５５～１２：００
大会宣言
１２：００
閉 会
《（西都市青少年育成センター（社会教育課内 43-3479）》
（文書取扱：社会教育課）
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第３６回西都支部消防操法大会を開催します
宮崎県消防協会西都支部（西都市消防団、西米良村消防団）の消防団員
を各種消防ポンプ操法に習熟させることにより、規律正しい消防技術を錬
成し、団体行動の敏速、適性を図るとともに強固なる消防精神を涵養し、
火災防御上諸般の要求に適用させることを目的として、第３６回宮崎県消
防協会西都支部消防操法大会が下記のとおり開催されます。
つきましては、多くの市民のみなさまにご参観いただきますようご案内
申し上げます。
1. 開

始 ７月６日（日）

午前７時３０分開会

2. 場

所 西都原御陵墓前広場
※雨天時は清水台公園駐車場へ変更になります

3. 出 場 部 （ ）は管轄地区
【小型ポンプの部】
西 都 市 消 防 団 第１分団第４部（尾八重） 第４分団第３部（上尾筋）
第６分団第６部（上沖）
第７分団第３部（石野田）
西米良村消防団 第５部（上米良）
【小型ポンプ積載車の部】
西 都 市 消 防 団 第２分団第２部（坂江） 第３分団第５部（石貫）
第５分団第４部（吉田） 第７分団第４部（岩井谷）
【ポンプ自動車の部】
西 都 市 消 防 団 第２分団第３部（杉安） 第３分団第１部（調殿）
第４分団第２部（清水） 第５分団第１部（札の元）
第６分団第１部（都於郡町）
【お問い合わせ】西都市消防本部警防課消防団係
４３－２４６６（担当 弓削）
(文書取扱：消防本部警防課)

放課後児童クラブ指導員の募集について
放課後児童クラブ指導員を募集します。
○
○

募集職種 …
業務内容 …

○
○

募集人員 …
募集期間 …

○

勤務時間 …

○
○
○

雇用期間 …
賃
金 …
資
格 …

○
○

福利厚生 …
申込手続 …

○
○

申込場所 …
そ の 他 …

放課後児童クラブ指導員
放課後児童クラブ内で小学校低学年（小学１年生から
小学３年生）の健全育成に資する活動を行う。
穂北児童クラブ 1名
6月16日(月)～6月30日(月)
8時30分～17時15分（土日、祝日を除く）
授業のある日 下校時
～ １８時
授業のない日 ７時３０分 ～ １８時
ただし、週29時間以内とし、授業のない日については
勤務時間が変更になることがあります。
6ヶ月以内（更新することもあります。）
時給 755円
保育士、幼稚園教諭、小中高教諭のいずれかの資格を
有している方
労災・雇用保険、有給休暇制度有り
市販の履歴書に必要事項を自筆し、必ず写真を添付の
上、資格証の写しと一緒に提出して下さい。
西都市役所 福祉事務所 児童福祉係
採用された場合、雇用期間中は原則として許可がない
と他の仕事をすることはできません。

【問い合わせ先 西都市福祉事務所児童福祉係 43-0376】

（文書取扱：福祉事務所）

Information

介護認定調査員と介護保険事業嘱託員を
募集します
【業務内容】 ①介護認定調査員
介護認定申請に伴う認定調査
②介護保険事業嘱託員 介護認定申請書類の内容確認及び
介護認定調査員への指導、助言
【募集人員】 ① 1名
② 1名
【任用期間】 8月1日～ 6ヶ月間（更新あり）
【賃
金】 ① 月額130,000円＋（500円×件数）
② 月額160,000円（保健師）
月額150,000円（看護師）
月額140,000円（介護支援専門員）
【勤務日等】 月～金曜日 午前9時～午後4時まで
ただし、1週間の勤務時間が29時間を超えない範囲内。
【福利厚生】 社会保険・労災・雇用保険 有給休暇制度あり
【応募資格】 パソコンによる事務および車の運転ができる方。
①は、下記資格を持つ方を優先します。
≪優先される資格≫
保健師・看護師・准看護師・介護支援専門員・介護福祉士・社会福祉士・
訪問介護員（実務経験者）②は、下記資格のいずれかが必須です。
≪必要な資格≫
保健師・看護師・介護支援専門員
【応募方法】 市販の履歴書に写真を添付し、必要事項及び希望する業務
を記載のうえ、有資格者は資格証等の写しを添えて、西都
市役所健康管理課介護保険係まで申し込んでください。
【募集期間】 6月16日（月）～7月11日（金）
【採用方法】 面接により選考します。※7月17日（木）面接予定です。
【問合せ先】 西都市役所 健康管理課 介護保険係
〒881-8501 西都市聖陵町2丁目1番地
43－3024
（文書取扱：健康管理課）
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西都硬式野球クラブの加入募集について
運動部活動が終了した中学３年生を対象に、中学校を卒業するまでの期
間、硬式野球の基本技術の習得と体力づくりの場として活動している「西
都硬式野球クラブ」への加入募集を行っております。

募集

国民年金事務嘱託職員の募集について
西都市市民課年金係は、下記の職種について募集します。
職
種 国民年金事務嘱託職員
勤 務 時 間 週２９時間以内

１．名

称 西都硬式野球クラブ

任 用 期 間 平成２６年７月１日～平成２７年３月３１日
※更新する場合があります（最長３年）

２．指 導 者 社会体育指導者

募 集 人 員 １名

３．活動場所 西都原運動公園野球場他

勤 務 内 容 国民年金事務

４．活 動 日 土曜、日曜、祝祭日等
５．活動開始 ７月５日（土）運動公園野球場で開始予定

賃

金 月額

１５０，０００円

募 集 期 間 平成２６年６月１６日（月）～６月２５日（水）
６．加入対象 中学３年生で、運動部活動等が終了した生徒
７．申込み先 申込書に必要事項を記入し、中山スポーツ店へ申込みく
ださい。
＊問い合せ ４２－３８４６（中山スポーツ店）
＊申込用紙は、当店にあります。

受 付 時 間 平日、午前９時～午後４時
受 付 場 所 西都市役所市民課年金係
応 募 資 格 国民年金事務に精通し、国民年金事務の従事経験者
※市販の履歴書に写真を添付し、必要事項を記載のうえ、

８．申込期間 ７月３１日（木）を締切日とします。
＊特別な事情があり、期間内に申込みできない場合等、締
切り後も受付をいたします。

応 募 方 法

９．加 入 金 申込書に添えて、１，０００円を納入ください。
＊スポーツ安全保険料他として

採 用 方 法 面接による選考

期間内に提出してください。
※不採用の場合は、提出された履歴書は返却します。

問 合 せ 先 西都市役所市民課年金係 ４３－１２２１（直通）

10. そ の 他 保険加入後からの活動となりますので、ご理解ください。
（文書取扱：スポーツ振興課）

（文書取扱：市民課年金係）

『第１０回平助盆踊納涼祭』
盆踊り大会参加団体募集のお知らせ

高鍋年金事務所が出張年金相談を行います

毎年恒例となりました『平助盆踊納涼祭』を今年も開催いたします。
つきましては、下記の要領で参加団体の募集を行いますので、皆さんお
誘い合わせのうえ奮ってご参加ください。ただし、事前申込及び参加団体
説明会への出席が必要ですので、ご注意ください。

◎

大会日時

◎

説 明 会

西都市役所で老齢厚生年金・遺族厚生年金などの手続きや相談ができま
す。
【相談日】 ７月１７日（木） 次回は８月２１日（木）です。
【時 間】 午前１０時から１２時 午後１時から３時です。
【場 所】 西都市役所 市民課 年金係

７月１９日（土）
１７時３０分～２１時００分 ※予定
◎ 大会会場
平助地区多目的広場 （雨天時：生きがい交流広場）
◎ 募集内容
各地区で継承され活動している盆踊りの団体及び芸能団
体等。
※CD 音源等の楽曲については各団体でご用意ください。
◎ 申込期限
７月４日（金）
◎ 参加申込
平助盆踊納涼祭実行委員会 0983-43-0374（堀）

年金相談は事前に電話予約が必要です
【予約先】
高鍋年金事務所 ２３－５１１１
【予約方法】
●相談日の１カ月前から受付開始
（例：7/17の相談日の場合は、6/17から受付開始）
●電話予約の時には、基礎年金番号・住所・氏名・生年月日・電話番
号・相談内容をお知らせください。
また、年金相談日に持参するものをご確認ください。
●相談日にはできるだけ本人がおいでください。
代理の場合は、委任状・代理の方の身分証明書（運転免許証など）
をご用意ください。

７月９日（水）
１９時００分～、生きがい交流広場

◎ 主

催

平助通り商店会・平助盆踊納涼祭実行委員会

（文書取扱：商工観光課）

【問い合わせ先】市民課年金係 ４３－１２２１

（文書取扱：市民課）

Information
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募集/相談

Information

司法書士による消費生活無料相談を
ご利用ください
西都市では司法書士による無料の消費生活相談を行っています。
借金問題、
借金問題、訪問販売や
訪問販売や架空請求による
架空請求による被害
による被害などでお困りの方は是
被害
非ご利用ください。
○日時：平成２６年７月 １日（火）１３：００～１６：００
平成２６年８月 ５日（火）１３：００～１６：００
※相談時間はお一人約３０分です。
○場所：西都市役所南庁舎１階
○申込先：西都市役所生活環境課市民生活係
４３－３４８５
※予約の方が優先となりますので、必ず事前にお電話ください。
（文書取扱：生活環境課）

～

西都市青少年育成センタ－便り
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相談

行政相談所のご案内
行政相談所では、国・県・市町村、独立行政法人、特殊法人（ＪＲ、日
本郵便株式会社等）の仕事について、皆様から受けた苦情や意見・要望な
どを公正・中立な立場から、解決や実現を促進するお手伝いをしておりま
す。相談は無料で、秘密は厳守いたしますので、お気軽にご相談ください。
○定例行政相談所
日時：平成２６年７月１０日（木）
１０：００～１２：００
場所：西都市役所南庁舎１階
○お問い合わせ
西都市役所生活環境課市民生活係
４３－３４８５
（文書取扱：生活環境課）

～

相 談 電 話 の お 知 ら せ
～ 保護者の皆さん ～
子どもさんのことで、悩みや心配ごとはありませんか。
○学習に関すること ○しつけに関すること ○交遊関係に関すること
○行動に関すること ○その他子どもの健全育成に関わること
などについて、西都市青少年育成センタ―では、相談のための専用電話
を開設しています。
～ 児童・生徒のみなさん ～
○学校のことで、悩みや心配ごとはありませんか
○家庭のことで、悩みや心配ごとはありませんか
相談電話がありますので、利用してください。
相談電話
４３－
４３－１６１６（
１６１６（しんみにいろいろ）
しんみにいろいろ）
どんなことでも気軽に相談をして、いっしょに考えましょう。
曜日と時間は下記のとおりです。
火・水・木曜日の
木曜日の、原則として
原則として、
として、午後１
午後１時～午後４
午後４時まで
（文書取扱：社会教育課）

労働相談について
県では、労働問題に関する様々な相談に応じ、解決に向けたアドバイス
を行うため、中小企業労働相談所を設置しています。
相談は、電話相談又は面接相談により承ります。相談は無料で、秘密を
厳守いたします。事業主からの相談も歓迎します。
お気軽にご相談ください。
日
時：平日の午前８時３０分から午後５時１５分まで
相 談 内 容：解雇や賃金の引き下げなど労働問題に関する相談
相 談 者：労働者、労働組合、事業主等
連 絡 先：宮崎県商工観光労働部労働政策課
０９８５－２６－７１０６
（文書取扱：商工観光課）

図書館だより7月号 西都市立図書館 (43-0584)
7月の休館日 7・14・16・22・28日（館内整理日…16日）
◆◆◆ 夏休みのご
夏休みのご案内
みのご案内 ◆◆◆

●新刊雑誌のお
新刊雑誌のお知
のお知らせ
新しく6冊
しく 冊の雑誌が
雑誌が加わりました
✿月刊Newsがわかる
✿日経エンタテインメント
✿文學会
✿新潮
✿温泉博士
✿家電批評

●開館
開館時間
開館時間延長
時間延長のお
延長のお知
のお知らせ
夏休み期間中は、日曜日・祝日の夕方開館時間延長をします。
延長する
延長する日
する日 ： ７月２０日・２１日・２７日・
８月３日・１０日・１７日・２４日
開館時間
： ９時 ～ １９時まで
どうぞ夏休み期間中有効にご利用ください。
●研
研修室の
修室の開放について
開放について
夏休み期間中、研修室を学習室として開放いたします。ただし、上映
会や行事等が入った場合は、使用できませんのでご了承ください。
●イベントのお
イベントのお知
イベントのお知らせ
『ぬいぐるみのお泊
ぬいぐるみのお泊り会』『おはなし
』『おはなし会
おはなし会』に参加しませんか
参加しませんか？
しませんか？
お気に入りのぬいぐるみといっしょに、おはなし会に参加した後、ぬ
いぐるみは図書館にお泊り…夜の図書館でこっそり起き出して図書館
を大冒険！借りたい本も選んでくれます。
そんな様子を写真に収め、ぬいぐるみと本といっしょに、手渡しいた
します。
日 時：８月 ２日（土 ）
午後７
午後７時 ～ ８時
対象者
対象者：対象は
対象は就学前の
就学前の児童・
児童・保護者
（ぬいぐるみのお泊
ぬいぐるみのお泊り会は、7組までとします）
までとします）
定員オーバーの
定員オーバーの時
オーバーの時は、図書館で
図書館で抽選をしてご
抽選をしてご連絡
をしてご連絡をさせていただきます
連絡をさせていただきます。
をさせていただきます。
※参加申し
参加申し込みが必要
みが必要です
申込締め切り ７月１８日
１８日（金）
必要です。
です。 申込締め
詳しくは、図書館にお電話をいただくか、受付カウンターでお尋ねください
『16ミリ
16ミリ映写会
ミリ映写会』
映写会』
日時 ： ８月１２日
１２日（火） １０時
１０時３０分
３０分～
内容は後日お知らせします。

Information

～展示コーナーのお
展示コーナーのお知
コーナーのお知らせ～
らせ～
夏休み青少年読書感想文全国コ
ンクール・宮崎読書感想文コン
クール・西日本読書感想画の課
題図書を展示します。

【児童新刊図書】
児童新刊図書】 ☆は絵本です
絵本です
☆なわとびしましょ （長谷川 義史）
☆むしばあちゃん （苅田 澄子）
☆アルパカパカパカやってきて （おおなり 修司）
☆本、だ～いすき！ （ジュディ・シエラ）
◎おばけのアッチとドラキュラスープ （角野 栄子）
◎ぞくぞく村のかぼちゃ怪人 （末吉 暁子）
◎霊少女清花3 悪霊仮の歌がきこえる（越水 利江子）
【一般新刊図書】
一般新刊図書】
●そこはかさん（沙木とも子）●居酒屋ぼったくり（秋川 滝美）
●あぽわずらい（あぽやん 3） （新野 剛志）
●我れ、美に殉ず （小嵐 九八郎）
●シルバー川柳 特別編 ババァ川柳（みやざきシルバーネット）
●絵本の風がふくとき 子どもが絵本色に染まる （舟橋 斉）
●おいしい新調味料塩レモン・塩ゆずレシピ （高橋 雅子）
●ハンドメイドで楽しむ毎日つけたいブレスレット（加藤成美）
（文書取扱：社会教育課図書館係 TEL43-0584

18

その他

FAX41-1113）

Information

平成２６年６月号〈発 行〉西都警察署
減 ら そ う 交 通 事 故

～

●交差点及び
交差点及び交差点付近での
交差点付近での事故
での事故が
事故が多発！！
多発！！
交差点での追突事故、右折直進時の交通事故が多発しています。交差点を通過する場
合は、前方はもちろん左右の安全確認を行ない、速度を落としましょう。
子どもの飛
どもの飛び出し注意！！
注意！！ 交差点やその
交差点やその付近
やその付近では
付近では特
では特に安全確認を
安全確認を！
●てげてげ運転追放
てげてげ運転追放！
運転追放！
「てげてげ運転」とは、脇見や考え事等をしながらの運転です。交通
事故を防止するには、危険を早く察知し、緊張感を持った運転が大切
です。みんなで「てげてげ運転」を追放しましょう。
●５月末の
月末の交通事故発生状況（
交通事故発生状況（概数）
概数）
人身事故～ ７０件（±０）
死
者～
３名（＋３）
負 傷 者～１０２名（＋１８）
●交番・
交番・駐在所別発生状況
妻３８ 薗元１３ 穂北３
都於郡３ 三納２ 村所０

その他

平成２６年６月号<発行>西都警察署

西都警察署ニュース
西都警察署ニュース

西都警察署ニュース
西都警察署ニュース
～

19

銀鏡３ 下三財５ 上三財３

（文書取扱：生活環境課）

～刑事生活安全課 ～
～カギかけ、声かけ、通報でみんな安心西都～
●防げ！特殊詐欺：
特殊詐欺：県内で
県内で１億を超える詐欺被害発生
える詐欺被害発生
○西都警察署で受理した詐欺関係相談（５月２０日現在）
・オレオレ詐欺２件・架空請求詐欺１１件・還付金詐欺２件
・投資関係詐欺２件・宝くじ詐欺２件・その他５件
※これらの相談は、不審電話等を受け警察に相談したもので、いずれも詐欺被
害を免れています。
○だまされないための心得
①儲け話には裏がある！②振り込む前にまず相談（家族・警察）へ!
③宅配・レターパックで「お金を送れ」ときたら詐欺の可能性大！
④日頃から家族で特殊詐欺を話し合い、家族で財産を守ろう！
●学校対抗自転車施錠率調査結果発表 ～平成２６
平成２６年
２６年５月～
妻中学校
～97.0%
盗難被害1件
穂北中学校
～94.1%
盗難被害0件
妻高校
～85.7%
盗難被害2件
西都商業高校 ～56.7%
盗難被害3件
～盗難被害状況は５月２６日現在～
●５
５月２２日現在
２２日現在の
日現在の盗難事件
窃盗事件総数 55件（＋11）侵入盗
2件（－ 7）
車上狙い
6件（＋ 3）自転車盗 13件（＋10）
自販機狙い
2件（＋ 2）万引き
8件（＋ 5）
その他
24件
○自転車には二重ロックを！！
●西都市内
西都市内でチカン
西都市内でチカン出没
でチカン出没
夏場に向け十分注意しましょう！
●自転車盗・
自転車盗・車上狙い
車上狙い多発
荷物の放置は危険です。自転車ロックを徹底しましょう。
●スマホ
スマホ性被害激増
スマホ性被害激増！～
性被害激増！～過去最多
！～過去最多を
過去最多を更新～
更新～
ソーシャルネットワークサービスを通じ、平成２５年に性犯罪などの被害に
遭った子供は全国で約１３００人にものぼります。サイト利用の危険性を親子
で話し合い、有害サイトへの接続を制限する「フィルタリングサービス」（無
料）を利用しましょう。
（文書取扱：生活環境課）

