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講座・試験
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「西都市商店街空店舗活用推進事業補助金」のご案内
農家の皆様へ（農業用廃プラスチックの収集日について）
就学時健康診断について
動物駆逐用煙火（連続発射式）の取り扱いにご注意ください
日ごろから災害に備えましょう
中小企業退職金共済制度に加入しませんか
仕事と家庭の両立応援宣言登録制度について
10月1日から7日は公証週間です
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10
11

6
7
8

11
12

「西都市戦没者追悼式」の開催について
「西都市さわやか福祉のつどい」開催のお知らせ
「西都 DE JAZZ FES」開催のお知らせ
音楽イベント『Live After Music』開催のお知らせ
静和園 秋祭りのご案内
第28回 働く婦人の家秋まつり開催
第23回 西都市美術協会展開催

『さいとこゆ「食」の大運動会』参加者募集
市の誘致企業で働いてみませんか

相談
12
13

司法書士による消費生活無料相談をご利用ください
「労働相談週間」の実施について
高鍋年金事務所が出張年金相談を行います
行政相談所のご案内

その他

講座・試験
8

ポコ・ア・ポコ主催
「簡単にできるフラワーアレンジメント講座」のお知らせ
男性料理教室（楽しく作って美味しく食べる会）
さいとげんき塾「やっちみろ会」を開催します
平成26年度後期技能検定試験について
ＩＴソリューションセミナー
パソコン講座（エクセル･ワード講座）受講者募集

募集

催し
5

編集・発行 西都市役所総務課
ＴＥＬ０９８３（４３）１１１１ ＦＡＸ０９８３（４３）２０６７
発行 毎月１日・１５日

13
14

「健康吹き矢講座」講座生募集

■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。

西都市青少年育成センタ―便り
図書館だより10月号

※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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Information

１

案内

「西都市商店街空店舗活用推進事業補助金」
西都市商店街空店舗活用推進事業補助金」のご案内
のご案内
市では、空店舗を有効活用して商店街の機能充実や活性化にチャレンジする事業者や市民団体の起業を支援していくための補助金制度を設けています。
商店街活性化の独自のアイデア等ありましたら、是非、ご応募ください。
1．対象店舗

商店会等の所在する商店街の空店舗が対象となります。詳しくは商工観光課までおたずねください。

2．補助対象者 ※平成26年度中の開業が条件となります。
○業種は、原則として物販、飲食又はサービスを主としたものが対象となります。
○昼間の営業（午前中から営業を開始し、午後5時まで営業が継続されること）を行うことが条件になります。
その他、詳しい内容は商工観光課までおたずねください。
3．補助の内容
当該対象店舗の開業に必要な改装・設備資金及び月額家賃（敷金、仲介手数料等賃貸借契約に関する諸費用を除く。）

1

2

年

年

開業資金

開業に必要な改装・設備資金については、必要経費の2分の1（千円未満は切り捨てる。）以内の金額。上限50万円。初回
限り。

家

賃

月額家賃の10分の8（千円未満は切り捨てる。）に相当する金額。上限8万円。

家

賃

月額家賃の10分の5（千円未満は切り捨てる。）に相当する金額。上限5万円。

目

目

4．補助申請の募集期間
１０月３１日（金）まで ※申請用紙は商工観光課商工振興係（43-3222）にあります。
5．その他
選考委員会（
選考委員会（１１月中旬開催予定
１１月中旬開催予定）
月中旬開催予定）にて審査
にて審査を
審査を行い補助対象者を
補助対象者を決定します
決定します。
します。申請者には事業内容のプレゼンテーションを行っていただきます。（後
日、日程につきましてご連絡します。）また、補助の対象となった方には、店舗が所在する商店会等への加入や市の指定する「経営セミナー」等を受講
していただくことになります。
（文書取扱：商工観光課商工振興係）

農家の
農家の皆様へ
皆様へ（農業用廃プラスチックの
農業用廃プラスチックの収集日
プラスチックの収集日について
収集日について）
について）
【収集日】
平成26年10月から12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。
翌年１月以降の収集については、12月頃にお知らせします。
童子丸集積所

【処理費と分別】
ビニール・ポリの１kgあたり処理費と分別は、以下のとおりです。
ビニール
ポ
リ
３ 円/kg

１５ 円/kg

塩化ビニール

ポリフィルム、シルバーポリ、暖房用ダクト、ＰＯ系
フィルム、谷シート、プチプチ、
サイレージラップ（ネット状のものは不可）、
肥料袋（麻袋の様に編んでいるものは不可）、
柔らかい液肥容器（農薬容器は不可）、
柔らかい育苗ポット

三財集積所

ビニール

ポリ

ビニール

ポリ

１０月

８日

２２日

１５日

２９日

１１月

５日

１９日

１２日

２６日

１２月

３日

１７日

１０日

２４日

★持ち込む際には「農業用使用済プラスチック排出者カード」を必ず
持参し、提示をお願いします。お手元に無い場合は、再発行申請の
手続きをしてください。
【持込時間】
午前９
午前９時 ～ 午後４
午後４時
ただし、12時～１時は休憩のため受入を中断します。
【直接搬入】
上記の収集日以外に持ち込みを希望する場合または、お急ぎの場合
は「農業用使用済プラスチック排出者カード」を持参し、以下の事業
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
宮崎市大字島之内2932番地
2932番地
電話番号 … ０９８５－
０９８５－３９－
３９－２２６１
受入時間 … 月曜～
月曜～金曜(
金曜(祝祭日を
祝祭日を除く)午前９
午前９時～午後４
午後４時
★連休・年末年始は変更になる可能性があるため、事前に確認してか
ら持ち込んでください。

Information

★処理費は、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、お支
）』
払いください。
★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、上記のとおり分別してから持ち込んでください。
★上記のとおり分別できないものは、特別収集日（毎年３月頃および９月
頃に実施）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
まずに各自で
各自で保管し
保管し
てください。
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。
★液肥容器は中
中をきれいに洗浄
をきれいに洗浄し
洗浄し、キャップ・容器口等
キャップ・容器口等の
容器口等の固い部分を
部分を取り
除いてから持ち込んでください。
いてから
（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 ４３－０３８２]）

２

案内

Information

就学時健康診断について
就学時健康診断について
就学時健康診断を学校保健安全法に基づき、下記のとおり実施します。
この健康診断は、小学校への就学に際し、入学前に心身の状況を把握す
るために実施するもので、必ず受診してください。
★対象者 平成２０
平成２０年
２０年４月２日から平成
から平成２１
平成２１年
２１年４月１日までに生
までに生まれた
子どもさん（
どもさん（平成２７
平成２７年
２７年４月小学校入学予定者）
月小学校入学予定者）
★日程
入学予定
受付
開始
月日（曜）
受付場所
の小学校
予定時間
予定時間
三財小
13：30～
都於郡小
14：00～
三財小学校
10 月 6 日（月）
13：50
山田分校
三納小
妻南小

10 月 8 日（水）

13：00～
13：20

13：30～

妻南小学校

妻北小

10 月 10 日（金）

13：00～
13：20

13：30～

妻北小学校

穂北小
茶臼原小
銀上小

10 月 14 日（火）

13：30～
13：50

14：00～

穂北小学校

★その他
保護者の方には９月中旬、文書で通知しますが、健診日の７日前まで
に通知が届かない場合や不明な点がありましたら、教育政策課におたず
ねください。
【問合わせ先】西都市教育政策課 ４３－３４３８（直通）
（文書取扱：教育政策課）

３

案内

動物駆逐用煙火（
動物駆逐用煙火（連続発射式）
連続発射式）の
取り扱いにご注意
いにご注意ください
注意ください
鳥獣等の動物駆逐に用いられる動物駆逐用煙火（連続発射式）の使用中
に持ち手付近が破裂し、指等を負傷する火薬類の事故が発生しています。
当該煙火は、原則、地上に固定するなどして使用し、やむを得ず手に持っ
て使用する場合は、専用の手持ち用ホルダーを使用するなど慎重に取り扱
うことが必要です。
●注意事項
１ 製品は直接手に持たず、杭などに固定し使用してください。
２

やむを得ず手に持って使用する場合は、当該煙火の販売業者が提供す
る専用の保護ホルダーを使用してください。その際には、以下の点を
厳守願います。

◎専用ホルダー使用時には、ホルダー底面に手が触れない位置で、可能な
限りホルダーの下側を持って使用すること。また、ホルダー底面は体に
向けず、ホルダーはできる限り体から離して使用する。
◎使用する専用ホルダーにおける、変形、さび、ひび割れ等の有無を確認
し、異常が有るものや、過去に一度でもホルダー内部で製品が破裂等の
異常燃焼をしたものは、使用しない。
◎専用ホルダーは、万一、製品が手元で破裂等した場合の被害を軽減する
事はできるが、被害を完全に防止することはできないため、ゴーグル、
耳栓、革手袋などの防護具を併用する。
３

株式会社ライズが販売した動物駆逐用煙火、製品名「駆除雷５発」
（２０１２年５月中国製）については、同社が製品の自主回収を行っ
ているため、当該製品をお持ちの方は絶対に使用せず、販売元に連絡
してください。（販売元・株式会社ライズ・連絡先：086-295-1179）
（文書取扱：消防本部予防課

43-2477）

日ごろから災害
ごろから災害に
災害に備えましょう

中小企業退職金共済制度に
小企業退職金共済制度に加入しませんか
加入しませんか
ちゅうたいきょう

常日頃より災害に備えての取り組みをお願いします。七回目は、災害時
（風水害）における西都市役所の庁内防災体制についてお知らせします。
○情報連絡体制
気象警報が発令された場合、又は西都市が台風の暴風圏内（風速

退職金づくりは
退職金づくりは中小企業退職金共済制度
づくりは中小企業退職金共済制度「
中小企業退職金共済制度「 中 退 共 」で
中小企業の退職金を国がサポートします。
中小企業で退職金制度を設けたい場合は、安全・確実・有利な国の「中
退共制度」をご利用ください。
詳しくはホームページ（「中退共」で検索）をご覧ください。

２５ｍ）にかかると予想されている場合は、危機管理課担当職員が出
勤し、防災気象情報を把握します。
状況に応じて、市長をはじめ関係課長で防災体制を協議します。

●お問い合わせ先
・宮崎県労働政策課 ０９８５－２６－７１０６
・(独)勤労者退職金共済機構中退共本部 ０３－６９０７－１２３４

○警戒本部

（文書取扱：商工観光課）

災害に対する警戒を必要とする場合に設置し、市長をはじめ全課長

仕事と
仕事と家庭の
家庭の両立応援宣言登録制度について
両立応援宣言登録制度について

及び関係職員で対応を協議します。
市民の皆様に防災情報を行政無線等でお知らせします。

「仕事と
仕事と家庭の
家庭の両立応援宣言企業」
両立応援宣言企業」を募集しています
募集しています
○災害対策本部
災害の発生が予想される場合、又は災害が発生した場合に設置し、
全職員が配置につきます。
この場合も、市民の皆様に防災情報等を行政無線等でお知らせしま
す。また、区長等には直接お知らせします。
なお、災害対策本部会議で、今後の気象状況や河川水位等を考慮し
て、避難情報の発令を実施するか協議を行います。
（文書取扱・お問い合わせ先：危機管理課

子育て中の社員も安心して働ける制度づくりや、有給休暇の取得促進な
ど、仕事と家庭の両立ができるような働きやすい職場づくりに取り組んで
いる、又はこれから取り組もうとしている企業のみなさん、その取組内容
を「宣言」として県に登録してみませんか。
登録した企業には県から宣言書をお渡しするほか、企業名等を県庁ホー
ムページで紹介しています。
●お問い合わせ先

４３－０３８０）

Information

宮崎県労働政策課 ０９８５－２６－７１０６
（文書取扱：商工観光課）

４

案内

Information

10月
10月1日から7
から7日は公証週間です
公証週間です
遺言や
遺言や大切な
大切な契約を
契約を、公正証書が
公正証書が守ります
公正証書は、法律の専門家の公証人が作成する公文書です。
公証役場は、法務大臣が任命した公証人が執務する国の機関です。
公正証書の原本は、公証役場に保存されますから、改ざん・紛失の心配
がなく、また秘密も保てます。
○無料相談会のお
無料相談会のお知
のお知らせ
日時 10月1日（水）～10月3日（金）、6日（月）、7日（火）
9時～17時（事前予約制）
場所 宮崎公証人合同役場
宮崎市別府町2－5 コスモ別府ビル2階 0985－28－3038
相談者の個人情報保護のため予約制です。電話予約をお願いします。
公証役場には守秘義務があり、ご相談内容が他に漏れることは決してあ
りません。お気軽にご相談下さい。
○資料無料送付のお
資料無料送付のお知
のお知らせ
公証週間期間中、ご希望の方には、遺言、任意後見、その他公証役場に
関する資料等を無料で郵送致します。電話・FAX又ははがきで資料をご請求
下さい。
○出前講座
地域の団体や集会などで「遺言や相続その他身近な法律に関する話を聞
いてみたい」とお考えのときは、お気軽にご相談ください。
【問い合わせ先】
宮崎公証人合同役場
宮崎市別府町2－5 コスモ別府ビル2階 0985－28－3038
（文書取扱：総務課）

５

案内／催し

「西都市戦没者追悼式」
西都市戦没者追悼式」の開催について
開催について
先の大戦における戦没者に対して追悼の意を表すために、戦没者追悼式
を開催します。この追悼式は、戦没者追悼奉賛会の主催により開催され、
今年度で第１４回を迎えます。当時の様々な事象を語り継ぎ、戦争の悲惨
さや平和の尊さを改めて考えるよい機会となりますので、市民の皆さまに
は多数のご参列をいただきますようご案内申し上げます。
●

日時：１０月４日（土）

午前 ９時：開 場（受 付）
午前１０時：式 典
午前１１時：アトラクション

● 会場：西都市民会館
※ 宮崎県平和記念資料展示室の資料も展示します。是非ご覧ください。
（問い合わせ先）福祉事務所 ３２－１０１０
（文書取扱：福祉事務所）

「西都市さわやか
西都市さわやか福祉
さわやか福祉のつどい
福祉のつどい」
のつどい」
開催のお
開催のお知
のお知らせ
障がい者・児との交流を目的としたつどいを下記のとおり開催します。
お気軽にご参加ください。
【日時】１０月２６日（日）９時３０分から
【場所】県立産業技術専門校 講堂（体育館）
【内容】午前の部：競技
午後の部：レクリエーション
【共催】西都市・西都市身体障害者福祉協会・
宮崎県手をつなぐ育成会西都支部
（問い合わせ先）福祉事務所 障害福祉係 ４３－１２０６
（文書取扱：福祉事務所 障害福祉係）

ライブ

「西都 DE JAZZ FES」
FES」開催のお
開催のお知
のお知らせ

アフター

ミュージック

音楽イベント
音楽イベント『
イベント『Live After Music』
開催のお
開催のお知
のお知らせ

アグリの大地(都於郡霧島)において、下記の通り「西都 DE JAZZ FES」
を開催いたします。
今回は地域音楽イベントとして、さわやかな秋に野外で、ジャズとお酒
を楽しみながらの企画となっています。東京で活躍しているジャズシンガ
ー等の出演、また、宮崎県内のエイサー７団体における演舞もありますの
で、この機会にぜひ足を運んでお聞きください。

西都市文化ホールにおきまして、下記のとおり音楽イベント『Live
After Music』を開催いたします。このイベントは、西都市市民提案型ま
ちづくり事業補助金の採択を受け、西都市民会館自主文化事業「サウン
ドスクエア」に過去にゲスト出演していただいた団体を招待して開催す

【行 事 名】
【日
時】

「西都 DE JAZZ FES」
９月２７日(土)
エイサー 開場１４時／開演１４時３０分
ジャズ
１７時３０分
【会
場】 アグリの丘 (神楽酒造)
【入 場 料】 2,000円
【チケット】 ギャラリー夢たまご・働く婦人の家・神楽酒造
都於郡地区館
【出 演 者】 「エイサー」
琉×宮座 鼓之舞・西都心華エイサー・琉球國祭り太鼓
桜エイサー太鼓・創作エイサー太鼓高鍋しんかんちゃー
うなまエイサー流星曾・西都pop-Mエイサー
「JAZZ」
Hrougen・Chakura・球拾浩一クィーンテッド・
カルマ・ル・ソイヤ
【主
催】 西都 DE JAZZ FES実行委員会
【共
催】 神楽酒造株式会社
【問 合 せ】 実行委員会事務局:090-9792-5982(福井)
0983-44-6372(黒川)
※西都市市民提案型まちづくり事業補助金を受け開催されます。

るものです。宮崎県内で活動する団体によるトップクラスの演奏技術と
パフォーマンスで、ステージを盛り上げていただきます。多くの皆様方
のご来場をお待ちしております。
【行事名】

『Live After Music』

【日

時】

10 月５日（日） 開場 16 時 00 分／開演１7 時 00 分

【会

場】

西都市文化ホール（コミュニティプラザ PAO ３F）

【入場料】

２，０００円

（全席自由席）

【出演者】

SONIC BOOM

すぽぽん

POCOPOCO BAND

Big Foot George

その他

[MC] DJ シロー
【主

催】

【問合せ】

Live After Music実行委員会
実行委員会事務局：090-9792-5982（福井）

（文書取扱：市民協働推進課）

(文書取扱：市民協働推進課)
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催し

静和園 秋祭りのご
秋祭りのご案内
りのご案内

第28回
28回 働く婦人の
婦人の家秋まつり
家秋まつり開催
まつり開催

静和園では、入所者とご家族、地域の方々との交流を兼ねて毎年１０月
に秋祭りを開催しています。今年も下記のとおり開催いたしますので、皆
様お誘いの上、ご来園くださいますようご案内申し上げます。

西都市働く婦人の家の秋まつりが今年も開催されます。
婦人の家で活動しているたくさんの講座生が日頃の成果を発表します。
舞台発表や作品展示など、多くの講座がありますので、新しい趣味を見つ
けにおいでください。

【日時】

１０月３日（金）
午後６時３０分から８時３０分まで

【場所】

静和園 駐車場

【内容】

フラダンス
ひょっとこ（愛宕ひょっとこ同好会）
ロック太鼓（ホンダロック職員）
エイサー（琉球圀祭り太鼓 宮崎支部）
大抽選会
花火 など

【１０月
１０月１７日
１７日（金）】
オープニングセレモニー １０時～１０時３０分（文化ホールロビー）
お茶のふるまい（
のふるまい（無料）
無料） １１時～
※お茶席は数に限りがありますので、先着順とさせて頂きます。
展示の
展示の部
１０時～１８時
（働く婦人の家）
内容…書道、絵手紙、洋裁、押花、手編み 等

【お願い及び注意事項】
※ 屋台、模擬店を出店します。
※ 車でお越しの方は静和園内駐車場、または清水台パークゴ
ルフ場をご利用ください。駐車場係が案内いたします。
※ 雨天時は屋内にて入所者と家族向けのプログラムで行い
ます。花火の打ち上げはありません。雨天時の案内は静和
園近隣に設置します看板に記載いたします。
【問い合わせ先】
養護老人ホーム

しもとく

静和園 ４３－３１６１（担当：下徳）
（文書取扱：福祉事務所）

【１０月
１０月１８日
１８日（土）】
舞台の
１３時～１５時３０分（文化ホール）
舞台の部
内容…フラダンス、民舞、コーラス、体操、社交ダンス 等
※舞台の部の終了時間は、前後する場合があります。
展示の
１０時～１６時
（働く婦人の家）
展示の部
【ギャラリー夢
ギャラリー夢たまごでの作品展示
たまごでの作品展示】
作品展示】
１０月１４日（火）～１９日（日） １０時～１７時
内容…水彩画、油絵 等
＜お問合せ＞
西都市働く婦人の家（パオ２階）

３２－６３００
（文書取扱：商工観光課）

第２３回
２３回 西都市美術協会展開催

「 健康吹き
健康吹 き 矢講座」
矢講座 」 講座生募集

西都市美術協会会員が絵画・書・写真・陶芸の各部門にわたって力作を
出展します。
市民の皆様に作品鑑賞の場を提供し、西都市の美術文化振興を図ること
を目的に開催しますので、是非ご来場ください。
なお会員以外の方も参加を歓迎します。
【開催期間】９月２２日（月）～２８日（日）１０：００～１７：００
※最終日は１６：００まで
（期間中は月曜日・祭日も休館ではありません）
【会
場】市民会館
【主
催】西都市美術協会
【後
援】西都市教育委員会
【お問い合わせ】西都市民会館 ４３－５０４８

年齢問わず楽しみながら健康になれる健康吹き矢をゲーム感覚でしてみ
ませんか!腹式呼吸や集中力を体得できます。
開 催 日：10月15日(水）、11月5日(水）、11月19日(水）、
12月3日(水）、12月17日(水)、1月7(水）、1月21日(水）、
2月4日(水）、2月18日(水）、3月4日(水)の10回講座
開催場所：西都市公民館 展示室 14時から16時
募集予定：西都市に在住の方及び西都市に在勤の方
定
員：30名
そ の 他：締め切りは１０月７日（火）
【申込方法】社会教育課へ電話でお申込みください。
受付時間は平日の８時３０分から１７時１５分までです。
（祝日や土日は受付いたしません）
４３－３４７９（社会教育課直通）

（文書取扱：社会教育課）

（文書取扱：社会教育課 成人教育係 ４３－３４７９）

ポコ・ア・ポコ主催
ポコ・ア・ポコ主催「
主催「簡単にできるフラワーアレンジメント
簡単にできるフラワーアレンジメント講座
にできるフラワーアレンジメント講座」
講座」のお知
のお知らせ
ポコ・ア・ポコ（西都市勤労青少年ホーム）では、「フラワーアレンジメント講座」の参加者を募集します。今回は、多肉植物とワイルドフラワーを使
い、オリジナルのアレンジを楽しみながら作っていきましょう!!簡単に出来るフラワーアレンジメントをお教えします。花を飾る楽しみを毎日の生活に気
軽に取り入れてみませんか？色とりどりのお花や多肉植物に触れる時間を、皆さんにお届けします。
【開催日】１０月２１日（火）
【時 間】午後７時３０分～午後９時３０分
【費 用】材料費として２，０００円
【定 員】１０名 (応募多数の場合は事務局による抽選となります)
【場 所】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。
【申 込】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：１０月１１日（土）午後９時まで
※ゴミ袋
ゴミ袋、シート（
シート（机上用）
机上用）、タオル（
タオル（台拭き
台拭き）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：商工観光課）
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男性料理教室
（楽しく作
しく作って美味
って美味しく
美味しく食
しく食べる会
べる会）

９

講座・試験

さいとげんき塾
さいとげんき塾
「やっちみろ会
やっちみろ会」を開催します
開催します
～今月のテーマ：健康長寿のために大切な「食事」のヒント！～

メタボリックシンドロームに着目した特定健診が行われていますが、受
診されましたか？年齢に関係なく高血圧・高脂血症・糖尿病・腎臓病等の
「生活習慣病」が増加しています。病気になる前に食生活の改善を行いま
しょう！
多忙な生活の中で、食事作りは女性のみならず男性も大きく関わってい
ます。毎日の食事が、あなたの体を作っています。「バランスのよい薄味
で美味しい食事」をいっしょに考えながら楽しく作ってみませんか？
料理作りに興味のある男性・料理を全くしたことがない男性・健康寿命
の延伸を望まれている男性は、是非ふるってご参加ください。

「食べる」事は、私たちが生きて活動していく上で1番基本となることで
す。しかし、食が細くなったり、偏った食事のとり方により、健康に配慮
して食事をしているつもりでも、「低栄養」に陥いることがあります。「
低栄養」になると、老化が加速され、寝たきりなどの介護が必要な状態に
まで衰弱する一因となることもあります。
いつまでも健康ではつらつと過ごしていくために、今日からできる食事
のヒントについて、調理実習を行い、会食をしながら、参加者みんなと楽
しく学んでみませんか？

★対 象 者：西都市内在住の一般男性（20人）
★場 所：三納地区館調理室・和室
★日時・内容
日 時
講話と調理実習の内容
10月4日（土）
栄養と料理の基本について（講話）
18:30～21:00
「野菜たっぷりバランス食」（調理実習）
11月8日（土）
高血圧予防について（講話）
18:30～21:00
「高血圧予防食」」（調理実習）
12月13日（土）
糖尿病予防ついて（講話）
18:30～21:00
「糖尿病予防食」（調理実習）
★持参する物：エプロン・三角巾・ご自宅の味噌汁杯1/2程度（希望者）
＜塩分濃度測定を行います＞

【日時】10月16日（木） 9時30分～13時
【場所】西都市公民館
【対象】西都市在住の65歳以上の方（30名程度）
【内容】味噌汁の塩分濃度測定（希望者）
管理栄養士のお話「食事を楽しくしっかりとって健康長寿」、
調理実習「簡単でバランスのとれた食事づくり」、会食
※調理は認知症予防にも効果的な作業です。普段調理をされない
男性の方も大歓迎です。どうぞ気軽にお申し込みください。
【講師】健康管理課 管理栄養士 他
【費用】無料

参加希望の方は必ず、申し込みが必要です。
9月30日（火）までに健康管理課（43－1146）までお電話ください。
（文書取扱：健康管理課

健康推進係）

【申し込み方法】10月9日（木）までに健康管理課（43－3024）にお電話で
お申し込みください。
（文書取扱：健康管理課介護保険係）

平成26
平成26年度後期技能検定試験
26年度後期技能検定試験について
年度後期技能検定試験について
技能検定は、職業能力開発促進法に基づいて、働く人達の技能を一定の基準によって検定し、これを公証する国家検定制度です。
厚生労働大臣名（特級、１級及び単一等級）又は知事名（２級及び３級）の合格証書を授与し、「技能士」の称号を付与します。
平成26年度後期技能検定試験の実施内容については、下記のとおりです。
●受検申請受付期間
●受検資格

10月6日（月）～10月17日（金）
・特級：１級合格後、実務経験５年以上
・１級：実務経験７年以上、または、２級合格後実務経験が２年以上
・２級：実務経験２年以上、または、３級合格者
・３級：検定職種に関する工業高校等の在学生
・単一等級：実務経験３年以上 または、検定職種に関する工業高校等卒業後実務経験が１年以上
※受験資格は上記の限りではありませんので、詳しいことはお問い合わせください。

●実施職種及び等級
①特級

鋳造、金属熱処理、機械加工、放電加工、金型製作、金属プレス加工、工場板金、めっき、仕上げ、機
械検査、ダイカスト、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、半導体製品製造、プリント配線板
製造、自動販売機調整、光学機器製造、内燃機関組立て、空気圧装置組立て、油圧装置調整、建設機械
整備、婦人子供服製造、紳士服製造、プラスチック成形、パン製造

②１級及び２級

さく井、鍛造、機械検査、機械保全、電気機器組立て、半導体製品製造、自動販売機調整、空気圧装置
組立て、縫製機械整備、農業機械整備、冷凍空気調和機器施工、婦人子供服製造、和裁、建築大工、か
わらぶき、配管、型枠施工、鉄筋施工、コンクリート圧装施工、防水施工、カーテンウォール施工、ガ
ラス施工、機械・プラント製図、塗装

③単一等級

樹脂接着剤注入施工

④３級

機械加工、機械検査、電気機器組立て、冷凍空気調和機器施工、和裁、建築大工、配管、機械・プラン
ト製図

●試験の実施
●受検手数料
●合格発表日
●申込・問合せ先

検定は実技試験と学科試験。実施日は、平成26年12月3日（水）から平成27年2月15日（日）までの間で別途指定。
実技試験・・・・17,900円（但し、高等学校、専修学校、各種学校の在校生が３級実技試験を受検する場合は11,900円）
学科試験・・・・3,100円
平成27年3月13日（金）
宮崎県職業能力開発協会 0985-58-1570
（住所）〒889-2155 宮崎市学園木花台西２－４－３
（文書取扱：商工観光課）
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ＩＴソリューションセミナー
ＩＴソリューションセミナー

パソコン講座
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】１０月１７日(金)～１０月１８日(土)
【時
間】９：３０～１６：３０（昼食時間１２：３０～１３：３０）
【会
場】西都市中央公民館２階 視聴覚室及び会議室
【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在職中で転職希望の方。
【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】１０月１０日（金）まで。
※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）
ＴＥＬ：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/
（文書取扱：商工観光課）
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講座・試験／募集

『さいとこゆ「
さいとこゆ「食」の大運動会』
大運動会』参加者募集
「地産地消」「西都児湯名物料理の発掘・開発・情報発信」「地域交
流」をテーマに『さいとこゆ食の大運動会』を下記の通り開催します。
西都児湯産の食材を使ったご自慢の料理でぜひ参加しませんか？
○開催日程

平成２７年２月８日(日)

○会

小野崎通り（あいそめ広場）

場

○参加条件・概要
①西都児湯産農畜産物を１品以上使用して下さい。
②料理は200食以上提供して下さい。(1食あたり300円で販売予定)
③参加にあたっては、食材費などの準備金を支給いたします。
④出店料として１万円負担していただきます。
⑤順位は特別審査員及び一般来場者の投票により決定いたします。(賞品
もあります)
⑥テントやガス（特殊物を除く）等の設備は実行委員会側で準備いたし
ます。
⑦保健所の許可申請は実行委員会側で行います。(但し、生ものを使用す
る場合など許可が下りない場合がありますので、加熱処理料理での出
場をお勧めします)
◎応募いただきました料理の「独創性」「地域性」等を考慮して出場チー
ムを選考いたします。(選考結果は、締切後連絡いたします)
◎参加申込締切り
平成２６年１０月１５日（水）
【申込・問合せ】さいとこゆ「食」の大運動会実行委員会事務局
（西都商工会議所内） 43-2111
8時45分～17時30分(土・日・祝休み)
（文書取扱：商工観光課）

市の誘致企業で
誘致企業で働いてみませんか

「労働相談週間」
労働相談週間」の実施について
実施について

市の誘致企業である「㈱地頭鶏ランド日南」が工場長補佐【幹部候補
生】を若干名募集していますのでお知らせします。

宮崎県労働委員会では、労働者個人と使用者との職場でのトラブルに関
する相談を無料で実施しています。
次の期間は、平日夜間、土曜日、日曜日も相談をお受けします。
現在トラブルを抱えておられる方はもちろん、職場でのちょっとした疑
問など、労働問題のことなら何でも結構ですので、お気軽にお問い合わせ
ください。

●就業場所：西都市大字調殿１３９４番地７≪西都加工センター≫
●仕事の内容：食鳥加工ラインの進捗管理、パソコンによる原価管理、
原価低減活動、在庫管理
ハローワークにて所定の手続きが必要になります。応募期間や条件等の
詳細はハローワーク
ハローワーク高鍋
ハローワーク高鍋（
高鍋（２３－
２３－０８４８）
０８４８）までお問い合わせください。

●日

時

（文書取扱：商工観光課）

司法書士による
司法書士による
消費生活無料相談をご
消費生活無料相談をご利用
をご利用ください
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
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非ご利用くださ
被害
い。
○日時：１０月７日（火）１３：００～１６：００
１１月４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：生活環境課市民生活係 ４３－３４８５

１０月６日（月）～１０月１２日（日）
平日：８時３０分～２０時、 土曜・日曜：９時～１７時
※土曜日・日曜日に来局される方は、事前の電話連絡をお
願いします。

●対 象 者

県内事業所に勤務する労働者及び使用者

●場

宮崎県労働委員会事務局
宮崎市橘通東１－９－１０（県庁３号館６階）

所

●相談方法

面接、電話、メール、FAX

●お問合せ

働くあんしんサポートダイヤル
電話：０９８５－２６－７５３８
FAX：０９８５－２０－２７１５
e-mail：rohdohi@pref.miyazaki.lg.jp

※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：商工観光課）

（文書取扱：生活環境課）

Information
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募集／相談

Information

高鍋年金事務所
高鍋年金事務所が
年金事務所が出張年金相談を
出張年金相談を行います
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】
【時
【場

１０月１６日（木）
※次回は１１月２０日（木）です。
間】 午前１０時から１２時、午後１時から３時です。
所】 西都市役所 市民課 年金係

13

相談／その他

行政相談所のご
行政相談所のご案内
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：１０月９日（木）
１０：００～１２：００
場所：西都市役所南庁舎１階
○お問い合わせ 生活環境課市民生活係 ４３－３４８５
（文書取扱：生活環境課）

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：10/16の相談日の場合は、9/16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。

西都市青少年育成センタ
西都市青少年育成センタ―
センタ―便り
～ 子どもは社会
どもは社会を
社会を映す鏡 ～
そんな考え方に立ってみると、私たち大人から先にしなければならない
ことがたくさんあります。
まず、大人から変わること。そして、子どもたちを温かく見守り支えて
あげること。
さあ、はじめましょう。できることから、大人から。
子どものことで悩みはありませんか。
気軽にお電話ください。
しんみに

いろいろ

電話 ４ ３ －１６１６
火・水・木曜日の原則として 午後１時～４時

【問い合わせ先】年金係 ４３－１２２１
（文書取扱：市民課）

（文書取扱：西都市青少年育成センタ―[社会教育課内

43-3479]）

図書館だより
図書館だより10
だより10月号
10月号 西都市立図書館 (43(43-0584)
10月
10月の休館日
休館日 6・14・
14・20・
20・27日
27日
●ハロウイン企画
ハロウイン企画「
リアル脱出ゲーム
図書館編）
企画「リアル脱出
脱出ゲーム」
ゲーム」（図書館編）
－悪の組織の
組織の謎を解いて図書館
いて図書館から
図書館から脱出
から脱出！－
脱出！－ 参加しませんか
参加しませんか？
しませんか？

としょかんＱ＆Ａ
としょかんＱ＆Ａ
Ｑ：読
Ｑ：読みたい本
みたい本が西都市の
西都市の図書館になかった
図書館になかった場合
になかった場合、
場合、どうしたらいいです
か？
Ａ：「リクエスト申込み用紙」をご利用ください。
Ａ：
電話での受付はしておりませんので、来館され、必要事項を記入
し職員にお渡しください。

日

時：１１月
１１月１日（土）９：００ ～ １７：
１７：００
随時受付―１
随時受付 １時間程度かかります
時間程度かかります。
かかります。
（ゲームの謎を解いたら脱出成功で終了）
対象年齢：
対象年齢： 小学生

※ 詳しくは、受付カウンタ－・お電話にてお問い合わせください。
●今月の
今月の新刊情報
【絵
絵 本】
☆かえってきたへんしんトネル
（あきやま ただし）
☆ニンジャさるとびすすけ
（みやにし たつや）
☆こけしのゆめ（いぬんこ）

【文
文 学】
◎平蔵狩り（逢坂 剛）
◎明日の子供たち（有川 浩）
◎探偵工女－富岡製糸場の密室
（翔田 寛）
◎ターンオーバー（堂場 瞬一）

①所蔵はあるが
所蔵はあるが貸出
はあるが貸出し
貸出し中の場合・・・
場合・・・
次に借りられるよう予約処理をします。
インターネットからも予約
インターネットからも予約ができます
予約ができます。
ができます。
『予約をするには・・・
予約をするには・・・』
をするには・・・』
貸出中の蔵書本に限り予約ができます。
西都市立図書館のホームページから、メールアドレス・パ
スワードの登録が必要です。

【児童書
児童書】
児童書
◎遊園地を科学しよう！
（八木 一正）
◎目でみる単位の図鑑
（丸山 一彦）
◎大研究動物うんこ図鑑
（国土社編集部）

②本がない場合
がない場合・・・
場合・・・
「リクエスト」として購入したり他の図書館から借りたりし
ます。（相互貸借）
いずれも、準備ができ次第ご連絡します。

【一般書
一般書】
一般書】
◎87歳紫竹おばあちゃん幸せの花
園（紫竹 照葉）
◎辞書になった男 ケンボー先生
と山田先生（佐々木 健一）
◎日本の寺完全名盤
（かみゆ歴史編集部）

※リクエストについては、かならずしも購入したり他館から借り
たりできるものではありませんのでご了承ください。
図書館は
図書館は、日曜・
日曜・祝日（
祝日（９：００～
００～１７：
１７：００）
００）も開館しています
開館しています

●今月の展示コーナー・・・秋の夜長の読書特集

（文書取扱：
文書取扱：社会教育課図書館係 TEL43－
TEL43－0584 FAX41－
FAX41－1113）
1113）

Information
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その他

