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案内

講座・教室

ｃ ｏ ｎｔｅｎ ｔｓ

1 土砂災害危険箇所等の緊急周知について
2 子宮頸がん集団検診（20歳以上）のご案内
3 「金婚」を迎えられるご夫婦様へ
10月は土地月間です
10月1日は「法の日」です
4 10月は高年齢者雇用支援月間です
平成26年10月1日から
水痘（水ぼうそう）ワクチンが定期予防接種になります
5 乳がん検診のご案内（30歳以上の女性）
小学生のインフルエンザ予防接種費用の助成について
6 中小企業退職金共済制度加入促進補助金のご案内
ペットはマナーを守って飼いましょう
7 宮崎県最低賃金が時間額677円に改正

11 西都市働く婦人の家講座・教室のお知らせ
12 「布ぞうりづくり体験教室」のお知らせ
調理スタッフ講習 受講者募集
13 子育てママの食育教室（ｉｎ児童館）
宮崎県障がい者スポーツ教室開催

募集
13
14
15
16

「潜在看護師のための訪問看護講演会」参加者募集
第28回 西都古墳まつり 各種募集
候補者を募集しています（女性のチャレンジ賞・男女共同参画功労賞）
特定健診等業務嘱託員の募集について
新火葬場の愛称募集について
17 「児童福祉週間」標語の募集について

相談

催し

17 行政相談所をご存知ですか
～10月20日（月）から26日（日）は行政相談週間です～
18 法務局・人権擁護委員による『人権・なやみごと相談所』を開設します

7 宮崎県警察音楽隊演奏会
「第8回 一夜の歌声喫茶」の開催について
8 『街なか美術館』作品展示・キーワードラリーのお知らせ
9 伊東マンショ顕彰イベント
第2回さいと発「伊東家の食卓」大集合～食と物産フェア～開催
第13回さいと地場産業市のお知らせ
10 第26回西都市総合文化祭美術展・芸能大会開催
平成27年西都市成人式の開催について
■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 西都市地域子育て支援センターつばさ館
【最終ページ】10月6日（月）～27日（月）
2014みやざきフェニックス・リーグが開催

※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

土砂災害危険箇所等の
土砂災害危険箇所等の緊急周知について
緊急周知について
平成２６年８月２０日に広島県広島市で大規模な土砂災害が発生しました。このことは、西都市でも起こり得ることでありますので、ご自宅が「土砂災
害警戒区域」の指定区域や「土砂災害危険箇所」に位置していないか、確認をお願いします。
危険箇所・
危険箇所・警戒区域の
警戒区域の位置
西都市内には、「土砂災害危険箇所」が２７９箇所、「土砂災害警戒区域」が１１５箇所あります。市内の全世帯に配布しています洪水ハザードマップ
に土砂災害危険箇所が図示されています。
また、宮崎県のホームページなどでも確認ができます。
○宮崎県砂防課ホームページ

「土砂災害から身を守るために知っていただきたいこと」
アドレス http://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/doboku/sabo/sabo/page00036.html

○西都市ホームページ「防災・災害情報」

http://www.city.saito.miyazaki.jp/

防災気象情報の
防災気象情報の収集方法
雨が降り始めたら → テレビやラジオ、気象庁のホームページなどで、最新の気象情報を入手しましょう。
これまで降った雨の量や雨雲の動き、土砂災害警戒情報などに注意しましょう。
○気象庁ホームページ http://www.jma.go.jp/jma/index.html ○宮崎県防災防犯情報メールサービス https://www.fastalarm.jp/miyazaki/htdocs/
避難情報等の
避難情報等の伝達方法
避難情報（避難準備情報、避難勧告、避難指示）は、以下のような方法で伝達します。
●防災無線 ●ホームページ ●防災情報メール ●テレビ・ラジオ
●文字放送（MRT）

など

避難場所など
避難場所など
避難情報を発令した場合には、避難所が開設されます。自分の地区の避難所はどこなのか、そこへ安全にいくためにはどういけばいいのかを確認して
おきましょう。すでに配布しています洪水ハザードマップや市のホームページなどで確認してください。
※豪雨になる前に → 大雨時や土砂災害警戒情報が発表された際には、早めの避難を心がけましょう。夜間に大雨が予想される場合は、暗くなる前の
避難を心がけましょう。
市でも気象情報を収集し、避難情報等をお知らせしますが、土砂災害の兆候を目撃したり危ないと感じたら、自主的に避難してください。
どうしても家の外への避難が困難と判断される場合は、家の中で二階や山側から離れた部屋へ避難しましょう。
（文書取扱・お問い合わせ先：危機管理課 ４３－０３８０）

子宮頸がん
子宮頸がん集団検診
がん集団検診（
集団検診（20歳以上
20歳以上）
歳以上）のご案内
のご案内～
案内～今年度最後の
今年度最後の集団検診です
集団検診です～
です～
子宮がんは、子宮の入り口にできる『子宮頸がん』と、子宮の奥にできる
『子宮体がん』があります。日本の子宮がんの8割が『子宮頸がん』です。20
歳～30歳代の若い女性に増えていて、がんの初期は無症状です。早期発見の
ため、年に1回は『子宮頸がん』検診を受けましょう。
【対象者】西都市住民で20歳以上の女性の方（年度年齢）
【料金】1,000円
6,000円相当
6,000円相当の
円相当の検診が
検診が1,000円
1,000円で受診できます
受診できます
※ 西都市国民健康保険加入者 600 円
※ JA 西都女性部に加入の本人・家族 400 円（助成券が必要）
※ 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、生活保護世帯の方は無料
無料（市民税非課税世
無料
帯の方は税務課発行の世帯の課税証明を、生活保護世帯の方は保護証明を
持参してください）
【検診日時・場所】集団検診か個別検診のどちらか
どちらか一方
どちらか一方をお選びください
一方
【検査内容】問診・視診・細胞診（子宮頸部の細胞をこすり取り、異常な細
胞がないか調べます）

【当日持参するもの】保険証、問診票
※問診票については事前に郵送します。
【注意事項】
● 妊娠中の方や妊娠の可能性のある方は、集団検診は受診できませんので
かかりつけの病院で受診してください。
● 最近 6 カ月以内に不正性器出血（一過性の少量の出血・閉経後の出血等）、
月経異常（過多月経・不規則月経等）は、再検査になる可能性があるた
め医療機関での受診をお勧めしています。
● 生理中の検診は、再検査になる可能性があるので避けましょう。
● 着脱の楽な服装で受診しましょう。ズボンよりフレアスカートが便利で
す。
【医療機関による
医療機関による個別検診
による個別検診】
個別検診】 （平成27年2月28日まで）
※指定医療機関に直接お申込みください。

【集団検診】
集団検診】 申込み先：健康管理課 健康推進係（４３－１１４６）
※ 下記の日程で実施します。西都市ヘルスメイトによる試食もあります。
締め切り
日程
受付時間
検診場所
午前9時～午前9時30分
市役所穂北支所
11月7日
午前11時～午前11時30分
三納地区館
11月13日
(金)
（木）
※定員になり
定員になり
午後1時30分～午後2時
三財地区館
次第受付終了
午後3時～午後3時30分
都於郡地区館
1月18日
（日）

午前9時～午前11時

保健センター

12月19日
（金）

谷山産婦人科医院
(0985)74－0078

河野産科婦人科医院
22－0341

坂田病院
22－3426

古賀総合病院
(0985)39－8888

はまだレディス
クリニック
(0985)39－0087

細川レディス
クリニック
(0985)22－7313

安田医院
(0985)73－0158

ひろしま通り
ウィミンズクリニック
(0985)60－7807

※定員になり
定員になり
次第受付終了

Information

（文書取扱：健康管理課 健康推進係）
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案内

Information

「金婚」
金婚」を迎えられるご夫婦様
えられるご夫婦様へ
夫婦様へ
結婚後「５０年」という永きにわたり、ご家族を支えながら築かれてこ
られたご夫婦をたたえるため、「記念品」及び「記念写真」をお贈りいた
します。該当されるご夫婦は、下記のとおりお申込みください。
１．該 当 者：市内に住所を有する結婚後５０年のご夫婦
※昭和３９年中（１／１から１２／３１まで）に結婚されたご夫婦
※または以前に申込みをされなかったご夫婦
２．申込期間：１０月１日（水）から１１月７日（金）まで
（午前９時から正午まで、午後１時から午後５時まで）
３．申込場所：西都市福祉事務所 高齢者福祉係 窓口
※電話での受付は行いません。ご了承ください。
【問い合わせ】福祉事務所

高齢者福祉係

３２－１０１０

（文書取扱：福祉事務所高齢者福祉係）

１０月
１０月は土地月間で
土地月間です
国土利用計画法では、一定面積以上の土地売買などを行った場合、土地
の権利取得者は契約日から起算して２週間以内に土地の所在する市町村長
を経由して知事に届け出ることが義務づけられています（
（山林等も
山林等も届出の
届出の
対象です
対象です）
です）。
～届出が必要な土地の面積～
１ 都市計画区域
５，０００㎡以上
２ 都市計画区域外
１０，０００㎡以上
土地の有効利用の実現のため、皆様のご理解とご協力をお願いします。
届出制度についてのお問い合わせは、
総合政策課企画政策係（３２－１０１１）まで。
（文書取扱：総合政策課）

３

案内

10月
10月1日は「法の日」です
「法の日」週間を
週間を迎えて
「法の日」は、国民の皆さんに、法の役割や重要性について考えていた
だくきっかけになるようにと、裁判所、検察庁及び弁護士会の協議で提唱
され、昭和35年、政府によって、「国をあげて法の尊重、基本的人権の擁
護、社会秩序の確立の精神を高めるための日」として定められました。
裁判所、法務省、検察庁及び弁護士会では、10月1日からの1週間を「法
の日」週間とし、毎年、全国各地で各種の行事を実施しています。裁判所
では、全国各地で法や裁判手続に関する説明会や見学会、講演会等の催し
を行う予定です。
「法の日」週間に
週間に実施される
実施される行事
される行事に
行事に参加して
参加して、
して、
法を身近に
身近に感じてみま
じてみませんか
みませんか？
せんか？
「法の日」週間にちなんで裁判所で実施される各地の行事は、「裁判所
ウェブサイト」（http://www.courts.go.jp/）で紹介しています。このサ
イトでは裁判例情報や司法統計などの様々な情報をご覧いただけます。
また、裁判員制度の詳しい情報については「裁判員制度ウェブサイト」
（http://www.saibanin.courts.go.jp/）で紹介していますので、是非、ア
クセスしてみてください。
宮崎の裁判所の行事予定は裁判所ウェブサイト（http://www.courts.go.
jp/miyazaki/）をご覧ください。
ふるってご参加ください。
【問い合わせ】
宮崎地方家庭裁判所総務課庶務係 ０９８５－２３－２２６３

（文書取扱：総務課）

10月
10月は高年齢者雇用支援月間です
高年齢者雇用支援月間です
１ ０ 月 は、 高 年齢 者 雇用 支 援 月間 で す。
少 子 高齢 化 が進 行 する 中 、 活力 あ る経 済 社会 を 維 持し て いく た めに は 、 高年 齢 者の 皆 さん の 社 会参 加 が是 非 とも 必 要 であ り 、働 く 意欲 と
能 力 の ある 高 年齢 者 が社 会 で 活躍 で きる 雇 用環 境 を 築い て いく こ とが 重 要 です 。
月 間 にあ わ せ、 高 年齢 者 の 就労 支 援に つ いて 、 事 業主 や 労働 者 、県 民 の 皆さ ん の理 解 を深 め る ため に 周知 ・ 啓発 活 動 を実 施 しま す 。
●問い合わせ先

宮崎県労働政策課 ０９８５－２６－７１０６
（文書取扱：商工観光課）

平成26
平成26年
26年10月
10月1日から水痘
から水痘（
水痘（水ぼうそう）
ぼうそう）ワクチンが定期予防接種
ワクチンが定期予防接種になります
定期予防接種になります
水痘(水ぼうそう)は水痘・帯状疱疹ウイルスの直接接触、咳やくしゃみなどの飛沫感染あるいは空気感染によって感染します。
最も伝染力の強い感染症のひとつであり、学校保健安全法の規定に基づき、保育園、幼稚園、学校への登園・登校は治癒証明書を貰うまで禁止されてい
ます。このワクチンを受けた者のうち、約20％は、後に水痘にかかることがありますが、もしかかっても軽くすむとされています。
※水痘にかかったことがあるお
水痘にかかったことがあるお子
にかかったことがあるお子さんは、
さんは、定期接種の
定期接種の対象外になります
対象外になります。
になります。
【対象者】
1歳の誕生日の前日から3歳の誕生日の前日までのお子さん
1回目の標準的接種期間：1歳から1歳3か月に達するまでの間
2回目の接種：1回目の接種から3か月以上経過した時期
（標準的接種期間は1回接種後半年から1年まで経過した時期）

【予防接種の特例】
平成26年10月1日～平成27年3月31日までの期間に限り、3歳の誕生日から
5歳の誕生日の前日までのお子さんも定期予防接種の対象となります。
接種回数は１回です。
※1歳以降に1回以上接種したお子さんは定期接種の対象外になります。

【平成26年10月1日より前に接種をしている場合の取扱い】
①1歳以降に3か月以上の間隔をおいて、2回接種している場合
⇒定期接種の対象外になります。
（すでに定期接種は終了しているものとみなされます。）

【持参するもの】母子健康手帳
【費用】無 料
※接種する際は、事前に医療機関に予約をお願いします。
※予防接種を受けるには、原則として保護者の同伴が必要です。

②1歳以降に1回接種している場合
⇒1回目の接種から3か月以上の間隔をおいて1回接種します。

【接種医療機関】
とめもり小児科、いわみ小児科医院
市外にかかりつけ医のある場合は、市外で受けることができます。

③1歳以降に3か月未満の期間内に2回接種した場合
⇒1回目の接種から3か月以上かつ2回目の接種から27日以上の間隔をお
いて1回接種します。

Information

（文書取扱：健康管理課 健康推進係
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43－1146）

Information

５

乳がん検診
がん検診のご
検診のご案内
のご案内（
案内（30 歳以上の
歳以上の女性）
女性）
日本人の女性に乳がんが急増しており、16人に１人が乳がんにかかるとい
われています。
乳がんは、早期発見すれば治癒率も高いので、月１回は自己検診を行い、
２年に１回はマンモグラフィー検査・超音波検査を受けましょう。
●対象者：西都市の住民で、30歳以上の女性
※2年に1回の検診のため、平成25年5月～平成26年2月に西都市の乳がん検
診を受けられた方は対象外となりますが、クーポン対象者は受診可能で
す。
検診場所
日
時
＊ブレストピアなんばの検診バスがきます
時間：9：00～11：30、13：00～15：30(完全予約制)
保健センター
平成26年11月16日(日)、11月17日(月)
平成27年 1月29日(木)、 1月31日(土)
（集団検診）
※11月5日、11月15日の受付は終了いたしました。
※11月16日、11月17日の受付は残りわずかです。
平成26年11月29日(土)、12月13日(土)
大塚病院
平成27年1月10日(土)、 2月28日(土)
鶴田病院
平成27年2月28日まで ※平日の午後2時から実施
●料金：3,000 円
※西都市国民健康保険の方は、1,500円補助があります。
※満70歳以上の方、65歳以上の後期高齢者医療の障害認定を受けている
方、市民税非課税世帯及び生活保護世帯の方は無料になりますので証
明書を必ず提示ください。
※無料クーポン券が届いた方は、視触診とマンモグラフィー検査は無料
ですが、超音波検査代の自己負担900円が必要となります。
●申し込み先
健康管理課 健康推進係に電話で必ずお申し込みください。
（文書取扱：健康管理課健康推進係

４３―１１４６）

案内

小学生のインフルエンザ
小学生のインフルエンザ予防接種費用
のインフルエンザ予防接種費用
の助成について
助成について
西都市内に住民登録のある小学生のお子さんがインフルエンザワクチン
を任意に接種される場合、1回につき1,250円（一人2回まで）の助成があり
ます。
説明書及び申請書は各小学校を通じて配布いたします。市外の小学校に
通学している方は、健康管理課までお問い合わせください。
【接種時期】平成26年10月1日から平成27年1月31日まで
※2～4週間の間隔をあけて、2回接種します。
※1回目は平成26年12月31日までに接種してください。
【助成を受けることができる医療機関】
いわみ小児科医院・とめもり小児科・三財病院・大塚病院・上山医院・
児玉内科クリニック・水田内科医院（小学4年生以上）・富田医院・
上野医院（要予約）・黒木胃腸科医院・東米良診療所
※上記以外の医療機関で接種した場合は助成の対象になりません。
※予約が必要な場合がありますので、各医療機関にお問い合わせくださ
い。

（文書取扱：健康管理課 43-1146）

中小企業者のみ
中小企業者のみなさまへ
のみなさまへ

ペットはマナーを守
ペットはマナーを守って飼
って飼いましょう

～中小企業退職金共済制度加入促進補助金のご
中小企業退職金共済制度加入促進補助金のご案内
のご案内～
案内～
市では、中小企業に勤める勤労者の福祉の増進及び雇用の安定並びに中
小企業の振興を図るため「西都市中小企業退職金共済制度加入促進補助金
制度」を設けています。下記の条件を満たされる中小企業者は、平成26年
度補助金の交付を受けられますので、ぜひご利用ください。
◎対象者（
対象者（下記の
下記の全ての条件
ての条件を
条件を満たす者
たす者）
・市内に事業所を有する中小企業退職金共済法第２条第１項に規定する中
小企業者。
・「中小企業退職金共済制度」又は「特定退職金共済制度」の共済契約を
締結している中小企業者。
・市税の滞納が無い者。
◎補助金額
(1)中小企業者が平成25年10月1日から平成26年9月30日までの間に退職金
共済契約を締結し、当該期間中に納付した当該契約の被共済者に係る掛
金が5,000円以上である当該被共済者１人当たり5,000円。
(2)中小企業者が平成24年10月1日から平成25年9月30日までの間に退職金
共済契約を締結し、当該期間中に納付した当該契約の被共済者に係る掛
金が5,000円未満である当該被共済者のうち、当該掛金の額と平成25年10
月1日から平成26年9月30日までの間に納付した掛金の額とを合計した額
が5,000円以上である当該被共済者１人当たり5,000円。
◎受付期間

平成27年3月10日まで

◎申請方法

商工観光課に申請用紙がありますのでお申し出ください。

◎問い合わせ 商工観光課

犬や猫に関する苦情が増えています。ペットを飼われる方はマナーを守
り責任を持って飼いましょう。
○ふん尿
ふん尿の片付けをしてください
片付けをしてください。
場所にも配慮
けをしてください。場所にも
にも配慮を
配慮を。
公共の場や私有地などへのふん尿の放置はマナー違反です。特に家の
前や庭、門柱や塀などにふん尿をされ困っているとの苦情が寄せられて
います。
散歩前に自宅で排泄を済ませておくことが理想ですが、外で排泄させ
る場合は場所に十分配慮し、飼い主が責任を持ってしっかり片付けまし
ょう。
○放し飼いはやめましょう。
いはやめましょう。
放し飼いにされた犬猫が家や庭を荒らしたり、ふんをしたりするなど
の苦情が寄せられています。
犬や猫の放し飼いは人に迷惑をかけるばかりでなく、交通事故など犬
猫自身にも危険がおよびます。犬は必ずつないで、猫は室内で飼いまし
ょう。
○つないだら常
つないだら常に点検・
点検・確認を
確認を忘れずに。
れずに。
家で犬をつないでおく時は首輪が抜けたり、鎖がはずれたりしないよ
うに常に点検をし、犬が放れていないかの確認をしましょう。
もし飼い犬が人を咬んだ場合には、被害者を救護し保健所か警察に届
けなければなりません。

４３－３２２２
（文書取扱：商工観光課）

Information

（文書取扱：生活環境課 ４３－３４８５）
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宮崎県最低賃金が
宮崎県最低賃金が時間額６７７
時間額６７７円
６７７円に改正
宮崎県最低賃金は、本年１０月１６日（木）から、「時間額６７７円」に改正されることになりました。
最低賃金は臨時、パート、アルバイトを含む宮崎県内で働くすべての労働者に適用されます。
なお、特定（産業別）最低賃金のうち、「肉・乳製品製造業」については、１０月１６日（木）から宮崎県最低賃金の時間額６７７円が適用されますの
で、ご注意ください。
●ご存じですか？
じですか？中小企業を
中小企業を応援する
応援する業務改善助成金
する業務改善助成金
事業場内で最も低い賃金（時間額８００円未満かつ宮崎県最低賃金額以上）を、時間額で４０円以上引き上げる賃金引上げ計画を策定し、労働能率の
増進に資する設備・器具の導入等の業務改善を実施した場合に、その費用の２分の１（注；企業規模３０人以下の場合、４分の３。ただし、上限１００
万円）を助成する、政府の中小規模支援策としての「業務改善助成金制度」が平成２３年４月から始まっています。
【問合せ先】 宮崎労働局労働基準部賃金室 ０９８５－３８－８８３６
（文書取扱：商工観光課）
平成26年度西都市民会館自主文化事業

宮崎県警察音楽隊演奏会
県民が誇れる警察音楽隊と、県立妻高等学校の吹奏楽部で活動する生徒
が共演することによってレベルアップを図り、市民に観賞してもらうこと
で、演奏会をより身近に感じてもらうことを目的に開催するものです。
市民会館自主文化事業としては、初めての演奏会となります。
ご近所、友人、知人お誘い合せの上ぜひ、お越し下さい。
◎日 時：１０月３０日（木）開場：１８時、開演：１８時３０分
◎会 場：西都市民会館
◎入場料：無料（入場整理券有）全席自由
◎入場整理券取扱：市民会館・西都市内各プレイガイド（オーディオヤマ
グチ／（有）ハマダ／パオ／マルハチレコード／Ａコ
ープさいと）
○主 催 西都市民会館
○後 援 西都市／西都市教育委員会／宮崎日日新聞社
問合せ先 西都市民会館 ４３－５０４８
（文書取扱：社会教育課）

「第８回 一夜の
一夜の歌声喫茶」
歌声喫茶」の開催について
開催について
まちなかギャラリー夢たまごにおいて、下記のとおり第８回目となる一
夜の歌声喫茶が開催されます。「歌声喫茶」はカラオケではなく、プロの
伴奏（キーボード・大正琴・ギター）でみんなで楽しく歌おうというもの
です。昭和の歌謡曲、青春歌謡、フォークソングなど、あなたの好きな歌
をみんなで歌いましょう。多くの皆さんのご参加をお待ちしています。
【日
【会
【料
【内

時】１０月２６日（日）１８時００分開場／１８時３０分開演
場】まちなかギャラリー夢たまご
金】４５０円（当日券は５００円）
容】歌謡曲、フォークソング、唱歌など、216曲の歌集の中から
リクエストをどうぞ。
【主 催】西都市レクレーション協会
【問合せ及びチケット】
０９０－５０６５－５９３２（夢たまご／松下朝子)
まちなかギャラリー夢たまご ４２－００２７
（文書取扱：商工観光課）

『街なか美術館
なか美術館』
美術館』作品展示・キーワードラリー
作品展示・キーワードラリーのお
・キーワードラリーのお知
のお知らせ
『街なか美術館
なか美術館』
美術館』作品展示

『街なか美術館
なか美術館』
美術館』キーワードラリー参加募集
キーワードラリー参加募集

西都商工会議所では、西都市の行事・名所・人物をテーマに市内各
小学校の児童のみなさんに『絵画』を募集したところ、２３２点の作
品が集まりました。
出展された作品は市内中心商店街の各お店で展示されています。
家族、お友達を誘って西都芸術の秋を感じに市内中心商店街へ出掛
けてみませんか。
●作品展示期間
１０月１日（水）～１１月２６日（水）
●作品展示場所
本町通り商店会・平助通り商店会・えびす通り商店会
妻駅西地区商店街振興組合の各参加店
●優秀作品表彰式
１０月１９日（日）
場所：あいそめ広場
伊東マンショ顕彰イベントでのステージイベントで行います。
※優秀作品はショッピングセンターパオで展示しています。
※１０月１４日・１０月２９日・１１月１２日に展示される絵が入
れ替わりますので、そちらも是非ご覧ください。
【主
【後

『街なか美術館』では市内中心商店街のお店で飾られている文字付きの
絵画を探すキーワードラリーを行います。絵画を見て回り、見つけた文字
を組み合わせて西都に関する言葉を考えて応募してください。
正解者の中から抽選で景品や西都商工会議所ギフト券をプレゼントいた
します。皆さま、ふるってご参加ください。
●作品展示場所
本町通り商店会・平助通り商店会・えびす通り商店会
妻駅西地区商店街振興組合の各参加店
●応募期間
１０月１日（水）～１１月２７日（木）
●応募先
さどわら店・ふじ美容室・弘文堂・サイクランドおくぐち・パオに応募
箱がありますのでそちらに投函してください。応募用紙も併せて置いて
います。また、西都商工会議所のホームページからもダウンロードでき
ますのでご利用ください。
ホームページアドレス→（http://www.miyazaki-cci.or.jp/saito/）
●当選者には「１２月中旬」に当選案内を郵送させていただく予定です。

催】 西都商工会議所
援】 西都市
西都市教育委員会

【問合せ先】 西都商工会議所

４３－２１１１
（文書取扱：商工観光課）
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伊東マンショ
伊東マンショ顕彰
マンショ顕彰イベント
顕彰イベント
第 2 回さいと発
さいと発「伊東家の
伊東家の食卓」
食卓」大集合
～食と物産フェア
物産フェア～
フェア～開催
西都の偉人伊東マンショがイタリアや伊東家で食したかも？知れないイ
タリア料理や、郷土料理、スイーツなど約２０種類の料理が街なかに大集
合します。全て飲食店や料理愛好家の方々が西都の食材を使って創作した
アイデア料理です。昨年度出場チームの新メニューも登場し、「新ご当地グ
ルメ」の誕生も間近？
お誘いあわせのうえぜひご来場ください。
【開催日時】 １０月１９日(日) 午前１０時～午後３時(雨天決行)
【会
場】 小野崎通り（あいそめ広場）
○料理の代金は店舗ごとにお支払ください(前売券はありません)。
○来場者の投票により優勝が決定します。
○各料理先着 100 名に投票権があります。
○西都市内の小学生が描いた作品による「街なか美術館表彰式」や西都古
墳太鼓、ピュール、西都ＰＯＰ－Ｍエイサーによるステージなど楽しい
催しもありますので、お楽しみ下さい！
※料理は
料理は数量に
数量に限りがございますので、
りがございますので、お早めにお越
めにお越し下さい！
さい！
【主
催】西都商工会議所
【問い合わせ】西都商工会議所 ４３－２１１１
営業時間 8時45分～17時30分(休み：土日祝祭日)
（文書取扱：商工観光課）

９

催し

第１３回
１３回さいと地場産業市
さいと地場産業市のお
地場産業市のお知
のお知らせ
西都市地場産業振興協議会では毎年恒例の「さいと地場産業市」を次の
とおり開催します。ご家族、ご近所お誘い合わせのうえ、ぜひお越しくだ
さい。
《日

時》１０月１８日（土）～１９日（日） ※雨天決行
２日間とも午前１０時～午後４時

《会

場》西都原ガイダンスセンター「このはな館」前広場

《期間中の催し》
●地場産品販売
豊かな自然に育まれた西都の農産物・加工品等の販売です。
●無料サービス
正午頃より「鮎めし：先着４０名」の無料サービスを行います。
●お楽しみ抽選会
５００円以上お買い上げの方に抽選券をプレゼント。抽選で景品を
当てよう。
《１９日のみの催し》
●無料サービス
正午頃より「田舎そば：先着１００名」の無料サービスを行います。
●小学生以下対象のこどもゲーム大会（輪投げ等）
※諸事情により
諸事情により内容変更
により内容変更となる
内容変更となる場合
となる場合があります
場合があります。
があります。
《問い合わせ》西都市地場産業振興協議会事務局 ４３－２１１１
（文書取扱：商工観光課）

第２６回西都市総合文化祭
２６回西都市総合文化祭
美術展・
美術展・芸能大会開催
『第２６回西都市総合文化祭美術展・芸能大会』を下記のように開催し
ます。日頃から文化芸能に取り組んでいる皆さんの作品や舞台での民謡・
舞踊等が披露されます。
ぜひご覧になって下さい。
◎美術展
期 間 ： １０月１８日（土）～２６日（日）
９時～１８時
（ただし、１８日は１０時から、２６日は１７時まで）
会
内
料

場 ：
容 ：

西都市民会館
絵画の部、書の部、写真の部、彫刻・陶芸・工芸の部、
生花の展示
金 ： 入場無料

◎芸能大会
期 日 ： １１月３日（月・祝日）
１２時開場／１２時３０分開演
会 場 ： 西都市民会館
内 容 ： 民謡・舞踊・詩吟・太極拳・ウクレレ・フラダンス・
ギター演奏ほか
料 金 ： 入場無料

【お問い合わせ】西都市民会館 ４３－５０４８

平成２７年西都市成人式
２７年西都市成人式の
年西都市成人式の開催について
開催について
【日

時】 平成２７年１月５日（月）
受付 １０：００～１０：５０
式典 １１：００～

【会

場】 西都市民会館

【対 象 者】 平成６年４月２日～平成７年４月１日生の方
（西都市に住民票が無い方は申込みが必要です。）
↓
【申込方法】 ①新成人者氏名（ふりがな）
②生年月日
③性別
④出身地区（中学校区）
⑤案内状送付先住所（実家など）
⑥同世帯主名
⑦電話番号
を下記まで電話・ＦＡＸ・メールにてご連絡ください。
※西都市に住民票がある方は申込みの必要はありません。
【申 込 先】 西都市教育委員会 社会教育課（西都市公民館内）
電話：４３－３４７９
ＦＡＸ：４３－０３９９
メール：syakyo@saito-city.jp
【そ の 他】 市内在住及び市外在住の方で申込みをされた新成人者の方
へは、案内状を１１月中旬頃に発送します。
式典当日には、その案内状を必ず持参のうえご入場くださ
い。
なお、今回の成人式は月曜日開催となります。新成人者、
保護者、勤務先などにおかれましては、ご理解・ご協力を
いただきますようお願いいたします。

（文書取扱：社会教育課）

Information

（文書取扱：社会教育課）
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講座・教室

西都市働く
西都市働く婦人の
婦人の家講座・
家講座・教室のお
教室のお知
のお知らせ
西都市働く婦人の家では、次の講座および教室の参加者を募集いたします。市内にお住まいか、勤務先のある方ならどなたでも参加できます。
みなさまからのたくさんのご応募をお待ちしております。
講 座 名

学習曜日と時間帯

回数

定員

内

容

デジカメと画像編集入門

11月7日

毎週金曜

19:00～21:00

10

12

デジカメで撮った写真や、すでにプリントされた写真をパソコンで加
工・編集を行い、お好きな音楽（BGM）で鑑賞できるDVDアルバム
づくりを学びます（画像ファイル操作が初めての方が対象です。）。
※教材費 1,000円程

バランス・トレーニング

11月7日

毎週金曜

19:00～21:00

15

20

身体を不安定な状態にして簡単なトレーニングを行います。日常で
はあまり使わない筋肉「インナー・マッスル」をバランスよく鍛えること
によって、将来的に健康で過ごせる身体づくりを目指します。

15

芳名帳、のし紙、祝儀袋など、日常でよく使われる筆ペンを学びま
す。
今年は筆ペンを使って、心のこもった年賀状を書いてみてはいかが
でしょうか。 ※教材費 1,000円程

くらしの筆ペン
◎ 場
所
◎ 申 込 先

◎
◎
◎
◎

初回日

受付期間
受付時間
受 講 料
問 合 先

11月10日

毎週金曜

13:30～15:30

6

西都市働く婦人の家 （パオ２階）
働く婦人の家の窓口で直接か、往復はがきでお申込ください。
往復はがきの場合は、必要事項をご記入の上 「〒
「〒881
881西都市小野崎1
丁目66
66番地
881
-0012 西都市小野崎
1丁目
66
番地 西都市働く
西都市働く婦人の
婦人の家」までご応募ください。
※往信はがきの裏面に①
希望講座・
氏名（
ﾌﾘｶﾞﾅ）
①希望講座
・教室 ②氏名
（ﾌﾘｶﾞﾅ
） ③住所 ④電話番号 ⑤年齢 ⑥区分（
区分（女性勤労者、
女性勤労者、主婦、
主婦、その他
その他、男性のいずれか
男性のいずれか）
のいずれか）
をご記入下さい。 ※返信はがきの裏面には何も記入しないで下さい。
10 月 1 日（水）～10 月 31 日（金） ※郵送の場合は当日消印有効
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。ただし 4 回以上の講座につき、友の会費 200 円を頂いております。またテキスト代・材料費は自己負担とさせていただきます。
西都市働く婦人の家 ３２－６３００
※申込者が定員に達しない時は開講できない場合もあります。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）

「布ぞうりづくり体験教室
ぞうりづくり体験教室」
体験教室」のお知
のお知らせ
さいと匠の会では、１０月・１１月に好評の「布ぞうり」の体験教室を
開催します。“藁”の代わりに“布”で作る「布ぞうり」は、履き心地が
良く室内履きに最適です。
さいと匠の会の会員が、物づくりの“知恵”と“技術”と“楽しさ”を
伝えます。
どうぞ気軽にご参加ください。

調理スタッフ
調理スタッフ講習
スタッフ講習 受講者募集
食生活と健康のかかわりあい、食品衛生などの基礎知識を学び、実習で
は介護食などを中心とした様々なメニューと食材に対応できる献立を調理
していただく講習の受講者を募集します。
講習期間 ： １１月１４日（金）～２８日（金）
【土日を除く１０日間】
締 切 日 ： １１月４日(火)必着

【日

時】●１０月２６日（日）
１０：００～１５：００ ※12:00～13:00は休憩
●１１月 ９日（日）
１０：００～１５：００ ※12:00～13:00は休憩
※製作には３時間程かかります。
【定 員】１回２０名程度（２回参加されてもかまいません。）
【会 場】平助通りの「生きがい交流広場」
【対象者】どなたでも参加できます。
【参加料】無 料
【材 料】１メートル×２メートルの布を２枚ご用意ください。
・ある程度厚みのある布で作ると楽かもしれません。
【その他】床に座っての作業となりますので、必要と思われる方は座布団
をお持ちください。
【申込み】１０月２２日（水）までに下記までご連絡ください。
（１１月の体験教室は１１月５日（水）までに）
【お問い合わせ】 商工観光課 商工振興係 ４３－３２２２

募集人員 ： １０名
実施場所 ： 西都市中央公民館 （西都市大字右松２６０６－１）
受 講 料 ： 無料
対 象 者 ： ハローワークに求職登録している方で、就職を目指している
５５歳以上のシニア世代
申込方法 ： ハローワーク高鍋、ハローワーク高鍋 西都情報センター、
西都市シルバー人材センターに置いてある所定の申込書を宮
崎県シルバー人材センター連合会宛てに郵送またはＦＡＸに
てお申し込みください。申込後、受講者選考を行います。
申込・問合先 ： 公益社団法人 宮崎県シルバー人材センター連合会
（電話0985-31-3775、FAX0985-31-3776）

（文書取扱：商工観光課）

Information

（文書取扱：福祉事務所）
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講座・教室／募集

子育てママの
子育てママの食育教室
てママの食育教室（ｉｎ
食育教室（ｉｎ児童館
（ｉｎ児童館）
児童館）いっしょに楽
いっしょに楽しく作
しく作ってみませんか？
ってみませんか？
子育て真っ最中のお母さんを対象に、食育教室を行っています。子どもの食生活はもちろんのこと、お母さん自身の食生活を振りかえり、身体と心に必
要な「栄養」のとり方について、いっしょに考え実習してみませんか？
★日
★対
★内

時：１０月２４日（金）１０：００～１３：００
★場 所：西都市児童館
象：子育て中のお母さんと子ども（先着１０組）
★持参する物：エプロン・三角巾・筆記用具
容：管理栄養士による食生活のお話、調理実習「カラダに安全・地産地消メニュー」試食

参加希望の方は１０月２０日（月）までに児童館または健康管理課までお電話ください。
●西都市健康管理課（43－1146）
●西都市児童館（43－6117）
（文書取扱：健康管理課 健康推進係）

宮崎県障がい
宮崎県障がい者
がい者スポーツ教室開催
スポーツ教室開催
宮崎県障がい者スポーツ教室が下記のとおり開催されます。このス
ポーツ教室は、日常生活の中で実践できる障がい者のスポーツ・レク
リエーション活動の普及と充実発展を図り、障がい者の体力維持増進
に寄与することを目的としています。
日
時：１１月８日（土）１３時３０分～１５時３０分
場
所：西都市勤労青少年ホーム
実施種目：オーバルボール…４方向より楕円ボールを中央のリンクに転が
して得点を競う競技です。
ボッチャ…………ボールを投げて、小さな目標により近づける
ように投げ合う競技です。
そ の 他：運動をしやすい服装でおいでください。また、体育館シューズ
をご持参ください。
申込締切：１０月２４日（金）
（申込先）西都市福祉事務所

障害福祉係

「潜在看護師のための
潜在看護師のための訪問看護講演会
のための訪問看護講演会」
訪問看護講演会」
参加者募集
訪問看護は医療の立場で療養生活を支援するサービスで、とてもやりが
いのある仕事です。先輩看護師の体験を聞いてみませんか？訪問看護につ
いての疑問についてもお答えします。
日
会
内

時
場
容

対 象 者
参 加 料
申込方法

10月30日（木） 10：00～12：00
高鍋保健所（児湯郡高鍋町大字蚊口浦5120）
講演「訪問看護について～やりがいのある訪問看護」
交流会（質問コーナー）
訪問看護に興味のある看護職
無料
電話にて下記まで申込みください。
宮崎県看護協会 ０９８５－５８－４５２５

４３－１２０６
（文書取扱：福祉事務所）

（文書取扱：健康管理課）

第28回
28回 西都古墳まつり
西都古墳まつり 各種募集
○地場産展・
地場産展・産業祭出店者の
産業祭出店者の募集について
募集について
西都古墳まつり会場で開催する「地場産展・産業祭」に出店していただける方を募集しています。なお、詳細については西都商工会議所・三財商
工会に開催要項及び申込用紙を置いていますので参考にしてください。
○日
程：11月1日（土）～ 2日（日）
○締め切り：10月17日（金）
○出店条件：西都商工会議所、または三財商工会の会員であること。
※名義貸しは一切認めません。
【申込先及び問合せ先】 西都商工会議所 TEL 0983-43-2111
●たいまつ行列
たいまつ行列の
行列の一般参加者募集について
一般参加者募集について
西都古墳まつりでは、たいまつ行列に参加していただける方を募集
しています。たいまつ行列参加者は、都萬神社から記紀の道をたどり
ながら御陵墓前広場へ向います。皆様のご参加をお待ちしています。
日
程：11月1日（土）
集合場所：西都原御陵墓広場 受付テント
※都萬神社集合ではありませんのでご注意ください。
受付時間：15時 ～ 17時30分
行
程：18時 都萬神社出発式 ～ 20時 御陵墓前広場到着予定
申込資格：年齢制限はありませんが、4kmの行程を自力で歩ける方。
中学生以下は保護者の参加が必要です。
申込方法：観光協会に参加申込書がございますので必要事項を記入
の上、観光協会にFAXもしくは直接お持ち下さい。
また、観光協会のホームページ〔http://www.saito-ka
nkou.com〕からも参加申込書がダウンロードできます。
締め切り：10月17日（金）
※ただし、予定定員になり次第締め切らせていただきま
す。なお、締
締め切り後の申し込みは受
みは受け付けできませ
ん。

●たいまつ行列
たいまつ行列サポーターズの
行列サポーターズの募集
サポーターズの募集について
募集について
たいまつ行列サポーターズは、たいまつ行列が通るコース（記紀の道
～御陵墓前広場）にたいまつを持って待機し、行列通過後に行列に加わ
るという新たな参加方法です。たいまつ行列に参加すると共に、たいま
つ行列を安全に運行するお手伝いとして皆さんのお力をお貸しくださ
い。興味のある方、ご希望される方は下記までお問い合わせください。
※たいまつ行列到着後は、一般参加者と同じように炎の祭典を近くで鑑
賞することができます。
●西都古墳まつりスタッフの
西都古墳まつりスタッフの募集
まつりスタッフの募集について
募集について
西都古墳まつり実行委員会では、まつりを手伝って頂けるスタッフを
募集しています。西都古墳まつりに少しでも興味のある方は下記までお
問い合わせください。当日だけのボランティアも募集します。
※応募条件等は特にございませんが、未成年者は保護者の承諾が必要に
なります。
※スタッフもボランティアも無給での活動となりますが、活動に関する
傷害保険やまつり当日のお弁当、古代衣装など必要なものは事務局で
準備します。
【申込先及び問合せ先】
西都古墳まつり実行委員会事務局（西都市観光協会内）
℡0983-41-1557 FAX0983-41-1559
（文書取扱：商工観光課）
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募集

候補者を
候補者を募集しています
募集しています
平成26
平成26年度女性
26年度女性のチャレンジ
年度女性のチャレンジ賞
のチャレンジ賞

平成26
平成26年度男女共同参画功労賞
26年度男女共同参画功労賞

県では、起業、ＮＰＯ法人での活動、地域活動等にチャレンジするこ
とで輝いている女性個人又は女性グループを表彰しています。

県では、男女共同参画社会づくりに功労のあった個人・グループ・事
業者への表彰を実施しています。
あなたの地域や職域等で男女共同参画社会づくりに取組まれている個
人・グループ・事業者をぜひご推薦ください。

○ 表彰の
表彰の対象：県内に在住し、下記のいずれかに当てはまる女性又は女
対象
性グループです。
※上へのチャレンジ
地域、団体、事業所において主導的な立場で政策・方針決定に参
画し活躍されている方
※横へのチャレンジ
従来、女性の参加が少なかった分野でのさきがけとなるチャレン
ジで活躍されている方
※再チャレンジ
子育て等で仕事を中断した後に、仕事等に再チャレンジし活躍さ
れている方

○ 表彰の対象：下記のいずれかにあてはまり、３
３年以上活動または取組
年以上
みを行っている県内在住または所在の個人・グループ・事業者です。
※男女の固定的性別役割分担意識の是正に貢献、または男女共同参画
社会づくりに向けた気運の醸成に関し顕著な成果をあげている。
※積極的な女性の人材育成への取組みや意思決定の場への参画など
を通じ、女性の社会参画促進に関し顕著な成果をあげている。
※女性の能力活用や職域拡大に努めるなど、雇用上の男女の均等な機
会の確保等に関し顕著な成果をあげている。

○ 応募方法 （どなたでもご応募できます）自薦他薦を問いません。
※ 西都市市民協働推進課(男女共同参画行政担当窓口)または、県生活･協働･男女参画課、県男女共同参画センター等に応募書類があります。
（県庁ホームページからもダウンロードできます。）
※推薦要領を参考に推薦書に必要事項をご記入の上（※男女
男女共同参画功労賞
西都市市民協働
男女共同参画功労賞については、３年以上の取組み実績が必須となります）、西都市市民協働
共同参画功労賞
推進課に提出してください。
推進課
○ 受付期間

平成２６
平成２６年
２６年１０月
１０月１７日
１７日（金）まで
（文書取扱・お問い合せ：市民協働推進課

４３－１２０４）

特定健診等業務嘱託員の
特定健診等業務嘱託員の募集について
募集について
平成26年11月から採用予定の特定健診等業務嘱託員を下記のとおり募集
します。
■業務内容

特定健診・特定保健指導事業に関する事務（パソコンでの
データ処理等）

■募集人員

1名

■任用期間

平成26年11月1日から平成27年3月31日まで（※更新あり）

■募集期間

平成26年10月1日（水）～10月17日（金）

■報

月額120,000円

酬

■勤務時間

9時から16時までの間で、1日6時間以内とし、週29時間以内

■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

①医療事務経験者又は医療事務の資格を有する方
②健康で市税等の滞納がなく普通自動車免許をお持ちの方

■応募方法

市販の履歴書に写真を添付し、必要事項記載のうえ、医療
事務資格を有する方はその証の写しを添えて市役所健康管
理課国保係に申し込んでください。
※不採用の場合は、提出された履歴書は返却します。

■採用方法

面接により選考します。

■そ の 他

詳細については、面接時に説明します。

■問い合せ

健康管理課 国保係 43-0378（直通）

（文書取扱：健康管理課国保係）

Information

新火葬場の
新火葬場の愛称募集について
愛称募集について
西都児湯新火葬場が、平成２７年９月からの供用開始を目指し建設中で
す。火葬場は、故人との悲しい別れの場ですが、その悲しみを少しでも和
らげる施設にしたいものです。そのような場にふさわしい愛称を募集して
います。
【募集期間】１０月１０日(金)～１１月２８日(金)
※郵送の場合、１１月２８日(金)消印有効
【応募規定】・愛称は過去未発表のもので、応募者本人のオリジナルに限
ります。
・１人何点でも応募できますが、それぞれ異なる愛称とし、
応募用紙１枚につき１点の愛称とします。
※応募用紙はホームページでダウンロードしていただくか、
または、下記の応募先窓口で配布していますのでお越しく
ださい。
【応募方法】・西都児湯新火葬場「愛称」応募用紙に必要事項をご記入の
上、持参、郵送、ＦＡＸ、またはＥメールにて、下記の応
募先まで提出してください。
・火葬場の完成イメージ図は、ホームページをご参照くださ
い。
【結果、表彰など】・結果については、広報、ホームページなどでお知ら
せします。また、愛称に採用された方には賞状と副
賞を贈呈します。
(応募期間終了後、選考を行います。)
【応募先】・持参、郵送：(平日８：３０～１７：００)
〒881-8501 西都市聖陵町2-1
西都市役所生活環境課
〒881-0027 西都市大字南方6548-1
西都児湯環境整備事務組合
【お問い合わせ先】西都児湯環境整備事務組合(平日8：30～17:00))
・ＴＥＬ：４１－１７６１
・ＦＡＸ：４１－１７６２
・メール： kankyou-seibi@cup.ocn.ne.jp
・ホームページ： http://www18.ocn.ne.jp/~saisei/
（文書取扱：生活環境課）
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Information

「児童福祉週間」
児童福祉週間」標語の
標語の募集について
募集について
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募集／相談

行政相談所をご
行政相談所をご存知
をご存知ですか
存知ですか
～１０月
１０月２０日
２０日（月）から２６
から２６日
２６日（日）は行政相談週間です
行政相談週間です～
です～

毎年５月５日の「こどもの日」から１週間を「児童福祉週間（５月５日
～５月１１日）」と定めて、児童福祉の理念の普及・啓発のための隔週行
事を行っていますが、平成２７年度の児童福祉週間に向けて、その象徴と
なる標語を募集します。
詳細につきましては、ホームページをご参照いただくか下記お問い合わ
せ先までご照会ください。
■募集期間
■募集内容
■応募方法

■応募先

１０月２０日（月）まで ※郵送は当日消印有効
元気で頑張る子どもたちを応援する標語や未来に向けての
子どもたちからのメッセージとなる標語
（１）はがき、
はがき、封書またはファクシミリによる
封書またはファクシミリによる応募
またはファクシミリによる応募
１人何点でも応募できますが、はがき１枚またはファク
シミリ用紙１枚につき１作品のみ記入してください。封
書の場合も用紙１枚につき１作品のみ記入してください
（複数同封は可能です）。
用紙ごとに郵便番号、住所、氏名（フリガナ）、年齢、
学校名と学年（大人の方は職業）、電話番号を必ず記入
してください。
（２）インターネットによる応募
インターネットによる応募
（一財）こども未来財団のホームページ内に「平成27年
度児童福祉週間標語募集フォーム」があります。必須事
項を入力し送信してください。
〒105－0003
東京都港区西新橋1－12－10 西新橋ホームビル4Ｆ
（一財）こども未来財団「標語募集」係
TEL：03－5510－1833、FAX：03－5510－1835
URL：http://www.kodomomiraizaidan.or.jp
（文書取扱：福祉事務所）

国などの役所の仕事について、①苦情や困っていることがある、②相談
してみたが説明に納得がいかない、③制度や仕組みが分からない、④どこ
に相談したらよいか分からないなどの困りごとがありましたら、行政相談
員にご相談ください。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。
○巡回行政相談所
日時：１０月１６日（木）１０：００～１２：００
場所：西都市都於郡地区館１階和室
○行政相談委員

壹岐

康宏さん、酒井ミツ子さん

○お問い合わせ

生活環境課市民生活係

４３－３４８５

※定例の行政相談所については毎月第２木曜日の１０：００～１２：００
に、西都市役所南庁舎１階で開催しています。

※行政相談は、総務省宮崎行政評価事務所でも受け付けています。全国ど
こからでも同じ電話番号でかけられる
行政苦情110
行政苦情110番
0570-090110（
090110（お困りならマルマル苦情
りならマルマル苦情110
110番：0570苦情110番
110番）
をご利用ください。

（文書取扱：生活環境課）

法務局・
務局・人権擁護委員による
人権擁護委員による
『人権・なやみごと
人権・なやみごと相談所
・なやみごと相談所』
相談所』を開設します
開設します
家庭内の問題(夫婦・親子、結婚・離婚、相続など)や、隣近所との
もめごと、いじめ、体罰などの問題に関するご相談をお受けします。
相談は無料で秘密厳守になっておりますので、お気軽においでくだ
さい。
１０月２１日（火）
○日 時
午前１０時から午後３時まで
○場 所
市役所南庁舎１階
○相談員
・人 権 擁 護 委 員 黒 木
功 委員
・人 権 擁 護 委 員 池田 カズヨ 委員
その他関係機関でも、面談・電話による相談は平日午前８時３０分から
午後５時１５分まで随時お受けしております。
関係機関名

電話番号

宮崎地方法務局人権擁護課

０９８５－２２－５１２４

人権相談ナビダイヤル

０５７０－００３－１１０

女性の人権ホットライン

０５７０－０７０－８１０

子どもの人権１１０番

０１２０－００７－１１０

備考

全国統一ナビ

通話料無料

インターネット人権相談受付システム
○ パソコンから（大人・子ども共通）
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken113.html

（文書取扱：市民協働推進課）

Information

西都市地域子育て
西都市地域子育て支援センターつばさ
支援センターつばさ館
センターつばさ館
平成２６
平成２６年
２６年１０月号
１０月号
☆子育て支援センターは、主に家庭で子育てをしているお母様方とお子さ
んが集まり、情報交換したり、お子さんと一緒にみんなで遊べる交流の
場です！！（利用料は無料です）
<１０月
１０月の行事予定>
行事予定>
１日（水）運動遊びを楽しもう！
２日（木）給食試食会
※予約制 （1食３００円）
８日（水）にこにこ広場（パオ）
AM１０：３０～
９日（木）誕生会（10月生まれ）
AM１０：３０頃～
12日（日）こどもの家保育園・運動会
場所：下妻近隣公園
14日（火）秋の製作
～24日
※随時
15日（水）アタッチメントベビーマッサージ ※予約制
（参加費：500円 オイル代込み）
16日（木）おでかけ支援「生きがい交流広場」AM１０：３０～
21日（火）給食試食会
※予約制 （1食３００円）
22日（水）にこにこ広場（パオ）
AM１０：３０～
23日（木）なかよしランド
※予約制
AM１０：３０～
28日（火）親子クッキング「フルーツ茶巾」予約制（１５０円）
31日（金）リトミック
※12日の運動会では、未就園児の「幼児競争」がありますので遊びに
来て下さいね。お土産もあります。（10時前後予定です）
◆支援センターつばさ館概要（駐車場は横にあります）
【住
所】西都市白馬町３番地（こどもの家保育園敷地内）
【連 絡 先】ＴＥＬ：４３－１０４９ ＦＡＸ：４３－１０７９
【利 用 時 間】月曜～金曜9:00～15:00 土曜9:00～12:00（育児相談可）
【子 育 て 相 談】電話・来園・訪問でのご相談をお受けします。（随時）
【一 時 保 育】料金・時間は１時間単位でのお預かりになります。
詳しいお問い合わせはお電話下さい。
（・1時間→３００円 ・4時間→１０００円です）
【育 児 情 報 誌】毎月1回 活動内容の情報発信（つばさ館便り）
【育 児 講 座】年数回開催
（文書取扱：福祉事務所）
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■西都原運動公園野球場の試合スケジュール■
※試合開始時間

今年もいよいよ「みやざきフェニックス・リーグ」
（秋季教育リーグ）が
開催されます。プロ野球ファームシーズンが終了した 10 月に行われ、主に
若手選手の育成・強化を目的に行われます。国内のプロ野球 12 球団に加え
て、韓国プロ野球チーム３球団、四国アイランドリーグ plus 選抜の全 16
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球団が参加します。宮崎・西都・日南・日向の球場で行われる全 144 試合
のうち、18 試合が西都原運動公園野球場にて行われます。未来のスター選
手を間近で観るチャンス！

観戦無料！ ぜひお気軽にご観戦下さい。

・・・・■
■ 関 連 イ ベ ン ト ■

ふるってご参加下さい！・・・・

【オープニングセレモニー】
オープニングセレモニー】 会場：
会場：西都原運動公園野球場
１０月６日（月）

１２時２０分～予定

菜の花レディから両球団へ花束贈呈等が行われます。
その他
その他サイン会等
サイン会等のイベントを
会等のイベントを予定
のイベントを予定しております
予定しております。
しております。
下記事務局までお
下記事務局までお問
までお問い合わせください。
わせください。
※上記のイベントは試合状況や天候等により中止・変更になる場合があり
ますので、詳しくは下記までお問合せ下さい
問合せ先 ヤクルトスワローズ等協力部会事務局
西都市スポーツ振興課スポーツランド推進係

0983-43-3478

－
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－

－
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－
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斗山

ソフトバンク
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－
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－ ヤクルト
(11:30)

