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こんね！四季を彩るロマンのまち西都
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地デジ難視対策支援が終了します
税務課からのお知らせ
●相続税・贈与税が変わります
●「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されています
●記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されています
平成２６年１０月１日から
高齢者肺炎球菌ワクチン接種が定期接種となりました
高齢者インフルエンザ予防接種のお知らせ
日ごろから災害に備えましょう
農業者年金に加入しませんか
軽度・中等度の難聴児の補聴器購入（修理）への助成について
「ヤングＪＯＢサポートみやざき」について
宮崎県高等学校駅伝競走大会開催のお知らせ
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ピヨピヨ学級（離乳食講座）
西都市公民館後期講座 受講生募集
●着物リサイクル講座
●そば打ち講座
平成26年度農業法人設立セミナーおよび
異業種から農業参入個別相談会の開催について

募集
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13

催し
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伊東マンショゆかりの地を巡るツアーin大分のお知らせ
「アシスト企業」の登録に協力していただける企業等を募集しています
ミックスダブルステニストーナメント（体協祭）参加者募集
へそ山ハイキングに参加しませんか
平成27年度宮崎県東京学生寮入寮者募集
『楽しさ丸ごと冬体験in北海道』参加者募集

相談
14

「第９回さいとふるさと産業まつり２０１４“こんねまつり”」について
西都市教育文化祭の開催について
第９回「三財へそ祭り」
秋のみやざき就職フェアの開催について
第29回宮崎医療福祉専門学校学園祭について

■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。

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
司法書士による消費生活無料相談をご利用ください

その他
15

図書館だより11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

地デジ難視対策支援
デジ難視対策支援が
難視対策支援が終了します
終了します
重要なお知らせです。地デジ難視対策の各種支援は終了します。お早めのお申し込みをお願いします。
国が実施している地デジ難視対策のための各種支援制度は平成２７年３月末をもって終了します。期限までに地デジ難視対策を完了するためには、遅く
とも本年１２月中の申し込みが必要です。お問い合わせは、総務省地デジコールセンターまでご連絡ください。
○問合せ先

総務省地デジコールセンター

０５７０－０７－０１０１
（文書取扱：総合政策課）

税務課からのお
税務課からのお知
からのお知らせ
相続税・
相続税・贈与税が
贈与税が変わります

「領収証」
領収証」等に係る印紙税の
印紙税の
非課税範囲が
非課税範囲が拡大されています
拡大されています

平成２７年１月１日より、相続税及び贈与税が改正されます。
詳しくは、国税庁ホームページ（www.nta.go.jp）をご覧いただくか税
務署までお問い合わせください。

平成２６年４月１日以降に作成されるものについては、受取金額が５
万円未満のものについて非課税とされることとなりました。
詳しくは、国税庁ホームページ（www.nta.go.jp）をご覧いただくか税
務署までお問い合わせください。

記帳・
記帳・帳簿等の
帳簿等の保存制度の
保存制度の対象者が
対象者が拡大されています
拡大されています
平成２６年１月から、記帳・帳簿等の保存制度の対象となる方が拡大され、事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方（所
得税の申告が必要ない方も含まれます。）は、売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する金額等を帳簿に記載し、その帳簿や取引に係る請求書・
領収書などの書類を保存する必要があります。
なお、制度の詳細については、国税庁ホームページ（www.nta.go.jp）の「個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について」をご覧い
ただくか、税務署までお問い合わせください。
問い合わせ先：高鍋税務署 0983-22-1373
（※自動音声でご案内します。ガイダンスに従って「２」を選択してください。）
（文書取扱：税務課 市民税係）

平成２６
平成２６年
２６年１０月
１０月１日から高齢者肺炎球菌
から高齢者肺炎球菌ワクチン
高齢者肺炎球菌ワクチン接種
ワクチン接種が
接種が定期接種となりました
定期接種となりました
平成26年10月１日から下記の対象者に対し、肺炎球菌ワクチン接種が定期接種となりました。接種を希望される場合は、下記の指定医療機関にご予約を
お願いします。
※既に肺炎球菌ワク
肺炎球菌ワクチンの
ワクチンの接種
チンの接種を
接種を受けたことがある方
けたことがある方は対象外です
対象外です。
です。
【肺炎球菌ワクチン】
肺炎は細菌やウイルスの感染等によって起こり、特に高齢者や慢性疾患患者の場合には罹患すると死亡率が高くなるといわれています。２３価肺炎球菌
ワクチンは、約９０種類に分類される肺炎球菌のうち病気を引き起こしやすい２３種類の菌の成分を含んでいるため、肺炎の罹患や重症化に対する予防効
果が期待されます。
【接種医療機関】
接種する際は、事前に医療機関に予約をお願いします。
※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。

【対象者】
・平成26年度に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳に
なる方（下記の表をご参照ください。）
年齢
生 年 月 日
６５歳
昭和２４年４月２日～昭和２５年４月１日
７０歳
昭和１９年４月２日～昭和２０年４月１日
７５歳
昭和１４年４月２日～昭和１５年４月１日
８０歳
昭和 ９年４月２日～昭和１０年４月１日
８５歳
昭和 ４年４月２日～昭和 ５年４月１日
９０歳
大正１３年４月２日～昭和１４年４月１日
９５歳
大正 ８年４月２日～大正 ９年４月１日
１００歳
大正 ３年４月２日～大正 ４年４月１日
・100歳を超えている方（大正３年４月１日以前の生まれ）
・60歳以上65歳未満の方であって、心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能
またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する方
【自己負担額】
【持参するもの】

２，４００円

上野医院
４４－５１００

上山医院
４３－１１２９

宇和田胃腸内科
４２－０１１１

大塚病院
４３－００１６

黒木胃腸科医院
４３－１３０４

児玉内科クリニック
４３－１７７７

西都病院
４３－０１４３

佐藤クリニック
４３－５３０９

三財病院
４４－５２２１

すぎお医院
４１－１１７７

鶴田クリニック
４２－３７４１

富田医院
４３－０１７８

東米良診療所
４６－２３３５

水田内科医院
４３－１１１５

健康保険証

（文書取扱：健康管理課 健康推進係 ４３－１１４６）

Information

２

案内

Information

３

案内

高齢者インフルエンザ
高齢者インフルエンザ予防接種
インフルエンザ予防接種のお
予防接種のお知
のお知らせ

日ごろから災害
ごろから災害に
災害に備えましょう

接種時期：平成26年10月1日から平成27年1月31日まで （1回接種）
インフルエンザの流行は1月上旬から3月上旬が中心です。
また、ワクチンが十分な効果を維持する期間は接種後約2週間後
から約5か月とされています。過去の流行状況から考えて10月か
ら12月中旬までの間に接種することをお勧めします。

常日頃より災害に備えての取り組みをお願いします。
今回は、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、多くの人が亡くなられる悲惨な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、市民の皆様に以下のことをお
願いし行動していただきたいと思います。

接種場所：とめもり小児科・西都病院・鶴田ｸﾘﾆｯｸ・三財病院・大塚病院・
図師医院・上山医院・児玉内科ｸﾘﾆｯｸ・上野医院・富田医院・
水田内科医院・黒木胃腸科医院・佐藤ｸﾘﾆｯｸ・宇和田胃腸内科・
東米良診療所・すぎお医院・西都児湯医療センター
対 象 者：

接種費用 :

西都市に住民登録のある方で、次に掲げる方
①65歳以上の方
②60歳以上65歳未満の方で心臓、じん臓又は呼吸器の機能に
自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障
害を有する方及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機
能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方
自己負担1,050円
(生活保護世帯の方は無料です。証明書を提出してください。)

※医療機関で渡される説明書をよく読んで注意事項等を確認してくださ
い。
※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。
（お問い合わせ先・文書取扱：健康管理課

４３－１１４６）

まず、
まず、家の周辺に
周辺に土砂災害危険箇所がないか
土砂災害危険箇所がないか確
がないか確かめましょう。
かめましょう。
市内の全世帯に配布しています洪水ハザードマップ（河川の堤防が
決壊した時などにどれくらい浸水深があるかなどを表示した図面）に
は、土砂災害危険箇所が図示されていますので、家の周辺に危険箇所
が有るか無いか確かめてください。洪水ハザードマップは市役所や各
支所に置いてあります。
次に、危ないと感
ないと感じたら自主的
じたら自主的に
自主的に避難しましょう
避難しましょう。
しましょう。
市役所でも気象情報等を収集し、市民の皆様にお知らせしますが、
土砂災害の前兆現象を確認した時、または危ないと感じたら、自主的
に避難してください。
最後に
最後に、家の外への避難
への避難ができない
避難ができない時
ができない時はこうしましょう。
はこうしましょう。
どうしても家の外への避難が困難と判断される場合は、家の中でま
ず上への移動を、次に斜面とは反対側に位置する部屋に避難してくだ
さい。

（お問い合わせ先・文書取扱：危機管理課

４３－０３８０）

農業者年金に
農業者年金に加入しませんか
加入しませんか
現在の農業者年金は、農業者の老後生活の安定と福祉の向上を図り、さ
らに農業の担い手を確保することを目的に公的年金として創設されたもの
です。この農業者年金は、自分で積み立てた保険料とその運用実績により
将来受け取る年金が決まる「積み立て方式」の年金となっております。そ
のため、運用利回りの状況で保険料が引き上げられることはありません。
また、終身年金で８０歳までの保証付きです。
《加入の
加入の要件》
要件》
①国民年金第１号被保険者
（国民年金保険料の免除を受けていないこと）
②加入するときに、２０歳以上６０歳未満の方
③年間６０日以上農業に従事されている方
この３つの要件に該当する方なら誰でも加入できます。
（農地を持たない方も加入できます。）
保険料は
自分で
められます》
《保険料
は、自分
で決められます
》
将来必要な年金額に向けて、月額２万円から６万７千円までの間で
千円単位で自由に設定できます。保険料は、いつでも見直すことが可
能で脱退も自由です。ただし、脱退した場合は一時金ではなく将来、
年金として受け取ることになります。
《政策支援（
政策支援（保険料の
保険料の国庫補助）
国庫補助）加入》
加入》
一定の要件を満たす担い手の方は、保険料について国による補助を
受けられます。
《納付された
納付された保険料
された保険料には
保険料には税制上
には税制上の
税制上の優遇措置があります
優遇措置があります》
があります》
納付された保険料は全額が社会保険料控除の対象となります。
詳しくは、お住まいの地区担当の農業委員、農業委員会事務局、または
西都農協管理課までお問い合わせください。
＜お問い合わせ先＞ 農業委員会（４３－３５９５）
西都農協管理課（３５－４１１１）

軽度・
軽度・中等度の
中等度の難聴児の
難聴児の補聴器購入（
補聴器購入（修理）
修理）
への助成
への助成について
助成について
身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児の言語習得
やコミュニケーション能力等の向上を図るため、軽度・中等度の難聴児の
補聴器の購入又は修理に要する費用の一部を助成します。
●助成対象者
次に掲げる要件を満たす児童の保護者。ただし、対象児童の保護者やそ
の配偶者、扶養義務者（以下「保護者等」という）の所得が、特別児童扶
養手当にかかる所得制限基準額以上である場合や対象児童の保護者等が市
税を滞納している場合は、助成金の交付を受けることはできません。
(1) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。
(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、聴覚障害に関して身体障害者
手帳の交付対象とならないこと。ただし、医師が必要と認める場合は、
30デシベル未満でも対象となることがあります。
(3) 他の法令等に基づき補聴器購入等の助成等を受けていないこと。
(4) 補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると宮崎
大学医学部附属病院難聴支援センターの医師から判断されていること。
●助成金の額
補聴器の購入・修理に要した経費又は別に定める基準額（補聴器の種類に
よって異なります）のいずれか低い額の3分の2（生活保護受給世帯や市町
村税非課税世帯については、10分の10 ）
助成金を受けるためには、補聴器の購入・修理の前に申請の手続きが必
要です。詳しくは、西都市福祉事務所障害福祉係（４３－１２０６）まで
お問い合わせください。
（文書取扱：福祉事務所）

（文書取扱：農業委員会）
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「ヤングＪＯＢ
ヤングＪＯＢサポートみやざき
ＪＯＢサポートみやざき」
サポートみやざき」について

宮崎県高等学校駅伝競走大会開催のお
宮崎県高等学校駅伝競走大会開催のお知
のお知らせ

「ヤングＪＯＢサポートみやざき」では、概ね４０歳未満の方を対象に、

今年も宮崎県高等学校駅伝競走大会が、次のとおり西都市で開催されま
す。
大会当日は、交通規制もございますので、コース近隣にお住まいの皆様
方及び応援される皆様方には、大変御迷惑をおかけしますが、御協力をお
願いいたします。

次のようなサービスを行います。
【支援内容】
・専門相談員の１人１担当制による就職相談
・履歴書の書き方指導や模擬面接など

◎宮崎県高等学校駅伝競走大会

・パソコンを利用した職業適性診断

区

・就職活動支援の各種セミナーの開催

女子

・ホームページからの情報発信

11月2日（日）
中継所

通過予定時刻

スタート

市役所前

10:20

２

杉安橋先

10:40

・無料職業紹介

３

旧ハマレン商店前

10:53

・就職関連情報の提供

４

ダイハツ販売前(市役所横)

11:03

５

清水ファミリーマート前

11:13

ゴール

市役所前

11:29

スタート

市役所前

12:30

２

旧ハマレン商店前

13:00

３

ダイハツ販売前(市役所横)

13:09

４

三納新川橋先

13:34

５

ダイハツ販売前(市役所横)

13:59

０９８５－２３－７２６０

６

旧ハマレン商店前

14:08

ＨＰ

７

南杉安公民館前

14:23

市役所前

14:38

【所在地】
・宮崎市錦町１－１０ 宮崎グリーンスフィア壱番館（KITEN）３階
男子
【業務時間】
・月曜～土曜 午前９時～午後６時（日曜・祝祭日・年末年始は休み）
【問い合わせ先】
・ヤングＪＯＢサポートみやざき

http://job-miyazaki.com

ゴール
（文書取扱：商工観光課）

（お問い合わせ先・文書取扱：スポーツ振興課

43-3478）

「第９回さいとふるさと産業
さいとふるさと産業まつり
産業まつり２０１４
まつり２０１４“
２０１４“こんねまつり”
こんねまつり”」について
コスモス満開の西都原で、西都市の農産物や地場産品などのＰＲ、キャラクターショーや園児の発表など、たくさんのイベントを予定しています。
日時：１０月２６日（日）
会場：西都原イベント広場

午前１０時～午後４時

ＰＲイベント
西都の食材を使用した料理の販売
長崎県西海市コーナー、加工品コーナー等

ステージイベント
※時間・
時間・内容は
内容は変更になる
変更になる場合
になる場合があります
場合があります。
があります。
09:50～ オープニングアトラクション（穂北保育園）
10:00～ 開会行事
10:20～ 長崎県西海市ＰＲステージ
10:35～ 東京ヤクルトスワローズ
公式マスコット「つば九郎」ステージ（1回目）
11:00～ キャラクターショー
「それいけ！アンパンマンショー」（1回目）
12:00～ 西都古墳まつりＰＲタイム
12:30～ 西都うまいもん！ウルトラクイズ大会
13:15～ 園児発表 地元郷土芸能「岩爪豊年俵踊り」（都於郡保育所）
13:30～ 全長５６メートル「超ロング巻き寿司」をつくろう！
14:00～ 東京ヤクルトスワローズ
公式マスコット「つば九郎」ステージ（2回目）
14:30～ キャラクターショー
「それいけ！アンパンマンショー」（2回目）
15:20～ お楽しみせんぐまき
16:00～ イベント終了
体験型イベント
ミニボウリング、タッチプール（いおワールド かごしま水族館協賛）
西都の農産物重量当てコンテスト、ピーマン釣り大会

無料配布コーナー
苗木・ポン菓子無料配布
各種団体運営コーナー
飲食業組合・社交業組合・地場産協議会販売
木工製品展示販売、住宅相談、グリーンツーリズムコーナー

ほか

駐車場・シャトルバス・一方通行
西都原ガイダンスセンター駐車場、運動公園（北側）第二駐車場、市役所
駐車場等を産業まつり臨時駐車場としてご用意しています。
市役所駐車場、運動公園駐車場からはシャトルバスをご利用ください。
混雑が予想されるため、一部の区間が一方通行になります。
関連イベント
☆西都原コスモススケッチ大会
２５日（土）、２６日（日）両日開催
◆参加資格：小学生以下
◆テーマ：西都原・コスモス
◆参加方法：会場にて随時受付 ◆準備品：画用紙以外の画材
☆西都原フリーマーケット
２５日（土）午前１０時～午後４時
※１０月２４日（金）の朝刊にて、チラシ折り込みを行います。イベント
時間の変更、内容の詳細については、こちらで再度ご確認ください。
主催・お問い合せ
さいとふるさと産業まつり実行委員会
事務局：西都市農政課内 ℡０９８３－４３－０３８２
（文書取扱：農政課）

Information

６

催し

Information

７

催し

西都市教育文化祭の
西都市教育文化祭の開催について
開催について
西都市教育委員会では、子どもたちの豊かな人間性を養うとともに西都市における地域文化の発展を目的として「西都市教育文化祭」を開催いたしま
す。子どもたちによる創造性豊かな作品を多数展示いたしますので、ご家族ご友人をお誘いあわせの上、ふるってご来場ください。
○
○
○
○

期 間
会 場
出展者
種 目

１１月７日（金）～１１月９日（日）
○ 時 間
午前９時００分～午後５時００分
西都市民会館
西都市内の小・中学校の児童生徒
図画、デザイン、工芸、彫刻、書写、理科、小学校家庭技術（木工・電気・情報）、家庭、特別支援教育
（お問い合わせ先・文書取扱：教育政策課 ４３－３４３８）

第９回「三財へそ
三財へそ祭
へそ祭り」

秋のみやざき就職
のみやざき就職フェアの
就職フェアの開催
フェアの開催について
開催について

三財地区で今年も恒例の「第９回三財へそ祭り」を開催します。
この祭りは、宮崎県のへそにあたる中心地点が三財に在ることに因んで
開催するものです。
へそ踊りやへそ相撲など、楽しい催し物を盛りだくさん準備しています。
ぜひ、おいでください。

『平成２６年度 秋のみやざき就職フェア』を開催します。
一般の方、公的職業訓練修了者（修了予定者を含む）、来春大学等卒業
予定の方（中学・高校卒業予定者を除く）を対象としています。
県内約１００社の企業ブースで、担当の方からの説明を聞くことができ
ますので、是非、ご参加ください。

元気に活き活きと、にぎやかで、楽しぃっちゃが、
「へそ」で茶が沸くほどおもしりど！
【日
【会
【内

時】１０
１０月
１０月２６日
２６日（日）午前９
午前９時～午後３
午後３時４０分
４０分
場】三財小中学校
三財小中学校グラウンド
三財小中学校グラウンド（雨天時は同校体育館）
グラウンド
容】へそ踊り、へそ相撲、へそ綱引、児童芸能発表、
気球搭乗体験、お楽しみ抽選会、各種出店など
【主
催】三財地域づくり協議会
【後
援】西都市、西都市観光協会
【問い合わせ先】三財地域づくり協議会事務局（奥野まで）
電話：４４－５８３１
（文書取扱：三財支所）

●開催日時

１１月１０日（月）
１２時００分受付開始、１６時３０分終了

●開催会場

シーガイアワールドコンベンションセンター
４階 サミットホール

●そ の 他

参加費は無料で、事前手続き・履歴書も不要です。
当日、会場で「受付票（企業訪問カード）」を記入提出
後、各企業のブースを自由に訪問してください。

●問合わせ

宮崎労働局職業安定課 0985-38-8823
または宮崎労働局ホームページをご覧ください。
（文書取扱：商工観光課）

第29回宮崎医療福祉専門学校学園祭
29回宮崎医療福祉専門学校学園祭について
回宮崎医療福祉専門学校学園祭について

ピヨピヨ学級
ピヨピヨ学級（
学級（離乳食講座）
離乳食講座）
いっしょに楽しく作ってみませんか？

宮崎医療福祉専門学校では、平成26年度「第29回ＭＭＣ学園祭」を開催
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。

いたします。
看護学科や理学療法士養成学科、医療秘書学科の職員と学生による血圧

「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、

測定や電気治療などを実際できるＭＭＣクリニックや屋台、学校説明会な

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

ど様々行われます。また今年は、Ｓutekiマルシェとのコラボ企画、ハンド

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

メイド雑貨店が多数出展する予定です。

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♪

ご家族、ご近所お誘いのうえ、ぜひお越しください。
【開催日時】

11月8日（土） 午前9時30分～15時30分

【会

場】

宮崎医療福祉専門学校

【内

容】

グルメ屋台

★日

時：１１月６日（木）午前１０：００～１２：００
（受付９時４５分～）

地鶏もも焼き・うどん・豚汁・たこ焼き・スイーツ

★場

所：西都市児童館

★対

象：生後3か月～1歳3か月児及び保護者（定員１０組程度）

★内

容：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

など多数
MMCクリニック「学生と職員による血圧測定・電気治療・診療費の解説
の無料体験コーナー」
コラボ企画

保健・栄養の個別相談

「Suteki
Suteki マルシェ」
マルシェ
ハンドメイド雑貨店が多数出展予定 ≪必見！≫

★持参する物：母子手帳、エプロン、お子さんの飲み物、三角巾

おしゃれな、雑貨がきっと見つかるチャンス！
※参加希望の方は申し込みが必要です。

多数のご参加を心よりお待ちしております。

１１月４日（火）までに健康管理課（４３－１１４６）へお電話くださ
【問い合わせ先】
学校法人日章学園 宮崎医療福祉専門学校

い。
TEL

0983-42-1010 まで
（文書取扱：健康管理課

（文書取扱：総務課）

Information

８

催し／講座・教室

健康推進係）

Information

９

西都市公民館後期講座
● 着物リサイクル
着物 リサイクル講座
リサイクル 講座
使わなくなった着物を再利用するための講座です。
日程：１１月２５日、１２月２日、１２月９日、１２月１６日
毎週火曜日 全４回
時間：１９時３０分～２１時３０分
場所：西都市公民館 会議室
対象：１８歳以上の西都市在住または在勤の方 １０名
内容：使わなくなった着物を再利用します。
備考：使わなくなった着物、裁縫道具をご持参ください。
締切：１１月１４日（金）です。

講座・教室

受講生募集

● そば打
そば 打 ち 講座
そば打ちに興味のある方、再度習いたい方を募集します。
最後は新そばを打っておいしくいただきましょう！
日程：１１月９日(日)、１１月１６日（日）
１１月２２日（土）、１１月３０日（日） 全４回
時間：１０時００分～１２時００分
場所：西都市公民館 調理室
対象：１８歳以上の西都市在住または在勤の方 １０名
内容：そば打ち（二八そば）の実技
備考：材料代として、毎回1,000円程度が必要となります。
そば打ちの道具をお持ちの方はご持参ください。
締切：１１月４日（火）です。

【申込方法】社会教育課へ電話（４３－３４７９：社会教育課直通）でお申込みください。
受付時間は平日の８時３０分から１７時までです（祝日や土日は受付いたしません）。
※どの講座も応募者多数の場合は抽選といたします。
（文書取扱：社会教育課 成人教育係 ４３－３４７９）

平成26
平成26年度農業法人設立
26年度農業法人設立セミナーおよび
年度農業法人設立セミナーおよび異業種
セミナーおよび異業種から
異業種から農業参入個別相談会
から農業参入個別相談会の
農業参入個別相談会の開催について
開催について
農業の法人化を志向している認定農業者等に向けたセミナーが開催されます。また、他業種から農業参入を検討している方に対しての個別相談会も併せ
て開催されます。法人化等を考えている方等は、ぜひご参加ください。
【日 時】11月12日（水）10時～17時
【参加費】無料

【会 場】宮崎市 宮崎観光ホテル 西館10階スカイホーク
【主 催】宮崎県農業会議、宮崎県担い手育成総合支援協議会

※参加を希望される方は、11月5日（水）までに農業委員会までご連絡ください。
（お問い合わせ先・文書取扱：農業委員会 ４３－３５９５）

伊東マンショゆかりの
伊東マンショゆかりの地
マンショゆかりの地を巡るツアーin
るツアーin大分
in大分のお
大分のお知
のお知らせ
西都の偉人伊東満所（マンショ）を顕彰するため、本年はマンショが滞在した、大友宗麟ゆかりの大分を巡ります。
天正１５（１５８７）年に５８歳で、津久見の地に没した戦国武将・大友宗麟の墓がある宗麟公園（紅葉の名所）や、宗麟が築城した臼杵城跡、また、
宗麟関係の資料を保存、展示している稲葉家下屋敷、同時代に臼杵に実在したといわれる修練院（聖職者の養成施設）を基に作られた南蛮風の白い建物の
「サーラ・デ・うすき」、そして、マンショが帰国後、国内で布教活動を行っていた拠点の一つである中津城等を巡ります。
またとない機会ですので、多数のご参加をお待ちしております。
１.日

時

１１月
１１月２２日
２２日（土）・２３日
２３日（日）
集合時間 ： 西都市公民館 午前７時５０分 、 都於郡城跡大駐車場 午前８時１０分

２.行
３.宿
４.ツ

泊
ア ー 料

先

大分県 津久見市・臼杵市・中津市 他

所

鉄輪温泉

金 等

ホテル鉄輪 （ 相部屋：４人部屋７室、２人部屋２室）

お１人様１５，０００円（宿泊代[１泊２食付]と２日間の昼食代、旅行傷害保険料）です。
乗り物（マイクロバス・ワゴン車）は市で準備いたします。

５.対

象 と な

る 方

市内在住・在勤の方。階段や歩いての移動も多いため、体力や健康に自信のある方。

６.申

し 込 み

方 法

住所・氏名・年齢・性別・電話番号・過去に開催されたゆかりの地を巡るツアーへの参加の有無をご記入の上、
ＦＡＸ（４３－０３９９）または歴史民俗資料館窓口にてお申し込みください。
１１月
１１月５日（水）午後５
午後５時必着

７.応

募

期

間

先着順３０
先着順３０名様
３０名様

県外ゆかりの地ツアーに
初めて参加される方

・・・

１０月１日～１１月５日（１０月１６日までは優遇されます）

参加されたことがある方

・・・

１０月１７日～１１月５日

定員となり次第募集を締め切ります。ご了承ください。
６.そ

の

他

平成２６年９月１５日号の回覧等でお知らせ済
（文書取扱：社会教育課 文化財係

Information
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募集

４３－０８４６）
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募集

「アシスト企業
アシスト企業」
企業」の登録に
登録に協力していただける
協力していただける企業等
していただける企業等を
企業等を募集しています
募集しています
宮崎県教育委員会では、専門性や人材など豊富な教育的資源をもっている企業のみなさまと連携・協働した教育活動を進めるため、「みやざきの教育ア
シスト事業」に取り組んでいます。
例えば、「児童生徒向けに働く喜びを話してもらいたい」「見学や児童生徒の職場体験活動等の受入企業について相談したい」等の学校のニーズに応じ
て、県教育委員会が、学校・家庭・地域と協力いただいている企業等（アシスト企業）をコーディネートし実現していきます。これは、企業等のみなさま
の「地域に貢献したい」というニーズにも合致することになります。
現在、学校・家庭・地域のニーズに応じて教育的資源を提供していただける企業等（アシスト企業）を募集しています。アシスト企業には、個人商店や
事業所、グループ、ＮＰＯなども含みます。
企業等のみなさま方の貴重なお力（資源）を、学校・家庭・地域の教育力の向上にぜひ生かしてみませんか！

アシスト企業には、県教育委員会が、次のような応援をします！
○ 宮崎県生涯学習情報提供システム「みやざき学び応援ネット」ホームページの中に「企業バンク」を作成し、広く県民にアシスト企業の取り組みの周
知を図ります。
○ 利用者と企業等のみなさまとのパイプ役となり、連絡・調整をします。
○ アシスト事業に関係のある研修会やイベント等がある場合には、ご案内をさしあげます。
募集から
募集から活動
から活動までの
活動までの手順
までの手順

詳しくは、「みやざき学び応援ネット」を参照ください。http://www.sun.pref.miyazaki.lg.jp/
お問合せ
宮崎県教育庁中部教育事務所 0985-29-3223
(文書取扱：社会教育課)

ミックスダブルス
テニストーナメント（
テニストーナメント（体協祭）
体協祭）参加者募集
ミックスダブルステニストーナメントを下記の要領で開催します。
奮ってご参加いただきますようご案内申し上げます。
日 時
予備日

１１月２３日（日）
１１月２４日（月祝）
８：１５受付
８：３０開会式
会 場
西都原運動公園テニスコート
種 目
ミックスダブルス
※Ａ級選手を含めないペアとします。
※３２ペアの先着順とします。

８：４５試合開始

へそ山
へそ山ハイキングに参加
ハイキングに参加しませんか
参加しませんか
宮崎県のへそが西都市の三財にあることから、三財地域づくり協議会と
三財商工会では、今年もへそ地点を目指してのハイキングを下記内容によ
り開催します。
片道約１時間のハイキングコースを秋晴れの中、紅葉を楽しみながらゆ
っくりと歩いてみませんか。
多くの方の参加をお待ちしております。
なお、ハイキング終了後は、豚汁のふるまいも用意しています。
期

日

１１月１６日（日）

受

付

９時００分

開

始

１０時００分

参 加 料 １組 ３，０００円
申込方法 必要事項を記載の上、下記アドレスに申し込んでください。
＜必要事項＞
①参加者氏名 ②それぞれの所属クラブ ③電話番号
（※氏名及びクラブ名にはふりがなをお願いします。）
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ tennis_saito@hotmail.comまでご連絡ください。
もしくは、インターネットで「西都市テニス協会」を検索。

集合場所

へそ山ハイキング登り口（水喰地区から１．５Ｋｍ）

参 加 料

大人：５００円

申込期限

参加人数に限りがありますので、定数になり次第、締め切
らせていただきます。

申 込 先

三財地域づくり協議会 電話：４４－５８３１
三財商工会
電話：４４－５１０７

申込締切 １１月９日（日）【必着】
《申込・問い合わせ先》西都市テニス協会 甲斐
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ tennis_saito@hotmail.com
TEL 080-8497-0814
（文書取扱：スポーツ振興課）

Information

中学生以下：無料

（文書取扱：三財支所）
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募集

Information

平成27
平成27年度宮崎県東京学生寮入寮
27年度宮崎県東京学生寮入寮者募集
年度宮崎県東京学生寮入寮者募集
宮崎県では、東京またはその周辺の大学で学ぶ学生のための入寮者（男
子）を次の通り募集します。
【募集人員】５０名程度（１部屋２名定員、全室２人部屋）
【入寮期間】平成２７年４月１日から平成２９年３月３１日まで
【入寮資格】
①平成２７年４月に学校教育法に基づく大学、短期大学および修業年限
２年以上の専修学校専門課程等に入学を予定（入学が決定していない
者を含む）している男子学生で、保護者が宮崎県内に居住する者
②入学した場合、住居に困窮する者
③経済上の理由により入寮を必要とする者
④寮費等納入金を支払う能力のある者
⑤健康で共同生活を営むことのできる者
【寮費】現行月額19,100円(電気料金は実費)※食事の提供はありません。
【申込受付期間】10月28日（火）から12月26日（金）まで（必着）
【申込書提出先】
宮崎県東京学生寮 〒102-0074 東京都千代田区九段南4－8－2
（指定管理者 ジャパンプロテクション㈱）０３－３２６３－５０６８
【問い合わせ先】
宮崎県東京学生寮 〒102-0074 東京都千代田区九段南4－8－2
（指定管理者 ジャパンプロテクション㈱）０３－３２６３－５０６８
または入寮者募集受付専用フリーダイアル ０１２０－５０３８３９
宮崎県総務部総務課庁舎管理担当
〒880-8501 宮崎市橘通東２丁目10番１号

０９８５－２６－７２９０

【申込用紙配布場所】宮崎県総務部総務課、西都土木事務所、市教育委員
会、各高等学校など
※詳細は県ホームページ（http://www.pref.miyazaki.lg.jp/）などでご確
認ください。
（文書取扱：総務課）
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募集

『楽しさ丸
しさ丸ごと冬体験
ごと冬体験in
冬体験in北海道
in北海道』
北海道』参加者募集
公益財団法人 国際青少年研修協会では、国内交流・野外活動体験事業
として、次のとおり『楽しさ丸ごと冬体験＆雪遊びin北海道』を開催しま
す。
新しい環境での仲間づくりや新たな出会いを通して積極的に行動し、さ
まざまな体験を通して心身ともに力強い青少年を育てることを目的として
実施しますので、参加者を募集します。
期
場
対
定
内

間：12月25日（木）～31日（水）6泊7日
所：北海道（旭川、名寄、札幌）
象：小学2年生～6年生
員：20名（申し込み順）
容：全国から参加するお友達との交流体験
野外活動体験（かまくら設営体験＆野宿体験）
冬のスポーツ体験（カーリング、スキー、そり）
冬の動物観察（旭山動物園）
クラフト体験 など
締切り：12月5日（金）
参加費：166，000円（宮崎空港 出発の場合）
【お問い合わせ・資料請求先】
公益財団法人 国際青少年研修協会
〒141－0031 東京都品川区西五反田7－15－4第三花田ビル4階
電話：03－6417－9721 FAX：03－6417－9724
メール：info＠kskk.or.jp
URL:http://www.kskk.or.jp
※本会ホームページにて昨年の活動体験の様子を見ることができます。

（文書取扱：総務課）

高鍋年金事務所が
高鍋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】

１１月２０日（木） 次回は１２月１８日（木）です。

【時

間】

午前１０時から１２時

【場

所】

西都市役所 市民課 年金係

午後１時から３時です。

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：１１月１３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

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

（文書取扱：生活環境課）

２３－５１１１

【予約方法】

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

●相談日の１カ月前から受付開始
（例：11/20の相談日の場合は、10/20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：１１月４日（火）１３：００～１６：００
１２月２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
※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。

【問い合わせ先】年金係 ４３－１２２１
（文書取扱：生活環境課）

（文書取扱：市民課）

Information
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相談

Information
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その他

図書館だより
図書館だより11
だより11月号
11月号 西都市立図書館 (43(43-0584)
11月
11月の休館日
休館日 4・10・
10・17・
17・25日
25日
●１０
１０月
１０月２７日
２７日 ～ １１月
１１月９日は、読書週間です
読書週間です。
です。
スポーツの秋、食欲の秋、そして読書の秋。本を楽しむのによい季
節になりました。
展示コーナーには・・・
展示コーナーには・・・
図書館職員で選んだオススメの本も展示しています。
この秋、1冊の本にふれてみてはどうでしょう？図書館に足を運ん
でみませんか？ご利用をお待ちしています。
また、図書館には「Ａ
「ＡⅤ
「ＡⅤ（ＤＶＤ・
（ＤＶＤ・ＣＤ）閲覧
ＣＤ）閲覧コーナー
閲覧コーナー」
コーナー」がありま
す。子どもさんはもちろん、大人向けも置いてあります。
● ハロウィン企画
ハロウィン企画『
企画『謎解き
謎解き脱出ゲーム
脱出ゲーム』（
ゲーム』（図書館編
』（図書館編）
図書館編）
脱出できるかどうか
脱出できるかどうか！？
できるかどうか！？ぜひ
！？ぜひ、
ぜひ、参加しませんか
参加しませんか？
しませんか？
日

時：１１月１日（土） ９：００ ～ １７：００
（随時受付。１時間程度かかります）
対象年齢：
対象年齢：小学生
※詳しくは、受付カウンター・お電話にてお問い合わせください。
【児童新刊図書】
☆は絵本です
童新刊図書】
絵本です
☆パンのミミたろう（及川 賢治）
☆おつきさまがたいへんだ（リチャード・バーン）
☆思い出のマーニー（ジョーン・G.ロビンソン）
◎かんたんテーブルマジック（ステファニー・ターンブル）
◎ライオンのひみつ（池田 菜津美）
◎ご当地キャラクター折り紙あそび（いしばし なおこ）

としょかん Ｑ＆Ａ
Ｑ： 古い雑誌を
雑誌を読みたいのですが・・・・・
Ａ： 雑誌は、最新版については貸出ができませんが、バックナンバーは貸
出しができます（館内に置いていない分もありますので、カウンター
にお尋ねください）。
※ 図書館では、１年前までの雑誌は保存してあります。
１年以上前の雑誌については、無料配布しますのでお持ち帰りでき
ます。
※ 配布期間
配布期間が
が変更になりました
変更になりました。
になりました
毎月第１火曜日から１週間ほど館内に置いています。
みなさんどうぞこの機会をご利用ください。
【一般新刊図書】
一般新刊図書】
◎かぶく 織田左馬助自由狼籍一代記（典厩 五郎）
◎リングから見えた殺意 女子プロレスラー・鬼剣魔矢の推理
（尾崎 魔弓）
◎宇喜多秀家の松（縞田 七重）
◎ランチ合コン探偵（水生 大海）
◎嫁へ行くつもりじゃなかった（岡田 育）
◎私、農家になりました。就農ナビ＆成功事例（三好 かやの）
◎バットひとつでまいにちおやつ（黒川 愉子）

（文書取扱：社会教育課図書館係

TEL 43－0584

FAX 41-1113）

