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１２月４日（木）から１０日（水）は「人権週間」です
第２６年度「人権に関するポスター」入賞者が決まりました
パートタイム労働法が変わります（平成２７年４月１日施行）
歯周疾患等検診のご案内
骨粗鬆症検診はお済みでしょうか
5 結核検診は受けられましたか
臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金
申請の受付期限が近付いています
6 日頃から災害に備えましょう
全国一斉情報伝達訓練の実施について
シラスウナギの特別採捕について
7 粗大ゴミを搬入する際のお願い

10 介護予防教室「さいとげんき塾 やっちみろ会」のご案内
１２月のテーマ：認知症の予防
西都市高等学校野球交流大会開催
新春賀詞交歓会のご案内
11 平成２７年西都市成人式の開催について

募集
11 ジュニア・リーダー企画 子ども会クリスマス会参加者大募集
「Ｊ・Ｌサンタと遊ぼう、Ｍｅｒｒｙ Ｘｍａｓ」
12 「西都原菜の花植付作業」ボランティア募集
平成２６年度 陸上教室の参加者募集
新成人者代表募集

相談

催し・講座

13 ６次産業化地域相談会の開催について
司法書士による消費生活無料相談をご利用ください
行政相談所のご案内

7 「西都市地域づくり講演会」を開催します
8 「思い出の妻線イベント」開催のお知らせ
「みのう元気 未来フェスタ」を開催します
9 「おっぱい学級」を開催します
ポコ・ア・ポコ主催 クリスマス仕様 フラワーアレンジメント講座のお知らせ

■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
14 図書館だより１２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

案内

１２月４日（木）から１０日（水）は「 人 権 週 間 」です
国際連合は、昭和２３年１２月１０日、第３回総会において「世界人権宣言」が採択されたのを記念し、昭和２５年、第５回総会において、１２月１０
日を「人権デー」と定め、加盟国に記念行事を実施するように呼びかけています。
法務省と全国人権擁護委員連合会は、昭和２４年から、毎年１２月１０日を最終日とする一週間を「人権週間」と定め、人権尊重思想の普及高揚のため
の啓発活動を全国的に展開しています。
西都市でも、下記のとおりの行事を行いますので、ぜひご来場・ご利用ください。

(１) 市内小・中学生人権ポスター展
日 時：１２月４日（木）～１０日（水）
午前１０時～午後５時
会 場：西都原ガイダンスセンター「このはな館」
入場料：無料
内 容：夏休み期間中に市内小・中学生を対象に募集した人権ポ
スターのうち、入賞した作品計３９点を展示します。人
権の大切さについて子どもたちの想いや願いが伝わって
くる、すばらしい作品です。
ぜひお誘い合わせの上、ご覧ください。
(２) 特設人権相談所開設
日 時： １２月４日（木） 午前１０時～午後３時
場 所： 西都市役所南庁舎１階会議室
相談員： 人権擁護委員 齋藤 武征 委員
人権擁護委員 黒木 いく代 委員

(３) 一日人権擁護委員・街頭啓発
日 時：１２月４日（木） 午後４時３０分頃から
場 所：｢西都ショッピングセンターパオ｣及び
｢Ａコープさいと店｣
内 容：一日人権擁護委員を菜の花レディー及び人権ポスター
最優秀賞受賞者（予定）に委嘱し、啓発物品（チラシ
・卓上カレンダー等）を配布します。
(４) その他
宮崎地方法務局『人権フェスティバル』
日 時：１２月７日（日） 午前１０時３０分～午後５時
場 所：イオンモール宮崎 １階スペースコート外
内 容：一日人権擁護委員の委嘱、ゴスペルコンサート、人形
劇、バルーンアート、人権キャラクター「人KENまも
る君」「人KENあゆみちゃん」「ジンケンジャー」との
記念撮影会、人権パネル･人権ポスター
お問い合わせ：宮崎地方法務局 ０９８５－２２－５１２４

（文書取扱：市民協働推進課 ４３－１２０４）

平成２６年度「人権に関するポスター」入賞者が決まりました
西都市人権啓発推進協議会において、市内小・中学生を対象に８月の人権啓発強調月間に合わせて募集しました「人権に関するポスター」は、小学校７
校、中学校２校より合計２９７点の応募がありました。たくさんのご応募ありがとうございました。
この作品について審査の結果、入賞者は次のとおりに決まりましたので、お知らせします。
なお、これらの入賞された作品は、人権週間期間中（１２月４日～１０日）に西都原ガイダンスセンター「このはな館」で開催します『人権に関するポ
スター展』にて展示を行いますので、ぜひご覧ください。
☆ 最優秀賞受賞者（順不同、敬称略）

妻南小学校６年 矢野 朱馬、 妻中学校２年 福田 光伸

☆ 優秀賞受賞者 （順不同、敬称略）
学年
学 校
氏 名
小学１年
小学２年

小学３年

妻南

すずな

学 校

氏 名

妻北

学年

学 校

氏 名

関原 音乃

妻

國府 万里子

妻北

橋口 涼加

妻

黒木 花恋

妻南

土持 陵輔

妻南

本部 愛果

妻北

久保田 愛李

三財

富田 真帆

妻南

石井 千尋

妻

吉村 綾乃

妻北

金丸 結菜

三財

緒方 希

妻

緒方 美香

妻南

奥口 愛美

妻北

中武 未咲

妻

大串 有紀

三財

緒方 笑来

妻南

新名 陸斗

三財

日髙 愛梨

茶臼原

黒木 彩楓

三納

池田 ひより

三財

小学４年

新田

学年

東

愛梨

小学５年

小学６年

中学１年

中学２年

妻

妻

田村﨑

成田

由羅

愛

妻

金丸 彩乃

銀鏡

山崎 りさ

妻北

吉野 果花

妻

妻北

眞名子 由依

妻

山下 純奈

妻南

那須 歩生

妻

濵田 竜成

妻南

壹岐 樹香

妻

松田 麻采

三納

河野 愛桜

妻

中学３年

近藤

田村﨑

龍

羽衣

（文書取扱：市民協働推進課）
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パートタイム労働法が変わります（平成２７年４月１日施行）
平成２７年４月１日から、パートタイム労働者の公正な待遇を確保し、納得して働くことができるようにするため、パートタイム労働法（短時間労働者
の雇用管理の改善等に関する法律）や施行規則、パートタイム労働指針が変わります。主な改正のポイントは次のとおりです。
１．パートタイム労働者の公正な待遇の確保
●正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大（法第９条）
⇒有期労働契約のパートタイム労働者でも、職務の内容、人材活用の仕組みが正社員と同じ場合には、賃金、教育訓練、福利厚生施設の利用をはじ
め全ての待遇について、正社員との差別的取扱いが禁止されます。
●「短時間労働者の待遇の原則」の新設（法第８条）
⇒事業主が、雇用するパートタイム労働者の待遇と正社員の待遇を相違させる場合は、その待遇の相違は、職務の内容、人材活用の仕組み、その他
の事情を考慮して、不合理であってはならないとする、広く全てのパートタイム労働者を対象とした待遇の原則の規定が創設されます。
２．パートタイム労働者の納得性を高めるための措置
●パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務の新設（法第１４条第１項）
⇒パートタイム労働者を雇い入れたときは、実施する雇用管理の改善措置の内容を事業主が説明しなければなりません。パートタイム労働者から説
明を求められたときの説明義務と併せて、パートタイム労働者が理解できるような説明をしていく必要があります。
●パートタイム労働者からの相談対応のための体制整備の義務の新設（法第１６条）
⇒事業主は、パートタイム労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備しなければなりません。
３．パートタイム労働法の実効性を高めるための規定の新設
●厚生労働大臣の勧告に従わない事業主の公表制度の新設（法第１８条第２項）
⇒雇用管理の改善措置の規定に違反している事業主に対して、厚生労働大臣が勧告をしても、事業主がこれに従わない場合は、厚生労働大臣はこの
事業主名を公表できることとなります。
●虚偽の報告などをした事業主に対する過料の新設（法第３０条）
⇒事業主が、パートタイム労働法の規定に基づく報告をしなかったり、虚偽の報告をした場合は、２０万円以下の過料に処せられます。
【問い合わせ先】宮崎労働局 雇用均等室 ０９８５－３８－８８２７
※パートタイム労働法の改正については、「パート労働ポータルサイト」でも情報を提供しています。 http://part-tanjikan.mhlw.go.jp/
（文書取扱：商工観光課）

歯周疾患等検診のご案内

骨粗鬆症検診はお済みでしょうか

西都市では歯周疾患等検診を下記の年齢の方を対象に実施しています。
歯は、食べ物がはじめて出会う「消化器」であるだけに、歯周病で歯を失
うと、からだ全体に大きな影響が及びます。
さらに歯周病が全身の様々な病気に関わっていることがわかってきてい
ます。ぜひこの機会に検診を受けてみましょう。
【対象者】40歳・50歳・60歳・70歳 (年度年齢)
平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日までに上記の年齢を迎えられる方

西都市では、骨粗鬆症検診を下記の年齢の方を対象に実施しています。
女性は男性と比べてもともと骨量が少なめです。40歳を過ぎると少しず
つ骨量が減っていき、特に閉経前後で女性ホルモンの減少に伴い急激に骨
量が減っていきます。
骨量は減少しても自覚症状がないため、骨折といった骨粗鬆症を引き起
こします。そのため、常にご自身の骨の状態を把握しておくことが必要で
す。ぜひこの機会に検診をうけてみましょう。

【実施期間】平成27年2月28日まで

【対象者】40歳・45歳・50歳・55歳・60歳・65歳・70歳の女性(年度年齢)
平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日までに上記の年齢を迎えられる方

【検診方法】対象の方にはハガキ通知をしていますが、まず健康管理課に
申し込みをしていただきます。下記の指定医療機関に予約をされ、健康管
理課から送付された受診票と問診票を持って受診をしてください。

【実施期間】平成27年2月28日まで
【検診日】随時（各医療機関診療日の診療時間内）

【検診料】500円

【検診料】500円
※市民税非課税世帯の方は無料です。
(検診時に税務課発行の世帯の課税証明を持参してください)
※生活保護世帯の方は無料です。
(検診時に福祉事務所発行の保護証明を持参してください）
※西都市国民健康保険に加入されている方は半額の補助があります。
検診時に保険証をご持参ください。

●西都市国民健康保険の方は半額の補助があります。
（検診時に保険証をご持参ください）
●市民税非課税世帯の方は無料です。
(検診時に税務課発行の世帯の課税証明をご持参ください)
●生活保護世帯の方は無料です。
(検診時に福祉事務所発行の保護証明をご持参ください）

【申し込み方法】 下記の指定医療機関に直接お申し込みください。
上野医院
上山医院
大塚病院
44-5100
43-1129
43-0016
児玉内科クリニック
三財病院
水田内科医院
43-1777
44-5221
43-1115
すぎお医院
鶴田クリニック
41-1177
42-3741

【市内の指定医療機関】
相澤歯科医院、上山歯科医院、尾本歯科医院、かわの歯科、佐藤歯
科医院、たかみデンタルクリニック、鳥子いき歯科クリニック、野
間歯科医院、長谷川歯科医院、日高歯科医院、穂北はせがわ歯科医
院、みふね通り歯科クリニック
（文書取扱：健康管理課 健康推進係 ４３－１１４６）

（文書取扱：健康管理課 健康推進係）
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結核検診は受けられましたか
９月、１０月に各公民館等にて結核検診を実施いたしましたが、その時
に受けることが出来なかった方を対象に、１１月・１月に各地区館、保健
センターにて結核検診を行います。
この日程についてはリフト車が来ます。必要な場合は、車椅子のまま自
動で上がることができますので、車椅子等で介助の必要な方は、事前にご
連絡ください。対象者には受診票を１１月中旬以降に再送付いたします。
【対象者】 ６５歳以上の住民（年度内年齢）
【料 金】 無料（※病院で受診された場合は自己負担となります）
【日 程】 再送付いたしました受診票の裏面をご覧ください。
（知っ得ガイドの１５ページに掲載しています）
【持参するもの】 結核検診受診票（白色のＡ４用紙）
【結 果】 検査結果で異常がない方は、ご連絡いたしません。精密検査
が必要な方には検査後１か月前後にご連絡いたします。
☆医療機関で受診された方は受診票に証明をもらって、健康管理課・各
支所に提出してください。
【受けるときの注意】
金具やボタンのついた服や下着、湿布、エレキバン、カイロ、ネックレ
スなどははずして撮影します。金具やボタンのついていない服や下着で来
ていただくとそのまま撮影できますので撮影時間が短時間で終わります。
結核は、過去の病気ではありません。
結核予防のために、年に１回はレントゲン検診を受けましょう。

（文書取扱：健康管理課 健康推進係 43－1146）

案内

臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金
申請の受付期限が近付いています
臨時福祉給付金および子育て世帯臨時特例給付金申請の受付は、次のと
おりとなっていますのでご確認ください。申請がまだお済みでない方は、
支給対象に該当するかご確認の上、お送りしています申請書に必要書類を
添えて申請してください。申請書を紛失された方は給付金対策室へお問い
合わせください。
なお、期限を過ぎて申請されても、給付金は支給されませんのでご注意
ください。
◆受付期限：12月26日（金）まで

※土・日・祝日は除く

◆受付時間：８時30分～17時15分
◆受付場所：西都市コミュニティセンター２階（給付金対策室）
※申請書に返信用封筒を同封していますので郵送でも申請
できます。
※郵送での受付は12月26日までの消印有効です。
●臨時福祉給付金の申請書は、個人ごとではなく全世帯の世帯主様宛にお
送りしています。既に申請がお済みの方も、同一の世帯にいる支給対象
者の申請に漏れがないか再度ご確認ください。
●臨時福祉給付金の支給対象者は、住民税が課税されていない方です。た
だし、住民税が課税されている方に扶養されている方は除きます。
お問い合わせ先：臨時福祉給付金対策室
32－1020
子育て世帯臨時特例給付金対策室 32－1021
（文書取扱：福祉事務所）

日ごろから災害に備えましょう

全国一斉情報伝達訓練の実施について

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、市内全世帯に配布しています西都市洪水ハザードマップの活
用についてお知らせします。

地震、津波や武力攻撃などの災害時に、全国瞬時警報システム（Ｊアラ
ート）から送られてくる国からの緊急情報を、様々な手段を用いて確実に
お伝えするため、防災行政無線による情報伝達訓練を行います。
なお、西都市以外でも、全国的に様々な手段により情報伝達訓練が実施
されます。
【期
日】１１月２８日（金）１１時頃
【放送内容】「これは、試験放送です。」×３回
＋ 「こちらは、ぼうさい西都市役所です。」
＋ 防災行政無線チャイム
【問い合せ先】危機管理課 ４３－０３８０

○洪水ハザードマップとは
万が一の水害時に、避難するために必要な浸水情報、避難情報などを
分かりやすく記載した地図です。
○洪水ハザードマップの見方、使い方
マップには、一ツ瀬川、三財川及び三納川の堤防が決壊し、氾濫した
場合に浸水が想定される範囲と浸水の深さが表示されています。
まず、あなたが住んでいる地区が浸水するかどうか、浸水する場合に
はどの程度の深さになるかを確認してください。次に、あなたの家か
ら避難所まで安全に移動できるルートを確認してください。

（文書取扱：危機管理課）

シラスウナギの特別採捕について

○危険箇所の確認
マップには、急傾斜崩壊危険箇所・土石流危険渓流・地すべり区域が
表示されています。
あなたの家が危険箇所に位置していないか確認してください。大雨時
や土砂災害警戒情報が発表された際には、早めに避難しましょう。
夜間に大雨が予想される場合は、暗くなる前の避難を心掛けましょ
う。

平成２６年１２月１５日から平成２７年３月２９日まで、県内各河
川において、県内における増養殖用種苗の供給を目的としたシラスウ
ナギ（うなぎの稚魚）の特別採捕が行われます。
採捕できるのは、漁協の組合員等で知事の許可を受けた者であり、
許可を受けていない者が採捕すると、犯罪行為として処罰されます。
また、「うなぎ稚魚の取扱いに関する条例」に基づく県の登録を受
けずに、全長２５㎝以下のうなぎ稚魚の所持・売買等を行った場合も
同様に処罰されますので、ご注意ください。
≪お問い合わせ先≫
宮崎県農政水産部 水産政策課漁業・資源管理室
〒880-8501 宮崎市橘通東２－１０－１
０９８５－２６－７１４６
（文書取扱：農政課 農畜産係 ）

※土砂災害警戒情報とは
市町村長が、土砂災害に対する避難勧告等の発令を適時適切に判断で
きるよう、土砂災害発生のおそれが高まった時に気象台と県が共同で
発表する情報です。
（文書取扱：危機管理課）
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粗大ごみを搬入する際のお願い

「西都市地域づくり講演会」を開催します

タンスや机などの家具類を搬入される際に、中身が入っていることが多
く見受けられます。持ち込む場合は、しっかりと引出し等の中を確認し、
取り除いてから搬入してください。
その他、以下の点にご注意の上、ご利用いただきますようお願いします。

今回は、日南市テナントミックスサポートマネージャー木藤亮太氏をお
迎えし、日南市油津での事例を交えながら地域づくりについて講演いただ
きます。また、事例発表やパネル展などもありますので、お誘い合わせの
うえ、是非ご参加ください。

【場所】

【搬入時間】

西都市粗大ごみ置場
西都児湯クリーンセンター「再生の森」敷地内
※場内の看板を目印にお進みください。
8：30～12：00、13：00～16：30
※祝祭日は休み

日時：１１月２８日（金）
開場／１８：００ 講演会／１８：３０～２０：３０
会場：市文化ホール
入場：無料

【搬入できるもの】
ストーブ、扇風機、ステレオなどの大型家庭用電化製品。
布団・毛布類（80センチ以下に縛ってください）。
マット、ソファー類。タンス、こたつ等の家具類。自転車など。
剪定した枝（葉を落として、長さ80センチ以下に切って、ひもで縛
ってください。直径は12センチ以下）。
たたみ（長辺を均等に３分割して出してください）。

内容：事例発表／妻北地域づくり協議会・妻南地域づくり協議会
講
演／人が動き、人がつくるものがホンモノのまちだ！
～日南市油津のまちづくりの現場から～
講
師／木藤亮太 氏
（日南市テナントミックスサポートマネージャー）
問い合せ先：市民協働推進課 市民協働推進係

３２－１００５（直通）

【搬入できないもの】
土砂・コンクリート・レンガ・セメント、家屋廃材など。
タイヤ、バッテリー、バイク。
指定袋に入れて収集に出せるもの。

（文書取扱：生活環境課 ４３－３４８５）
（文書取扱：市民協働推進課）

「思い出の妻線イベント」開催のお知らせ

「みのう元気

旧国鉄妻線が惜しまれつつ廃線となって３０年。
節目の年を迎えるにあたり、国鉄妻線の功績を後世に伝えるため、下記
のとおり妻線跡を有効に活用した多彩なイベントを開催します。多くの皆
さんのご来場をお待ちしております。

三納地域づくり協議会では、下記の通り三納ふるさと祭り「みのう元気
未来フェスタ」を開催します。多くの皆様方のご来場をお待ちしています
ので、ぜひ足をお運びください。
【日 時】１２月７日（日）９時～１５時
【会 場】三納小中学校・JA西都三納支所
【内 容】
項 目
会 場
時 間
内 容
オープニング
９：００
体育館
主催者・来賓挨拶 等
セレモニー
～９：２０
特別
健康づくりパネル展示
９：３０
健康福祉祭
教室棟
健康度チェック・健康体操
～１５：００
ほか
認知症に関する寸劇・展示
子どもたちの作品展
９：３０
文化祭
体育館
我が家の自慢作品展
～１５：００
「電話機の歴史」展示
体育館
９：３０
三納地区住民による
演芸・芸能祭
ステージ ～１５：００ 郷土芸能、遊戯、合唱 等
（１回目） 輪投げ大会
レクレーション
旧中学校
１０：３０ （２回目１２：３０
大会
中庭
～１１：３０
～１３：３０）
JA青年部
JA西都
９：３０
そば打ち体験・販売
収穫祭
三納支所 ～１４：００ 農産物・加工品の即売 等
フリーマーケット 旧中学校 ９：３０
不用品や特技作品の販売
屋台
中庭
～１５：００ 屋台（食生活改善推進員）
【問い合わせ】三納地域づくり協議会（事務局４５－１１３４）

■日 時 １１月３０日（日） ９時～１７時
■場 所 妻駅舎跡駐車場ほか
■内 容 ①秋の妻線サイクリング（妻線跡サイクリングロード）
②思い出の妻線メモリアル展（まちなかギャラリー夢たまご）
③式典、雑貨と食の満載マルシェ(妻駅舎跡駐車場）
④講演会及び懐かしの西都映写会（西都市文化ホール）
⑤ミニＳＬ＆ミニ新幹線の乗車体験会(妻駅舎跡駐車場）
＜問い合わせ＞ 妻駅西地区商店街振興組合 ３２-６３００
［関連イベント］
『日本一に挑戦！みんなでつなぐ1,130人の電車ごっこ』
昔の妻線を思い出しながら、電車ごっこのロープをみんなで握りしめる
ことで、西都市民の心を一つの絆にしましょう。
■受 付 ９時30分（西都市児童館）／開始10時
■場 所 旧国鉄妻線
妻から黒生野間の約3.5kmのサイクリングロードを歩きます。
＜問い合わせ＞ NPO法人さいと旗たて会

未来フェスタ」を開催します

４３-６１１７

（文書取扱：三納支所）

（文書取扱：商工観光課）
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「おっぱい学級」を開催します
「母乳だけで足りているのかな。」
「おっぱいだけでこどもの体重が増えているのか心配。
」
「間隔が空かない。
」「よく吐く。」
「卒乳はいつ頃どうやってするの？」
など、お悩みや不安・相談したいことはありませんか。
助産師による「個別での相談と乳房のケア」を通して、これから先、安
心して母乳育児を続けていけるように、またお母さん同士の情報交換やリ
フレッシュの場として参加してみませんか♪
【日 程】
：12 月 10 日（水）13 時～16 時

ポコ・ア・ポコ主催 クリスマス仕様
フラワーアレンジメント講座のお知らせ
いよいよクリスマスの時期がやってきました。
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。
いつも飾られているクリスマスツリーやクリスマスリースだけでなく、
お花でクリスマスをおしゃれに演出してみましょう。
今回は、フラワーアレンジメントかＢＯＸフラワーのどちらかお好きな
方を選んで作れます。
●開催日
●時 間

１２月１８日（木）
午後７時３０分～午後９時

●場 所

ポコ・ア・ポコ（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。

【対 象】
：産後から卒乳期のお子さんとお母さん

●費 用

材料費として２，０００円

【人 数】
：6 組程度

●定 員

１５名 (応募多数の場合は事務局による抽選となります)

【持ってくるもの】：母子手帳・フェイスタオル 2 枚

●申 込

電話・FAX：３２－６３０１、またはポコ・ア・ポコ窓口に
直接お申し込みください。
※申し込み時に、どちらのアレンジを希望かお教えください。
受付時間：月曜～土曜の午後１時～午後９時まで
申込期限：１２月８日（月）午後９時まで

【場 所】：西都市保健センター
【内 容】
：助産師による個別相談・乳房ケア （1 組 20 分程度）
・計測

【申し込み】
＊予約制です。予約時間は申し込み後にお知らせします。
＊参加希望の方は、12 月 5 日(金）までに健康管理課（43-1146）まで
お申し込みください。

※ゴミ袋、シート（机上用）、タオル（台拭き）を準備してください。
（文書取扱：健康管理課

健康推進係）

（文書取扱：商工観光課）

介護予防教室「さいとげんき塾

やっちみろ会」のご案内

西都市高等学校野球交流大会開催

１２月のテーマ：認知症の予防

西都市高等学校野球部活動支援実行員会は、市内高等学校野球部の競
技力向上、県内外の高等学校野球チームとの交流等を目的に標記交流大
会を下記日程で計画しました。
今年度は、鹿児島実業高等学校硬式野球部を招待いたしました。たく
さんの市民の皆様に観戦、応援いただきます様ご協力をお願いします。
期
日
１１月３０日（日）
時
間
１０時～ （２試合開催）
場
所
西都原運動公園野球場
対
戦
鹿児島実業高等学校 ＶＳ 妻高、西都商業高
※雨天時は、屋内練習場で３校の合同練習を予定しています

西都市では、いつまでも自分らしくイキイキと暮らすための方法を学ぶ
ことを目的に、毎月1回介護予防教室を開催しています。
12月のテーマは「認知症の予防」についてです。
認知症及び認知症予防について正しく学ぶと共に、脳の活性化のための
運動など、参加者皆様と楽しいひと時を過ごしませんか？
（

募集要領 ）

対象：本市在住の65歳以上の方
日時：12月18日（木）

13時30分～15時30分

（文書取扱・問い合わせ：スポーツ振興課 ４３－３４７８）

場所：市コミュニティセンター３階
内容： ●認知症について正しく理解
●さあ実践！認知症予防のための生活習慣
●脳の活性化のための運動と楽しいゲーム

新春賀詞交歓会のご案内
毎年開催しております新春賀詞交歓会を下記の通り開催いたします。
新年が皆様にとって輝かしい年となりますように、各界の皆さまが一堂
に会して新年を祝い、相互の交流を深め合いたいと存じます。
つきましては、万障お繰り合わせの上、ぜひともご参加くださいますよ
うご案内申し上げます。
１．日
時
平成２７年１月５日（月）午後５時３０分～７時３０分
２．場
所
ウェディングパレス敷島
３．会
費
２，０００円（お１人様）
４．申込締切
申込書に会費を添えて１２月５日（金）まで
申込書・申込先は西都商工会議所まで
［主
催］ 西都市、JA西都、三財商工会、西都商工会議所
［主
幹］ 西都商工会議所 ４３－２１１１
（文書取扱：商工観光課）

等

※認知症の方への対応、家族支援、相談窓口等については、3月に
予定しています。
費用：無料
お申し込み方法：12月11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）
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平成２７年西都市成人式の開催について
【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
※西都市に住民票がある方は申し込みの必要はありません。
西都市に住民票が無い方のみ、申し込みが必要です
【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。
【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し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。

催し・講座／募集

ジュニア・リーダー企画
子ども会クリスマス会参加者大募集
「J・Lサンタと遊ぼう、Merry Xmas」
西都市子ども会では、中・高校生で組織する西都市ジュニア・リーダー
クラブが企画する小学生対象のクリスマス会を開催します。
キャンドルファイヤーや各種ゲームを行ったり、手作りのプレゼントも
用意しています。みなさんの参加をお待ちしています～♪
【日 時】
【場 所】
【定 員】
【参加料】

１２月２０日（土）１８：００～２０：３０
西都市公民館（市立図書館隣り）
西都市子ども会会員 １００名程度
無料

【申込方法】
子ども会名・氏名・住所・電話番号を下記にご連絡ください。
【申し込み先】 西都市子ども会育成連絡協議会
４３－３４７９（市公民館内）
【締 切】

１２月３日（水）

【その他】
子ども会単位でも受付いたしますが、個人受付＞小学生の人数の少
ない子ども会＞多い子ども会の優先順位とします。
（定員を超えた場合としての対応ですので、ご了承ください）
【内 容】 キャンドルファイヤー、レクリエーションなど

（文書取扱：社会教育課）

（文書取扱：社会教育課）

「西都原菜の花植付作業」ボランティア募集
今年も恒例の「西都原菜の花植付作業」を下記の日程で行います。手作業で行いますので多くの皆さまのご参加をお待ちしています。
なお、参加者にはチューリップ球根セットをプレゼントします。
日
時：１２月１３日（土） 午前９時～１１時
集 合 場 所：西都原古墳群イベント広場
準備するもの：汚れてもいい服装、長靴、軍手、タオル等、飲み物
そ
の 他：雨天時は翌日１２月１４日（日）に延期
お 申 込 み：参加人数が１０名以上の団体につきましては事前に参加人数をご連絡ください。
（少人数での参加につきましては、申し込み等の必要はありません）
お問い合わせ：西都市観光協会（41-1557）、西都市商工観光課 観光ツーリズム係（43-3421）
（文書取扱：商工観光課）

平成２６年度
期
日
時
間
場
所
対 象 者
内
容

：
：
：
：
：

指 導 者 ：
参 加 料
申込方法
問い合せ
募集人数
申込締切
そ の 他

：
：
：
：
：
：

陸上教室の参加者募集

新成人者代表募集
平成２７年１月５日（月）開催の西都市成人式における新成人者の代表
４名を下記のとおり募集します。一生に一度しかないチャンスです。素晴
らしい思い出を作ってみませんか？
◆役
割
◎市民憲章朗読
１名（内容：壇上にて市民憲章を朗読）
◎成人証書受領
１名（内容：壇上にて成人証書を受領）
◎２０歳の誓い
１名（内容：壇上にて２０歳の誓いを披露）
◎式典司会
１名（内容：式典の司会を行い進行する）
◆応募資格
平成２７年西都市成人式に出席する新成人者
（平成６年４月２日～平成７年４月１日生）
◆応募方法
①氏名②住所③電話番号④性別⑤希望役割を、電話か
ＦＡＸにて下記までご連絡ください。
（１２月５日締切、応募者多数の場合は抽選）
◆申 込 先
西都市教育委員会 社会教育課
ＴＥＬ：４３－３４７９
ＦＡＸ：４３－０３９９

１１月２９日（土）
９時３０分～１１時３０分
西都原運動公園陸上競技場 （雨天中止）
小学生
基本動作と美しいランニングフォームづくり
長距離走の練習 ほか
河野 憲 （西都陸上少年団 監督）
楠瀬 涼太（西都陸上少年団 コーチ） ほか
無料
下記、西都原運動公園クラブハウスまでご連絡ください。
西都原運動公園 クラブハウス（４２－１７５６）
小学生（２０名程度）
１１月２８日（金）
スポーツしやすい服装で靴は運動靴でお願いします。
飲み物、タオル、着替え等は各自でご準備ください。
（文書取扱：スポーツ振興課 43-3478）

（文書取扱：社会教育課）
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６次産業化地域相談会の開催について
みやざき６次産業化サポートセンター（公益社団法人宮崎県農業振興公
社）は、６次産業化相談員を農業改良普及センターに月１回派遣して、普
及センターの６次産業化担当普及指導員等と連携した「６次産業化地域相
談会」を開催し、農林漁業者等からの相談対応を行います。
６次産業化の取組をお考えの農林漁業者及び農業法人の皆様は、下記の
とおり相談会を開催しますので事前に普及センターへお申し込みの上、ご
参加ください。

【日

相談

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、訪問販売や架空請求による被害などでお困りの方は是非ご利用
ください。
○日 時：平成２６年１２月 ２日（火）１３：００～１６：００
平成２７年 １月 ６日（火）１３：００～１６：００
※相談時間はお一人約３０分です。
○場 所：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。
（文書取扱：生活環境課）

程】毎月第１水曜日 午前10時から午後３時まで

【会 場 ／ 申 込 先】児湯農業改良普及センター 43-2311

【６次産業化とは】農林水産業などの第１次産業が、食品加工（第２次産
業）、流通販売（第３次産業）にも業務展開している
経営形態を１×２×３＝６で表しています。
今村奈良臣東京大学名誉教授が平成５年頃から提唱。

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：１２月１１日（木）
場所：西都市役所南庁舎１階

１０：００～１２：００

○お問い合わせ 生活環境課市民生活係
（文書取扱：農政課）

４３－３４８５
（文書取扱：生活環境課）

図書館だより12月号 西都市立図書館 (43-0584)
12月の休館日 1・8・15・22・29～31日※年末休館日
冬休みクリスマスイベントに参加しませんか
◎ぬいぐるみのおとまり会
日 時：１２月２０日（土） 午後７時～８時
対象者：就学前の児童・保護者
（ぬいぐるみのお泊り会は、１０組程度とします。
お申込みが多い場合は、抽選とさせていただきます。
※参加申し込みが必要です。申込締切 １２月６日（土）
◎よみきかせ会
日 時：１２月２０日（土） 午後２時～
ご自由にご参加ください。申し込みは不要です。
※当日のよみきかせ会は午後のみ行います。
◎アニメ映写会
日 時：１２月２４日（水） 午前１０時３０分～
上映内容：『１４ひきのさむいふゆ』（２７分間）
ご家族でぜひ図書館へお越しください。
※事前申し込みは不要です。
※詳しくは図書館にお電話をいただくか、受付カウンターにて
お尋ねください

※ 読み聞かせ講演会のお知らせ
平成２７年１月２４日（土） 午前１０時から
西都市立図書館内で、読み聞かせ講演会を予定しています。

【児童新刊図書】
☆は絵本です
☆わたしのすきなクリスマスツリー（ダーロフ・イプカー）
☆ふしぎなにじ かがみのえほん（わたなべ ちなつ）
☆どんぐりにんじゃ（浅沼 とおる）
◎ハーブいっぱいのクリスマス（あんびる やすこ）
◎植物世界のサバイバル・生き残り作戦（スウィートファクトリー）
◎絵で見る乗り物の歴史100（マイク・レマンスキー）
【一般新刊図書】
◎純喫茶「一服堂」の四季（東川 篤哉）
◎物語のおわり（湊 かなえ）
◎風花帖（葉室 麟）
◎ワンダフルストーリー（伊坂 幸太郎）
◎夜また夜の深い夜（桐生 夏生）◎鬼の哭く山（宇江 敏勝）
◎となりの芝生（伊集院 静）
◎家庭でできるラクラク介助法介護操体のすすめ（坂本 洋子）
◎美智子さま美しきひと（渡邉 みどり）
◎１日分の野菜がとれる「元気なべ」ひとなべで野菜たっぷり350ｇ
（堤 人美）
「児童福祉文化財」コーナーの図書を読んでみませんか？
図書館では、社会保障審議会で推薦された図書を「児童福祉文化財」といいま
す。今年度も、この児童福祉文化財“こどもたちに読んでもらいたい本”のコー
ナーを設けて集めてみました。
幼児向け、小学生向けだけではなく、中高生向けもあります。
物語からノンフィクションまで幅広い分野の本があり、子どもの成長にあった本
に出会えるかもしれません。ぜひ、ご利用ください。
（文書取扱：社会教育課図書館係 TEL:43-0584 FAX:41-1113）
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