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1 平成30年8月1日から後期高齢者医療の保険証が切り替わります
「お知らせ」の情報をカセットテープに録音して、
必要な方へお届けしています
井戸水使用世帯の下水道使用料に係わる人数変更について
2 農道への駐車等について
次世代を担う働く若者を地域で支援しましょう
西都都市計画道路等の変更(案)に関する公聴会のお知らせ
3 みやざきの道愛護活動推進事業 クリーンロードみやざき
杉安川仲島公園プールオープン

7 休日広報の日の開催について（ＳＵＮＤＡＹ ＮＹＵＴＡ）
平成31年 西都市成人式の開催について

募集
8 「西都夏まつり」ステージイベント参加者募集
チャレンジショップ出店者募集
9 平成30年度西都市街なかイベント事業
西都市飲食店街活性化イベント出店者募集
10 中小企業大学校人吉校 研修のご案内
11 総合事業嘱託員を募集します
国民年金事務嘱託職員の募集について
12 西都市社会福祉協議会職員募集のお知らせ
放課後児童クラブ支援員を募集します
13 平成31年 西都市成人式実行委員会メンバー大募集
初心者テニススクール参加者募集
14 明るい選挙啓発ポスター・書道作品募集

催し・講座
4 「男性介護者カフェ」を開催します
みんなで奏でる心と心のハーモニー
「夏休みふれあい映画祭」を開催します
5 笑って学べる！もしもの時ではもう遅い
落語で学ぶ 相続・遺言・事業承継セミナー
西都市勤労青少年ホーム 「親子で作るハンバーグ」講座
6 働く婦人の家主催 『フラワー１ｄａｙレッスン』講座
～おしゃれ和モダンな苔玉～
働く婦人の家主催 『布ぞうり作り』講座

■下表については回覧の際、有効にご利用ください。

相談
15 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

その他
15 西都市地域子育て支援センターつばさ館 ７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.lg.jp
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平成30年8月1日から後期高齢者医療の
保険証が切り替わります
現在お手持ちの後期高齢者医療（７５歳以上の方全員、及び宮崎県後期
高齢者医療広域連合の認定を受けた６５歳から７４歳の方で一定の障がい
状態にある方）の保険証については有効期限が平成３０年７月３１日まで
となっております。
平成３０年８月１日から有効の保険証へ以下のとおり切り替わりますの
で、病院等へ提示する際にはご注意ください。
○新しい保険証の形や大きさは、これまでのものと同じですが、色がオ
レンジ色から黄緑色に替わります。
○新しい保険証の有効期限は、平成３１年７月３１日です。
○新しい保険証は、７月下旬までにご本人あてに届きます。
○新しい保険証が届きましたら、住所・氏名・生年月日をご確認くださ
い。
○これまでお持ちの有効期限を過ぎた保険証は使用できませんので、健
康管理課まで返却いただくか、ご自身で処分してください。なお、ご
自身で処分される際には、そのまま捨てず、個人情報が漏れないよう
ハサミなどで裁断してから処分されるようお願いします。
○新しい保険証は、なくさないよう大切に保管してください。
（文書取扱・問合せ：健康管理課 高齢者医療係 ４３－０３７８）
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案内

「お知らせ」の情報をカセットテープに
録音して、必要な方へお届けしています
音声訳ボランティア「ひかり」では、視覚障がい等によって活字での情
報収集が困難な方へ、毎月１日発行の市の「お知らせ」と「広報さいと」
から抜粋した情報をカセットテープに音声録音してお届けしています。
現在、西都市内で１１名の方へ録音済みカセットテープをお届けしてい
ますが、その他にもご希望の方がいらっしゃれば、以下の連絡先までお問
い合わせください。
◆お届け日：毎月の録音終了後、随時ご自宅へお届けいたします。
※西都市立図書館でもカセットテープを貸し出ししております。
ぜひ、ご利用ください。

一緒に活動していただける方も募集中です
現在、会員１２名で活動しています。ボランティアをしてみたい方や興
味のある方も、以下の連絡先までご連絡ください。見学も大歓迎です。
●音声訳ボランティア「ひかり」の活動について
活 動 日：毎月第１土曜日 13時～録音終了まで
活動場所：生きがい交流広場
【連 絡 先】 社会福祉法人 西都市社会福祉協議会
西都市ボランティアセンター ３２－０９１０
（文書取扱：福祉事務所 障害福祉係）

井戸水使用世帯の下水道使用料に係わる人数変更について
公共下水道・農業集落排水を使用中の方で、上水道と井戸水との併用、または井戸水のみを用水源としている世帯については、下水道使用料の認定は世
帯人数により算定しております。
就学等による長期不在や出生・死亡等による世帯人数の変更が生じた場合は、変更届の提出が必要です。
ご不明の点は、以下までご連絡ください。
（文書取扱・問合せ：上下水道課 下水道工務係 ４３－１３２６）

農道への駐車等について
農道は、農作業や住民の大切な生活道としての役割を果たしています。
ところが最近、農道への長時間駐車などで、他の車が通れなかったり、
農道や水路敷にハウス用のビニールや資材などの農業用資材が置かれてい
るところがあります。
特に、農道への長時間駐車は交通違反であり、交通取り締まりの対象と
なります。
このようなことから、農道の役割や他の利用者のことをあらためて考え
ていただき、必要があれば、ご自分の土地内に用地を確保し、農道への長
時間駐車や水路敷等公用地に資材等を置かないようお願いいたします。
西都市
西都警察署
ＪＡ西都
西都市土地改良協議会
（文書取扱・問合せ：農地林政課 農村整備係 43-3432）

次世代を担う働く若者を
地域で支援しましょう
青少年の雇用の促進等に関する法律が平成２７年１０月１日から順次施
行されています。勤労青少年の幸せと健やかな成長について、広く国民の
関心と理解を深め、勤労青少年が自ら職業人として健やかに成長しようと
する意欲を高めましょう。
【お問い合わせ先】
宮崎県 雇用労働政策課 ０９８５－２６－７１０６
（文書取扱：商工観光課）
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西都都市計画道路等の変更(案)に
関する公聴会のお知らせ
本市では、都市計画道路として計画決定されて以来、事業未着手となっ
ている路線について見直し作業を行っています。今回、廃止又は変更の手
続きを進めることとなりました。
また、「市役所本庁舎」の移転改築に伴い、「平田街区公園」の位置の
変更手続きも進めます。
この案に対する皆さまのご意見をお聞きするために、 以下の日程で
公聴会(※)を開催します。ご希望の方は以下問合せ先までご連絡くだ
さい。
※市が計画に反映させるために、地域住民などの意見を直接聞く場で
す。公述人の申込みがない場合には、公聴会は中止いたします。
開催については、以下問合せ先にご確認ください。
●『西都都市計画道路等の変更（案）』の公聴会と
公述人申込み方法など
【公聴会の対象案件】 西都都市計画道路の廃止(案)
『童子丸島内線・稚児ヶ池通線・酒元通線』
西都都市計画道路の変更(案)
『山角小野崎線』『平田童子丸線』
西都街区公園の移設（案）
『平田街区公園』
【公述人募集の期間】 7月13日(金)～７月27日(金)
【公聴会の開催日時】 8月6日(月) 午前9時30分開始
【公聴会の開催場所】 西都市役所 コミュニティセンター２階 図書室
【公述人申込み方法】 公述申出書を以下問合せ先に電話・ファックス
で請求し、意見の要旨など必要事項を記入の上、
お申込みください。
（文書取扱・問合せ：商工観光課 都市デザイン係
TEL ４３－１３２１ FAX ４３－２０６７）
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みやざきの道愛護活動推進事業

杉安川仲島公園プールオープン

クリーンロードみやざき
県が管理する道路において、ゴミ拾いや花植え、草刈りなどを行う団体
に対し、清掃用具や謝金（一定の要件を満たす草刈り活動に限ります）の
支給等の支援を行います。活動団体を随時募集しておりますので、詳細に
ついては、以下までお問い合わせください。
○事業の概要
活動の種類 美化活動
草刈り活動
活動の内容 清掃、花木の植栽等
草刈り
①路肩及び法敷等のうち、安全性
が確保でき、草刈りが必要と認
活動の
歩道、植樹帯など
める区間
対象区間
②草刈りの延長は、200ｍ以上
草刈りの幅はおおむね1ｍ以上
活動の回数 年間おおむね６回以上 年間１回以上
清掃用具等の支給、貸 草刈り延長及び回数に応じた活
支援の内容
付
動奨励金の支給(※)
活動参加者がけがをした場合に備え､県が傷害保険に加入
その他
します｡花木の植栽研修会等の講師費用を県が負担します｡
※活動奨励金の額等
・ 200ｍ以上 500ｍ未満
9,000円(年2回)
5,000円(年1回)
・ 500ｍ以上2,000ｍ未満
27,000円( 〃 )
16,000円( 〃 )
・2,000ｍ以上4,000ｍ未満
54,000円( 〃 )
32,000円( 〃 )
・4,000ｍ以上
81,000円( 〃 )
48,000円( 〃 )
（一つの活動団体につき81,000円が上限です）
（お問い合わせ）宮崎県 西都土木事務所 ４３－２２２１

（文書取扱：建設課）

7月21日から競泳・流水・児童・幼児プールがオープンします。
泳ぎの大好きな方、体力をつけたい方、健康増進・体力維持のためにぜ
ひご利用ください。
●利用期間 7月21日（土）～8月24日（金）
※休場日は設けません。
●利用料金（単位：円）
全日

午前

午後

開場時間
9:30～12:30

開場時間
13:30～17:00

開場時間
9:30～12:30
13:30～17:00

児

100

100

160

児童生徒

210

210

320

幼

一

般

320

320

480

薄暮
開場時間
17:30～20:00

320
※競泳プール
のみ

●その他
準備体操を十分行い、管理人の指示に従って楽しく泳いでください。
●問い合わせ先
スポーツ振興課 43－3478

（文書取扱：スポーツ振興課）

みんなで奏でる心と心のハーモニー

「男性介護者カフェ」を開催します
７月は「参加者同士の交流会」を行います。
自宅で家族を介護されている男性が集まり、悩みや困りごとを共感し合
える場、役立つ知識や情報の共有の場として「男性介護者カフェ」を開催
します。
お茶を飲みながら、日頃の生活を言葉にしてみませんか？
ご夫婦やご家族同伴での参加でも構いません。たくさんの方々の参加を
お待ちしております。
【開 催 日】

７月１８日（水） １３：３０ ～ １５：３０
奇数月 第３水曜日

【開催場所】

生きがい交流広場２階 和室

【対 象 者】

市内在住で、高齢者を介護している男性介護者 等

【内

参加者同士の交流会 等

容】

【参 加 費】

参加費は無料

【申 込 先】

西都市南地区地域包括支援センター
４１－０５１１（担当：押川）
西都市北地区地域包括支援センター
３２－９５９５（担当：辻間）
※参加希望の方は事前に電話にてお申し込み下さい。

「夏休みふれあい映画祭」を開催します
８月の人権啓発強調月間の取り組みの１つとして「夏休みふれあい映画
祭」を開催します。情感あふれる映画をとおして、お家の方やお友だちと
一緒に『人権』について話し合ってみてはいかがですか。
当日は会場ロビーにて人権ポスターの展示や人権啓発資料等の展示・配
布も行いますので、ぜひご来場ください。
【日

１３時から１５時１３分
（開場：１２時３０分）

【会 場】 西都市文化ホール
【入場料】 無 料
【上映する映画】（２作品）
①「鬼の子とゆきうさぎ」（２２分） 企画・製作：共和教育映画社
鬼の子と人間の女の子ユキとの不思議な友情の中から、私たちが忘れ
ているやさしさや、思いやりの心、家族のぬくもりがあたたかい感動
として伝わってくる物語
②「ＳＩＮＧ／シング」（１０８分） 配給：東宝東和
人気アニメーション映画「ミニオンズ」「ペット」などを手がけるイ
ルミネーション・スタジオによる長編アニメーション。個性的なメン
バーが人生を変えるチャンスをつかむため、５つの候補枠をめぐって
オーディションに参加する物語
【主 催】 西都市、宮崎県人権啓発推進協議会、
宮崎県人権啓発活動ネットワーク協議会
※小学生未満のお子様は、保護者の方と一緒にお越しください。
会場の席は４１５席（車椅子席３席を含む）となっています。満席の場
合は、入場できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
（文書取扱・問合せ：市民協働推進課 ４３－１２０４）

（文書取扱：健康管理課 地域包括ケア推進係）
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時】７月２１日（土）
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笑って学べる！もしもの時ではもう遅い

落語で学ぶ 相続・遺言・事業承継セミナー
どこでも起こりうる相続問題。その難しい話を、相続トラブル解決実績
を多数持つ実務家行政書士が、相続・事業承継にまつわる問題や解決法を
落語風に解説します。
【セミナー内容】
・今どきの相続事情…相続問題のあんなこと、こんなこと
・笑える！相続税増税対策と税務署はこんなところを見ている？
・事業承継も大変だ！後継者、借入金、意思の疎通は大丈夫？
・あなたの会社でも裁判に？後継者でも自社株を取得できない落とし穴
・事例から学ぶ…あの会社が事業承継に失敗した理由
など
【日 時】 7月24日(火)

19時～21時

【受講料】 無料
【会 場】 西都商工会議所 2階研修室
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催し・講座

西都市勤労青少年ホーム
「親子で作るハンバーグ」講座
＊さいとくポイント進呈対象事業です＊
勤労青少年ホームでは、「親子で作るハンバーグ」講座を開催します。
みんなが大好きなハンバーグをやわらかくてふわっとジューシーに作っ
てみませんか。
【開催日】8月4日（土） 14時30分～16時
【場 所】勤労青少年ホーム（調理室）
【条 件】西都市に在勤、在住の方ならどなたでも参加できます
※親子参加
【材料費】500円（1名）
【準備物】フライパン、エプロン、三角巾、手拭タオル、飲み物（水分補
給）
【定 員】6組（応募多数の場合は抽選となります）
【備 考】「さいとくポイントカード」をご持参ください（ポイントカー
ドは、市商工観光課・情報コーナー・各支所、コミュニティプ
ラザパオ1階デベロップサイトで無料で作ることができます）。

【定 員】 30名
【申込み】 事前に電話でお申し込みください。
【講 師】 行政書士きざき法務オフィス
こころ亭久茶（こころてい きゅうちゃ）氏

◆申込み◆
○窓口で直接か、電話・FAXでお申込み下さい。
○受付時間
： 月曜～土曜（13時～20時）※日曜・祝日は休館
○締 切 り
： 7月27日（金）20時まで
○問合せ先
： 西都市勤労青少年ホーム TEL/FAX：32-6301

【申込み・お問合せ】 西都商工会議所 中小企業相談所
TEL 43-2111 FAX 43-5722（担当：川上）
（文書取扱：商工観光課）

（文書取扱：商工観光課）

働く婦人の家 主催
『フラワー１ｄａｙレッスン』講座
～おしゃれ和モダンな苔玉～
＊さいとくポイント進呈対象事業です＊
フローリストに学ぶ、季節に合ったお花を楽しむレッスン。お花とふれ
あい、癒しの時間を楽しみます。今回はおしゃれ和モダンな苔玉作り。丸
い形が愛らしく涼やかな苔玉を作ってみませんか？
【開講日】8月8日(水)
19時30分～21時
【場 所】西都市働く婦人の家（コミュニティプラザパオ2階）
【条 件】西都市に在住、在勤の方ならどなたでも参加できます。
【材料費】2,000円程度
【持参品】不要
【定 員】10名（応募者多数の場合は事務局による抽選となります）
◆申込み◆
○窓口で直接か、往復はがき・FAXでお申込みください。
○往復はがき・FAXの場合、必要事項をご記入の上、「〒881-0012
西都市小野崎1-66西都市働く婦人の家」までご応募ください。
※必要事項…①講座名「ﾌﾗﾜｰ1dayﾚｯｽﾝ」とご記入ください。
②氏名（ﾌﾘｶﾞﾅ）、③住所、④電話・FAX番号、⑤年齢
⑥区分（女性労働者、主婦、男性、その他のいずれか）
⑦講座をどこで知ったかをご記入ください。
※返信はがきの裏面には、何も記入しないでください。
○受付時間 月～金曜 9時30分～20時まで
土
曜 9時30分～16時まで（日曜・祝日は休館）
○受付期間 7月2日(月)～7月28日(土) ※最終日消印有効
○問合せ先 西都市働く婦人の家 TEL.32-6300 FAX.32-6333
（文書取扱：商工観光課）

Information

働く婦人の家 主催 『布ぞうり作り』講座
＊さいとくポイント進呈対象事業です＊
夏に快適！健康に優れた効果を持つ「和」のルームシューズである「布
ぞうり」の作り方を学びます。履き心地が良く、足元から涼しくなる布ぞ
うりを自分用に、ご家族用に、作ってみませんか？
【開講日】8月16日(木) 第1・3木曜日
10時～12時 (全5回)
【場 所】西都市働く婦人の家（コミュニティプラザパオ2階）
【条 件】西都市に在住、在勤の方ならどなたでも参加できます。
【材料費】実費負担
【持参品】一足につき1ｍ×1ｍの布2枚（綿100％が最適）
裁ちばさみ（お持ちの方）
【定 員】8名（応募者多数の場合は事務局による抽選となります）
◆申込み◆
○窓口で直接か、往復はがき・FAXでお申込みください。
○往復はがき・FAXの場合、必要事項をご記入の上、「〒881-0012
西都市小野崎1-66西都市働く婦人の家」までご応募ください。
※必要事項…①講座名「布ぞうり作り」とご記入ください。
②氏名（ﾌﾘｶﾞﾅ）、③住所、④電話・FAX番号、⑤年齢
⑥区分（女性労働者、主婦、男性、その他のいずれか）
⑦講座をどこで知ったかをご記入ください。
※返信はがきの裏面には、何も記入しないでください。
○受付時間 月～金曜 9時30分～20時まで
土
曜 9時30分～16時まで（日曜・祝日は休館）
○受付期間 7月2日(月)～7月28日(土) ※最終日消印有効
○問合せ先 西都市働く婦人の家 TEL.32-6300 FAX.32-6333
（文書取扱：商工観光課）
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７

休日広報の日の開催について
（ＳＵＮＤＡＹ ＮＹＵＴＡ）
「新田原基地を見学してみたいが、なかなか機会がない」「自衛隊って
どんな仕事をしているの？」そんな皆様からの声を聞き、皆様に来て、見
て、楽しんで自衛隊を理解していただきたく、基地周辺市町にお住まいの
方々を主対象に、新田原基地を開放します。
１.日時
７月２９日(日) 午前９時～午後３時
２.基地への入場方法
（１）お車での入場
７月１７日(火)以降、危機管理課にて基地駐車券をお受け取りくださ
い。基地駐車券は計６００枚で先着順となっています。その際、西都市
在住を証明できるもの（免許証等）をお持ちいただく様、お願いします
（駐車券は数が少ないため、１世帯１枚とし、記名受取となります）。
なお、駐車券がないと当日、基地にお車での入場はできません。
（２）シャトルバスの運行
次の２箇所に臨時駐車場を設定し、基地までのシャトルバスを運行し
ます。
・新富町総合交流センター「きらり」横駐車場（新富町役場向かい側）
・三納代駐車場（新富町大字三納代1980番地付近）
３.その他
当日は、通常の訓練（飛行訓練を含む）の風景を見ていただきます。
また、地上展示（航空機コックピット展示、警備犬展示等）は皆様に楽
しんでいただけるものをご用意させていただきます（航空祭のような飛
行展示はございません）。
４.注意事項
当日は交通渋滞が発生することが予想されますので何卒ご理解の程、
宜しくお願い申し上げます。また、基地周辺の畑地、空地等の私有地へ
の駐車は絶対にしないようお願いします。
５.問い合わせ先 航空自衛隊新田原基地 監理部 渉外室
３５－１１２１（内５６９０、５７１０）
担当：前田、五屋
（文書取扱：危機管理課）

催し・講座

平成31年 西都市成人式の開催について
【日

時】 平成３１年１月５日（土）
受付 １０：００～１０：５０
式典 １１：００～

【会

場】 西都市民会館

【対 象 者】 平成１０年４月２日～平成１１年４月１日生の方
【申込方法】 西都市に住民票がある方は申込みは必要ありません。
西都市に住民票が無い方は申込みが必要です。
①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
を以下まで電話・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）
ＴＥＬ：４３－３４７９
ＦＡＸ：４３－０３９９
メール：syakyo@city.saito.lg.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、今回の成人式は土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）

「西都夏まつり」ステージイベント
参加者募集
西都夏まつりの季節が近づいてまいりました。今年も７月２０日（金）
～２２日（日）の日程で互親組太鼓台、各種ステージ等々盛大に開催いた
します。
以下のステージイベントの参加者を募集しています。詳細は実行委員会
までお問い合わせください。
１．イベント名

西都「歌うまい王決定戦」
※優勝者には賞金と副賞が贈呈されます。

２． 開催日時

７月２１日（土）２０時～（予定）

３．申込締切

７月１０日（火）
※定員になり次第募集を締め切らせて頂きます。
＜お問い合わせ先＞
〒８８１－００３３
西都市大字妻１５３８－１ 西都商工会議所内
西都夏まつり振興会事務局
４３‐２１１１

チャレンジショップ出店者募集
妻駅西地区商店街振興組合（DEVELOP－SAITO）では、新規創業希望者の
支援をするため、チャレンジショップ支援事業を実施します。
空き店舗（小野崎通り）を活用して、少ない負担で実際に販売や接客を
実体験し、商売のノウハウを吸収しながら、起業・開業に向けてのお手伝
いをします。
「商売をしたいけど、いきなり店舗を持つのはまだ自信がない」という
方々の夢の第一歩がチャレンジショップです。
商売をしてみようと思われる意欲のある方、興味があるという方、お問
い合わせください。

【期

間】チャレンジショップ開業後３ヶ月間

【場

所】西都市小野崎商店街 空き店舗

【家

賃】１ヶ月5,000円(別途水道光熱費等を請求額から算出します)

【対

象】西都市内で起業・開業を予定している個人・グループ

【定

員】１名

【業

種】雑貨などの物販・ネイルサロンなど

【お申込み・お問合せ先】
妻駅西地区商店街振興組合（DEVELOP-SAITO） 担当：吉野
（西都市小野崎１丁目７６番地コミュニティプラザパオ１階）
ＴＥＬ：３５－４０２９
ＦＡＸ：３５－４０５９
（文書取扱：商工観光課）

（文書取扱：商工観光課）
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平成30年度西都市街なかイベント事業

９

募集

西都市飲食店街活性化イベント出店者募集

「食の街さいと」と「西都市の飲食店街」を広くＰＲするイベントを開催します。新鮮野菜や、お勧めの商品を販売してみませんか？
以下の出店条件をお読みいただき、出店を希望される方は事務局までお問合せ下さい。
○開催日時
（予備日）
○会

８月２６日（日） １５時～２１時（荒天延期）
９月 ２日（日） １５時～２１時

場 西都市桜町（ホテルプリムローズ西都前）

○出 店 料 一コマ３，０００円
○出店条件・概要
１．暴力行為、風紀をみだす行為がなく、来場者に満足していただけるサービスを提供するイベント開催を目的とします。
２．出店者は原則西都市内に住所を有するか、もしくは西都市内に店舗を構える方とします。
３．実行委員会は出店申込書を出店資格審査会に諮り、出店の許諾を決定します。
４．資格審査会は次の審査基準に基づいて審査し、決定します。
①出店許可地に出店可能な店舗数の範囲において決定します。
②暴力団及び組員・その家族・親交者については許可しません。
③本要綱、資格を厳守する者のうち桜町商店会、西都商工会議所会員事業者を優先し審議します。
５．商品は公序良俗に反しない物を販売してください。
６．食品を販売する場合、原則西都産農畜産物を１品以上使用するようお願いします。
また、内容につきましては実行委員会で協議させていただき、メニュー変更やお断りをさせていただく場合がありますのでご了承ください。
◎出店申込締切
【申込・問合せ】

７月１７日（火）
西都商工会議所 ４３－２１１１
８時４５分～１７時３０分（土・日・祝休み）

（文書取扱：商工観光課）

中小企業大学校人吉校

研修のご案内

中小企業の持続的な成長にとって、人材育成は欠かせません。
全国９か所の中小企業大学校では、経営者や後継者などの方々を対象に多彩な研修メニューをご提供します。
中小企業大学校人吉校では平成３０年７月～９月開講コースの受講生を募集しています。
コース№

研修テーマ及び実施日程

期間

受講料

定員

10

社内を活性化するIT活用
7月18日（水）～19日（木）

2日間

22,000円

35名

11

新任管理者の自己革新研修
7月24日（火）～26日（木）

3日間

31,000円

35名

12

ヒューマンエラー対策の進め方
8月1日（水）～3日（金）

3日間

31,000円

25名

13

成功するための経営戦略の策定とその実践
9月4日（火）～6日（木）

3日間

31,000円

30名

14

利益を生み出す業務改革・トラック運送業［インターバル研修］
9月11日（火）～12日（水）・10月9日（火）～10日（水）

4日間
（2日間×2回）

35,000円

20名

15

真の顧客満足につながる、サービス価値向上講座
9月19日（水）～20日（木）

2日間

22,000円

35名

【お問い合せ先】

独立行政法人中小企業基盤整備機構 九州本部
〒868-0021 熊本県人吉市鬼木町梢山 1769-1
TEL：0966-23-6800 FAX：0966-22-1456
電子メール：hito-kenshu@smrj.go.jp

中小企業大学校人吉校 研修課

（文書取扱：商工観光課）
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11

総合事業嘱託員を募集します

国民年金事務嘱託職員の募集について

【業務内容】 介護予防・日常生活支援総合事業に関すること
高齢者が住み慣れた地域でいつまでも元気で楽しく暮らせ
る事を目的とした事業です。
【募集人員】

募集

市民課 年金係では、以下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 （8：30～17：15）
福利厚生 社会保険、労災・雇用保険、有給休暇制度有り

1名

任用期間 採用決定日以降（相談により決定）～平成３１年３月３１日

【任用期間】 平成31年3月31日まで（更新あり）

募集人員 １名

【賃

国民年金事務（窓口での年金に関する諸届、老齢・障害年金
勤務内容 請求書等審査受付及び相談）及びパソコンデータ入力、文書
作成等一般事務

金】 月額160,000円（保健師）
月額150,000円（看護師）

【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

【応募方法】 市販の履歴書に写真を添付し、資格証等の写しを添えて、
健康管理課 地域包括ケア推進係まで申し込んでください。
【採用方法】 随時面接により選考します。

（文書取扱

酬 月額１５０，０００円

募集期間

平成３１年３月２９日まで
（随時面接により決まり次第終了します）

受付時間 平日、午前９時～午後５時

【応募資格】 保健師又は看護師の資格を有し、パソコンによる事務およ
び車の運転ができる方で、高齢者と一緒に体操ができる方

【問合せ先】 〒881-8501 西都市聖陵町2丁目1番地
西都市役所 健康管理課 地域包括ケア推進係

報

受付場所 西都市役所 市民課 年金係
国民年金事務に精通し、国民年金事務（窓口での年金に関す
応募資格 る諸届、老齢・障害年金請求書等審査受付及び相談）経験者
で市税等滞納のない方
※市販の履歴書に写真を添付し、必要事項を記載のうえ、期
応募方法
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。
採用方法 面接による選考

32-1028

健康管理課）

問合せ先 市民課 年金係 ４３－１２２１（直通）

（文書取扱：市民課 年金係）

西都市社会福祉協議会職員募集のお知らせ
【勤務予定事業及び採用職種・職員区分及び採用予定人数・資格】
職員区分及び
勤務予定事業
資
格
採用予定人数
不問
地域福祉業務
嘱託職員 若干名
（社会福祉主事・社会
福祉士取得者を優先）
居宅介護支援事業
いずれかの資格
西都市南地区地域
嘱託職員 若干名
介護支援専門員・社会
包括支援センター
福祉士・看護師
パートタイム職員
介護福祉士・介護職員
通所介護事業
1名
初任者研修修了者
※全ての職種について、普通自動車免許は必須です。
【募集期間・受付期間】随時 午前9時～午後5時（土・日・祝祭日除く）
【給 与 等】職員の給与、勤務日及び勤務時間については、嘱託職員又は
パートタイム職員就業規則によります。
【申込手続】
（1）申込方法
履歴書、資格を証明できる物（修了証明書・登録証・免許証等）の写
しを、午前9時～午後5時（土・日・祝祭日除く）までの時間に、以下
にて受付しますので、持参又は郵送にてご提出下さい。
（2）履歴書の提出先
社会福祉法人西都市社会福祉協議会／総務課総務係
〒881-0004 西都市大字清水1035番地1 TEL：43-3160 FAX: 42-4743
【その他】
（1）選考方法については書類審査・面接とし、面接日や結果については本
人に直接通知いたします。
（2）提出いただいた履歴書等に記載された個人情報については、職員募集
以外には使用いたしません。
（3）不明な点は、履歴書等提出先までお問合せください。
（文書取扱：福祉事務所）

Information

放課後児童クラブ支援員を募集します
市内に３か所ある公立児童クラブ（穂北・都於郡・三財）では、人員が
必要になったときに日雇いで勤務してくださる支援員を募集しています。
子供の笑顔が好きな方、子育て経験のある方、子供たちが安心して楽しく
過ごせる放課後づくりを一緒にしてみませんか？
○募集職種

… 児童クラブ支援員

○業務内容

… 放課後児童クラブ内で小学生の健全育成に資する活動を
行う（児童の見守り、おやつの用意など）。

○勤務時間

… 月曜～土曜

○資

格

… 年齢、性別、資格は問いません。
※保育士、幼稚園教諭、小中高教諭などの有資格者と資
格のない者では賃金が以下のとおり変わります。資格
の詳細等についてはお問い合わせください。

○賃

金

… 時給775円（有資格者）・時給750円（無資格者）

授業のある日 14時～18時
授業のない日 7時30分～18時
※学校の授業時間により、開始時間が変動します。
※人員が必要になったときのみの勤務です。

○福利厚生

… 労災・雇用保険有り

○申込手続

… 市販の履歴書に必要事項を記入し、写真を添付の上、有
資格者は資格証の写しと一緒に提出して下さい。

○申込場所

… 西都市役所 福祉事務所 保育係
（文書取扱・問合せ：福祉事務所 保育係 43-0376）
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募集

Information

平成31年 西都市成人式
実行委員会メンバー大募集
西都市教育委員会では、来年１月に開催する「成人式」の企画・運営を
行う実行委員を募集します。
一生に一度の成人式、自分たちの手でオリジナリティあふれる心に残る
ものにしてみませんか？
【内

容】

実行委員会を組織し、月１～２回程度の会議を行い、成人
式の企画から準備、当日の運営までを手がけます。
※成人式開催予定…平成３１年１月５日（土）

【実行委員】 平成３１年新成人者
（平成１０年４月２日～平成１１年４月１日生）
※前年度成人者や来年度新成人者も参加できます。
【申込締切】 ８月３１日（金）まで
【申込方法】 以下の申込先に①氏名②住所③電話番号④生年月日を電話
かＦＡＸでご連絡ください。
※お友達を誘っての参加も大歓迎です！！
【その他】

第１回実行委員会を９月中旬頃開催します。

【申込み・問合せ先】 西都市教育委員会 社会教育課 社会教育係
TEL：４３－３４７９/FAX：４３－０３９９
E-mail：syakyo@city.saito.lg.jp

（文書取扱：社会教育課）
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募集

初心者テニススクール参加者募集
硬式テニスの初心者・未経験者の方を対象としたテニススクールを以下
のとおり開催いたします。興味のある方、何か運動をしたいと思っている
方はこの機会に是非ご参加ください。
【主

催】

西都市テニス協会

【期

日】

８月７日(火)･１４日(火)･２１日(火)・２８日(火)
の４回コース
※予備日：９月４日(火)・９月１１日(火)

【時

間】

午後７時～午後９時４５分

【場

所】

西都原運動公園テニスコート

【定

員】

３０名程度

【参 加 費】

一
般
高校生以下

【そ の 他】

ラケットの無い方は協会の方で準備します。
定員になり次第、申込み受付を終了します。

２，０００ 円（保険料込み）
１，０００ 円（保険料込み）

【申込み･問合せ】
美容室 Ｊ－ＷＡＶＥ 加藤まで ４３－０６４１
受付時間 午前８時３０分～午後６時(毎週月曜・第３日曜日を除く)

（文書取扱：スポーツ振興課）

明るい選挙啓発ポスター・書道作品募集
平成３０年度明るい選挙啓発ポスター及び書道作品を募集します。
募集期間
８月２８日（火）※必着
２ 応募資格
西都市内の小学校児童、中学校又は高等学校の生徒
３ 提出先
小中学校又は高等学校を通じて、西都市選挙管理委員会に提出してくだ
さい。ただし、市外の学校に通学している方は直接西都市選挙管理委員
会に提出してください。
４ 応募の内容など
（１）ポスターの部
○内容
明るい選挙を呼びかける内容を、自由に表現してください。
○紙のサイズ
Ｂ版４つ切(５４２mm×３８２mm)、８つ切(３８２mm×２７１mm)も
しくはそれに準ずる大きさ
○注意事項
作品の裏右下に市町村名、学校名、学年、氏名(ふりがな)及び性別
を必ず書いてください。
（２）書道作品の部
○文字
小学校 １年…ひと ２年…せきにん ３年…生活
４年…投票 ５年…清き一票 ６年…投票参加
中学校 １年…明るい選挙 ２年…身近な政治 ３年…日本国憲法
高等学校 １年…主権者教育 ２年…期日前投票
３年…公職選挙法
○字体
小中学生及び中学１年生…楷書
中学２、３年生及び高校生…行書
１

Information

５

○紙の大きさ
書道用半紙(縦３３．５cm、横２４．５cm以内)
○注意事項
左端に学校名、学年及び氏名を必ず書いてください。
賞
宮崎県選挙管理委員会による審査で次のとおり賞を決定します。
なお、入賞者全員に、記念品を贈呈します。
ポスターの部
特選

各学年

1点

各学年

1点

金賞

各学年

1点

各学年

1点

銀賞

各学年

1点

各学年

1点

銅賞

各学年

2点

各学年

2点

小学校

50 点

小学校

50 点

中学校

20 点

中学校

20 点

高等学校

20 点

高等学校

20 点

佳作

６

書道作品の部

また、応募者全員に西都市選挙管理委員会より記念品を贈呈します。
展示会
県審査会における入賞作品については、次により展示されます。
（１）期日：９月２９日（土）～１０月６日（土）※予定
（２）場所：イオンモール宮崎 ※予定
詳しくは選挙管理委員会までお問合せください。
（文書取扱・問合せ：選挙管理委員会 ４３－３４１８）
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相談／その他

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

西都市地域子育て支援センターつばさ館

いじめ、差別、虐待、セクハラ、配偶者やパートナーからの暴力、
近隣間のもめごとなどひとりで悩まずご相談ください。
相談は無料で秘密厳守になっておりますので、気軽にお越しくだ さ
い。

☆子育て支援センターは、主に家庭で子育てをしている保護者とお子さん
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）
<７月の行事予定>
＊７月からプールが始まります
２日（月）７月の製作
※～今月中 随時
10日（火）英語であそぼう(予約制)
AM１０：３０頃～
11日（水）にこにこ広場(パオ)
AM１０：３０頃～
12日（木）誕生会(７月生まれ)
AM１０：３０頃～
13日（金）リトミック
AM１０：３０頃～
17日（火）給食試食会(予約制)
※１食 \３５０
18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）AM１０：３０頃～
19日（木）おでかけ支援（生きがい交流広場）AM１０：３０頃～
20日（金）つばさ館カフェ（予約制） AM10：30頃～参加費￥200
25日（水）にこにこ広場(パオ)
AM１０：３０頃～
30日（月）給食試食会(予約制)
※１食 \３５０
31日（火）親子クッキング(予約制)
※参加費 ￥１５０
◆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（認定こども園・こどもの家敷地内）
【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。
詳しくは電話でお問い合わせください。
（・１時間→３５０円 ・４時間→１２００円）
【育児情報誌】 毎月１回 活動内容の情報発信（つばさ館便り）
（文書取扱：福祉事務所）

○日

時

○場 所
○相談員

７月１７日（火）
午前１０時から午後３時ま で
市役所南庁舎１階
人権擁護委員 ２名

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
宮崎地方法務局人権擁護課
人権相談ナビダイヤル
女性の人権ホットライン
子どもの人権１１０番

電話番号
０９８５－２２－５１２４
０５７０－００３－１１０
０５７０－０７０－８１０
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）

平成３０年７月号

