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案内

催し・講座

ｃｏｎｔｅｎｔｓ

1 西都市プレミアム付商品券（さいぷれチケット）の販売について
「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が発行されます
2 11月は児童虐待防止推進月間です
令和元年 秋季全国火災予防運動
3 11月12日～25日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です
4 令和元年度「人権に関するポスター」入賞者をお知らせします
5 11月25日～12月1日は犯罪被害者週間です
みやざき被害者支援センターをご存じですか
狂犬病予防集合注射を行います
6 運転免許証更新(切り替え)のご案内
宮崎県・市町村合同不動産公売会の開催について
7 カセットボンベ缶・ライター等は
必ずガス抜き等をして出してください

9 宮崎県中学校駅伝競走大会開催のお知らせ
三財「へそハイキング」に参加しませんか
10 勤労青少年ホーム 「クリスマスリース作り」講座
働く婦人の家主催 「アラカルト料理」講座
11 宮崎医療福祉専門学校 学園祭「想輪祭」
後継者バトンタッチ実践塾
12 すぐできる手書き販促セミナー
「一日公庫」のご案内

募集
13 「西都原菜の花植付作業」ボランティア募集
ジュニア・リーダー企画 子ども会クリスマス会参加者募集
14 西都市農業委員会委員の推薦受付及び募集について
西都市農地利用最適化推進委員の推薦受付及び募集について
15 「西都市商店街空き店舗活用推進事業補助金（募集）」のご案内
16 株式会社エスプールが従業員を募集中

催し・講座
7 離乳食講座（ピヨピヨ学級）のご案内
8 西都市教育文化祭の開催について
令和元年度 西都市高齢者クラブ連合会
「手づくり作品展」開催のお知らせ
西都市公民館講座受講者募集
「伊東一族の豊後落ちを学ぼう講座」
「宮大出張コンサートin西都」開催

相談
17 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
17 図書館だより 臨時休館日11月11日～16日（蔵書点検）
18 西都市地域子育て支援センターつばさ館 11月号

■下表については回覧の際、有効にご利用ください。

※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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Information

案内

西都市プレミアム付商品券（さいぷれチケット）の販売について
１０月１日からの消費税率の引上げに伴う影響緩和の対策として、
(1)住民税が課されない方（生活保護を受けられている方等を除く）
(2)平成２８年（2016年）４月２日～令和元年（2019年）９月３０日に生まれた子のいる世帯の世帯主
を対象に、プレミアム付商品券事業を実施しています。
交付申請があり(1)に該当する方と、(2)に該当する方には、購入引換券を９月下旬以降より順次簡易書留郵便で送付しております。
購入引換券をお持ちの方は、早めに商品券の購入をお願いします。
◆購入できる場所 西都市役所 福祉事務所
◆購入できる期間 令和２年２月２８日（金）まで ９時～１２時、１３時～１７時 ※土日祝日と１２月２９日（日）～１月３日（金）は除く。
ただし、１１月９日(土)、１１月２４日（日）及び１２月２２日（日）は購入できます。
◆商品券購入時に必要なもの
①購入引換券（原本）
②運転免許証などの氏名、住所が確認できる本人確認書類
③商品券購入代金
※原則対象者が直接窓口に来られての購入となりますが、代理の方が来られる場合は、①、代理の方の②、③に加えて委任状が必要です。
（文書取扱・問合せ：福祉事務所 子育て支援係 ３２－１０２１）

「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が発行されます
～年末調整・確定申告まで大切に保管を！～
国民年金保険料は、所得税及び住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象となります。その年の１月１日から１２月３１日までに納付した保険
料が対象です。
この社会保険料控除を受けるためには、納付したことを証明する書類の添付が義務付けられています。
このため、１月１日から９月３０日までの間に国民年金保険料を納付された方については、「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が本年１１月
上旬に日本年金機構本部から送付されますので、年末調整や確定申告の際には必ずこの証明書（又は領収証書）を添付してください。
また、１０月１日から１２月３１日までの間に今年はじめて国民年金保険料を納付された方については、来年の２月上旬に送付されます。
「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」 お問合せ先 ねんきん加入者ダイヤル ０５７０－００３－００４
（文書取扱：市民課）

11月は児童虐待防止推進月間です
児童虐待とは、殴る、蹴るなどの身体的暴行だけに限りません。①身体的虐待 ②性的虐待 ③ネグレクト(養育放棄) ④心理的虐待は、全て虐待行為と
なります。子どもの前で配偶者らに暴力をふるう「面前ＤＶ」は、心理的虐待として捉えられます。
子どもに対する虐待は、子どもの心身の成長や人格の形成に重大な影響を与え、次の世代にも引き継がれる恐れがあります。
「心配だな」「おかしいな」と感じたら、すぐに相談や通告をしてください。あなたが連絡することで、言葉にできない子どもの声を受け止めることが
できます。児童相談所全国共通ダイヤル「１８９（いちはやく）」にかけるとお近くの児童相談所につながります。こんなときはすぐお電話ください。
令和元年度児童虐待防止推進月間標語

『１８９（いちはやく）

ちいさな命に

待ったなし』

(文書取扱・問合せ：福祉事務所

３２－１０２１)

令和元年 秋季全国火災予防運動
11月9日（土）～15日（金）
火災が発生しやすい時季を迎えるにあたり、火災予防思想の一層の普及を図り、もって、火災の発生を防止し、高齢者を中心とする死者の発生を減少さ
せるとともに、財産の損失を防ぐことを目的として全国一斉に秋季全国火災予防運動が展開されます。
西都市消防本部と西都市消防団ではこの期間中、防火パレードを行うとともに、事業所等の立入検査や市民の皆様方のお宅にお伺いして火災予防につい
ての広報活動を実施します。
〈住宅防火

いのちを守る

7つのポイント〉－3つの習慣・4つの対策－

3つの習慣
○寝たばこは絶対にやめる
○ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する
○ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火を消す
4つの対策
○逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する
○寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用する
○火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設置する
○お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる
〈住宅用火災警報器について〉
住宅用火災警報器は、平成23年（新築は平成18年）から設置義務化され、適切に維持管理されていても電池切れや劣化したものが見受けられるようにな
りました。再度点検し、電池交換又は警報器の交換をお願いします。
引き続き、消火器も含めて悪質商法（訪問販売等）にご注意ください。
※消火器、住宅用火災警報器及び火災予防に関することなど、市のホームページも併せてご覧ください（トップページ＞くらし・手続き＞防災・消防）。
（文書取扱・問合せ：消防本部 予防課 ４３－３００３）
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11月12日～25日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です
１．市からのお知らせ
○以下の日程で、パネルやパンフレット等を展示します。
【掲示場所】市役所市民課前ロビー １１月１２日(火)～２５日(月) 平日 午前８時３０分から午後５時１５分(初日のみ正午～)まで
市立図書館
１１月１９日(火)～２４日(日) 午前９時から午後７時 ※１１日(月)～１６日(土)は臨時休館日です。
２．国・県からのお知らせ
○全国一斉『女性の人権ホットライン』強化週間について（宮崎地方法務局及び宮崎県人権擁護委員連合会より）
【 強 化 週 間 】１１月１８日（月）～２４日（日）
【 相 談 受 付 時 間 】①平日：午前８時３０分～午後７時 ②土・日曜日：午前１０時～午後５時 ※通常は平日午前８時３０分～午後５時１５分
【無料弁護士相談】１１月２３日（土・祝）、２４日（日）の２日間のみ、弁護士による無料面接相談をお受けします。
※予約制です。お申込は、１１月５日（火）から宮崎地方法務局 人権擁護課（０９８５－２２－５１２４）までお願いします。
【女性の人権ホットライン専用電話】０５７０－０７０－８１０（法務局全国共通番号）
○講座・イベントの開催について（宮崎県男女共同参画センターより）
講座・イベント名
日時・内容等
【日時】１１月２５日（月）１７時３０分～ 【会場】宮崎県庁前庭 【参加費】無料
１ パープルリボンキャンペーンみやざき2019
県庁のパープルライトアップに合わせてダンスで女性への暴力根絶を訴えるキャンペーンイベント
【日時】１１月１３日（水）１８時～２０時 【会場】宮崎県男女共同参画センター
２ オトナが学ぶ性教育
【講師】池畑博美さん（ＮＰＯ法人虹色のたね理事長）
【参加費】無料
さんかくナイトカフェ
【日時】１１月２０日（水）１８時～２０時 【会場】宮崎県男女共同参画センター
３
～ワタシ(女)のカラダ～
【ゲスト講師】牧之瀬千恵美さん（骨盤ケア体操迦花）
【参加費】無料
さんかくナイトカフェ
【日時】１１月２１日（木）１８時～２０時 【会場】宮崎県男女共同参画センター
４
～災害とトイレ～
【ゲスト講師】岡崎美紀さん（防災トイレアドバイザー） 【参加費】無料
※お申込み・お問合せは、宮崎県男女共同参画センター（０９８５－３２－７５９１）までお願いします。
３．その他の女性に対する暴力 相談窓口
配偶者や恋人からの暴力、つきまといやストーカー ・宮崎県女性相談所 ０９８５－２２－３８５８ ／ 西都警察署 ４３－０１１０
行為の被害、売春強要について等の相談
・ＮＰＯ法人 ハートスペースＭ ０９８５－８９－５２４３
性犯罪に係る被害や捜査に関する相談
宮崎県警察本部 相談窓口 ０９８５－２６－９１１０（♯９１１０）
労働に関する相談
宮崎労働局 雇用環境・均等室 ０９８５－３８－８８２７
市役所の窓口
市民協働推進課 ４３－１２０４
内閣府では配偶者からの被害者支援サイトを開設しています。 http://www.gender.go.jp/e-vaw/index.html
（文書取扱：市民協働推進課）

令和元年度「人権に関するポスター」入賞者をお知らせします
８月の人権啓発強調月間に募集しました「人権に関するポスター」は、小学校７校、中学校５校より合計１５９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。
審査の結果、入賞者が決まりましたのでお知らせします。
入賞された作品は、人権週間期間中 １２月４日（水）～１０日（火）に西都原ガイダンスセンター「このはな館」で開催する『人権に関するポスター
展』で展示いたしますので、ぜひご覧ください。
○ 最優秀賞（敬称略）
小学生の部
妻北小学校６年
○ 優秀賞（敬称略）
学 年
学 校

小学１年

小学２年

小学３年

小学４年

中学生の部
掛水 うた

三財中学校１年

氏 名

学 年

学 校

氏 名

小学４年

妻 南

宇都宮

富田 真帆
学 年

学 校

氏 名

玲皇

妻

渡邊 みのり

妻

藪押 拓未

妻

本部 真央

妻

南

矢野 可夢伊

妻

南

上田 嶺志

妻 北

渡邊 ひかり

妻

南

小城 彩葉

妻 北

安達 桃果

三

財

川﨑 寿莉亜

妻 南

成合 由凪

三 財

土橋 美仁

妻

北

日野 琴乃

妻 南

谷山 稜

三 財

河野 結衣

妻

北

安達 秀真

三 財

河野 志帆

妻

吉野 綺夏

三

財

井上 音夢

妻 北

帳 姫菜

妻

黒木 聖

妻

北

小川 愛結

三 納

中武 奈菜花

妻

原田 咲良

穂

北

溝口 隼也

三 納

猪股 美春

妻

河野 美乃里

三

財

川﨑 楓雅

三 財

河野 心音加

妻

那須 歩生

妻

北

市川 詩織

妻

菅原 希乃花

妻
妻
妻

北
南
南

安楽 藍子
本部 美桜
筒井 菜央

妻

寺原 紗由梨
山元 愛來
齋藤 優衣
（文書取扱・問合せ：市民協働推進課 ４３－１２０４）

小学５年

小学６年

中学１年

妻
都於郡
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中学２年

中学３年

５

Information

11月25日～12月1日は犯罪被害者週間です
「犯罪被害者週間」は、犯罪被害者に対する国民の理解の増進を目的と
して、警察庁において関係省庁と連携して全国一斉に実施されるものです。
誰もが事件・事故の被害者になる可能性があります。この機会に、被害者
の心情や、地域社会においてどのような支援ができるのか、考えてみませ
んか。
問合せ先 西都警察署 ４３－０１１０
（文書取扱：生活環境課）

みやざき被害者支援センターをご存じですか
（公社）宮崎被害者支援センターは被害者やその家族に対して、より適
切な様々な支援を提供することを目的に活動している民間の団体です。秘
密は厳守されます。まずは、電話にてご相談ください。
《電話相談及び面接相談》
相談専用ダイヤル ０９８５－３８－７８３０
月～金曜日（祝日を除く）午前１０時～午後４時
全国共通ナビダイヤル ０５７０－７８３－５５４
午前７時３０分～午後１０時（年末年始を除く）
《臨床心理士による無料カウンセリング》 要予約
《弁護士による無料法律相談》 要予約
《直接支援》 被害者の希望に応じて公判傍聴や警察署等への付添い、生
活支援などを実施します。
問合せ先 西都警察署 ４３－０１１０
（文書取扱：生活環境課）

案内

狂犬病予防集合注射を行います
飼い犬は１年に１度の狂犬病予防注射を受けなければなりません。狂犬
病予防注射を以下の日程で行います。まだ注射を受けられていない飼い主
の方には、お知らせのはがきを送付しますので、最寄りの場所で受けてく
ださい。なお、注射料金は３，３００円、新しく犬を飼われた方は別途登
録料３，０００円が必要となります（犬の登録は生涯１回です）。
実 施 日
時
間
場
所
９：００～ ９：１０ 学供宮の下館
９：２５～ ９：３５ 九流水公民館
９：４５～ ９：５５ 加勢消防器具庫
１０：０５～１０：１５ 岩井谷公民館（三財）
１０：３５～１０：４５ 長園公民館
１１：００～１１：１０ 鹿野田体育館
１１月１３日（水） １３：３０～１３：４０ 学供岡富館
１３：５０～１４：００ 学供三宅館
１４：１０～１４：２０ 白馬墓地西側駐車場
１４：３０～１４：４０ 学供石貫館
１４：５５～１５：０５ 杉安郵便局前広場
１５：１５～１５：２５ 穂北神社（串木）
１５：３５～１５：４５ 中茶集落研修センター
９：１５～ ９：２５ 市三納支所
９：４０～１０：００ 市三財支所
１１月１７日（日） １０：１５～１０：３０ 市都於郡支所
１０：５０～１１：１０ 市穂北支所
１１：３０～１１：４５ 市役所北駐車場
※動物病院でも注射ができます（西都市内の病院なら登録もできます）。
※おつりのでないようご協力をお願いいたします。
※はがきに「未」とついている犬は登録確認ができていない犬、「済」は
注射済の報告書が病院から届いている犬、「不」は注射不可の連絡がき
ている犬を表しています。
（文書取扱・問合せ：生活環境課 ４３－３４８５）

運転免許証更新(切り替え)のご案内

宮崎県・市町村合同不動産公売会の
開催について

西都地区交通安全協会で、優良講習、一般講習、高齢者講習受講者の運
転免許更新(切り替え)ができます。
○優良講習・一般講習～毎週火・金曜日(祝祭日を除く)
受付(８時３０分～９時)のあと、法定の講習があります。
優良講習は９時３０分、一般講習は１０時頃には全て終了します。
○高齢者講習受講者～毎週月～金曜日(祝祭日を除く)
午前の部９時～１１時、午後の部１３時～１６時
更新手続きには、高齢者講習終了証明書が必要です。
○場所
西都地区交通安全協会 ４３－０２９４ 西都市小野崎２－１６
○その他
免許証写真は、協会で撮影(４枚５００円)でき、新免許証は、後日交付
されます。違反講習、初回講習の更新は、運転免許センターのみです。
～交通安全協会へのご加入をお願いします～
○交通安全協会とは？
悲惨な交通事故を防止するため、社会奉仕の精神に基づいて生まれた一
般財団法人です。
○交通安全協会の主な活動(事業)
①広報啓発活動②交通安全教育活動③街頭交通指導④免許証更新事務
⑤交通事故相談業務⑥チャイルドシート貸出⑦軽微違反者講習
○活動に必要な財源 協力費２千円
交通安全協会への加入は任意加入ですが、この協力費が西都地区交通安
全協会が活動をする上で、主な財源となっていますので、免許証更新時
にぜひご加入をよろしくお願いします。
○会員特典について
協賛店において、商品の割引や施設利用料金割引等の各種サービスを受
けられます。詳しくは宮崎県交通安全協会のホームページをご覧下さい。
○問合せ先
西都地区交通安全協会 ４３－０２９４

県及び県内の市町村は納税の公平性を確保するなどの観点から、納税に
対して誠意のない滞納者には財産の差押えを行っています。その一環とし
て今回、滞納処分により差し押さえた不動産の公売を実施します。
１．公売の日程及び場所
（１）入札期間 １１月１４日（木）～２０日（水）
※開庁日のみ
（２）入札場所 都城市役所、延岡市役所、日向市役所、西都市役所、
高鍋町役場、宮崎県税・総務事務所、日南県税・総務
事務所、小林県税・総務事務所
（３）開札日時 １１月２２日（金）午前１０時３１分
（４）開札場所 宮崎県庁７号館７４４号室
２．売却方法
期間入札
３．売却物件
別紙公売物件一覧をご確認ください。
また、物件の詳しい情報や公売の手続きについては、宮崎県のホーム
ページに掲載しています。
http://www.pref.miyazaki.lg.jp/zeimu/kurashi/zekin/20191001101
657.html

（文書取扱・問合せ：税務課 納税第一係、第二係 32-1001、32-1002）

（文書取扱：生活環境課）
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カセットボンベ缶・ライター等は
必ずガス抜き等をして出してください
資源の回収時に、中身が残っていたり、穴の開いていないカセットボン
ベやスプレー缶等が多く出されています。資源回収車の火災や処理施設で
の爆発事故の原因となり、人命にかかわる重大な事故につながる恐れがあ
ります。
このような事態が生じると、ごみ収集の遅れやごみ処分ができなくなっ
てしまうことにもなります。
カセットボンベやスプレー缶等を出す場合は、以下の点をしっかり守っ
てください。
○カセットボンベ缶やスプレー缶等は中身を完全に使い切った後、必ず穴
を開け金属類で出してください。
缶がカラになったか確認する方法は、缶を振って音を聞き、「シャカシ
ャカ」「チャプチャプ」などの音がすると中身が残っているので、中身
を出して缶をカラしてください。

案内／催し・講座

離乳食講座（ピヨピヨ学級）のご案内
＊さいとくポイント進呈対象事業です＊
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。
「うまく作れるかな？」「ちょっと面倒かな？」そんな保護者のために、
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
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
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。
日 時：12月3日（火）
午前10：00～11：30 （受付9：45～）
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）
※初回の方を優先させていただきます。

○ガスを抜かれる際には火気に注意し、風通しのよい屋外で行ってくださ
い。

内 容：栄養士による離乳食の話
離乳食調理実習・離乳食の試食
個別相談

○最近のカセットボンベ缶等には、中身のガスを抜くためのガス抜き機能
がついているものもあります。説明書をよく確認してください。

持参する物：母子健康手帳、お子さんの飲み物
エプロン・三角巾、抱っこひも

○ライターはガスを完全に使い切り、できるだけ少量ずつ金属類で出して
ください。なお、数が多い場合には生活環境課までご相談ください。

(文書取扱・問合せ：生活環境課 ４３－３４８５)

参加希望の方は11月26日（火）までに健康管理課（43－1146）までお電
話ください。
必ず申込みが必要です。

（文書取扱：健康管理課 健康推進係）

西都市教育文化祭の開催について

西都市公民館講座受講者募集
「伊東一族の豊後落ちを学ぼう講座」

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、ご来場ください。
○期 間
○時 間
○会 場
○出展者
○種 目

都於郡城を居城としていた伊東一族の「豊後落ち」をご存じですか？
九州戦国史上の大事件にして、伊東満所の「原点」ともいえる豊後落ち
について、その時代背景や後世に与えた影響と共に学びましょう。

１１月８日（金）～１０日（日）
午前９時～午後５時
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、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

【募集】２０名
【日程】１２月３日（火）、１０日（火） 全２回
【時間】１９時～２１時
【場所】西都市公民館 研修室
【対象】１８歳以上の西都市在住または在勤の方
【備考】筆記用具をお持ちください。
【締切】１１月２５日（月）まで
【申込方法】
社会教育課へ直接または電話（４３－３４７９）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。

（文書取扱・問合せ：教育政策課 ４３－３４３８）

令和元年度 西都市高齢者クラブ連合会
「手づくり作品展」開催のお知らせ

（文書取扱：社会教育課 社会教育係）

今年も、西都市民会館において「手づくり作品展」を開催いたします。
クラブ会員が、心をこめて作成した作品の展示をはじめ、野菜等の販売も
実施します。
お気軽にご来場いただき、「見て・触れて」手づくりの温もりを感じて
下さい。お待ちしております。

「宮大出張コンサートin西都」開催
宮崎大学吹奏楽部が西都市に出張してコンサートを開催します。
主にお子様を対象とした演奏を予定していますが、入場料は無料ですの
で多くの皆様のご来場をお待ちしています。

【開催日時】 11月20日（水）～22日（金） 10時～16時
【開催場所】 西都市民会館 展示談話ホール
【お問合せ先】
西都市高齢者クラブ連合会事務局
〒881-0034 西都市妻町1丁目73番地（西都市生きがい交流広場内）
社会福祉法人 西都市社会福祉協議会 地域福祉活動おうえんセンター
地域福祉係 担当：有藤 TEL：32-0910 FAX：32-0909
（文書取扱：福祉事務所）

【日 時】
【会 場】
【入場料】
【問合せ】

１１月１６日（土） 開場１３時３０分、開演１４時
西都市文化ホール
無料
宮崎大学吹奏楽部 mosan.u@docomo.ne.jp
（文書取扱・問合せ：総合政策課 ３２－１０００）
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宮崎県中学校駅伝競走大会開催のお知らせ

催し・講座

三財「へそハイキング」に参加しませんか
*さいとくポイント進呈対象事業です*

西都市の秋の風物詩となりました、宮崎県中学校駅伝競走大会が今年も
西都市日本陸連公認コースにて開催されます。
市民の皆様の温かい応援をお願いいたします。なお、大会開催中は交通
規制が行われ、選手が交差点を通過する時間帯は、通行が制限されます。
ご迷惑をお掛けいたしますが、ご協力をよろしくお願いいたします。
■第７０回男子・第３２回女子宮崎県中学校駅伝競走大会
大会日時：１１月１０日（日）
女子の部
1区
2区
3区
4区
5区
ゴール

中 継 所
市役所前（スタート）
穂北小学校入口交差点
杉安村公民館前
杉安村公民館前
穂北小学校入口交差点
市役所前

通過予定時刻
１０：２０
１０：３０
１０：３７
１０：４３
１０：５０
１１：００

男子の部
1区
2区
3区
4区
5区
6区
ゴール

中 継 所
市役所前（スタート）
旧電電公社中継所跡
穂北小学校入口交差点
ダイハツ販売前（市役所横）
清水ファミリーマート跡地前
清水台総合公園入口
市役所前

通過予定時刻
１１：３０
１１：４３
１１：５２
１２：０１
１２：１０
１２：２０
１２：３３

（文書取扱・問合せ：スポーツ振興課 ４３－３４７８）

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すハイキングを開催します。
紅葉を楽しみながら、ハイキングコースをゆっくり歩いてみませんか。
多くの方の参加をお待ちしております。
ハイキング終了後は、ふるまいの猪汁を用意しています。
【開 催 日】１１月２４日（日）
【受
付】午前８時～
【開
始】午前９時
【集合場所】上三財囲運動広場
【参 加 料】一般：５００円（保険料含む）、中学生以下：無料
※小学生以上が参加可能
【申込締切】１１月１８日（月） ※定員１００名
【申 込 先】三財地域づくり協議会 ４４－５８３１（FAX兼用）
三財商工会 TEL ４４－５１０７ FAX ４４－３３６９
【問合せ先】三財支所 ４４－５１１１
◆「へそハイキング参加希望」の旨と、保険加入に必要なため、
「住所・氏名・年齢・生年月日・電話番号」をお知らせください。
◆「さいとくカード」をお持ちの方は、ご持参下さい。
ポイント付与は、当日のみです（後日付与は不可）。
◆当日、「さいとくカード」の加入受付はできません。
カード取得を希望される方は、前もって手続きをお願いします。

（文書取扱：市民協働推進課）

「クリスマスリース作り」講座

西都市働く婦人の家 主催
「アラカルト料理」講座
～海の幸のパエリア～

＊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、「クリスマスリース作り」講座を開催します。
生のモミ枝を使ったリース作りを学びます。今年のクリスマスは自分好
みを作ってみませんか。

＊さいとくポイント進呈対象事業です＊
毎回違うジャンルの料理を単発形式で学べる料理講座です。今回のテー
マは魚介のうま味たっぷりの海の幸のパエリア。レシピやコツを美味しく
楽しく学び、自宅でも美味しいパエリアを作りませんか。

【開講日】11 月 28 日（木） 19 時 30 分～21 時 30 分
【場 所】西都市勤労青少年ホーム（集会室）
【条 件】西都市在勤、在住の方ならどなたでも参加できます。
【材料費】2,000 円（1 人につき）
【費 用】当ホーム会員登録料 200 円（本年度未登録の方のみ）
【準備物】無し
【定 員】8 名（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 2 階デベロップサイトで無料で作
ることができます。

【開講日】12月14日（土） 10時～13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】1,000円程度
【持参品】エプロン・三角巾・タッパー・筆記用具
【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、FAXでお申込みください。
○FAXの場合、必要事項をご記入の上ご応募ください。
※必要事項…①講座名「アラカルト料理」とご記入ください。
②氏名（ﾌﾘｶﾞﾅ）、③住所、④電話番号・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。
○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 11月1日（金）～28日（木）
○問合せ先 西都市働く婦人の家 TEL32-6300 FAX32-6333

◆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～土曜（13 時～20 時）※日曜・祝日は休館
○受付期間 ： 11 月 1 日（金）～22 日（金）
○問合せ先 ： 西都市勤労青少年ホーム TEL/FAX：32-6301

（文書取扱：商工観光課）

（文書取扱：商工観光課）
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宮崎医療福祉専門学校

催し・講座

学園祭「想輪祭」

第 34 回学園祭「想輪祭」を開催します。２年前に西都市と本校との間で、
双方の人的資源や機能などを活用し、地域発展に寄与することを目的とし
て連携協定が締結されました。これを機に「開かれた学校」として地域社
会と連携協力を図り、学校の特徴を生かしながら地域社会に深く理解して
いただくきっかけづくりとして、「あいそめ広場」で学園祭を開催してい
ます。
お陰様で、地域の方々の温かいご支援もあり初の試みは大成功となりま
した。そこで今回も、共同開催者でもある妻駅西地区商店街振興組合
DEVELOP-SAITOの「さいとマルシェ」さんとのコラボレーションで大々的に
学園祭を開催します。さいとマルシェの多数の屋台を始め、妻高校・西都
商業高校の物品販売・高鍋高校書道部・日章学園高校ヒップホップダンス
部の高校生とのコラボ企画、本校学生や職員による血圧脈拍測定や電気治
療体験、学校説明会、一般参加者も参加できるゲームやクイズ大会、ガラ
ポン抽選会、せんぐ撒きなどなど楽しい企画を準備して皆様のお越しをお
待ちしております。
●開催日時 １１月９日（土）10：00～15：30
●開催場所 あいそめ広場・小野崎通り・西都ショッピングセンターパオ
●内
容 ステージ企画、高校生コラボ企画、ガラポン抽選会、せんぐ
撒き、さいとマルシェ、ＭＭＣクリニック、学校説明会等
●申し込み ゲームやクイズの参加希望者は、当日、本部席に集合
●駐車場
妻駅舎跡駐車場・妻駅西地区多目的広場
●問合せ先 宮崎医療福祉専門学校 http://www.miyaisen.ac.jp
E-mail saito@miyaisen.ac.jp
TEL 42-1010 FAX 43-3015

（文書取扱：商工観光課）

後継者バトンタッチ実践塾
事業承継の準備には5年～10年ほどかかります。
会社の大きな転機となる事業承継は、早めの準備、計画的な取組が肝要
です。今回、「10年先の会社の未来を考える」をテーマに、自社の経営分
析や経営課題を整理し、事業価値を高める計画書の作成を連続講座で行い
ます。ぜひこの機会の会社の未来を描いてみませんか。
現経営者と後継者(候補者含む)で一緒に参加されるとより具体的な事業
承継計画が作れると思います。お申込みをお待ちしております
カリキュラム
日時

事業承継準備計画書(見える化計画書)の作成
内容

11月6日(水)
13:00～16:30
11月13日(水)
13:00～16:30
11月20日(水)
13:00～16:30

事業承継対策の全体像、事業「見える化」計画書の説明
経営状況確認シート等を使って辞書の状況を振り返る
自社の現状(強み・弱み)を整理する(SWOT分析等)
SWOT分析をもとに今後の取組を考える。
今後の取組をアクションプランに落とし込む。
（承継準備・実行期・ポスト承継期）

11月27日(水)
13:00～16:30

事業「見える化」計画書の完成、支援機関との情報共有

【場 所】西都商工会議所 研修室
【定 員】10社(経営指導員が作成をサポートします)
【受講料】無 料
【講 師】事業承継コーディネーター 山元 理氏
【主 催】宮崎県事業承継ネットワーク 西都商工会議所
【問合せ】西都商工会議所 ４３－２１１１
（文書取扱：商工観光課）

手書きPOPでお客様の心をわしづかみ

年末資金・運転資金のご準備はされましたか

すぐできる手書き販促セミナー

「一日公庫」のご案内

お店にとって欠かせない売上づくり、その代表各「チラシ」と「POP」。
本セミナーではチラシとPOPの基本を学びつつ、今の時代に必要な顧客づく
りの極意を学びます。

商工会議所では、年末資金の用意を前に、日本政策金融公庫とタイアッ
プし、個人企業及び法人企業を対象に「一日公庫」を開催します。「一日
公庫」とは公庫から融資相談員に出向いていただき、「当日、その場で融
資の決定を行う」というもの。通常のお申込みより早くご融資ができます。
年末の商品仕入、従業員のボーナスの支払いなど、間近になって慌てない
よう、早めの資金の手当てをお勧めします。ご相談だけでもお受け致しま
すので、お気軽にご来所下さい。

【日

時】１１月２１日（木）１９時～２１時

【内

容】・ツール別手書きチラシ・POP・レターの基本原則
・小規模店に効果絶大な筆ペンの使い方
・お客様を知ろう
・伝わるレイアウトの基本
・顧客心理に基づいたキャッチコピーの作り方
・自社のPOPを作ってみよう

【場

所】西都商工会議所 研修室

【対

象】小規模事業者の経営者、従業員他

【定

員】２０名

【と き】12月4日（水）10時～16時
【ところ】西都商工会議所
【相談員】日本政策金融公庫 宮崎支店 融資担当者

【受講料】無 料

※相談には事前予約が必要です。以下のお問合せ先までご連絡ください。
※融資をご希望の方は11月21日(木)までに申込書、決算書等を商工会議所
までご提出下さい(申込書は西都商工会議所窓口にあります)。
※なお、ご相談内容等やむを得ずご希望に添いかねる場合や、若干の日数
を要する場合がございますので、あらかじめご了承下さい。

【講

師】ジャイロ総合コンサルティング株式会社 久保木 明子氏

【お問合せ先】西都商工会議所 ４３－２１１１

【主

催】西都商工会議所 中小企業相談所

【問合せ】西都商工会議所 ４３－２１１１

（文書取扱：商工観光課）

（文書取扱：商工観光課）
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「西都原菜の花植付作業」ボランティア募集
＊さいとくポイント進呈対象事業です＊
毎年恒例となりました、春の西都原を彩る「西都原菜の花植付作業」を
以下の日程で行います。参加者には西都市地域婦人連絡協議会による豚汁の
ふるまい、チューリップ球根セット、さいとくポイントの進呈も行います。
植付作業は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。
日

時：１２月７日（土） 午前９時～１１時

ジュニア・リーダー企画
子ども会クリスマス会参加者募集
西都市子ども会育成連絡協議会では、中・高校生で組織するジュニア・
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。
各種ゲームや、プレゼントの配布など、内容も盛りだくさんです。
みなさんの参加をお待ちしています。
【日

時】

【場
【定

所】
員】

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
クワ・スコップ等、さいとくカード
そ

の

他：雨天時は翌日１２月８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、
申込み等の必要はありません）。
お 問 合 せ：（一社）西都市観光協会 41-1557
商工観光課 観光ツーリズム係 43-3421

（文書取扱：商工観光課）

【参 加 費】
【申込方法】

【申 込 先】

【締
【内

切】
容】

１２月１５日（日）
受付：１５時から
開始：１５時３０分 終了：１８時
西都市公民館
西都市子ども会会員 約８０名
ただし、小学校４～６年生に限ります。
１人１００円（当日受付時にお預かりします）
小学校名・子ども会（地区）名・氏名・住所・電話番号
を以下までご連絡ください。
※５名を越える場合は、ＦＡＸ等にて一覧表をご提出く
ださい。
西都市子ども会育成連絡協議会
ＴＥＬ：４３－３４７９（西都市公民館内）
ＦＡＸ：４３－０３９９
１１月２９日（金）１７時まで
レクリエーション、プレゼントの配布 など

（文書取扱：社会教育課）

西都市農業委員会委員の
推薦受付及び募集について

西都市農地利用最適化推進委員の
推薦受付及び募集について

令和２年７月19日に任期満了を迎える西都市農業委員会委員につきまし
て、以下のとおり次期委員（任期：令和２年７月20日～令和５年７月19日）
の推薦受付及び募集を行います。
農業委員会委員につきましては、平成28年に公選制が廃止され、市長が
市議会の同意を得て任命することとなっています。任命にあたっては、年
齢や性別に著しい偏りが生じないよう、青年や女性を積極的に登用したい
と考えております。
◎推薦を受けること及び応募することができない者
(1)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2)禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受け
ることがなくなるまでの者
(3)法令等により農業委員会委員と兼職ができない方
◎推薦受付及び募集期間 11月15日(金)～12月16日(月)
◎推薦及び応募の手続
※推薦
・個人推薦の場合･･･1人以上の推薦で推薦書に必要事項を記入し、農政
課に提出します。
・法人又は団体推薦の場合･･･推薦書に必要事項を記入し、農政課に提出
します。
※応募 応募申込書に必要事項を記入し、農政課に提出します。
◎推薦書及び応募申込書について
推薦書及び応募申込書については、農政課で準備しています。また市
ホームページにおいてもダウンロードできます。
◎農業委員の任命について
推薦及び募集期間終了後、委員候補者評価委員会において候補者を評
価し市長に報告します。その後、市長が評価委員会の報告を受けて農業
委員会委員候補者を決定し、市議会の同意を得て任命されます。

令和２年７月19日に任期満了を迎える西都市農地利用最適化推進委員に
ついて、以下のとおり次期委員（任期：令和２年７月20日～令和５年７月
19日）の推薦受付及び募集を行います。農業委員会改正法が施行され、さ
らなる農地利用の最適化を進めるため現場活動を積極的に行う農地利用最
適化推進委員を農業委員会が委嘱することとなっています。年齢や性別に
著しい偏りが生じないよう、青年や女性を積極的に委嘱したいと考えてい
ます。
◎推薦を受けること及び応募することができない者
(1)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2)禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受け
ることがなくなるまでの者
(3)法令等により農地利用最適化推進委員と兼職ができない方
◎推薦受付及び募集期間 11月15日(金)～12月16日(月)
◎推薦及び募集の手続
・個人推薦の場合･･･1人以上の推薦で推薦書に必要事項を記入し農業委員
会 事務局に提出します。
・法人又は団体推薦の場合･･･推薦書に必要事項を記入し、農業委員会 事
務局に提出します。
・応募の場合･･･応募申込書に必要事項を記入し、農業委員会 事務局に提
出します。
◎推進委員推薦書及び推進委員応募申込書について
推薦書及び応募申込書については、農業委員会 事務局で準備していま
す。また市ホームページにおいてもダウンロードできます。
◎推進委員の委嘱について
推薦及び募集期間終了後、推進委員候補者評価委員会において候補者
を評価し農業委員会に報告します。その後、農業委員会が推進委員を決
定し、委嘱します。

（文書取扱・問合せ：農政課 農政企画係

４３－０３８２）

（文書取扱・問合せ：農業委員会 事務局
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「西都市商店街空き店舗活用推進事業補助金（募集）」のご案内
市では、空き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等に対して、補助金を交付します。
１．対 象 店 舗

商店会等に所在する商店街の空き店舗が対象となります。
※空き店舗…過去に営業していた実績があり、過去３ヶ月以上営業が行われていない店舗

２．補 助 事 業 者
（１）市税等の滞納がないこと
（２）空き店舗の所有者、所有者の配偶者及び二親等内の血族又は姻族並びに所有者と生計を一緒にする者でないこと
（３）出店又は営業に際して、法律に基づく資格及び許認可を受けていること。もしくはその資格取得が確実に見込まれること
（４）原則として週５日以上、１日７時間以上（午前11時から午後２時までの３時間を含む。）の営業ができ、かつ、出店後同一の場所において３年以
上継続して営業ができること
（５）直接、営業に携わること
（６）既に市内の店舗において事業を営んでいる場合においては、当該の移転でないこと
（７）西都商工会議所等の経営指導を受け、継続的に営業できる具体的な経営計画を有すると認められること
（８）西都商工会議所及び当該空き店舗がある区域の商店街振興組合又は商店会に加入すること
３．対象となる主な業種 小売業、飲食業、サービス業など（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条に規定する業種は除きます。）
４．補 助 の 内 容
補助対象経費

補助率

開業に必要な改装設備経費（主に内装・外装工事が対象。備品及びじゅう器などの購入費を除く）

店舗賃借料（敷金、仲介手数料などの賃貸借契約に関する諸経費を除く）

補助限度額

２分の１以内

50万円

（１月分～12月分）
月額家賃の10分の８以内

８万円

（13月分～24月分）
月額家賃の10分の５以内

５万円

５．補助申請の募集期間 １１月２９日（金）まで ※申請用紙は商工観光課 商工振興係で配布しております。
募集後に審査会を行い、補助事業者を決定します。現在審査会開催日は未定ですが、12月下旬～１月上旬頃開催を検討しております。
６．そ の 他 申請者には、補助申請後審査会にて、事業内容のプレゼンテーションを行っていただきます。
（文書取扱・問合せ：商工観光課 商工振興係 ４３－３２２２）

おしゃれなオフィスで働きませんか

株式会社エスプールが従業員を募集中
西都市の誘致企業である「株式会社エスプール」は、業績拡大に伴い従業員の追加募集を行います。
同社は、企業の人事部に代わって、応募者の問合せ対応や面接日程の調整など人材採用サポート事務を行なっています。パソコンで基本的な文字入力が
可能な方でありましたら、経験や資格は不問です。
カフェスタイルのおしゃれなオフィスでアットホームな職場環境です。
事務業務、電話対応など未経験の方でも安心して応募下さい。
従業員のほとんどの方が、未経験からのスタートですが、安心して働いております。
また、パート・アルバイトの方も合わせて募集しておりますので、いろいろな時間での働き方に対応できます。
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10

事業所名：株式会社エスプール 西都エントリーセンター
就業場所：西都市大字右松2111番地 Ａコープさいと店貸店舗内
雇用形態：正社員又はパート・アルバイト それぞれ試用期間3か月
待
遇：社会保険、雇用保険、労災保険、交通費全額支給、マイカー通勤可、服装・髪型自由
基 本 給：【正社員】180,000円～250,000円 ※経験等による
【パート・アルバイト】時給850円～1,000円
年
齢：【正社員】40歳以下（長期勤続によるキャリア形成のため）
【パート・アルバイト】年齢不問（定年65歳）
就業時間：【正社員】10時～20時の間で8時間の勤務（シフト制の週5日間勤務）
【パート・アルバイト】10時～20時の間で3～8時間の勤務（時間帯の相談可能）
休
日：【正社員】週休2日（シフト制）、特別休暇・有給休暇有
【パート・アルバイト】週休2日（シフト制）※働き方により相談可能
資 格 等：高卒以上、コミュニケーション能力の高い方であれば資格不問
応 募 先：ハローワークにて所定の手続きが必要となりますので、応募方法については西都市ふるさとハローワーク（ 43－ 1432） までお問合せくだ
さい。

（文書取扱：商工観光課）
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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

図書館だより
臨時休館日11月11日～16日（蔵書点検）

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。

○臨時休館日について
１１月１１日（月）～１６日（土）は蔵書点検及び照明改修工事の
ため休館します。
蔵書点検は、年１回全ての本があるか確認する作業です。
照明改修工事は、図書館が開館して３０年が経過し、照明が老朽化
している為LEDに取りかえます。LED化することで、利用環境の改善・
電気代の削減を図ります。
ご理解とご協力をお願いします。
休館中、手元にある本は正面入口の返却ボックスに入れて下さい。
なお、１１月の通常の休館日は５・１１・１８・２５日です。

○日 時
○場 所
○相談員

１１月１９日（火）
午前１０時から午後３時まで
西都市コミュニティセンター １階
人権擁護委員 ２名

その他関係機関でも、面談・電話による相談を平日午前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
みんなの人権１１０番
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）

○「読書の通帳」をご存知ですか
読書の通帳が始まり、1年が経ちました。
図書館から借りた本、子どもさんが学校で借りた本を記録できる読書
通帳機があります。
どなたでも無料でご利用できます。お気軽に窓口にお声かけください。
○『マイ本棚』をご利用下さい
西都市立図書館ホームページの「Webサービス」から「ご利用状況参照」
によりログインすると『マイ本棚』にて借りた本を把握できるようにな
ります。★（星）を使った評価やレビューも記入できますのでどうぞご
利用ください。
※図書館にてパスワードは発行いたします。

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

西都市地域子育て支援センターつばさ館
２０１９年１１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。
<１１月の行事予定>
１日（金）～ 11月の製作
６日（水）助産師さんに聞いてみよう
７日（木）11月生まれの誕生会（予約制）
11日（月）給食試食会(予約制)
12日（火）英語であそぼう（予約制）
15日（金）リトミック
20日（水）アタッチメントベビーマッサージ（予約制）
21日（木）おでかけ支援（生きがい交流広場）
22日（金）つばさ館カフェ①（予約制）
25日（月）モンテであそぼう
26日（火）親子クッキング(予約制)
27日（水）給食試食会(予約制)
29日（金）つばさ館カフェ②（予約制）

※今月いっぱい、随時
AM10：00～12：00（身体測定＆手形足形をとる成長記録会も並行して実施します。）
AM10：30頃～
※１食 350円
AM10：30頃～
AM10：30頃～
AM10：30頃～ 参加費：500円（オイル代込み）
AM10：30頃～
AM10：30頃～ 参加費：200円
AM10：30頃～（モンテッソーリ教育に、気軽に触れて頂ける体験会です。）
※材料費 150円
※１食 350円
AM10：30頃～ 参加費：200円

※つばさ館カフェは、22日（金）か29日（金）のどちらかに１回のみ予約下さい。
※ベビーフォトの日程・時間は、つばさ館にお問合せ下さい。
◆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～金曜：９時～１５時、土曜：９時～１２時（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。詳しいお問合せはお電話下さい。
※１時間→３５０円、４時間→１２００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）
（文書取扱：福祉事務所）
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