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1 高齢者インフルエンザ予防接種のお知らせ
肝炎ウイルス検診のご案内
2 東京ヤクルトスワローズ西都キャンプ30周年写真展
3 10月はワークライフバランス推進月間です
10月は高年齢者雇用支援月間です
宮崎県最低賃金が時間額762円に改正
中小企業退職金共済制度に加入しませんか
4 地縁団体の認可申請、変更手続について
カセットボンベ缶・ライター等は必ずガスを抜いて出してください
5 浄化槽をお使いの皆様へ
浄化槽設置に係る補助金について
6 電気柵等の補助金について
農業振興地域整備計画の見直しの受付
西都市歴史民俗資料館燻蒸(くんじょう)に伴う臨時休館のお知らせ
7 個人番号（マイナンバー）カードの受け取りについて

10 平成30年度都萬神社秋祭り 西都市相撲大会のご案内
森山直太朗コンサートツアー2018～19 人間の森
11 税務署からのお知らせ
「平成30年度西都市さわやか福祉のつどい」開催のお知らせ

募集
11 宮崎いのちの電話 電話相談員第１期生募集
12 管理栄養士嘱託職員を募集します
販売スタッフ・パソコン応用講習 受講者募集
13 2019年度「児童福祉週間」標語の募集について
「地方独立行政法人西都児湯医療センター
第２期中期目標(案)」に対するご意見等を募集します
14 地方独立行政法人西都児湯医療センター
平成31年度新規職員採用試験について
15 第32回 西都古墳まつり 各種募集
16 「パソコン・販売基礎科」 ハロートレーニング公共職業訓練生を募集します
17 ｢第17回さいと地場産業市｣フリーマーケット出店者募集のお知らせ
西都市長距離記録会参加者募集
18 「西都市公民館講座」受講生募集
～男の一品料理、そば打ち、フラワーガーデン～
生涯学習支援人材バンク登録者募集
19 市営住宅の定期募集(抽選会)について

催し・講座
7 第13回「三財へそ祭り」を開催します
「10月さいとぷちマルシェ」の開催について
8 時代を掴む事業計画策定セミナー経営革新塾2018
西都市働く婦人の家 主催「さげもん」講座
9 働く婦人の家 主催 「フラワー１ｄａｙレッスン」講座
～多肉植物の寄せ植え～
「オレンジカフェ」を開催します

その他
19 西都市地域子育て支援センターつばさ館 10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

高齢者インフルエンザ予防接種のお知らせ
１０月１日（月）から平成３１年１月３１日（木）まで、高齢者インフ
ルエンザ予防接種を行います。
【対 象 者】
西都市に住民登録のある方で①または②に該当する方
①満６５歳以上の方
②６０歳以上６５歳未満の方で心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺
の日常生活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
※接種を希望される方は、ワクチンの効果や副反応などについて十分に理
解したうえで、医師と相談し接種をお願いします。
【接種回数】 １回
【接種費用】 自己負担 １,２００円
（生活保護世帯の方は無料。保護証明を医療機関に提示してください。)
上野医院
上山医院
上山整形外科ｸﾘﾆｯｸ 宇和田胃腸内科
（44-5100）
（43-1129）
（41-0808）
（42-0111）
大塚病院
黒木胃腸科医院
こうの整形外科
児玉内科ｸﾘﾆｯｸ
（43-0016）
（43-1304）
（43-2200）
（43-1777）
西都病院
西都児湯医療ｾﾝﾀｰ
佐藤ｸﾘﾆｯｸ
三財病院
（43-0143）
(42-1113)
（43-5309）
（44-5221）
すぎお医院
鶴田ｸﾘﾆｯｸ
富田医院
東米良診療所
(41-1177)
(42-3741)
(43-0178)
(46-2335)
水田内科医院 ※ワクチン確保の都合上、事前に各医療機関にお問い合わ
（43-1115）
せされることをお勧めします。
※市外にかかりつけ医がある場合は、市外で接種を受けることができま
す。直接医療機関にお問い合わせください。
【問い合わせ先】 健康管理課 健康推進係 43-1146
（文書取扱：健康管理課）

１

案内

肝炎ウイルス検診のご案内
B型及びC型肝炎ウイルスは、主に血液を介して感染します。感染してい
ても自覚症状のないことが多く、気づかないうちに肝炎から肝硬変や肝が
んへ進行することがあります。検査を受けて早期に感染を発見し、適切な
治療を行うことが大切です。
【内
容】血液検査
【対 象 者 】①平成３０年度に４０歳になる方
（4月1日から平成31年3月31日に40歳を迎える方）
②４１歳以上で、これまで検診を受ける機会を逃した方
※すでにB型肝炎・C型肝炎の治療中の方は対象外
【検診期間】平成３１年２月２８日（木）まで
【検診費用】基本型（Ｂ型＋Ｃ型）
他健診(特定健診、人間ドック等)と同時に受診
１,２００円
肝炎ウイルス検診のみ受診
１,７００円
※西都市国民健康保険の方は半額になります。
※①～④の方は無料になります。
①満70歳以上の方（保険証を提示） ②65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（保険証を提示） ③市民税非課税世帯
の方（世帯の課税証明書を提示） ④生活保護世帯の方(生活保護証明
書を提示)
検診当日に保険証等の提示がない場合は自己負担金が免除されません
のでご注意ください。
【検診場所】
①個別検診：以下の指定医療機関
上野医院
宇和田胃腸内科
大塚病院
黒木胃腸科医院
児玉内科クリニック
西都児湯医療センター
佐藤クリニック
三財病院
すぎお医院
鶴田クリニック
鶴田病院
富田医院
東米良診療所
水田内科医院
②集団検診：西都市国保特定健診・後期高齢者健康診査を受診される方のみ
【申込み先】健康管理課 健康推進係 ４３－１１４６
※必ず申し込みが必要です。
（文書取扱：健康管理課）

西都市市制 60 周年記念事業

東京ヤクルトスワローズ西都キャンプ 30 周年写真展
東京ヤクルトスワローズの西都キャンプ３０年の歴史が感じられる写真展を開催します。現在多方面で活躍されている方々の現役時の写真など懐かしさ
が感じられることかと思います。みやざきフェニックス・リーグの時期に合わせて開催しますので、ぜひご覧いただき、試合の応援もよろしくお願いしま
す。
展示期間：１０月１３日（土）～３０日（火）
展示会場：西都原ガイダンスセンター「このはな館」 ※展示期間中は、月曜日も営業
展示時間：９時から１７時まで（このはな館の営業時間内）
写真のほかにも、選手が使用するユニフォームやバットなどの野球道具類、選手のサイン色紙も展示します。
●みやざきフェニックス・リーグ＆東京ヤクルトスワローズの盛り上げにご協力ください。
みやざきフェニックス・リーグの開催に合わせて、次のとおり盛り上げ事業を実施いたします。ぜひ皆様のお力添えで東京ヤクルトスワローズを盛り上
げてください。よろしくお願いいたします。
●のぼり旗の無償貸与について
現在使用している「のぼり旗」（白地基調に、歓迎の文字、つば九郎のイラストが入っているもの）を改めて作製し、無償貸与いたします。
これまで掲示いただいているところ、新規でこれから掲示いただけるところなど、ご協力いただける事業所等へ貸与いたしますので、ご希望される場合
は西都原運動公園クラブハウスまで受け取りにお越しください。
なお、掲示用のポールは付属しておりません。また、数量には限りがありますので予めご了承ください。
貸与場所：西都原運動公園クラブハウス（４２－１７５６）
●特別ポスター（ステッカー）の配布について
リーグ開催時期に合わせて、東京ヤクルトスワローズを応援する内容のポスターとステッカーをリニューアル作製し、無償配布いたします。
以前作製したものとはデザインが異なっておりますので、改めて掲示等ご協力いただける方はホテルプリムローズ西都まで受け取りにお越しください。
スポーツ振興課、西都原運動公園クラブハウスでも入手できます。
なお、数量には限りがありますので予めご了承ください。
配布場所：ホテルプリムローズ西都（４３－３３１３）
（文書取扱・問合せ：スポーツ振興課 ４３－３４７８）
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10月はワークライフバランス推進月間です
九州地域戦略会議(知事会＋経済団体）において、平成２８年度から１０
月をワークライフバランス推進月間として設定し、仕事と家庭の調和を図
るための様々な啓発等を行っていくことになりました。
仕事と育児・介護との両立を図り、女性だけでなく企業や男性の育児や
家事に対する意識改革が必要です。働き方改革を通じて、仕事と家庭の両
立支援の積極的な取組や、出産・子育てしやすい環境づくりや意識形成を
培うため、広報・周知活動を実施します。
【問合せ先】 宮崎県雇用労働政策課 ０９８５－２６－７１０６

（文書取扱：商工観光課）

10月は高年齢者雇用支援月間です

３

案内

宮崎県最低賃金が時間額762円に改正
宮崎県最低賃金は、１０月５日（金）から「時間額７６２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。
※最低賃金の算出に当たって、次の賃金は算入しません。
①臨時に支払われる賃金
②１か月を超える期間ごとに支払われる賃金（賞与など）
③時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金
④精皆勤手当
⑤通勤手当
⑥家族手当
【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）

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 。
【問合せ先】 宮崎県雇用労働政策課 ０９８５－２６－７１０６

（文書取扱：商工観光課）

中小企業退職金共済制度に加入しませんか
退職金づくりは中小企業退職金共済制度「中退共」(ちゅうたいきょう)
で、中小企業の退職金を国がサポートします。
中小企業で退職金制度を設けたい場合は、安全・確実・有利な国の「中
退共制度」をご利用ください。
詳しくはホームページ（「中退共」で検索）をご覧ください。
【問合せ先】
・宮崎県雇用労働政策課 ０９８５－２６－７１０６
・(独)勤労者退職金共済機構中退共本部 ０３－６９０７－１２３４
（文書取扱：商工観光課）

地縁団体の認可申請、変更手続について

カセットボンベ缶・ライター等は
必ずガスを抜いて出してください

★認可地縁団体になる意義（法人格取得の意義）
不動産等の財産を保有または保有を予定している地縁による団体（自治会
等）は、市長の認可を受けることにより認可地縁団体となり、法人格が付与
されます。
法人格をもたない地縁による団体は、団体名での不動産の登記ができませ
ん。このため、団体役員の名義等としなければならず、当該名義人の死亡に
よる相続問題や、当該名義人の債権者による不動産の差押え等の財産上の問
題が生じることがあります。
地縁による団体が認可地縁団体となり、法人格を取得することによって、
地区の集会所の土地・建物などの不動産を地縁団体名義で不動産登記できる
ようになります。

今年は例年と比べ、カセットボンベ缶の収集が増えています。
カセットボンベ缶は穴を開け、中身を完全に空にした状態で、金属類の
袋で出してもらっていますが、穴の開いていないカセットボンベ缶も多数
見つかっています。
これらの中にガスが残ったままごみとして出されると火災事故が発生す
る原因となってしまいます。実際に、カセットボンベ缶が原因と思われる
収集車での火災事故が発生しています。
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
てしまうケースも考えられます。
以下の点をしっかり守り、出していただきますようお願いいたします。
○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。
○ガスを抜かれる際には、必ず風通しの良い屋外で作業してください。
○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。説明をよく確認した上でご利用くだ
さい。
○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。

認可地縁団体になろうとする場合または認可を受けた後に団体代表者・区
域・事務所所在地・規約を変更する場合は、市長に対し申請が必要となりま
すので、手続をお願いします。
★地縁による団体とは
地縁による団体は、自治会など一定の区域内に住所を有する者の「地縁」
に基づいて形成され、区域に住所を有する人は誰でも構成員になれる団体を
言います。

なお、数が多い場合には生活環境課（４３-３４８５）までご相談くださ
い。

詳細につきましては、以下までお問い合わせください。

（文書取扱・問合せ：市民協働推進課 市民協働推進係 ４３－１２０４）

Information

(文書取扱・問合せ：生活環境課 ４３－３４８５)
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案内

Information

浄化槽をお使いの皆様へ
浄化槽の維持管理については、以下の３つの義務があります。
①清掃
浄化槽内部にたまった汚泥等の引き抜き、機器類の洗浄、清掃を行って
ください。
西都市の許可を受けた業者に依頼してください。
②保守点検
浄化槽が正しく機能するために、機器の点検や補修、水質検査や消毒液
の補充等を行ってください。
宮崎県知事の登録を受けた業者に依頼してください。
③法定検査
浄化槽の清掃と保守点検がきちんと行われ、浄化槽が正しく機能してい
るかの確認を行ってください。
宮崎県知事指定の業者に依頼してください。

５

案内

浄化槽設置に係る補助金について
西都市内において浄化槽（合併処理浄化槽）を設置される方に補助金制
度があります。
対象となる区域や建物などは以下のとおりです。
○対象区域

次に掲げる①②以外の区域
①公共下水道認可・計画区域
②農業集落排水施設整備事業計画区域
※具体的な区域についてはお問い合わせください。

○補助対象となる家屋 延床面積の2分の1以上が居住に使われる家屋
（別荘を除く）
○補助対象金額 ５人槽 ３３２，０００円（新築２４９，０００円）
７人槽 ４１４，０００円（新築３１０，０００円）
１０人槽 ５４８，０００円（新築４１２，０００円）
※平成２６年度より単独浄化槽から合併浄化槽へ転換する際、既設の単
独浄化槽を撤去する場合は上記金額に９万円を上限とし上乗せして補
助します。

～１０月１日は「浄化槽の日」です～
浄化槽の普及促進及び浄化槽法の周知徹底を通じて、生活環境の保全及
び公衆衛生の向上を図るとともに、公共用水域の水質保全に資することを
目的として昭和６２年に制定されました。

○その他 平成３１年３月３１日（日）までに浄化槽の設置工事が完了す
ること
【お問い合わせ先】 生活環境課 ４３－３４８５

【お問い合わせ先】高鍋保健所
生活環境課

２２－１３３０
４３－３４８５

（文書取扱：生活環境課）

（文書取扱

生活環境課）

電気柵等の補助金について

農業振興地域整備計画の見直しの受付

有害鳥獣対策として、電気柵・爆音機・箱わな設置の補助金助成を行っ
ております。
電気柵、爆音機については資材一式で、機械等の単品は該当しません。
箱わなについては、大型獣用１基となります。それぞれ補助対象経費の
上限があり、上限額の３分の２以内が補助対象となり、以下の上限額を超
えた分については自己負担となります。なお、申込み以前に購入・設置さ
れたものは補助対象となりませんので、ご注意ください。

農業振興地域整備計画における農用地区域（青地）の個別見直しの
平成３０年度第２回受付は、１１月３０日（金）までとなっておりま
す。
＜農用地区域の個別見直しとは？＞
１．青地からの除外･･･住宅の建設用地など
２．青地への編入
３．用途区分の変更（一定規模以上のもの）
※田や畑から畜舎等の農業用施設用地への変更など
除外、編入及び用途区分の変更を行うには要件が決められており、
その要件をすべて満たさなければ計画の見直しを行うことはできませ
ん。
また、見直しが可能な場合でも、ある一定の期間が必要です。
具体的な計画のある方は、まずは早めに以下までご相談ください。
（文書取扱・問合せ：農政課 農政企画係 ４３-０３８２）

■各種整備の上限額
◎イノシシ・アナグマ用
電気柵２段張り・５００メートル １２０，０００円
◎シカ用
電気柵４段張り・７５０メートル ２５６，０００円
◎サル用
電気柵８段張り・５００メートル ３６９，０００円
◎爆音機
資材一式 ６２，０００円
◎箱わな（わな猟免許所有者に限る）
大型獣用 ４４，０００円

くんじょう

西都市歴史民俗資料館 燻 蒸 に伴う
臨時休館のお知らせ

■補助事業の利用対象者
○西都市在住で、西都市内の農地に年度内の購入、設置が可能な方
※申込みが多い場合は、予算内での申込み順となります。
○平成３０年度の本補助事業を利用していない方
詳しくお知りになりたい方は、農地林政課 林務係（３２－１０１３）ま
でお問い合わせください。

くんじょう

西都市歴史民俗資料館では、展示物の害虫駆除のため、館内 燻 蒸 を行い
ます。
つきましては、以下の期間、資料館を臨時休館とさせていただきます。
ご利用者の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解いただきますよ
うお願いいたします。
【臨時休館期間】１０月２９日（月）～３１日（水）

（文書取扱：農地林政課）

Information

（文書取扱・問合せ：社会教育課 文化財係
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個人番号（マイナンバー）カードの受け取りについて
個人番号(マイナンバー)カードの申請をされた方には、カード交付の準備が整い次第、受け取りについてのハガキ（個人番号カード交付通知書）を郵送
しております。
ハガキが届きましたら、市民課 市民窓口係（４３－３６２３）まで早めの電話予約をお願いします。
交付には暗証番号の設定など、一人当たり３０分程度かかる見込みです。待ち時間の短縮のためにも事前の予約をお願いします。
◎申請者本人が受け取りにお越しください。
◎持参いただく書類については予約の際にご説明いたします。
なお、平日ご都合が合わない方は10月14日（日）、11月11日（日）午前9時～12時（要予約）で受け取りが可能です。
必ず事前に予約をお願いします。
（文書取扱・問合せ：市民課 ４３－３６２３）

西都市市制施行60周年記念

第13回「三財へそ祭り」を開催します
三財地区では今年も恒例の「第13回三財へそ祭り」を開催します。
三財地区は、宮崎県の地理上の中心地点（へそ）に位置しています。
へそ踊りやへそ相撲など、楽しい催し物が盛りだくさんです。
ぜひ、おこしください。
【日
【会
【内

時】１０月２８日（日）午前９時～午後３時
場】三財小中学校グラウンド（雨天時は同校体育館）
容】へそ踊り、へそ相撲、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、一般社団法人 西都市観光協会
【問い合わせ先】
第13回へそ祭り実行委員会事務局（三財地域づくり協議会内）
４４－５８３１（ＦＡＸ兼用）
（文書取扱：三財支所）

「10月さいとぷちマルシェ」の開催について
毎月第２日曜日に開催中の「さいとマルシェ」。１０月のマルシェは、
コミュニティプラザパオ横「あいそめ広場」にてプチ開催！
旬の野菜販売はもちろんの事、素敵な雑貨や美味しい食べ物の販売もあ
ります。
また、仮装でご来場くださった方にはキャンディーをプレゼント。
ぜひお誘い合わせの上お越し下さい。皆さまのご来場を心からお待ちし
ております！
【日
【会

時】１０月１４日（日）１１時～１５時まで
場】あいそめ広場

【お問合せ】妻駅西地区商店街振興組合（DEVELOP-SAITO）
TEL: ３５－４０２９ FAX : ３５－４０５９

（文書取扱：商工観光課）

時代を掴む事業計画策定セミナー
経営革新塾2018

西都市働く婦人の家 主催「さげもん」講座

西都商工会議所では、事業計画策定セミナーを開催いたします。
事業計画とは、経営者の頭の中にあるざっくりとしたアイデアを実行に
向けて具体化させたものです。しっかりとした事業計画がないと人材も資
金も近寄ってきません。優れた事業計画が伸びる経営の基本となります。
今回は、経営革新計画の申請なども視野に入れた事業計画策定及び作成
の方法を具体的に学びます。
【日程・内容】 全5回
第１回
事業の継続と発展をさせるための事業計画
10月12日（金） ・経営革新計画、経営力向上計画とは
19時～21時
・将来ビジョンの設定
・事例紹介
第２回
自社から新たな取り組みを考える
10月26日（金） ・自社分析（ＳＷＯＴ分析）・検証の4つの視点とは
19時～21時
・新たな取り組みを考える
第３回
新たな商品やサービスを売るための仕組みを考える
11月 9日（金） ・マーケティングとは ・ターゲット選定
19時～21時
・自社戦略、価格、販売方法を考える
第４回
利益を残すための財務戦略
11月16日（金） ・決算の読み方 ・損益計算書と貸借対照表の分析
19時～21時
・予想損益計算書の作成
第５回
返済計画とアクションプランを考える/講座の総括
11月30日（金） ・B/SとP/Ｌのつながり キャッシュフォロー計算書
19時～21時
・アクションプランを考える ワーク＆個別相談
【場 所】西都商工会議所 2階研修室 【定 員】20名 【参加費】無料
【講 師】ジャイロ総合コンサルティング株式会社取締役会長 西村伸郎氏
（中小企業診断士、ＭＢＡ，ＩＴコーディネーター）コンサル
タント 西 俊明氏（中小企業診断士）
【申込み・お問合せ先】 http://www.miyazaki-cci.or.jp/saito
西都商工会議所中小企業相談所 43-2111 （文書取扱：商工観光課）

桃の節句をお祝いする吊るし飾りをひとつひとつ手縫いする講座です。
干支の亥（いのしし）や手毬、米俵、梅の花など縁起の良い小物を、お
子様の幸せと健康を願いながら、みんなで楽しく作りませんか？

Information

＊さいとくポイント進呈対象事業です＊

【開講日】11月13日（火）
13時～15時（全12回) ※毎週火曜日
【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可能
【費 用】材料費：ひとさげ700円程度、友の会費200円（初回のみ）
【持参品】裁縫道具、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、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「さげもん」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 10月1日(月)～27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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働く婦人の家 主催
「フラワー１ｄａｙレッスン」講座
～多肉植物の寄せ植え～
＊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、見た目も多彩で種類も豊富な多
肉植物の寄せ植えです。お手入れの仕方など学びながら、お好みの多肉植
物を選んで寄せ植えを楽しみませんか？
【開講日】11月14日(水) 19時30分～21時 (全1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可能
【材料費】1,000円程度
【持参品】肌の弱い方はビニール手袋
【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 10月1日(月)～10月27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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催し・講座

「オレンジカフェ」を開催します
10月は「青島方面への外出ドライブ」となっています。
オレンジカフェとは認知症の方や介護されている方、支援している方、
介護に興味がある方などが自由に出会い・思いを分かりあい・活動しつな
がり・元気を取り戻し、情報交換の場所として、どなたでも自由に参加で
きる「集いの場」です。
10月は介護のつかの間の休息として、バスドライブを計画しています。
青島方面の観光・温泉・食事などです。
現在オレンジカフェに参加されている方たちだけでなく、介護経験のあ
る方など、たくさんの方々の参加をお待ちしております。
【開 催 日】

10月25日（木）9:30～15:30 の予定

【対 象 者】

市内在住で、本人・家族・介護に興味のある方

【集合場所】

うからや（さどわら店跡：妻町2丁目53番地）
※9:30出発 その後福祉バスを利用して青島へ

【内

観光・温泉・食事・情報交換等

容】

【参 加 費】

参加費は無料ですが、昼食代は自己負担となります。

【実施主体・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）
※10 月 23 日（火）までにお申し込みください。
（文書取扱：健康管理課 地域包括ケア推進係）

西都市民会館自主事業

平成30年度都萬神社秋祭り
西都市相撲大会のご案内
西都市相撲大会が次のとおり開催されます。この大会は、毎年恒例の都
萬神社秋祭りに合わせて行われているもので、西都市内外より子どもから
大人まで多くの参加があり、選手の気迫や熱気、応援の歓声で１１月の寒
さも忘れる程です。多数の参加をお待ちしています。
○開催日
○時 間
○会 場
○その他
○申込締切

１１月１８日（日）
午前８時３０分～（受付）
午前９時００分～（開会式）
西都市都萬神社境内
お昼に恒例のちゃんこ鍋とおにぎりを用意します。
観戦は無料です。
１０月１２日（金）

時：平成31年5月19日（日） 開場16時 開演17時

○入場料：全席指定 6,900円(税込)
※3歳以下は入場不可、4歳以上はチケットが必要

赤ちゃん土俵入りを午前９時１５分から予定しております。終了次第、
幼児の部、小学生の部、中学生の部の試合を行います。

田宮良太
（有）サンワ
並木の里

森山直太朗の新曲「人間の森」に合わせ、全国ツアーが西都市で決定し
ました！独自の世界観を持つ楽曲と、唯一無二の歌声が幅広い世代から支
持されている森山直太朗。この公演に限り西都市民先行発売を行います！
全席指定。皆さまのお越しをお待ちしております。
●日

好評の「赤ちゃん土俵入り」も行われます。
赤ちゃん土俵入りを希望される方は、お子様一人につき３，０００円が
必要となります。

【申込・問い合わせ先】
西都市相撲連盟 事務局

森山直太朗コンサートツアー2018～19
人間の森

０９８５－４１－２００４
０９８３－４４－６０６６

（文書取扱：スポーツ振興課）

Information

●会

場：西都市民会館ホール

○主

催：西都市民会館

●西都市民先行発売： ※200席限定 10月14日(日)午前10時より
先行発売は、西都市民会館窓口のみの販売。購入可能枚数ひとり2枚。
必ず、西都市にお住まいの確認ができるもの(保険証や免許証)をお持ち
ください。
○一般チケット販売：10月27日（土）午前10時より
●一般チケット販売先：西都市民会館、チケットぴあ
○お問合せ：西都市民会館 43-5048
※ホームページとフェイスブックで、近日の情報を発信しております。
■西都市民会館ホ ー ム ペ ー ジ ■http://saito-ch.com/
■西都市民会館フェイスブックを是非ご覧ください。
（文書取扱：社会教育課）
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税務署からのお知らせ
○事業者の方を対象とした消費税軽減税率制度説明会等の開催について
高鍋税務署では、事業者の方を対象として下表のとおり説明会を開催します。多くの事業者の方に関係のある制度ですので是非お越し下さい。
【主催者：高鍋税務署、西都商工会議所】
説明会の名称
日
時
会
場
定
員
１０月２６日(金) 午後２時から３時３０分まで
消費税軽減税率制度説明会
西都商工会議所２階研修室
・５０名 ※事前予約制
１１月 ５日(月) 午後２時から３時３０分まで
【申込み先・問い合わせ先】
西都商工会議所 中小企業相談所 TEL 43－2111 FAX 43－5722 ※申込方法は商工会議所へお尋ね下さい。定員になり次第締め切ります。
（文書取扱：税務課 市民税係）

「平成30年度西都市さわやか福祉のつどい」
開催のお知らせ
＊さいとくポイント進呈対象事業です＊
障がい者・児と市民のスポーツやレクレーションを通した交流を目的と
した「さわやか福祉のつどい」を以下のとおり開催します。
＜日
＜場
＜内

時＞ 11月25日（日）9時30分より
所＞ 県立産業技術専門校 講堂（体育館）
容＞ 午前の部：競技（アジャタ・パン食い競走 等）
午後の部：レクリエーション
＜申込締切＞ 10月31日（水）
＜申 込 先＞ 福祉事務所 障害福祉係 43-1206
電話にて受付を行います。お気軽にご参加ください。
※市民の方の多数の参加をお待ちしております。
共催：西都市・西都市身体障害者福祉協会・宮崎県手をつなぐ育成会西都
支部
（文書取扱：福祉事務所 障害福祉係）

宮崎いのちの電話

電話相談員第１期生募集

いのちの電話は、訓練を受けたボランティア相談員が電話を通して「親
身になって聴いてくれる聴き手」になり、一人でも多くの人が生きる喜び
を見出せる手助けをする事を目的として活動しています。
宮崎いのちの電話の第1期生として活動に参加してみませんか。
【応募資格】①20歳以上の方 ②電話相談を担当できる心身の健康を有す
る方 ③いのちの電話の活動趣旨に賛同し、相談員として積
極的に活動に参加する意欲のある方
【応募方法】以下のお問い合わせ先までお電話下さい。その後、申込書類
を郵送します。
【募集・書類提出期間】12月7日（金）
【研修日程】平成31年1月13日（日）～9月中旬
会場：宮崎県精神保健福祉センター
時間：14時～17時
参加費用：20,000円
【お問い合わせ先】〒880－0841 宮崎市吉村町大町甲1931番地
医療法人真愛会 高宮病院総務内
宮崎いのちの電話 設立準備事務局 0985－33－9557
（文書取扱：健康管理課）

管理栄養士嘱託職員を募集します
【募集人員】管理栄養士 嘱託職員

販売スタッフ・パソコン応用講習 受講者募集

1名

内

【業務内容】①食生活改善に関する業務
②特定健診及び特定保健指導に関する栄養相談業務及び事務
③母子保健業務に関する栄養相談業務及び事務
④成人保健業務に関する栄養相談業務及び事務
【任用期間】11月29日（木）～2020年3月31日（火）

容：チェッカーの知識や食品表示・商品管理の知識等の販売実務の
基本、接客マナー等の販売基本事項のほか、エクセル・ワード
の基礎操作から応用（中級)操作までを取り入れ、販売・小売業
をはじめとする様々な職場での就職を目指します。

講習期間：１１月７日(水)～１６日(金)【土日を除く８日間】
締 切 日：１０月２４日（水）※必着

【募集期間】10月1日（月）～31日（水）
（土日祝日を除く8時30分から17時15分まで）
【報

募集人員：１０名

酬】月額 150,000円

実施場所：宮崎県立農業大学校 農業総合研修センター
（高鍋町大字持田５７３３）

【勤務時間】週29時間以内（原則9時から16時までの6時間勤務）
【福利厚生】社会保険（健康保険・厚生年金保険）・労災・雇用保険・有
給休暇制度あり
【応募資格】①健康で、管理栄養士の国家資格を有する方
②普通自動車免許をお持ちの方
③パソコンでの事務処理が可能な方
【応募方法】市販の履歴書に写真を添付し、必要事項を記載のうえ管理栄
養士免許証の写しを添えて、健康管理課まで申し込んでくだ
さい。
【応募締切】10月31日（水）※必着
【問い合わせ先】健康管理課 健康推進係 43-1146

受 講 料：無料
対 象 者：就職を目指している５５歳以上のシニア世代
※ハローワークの求職登録が必要
申込方法：ハローワーク高鍋、西都市雇用情報センター、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・問合せ先：公益社団法人宮崎県シルバー人材センター連合会
宮崎市瀬頭２丁目６番１４号
ＴＥＬ：0985-31-3775 ＦＡＸ：0985-31-3776
（文書取扱：福祉事務所）

（文書取扱：健康管理課）
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2019年度「児童福祉週間」標語の募集について
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・啓発のための各種行事を
行っています。そこで、2019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。詳細については、(公財)児童育成協会のホームページを御
参照いただくか、以下お問い合わせ先まで御照会ください。
■募集期間
１０月２０日(土)まで
■主催者
厚生労働省、(社福)全国社会福祉協議会、(公財)児童育成協会
■募集内容
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。
■問い合わせ （公財）児童育成協会 事業部 標語募集係 03－3498－4592
ホームページ http://www.kodomono-shiro.or.jp/jigyo/hyougo
(文書取扱：福祉事務所 子育て支援係)

「地方独立行政法人西都児湯医療センター 第２期中期目標(案)」
に対するご意見等を募集します
市では、救急医療を提供する公的医療機関として、行政の実施責任を明確にし、経営基盤の安定・強化と市民の皆さまの安全・安心な暮らしを守ること
を目的として、平成28年4月に地方独立行法人西都児湯医療センターを設立しました。このたび、地方独立行政法人が提供すべき医療や業務内容の充実・
改善等について市が法人に指示する「地方独立行法人政西都児湯医療センター第１期中期目標」の期間が終了するにあたり、「第２期中期目標（案）」を
公表し、皆さんからのご意見等をお伺いするパブリックコメントを実施します。
■目標案の閲覧・入手方法
(1)市ホームページで閲覧・ダウンロード（http://www.city.saito.lg.jp）
(2)地域医療対策室及び情報コーナーで閲覧
■ご意見等募集対象者
・市内に在住・在勤・在学の方、市内に事業所などを持つ法人や団体
・児湯郡内在住者など当該目標（案）に対して利害関係を有する方
■募集期間 １０月１日(月)～３１日（水）まで ※必着
■ご意見等の提出方法（様式不問）
ご意見等は、住所、氏名（法人、団体の場合は、団体名及び代表者名）、連絡先（電話番号など）を記入のうえ、以下の方法で提出して下さい。
○郵 送 〒881-8501 西都市聖陵町2-1 市役所地域医療対策室
○ＦＡＸ 32-1016
○電子メール iryou@city.saito.lg.jp
○直接持参 地域医療対策室（西庁舎４階）
■提出いただいたご意見等の取扱い
○提出いただいたご意見等は、内容ごとに整理・分類したうえで、これに対する西都市の考えとともに後日公表いたします。
○個々のご意見等に対して、直接、個別の回答はいたしません。
○ご意見等募集結果の公表の際には、ご意見等の内容以外の情報（住所・氏名等の個人情報）は公表いたしません。
（文書取扱：地域医療対策室）

地方独立行政法人西都児湯医療センター 平成31年度新規職員採用試験について
地方独立行政法人西都児湯医療センターでは、平成31年4月から勤務していただける新規職員の採用試験（第2回）を以下要領において行います。
●看護師（新卒）
採用試験：11月25日(日) 10時～
選考方法：面接試験および書類審査

応募〆切：11月16日（金）※必着
合格発表：12月10日（月）までに通知

【雇用形態】常勤職員（夜勤が可能な方） 【募集人数】若干名
【応募資格】平成31年3月卒業見込（資格取得見込）の方
【給
与】新卒者基本給 183,500円（進学コース卒）189,500円（短大・専門学校3年課程卒）201,500円（大卒）
【昇
給】あり（1回/年）
【賞
与】あり（2回/年）昨年度実績3.65ヶ月
【諸 手 当】夜勤手当、残業手当、住宅手当、通勤手当、家族手当、待機手当（外来）
【勤務時間】・外来 日勤 8：30～17：30 夜勤 16：30～9：00
・病棟 早出①7：00～16：00 早出② 7：30～16：30
準夜 16：30～ 1：00 深夜
0：00～9：00
日勤 8：30～17：30 遅出 12：30～21：30
遅出 12：30～21：30
夜勤 16：30～ 9：00 深夜
0：00～ 9：00
【休日・休暇】変形労働時間制、有給休暇、慶弔休暇、育児休暇
※募集要項・採用試験申込書・自己PRシートは西都児湯医療センターのホームページからダウンロードできます。
～その他随時募集～
●看護師（常勤）
若干名 （昭和56年4月2日以降の生まれの方）
●看護師（非常勤）
若干名
●看護助手（非常勤） 若干名
●平成31年度奨学生
来年度、看護師の養成施設に在学し、資格取得後に当センターに入職を希望する方を対象に奨学生を募集しています。
詳細につきましては、以下問い合わせ先までご相談ください。
問い合わせ先：地方独立行政法人西都児湯医療センター 財務・人事課 32-5500（事務局直通）
（文書取扱：地域医療対策室）
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西都古墳まつり

○地場産展・産業祭出店者の募集について
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市観光協会及び
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。

各種募集

○たいまつ行列の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

日程

募集

程：11月3日（土・祝）

：11月3日（土・祝）～ 4日（日）

締め切り：10月12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。

集合場所：西都原御陵墓前広場 受付テント
※御陵墓前広場から都萬神社まではバスで搬送いたします。
※お車はまつり会場一般駐車場をご利用ください。
受付時間：15時30分～ 17時
行

○西都古墳まつりスタッフの募集について
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、実行委員
会事務局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。

程：17時30分 都萬神社出発式

～ 19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-kanko.jp〕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19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、締め切り後の申し込みは受け付けできません。
【申込先及び問合せ先】西都古墳まつり実行委員会事務局
（（一社）西都市観光協会内）℡41-1557 FAX41-1559
（文書取扱：商工観光課）

「パソコン・販売基礎科」

ハロートレーニング公共職業訓練生を募集します

●訓練の目的 求職中の方が再就職する為に必要なパソコン関連の知識・技能を習得。また、地域観光・産業知識の習得により、職業選択の幅が広がりま
す。さらに資格を取得することにより早期就職を図ることを目的としています。
●受講対象者 公共職業安定所に求職手続きをされた方で、公共職業安定所長の受講指示、受講推薦または支援指示を受けられた方。
●訓練内容
パソコンの基本操作、ワード、エクセル、インターネットの実技活用法、マーケティングの知識やビジネスマナー等を学び、幅広い事務・
販売系の仕事に対応できる技術の習得。
●その他
雇用保険受給資格者等で公共職業安定所長の受講指示を受けられた方は、訓練期間中に訓練手当が支給されます。
雇用保険受給資格がない方でも一定の要件を満たせば「職業訓練受講給付金」の制度があります。
詳細は最寄りの公共職業安定所へご相談ください。
訓 練 科 名 パソコン・販売基礎科

定

員

２０名

訓 練 期 間 １２月６日（木）～平成３１年３月５日（火）までの３か月
訓 練 時 間 ９時～１６時

毎週 月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）

訓 練 場 所 西都高等職業訓練校

西都市大字三宅２２１５番地

TEL43-1087

FAX32-0006

費 用 等

教材費１１，５３４円、職業訓練生総合保険料（３か月３，０００円 任意）自己負担

受 講 料

無

料 ※ただし、資格取得のための受験料・問題集代は自己負担

応 募 方 法 入校希望者は、最寄りの公共職業安定所で相談いただき、入校願を提出して下さい。
募 集 期 間 １１月６日（火）まで

選 考 日

１１月１４日（水）
◎受付
９時３０分～９時５０分（遅刻及び欠席の場合は辞退とみなします)
◎適性検査・面接 １０時 ～１２時３０分（人数によって異なります）
※携帯品・・・・筆記用具（鉛筆３本）、上履き（スリッパ等）を持参

選 考 会 場 西都高等職業訓練校 ３階大会議室
●お問い合わせ先

ハローワーク高鍋
ハローワーク宮崎

※駐車場あり

【カリキュラム内容】
オリエンテーション、Windows基礎、文書作
成（基礎・応用）、表計算（基礎・応用）、
インターネット・電子メール、ホームページ作
成、プレゼンテーション、販売管理、地域観光
マーケティング、ビジネスマナー、総合演習、
就職支援
【総訓練時間 ３２８時間（５７日間）】
学
科 １４５時間
実
技 １８３時間
実施主体：宮崎県立産業技術専門校
ＴＥＬ42-6509、42-6510、ＦＡＸ42-6511

０９８３－２３－０８４８
０９８５－２３－２２４５

Information

【取得可能な資格】
・コンピュータサービス技能評価試験
ワープロ技士・表計算技士（３・２級）
・日本商工会議所主催
リテールマーケティング（販売士）検定３級
・実務技能検定協会主催秘書検定（３・２級）

（文書取扱：商工観光課）
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｢第17回さいと地場産業市｣
フリーマーケット出店者募集のお知らせ
西都市地場産業振興協議会では、西都の豊かな自然に育まれた農林水産
物及び地場産品のＰＲのため「第１７回さいと地場産業市」を１１月２日
（金）に開催します。
つきましては、当日、フリーマーケットに出店していただける方を募集
します。
出店を希望される方は、１０月２６日(金)の１７時までに事務局までお
申し込みください。
１．出 店 日 時
２．会
場
３．内
容
○出 店 料
○出 店 面 積
○募集店舗数
○そ の 他

１１月２日（金） １０時～１６時
西都原イベント広場

１日／５００円が必要です（当日に集金します）。
６平方メートル（間口３ｍ×奥行２ｍ）／区画
１５店舗程度
・出店物の内容は古着や古本などのリサイクルを目的
としたもの、または加工されていない野菜や果物な
どに限ります。加工された食品については出品でき
ませんのでご注意ください。
・フリーマーケット出店者のテントはありません。
・敷物は各自準備ください。
※申込後、出店物等の書類審査を行い、出店者を決定します。
４．申 込 み 先
西都市地場産業振興協議会事務局
（商工会議所内 ４３－２１１１）

（文書取扱：商工観光課）
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募集

西都市長距離記録会参加者募集
（兼宮崎県市町村対抗駅伝競走大会西都市選手選考会）
平成３１年１月１４日（月・祝）に行われる宮崎県市町村対抗駅伝競走
大会西都市選手選考会を兼ねた記録会を以下の日程で行います。
【日時】１０月２０日（土）
【場所】西都原運動公園陸上競技場
【主催】西都市陸上競技協会
【種目及びスタート時間】
○小学５・６年女子１０００Ｍ
：午後５時３０分
○小学５・６年男子１５００Ｍ
：午後５時４０分
○中学・高校・一般女子２０００Ｍ ：午後５時５０分
○中学・高校・一般男子２０００Ｍ ：午後５時５０分
【申込方法】
スポーツ振興課・西都原運動公園クラブハウス・西都市民体育館に
申込書がありますので、必要事項を記入して１０月１２日（金）ま
でに備え付けの申し込みボックスに入れてください。
【その他】
○雨天決行です。
○参加料は無料です。
○記録証・表彰等はありません。
○電話での申込みはできません。
○申し込みのない当日の参加はできません。
○詳しくは以下までご連絡ください。
【問合せ先】
西都市陸上競技協会 河野０９０－５２９１－３５５４
楠瀬０８０－５２４１－７５２６

（文書取扱：スポーツ振興課）

「西都市公民館講座」受講生募集

生涯学習支援人材バンク登録者募集

～男の一品料理、そば打ち、フラワーガーデン～

～あなたのこれまでの経験を地域で生かしてみませんか？～

18歳以上の西都市在住または在勤の方ならどなたでもお申込できま
すので、気になる講座がありましたら、お気軽にお電話ください。
●男の一品料理講座
料理に興味のある方、また腕に磨きをかけたい方を募集します。
日程：11月14日（水）、12月12日（水）
平成31年1月16日（水）、2月13日（水）全４回
時間：19時30分～21時30分
場所：西都市公民館 調理室
内容：料理の基礎から応用まで
募集人数：16名
備考：毎回料理の内容に応じて材料費が必要となります。
締切：11月5日（月）までにお申込ください。
●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。
日程：11月18日（日）、25日（日）、12月 2日（日）、9日（日）全４回
時間：10時～12時 場所：西都市公民館 調理室及び展示室
内容：そば打ち（二八そば）の実技 募集人数：10名
備考：材料代として毎回1,200円程度必要となります。
締切：11月9日（金）までにお申込ください。
●フラワーガーデン講座
プランターに彩とりどりのお花を植え、玄関や庭先を飾りましょう。
日程：11月20日（火）、12月4日（火）、18日（火）
平成31年1月15日（火） 全４回
時間：14時～16時
場所：西都市公民館 展示室
内容：初心者の方でも気軽に楽しめる寄せ植え講座
募集人数：20名
備考：寄せ植え一式の材料費として2,000円程度必要となります。
締切：11月9日（金）までにお申込ください。
【申込方法】社会教育課へ直接または電話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：社会教育課 社会教育係 ４３－３４７９）

Information

◎生涯学習支援人材バンクとは
市民のみなさんの学習活動や社会参加活動を支援するため、その支援が
できる方と受ける方を結ぶ役割を教育委員会が行い、生涯学習の支援を行
うものです。
◎人材バンクに登録するには
人材バンクに登録するには、市公民館・各地区館に備え付けの登録申請
書に必要事項を記入の上、社会教育課に提出すれば完了です。
申請内容のうち、氏名・地区名・支援分野・支援内容のみが、情報公開
（登録者情報）されます。
◎人材バンクを利用するには
人材バンクの利用は、市公民館・各地区館に備え付けの登録者情報より
選択いただき、利用申込書による申請で行います。
◎人材バンク利用までの流れ
登録者情報により講師の選定
⇒利用申込書の提出
⇒教育委員会から講師に連絡協議
⇒教育委員会から利用者に結果連絡
⇒利用者もしくは講師から連絡打合せ
⇒講座等の実施
⇒利用者が利用報告書を教育委員会に提出
という流れになります。
※人材バンクの登録について、素晴らしい技術や特技をもっている方をご
存知の方は、ぜひ社会教育課（４３－３４７９）までご連絡ください。
（文書取扱：社会教育課）
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募集

Information

市営住宅の定期募集(抽選会)について
市営住宅定期募集(抽選会)は以下のとおり実施します。
１．抽選会開催月（奇数月）
５月・７月・９月・１１月・１月・３月
２．抽選会日時・会場
毎回２０日前後、午前１０時開始、
西都市コミュニティセンターにて
３．入居申込
・申込みは随時受付しております。申込用紙を記入の上、必要書類
（住民票、所得証明書等）を添付してお申し込みください。
・申込受付月以降の直近開催月から抽選会に参加できます。
※１１月抽選については、１０月末までに申込完了の方が対象
４．抽選会開催の通知
・入居希望住宅が空家になった場合に、抽選会参加者として抽選会
の詳しい情報（空家状況、開催日時等）を通知します。
※９月１２日（水）現在の市営住宅の空き家数について
住宅名
空家数 住宅名 空家数
住宅名
空家数
三宅
９ 国分
０ 宮之下
１
稚児ヶ池
５２ 島内
０ 鹿野田
１０
稚児ヶ池南
４ 南方
２２ 山田
８
酒元
９ 杉安
６ 都於郡
０
妻東
２ 椿原
５ 岩崎
２
白馬
３ たて野
１ 再開発
５
瀬口
６ 札の元
１ 合計
１４６
詳しくは以下までお問い合わせ下さい。

（文書取扱・問合せ：建築住宅課 住宅係 ４３－０３７９）
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募集／その他

西都市地域子育て支援センターつばさ館
平成３０年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）
<１０月の行事予定>
１日（月）10月の製作
※10月いっぱい、随時
４日（木）10月生まれの誕生会
10：30頃～
５日（金）給食試食会（予約制）
※1食 350円
７日（日）こどもの家運動会 未就園児「幼児競争」 10：00前後予定
９日（火）英語であそぼう（予約制） 10：30頃～
10日（水）にこにこ広場（パオ）
10：30頃～
12日（金）リトミック
10：30頃～
15日（月）ベビーフォト撮影会（予約制）午前3組・午後4組（30分ずつ）
午前中は10：30スタート 午後は13：00スタート
17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） 10：30頃～
18日（木）おでかけ支援（生きがい交流広場） 10：30頃～
22日（月）給食試食会（予約制）
※1食 350円
24日（水）にこにこ広場（パオ）
10：30頃～
26日（金）つばさ館カフェ（予約制）
10：30頃～ 参加費200円
28日（日）親子ふれあいフェスティバル
9：30～14：30
30日（火）親子クッキング（予約制） ※材料費 150円
◆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
問い合わせはお電話下さい（・1時間→350円・4時間→1,200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）

