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1 重度障害者医療費受給資格者証更新のお知らせ
敬老祝い金の支給について
「金婚」を迎えられるご夫婦様へ
2 平成30年度被爆二世健康診断調査事業のお知らせ
水道メーター交換のお知らせ
3 木造住宅の耐震化について考えてみませんか
集積所周辺にお住まいのみなさまへ
個人番号（マイナンバー）カードの受け取りについて

8 西都市飲食店街活性化イベント 宵街フェスタ in 桜町を開催します
9 勤労青少年ホーム「卓球」講座
勤労青少年ホーム「大人のパスタ」講座
10 勤労青少年ホーム「ヨガ」講座
『顔ヨガ』講座 ～マイナス５歳を目指そう～
11 再生の森「サマーフェスタ ２０１８」を開催します
12 新卒者・卒業後３年以内の方への就職支援セミナーを開催します
三財地区館「パッチワーク講座」

催し・講座

募集

4 「認知症サポーター養成講座」を開催します
「オレンジカフェ」を毎月１回開催します
5 ピーチくらす（両親学級）を開催します
第19回オカリナ太鼓コンサート開催
『８月 さいとマルシェ』の開催について
6 第26回さわやか市民スポーツ大会開催
7 「西都スポーツクラブのご案内」の訂正
映画「神楽鈴の鳴るとき」＆舞台挨拶開催
8 「福祉の仕事就職面接・相談会」が開催されます

12 「三財へそ祭り」への出店募集
13 第30回西都市総合文化祭美術展作品募集のお知らせ
14 ジンケンジャー派遣先募集
市営住宅の入居者募集について

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 ８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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１

案内

重度障害者医療費受給資格者証更新のお知らせ

敬老祝い金の支給について

現在交付されている受給資格者証（むらさき色）の有効期限は平成30年7
月31日までとなっています。以下の日程で更新の受付を行いますので、期
間内の申請をお願いいたします。
期 間 8月1日（水）～8月31日（金）※土・日・祝日を除く
時 間 9時～12時、13時～16時
場 所 福祉事務所 障害福祉係
申請に必要なもの
・印鑑（認めで可）・身体障害者手帳または療育手帳
・健康保険証（75歳以上の方は後期高齢者医療被保険者証）
・現在お持ちの受給資格者証
平成30年1月2日以降に西都市へ転入された方は前住所地で発行さ
れた所得課税証明書、扶養義務者が西都市外にお住まいの方は住所
地で発行された所得課税証明書が必要です。
※対象者は次の①～③に該当する方（ただし、所得制限あり）
①身体障害者手帳の1級または2級の方
②療育手帳Ａの方
③身体障害者手帳の3級で、かつ療育手帳Ｂ1の方
（文書取扱・問合せ：福祉事務所 障害福祉係 43-1206）

高齢者の方の長寿を祝福し敬老の意を表するため、敬老事業として
対象者に以下のとおりお祝い金を支給します。
１．対象者
平成30年8月1日現在（基準日）までに西都市内に1年以上在住し住
民登録され、平成30年4月1日から平成31年3月31日までに77歳・88歳
になられる方及び100歳以上の方
※該当者
○喜寿(77歳) 昭和16年４月１日～昭和17年３月31日生
○米寿(88歳) 昭和５年４月１日～昭和６年３月31日生
○100歳以上
大正８年３月31日以前にお生まれの方
２．支給方法
77歳・88歳の方に対してはハガキにて通知を行い、各地区館や
山村憩いの家で9月中旬に支給します。100歳以上の方については
訪問し支給します。
３．お祝い金
・最高年齢者 ：５万円 ・100歳以上
：３万円
・米寿（88歳）：１万円 ・喜寿（77歳）：５千円
（文書取扱・問合せ：福祉事務所 高齢者福祉係 32-1010）

「金婚」を迎えられるご夫婦様へ
ご結婚後「５０年」という永きにわたり、ご家族を支えながら家庭を築いてこられたご夫婦をたたえるため「記念品」及び「記念写真」をお贈りいた
します。該当されるご夫婦は、以下のとおりお申し込みください。
１．該 当 者 ：市内に住所を有する結婚後50年のご夫婦
※昭和４３年中（１月１日から１２月３１日まで）に結婚された夫婦、または以前に申込みをされなかったご夫婦
２．申込期間：８月１３日（月）～９月２８日（金） 午前９時から正午、午後１時から午後５時まで ※土・日・祝日を除く
３．申 込 先 ：福祉事務所 高齢者福祉係 窓口 ※電話での受付は行いません。ご了承ください。
（文書取扱・問合せ：福祉事務所 高齢者福祉係

32-1010）

平成30年度被爆二世健康診断調査事業の
お知らせ
両親のどちらかが被爆者健康手帳を所持しており、原爆投下後に生まれ
た方（胎児被爆者は除く）で、希望される方を対象に、健康診断を実施し
ます。
1.実施期間
申込期間 8月31日（金）まで
健診期間 平成30年9月中旬から平成31年3月8日まで（予定）
※日程の詳細は、後日、受診希望者に通知します。
2.健康診断実施機関
以下の医療機関の中から決定し、後日、受診希望者に通知します。
（実施機関決定は、基本的にご本人の希望を優先します。）
県立宮崎病院・県立日南病院・串間市民病院・都城健康サービスセン
ター・小林市立病院・国立病院機構宮崎病院・済生会日向病院・県立
延岡病院・高千穂町国民健康保険病院・仁和会竹内病院・宮崎生協病
院
3.申込方法
文書による申し込みになります。
宮崎県福祉保健部 健康増進課にお問い合わせください。
4.申込期限 8月31日（金）※必着
5.申込先 宮崎県福祉保健部 健康増進課 疾病対策担当（0985-26-7079）
〒880-8501 宮崎市橘通東2丁目10番1号
6.その他 健康診断受診料は無料です。
※各医療機関への交通費は自己負担になります。

水道メーター交換のお知らせ
上下水道課では、水道メーターの交換を７年に１回行っています。
今年度の交換対象地区は、以下のとおりです。
平成３０年８月から平成３１年２月までの間でメーター交換を行います
ので、ご協力をよろしくお願いします。
なお、地区名につきましては検針区名となっています。実際の地区名と
は若干異なりますのでご了承下さい。
また、このメーター交換での個人費用負担は、一切必要ありません。
交換対象地区名
田中、久保鶴住宅
上尾筋、下尾筋、松田
妻
法元の一部、諏訪
寺崎、酒元
札の元、麓
三納

※対象地区内であっても長い間使用していない所など、交換を行わない所
もあります。
※交換対象地区以外でも交換する場合もあります。
※交換業者に対して、身分証明書を発行しておりますので、ご不明な場合
はご確認ください。

（文書取扱・問合せ：健康管理課 43-1146）

Information

長谷、原田

（文書取扱・問合せ：上下水道課 水道工務係 ４３－１３２６）
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案内

Information

木造住宅の耐震化について考えてみませんか
◇木造住宅の耐震化について補助を行っています。
まずは、耐震診断を行い、住宅の現状を調査してみませんか？
昭和５６年５月３１日以前に着工し、完成しているものが対象となりま
す（その他の要件がありますので、お問い合わせください）。
【木造住宅耐震化促進事業の流れ】
①耐震診断

：地震の際に倒壊の可能性があるかどうか調査します。

３

案内

集積所周辺にお住まいのみなさまへ
この時期は、道路に木の枝等が伸びており、見通しが悪く、ごみ収
集車が通行しにくい箇所があるようです。
ごみ収集に影響がでますので、各ご家庭の立木等をご確認いただき
剪定していただくようご協力お願いいたします。
（文書取扱・問合せ：生活環境課

４３－３４８５）

補助金の額
区分
一戸建て住宅
共同住宅

補助金額
５４,０００円

個人番号（マイナンバー）カードの
受け取りについて

１０８,０００円

②補強設計

：倒壊の可能性がある住宅を補強するための設計を行い
ます。

③改修工事

：倒壊の可能性がある住宅を補強するための工事を行い
ます。

◇西都市では、木造住宅耐震化についての出前講座を行っています。
ご希望される地区は、お問い合わせください（公民館等において、地区
の皆様に向けての開催を想定しています）。
■講座の内容（予定）
①大地震に備えた木造住宅の耐震化の重要性について
②耐震診断及び耐震改修工事の具体的な内容について
③補助制度の内容及び費用負担軽減の方策について
共催：宮崎県
（文書取扱・問合せ：建築住宅課 建築係 ３２－１０１４）

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
８月１２日（日）９時～１２時（要予約）
９月 ９日（日）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）

「認知症サポーター養成講座」を開催します
＊さいとくポイント進呈対象事業です＊
西都市では、認知症の方や家族が安心して暮らし続けることのできる地
域をつくっていくために、認知症に関する正しい知識を持ち、地域や職場
において認知症の方や家族を支援する「認知症サポーター」を養成してい
ます。
認知症になっても安心して暮らせるまちをみなさんの手によってつくっ
てみませんか。
【日 程】８月２２日（水）
【時

間】昼の部：１４時～１５時３０分（１時間３０分）
夜の部：１８時～１９時３０分（１時間３０分）

「オレンジカフェ」を毎月１回開催します
８月は「参加者同士の交流会」を行います。
「オレンジカフェ」は「認知症カフェ」とも呼ばれ、認知症の方やその
家族、支援をする方などが集い、認知症に関する情報交換や役立つ知識・
情報共有の場になり、またお互いに悩みや困りごとを共感し合える場でも
あります。
今月は、参加者の皆さんと一緒に日頃の生活や介護等の意見交換を中心
に開催します。
現在介護されている方だけでなく、介護経験のある方をはじめ、たくさ
んの方々の参加をお待ちしております。
【開催日】８月２３日（木）１３：３０ ～ １５：００
毎月第４木曜日

【場

所】西都市コミュニティセンター２階 図書室

【内

容】認知症の基礎知識、認知症の方への接し方やサポーターとして
出来ることなどをDVDや寸劇で分かりやすく講義します。

【開催場所】うからや（妻町２丁目５３番地）※駐車場は建物裏
【対象者】市内在住で認知症の方・家族・関心がある方や関係機関等

【対象者】市内在住の方、市内で勤務されている方
【内容】お茶を飲みながら参加者同士の交流会 等
【受講料】無料
【参加費】無料
【その他】○初めて受講された方には、認知症サポーターの証である「オ
レンジリング」を配布します。
○初めて受講された方には、さいとくポイント（50ポイント）
を付与します。 ※ただし学校、職場の研修は除きます。
【申込み】８月１５日（水）まで
健康管理課 地域包括ケア推進係（３２－１０２８）へお電話に
てお申込みください。
（文書取扱：健康管理課 地域包括ケア推進係）

Information

【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）
※参加希望の方は電話にてお申込み下さい。
当日参加も可能です。
（文書取扱：健康管理課 地域包括ケア推進係）

４

催し・講座

Information

ピーチくらす（両親学級）を開催します
＊さいとくポイント進呈対象事業です＊
もうすぐパパやママになる皆さん、安心して元気な赤ちゃんを産み、育
てるために一緒に楽しく学びませんか？マタニティーの友達もできます。
日 時
場 所
内 容
☆ 安心して出産・育児ができるための助産師
さんによるお話
☆ パパの妊婦擬似体験♪
9 月 9 日（日） 西都市
☆ チャレンジ、育児体験♪
9:30～12：00
児童館
（抱っこ、おむつ替え、お風呂入れ）
☆ 助産師による乳房ケア
☆ 栄養相談
◎母子健康手帳・筆記用具・さいとくカード（お持ちの方）をご持参くだ
さい。
◎参加希望の方は８月３１日（金）までに健康管理課（43-1146）にご連絡
下さい。定員は、８組程度となります（参加希望者が多数の場合、第１
子の方を優先させていただきます）
。
※今回は出産予定日が平成 30 年 11 月～平成 31 年 2 月の方を対象にして
おります。里帰り等の理由で早めに参加されたい方は、お気軽にご相
談ください。
（文書取扱・問合せ：健康管理課 健康推進係 43－1146）

５

催し・講座

平成30年度市民会館自主事業
西都市民会館開館30周年記念事業 西都市市制施行60周年記念

第19回オカリナ太鼓コンサート開催
秋の夜長、オカリナと太鼓の素敵な時間を過ごしませんか？
19回目になるオカリナ太鼓コンサートは、ゲストによる和太鼓と民族楽
器の奏でるリズムで楽しませてくれます。
大満足いただけるコンサートです。みなさまのご来場お待ちしておりま
す。
●日 時：9月1日（土） 開場18：00、開演18：30
○入場料：中学生以上500円 ※小学生以下無料（整理券配布中）
●会 場：西都市民会館
○出演者：西都オカリナキッズ･西都市児童館和太鼓体験ちびっこ太鼓･
オカリナアンサンブル宮崎･西都古墳太鼓保存会
●ゲスト：ヒダノ修一（和太鼓）･ワガン･ンジャエ･ローズ(民族太鼓)
一彩(太鼓・ダンス)・橘太鼓響座（和太鼓）
○主 催：西都市民会館 オカリナ太鼓実行委員会
●後 援：西都市 西都市教育委員会 宮崎日日新聞社
※チケット発売中！お買い求めは、西都市民会館･各出演者･各プレイガイ
ド等へ。詳しくは市民会館（43-5048）までお問い合わせください。
（文書取扱：社会教育課）

『８月 さいとマルシェ』の開催について
夏季の７月、８月、９月は、毎月第２土曜日に「さいとマルシェ」を開催していますが、８月のマルシェは、以下のとおり夕方から夜にかけ、あいそめ
広場で行います。ステージイベントでは、リフレンズ、レリア、ラチェット、妻氣志團などの各団体が演奏予定です。また、食のブースでは牛串やコロッ
ケ、からあげなど美味しいメニューの販売が行われます。
７月のマルシェに引き続き「音楽と食」のとても楽しいイベントですので、お誘い合わせのうえお越しください。多くの皆さまのご来場を心からお待
ちしております。
【会
場】あいそめ広場（コミュニティプラザパオ横） 【日時】８月１１日（土） １６時から２１時まで
【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）

第26回さわやか市民スポーツ大会開催
●目

的

広く市民の間にスポーツを普及し、市民の健康増進と体力の向上を図り親睦と融和を深めるとともに、明るく豊かな郷土づくりに寄与する
ことを目的として、ミニバレーボール他７競技の大会を開催いたします。奮ってご参加ください。
●日
時
９月２日（日）
総合開会式：午前８時～ 清水台総合公園多目的広場Ａ面（雨天時：西都市民体育館） ※雨天時は屋内競技のみ実施
競
技
参 加 資 格
ク
ラ
ス
等
会
場
40～59才 男子の部（4人制）・女子の部（4人制）
ミニバレーボール
西都原運動公園屋内練習場
西都市民であること
60才以上 男子の部（4人制）・女子の部（4人制）
学生は不可
18～39才 男子の部（4人制）40才以上 男子の部（4人制）
ソフトバレーボール 地区体育振興会単位
西都市民体育館
18～34才 女子の部（4人制）35才以上 女子の部（4人制）
西都市民であること
軟式野球
年令制限なし。学生は不可
クラス分けなし
西都原運動公園野球場
地区体育振興会単位
西都市民であること
ソフトボール
50才以上男子または学生を除く クラス分けなし
西都原運動公園陸上競技場
女子。地区体育振興会単位
西都市民であること
ソフトテニス
Ａクラス：上級者、Ｂクラス：中級者、Ｃクラス：初級者 西都原運動公園テニスコート
学生は不可
西都市民または西都市グラウン
清水台総合公園多目的広場Ａ
グラウンド･ゴルフ
ド・ゴルフ協会会員
男子の部・女子の部
面
年令制限なし。学生は不可
清水台総合公園多目的広場Ｃ
ゲートボール
クラス分けなし
西都市民であること
面
年令制限なし。学生は不可
ミニテニス
混合の部・男子の部・女子の部
西都市勤労青少年ホーム
●申 込 方 法 申込方法が競技によって異なりますのでご注意ください。ミニバレーボール、ソフトバレーボール、軟式野球、ソフトボールは各地区体
育振興会へ、ソフトテニス、グラウンド・ゴルフ、ゲートボール、ミニテニスは各競技団体にお問い合わせください。また、地元スポー
ツ推進委員にもご気軽にお尋ねください。
●申 込 み 期 限 ８月１７日（金） ※必着（ソフトテニス、グラウンド・ゴルフ、ゲートボール、ミニテニスについては８月１７日協会必着）
●問 合 せ 先 スポーツ振興課 ４３－３４７８
（文書取扱：スポーツ振興課）
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「西都スポーツクラブのご案内」の訂正
「７月１５日号お知らせ」の『月会費』に誤りがありましたので、再度
掲載します。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
小学生から高齢者まで、幅広い世代がスポーツを楽しめる総合型地域ス
ポーツクラブ「西都スポーツクラブ」が活動しています。体験・見学を随
時受け付けておりますので、興味のある方はぜひご参加ください。
●活動種目
・太極拳教室
：毎週金曜日10時00分～12時00分＠西都市公民館
・ミニテニス教室：毎週月曜日19時30分～20時30分＠市民体育館
・健康体操教室 ：毎週月曜日20時00分～21時30分＠市民体育館
・ロコモ体操教室：毎週月曜日19時00分～20時00分＠市民体育館
●会費
年会費：2,000円（保険料含む）※但し世帯２人目から1,500円
月会費：誤）500円 → 正）1,000円
【お問い合わせ先】
太極拳
：丹羽省吾【携帯】０９０－１９２８－４０３９
ミニテニス：中山文男【自宅】０９８３－４２－３８４６
健康体操 ：佐藤順子【携帯】０９０－７３８４－８６７５
ロコモ体操：兼松道男【携帯】０９０－１３６２－８１８２
クラブ代表：兼松道男【携帯】０９０－１３６２－８１８２

（文書取扱：スポーツ振興課）
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平成30年度西都市文化ホール共催事業

映画「神楽鈴の鳴るとき」＆舞台挨拶開催
＊さいとくポイント進呈対象事業です＊
西都市文化ホールにおきまして、映画「神楽鈴の鳴るとき」上映会＆舞
台挨拶を開催します。
原案・脚本の増山修氏、宮崎県出身の濱田ここねさんによる舞台挨拶も
行われますので、多くの皆さまのご来場をお待ちしております。
【内

容】国の重要無形民俗文化財である「河口の稚児舞」をモチーフ
にした富士山河口湖映画祭準グランプリ脚本を映画化
［出演］ 濱田ここね 加藤明子 白石朋也 大杉漣
【上 映 日 】８月１１日（土）
【上映時間】①開場１２時３０分、上映１３時００分
②開場１５時３０分、上映１６時００分
③開場１８時３０分、上映１９時００分
【料
金】前売券１，０００円 全席自由（当日５００円増し）
３歳未満膝上無料
【上映会場】西都市文化ホール
【共
催】西都市文化ホール・西都市民会館・門川町総合文化会館・株
式会社インスパイアード
【チケット】パオインフォメーション、まちなかギャラリー夢たまご、西
都市働く婦人の家・文化ホール事務所、西都市勤労青少年ホー
ム、西都市民会館ほか
【問 合 せ 】西都市文化ホール（32-6300）
※西都市働く婦人の家事務所内
（西都市小野崎１丁目66番地 コミュニティプラザパオ２F）

（文書取扱：商工観光課）

「福祉の仕事就職面接・相談会」が
開催されます
福祉関係のお仕事への就職を目指す方を対象とした「福祉の仕事就職面
接・相談会」を開催いたします。
福祉のお仕事へ就職を目指す方はもちろんのこと、福祉のお仕事に興味
のある方や資格のない方でもお気軽に相談できます。
皆さんのご参加をお待ちしております。
【名

称】平成３０年度「福祉の仕事就職面接・相談会」

【日

時】８月２３日（木） 午後１時から午後４時

【会

場】宮崎観光ホテル 東館３階 光耀（宮崎市松山１－１－１）

【参加対象】・福祉関係事業所への就職を希望する者
（大学、短期大学、専門学校等を平成３１年３月に卒業予定
の者を含む）
・社会福祉施設、介護保険施設、保険医療機関等
（県下７０事業所が参加予定）
【参 加 費 】無料（事前申し込み不要）
【主

催】ハローワーク宮崎、宮崎県福祉人材センター

【お問合せ】宮崎公共職業安定所（０９８５－２３－２２４５）
〒８８０－８５３３ 宮崎市柳丸町１３１

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
宵街フェスタ in 桜町を開催します
桜町商店会を中心とした飲食店との合同企画として「食の街さいと」を
広くＰＲするイベントを開催します。ホテルプリムローズ西都前市道を会
場とし、食と音楽で西都の街を盛り上げます！
【開催日時】８月２６日(日) 午後３時～午後９時
※荒天延期 予備日：９月２日(日)
【会
場】ホテルプリムローズ西都前市道
【内
容】
★桜町屋台通り・限定スイーツの販売等
西都産食材を使用した地元飲食店自慢の料理や美味しいスイーツ、夏
の風物詩の金魚すくいや子供向けのくじなど約20店舗が軒を連ねます。
★ステージイベント
「西都古墳太鼓保存会」「ＡＮＤＥＳ ＭＵＳＩＣ Ｉ、ＮＴＩ(インテ
ィ) (ｱﾝﾃﾞｽ音楽)」「宮崎ブルーグラス・ステーション(ﾌﾞﾙｰｸﾞﾗｽ)」「カ
ルマ・ル・ソイヤ(ﾌｭｰｼﾞｮﾝ)」「岩切牧場(ｿｳﾙ)」など盛りだくさんの内
容でお楽しみいただけます。
★お楽しみ大抽選会
イベントチケットを購入していただいた方は空クジなし抽選会に参加
できます（イベントチケット（100円×10枚）を前売り950円、当日1,000
円で販売）。
※イベントで使いきれなかったチケットはイベント後、9月30日まで西都
市内の参加店で金券として使用することができます。
お得な前売り券は西都ショッピングセンターパオ・西都商工会議所・桜
町商店会加盟店で販売中です！
【主催・お問合せ】西都商工会議所 43-2111
営業時間 8時45分～17時30分 ※休み：土日祝
（文書取扱：商工観光課）

（文書取扱：商工観光課）
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勤労青少年ホーム「卓球」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、「卓球」講座を開催します。
卓球に興味がある方、卓球をもっと良く知りたい方、レベルに合った内
容で一緒に楽しみませんか。
【開講日】8月29日（水）19時～21時
【開催日】①8月29日（水）②9月26日（水）③10月31日（水）［全3回］
【場 所】西都市勤労青少年ホーム（体育室）
【条 件】西都市在勤、在住の方ならどなたでも参加できます。
【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】ラケット、体育館シューズ、タオル、飲み物（水分補給）
【定 員】15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1階デベロップサイトで作ることができます）。
◆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 ： 8月22日（水） 20時まで
○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）
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勤労青少年ホーム「大人のパスタ」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、「パスタ料理」講座を開催します。
レストランの料理人からプロのテクニックを楽しく学んでみませんか。
【開催日】9月1日（土） 14時30分～16時
【場 所】西都市勤労青少年ホーム（調理室）
【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】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】10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1階デベロップサイトで作ることができます）。
◆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
： 8月24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

（文書取扱：商工観光課）

西都市働く婦人の家 主催

勤労青少年ホーム「ヨガ」講座

『顔ヨガ』講座 ～マイナス５歳を目指そう～

＊さいとくポイント進呈対象事業です＊

＊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、「ヨガ」講座を開催します。
自律神経や身体の歪みを整え、ヨガの呼吸法は免疫力を上げ精神も安定
させます。是非この機会に始めてみませんか。
【開講日】9月3日（月）19時30分～21時
【開催日】9月（3日、10日）、10月（1日、15日、22日、29日）
11月（5日、12日、19日、26日）
12月（3日、10日、17日） ［全13回］
【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。
【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】ヨガマット、タオル、飲み物（水分補給）
【定 員】15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1階デベロップサイトで作ることができます）。
◆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 ： 8月24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

小顔効果や脳の活性化など美容面と健康面の両方に効果大の顔ヨガ。顔
のストレッチで表情筋を鍛え、若さをキープします。
【開講日】9月12日(水)、19日(水)、26日(水)
19時30分～21時 (全3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。
【持参品】卓上鏡、デジタルカメラまたは携帯電話（撮影用）、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「顔ヨガ」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 8月1日(水)～8月28日(火) ※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）

（文書取扱：商工観光課）
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再生の森「サマーフェスタ ２０１８」を開催します
西都児湯地区４Ｒ推進協議会では、循環型社会の形成に向けた啓発活動を推進しています。また、西都児湯地域の廃棄物処理の拠点である「西都児湯ク
リーンセンター」についての理解を深めていただくことを目的とし、再生の森「サマーフェスタ２０１８」を開催します。
いろいろな催し物を計画していますので、ぜひ、ご参加ください。
※４Ｒとは…リフューズ（購入拒否）、リデュース（ごみ減量）、リユース（再使用）、リサイクル（再生利用）の頭文字を意味しています。
１． 日 時
８月１９日（日）１０時～１５時 ※雨天決行
２． 会 場
西都児湯クリーンセンター プラザ施設周辺
３． 催し物
①工作教室コーナー
小学生から大人までを対象とした工作教室を実施します。定員等あり
ますので、参加を希望される方は事前にお問い合わせください。
②ガラス細工等体験コーナー
サンドブラスト、七宝焼の体験が出来ます（実費の負担および定員等
があります。事前にお問い合わせください）。
③まだまだ使えるよコーナー
修繕した自転車・家具類・食器類等を販売します。
④環境ポスターコーナー
西都児湯管内小学生の環境ポスターの展示を行います。
⑤フリーマーケット
リサイクルを目的としたフリーマーケットを行います。出店料は無料
ですが、区画に限りがありますので早めにお問い合わせください。
⑥西都児湯クリーンセンターコーナー
⑦ごみの分別、容器包装リサイクルコーナー
啓発パネルや商品を展示します。
⑧各種リサイクル品展示コーナー
⑨ミニ物産展
西都児湯管内の特産品の販売を行います。出店料は無料ですが、区画
に限りがありますので早めにお問い合わせください。

<会場案内図>

問合せ：西都児湯クリーンセンター管理事務所（月～金）41-1761
(文書取扱：生活環境課)

新卒者・卒業後３年以内の方への就職支援セミナーを開催します
ハローワークでは、お仕事探しの相談のほか、応募書類の作成など各種セミナーを開催しています。今回、平成３１年３月に学校を卒業予定または卒業
後３年以内の方を対象とした「正社員になるための面接対策セミナー」を開催します。夏休みに帰省された方も参加可能です。セミナー受講後も正社員採
用になるまで、希望により予約制にて個別支援も行います。まだ、ハローワークを利用したことがない方、県外からＵターンし地元就職を希望する若い方
も、ぜひこの機会にハローワークのご利用をお待ちしています。
■開 催 日：８月２３日（木） １４時～１５時３０分
■開催場所：高鍋公共職業安定所（ハローワーク高鍋）会議室
■申し込み：８月２２日（水）までに、ハローワーク高鍋（２３－０８４８ 担当：大野、藤田）へお申し込みください。
※受講には求職登録が必要です。お気軽にお問い合わせください。
（文書取扱：総合政策課 さいとアピール係）
西都市市制施行60周年記念事業

三財地区館「パッチワーク講座」

「三財へそ祭り」への出店募集

身近な小物をパッチワークで作ってみませんか。
初心者から経験者まで、受講できます。
【開催日】９月～１２月の第１・３金曜 ※10/19のみ10/26に実施
１月・２月の第２・４金曜の１２回
【時 間】午前１０時～１２時
【対 象】西都市内にお住まいか、西都市内に勤務している18歳以上の方
【定 員】１０名
【場 所】三財地区館２階 集会室
【費 用】製図代として1,000円 ※材料費は自己負担
【準備するもの】裁縫道具、筆記用具、カット布、２Ｂ鉛筆、定規など問
合わせや申込された方に詳しくお伝えします。
【募集締め切り】８月２８日（火）
【申し込み方法】
三財支所に電話かＦＡＸで住所・氏名・電話番号をお知らせください。
※電話または来所の場合、平日８：３０～１７：１５にお願いします。
（文書取扱・問合せ：三財支所

第１３回三財へそ祭り実行委員会では、１０月２８日（日）に開催する
へそ祭りでの「出店」と「フリーマーケット」へ出店される個人・団体を
以下のとおり募集します。
○「出店」に関しては、食べ物やゲーム等を中心に、祭りにふさわしい品
物の販売とします。
○「フリーマーケット」に関しては、衣料品・日用雑貨等自由です。
募集期間は、８月２日（木）から８月２０日（月）までとします。
詳細につきましては、三財へそ祭り実行委員会事務局まで問い合わせ
ください。
【問い合わせ先】
第１３回へそ祭り実行委員会事務局 ４４－５８３１（FAX兼用）
（三財地域づくり協議会内）

TEL.44-5111 FAX.41-2021）

Information

（文書取扱：三財支所）
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募集

西都市市制施行６０周年記念事業

第30回西都市総合文化祭美術展作品募集のお知らせ
さいとくポイント進呈対象事業です＊
今年度も、西都市民会館にて西都市総合文化祭美術展を開催いたします。気軽に出品できる美術展ですのでふるってご応募ください。
１．出品資格
西都市民、または西都市内に勤務あるいは通学している人（高校生以上）
２．部門及び出品点数
●絵画の部・・・１人２点まで
●書の部・・・・１人２点まで
●写真の部・・・１人２点まで
●彫刻・工芸の部・・・１人２点まで
３．出品規定
部 門
規
定
絵画油彩・ ・１００号Ｓまでとする。
水彩・版画 ・作品は、額装（ガラスは不可）とする。額は幅10cm以内とす
・水墨画・
る。ただし、１０号以下の作品はガラス可
デザイン
※必ず吊ひも付きとすること
・「２尺×８尺（タテのみ）」「2.6尺×６尺」以内とする。
全紙・半切も可。篆刻は印影のみとする。
・作品は、額装（アクリル可、ガラス不可）
書
※必ず吊ひも付きまたは表装すること
※横長の作品は、吊針金等付きとする。
※いずれも釈文を提出すること
・作品はパネル貼りまたは額装とする。
（ガラス不可、吊ひもを付けること）
写 真
・単作・連作ともに四つ切以上とする。
・組写真は、９０ｃｍ×１２０ｃｍ以内のパネルに貼ること
・作品を加工した場合は、出品票に明記すること
彫刻・工芸 ・底面積１㎡四方、重量５０ｋｇ以内とする。

４．賞
部門別に特選・準特選・奨励賞を設けます。
（ただし入賞作品は１部門につき１人１点以内とする）
５．日 程
（１）搬
入 １０月７日（日）、９日（火）９時～１７時
※１０月８日（月）は搬入の受付なし
（２）作品審査 １０月１１日（木）
（３）一般展示 １０月２０日（土）１０時～１７時
１０月２１日（日）～２８日（日）９時～１７時
※１０月２２日（月）の休館日も開館します。
（４）搬
出 １０月２８日（日） １７時～１８時
１０月３０日（火）～３１日（水） ９時～１７時
※１０月２９日（月）は搬出の受付なし
※応募作品は未発表の作品に限る。
（公募展出品作品で公開展示されたものは発表作品とみなす）
※盗作、模写、その他不正があった場合は、入賞・展示を取り消す。
※共同制作は不可とする。
※展示にそぐわない作品はお断りをすることもあります。
※美術展出品者は、さいとくポイントを２００ポイント贈呈します。
◎お問合せ

西都市社会教育課（４３－３４７９）
西都市民会館（４３－５０４８）

（文書取扱：社会教育課）

いじめ、差別、偏見なくし隊

市営住宅の入居者募集について

ジンケンジャー派遣先募集

市営住宅補充入居者抽選会を以下のとおり実施します。
１．抽選会開催月（奇数月）
９月・１１月・１月・３月

保育所や幼稚園、地域（児童館、自治会等）にジンケンジャーや人権擁
護委員が訪問し、啓発活動を行うことで、人権の大切さについて考えてい
くきっかけを提供します。
【派遣する時期】１２月４日（火）～１０日（月）
※ただし、宮崎県人権啓発推進協議会等が啓発効果を見込めると判断す
る場合は、これらに近接する時期に派遣することがあります。
【募集対象】宮崎県内の保育所（園）、幼稚園、認定こども園、児童館、
自治会等
【応募方法】市情報コーナーまたは市民協働推進課に置いてある応募用紙
に必要事項を記載の上、宮崎県人権啓発推進協議会にファッ
クス等でお申込みください。
【応募締切日】１０月１５日（月）まで
※人権啓発強調月間（８／１～８／３１まで）の状況によっては、派遣
を行わない場合があります。
【留意事項】・募集枠に限りがありますので、ご希望に添えない場合があ
ります。
・ジンケンジャー３名の控室（またはスペース）の確保をお
願いします。
・人権啓発に関する広報にご協力ください。
【派遣費用】ジンケンジャー派遣に関する費用負担はありません。ただし
派遣先の会場や控室を有償で借りる場合は、費用負担をお願
いする場合があります。
【派遣先の決定】希望日時、応募理由、スケジュール等を総合的に勘案し
て派遣先を決定します。
【申込・問い合わせ】宮崎県人権啓発推進協議会
ＴＥＬ0985-32-4469／ＦＡＸ0985-32-4454
（文書取扱：市民協働推進課）

Information

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。
※９月抽選については、８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。
※平成３０年７月１８日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
１１ 国分
０ 宮之下
４
稚児ヶ池
４９ 島内
０ 鹿野田
１０
稚児ヶ池南
３ 南方
２２ 山田
８
酒元
９ 杉安
６ 都於郡
０
妻東
１ 椿原
５ 岩崎
１
白馬
３ たて野
１ 再開発
４
瀬口
６ 札の元
１ 合計
１４４
詳しくは以下までお問い合わせください。
（文書取扱・問合せ：建築住宅課 住宅係 ４３－０３７９）
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募集
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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
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。
○日

時

○場 所
○相談員

８月２１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 ３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
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）
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相談／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８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）
<8月の行事予定>
１日（水）プール遊び・８月の製作
※～今月中 随時
６日（月）給食試食会(予約制)
※１食 350円
７日（火）英語であそぼう(予約10組) AM１０：３０頃～
８日（水）にこにこ広場(パオ)
AM１０：３０頃～
９日（木）誕生会(８月生まれ)
AM１０：３０頃～
10日（金）リトミック
AM１０：３０頃～
16日（木）おでかけ支援（生きがい交流広場）AM１０：３０頃～
20日（月）ベビーフォト撮影会（予約制）午前:３組、午後:４組
※午前は10：30開始、午後は13：00開始（１組30分ずつ）
22日（水）にこにこ広場(パオ)
AM１０：３０頃～
23日（木）「スムージー教室①」予約10組 AM10：30～参加費500円
24日（金）給食試食会(予約制)
※１食 350円
27日（月）「スムージー教室②」予約10組 AM10：30～参加費500円
28日（火）親子クッキング「さつま芋の芋団子」AM10：30頃 150円
※13日（月）～15日（水）はお盆休みです。

◆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。
詳しいお問い合わせはお電話下さい。
（・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）

