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1 みやざきシェイクアウトを実施します

8 ウォーキング大会 記紀の道を歩こう会

2 狂犬病予防集合注射を行います

婚活セミナー開催のお知らせ
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募集

生ごみ処理機器購入費の補助について
結核検診の延期のお知らせ

9 親子わーくしょっぷ「でっかいキャンバスに絵を描こう」参加者募集

3 骨粗しょう症検診はお済みでしょうか

国民健康保険窓口等業務嘱託員の募集について

4 野生鳥獣の密猟・飼育は犯罪です

10 中小企業大学校人吉校 研修のご案内

催し・講座

相談

4 「第32回 一夜の歌声喫茶」開催

10 司法書士による消費生活無料相談をご利用ください

「第5回みのう元気 未来フェスタ」開催

行政相談所のご案内

5 「第13回 さいとふるさと産業まつり2018“こんねまつり”」の開催について

11 消費生活に関する巡回相談のご案内

6 宮崎県高等学校駅伝競走大会開催のお知らせ

高鍋年金事務所が出張年金相談を行います

その他

「消費税軽減税率制度」説明会
7 桜川美化清掃活動のお知らせ

12 図書館だより11月号

「おっぱい学級」を開催します
■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

みやざきシェイクアウトを実施します
南海トラフ巨大地震等の地震災害に対する県民の防災意識の向上を図るため、１１月１日（木）に、県民一斉防災行動訓練「みやざきシェイクアウト」
を実施します。
１ 訓練概要
（１）開催日時：１１月１日（木） 午前１０時
※この日時を基本に、参加者（企業・団体）の都合により、１２月５日（水）までの間で実施していただいても構いません。
（２）対象者：県内に在住、在勤、在学の方、学校、企業、団体等
（３）実施場所：参加者それぞれの自宅・学校・職場など
（４）主 催：宮崎県
（５）参加方法：参加費無料、要事前登録
２ 参加登録方法
みやざきシェイクアウトの参加登録はインターネットや郵送・FAXで行うことができます。参加登録期間は１２月４日（火）までです。
※１１月１日（木）以前に実施する場合は実施日の前日までにお済ませください。
（１）インターネットで登録する方法
インターネットで登録を行う場合は「みやざきシェイクアウト」で検索し、県ホームページから訓練参加登録専用ページにてお申し込みください。
（２）郵送・FAXで登録する方法
所定の申込様式（県ホームページ等から取得）に必要事項を記入し、以下のいずれかに送付してください。
郵送：宮崎市橘通東2丁目10番1号 宮崎県 危機管理課 宛
FAX：０９８５－２６－７３０４ 宮崎県 危機管理課 宛
なお、訓練当日は主催者（県）から訓練開始の連絡はありませんので、訓練開始の合図は各自でご検討ください。
※当日の午前10時には市の屋外放送等からＪアラートによる緊急地震速報訓練放送を実施します。
詳しくは県ホームページから『暮らし・教育 → 防災 → 防災への備え・啓発 → 県民一斉防災行動訓練「みやざきシェイクアウト」の実施について』
をご覧ください。

（文書取扱・問合せ：危機管理課 ４３－０３８０）

狂犬病予防集合注射を行います

生ごみ処理機器購入費の補助について

飼い犬は年に一度の狂犬病予防注射を受けなければなりません。
今年の５月に集合注射を行いましたが、まだ注射を受けていない犬がい
るようです。以下の日程にて集合注射を実施しますので、まだ注射を受け
ていない犬を飼われている方は最寄りの地区で受けてください。
なお、注射料金は3,000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）。

西都市では可燃ごみ減量のため、生ごみ処理機器購入費に対する補助を
行っています。申請は生活環境課で随時受け付けていますので、大いにご
利用ください。

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１４日
１３：３０～１３：４０ 学供岡富館
（水）
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
１０：０５～１０：３５ 市三納支所
１０：５０～１１：２０ 市三財支所
１１月１８日
１３：３０～１４：００ 市都於郡支所
（日）
１４：２０～１４：５０ 市穂北支所
１５：０５～１５：３５ 市役所南庁舎
※動物病院でも注射が受けられますので、当日都合のつかない方は病院で
受けてください。
（文書取扱・問合せ：生活環境課 ４３－３４８５）

Information

【補助金額】
○コンポスト
購入金額の１／２（上限５千円）
○電動生ごみ処理機
購入金額の１／３（上限２万円）
【補助の対象】
補助金交付の対象となる処理機器は、コンポストは一世帯につき２基、
電動生ごみ処理機は一世帯につき１基を限度とします。
【申請に必要なもの】
・申請書 （生活環境課に設置しております）
・領収書 （宛名が申請者で、店の印のあるもの）
※申請日よりさかのぼって30日以内の領収書に限ります。
・カタログや取扱説明書等型番が分かるもの
・申請者本人の通帳 （補助金は口座振込になります）
・印鑑 (認めでかまいません)
・世帯員の市税完納証明書 （税務課にて発行（300円）しています）
（文書取扱・問合せ：生活環境課 ４３－３４８５）

結核検診の延期のお知らせ
西都市保健センターにおいて９月３０日（日）に実施する予定でした結
核検診は、台風の影響により以下の日程に延期となりましたのでお知らせ
します。
日
場

程：１１月４日（日）
所：西都市保健センター

時 間：午前９時～１０時

（文書取扱・問合せ：健康管理課 健康推進係 43－1146）
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案内

骨粗しょう症検診はお済みでしょうか
西都市では、以下の年齢の方を対象に骨粗しょう症検診を実施しています。
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。
骨粗しょう症のセルフチェック
□若い時より、２ｃｍ以上背が縮んだ
□最近、姿勢が悪くなったり、腰や背中が曲がったりしてきた
□腰や背中に重い感じや痛みがある
ひとつでも当てはまる方は、治療が必要な可能性があります。ただし、骨粗しょう症は自覚症状のない場合が多いので、ぜひこの機会に検診を受けてみ
ましょう。
【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30年4月1日～平成31年3月31日までに上記の年齢を迎えられる方
【実施期間】平成31年2月28日（木）まで
【検診日時】随時（各医療機関診療日の診療時間内）
【検 診 料】500円
※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）。
※市民税非課税世帯の方、生活保護世帯の方は無料です(世帯の証明書を持参してください）。
※65歳・70歳の方で後期高齢医療保険に加入されている方は無料です（保険証持参してください）。
※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。
【申し込み方法】 以下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
こうの整形外科
４１－１１７７
４２－３７４１
４３－２２００
（文書取扱：健康管理課 健康推進係）

野生鳥獣の密猟・飼育は犯罪です

「第32回

■野生鳥獣を許可なく捕獲することは法律で禁止されています
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（以下「鳥獣保
護管理法」）では、原則として、野生鳥獣を捕まえることを禁止してま
す。野生鳥獣を捕まえることができるのは、基本的に、①狩猟期間中に
おける狩猟免許保持者による狩猟 ②学術目的や農林水産業などの被害
防止を目的とする許可捕獲などです。
■違法に入手した野生鳥獣の飼育・譲渡・譲受も犯罪です
違法（密猟・密輸など）に入手した野生鳥獣を「飼育すること」「販
売すること」「他人にあげること」「他人からもらうこと」なども禁止
されています。なお、狩猟期間中に適法に捕獲された「狩猟鳥獣（鳥獣
保護管理法で定められた、カワウ、マガモ、キジなど鳥類28種、イノシ
シ、ニホンジカ、アナグマなどの獣類20種の合計48種）」であれば、飼
育や販売、譲渡などが可能です。
■メジロの捕獲・飼育も原則として禁止されています
かつては、メジロなど限定された野鳥に限り、愛玩目的で捕獲するこ
とは特別に認められていましたが、現在は禁止されています。ただし、
禁止される以前に飼養登録されたメジロについては、登録を更新するこ
とで飼養することができます（足環の装着が義務付けられています）。
それ以外のメジロを飼養することは違法となります。
■鳥獣保護管理法による罰則（例）
○許可なく野生鳥獣を捕獲した場合
懲役１年以下または１００万円以下の罰金
○違法に捕まえた野生鳥獣を飼養・譲渡などした場合
懲役６カ月以下または５０万円以下の罰則

西都市民会館において、以下のとおり第３２回目となる「一夜の歌声喫
茶」が開催されます。
多くの方のご参加をお待ちしております。
【日 時】
【会 場】
【料 金】
【対象者】
【内 容】

１０月２７日（土） 開場：１３時 開演：１３時３０分
西都市民会館
４５０円（電話申込） ※当日は５００円
どなたでも参加できます
童謡、青春歌謡、フォークソングなどを全員で歌います。
２２０曲の歌集の中からリクエストをどうぞ。
（アコーディオン・大正琴・キーボード・ベースなど、伴奏は
プロのミュージシャンです）
【主 催】 西都市レクリエーション協会
【問合せ及びチケット】080－5065－5932（西都市レク事務局・松下）
※福祉施設よりの団体参加は、あらかじめ事務局へご連絡ください。
（文書取扱：社会教育課）

西都市市制施行60周年記念

「第5回 みのう元気 未来フェスタ」開催
三納地域づくり協議会では、三納小中学校と合同で以下の通り三納ふる
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】１０月２８日（日） ８時３０分～１５時４５分
【会 場】三納小中学校体育館・多目的ホール
【内 容】小学部発表、中学部発表、地区住民郷土芸能、合唱、せんぐま
き（児童生徒）、お楽しみ抽選会、作品展示、フリーマーケッ
ト、バザー
【問合せ】三納地域づくり協議会（事務局４５－１１３４）

（文書取扱・問合せ：農地林政課 林務係 ３２－１０１３）

Information

一夜の歌声喫茶」開催

（文書取扱：三納支所）
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西都市市制施行 60 周年

「第 13 回 さいとふるさと産業まつり 2018“こんねまつり”」の開催について
コスモス満開の西都原で西都市の農畜産物や地場産品などのＰＲ・販売、キャラクターショーや園児の発表など盛りだくさんのイベントを予定しています。
日時：１０月２８日（日） ９時４５分～１６時
会場：西都原イベント広場
主なステージイベント
※ 時間・内容は変更になる場合があります
［１０月２８日（日）］
9:45 ～ オープニングアトラクション「太鼓、ダンス」（稚児ヶ池保育園）
10:00 ～ オープニングアトラクション「竹太鼓」（山田保育所）
10:15 ～ オープニングセレモニー「バルーンリリース」
（市制施行６０周年を記念してみんなで風船を飛ばそう）
10:40 ～ 姉妹都市 長崎県西海市ＰＲコーナー
10:50 ～ キャラクターショー「それいけ！アンパンマン」（１回目）
11:50 ～ 妻高校吹奏楽部ミニコンサート
12:20 ～ ぶーげんびりあwith河野友哉ステージ
12:50 ～ ＮＩＮＪＡパフォーマンス
13:20 ～ ニニギくんコノハナちゃんとみやざき犬ダンスステージ
※みやざき犬は「むぅちゃん」のみの出演
13:35 ～ 西都古墳まつりＰＲステージ
13:50 ～ 全長６０ｍ「超ロング巻き寿司」作りにチャレンジ
14:50 ～ キャラクターショー「それいけ！アンパンマン」（２回目）
15:50 ～ 閉会イベント（閉会式、お楽しみせんぐまき）

無料配布コーナー
苗木・ポン菓子無料配布 ※数量限定

体験型イベント
西都特産！ピーマン釣り体験！
西都原でニンニン！忍者体験コーナー ※有料
海の生き物タッチプール（いおワールド かごしま水族館協賛）

その他
※１０月２６日（金）の朝刊にて、チラシ折り込みを行います。イベ
ント時間の変更、内容の詳細については、こちらで再度ご確認くだ
さい。
主催・お問い合せ
さいとふるさと産業まつり実行委員会
事務局：農政課内 ４３－０３８２
（文書取扱：農政課）

試食コーナー
西都産「黒糖」のお菓子、「青パパイヤ料理」

ＰＲイベント
西都の食材を使用した料理の販売
姉妹都市コーナー（長崎県西海市・台湾宜蘭縣羅東鎮）
各種団体運営コーナー
飲食業組合・社交業組合・地場産協議会販売、木工製品展示販売ほか
駐車場・シャトルバス・一方通行
西都原ガイダンスセンター駐車場、西都原運動公園第２駐車場を産業
まつりの臨時駐車場としてご用意しています。
西都原運動公園第２駐車場からはシャトルバスをご利用ください。
混雑が予想されるため、一部の区間が一方通行になります。
※西都市役所駐車場は県高校駅伝のため利用できませんのでご注意
ください。

宮崎県高等学校駅伝競走大会開催のお知らせ
西都市の秋の風物詩となりました、宮崎県高等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おいて、以下のとおり開催されます。
市民の皆様の温かい応援をお願いいたします。なお、大会開催中の交通
規制等でご迷惑をおかけいたしますが、ご協力をお願いいたします。
□ 男子第７１回・女子第３３回宮崎県高等学校駅伝競走大会
期日
スタート時刻

女
子

男
子

１０月２８日（日）
女子：１０時
男子：１２時１０分

区
1
2
3
4
5
ゴール

中 継 所
市役所前（スタート）
杉安橋先
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
市役所前

通過予定時刻
１０：００
１０：２０
１０：３３
１０：４３
１０：５３
１１：０９

区
1
2
3
4
5
6
7
ゴール

中 継 所
市役所前（スタート）
穂北小学校入口交差点
ダイハツ販売前（市役所横）
三納新川橋先
ダイハツ販売前（市役所横）
穂北小学校入口交差点
南杉安公民館前
市役所前

通過予定時刻
１２：１０
１２：４０
１２：４９
１３：１４
１３：３９
１３：４８
１４：０３
１４：１８

（文書取扱・問合せ：スポーツ振興課

消費税軽減税率対策窓口相談等事業
～事業者の方に知っていただきたい
軽減税率制度のポイントを紹介します～

「消費税軽減税率制度」説明会
消費税の軽減税率制度は、2019年10月1日からの消費税率の10％への引上
げと同時に実施されます。軽減税率制度は食料品等の軽減税率対象品目を
取り扱う事業者の方だけでなく、例えば、会議費や交際費として飲料品を
購入する事業者の方や、消費税の免税事業者の方も取扱商品の適用税率の
確認や適用税率ごとの区分整理など、制度の実施に向けた準備が必要とな
ります。
多くの方に関係のある制度ですので、ぜひ説明会にお越しください。
【説明内容】
①軽減税率制度とは
②軽減税率の対象品目
③帳簿及び請求書等の記載と保存
④消費税額の計算と税額計算の特例
⑤適格請求書等保存方式(いわゆる「インボイス制度」)の導入について
【日 時】

１０月２６日(金)・１１月５日(月）
１４時～１５時３０分（両日とも同じ内容になります）
【受講料】 無 料
【会 場】 西都商工会議所 2階研修室
【定 員】 50名
【講 師】 高鍋税務署 消費税軽減税率担当
【申込・お問合せ】 西都商工会議所 中小企業相談所 担当：川上
TEL ４３－２１１１ FAX ４３－５７２２

（文書取扱：商工観光課）

43-3478）

Information

６

催し・講座

Information

桜川美化清掃活動のお知らせ

７

催し・講座

「おっぱい学級」を開催します

＊さいとくポイント進呈対象事業です＊
１１月は「美しい宮崎づくり推進強化月間」です。
市では、市街地活性化の一環として市街地と都萬神社を結ぶ桜川遊歩道
を整備していますが、この度遊歩道沿いの清掃活動を開催いたします。
皆さんの参加をお待ちしております。
○日

時

１１月４日（日） ※雨天中止
午前７時から１時間程度

「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♪

○集合場所

御舟街区公園（通称：ぞうさん公園）

【日 程】11 月 7 日（水）

○清掃箇所

桜川遊歩道（あいそめ広場から都萬神社まで）

【場 所】西都市保健センター

○申 込 先

商工観光課 都市デザイン係 ４３－１３２１

【内 容】助産師による個別相談・乳房ケア （1 組 20 分程度）
・計測

・
『さいとくカード』の準備がありますので、事前に参加人数の連絡をお
願いします。
・すでに『さいとくカード』をお持ちの方は、ご持参ください。
・火ばさみ・ゴミ袋は、こちらで準備いたします。
・駐車場がございませんので、妻線路跡駐車場に駐車してください。

13 時～16 時

【対 象】西都市在住の産後から卒乳期のお子さんとお母さん
【定 員】6 組
【持ってくるもの】母子健康手帳・フェイスタオル 2 枚

※毎月第１日曜日には『桜川を憩いの場にする会』がボランティアで清
掃活動を行っています。

【申込み】
※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、10 月 26 日（金）までに健康管理課 健康推進係
（43-1146）までお申し込みください。

（文書取扱：商工観光課）

（文書取扱：健康管理課 健康推進係）

妻北地域づくり協議会

ウォーキング大会

健康福祉部主催

婚活セミナー開催のお知らせ

記紀の道を歩こう会

＊さいとくポイント進呈対象事業です＊
目 的：参加者相互の親睦を深めながら健やかな心身を育むとともに記紀
の道を歩きながら、地元の文化遺産の再発見・再認識を図ること
を目的に開催します。
日 時：１１月１１日（日） ※小雨決行
受 付
９時 ～ 都萬神社公園
開会式
９時３０分 ～
〃
出 発
１０時 ～ 各班写真撮影後３分おきに出発
写真は解散時にお渡しします。
閉会式
１３時 ～ 御陵墓前広場

市では、少子化対策として結婚希望者を支援するため、出逢い創出支援事
業を実施しています。
その一環として、岡山から日本一の成婚率・指導実績を誇る結婚・恋愛
心理カウンセラー「本城 稔」先生を講師に迎え、結婚を希望する独身男性
（第１部）と結婚を支援するサポーターの方（第２部）を対象としたワーク
ショップ形式のセミナーを以下のとおり開催します。
参加ご希望の方は、１１月９日（金）までに住所・氏名・年齢・性別・連
絡先・希望の部（１部か２部）をご記入のうえ、総合政策課 さいとアピー
ル係へFAXかメールでお申込みください。
日時：１１月１８日（日）

第１部 １０時～１２時３０分
第２部 １４時～１６時

場所 コミュニティセンター ２階図書室（第１・２部とも）

駐車場：西都原ガイダンスセンターこのはな館駐車場
都萬神社までバス運行、９時出発
※解散後はバスの運行はありません。ご注意ください。

対象：第１部 未婚の男性
内容 女と男のおもしろ心理学
～新しい出逢いのチャンスのために～
第２部 結婚支援に関心のある方
内容 地域で考える結婚支援
～地域ぐるみで支える婚活～

コース：“記紀の道” 都萬神社～御陵墓前広場まで
妻北小４年生と銀上小学校の児童によるガイドもあります。
昼 食：御陵墓前広場でカレーの振る舞いがあります。
健康管理課による健康相談、特定健診受診説明もあります。
締め切：１１月６日（火）
定員が２００名に達した時点で募集を締切らせていただきます。

婚活中の方や親御さん、結婚支援やまちづくりに携わっている方など、ぜ
ひご参加ください。
申込・問合せ先：総合政策課 さいとアピール係
ＴＥＬ：32-1011 ＦＡＸ：43-3654
メールアドレス apl@city.saito.lg.jp
（文書取扱：総合政策課）

申込み・問合せ：妻北地域づくり協議会 30-3090
（文書取扱：市民協働推進課）

Information
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Information

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

親子わーくしょっぷ
「でっかいキャンバスに絵を描こう」
参加者募集
11月3日文化の日は、西都市民会館で文化発表の一日になります。
午前の部はさいと子どもフェスティバル、午後からは芸能大会、そして
14時より親子わーくしょっぷ「でっかいキャンバスに絵を描こう」を開催
します！昨年好評でした4ｍ×2.7ｍのキャンバスに思い切り絵を描いて、
親子のたいせつな時間をいっしょに表現してみませんか？
●日
時：11月3日（土･祝） 14時スタート
○内
容：絵 画
●参 加 料：無 料
○会
場：西都市民会館
●主
催：西都市民会館
○協
力：西都市美術協会
●お問合せ：西都市民会館 43-5048

９

募集

国民健康保険窓口等業務嘱託員の
募集について
12月から採用予定の窓口等業務嘱託員を次のとおり募集します。
■業務内容
■募集人員
■任用期間
■募集期間
■報
酬
■勤務時間
■福利厚生
■応募資格

■応募方法

※絵の具、筆は当館で準備いたします。汚れてもよい服装でお越しくださ
い。熱中症対策のため、水分も各自で補給お願いします。
※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。

■選考方法
■そ の 他
■問い合せ

国民健康保険窓口での資格手続事務、保険給付手続事務等
1名
12月1日（土）から平成31年3月31日（日）まで
※更新の可能性あり（最長3年）
11月9日（金）まで ※必着
月額120,000円
原則として、平日の8時30分から17時15分までの間で、1日
6時間以内とし、週29時間以内
社会保険・労災・雇用保険・有給休暇制度あり
①医療保険に関する知識・経験を有する方
※医療事務有資格者または医療機関等での実務経験があ
る方を優先します。
②基本的なパソコン操作が可能な方
③健康で市税等の滞納がない方
市販の履歴書に写真を貼付し、必要事項を記載のうえ、医
療事務資格を有する方はその証の写しを添えて、健康管理
課 国保係に申し込んでください。
※不採用の場合は、提出された履歴書は返却します。
面接により選考します。
詳細については、面接時に説明します。
健康管理課 国保係 ４３－０３７８

（文書取扱：健康管理課 国保係）
（文書取扱：社会教育課）

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１１～１２月開講コースの受講生を募集して
います。
№
21

22

研修テーマ及び実施日程
部下指導の考え方・進め方
11月5日（月）～6日（火）
12月3日（月）～4日（火）
売れ続ける関係を創る！
企業の魅力の伝え方
11月8日（木）～9日（金）

23

新任管理者研修【沖縄教室】
11月8日（木）～9日（金）

24

生産性を向上させるリードタイ
ム短縮の進め方
12月5日（水）～7日（金）

【お問い合せ先】

期間

受講料

4日間
35,000円
（2日×2回）

定員

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：１１月６日（火）、１２月４日（火） １３時～１６時
※相談時間はお一人約３０分です。
○場 所：西都市コミュニティセンター１階 相談室
○申込先：生活環境課 市民生活係 ４３－１５８９

30名

※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）

2日間

22,000円

35名

2日間

22,000円

30名

3日間

31,000円

30名

独立行政法人中小企業基盤整備機構 九州本部
中小企業大学校人吉校 研修課
〒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

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：１１月８日（木）１０時～１２時まで
場所：西都市コミュニティセンター １階相談室
○お問い合わせ
生活環境課 市民生活係 ４３－１５８９

（文書取扱：商工観光課）

Information

（文書取扱：生活環境課）

10

募集／相談

Information

消費生活に関する巡回相談のご案内
平成２９年４月１日より、西都・児湯、１市５町１村共同の「西都児湯
消費生活相談センター」を高鍋町役場内に開設し専門スタッフによる消費
生活相談を行っております。
この事業の一環として、スタッフが各市町村を毎月１回出張訪問しての
巡回相談を実施しております。
西都市では原則として毎月第３水曜日に巡回相談所を開設しております
ので、消費生活（悪質商法、架空請求、多重債務等）に関しての相談等が
ありましたら、この機会にぜひご利用下さい。
〈巡回相談日程〉
○日 時：１１月２１日（水）、１２月１９日（水）
１０時～１５時まで（１２時～１３時を除く）
（祝日の場合は第４水曜日）
○場 所：西都市コミュニティセンター１階 相談室
○申込先：生活環境課 市民生活係 ４３－１５８９
※予約が必要となりますので、必ず事前にお電話ください。
◇西都児湯消費生活相談センター◇
○平日の問い合わせ先
〒８８４－８６５５
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江８４３７番地
（高鍋町役場 町民生活課隣）０９８３－２３－２１１０
○開設時間
８時２５分～１７時１０分まで
（１２時～１３時を除く）
※電話での相談は上記時間帯に随時行っていますので、お気軽
にご相談ください。
（文書取扱：生活環境課）

11

相談

高鍋年金事務所が出張年金相談を行います
予約が必要ですので
高鍋年金事務所に電話でお申し込みください。
高鍋年金事務所では、年金に関する各種手続きについて出張相談を行っ
ています。老齢厚生年金・遺族厚生年金などの手続きや相談もできますの
で、ご利用ください。なお、予約が必要ですので高鍋年金事務所に電話で
お申し込みください。
【相談日】
【時 間】
【場 所】

１１月１５日（木） 次回は１２月２０日（木）です。
午前１０時から１２時 午後１時から３時です。
西都市役所 市民課 年金係

年金相談は事前に電話予約が必要です
【予約先】
高鍋年金事務所 ０９８３－２３－５１１１
【予約方法】
●相談日の１カ月前から受付します。
（例：11/15の相談日の場合は、10/15から受付開始）
●電話予約の時には、基礎年金番号・住所・氏名・生年月日・電話番
号・相談内容をお知らせください。
また、年金相談日に持参するものをご確認ください。
●相談日にはできるだけ本人がおいでください。
代理の場合は、委任状・代理の方の身分証明書（運転免許証など）
をご用意ください。

（文書取扱：市民課）

図書館だより11月号

西都市立図書館(43-0584)

図書館Q＆A

11月の休館日

5・12・19・26日

【一般新刊図書】
◎お母さん、年末、実家に帰らなければダメですか？
（心屋 仁之助）
◎アドラー式子育て 家族を笑顔にしたいパパのための本
（熊野 英一）
◎キャンディと砂糖菓子の歴史物語 （ローラ・メイソン）
◎生まれたときからせつない動物図鑑 （ブルック・バーカー）
◎布で作る地蔵と縁起物 （ブティック社）
◎営業は準備力
トップセールスマンが大切にしている営業の基本（野部 剛）
◎USJで出会った心温まる物語 （USJのツボ）
◎ワンランク上の「接客交渉術」 （宮田 寿志）

Q：読みたい本が西都市立図書館になかった場合、どうしたらいいですか
A：「リクエスト申込み用紙」をご利用ください。
電話での受付はしておりませんので、ご来館され必要事項を記入し
職員にお渡しください。
□ 西都市立図書館にはあるが貸出中の本の場合
次に借りれるよう予約処理をします。
インターネットからも予約ができます。
【予約するには】
貸出中の蔵書本に限り予約ができます。西都市立図書館の窓口にてパ
スワードを発行いたします。ホームページから、自分でメールアドレ
スを登録しネット予約してください。
□ 西都市立図書館に本がない場合
「リクエスト」として購入したり、他の図書館から借りたりします。
いずれも、準備ができ次第ご連絡します。
※リクエストについては、必ずしも購入したり他館から借りたりできる
ものではありませんのでご了承ください。

【児童新刊図書】☆は絵本です
◎若おかみは小学生！２０ （令丈 ヒロ子）
◎火を使わないで作るごはん （寺西 恵里子）
◎こども小説教室 （田丸 雅智）
◎学校に行きたくない君へ （全国不登校新聞社）
☆ぼくのおふろ （鈴木 のりたけ）
☆みちざねどん （小川 惠玉）
☆ごみじゃない！ （minchi）
☆スープになりました （彦坂 有紀）

☆１１月中旬から読書の通帳が始まります！
本人が図書館から借りた本を記録できる読書通帳機を導入します。
今借りている本のタイトルなどを記録できます。
お気軽に窓口にお声かけください。
☆自動セルフ貸出機登場！
カウンター横に自動セルフ貸出機が置いてあります。
貸出、返却ができます。どうぞご利用ください。

（文書取扱・問合せ：社会教育課 図書館係 TEL 43－0584

Information
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その他

FAX 41-1113）

