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1 台風24号による農業被害に対する支援対策の受付の実施について

8 平成30年度「いきいき百歳体操交流会」開催のお知らせ

個人事業主の皆さまへ 給与支払報告書及び総括表の提出について

9 東欧の底力！ ～音楽史を支えた東欧の音楽家たち～
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2 子宮頸がん個別検診のご案内

太鼓Energy2018

3 平成31年度 保育所（園）・認定こども園 入園申込のご案内

10 西都市公民館 スマートフォン講座募集

4 林業退職金共済制度(林退共)の退職金請求について

新春賀詞交歓会のご案内

募集

12月4日～10日は「 人権週間 」です
5 自治公民館や班などの自治組織に加入しましょう

10 「西都原菜の花植付作業」ボランティア募集

「西都市歳末大売出し」のお知らせ

11 スイートコーン管理作業講習 受講者募集

相談

労働保険の手続きはおすみですか
6 運転免許証更新(切り替え)のご案内

11 行政相談所のご案内

三財「へそハイキング」中止のお知らせ

司法書士による消費生活無料相談をご利用ください

催し・講座

12 消費生活に関する巡回相談のご案内

7 九州中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

カローリング教室 参加者募集
8 「おっぱい学級」を開催します

13 図書館だより 12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

１

案内

台風24号による農業被害に対する
支援対策の受付の実施について

個人事業主の皆さまへ
給与支払報告書及び総括表の提出について

台風２４号で農業に被害を受けた農家への営農再開に向け、以下の日程に
より被災支援対策事業の要望聞き取り及び申請等の手続きを行います。
復旧に向けお忙しい中ではありますが、被災支援対策事業の活用を希望さ
れる方は、必ず手続きを行うようによろしくお願いします。

法人・個人を問わず、従業員等（青色事業専従者や雇人、アルバイト等
含む）に給与等を支払っている事業主の皆さまは、各市町村に給与支払報
告書の提出が必要です。
西都市への提出は、１２月上旬にお送りする総括表と併せてご提出をお
願いいたします。

○日程：１１月１５日（木）、１６日（金）、１９日（月）、２０日（火）
※１２日（月）から受け付けを行っております。
○場所及び時間 ※各受付とも地区毎に日程が設定してあります。
ＪＡ西都
ＪＡ西都
西都市コミュニ
グリーントップ 三財支所
ティセンター
２階・会議室
和室・会議室
２階・図書室
９時～１２時
○
○
１３時～１６時
○
○
１８時～２０時
○
※別紙にて詳しい日時と地区割りをお知らせしますので、そちらを参考にし
てください。
なお、日程や受付場所等、不明な点につきましては
農政課 園芸特産係（３２－１００３）
までお問い合わせください。
また、畜産関係につきましては、別途、日程をご連絡します。

（文書取扱：農政課）

【対象者】
（① ②両方に
該当する者）
【提出先】

①平成３１年１月１日において西都市に住所（生活の
本拠）を有する者
②平成３０年１月から１２月までの１年間に給与等の
支払がある者
西都市役所

税務課 市民税係

持参、郵送もしくは電子申告（エルタックス）
※ＦＡＸ、メール受付不可

【提出方法】

【提出期限】

★電子申告（エルタックス）について
電子申告（エルタックス）をご利用いただくと、受
給者の住所地市町村ごとに振り分けて提出する手間
が省けます。ぜひご利用ください。
※詳しくは「エルタックス（eLTAX）のホームページ」
をご覧ください。
平成３１年１月３１日（木）

※関係事務委託の場合は、関与税理士事務所にご確認ください。
ご不明な点は、税務課 市民税係（３２－１００９）までお問い合わせ
ください。
（文書取扱：税務課 市民税係）

子宮頸がん個別検診のご案内
子宮頸がん検診はお済みですか？宮崎県の子宮がん死亡率（平成28年）は、全国ワースト1位で、毎年70人前後が亡くなっています。
20歳～30歳代の若い女性に増えていて、がんの初期は無症状です。早期発見のため、年に1回は『子宮頸がん』検診を受けましょう。
【子宮頸がん検診を受けるメリット】
（1）がんになる前の病変を見つけることもできます。
病変が軽い場合は、経過を観察し、必要に応じて治療することで、がんになることを防ぐことができます。
（2）早くに治療すれば、90％以上が治ります。子宮を摘出せずに完治もできるので、将来、妊娠・出産することも可能です。
【検査内容】問診、視診、細胞診
【実施期間】平成31年2月28日（木）までの診療時間内

【対象者】西都市住民で20歳以上の女性の方（年度年齢）
【料 金】1,000円
※西都市国民健康保険加入者 600円（保険証を提示）
※JA西都女性部に加入の本人・家族 400円（助成券を持参）
※①～⑤に該当する方は無料
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
（市役所税務課発行の世帯の課税証明書を提示）
④生活保護世帯の方（生活保護受給証明書を提示）
⑤前年度20歳になられた方
（平成9年4月2日～平成10年4月1日生まれの方）

※指定医療機関に直接お申し込みください。

※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。
※市の子宮頸がん検診で受診できるのは、集団検診・個別検診・妊婦健診時の
子宮頸がん検診のいずれかになり、年度内に1回のみです。

河野産科婦人科医院
22－0341

古賀総合病院
(0985)39－8888

坂田病院
22－3426

谷山産婦人科医院
(0985)74－0078

はた産婦人科医院
(0985)28－3511

はまだレディスクリニック
(0985)39－0087

ひろしま通り
ウィミンズクリニック
(0985)60－7807

細川レディスクリニック
(0985)22－7313

まつ婦人科クリニック
(0985)62-3555

花ヶ島ウィメンズクリニック
(0985)25-8883
（文書取扱：健康管理課 健康推進係）
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平成31年度 保育所（園）・認定こども園 入園申込のご案内
平成３１年４月からの保育所(園)・認定こども園等の入園申込受付を次のように
行います。保育所(園)・認定こども園・幼稚園等の施設を利用するためには、お住
まいの市町村に申込のうえ、支給認定を受けることが必要です。
認定とは、保育の必要性の有無と年齢に応じた３つの区分に振り分けることで、
認定された区分により利用できるサービスが決まります。
★幼稚園・認定こども園【１号認定】 教育標準時間（４時間）
満３歳以上就学前で教育標準時間を希望する子どもは「１号認定」になります。
保護者の就労状況は問いません。また、夕方までの預かり保育も別途負担で利用
できます。
★保育所(園)・認定こども園【２号または３号認定】 保育標準時間・保育短時間
保護者の就労や妊娠出産、介護などにより保育が必要な子どもで、３歳以上児
は「２号認定」、３歳未満児は「３号認定」になります。また、就労時間数や保
育が必要な理由により利用可能な時間数が変わり、「保育標準時間（11時間）」
と「保育短時間（８時間）」に分かれます。
●受付期間
１２月３日（月）～２８日（金）
※受付期間以降も随時受付をしますが、申込み順の審査になります。
※西都市外の施設に入園希望（市外に転出予定も含む）の場合は、早めに保育
係にご相談ください（市町村によって受付期間が異なる可能性があります）。
●申込書配布
西都市内の保育所(園)・認定こども園、または西都市福祉事務所 保育係
●申込書受付
西都市福祉事務所 保育係
※既に入園している園に継続入園希望の場合は、園に提出でも可
●入園の決定
利用調整後に利用決定通知を送付します。また、認定こども園・幼稚園では、
認定を受けた後に園との直接契約が必要です。
※特定の園に対する申込が多く定員を超過する場合、利用調整を行いますの
で、第１希望の園に入園できないこともあります。
●問合せ 各施設 または 福祉事務所 保育係（43-0376）

★西都市内の保育所(園)・認定こども園一覧（30年度現在）
※現在、西都市内に幼稚園はありません。
【公立保育所（全５園）】
・杉安保育所（杉安、定員45名、43-3153）
・都於郡保育所（原向、定員60名、44-5124）
・山田保育所（山田、定員45名、44-3105）
・三財保育所（並木、定員45名、44-5114）
・上三財保育所（福王寺、定員45名、44-4953）
【法人保育園（全９園）】
・妻保育園（聖陵町、定員80名、43-3150）
・西都乳児保育園（平田、定員40名、42-1022）
・清水保育園（清水、定員60名、43-0741）
・白梅保育園（田中、定員40名、43-0007）
・稚児ヶ池保育園（稚児ヶ池、定員60名、42-2098）
・穂北保育園（島内町、定員50名、43-3152）
・札の元保育園（札の元、定員40名、45-1352）
・石井記念のゆり保育園（茶臼原、定員50名、32-3738）
・石井記念ひかり保育園（茶臼原、定員50名、43-4244）
【認定こども園（全８園）】
・こどもの家（白馬町、定員145名、43-1049）
・あいいく幼稚園（妻、定員150名、43-1163）
・西都ふたば幼稚園（島内町、定員75名、42-4953）
・大きな家族こども園（岡富、定員60名、43-3151）
・光照こども園（鹿野田、定員60名、43-1340）
・岩崎保育園（岩崎、定員60名、44-5032）
・あさひ幼稚園（下尾筋、定員70名、43-4889）
・西都カトリック幼稚園（小野崎、定員65名、43-0437）
※定員については平成31年度に変更予定を含む

（文書取扱：福祉事務所 保育係）

林業退職金共済制度(林退共)の退職金請求について
林業の仕事に従事されたことがあり、当時、林退共制度に加入していた方、もしくは加入していたかもしれない方で、退職金請求手続をしたお心当たり
のない方は、お気軽に最寄りの支部又は本部へお問い合せ下さい。
また、林退共事業本部では、被共済者の方に確実に退職金を受け取っていただくこと等を目的として、現況調査、アンケート調査を実施しておりますの
で、ぜひ調査にもご協力いただきますようお願い申し上げます。
＜問い合わせ先＞ 独立行政法人勤労者退職金共済機構林業退職金共済事業本部 〒170-8055 東京都豊島区東池袋1-24-1 ニッセイ池袋ビル
ＴＥＬ03-6731-2889 ＦＡＸ03-6731-2890
※詳しくはホームページ（http://www.rintaikyo.taisyokukin.go.jp/）でもご案内しております
（文書取扱：農地林政課 林務係）

１２月４日～１０日は「 人権週間 」です
国際連合は、昭和２３年１２月１０日、第３回国際連合総会において「世界人権宣言」が採択されたのを記念し、昭和２５年、第５回総会において、
１２月１０日を「人権デー」と定め、加盟国に記念行事を実施するように呼びかけています。
法務省と全国人権擁護委員連合会は、昭和２４年から、毎年１２月１０日を最終日とする一週間を「人権週間」と定め、人権尊重思想の普及高揚のた
めの啓発活動を全国的に展開しており、西都市でも、以下のとおりの行事を行います。
※人権擁護委員について
人権擁護委員は、市区町村長から推薦され、法務大臣が委嘱した無償の民間ボランティアです。西都市内に現在７名の人権擁護委員が、各地区での
身近な相談相手として、特設相談所や法務局等において住民の皆さんからの人権相談をお受けしています。
また、宮崎人権擁護委員協議会と宮崎地方法務局は、いじめやセクハラ、高齢者や障害のある方への人権問題等について、学校、各施設及び自治会
等の団体へ出向いて無料で人権教室を行っていますので、お気軽にお問い合わせください。
●相談窓口(みんなの人権１１０番) ０５７０－００３－１１０／ 問い合わせ窓口(宮崎地方法務局) ０９８５－２２－５１２４
(１) 特設人権相談所開設
(３) 市内小・中学生人権ポスター展
日 時：１２月４日（火）午前１０時から午後３時
日 時：１２月４日（火）～９日（日）午前１０時～午後５時
場 所：西都市コミュニティセンター１階
※毎週月曜日は休館日
相談員：人権擁護委員 ２名
場 所：西都原ガイダンスセンター「このはな館」
※１月の開設日は平成３１年１月１５日(火)
入場料：無 料
(２) 一日人権擁護委員・街頭啓発
内 容：夏休み期間中に市内小・中学生を対象に募集した人権ポスターのうち、入賞
日 時：１２月４日（火）午後４時３０分頃から
された作品計４４点を展示します。人権の大切さについて子どもたちの想い
場 所：市内スーパー等（２カ所）の玄関口付近
や願いが伝わってくる、すばらしい作品です。ぜひ、ご覧ください。
内 容：一日人権擁護委員を菜の花レディ及び人権ポスター
最優秀賞受賞者（予定）に委嘱し、啓発物品（チラシ
・卓上カレンダー等）を配布します。
（文書取扱・問合せ：市民協働推進課 ４３－１２０４）
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自治公民館や班などの
自治組織に加入しましょう
全国的に地域の絆が薄れていく中、自治活動はまちづくりにおいて重要
な役割を果たしています。西都市でも班及び自治公民館は地域の絆を深め
るとともに市へ地域の状況・意見を伝えるパイプ役として重要な役割があ
ります。
これからも西都市は区長及び班長、自治公民館の皆さま方と協力しなが
ら自治組織への加入促進に努めて参ります。
市民の皆さま方には、市と市民の「協働のまちづくり」を推進するうえ
でも班や自治公民館の役割を認識していただき、地元の班及び自治公民館
への加入をお願いします。
班や自治公民館の主な活動については以下のとおりです。
○西都市の情報（広報紙やお知らせ）の回覧板を通じてのお届け
○防犯活動や消防団支援
○災害発生時の自主防災活動
○青少年を地域で見守り、地域で育む
○ごみステーションの設置・管理
○地域美化活動
（文書取扱・問合せ：市民協働推進課 ４３－１２０４）
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「西都市歳末大売出し」のお知らせ
期間中、参加店にて１，０００円以上お買い物をされた方に抽選券を差
し上げます。参加店にはポスターが貼ってあります。
詳しくは新聞折り込みまたは西都商工会議所ホームページをご覧くださ
い。
【大売出し期間】 中小店 １２月１日(土)～２７日(木)
大型店 １２月１日(土)～１６日(日)
【景
品】 特 賞 ３万円分お買物券
１ 等 １万円分お買物券
２ 等 ３千円分お買物券
３ 等 １千円分お買物券
４ 等 ５００円分お買物券
【抽 選
券】 参加店での買い物１，０００円に１枚抽選券を差し上げ
ます
【当 選 発 表】 １２月２８日(金)
※「宮日新聞 児湯・西都版」及び「西都商工会議所ホームページ」で発表
【ホームページ】 http://www.miyazaki-cci.or.jp/saito/
【主
催】 西都商工会議所
【お 問 合 せ 先】 西都商工会議所 ４３－２１１１
（文書取扱：商工観光課）

労働保険の手続きはおすみですか
労働者（アルバイトを含む）を１人でも雇っている事業主は、労働保険（労災保険・雇用保険）に加入する義務があります。
厚生労働省では、１１月を「労働保険適用促進強化期間」とし、適用促進の広報活動や加入手続指導に集中的に取り組んでいます。
労働保険未手続の事業主は、自主的に加入手続きをしましょう。
加入手続きは、最寄りの労働基準監督署または、ハローワークへご相談ください。
【問い合わせ先】宮崎労働局 労働保険徴収室 ０９８５－３８－８８２２
（文書取扱：商工観光課）

運転免許証更新(切り替え)のご案内
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丁目１６番地
○その他
免許証写真は当協会で撮影できます（４枚セット ５００円）。
新しい免許証は後日交付です。
ハガキに違反講習、初回講習と記載された方は運転免許センターでの
更新になります。

～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については任意加入でありますが、この協力費は
西都地区交通安全協会が活動をする上で、主な財源となっております。
免許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
交通安全協会の会員を対象として、協賛店において、取扱商品の割引や
施設利用料金の割引等の各種サービスをご利用いただけます。
詳しくは宮崎県交通安全協会のホームページをご覧ください。
○問い合せ先
西都地区交通安全協会 （４３－０２９４）
西都市小野崎２丁目１６番地
（文書取扱：生活環境課）

三財「へそハイキング」中止のお知らせ
１１月２５日（日）に予定していた三財の「へそハイキング」は、台風による倒木などの影響により、中止することとしました。

（文書取扱・問合せ：三財支所
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九州中学校駅伝競走大会開催のお知らせ

カローリング教室 参加者募集

九州中学校駅伝競走大会が今年は西都市にて開催されます。
宮崎県からは男女それぞれ４チームが出場予定です。市民の皆様の温か
い応援をお願いいたします。大会開催中の交通規制等でご迷惑をお掛けい
たしますが、ご協力をよろしくお願いいたします。

西都市スポーツ推進委員によるカローリング教室を以下の日程にて開催
いたします。
初心者にはカローリングのルールと楽しみを、経験者にはさらにレベルア
ップできるようアドバイスいたします。
カローリングは、年齢を問わず気軽に取り組めることから、今大人気のス
ポーツです。来年の６月には西都市民カローリング大会の開催を予定してい
ますので、その練習として是非ご利用ください。
皆様のお申し込みを心よりお待ちしております。

☆第３８回男子・第３０回女子九州中学校駅伝競走大会
・大会日時 ： １２月１日（土）
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
１０：３０
１０：３９
１０：４６
１０：５３
１１：００
１１：０９

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
１１：４０
１１：５２
１２：０１
１２：１０
１２：１９
１２：２８
１２：４０

（文書取扱・問合せ：スポーツ振興課 ４３－３４７８）

日

時：１２月５日（水）、平成３１年１月１６日（水）

場

所：西都市民体育館

対

象：年齢、経験問わずどなたでも参加可能

１９時～

参 加 料：無料
申込方法：事前にスポーツ振興課（４３－３４７８）までお電話ください。
準 備 物：体育館シューズ
※運動できる服装でお越しください。

（文書取扱・問合せ：スポーツ振興課 ４３－３４７８）

「おっぱい学級」を開催します
「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♪

平成30年度「いきいき百歳体操交流会」
開催のお知らせ
＊さいとくポイント進呈対象事業です＊
本市では、高齢者がいつまでも元気で自分らしく暮らしていくために、
介護予防事業「いきいき百歳体操」に取り組んでいます。今回、更なる健
康長寿への取り組みの活性化を図る事を目的として交流会を開催します。
百歳体操参加者のみならず、関心のある方は、是非、お越しください。
多くの方の参加をお待ちしています。
〔対象〕いきいき百歳体操参加者、市内高齢者

【日

程】12 月 5 日（水）13 時～16 時

【場

所】西都市保健センター

【内

容】助産師による個別相談・乳房ケア （1 組 20 分程度）
・計測

【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

〔日時〕１２月１４日（金）
１３時～１５時３０分 ※受付１２時３０分より開始
〔場所〕西都市文化ホール
〔内容〕○表彰および感謝状贈呈
○活動地区の発表
○講演 「介護予防でいきいき元気に！」～広がれ地域の輪～
講師：ＮＰＯ法人みんなのくらしターミナル
初鹿野 聡 氏

【持ってくるもの】母子健康手帳・フェイスタオル 2 枚
【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、11 月 22 日（木）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。

〔申し込み方法〕 １１月３０日（金）までに健康管理課 地域包括ケア推
進係（３２－１０２８）まで電話でお申し込みくださ
い。
※さいとくポイントは当日のみ対応します。
（文書取扱：健康管理課 地域包括ケア推進係）

（文書取扱：健康管理課 健康推進係）
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平成30年度西都市民会館共催事業
西都市民会館開館30周年記念事業
シリーズ＜大人のためのコンサート～なるほどクラシック講座＞vol.7

東欧の底力！
～音楽史を支えた東欧の音楽家たち～
宮崎県立芸術劇場との共催事業。桐原直子氏の案内ではじまる、クラシ
ック音楽を東欧からの新しい視点でお贈りするコンサート。
素敵なメンバーは、クーベリック･トリオ（ピアノトリオ）、大嶋義実(
フルート、お話）、浅田結希（フルート）。本場の演奏により、大人の知
的好奇心をくすぐる“なるほど！”を創出します。200席限定です。
●日 時：12月9日（日） 開場13：30 開演14：00
○入場料：一般 2,000円、U25（鑑賞時25歳以下）1,000円
親子割 2,500円(小･中学生＋一般)
●会 場：西都市民会館ホール 舞台上舞台
○主 催：公益財団法人宮崎県立芸術劇場、西都市民会館
●助 成：文化庁文化芸術振興費補助金（劇場・音楽堂等機能強化推進事
業）独立行政法人日本芸術文化振興会
○チケット販売中
●お問合せ：西都市民会館 43-5048、宮崎県立芸術劇場 0985-28-3208
※チケットお買い求めは、西都市民会館、宮崎県立芸術劇場、ショッピ
ングセンターパオ、Aコープさいとまで
※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是非ご覧ください。

（文書取扱：社会教育課）
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平成30年度西都市民会館共催事業

太鼓Energy2018
今年の締めくくり事業としまして、宮崎県内で活躍されている太鼓チー
ムを一同に集めた太鼓フェスティバルを開催いたします。迫力ある演奏を
お楽しみいただけます。県外からのゲストチームを参加予定。皆さまのご
来場お待ちしております。
●日 時：12月23日（日・祝） 開場14：00 開演14：30
○入場料：前売り券 2,000円
当日券2,500円
全席自由
※未就学児入場無料
●会 場：西都市民会館ホール
○出演者：橘太鼓響座、岩切響一、西都古墳太鼓保存会、
舞鶴一座秋月鼓童、南州太鼓保存会 魁、和太鼓一座天響、他
ゲスト・和楽団ジャパンマーベラス
○主 催：西都市民会館 太鼓Energy実行委員会
●協 力：株式会社 太鼓屋
○チケット発売は 11月中旬予定
●お問合せ：西都市民会館 43-5048
※チケットお買い求めは、西都市民会館、宮崎県立芸術劇場、ショッピ
ングセンターパオ、Aコープさいと、橘太鼓響座、株式会社 太鼓屋ま
で
※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是非ご覧ください。

（文書取扱：社会教育課）

西都市公民館 スマートフォン講座募集

「西都原菜の花植付作業」ボランティア募集

西都市公民館では安心・安全に使っていただくためのスマートフォン講
座を開催します。西都市在住または在勤の方であればどなたでも参加でき
ます！
①日程：１２月 ５日（水） 場所：西都市公民館 展示室
②日程：１２月１８日（火） 場所：西都市公民館 会議室
時間：１０時～１２時
対象：西都市在住または在勤の方
内容：初心者向けアプリ体験型スマートフォン講座です。
その他携帯に関する相談も行います。
募集：２０名募集
締切：１１月２７日（火）
※ご自分のスマートフォン又は携帯をお持ち下さい。
【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（祝日や土日は受付いたしませ
ん）。 （文書取扱・問合せ：社会教育課 社会教育係 ４３－３４７９）

＊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

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

新春賀詞交歓会のご案内
毎年開催しております新春賀詞交歓会を以下の通り開催いたします。
新年が皆様にとって輝かしい年となりますように、各界の皆様が一堂に
会して新年を祝い相互の交流を深め合いたいと存じます。
つきましては、万障お繰り合わせの上、ぜひともご参加くださいますよ
うご案内申し上げます。

そ

平成３１年１月４日（金） １７時３０分～１９時３０分
ホテルプリムローズ西都
※会場変更に伴い立食形式
２，５００円（お１人様）
申込書に会費を添えて１１月２６日（月）までに申込み
※申込書・申込先は西都商工会議所まで
催］ 西都市 ＪＡ西都 西都市三財商工会 西都商工会議所
管］ 西都商工会議所 ４３－２１１１
（文書取扱：商工観光課）

Information

の

他：雨天時は翌日１２月９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）。

【日
時】
【場
所】
【会
費】
【申込締切】
［主
［主

時：１２月８日（土） 午前９時～１１時

お問い合わせ：（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）
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スイートコーン管理作業講習
内

11

募集／相談

受講者募集

容：農業の基本である土壌づくりや農薬の基礎知識等を習得したう
えで、スイートコーン管理作業に必要な基本的知識と栽培技術
を学習し、即戦力として就業を目指します。

講習期間：１２月１３日(木)
講習時間：４～５時間程度
締 切 日：１２月６日（木）※必着
募集人員：１０名
実施場所：西都市シルバー人材センター及び市内圃場
受 講 料：無料
対 象 者：◎現在シルバー人材センター会員でセンターでの就業を希望す
る方
◎おおむね６０歳以上で今後シルバー人材センター会に入会す
る意思があり、関連分野での就業を希望する方
申込方法：ハローワーク高鍋、西都市シルバー人材センターに置いてある
所定の申込用紙に必要事項を記入して申し込まれるか、宮崎県
シルバー人材センター連合会にお問い合わせください。
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）

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：１２月１３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：生活環境課）

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：１２月４日（火）、平成３１年１月８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
※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）

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：１２月１９日（水）、平成３１年１月１６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。

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】

１２月２０日（木） 次回は平成３１年１月１７日（木）
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：12/20の相談日の場合は、11/20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。

◇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：市民課）

（文書取扱：生活環境課）
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その他

12月の休館日

3・10・17・25・29～31日

おしらせ
今月は司書おすすめ本を紹介します！
◎冬休みクリスマスイベント
日時：１２月２２日（土）午前１０時～１２時
場所：西都市立図書館研修室（図書館入口右奥）
ＤＶＤ上映会や、読み聞かせ会、かんたんワークショップなどイ
ベント盛りだくさんです。たくさんの参加お待ちしています。
◎各地区館の図書について
各地区の地区館（支所）には一般書・児童書、いろんなジャンル
の本が置いてあります。子どもさんの冬休み期間等など、ぜひご利
用ください。
貸出を希望される方は、地区館備え付けの「貸し出し簿」に氏名
及び連絡先をご記入ください。地区館に希望の本が無い場合は、地
区館長へご相談ください。

☆自宅で不要になった本はありませんか？
ご自宅で不要になった一般小説・児童本・絵本等がありましたら図
書館までご持参ください。古本市で利用させていただきます。
なお、雑誌・古新聞・図鑑・辞典・マンガ・汚損・破損・青少年育
成に有害なものはご遠慮させていただきます。
※図書の受入及び取扱いについては、図書館に一任していただきます
ようお願いいたします。

【おすすめ児童図書】
☆は絵本です
☆サンタパスポート （のぶみ）
☆ちびっこみならいサンタのタンタ （まつむら まい）
☆おしょうがつセブン （もとした いづみ）
☆おとしだまをいっぱいもらうコツ （きむら ゆういち）
☆ふゆやさいのふゆやすみ （林 木林）
◎サンタクロース一年生 （原 京子）
◎ミシンなしでかんたん！季節の手芸 冬 （Ｃ・Ｒ・Ｋdesign）
◎ルルとララのクリスマス （あんびる やすこ）

【おすすめ一般図書】
◎おりがみでクリスマスとお正月 （パッチワーク通信社）
◎捨てられない服の片づけマジック！ （横森 美奈子）
◎マラソン完走マニュアル （ランニングマガジン・クリール）
◎ハレの日のウレシイお菓子 （高橋 教子）
◎娘に伝えたいおせち料理と季節のごちそう （本田 明子）
◎すごい！鍋料理８８品 （旭屋出版）
◎おしゃれな和の年賀状 （鮎 裕）
◎ニットであったか冬じたく （林 ことみ）

（文書取扱・問合せ：社会教育課 図書館係

TEL 43－0584 FAX 41-1113）

