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～のばそう！健康寿命、担おう！地域づくりを～
「あくまき作り体験と有楽椿の手入れ」開催のお知らせ

■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。
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Information

保険税等の納付済証明書について
本年度も所得税確定申告（国民健康保険税・市県民税の申告）の時期が
近づいてまいりました。
申告の際に「社会保険料控除」の対象となる国民健康保険税、後期高齢
者医療保険料及び介護保険料の納付済証明書の交付方法についてお知らせ
いたします。

◎国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料いずれも
普通徴収（納付書及び口座振替での納付）分のみ1月23日（水）以降、ハ
ガキ（介護保険料は封書）にて証明書を送付いたします。
すでに平成30年分の納付済証明書を健康管理課に取りに来られている方
につきましては、送付いたしません。
※特別徴収（年金差引）分につきましては、年金保険者から届く源泉徴収
票をご利用ください。
【問い合わせ先】健康管理課 国保係・高齢者医療係
介護保険係

４３－０３７８
４３－３０２４

１

案内

青色申告を始めましょう(農業経営者)
収入保険制度の加入について
青色申告を行う農業者(個人・法人)は収入保険制度に加入できます。
収入保険は、全ての農産物を対象に自然災害や価格低下などによる収入
減少が生じた場合に補償する保険です。
○収入保険制度が適用される農業収入減少の事例
・自然災害や鳥獣害などで収量が下がった
・自然災害で作付不能になった
・市場価格が下がった
・怪我や病気で収穫ができない
・農業倉庫棟が浸水して売り物にならない
・取引先が倒産した
・盗難や運搬中の事故にあった
・輸出したが、為替変動で大損した
○農業者が自ら生産した農産物の販売収入全体が対象です。
○保険期間の収入が基準収入の9割(5年以上の青色申告実績がある場合の
補償限度額の上限)を下回った場合に、下回った額の9割(支払率)を上限
として補てんします。
○農業者は、保険料・積立金を支払って加入します(任意加入)。
○収入保険と、農業共済、ナラシ対策、野菜価格安定制度などの類似制度
は、どちらかを選択して加入することになります。
※平成31年1月1日以降に加入の方は、平成32年1月1日からの補償適用となりま
す。
＜青色申告に関する問い合わせ先＞
高鍋税務署 22-1373、ＪＡ西都 35－4120
＜収入保険制度の問い合わせ先＞
ＮＯＳＡＩみやざき北部センター 21－6166

（文書取扱：健康管理課）

（文書取扱：農政課 農政企画係）

平成31年度
西都市建設工事等競争入札参加資格審査申請
【指名願い】の追加受付のご案内

平成31･32年度
西都市物品等指名競争入札参加資格審査申請
【指名願い】の定期受付のご案内

平成31年度に西都市が発注する建設工事・測量・コンサル等の競争入札
に参加を希望される方は申請の手続きをしてください。
申請者の資格、提出方法や提出書類等、詳細については市ホームページ
(入札・契約情報)をご覧ください。

平成31・32年度に西都市が発注する物品等の競争入札に参加を希望され
る方は申請の手続きをしてください。
申請者の資格、提出方法や提出書類等、詳細については市ホームページ
(入札・契約情報)をご覧ください。

【申請期間】1月7日(月)～2月28日(木) 9時から17時まで
ただし、12時から13時及び土、日、祝日は除く
【申請場所】西都市役所 財政課 契約財産係 (本庁舎3階)
【申請方法】郵送(最終日必着)または持参

【申請期間】1月10日(木)～2月8日（金) 9時から17時まで
ただし、12時から13時及び土、日、祝日は除く
【申請場所】西都市役所 財政課 契約財産係 (本庁舎3階)
【申請方法】郵送(最終日必着)または持参

（文書取扱・問合せ：財政課 契約財産係 43-0377）

（文書取扱・問合せ：財政課 契約財産係 43-0377）

自動車事故被害者救済制度について
国土交通省および独立行政法人自動車事故対策機構では自動車事故被害者に対し、以下のような取り組みを行っております。
【国土交通省】
http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/accident/aftereffect.html
○短期入院・短期入所協力事業
○介護者なき後に備えるための情報提供
問合せ先：国土交通省 自動車局保障制度参事官室 03-5253-8111（内線41418）
【自動車事故対策機構（ＮＡＳＶＡ）】 http://www.nasva.go.jp/sasaeru/index.html
○介護料の支給
○短期入院・短期入所費用助成（対象：介護料受給者） ○介護相談・訪問支援（対象：介護料受給者）
○療護施設の設置・運営
○交通遺児等貸付制度
○介護者なき後に備えるための情報提供
問合せ先：自動車事故対策機構 宮崎支所 0985-53-5385

など

【ＮＡＳＶＡ交通事故被害者ホットライン】 0570-000738（土・日・祝日・年末年始を除く 9時～17時）
全国の交通事故被害者およびその家族などへ、ＮＡＳＶＡの支援制度や相談先にお困りの場合には各種相談窓口を紹介しています。
（文書取扱：総合政策課）
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催し・講座

１１０番の日イベント

カローリング教室を開催します

西都警察署では、地域の皆様にご協力いただき、防犯活動等に取り組んで
います。今回は、防犯パトロールと『１１０番の日』のイベントを開催いた
します。地域の皆様お誘い合わせのうえ、多数おいでくださいますようお願
いいたします。

カローリングは、小学生から高齢者まで気軽に楽しむことができるニュ
ースポーツです。３世代の交流、体力づくり生きがいづくりを目的に「カ
ローリング教室」を開催します。この機会にぜひ体験してみませんか？

【開催日程】１月１２日(土）
【会

場】あいそめ広場（小野崎通り）

【主な行事】９：００～９：４０
(1)防犯パトロール（西都市街一円）
１０：００～１１：３０
(2)１１０番の日イベント開始
①１日司令長（西都商業高校生）委嘱式、広報チラシ、グッ
ズ等の配布
②白梅保育園 和太鼓演奏
③こどもの家 鼓笛隊演奏
④パトカー、白バイの展示と体験乗車
※雨天時は、防犯パトロールと広報チラシ、グッズ等の配布の
み行います。
【問合せ先】西都警察署 ４３－０１１０
生活環境課 ４３－１５８９

○主
催：西都市、西都市スポーツ推進委員協議会
○日
時：１月１６日（水） １９時～２１時
○会
場：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
○内
容：ルールの説明、投球練習、試合など
○参 加 料：無料
○準 備 物：体育館シューズ、運動できる服装
○申込方法：スポーツ振興課（４３－３４７８）へ電話でお申し込みくだ
さい。
○申込締切：１月１０日（木）まで
（文書取扱・問合せ：スポーツ振興課 ４３－３４７８）

新春スポーツ懇談会を開催します
新春スポーツ懇談会を次のとおり開催します。皆さま奮ってご来場くだ
さい。
○日
○会
○内

時：１月１８日（金）１８時３０分から
場：西都市文化ホール（パオ内）
容：パネルディスカッション
題名「これからの西都市のスポーツを考える」
○入 場 料：無料
（文書取扱：生活環境課）

（文書取扱・問合せ：スポーツ振興課 ４３－３４７８）

妻北地域づくり講演会
演題「夢をあきらめないことの大切さ」
＊さいとくポイント対象事業です＊
妻北地域づくり協議会が妻北小学校と共催で、講演会を開催します。今
回は、デフサッカー（聴覚障がい者によるサッカー）日本代表の松本卓巳
氏を講師に招き、疑似難聴体験を交えながら貴重な講演を行ってもらいま
すので、ぜひお越しください。

「西都市認知症フォーラム」を開催します
このフォーラムは、認知症にやさしい西都市を目指して、住民の皆さま
に認知症に関する正しい知識と理解を深めていただくとともに、認知症の
人や家族の方が孤立せずに住み慣れた地域で安心して暮らしていくために
は、どのようなことができるのかを考えていただく機会として、平成28年
度から開催しています。どなたでも参加でき、事前の申込も必要ありませ
んので、ぜひお越しください。
【開催日】１月２０日（日）

【日

時】

１月１８日（金）

【時

間】

午前９時１５分～１１時１５分

【会

場】

妻北小学校体育館 ※入場無料

【講

師】

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
まつもと

不要

【問合せ】

妻北地域づくり協議会

【場

所】西都市文化ホール（パオ３階）

【対

象】関心のある方はどなたでも参加できます。
※事前の申込は必要ありません。

【参加費】無料

たくみ

デフサッカー日本代表 松元 卓巳 氏
〈プロフィール〉
福岡県出身、先天性難聴をもつ。小学３年生からサッカ
ーを始め、１７歳の時『ろう者サッカー』と出会う。福
岡県社会人リーグ１部「光陽クラブ」ろう者チーム「福
岡ＦＣケルペロス」に所属。
２００６年日本代表に選出され、現在は副キャプテンを
務める。
【申込み】

１０時３０分～１２時３０分

【内

容】第一部 講演
「知ってほしい 認知症の人の気持ち 介護する人の気持ち」
講師：特定非営利活動法人 ゆめ家族 理事長 吉村 照代 氏
第二部
・西都市での認知症に関する取り組みについて（健康管理課）
・介護予防体操の紹介（認知症地域支援推進員）

【お問合せ先】健康管理課 地域包括ケア推進係 ３２－１０２８（直通）
３０－３０９０
（文書取扱：健康管理課）

（文書取扱：市民協働推進課）
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「伊東一族の豊後落ちの道を歩こう会」
伊東三位入道義祐が大友宗麟を頼り歩いた歴史の道を、皆で歩いてみませんか？
・日
時：１月２０日（日） ８時集合（出発は８時３０分予定）、１５時頃に猪汁の振る舞いの後解散 ※雨天の場合は１月２７日（日）に延期
・集合場所：尾八重吐合の旧岩井谷小学校跡
西都市役所より国道219号20㎞北上し、右折し大椎葉トンネル通過後1.5㎞直進し左対岸（東米良イベントのぼり旗目印）
・参 加 費：５００円（中学生以上） ※当日参加も可能ですが、準備の都合上１月１５日（火）までにお申込み下さい。
・行
程：食事の時間を除いて５時間ほどの行程になります。
・持 参 品：弁当・水筒・手袋・帽子・軽登山靴もしくは運動靴
レジャーシート（昼食時の際の敷物として）
・申込み先：日高 不二夫 ４２-３１１６
（文書取扱：商工観光課）

第８回 高齢者クラブ大会のご案内
～のばそう！健康寿命、担おう！地域づくりを～
高齢者同士、仲間づくりを通して、生きがいと健康づくりをすすめる高
齢者クラブの活動を広く周知することを目的に開催します。
会員のみならず誰でも参加できますので、是非とも足をお運び下さい。
【日時】 １月２３日（水）１３時～１６時
【会場】 西都市文化ホール（小野崎１－６６）
【内容】 （１）開会行事・手づくり作品展等表彰及び伝達式
（２）魅力ある高齢者クラブ活動に関する講演
（３）アトラクション（民舞部及びカラオケ部の活動発表）
【問合せ先】高齢者クラブ連合会事務局 ３２－０９１０
（社会福祉協議会・地域福祉活動おうえんセンター）

（文書取扱：福祉事務所）

「あくまき作り体験と有楽椿の手入れ」
開催のお知らせ
恒例となっています有楽椿まつりが、道路崩壊のため開催できませんの
で、以下のとおり、あくまき作り体験と眺峰館周りの有楽椿の手入れを行
います。シシ汁や山菜おこわの振る舞いもありますので、お誘い合わせの
うえ、ぜひお越しください。
○日 時：２月３日（日） １０時から１５時まで
○場 所：尾八重眺峰館（尾八重牧場跡）
※西都市街地より約３０ｋｍ、車で約１時間
○内 容：・あくまき作り体験と有楽椿の手入れ作業
・シシ汁と山菜おこわの振る舞い
○参加料：１人当たり５００円（保険料込み）
※当日、徴収いたします。小学生以下は無料
○申込み：東米良支所 ４９－３０３１、観光協会 ４１－１５５７
申込者５０名となり次第締め切らせていただきます。
○その他：飲み物、手袋等は各自持参してください。
作ったあくまきは１人１本ずつお持ち帰りできます。
（文書取扱：東米良支所）

第14回
期
種

日
目

西都原このはなマラソン大会参加者募集

３月１７日（日） ９時～ 西都原運動公園スタート
10㎞ 高校生男子、一般男女（29歳以下・30歳代・40歳代・50歳代・60歳代・70歳以上）
高校生女子は、一般女子29歳以下にエントリー可。
２㎞ 小学生と保護者（保護者１名または２名、小学生１～３名）
小学４・５・６年生男女
３㎞ 中学生男女、高校生女子、視覚障がい者男女
５㎞ 高校生男子、一般男女（29歳以下・30歳代・40歳代・50歳代・60歳代・70歳以上）
ウォーキング10km（先着500名） ※小学生は完歩出来る体力があり、かつ保護者同伴でお願いします。

参加資格

小学生以上の健康な方

参 加 料

小学生（４･５･６年生）
500円（参加賞）
小学生と保護者
2,000円（参加賞２個） ※小学生複数の場合は１名につき500円、保護者２名は1,500円を加算
中学生・高校生
1,000円（参加賞）
大学生・専門学校生
2,500円（弁当・参加賞）
一 般
3,500円（弁当・参加賞）
ウォーキング10km（先着500名） 500円（弁当）
特別賞
70歳以上の参加者全員に長寿賞、他に抽選で地元農産物加工品等がもらえる特別賞あり ※ウォーキングを除く

申込方法

①申込書（振替払込票等）に必要事項を記入し、お近くの郵便局もしくは直接大会事務局へご持参ください。
※小学生と保護者の部は専用の申込書がありますので、大会事務局へお問い合わせ下さい。
※申込書（振替払込票等）は大会事務局のほか、市役所各支所・市民体育館・西都原運動公園クラブハウスにも置いてあります。
※振替手数料は申込者の負担となります。
②インターネット（スポーツエントリー）からの申込みもできます（https://www.sportsentry.ne.jp/event/t/77328）。

申込期限

１月３１日（木） ※当日消印有効。ネット申込は決済完了されていること

問合わせ

西都原このはなマラソン大会実行委員会事務局 スポーツ振興課内

TEL：43-3478 FAX：43-4865
（文書取扱：スポーツ振興課）
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自転車活用推進に向けた
モニターツアー開催のお知らせ

第18回 宮崎県障がい者スポーツ大会
参加者募集について

西都市では、「西都市自転車安全利用促進計画」を策定し、「九州一の
自転車のまちづくり」を目指しています。
平成30年６月、国が「自転車活用推進計画」を閣議決定いたしました。
それにより、今後、この計画に基づく自転車活用の推進が図られることと
なり、自転車の利用環境が大きく変わろうとしています。
このたび、自転車通行空間における今後の整備方針等について、県及び
市が利用者の皆さんと一緒に検討するため、実際に自転車に乗ってご意見
をいただく第２回目のモニターを募集します。

第18回宮崎県障がい者スポーツ大会が、以下のとおり開催されます。
障がいのある選手が、障がい者スポーツの祭典であるこの大会に参加し
競技を通じスポーツの楽しさを体験するとともに、県民の障がいに対する
理解を深め、障がい者の社会参加の推進に寄与することを目的としていま
す。参加を希望される方は、福祉事務所にて申込用紙をご記入ください。

【応募要件】 普段自転車（スポーツバイク以外）に乗り、通勤、通学、
買い物等で西都市内の道路を利用されている方
【日

時】 ２月１１日（月・祝） ８時３０分～１５時
集合：８時３０分 あいそめ広場

【場

所】 西都市内各所
中心市街地や西都原古墳群など１５ｋｍ程度を自転車で回
り、昼食をはさみ、意見交換をおこないます

【申込期間】 １月４日（金）～２０日（日）まで
【そ の 他】 参加費無料（昼食付き）
事務局にてスポーツ保険に加入します
【問 合 せ】 西都土木事務所 道路課（甲斐、青野）４３－２２２２
西都市役所 商工観光課（藪押、江藤）４３－３２２２
（文書取扱：商工観光課）

開催日

５月１２日（日）

場

ＫＩＲＩＳＨＩＭＡヤマザクラ宮崎県総合運動公園ほか

所

参加資格 ①平成３１年４月１日現在、１３歳以上の者
②身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付
を受けた者。あるいは、その取得の対象に準ずる障がい者
③県内に居住・通学している者
競技種目 【身体障がい者の部】陸上競技、水泳、卓球、アーチェリー、
フライングディスク、ボッチャ等
【知的障がい者の部】陸上競技、水泳、卓球、フライングディ
スク、ボウリング、バレーボール等
【精神障がい者の部】卓球、バレーボール、ミニバレーボール
グランド・ゴルフ
申込締切 １月２３日（水）
申込先

福祉事務所 障害福祉係

TEL 43-1206

FAX 41－1678

（文書取扱：福祉事務所 障害福祉係）

市税等徴収嘱託員の募集について
項

目

等

市税等徴収嘱託員

業

務 内

容

市税等の訪問催告業務及び窓口業務等

募

集 人

員

１名

任

用 期

間

２月１日（金）～３月３１日（日）
※更新する場合あり

募

集 期

間

１月２１日（月）まで

酬

月額 １３０，０００円

報

公用車運転業務嘱託員募集のお知らせ
公用車の運転業務に従事していただける方を次のとおり募集します。
⒈募集人員
⒉募集期間
⒊受付時間
⒋受付場所
⒌申込手続

勤 務 時 間 等

原則として、午前９時から午後８時までの間で、
１日６時間以内とし週２９時間とします（変則勤
務となります）。

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

健康な方で、パソコンによる事務及び車の運転の
できる方、市税等の滞納のない方

応

募 方

法

※市販の履歴書に写真を添付し、必要事項を記載
の上、税務課 納税第一係に申し込んでください
（郵送不可、直接持参してください）。
※不採用の場合は、提出された履歴書は返却しま
す。

採

用 方

法

面接により選考

問

合 せ

先

税務課 納税第一係

３２－１００１（直通）

（文書取扱：税務課 納税第一係）

Information

公用車運転業務嘱託員 １名
1月4日（金）～31日（木）まで
期間中(土日・祝日除く)の8時30分から17時15分まで
教育政策課（本庁舎4階）
次のものを提出してください。
①履歴書（必要事項を自筆し、写真を貼付したもの）
②運転免許証の写し（カラーコピーしたもの）
③運転記録証明書（過去5年。警察署及び交通安全協会に
申請書類があります。）
④健康診断書（雇入時健診と同内容のもの）
⒍応募資格 西都市に在住する方で、大型運転免許又は中型免許（8t限定
なし）を有し市税の滞納がない方。ただし、次に該当する人
は応募資格がありません。
・成年被後見人及び被保佐人
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、または
その執行を受けることがなくなるまでの人
⒎選考方法 面接及び運転実技による選考（応募多数の場合は過去の職
務経験などを踏まえた書類選考を行うこともあります。）
⒏任用期間 4月1日（月）～2020年3月31日（火）まで
⒐報
酬 月額150,000円
⒑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）
⒒勤務内容 マイクロバスその他公用車の運転業務など
⒓勤務場所 教育委員会
⒔福利厚生 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険への加入、労災保険、
有給休暇制度などがあります。
○問い合わせ先：教育政策課 43-3106
（文書取扱：教育政策課）

８

募集

Information

福祉用具専門相談員指定講習会のご案内
（通学５１時間

評価試験含）

○福祉用具専門相談員指定講習会を１月２８日（月）から開講します。
講習定員：２０名 (ただし、募集定員が１０名以下の場合は開講しない)
講習期間：１月２８日（月）～２月８日（金） １０日間
受講要件：通学できる方、全科目受講可能な方
講習時間：９時～１６時 毎週月曜日～金曜日 合計５１時間
講習場所：西都高等職業訓練校 西都市大字三宅２２１５番地
受 講 料：４８，６００円（税込、テキスト代込）
支払方法：開講日または、指定期日までに現金払い
募集期間：１月１８日（金）まで
補 講 料：１時間当たり２，０００円
【修了証書について】
全科目５１時間（評価試験含）の履修及び修了評価試験を受けることが
必須です。修了評価試験１００点満点中７０点以上に達している方に修
了証書を交付します。
※全科目受講していない場合は、補講が必要です。また、修了評価試験
７０点以上に達していない場合、補講（再試験）が必要です。
【受講料返金について】
開講後のキャンセルは原則として返金しない。
【申し込方法について】
申込書に記入・押印し、西都高等職業訓練校宛に郵送して下さい。
〒８８１－０００５ 西都市大字三宅２２１５番地
問合せ先：西都高等職業訓練校 ４３－１０８７
※詳細はホームページをご確認ください。
ＵＲＬ：http：//saito-kunren.ac.jp

（文書取扱：商工観光課）

９

募集

同行援護従業者養成研修一般課程のご案内
（通学

２０時間）

○同行援護従業者養成研修を２月１２日（火）から開講します。
講習定員：２０名 (ただし、募集定員が１０名以下の場合は開講しない)
講習期間：２月１２日（火）～１５日（金） ４日間
受講要件：通学できる方、全カリキュラム受講可能な方
講習時間：９時～１６時 毎週火曜日～金曜日 合計２０時間
講習場所：西都高等職業訓練校 西都市大字三宅２２１５番地
受 講 料：３７，８００円（税込、テキスト代、資料代、保険料、演習
時に係る昼食代込）ただし、演習時におけるバス代、電車代
等の交通費1,000円程度は自己負担
支払方法：開講日または、指定期日までに現金払い
募集期間：１月３１日（木）まで
補 講 料：１時間当たり２，０００円
【修了証書について】
厚生労働省が定めるカリキュラムおよび当法人が定めたカリキュラムに
おいて、全単位を取得した者に限り、修了証書を交付します。研修期間
中、他者への迷惑行為等、問題行動のあった者に関しては、修了証書の
交付あるいは即受講を取り消す場合があります
※補講については、次回開催時に未習科目のみ受講すること。
【受講料返金について】
開講後のキャンセルは原則として返金しない。
【申し込方法について】
申込書に記入・押印し、西都高等職業訓練校宛に郵送して下さい。
〒８８１－０００５ 西都市大字三宅２２１５番地
問合せ先：西都高等職業訓練校 ４３－１０８７
※詳細はホームページをご確認ください。
ＵＲＬ：http：//saito-kunren.ac.jp
（文書取扱：商工観光課）

西都原ガイダンスセンターこのはな館
アルバイト職員の募集について

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

【募集人員】販売・調理補助・接客 ３名
【雇用形態】アルバイト
【給
与】時給 ７６２円
【勤務時間】1.物産品等の販売、レジ等(交替制)
①9:30～13:30 ②13:10～17:10
2.レストラン調理補助、接客
①10:00～14:00 ②11:00～15:00 ③12:00～16:00
【休
日】週休二日制(ローテーション 勤務表による)
【福利厚生】雇用保険
【募集期間】１月４日（金）～２月２８日（木）
【応募方法】写真（3か月以内に撮影したもの）を添付した履歴書を期間内に
西都市観光協会事務局まで提出して下さい。
【選考方法】面接による選考(随時)
【問合せ先】（一社）西都市観光協会事務局 ４１－１５５７
〒881-0015 西都市聖陵町１丁目８８番地

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
１月１５日（火） 午前１０時から午後３時ま で
○場 所
西都市コミュニティセンター １階
○相 談 員
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
電話番号
備考
宮崎地方法務局人権擁護課 ０９８５－２２－５１２４
みんなの人権１１０番
０５７０－００３－１１０
全国統一ナビ
女性の人権ホットライン
０５７０－０７０－８１０
子どもの人権１１０番
０１２０－００７－１１０
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：商工観光課）

（文書取扱：市民協働推進課）

学校を卒業予定または卒業後間もない方で、お仕事にお困りごとはありませんか
ハローワークには、大学・短大・専門学校卒業予定の方、中学校以上卒業後概ね３年以内の方への就職支援を専門に行う学卒ジョブサポーターがいます。
お仕事探し、求人の見方、応募の動機が浮かばない、応募書類の添削及び面接が不安など、本人の希望に沿った就職のお手伝いをします。また、在職中の方
でも仕事への悩みや不安などの相談も行っています。ご家族同伴での相談や予約制の個別支援も可能です。まだ、ハローワークを利用したことがない方、ぜ
ひお気軽にハローワークにお越しください。
【連絡先】ハローワーク高鍋 学卒担当 23-0848
（文書取扱：総合政策課）
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その他

西都市地域子育て支援センターつばさ館
平成３１年１月号
明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願いいたします。今年も、明るく楽しく過ごせる支援センターにしていきたいと思います。子どもさ
んと一緒に遊びに来てくださいね！
４日（金）
８日（火）
９日（水）

【
１
月
の
行
事
予
定
】

保育始め・１月の製作（今月中随時）
英語で遊ぼう（予約制）
AM10:30頃～
助産師さんに聞いてみよう
AM10:00～12:00
（身体測定＆手形足形をとる成長記録会も実施します）
10日（木） 誕生会（１月生まれ）
AM10:30頃～
（冠等の準備があるので、参加希望の方は連絡下さい）
11日（金） リトミック
AM10:30頃～
15日（火） 給食試食会(予約制) ※１食350円
18日（金） つばさ館カフェ①（予約制）
AM10:30頃～参加費￥200
21日（月） 鬼のお面作り ※31日まで随時
23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） AM10:30頃～
24日（木） おでかけ支援（生きがい交流広場） AM10:30頃～
25日（金） つばさ館カフェ②（予約制）
AM10:30頃～参加費200円
28日（月） 給食試食会（予約制）
※１食350円
29日（火） 親子クッキング（予約制）
AM10:30頃～※参加費150円
※つばさ館カフェは、18日（金）か25日（金）どちらかに１回のみご予約下さい。
※ベビーフォトの日程・時間は、つばさ館にお問い合わせ下さい。

◆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）

自転車イベント「西都原エンデューロ３時間耐久」
開催に伴う交通規制のお知らせ
西都原古代
生活体験館

１月２０日（日）に自転車イベント「西都原エンデューロ３時間耐久」を西都原
御陵墓周回コース（3.8 Km）を利用して開催いたします。大会開催にあたりまし
て西都原公園内道路の交通規制を実施いたします。
大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。
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宮交バス：考古博物館
発 11:27、12:07、に
つきましては、鬼の窟
東側に臨時バス停を
設置しますので、そち
らをご利用ください。

０
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至 高岡･鹿児島
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Ａコープ
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規制時間帯
県道高鍋高岡線

市民体
育館

旧国道２１９号

部分について
妻北小

宮
銀

至 西米良･熊本

１月２０日（日）大会当日、上記時間帯で交通規制を行い
ますので、ご了承ください。上記時間帯は、西都原考古博
物館への車での乗り入れが出来ません。博物館にご来館の
方は係員の指示に従い、徒歩（ガイダンスセンターこのは
な館より約１０分）でお越しください。
［問合せ先］西都原エンデューロ 3 時間耐久大会実行委員会事務局 TEL 090-7474-4661
（文書取扱：商工観光課）
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