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1 ８月１日から後期高齢者医療の保険証が切り替わります
国民年金保険料の免除制度について
2 平田街区公園の閉鎖について
宮崎県防災士出前講座をご利用ください
3 中小企業退職金共済制度に加入しませんか
宮崎県中小企業勤労者支援資金融資制度
次世代を担う働く若者を地域で支援しましょう
蛍光管・電球回収について
4 カセットボンベ缶・ライター等は必ずガス抜き等をして出してください
さといもを栽培されている皆様へ

8 働く婦人の家主催「ストレッチヨガ」講座
9 働く婦人の家主催「フラワー１ｄａｙレッスン」講座
働く婦人の家主催「竹細工」講座
10 勤労青少年ホーム「パスタ料理」講座
勤労青少年ホーム「苔テラリウム」講座

募集
11 令和２年西都市成人式 実行委員会メンバー大募集
「西都夏まつり」ステージイベント参加者募集
12 西都市の誘致企業(マスオカ)で一緒に働きませんか
西都児湯クリーンセンターで働いてみませんか
内職求人のご案内
13 市民提案型ロビーコンサート出場者募集
西都市民会館サポートスタッフ募集
14 明るい選挙啓発ポスター・書道作品募集

催し・講座
5 令和２年西都市成人式の開催について
「オレンジカフェ」を毎月１回開催します
6 夏の一斉クリーン活動に参加しましょう
宮崎県防災士養成研修が開催されます
7 「高齢者(シニア世代対象)就職面談会」開催
県立産業技術専門校オープンキャンパス
（入校説明会及び体験実習）開催
消費税軽減税率制度説明会の開催について
8 「夏休みふれあい映画祭」を開催します

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
労働相談窓口について

その他
16 西都市地域子育て支援センターつばさ館 7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

Information

８月１日から
後期高齢者医療の保険証が切り替わります
現在お手持ちの後期高齢者医療（７５歳以上の方全員、及び宮崎県後期
高齢者医療広域連合の認定を受けた６５歳から７４歳の方で一定の障がい
状態にある方）の保険証については有効期限が平成３１年７月３１日（令
和元年７月３１日）までとなっております。
８月１日から有効の保険証へ以下のとおり切り替わりますので、病院等
へ提示する際にはご注意ください。
○新しい保険証の形や大きさは、これまでのものと同じですが、色が黄緑
色から水色に替わります。
○新しい保険証の有効期限は、令和２年７月３１日です。
○新しい保険証は、７月下旬までにご本人あてに届きます。
○新しい保険証が届きましたら、住所・氏名・生年月日をご確認ください。
○これまでお持ちの有効期限を過ぎた保険証は使用できませんので、市役
所健康管理課まで返却いただくか、ご自身で処分してください。なお、
ご自身で処分される際には、そのまま捨てず、個人情報が漏れないよう
ハサミなどで裁断してから処分されるようお願いします。
○新しい保険証は、なくさないよう大切に保管してください。

（文書取扱・問合せ：健康管理課 高齢者医療係

４３－０３７８）

案内

国民年金保険料の免除制度について
国民年金保険料の免除制度とは、保険料を納めることが経済的に困難な
場合、申請して前年の所得状況により承認されると保険料の納付が免除ま
たは猶予される制度のことです。
この制度には、免除「全額・一部（３/４・半額・１/４）」と猶予（納付
猶予・学生納付特例）があります。
＜納付・全額免除・一部免除等と未納ではこんなに違います＞
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年 計算に
金
算入

納 付 猶 予

全額免除

一部免除

入ります

入ります

免除相当額を
除いた部分
を納付すると
入ります

入ります

入りません

入ります

入ります

免除相当額を
除いた部分
を納付すると
入ります

入ります

入りません

されます

1/2
されます

されません

されません

定額納付

納付額により
異なりますが、
されます

学生納付特例
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※納付猶予、学生納付特例、全額免除、一部免除は、10年以内であれば、
猶予や免除された期間分の保険料を後から納めることができます。その
場合、老齢基礎年金の額を計算するときに、保険料を全額納付した場合
と同様に扱われます。ただし、猶予や免除されたときから2年を超えて納
める場合は、その当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せさ
れます。
※一部免除は、免除されていない分を納めないと未納と同じ扱いとなりま
す。
※免除申請は、市民課 年金係で受け付けています。申請要件、手続きに必
要なもの等ご不明な点は、お問い合わせください。
（文書取扱・問合せ：市民課 年金係 ４３－１２２１）

平田街区公園の閉鎖について

宮崎県防災士出前講座をご利用ください

市役所新庁舎建設工事に伴い、平田街区公園を移転整備するため、公園
の利用ができなくなります。また移転先が現庁舎跡地となるため、移転整
備完了予定の令和４年度まで利用できない状況となります。
利用者の皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解いただきますようお
願いいたします。

ご希望の会場に防災士を派遣し、体験学習や講演を中心に防災・減災に
ついての講座を開催します。自主防災組織、公民館集会、学校（PTA）・子
ども会の防災教育、職場研修などに広くご利用ください。
１．主

【 閉鎖期間 】７月中旬 ～ 令和４年度（予定）

宮崎県

２．実 施 期 間

５月～令和２年３月

３．実施時間帯

９時～１７時 ※夜間開催希望の場合はご相談ください。

４．出前講座の主な内容
◇ 地震・津波についての基礎講座
◇ 気象・火山についての基礎講座
◇ 家具固定に関する講座・実習
◇ 地域の地図を用いた図上訓練
◇ 避難所運営ゲーム等を用いた防災学習
◇ その他、防災・減災に関すること など

西都市役所

ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

催

５．費用
原則無料
会場使用料は、利用者の負担となります。
また、会場申し込み、会場準備・片付け等は、利用者でお願いします。

平田街区
公 園

６．連絡先

NPO法人 宮崎県防災士ネットワーク
申込み：FAX 0985-55-0467
問合せ：TEL 0985-55-0447（受付時間9時～17時）

申込書は危機管理課、市各支所にあります。
また、市ホームページ 「くらし・手続き > 防災・消防」の該当記事、
またはNPO法人 宮崎県防災士ネットワーク本部ホームページ
（http://bousai-miyazaki.sakura.ne.jp/wp/）からも入手できます。

西都市立妻中学校

（文書取扱：危機管理課）

（文書取扱・問合せ：商工観光課 都市デザイン係 ４３－１３２１）
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３

Information

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制度「中退共」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。
【お問い合わせ先】
(独)勤労者退職金共済機構中退共本部 03-6907-1234
宮崎県雇用労働政策課 0985-26-7106
（文書取扱：商工観光課）

案内

次世代を担う働く若者を
地域で支援しましょう
青少年の雇用の促進等に関する法律が平成27年10月1日から順次施行さ
れています。勤労青少年の幸せと健やかな成長について、広く国民の関心
と理解を深め、勤労青少年が自ら職業人として健やかに成長しようとする
意欲を高めましょう。
【お問い合わせ先】
宮崎県雇用労働政策課 0985-26-7106
（文書取扱：商工観光課）

宮崎県中小企業勤労者支援資金融資制度
県内にお住まいの中小企業で働く方々へ、九州労働金庫を窓口として、
生活資金などを低利率で融資する制度です。
種類は、教育資金（融資限度額500万円）、生活資金（同100万円）です。
融資対象者は、以下の要件を全て満たす個人の方です。
①原則として県内に１年以上居住し、かつ県内の同一中小企業に１年
以上勤務されている方
②安定継続した年収が150万円以上の方
③20歳以上で最終返済時の年齢が71歳未満の方
④九州労働金庫指定の保証機関の保証が得られる方
融資に関するお問い合わせは、次までお願いいたします。
【お問い合わせ先】
九州労働金庫宮崎県本部ローンセンター宮崎 0985-26-9207
平日（水曜日は除く）10時～18時
土曜日 10時～17時、日曜日 10時～16時
（文書取扱：商工観光課）

蛍光管・電球回収について
蛍光管・電球は、平成29年10月1日より『資源ごみ』として拠点回収して
います。『蛍光管・電球』の再資源化に取り組むことで、ごみの減量に大
きな効果が見込まれます。以下の場所に『蛍光管・電球の回収ボックス』
を設置していますので、お持ちください。
○西都市生活環境課（西都市コミュニティセンター１階）
○西都市粗大ごみ置場
○各支所（三財・都於郡・三納・穂北・東米良）
※割れた蛍光管・電球については、今までどおり「燃やせないごみ（赤い
袋）」で出してください。ただし、蛍光管・電球が割れると有毒ガスが
発生する場合があります。また、割れた破片で怪我をする恐れもありま
すので、割らずに回収場所にお持ちくださるようご協力ください。
※事業所から排出される蛍光管・電球は持ち込めません。
（文書取扱・問合せ：生活環境課 ４３－３４８５）

さといもを栽培されている皆様へ

カセットボンベ缶・ライター等は
必ずガス抜き等をして出してください

さといも疾病の発生が心配される時期になりました。疾病の発生に注意
し、対策を実施しましょう。

資源の回収時に、中身が残っていたり、穴の開いていないカセットボン
ベやスプレー缶等が多く出されています。資源回収車の火災や処理施設で
の爆発事故の原因となり、人命にかかわる重大な事故につながる恐れがあ
ります。
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
てしまうことにもなります。
カセットボンベやスプレー缶等を出す場合は、以下の点をしっかり守っ
てください。

★予防策
①疾病発生状況を確認しましょう。
周辺にさといもが栽培されている場合、周辺の発生状況にも注意しま
しょう。
②予防散布を行いましょう。
感染前にジーファイン水和剤（1,000倍）の散布を行うことが効果的で
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。
缶がカラになったか確認する方法は、缶を振って音を聞き、「シャカシ
ャカ」「チャプチャプ」などの音がすると中身が残っているので、中身
を出して缶をカラにしてください。

★疾病が発生したら･･･
１）収穫まで２週間以内の場合
・できるだけ早く収穫しましょう。
品質が劣化する前に収穫しましょう。

○ガスを抜かれる際には火気に注意し、風通しのよい屋外で行ってくださ
い。

２）収穫まで２週間以上ある場合
・防除散布を行いましょう。
治療効果のあるアミスター２０フロアブル（2,000倍）の散布を行い
ましょう。病徴が進行しているときは、７日間隔で２回散布し、収
穫までの間１４日は空けるようにしましょう。

○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。説明書をよく確認してください。
○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。なお、数が多い場合には生活環境課までご相談ください。

(文書取扱・問合せ：生活環境課

お問い合わせは最寄りのＪＡや農業改良普及センターへ
ＪＡ西都 営農指導課
３５－４１２７
児湯農業改良普及センター
４３－２３１１

４３－３４８５)

（文書取扱：農政課）
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Information

令和２年西都市成人式の開催について
【日

時】

令和２年１月５日（日）
受付 １０：００～１０：５０
式典 １１：００～

【会

場】

西都市民会館

【対 象 者】

平成１１年４月２日～平成１２年４月１日生の方

【申込方法】

西都市に住民票がある方は申込みは必要ありません。
※西都市に住民票が無い方は申込みが必要です。
①成人者氏名（ふりがな）
②生年月日
③性別
④出身地区（中学校区）
⑤案内状送付先住所（実家など）
⑥同世帯主名
⑦電話番号
を以下の申込先まで電話・ＦＡＸ・メールにてご連絡く
ださい。

【申 込 先】

市教育委員会 社会教育課（西都市公民館内）
電話：４３－３４７９
ＦＡＸ：４３－０３９９
メール：syakyo@city.saito.lg.jp

【そ の 他】
市内在住及び市外在住の方で申込みをされた新成人者の方へは、案内状
を１１月頃に発送します。式典当日には、その案内状を必ず持参のうえご
入場ください。

（文書取扱：社会教育課）

「オレンジカフェ」を毎月１回開催します
７月は「調理実習」を行います。
「オレンジカフェ」とは「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、夏バテ予防につながる、高齢者向け簡単調理を行います。
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】

７月２５日（木）１３：３０～１５：３０
毎月第４木曜日

【開催場所】

西都市中央公民館（右松２６０６番地１）

【対 象 者】

市内在住で認知症の人・家族・関心がある人や関係機関
の方 等

【内

夏バテ予防につながる、高齢者向け簡単調理

容】

【持 参 物】

エプロン・三角巾をご持参ください。

【参 加 費】

無料

【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。
（文書取扱：健康管理課 地域包括ケア推進係）

夏の一斉クリーン活動に参加しましょう

宮崎県防災士養成研修が開催されます

妻北・妻南地域づくり協議会合同で、夏の一斉クリーン活動が、以下の
日程で実施されます。どなたでも参加できますので、ご協力をお願いしま
す。

宮崎県では、地域防災力の向上を目的として、防災士養成研修（基礎コー
ス）を７月6日(土)から8月31日(土)までの間、県内13会場で実施します。
いずれの会場でも受講は可能ですが、西都会場は以下のとおりです。
防災知識・技能を習得したい方や防災士の資格取得を目指す方はぜひご
参加ください。
開催案内・申込書は以下の宮崎県ホームページから入手できるほか、危
機管理課で配布しています。

【日時】 ８月４日（日）

午前７時～８時 ※小雨決行

◆ご自宅に、軍手・レジ袋・火バサミがあればご持参ください。
◆動きやすく、汚れても良い服装で参加ください。
◆タオル、帽子等は必要に応じて準備してください。

【開催日】８月２４日(土)９時３０分～１７時１５分（受付９時から）
【会 場】西都市コミュニティセンター
【対象者】どなたでも参加できます。
【受講料】無料（昼食・交通費等は自己負担。）
資格取得のためには資格取得試験受験料（3,000円）と認証
登録料（5,000円）が必要ですが、市ではこれらの費用を全額
助成しています。
【申込み】申込書にて、事務局（NPO法人宮崎県防災士ネットワーク）に
ＦＡＸ、電子メールまたは郵送にてお申し込みください。
宮崎県防災士ネットワーク
電 話：０９８５－５５－０４４７
ＦＡＸ：０９８５－５５－０４６７

ご参加いただける方は、保険に加入しますので、７月１９日（金）まで
にお申込みください。なお、妻地区の方はお住まいの地区の公民館長に、
妻地区以外の方、公民館長がわからない方は、以下の地域づくり協議会に
お申し込みください。
妻北小・妻南小・妻中の児童生徒とその保護者につきましては各学校を
通して募集しますので、地区の公民館長や地域づくり協議会への連絡は不
要です。
清掃活動は、妻北・妻南地区の子ども会（育成会）単位で行いますので
最寄りの地区の子ども会でご参加ください。
なお、妻地区以外の方、公民館長がわからない方は、申し込み時に集合
時間・場所を地域づくり協議会よりお知らせします。
※申し込み、問い合わせ先
妻北地域づくり協議会事務局
妻南地域づくり協議会事務局

※申込期限は８月１４日（水）となっておりますが、西都会場での定員に
達すると別会場での受講となりますので、お早めにお申し込みください。
※研修の詳細については、宮崎県ホームページ
(http://www.pref.miyazaki.lg.jp/kiki-kikikanri/kurashi/bosai/
20180511165603.html)で確認できます。

TEL/FAX ３０－３０９０（光井）
TEL/FAX ３０－３０４５（松井）

（文書取扱：市民協働推進課）

（文書取扱：危機管理課）
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「高齢者(シニア世代対象)就職面談会」開催
あなたの知識、経験をいかしませんか？
シニア世代と様々な企業・団体との「出会いの場」として就職面談会を
開催します。
この機会に、ぜひ御参加ください。
会 場
開 催 日 時
場 所
宮崎会場

7月8日 （月）14時～16時

ニューウェルシティ宮崎

都城会場

7月10日（水）14時～16時

ホテル中山荘

延岡会場

7月17日（水）14時～16時

カルチャープラザのべおか

【参加対象者】 55歳以上の方であれば、どなたでも参加できます。
【参 加 料】 無料
【お問い合わせ先】
みやざきシニア活躍推進協議会 0985-33-9321
宮崎県雇用労働政策課 0985-26-7106

催し・講座

県立産業技術専門校オープンキャンパス
（入校説明会及び体験実習）開催
県の産業界を担う中核的技能者を養成する県立産業技術専門校の令和２
年度訓練生の入校説明会及び体験実習を開催します。
専門の知識や技能を身につけることができ、県内外の多数の企業から求
人のある就職率100%の公共職業能力開発校です。
専門校の入校を検討又は専門校に関心のある方、先生、保護者等どなた
でも参加できます。
【開催期日】 7月13日(土)、8月25日(日)
10時から12時まで（概要説明等）
13時10分から15時20分まで（各科体験実習等)
【開催場所】 県立産業技術専門校
【お問い合わせ先】
県立産業技術専門校 42-6501
〒881-0003 西都市大字右松362-1

（文書取扱：商工観光課）

（文書取扱：商工観光課）

消費税軽減税率制度説明会の開催について
高鍋税務署では、事業者の方を対象として消費税の軽減税率制度に関する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。
日

時

会

場

11時～12時
7月8日(月)

定

員

25人 事前予約制
高鍋税務署付属棟 2階会議室

13時30分～14時30分
【お問い合わせ先】高鍋税務署 法人課税部門 ０９８３－２２－１３７３（代表）

25人 事前予約制
（文書取扱：税務課 市民税係）

「夏休みふれあい映画祭」を開催します

西都市働く婦人の家 主催
「ストレッチヨガ」講座

８月の人権啓発強調月間の取り組みの１つとして「夏休みふれあい映画
祭」を開催します。情感あふれる映画をとおして、お家の方やお友だちと
一緒に『人権』について話し合ってみてはいかがですか。
当日は会場ロビーにて人権ポスターの展示や人権啓発資料等の展示・配
布も行いますので、ぜひご来場ください。

＊さいとくポイント進呈対象事業です＊
ストレッチをメインにしたヨガです。柔軟性のある身体をつくり、いつ
までも若々しく過ごしましょう。
心身ともにほぐしてスッキリしませんか？

【日 時】７月２０日（土） 午後３時から午後４時５９分
（開場 午後２時３０分）
【会 場】 西都市文化ホール
【入場料】 無 料
【上映する映画】（２作品）
①「忍たま乱太郎のがんばるしかないさシリーズ（第２巻あたたかい心
でしんせつにする）」（１０分）
企画・制作：東映株式会社 教育映像部
本作は25年以上続く人気アニメシリーズを用いた道徳教材である。作
中に登場する忍たま３人組が、お使いの道中で遭遇する人々との出会
いの中で、温かい心遣いや親切を学ぶ作品となっている。
②「ズートピア」（１０９分）配給：ディズニー
動物たちが人間のように暮らす楽園ズートピアを舞台に、“夢を信じ
る”ウサギの新米警官ジュディが、“夢を忘れた”キツネの詐欺師ニ
ックとともに、楽園に隠れた驚くべき秘密に挑むファンタジー・アド
ベンチャー。
【主 催】 西都市、宮崎県人権啓発推進協議会、
宮崎県人権啓発活動ネットワーク協議会

【開講日】8月6日（火）10時～11時30分
毎月第1・3火曜日（全12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。
【費 用】友の会費200円（初回のみ）
【持参品】ヨガマット、長めのフェイスタオル、水分補給用飲料水
【定 員】15人（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、FAXでお申込みください。
○FAXの場合、必要事項をご記入の上ご応募ください。
※必要事項…①講座名「ストレッチヨガ」とご記入ください。
②氏名（ﾌﾘｶﾞﾅ）、③住所、④電話番号・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。
○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 7月1日（月）～27日（土）
○問合せ先 西都市働く婦人の家 TEL32-6300 FAX32-6333

※小学生未満のお子様は、保護者の方と一緒にお越しください。
会場の席は４１５席（車椅子席３席を含む）となっています。満席の場
合は、入場できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

（文書取扱：商工観光課）

（文書取扱・問合せ：市民協働推進課 ４３－１２０４）
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西都市働く婦人の家 主催
「フラワー１ｄａｙレッスン」講座
～ドライフラワーのスワッグ～

西都市働く婦人の家 主催
「竹細工」講座

＊さいとくポイント進呈対象事業です＊

竹細工の基礎を学びながら作品を製作する講座です。今回は竹ひご作り
から始めて、カゴやコースターを作ります。竹はしなやかで美しく色や香
りの変化も楽しめます。
日本の伝統工芸に触れてみませんか？

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しょう。今回は夏らしい涼しげな花材でスワッ
グを作ります。
オシャレに束ねるコツや飾り方のアレンジを学びませんか？
【開講日】8月8日（木）19時30分～21時
【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。
【材料費】2,500円程度
【持参品】不要
【定 員】10人（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、FAXでお申込みください。
○FAXの場合、必要事項をご記入の上ご応募ください。
※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電話番号・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。
○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 7月1日（月）～27日（土）
○問合せ先 西都市働く婦人の家 TEL32-6300 FAX32-6333
（文書取扱：商工観光課）

＊さいとくポイント進呈対象事業です＊

【開講日】8月8日（木）・22日（木）・29日（木）〈全3回〉
10時～15時（休憩1時間を含む）
【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。
【材料費】1,000円程度
【持参品】厚手のエプロン、作業用厚手ゴム手袋、筆記用具
【定 員】8人（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、FAXでお申込みください。
○FAXの場合、必要事項をご記入の上ご応募ください。
※必要事項…①講座名「竹細工」とご記入ください。
②氏名（ﾌﾘｶﾞﾅ）、③住所、④電話番号・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。
○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 7月1日（月）～27日（土）
○問合せ先 西都市働く婦人の家 TEL32-6300 FAX32-6333
（文書取扱：商工観光課）

「パスタ料理」講座

「苔テラリウム」講座

＊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、「スペシャルナポリタン」講座を開催します。
レストランで出てくるようなおいしくて見栄えのするナポリタンを作って
みませんか。

勤労青少年ホームでは、「苔テラリウム」講座を開催します。
ガラス容器の中で育てる苔の森。リビングやデスクに置ける癒やしのインテ
リアになります。自分だけの小さな世界を作ってみませんか。

【開講日】8 月 3 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 人につき）
【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】フライパン、エプロン、三角巾、手拭きタオル、
飲み物（水分補給）
【定 員】10 人（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 2 階デベロップサイトで無料で作ることができます）

【開講日】8 月 10 日（土）14 時～15 時
【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。
【材料費】1,500 円（1 人につき）
【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】ゴム手袋、手拭きタオル、飲み物（水分補給）
【定 員】8 人（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 2 階デベロップサイトで無料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
○受付期間 ： 7 月 1 日（月）～26 日（金）
○問合せ先 ： 西都市勤労青少年ホーム TEL/FAX：32-6301

◆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
○受付期間 ： 7 月 1 日（月）～8 月 2 日（金）
○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）

（文書取扱：商工観光課）
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募集

令和２年西都市成人式
実行委員会メンバー大募集

「西都夏まつり」ステージイベント
参加者募集

西都市教育委員会では、来年１月に開催する「成人式」の企画・運営を
行う実行委員を募集します。
一生に一度の成人式、自分たちの手でオリジナリティあふれる心に残る
ものにしてみませんか？

西都夏まつりの季節が近づいてまいりました。今年も7月19日(金)～21日
(日)の日程で互親組太鼓台、各種ステージ等々盛大に開催いたします。 以
下のステージイベントの参加者を募集しています。詳細は実行委員会まで
お問い合わせください。

【内

１．イベント名

容】

【実行委員】

実行委員会を組織し、月１～２回程度の会議を行い、成人
式の企画から準備、当日の運営までを手がけます。
※成人式予定…令和２年１月５日（日）

西都 歌うまい王決定戦（カラオケ大会）
※優勝者には、 賞金 30,000円＋副賞
特別賞には、 賞金 10,000円 が贈呈されます。
参加賞もございますので、ふるってご参加ください。

令和２年新成人者
（平成１１年４月２日～平成１２年４月１日生）
※前年度成人者や来年度新成人者も参加できます。

２． 開催日時

7月20日（土）20時～（予定）

【申込締切】

８月３０日（金）まで

３．申込締切

7月10日（水）
※定員になり次第募集を締め切らせて頂きます。

【申込方法】

以下の申込先に①氏名②住所③電話番号④生年月日を電話
かＦＡＸでご連絡ください。
※お友達を誘っての参加も大歓迎です！

【そ の 他】

第１回実行委員会を９月中旬頃開催します。

＜お問い合わせ先＞
〒881-0033 西都市大字妻1538-1
西都商工会議所内
西都夏まつり振興会事務局 43－2111

【申込み・問合せ先】 市教育委員会 社会教育課 社会教育係
電話：４３－３４７９/ＦＡＸ：４３－０３９９
E-mail：syakyo@city.saito.lg.jp

（文書取扱：社会教育課）

（文書取扱：商工観光課）

西都市の誘致企業(マスオカ)で
一緒に働きませんか

西都児湯クリーンセンターで
働いてみませんか

工業用ゴムパッキンの製造・販売を行っている株式会社マスオカは、事
業の拡大に伴い、以下のとおり従業員を募集しております。

西都児湯クリーンセンターの作業業務委託先である「合資会社西都児湯
環境社」がパート労働者（正社員）を２人募集しています。

１．就 業 場 所：西都市大字穂北870番地 43-5454
２．就 業 時 間：9：10～15：00
３．雇 用 形 態：パート
４．休
日：日・祝日・その他（会社カレンダーによる）
５．加 入 保 険 等：雇用、労災
６．募 集 職 種：【職種１】製品検査員
工業用ゴムパッキンの製品検査業務など
【職種２】商品出し入れ及び製品出荷
倉庫内製品の出し入れ作業、製品の出荷作業など
７．賃
金：時給770円
８．年
齢：不問
９．経
験：不問
10．応 募 先：ハローワークにて所定の手続きが必要となりますので、
応募方法については西都市ふるさとハローワーク
（43－1432）までお問い合わせください。
11．そ の 他：正社員の募集も合わせて行っておりますので、詳細は西
都市ふるさとハローワークまでお問い合わせください。
（文書取扱：商工観光課）

○就業場所
○業務内容
○募集人員
○定
年
○休
日
○賃
金
○勤務時間
○福利厚生
○応募資格
○選考方法
○応募方法

西都児湯クリーンセンター
（西都市大字南方６５４８番地１）
資源ごみ（缶・びん類、ペットボトル、容器包装プラスチ
ック）の手選別作業、敷地内環境整備、その他付随作業
２人
６３歳（再雇用６５歳まで）
土曜日、日曜日、祝日、年末年始、有給休暇制度あり
時給８８０円（通勤手当等、賞与、退職積立金あり）
９時～１６時
（休憩時間：昼６０分、午前・午後各２０分）
社会保険（健康保険、厚生年金保険）、労災、雇用保険
不問、未経験者歓迎
面接、書類選考
ハローワークにて所定の手続きが必要になります。応募方
法や条件等の詳細はハローワーク高鍋（２３－０８４８）
までお問合せください。
（文書取扱：生活環境課）

内職求人のご案内
本市の誘致企業である「株式会社有村産業」が以下のとおり、内職の募集をしております。
職
種：在宅内職作業
募 集 人 数：２～３人
作 業 内 容：シール機による袋のシール加工
そ の 他：食肉包装用途であるため清潔な６畳程度の部屋が必要、機械貸与あり
賃
金：成果報酬型（１枚当たり８円～）
問 合 せ 先：株式会社有村産業（担当：伊藤） ３２-５２２２
１日当たり４～５時間程度の作業で月収５～６万円程度
（文書取扱：商工観光課）
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令和元年度西都市民会館自主事業

市民提案型ロビーコンサート出場者募集
西都市民会館では、今年度も様々な文化事業を展開するにあたり、「市
民提案型ロビーコンサート」出場者を募集いたします。どうぞ皆様の発表
の場としてご利用ください。詳しくは西都市民会館まで。
【募集期間】 ７月２日(火)～８月３１日（土）
【募 集 数】 ２事業
【募集要項】 西都市内で活動を行っている団体、もしくは個人
令和２年３月３１日までに開催できる事業
（会館の空いている日程内で調整になります）
【企画内容】 ロビーで開催できる程度のコンサート企画
※予算等についてはお問合せください。
【 審 査 】 ９月上旬（審査後、申込者へ通知します）
【お問合せ】 西都市民会館 ４３－５０４８
西都市民会館の事業等を記載しております！ぜひご覧ください。
■西都市民会館ホ ー ム ペ ー ジ http://fep6.jp
■西都市民会館フェイスブック

募集

西都市民会館サポートスタッフ募集
お客様をお迎えする立場として、
一緒におもてなしをしてくださる仲間を募集しています。
西都市民会館は、多目的ホールとして年間に数本の自主事業を開催して
おります。ご来館いただいたお客様に、心地よく催し物を楽しんでいただ
けるよう笑顔で運営をしています。その中で、開催当日は受付や席の案内
など、さまざまな業務があります。西都の顔になる瞬間、一緒におもてな
しをしてみませんか？ご応募お待ちしております。
●業 務 内 容：チケットもぎり、場内整理・誘導、会場案内など
○応 募 資 格：高校生以上。性別は問いません。
●募 集 人 数：20人程度
○サポート料：時給 770円
●お 問 合 せ：西都市民会館 43-5048
※サ ポ ー トをお願いする際には、予めご連絡し調整いたします。当日職員
と打合せを行い、業務内容確認を行いますので安心してご応募下さい。
◇近日イベント情報◇
9/7 （土） オカリナ太鼓コンサート (ゲスト) 宗次郎・橘太鼓響座
10/17（木） 宮川彬良・米良美一ふたりの歌謡ショウ
ホームページとフェイスブックで、いろいろな情報を発信しております。
■西都市民会館ホ ー ム ペ ー ジ http://fep6.jp
■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）

（文書取扱：社会教育課）

明るい選挙啓発ポスター・書道作品募集
令和元年度明るい選挙啓発ポスター及び書道作品を募集します。
１ 募集期間
８月２８日（水）※必着
２ 応募資格
西都市内の小学校児童、中学校又は高等学校の生徒
３ 提出先
小中学校又は高等学校を通じて、西都市選挙管理委員会に提出してくだ
さい。ただし、市外の学校に通学している方は直接西都市選挙管理委員
会に提出してください。
４ 応募の内容など
（１）ポスターの部
○内容
明るい選挙を呼びかける内容を、自由に表現してください。
○紙のサイズ
Ｂ版４つ切(５４２mm×３８２mm)、８つ切(３８２mm×２７１mm)
もしくはそれに準ずる大きさ
○注意事項
作品の裏右下に市町村名、学校名、学年、氏名(ふりがな)及び性別
を必ず書いてください。
（２）書道作品の部
○文字
小学校
１年…ひと ２年…せきにん ３年…生活
４年…投票 ５年…清き一票 ６年…投票参加
中学校
１年…明るい選挙 ２年…身近な政治
３年…日本国憲法
高等学校 １年…主権者教育 ２年…期日前投票
３年…公職選挙法
○字体
小中学生及び中学１年生…楷書
中学２、３年生及び高校生…行書

○紙の大きさ
書道用半紙(縦３３．５cm、横２４．５cm以内)
○注意事項
左端に学校名、学年及び氏名を必ず書いてください。
５ 賞
宮崎県選挙管理委員会による審査で次のとおり賞を決定します。
なお、入賞者全員に、記念品を贈呈します。
ポスターの部

書道作品の部

特選

各学年

1点

各学年

1点

金賞

各学年

1点

各学年

1点

銀賞

各学年

1点

各学年

1点

銅賞

各学年

2点

各学年

2点

小学校

50 点

小学校

50 点

中学校

20 点

中学校

20 点

高等学校

20 点

高等学校

20 点

佳作

また、応募者全員に西都市選挙管理委員会より記念品を贈呈します。
６ 展示会
県審査会における入賞作品については、次により展示されます。
（１）期日：９月２８日（土）～１０月５日（土）※予定
（２）場所：イオンモール宮崎 ※予定
詳しくは選挙管理委員会までお問合せください。
（文書取扱・問合せ：選挙管理委員会
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相談

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

７月１６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１階
人権擁護委員 ２人

その他関係機関でも、面談・電話による相談を平日午前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）

労働相談窓口について
職場のトラブル１人で悩んでいませんか
県内の労働者、労働組合又は事業主などからの労働問題に関する様々な
相談に応じるため県内４カ所（宮崎、日南、都城、延岡）に相談窓口（中
小企業労働相談所）を設置しています。
職員による相談・アドバイスを行っていますので、気軽に御相談くださ
い。
相談は無料です。
名称

電話番号

所管区域

宮崎中小企業
労働相談所

0985-26-7106

宮崎市、西都市、東諸県郡、児湯郡

日南中小企業
労働相談所

0987-22-2714

日南市、串間市

都城中小企業
労働相談所

0986-23-4518

都城市、小林市、えびの市
北諸県郡、西諸県郡

延岡中小企業
労働相談所

0982-33-2862

延岡市、日向市、東臼杵郡
西臼杵郡

（文書取扱：商工観光課）

西都市地域子育て支援センターつばさ館
２０１９年７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）
<７月の行事予定>
＊７月からプールが始まります。
１日（月）７月の製作
※～今月中 随時
３日（水）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並行して実施します）
５日（金）給食試食会(予約制)
※１食350円
９日（火）英語であそぼう(予約制)
AM10：30頃～
11日（木）誕生会(７月生まれ)
AM10：30頃～
12日（金）リトミック
AM10：30頃～
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） AM10：30頃～
18日（木）おでかけ支援（生きがい交流広場） AM10：30頃～
19日（金）つばさ館カフェ（予約制）
AM10：30頃～参加費200円
23日（火）給食試食会(予約制)
※１食350円
24日（水）足育講座 講師：成田あす香さん
AM10：00～11：00
26日（金）つばさ館カフェ（予約制）
AM10：30頃～参加費200円
29日（月）モンテであそぼう
AM10：30頃～（モンテッソーリ教育に、気軽に触れて頂ける体験会です）
30日（火）親子クッキング(予約制)
※参加費150円
※つばさ館カフェは、19日（金）か26日（金）のどちらかに１回のみご予約ください。
◆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ください。
（・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）
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（文書取扱：福祉事務所）

