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1 子宮頸がん検診（20歳以上）のご案内
2 10月1日から年金生活者支援給付金制度が始まります
西都市粗大ごみ置き場への搬入のお願い
3 農業用廃プラスチックの通常収集日（10～12月）について
4 9月24日～10月1日は「環境衛生週間」です
西都市提携「ろうきん教育ローン」のご案内
5 ハロウィンジャンボ宝くじが発売されます

10 後継者バトンタッチセミナー

募集
10 第16回みやざきフェニックス・リーグ アルバイト募集
11 花のまちづくりコンクール開催のお知らせ
市民会館自主事業 コノハナサクヤ姫の花ものがたり
『この花咲くよコンテスト』
12 第33回 西都古墳まつり 各種募集
13 西都市長距離記録会参加者募集
令和2年度「児童福祉週間」標語の募集について

催し・講座
5 西都市戦没者追悼式の開催について
6 伊東満所（マンショ）顕彰事業
「令和遣欧少年使節報告会」を開催します
「記紀の道」書道展について
7 「交通安全教室」を開催します
宮崎県障がい者スポーツ教室開催
8 西都市働く婦人の家利用者友の会 第33回秋まつり
勤労青少年ホーム 「秋の寄せ植え」講座
9 10月7日～28日 第16回みやざきフェニックス・リーグ開催

相談
14 高鍋年金事務所が出張年金相談を行います
消費生活に関する巡回相談のご案内
15 司法書士による消費生活無料相談をご利用ください
行政相談所のご案内

その他
15 西都市青少年育成センタ―便り
16 図書館だより10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

案内

子宮頸がん検診（20歳以上）のご案内
子宮がんは、子宮の入り口にできる『子宮頸がん』と、子宮の奥にできる『子宮体がん』があります。日本の子宮がんの8割が『子宮頸がん』です。
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。
【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）
※次の①～⑤に該当する方は無料です。
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。コンビニ発行不可）
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 10 年 4 月 2 日～平成 11 年 4 月 1 日生まれの方）
※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。
【検査内容】問診、視診、細胞診
≪集団検診≫ 申込み先：健康管理課 健康推進係 43-1146
※申込は随時受け付けています。定員になり次第受付終了です。
※小さな子どもがいてなかなか検診に行けないお母さんへ
集団検診の場合、検診中にお子さんをお預かりすることが出来ます。
ご希望の方は申込みの際にお伝えください。
日程
受付時間
検診場所
申し込み期限
9：30～11：00
10 月 31 日(木）
西都市民会館
10 月 4 日(金）
13：30～14：00
9：00～ 9：30
都於郡地区館
11 月 1 日(金)
11：00～11：30
三納地区館
10 月 4 日(金)
13：30～14：00
市役所穂北支所
1 月 19 日(日)
9：00～11：00
保健センター
12 月 11 日(水)

【当日持参するもの】保険証、自己負担金、検診受診票、
がん検診受診券はがき
※検診受診票については事前に郵送します。
【注意事項】
●妊娠中の方や妊娠の可能性のある方は、集団検診は受診できません
のでかかりつけの病院で受診してください。
●最近 6 か月以内に不正性器出血（一過性の少量の出血・閉経後の出
血等）、月経異常（過多月経・不規則月経等）がある方は、再検査
になる可能性があるため医療機関での受診をお勧めしています。
●生理中の検診は、再検査になる可能性があるので避けましょう。
●着脱の楽な服装で受診しましょう。ズボンよりフレアスカートが便
利です。
≪医療機関による個別検診≫ （令和２年2月29日(土)まで）
※指定医療機関に直接お申し込みください。
河野産科婦人科医院
古賀総合病院
坂田病院
22－0341
(0985)39－8888
22－3426
はまだレディス
谷山産婦人科医院
はた産婦人科医院
クリニック
(0985)74－0078
(0985)28－3511
(0985)39－0087
ひろしま通り
細川レディス
まつ婦人科
ウィミンズクリニック
クリニック
クリニック
(0985)60－7807
(0985)22－7313
(0985)62-3555
花ヶ島ウィメンズクリニック ブレストピア宮崎病院(今年度5月～)
(0985)25-8883
(0985)29－3850
※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。
（文書取扱：健康管理課 健康推進係）

10月1日から
年金生活者支援給付金制度が始まります

西都市粗大ごみ置き場への搬入のお願い
西都市粗大ごみ置き場に搬入できる粗大ごみは、家庭の日常生活に伴って
生じたごみで、市の指定袋に入らない大きさのものに限ります。
市指定ごみ袋に入るものは、ふだんの収集で出してください。その際はき
ちんと分別を行って出してください。
家庭から出るごみであっても、日常生活に伴って生じたごみ以外は持ち込
めません。したがって自分で解体等を行った建築廃材等（トタンやスレー
ト・壁材・サッシ等）は産業廃棄物として処理すべきものと判断する場合が
あります。
詳しくは、生活環境課（４３－３４８５）または西都市粗大ごみ置き場
（４２－６６６３）へお問い合わせください。

年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準以下の
年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるもので
す。受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本
年金機構（年金事務所）が実施します。
■対象となる方
◎老齢基礎年金を受給している方
以下の要件をすべて満たしている必要があります。
・65歳以上である
・世帯員全員が市町村民税が非課税となっている
・年金収入額とその他所得額の合計が約８８万円以下である
◎障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方
以下の要件を満たしている必要があります。
・前年の所得額が約４６２万円以下である
■請求手続き
①平成３１年４月１日以前から年金を受給している方
対象となる方には、日本年金機構から請求手続きのご案内を9月上旬
から順次送付しております。同封のはがき（年金生活者支援給付金請
求書）を記入し提出して下さい。
②平成３１年４月２日以降に年金を受給しはじめた方
年金の請求手続きと併せて年金事務所または市区町村で請求手続き
をして下さい(年金の請求がお済みの方は、お手続きは不要です）。
■日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意下さい。
日本年金機構や厚生労働省から、口座番号をお聞きしたり、手数料な
どの金銭を求めることはありません。
※年金生活者支援給付金のご請求でお困りになったときには、お電話下
さい。
『給付金専用ダイヤル』：０５７０－０５－４０９２（ナビダイヤル）

●持ち込みできる日

祝日、１２月３１日から１月３日を除く毎日

●持ち込み受付時間

午前８時３０分から午後４時３０分
（正午から午後１時は休憩時間となります。）

●持ち込む際の注意事項
・本人確認のため免許証等の提示をお願いしております。
・車の出入が多いので、ご注意ください。
・必ず職員の指示にしたがってください。
・持ち込んでも受け付けすることのできないごみもあります。あらかじ
めご了承ください。
・できる限り自分で持ち込んでください。自分で持ち込めない場合は、一
般廃棄物収集運搬業許可業者等に依頼してください。

（文書取扱：生活環境課）

（文書取扱：市民課）
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農業用廃プラスチックの通常収集日（10～12月）について
【収集日】
１０月から１２月までの農業用廃プラスチック収集日は下の表のと
おりです。
１月以降の収集については、１２月頃にお知らせします。
童子丸集積所
ビニール

ポ

三財集積所
リ

ビニール

ポ リ

１０月

２日

１６日

９日

２３日

１１月

６日

２０日

１３日

２７日

１２月

４日

１８日

１１日

２５日

★持ち込む際には「農業用使用済プラスチック排出者カード」を必ず持
参し、提示してください。お手元に無い場合は再発行の手続きをして
ください。
【持込時間】
午前９時 ～ 午後４時
ただし、正午～午後１時は休憩のため受入を中断します。
【直接搬入】
上記の収集日以外に持ち込みを希望する場合、お急ぎの場合は以下の
事業者へ直接持ち込んでください。
事業者名 宮崎県産業廃棄物再生事業協同組合
所 在 地 宮崎市大字島之内2932番地
電話番号 ０９８５－３９－２２６１
受入時間 月～金 (祝祭日を除く)午前９時～午後４時
★営業日が変更となる可能性があるため、事前に確認してから持ち込ん
でください。

【処理費と分別】
塩化ビニール
ビニール
※ただし、シルバービニールは９月２４日実施予定の『特
５円/kg
別収集日』に引き取ります。
ポリフィルム、シルバーポリ、ＰＯ系フィルム、
クリンテート、プチプチ、暖房用ダクト、谷シート、
止水シート、
ポリ
サイレージラップ（ネット状のものは不可）、
２３円/kg
肥料袋（麻袋の様に編んでいるものは不可）、
柔らかい灌水チューブ（固い部分は除去）、
柔らかい育苗ポット（固いものは不可）、
柔らかい液肥容器（固い容器、農薬容器は不可）
★上記に分別できない農業用プラスチックは、特別収集日を設けて収集しま
すので、絶対に持ち込まずに各自で保管してください。
★処理費は、排出の前後にトラックスケールで計量した後に『現金』または
『農業用使用済プラスチック排出者カード(デポジット)』でお支払いくだ
さい。
★肥料袋、サイレージラップの中にペットボトル、サイレージネット等の異
物を混入して搬入する方が散見されますので、絶対に異物は混ぜないでく
ださい。
★液肥容器は中をきれいに洗浄し、キャップ・容器口等の固い部分を取り除
いてから持ち込んでください。
★ビニールは長さ１ｍ・幅５０cm・重さ２０kg程度、ポリは重さ１０kg程度
に、耳ひもやダンバンドを使用して結束してください。また、サイドの耳
ひもは抜いておき、作物屑や針金などの異物が無いように注意してくださ
い。
（文書取扱・問合せ：西都市農業用廃プラスチック適正処理対策推進協議会
≪事務局：農政課 園芸特産係 ３２－１００３≫）

9月24日～10月1日は「環境衛生週間」です

西都市提携「ろうきん教育ローン」のご案内

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」が施行された９月２４日「清掃の
日」から、「浄化槽法」が施行された１０月１日「浄化槽の日」までの期間
を「環境衛生週間」と定めています。
「ごみ減量 みんなで進める リサイクル －ゴミゼロ型社会を目指し
て－」という標語の元、みなさんも身近なところからごみ減量やリサイクル
に取り組んでください。

義務教育終了後のお子様の教育に必要な学資について、市と九州ろうき
んとの提携による西都市教育資金融資制度がありますので、是非ご利用く
ださい。
●融資要件

○ごみを減量しましょう
※もったいない精神が大事です。以下を参考にしてみてください。
・買い物にエコバッグを持って行く。
・食品ロスが出ないようにする（たくさん作りすぎない、残さず食べる）。
・生ごみ処理機器購入費補助金を活用し、家庭生ごみ処理容器で生ごみを
減量する。
○浄化槽の適正な管理をしましょう
・溜まった汚泥を引き抜き、機器の洗浄を行う「清掃作業」を毎年１回
以上行う必要があります。
・浄化槽の機能を点検し、装置の調整・修理、清掃時期の判断、消毒剤の
補充などを行う「保守点検作業」を毎年３回以上行う必要があります。
・浄化槽が適正に管理され、正常に働いているかを検査する「法定検査」
を毎年１回行う必要があります。

以下要件を全て満たす方
・西都市内に居住している方
・お子様等が、高等学校、専門学校、短大、大学等への入
学の決定した方、又は在学している方
・完済時年齢が６５歳未満である方
・税込年収が９００万円以下の方
・安定継続した年収が１５０万円以上の方
・市税等を滞納していない方
・勤続年数が１年以上の方
・九州ろうきん指定の保証が得られる方
※融資の決定については、「九州ろうきん」の審査有
●融資金額
３００万円以内（１０万円単位）
●返済期間
１０年以内（最長４年の元金据置期間を含む）
●金
利
年利１．３％（固定金利） ※別途保証料が必要
●返済方法
元利均等返済方式（在学期間に限り元金据置返済も可）
●保
証
（一社）日本労働者信用基金協会による保証
※原則、保証人・担保は不要です。
●準備する物 在学証明書または入学が決定したことを証明できるもの、
運転免許証、健康保険証、源泉徴収票（収入がわかる書類）、
市税完納証明書
※その他、審査上必要な書類等をご用意いただく場合があ
ります。
【問合せ・申込先】九州ろうきん西都支店

（文書取扱：生活環境課）

４３－１２１２
（文書取扱：商工観光課）
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ハロウィンジャンボ宝くじが発売されます

西都市戦没者追悼式の開催について

ハロウィンジャンボ宝くじが９月２４日(火)から１０月１８日(金)まで
次のとおり販売されます。

先の大戦における戦没者に対して追悼の意を表し、恒久平和を祈念する
ために、戦没者追悼式を開催します。各地区で開催されていた追悼式を、
合同で開催するようになって、今年度で第１９回を迎えます。
戦争の悲惨さや平和の尊さを改めて考えるよい機会となりますので、市
民の皆さまには、ご参列をいただきますようご案内申し上げます。

『今年のハロウィンジャンボは、１等・前後賞合わせて５億円！！』
１等
３億円 ×
８本
前後賞各
１億円 ×
１６本
※当せん本数は発売総額２４０億円・８ユニットの場合

『ハロウィンジャンボミニは、１等・前後賞合わせて3,000万円！』
１等
２，０００万円 × １６本
前後賞各
５００万円 × ３２本
※当せん本数は発売総額１２０億円・４ユニットの場合

この宝くじの収益金は市町村の明るいまちづくりや環境対策、高齢化対
策など地域住民の福祉向上のために使われます。
この機会にぜひお買い求めください。

（文書取扱：財政課）

●日 時：１０月５日（土） 午前 ９時 ：開 場（ 受 付 ）
午前１０時 ：式 典（ 開 式 ）
午前１１時 ：アトラクション
午前１１時半：閉 会
●会 場：西都市民会館
※宮崎県平和記念資料展示室の資料、西都市内７カ所の戦没者慰霊碑の
位置図・写真等も展示します。是非お越しください。
【問合せ先】
西都市戦没者追悼奉賛会（福祉事務所）

３２－１０１０

（文書取扱：福祉事務所）

伊東満所（マンショ）顕彰事業
「令和遣欧少年使節報告会」を開催します

「記紀の道」書道展について

【発表者】 ３名

西都市では、妻北地区に残る神話の伝承地をめぐる道「記紀の道」を整
備しています。この地区には古墳や神話の伝承地、古くから存在する巨木
等があたりまえのように点在しており、「記紀の道」はこうした古代と現
代が併存する風景が次から次へと印象的に展開していく道として計画・整
備を進めています。特に逢初川沿いに整備された区間は、川のせせらぎが
心地よく、自然の豊かさを感じることのできる道です。
この「記紀の道」をまずは地域の人に知っていただいて、一緒にPRして
いきたいと考え、西都市内の小学生を対象に「記紀の道」の書道作品を募
集しました。
このたび、子ども達が書いた作品が集まりましたので、このはな館にて、
「記紀の道」書道展を開催します。また、この中の優秀作品2点については、
記紀の道を示すサインの題字として採用し、現地に設置します。昨年度の
優秀作品5点は、今年3月「記紀の道」に設置しました。
このはな館や記紀の道で、神話の伝承や自然に触れながら、子ども達の
書いた「記紀の道」を、是非ご覧ください。

●派遣者（西都市）
西都市立三納中学校３年
宮崎日本大学中学校１年

【開催日】9月25日（水）～10月6日（日）
【場 所】このはな館
※開館時間は9時～17時、9月30日（月）は休館です。

天正遣欧少年使節ゆかりの地である宮崎県西都市、長崎県大村市、西海
市、雲仙市、南島原市、波佐見町では、数年に１度、中学生を遣欧少年使
節としてヨーロッパに派遣しています。
今年、本市の代表に選ばれ、ヨーロッパを訪問した中学生２名及び引率
者による報告会を以下の日程で開催します。
マンショゆかりの地や現地の方との交流など、中学生たちの貴重な体験
談を聞くことができるまたとない機会です。
多くの皆さまのご参加をお待ちしています。
【日 時】 １０月２５日（金）午後７時～約１時間
【会 場】 西都市コミュニティセンター２階 図書室

●引率者
商工観光課

主事

長友 束紗（ながとも つかさ）さん
杉田 栄人（すぎた はると）さん

※お願い※
「記紀の道」は自然を楽しみながら、ゆっくり散策する散歩道です。車
が通行しないため、近所の方や子ども達も散歩に利用していますが、犬の
フンが多く困っています。みんなが気持ちよく散策できるよう、ご協力を
お願いいたします。

小川 美智（おがわ みさと）

（文書取扱・問合せ：商工観光課 都市デザイン係

（文書取扱：社会教育課）
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「交通安全教室」を開催します

催し・講座

宮崎県障がい者スポーツ教室開催

＊さいとくポイント進呈対象事業です＊
妻南地域づくり協議会が、西都警察署、西都地区交通安全協会の協力の
もと、交通安全教室を開催します。講話に加え、シミュレーター設備を使
用した貴重な体験講習も受けられる内容となっています。どなたでも参加
できますのでぜひお越しください。
【日 時】９月２１日（土） 午後１時３０分から午後３時
【会 場】あいそめ館（別館）
※駐車場は係員が案内します。
【参加費】無 料
【対 象】どなたでも参加できます。
【プログラム】
１ 開会
２ 主催者あいさつ
３ 西都地区交通安全協会・体験型安全講習
① 危険予知トレーニング体験講習
② 安全運転適性シミュレーター講習
③ 歩行シミュレーター体験講習
④ 相談コーナー（交通ルール・免許証更新等）
４ 交通安全講話
５ まとめ
６ 閉会
【申込み】不要
【問合せ】妻南地域づくり協議会事務局 ３０－３０４５

（文書取扱：市民協働推進課）

宮崎県障がい者スポーツ教室が以下のとおり開催されます。
このスポーツ教室は、日常生活の中でも実践できる障がい者スポーツや
レクリエーション活動の普及と充実発展を図り、体力維持増進に寄与する
ことを目的としています。
多数のご参加をお待ちしております。
【 日 時 】１１月１３日（水）午後１時３０分～午後３時
【 場 所 】西都市勤労青少年ホーム
【 種 目 】●ボッチャ
ボール（表皮は手縫いの皮製）を投げて目標（ジャックボー
ル）に近づけるように投げ合う競技です。
※パラリンピックの正式種目にもなっています。
●オーバルボール
４または２方向より楕円ボールを中央のポイントゾーンに
転がして得点を競う競技です。
【そ の 他】運動をしやすい服装でお越しください。また、体育館シュー
ズをご持参ください。
【受付窓口】福祉事務所 障害福祉係 ４３－１２０６
午前９時～午後５時
※電話・窓口にて受付を行います。
【申込締切】１０月２５日（金）

（文書取扱：福祉事務所）

西都市働く婦人の家利用者友の会
第33回秋まつり

「秋の寄せ植え」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、「秋の寄せ植え」講座を開催します。
季節を感じながら、秋の深いトーンの植物を使った寄せ植えを作ってみ
ませんか。

西都市働く婦人の家では、利用者友の会による秋まつりを開催します。
作品展示、舞台発表など日頃の成果・作品を発表します。たくさんの講座
がありますので、ぜひ観にいらしてください。ご来場お待ちしています。

【開講日】10 月 24 日（木）19 時～20 時 30 分
【場 所】西都市勤労青少年ホーム（集会室）

◆作品展示◆
【会 場】まちなかギャラリー夢たまご
働く婦人の家 図書コーナー・講習室２
【日 時】１０月１５日（火）～２０日（日）１０時～１７時
※作品入れ替えのため１７日（木）は１０時～１３時まで
※最終日の２０日（日）は１０時～１６時まで
【内 容】●まちなかギャラリー夢たまご
前半：パッチワーク、俳句、アクリル画
後半：水彩画、油絵
●働く婦人の家図書コーナー・講習室２
前半：手芸、洋裁、書道、ペーパークイリング
後半：竹細工、写真、華道、絵手紙、編み物、着付け他

【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】2,000 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
【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 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。

◆舞台発表◆
【会 場】西都市文化ホール
【日 時】１０月１９日（土）１３時～
【内 容】二胡、コーラス、オカリナ、健康体操、社交ダンス、着付け、
太極拳、フラダンス
※お茶席（無料）１１時～（１００席限定、無くなり次第終了）

○受付時間

： 月～土曜（13 時～20 時）※日曜・祝日は休館

○受付期間

： 9 月 17 日（火）～10 月 15 日（火）

○問合せ先

： 西都市勤労青少年ホーム TEL/FAX：32-6301

〇問合せ先 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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10月7日～28日

催し・講座

第16回みやざきフェニックス・リーグ開催

今年もいよいよ「みやざきフェニックス・リーグ」（秋季教育リーグ）
が開催されます。プロ野球ファームシーズンが終了した 10 月に行われ、
主に若手選手の育成・強化を目的に行われます。国内のプロ野球 12 球団
に加えて、韓国プロ野球チーム３球団、四国アイランドリーグ plus 選抜
の全 16 球団が参加します。
宮崎・西都・日南・日向の球場で行われる全 144 試合のうち、15 試合
が西都原運動公園野球場にて行われます。未来のスター選手を間近で観る
チャンス！観戦無料！ぜひお気軽にご観戦ください。
・・・・■ 関 連 イ ベ ン ト ■ ・・・・
【オープニングセレモニー】 会場：西都原運動公園野球場
１０月７日（月） １２時２０分～予定
西都菜の花レディから両球団へ花束贈呈等が行われます。
その他サイン会などのイベントも予定しております。
詳細は決まりしだい球場などで発表します。
※上記イベントや試合は、天候等により中止・変更になる場合がありま
す。詳しくは以下までお問合せください
≪問合せ先≫ ヤクルトスワローズ等協力部会事務局
スポーツ振興課 スポーツランド推進係 43-3478

■西都原運動公園野球場の試合スケジュール■
※試合開始時間 12:30～
10 月 7 日
月
ハンファ（韓国）－ヤクルト
8日
火
ヤクルト－ソフトバンク
9日
水
四国 IL 選抜－ヤクルト
10 日
木
ヤクルト－阪神
11 日
金
練習日（予備日）
12 日
土
サムスン（韓国）－ヤクルト
13 日
日
ヤクルト－オリックス
14 日
月・祝
中日－ヤクルト
15 日
火
16 日
水
練習日（予備日）
17 日
木
四国 IL 選抜－ヤクルト
18 日
金
ヤクルト－阪神
19 日
土
斗山（韓国）－ヤクルト
20 日
日
21 日
月
練習日（予備日）
22 日
火
オリックス－ジャイアンツ
23 日
水
ヤクルト－ソフトバンク
24 日
木
斗山（韓国）－ヤクルト
25 日
金
練習日（予備日）
26 日
土
ヤクルト－中日
27 日
日
28 日
月
ヤクルト－ハンファ（韓国）

（文書取扱：スポーツ振興課 スポーツランド推進係）

後継者バトンタッチセミナー

第16回みやざきフェニックス・リーグ
アルバイト募集

西都商工会議所では、事業承継セミナーを開催いたします。
中小企業経営者の高齢化が進み、休廃業が増加傾向にあり、中小企業は
年々減少しています。中小企業がこれまで培ってきた未来に残すべき価値
を見極め、事業や経営資源を次世代に引き継ぐことが重要だと思います。
経営を次の世代に円滑に承継するには、５～１０年ほどかかります。会社
の大きな転機となる事業承継は、早めの準備、計画的な取組が必要です。
今回は、経営者や関係者を対象に、どのような課題を解決すべきか、何
が必要かを考えるセミナーを開催いたします。また、実際に事業承継に取
り組まれている企業を招待し「事業承継トークセッション」も開催します
ので、この機会に会社の未来について一緒に考えてみませんか。

今年もみやざきフェニックス･リーグが、県内各野球場において１０月７
日（月）から２８日（月）の日程で開催されます。
つきましては、西都市において開催される試合（１５試合程度）の会場
スタッフとして次のとおりアルバイトを募集します。

【日
時】１０月８日(火) １３：３０～１６：００
【場
所】西都商工会議所 ２階研修室
【定
員】３０名
【参 加 費】無料
【講
師】(独)中小企業基盤整備機構 事業承継コーディネーター
中小企業診断士 山元 理 氏
【パネリスト】佐藤鋼材株式会社
代表取締役 佐藤 健太郎 氏
【内
容】・事業承継の全体像及び経営の事業承継について
・知って得する各種事業承継支援制度の紹介
・後継者による事業承継計画作成体験談とその後の事業への
効果について
【申 込 締 切】１０月４日(金)
【申込み・問合せ先】
西都商工会議所 中小企業相談所 ４３－２１１１
ホームページ http://www.miyazaki-cci.or.jp/saito

１ 期

間 １０月７日（月）～２８日（月）のうち１５日程度
※雨天時は、試合中止に伴いアルバイトも中止となる場
合があります。

２ 時

間 西都会場は、8:30～16:30、10:00～18:00の２シフト制
※諸事情により多少時間が前後することもあります。

３ 場

所 西都原運動公園野球場

４ 業務内容

グラウンド整備、練習補助、試合運営補助、球場内外清
掃等

５ 募集条件

・小中高生を除く野球経験者優遇
・体力に自信のある方
・原則的に毎試合従事できる方
・野球用グローブを持参できる方

６ 日

当 １日当たり７，０００円（昼食付、交通費込み）

７ 申 込 先 スポーツ振興課 スポーツランド推進係 ４３－３４７８
８ 申込締切

９月２７日（金）まで ※後日採用の可否を決定します。

※専用の応募用紙（兼履歴書）での申込みが必要です。宮崎市観光協会HP
よりダウンロードするかスポーツ振興課までお越しください。
（文書取扱：スポーツ振興課）

（文書取扱：商工観光課）
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花のまちづくりコンクール開催のお知らせ
花や庭づくりを推進することにより、市民コミュニティの形成や地域の
景観向上につなげるため、花のまちづくりコンクールを実施いたします。
【応募要件】庭園や花壇等で、一般公開していただけるもの。開放する日
時や場所の限定などは、参加者のご都合にあわせて設定でき
ます。なお、花の時期、洋風・和風は問いません。
【審査対象】大小問わず適正に管理されている庭園や花壇等で西都市内に
所在するもの。
自治会・グループや事業所等の参加も可能です。
【申込方法】申込書に必要事項を記入し、商工観光課へ提出。添付書類と
して、１年以内に撮影された写真を３枚以上提出してくださ
い（そのうち１枚は、庭園又は花壇等の全体の様子がわかる
写真）。
申込書は、商工観光課に用意してあります。市ホームページ
からのダウンロードも可能です。
【申込期間】９月１７日（火）～１２月２０日（金）
（土日・祝日除く）
【審査方法】提出された申込書・写真をもとに書類審査と、必要に応じて
審査員による現地調査を行い審査を実施し、賞を決定します。
【審
査】令和２年１月中旬頃
【結果発表】西都市広報に掲載
【表
彰】令和２年２月中旬頃
【賞
品】表彰状及び副賞（商工会議所ギフト券）
最優秀賞 １０，０００円 優秀賞 ８，０００円
奨励賞
５，０００円 努力賞 ２，０００円
参加賞
花の苗
【問合わせ】商工観光課 都市デザイン係 ４３－１３２１
（文書取扱：商工観光課）

募集

令和元年度西都市民会館自主事業

コノハナサクヤ姫の花ものがたり
『この花咲くよコンテスト』
ご自慢のお花の寄せ植えを西都市民会館正面玄関に展示してみません
か。コンテスト内容(採点方法)は、出品の方にお持ちいただいた寄せ植え
の写真を撮っていただき期間中館内に写真を掲示。ご来館者にお気に入り
作品を選んでいただきそのシール数で採点いたします。出品いただいたお
客様には参加賞あり!オーディエンス賞もご用意しております。
開催期間中には、ペットボトルでつくるFlowerプールも設置。ご持参し
ていただいた花（野花や自宅で咲いた花)を挿し、プールに浮かべ“涼”と
“華やかさ”を創出します。その他、多肉植物寄せ植えワークショップも
開催！
事前申込が必要です。詳しくは西都市民会館まで。
【 日 時 】10月13日(日)10時～19日(土)12時まで
※15日(火)は休館です。
【エントリー料】無料(寄せ植えの費用は出品者のご負担になります。)
【応募資格】お花が好きな人・西都市が好きな人
【 会 場 】西都市民会館
【応募締切】10月10日(木)まで※事前申し込み必要
【 主 催 】西都市民会館
【 後 援 】西都市・西都市教育委員会・宮崎日日新聞社
【お問合せ】西都市民会館 43-5048
◆応募用紙は、西都市民会館･西都市公民館･(有)黒木農園･リーフワン・
F2GARDEN･いっちゃが広場･いきいき市場に設置しております。
◆多肉植物ワークショップ(10月13日(日)開催)は参加料1000円。とても可
愛い寄せ植えができますよ。お気軽にお問合せください。
◆10月13日(日)には、正面前広場で「音のスケッチブック(音楽イベント)」
も開催しております。
(文書取扱：社会教育課)

第 33 回

西都古墳まつり

○西都古墳まつりスタッフの募集について
西都古墳まつり実行委員会では、まつりを手伝って頂けるスタッフを
募集しています。西都古墳まつりに少しでも興味のある方は実行委員会
事務局までお問合せください。
※応募条件等は特にございませんが、未成年者は保護者の承諾が必要
になります。
※無給での活動となりますが、活動に関する傷害保険やまつり当日の
お弁当、古代衣装など必要なものは事務局で準備します。

各種募集

○たいまつ行列の一般参加者募集について
西都古墳まつりでは、たいまつ行列に参加していただける方を募集して
います。たいまつ行列参加者は、都萬神社から記紀の道をたどりながら御
陵墓前広場へ向います。皆様のご参加をお待ちしています。
日
程：11月2日（土）
集合場所：西都原御陵墓前広場 受付テント
※御陵墓前広場から都萬神社まではバスで搬送いたします。
※お車はまつり会場一般駐車場をご利用ください。
受付時間：16時～17時45分予定
行
程：18時15分 都萬神社出発予定
～19時ごろ 御陵墓前広場到着予定
申込資格：年齢制限はありませんが、4kmの行程を自力で歩ける方。中学
生以下は保護者の参加が必要です。
申込方法：観光協会に参加申込書がございますので必要事項を記入の上、
観光協会にFAXもしくは直接お持ち下さい。また、観光協会の
ホームページ（https://www.saito-kanko.jp）からも参加申
込書がダウンロードできます。
締め切り：10月18（金）
※ただし、予定定員になり次第締め切らせていただきます。
なお、締め切り後または、古墳まつり当日の申込みは受け
付けできません。

○炎の祭典の踊り手（武人）・オカリナキッズの募集について
西都古墳まつり実行委員会では、11月2日（土）の炎の祭典に出演し
ていただく踊り手（武人）と炎の祭典序曲を演奏するオカリナキッズを
募集しています。それぞれ対象年齢等については以下の通りとなりま
す。詳細については実行委員会事務局までお問合せください。
・踊り手（武人）
対象年齢：18歳以上の35歳未満の健康な男性
練習日時：毎週月・木曜の19時30分～21時30分
締め切り：9月30日（月）
※練習は既に実施していますので、早めにお問い合わせください。
予定定員になり次第締め切らせていただきます。
・オカリナキッズ
対象年齢：小学校4年生から中学生まで
練習日時：毎週月曜・木曜の19時30分～20時30分
締め切り：9月30日（月）
※オカリナの貸出しができます。練習は既に実施していますので、早
めにお問い合わせください。

【申込先及び問合せ先】
西都古墳まつり実行委員会事務局
（（一社）西都市観光協会内） TEL41-1557

FAX41-1559
（文書取扱：商工観光課）
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西都市長距離記録会参加者募集
（兼宮崎県市町村駅伝西都市選手選考会）
令和２年１月１３日（月・祝）に行われる宮崎県市町村対抗駅伝競走大
会西都市選手選考会を兼ねた記録会を以下の日程で行います。
【主催】西都市陸上競技協会
【場所】西都原運動公園陸上競技場
【日時】１０月１２日（土）
【種目及びスタート時間】
○小学５・６年女子１０００Ｍ
：午後５時３０分
○小学５・６年男子１５００Ｍ
：午後５時４０分
○中学・高校・一般女子２０００Ｍ ：午後５時５０分
○中学・高校・一般男子３０００Ｍ ：午後５時５０分
【申込方法】
スポーツ振興課・西都原運動公園クラブハウス・西都市民体育館に
申込書がありますので、必要事項を記入して１０月４日（金）まで
に備え付けの申し込みボックスに入れてください。
【その他】
○雨天決行です。
○参加料は無料です。
○記録証・表彰等はありません。
○電話での申込みはできません。
○申込みのない当日の参加はできません。
○詳しくは以下までご連絡ください。
【問合せ先】
西都市陸上競技協会

河野
佐藤

募集

令和２年度「児童福祉週間」
標語の募集について
毎年５月５日の「こどもの日」から１週間を「児童福祉週間（５月５日
～５月１１日）」と定めて、児童福祉の理念の普及・啓発のための各種行
事を行っていますが、令和２年度の児童福祉週間に向けて、その象徴とな
る標語を募集します。
詳細については、(公財)児童育成協会のホームページ（http://www.kodo
mono-shiro.or.jp/jigyo/hyougo）を御参照いただくか、以下お問合せ先ま
で御照会ください。
■募集締切

１０月２０日(日)まで

■募集内容

夢と希望をもって幸せに育つ子どもたちを応援する標語や
未来に向けての子どもたちからのメッセージとなる標語

■主 催 者

厚生労働省
(社福)全国社会福祉協議会、(公財)児童育成協会

■お問合せ先 (公財)児童育成協会
事業部 標語募集係 03－3498－4592

０９０－５２９１－３５５４
０９０－７５３２－８１５９
（文書取扱：スポーツ振興課）

(文書取扱：福祉事務所 子育て支援係)

高鍋年金事務所が出張年金相談を行います

消費生活に関する巡回相談のご案内

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。

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（祝日の場合は第４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。

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
お申込みください。

〈巡回相談日程〉
○日 時：１０月１６日（水）、１１月２０日（水）
１０時～１５時まで（１２時～１３時を除く）
○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。

【相談日】 １０月１７日（木） 次回は１１月２１日（木）
【時 間】 午前１０時～１２時、午後１時～３時
【場 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：１０/１７の相談日の場合は、９/１７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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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：１０月１日（火）、１１月５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。

相談／その他

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：１０月１０日（木）、１１月１４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
○行政相談週間に伴う巡回相談日
日時：１０月１１日（金）１０時～１２時まで
場所：都於郡地区館 講堂
○お問合せ 生活環境課 市民生活係 ４３－１５８９

（文書取扱：生活環境課）

（文書取扱：生活環境課）

西都市青少年育成センタ―便り
２学期、お子さんは元気ですか
○学校生活のリズムをつかんでいますか。
○家庭で友達や学校での話をよくしますか。
○食欲がなかったり、暗く沈んではいませんか。

☆困ったら、一人で悩まずご相談ください。
子どものことで悩みはありませんか。気軽にお電話ください。

元気がないときには、励ますだけでなく、子どもの心に寄り添い、
温かく見守り支えてあげることが大事です。

相 談 電 話

しん

みに

４

３

－

い

ろ

い

ろ

１

６

１

６

火・水・木曜日の、原則として午後１時～４時

（文書取扱・問合せ：西都市青少年育成センタ―≪社会教育課内 ４３－３４７９≫）

図書館だより10月号

西都市立図書館（43－0584）10月の休館日7・15・21・28日

●香典返し・一般寄付のお礼
平成２９年８月１日から令和元年８月３１日までに、次の皆様か
らご寄付をいただきました。厚くお礼申し上げます。尚、敬称は略
させていただきます。

【一般図書新刊のご案内】
◎言の葉連想辞典 （遊泳 舎）
◎筋肉のしくみ図鑑 （石山 修盟）
◎シーン別 山ごはんレシピBOOK （枻出版社）
◎大家さんと僕 これから （矢部 太郎）
◎２０００万円もっていないオレたちはどう生きるか
（岡 久）
◎巨大古墳の歩き方 （大塚 初重）
◎こんな時英語でなんて言う？ （ディビッド・セイン）
◎今すぐ行きたくなる！日本のお城 （城の達人倶楽部）

・香典返し寄付
寄付者名
庄司

故人

地区名

信一

庄司

重信

上三財

寿巳子

楠瀬

成雄

三財

齊藤

敦弘

齊藤

俊徳

上三財

押川

治海

長友

ヤス

童子丸

楠瀬

【児童図書新刊のご案内】 ☆は絵本です

※この欄は寄付者の掲載意思を確認した上で登載させていただいて
おります。

☆よっ、おとこまえ！ （いがらし あつし）
☆へんしんバス （あきやま ただし）
☆きょうは泣き虫 （たけがみ たえ）
☆恐竜トリケラトプスとゴルゴサウルス （黒川 みつひろ）
◎ぼくんちの海賊トレジャ （相葉 幸子）
◎手と手をぎゅっとにぎったら （横田 明子）
◎ちびまる子ちゃんの時間の使いかた （沼田 晶弘）
◎もっとざんねんないきもの事典 （今泉 忠明）

・一般寄付
昭和２０年度妻国民学校初等科卒業生一同
●読み終え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（古本市での利用を予定しています）。
なお、雑誌・古新聞・図鑑辞書・まんが・汚損・破損・青少年育
成に有害なものは受付しておりません。
※図書の受入及び取扱については、図書館に一任していただきます
ようお願いいたします。

Information

（文書取扱・問合せ：社会教育課 図書館係 TEL43－0584 FAX41-1113）
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