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案内

催し・講座

ｃ ｏ ｎｔｅｎ ｔｓ

1 子宮頸がん・乳がん・大腸がん検診
無料クーポン券が届いたら、ぜひご利用ください
2 二種混合の予防接種をお忘れなく
日本脳炎の予防接種について
3 麻しん・風しんの予防接種はお済みですか
平成24年度原子爆弾被爆者がん検診のお知らせ
4 農家の皆様へ 施設園芸の省エネルギー設備への補助について
ライター・カセットボンベ缶等は必ずガスを抜いて出して下さい
5 市民課からお知らせとお願い
国民年金保険料の免除制度をご存知ですか
6 第２３回インターネット公売を行います
宮崎交通株式会社が発行するバス定期券について

9 なかよしランド（育児学級）を開催します
「おっぱい学級」を開催しています
宮崎県防災士養成研修（基礎コース）が開催されます

募集
10 西都夏まつり「市民総踊り」参加者募集
西都夏まつり「ボランティアスタッフ」募集
西都夏まつり「ステージイベント」参加者募集
11 「ふれあいハンセン病療養所訪問事業」についてのご案内
海上技術学校オープンスクールの参加者募集
海上技術短期大学オープンキャンパスの参加者募集
12 平成24年度刑務官採用試験の実施について
平成24年度入国警備官採用試験の実施について
13 臨時職員の募集について
「中山間盛り上げ隊員」の派遣を希望する集落を募集します

催し・講座

6 第２１回西都市美術協会展のご案内
7 「陶芸教室」のご案内 登り窯を使った陶器づくりを体験してみませんか
西都市音響機器取扱い講習会の開催について（ご案内）
西都スポーツクラブからのお知らせ
8 平成24年度看護力再開発講習会のお知らせ
下水道排水設備工事責任技術者試験について
さいとげんき塾「やっちみろ会」を開催します
～７月のテーマ 『 お口の健康 』 ～
■読み終わったら、日付と名前を書いてすぐに回しましょう。

相談
13 職場のトラブル解決をサポートします

その他
14 西都警察署ニュース
消費生活あんしんだより
15 西都市地域子育て支援センターつばさ館
西都市児童館
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＊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.miyazaki.jp
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１

案内

子宮頸がん・
子宮頸がん・乳
がん・乳がん・大腸
がん・大腸がん
大腸がん検診無料
がん検診無料クーポン
検診無料クーポン券
クーポン券が届いたら、
いたら、ぜひご利用
ぜひご利用ください
利用ください
国の施策として、「がん検診推進事業」が全国的に実施されます。
西都市においても、下記の対象者に子宮頸がん検診、乳がん検診、大腸
がん検診が無料となるクーポン券と、検診手帳を郵送しました。
【対象者】
平成24年4月20日現在で西都市に住所を有する方で、前年度に
（１）子宮頸がん検診は20歳・25歳・30歳・35歳・40歳になった女性
（２）乳がん検診は40歳・45歳・50歳・55歳・60歳になった女性
（３）大腸がん検診は40歳・45歳・50歳・55歳・60歳になった方
(1)子宮頸
(1)子宮頸がん
子宮頸がん検診
がん検診
前年度の年齢
生
年
月
日
20歳
平成 3年(1991)年4月2日～平成 4年(1992)年4月１日
25歳
昭和61年(1986)年4月2日～昭和62年(1987)年4月１日
30歳
昭和56年(1981)年4月2日～昭和57年(1982)年4月１日
35歳
昭和51年(1976)年4月2日～昭和52年(1977)年4月１日
40歳
昭和46年(1971)年4月2日～昭和47年(1972)年4月１日
（２）（３
）（３）乳がん検診
がん検診・
検診・大腸がん
大腸がん検診
がん検診
前年度の年齢
生
年
月
日
40歳
昭和46年(1971)年4月2日～昭和47年(1972)年4月１日
45歳
昭和41年(1966)年4月2日～昭和42年(1967)年4月１日
50歳
昭和36年(1961)年4月2日～昭和37年(1962)年4月１日
55歳
昭和31年(1956)年4月2日～昭和32年(1957)年4月１日
60歳

昭和26年(1951)年4月2日～昭和27年(1952)年4月１日

【無料クーポン券有効期間】
平成24年7月2日(月)～平成25年2月28日(木)

【検診内容】
●子宮頸がん検診 ・・・ 問診・視診・細胞診
●乳がん検診
・・・ 問診・視触診・マンモグラフィー検査
※超音波検査は対象になりません。超音波検査を追加する場合は、検診料
(900円)がかかります。(市民税非課税世帯・生活保護世帯の方は無料)

●大腸がん検診

・・・

問診・便潜血検査（２日法）

【実施機関】 指定医療機関・集団検診
（１）子宮頸がん
宮頸がん検診
がん検診
河野産科婦人科医院
谷山産婦人科医院
坂田病院
古賀総合病院 はまだレディスクリニック
細川レディスクリニック
安田医院
ひろしま通りウィミンズクリニック
※集団検診：7月3日（火）、7月18日（水）
（２）乳がん検診
がん検診
大塚病院
鶴田病院
※集団検診：11月5日(月)、11月10日(土)、1月28日(月)、1月31日(木)
（３）大腸がん
大腸がん検診
がん検診
鶴田病院
鶴田クリニック
水田内科医院
大塚病院
図師医院
児玉内科クリニック
宇和田胃腸科内科
上野医院
富田医院
黒木胃腸科医院
東米良診療所
三財病院
すぎお医院
※集団検診：9月実施予定
【注意事項】
★人間ドックや職場検診でのがん検診は対象外になります。
★詳細は、クーポン券裏面に記載していますので、ご覧ください。
（文書取扱・問い合わせ先：健康管理課健康推進係 43－1146）

二種混合の
種混合の予防接種をお
予防接種をお忘
をお忘れなく

日本脳炎の
日本脳炎の予防接種について
予防接種について

幼児の時に受けた三種混合ワクチン（ジフテリア・百日せき・破傷風）
の追加免疫として、二種混合ワクチン（ジフテリア・破傷風）を接種しま
しょう。

日本脳炎ウイルスをもっている豚を刺した蚊に刺されることで感染します。感染
者のうち、100～1,000人に1人が脳炎を発症し、高熱や意識障害、けいれんなどが
出ます。神経の後遺症が残ることや命を落とす可能性もあります。
定期の予防接種になりますので、接種費用は無料です。

内容
三種混合
ワクチン
（DPT）
二種混合
ワクチン
（DT）

1期

標準的な接種期間
初回 生後3か月から生後12か月
追加 1期初回接種（3回）終了後12月に達した
時から18月に達するまでの期間

2期 11歳以上
11歳以上13
歳以上13歳未満
13歳未満（
歳未満（望ましい接種年齢
ましい接種年齢は
接種年齢は11歳
11歳）

回数
3回
1回

対
第1期初回
第1期追加

1回

者

生後6月から生後90月に至るまでの間にある者
生後6月から生後90月に至るまでの間にある者
（1期初回終了後おおむね1年おく）

第2期

9歳以上13歳未満の者

標準的な

回数

接種期間
３歳

2回

４歳

1回

9歳

1回

◎3歳、4歳になるお子さんは、お早めに接種されることをお勧めします。

【接種上の注意】
１． 接種を希望される医療機関に電話で予約をしてください。
西都市内の実施医療機関
（いわみ小児科医院、とめもり小児科、三財病院、大塚病院）
市外にかかりつけ医がある場合は、市外でも受けることができます。
２．医療機関にて予診票の記入が必要になりますので、必ず保護者の方も
同伴してください。保護者以外の方が同伴する場合には、委任状が必
要になりますので、健康管理課までご連絡ください。
３．母子手帳を持参しましょう。
４．13
13歳
13歳の誕生日の
誕生日の前日より
前日より有料
より有料になりますのでご注意ください。
有料
13歳
13歳の誕生日の
誕生日の前々日までに接種しましょう。
までに
（文書取扱・問い合わせ先：健康管理課健康推進係

象

平成7年6月1日から平成19年4月1日に生まれた方は平成17年度か
ら平成21年度までの積極的勧奨の差し控えのため日本脳炎の予防
接種が不十分になっています。
母子手帳で接種歴をご確認ください。
【接種が不足している方】
20歳の誕生日の前々日まで接種ができます。（2期は9歳以上）
【平成24年度に8歳、9歳、10歳になるお子さん】積極的勧奨対象
第1期（初回2回、追加1回）の接種が完了していないことが考え
られます。母子手帳で接種歴をご確認いただき、接種が完了してい
ない場合には、お早めに接種されることをお勧めします。
８歳（平成16年4月2日～平成17年4月1日生まれ）
９歳（平成15年4月2日～平成16年4月1日生まれ）
１０歳（平成14年4月2日～平成14年4月1日生まれ）

４３－１１４６）
（文書取扱・問い合わせ先：健康管理課健康推進係
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案内

４３－１１４６）

Information

３

案内

麻しん・風
しん・風しんの予防接種
しんの予防接種はお
予防接種はお済
はお済みですか
麻しん（はしか）は感染力が大変強い感染症です。自分が感染しないためだけでなく、周りの人に感染を広げないためにも予防接種は有効です。1
1歳
の誕生日のプレゼントにしましょう
誕生日のプレゼントにしましょう。
のプレゼントにしましょう
風しんは基本的に予後良好な疾患ですが、血小板減少性紫斑病、急性脳炎などの合併症をみることもあります。また妊娠初期に風しんに感染すると、
胎児に感染し、白内障、心疾患、難聴など先天性風しん症候群を発症することがあります。特にこれまで風しんにかかっていない方、予防接種を受けてい
ない方や妊娠適齢期の方は接種の必要があります。
内容
対象者
回数
麻しん風しん混合ワクチン（MR）

1期

1歳代

1回

2期

小学校に入学する前の1年間、いわゆる年長児

1回

平成20年4月から5年間の経過措置が設けられ、高校・大学での流行を繰り返さないため、3期（中学1年生）、4期（高校3年生相当年齢）も接
種対象として追加されました。（平成25年3月31日までが無料で受けることができる期間です。）
【接種上の注意】1.接種を希望される医療機関に電話で予約をしてください。
市内の医療機関 （いわみ小児科医院、とめもり小児科、三財病院、児玉内科クリニック、富田医院、黒木胃腸科医院、すぎお医院）
2期のみ（上野医院、大塚病院）
市外にかかりつけ医がある場合は、市外でも受けることができます。
2．医療機関にて予診票の記入が必要になります。
1期・2期：保護者の方も同伴してください。保護者以外の方が同伴する場合には、委任状が必要になります。
3期・4期：対象者が一人で接種に行く場合、保護者の同意書が必要になります。
【持参する物】母子手帳
予診票（3期・4期の方のみ）…4月初めに個別に郵送しています。紛失された方や4月以降に本市に転入された方は連絡をお願いします。
（文書取扱・お問い合わせ先：健康管理課健康推進係 ４３－１１４６）

平成24
平成24年度原子爆弾被爆者
24年度原子爆弾被爆者がん
年度原子爆弾被爆者がん検診
がん検診のお
検診のお知
のお知らせ
被爆者健康手帳及び第１種健康診断受診者証をお持ちの皆さんを対象にがん検診を実施します。
１．実 施 期 間
平成２４年８月～１２月
２． 実施医療機関
県内９機関
宮崎・延岡・日南の各県立病院、国立病院機構宮崎病院、都城健康サービスセンター、
小林市立病院、済生会日向病院、高千穂町国民健康保険病院、串間市民病院
※受診料は無料ですので、健康管理のために受診されるようお知らせします。
※検診日は各医療機関により異なりますので、あらかじめお近くの保健所などにお問い合わせ下さい。
●高鍋保健所 ２２－１３３０
●県庁健康増進課 ０９８５－２６－７０７９
（文書取扱：健康管理課）

農家の
農家の皆様へ
皆様へ 施設園芸の
施設園芸の省エネルギー設備
エネルギー設備への
設備への補助
への補助について
補助について
本市では、平成２０年度から施設園芸への燃油削減対策として電気式ヒートポンプ導入への補助を行って参りましたが、更なる燃油価格の高騰をうけ、
施設園芸農家の負担軽減を図るために下記のとおり補助制度を改正しましたので、事業を希望される方は市役所農林振興課園芸特産係までご連絡下さい。
区
分
平成２０年度～平成２３年度
平成２４年度
①施設園芸用電気式ヒートポンプ
①施設園芸用ヒートポンプ（電気式・ガス
ガス）
ガス
②多層被覆
多層被覆を
多層被覆を行うための設備
うための設備（
設備（内張２
内張２層等）
層等）
補助対象
③循環扇
循環扇
④多段式
多段式サーモスタット
多段式サーモスタット
３戸以上の営農集団
西都市内に住所又は主たる事務所を有する個人又は法人（１戸で可）
補助団体
※市税の滞納がないこと
※市税の滞納がないこと
１／１０（１０％）以内
１／５（２０％）
２０％）以内
％）以内
①ただし、ヒートポンプ１台あたり１０万円を限度とし、 ①工事費も補助対象とする
補 助 率
台数は４台を限度
②工事費は補助対象外
①補助事業は１戸あたり１回しか利用できない。
①補助事業は１戸で複数回利用
複数回利用が
複数回利用が可
そ の 他
②国庫・県単事業で事業採択されたものは対象外
②国庫・県単事業で事業採択されたものは対象外
（文書取扱：農林振興課園芸特産係 ４３－０３８２）

ライター・カセットボンベ缶等
ライター・カセットボンベ缶等は
缶等は必ずガスを抜
ずガスを抜いて出
いて出して下
して下さい
市民の皆様には、日頃よりごみの分別にご協力頂き有難うございます。
さて、昨年末よりライターやスプレー缶をごみとして出される際に中身を完全に使い切り出して頂くようお願いしてまいりました。しかし、現在でも西
都児湯クリーンセンターに持ち込まれるごみの中には中身が残ったまま出されるものが多く見受けられるようです。
ライターやガスボンベ等の中身が残っていると、処分の際に爆発事故が発生したり、スプレー缶の中の塗料が吹き出したりなど大変危険です。また、こ
のような事態を繰り返すと処理ラインがストップし、ごみの処分ができなくなってしまうこともあり得ます。
このようなことから、今後も以下の点をしっかり守り、これらを出して頂くようお願い致します。
○ライターはガスを完全に使い切り少量ずつ出して下さい。なお、数が多い場合には生活環境課までご相談下さい。
○カセットボンベやスプレー缶は中身を完全に使い切った後、必ず穴を開けガスを抜いて出して下さい。
○ガス等を抜かれる際には、必ず風通しの良い屋外で作業して下さい。
（文書取扱：生活環境課 ４３－３４８５）
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市民課からお
市民課からお知
からお知らせとお願
らせとお願い
●昼休
昼休み
昼休 み 時間（
時間 （ 12：
12 ： 00～
00 ～ 13：
13 ： 00）
00 ） の 窓口業務について
窓口業務 について
昼休み時間に、住民票
住民票・
住民票・戸籍・
戸籍・印鑑証明発行
印鑑証明発行以外
発行以外の手続きに来庁される場合は、待ち時間解消のため事前に市民課にご連絡ください。
以外

●身分確認について
身分確認について
印鑑証明発行を含むすべての申請に本人確認が必要になりますので必ず身分証明になるものをご持参ください。

●外国人住民の
外国人住民の方へ
平成24年7月9日から転入・転出・転居の場合、届けが必要です。

●住民基本台帳カード
住民基本台帳カード（
カード（住基カー
住基カード
カード）
平成24年7月9日から住基カードで転出の手続きをすることによって転入先で継続の手続きができます。
※ 詳しくは、
しくは、市民課市民窓口係（
市民課市民窓口係（４３－
４３－３６２３）
３６２３）までご連絡
までご連絡ください
連絡ください。
ください。
（文書取扱：市民課窓口係）

国民年金保険料の
国民年金保険料の免除制度をご
免除制度をご存知
をご存知ですか
存知ですか
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です。
この制度には、免除「全額・一部（３/４・半額・１/４）」と猶予（若年者納付猶予・学生納付特例）があります。
＜免除制度と
免除制度と未納ではこんなに
未納ではこんなに違
ではこんなに違います＞
います＞
若年納付猶予
定額納付
全額免除
一部免除
未 納
学生納付特例
○
○
△
○
×
障害・遺族年金
入ります
入ります
一部納付部分を納付すると入ります
入ります
入
りません
（受給資格期間に）
老齢
基礎
年金

受給資格期間に
年金額の計算に算入

○
入ります
○
されます

○
入ります
○
1/2されます

△
一部納付部分を納付すると入ります
△
納付額により異なりますが、されます

○
入ります
×
されません

×
入りません
×
されません

※免除等を受けた期間は、１０年まで遡って納めることができますが、未納の場合は２年を超えると納めることができなくなります。
※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。
※未納のままにせず、免除のご相談をされることをお勧めします。
※免除申請は、市民課年金係で受け付けています。手続きに必要なものはお問い合わせください。
（文書取扱・お問い合わせ先：市民課年金係 ４３－１２２１）

第２３回
２３回インターネット公売
インターネット公売を
公売を行います

宮崎交通株式会社が
宮崎交通株式会社が発行するバス
発行するバス定期券
するバス定期券について
定期券について

インターネット公売
インターネット公売とは
公売とは、
とは、ヤフー株式会社が提供するオークションシス
テムを利用し、差押
差押えた
差押えた自動車
えた自動車や
自動車や動産類を買い取っていただいて、売却代
動産類
金を滞納市税に充てるものです。
第２３回インターネット公売の日程は次のとおりです。
西都市インターネット公売HP公開 ・・ ７月上旬公開予定
公売参加申込期間 ・・・・・・ ７月６日（金）～７月２０日（金）
入
札 ・・・・・・・・・・ ７月２７日（金）～７月２９日（日）
※インターネット公売で入札するためには、申込期間中の参加申込が必要
となります。詳しくはヤフーオークション上の官公庁
官公庁オークション
官公庁オークションまた
オークション
は西都市
西都市インターネット
西都市インターネット公売
インターネット公売HP
公売HPをご覧ください。
HP

現在、都於郡地区で運行しているバス（西都～都於郡町頭線、都於
郡町頭～長園線）は、平成２４年１０月１日からコミュニティバスの
運行に変わります。
これに伴い、都於郡地区を運行するバスの運行事業者が、宮崎交通
株式会社から三和交通株式会社に変わります。
また東米良の上揚・銀鏡地区を運行しているバス（西都～尾吐線、
一ノ瀬～尾吐線）についても、平成２４年１０月１日から運行事業者
が三和交通株式会社に変わります。
そのため、これらの路線を利用するに当たって、１０月１日以降は
宮崎交通株式会社発行の各種バス定期券（悠々パスなど）の利用がで
きなくなりますので、新たに定期券をご購入される際には、定期券が
利用できる期間を考慮してご購入いただきますようお願いします。
なお、既にご購入されている方につきましては、宮崎交通株式会社
において払い戻しも受け付けておりますので、お早めにご相談くださ
い。
また、三和交通株式会社が運行するバスにおきましても、今までと
同じ金額で購入可能な通学定期券や高齢者用定期券を発行する予定で
す。
■問い合わせ先 宮崎交通㈱ 西都バスセンター
４３－００２６
（文書取扱：総合政策課）

一括納付が難しいと思われる方に対しては、ご相談をお受けしてお
ります。お早めに税務課収納担当係にお問い合わせください。
また、毎月第4日曜日は休日納税相談窓口を開設しておりますので、
そちらもご利用ください。
【問い合わせ先】税務課特別収納係
４３－１０６１（直通）
市税収納係
３２－１００１（直通）
国保税収納係 ３２－１００２（直通）
（文書取扱：税務課）

第 ２１回西都市美術協会展
２１ 回西都市美術協会展のご
回西都市美術協会展 のご案内
のご 案内
西都市美術協会が設立され２１年目を迎えました。私達会員は、本来とする創作活動を精進し独自の活動を展開しているところです。
絵画・書・写真・陶芸の各部門にわたって、力作を作品展示しますので、ぜひご高覧下さい。
【日時】７月２２日（日）～２６日（木）※７月２６日は午後４時まで
【会場】西都市民会館
【主催】西都市美術協会
【後援】西都市・西都市教育委員会・宮崎日日新聞社
【お問い合わせ】西都市美術協会 会長 清野憲一 ４３－００１０
（文書取扱：社会教育課）
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「陶芸教室」
陶芸教室」のご案内
のご案内

７

催し・講座

西都市音響機器取扱い
西都市音響機器取扱い講習会の
講習会の開催について
開催について（
について（ご案内）
案内）

登り窯を使った陶器
った陶器づくりを
陶器づくりを体験
づくりを体験してみませんか
体験してみませんか
西都原ガイダンスセンターこのはな館にある「三段登り窯」を使って陶
器づくり体験を開催します。自分だけのオリジナル陶器を作ってみません
か？
【開 催 日】

７月・８月・９月の土日祝祭日
（但し９月は８日（土）・９日（日）まで）
※１０月半ばに三段登り窯に火入れをします。
【時
間】 午前１０時～１２時
【場
所】 西都原ガイダンスセンターこのはな館 このはな工房
【講
師】 西都陶芸部部員 代表 山下郁典
【材 料 費】 大人 １，５００円 高校生以下 ７００円
【申 込 先】 西都原ガイダンスセンターこのはな館 ４３－６２３０
【そ の 他】 西都陶芸部部員も募集しています。
（文書取扱：商工観光課）

西都市では、市民の自主的な活動や活気あるまちづくりの推進及び芸術
文化の振興を支援する目的として、市内で公益活動を行う法人及び教育・
福祉関係団体等に対し、まちづくり推進室が管理する音響機器等の貸出し
を行っています。音響機器の借受をするにあたっては、機器操作に熟知し
た技術者を指名して取扱いをすることや機器を善良に管理すること等が条
件となっています。
つきましては、この音響機器等の取扱い講習会を次のとおり開催するこ
とになりましたので、是非受講していただき、各団体の今後の市民活動等
に活用していただきたいと思います。
１．日 時
７月１８日（水） １９時００分より（２時間程度）
２．会 場
西都市文化ホール
西都市文化ホール コミュニティプラザPAO３階
３．受講料
無料 （ただし受講希望者は事前にお申込みください）
※西都市音響機器等貸出要綱により制限等がありますので、詳しくは下記
までお問合せください。
（文書取扱・お問い合わせ先：まちづくり推進室 ４３－１３２１）

西都スポーツクラブからのお
西都スポーツクラブからのお知
スポーツクラブからのお知らせ
今年も、夏休みにジュニア総合スポーツ教室を開催します。小学生のみなさん、参加してみませんか？
マット運動や跳び箱、水泳や長縄跳びなど、いろいろなスポーツにチャレンジします。
１．日 程 ７月２６日、８月２日、９日、１６日、２３日（毎週木曜日）
２．時 間 午前１０時３０分～１１時３０分（１時間程度）
３．場 所 妻北小学校体育館
４．参加費 １，５００円（保険料を含む）
【問い合わせ先】 西都スポーツクラブ教室担当 横山 ４２－１７５６（西都原運動公園クラブハウス内）
※７月２０日頃までにご連絡下さい。
（文書取扱：スポーツ振興課）

平成24
平成24年度看護力再開発講習会
24年度看護力再開発講習会のお
年度看護力再開発講習会のお知
のお知らせ

下水道排水設備工事責任技術者試験について
下水道排水設備工事責任技術者試験 について

ブランクのある看護職の方、最近の知識や技術に不安があり再就職をた
めらっている方、講習会に参加しませんか？
１．実施期間
講義コース１
8月27日（月）～28日（火）
技術演習コース 9月10日（月）～14日（金）
講義コース２
10月17日（水）～18日（木）
２．場所
県看護等研修センター、県立看護大学など
３．資格
未就業の保健師・助産師・看護師・准看護師
４．参加料
無料
５．主催
宮崎県、（社）宮崎県看護協会、県立看護大学
６．申し込み・問い合わせ先
（社）宮崎県看護協会 ナースセンター
〒889－2155 宮崎市学園木花台西２丁目４－６
TEL
0985-58-4525 FAX
0985-58-2939

下水道の機能を十分活かすために排水設備の工事は、責任技術者のいる
指定工事店で行うことになっています。
この責任技術者の試験が次のとおり実施されます。
●試験日時：11月11日(日) 午後2時～4時(受付 午後1時から)
●試験会場：宮崎市民プラザ４階ギャラリー
●受 験 料：5,000円
●受験申込書の配布期間：8月1日(水)～8月31日(金)
●受験申込書の配布場所：市役所西庁舎２階 上下水道課
※西都児湯医療センター（旧救急病院）前
●受験申込の受付期間：8月20日(月)～8月31日(金)
※土・日を除く午前8時半～午後5時
●受験申込の受付場所：市役所西庁舎２階 上下水道課
※郵便による申込書等の請求及び提出は受付けません。
詳しいことは、下記にお問合せください。
（文書取扱・問い合わせ先：上下水道課下水道工務係 ４３－１３２６）

（文書取扱：健康管理課）

さいとげんき塾
さいとげんき塾「やっちみろ会
やっちみろ会」を開催します
開催します～
します～７月のテーマ『
のテーマ『 お口の健康 』 ～
次の通り介護予防教室を開催します。7月のテーマは「
「 お 口 の 健康」
健康 」 です。お口（口腔内）の健康は、「食べる・話す」など日常生活はもとよ
り、身体の健康、認知症の予防や生きがいづくりなど生活全般と深く関わりがあります。これからもハツラツ人生を送るため、また美味しく楽
しく食べるために、口腔機能を維持・改善する方法について、仲間と一緒に楽しく学びませんか？
【日時】７
７ 月 ２７日
２７ 日 （ 金曜日）
金曜日 ） １３時
１３ 時 ３０分
３０ 分 ～ １５時
１５ 時 ３０分
３０ 分
※こんな方はぜひご参加ください。
【対象】西都市在住の６５歳以上の方（３０名程度）
○固いものが食べにくくなった。
【場所】西都市コミュニティセンター２階
○むせやすくなった。
【費用】無料
○お口の正しいお手入れ方法を知りたい。
【内容】「
「 お 口 の 寝 たきり」
たきり 」 を 防 ぎましょう
ぎましょ う
●歯科医師による口腔機能や病気についての講話
●口腔ケアの実践方法、お口やお顔の体操
など
【申込み】７月２０日（金曜）までに健康管理課（４３－３０２４）まで申し込みください。
（文書取扱：健康管理課健康推進係）
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生後3か月～1歳6か月のお子さんのママ、パパ向け

９

催し・講座

かわいい姿
かわいい姿をたっぷりと楽
をたっぷりと楽しむ時間
しむ時間に
時間に

なかよしランド（
なかよしランド（育児学級）
育児学級）を開催します
開催します
いつもは忙しいママやパパも、この日はゆっくりとこどもさんの笑顔を楽しむ時間にしてみませんか。高校生のお兄さん、お姉さんも参加します。
【日時】７
７月２４日
【場所】西都市保健
西都市保健センター
２４日（火曜日）
火曜日） 午前１０
午前１０時
１０時００分
００分～１１時
１１時００分
００分（受付 9 時 50 分～）
西都市保健センター
【対象】生後 3 か月～1 歳６か月のお子さんと保護者
【定員】１７組程度
【内容】親子ふれあい遊び（家でも出来る手遊び、絵本の読み聞かせなど楽しい遊びがいっぱいです。）
【持参するもの】母子手帳
【参加費】無料
※参加希望の方は７月１７日（火）までに健康管理課（４３－１１４６）にお電話ください。
（文書取扱：健康管理課健康推進係）

「おっぱい学級
おっぱい学級」
学級」を開催しています
開催しています
「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」、「卒乳はいつ頃どうやってするの？」
「よく吐く」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♪
【日 程】7月18日（水曜）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】産後から卒乳期のお子さんとお母さん
【人 数】6組程度
【持ってくるもの】母子手帳・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。
※希望の方は、7月13日（金曜）までに健康管理課（43-1146）
までお申し込みください。
（文書取扱：健康管理課健康推進係）

防災士をめざす
防災士をめざす方必見
をめざす方必見
宮崎県防災士養成研修（
宮崎県防災士養成研修 （ 基礎コース
基礎 コース）
コース ） が 開催されます
開催 されます
地震や台風などの災害は、いつ私たちの身に降りかかってくるかわ
かりません。宮崎県では、自主防災組織活性化事業の一環として防災
士養成研修（基礎コース）を毎年実施していますが、今年度は西都市
で研修が開催されます。防災に関心のある方ならどなたでも参加でき
ますので、自主防災組織のリーダーや、防災士の資格取得を目指す方
は是非ご参加ください。なお、防災士資格取得の詳細に関しては、研
修の際に別途説明があります。開催案内・申込書は総合政策課にて配
布していますので、お気軽にお問い合わせください。
平成２４
平成 ２４年度宮崎県防災士養成研修
２４ 年度宮崎県防災士養成研修（
年度宮崎県防災士養成研修 （ 基礎コース
基礎 コース）
コース ）
【対象者】防災に関心のある方なら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となります。）
【開催日】８月４日（土曜）～５日（日曜）９：３０～１６：３０
【会 場】西都市コミュニティセンター
【申 込】西都市役所総合政策課で受け付けます。
締切：７月２７日（金曜） ※定員５０名
お問い合わせ・参加申込は、総合政策課危機管理係まで
電話：４３－０３８０
ＦＡＸ：４３－３６５４
（文書取扱：総合政策課危機管理係）

西都夏まつり
西都夏まつり「
まつり「市民総踊り
市民総踊り」参加者募集
今年の夏まつりでは、私たちの「まち」に活気・元気・笑顔があふれ、地域の宝であります子どもたちが、夢と希望を持っていただけるように、参加型
のイベントの一つとして次のとおり「市民総踊り」を実施します。
そこで、一緒に踊りを踊ってくださる市民の方々を募集しますので、是非ご参加ください。市民総踊りで夏まつりを盛り上げましょう！
１．開 催 日
7月21日（土）
２．時
間
午後7時～午後8時（受付：午後6時30分～午後7時）
３．会
場
西都夏まつり会場（小野崎通り）
４．内
容
西都音頭、都於郡音頭、さいとＳＵＮＳＵＮ音頭を２回踊ります。
５．申込方法
下記の実行委員会までご連絡ください。
６．申込締切
7月9日（月）
＜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 TEL/FAX 43-6140［午前10時～午後3時まで］
もしくは 西都夏まつり実行委員会 TEL 43-2111 ※担当：相良まで［午前 9時～午後5時まで]
（文書取扱：商工観光課）

西都夏まつり
西都夏まつり「
まつり「ボランティアスタッフ」
ボランティアスタッフ」募集

西都夏まつり
西都夏まつり「
まつり「ステージイベント」
ステージイベント」参加者募集

西都夏まつりの季節が近づいてまいりました。今年も下記の日程で互親
組太鼓台、各種ステージ等々盛大に開催いたします。
今年はより多くの皆様に夏まつりを創っていく感動を体感していただき
たく、実行委員会メンバーのお手伝いをしていただける「西都夏まつりボ
ランティアスタッフ」を募集します。
市民総参加で夏まつりを一緒に盛り上げましょう！
１．期
間
7月20日（金）～22日（日）18時～22時
２．場
所
妻市街地（夏まつり特設会場一帯）
３．内
容
ステージ・ゲームストリートの補助、交通整理補助など
４．申込方法
下記の実行委員会までご連絡ください。
５．申込締切
7月18日（水）
＜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
西都夏まつり実行委員会 43-2111
※担当：相良まで［午前9時～午後5時まで］
（文書取扱：商工観光課）

西都夏まつりの季節が近づいてまいりました。今年も各種ステージ等々
盛大に開催いたします。
つきましては、次のステージイベント参加者を募集します。
詳細は下記の実行委員会へお問い合わせください。
１．イベント名
①さいと「歌うまい王選手権」出場者
②バンド天国出場者
２．申込方法
下記の実行委員会までご連絡ください。
３．申込締切
7月9日（月）
※定員になり次第募集を締め切らせて頂きます。
＜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
西都夏まつり実行委員会 43-2111
※担当：相良まで［午前9時～午後5時まで］

Information

（文書取扱：商工観光課）
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「ふれあいハンセン病療養所訪問事業
ふれあいハンセン病療養所訪問事業」
病療養所訪問事業」
についてのご案内
についてのご案内
ハンセン病療養所を訪問していただき、元患者さんと交流を図るととも
に、療養所の現状を見ていただき、ハンセン病を正しく理解していただく
事、終了後には、各家庭や学校や地域においてハンセン病についての話題
をひろげていただく事を目的に「ふれあいハンセン病療養所訪問事業」を
実施します。
訪問施設： 国立療養所星塚敬愛園（鹿児島県鹿屋市）
日
時： ８月７日（火） ８時３０分～１８時３０分
対 象 者： 県内小学生親子、中学生、高校生、一般 ８０人
（参加が初めての方を優先させていただきます）
応募方法：
宮崎県健康増進課へ直接申し込みください。
申込先 宮崎県健康増進課疾病対策担当
電 話
０９８５－２６－７０７９
ＦＡＸ
０９８５－２６－７３３６
締 切 ７月１３日（金）
※定員に達した時点で締め切りとなります
※昼食は各自持参してください。
申込書記載内容： 氏名（ふりがな）、学校名、年齢、連絡先（住所・郵
便番号・電話番号）、乗車希望場所（県庁・都城保健
所・現地）、駐車場の利用の希望等
乗車（集合）場所： 県庁（８時３０分）、都城保健所（９時３０分）
※県にて大型バスを用意しますが、自家用車等で直接星塚敬愛園に集合
されても結構です。（その旨を参加申込書に記載してください。）

（文書取扱：健康管理課）
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海上技術学校オープンスクールの
海上技術学校オープンスクールの参加者募集
オープンスクールの参加者募集
佐賀県にある国立唐津海上技術学校および長崎県にある国立口之津海上
技術学校において、オープンスクールが行われますので、その参加者を募
集します。
■オープンスクール開催日 〔唐 津 校〕7月21日（土）、10月20日（土）
〔口之津校〕7月16日（月）、9月15日（土）
■募集対象者：中学校卒業者、または平成25年3月卒業見込みの者
※申込方法や内容については、各校のホームページでご確認ください。
また、ホームページにおいて25年1月に行われる入学試験についても案
内していますので、受験希望される方はご確認ください。
■資料請求などお問い合わせ先
〔唐 津 校〕〒847－0871 佐賀県唐津市東大島町13-5
国立唐津海上技術学校 教務課 0955-72-8269
〔口之津校〕〒859-2503 長崎県南島原市口之津町丁5782
国立口之津海上技術学校 教務課 0957-86-2152
（文書取扱：総務課）

海上技術短期大学
海上技術短期大学オープンキャンパスの
短期大学オープンキャンパスの参加者募集
オープンキャンパスの参加者募集
愛媛県にある国立波方海上技術短期大学において、オープンキャンパス
が行われますので、その参加者を募集します。
■オープンキャンパス開催日 〔体験型〕7月21日（土）、7月28日（土）
〔見学型〕10月13日（土）
■募集対象者：高等学校卒業者（平成25年3月卒業見込みの者を含む）
※申込方法や内容については、各校のホームページでご確認ください。
また、ホームページにおいて8月から順次行われる各入学試験について
も案内していますので、受験希望される方はご確認ください。
■資料請求などお問い合わせ先
〒799-2101 愛媛県今治市波方町波方甲1634-1
国立波方海上技術短期大学 教務課 0898-41-5278
（文書取扱：総務課）

平成24
平成24年度刑務官採用試験
24年度刑務官採用試験の
年度刑務官採用試験の実施について
実施について

平成24
平成24年度入国警備官採用試験
24年度入国警備官採用試験の
年度入国警備官採用試験の実施について
実施について

刑務官は、少年刑務所または拘置所に勤務し、被収容者に対し、日常生
活の指導・職業訓練指導・悩みごとに対する指導などを行うとともに、刑
務所等の保安警備にあたります。
その採用試験が次のとおり実施されますので、受験者を募集します。
【受験資格】
①刑務A・刑務B・刑務A（武道）・刑務B（武道）
昭和58年4月2日～平成7年4月1日までに生まれた者
②刑務A（社会人）・刑務B（社会人）
昭和47年4月2日以降に生まれた者
（①に規定する受験資格を有しなくなった者に限る。）
※Aについては男子、Bについては女子に限る。
※刑務AおよびBの（武道）は、柔道または剣道の実技試験を実施。
【受付期間】インターネット 7月24日（火）～8月2日（木）
郵送または持参 7月30日（月）～8月7日（火）
【第１次試験】実施日 9月23日（日） 合格者発表日 10月11日（木）
【第２次試験】実施日 10月18日（木）～10月20日（土）
最終合格者発表日 11月27日（火）

入国警備官は、法律に違反する外国人に対して厳正に対処し、日本の安
全と国民生活を守り社会秩序を維持するという使命を担っています。
その採用試験が次のとおり実施されますので、受験者を募集します。

※試験内容・会場などの詳細については、法務省ホームページ
（http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index.html）でご確認ください。
※郵便で申込用紙を請求する場合は往信用封筒の表に赤字で「刑務請求」
と書き，140円切手（１部の場合）を貼った宛先（郵便番号も）明記の返
信用封筒（角形２号：長さ33.5cm，幅24.0cm程度）を同封して、受験申
込用紙交付機関あてに請求してください。
【問い合わせ】〒813-0036

【受験資格】
１ 警備官
①平成24年4月1日において高等学校又は中等教育学校を卒業した日の
翌日から起算して5年を経過していない者及び平成25年3月までに高
等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者
②人事院が①に掲げる者に準ずると認める者
２ 警備官（社会人）
昭和47年4月2日以降に生まれた者（上記１の①に規定する期間が経
過した者及び人事院が当該者に準ずると認める者に限る。）
【受付期間】インターネット 7月24日（火）～8月2日（木）
郵送または持参 7月30日（月）～8月7日（火）
【第１次試験】実施日 9月30日（日） 合格者発表日 10月17日（水）
【第２次試験】実施日 10月30日（火）～11月1日（木）
最終合格者発表日 11月27日（火）
※試験内容・会場などの詳細については、法務省ホームページ
（http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index.html）でご確認ください。
※郵便で申込用紙を請求する場合は、往信用封筒の表に赤字で「入警請求
」と書き，140円切手（１部の場合）を貼った宛先（郵便番号も）・氏名
を明記の返信用封筒（角形２号：A４判）を同封してください。
【問い合わせ】〒813-0003

福岡市東区若宮5-3-53
福岡矯正管区職員課 092－661-1260

（文書取扱：総務課）

Information
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福岡市博多区下臼井778－1
福岡空港内国内線第3ターミナルビル内
福岡入国管理局総務人事課 092－623-2400
（文書取扱：総務課）

募集
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募集／相談

臨時職員
臨時職員の
職員の募集について
募集について
西都市教育委員会は、次の職種について募集します。
●職
種：臨時職員
●勤務内容 ：図書館窓口業務ほか
●勤務時間：早番
８時３０分～１７時１５分
遅番 １０時３０分～１９時１５分
（土曜日・日曜日、祝日勤務あり）
●休
日：月に８～１０日間の交代制
●募集人員：１名
●賃金：日額５，７００円
●募集期間：７月１日（日）～７月２５日(水）まで
●受付時間：火～土曜の９時～１９時、日曜、祝日の９時～１７時
（１６日を除く月曜日、１７日、１８日は休館のため受付できません）
●受付場所：西都市立図書館
●応募資格：①西都市在住で１８歳以上６０歳未満の健康な方
②市税に滞納がない方
●応募方法：履歴書に必要事項を自筆、必ず写真添付の上、期間内に提出
してください（郵送不可。直接持参してください）
●雇用期間：平成２４年９月１日～平成２５年２月２８日
●採用方法：面接による選考

「中山間盛り
中山間盛り上げ隊員」
隊員」の派遣を
派遣を
希望する
希望する集落
する集落を
集落を募集します
募集します
県では中山間地域でボランティア活動を行う「中山間盛り上げ隊」を組
織し、集落単独で行うことが困難な各種共同作業について集落等からの要
請に応じ、県内から“隊員”を派遣し活動を支援する事業を行っています。
○ 依頼できる
依頼 できる主
できる 主 な 支援活動
・集落道の草刈りや用水路の清掃など集落の環境保全活動
・山水利用の集落における水源地の管理
・植栽、下刈りなどの森林保全活動
・鳥獣害防除ネットの設置
・伝統芸能の実施サポート、祭りや地域行事の補助 など。
※昨年度は、「銀鏡神社（神楽）大祭」及び「有楽椿まつり」のイベ
ント時において、交通整理や接客等のスタッフとして活動いただい
ております。
○ 留意事項
・ボランティアで行う支援活動のため、日当などは必要ありません。
・隊員の参加状況等により、支援活動の要請に応じられない場合があ
りますので、ご了承お願いいたします。
○ お 申込み・お
申込 み・お問
み・お 問 い 合 わせは下記
わせは 下記までお
下記 までお願
までお 願 いします。
いします 。

（文書取扱・問い合わせ先：社会教育課図書館係 ４３－０５８４）

（文書取扱・問い合わせ：総合政策課

４３－０３８０）

職場のトラブル
職場のトラブル解決
のトラブル解決をサポートします
解決をサポートします
人事労務管理の個別化や雇用形態の変化などに伴い、労働関係についての個々の労働者と事業主との間の紛争（以下「個別労働紛争」という。）が増加
しています。こうした個別労働紛争の未然防止と、職場慣行を踏まえた円満・迅速な解決を図ることを目的として、都道府県労働局では「個別労働関係紛
争の解決の促進に関する法律」に基づき、以下の解決援助サービスを行っています。利用は無料です。職場のトラブルや解雇、雇止め、賃金、労働時間、
いじめなどの労働に関するご相談は総合労働相談コーナーにご相談ください。
名称
所在地
電話番号
宮崎労働局総合労働相談コーナー 宮崎市橘通東３丁目１番22号宮崎合同庁舎２階
宮崎総合労働相談コーナー
宮崎市丸島町１番15号 宮崎労働基準監督署内
※延岡・都城・日南の各労働基準監督署内にも設置してあります。

0985-38-8821
0985-29-6000
（文書取扱：総務課）

平成２４年７月１日号〈発 行〉西都警察署

消費生活あんしんだより
消費生活あんしんだより ≪４号≫

◆ 西 都 警 察 署 ニ ュ ー ス ◆
～刑事生活安全課

◆「
「クレジットカードの現金化
クレジットカードの現金化」
現金化」は絶対に
絶対に利用しないで
利用しないで◆
しないで
「クレジットカードを現金化する」とうたって、カードのショッピン
グ枠で商品等を購入させ、それを業者が買い取ることで消費者に現金が
渡るという買取屋による「クレジットカード現金化」の相談が増加して
います。また、最近は消費者に商品をカード決済で購入させ、購入した
商品とともに現金を渡すというキャッシュバック方式による手口も増加
しています。こうした「クレジットカード現金化」を利用することは、
カード会社との契約に違反する行為で違法なものです。消費者は一時的
に現金を手にすることができますが、結局は多額の手数料をとられ、手
にした金額以上の借金を背負うことになります。

篇～

～気をつけよう暗
をつけよう暗い夜道と
夜道と変質者～
変質者～
◆夏休み
夏休み期間中における
期間中における少年
における少年の
少年の非行防止◆
非行防止◆
① 深夜外出をさせない
② 服装と髪の毛の色に気をつける
③ 子供の持ち物に気をつける

※万引きは
万引きは少年非行
きは少年非行の
少年非行の第１歩
●平成２４
平成２４年
２４年６月１４日現在
１４日現在の
日現在の盗難事件
窃盗事件総数 ： ７１件（＋１１）
侵入盗
： １１件（－３）
車上狙い
： ９件（－５）
自転車盗
： １３件 (＋６)
自販機狙い
： ３件（－５）
万引き
：１２ 件（＋８）

◆「
「サクラサイト」
サクラサイト」にご用心
にご用心◆
用心◆
サクラサイトとは、サイト業者に雇われたサクラが異性・タレント・
占い師などのキャラクターになりすまして、消費者の期待を利用してサ
イトに誘導し、メール交換等の有料サービスを利用させ、その度に支払
いを続けさせる悪質な出会い系サイトのことをいいます。最近では、Ｆ
ａｃｅｂｏｏｋ，Ｔｗｉｔｔｅｒ，ｍｉｘｉなどのＳＮＳ（会員型交流
サイト）をつかって、ダイレクトメッセージのやりとりを重ねた上で、
「ここだと秘密の話ができない」などと言って、消費者をサクラサイト
に誘導する手口が増えています。「お金をあげる」「有名人に会える」
など、本当かどうか疑わしい話を真に受けて、出会い系サイトの利用を
続けるのは控えてください。

◆自転車盗難被害増加中◆
自転車盗難被害増加中◆
発生件数１３件（内訳 成人４件、学生９件）
学生９件のうち、
高校生被害～４件、中学生被害～１件、小学生被害～４件

※８５％
８５％が無施錠です
無施錠です。
です。

■オウム真理教特別指名手配被疑者高橋克也を逮捕し
ました。ご協力ありがとうございました。

●なお、お困りのことがあったら、生活環境課または宮崎県消費生活セン
ターへ連絡してください。
西都市役所生活環境課
４３－３４８５
宮崎県消費生活センター ０９８５－２５－０９９９
（文書取扱：生活環境課）

（文書取扱：生活環境課）
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西都市地域子育て
西都市地域子育て支援センターつばさ
支援センターつばさ館
センターつばさ館
平成２４
平成２４年
２４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お母様方とお子さ
んが集まって、情報交換をしたり、お子さんと一緒にみんなで遊んだり
できる交流の場です！！（利用料は無料です）
< ７月の行事予定 >
２日（月）お水遊び（プール）をしよう！ （７・８月）
２日（月）七夕製作
※随時
（～６日・金）
７日（土）こどもの家保育園「七夕納涼祭」 夕方5時～
９日（月）水遊びのおもちゃ作り※随時
（～27日・金）
11・25日（水）にこにこ広場（パオ）
AM１０：３０～
12日（木）誕生会（7月生まれ）
AM１０：３０頃～
13日（金）給食試食会
※予約制 （1食280円）
18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）
20日（金）リトミック
※AM１０：３０～
24日（火）なかよしランド「高校生赤ちゃん触れ合い体験」
（場所：保健センターにて行います）
27日（金）給食試食会
※予約制 （１食280円）
31日（火）親子クッキング
※予約制
◆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（こどもの家保育園敷地内）
【連 絡 先】 ＴＥＬ ４３－１０４９ ＦＡＸ ４３－１０７９
【利 用 時 間】 月曜～金曜 9:00～15:00 土曜 9:00～12:00
【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。
【育児情報誌】 毎月1回 活動内容の情報発信（つばさ館新聞）
【育児講座】
年数回開催
（文書取扱：福祉事務所）

西都市児童館
☆土曜工作・リクエスト
土曜工作・リクエスト企画
・リクエスト企画☆
企画☆ ミサンガとストラップ作
ミサンガとストラップ作り！！
【日

時】７月２４日（火）１０：００～１１：３０
２８日（土）１０：００～１１：３０
１３：３０～１５：００・・・上級生のみ
【参加費】１００円 ※事前申込が必要です
【対 象】小･中学生（１．２年生は保護者同伴） 各１０名ずつ

☆ＥＭせっけんを
ＥＭせっけんを作
せっけんを作ろう☆
ろう☆
今年もエコにチャレンジ！！廃油を使ってせっけん作りに挑戦！！
【日 時】７月２１日（土）１０：００～１２：００（雨天決行）
【参加費】１００円
【定員】１５人 【対 象】小・中学生

☆ピザを作
ピザを作ろう！！
ろう！！☆
！！☆
【日
【定
【対

時】７月２４日（火）１０：００～１２：００
員】２０名
【参加費】１００円
象】小学生 ※事前申込が必要です
※エプロン・バンダナを持って来てね！！

☆

７月の行事 ☆ この他いつでも遊びにきてください。
３日（火）このはなKids例会
５日（木）親子で遊ぼう
６日（金）ピヨピヨ学級
１９日（木）しなやか体操
２１日（土）ＥＭせっけんを作ろう！
２４日（火）子育て相談（保育会）・ミサンガ・ストラップ作り！！
２８日（土）ミサンガ・ストラップ作り！！
※毎週水曜日 読み聞かせ（おはなしの部屋）１０：３０～１１：００
※毎週水曜日 宅習クラブ
※第２・４金曜日 和太鼓塾
西都市児童館 ＜電話・Ｆａｘ ４３－６１１７＞
（文書取扱：福祉事務所）

