ＮＯ．1174
２０１２．１０．１５

こんね！四季を彩るロマンのまち西都

お 知らせ

編集・発行 西都市役所総務課
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伊東満所（マンショ）没後400年記念事業

催し・講座

1 記念講演会・演奏会を開催します
西都市歴史民俗資料館 企画展を開催します
「天正遣欧少年使節」
小中学生絵画・美術コンクール、写真展の開催のお知らせ
2 西都市教育文化祭の開催について
ｃ ｏ ｎｔｅｎ ｔｓ

8 「おっぱい学級」を開催します
「献血」にご協力ください
ハロウィンイベント開催のお知らせ
9 宮崎県高等学校駅伝競走大会・
宮崎県中学校駅伝競走大会開催のお知らせ
ミックスダブルステニストーナメント（体協祭）開催のお知らせ
年金説明会のお知らせ
10 平成２５年西都市成人式の開催について

案内
2 宮崎県ドクターヘリ離着陸場のご案内とお願い
3 道路工事に伴う通行止めのお知らせ
『第2弾西都市口蹄疫復興プレミアム商品券』発行決定
4 「市民提案型まちづくり事業補助金」を活用しませんか
「平成24年8月京都府南部豪雨災害義援金」の受付について
5 空き地の適正管理（草刈りなど）をお願いします
法務局「出前講座」のご案内
財務局「出前講座」のご案内
6 講師の派遣を行います～男女共同参画社会を目指して～
「金婚」を迎えられるご夫婦へ
浄化槽設置の補助金制度について

募集
10 特定健診等業務嘱託員の募集について
11 西都市公民館講座 受講生募集
12 『第２弾西都市口蹄疫復興プレミアム商品券』参加店募集

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

その他

催し・講座

14 西都警察署ニュース
15 図書館だより11月号

7 第７回「三財へそ祭り」
消費生活セミナーが開催されます
さいとげんき塾 「やっちみろ会」 を開催します
■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。

※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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★FM宮崎(83.2メガヘルツ)のラジオ放送で毎週土曜日の12時30分から12時55分まで、西都市の広報番組「発見！探検！ラジオ de さいと」が好評放送中。

Information

１

記念事業

伊東満所（
伊東満所（マンショ）
マンショ）没後４００
没後４００年記念事業
４００年記念事業
記念講演会・
記念講演会・演奏会を
演奏会を開催します
開催します
【日
【場

時】１０月２７日（土） 午後２時開演
所】西都市文化ホール

●記念講演会 演題「天正遣欧少年使節団～少年のキセキをたどって～」
講演者：サンマリノ共和国特命全権大使
マンリオ・カデロ閣下
●演

奏 会 （１）高田重孝（夫妻）による歌とバージナル演奏
（２）西都吹奏楽団による演奏

●西都市・西海市（長崎県）姉妹都市盟約締結調印式
伊東マンショが正使を務めた天正遣欧少年使節団のメンバーである
中浦ジュリアンの出身地が長崎県西海市です。
縁あって、姉妹都市盟約締結調印を行うことになりました。
●西都市名誉市民贈証章式
西都市名誉市民 彌勒祐徳 氏（画家）

すべて入場無料
すべて入場無料です
入場無料です

西都市歴史民俗資料館 企画展を
企画展を開催します
開催します
― 最初にローマを
最初にローマを見
にローマを見てきた日本人
てきた日本人 ―
【日

時】１１月
１１月６日（火）～１８
）～１８日
１８日（日）

【開館時間】
開館時間】午前９
午前９時～午後５
午後５時まで ※入館は午後４時３０分まで
【場

所】西都市歴史民俗資料館

【協

力】天草切支丹館・
天草切支丹館・天草コレジヨ
天草コレジヨ館
コレジヨ館・
長崎純心大学博物館・
長崎純心大学博物館・長崎歴史文化博物館

【展示概要】
展示概要】
航海に使用された南蛮船の模型やグーテンブルグ印刷機、マンショの
肖像画やメスキータ神父の肖像画、古楽器のレプリカなどの資料を通
じて、天正遣欧少年使節の正使「伊東満所」の生涯と当時の時代背景
に迫ります。
※歴史民俗資料館臨時閉館のお
歴史民俗資料館臨時閉館のお知
のお知らせ
１１月
１１月３日（土）・４日（日）は、企画展開催に伴う資料入れ替えの
ため、臨時閉館とさせていただきます。

「天正遣欧少年使節」
天正遣欧少年使節」小中学生絵画
小中学生絵画・美術コンクール
美術コンクール、
コンクール、写真展の
写真展の開催のお
開催のお知
のお知らせ
【日時・
日時・場所】
場所】

●写真展（
写真展（まちなかギャラリー夢
まちなかギャラリー夢たまご）：
たまご）：１１
）：１１月
１１月８日（木）～１１
）～１１日
１１日（日）
●絵画・
：１１
１１月
絵画・美術コンクール
美術コンクール（
コンクール（市民会館）
市民会館）
１１月９日（金）～１１
）～１１日
１１日（日）

西都市教育文化祭と
西都市教育文化祭と合同開催。
合同開催。
小中学生の作品と、没後３５０年記念の際に制作された写真作品を展示します。
（文書取扱：社会教育課文化財係 ４３－０８４６）

伊東満所（
伊東満所（マンショ）
マンショ）没後４００
没後４００年記念事業
４００年記念事業
西都市教育文化祭の
西都市教育文化祭の開催について
開催について
西都市教育委員会では、子どもたちの豊かな人間性を養うとともに西都市における地域文化の発展を目的として、「西都市教育文化祭」を開催いた
します。昨年度は市内の全小学校・中学校より、１，００９名の児童生徒による作品１，０１８点が展示され、たくさんの方々にご観覧いただきまし
た。本年度も、子どもたちによる創造性豊かな作品を多数展示いたします。また、本年度は伊東満所（マンショ）没後４００年記念事業として、小中
学生美術コンクールも併せて開催いたします。
ご家族ご友人をお誘いあわせの上、ふるってご来場ください。
【期 間】１１月９日（金）～１１月１１日（日）
【時 間】午前９時～午後４時
【会 場】西都市民会館
【出展者】西都市内の小・中学校の児童生徒
【種 目】図画、デザイン、彫刻、書写、理科、小学校家庭、特別支援教育、技術（木工・電気・情報）、家庭、伊東満所（マンショ）に係る図画
（文書取扱：学校教育課学校教育係 ４３－３４３８）

宮崎県ドクターヘリ
宮崎県ドクターヘリ離着陸場
ドクターヘリ離着陸場のご
離着陸場のご案内
のご案内とお
案内とお願
とお願い
平成２４年４月１８日、宮崎大学医学部附属病院において、ドクターヘリの運航が開始されました。
ドクターヘリとは、救急専用の医療機器を装備し、医師や看護師が搭乗して救命医療を行う専用ヘリコプターです。ドクターヘリは、基地病院である宮
崎大学医学部附属病院に常駐し、消防機関等からの出動要請に基づき、救急現場に出動し、患者を治療するとともに、いち早く医療機関へ搬送します。
現在、西都市消防本部では以下１２カ所の離着陸場を指定しております。
妻地区
三納地区
都於郡地区
三財地区
穂北地区
東米良地区
西都原運動公園
三納中学校
都於郡農村広場
西都西地区運動場
茶臼原運動公園
銀鏡中学校
清水台総合公園
長園農村公園
囲地区運動広場
杉安川仲島公園
尾八重拠点広場
山角河川敷広場
安全な運行のため次の点について、ご協力をお願いいたします。
（１）ドクターヘリが離着陸する場合は、この場所から直ちに離れてください。
（２）着陸後も、救命治療を行いますので、近寄らないでください。
ドクターヘリが離着陸する際、近隣の皆様には、一時的な騒音や風等によりご迷惑をおかけすることがあるかもしれませんが、人命救助というドクター
ヘリの役割をご理解いただき、ご協力いただきますようお願いいたします。
（文書取扱：消防本部警防課 ４３－３００３）
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記念事業／案内

Information

道路工事に
道路工事に伴う通行止めのお
通行止めのお知
めのお知らせ
県道札の元佐土原線の道路工事に伴い、霧島交差点から東側約５００ｍ
区間の車両通行止めを行います。
工事期間中、大変ご不便をお掛けいたしますが、迂回路案内板に従い、
ご通行していただきますようご理解とご協力をお願いいたします。
・車両通行止め
車両通行止め期間
１１月
１１月１日(木)午前８
午前８時３０分
３０分～１２月
１２月１０日
１０日（月）〔予定
）〔予定〕
予定〕
【お問合せ先】
●西都土木事務所 道路建設担当 ４３－２２２１
●霧島工区安全協議会 (有)佐伯建設 ０９０－７４７７－２９９７

３

案内

『第2弾西都市口蹄疫復興プレミアム
弾西都市口蹄疫復興プレミアム商品券
プレミアム商品券』
商品券』
発行決定
商品券内容
①10,000円で12,000円分のお買物が出来るプレミアム付き商品券
②500円券が２４枚つづり
③一商品に利用できる限度額 ２０万円
④参加店舗は市内約350店舗を予定しています。決定次第、新聞折込等
でお知らせいたします。
※補助金の都合上大型店の参加は出来ませんのでご了承下さい。
⑤商品券使用期間
平成２４年１２月３日（月）～２５年２月１７日（日）まで
販売方法

予約販売

①はがきによる予約販売
※住所、氏名、電話番号、購入希望家族名と購入希望金額をご記入の上
西都商工会議所(住所:西都市大字妻1538-1)までお申込み下さい。
※はがき付きのチラシを新聞に折込しますのでご利用下さい。
②お一人様3万円までの限定販売です。但し、同居のご家族分購入予約で
きます。
※書類等でご家族の確認をさせて頂く場合がございますのでご了承下さ
い。
③予約多数の場合は抽選になります。
④予約期間
平成２４年１１月１日（木）～１１月９日（金）必着
⑤商品券引換期間 平成２４年１２月３日（月）～１０日（月）まで
※商品券を利用して、市内で年末、年始のお買物を楽しみましょう！
【お問合せ先】 西都商工会議所
４３－２１１１
西都市三財商工会 ４４－５１０７
（文書取扱：商工観光課）
（文書取扱：建設課）

「市民提案型まちづくり
市民提案型まちづくり事業補助金
まちづくり事業補助金」
事業補助金」
を活用しませんか
活用しませんか

「平成24
平成24年
24年8月京都府南部豪雨災害義援金」
月京都府南部豪雨災害義援金」
の受付について
受付について

市民によるまちづくりをサポートします
市民によるまちづくりをサポートします。
によるまちづくりをサポートします。
市では、「市民協働」のもと市民の自主的な活動を支援するため、市民
による団体が市や地域の活性化、まちづくりのために行う事業に対して、
「市民提案型まちづくり事業補助金」としてその経費を補助しています。
その様な事業の実施を考えておられる団体、興味をお持ちになった方は、
是非、市民協働推進課 市民協働推進係にお問い合わせください。また、市
のホームページにも情報を掲載していますのでご確認ください。

標記義援金については8月20日から受け付けておりますが、甚大な被害に
より現在も支援を必要とされている方が数多くいらっしゃいます。
日本赤十字社における義援金の募集期間が延長となり、日本赤十字社と
ともに西都市も引き続き支援に取り組んでいきます。市民の皆様のご協力
をよろしくお願いいたします。
（1）義援金名称 「平成24年8月京都府南部豪雨災害義援金」
（2）受付期間
10月31日（水）まで
（3）義援金受付口座
①銀行
・銀 行 名：京都銀行 本店 普通預金
・口座番号：5098660
・口座名義：日本赤十字社京都府支部 支部長 山田啓二(やまだけいじ)
※備考（摘要欄）に「京都府南部豪雨災害」と明記のこと
※支店の窓口、ATM及びｲﾝﾀｰﾈｯﾄからの振込手数料は無料です。
※受領証の発行を希望される場合は、京都府支部あて個別にご連絡くだ
さい。
〒605-0941 京都市東山区三十三間堂廻り町644
日本赤十字社京都府支部 組織振興課宛
TEL075－541－9326／FAX075－541－1361
（住所、氏名、送金日、金額等を記載してください）
②ゆうちょ銀行
・口座記号番号：00950－3－1258
・口座加入者名：日赤京都府支部 京都府南部豪雨災害義援金
※ゆうちょ銀行、郵便局窓口での取扱の場合、振替手数料は免除となり
ます。
※受領証の発行を希望される場合はその旨を通信欄にご記入ください。
（4）義援金受付窓口：西都市福祉事務所
（文書取扱・問い合わせ：福祉事務所高齢者福祉係 ４３－０３７６）

補助の
補助の区分と
区分と内容
（１）立ち上がりサポートコース
設立１年以内の市民団体等が行う事業に対し補助金を交付します。
補助金の額：補助対象額の１００％以内で１万円以上１０万円以下
（２）初期活動サポートコース
設立５年以内の市民団体等が行う事業に対し補助金を交付します。
補助金の額：補助対象額の９０％以内で１万円以上２０万円以下
（３）地域コミュニティサポートコース
地域のまちづくりやコミュニティづくりのために行う事業に対し補
助金を交付します。
補助金の額：補助対象額の８０％以内で４万円以上３０万円以下
（４）西都づくりサポートコース
西都市のまちづくりのために行う事業に対し補助金を交付します。
補助金の額：補助対象額の８０％以内で４万円以上５０万円以下
申請期間 １１月３０日（金）まで
※補助金の交付状況により変更する場合があります。
※この補助金は、申請内容の審査を行い、交付の可否が決定されます。
＜問い合わせ先
わせ先＞ 市民協働推進課市民協働推進係（４３－１２０４）
（文書取扱：市民協働推進課市民協働推進係）

Information

４

案内

Information

５

案内

空き地の適正管理（
適正管理（草刈りなど
草刈りなど）
りなど）をお願
をお願いします
空き地の雑草は、放置しておくと火災、害虫の発生、ごみの投げ捨て、交通障害の原因になります。良好な環境のために空き地の所有者・管理者は早め
に草刈りをするなど、空き地の適正管理をお願いします。
（文書取扱：生活環境課 ４３－３４８５）

法務局「
法務局「出前講座」
出前講座」のご案内
のご案内（
案内（無料）
無料）

財務局「
財務局「出前講座」
出前講座」のご案内
のご案内

法務局出前講座とは
法務局出前講座とは
暮らしの中にひそむ、様々なトラブルの予防や解決のために、暮らしに
役立つ法律などについて、法務局職員が、法務局の業務に関連することを
中心に私法分野
私法分野（※）に関する説明を分かりやすく行い、法や司法制度、
私法分野
これらの基礎となっている価値を理解していただき、法的なものの考え方
を身に付けていただくことを目的としています。

九州財務局では、各種団体やグループなどで開催する講座や研修などに
職員を講師として派遣し、経済・財政・金融などについてのお話をさせて
いただく「出前講座」を行っています。
「出前講座」では、国の財政や経済に関する講座をはじめ未公開株詐欺
などの金融犯罪にあわないための基礎知識などさまざまなテーマを準備し
ています。ぜひお気軽にご利用ください。

※私法：
私法：個人の
個人の権利や
権利や義務など
義務など、
など、私的な
私的な事柄を
事柄を規定する
規定する法律
する法律の
法律の総称。
総称。
【対象者】
対象者】
社会人の方で公民館講座、地区の区長会、女性部会、生涯学習会等の地
域における集会など規模にかかわらず、公民館等の場所をご用意いただ
ければ、法務局職員がお伺いしてお話をします。
【講座の
講座の内容】
内容】
・民法における契約について
・土地の境界について
・登記制度（不動産、会社、法人）
・相続と遺言について
・家主、地主とのトラブルについて
・近隣問題について
・いじめなどの人権問題について
・セクハラ問題について
・戸籍や国籍の問題について
・成年後見制度について
・その他（ご相談ください！）
【出前講座の
出前講座の申込先】
申込先】
〒８８０－８５１３宮崎市別府町１番１号
宮崎地方法務局総務課
電 話：０９８５－２２－５１２５
ＦＡＸ：０９８５－２０－３２０２
（文書取扱：市民協働推進課）

●「出前講座」の講演内容例
・最近の経済情勢について
・財政の状況について
・金融経済教育
・国有財産の利用状況などについて
●開催日
原則、平日の９時～１７時に実施。
※上記の時間以外で開催する場合でもご相談に応じます。
●費用など
無料（講演料・交通費など講師にかかる費用は一切不要です）
●お申し込み方法
希望される場合は、電話でお申し込みください。担当者が日程・講演
内容などを確認のうえ、申込書を提出していただきます。
●お申し込み先
宮崎財務事務所 総務課 清水・樫村（０９８５－２２－７１０１）
（文書取扱：総務課）

講師の
講師 の 派遣を
派遣 を 行 います～
います ～ 男女共同参画社会を
男女共同参画社会 を 目指して
目指 して～
して ～
西都市では、だれもが対等な立場で家庭・職場・地域などのさまざまな場において、個性や能力を十分に発揮することができる男女共同参画
社会をめざし、講演会等を希望される団体に講師の派遣を行っています。
これからの地域づくりや、暮らしを取り巻くさまざまな問題について、男女共同参画の視点で学んでみませんか。講師は、宮崎県男女共同参
画センター登録講師の方々をはじめ、団体の希望に応じます。
是非、ご利用下さい。
【派遣条件】各種団体・子ども会・地区公民館・学校関係など希望される団体で参加希望者が２０名以上
【申込期間】平成２５年２月２８日（木）まで
【申 込 先】市民協働推進課（４３－１２０４）〔担当〕児玉・黒木
（文書取扱：市民協働推進課）

「金婚」
金婚」を迎えられるご夫婦
えられるご夫婦へ
夫婦へ

浄化槽設置の
浄化槽設置 の 補助金制度について
補助金制度 について

結婚後「５０年」という永きに亘り、家族を支え、家庭を築いてこられ
たご夫婦を称えるため、「記念品」および「記念写真」をお贈りいたしま
す。
該当されるご夫婦は、下記申込み先までご連絡をお願いします。
１．該 当 者：市内に住所を有する結婚後５０年のご夫婦
※昭和３７年中（１／１～１２／３１まで）に結婚された
ご夫婦
※または以前に申込みをされなかったご夫婦
２．申込期限：１１月９日（金）まで
３．申 込 先：福祉事務所高齢者福祉係（４３－０３７６）
（文書取扱：福祉事務所高齢者福祉係）

Information

西都市内において浄化槽を設置される方に補助金制度があります。
対象となる家屋等については以下のとおりです。
（１）補助対象となる家屋
延床面積の２分の１以上が住居として使用される家屋
※別荘を除く
（２）補助金額
５人槽：３３２，０００円
７人槽：４１４，０００円
１０人槽：５４８，０００円
（３）補助対象区域
次に掲げるａとｂを除く全地域
ａ 公共下水道認可・計画区域
ｂ 農業集落排水施設整備事業計画区域
※具体的な地区についてはお問い合わせください。
（文書取扱：生活環境課）

６

案内

Information

第７回「三財へそ
三財へそ祭
へそ祭り」
宮崎県の地理上の「へそ」、三財地区で今年も恒例の「三財へそ祭り」
が開催されます。
元気に、にぎやかに、楽しい出し物も盛りだくさん。へそで茶が沸くほ
どの面白さ！
三財で楽しい時間をお過ごしください。
【日

時】１０月２８日（日）午前９時から午後３時４０分まで

【会

場】三財小学校グラウンド（雨天時は同校体育館）

【内

容】へそ踊り、へそ相撲、へそ綱引き、児童芸能発表、
気球搭乗体験、お楽しみ抽選会、各種出店など

【主

催】三財地域づくり協議会

【後

援】西都市、西都市観光協会

【問合せ先】三財地域づくり協議会事務局（４４－５８３１）
（文書取扱：市民協働推進課）

７

催し・講座

消費生活セミナーが
消費生活セミナーが開催
セミナーが開催されます
開催されます
『くらしの中
くらしの中の危険にご
危険にご注意
にご注意を
注意を～中高年の
中高年の事故予防～』
事故予防～』
台所でのやけど、階段・浴室での転倒など、私たちのくらしの中には、
様々な危険がひそんでいます。家庭内事故を予防するために、日常のくら
しの中で、どのような点に気をつければ良いのか、事故が起こった場合の
救急処置の仕方などを、この機会に是非受講してみませんか。
【主
催】宮崎県消費生活センター
【日
時】１１月７日（水）午後１：３０～午後３：００
【会
場】宮崎県消費生活センター（宮崎市江平西２丁目１－２０）
【講
師】日本赤十字社 宮崎県支部職員
【受 講 料】無料
【募集定員】５０名（※事前に電話で申し込みください。）
【申込み先】宮崎県消費生活センター（０９８５－３２－７１７１）
※来場の際は、できるだけ公共交通機関をご利用ください。
（文書取扱：生活環境課）

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～１１月
１１月のテーマ : 『 お口の健康 』 ～
下記の通り介護予防教室を開催します。１１月のテーマは「
「 お 口 の 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？
【対象】西都市在住の６５歳以上の方（３０名程度）
【日時】１１
１１月
１１ 月 １６日
１６ 日 （ 金 曜 ） 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。
【場所】西都市コミュニティセンター２階
【費用】無料
●固いものが食べにくくなった。
【内容】「
「 お 口 の 寝 たきり」
たきり 」 を 防 ぎましょう
●むせやすくなった。
・歯科医師による口腔機能や病気についての講話
●お口の正しいお手入れ方法を知りたい。
・口腔ケアの実践方法、お口やお顔の体操
など
【申込み】１１月９日（金曜）までに健康管理課（４３－３０２４）にご連絡ください
※ただし、申込み者が定員を超えた場合は、初めての方を優先させていただきます。
（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」を開催します
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♪
【日程】１１月２１日（水曜）１３時～１６時 【場所】西都市保健センター 【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
【内容】助産師による個別相談・乳房ケア （１組２０分程度）・計測
【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。参加希望の方は、１１月１６日(金曜）までに健康管理課（電話４３－１１４６）までお申し込みください。
予約時間は申し込み後にお知らせします。
（文書取扱：健康管理課健康推進係）
愛する人の「いのちと健康」を守るために

―

西都チャレンジショップ

―

「献血」
献血」にご協力
にご協力ください
協力ください

ハロウィンイベント開催
ハロウィンイベント開催のお
開催のお知
のお知らせ

下記の日程にて移動献血が行われます。ご協力いただいた血液は事故や
手術だけでなく、その多くはガンなどを中心とした病気の治療に使われて
おります。皆様のご協力をお願いします。
【 実施日 】 １０月２７日（土）
【 受付時間・場所 】
午前
９：３０ ～ １２：００
県立西都商業高校
午後 １３：００ ～ １６：３０
うめこうじ西都店
【 対象 】全血献血（４００ｍｌ献血）
●４００ｍｌ献血の基準：男性年齢１７～６９歳
女性年齢１８～６９歳
※但し６５歳以上は６０歳～６４歳までに献血経験のある方。
●体重５０ｋｇ以上の体調のよろしい方等。
●問診により献血ができない場合があります。
（３日以内の服薬・歯科治療・海外帰国後４週間以内の方など）。
★４００ｍｌ献血ご協力の方には粗品をお渡しいたします
★合計１５項目の血液検査結果をお知らせします。
（文書取扱・問い合わせ先：福祉事務所高齢者福祉係 ４３－０３７６）

これから起業を目指す西都市チャレンジショップの出店者による「ハロ
ウィンイベント」を下記の通り開催する事になりました。
出店者たちが協力して企画した初のイベントです。
平日はスタンプラリー形式での抽選会、そして週末２日間は大抽選会を
開催します。また仮装してお越し頂いたお子様にはお菓子のプレゼントを
用意しています。
多くの皆さまのご来場、お待ちしています。
『西都チャレンジショップハロウィンイベント
西都チャレンジショップハロウィンイベント』
チャレンジショップハロウィンイベント』
【日 時】１０月２２日（月）から２８日（日）の７日間
午前１０時から午後５時まで
【場 所】西都コミュニティプラザパオ１階 センターコート
【内 容】物品販売、施術、抽選会
【主 催】西都チャレンジショップ
【問合せ】チャレンジショップ ドリームスカイ（３５－３３１０）
（文書取扱：まちづくり推進室）

Information

８

催し・講座

Information

９

催し・講座

宮崎県高等学校駅伝競走大会・
宮崎県高等学校駅伝競走大会・
宮崎県中学校駅伝競走大会開催のお
宮崎県中学校駅伝競走大会開催のお知
のお知らせ

ミックスダブルステニストーナメント
（体協祭）
体協祭）開催のお
開催のお知
のお知らせ

宮崎県高等学校駅伝競走大会及び宮崎県中学校駅伝競走大会が下記のと
おり開催されます。大会当日は、交通規制もございますので、コース近隣
にお住まいの皆様方及び応援される皆様方には、大変ご迷惑をおかけしま
すが、御協力をお願いいたします。
●宮崎県高等学校駅伝競争大会
期 日：１１月４日（日）
（男子の部）１２時３０分（女子の部）１０時２０分 スタート
コース：日本陸連公認西都マラソンコース（国道219号線）
（男子の部）市役所前～杉安～三納～市役所前
（女子の部）市役所前～杉安～清水～市役所前
※妻高校が、男子の部・女子の部ともに出場いたします。
●宮崎県中学校駅伝競争大会
期 日：１１月１８日（日）
（男子の部）１１時３０分（女子の部）１０時２０分 スタート
コース：日本陸連公認西都マラソンコース（国道219号線）
（男子の部）市役所前～杉安～清水～市役所前
（女子の部）市役所前～島内～杉安～市役所前

ミックスダブルステニストーナメント（体協祭）を下記の要領で開催し
ます。ふるってご参加いただきますようご案内申し上げます。
【日
時】１１月２３日（祝・金） ※予備日 １１月２５日（日）
【受
付】午前８時より
開 会 式 ８時３０分より
試合開始 ８時４５分より
【会
場】西都原運動公園テニスコート
【参 加 料】１組 ３，０００円
【申込方法】
必要事項を記載の上、下記アドレスに申し込んでください。
①参加者氏名 ②それぞれの所属クラブ ③電話番号
（※氏名及びクラブ名には、ふりがなをお願いします。）
メールアドレス…ｔｅｎｎｉｓ＿ｓａｉｔｏ＠ｈｏｔｍａｉｌ．ｃｏｍ
もしくは、インターネットで「西都市テニス協会」を検索。
【申込締切】１１月１０日（土）必着
【申し込み・問い合わせ先】
西都市テニス協会 妹尾（０９０－１０８７－９１２３）
メールアドレス ｔｅｎｎｉｓ＿ｓａｉｔｏ＠ｈｏｔｍａｉｌ．ｃｏｍ

（文書取扱：スポーツ振興課

４３－３４７８）

（文書取扱

スポーツ振興課）

年金説明会のお
年金説明会のお知
のお知らせ
年金の受給を開始された方や、これから年金を受給される方を対象に年金説明会を開催します。高鍋年金事務所から講師が派遣され、年金全般について
わかりやすい説明があります。役立つテキストもさしあげます。また、年金請求書の書き方や年金受給後の各種手続きについてなど、年金に関する質問な
どもできますので、年金の受給について詳しくお知りになりたい方はこの機会を是非ご利用ください。
【開催日】１１月１３日（火）
【時 間】１３時３０分から約２時間
【場 所】西都市コミュニティセンター ２階 図書室
【その他】参加は無料です。また、事前の申込は必要ありません。お気軽にご参加ください。
【主 催】（社）宮崎県年金協会（0985－22－6075）【後 援】高鍋年金事務所
（文書取扱：市民課年金係）

平成２５
平成２５年西都市成人式
２５年西都市成人式の
年西都市成人式の開催について
開催について

特定健診等業務嘱託員の
特定健診等業務嘱託員の募集について
募集について
西都市では、特定健診等業務嘱託員を次により募集します。

【日

【会

時】平成２５年１月５日（土） 受付 １０：００～１０：５０
式典 １１：００～
場】西都市民会館

１．募集期間
２．受付時間
３．受付場所
４．応募方法

【対 象 者】平成４年４月２日～平成５年４月１日生の方
※西都市に住民票が無い方は申込みが必要です。
【申込方法】①新成人者氏名（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
を下記まで電話・ＦＡＸ・メールにてご連絡ください。
※西都市に住民票がある方は申込みの必要はありません。

５．応募資格
６．募集人員
７．勤務条件

【申 込 先】西都市教育委員会 社会教育課（西都市公民館内）
電 話：４３－３４７９
ＦＡＸ：４３－０３９９
メール：ｓｙａｋｙｏ＠ｓａｉｔｏ－ｃｉｔｙ．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月中旬頃に発送します。
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。
なお、今回の成人式は土曜日開催となります。新成人者、保護者、勤務
先などにおかれましては、ご理解・ご協力をいただきますようお願いいた
します。

８．採用方法
９．そ の 他
10．問合せ先

１０月１５日（月）～１１月９日（金）
午前８時３０分から午後５時１５分(土日、祝日は除く)
健康管理課国保係
市販の履歴書に写真を添付し、必要事項記載のうえ、保健
師または看護師(国家資格)免許証の写しを添えて申し込
んでください。
※不採用の場合は、提出された履歴書は返却します。
①健康で、保健師または看護師の国家資格を有する方。
②市税等の滞納がなく普通自動車運転免許をお持ちの方。
１名
①名
称
西都市特定健診等業務嘱託員
②勤務内容
特定健診・特定保健指導事業に関すること
など。
③勤務時間
午前９時から午後４時までの間で、１日６
時間以内とし、週２９時間以内。
④賃
金
月額１２万８千円
⑤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。
⑥任用期間
１２月１日（土）～
平成２５年３月３１日（日）※更新あり
面接により選考します。
詳細については、面接時に説明します。
健康管理課国保係 ４３－０３７８
（文書取扱：健康管理課）

（文書取扱：社会教育課）
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募集

西都市公民館講座 受講生募集
● デジタルカメラ講座
デジタルカメラ 講座
初心者を対象にデジタルカメラの操作方法からパソコンへの取り
込み・処理などを学びます。デジタルカメラは身近なものになり
ましたが、まだ扱いに慣れていない方などぜひご参加ください。
【日程】11月1日（木）～12月6日（木） 毎週木曜日 全6回
【時間】19時30分～21時30分まで
【場所】西都市公民館 ２階 会議室
【対象】18歳以上で市内にお住まいの方（初心者） 30名
【内容】「デジタルカメラ」の基礎知識
【備考】テキスト代として2,000円が必要です。
デジタルカメラ、パソコンをお持ちの方はご持参ください。
【申込締切】１０月３０日（火）１７時まで

●そ
そば打ち講座
そば打ちに興味のある方、再度習いたい方を募集します。最後は新そ
ばを打っておいしくいただきましょう！
【日程】１１月１１日～１２月２日 毎週日曜日 全４回
【時間】９時３０分～１１時３０分
（試食、片付け後１２時３０分頃の終了となります。）
【場所】西都市公民館 調理室
【対象】１８歳以上の西都市在住または在勤の方 １０名
【内容】そば打ち（二八そば）の実技
【備考】材料代として、毎回1,000円程度が必要となります。
そば打ちの道具をお持ちの方はご持参ください。
【申込締切】１１月６日（火）１７時まで

●男
男の一品料理講座
料理に興味のある方、また腕に磨きをかけたい方を募集します。男性
ならではの一品を作ってみませんか？
【日程】１１月２１日～２月２０日 毎月第３水曜日 全４回
【時間】１９時００分～２１時００分
【場所】西都市公民館 調理室
【対象】１８歳以上の西都市在住または在勤の初心者の方 １５名
【内容】料理の基礎から応用まで
【備考】毎回内容に応じて材料費がいくらか必要となります。
【申込締切】１１月６日（火）１７時まで

●年賀状
年賀状のための
年賀状のための毛筆講座
のための毛筆講座
日常的に筆字が書けたらいいなと思ったことはありませんか？今回は
年賀状の書き方を中心に小筆を使った毛筆を学びます。
【日程】１１月１３日～１２月４日 毎週火曜日 全４回
【時間】１９時３０分～２１時３０分 【場所】西都市公民館 会議室
【対象】１８歳以上の西都市在住または在勤の方 ３０名
【内容】小筆を使った毛筆
【備考】書道用具（小筆や中筆、墨汁など）やハガキ大の用紙をご持参
ください。
【申込締切】１１月６日（火）１７時まで

【申込方法】社会教育課（４３－３４７９）へ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時までです。（土日・祝日および時間外は受付を行っておりません）
【注意事項】どの講座も応募者多数の場合は抽選といたします。
また、講座により申込締切が異なりますので、ご注意ください。
（文書取扱：社会教育課成人教育係

４３－３４７９）

『第２弾西都市口蹄疫復興プレミアム
弾西都市口蹄疫復興プレミアム商品券
プレミアム商品券』
商品券』参加店募集
当実行委員会では平成22年4月末に発生した口蹄疫の影響を受け、疲弊した西都市経済の復興を目的としてプレミアム商品券（プレミアム率20%、発行額
１億２千万円）を発行します。
つきましては、下記要領にて参加店を募集します。商品券の参加店になって頂き、お店の販売促進、顧客へのＰＲなどに活用してください。
①参加店募集期間

１０月１０日（水）～１０月２３日（火）
（募集期間後も随時受付いたしますが、１回目のチラシへの掲載が出来なくなります。）

②運営組織

第２弾西都市口蹄疫復興プレミアム商品券発行事業実行委員会（西都市、西都商工会議所、西都市三財商工会で組織）

③申込み先

西都商工会議所 西都市三財商工会

④申込み方法

申込書による申込み
（申込書は西都商工会議所、西都市三財商工会に設置しています。また下記アドレスからもダウンロードできます。）

⑤目標参加店件数

３５０件（参加店負担金 商工会議所・商工会会員0％

⑥商品券使用期間

平成２４年１２月３日（月）～２５年２月１７日（日）まで

非会員５％）

【重要】
本商品券事業は、中小企業のための補助金を頂いて運営する都合上、大型店の参加は出来なくなっています予めご了承下さい。
尚、中小企業の定義は下記の通りです。
製造業…資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに、常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
卸売業…資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに、常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
小売業…資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社並びに、常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
サービス業…資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社並びに、常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

【お問合せ先】 西都商工会議所
４３－２１１１
西都市三財商工会 ４４―５１０７
西都商工会議所ホームページ
http://www.miyazaki-cci.or.jp/saito/
（文書取扱：商工観光課）
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相談

高鍋年金事務所が
高鍋年金事務所が出張年金相談を
出張年金相談を行います

行政相談所のご
行政相談所のご案内
のご案内

西都市役所で老齢厚生年金・遺族厚生年金などの手続きや相談ができま
す。
【相談日】１１月１５日（木）
※次回は１２月２０日（木）です。

行政相談所では、国・県・市町村、独立行政法人、特殊法人（ＪＲ、郵
便事業株式会社等）の仕事に対する皆様の苦情や意見・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。

【時

間】午前１０時から１２時、午後１時から３時です。
（当日の窓口受付は８時３０分からです）

【場

所】西都市役所市民課年金係

●定例行政相談所
【日 時】１１月８日（木） １０：００～１２：００
【場 所】西都市役所南庁舎２階 小会議室
●お問い合わせ

生活環境課市民生活係（４３－３４８５）

年金相談は
年金相談は事前に
事前に電話予約が
電話予約が必要です
必要です
【予約先】
高鍋年金事務所

（文書取扱：生活環境課）
２３－５１１１

【予約方法】
●相談日の１カ月前から受付開始
（例：11/15の相談日の場合は、10/15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・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。

（文書取扱・問い合わせ先：市民課年金係

４３－１２２１）

司法書士による
司法書士による
消費生活無料相談をご
消費生活無料相談をご利用
をご利用ください
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。
●開催日時：１１月６日（火）午後１時から午後４時
１２月４日（火）午後１時から午後４時
※相談時間はお一人約３０分です。
●開催場所：西都市役所 南庁舎
●申込先：生活環境課 ４３－３４８５
※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）

西都警察署ニュース
西都警察署ニュース
〈発 行〉西都警察署
平成２４年１０月１日号

平成２４年１０月号
～刑事生活安全課

篇～
～

～カギかけ・声
カギかけ・声かけ・通報
かけ・通報でみんな
通報でみんな安心
でみんな安心、
安心、西都～
西都～
◆全国地域安全運動の
全国地域安全運動の実施◆
実施◆～１０月１１日から２０日まで～
運動の
運動の共通重点
１．自転車盗、万引きの防止
２．子どもと女性、高齢者の犯罪被害防止
西都警察署の
西都警察署の重点目標
高齢者による万引き防止
◆平成２４
平成２４年
２４年９月１３日現在
１３日現在の
日現在の盗難事件◆
盗難事件◆
窃盗事件総数 ：１０３件（前年同日比
侵入盗
： １７件（前年同日比
車上狙い
：
９件（前年同日比
自転車盗
： １４件 (前年同日比
自販機狙い
：
３件（前年同日比
万引き
： ２３件（前年同日比
その他
: ３７件
◆通学用自転車施錠調査８
通学用自転車施錠調査８月結果◆
月結果◆
妻高校
８０．９％
西都商業高校 ５９．３％
妻中学校
８８．３％
穂北中学校
８６．３％

減 ら そ う 交 通 事 故

～

魔の時間帯に
時間帯に注意を
注意を！
◆秋・冬の時期は、日没後
日没後１
日没後１時間の事故が多くなります。
時間
夕暮れ時の「早めの点灯」・「ピカピカ」運動実施中！
（平成２４年９月２１日～平成２５年１月３１日）
◆車・自転車は、早めのライト
ライト点灯
ライト点灯を！
点灯
歩行者は、明るい色の服装と反射材
反射材の
反射材の着用を！
着用

－２３）
－１４）
－１９）
－ ２)
－１１）
＋１７）

◆交差点
交差点やその
交差点やその付近
やその付近での
付近での事故多発
での事故多発！
事故多発！安全確認を忘れずに！
◆絶対
絶対ダメ
絶対ダメ！
ダメ！飲酒運転
☆平成２４年９月末の交通事故発生状況(概数)
人身事故 ： １６２件 （前年比：＋１５件）
死者
：
０名 （前年比： －１名）
負傷者 ： １８１名 （前年比：＋ １名）
物損事故 ： ４２５件 （前年比：＋４３件）

盗難被害状況
妻高校
２台
妻中学校
１台
（昨年対比
昨年対比 －２台）

◆高齢者による
高齢者による万
による万引きが増加
きが増加◆
増加◆

※物損事故の
物損事故の３件に１件が駐車場内で
駐車場内で発生！
発生！
（文書取扱：生活環境課）
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その他

図書館だより
西都市立図書館(43
図書館だより11
だより11月号
11月号
西都市立図書館(43(43-0584)
11月
11月の休館日 5・12・
12・19・
19・21・
21・26日
26日
●新着図書のご
新着図書のご案内
のご案内

●今月の
今月の展示コーナー
展示コーナー
今年は、伊東マンショ没後400年です。
図書館では、郷土が生んだ偉人『伊東マンショ』に
関係する本の展示を行っています。
『展示図書の
展示図書の紹介』
紹介』
児童 ●遥かなりローマ
（今西 祐行）
一般 ●伊東マンショ その生涯
（マンショを語る会）
●ドキュメント天正少年使節
（志岐 隆重）
●少年が歴史を開いた
伊東マンショ・その時代と生涯
（井上 敬雄）

伊東マンショ
シンボルキャラクター

●10月
10月27日
27日（土）～11
）～11月
11月9日（金）は読書週間です
読書週間です
読書の秋です。読書をするのによい季節となりました。
上記以外にもいろいろな展示もあります。

【 児童 】 ☆は絵本です
☆ねこまるせんせいのおつきみ （渡辺 有一）
☆たまねぎちゃん あららら！ （長野 ヒデ子）
☆へんしんおんせん （あきやま ただし）
☆おんちゃんは車イス司書 （梅田 俊作）
◎大造じいさんと雁 （椋 鳩十）
◎魔術 （芥川 龍之介）
【 中高生ＹＡ
中高生ＹＡ 】
◎きみスキ （梨屋 アリエ）
◎ヤング・シャーロック・ホームズ vol.1（アンドリュ－・レーン）
◎イクバルと仲間たち （スーザン・クークリン）
【郷土児童本】
郷土児童本】
◎木喰さん
（彌勒 祐徳）
【 一般 】
◎生きるぼくら （原田 ハマ）
◎つむじダブル （小路 幸也）
◎若桜鉄道うぐいす駅 （門井 慶喜）
◎宿神 第1巻 第2巻 （夢枕 獏）
◎サラダ油が脳を殺す （山鳩 哲盛）
◎日本人はなぜ中国人、韓国人とこれほどまでちがうのか（黄 文雄）
※上記以外も新刊が毎週入荷しています。
図書館のホームページで見ることができます。
本の予約は窓口職員までお声かけください。

どうぞ図書館をご利用ください。
（文書取扱：社会教育課 ４３－０５８４）

