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こんね！四季を彩るロマンのまち西都
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案内

催し・講座

ｃ ｏ ｎｔｅｎ ｔｓ

1 11月15日から敬老バスカード及び
定期券購入補助の受付を各支所でも開始します
12月4日（火）から10日（月）は「人権週間」です
2 平成24年度「人権に関するポスター」入賞者が決まりました
西都市歴史民俗資料館燻蒸に伴う臨時休館のお知らせ
3 西都市長選挙立候補手続および選挙運動等説明会の開催について
男女共同参画に関する意識調査を行います
ＳＩＤＳ(乳幼児突然死症候群)から赤ちゃんを守りましょう
4 4種混合ワクチンの予防接種について
平成25年春 造林補助及び苗木申込み等について
5 市有林林産物売払処分について
「一日公庫」のご案内

8 平成24年度 受講生募集のご案内
9 坂井淳子さんによる講演会を開催します
子ども会クリスマス会参加者大募集
「おっぱい学級」を開催します

募集
10 空店舗を活用してみませんか
「西都市商店街空店舗活用推進事業補助金 (募集)」のご案内
11 放課後児童クラブ指導員の募集について
松尾ダム管理人募集
「西都原菜の花植付作業」ボランティア募集
12 新成人者代表募集

相談

催し・講座

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

5 第3回ほきた軽トラ市
6 西都の歴史を巡る「女子会さいと“12～20”ポタリング」のご案内
さいと匠の会 12月開催の教室案内
インテリア自在鉤作り教室
門松・しめ縄づくり教室
7 『アカデミックブラスアンサンブル』ふれあいコンサート in 西都
クリスマスリース講座
門松・しめ縄作り講座
■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。

その他
13 西都警察署ニュース
14 図書館だより12月号

※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

11月
11月15日
15日から敬老
から敬老バスカード
敬老バスカード及
バスカード及び定期券購入
定期券購入
補助の
補助の受付を
受付を各支所で
支所でも開始し
開始します
70歳以上（3ヶ月以上在住者）の方を対象に、10月１日から敬老バスカー
ド及び定期券購入費補助を行っています。
これまでは、福祉事務所のみでの受付でしたが、11月15日からは各支所
でも受付を行いますのでご利用下さい。
なお、発行については、後日、支所でお渡しするか又は個人宅へ福祉事
務所から発送することになりますのでご了承下さい。
(１)敬老バスカード
敬老バスカード
市内でコミュニティバスや路線バスの降車時に、バスカードを運転手
に提示すれば、1乗車200円の負担でバスが利用できます。
(２)高齢者用バス
高齢者用バス定期券購入費補助
バス定期券購入費補助
バス会社等で販売するバスの半年定期券15,000円購入に対して5,000
円を補助します。
※注意：定期券購入後に補助券を提出しても割引対象になりません
●申請受付：午前8時30分～午後5時
※ただし、12:00から13:00および土日祝祭日は除く
●申請受付場所：三納・三財・穂北・都於郡・東米良支所
●持参していただくもの
①顔写真（タテ3センチ×ヨコ2.5センチ、半年以内に撮影したもの）
※定期券購入補助には写真は不要です。
②身分証明書（運転免許証又は健康保険証等）
※注意：
注意：必ず本人が
本人が窓口で
窓口で申請して
申請して下
して下さい。（
さい。（代理申請不可
。（代理申請不可）
代理申請不可）
（文書取扱・問い合わせ先：福祉事務所４３－０３７６）

１

案内

12月
12月4日（火）から10
から10日
10日（月）は「人権週間」
人権週間」です
国際連合は、昭和２３年１２月１０日、第３回総会において「世界人権
宣言」が採択されたのを記念し、昭和２５年、第５回総会において、１２
月１０日を「人権デー」と定め、加盟国に記念行事を実施するように呼び
かけています。
法務省と全国人権擁護委員連合会は、昭和２４年から、毎年１２月１０
日を最終日とする一週間を「人権週間」と定め、人権尊重思想の普及高揚
のための啓発活動を全国的に展開しています。
西都市でも、下記のとおりの行事を行いますので、ぜひご来場・ご利用
ください。
(１) 市内小・
市内小・中学生人権ポスター
中学生人権ポスター展
ポスター展
期 日：１２月４日（火）～９日（日）
午前１０時～午後５時
会 場：西都原ガイダンスセンター「このはな館」
入場料：無料
内 容：夏休み期間中に市内小・中学生を対象に募集した人権 ポスタ
ーのうち、入賞された作品計３１点を展示します。人権の大切
さについて子どもたちの想いや願いが伝わってくる、すばらし
い作品です。ぜひお誘い合わせの上、ご覧ください。
(２) 特設人権相談所開設
日 時：１２月４日（火） 午前１０時から午後３時
場 所：西都市役所南庁舎１階会議室
相談員：人権擁護委員 諏訪 健二 委員
人権擁護委員 黒木 いく代 委員
(３) 一日人権擁護委員・
一日人権擁護委員・街頭啓発
日 時：１２月４日（火） 午後５時から
場 所：｢うめこうじ西都店｣及び｢Ａコープさいと店｣
内 容：一日人権擁護委員を菜の花レディー及び人権ポスター最優秀賞
受賞者（予定）に委嘱し、啓発物品（チラシ・卓上カレンダー
等）を配布します。
（文書取扱：市民協働推進課）

平成２４
平成２４年度
２４年度「
年度「人権に
人権に関するポスター」
するポスター」入賞者が
入賞者が決まりました
西都市人権啓発推進協議会において、市内小・中学生を対象に８月の人権啓発強調月間に合わせて募集しました「人権に関するポスター」は、小学校８
校、中学校４校より合計１７３点の応募がありました。たくさんのご応募ありがとうございました。
この作品について審査の結果、入賞者は次のとおり決まりましたので、お知らせします。
なお、これらの入賞された作品は、人権週間期間中（１２月４日～９日）に西都原ガイダンスセンター「このはな館」で開催します『人権に関するポス
ター展』にて展示を行いますので、ぜひご覧ください。
☆ 最優秀賞受賞者
☆ 優秀賞受賞者
学 年
小学１年

小学２年

小学３年

三納小学校６年
学 校
妻南
妻南
銀上
妻南
妻南
妻南
妻南
三財
三財

桑畑

氏 名
奥口 愛美
菅原 大洋
須藤 千晴
新田 そら
山本 大輔
吉野 愛麻
土持 陵輔
川﨑 北斗
原 あきら

さくら、 穂北中学校２年
学 年
小学４年

小学５年

小学６年

学 校
妻南
茶臼原
都於郡
妻南
三納
三納
三納
妻北
三納
三財
三財

橋口 夏奈
氏 名
大塚 栞奈
柳井 茉桜
大重 陸斗
本部 結夏
小田切 一平
中谷 めい
松浦 佑星
河野 はるか
宮田 風花
緒方 瑠菜
斉藤 遥菜

（順不同、敬称略）
学 年
中学１年

中学２年

中学３年

学 校
三納
三財
三財
穂北
穂北
穂北
穂北
三納
三納

氏 名
中島 冬歩
原 朝美
日髙 彩乃
秋鷹 虹帆
秋鷹 梨花
菊木 悠
黒木 伽音
大野 裕香
黒木 茉実
（順不同、敬称略）

（文書取扱：市民協働推進課）
くんじょう

西都市歴史民俗資料館 燻 蒸 に伴う臨時休館のお
臨時休館のお知
のお知らせ
西都市歴史民俗資料館では、展示物の害虫駆除のため、館内燻蒸を行います。つきましては、下記の期間、資料館を臨時休館とさせていただきます。ご
利用者の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解いただきますようお願いいたします。
【臨時休館期間】１２月１日（土）～１２月２日（日）
※１２月３日（月）は通常の休館日となりますので、開館は１２月４日（火）からとなります。
（文書取扱：社会教育課文化財係 ４３－０８４６）

Information

２

案内

Information

西都市長選挙立候補手続
および
および選挙運動等説明会の
選挙運動等説明会の開催について
開催について
●任期満了による西都市長選挙について以下のとおり日程が決定しました
のでお知らせします。
・告 示：平成２５年１月２０日（日）
・投票日：平成２５年１月２７日（日）
●立候補手続及び選挙運動等説明会を以下のとおり開催します。
・日 時：１１月２９日（木）１４時００分～
・場 所：西都市コミュニティセンター３階研修室
・携行品：筆記具

３

案内

男女共同参画に
男女共同参画に関する意識調査
する意識調査を
意識調査を行います
西都市では、平成１６年３月に制定した「西都市男女共同参画条例」及
び平成２１年３月に策定した「西都市男女共同参画プラン」に基づき、男
女共同参画社会の実現に向けて各種施策を推進しています。
この度、「西都市男女共同参画プラン」が来年で５年目を迎えることか
ら、西都市民の男女共同参画に関する意識の変化を調査し、今後のプラン
の参考にするため、下記のとおりアンケート調査を行います。
調査の趣旨をご理解いただき、皆様のご協力をお願いいたします。
１．調査対象
２．調査方法
３．提出方法

※この説明会時に立候補届出用紙等関係書類を配布いたしますので立候補
を予定されている方は必ず出席ください。
（文書取扱：選挙管理委員会）

４．実施時期

市内の成人男女各1,500名を無作為抽出いたします。
アンケート形式で郵便にて送付いたします。
無記名のまま同封の返信用封筒に入れて、ポストに投函
してください。
平成２４年１１月
（文書取扱：市民協働推進課）

乳幼児突然死症候群

Ｓ Ｉ Ｄ Ｓ から赤
から赤ちゃんを守
ちゃんを守りましょう

～11月はＳＩＤＳ（乳幼児突然死症候群）対策強化月間です～

ＳＩＤＳ（乳幼児突然死症候群）とは、それまで元気だった赤ちゃんが事故や窒息ではなく睡眠中に突然死亡する病気です。原因はまだわかっていませ
ん。日本では、およそ6,000人～7,000人に１人の赤ちゃんがこの病気でなくなっていると推定されています。生後2カ月から6カ月に多く、まれに1歳以上
でも発症することがあります。
赤ちゃんを
守るための
３つのポイント

１．うつぶせ寝は避ける
医学上の理由で必要なとき以外は、赤ちゃんの顔が見えるあおむけに寝かせましょう。
２．たばこはやめる
妊婦自身が禁煙することはもちろん、妊婦や乳児のそばでの喫煙も避けるよう、身近な人の協力が必要です。
３．できるだけ母乳で育てる
人工乳がＳＩＤＳを引き起こすわけではありませんが、できるだけ母乳で育てるようにしましょう。
（文書取扱：健康管理課健康推進係

４３－１１４６）

平成25
平成25年春
25年春 造林補助及び
造林補助及び苗木申込み
苗木申込み等について

4種混合ワクチンの
種混合ワクチンの予防接種
ワクチンの予防接種について
予防接種について
平成24年11月から3種混合ワクチンと単独の不活化ポリオワクチンのほ
か新しいワクチンとして4種混合ワクチン（ジフテリア、百日咳、破傷風、
不活化ポリオ）が導入されました。
定期の予防接種になりますので、接種費用は対象年齢の方は無料です。
【対象年齢】
生後3か月から生後90か月(7歳6か月)
標準的な接種期間
1期
生後3か月から12か月
初回
1期
初回接種終了後12月に達した
追加
時から18月に達するまで

回数
3回
（20日以上の間隔をおいて）
1回

【実施医療機関】
いわみ小児科医院、とめもり小児科、市外のかかりつけ医
【接種上の注意】
■3種混合ワクチン、ポリオワクチンの両方とも未接種の方は、4種混合
ワクチンを接種します。
■以下のいずれかのワクチンを既に接種している方は、4種混合ワクチン
の導入にかかわらず、3種混合ワクチン＋単独の不活化ポリオワクチン
を接種します。
○生ポリオワクチン1回
○単独の不活化ポリオワクチン1回以上
○3種混合ワクチン1回以上
※ポリオを生ワクチンで2回接種している方は、不活化ポリオワクチンは不
要です。
（文書取扱・お問合せ先：健康管理課健康推進係 43-1146）

Information

《造林補助申請について
造林補助申請について》
について》
じごしらえ

伐採届出を提出してある山林で面積が10ａ以上の山林に造林（ 地 拵 ・植
栽）した場合には補助金が出ます。
※補助率 森林経営計画区域内：
森林経営計画区域内：68％
68％ 区域外：
区域外：36％
36％
平成２５年春に造林される方はお申し込み下さい。
お申し込みの際は、次の事項を確認のうえご連絡下さい。
①造林所在地（小字まで） ②面積 ③植栽樹種
※申込期限・・・平成２４年１２月２１日（金）
《造林用苗木申し
造林用苗木申し込みについて》
みについて》
造林用苗木の申し込みを受け付けております。苗木配布は２月下旬を予
定しております。樹種によっては数量に限りがありますので、お早めにお
申し込みください。特にクヌギの生産量が少ない状況です。
※受付期限・・・平成２４年１２月２１日（金）
《果樹苗木申し
果樹苗木申し込みについて》
みについて》
落葉果樹及び柑橘類の苗木申し込みを受け付けております。
※配布時期：落葉果樹（柿・栗・梅・梨など）・・・・・１２月中旬
：柑橘類 （温州・雑柑・ゆず・金柑）・・・ ３月中旬
※受付期限：落葉果樹・・・平成２４年１２月 ７日（金）
：柑橘類・・・・平成２５年 １月３１日（木）
《森林国営保険申し
森林国営保険申し込みについて》
みについて》
山林所有者のみなさん、森林国営保険の加入はお済みですか？宮崎県に
は毎年多くの台風がやってきます。万一の災害（火災・風水害・凍害・干
害など）に備えて早めの加入をお願いします。
※樹種、林齢、面積などに制限はほとんどありません。（天然林や竹林は
対象外となります。）
詳細についてはご連絡下さい。
◎お問い合わせ・申込み先
児湯広域森林組合
西都市小野崎１丁目１８番地
TEL43－3100
FAX43－3109
（文書取扱：農林振興課林務係）

４

案内

Information

市有林林産物売払処分について
市有林林産物売払処分について
市有林林産物を下記のとおり一般競争入札によって売り払いますので買
い受け希望者は現場を熟覧し、西都市財務規則を承知の上、指定日時に入
札して下さい。
1.入札に付する売却物件
スギ立木（54年生） 径級10～56cm
本数3,877本 立木材積2,221.53㎥
2.所在地
西都市大字三納字吹山11741番地1
3.搬出期限
平成２５年１２月３１日
4.入札の方法
(1)一般入札によります。
(2)郵便又は電信による入札は認めません。
(3)参加者は、宮崎県条例に定める木材業の
登録を必要とします。
5.契約事項を示す場所
西都市役所農林振興課
6.入札執行の日時・場所
１２月１４日（金）午前９時より
西都市コミュニティセンター ３階学習室
7.入札の保証金
入札金額の５／１００以上必要です。
8.現地案内の日時・場所
１１月３０日（金） 午後１時に西都市役所
農林振興課に集合し、現地に向かいます。
9.その他
消費税は、外税とします。
（文書取扱：農林振興課林務係）
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年末資金のご準備はされましたか？

「一日公庫」
一日公庫」のご案内
のご案内
商工会議所では、年末資金の用意を前に、日本政策金融公庫とタイアッ
プし、個人企業及び法人企業を対象に「一日公庫」を開催します。「一日
公庫」とは公庫から融資相談員に出向いていただき、「当日、その場で融
資の決定を行う」というもの。通常のお申込みより早くご融資ができます。
年末の商品仕入、従業員のボーナスの支払いなど、間近になって慌てない
よう、早めの資金の手当てをお勧めします。ご相談だけでもお受け致しま
すので、お気軽にご来所下さい。
【と き】１２月５日（水）午前10時～
【ところ】西都商工会議所
【相談員】日本政策金融公庫宮崎支店 融資担当者
現在の
現在の基準利率 2.05％（
2.05％（11
％（11月
11月1日現在）
日現在）
※金利は担保、保証人等の条件により上下があります。
※融資をご希望の方は11月28日(水)までに申込書、決算書等を商工会議
所までご提出下さい。(申込書は窓口にあります)
※なお、ご相談内容等やむを得ずご希望に添いかねる場合や、若干の日
数を要する場合がございますので、あらかじめご了承下さい。
事前にお電話下さい。西都商工会議所 ４３－２１１１
（文書取扱：商工観光課）

第３回ほきた軽
ほきた軽トラ市
トラ市～ふるさと食の再発見！100食のふるまいもあります～
今年で３回目となる「ほきた軽トラ市」を、次のとおり開催します。
●日 時
１１月２５日（日）午前８時～１１時（※売り切れとなり次第「終了」となります。）
●場 所
市役所穂北支所駐車場
※小雨決行
●主催
穂北づくり協議会（産業振興部会）
●内 容
約２０台の「軽トラ」により、朝どれ野菜や卵、果物、日用雑貨、木工品、竹細工、焼きそば、から揚げなどたくさんの品物をお手ごろ価格
で販売します。また、集会室では「フリーマーケット」も開催します。
●その他
①ふるさと食のふるまいがあるほか、先着１００名に抽選券を進呈します。
②この「軽トラ市」は、支所駐車場が会場となりますので、近隣の駐車場を利用されるか、徒歩や自転車等でお越しください。
●連絡先
穂北づくり協議会事務局（４３－１１１３）
（文書取扱：市民協働推進課）

～じてパラｉｎさいと 第５弾～

サイクルナビゲーター「
サイクルナビゲーター「絹代」
絹代」さんと行
さんと行く
西都の
西都の歴史を
歴史を巡る
「女子会さいと
女子会さいと“
さいと“12～
12～20”
20”ポタリング」
ポタリング」のご案内
のご案内
【開催日時】12月9日（日）
【集合時間および場所】 午前9時30分 西都市小野崎通り
「あいそめ広場」(サイクランドおくぐち前)
【ポタリングのコース】
あいそめ広場～「都万神社」～「西都原ガイダンスセンター」～「日向
国分寺」～「あいそめ広場」 約10㎞
（都萬神社から西都原まで約800mの登り坂有り）
【タイムスケジュール】
午前9時30分 「あいそめ広場」ﾆﾆｷﾞﾉﾐｺﾄ＆ｺﾉﾊﾅｻｸﾔﾋﾒ像前集合
午前10時
出発：都萬神社参拝後、西都原へ
正
午
●昼食：西都原ガイダンスセンター「このはな館」にて
「季節のご膳」
●弥勒祐徳さんの絵画鑑賞
午後1時
出発：国分寺へ「木喰上人」の仏像鑑賞
午後2時30分 「あいそめ広場」到着 午後3時のお茶
午後3時
解散予定
【参加費】 2,000円（昼食・傷害保険・お茶代等）
【その他】 自転車をお持ちでない方はレンタル自転車をご準備します。
参加申込時に申し出てください。
【締切日】12月5日（水）
【主 催】じてﾊﾟﾗinさいと実行委員会
【共 催】西都市地域雇用創造協議会
【お問合せ先】〒881-0012 西都市小野崎1-61 サイクランドおくぐち
Ｔｅｌ（0983）43-0445 URL http://okuguchi.jp
Ｅメールアドレス：kazu@okuguchi.jp
（文書取扱：商工観光課）

Information

さいと匠
さいと匠の会 12月
12月開催の
開催の教室案内
「さいと匠の会」主催で下記の教室を開催します。気軽にご参加くださ
い。なお、両教室とも事前に商工観光課まで予約申込をお願いします。

「インテリア自在鉤作
インテリア自在鉤作り
自在鉤作り教室」
教室」
昔、囲炉裏の上に吊してあった「自在鉤」。その仕組み（構造）には
知恵や工夫がいっぱい。現在は一輪挿しなどのインテリア用品として人
気があります。
【日
時】１２月８日（土）１０：００～１５：００
※製作には３時間程かかります。
【場
所】生きがい交流広場 （電話４３－５７６６:平助通り）
【内
容】竹を材料に知恵と工夫をこらした「自在鉤」づくりを行い
ます。世代を超えて“ものづくり”の「知恵」と「技術」
と「楽しさ」を伝えます。
【募集人数】２０名程度
【参 加 料】２００円
【予約締切】１２月５日（水）午後５時まで

「門松・しめ
門松・しめ縄
・しめ縄づくり
づくり教室」
教室」
【日

時】１２月２２日（土）《午前の部》10:00 ～ 12:00
《午後の部》13:00 ～ 15:00
【場
所】生きがい交流広場（電話４３－５７６６：平助通り）
【内
容】しめ縄と卓上サイズのミニ門松づくりを行います。
【募集人数】《門 松》午前の部：１０名 午後の部：１０名
《しめ縄》午前の部：１５名 午後の部：１５名
【参 加 料】門 松：５００円
しめ縄：２００円
【予約締切】１２月１４日（金）午後５時まで

【申込み・問い合わせ先】商工観光課商工振興係 ４３－３２２２
（文書取扱：商工観光課）
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『アカデミックブラスアンサンブル』
アカデミックブラスアンサンブル』ふれあいコンサート in 西都

まちづくりサポーター事業
西都市文化ホールにおきまして、下記のとおりアカデミックブラスアンサンブルのコンサートを開催いたします。
アカデミックブラスアンサンブルは、1985年に宮崎市で結成。 メンバーは県内の中学校・ 高校の教師を中心に会社員・学生などの金管楽器愛好家で編
成され、年１回の定期演奏のほか、県内外、国内外と演奏活動を続けています。今回は妻中学校吹奏楽部もゲスト出演し、一部共演も予定されています。
是非、お誘いあわせのうえご来場ください。
【期
日】１２月１日（土）
【時
間】開場１８時００分／開演１８時３０分
【会
場】西都市文化ホール （コミュニティプラザＰＡＯ ３階）
【料
金】５００円 ※ただし、小学生以下は無料。
【主
催】西都市（まちづくりサポーター事業）
【企
画】まちづくりプロジェクト”ふらっと”
【お問合せ】ＮＰＯ法人ⅰさいと まちづくりプロジェクト“ふらっと”（４２-６５１８）
（文書取扱：まちづくり推進室）

クリスマスリース講座
リスマスリース講座

門松・しめ
門松・しめ縄作
・しめ縄作り
縄作り講座

勤労青少年ホームでは、かわいいクリスマスリース作りの講座を開催し
ます。手軽に本格的なリースが作れますので、手づくりのリースでお部屋
をかわいく盛り上げてみませんか？

働く婦人の家では、お正月に向けた門松・しめ縄作り講座を開講します。
室内に飾るのにぴったりの、小さめサイズです。
材料や道具等はこちらで準備いたしますので、お気軽にご参加下さい。
日 時：12月17日（月）午前の部10:00～12:00・午後の部13:30～15:30
場 所：西都市働く婦人の家（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：門松500円、しめ縄200円
定 員：各10名（応募者多数の場合は事務局で抽選となります）
申 込：窓口で直接か、往復はがきでお申込み下さい。
○直接お申込みの場合は50円切手をご持参下さい。
○往復はがきの場合、必要事項をご記入の上、「〒881-0012 西
都市小野崎1-66 西都市働く婦人の家」までご応募ください。
※往信はがきの裏面に①氏名（ﾌﾘｶﾞﾅ）、②住所、③電話番号、
④年齢、⑤区分（女性労働者、主婦、その他、男性のいずれ
か）をご記入下さい。
※返信はがきの裏面には、何も記入しないで下さい。
締 切：12月8日（土）
問合先：西都市働く婦人の家（４３－３１４２）
（文書取扱：商工観光課）

日 時：12月8日（土） 19：30～21：30
対象者：西都市に在住か在勤の４０歳代までの方
定 員：１０名
※応募者多数の場合は事務局による抽選とさせていただきます
料 金：材料費1,500円
締 切：１１月２８日（水）
場 所：西都市勤労青少年ホーム
※市立図書館と市公民館の間にある建物です。
申 込：下記にお電話頂くか、直接ホームへお越し下さい。
勤労青少年ホーム（４３－３１４１）
※受付は、月曜～土曜の１３時～２２時
※受付時に住所、氏名、年齢等をお知らせ下さい。
（文書取扱：商工観光課）

平成２４
平成２４年度
２４年度 受講生募集のご
受講生募集のご案内
のご案内
西都高等職業訓練校では次の講座を開催しますので、その受講生を募集します。
【和裁科
和裁科】

【ステンシル科
ステンシル科】

コ ー ス 名 Ａ そでなしちゃんちゃんこ作
そでなしちゃんちゃんこ作り 他 ６回 コース

コ ー ス 名 Ｃ ステンシル科
ステンシル科 初心者 火曜日 ６回 コース

訓

訓

練

日 （木曜日）

平成２５年１月１０日から

訓 練 時 間 １０時～１６時
受

講

講

料 12,000円

合計30時間
※教材代は別途必要

受

師 指導員・1級技能士・2級技能士

講

料 12,000円

合計30時間
※教材代は別途必要

師 ステンシル師範

【パソコン科
パソコン科】

日 （木曜日）

６回 コース

コ ー ス 名 Ｄ パソコン入門
パソコン入門＆
入門＆インターネット・メール・ブログ
１０回
１０回 コース

平成２５年１月１０日から

訓 練 時 間 １０時～１６時
講

平成２５年１月15日から

募 集 人 員 10名

コ ー ス 名 Ｂ 洋裁科 初心者 木曜日

受

講

講

【洋裁科】
洋裁科】

練

日 （火曜日）

訓 練 時 間 １０時～１６時

募 集 人 員 ６名以上

訓

練

料 8,000円

訓

合計30時間

練

日 （月・木）

平成２５年１月１７日から

訓 練 時 間 1３時３０分～16時３０分

※教材代は別途必要

受

師 指導員・2級技能士

備

募 集 人 員 若干名

講

合計30時間

料 16,000円（テキスト代含）
考 初心者の方～

募 集 人 員 各１０名以上
講
師 マイクロソフト認定トレーナー
【申 込 締 切 日】１２月２７日（木）
※募集人数に達しない場合は開講できないこともあります。
※受講料は初日にお支払い下さい。（途中でやめられても受講料は返金できません）
【お問い合わせ先】西都高等職業訓練校 ＴＥＬ 43－1087
ＦＡＸ 32－0006
（文書取扱：商工観光課）
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坂井淳子さんによる
坂井淳子さんによる講演会
さんによる講演会を
講演会を開催します
開催します
～男女共同参画における認知症の介護について～
三納地区自治公民館連絡協議会及び三納地域づくり協議会では、フリーアナウンサーの坂井淳子さんを講師に招き、「男女共同参画における認知症の介
護」と題して講演会を下記のとおり開催いたします。
この講演会は、三納地区の自治公民館長・女性部長及び三納地区民を対象に行われるものですが、今回、より多くの市民のみなさまにも聴いていただき
たいと考え、幅広くお知らせするものです。入場は無料となっておりますので、ぜひ、お越しください。
◎開催日時
１１月２２日（木）午後７時～９時
◎開催場所
三納地区館２階
研修室
◎問い合わせ 三納支所（４５－１１１１）
（文書取扱：社会教育課）
ジュニア・リーダー企画

子ども会
ども会クリスマス会参加者大募集
クリスマス会参加者大募集
西都市子ども会では、中・高校生で組織する西都市ジュニア・リーダー
クラブが企画する小学生対象のクリスマス会を開催します。
キャンドルファイヤーや各種ゲームを行ったり、手作りのプレゼントも
用意しています。みなさんの参加をお待ちしています。
日 時：１２月９日（日）１７：００～２０：００
場 所：西都市公民館（市立図書館隣り）
定 員：西都市子ども会会員 １００名程度
参加料：無料
申込方法：子ども会名・氏名・住所・電話番号を下記にご連絡ください。
申込先：西都市子ども会育成連絡協議会(西都市公民館内)４３－３４７９
締 切：１２月６日（木）
その他：単位子ども会でも受付いたしますが、個人受付＞小学生の人数の
少ない子ども会＞多い子ども会の優先順位とします（定員を超え
た場合としての対応ですので、ご了承ください。）
内 容：キャンドルファイヤー、レクリエーションなど
（文書取扱：社会教育課）

「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】：１２月１２日（水）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。参加希
望の方は１２月７日(金）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）

空店舗を
空店舗を活用してみませんか
活用してみませんか「
してみませんか「西都市商店街空店舗活用推進事業補助金 (募集)
募集)」のご案
のご案内
市では、空店舗を有効活用して商店街の機能充実や活性化にチャレンジする事業者や市民団体を支援していくための補助金制度を設けています。
商店街活性化の独自のアイデア等ありましたら、是非、ご応募ください。
1．対象店舗
商店会等に所在する商店街の空店舗が対象となります。詳しくは商工観光課までおたずねください。
2．補助対象者
(1)対象店舗
(1)対象店舗に
対象店舗に出店する
出店する事業者
する事業者で
事業者で、次の各号に
各号に該当する
該当する方
する方になります。
になります。 次に掲げる事業及
げる事業及び
事業及び事業者等は
事業者等は補助金交付の
補助金交付の対象となりません
対象となりません。
となりません。
○対象店舗所有者と同一世帯又は生計を一にする者でないこと
●宗教上の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主な
○業種は、原則として物販、飲食又はサービスを主としたものである
目的とするもの
こと
●政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反することを主な目的とするも
○昼間の営業（午前中から営業を開始し、午後 5 時まで営業が継続さ
の
れること）ができる者
●特定の公職の候補者（当該候補者になろうとする者を含む。）若しくは公職
○営業に、直接携わることができる者
にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とす
○市町村税等を滞納していない者
るもの
(2)補助金
●法律に規定する暴力団、又は暴力団若しくはその構成員の統制下にある団体
(2)補助金の
補助金の交付の
交付の対象となる
対象となる市民団体等
となる市民団体等は
市民団体等は、次の各号のいずれにも
各号のいずれにも該
のいずれにも該
当する団体
●前各号に掲げるもののほか、設立趣旨、活動内容等から補助の対象として不
する団体となります
団体となります。
となります
○公益的な活動を行い、又は行おうとしていること
適当と認められる団体
○主たる活動の場が市内にあること
3．補助の内容
当該対象店舗の開業に必要な改装・設備資金及び月額家賃（敷金、仲介手数料等賃貸借契約に関する諸費用を除く。）
1

年

目

開業資金

開業に
開業に必要な
必要な改装・
改装・設備経費の
設備経費の 2 分の 1 以内の額。（千円未満は切り捨てる。）
以内

家

月額家賃の
月額家賃の 10 分の 8 に相当する金額。（千円未満は切り捨てる。）

賃

上限 50 万円。
万円。初回限り
初回限り。
上限 8 万円。
万円

2 年 目
家
賃 月額家賃の
上限 5 万円。
月額家賃の 10 分の 5 に相当する金額。（千円未満は切り捨てる。）
万円
4．補助申請の募集期間
※申請用紙は商工観光課商工振興係にあります。
随時受付を行っていますが、募集後に審査会を行い補助対象者を決定します。次回の審査会は、平成２５年１月を予定していますが、応募状況により変
更する場合があります。ご了承ください。
5．その他
申請者には、補助申請後、事業内容のプレゼンテーションを行っていただきます。（後日、日程につきましてご連絡します。）
また、補助の対象となった方には、支給要件として市の指定する「経営セミナー」等の講習を受けていただくことになります。
（文書取扱：商工観光課商工振興係 ４３－３２２２）
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募集

放課後児童クラブ
放課後児童クラブ指導員
クラブ指導員の
指導員の募集について
募集について

松尾ダム
松尾ダム管理人募集
ダム管理人募集

穂北地区の放課後児童クラブ指導員を募集します。
○募集職種…放課後児童クラブ指導員
○業務内容…放課後児童クラブ内で小学校低学年（小学１年生から小学３
年生）の健全育成に資する活動を行う。
○募集人員…１名
○募集期間…11月15日(木)～11月29日(木)
8時30分～17時15分（土日、祝日を除く）
○勤務時間…授業のある日：下校時～１８時
授業のない日：１０時～１８時
ただし、週２９時間以内とし、授業のない日については勤務
時間が変更になることがあります。
○雇用期間…6ヶ月以内（更新することもあります。）
○賃
金…時給 755円
○資
格…保育士、幼稚園教諭、小中高教諭のいずれかの資格を有して
いる方
○福利厚生…労災・雇用保険、有給休暇制度有り
○申込手続…市販の履歴書に必要事項を自筆し、必ず写真を添付の上、資
格証の写しと一緒に提出して下さい。
○申込場所…西都市役所福祉事務所児童福祉係
○そ の 他…採用された場合、雇用期間中は原則として許可がないと他の
仕事をすることはできません。
（文書取扱・問い合わせ先：西都市福祉事務所児童福祉係 43-0376）

宮崎県高鍋土木事務所では、ダム管理事務所に居住して働くことのでき
る管理人（夫婦など2人）を募集しています。
【概要】①所在地 児湯郡木城町大字中之又松尾４番８号
（木城町役場から車で約40分）
②雇用方法など 業務委託により平成25年4月1日～
平成26年3月31日(継続雇用可)
③委託額 2人で月額16万円程度
【主な業務内容】①毎日の気象観測
②異常気象時（地震、台風等）の通報・連絡
③ダム施設の清掃、防火、防犯等
【応募資格】①管理事務所に居住することができる夫婦など(2人)で、
常時(365日)ダムに最低一人は常駐できること。
②業務に支障とならない程度に健康であること。
③年齢不問
【必要書類】夫婦など(2人)の履歴書および健康診断書
【申込方法】郵送・持参どちらでも可
【申込締切】平成25年1月31日(木)必着
【選定方法】面接（後日連絡）による
【この件に関する応募・お問い合わせ先】
高鍋土木事務所 ２３－０００１
〒884-0002 児湯郡高鍋町大字北高鍋中須ノ三3870-1
（文書取扱：総合政策課 43－0380）

「西都原菜の
西都原菜の花植付作業」
花植付作業」ボランティア募集
ボランティア募集
今年も恒例の「西都原菜の花植付作業」を下記の日程で行います。手作業で行いますので多くの皆さまのご参加をお待ちしています。
なお、参加者には球根セットをプレゼントします。
【日
時】１２月８日（土曜日） 午前９時～１１時
【集合場所】西都原古墳群イベント広場
【準備するもの】汚れてもいい服装、長靴、軍手、タオル等、飲み物
【そ の 他】雨天時は翌日１２月９日（日）に延期
【申 込 み 先】西都市商工観光課観光ツーリズム係（43-3421）
（文書取扱 ：商工観光課）

新成人者代表募集

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

平成２５年１月５日（土）開催の西都市成人式における新成人者の代表
４名を下記のとおり募集します。
一生に一度しかないチャンスです。素晴らしい思い出を作ってみません
か？
◆役割 ◎市民憲章朗読 １名（内容：壇上にて市民憲章を朗読）
◎成人証書受領 １名（内容：壇上にて成人証書を受領）
◎２０歳の誓い １名（内容：壇上にて２０歳の誓いを披露）
◎式典司会
１名（内容：式典の司会を行い進行する）
◆応募資格 平成２５年西都市成人式に出席する新成人者
（平成４年４月２日～平成５年４月１日生）
◆応募方法 ①氏名②住所③電話番号④性別⑤希望役割を電話または
ＦＡＸにて下記までご連絡ください。
◆応募締切 １２月７日（金）
◆その他
応募者多数の場合は抽選とします。
◆申込先
西都市教育委員会 社会教育課
ＴＥＬ：４３－３４７９ ＦＡＸ：４３－０３９９

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】１２月２０日（木） 次回は１月１７日（木）です。
【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

（文書取扱：社会教育課）

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 ２３－５１１１
【予約方法】
●相談日の１カ月前から受付開始
（例：12/20の相談日の場合は、11/20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。
（問い合わせ先：市民課年金係 Tel ４３－１２２１）

司法書士による
司法書士による消費生活無料相談
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：平成２４年１２月４日（火）午後１時から午後４時
平成２５年 １月８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：西都市生活環境課 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）

Information

12

募集／相談

Information

13

相談／その他

行政相談所のご
行政相談所のご案内
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、郵便事業株式会社等）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：１２月１３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
西都市生活環境課市民生活係 ４３－３４８５
（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
平成２４年１１月１日号
刑事生活安全課 篇
～カギかけ・声かけ・通報でみんな安心、西都～
◆高齢者による万引きが多発◆
万引きの件数 ２５件（１０月２２日現在）
１．男女の別
男性～９名 女性～１４名
不明～２名（被害日時不詳）
２．年齢層
５０歳未満～７名
５０歳以上～１６名
※万引きは家庭にばれます。学校にもばれます。
それでも、万引き、やりますか？
◆平成２４年１０月１８日現在の盗難事件◆
窃盗事件総数 ：１２４件（－１９）
侵入盗
： １９件（－１７）
車上狙い
： １０件（－１９）
自転車盗
： ２１件 (＋１)
自販機狙い
：
３件（－１１）
万引き
： ２５件（＋１６）
その他
: ４６件
◆通学用自転車施錠調査９月結果◆
妻高校
８８．２％
盗難被害状況
西都商業高校 ８５．３％
妻高校
２台
妻中学校
８５．８％
妻中学校
２台
穂北中学校
７６．９％
穂北中学校 １台
◆狩猟事故の絶無に向けて◆ ～１１月１５日は狩猟の解禁日～
○猟銃所持者の自覚と責任
チョッキと帽子の着用、許可証の携帯、弾と銃口の確認

〈発 行〉西都警察署

平成２４年１１月号
～
減 ら そ う 交 通 事 故 ～
○県内で夜間における自動車対歩行者の交通死亡事故が連続発生！
◆ライトの「早めの点灯」「こまめな切り替え」の励行！
自動車等の運転者は、薄暗くなったら早めにライトを点灯し、歩行
者や対向車に対して車の存在を知らせましょう。
◆反射材用品の活用と明るい色の服装の着用徹底！
夕暮れ時歩行者は、明るい色の服装の着用、反射材の着装、懐中電
灯の所持など相手に「見せる」工夫をしましょう。
◆交通事故の原因の約６０％が脇見や考え事等です。
みんなで「てげてげ運転」を追放しましょう。
○夕暮れ時の「早めの点灯」・「ピカピカ」運動の実施
平成２４年９月２１日～平成２５年１月３１日
○１０月末の交通事故発生状況（概数）
人身事故～181件（＋12）死者～0名（－1）負傷者～202名（－6）
○交番・駐在所別発生状況
妻 ８４・薗元 ３０・穂北 １８・銀鏡 ４・下三財 １４
上三財 ５・都於郡 １７・三納 ５・村所 ４
○お願い
高速道路で緊急事態が発生した時は、あわてず安全な場所に避難して
それから必ず①＃９９１０又は②１１０番又は③非常電話をして下さ
い。
（文書取扱：生活環境課）

図書館だより
西都市立図書館(43
図書館だより12
だより12月号
12月号
西都市立図書館(43(43-0584)
12月
12月の休館日 3・10・
10・17・
17・19・
19・25・
25・29～
29～31日
31日
●雑誌の紹介

●新着図書のご案内

図書館では、雑誌の利用もできます。
最新号以外は貸出できます。
【 タイトル 】

【

・an an

・健康３６５

・タウンみやざき

・Ku：nel

・現代農業

・ダヴィンチ

・LEE

・コットンフレンド

・たまごクラブ

・Monoマガジン

・サンキュ！

・日経PC２１

・Newton

・じゃらん

・日経ヘルス

・Number

・週刊新潮

・俳句界

・Pen

・週刊文春

・ひよこクラブ

・ｗith

・趣味の園芸

・文藝春秋

・きょうの料理

・スクリーン

・クロワッサン

・すてきな奥さん

・ミセス
・子供の科学

●リクエスト本について
図書館では、読みたい本や備えてほしい本のリクエストができます。
リクエストをされる場合は、電話受付はしておりませんので、直接、
来館されお申し出下さい。
なお、ご要望に添えないこともありますのでご了承ください。

児童 】 ☆は絵本です
☆せいぎのみかた ワンダーマンの巻
（みやにし たつや）
☆おしりたんてい
（トロル）
☆ちいさなちいさなまほうのおしろ
（さかい さちえ）
☆クリスマスのあくま
（原 ますみ）
◎ありがとう３組
（乙武 洋匡）
◎日本と世界を結んだ偉人 明治編－ビジュアル伝記 （可合 敦）
【 中高生ＹＡ 】
◎町民C、勇者様に拉致される
（つくえ）
◎木の葉のホームワーク
（ケイト・メスナー）
◎コリドラス・テイルズ
（斉藤 洋）
【 一般 】
◎無花果とムーン
（桜庭 一樹）
◎天皇の代理人（エージェント）
（赤城 毅）
◎修羅ゆく舟
（蜂谷 涼）
◎パブリック・ブラザーズ
（新野 剛志）
◎拉致と決断
（蓮池 薫）
◎山中伸也先生に、人生とips細胞について聞いてみた （山中 伸也）
◎立体切り紙かわいい小物-作って、使って、楽しい！（大原 まゆみ）
◎楽しく、食べ、育て！季節のキャラ＆デコ弁教室 （高田 ゆみこ）
※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。
（ 文書取扱：社会教育課
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その他

TEL 43－0584 ）

