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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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発行 毎月１日・１５日
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案内

募集

ｃ ｏ ｎｔｅｎ ｔｓ

1 平成25年度 西都市奨学資金貸付のお知らせ
平成25年度 丸山国際交流資金貸付のお知らせ
ごみの屋外焼却は違法行為です
2 市有林林産物売払処分について
『第2弾西都市口蹄疫復興プレミアム商品券』使用期限について
ボランティア清掃活動を行う団体等にごみ袋を配布しています
3 国民年金保険料の納め忘れはありませんか
保険税等の納付済証明書について

8 平成25年度 西都市嘱託員（埋蔵文化財発掘調査員）を募集します
9 保健師(看護師)・管理栄養士(栄養士)の嘱託員募集について
放課後児童クラブ会員を募集します
10 第8回「西都市グラウンド・ゴルフ競技大会」参加者の募集について
レセプト点検業務嘱託職員の募集について

相談
10 高鍋年金事務所が出張年金相談を行います
11 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

催し・講座

その他

3 男女共同参画講演会開催のお知らせ
4 さいとこゆ「食」の大運動会開催
顧客獲得セミナーを開催します
5 「布ぞうりづくり体験教室」のお知らせ
調理セミナーを開催します
6 有楽椿祭り開催
第36回『伊東一族の豊後落ちの道を歩こう会』
平成24年度 冬のみやざき就職フェア

11 西都警察署ニュース
12 図書館だより2月号
13 再生の森「環境フェスタ」2013を開催します

募集
7 第8回西都原このはなマラソン大会ボランティア募集
公用車運転業務嘱託員募集のお知らせ
■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。
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案内

平成25
平成25年度
25年度
西都市奨学資金貸付
西都市奨学資金貸付のお
貸付のお知
のお知らせ

平成25
平成25年度
25年度
丸山国際交流資金貸付のお
丸山国際交流資金貸付のお知
のお知らせ

有能な人材の育成に資することを目的に、経済的理由により就学が困難
である生徒に対して学資の貸付を行います。

国際化社会に対応する人材の育成を目的に、向学心に富み、国際交流に
係る海外渡航を希望する者（小学生から大学生まで）の保護者に対して資
金の貸付を行います。

⒈貸付条件
⑴保護者が本市に居住している(居住する)こと
⑵学業成績及び素行が優良であること
⑶学資の支弁が困難であると認められること
⒉貸付内容及び償還方法
⑴貸付期間 在学する学校の正規の修業期間内
⑵貸 付 額 月額10,000円(高校等)～月額20,000円(短大・大学等)
⑶貸付利率 正規の期間内の償還であれば無利息
⑷償還方法 正規の修業期間が終了した年の10月から。概ね高校等は
月額10,000円、短大・大学等は月額15,000円の償還。
⑸そ の 他 他奨学制度との併用可能。貸付金の使途は学資(授業料、入
学金)に限ります。
⒊申込期限等
平成25年4月12日(金)まで。申込前に説明を受けていただく必要がありま
す。次のとおり随時行いますので事前にご連絡ください。
⑴実施期間 平成25年2月12日(火)から平成25年3月11日(月)まで
⑵そ の 他 必ず保護者生徒同伴でお越しください。
申請書類は当日配付いたします。
⒋問い合わせ先
西都市教育委員会教育総務課（0983-43-3106）
（文書取扱：教育総務課）

⒈貸付条件
⒉貸 付 額
⒊貸付利率
⒋償還方法

保護者が本市に居住している（居住する）こと
40万円以内（当年度定員10名）
正規の期間内の償還であれば無利息
貸付を受けた翌年度から2年以内に償還（毎年5月、8月、
11月、2月の末日までの均等償還）
⒌申込期限 随時受付
⒍問合せ先 教育委員会教育総務課（0983-43-3106）
⒎そ の 他 国際交流資金は丸山嘉夫様（都於郡在住）の寄附金が充てら
れております。
（文書取扱：教育総務課）

ごみの屋外焼却
ごみの屋外焼却は
屋外焼却は違法行為で
違法行為です
ごみの屋外焼却につきましては、平成13年４月１日より「廃棄物の処理及
び清掃に関する法律」の改正により、禁止となっています。
市民の皆様には、これまで『お知らせ』などで何度も注意させていただ
いておりますが、まだまだ焼却行為が多く、苦情が後を絶ちません。
また、日中は人目を避け早朝や夜間に焼却を行う悪質なケースもあるよ
うです。このような場合は、最寄りの警察署や派出所へご連絡ください。
この法律では、ごみを屋外で焼却することは違法行為であり「５年以下の
懲役もしくは1,000万円以下の罰金」という罰則が規定されています。
（文書取扱：生活環境課 ４３－３４８５）

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

『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』

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（54～61年生） 径級10～54cm
本数4,174本 立木材積2,394.39㎥
2.所在地
西都市大字三納字大山11704番地326
3.搬出期限
平成２６年２月２８日（木）
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
平成２５年２月８日（金） 午前９時より
西都市コミュニティセンター２階 図書室
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
平成２５年２月１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）

使用期限について
使用期限について
平成２４年１２月３日より発行しました『第２弾西都市口蹄疫復興プレ
ミアム商品券』の使用は平成２５年２月１７日（日）までとなっておりま
す。期限を過ぎますとご使用できませんのでご注意下さい。
■商品券使用期限は

平成２５
平成２５年
２５年２月１７日
１７日(日)まで

お早めの
ご利用を

・・・・・・・参加店の皆様へ・・・・・・・
■参加店の換金期限は 平成２５
平成２５年
２５年２月２８日
２８日(木)まで
お手持ちの商品券は早めに関係書類を添えて西都商工会議所までお持ち下
さい。期限を過ぎますと換金できません！ご注意下さい。
【お問合せ先】西都商工会議所 ４３－２１１１
（文書取扱：商工観光課）

ボランティア清掃活動
ボランティア清掃活動を
清掃活動を行う団体等にごみ
団体等にごみ袋
にごみ袋を配布しています
配布しています
西都市では地域の環境美化を推進するため、ボランティア清掃活動を行われる団体等にごみ袋を無料で配布しています。大いにご活用ください。
○申請方法
○分別方法と回収方法

市役所生活環境課にてお渡しする申請書に必要事項を記入していただき提出をお願いします。
対象となる清掃活動は、道路や広場など市民が自由に利用できる公共の場の清掃作業のみとさせていただきます。
申請時に回収希望場所や希望日時についてお知らせください。分別方法と合わせて打合せを行います。

※なお、ご不明な点等ありましたら下記までお問い合わせ下さい。
（文書取扱：生活環境課 ４３－３４８５）
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国民年金保険料の
国民年金保険料の納め忘れはありませんか
国民年金保険料を納めないままにしておくと、将来の老齢基礎年金や障害・遺族など事故が発生した場合の年金が受けられないことがあります。
平成２４年度の国民年金保険料は、一ヶ月１４，９８０円です。納めた保険料は、全額が社会保険料控除の対象となり、税金の負担が軽減されます。ま
だ納付がお済でない方は、納付書をご用意のうえ、至急お近くの金融機関、郵便局またはコンビニエンスストアの窓口で納付してください。また、納め忘
れがなく、納付の手間がかからない口座振替やクレジットカードによる納付もできます。
国民年金保険料についてご不明な点がありましたら、市民課年金係にお尋ねください。
【問い合わせ先】市民課年金係 ４３－１２２１
（文書取扱：市民課）

保険税等の
保険税等の納付済証明書について
納付済証明書について
本年度も所得税確定申告（国民健康保険税・市県民税の申告）の時期に
なりました。その際「社会保険料控除」の対象となる国民健康保険税、後
期高齢者医療保険料及び介護保険料の納付済証明書の交付方法についてお
知らせいたします。
◎国民健康保険税・
国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の
後期高齢者医療保険料の納付済証明書
普通徴収（納付書及び口座振替での納付）分のみ平成25年1月18日以降、ハ
ガキにて証明書を送付いたします。（既に平成24年分の納付済証明書を健
康管理課に取りにこられている方につきましては、送付いたしません。）
※特別徴収（年金差引）分につきましては、年金保険者より届く源泉徴収
票をご利用ください。
◎介護保険料の
介護保険料の納付済証明書
必要な方（65歳以上で、平成24年中に介護保険料を納付書または口座振替
で納められた方）は、平成25年1月18日以降に健康管理課介護保険係までご
連絡ください。
※特別徴収（年金差引）分につきましては、年金保険者より届く源泉徴収
票をご利用ください。
【問い合わせ先】健康管理課 国保係・高齢者医療係・介護保険係
43‐0378(国保係・高齢者医療係)43‐3024(介護保険係)
（文書取扱：健康管理課）

男女共同参画講演会開催のお
男女共同参画講演会開催のお知
のお知らせ
『地域の
地域の中から男女共同参画
から男女共同参画を
男女共同参画を考えてみませんか』
えてみませんか』
地域の中には、お年寄りや子供、そして若者などいろいろな人たちが暮
らしていますね。この地域の中で老いも若きも、男性も女性も心豊かに暮
らしていきたいですね。そのためのヒントを一緒に学んでみませんか？
講
日
場
定
参

師
時
所
員
加 費

問い合せ先
主
後

催
援

石井記念友愛社 理事長 児嶋草次郎 氏
平成２５年１月３１日（木）午後７時から
西都市コミュニティセンター ３階 研修室
３０名程度
無料！
※申し込みは不要です。
めぶき代表 田爪 淑子
（自宅）42-3937 （携帯）090-5941-6012
めぶき
西都市
（文書取扱：市民協働推進課）

さいとこゆ「
さいとこゆ「食」の大運動会開催

商売繁盛

「地産地消」「西都名物料理の発掘・開発・情報発信」「地域交流」を
テーマに、さいとこゆ「食」の大運動会を開催します。
一般・高校生の団体１９チーム（オープン参加を含む）が、西都児湯の
食材を創意工夫した料理や、各地区を代表する名物料理で出場します。あ
なたの一票で順位が決定します。
皆様のご来場を心からお待ちしております。
【開催日時】
開催日時】２月１０日
１０日(日) 午前１０
午前１０時
１０時～午後３
午後３時(雨天決行)
雨天決行)
【会

場】 小野崎通り
小野崎通り（あいそめ広場
あいそめ広場）
広場）

○各チーム、地元の農畜産物を利用した自慢の創作料理を１品ずつ出品し
ます。
○料理は一品300円で販売します。(当日現金でお買い求め下さい)
○来場者の一般投票とプロの料理家などの専門票で優勝チームを決定しま
す。
○各料理先着100名に投票権があります。
○バルーンアーティストによるステージなど楽しい催しもありますので、
お楽しみ下さい！
※料理は数量に限りがございますので、お早めにお越し下さい！
【主
催】さいとこゆ観光ネットワーク
【お問合せ】さいとこゆ「食」の大運動会実行委員会事務局
西都商工会議所内 ４３－２１１１
営業時間 8時45分～17時30分(休み：土日祝祭日)
（文書取扱：商工観光課）

Information

顧客獲得セミナー
顧客獲得セミナーを
セミナーを開催します
開催します

プロの接客・販売の心得！名店！赤坂離宮の取締役が指南する！
～出会ったお客様を生涯顧客にする「プロの技術」とは～
赤坂離宮の取締役として現場指導している講師が、現場一筋に２５年余
りの豊富な接客経験の中で身を持って体験した「真のサービス」と、出会
ったお客様を生涯顧客にしてしまう「プロの技術」を紹介します。
【セミナー内容】
１．名物支配人は皆「個性派」
２．形から入り「心」に至る
３．「ゆとりある朗らかな対応」「自信を持った対応」の裏に実は明確
な知識武装と「準備」があるのです
４．「言い切られる快感」をお客様は求めている
５．「職場環境」の良し悪しが最後の分かれ目
６．「人脈」の作り方と生かし方
【日 時】２月５日（火）１４：００～１６：００
【場 所】西都商工会議所
【受講料】会員・無料
非会員・２,０００円
【定 員】３０名（定員になり次第〆切り）
【講 師】赤坂離宮 取締役 ・ ｶﾒﾘｱｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ代表取締役
佐野 由美子 氏
【申込・問合せ先】西都商工会議所（阿萬）４３－２１１１
西都商工会議所ＨＰ http://www.miyazaki-cci.or.jp/saito/
（文書取扱：商工観光課）
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Information

－さいと匠の会２月活動－

「布ぞうりづくり体験教室
ぞうりづくり体験教室」
体験教室」
のお知
のお知らせ
さいと匠の会２月の活動は、毎回好評の「布ぞうり」の製作体験です。
“藁”の代わりに“布”で作る「布ぞうり」は、履き心地が良く室内履き
に最適です。さいと匠の会の会員が、物づくりの“知恵”と“技術”と“

５

催し・講座

調理セミナー
調理セミナーを
セミナーを開催します
開催します
参加料
受講者募集

無料

今、マスコミで話題の「東京・はらじゅく畑・きみママ」の調理セミナ
ーを開催します。
当日は西都の野菜を使った「簡単レシピ」を大公開予定！
タイトル：
タイトル：きみママの教
きみママの教えるほどではないですが！
えるほどではないですが！

楽しさ”を伝えます。
「東京・はらじゅく畑」は、東京の明治通り沿いにあるこだわりの産直
販売のお店です。週２回、料理教室を開催しています。今回は、お忙しい
中をおいでいただけることになりました。

どうぞ気軽にご参加ください。
【日

時】２月９日（土） 10：00～15：00（12:00～13:00は休憩）
※製作には3時間程かかります。

【定

員】２０名程度

【対象者】どなたでも参加できます。
【会

場】平助通りの「生きがい交流広場」

【材

料】１メートル×２メートルの布を２枚ご用意ください。
・ある程度厚みのある布で作ると楽かもしれません。

【その他】床に座っての作業となりますので、必要と思われる方は座布団
をお持ちください。
【申込み】２月５日（火）までに下記までご連絡ください。
【申込み・お問い合わせ】
商工観光課商工振興係 43‐3222

（文書取扱：商工観光課）

【開 催 日】平成２５年２月２０日(水曜日)
【時
間】１０：００～１３：００（昼食を兼ねます）
【会
場】西都市公民館
【講
師】東京・はらじゅく畑・きみママ
【定
員】２０名程度
【申込方法】所定の申込書に必要事項をご記入後、下記の事務局まで郵送
ＦＡＸ又はご持参ください。申込書については、事務局また
は市役所の各支所で配布しております。
【申込期間】平成２５年１月１５日（火曜）～２月１５日（金曜）
※ご持参の場合は、月曜日から金曜日までの午前９時～
午後５時まで（祝日を除く）
＜お申し込み・お問い合わせ先＞
西都市地域雇用創造協議会事務局（担当：山﨑）
（西都市聖陵町２－１ 西都市役所３階 商工観光課内）
ＴＥＬ＆ＦＡＸ：０９８３(４３)２００５
Ｅメール：yamasaki@saitokoyo.jp Ｗeb：http://www.saitokoyo.jp/
（文書取扱：商工観光課）

有楽椿祭り
有楽椿祭り開催

第36回
36回『伊東一族の
伊東一族の豊後落ちの
豊後落ちの道
ちの道を歩こう会
こう会』

東米良地区尾八重の樅木尾「有楽椿の里」公園にて、有楽椿祭りを開催
します。眺峰館会場（尾八重牧場跡）では、郷土芸能（尾八重神楽・中之
又神楽ほか）、ゆず製品をはじめとする地元特産品販売（①しし汁②山菜
おこわ）や③抽選会を行います。また「有楽椿の里」では、④野だて、⑤
ゆず茶あるいはぜんざいが準備されています。※駐車場は眺峰館会場をご
利用ください。『眺峰館』と『有楽椿の里』の間は、シャトルバスにて送
迎します。
また①～⑤が購入・体験できる前売りパスポート（1,000円）を西都市観
光協会・東米良支所で販売いたします。数に限りがありますのでお早めに
お買い求めください。
【日時】2月10日(日) 10：00～15：00
【会場】眺峰館および有楽椿の里
駐車場は眺峰館にありますので、そちらをご利用ください。眺峰
館と有楽椿の里の間は、シャトルバスにて送迎します。眺峰館へ
は、国道219号から瓢丹渕手前の大椎葉トンネルを抜け、ひむか神
話街道を約12km美郷町方面に向かいます。分岐点にはのぼり旗を
設置しますので、それを目印においでください。
【主催】尾八重活性化推進委員会
【共催】東米良地域づくり協議会
【後援】西都市
【問合せ・パスポート販売】東米良支所49-3031 西都市観光協会41-1557
（文書取扱：東米良支所）

～伊東三位入道義祐が大友宗麟を頼り歩いた道～
都於郡城主であった伊東家が島津氏との戦いに敗れ、遠く豊後を目指し
て歩いた歴史の道です。その中には日本史に名を残す伊東マンショ（当時
８歳）もいました。日高不二夫先生からその当時の状況などの説明を聞き
ながら、峠でのお弁当はとてもおいしく、ゴールしてからの「しし汁」の
ふるまいも最高ですよ、みなさんも歩いてみませんか？
【日時】1月27日（日）午前8時受付～8時半出発～午後3時解散予定
【集合】旧尾八重川キャンプ場（西都市役所から車で30分）
※西都市役所～219号を北上20㎞～ひむか神話街道(大椎葉ﾄﾝﾈﾙ)
【費用】５００円(1月24日迄の申込者は保険適用･当日参加も可)
【持参】昼食(昼食時敷物)・飲料・防寒対策・軽登山装備等
【申込】日高不二夫 42-3116
【主催】「伊東一族の豊後落ちの道を歩こう会」
【協催】尾八重活性化推進委員会
【問合せ】東米良支所49-3031 西都市観光協会41-1557
（文書取扱：東米良支所）

平成24
平成24年度
24年度 冬のみやざき就職
のみやざき就職フェア
就職フェア
宮崎労働局（ハローワーク）・宮崎県等の主催で開催される就職フェアでは、地元での採用を予定している県内約１００社の企業担当者から説明を聞く
ことができます。
【開 催 日 時】２月２２日（金）13:00～16:30（受付は12:00～）
【会場】シーガイアコンベンションセンター４Ｆ サミットホール
【参加対象者】一般求職者・今春学校（中学を除く）卒業予定者。※参加費は無料。履歴書不要。
なお、来春以降大学等卒業予定者（中・高生除く）も企業を知る機会として参加できます。
【お問合せ先】宮崎労働局職業安定課 ０９８５－３８－８８３６
（文書取扱：商工観光課）

Information

６

催し・講座

Information

第８回西都原このはなマラソン
回西都原このはなマラソン大会
このはなマラソン大会
ボランティア募集
ボランティア募集
毎年３月に開催される西都原このはなマラソン大会では大会運営をサポ
ートするボランティアを募集しています。以下の募集要項をお読みいただ
き専用の応募用紙にご記入のうえ、大会事務局へお申し込み下さい。
●ボランティア募集要項
・活動日時
３月１７日（日）6：30～13：00予定
種目：10㎞・５㎞・２㎞・３㎞（9:00 10㎞スタート）
・応募資格
①２０歳以上の健康な方
②事前説明会に参加可能であること
③活動日指定の時間、場所に活動が可能であること
④その他、主催者が定めるボランティア参加の注意事項
を遵守し活動できること
⑤西都市にお住まいの方
・活動内容
選手受付業務補助 計測リグ回収、会場業務(設営・撤去)
・支給物品
弁当・茶、大会プログラム ※交通費の支給はありません
・事前説明会 ３月１６日（土）13:00～ 西都原運動公園 屋内練習場
・申込方法
西都市ホームページ（www.city.saito.miyazaki.jp）→
教育・文化・歴史「スポーツ・施設」→「第8回西都原こ
のはなマラソン大会ボランティア募集」から専用の参加
申込書をダウンロードし、メール、FAX、郵送のいずれか
でお申込み下さい。
・募集人員 ２０名程度
・募集期限 ２月１５日（金）
・その他
傷害保険に加入します。
●問合わせ 〒881-8501 西都市聖陵町2丁目1番地
西都原このはなマラソン大会実行委員会事務局
西都市スポーツ振興課内 TEL 43-3478 FAX 43-4865
メールアドレス sport@saito-city.jp
（文書取扱：スポーツ振興課）

７

募集

公用車運転業務嘱託員募集のお
公用車運転業務嘱託員募集のお知
のお知らせ
公用車の運転業務に従事していただける方を次のとおり募集します。
⒈募集人員
⒉募集期間
⒊受付時間
⒋受付場所
⒌申込手続

公用車運転業務嘱託員 2名
平成25年1月15日から平成25年2月14日まで
期間中(土日祝日除く)の8時30分から17時15分まで
教育総務課（本庁舎4階）
次のものを提出してください。
①履歴書（必要事項を自筆し、写真を貼付したもの）
②運転免許証の写し（カラーコピーしたもの）
③運転記録証明書（警察署及び交通安全協会に申請書類があ
ります。）
④健康診断書（雇入時健診と同内容のもの）
⒍応募資格 西都市に在住する方で、大型運転免許を有し市税の滞納がな
い方。ただし、次に該当する人は応募資格がありません。
・成年被後見人及び被保佐人
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、または
その執行を受けることがなくなるまでの人
⒎選考方法 面接及び運転実技による選考（応募多数の場合は過去の職
務経験などを踏まえた書類選考を行うこともあります。）
⒏任用期間 平成25年4月1日から平成26年3月31日まで
※最高2年まで更新することもあります。
⒐報
酬 月額150,000円
⒑勤務時間 週29時間以内（原則9時から16時までの6時間勤務）
⒒勤務内容 マイクロバスその他公用車の運転業務など
⒓勤務場所 議会事務局または教育委員会
⒔福利厚生 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険への加入、労災保険、
有給休暇制度などがあります。
○問い合わせ先 議会事務局業務について：議会事務局（43-1323）
教育委員会業務について：教育総務課（43-3106）
(文書取扱：教育総務課)

平成25
平成25年度
25年度 西都市嘱託員（
西都市嘱託員（埋蔵文化財発掘調査員）
埋蔵文化財発掘調査員）を募集します
募集します
西都市教育委員会では、平成２５年度に公共事業等実施に伴う発掘調査のために嘱託員を募集します。
１．採用予定人数・業務内容
採用予定人数

業

務

内

容

１名

野外での埋蔵文化財発掘調査の専門的業務及び報告書作成補助等に従事します。

２．応募資格 （１）学校教育法に基づく４年生大学において考古学を専攻し、卒業した者
（２）上記以外の者で、埋蔵文化財発掘調査の経験を有し、同程度の能力があると認められる者
（３）普通自動車運転免許（ＡＴ限定不可）所有の者
３．雇用期間 平成２５年４月１日～平成２６年３月３１日（雇用期間を更新する場合があります。）
４．報酬・勤務条件等
（１）報
酬
月額 ２００，０００円 （社会保険・厚生年金・雇用保険・有給休暇有り、諸手当・昇給・賞与無し）
（２）勤務時間
週２９時間以内（土曜・日曜・祝日は休み）
午前８時４５分から正午、午後１時から午後５時まで ※正午から午後１時まで休憩
５．採用試験の期日・場所
（１）期
日
平成２５年３月３日（日曜）午前１０時～午後３時
（２）場
所
西都市公民館
６．試験内容 実技試験・面接試験により選考を行います。＊実技試験（遺物実測）の道具については、持参となります。
７．試験結果の発表
平成２５年３月５日（火曜）に本人に通知します。
８．応募方法 （１）応募期間
平成２５年２月２７日（水曜）まで
（２）申込方法
採用選考試験申込書に必要事項を記入し、西都市歴史民俗資料館へお申込み下さい。（午前９時～午後５時まで）
※採用選考試験申込書については、下記申し込み先にありますので、ご連絡下さい。（西都市のホームページ内「市政
情報・トピックス」でも取得することができます。）
９・申込み及び問合わせ先
西都市歴史民俗資料館内 社会教育課 文化財係
ＴＥＬ ０９８３－４３－０８４６（直通）
（文書取扱：社会教育課）

Information

８

募集

Information

保健師(
保健師(看護師)
看護師)・管理栄養士(
管理栄養士(栄養士)
栄養士)の
嘱託員募集について
嘱託員募集について
平成25年4月から採用予定の嘱託員を下記のとおり4名募集します。
■業務内容

■募集人員
■任用期間
■募集期間
■報
酬
■勤務時間
■福利厚生
■応募資格

■応募方法

■採用方法
■そ の 他
■問い合せ

①特定健診・特定保健指導事業に関する案内・特定保健指導・
パソコン事務等
②適正受診や早期介入などの訪問指導や健康教室の補助およ
びパソコン事務等
①1名(保健師または看護師または管理栄養士)
②3名(保健師または看護師2名、管理栄養士または栄養士1名)
平成25年4月1日から1年間（更新あり）
平成25年1月15日（火曜）～2月15日（金曜）
月額 保 健 師：160,000円、看護師：150,000円、
管理栄養士：150,000円、栄養士：130,000円
9時から16時までの間で、1日6時間以内とし、週29時間以内
社会保険・労災・雇用保険・有給休暇制度あり
・保健師または看護師または管理栄養士または栄養士の資格
を有する方
・健康で市税等の滞納がなく普通自動車免許をお持ちの方
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
または看護師または管理栄養士または栄養士の免許証の写し
を添えて健康管理課国保係に申し込んでください。その際、
①②のどちらの業務希望か、または①②どちらも希望か（第1
希望、第2希望）をお教えください。
※不採用の場合は、提出された履歴書は返却します。
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：健康管理課国保係）

９

募集

放課後児童クラブ
放課後児童クラブ会員
クラブ会員を
会員を募集します
募集します
仕事などによって、保護者が放課後に面倒を見ることができない小学校
低学年児童の健全な育成を目的に、平成２５年度放課後児童クラブ会員を
次のとおり募集します。
【児童クラブ概要】
設置場所 … 岩崎保育園
（大字下三財3324-1 ℡44-5032）
清水保育園
（大字清水291 ℡43-0741）
こどもの家保育園 （白馬町3 ℡43-1049）
西都愛育幼稚園
（大字妻909-15 ℡43-1163）
白梅保育園
（大字三宅126-1 ℡43-0007）
稚児ヶ池保育園
（大字三宅4330-9 ℡42-2098）
穂北児童クラブ
（穂北小学校内修学館 ℡43-6752）
三納児童クラブ
（札の元保育所内 ℡45-1352）
三財児童クラブ
（三財保育所内 ℡44-5114）
都於郡児童クラブ （都於郡小学校運動場横 ℡44-5072）
西都市児童館
（下妻4 ℡43-6117）
対象児童 … 市内の小学校に在学する小学１年生から３年生までの児童
を原則とします。
実施期間 … 平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日
※定員、活動時間、休業日、会費などについては、施設によって異な
りますので、希望する児童クラブへお問い合わせください。
【入会手続き】
各児童クラブに備えてある入会申請書に必要事項を記入し、就労証明書
等必要書類を添付のうえ、希望する児童クラブに提出してください。
【受付開始】
穂北・三納・三財・都於郡の各児童クラブ、児童館は２月１日（金）か
ら受付開始です。その他の児童クラブについては、希望する児童クラブ
へ直接お問い合わせください。
【入会手続きに関するお問い合わせ先】
市福祉事務所・児童福祉係 ４３－０３７６
（文書取扱：福祉事務所児童福祉係）

第8回「西都市グラウンド・ゴルフ
西都市グラウンド・ゴルフ競技大会
グラウンド・ゴルフ競技大会」
競技大会」参加者の
参加者の募集について
募集について
【期
日】２月１６日（土）午前８時～受付開始
※雨天時は翌日に順延になります。
【会 場】西都原イベント広場
【参 加 料】２００円 ※このはな館で３５０円の弁当（おにぎり弁当）が注文できます。ご希望の方は参加申し込みの際に事務局までご注文ください。
【申 込 先】○〒８８１-０００２ 黒生野３９１-３ 西都市グラウンド・ゴルフ協会事務局 岩切正男 ４２-５２２９
○西都市観光協会 ４１-１５５７
【申込締切】平成２５年２月２日（土）
【注意事項】①参加者は、スポーツ保険に加入してください。 ②障害、事故については応急処置のみ行いますが、それ以外の責任は負いません。
③健康管理については、各自留意してください。
（文書取扱：スポーツ振興課）

レセプト点検業務嘱託職員
レセプト点検業務嘱託職員の
点検業務嘱託職員の募集について
募集について

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4月から採用予定のレセプト点検業務嘱託員を下記のとおり募
集します。
■業務内容
パソコンでの電子レセプト点検等
■募集人員
1名
■任用期間
平成25年4月1日から1年間（更新あり）
■募集期間
平成25年1月15日（火曜）～2月15日（金曜）
■報
酬
月額120,000円
■勤務時間
9時から16時までの間で、1日6時間以内とし、週29時間以内
■福利厚生
社会保険・労災・雇用保険・有給休暇制度あり
■応募資格
・医療事務資格を有する方、または同等の経験を有する方
・健康で市税等の滞納がない方
■応募方法
市販の履歴書に写真を添付し、必要事項記載のうえ、医療
事務資格を有する証の写しを添えて市役所健康管理課国保
係に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。
■採用方法
面接により選考します。
■そ の 他
詳細については、面接時に説明します。
■問い合せ
健康管理課 国保係 43-0378
（文書取扱：健康管理課国保係）

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】 ２月２１日（木） 次回は３月２１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

Information

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：2/21の相談日の場合は、1/21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
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募集／相談

４３－１２２１）

Information
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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：平成２５年２月１４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）

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
消費生活無料相談を
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２５年２月５日（火）午後１時から午後４時
平成２５年３月５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）

西都警察署ニュース
西都警察署ニュース

平成25年1月1日号
〈発行〉西都警察署

～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～
●平成２４年１２月２０日現在の盗難事件
○自転車盗・万引きが増加
窃盗事件総数 ：１５２件（－３２）
侵入盗
： ２０件（－３２）
車上狙い
： １１件（－２１）
自転車盗
： ２８件 (＋６)
自販機狙い
：
３件（－１５）
万引き
： ３３件（＋１８）
その他
: ５７件
◆みんなの町はみんなできれいにしましょう◆
～ゴミのポイ捨てはやめよう～
◆不法投棄の根絶◆
廃家電は買い換えた業者に回収してもらいましょう
◆おとうさん、お母さん、子どもと毎日話していますか？◆
○子どもの所持品、有害サイト使用、交友関係、学校の成績、いじめに
あっていないか等は、子どもと話さないと分かりませんよ
（文書取扱：生活環境課）

図書館だより
図書館だより2
だより2月号
●臨時休館のお知らせ

西都市立図書館(43
西都市立図書館(43(43-0584)
●新着図書のご案内

図書館では、空調設備改修（冷暖房工事）等のため
下記の期間臨時休館とさせていただきます。

【

児童 】 ☆は絵本です
☆しゃもじいさん （かとう まふみ）
☆たのしいきりんのかいかた （たがわ ひでき）
☆あかちゃん社長がやってきた （マーラ・フレイジー）
◎バレンタイン☆キューピット （日本児童文学者協会）
◎おとのさまのじてんしゃ （中川 ひろたか）
◎ルドルフとスノーホワイト （斉藤 洋）
◎Newスパイダーウィック家の謎 第1～3巻 （ホリー・ブラック）

【

中高生ＹＡ 】
◎正しいパンツのたたみ方－新しい家庭科勉強法－ （南野 忠晴）
◎「はてしない物語」事典－ミヒャエル・エンデのファンタージエン
（ローマン・ホッケ）
◎NO.６beyond (YA!ENTERTAINMENT) （あさの あつこ）

【

一般 】
◎宝くじが当たったら （安藤 祐介）
◎ふる（西 加奈子）
◎八重の桜１（五十嵐 佳子） ◎55歳からのハローライフ（村上 龍）
◎残り全部バケーション （伊坂 幸太郎）
◎僕の死に方－エンディングダイヤリ－500日－ （金子 哲雄）
◎お母さんのための子供のデジタルマナーとしつけ （中元 千鶴）

【休館日】
休館日】 平成25
平成25年
25年1月28日
28日（月）～平成
）～平成25
平成25年
25年2月25日
25日（月）
※休館中は、図書館の利用ができなくなります。
ただし、返却につきましては、正面玄関左横の図書返却ボックス
にお願いします。
工事期間中、利用者の方にはご不便ご迷惑をおかけします。
ご理解ご協力をお願いいたします。
●読み聞かせ講演会開催のお知らせ
【日時】1月26日（土）14：00～15：00
【会場】図書館研修室
【内容】読み聞かせの実演と講演会
【講師】『ボランティア さざんか童夢(どうむ)』
【申込】電話かFAX、または図書館受付カウンターへ直接お申込み
下さい。
1月23日
23日（水）19：
19：00 〆切
※参加は無料です。どなたでも気軽にご参加ください。

●3月10日（日）に図書館まつりを開催します。
絵本の読み聞かせなどの楽しい企画が満載です。
皆様のお越しをお待ちしております。

※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

Information
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その他

TEL 43－0584

・ FAX

41－1113 ）

Information

再生の
再生の森「環境フェスタ
環境フェスタ」
フェスタ」
２０１３を
２０１３を開催します
開催します
西都児湯地区４Ｒ推進協議会では、循環型社会の形成に向けた４Ｒと廃
棄物の適正処理についての啓発活動を推進するとともに、地域住民のみな
さんへ西都児湯地域の廃棄物処理の拠点である「西都児湯クリーンセンタ
ー」についての理解を深めてもらうことを目的として、再生の森「環境フ
ェスタ2013」を開催します。いろいろな催し物を計画していますので、ぜ
ひ、ご参加下さい。

13

その他

4）フリーマーケット
リサイクルを目的としたフリーマーケットです。
定員１６組で、参加料は無料ですが、事前に参加申込が必要です。詳し
くはお問合せください。
5）ミニ物産展
西都児湯管内市町村の特産品を販売します。
6）グラウンドゴルフ大会
〈会場案内図〉

1. 日 時
２月３日（日） １０時～１５時
2. 会 場
西都児湯クリーンセンター プラザ施設及びその周辺
3. 催し物
1）再生品の販売～「まだまだ使えるよ！！」コーナー
修繕した家具や自転車等を展示します。抽選会を行い、お安く当選者
に引き渡し、再利用していただきます。

木城

会場

県道杉安高鍋線

うなぎ家

2）各種展示コーナー
・管内小学生による環境ポスターの展示
・西都児湯クリーンセンターの業務紹介
・各種リサイクル品、西都はにわ生活学校の作品展示
3）ガラス細工等の体験コーナー
・サンドブラストを用いたガラス細工
・七宝焼によるブローチやペンダントの制作
・とんぼ玉の制作
※当日受付です。
※材料代が必要になります。詳しくはお問い合わせください。

至

動物病院

至

至

西都市街

高鍋

コンビニ

【問合せ先】
西都児湯クリーンセンター（月～金） 管理事務所 0983-41-1761
〃
（ 当日 ） プラザ施設 0983-41-1778
（文書取扱：生活環境課）

