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こんね！四季を彩るロマンのまち西都
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1 スポーツランドさいと 2013春季スポーツキャンプ情報
2 市営墓地借り受け希望者の抽選会について
高鍋税務署からのお知らせ
3 乳がん検診のご案内
二種混合の予防接種をお忘れなく
4 麻しん・風しんの予防接種はお済みですか
井戸水使用世帯の下水道使用料に係わる人数変更について
5 国民年金保険料の納付は口座振替・前納がおトクです
ライター・カセットボンベ缶等のガスは必ず抜いて出してください
ペットはマナーを守って飼いましょう
6 ごみ分別・減量にご協力ください
ごみの分別で困っていませんか

10 臨時・非常勤職員の募集について
11 西都市手話通訳等嘱託員の募集について
西都市上下水道課嘱託員の募集について
12 市税等徴収嘱託員の募集について
保健師（看護師）嘱託職員を募集します
13 図書館臨時職員募集について
図書館司書嘱託員募集について
14 西都児湯環境整備事務組合嘱託員及びパート職員の募集について
西都市家族介護者のつどい参加者募集
15 赤い羽根共同募金の助成を希望する団体を募集します
宮崎県東京学生寮入寮者の追加募集について
16 市の誘致企業で働きませんか

催し・講座

相談

6 日向国府跡発掘調査現地説明会の開催について
7 西都の歴史を巡る「西都原ポタリング女子会」のご案内
宮崎県バレーボール協会公認審判員資格審査講習会開催のご案内
8 2013バレンタインコンサート ｉｎ 西都
歯っぴーきっず（２歳児歯科健診）
おっぱい学級」を開催します
9 ピヨピヨ学級（離乳食講座）
「ルピナス園芸まつり」の開催について
■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。

16 2月12日（火）は、健康相談の日です
法務局・人権擁護委員による『人権・なやみごと相談所』を開設します

その他
17 西都市青少年育成センタ―便り
西都市地域子育て支援センター・つばさ館

※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

スポーツランドさいと 2013春季
2013春季スポーツキャンプ
春季スポーツキャンプ情報
スポーツキャンプ情報
＜東京ヤクルトスワローズ・
東京ヤクルトスワローズ・東邦
ヤクルトスワローズ・東邦ガス
東邦ガス硬式野球部
ガス硬式野球部・
硬式野球部・大宮アルディージャ・ガイナーレ
大宮アルディージャ・ガイナーレ鳥取
アルディージャ・ガイナーレ鳥取・
鳥取・町田ゼルビア・
町田ゼルビア・立教大学硬式野球部
ゼルビア・立教大学硬式野球部＞
立教大学硬式野球部＞
今年もプロ
もプロ野球球団
今年
もプロ野球球団やサッカーチームが
野球球団やサッカーチームが市内
やサッカーチームが市内で
市内で春季キャンプを
春季キャンプを行
キャンプを行います。
います。練習試合等もありますので
練習試合等もありますので皆
もありますので皆さんぜひ足
さんぜひ足をお運
をお運びください。
びください。
◆東京ヤクルトスワローズ（ファーム）
期間：2月1日(金)～2月27日(水)
場所：西都原運動公園野球場
※休養日：6日(水)、12日(火)、18日(月)、22日(金)
イベント◇歓迎セレモニー
2月1日(金)9時～西都市役所前広場にて
◇サイン会
2月24日(日)12時～(15分程度)
場所：西都原運動公園クラブハウス周辺
※イベントは天候等により変更・中止になる場合があります
練習試合：VS セガサミー 2月17日（日）西都原運動公園野球場
◇ VS 巨 人 2月20日（水）宮崎市ひむかスタジアム
◇ VS ロッテ 2月23日（土）鹿児島県薩摩川内市
◇ VS 斗 山 2月24日（日）西都原運動公園野球場
※試合開始時間：12:30～※23日は未定
◆東邦ガス硬式野球部
期間：2月27日(水)～3月8日(金)
場所：西都原運動公園野球場
◇歓迎セレモニー 2月28日(木)9時～西都市役所前広場にて
練習試合：VS ＪＲ九州
3月1日（金）10:00～
◇ VS ＪＦＥ東日本
3月2日（土）10:00～
◇ VS 九州共立大学
3月3日（日）10:00～
◇ VS 立教大学
3月6日（水）10:00～
◇ VS 西部ガス
3月7日（木）10:00～
◇ VS 横浜商科大学
3月8日（金）10:00～
※ いずれも会場は西都原運動公園野球場の予定

◆立教大学硬式野球部
期間：3月9日(土)～3月22日(金)
場所：西都原運動公園野球場
練習試合：VS東邦ガス 3月 6日（水）10:00～西都原運動公園野球場
◇VS 桐蔭横浜大学
3月 7日（木）13:00～高鍋町営球場
◇VS 西部ガス
3月 8日（金）13:00～田野運動公園野球場
◇VS 大阪体育大学
3月11日（月）13:00～西都原運動公園野球場
◇VS 横浜商科大学
3月12日（火）13:00～久峰総合公園野球場
◇VS 福岡大学
3月13日（水）10:00～西都原運動公園野球場
◇VS 日本経済大学
3月13日（水）14:30～西都原運動公園野球場
◇VS 九州共立大学
3月15日（金）13:00～西都原運動公園野球場
◇VS 九州共立大学
3月16日（土）10:00～西都原運動公園野球場
◇VS 宮崎産業経営大学 3月20日（水）13:00～西都原運動公園野球場
◆大宮アルディージャ（J1）
期間：2月8日(金)～2月10日(日)
場所：清水台総合公園多目的広場
※歓迎セレモニー2月8日（金）15:20～清水台（予定）
◆ガイナーレ鳥取（J2）
期間：2月4日(月)～2月17日(日)
場所：清水台総合公園多目的広場
◆町田ゼルビア（JFL）
期間：2月11日(月)～2月21日(木)
場所：清水台総合公園多目的広場
※ガイナーレ鳥取、町田ゼルビアともに歓迎セレモニーを予定してい
ます。日時は未定です。
(文書取扱・問い合わせ先：西都市スポーツランド推進協議会事務局
西都市スポーツ振興課スポーツランド推進係43-3478)

市営墓地借り
市営墓地借り受け希望者の
希望者の抽選会について
抽選会について
市営墓地の借り受けを希望される方を対象に抽選会を実施します。希望
者は期限内に抽選会参加の申し込みをして下さい。
※現在整備中（
現在整備中（７月供用開始予定）
月供用開始予定）の新設墓地ではなく
新設墓地ではなく、
ではなく、既存墓地の
既存墓地の空き
区画の
区画の抽選会となります
抽選会となります。
となります。この抽選会
この抽選会の
抽選会の当選者は
当選者は新設墓地への
新設墓地への借
への借り換え
はできませんのでご留意
はできませんのでご留意ください
留意ください。
ください。
■貸付墓地
市営白馬１号墓地 ２区画、白馬２号墓地 ２区画
白馬３号墓地 ４区画、童子丸墓地
４区画
■場所
西都市旭２丁目、西都市大字童子丸
■使用料
白馬１号墓地 118,000円（
6 平方メートル ）
白馬２号墓地 132,000円（
6 平方メートル ）
白馬３号墓地 132,000円（ 6.72平方メートル ）
童子丸墓地
120,000円（
7 平方メートル ）
■申込み期間 ２月１日（金曜）から２月２８日（木曜）必着
■申込み方法 ハガキ・ファックス・メール・直接来庁で受付
「市営墓地借り受け希望」と記載し、住所、氏名、電話番
号を明記して申込先までお送り下さい
■申込先
〒881-8501
西都市聖陵町２丁目１番地 西都市役所 生活環境課
電話：４３－３４８５（直通）ＦＡＸ：４３－３６８７
メール kankyou@saito-city.jp
■抽選会日時 ３月１９日（火曜）１０時～
■申込みの条件等
（1）現在遺骨
現在遺骨を
保有し、自宅や寺などに安置している方、または住所移転
現在遺骨を保有し
などにより墓地が遠くなり移転改葬を予定されている方
（2）西都市内
西都市内に
西都市内に住所を
住所を有する方
する方
（3）使用許可後２年以内に墓地の建立を行うこと
（4）同じ遺骨を納骨しようとする方との重複申し込みはできません。
（家族・親族など複数人での抽選会参加等は禁止）
※申込後に詳細についての案内文書を送付致します。
（文書取扱：生活環境課 ４３－３４８５）
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高鍋税務署からのお
高鍋税務署からのお知
からのお知らせ
○確定申告は正しくお早めに
確定申告の時期が近づいてきました。
税務署が開設する平成24年分所得税の申告会場の受付・相談期間は平
成25年2月18日(月)から平成25年3月15日(金)までとなっています。
所得税は、納税者自身が所得金額や税額を正しく計算して納税する申
告納税制度を採っていますので、申告と納税は、期限内にお済ませくだ
さい。確定申告書の提出は、郵送等でもできます。
申告期限が間近になりますと、申告会場は大変混雑し、長時間かかる
場合もありますので、お早めに申告をお済ませください。
なお、国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp）の、｢確定申告書
等作成コーナー｣で簡単に申告書等の作成ができますので、是非ご利用く
ださい。
詳しいことは、高鍋税務署にお気軽にお尋ねください。
高鍋税務署（
高鍋税務署（電話０９８３
電話０９８３－
０９８３－２２－
２２－１３７３）
１３７３）※自動音声案内
○確定申告に関するご相談は電話相談センター「０」番へ
熊本国税局では平成25年1月21日（月）から平成25年3月15日（金）ま
での期間、「確定申告電話相談センター」を開設し、所得税、消費税及
び贈与税の確定申告に関するご相談等に電話でお答えしております。
高鍋税務署の代表電話におかけいただくと、自動音声案内によりご案
内しますので、「０」番を選択し、用件をお話ください。申告会場や受
付時間などの問い合わせにはオペレーターがお答えするほか、問い合わ
せの内容等により、電話を転送し、職員等がお答えいたします。
なお、時間帯によっては、電話がつながりにくい場合や少々お待ちい
ただく場合がありますので、あらかじめご了承いただくようお願いしま
す。
高鍋税務署代表電話（
高鍋税務署代表電話（０９８３－
０９８３－２２－
２２－１３７３）
１３７３）※自動音声案内
(文書取扱：税務課)

２

案内

Information

集団検診申込予約受付け中
～ためらわないで、
ためらわないで、検診は
検診は安心の
安心の第一歩！～
第一歩！～
日本人の女性に乳がんが急増しており、16人に１人がかかるといわれて
います。乳がんは早期発見すれば治癒率も高いので、月１回は自己検診を
行い、２年に１回はマンモグラフィー検査・超音波検査を受けましょう。
●対象者：西都市の住民で30
30歳以上
30歳以上の
歳以上の女性（2
女性 2年に1回の検診のため
検診のため平成23
のため
年4月～平成24年3月に西都市の乳がん検診を受けられた方は対
象外となりますが、クーポン対象者は受診可能です。）
検診場所
日
時
＊ブレストピアなんばの検診バスがきます
保健センター
２月１８日
１８日（月）、２
）、２月１９日
１９日（火）
（集団検診）
集団検診）
※申込状況で受付時間を指定できない場合があります。
大塚病院
２月９日（土）
２月２８日
２８日（木）まで
鶴田病院
＊平日の午後2時から実施
西都市からの
西都市からの助成金
からの助成金で
助成金で、下記の
下記の金額になります
金額になります。
になります。

→

￥3,000円
3,000円

※国民健康保険の方はさらに1,500円補助があります。満70歳以上の方、65
歳以上の後期高齢者医療の障害認定を受けている方、市民税非課税世帯
及び生活保護世帯の方は無料になりますので証明書を提示下さい。
●無料クーポン券が届いた方は、視触診とマンモグラフィー検査は無料で
すが、超音波検査代の自己負担900円が必要となります。
【申し込み】電話で
電話で健康管理課（
健康管理課（43－
43－1146）
1146）に必ずお申
ずお申し込みください。
みください。
※鶴田病院は市に申し込み後、病院に予約が必要です。
（文書取扱：健康管理課健康推進係

案内

二種混合の
二種混合の予防接種をお
予防接種をお忘
をお忘れなく

乳がん検診
がん検診のご
検診のご案内
のご案内

￥8,400円
8,400円

３

43－1146）

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。
内容
三種混合
ワクチン
（DPT）
二種混合
ワクチン
（DT）

1期

2期

標準的な接種期間
回数
初回 生後3か月から生後12か月
３回
追加 1期初回接種（3回）終了後12月に達した １回
時から18月に達するまでの期間
11歳以上
11歳以上13
歳以上13歳未満
13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）

１回

【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歳の誕生日の前日より有料になりますのでご注意ください。
１３歳の誕生日の前々日までに接種しましょう。
【お問合せ先】健康管理課健康推進係

43-1146

（文書取扱：健康管理課健康推進係）

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年間の時限措置が設けられ、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ております。時限措
置は今年度限りで終了します。（平成25年3月30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、黒木胃腸科医院、児玉内科クリニック、三財病院、すぎお医院、富田医院。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）…平成24年4月初めに個別に郵送しています。紛失された方転入された方は連絡をお願いします。
（文書取扱・お問合わせ先：健康管理課健康推進係 43-1146）

井戸水使用世帯の
井戸水使用世帯の下水道使用料に
下水道使用料に係わる人数変更
わる人数変更について
人数変更について
公共下水道・農業集落排水を使用中の方で、上水道と井戸水との併用、または井戸水のみを用水源としている世帯については、下水道使用料の認定は世
帯人数により算定しております。
就学等による長期不在や出生・死亡等による世帯人数の変更が生じた場合は、変更届の提出が必要です。
ご不明の点は、上下水道課下水道工務係（４３－１３２６）までご連絡ください。
（文書取扱：上下水道課下水道工務係）
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国民年金保険料の
国民年金保険料の納付は
納付は口座振替・
口座振替・前納がおトクです
前納がおトクです
国民年金保険料の納付には、口座振替がご利用になれます。保険料が自動的に引き落とされるので、金融機関などに行く手間が省けるうえ、納め忘れも
なくとても便利です。また、口座振替には、当月分保険料を当月末に引き落とされることにより月々50円割引される早割制度や、現金納付よりも割引額が
多い6ヶ月分前納・1年分前納もあり、大変お得です。
口座振替の
口座振替の方法は
方法は「４種類」
種類」①通常‥‥‥‥‥‥毎月の保険料を翌月末に口座より引き落とします。
②早割‥翌月末引落を当月末引落にすると月額50円割引になります。
③前納（６ヶ月分）‥保険料を4月末・10月末に半年分引き落とします。現金納付よりも割引額が多くなります。
④前納（１年分）‥‥保険料を4月末に1年分引き落とします。現金納付よりも割引額が多くなります。
申込について
口座振替をご希望の方は、納付書又は年金手帳、通帳、金融機関届出印をご持参のうえ、ご希望の金融機関へお申し出ください。
申込について
また、4月末に引き落とされる6ヶ月分前納・1年分前納を希望される方は2月末までの手続きが必要です。
（文書取扱・問い合わせ先：市民課年金係

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の
缶等の
ガスは必
ガスは必ず抜いて出
いて出してください
市民の皆様におかれましては、日頃よりごみ分別にご協力いただきあり
がとうございます。
寒くなるとライター・カセットボンベ缶の使用が増えます。これらの中
にガスが残ったまま出されると火災事故が発生することもあります。
このような事態が生じると、ごみ処分ができなくなってしまうこともあ
ることから、以下の点をしっかり守り、出していただ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ください。
○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ください。
○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ください。
（文書取扱：生活環境課 ４３－３４８５）

４３－１２２１）

ペットはマナーを守
ペットはマナーを守って飼
って飼いましょう
犬や猫に関する苦情が増えています。ペットを飼われる方はマナーを守
り責任を持って飼いましょう。
○放し飼いはやめましょう。
放し飼いにされた犬猫が家や庭を荒らしたり、ふんをしたりするなどの
苦情が寄せられています。
犬や猫の放し飼いは人に迷惑をかけるばかりでなく交通事故など犬猫自
身にも危険がおよびます。犬は必ずつないで猫は室内で飼いましょう。
○つないだら常に点検・確認を忘れずに。
家で犬をつないでおく時は、首輪が抜けたり、鎖がはずれたりしないよ
うに常に点検をし、犬が放れていないかの確認をしましょう。
もし飼い犬が人を咬んだ場合には、被害者を救護し、保健所か警察に届
けなければなりません。
○ふんの片付けをしてください。
犬や猫のふんは飼い主がしっかり片付けましょう。
（文書取扱：生活環境課 ４３－３４８５）

ごみ分別
ごみ分別・
分別・減量にご
減量にご協力
にご協力ください
協力ください

ごみの分別
ごみの分別で
分別で困っていませんか

市民の皆様におかれましては、日頃よりごみ分別にご協力いただきあり
がとうございます。生活環境課には「ごみの出し方」についてのご質問が
多く寄せられます。今回は市民の皆様からご質問いただいた代表的なもの
を幾つか取り上げ掲載致しますので、ご確認いただき、適正なごみ出しに
心掛けてください。
質問１
質問１．古紙類を
古紙類を出す際に「新聞・チラシ
新聞・チラシ」、「
・チラシ」、「雑誌
」、「雑誌・
雑誌・本類」
本類」のどちらで
出せばいいのかわからないものがあるのですが…
ばいいのかわからないものがあるのですが…。
回答１．まず「新聞・チラシ」のチラシとは新聞に折り込まれているチラ
シのことです。したがって、「新聞・チラシ」、「ダンボール」
以外の紙（コピー用紙、空き箱、ハガキ、包装紙、ポスターなど
）は「雑誌・本類」で出していただくことになります。
質問２
質問２．カップラーメンなどの容器
カップラーメンなどの容器を
容器を「プラスチック製容器包装類
プラスチック製容器包装類」
製容器包装類」とし
て出したら置
したら置いて行
いて行かれました。
かれました。なぜでしょうか？
なぜでしょうか？
回答２．カップラーメンなどの容器は、以前は「プラスチック製容器包装
類」のものがほとんどでしたが、最近、カップの材質は「紙」へ
と変更されているものが増えています。しかし、うどんなどにつ
いては「プラ」表示のままのものもありますので、出される際に
「紙」か「プラ」の表示をかならずご確認ください。
質問３
質問３．庭木の
庭木の剪定くずはどのように
剪定くずはどのように出
くずはどのように出せば良
せば良いのですか？
いのですか？
回答３．剪定くずの処分は、基本「燃やせるごみ」の袋での処分をお願い
しております。但し、枝葉を落した幹については直径15㎝・長さ8
0㎝以内であればひもなどで縛り「粗大ごみ置場」へ持込むことも
できます。しかし、量が多かったり、上記のような方法で処分で
きない場合は、西都市の収集・運搬許可業者へ処分をご依頼して
いただくことになります。

市民の皆様におかれましては、日頃よりごみ分別にご協力いただきあり
がとうございます。
生活環境課では「ごみの分別が難しい。」、「なぜ収集されなかったの
かわからない。」など、ごみ分別や排出について説明会を開催しておりま
す。
自治会や公民館などの清掃作業や会議など、皆様がお集まりになる機会
があれば、是非、「ごみの分別について」の出前講座をご利用ください。
（文書取扱：生活環境課 ４３－３４８５）

日向国府跡発掘調査現地説明会の
日向国府跡発掘調査現地説明会の開催について
開催について
西都市教育委員会社会教育課では、今年度行っている国指定史跡 日向
国府跡発掘調査の成果を一般公開する現地説明会を、下記の日程で開催し
ます。
日向国府跡の中枢を成す建物の遺構を実際に見ることができる機会です
のでぜひご来場ください。
【開催日時】２月１７日（日曜）午前の部 １０：３０～１１：３０
午後の部 １３：３０～１４：３０
【会
場】国指定史跡 日向国府跡（西都市大字右松字刎田2811－1）
※西都市立妻北小学校の北西側に位置します。
当日は周辺に案内板を設置します。
【主な遺構】日向国府を構成する中枢建物の遺構。
（脇殿・南門・築地塀）
※少雨の場合は開催し、雨天の場合は中止します。
【お問い合わせ】西都市教育委員会社会教育課文化財係 ４３－０８４６

（文書取扱：生活環境課 ４３－３４８５）
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（文書取扱：社会教育課文化財係）
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～じてパラｉｎさいと 第５弾～
自転車王子「ＭＲＴアナウンサー廣末圭治さん」と行く

西都の
西都の歴史を
歴史を巡る
「西都原ポタリング
西都原ポタリング女子会
ポタリング女子会」
女子会」のご案内
のご案内
【開催日】3月10日（日）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～「都萬神社」～「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】
9:30
「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
10:00
出発：都萬神社参拝後、西都原へ
12:00
昼食：西都原ｶﾞｲﾀﾞﾝｽｾﾝﾀｰ「このはな館」にて「季節のご膳」
13:00
出発：国分寺へ「木喰上人」の仏像鑑賞
14:30
「あいそめ広場」到着
ティータイム（廣末アナとおしゃべりタイム）
15:00
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】3月5日（火）
【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
〒881-8501 西都市聖陵町２－１西都市役所３階商工観光課内
Ｔｅｌ＆Ｆａｘ 43-2005 http://www.saitokoyo.jp/
【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 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）
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宮崎県バレーボール
宮崎県バレーボール協会公認審判員
バレーボール協会公認審判員
資格審査講習会開催のご
資格審査講習会開催のご案内
のご案内
平成25年・26年（第24回）宮崎県バレーボール協会公認審判員資格審査
講習会を下記の日程にて開催することになりました。
今後は、各大会においても審判員の随行が義務づけられる事が予測され
ます。
必要な方や興味のある方は、この機会に取得されるようお願い申し上げ
ます。
１．主 催
２．日 時
３．場 所
４．内 容

５．対象者

６．費 用

宮崎県バレーボール協会
平成25年2月17日（日）
受付 午前8時00分
午前8時30分 開催
西都市公民館（受付・理論研修）
西都市民体育館（実技研修）
9人制バレーボールの審判法（実技と理論）
6人制バレーボールの審判法（特にルールの改正点）
その他
①新規に県公認審判員資格取得を希望する者
②宮崎県バレーボール協会公認審判員（MVA公認）
③日本バレーボール協会公認審判員 （JVA公認）
※各自、笛及び筆記用具を持参の上ご参加下さい。
持っている人は審判服・ワッペンを着用ください。
受講料：1,000円
登録料：2,000円
※高校生・・・受講料500円・登録料1,000円

【問い合わせ先】西都市バレーボール協会
審判長 幣島 和憲 ４３－４１９１
（文書取扱：スポーツ振興課）

まちづくりサポーター事業

『2013バレンタインコンサート
2013バレンタインコンサート ｉｎ 西都』
西都』
西都市文化ホールにおきまして、下記のとおりバレンタインコンサート
を開催いたします。是非、お誘いあわせのうえご来場ください。
今回のコンサートは、『2013 Valentine Concert in Saito 』～音楽の
力で、みんなに笑顔と幸せを・・・～と称し、"MUSIC COCKTAIL"の皆さん
の演奏をお送りします。
"MUSIC COCKTAIL" is
★中原 ちふみ Vocal、★細山田 晃 Saxophone、★安部 まり Piano
★土田 浩
Cello、★服部 央
Percussion
【期
日】２月１０日（日）
【時
間】開場１４時３０分／開演１５時００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）

歯っぴーきっず（
っぴーきっず（２歳児歯科健診）
歳児歯科健診）
２歳頃になると、そろそろ乳歯が生えそろい、歯根も育ち、しっかりし
た歯に成長していきます。この時期はむし歯が増えてくるため、歯磨きの
習慣と予防が大切になります。２歳のお子さんとその保護者を対象に「歯
っぴーきっず（２歳児歯科健診）」を行います。希望者の方にはフッ化物
の塗布も実施します。親子で楽しくお口の健康について学びませんか？
【日 程】3月27日（水）13時00分～15時30分（受付13時00分～13時20分）
【場 所】西都市保健センター
【内 容】歯科健診・歯科医師講話・ブラッシング指導
フッ化物塗布（希望者のみ）
【対 象】平成22年6月～平成22年8月生まれのお子さんと保護者。
平成22年3月～平成22年5月生まれで12月の2歳児歯科健診に参
加していないお子さんと保護者。
【持ってくるもの】母子健康手帳・タオル・歯ブラシ
質問票（申し込みのあった方に後日郵送します）
【定 員】20名程度
【申込み】参加希望の方は必ず予約が必要になりますので3月14日（木）ま
でに健康管理課（43－1146）にご連絡ください。
（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】平成25年2月27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
【人 数】６組程度
【対 象】産後から卒乳期のお子さんとお母さん
【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2月22日(金曜）までに健康管理課（43－11146）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）
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ピヨピヨ学級
ピヨピヨ学級（
学級（離乳食講座）
離乳食講座）
おっぱいやミルクしか飲めなかった赤ちゃんが、パパ・ママとほぼ同じ
ものを食べるための練習…それが離乳食です。無理のないペースでお食事
の楽しさを教えてあげましょう。
離乳食の進め方がわからない、どのくらいの量をあげていいかわからな
い、などのお悩みをお持ちの保護者の方、ぜひご参加ください♪
★日

時：３月８日（金）
午前１０：００～１２：００（受付９時４５分～）

★場

所：西都市児童館

★対

象：生後３か月～１歳３か月児及び保護者

★定

員：１５組

★内

容：栄養士による離乳食のはなし
離乳食づくりの実演・離乳食の試食
保健・栄養の個別相談
身長・体重計測(希望者のみ)

★持参する物：母子手帳
お子さんの飲み物
★申込み：参加希望の方は３月１日（金）までに健康管理課（43－1146）
までお電話ください。
※必ず、申し込みが必要です。
（文書取扱：健康管理課健康推進係）

９

催し・講座

「ルピナス園芸
ルピナス園芸まつり
園芸まつり」
まつり」の開催について
開催について
「ルピナスパーク」において「ルピナス園芸まつり」が開催されます。
【日時】２月１０日（日）１０：００～１５：００
【場所】宮崎県農業科学公園ルピナスパーク
【内容】
イベント名
内容
参加定員
時間
ルピナスパーク
案内と解説付き 事前受付+当日 11:00～13：00
探検会
で公園全体を回 受付先着30名
ります
11：00～14：00
米粉麺作り
野菜ソムリエと 事前受付
体験会
作る米粉麺創作 （先着20名）
料理体験
園芸体験
野菜・花の苗作 事前受付+当日 10：00～12：00
○野菜、花、
り、挿木の体験 受付先着20名
※コースにより
挿木コース
異なります
コサージュ作り
おしゃれなコサ 事前受付+当日 13：00～15：00
ージュ作り
受付先着20名
ツルカゴ作り
蔓でカゴを作り 事前受付+当日 13：00～15：00
体験
ます
受付先着10名
梅箸作り体験
梅の剪定枝を利 事前受付+当日 10：00～15：00
用した箸作り
受付先着20名
※事前申込や参加費用が必要なものがあります。イベントの詳細や時間に
ついては、ルピナス便りのホームページ（http://www.majc.pref.miyazaki.l
g.jp/rupinblog/）でご確認ください。
【問い合わせ・申込先】
県立農業大学校農業総合研修センター ２３－７４４７
※受付時間：８：３０～１７：１５（土日祝日を除く）
※土日のお問い合わせはルピナスパーク（２２－３９１１）まで。
なお、土日の申込はできません。
（文書取扱：総務課）

臨時・
臨時・非常勤職員の
非常勤職員の募集について
募集について
平成25年4月より西都市役所等に勤務する臨時・非常勤職員の募集について、次のようにお知らせします。
職種及び勤務条件等
職

種

勤務時間

一般事務（臨時）

8 時 30 分～17 時 15 分

一般事務（非常勤）

週 29 時間以内

保育士（臨時）

8 時 30 分～17 時 15 分

賃
日額
時間給
日額

金

勤務日

勤務場所

5,700 円

月曜日～金曜日

市役所及び市関係施設

730 円

月曜日～金曜日

市役所及び市関係施設

6,200 円

月曜日～土曜日

保育所

※注1 保育士（
保育士（臨時）
臨時）については土曜日
については土曜日の
勤務時間が8時30分
30分～12時
12時30分
30分になります。
になります。
土曜日の勤務時間が
※注2 保育士については
保育士については資格
については資格が
資格が必要です
必要です。（
です。（保育士
。（保育士証
保育士証の写しを添付
しを添付してください
添付してください）
してください）
※注3 非常勤職員については
非常勤職員については勤務場所
については勤務場所によって
勤務場所によって勤務時間
によって勤務時間が
勤務時間が異なる場合
なる場合があります
場合があります。
があります。
・登録期間
随時登録中
・受付時間
8時30分～17時15分
・受付場所
西都市役所 総務課 職員係 （本庁舎3階）
・申込手続
履歴書に必要事項を自筆し、必ず写真を貼付の上、提出して下さい。
・履歴書の有効期間
応募を受付けた日から1年間。
・応募資格
西都市在住で18歳以上の健康な男女（保育士については市外の方も応募できます。）
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
・禁固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。
・雇用方法
平成25年度中、市役所等で臨時・非常勤職員が必要になった時、登録された人の中から選考により、その都度雇用します。
なお、希望職種どおりにならない場合もあります。
・雇用期間
6ヶ月以内（更新することもあります）
・福利厚生
社会保険（健康保険、厚生年金保険）、労災・雇用保険、有給休暇制度有り。
・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。
履歴書の有効期限は1年間とし、その間採用されなかった場合は返却します。
雇用確保のため他の公共的団体等への紹介をする場合がありますが、支障がある場合は受付時にお申し出下さい。
（文書取扱：総務課職員係）
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西都市手話通訳等嘱託員の
西都市手話通訳等嘱託員の募集について
募集について
西都市では、平成２５年３月１日から採用予定の西都市手話通訳等嘱託
員を募集します。

11

募集

西都市上下水道課嘱託員の
西都市上下水道課嘱託員の募集について
募集について
市では、平成２５年度に採用予定の次の嘱託員を募集しています。
項 目 等

下水道事業受益者負担金（分担金）等徴収嘱託員

１．募集期間 平成２５年２月１日（金）から２月２０日（水）まで

業務内容

受益者負担金（分担金）及び上下水道使用料徴収業務

２．受付期間 午前９時から午後５時まで

募集人員

１名

任用期間

１年以内、更新有り（ただし、３年以内とします。）

募集期間

平成２５年２月１日（金）～２月２８日（木）

賃

月額

３．受付場所 西都市福祉事務所 障害福祉係
４．申込手続 履歴書に必要事項を自筆で記入し、必ず写真を貼付の上、
提出してください。
５．募集条件 ①手話通訳者の資格を持つ方で福祉関係経験者
②ワード・エクセルを取扱える方
６．募集人員 １名
７．勤務条件 ①名称：西都市役所

嘱託職員

金

勤務時間等

原則として午前９時から午後４時までの間で、１日６時間
以内とし週２９時間とします。

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

応募資格

西都市在住の健康な方で、パソコンによる事務及び車の運
転のできる方。また、市税等の滞納のない方。

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西都
市上下水道課（市役所西庁舎２階）に申し込んでくださ
い。（郵送不可、直接持参してください）
※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。

問合せ先

上下水道課 下水道工務係

②勤務内容：手話通訳及び障害福祉事務補助
③勤務時間：月曜日から金曜日まで
午前９時から午後４時まで（週２９時間）
④賃金：月額108,000円
（月額から保険料等が差し引かれます。）
⑤勤務時間：平成２５年３月１日から１年間（更新有り）
８．そ の 他 詳細については、面談時に説明します。
９．問合せ先 福祉事務所

障害福祉係

TEL：43－1206（福祉事務所）又は43－1111（内線2702）
（文書取扱：福祉事務所障害福祉係）

１５０，０００円

４３－１３２６（直通）

（文書取扱：上下水道課下水道工務係）

市税等徴収嘱託員の
市税等徴収嘱託員の募集について
募集について

保健師（
保健師（看護師）
看護師）嘱託職員を
嘱託職員を募集します
募集します

平成25年4月から採用予定の嘱託員を下記のとおり募集します。
項

目 等

健康増進事業に関する事務（パソコン等）補助

市税等徴収嘱託員

業務内容

市税等の訪問催告業務等

募集人員

１名

任用期間

平成２５年４月１日～平成２６年３月３１日
（最高２年まで更新する場合があります）

募集期間

平成２５年２月１日（金）～２月２８日（木）

賃

月額

金

勤務時間等

平成25年4月より採用予定の保健師（看護師）嘱託員を募集しています。
業務内容
健康増進事業に関する教育相談指導事業

１５０，０００円

原則として午前９時から午後８時までの間で、１日６時間
以内とし週２９時間とします。（変則勤務となります）

募集人員

1名

任用期間

平成25年4月5日～平成26年3月31日
（5月末まで更新の可能性あり）

募集期間

平成25年2月1日（金）～平成25年2月22日（金）

賃金

月額

勤務時間

原則午前9時から午後4時
※午前8時半から午後5時までの間で1日6時間以内とし、1
週間につき29時間以内とします。

勤務日

月～金曜日

保健師

160,000円（看護師

150,000円）

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

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

応募資格

西都市在住の健康な方で、パソコンによる事務及び車の運
転のできる方。また、市税等の滞納のない方

応募資格

① 健康で、保健師又は看護師の国家資格を有する方
② 普通自動車免許をお持ちの方
③ パソコンでの簡単な事務処理が可能な方

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、保健
師又は看護師（国家試験）免許書の写しを添えて申し込ん
でください。

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、税
務課市税収納係に申し込んでください。（郵送不可、直
接持参してください。）
※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。

採用方法

面接により選考します。

問合せ先

税務課 市税収納係

提出及び
問い合せ先

健康管理課

３２－１００１（直通）
（文書取扱：税務課）

Information

健康推進係 43-1146
（文書取扱：健康管理課健康推進係）

12

募集

Information

図書館臨時
図書館臨時職員
臨時職員募集
職員募集について
募集について
西都市教育委員会は、下記の職種について募集します。
●職
種
●勤務時間

：臨時職員
：早番 午前 ８時３０分～午後５時１５分
遅番 午前１０時３０分～午後７時１５分
（早番、遅番のシフト制 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
●勤務内容 ：図書館窓口業務ほか
●賃
金 ：日額５，７００円
●募集期間 ：平成２５年２月１日（金）～２月２６日(火）
●受付時間 ：月曜～金曜
午前８時３０分～午後５時１５分
土、日、祝祭日は受付いたしません
２５日までは、休館中になりますが、履歴書の受付はいた
します。詳しくは、お電話等でお問い合わせください
●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、必ず写真貼付の上、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２５年４月１日～６ヶ月以内
更新することもあります
※雇用期間は、最長１年以内
●採用方法 ：面接による選考
【問い合わせ先：社会教育課図書館係 ４３－０５８４】
（文書取扱：社会教育課図書館係）
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図書館司書嘱託員募集について
図書館司書嘱託員募集について
西都市教育委員会は、平成25年度採用予定の図書館司書嘱託員を募集し
ます。
●業務内容：司書業務
●募集人員：１名
●雇用期間：平成25年5月1日から平成25年10月31日まで
（更新することもあります）
●勤務時間：午前8時30分から午後7時15分までの間で、
1日7時間30分以内で週29時間（土・日・祝日勤務あり）
●福利厚生：社会保険・労災保険・雇用保険・有給休暇制度あり
●報
酬：月額 136,000円
●募集期間：平成25年2月1日（金）～2月26日(火）
●受付時間：月曜～金曜
午前8時30分～午後5時15分
土、日、祝祭日は受付いたしません。
25日までは、休館中になりますが、履歴書の受付はいたしま
す。詳しくは、お電話等でお問い合わせください。
●応募資格：①司書となる資格を有する方
②市税に滞納がない方
③西都市在住の健康な方
●応募方法：履歴書に必要事項を自筆、必ず写真貼付の上、図書館法第5条
に規定されている司書資格を証するものの写し1部を添えて
期間内に西都市立図書館まで提出してください。
（郵送不可・直接持参してください）
●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。
【問い合わせ先：社会教育課図書館係 ４３－０５８４】
（文書取扱：社会教育課図書館係）

西都児湯環境整備事務組合嘱託員及びパート
西都児湯環境整備事務組合嘱託員及びパート職員
びパート職員の
職員の募集について
募集について
西都児湯環境整備事務組合（西都児湯クリーンセンター）では、ごみ処理業務に従事していただける方をつぎのとおり募集します。
１．採用予定人数等
採用予定人数

報酬又は賃金

嘱 託 員

若干名

月額150,000円

パート職員

若干名

1時間当り800円

勤務時間（土日祝祭日は休み）
8時25分～17時10分
（月1回程度、土日祝祭日に受付業務あり）
9時00分～16時00分

業務内容
ごみ処理に係る機械や重機の操作運転及びそれ
に付随する業務
資源ごみの手選別作業及びそれに付随する業務

※通勤手当や賞与等の諸手当（時間外手当を除く）の支給はありません。
２．任用期間 平成25年4月1日から1年間（更新あり）
３．募集期間 平成25年2月1日（金）～2月28日（木）
４．福利厚生 社会保険・労災・雇用保険・有給休暇制度あり
５．応募資格 ・西都児湯地区に在住し、健康で市町税等の滞納のない方
・嘱託員はｼｮﾍﾞﾙﾛｰﾀﾞｰ、ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ、ﾊﾟﾜｰｼｮﾍﾞﾙの運転資格を有する方、又は採用後資格を取得される方
６．応募方法 市販の履歴書に写真を添付し、必要事項を記載の上、西都児湯環境整備事務組合に申し込んでください。
７．採用方法 面接により選考します。（面接日は、後日お知らせします。）
８．問合せ先 西都児湯環境整備事務組合（西都児湯ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ） ４１－１７６１
西都市大字南方６５４８－１
（文書取扱：生活環境課）

西都市家族介護者のつどい
西都市家族介護者のつどい参加者募集
のつどい参加者募集
家族の介護をしている方が介護の悩みを抱え込まずに、話をする事で気持ちが軽くなり『ほっ』とするひと時を作れるような交流会を開催します。多
くの皆さまのご参加をお待ちしております。
【日
時】３月６日（水） １３：３０～１５：３０
【場
所】 宮崎県立西都原考古博物館
【参 加 費】無 料
【内
容】博物館見学、介護予防（口腔ケア）のお話と体操、 交流会（意見交換）
【参加対象者】西都市内在住の要支援・要介護認定者を自宅で介護している方で家族介護に興味のある方
【そ の 他】当日は会場まで13時15分までにお越し下さい。
参加を希望される方は2月28日（木）までに地域包括支援センター（41-0511）へ直接電話でお申込み下さい。
【申込・問い合わせ】西都市社会福祉協議会 地域包括支援センター（担当：菊池・緒方） 41-0511
（文書取扱：健康管理課介護保険係）

Information
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赤い羽根共同募金の
羽根共同募金の助成を
助成を
希望する
希望する団体
する団体を
団体を募集します
募集します
～平成25年度共同募金運動による平成26年度事業への助成～
市民の皆様には、毎年「赤い羽根共同募金運動」へご理解とご協力をい
ただき厚くお礼申し上げます。
さて、本会では、共同募金の助成に地域住民の皆様の声を反映させ、福
祉のまちづくりに向けて地域の実情に応じた多彩な活動を財政面で支えて
いくこと、草の根活動を行っている団体の掘り起こしをしていくことを目
的に下記のとおり助成希望団体を募集いたします。
1 助成
助成の
の対象となる
対象となる団体
となる団体
西都市内において地域福祉の推進を図るための社会福祉活動（以下、
「地域福祉活動」という）及び更生保護事業その他の社会福祉を目的
とする事業を経営する者（国及び地方公共団体が設置、若しくは経営
し、又はその責任に属するとみなされる者は除く）
2 対象事業
平成26年度（平成26年4月1日～平成27年3月31日）に行われる地域福祉
活動及び更生保護事業・その他の社会福祉を目的とする事業
3 申請方法
（1）平成25年2月15日（金）までに電話にて申し込みをして下さい。
（2）平成25年2月20日（水）18時から西都市総合福祉センターにて開
催する「
「助成説明会」
助成説明会」に必ず出席して
出席して下
して下さい。（
さい。（説明会
。（説明会に
説明会に出席し
出席し
た団体のみ
団体のみ申請
のみ申請をすることができます
申請をすることができます）
をすることができます）申請書等の配布・申請方
法の詳細について説明いたします。
4 問い合わせ先
わせ先・申請書提出先
社会福祉法人 宮崎県共同募金会西都市共同募金委員会
社会福祉法人 西都市社会福祉協議会
〒881-0004
西都市大字清水1048番地 西都市総合福祉センター内
TEL 43-3160 FAX 42-4743（担当／総務係）
（取扱：福祉事務所）
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募集

宮崎県東京学生寮入寮者の
宮崎県東京学生寮入寮者の追加募集について
追加募集について
宮崎県では、東京またはその周辺の大学などで学ぶ学生のための入寮者
（男子）を次のとおり募集しています。
【募集人員】若干名（１部屋２名定員）
※「平成25年度宮崎県東京学生寮の入寮者募集」につきまし
ては、平成24年11月8日から平成25年1月8日にかけて募集を
行いました。今回の募集は今後入寮辞退などにより空きが
生じた場合の入寮希望を募集するものです。
【入寮資格】平成25年4月に学校教育法に基づく大学、短期大学および修業
年限2年以上の専修学校専門課程に入学を予定（入学が決定し
ていない者を含む）の男子学生で、保護者が宮崎県内に居住
する者
【入寮期間】平成25年4月1日から平成27年3月31日まで
【寮
費】現行月額１８，６００円（電気料金は実費）
※食事の提供はありません
【応募期間】2月4日（月）の消印・送付・持参分から先着順に受付開始。
※申込書類到着順に申込受付をします。
※2月3日（日）以前の消印・発送・持参のものは受付できま
せん。申込書送付の際は発送期日などにご注意ください。
【申込書提出先】
宮崎県東京学生寮 〒102-0074 東京都千代田区九段南4－8－2
（指定管理者 ジャパンプロテクション㈱） ０３－３２６３－５０６８
【問い合わせ先】
○宮崎県東京学生寮 〒102-0074 東京都千代田区九段南4－8－2
（指定管理者 ジャパンプロテクション㈱） ０３－３２６３－５０６８
または入寮者募集受付専用フリーダイアル ０１２０－５０３８３９
○宮崎県総務部総務課庁舎管理担当
〒880-8501 宮崎市橘通東2丁目10番１号 ０９８５－２６－７２９０
（文書取扱：総務課）

市の誘致企業で
誘致企業で働きませんか
今年度の市の誘致企業である「㈱地頭鶏ランド日南」、「㈱サイト」、「オリンピア工業㈱」が従業員・パート社員を募集することになりましたのでお
知らせします。
・㈱地頭鶏ランド日南…パート（食鳥処理・加工）
・㈱サイト………………正社員（フルオーダーの紳士服・婦人服の製造）
・オリンピア工業㈱……正社員（環境配慮型ボイラー等の製造）
ハローワークにて所定の手続きが必要になります。応募期間や条件等の詳細はハローワーク高鍋（２３－０８４８）までお問い合わせください。
（文書取扱：商工観光課）

２月１２日
１２日（火）は、健康相談の
健康相談の日です
身体からのメッセージをきいてみませんか
身長・体重、血圧測
定、筋肉量（足）、
体脂肪、体内年齢、
内臓脂肪レベル、基
礎代謝量、味噌汁の
塩分濃度測定

おトク感
トク感
いっぱい

無料で
無料で検査を
検査を受けることができ
ます。
ます。
さらに保健師・管理栄養士の分
さらに
かりやすい保健指導も受けるこ
とができます。塩分測定もスピ
ーディーにチェックできます。

健康チェックをして、ご自分のからだの状態や食生活について一緒に見
直してみませんか？健康づくりの方法や「こんな時には何に気をつけたら
いいのかな？」「体調が気になる・・」「眠れない・・・」「疲れが取れ
ない」などからだやこころの健康に関する相談に私たち保健師・栄養士が
応じます。お気軽にご参加下さい。
【時間】9時30分～11時30分【場所】西都市保健センター1階
※味噌汁の塩分濃度測定を希望される方は、朝飲まれた味噌汁の汁だけ（
さかずき半分程度の量）をご持参ください。
※こころの健康に関する相談等を希望される方は「個別相談」に応じてい
ます。事前にお申し込み下さい。
（文書取扱・お問い合わせ先：健康管理課健康推進係 43－1146）

Information

法務局・
法務局・人権擁護委員による
人権擁護委員による
『人権・なやみごと
人権・なやみごと相談所
・なやみごと相談所』
相談所』を開設します
開設します
家庭内の問題(夫婦・親子、結婚・離婚、相続など)や、隣近所とのもめ
ごと、いじめ、体罰などの問題に関するご相談をお受けします。相談は無
料で秘密厳守になっておりますので、お気軽においでください。
☆日 時
２月１９日（火）午前１０時から午後３時まで
☆場 所
市役所南庁舎１階（西都保健所跡）
☆相談員
・人権擁護委員 黒木 功 委員
・人権擁護委員 池田 カズヨ 委員
その他関係機関でも、面談・電話による相談は平日午前８時３０分から
午後５時１５分まで随時相談をお受けしております。
関係機関名
電話番号
備考
宮崎地方法務局人権擁護課 ０９８５－２２－５１２４
全国共通人権相談ダイヤル ０５７０－００３－１１０
女性の人権ホットライン
０５７０－０７０－８１０
子どもの人権１１０番
０１２０－００７－１１０
通話料無料
インターネット人権相談受付システム
☆ パソコンから（大人・子ども共通）
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken113.html
（文書取扱：市民協働推進課）
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募集／相談

Information

西都市青少年育成センタ
西都市青少年育成センタ―
センタ―便り
～

いじめをしない子を育てる ～

いじめは、力の弱い子どもや、まじめに努力する子ども、周りに安易に
流されないため「異質」と見なされた子どもなどを標的にする卑怯な行い
です。悪いのはいじめる子どもであって、「いじめられる側にもそれなり
の理由がある」などということは全くの間違いです。いくら軽い遊びや悪
ふざけ、ジョークのつもりでも、いじめられる側の苦しみ痛みは深刻であ
ることを理解させ、いじめることは、人間として決して許されないことで
あり、いじめをはやし立てたり傍観したりすることも同じであるというこ
とを家庭の中できちんと話し合いましょう。そして、自分の子どもがいじ
めをしているとわかったら、必ずすぐにやめさせてください。
また、いじめる子の中には、親から暴力や強いプレッシャーを受けるな
ど、家庭でも学校でも居場所がない子どもが多いと言われます。子どもが
楽しめるものを見つけ、心が満たされるように配慮するなど、いじめをし
ない環境づくりをしましょう。
いじめは、
いじめは、人間として
人間として恥
として恥ずかしい行
ずかしい行いです
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。
しんみに

い

ろ

い

ろ

電話 ４３－１６１６
（火・水・木曜日の 原則として 午後１時～４時）

○問い合わせ：西都市青少年育成センタ―（社会教育課内 43-3479）
（文書取扱：社会教育課）
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その他

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２５年２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
んが集まり、情報交換したり、お子さんと一緒にみんなで遊べる交流の
場です！！（利用料は無料です）
< ２月の行事予定 >
１日（金）節分 節分の豆まき（鬼登場！）AM11：00頃～
５日（火）給食試食会
（１食280円） ※予約制
６・20日（水）にこにこ広場（パオ）
AM10：30～11：30
８日（金）誕生会（2月生まれのお友達）
AM10：30頃～
12日（火）バレンタインカード作り～14日（木）随時作れます！
13日（水）アタッチメントベビーマッサージ
（参加費500円・オイル代込み） ※予約制
15日（金）リトミック
AM10：30頃～
18日（月）ひなまつり製作 ～28日（木） ※随時作れます！
22日（金）なかよしランド AM10：30頃～ ※予約制
26日（火）親子クッキング AM10：30頃～ ※予約制
今回は、「じゃがいものおやき」作りです！
27日（水）給食試食会
（１食280円）
※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】 ＴＥＬ４３－１０４９ ＦＡＸ４３－１０７９
【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）

