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1 自治公民館や班などの自治組織に加入しましょう
税務署からのお知らせ
3 農業用廃プラスチックの通常収集日（１～３月）について
4 農業用廃プラスチックの『特別収集日』について
5 みやざきインターンシップＮＡＶＩについて
みやざきシニア人材バンクについて
令和２・３年度西都市建設工事等競争入札参加資格審査申請
【指名願い】の定期受付のご案内
6 令和２年度西都市物品等競争入札参加資格審査申請
【指名願い】の追加受付のご案内

12 市文化ホール 映画「ばぁばはだいじょうぶ」上映と
「もの忘れ外来」担当医による講演開催のお知らせ
市文化ホール 昭和の歌コンサート開催のお知らせ

募集
13 第15回 西都原このはなマラソン大会参加者募集
14 西都市男女共同参画審議会委員の公募について
臨時職員を募集します
15 「西都市商店街空き店舗活用推進事業補助金（募集）」のご案内
16 西都市公民館「ペン字講座」受講者募集
働く婦人の家 ｢ウソ電話詐欺・振り込め詐欺・サイバー
犯罪被害防止について｣講演会参加者募集
17 ハロートレーニング（長期高度人材育成コース）の
訓練生募集について
県立産業技術専門校高鍋校｢建築科・塗装科｣
令和2年度入校生の募集について
18 西都市社会福祉協議会職員募集のお知らせ

催し・講座
6 「オレンジカフェ」を毎月開催しています
「男性介護者カフェ」を隔月開催しています
7 令和２年西都市消防出初式
「西都市認知症フォーラム」を開催します
令和元年度「西都市地域づくり講演会」を開催します
8 再生の森「環境フェスタ 2020」を開催します
9 キャッシュレス使い方講座の開催について
第42回 伊東一族の豊後落ちの道を歩こう会
10 「尾八重一本杉ウォーキングとあくまき作り体験」開催のお知らせ
勤労青少年ホーム 「多肉植物寄せ植え」講座
11 DEVELOP-SAITO ガールズトーク
市文化ホール 第14回 あいそめカラコンまつり開催のお知らせ

相談
18 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
19 西都市地域子育て支援センターつばさ館 1月号

巻末ページ
自転車イベント「西都原エンデューロ３時間耐久」
開催に伴う交通規制のお知らせ
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Information

自治公民館や班などの
自治組織に加入しましょう
全国的に地域の絆が薄れていく中、自治活動はまちづくりにおいて重要
な役割を果たしています。
西都市でも班及び自治公民館は地域の絆を深めるとともに市へ地域の状
況・意見を伝えるパイプ役として重要な役割があります。
これからも西都市は区長及び班長、自治公民館の皆さま方と協力しなが
ら自治組織への加入促進に努めて参ります。
市民の皆さま方には、市と市民の「協働のまちづくり」を推進するうえ
でも班や自治公民館の役割を認識していただき、地元の班及び自治公民館
への加入をお願いします。
班や自治公民館の主な活動については以下のとおりです。
○西都市の情報（広報紙やお知らせ）の回覧板を通じてのお届け
○防犯活動や消防団支援
○災害発生時の自主防災活動
○青少年を地域で見守り、地域で育む
○ごみ集積所の設置・管理
○地域美化活動

【お問合せ先】
・自治公民館に関すること
・区長に関すること

社会教育課 43-3479
総務課
43-1112

（文書取扱：社会教育課・総務課）

案内

税務署からのお知らせ
○申告相談会場等のご案内
税務署が開設する申告相談会場は、次のとおりです。また、ご自宅でも
パソコンやスマートフォン、タブレットから国税庁ホームページを利用し
て申告書を作成し、e-Taxによる送信又は印刷して郵送等により提出するこ
とができます。
【パソコン、スマートフォン等からe-Tax】
パソコン、スマートフォン又はタブレットからe-Taxで申告するために
次のいずれかの方法がお選びいただけます。
①マイナンバーカード方式
「マイナンバーカード」と「ICカードリーダライタ」又は「マイナ
ンバー読取機能を搭載したスマホ」をお持ちの方は、マイナンバーカー
ドの電子証明書を読み取って、e-Taxで確定申告書等を送信できます。
②ID・パスワード方式
事前に税務署で職員と対面による本人確認を行った後に発行される
「IDとパスワード」があれば、e-Taxで確定申告書等を送信できます。
ID・パスワードの発行を希望される方は、事前に運転免許証等の本人確
認書類を持参の上、税務署へお越しください。
【税務署が開設する申告相談会場】
〈開設場所〉 高鍋税務署（付属棟2階会議室）
児湯郡高鍋町大字上江8438番地
〈開設期間〉 2月17日(月)から3月16日(月)まで
（土、日、祝日を除く。）
（注）開設期間前は、申告相談会場を設けておりませんので、開設期間
にお越しください。
〈受付時間〉 午前9時から午後4時まで
※駐車場には限りがあり、混雑が予想されますので、なるべく公共交
通機関をご利用ください。
※申告期限間際になりますと申告会場が混み合うことが予想されます
ので、早めの申告にご協力をお願いします。
〈次ページへ続く〉

○譲渡所得・贈与税の申告をされる方へ
熊本国税局ホームページには、令和元年分の譲渡所得(土地・建物)及び
贈与税の主な特例の適用要件や必要書類を確認できるチェックシートを掲
載していますので、是非ご覧ください。
また譲渡所得(土地・建物)の申告の場合に添付が必要となる「譲渡所得
の内訳書」の記載例についても掲載していますので併せてご覧ください。
※主な特例のチェックシート
・マイホームを売却した場合の特例 ・住宅取得等資金の贈与
【掲載場所】熊本国税局ホームページ＞新着情報＞譲渡所得・贈与税の申
告をされる方へ

○消費税の確定申告書を作成するためには区分経理が必要です
令和元年10月から、消費税及び地方消費税の税率が8％から10％に引き上げ
られると同時に、消費税の軽減税率制度が実施されました。
飲食料品の取扱い(販売）がない事業者の方についても、令和元年10月以降、
仕入れや経費に軽減税率(8％)対象品目があれば、仕入れを税率ごとに区分す
る「区分経理」を行う必要があります。
なお、消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として「区分
経理」をした帳簿の保存が必要となります。
○いつでもどこでもスマホで申告
スマートフォン(以下「スマホ」といいます。)で所得税の確定申告書を作
成し、e-Taxで申告することができます。
令和2年1月から、給与所得(年末調整済の給与のほか、年末調整未済、2
か所以上にも対応)のほか、年金収入や副業等の雑所得がある方など、スマ
ホ専用画面をご利用いただける方の範囲が広がり、スマホでの申告が大変便
利になります。
【スマホでe-Tax】
スマホからe-Taxで申告するために、次のいずれかの方法がお選びいただ
けます。
①マイナンバーカード方式（令和 2 年 1 月 31 日以降）
「マイナンバーカード」と「マイナンバー読取機能を搭載したスマホ」
をお持ちの方は、マイナンバーカードの電子証明書を読み取って、スマ
ホ専用画面からe-Taxで送信できます。
②ID・パスワード方式
事前に税務署で職員と対面による本人確認を行った後に発行される
「IDとパスワード」があればスマホ専用画面からe-Taxで送信できます。

○確定申告書等にはマイナンバーの記載が必要です
社会保障・税番号制度の導入に伴い、平成28年分の申告書等からマイナ
ンバーの記載が必要となっています。
なお、マイナンバーを記載した申告書等を税務署へ提出する際には、申
告されるご本人の本人確認書類の提示又は写しの添付が必要となります。
また、自宅等からe-Taxで確定申告書等を送信する際には、本人確認書類
の提示又は写しの添付が不要となりますので、是非、e-Taxをご利用くださ
い。
≪本人確認書類の例≫
例１：マイナンバーカードの表面及び裏面の写し
例２：通知カードの写し＋運転免許証又は公的医療保険の被保険者証の
写しなど
○医療費控除を受ける際は「医療費控除の明細書」の添付が必要です
医療費控除を受ける際は、平成29年分の確定申告から、領収書の添付又は
提示が不要となり、代わりに「医療費控除の明細書」の作成・添付が必要と
なっています。
医療費等の領収書（医療費通知に係るものを除く。）は、後日、提出又は
提示を求められる場合がありますので、確定申告期限等から5年間、ご自宅等
で保管してください。
なお、平成28年分以前の確定申告をする場合は、医療費等の領収書の添付
又は提示が必要となります。

詳しくは、国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp)をご覧いただく
か、最寄りの税務署（高鍋税務署 22－1373）にお尋ねください。
※自動音声案内に従い「2」を、確定申告に関するご相談は、「0」を選択し
てください。「確定申告電話相談センター」におつなぎします。
(1月16日(木)から3月16日(月) まで)
（文書取扱：税務課 市民税係）
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農業用廃プラスチックの通常収集日（１～３月）について
【収集日】
１月から３月までの農業用廃プラスチック収集日は下の表のとおり
です。
４月以降の収集については、３月頃にお知らせします。
童子丸集積所
ビニール

ポ

三財集積所
リ

ビニール

ポ リ

１月

８日

２２日

１５日

２９日

２月

５日

１９日

１２日

２６日

３月

４日

１８日

１１日

２５日

★持ち込む際には「農業用使用済プラスチック排出者カード」を必ず持
参し、提示してください。お手元に無い場合は再発行の手続きをして
ください。
【持込時間】
午前９時～午後４時
ただし、正午～午後１時は休憩のため受入を中断します。
【直接搬入】
上記の収集日以外に持ち込みを希望する場合、お急ぎの場合は以下の
事業者へ直接持ち込んでください。
事業者名 宮崎県産業廃棄物再生事業協同組合
所 在 地 宮崎市大字島之内2932番地
電話番号 ０９８５－３９－２２６１
受入時間 月～金 (祝日を除く) 午前９時～午後４時
★年末年始等は営業日が変更となる可能性があるため、事前に確認
してから持ち込んでください。

【処理費と分別】
塩化ビニール
ビニール
※ただし、シルバービニールは３月９日（月）に実施予定
５円/kg
の『特別収集日』に引き取ります(次ページ参照)。
ポリフィルム、シルバーポリ、ＰＯ系フィルム、
クリンテート、プチプチ、暖房用ダクト、谷シート、
止水シート、
ポリ
サイレージラップ（ネット状のものは不可）、
２３円/kg
肥料袋（麻袋の様に編んでいるものは不可）、
柔らかい灌水チューブ（固い部分は除去）、
柔らかい育苗ポット（固いものは不可）、
柔らかい液肥容器（固い容器、農薬容器は不可）
★上記に分別できない農業用プラスチックは、特別収集日（次ページ参照）
を設けて収集しますので、絶対に持ち込まずに各自で保管してください。
★処理費は、排出の前後にトラックスケールで計量した後に『現金』または
『農業用使用済プラスチック排出者カード(デポジット)』でお支払いくだ
さい。
★肥料袋、サイレージラップの中にペットボトル、サイレージネット等の異
物を混入して搬入する方が散見されますので、絶対に異物は混ぜないでく
ださい。
★液肥容器は中をきれいに洗浄し、キャップ・容器口等の固い部分を取り除
いてから持ち込んでください。
★ビニールは長さ１ｍ・幅50cm・重さ20kg程度、ポリは重さ10kg程度に、耳
ひもやダンバンドを使用して結束してください。また、サイドの耳ひもは
抜いておき、作物屑や針金などの異物が無いように注意してください。

（文書取扱・問合せ：西都市農業用廃プラスチック適正処理対策推進協議会
≪事務局：農政課 園芸特産係 ３２－１００３≫）

農業用廃プラスチックの『特別収集日』について
【処理費用と支払方法】

【特別収集日時】
通常の農業用廃プラスチック収集日では収集できない、農業用廃プラス
チックを『童子丸集積所』にて、以下のとおり受入れます。
受入日時
3月9日(月)

受入地区
全地区

処理費用

支払方法

１kgあたり
５４円

通常収集と同様。
『現金』または『農業用使用済プラスチック排
出者カード(デポジット)』で処理費をお支払い
ください。

※受付時間は午前９時～午後３時です。
※正午～午後１時は、休憩のため受入を中断します。

【注意事項】
※ガラス、ゴム、発泡スチロール、ビン類は、受入できません。
※ホリバー（害虫捕獲粘着板）は、受入できません。
※ネット類は、作物屑等の異物を取り除いてください。
※ブルーシート、コンバイン用袋、パイプ、パッカー、ホース、タンク等
は、金属部品を取り除いてから持ち込んでください。
※水稲用育苗トレーは、50cm程度にきれいに重ねてダンバンド等で両側２
か所をしっかり結束してから持ち込んでください。
※塩ビパイプは、必ず２ｍ程度に切断した後にダンバンド等で両側２か所
をしっかり結束してから持ち込んでください。

【持込可能なもの】
※ほんの一例ですので、ご不明な点があればご相談下さい。
※金属部品は、必ず除去してください。
被覆資材
シート類
ネット
ひも類
容器類
灌水資材類

ルートラップシート、光反射シート、防草シート、
サニーカーテン、サンサンカーテン、パオパオ、
寒冷紗、ブルーシート、シルバービニール、
あぜなみ、硬質フィルム
キュウリネット、防風ネット、サイレージネット、
サイレージ用ひも、バインダーひも、エスター線、
ダンバンド、ビニール耳ひも、プラ製ロープ(ひも)
コンテナ、水稲用育苗トレー、タンク、フレコン、
コンバイン(ハーベスター)用袋、固い育苗ポット
塩ビパイプ、塩ビバルブ、スプリンクラー、
固い点滴灌水用チューブ、ホース

農薬容器

ポリ製農薬容器・キャップ、ポリ製農薬袋

その他

パッカー、プラ製支柱、液肥キャップ、ツユトール

【農薬ポリ容器について】
※農薬ポリ容器は、容器とキャップの内側を洗浄してください。
※洗浄後は、よく乾かした後に容器とキャップを分別し、別々に透明な袋
に入れて持ち込んでください。
※中身が入っている容器、容器を洗浄していない、分別していない等、不
適切であると判断される場合は受入できません。
（文書取扱・問合せ：西都市農業用廃プラスチック適正処理対策推進協議会
≪事務局：農政課 園芸特産係 ３２－１００３≫）
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みやざきインターンシップＮＡＶＩについて
宮崎県では、県内企業でのインターンシップを希望する学生と学生を受
け入れる県内企業を結ぶサイト「みやざきインターンシップＮＡＶＩ」を
運営しています。
県内のインターンシップに関する情報や登録企業の魅力、そこで働く社
員の声を掲載し、サイト内でインターンシップ情報の登録や検索、申込み
を行うことができます。
専門のコーディネーターによる運営を行い、インターンシップに参加し
たいけどどうしたらいいか分からないといった学生、企業の悩みにもお応
えします。
宮崎県内でのインターンシップに興味がある学生とインターンシップを
導入したい県内企業の皆さまのご参加をお待ちしています。
●みやざきインターンシップＮＡＶＩサイト
https://internship.pref.miyazaki.lg.jp/

案内

みやざきシニア人材バンクについて
宮崎県では、長年培った知識や技術等を持ち就業を希望する５５歳以上
の高年齢者と、そうした人材を求める企業とのマッチングを支援する「み
やざきシニア人材バンク」を運営しています。
当バンクでは、登録求職者、求人の情報がネット上で閲覧でき、気にな
る人材や求人にリクエストが可能となっています。
経験豊富で即戦力となる人材を確保したい県内企業の皆様や、生涯現役
に向けた新たな就業を目指している方は、是非「みやざきシニア人材バン
ク」をご活用ください。
●みやざきシニア人材バンクサイト
https://senior.pref.miyazaki.lg.jp/
【お問合せ先】
・みやざきシニア活躍推進協議会 0985-33-9321
・宮崎県 雇用労働政策課
0985-26-7106

【お問合せ先】
・株式会社 D-rect 0985-89-5418
・宮崎県 雇用労働政策課 0985-26-7105
（文書取扱：商工観光課）

（文書取扱：商工観光課）

令和２・３年度西都市建設工事等競争入札参加資格審査申請【指名願い】の定期受付のご案内
令和２・３年度に西都市が発注する建設工事・測量・コンサル等の競争入札に参加を希望される方は申請の手続きをしてください。
申請者の資格、提出方法や提出書類等、詳細については市ホームページ（入札・契約情報）をご覧ください。
【申請期間】１月６日（月）～２月28日（金）

午前９時～午後５時 ※ただし、正午から午後１時まで及び土、日、祝日は除く。

【申請場所】財政課 契約管財係（市役所本庁舎３階）
【申請方法】郵送（最終日必着）または持参

（文書取扱・問合せ：財政課 契約管財係 43-0377）

令和２年度西都市物品等競争入札参加資格審査申請【指名願い】の追加受付のご案内
令和２年度に西都市が発注する物品等の競争入札に参加を希望される方は申請の手続きをしてください。
申請者の資格、提出方法や提出書類等、詳細については西都市ホームページ（入札・契約情報）をご覧ください。
【申請期間】
１月10日（金）～２月10日（月）
午前９時～午後５時までとする。
ただし、正午から午後１時及び土、日、祝日は除く。

【申請場所】
西都市役所 財政課 契約管財係（本庁舎３階）
【申請方法】
郵送（最終日必着）または持参
（文書取扱・問合せ：財政課 契約管財係

43-0377）

「オレンジカフェ」を毎月開催しています

「男性介護者カフェ」を隔月開催しています

オレンジカフェは「認知症カフェ」とも呼ばれ、認知症の方やご家族の
方、支援者・介護者などが集まり、認知症に関する情報や役立つ知識等を
共有する場です。またお互いに悩みや困りごとを共感し合える場でもあり
ます。１月は調理講習会を実施します。
現在オレンジカフェに参加されている方をはじめ、介護経験のある方や
興味のある方など、たくさんの方々の参加をお待ちしております。

語り合おう！男の介護！
自宅で家族を介護されている男性が集まり、悩みや困りごとを相談し合
える場、役立つ知識や情報の共有の場として、男性介護者カフェを開催し
ております。１月は「カラオケ教室」も行います。皆と一緒に懐かしい曲
やいつも歌っている曲を歌いましょう。
現在参加されている方をはじめ、介護経験のある男性やご夫婦での参加
をお待ちしております。

【開 催 日】

１月２３日（木）

１３：３０～１５：００

【対 象 者】

市内在住で、当事者・介護者・介護に興味のある方等

【開催場所】

中央公民館（調理実習室）

【講習内容】

《簡単にできておいしいチーズケーキ講座》
チーズケーキ・フレンチトーストなどを作る予定です。

【開 催 日】 １月１５日（水） １３：３０～１５：００
【対 象 者】 市内在住で、介護経験のある男性やご夫婦等
【開催場所】 西都市社会福祉協議会 高齢福祉センター（デイルーム）
【講座内容】 カラオケ・交流会等
【申 込 先】
西都市南地区地域包括支援センター ４１－０５１１（担当：押川）
西都市北地区地域包括支援センター ３２－９５９５（担当：辻間）

【申 込 先】
西都市南地区地域包括支援センター ４１－０５１１（担当：押川）
西都市北地区地域包括支援センター ３２－９５９５（担当：辻間）

※参加費は無料です。参加希望の方は電話でお申込みください。

※参加費は無料です。参加希望の方は電話でお申込みください。

（文書取扱：健康管理課 地域包括ケア推進係）

（文書取扱：健康管理課 地域包括ケア推進係）
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令和２年西都市消防出初式
新春恒例の西都市消防出初式が以下の日程で行われます。西都市消防団全団員が参加しての厳格な規律訓練、消防団車両５１台による勇壮なカラー放水
を実施します。また、稚児ヶ池保育園の園児によりますアトラクションも予定しております。
つきましては、多くの市民のみなさまに参観していただきますよう案内申し上げます。
【日 時】 １月１２日（日） 午前８時から
【場 所】 山角河川敷広場 ※堤防上は駐車禁止となっています。
※放水予定時間１０時頃を予定しています。
※アトラクション予定時刻１０時３０分頃
※雨天の場合は西都市民会館にて表彰式（午前１０時～）を実施いたします。
（文書取扱・問合せ：消防本部 警防課 ４３－２４６６）

「西都市認知症フォーラム」を開催します
このフォーラムは、認知症にやさしい西都市を目指して、住民の皆さま
に認知症に関する正しい知識と理解を深めていただくとともに、認知症の
人や家族の方が孤立せずに住み慣れた地域で安心して暮らしていくために
は、どのようなことができるのかを考えていただく機会として平成28年度
から開催しています。どなたでも参加でき、事前の申込みも必要ありませ
んので、ぜひお越しください。
【開催日】２月１日（土）１３時３０分～１５時３０分
【場 所】西都市文化ホール（コミュニティプラザパオ ３階）
【対 象】どなたでも参加できます。事前の申込みは必要ありません。
【参加費】無料
【内 容】第一部：講演
「認知症に寄り添う」
講師 認知症の人と家族の会 世話人代表 浦部 晃一 氏
第二部：手話ソング・コーラス
出演者 ○白馬デイサービスセンター
○こどもの家 学童クラブ
○西都手話サークル ひまわり
〇妻高等学校 女声合唱団
（文書取扱・問合せ：健康管理課 地域包括ケア推進係 32-1028）

令和元年度「西都市地域づくり講演会」開催
＊さいとくポイント進呈対象事業です
地域づくりについて理解を深めてもらうことを目的に、「西都市地域づ
くり講演会」を開催します。
今回は、高知県四万十市観光大使である、間 六口（はざま むくち）氏
を講師としてお招きし、講演を行っていただきます。また、地域づくり協
議会の活動等を紹介する事例発表やパネル展も実施しますので、お誘い合
わせのうえ、ぜひ、ご参加ください。
【日 時】２月８日（土） 開場:１３時 開演:１３時３０分
【会 場】西都市文化ホール（コミュニティプラザパオ ３階）
【内 容】事例発表 妻北地域づくり協議会の取り組みと記紀の道の整備
について
講
演 演題：｢笑いで人や地域は元気になれるか
土佐の寅さん 間 六口の取り組み｣
講師：間 六口 氏（高知県四万十市観光大使）
※ロビーにて各地域づくり協議会のパネル展を行います。
【入場料】無料
【申込み】不要
（文書取扱・問合せ：市民協働推進課

３２－１００５）

再生の森「環境フェスタ 2020」を開催します
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啓発活動を推進しています。また、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いただくことを目的とし、再生の森「環境フェスタ ２０２０」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、ご参加ください。
※４Ｒとは…リフューズ(購入拒否)、リデュース(ごみ減量)、リユース(再使用)、リサイクル(再生利用)の頭文字を意味しています。
◎日 時
２月２日（日）１０時～１５時 ※雨天決行
◎会 場
西都児湯クリーンセンター プラザ施設周辺
◎主な催し物
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・自転車等を格安にて販売
②各種展示コーナー
管内の小学生による環境ポスター展示
西都児湯クリーンセンターの業務紹介
各種リサイクル品の作品展示
③ガラス細工等体験コーナー
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制作
※実費の負担および定員等があります。事前にお問合せください。
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を行います。
※定員３４組、出店料は無料（区画の関係上、早めにお問合せください。）
⑤ミニ物産展
西都児湯管内の特産品の販売
※定員１０組、出店料は無料（区画の関係上、早めにお問合せください。）
⑥工作教室
牛乳パックで作る動く自動車

<会場案内図>

【問合せ先】西都児湯クリーンセンター 管理事務所（月～金） ４１－１７６１
（文書取扱：生活環境課）
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キャッシュレスでお得にお買い物ができます

キャッシュレス使い方講座の開催について
経済産業省では、2019年10月から「キャッシュレス・ポイント還元事業」
を実施しており、キャッシュレス決済で買い物をすると５%のポイント還元
等(ポイント還元の有無や還元率等は店舗の規模等により異なります)によ
り、お得にお買い物ができます。
本講座では、キャッシュレスに馴染みのない消費者の皆様にもお得にお
買い物をしていただけるよう、キャッシュレス決済の使い方や使える店舗
の探し方などをご説明いたします。
ぜひ、お気軽にご参加ください。
１．講 座 名
２．日
時
３．場
所
４．費 用 等
５．内
容

６．申込方法

キャッシュレス使い方講座
2月1日(土) 11時から12時まで
西都市コミュニティセンター２階 図書室
参加無料（定員50名程度）
①キャッシュレス決済とは
②主なキャッシュレス手段
③キャッシュレス・ポイント還元事業とは
④対象となる店舗の探し方
メールまたは電話で必要事項をご連絡ください。
（必要事項）①講座名「キャッシュレス使い方講座」
②氏名（フリガナ）
③電話番号
④年齢および性別

【お問合せ先・申込窓口】
商工観光課 商工振興係 43-3222
Mail:shoko@city.saito.lg.jp
（文書取扱：商工観光課）

第42回 伊東一族の豊後落ちの道を歩こう会
伊東三位入道義祐が大友宗麟を頼り歩いた歴史の道を、みんなで歩いて
みませんか。詳細は以下のとおりです。ふるってご参加ください。
【日

時】

１月２６日(日) （雨天の場合は中止）
午前８時 集合 （午前８時３０分出発）
午後３時 猪汁の振る舞い後、解散

【集合場所】

吐合(国道219号大椎葉トンネルより入り、岩井谷小学校
跡付近)
※途中、のぼり等で案内します。

【参 加 費】

５００円（中学生以上）

【申 込 先】

日高 不二夫 ４２－３１１６

【申込期限】

１月２１日(火)
※ただし、当日参加も受け付けます。

【行

食事の時間を除き、約５時間(１３㎞ほど)

程】

【持 参 品】

弁当、水筒、手袋、帽子、軽登山靴もしくは運動靴、
レジャーシート(昼食時の敷物として)、その他必要と
思われるもの

【主

催】

都於郡城跡顕彰会

【支

援】

尾八重地区活性化推進委員会
東米良地域づくり協議会
（文書取扱：商工観光課）

「尾八重一本杉ウォーキングと
あくまき作り体験」開催のお知らせ

「多肉植物寄せ植え」講座
＊さいとくポイント進呈対象事業です＊
勤労青少年ホームでは、「多肉植物寄せ植え」講座を開催します。
扱いやすく、触れても楽しい多肉植物。可愛く寄せ植えして春を先取り
しませんか。

恒例となっています有楽椿まつりが、道路崩壊のため開催できませんの
で、以下のとおりウォーキングとあくまき作り体験を行います。
尾八重掛干し米のおにぎりやシシ汁の振る舞いもありますので、お誘い
合わせの上、ぜひお越しください。

【開講日】2月4日（火）19時30分～21時30分
【場 所】西都市勤労青少年ホーム（集会室）
【条 件】西都市在勤、在住の方ならどなたでも参加できます。
【材料費】1,500円（1人につき）
【費 用】当ホーム会員登録料 200円（本年度未登録の方のみ）
【準備物】無し
【定 員】10名（応募多数の場合は抽選となります）
【備 考】「さいとくポイントカード」をご持参ください。
※ポイントカードは、商工観光課、市役所情報コーナー、各支
所、コミュニティプラザパオ2階デベロップサイトで無料で作
ることができます。

●日 時：２月２日（日）１０時から１４時まで
※受付９時３０分から
●場 所：尾八重小中学校跡
※西都市街地より約３０ｋｍ、車で約１時間
●内 容：・学校跡から一本杉までのウォーキング（往復約６ｋｍ）
・あくまき作り体験
・シシ汁とおにぎりの振る舞い
●参加料：無料（事前に申込み必要）

◆申込み◆
○窓口で直接か、電話・FAXでお申込み下さい
○受付時間：月～土曜（13時～20時）※日曜・祝日は休館
○受付期間：1月6日（月）～27日（月）
○問合せ先：西都市勤労青少年ホーム TEL/FAX：32-6301

●申込締め切り：１月２８日（火）
●申込み先：東米良支所 ４９－３０３１
市観光協会
４１－１５５７
※申込者５０名となり次第締め切らせていただきます。
●その他：飲み物は各自持参してください。
作ったあくまきは１人１本ずつお持ち帰りできます。

（文書取扱：商工観光課）

（文書取扱：市民協働推進課）
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西都市文化ホール文化事業

ガールズトーク
ひ と

～いつも隣にいるあの女性が最近輝いている秘訣～
＊さいとくポイント進呈対象事業です＊
「女らしくってなに？」「女性だからダメなの？」
子どものとき、初めて見た戦闘機。「自分も空を飛んでみたい」と夢を
実現させた女性初の海上自衛隊ヘリコプターパイロットとして数々の任務
や訓練に従事してきた女性幹部自衛官から、性別にかかわりなく自分の夢
を叶えることの大切さや働く女性として、妻として、そして母としての「こ
れまで」と「これから」を具体的なエピソードを交えてお話をしていただ
きます。

第14回 あいそめカラコンまつり
開催のお知らせ
＊さいとくポイント進呈対象事業です＊
『第14回あいそめカラコンまつり』を開催いたします。
カラオケ愛好者の方々が日頃の練習の成果を発表いたします。
紅白で歌われたあの曲、昨年ヒットしたあの曲、昔懐かしいあの名曲な
ど鑑賞してみませんか。
お待ちしております。
【日 時】 2月23日（日・祝） 開場：9時 開演：10時

■日時：２月２０日（木）
開場 １３時 開演 １３時３０分
【会 場】 西都市文化ホール（コミュニティプラザパオ 3階）
■会場：西都市文化ホール（コミュニティプラザパオ

３階）
【入場料】 無料

■入場：無料

※アンケートに答えて素敵な景品get。先着200名様まで。

■講師：自衛隊宮崎地方協力本部

日南事務所長 原口小百合 １等海尉
オ ク

サ

マ

コーディネーター：児玉美代（元０９３０のメインボーカル）
■問合せ：妻駅西地区商店街振興組合 ＤＥＶＥＬＯＰ-ＳＡＩＴＯ
３５－４０２９（９時～１８時）

（文書取扱：商工観光課・市民協働推進課）

【問合せ】 西都市文化ホール事務所（西都市働く婦人の家内）
TEL：32-6300 FAX：32-6333

令和元年度西都市文化ホール文化事業

令和元年度西都市文化ホール文化事業

映画「ばぁばはだいじょうぶ」上映と
「もの忘れ外来」担当医による講演
開催のお知らせ

昭和の歌コンサート開催のお知らせ
＊さいとくポイント進呈対象事業です＊
元気と感動を贈る北海道歌旅座の「昭和の歌コンサート」を開催いたし
ます。
ニッポンが輝いていたあの頃、誰もが口ずさんだあの歌、昭和の流行歌
を歌いましょう。
「昭和」の流行歌を独自にアレンジし、音楽はもちろん、笑いあり、涙
あり、歌って、踊って楽しめるコンサートです。
西都市文化ホールで、音楽を通じて人と触れあう喜びをお楽しみくださ
い。
ご来場をお待ちしています。

＊さいとくポイント進呈対象事業です＊
映画「ばぁばはだいじょうぶ」上映と「もの忘れ外来」担当医による講
演を開催いたします。
ベストセラーの絵本「ばぁばはだいじょうぶ」を原作とした同名映画は、
大好きなばぁばがだんだん変わっていく様子を孫の目を通して描いている
作品です。
上映後は、岡原 一徳 氏（けいめい記念病院副院長）から「認知症の理
解と予防」と題した講演をして頂きます。

【日
【日

時】

【入 場 料】

【会

場】

3月21日（土） 開場 12:30 開演 13:30

3月7日（土） 開場 13：00 開演 13：30
上映開始 13：30～
講演開始 15：20～

【入 場 料】

前売1,500円（当日500円増）
※3歳未満は膝上観覧無料、座席が必要な場合は有料

前売1,000円（当日200円増）
※3歳未満は膝上観覧無料、座席が必要な場合は有料

【会

西都市文化ホール（コミュニティプラザパオ

西都市文化ホール（コミュニティプラザパオ 3階）

場】

3階）

【チケット取扱】西都市文化ホール事務所（西都市働く婦人の家内）
まちなかギャラリー夢たまご
コミュニティプラザパオ１階インフォメーション
西都市民会館 チケットぴあ（Pコード170607）

【チケット取扱】西都市文化ホール事務所（西都市働く婦人の家内）
まちなかギャラリー夢たまご
コミュニティプラザパオ１階インフォメーション
西都市民会館 チケットぴあ(Pコード550801）
【問 合 せ】

時】

【問 合 せ】

西都市文化ホール事務所（西都市働く婦人の家内）
TEL：32-6300 FAX：32-6333

西都市文化ホール事務所（西都市働く婦人の家内）
TEL：32-6300 FAX：32-6333
（文書取扱：商工観光課）

（文書取扱：商工観光課）
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第15回 西都原このはなマラソン大会参加者募集
【期

日】

３月１５日（日） ９時～ 西都原運動公園スタート

【種

目】

10㎞ 高校生男子、一般男女（29歳以下・30歳代・40歳代・50歳代・60歳代・70歳以上）
高校生女子は、一般女子29歳以下にエントリー可
２㎞ 小学生と保護者（保護者１名または２名、小学生１～３名）
小学４・５・６年生男女
３㎞ 中学生男女、高校生女子、視覚障がい者男女
５㎞ 高校生男子、一般男女（29歳以下・30歳代・40歳代・50歳代・60歳代・70歳以上）
ウォーキング10km（先着500名） ※小学生は完歩出来る体力があり、かつ保護者同伴でお願いします。

【参加資格】

小学生以上の健康な方

【参 加 料】

小学生（４･５･６年生） 500円（参加賞）
小学生と保護者
2,000円（参加賞２個） ※小学生複数の場合は１名につき500円、保護者２名は1,500円を加算
中学生・高校生
1,000円（参加賞）
大学生・専門学校生
2,500円（弁当・参加賞）
一 般
3,500円（弁当・参加賞）
ウォーキング10km（先着500名）500円（弁当）
特別賞
70歳以上の参加者全員に長寿賞、他に抽選で地元農産物加工品等がもらえる特別賞あり（※ウォーキングを除く）。

【申込方法】

①申込書（振替払込票等）に必要事項を記入し、お近くの郵便局もしくは直接大会事務局へご持参ください。
※小学生と保護者の部は専用の申込書がありますので、大会事務局へお問合せ下さい。
※申込書（振替払込票等）は大会事務局のほか、市各支所・市民体育館・西都原運動公園クラブハウスにも置いてあります。
※振替手数料は申込者の負担となります。
②インターネット（スポーツエントリー）からの申込みもできます。 https://www.sportsentry.ne.jp/event/t/81461

【申込期限】

１月３１日（金）当日消印有効 ※ネット申込は決済完了のこと

【問 合 せ】

西都原このはなマラソン大会実行委員会事務局
スポーツ振興課内 TEL：43-3478 FAX：43-4865

（文書取扱：スポーツ振興課）

西都市男女共同参画審議会委員の
公募について

臨時職員を募集します

西都市では、男女共同参画の推進に関する事項について、市長の諮問に
応じて調査・審議するとともに、市長に意見を述べるための付属機関とし
て「西都市男女共同参画審議会」を設置しています。
この度、広くみなさんのご意見を市政に反映させるため、以下のとおり、
公募委員を募集します。

4名

業務内容

市県民税・国保税申告受付・市県民税等課税事務作業

雇用期間

2月1日～3月31日の2ヶ月間

雇用形態

臨時職員

賃

★公募人員：３名以内
★任

募集人員

日給 6,200円

勤務時間

午前8時30分から午後5時15分まで
土日祝日休み、正午～午後1時まで休息

加入保険

雇用・労災

必要経験

パソコンの基本操作（システムへの入力）

期：４月１日から令和４年３月３１日まで

★応募資格：市内に在住・勤務・在学している方
満２０歳以上の方（令和２年４月１日現在）
年２～３回程度の会議に出席できる方

1． 事前準備作業
○2月3日（月）～7日（金）：5日間
○場所:税務課 内容:PC入力

★応募方法：規定の応募用紙にて、市民協働推進課（市コミュニティセ
ンター１階）に提出してください（郵送可）。応募用紙は、
市民協働推進課、情報コーナー（西都市役所玄関）、各支
所にあります。また、市ホームページからもダウンロード
できます。

勤務内容

2．申告会場作業
○2月10日（月）～3月16日（月）：24日間
○場所:市内７会場 内容:受付、印刷補助など
3. 令和2年度課税準備作業
○3月17日（火）～31日（火）：15日間
○場所:西都市役所税務課、コミュニティセンター
○内容:PC入力、書類封入など

★応募期間：１月１５日（水）～２月１４日（金）
※午後５時１５分まで
※郵送の場合は、当日消印有効
★選

金

考：公募委員選考基準にて選考し、結果をご本人に通知します。

【申込先・問合せ先】
税務課 市民税係 32-1009
※1月17日(金)までに履歴書を税務課 市民税係へ提出してください。

★申込み・問合せ：市民協働推進課 市民協働推進係 ４３－１２０４
（市コミュニティセンター１階）

（文書取扱：税務課 市民税係）

（文書取扱：市民協働推進課）
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「西都市商店街空き店舗活用推進事業補助金（募集）」のご案内
市では、空き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等に対して、補助金を交付します。
１．対 象 店 舗 商店会等に所在する商店街の空き店舗が対象となります。
※空き店舗…過去に営業していた実績があり、過去３ヶ月以上営業が行われていない店舗
２．補 助 事 業 者
（１）市税等の滞納がないこと
（２）空き店舗の所有者、所有者の配偶者及び二親等内の血族又は姻族並びに所有者と生計を一緒にする者でないこと
（３）出店又は営業に際して、法律に基づく資格及び許認可を受けていること。もしくはその資格取得が確実に見込まれること
（４）原則として週５日以上、１日７時間以上（午前11時から午後２時までの３時間を含む。）の営業ができ、かつ、出店後同一の場所において３年以
上継続して営業ができること
（５）直接、営業に携わること
（６）既に市内の店舗において事業を営んでいる場合においては、当該の移転でないこと
（７）西都商工会議所等の経営指導を受け、継続的に営業できる具体的な経営計画を有すると認められること
（８）西都商工会議所及び当該空き店舗がある区域の商店街振興組合又は商店会に加入すること
３．対象となる主な業種 小売業、飲食業、サービス業など（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条に規定する業種は除きます。）
４．補 助 の 内 容
補助対象経費
開業に必要な改装設備経費（主に内装・外装工事が対象。備品及びじゅう器などの購入費を除く）

店舗賃借料（敷金、仲介手数料などの賃貸借契約に関する諸経費を除く）

補助率

補助限度額

２分の１以内

50万円

（１月分～12月分）
月額家賃の10分の８以内

８万円

（13月分～24月分）
月額家賃の10分の５以内

５万円

５．補助申請の募集期間 １月２４日（金）まで ※申請用紙は商工観光課 商工振興係で配布しております。
募集後に審査会を行い、補助事業者を決定します。現在審査会開催日は未定ですが、２月中旬～下旬頃開催を検討しております。
６．そ の 他 申請者には、補助申請後審査会にて、事業内容のプレゼンテーションを行っていただきます。
また、今回が今年度最後の募集となります。
７．問合せ先 商工観光課 商工振興係 ４３－３２２２
（文書取扱：商工観光課）

西都市働く婦人の家利用者友の会主催

西都市公民館「ペン字講座」受講者募集

｢ウソ電話詐欺・振り込め詐欺・サイバー犯罪
被害防止について｣講演会参加者募集

きれいな文字が書けたら…と思ったことはありませんか。西都市公民館で
は、筆ペンまたはボールペン字のコツを学び練習する「ペン字講座」を開催
します。美文字を手にいれると、文字を書くのがきっと楽しくなりますよ。

＊さいとくポイント進呈対象事業です＊
オレオレ詐欺や還付金詐欺などといったウソ電話・振り込め詐欺(特殊詐
欺)や、主にコンピューターネットワーク上で行われるサイバー犯罪は、近年
において犯罪数や規模が拡大しています。
今回、西都警察署より講師の方をお迎えして、年々悪質化する詐欺の手口
や詐欺被害に遭わないための対処法など、役立つ知識の講演会を行います。
どなたでも無料で参加できます。お気軽にお越しください。

【募集】２０名（応募多数の場合は抽選となります）
【日程】２月５日（水）、１９日（水）
【時間】１９時３０分～２１時
【場所】西都市公民館 会議室

【日

時】 １月３０日(木)

午前１０時～午前１１時３０分

【会

場】 西都市働く婦人の家 軽運動室
（コミュニティプラザパオ２階）

【対象】１８歳以上の方で西都市在住または在勤の方
【備考】筆ペンまたはボールペンをお持ちください。
【締切】１月２０日（月）

【対 象 者】 男女問わず市内在住・在勤の方 (５０名程度)

【申込方法】
社会教育課へ直接または電話（４３－３４７９）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１５分までです。
※祝日や土日は受付いたしません。

【参 加 費】 無料 ※事前のお申込みは不要です。
【お問合せ先】西都市働く婦人の家 ３２－６３００

（文書取扱：商工観光課）

（文書取扱：社会教育課 社会教育係）
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ハロートレーニング
（長期高度人材育成コース）の
訓練生募集について
国家資格を取得し、正社員での就職を実現する長期間のハロートレーニ
ングの訓練生を募集します。
１ 対象者
公共職業安定所で求職申込を行い、公共職業安定所長の受講指示、受講
推薦又は支援指示を受けられる方など（詳細は県立産業技術専門校まで）。
選考会を実施し、合格された方は訓練を無料で受講することが出来ます。
２ 訓練コース一覧
科名
介護福祉士養成科
社会福祉士養成科
精神保健福祉士養成科
調理師養成科

定員

訓練場所

５０名
１０名
１０名
１０名

県内各地区の専門
学校（宮崎、都城、
日南地区）

訓練期間

県立産業技術専門校高鍋校｢建築科・塗装科｣
令和2年度入校生の募集について
県立産業技術専門校高鍋校では、以下のとおり令和2年度の入校生を募集
します。
建築科及び塗装科では、遠方からの入校生用の男子寮もあり、寮は平成
30年に建替工事を行い新しくなりました。新しい寮で快適に職業訓練に励
むことができます。また、修了生のほぼ全員が、県内の関係する事業所等
に就職しています。
意欲ある皆さんの入校をお待ちしています。
１ 募集人員
２ 訓練期間
３ 募集対象者

２年
１年
４ 日

３ 募集期間
例年、１月から３月の間で募集します。
【お問合せ先】
宮崎県立産業技術専門校

募集

程

５ 提出書類

・建築科 ２０名
・塗装科 ２０名
１年間（４月から令和３年３月まで）
・既卒者：中学校卒業者又は同等の学力を有すると認め
られる者のうち、おおむね35歳未満で、建築
または塗装の分野に就業しようとする意欲の
ある者（離転職者を含む）
・新卒者：令和２年３月に中学校卒業予定の方
・願書受付期間 １月８日(水)から３１日（金）まで
・選考試験日
２月１０日（月)
・在 校 生：入校願書、調査書、健康状況申告書
・在校生以外：入校願書、健康状況申告書

【お問合せ先】
〒884-0003 児湯郡高鍋町大字南高鍋1770
県立産業技術専門校 高鍋校
TEL：0983-23-0523 FAX：0983-22-0065

４２－６５０９

（文書取扱：商工観光課）

（文書取扱：商工観光課）

西都市社会福祉協議会職員募集のお知らせ
1 勤務予定事業及び採用職種・職員区分及び採用予定人数・資格
職員区分及び
勤務予定事業
受験資格
採用予定人数
社会福祉士
精神保健福祉士
保健師
◎地域福祉の推進業務
看護師（正又は准）
正規職員 若干名
◎地域包括支援センター
主任介護支援専門員
介護支援専門員
介護福祉士
社会福祉主事
◎デイサービス
嘱託職員 若干名
看護師（正又は准）
※いずれかの資格をお持ちの方又は令和2年3月資格取得見込みの方
※全ての職種について、普通自動車免許は必須です。
2 募集期間

1月6日（月）～17日（金）

3 受付時間

午前8時30分～午後5時15分（土・日・祝日除く）

4 給与等

職員の給与、勤務日及び勤務時間については、本会就業規
則及び給与規程によります。

5 申込方法 履歴書と資格を証明できる物（修了証明書・登録証・免許
証等）の写しを添付の上、西都市社会福祉協議会へ持参又
は郵送にて提出下さい（消印有効）。
6 その他
（1）選考方法については、一次試験（書類審査）、二次試験（小論文・
集団面接）、三次試験（個別面接）とし、二次試験を1月26日（日）
に行います。
（2）提出いただいた履歴書等に記載された個人情報については、職員募
集以外には使用いたしません。
（3）不明な点は、履歴書等提出先までお問合せくさだい。
【提出先・問合せ先】
社会福祉法人 西都市社会福祉協議会 ／ 総務課 総務係
〒881-0004 西都市大字清水1035番地1
TEL：43-3160 FAX：42-4743
（文書取扱：福祉事務所）

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
いじめ、差別、虐待、セクハラ、配偶者やパートナーからの暴力、近隣間のもめごとなどひとりで悩まずご相談ください。
相談は無料で秘密厳守になっておりますので、気軽にお越しください。
その他関係機関でも、面談・電話による相談を平日午前８時３０分から
午後５時１５分まで随時お受けしております。
【日 時】
１月２１日（火） 午前１０時から午後３時まで
関係機関名
電話番号
備考
【場 所】
西都市コミュニティセンター １階
宮崎地方法務局 人権擁護課 ０９８５－２２－５１２４
【相談員】
人権擁護委員 ２名
みんなの人権１１０番
０５７０－００３－１１０ 全国統一ナビ
インターネット人権相談受付システム
女性の人権ホットライン
０５７０－０７０－８１０
○パソコンから（大人・子ども共通）
子どもの人権１１０番
０１２０－００７－１１０ 通話料無料
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken113.html
（文書取扱：市民協働推進課）
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その他

西都市地域子育て支援センターつばさ館
令和２年１月号
明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願い致します。今年も、明るく楽しく過ごせる支援センターにしていきたいと思います。
子どもさんと一緒に、是非遊びに来て下さいね！
<１月の行事予定>
６日（月）保育始め・１月の製作（今月中随時）
８日（水）助産師さんに聞いてみよう
AM10：00～12：00（身体測定＆手形足形をとる成長記録会も実施します。）
９日（木）誕生会（１月生まれ）
AM10：30頃～（冠等の準備があるので、参加希望の方はご連絡下さい。）
10日（金）リトミック♪
AM10：30頃～
14日（火）英語で遊ぼう（予約制）
AM10：30頃～
15日（水）給食試食会（予約制）
※１食350円
17日（金）つばさ館カフェ①（予約制）
AM10：30頃～ 参加費200円
22日（水）アタッチメントベビーマッサージ（予約制）AM10：30頃～ 参加費500円（オイル代込み）
23日（木）おでかけ支援（生きがい交流広場）
AM10：30頃～
24日（金）つばさ館カフェ②（予約制）
AM10：30頃～ 参加費200円
27日（月）モンテであそぼう
AM10：30頃～
27日（月）鬼のお面作り
31日（金）まで随時
28日（火）親子クッキング（予約制）
AM10：30頃～ 参加費150円
31日（金）給食試食会（予約制）
※１食350円
※つばさ館カフェは、17日か24日どちらかに１回のみ予約下さい
※ベビーフォトの日程・時間は、つばさ館にお問合せ下さい
◆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（認定こども園こどもの家敷地内）
【 連 絡 先 】 ＴＥＬ：４３－１０４９ ＦＡＸ：４３－１０７９
【 利 用 時 間 】 月～金曜：９時～１５時 土曜：９時～１２時（育児相談可）
【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。詳しいお問合せはお電話下さい。
※１時間→３５０円、４時間→１２００円です。
【育児情報誌】 毎月１回 活動内容の情報発信（つばさ館便り）

（文書取扱：福祉事務所）

自転車イベント「西都原エンデューロ３時間耐久」
開催に伴う交通規制のお知らせ
西都原古代
生活体験館

１月１９日（日）に自転車イベント「西都原エンデューロ３時間耐久」
を西都原御陵墓周回コース（3.8 Km）を利用して開催いたします。大会開催にあた
山路方面
りまして西都原内道路の交通規制を実施いたします。
大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。

西都原考
古博物館
女狭穂塚

男狭穂塚

西都原運動公園
このはな館

２５

イベント
広場

宮交バス：考古博物館
発 11:27、12:07、に
つきましては、鬼の窟
東側に臨時バス停を
設置しますので、そち
らをご利用ください。

０

穂北方面

鬼の窟

妻高校

宮交バス臨時バス停
ヤマダ
電機

至 高岡･鹿児島

至 宮崎市

規制時間帯

県道高鍋高岡線
セブンイ
レブン

Ａコープ

医療
セン
ター

石貫方面

市民体
育館

旧国道２１９号

PAO

部分について

8:30～13:30

市役所
妻北小

宮
銀

至 西米良･熊本

１月１９日（日）大会当日、上記時間帯で交通規制を行い
ますので、ご了承ください。上記時間帯は、西都原考古博
物館への車での乗り入れが出来ません。博物館にご来館の
方は係員の指示に従い、徒歩（ガイダンスセンターこのは
な館より約１０分）でお越しください。
［問合せ先］西都原エンデューロ 3 時間耐久大会実行委員会事務局 TEL 090-7474-4661
（文書取扱：商工観光課）
都萬
神社

至 高鍋町

