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5 新病院建設説明会を開催します

12 高鍋年金事務所が出張年金相談を行います

6 「第14回 さいとふるさと産業まつり2019“こんねまつり”」の開催について

13 消費生活に関する巡回相談のご案内

7 「第14回三財へそ祭り」開催

司法書士による消費生活無料相談をご利用ください

「第6回 みのう元気 未来フェスタ」開催

行政相談所のご案内

その他

弥勒祐徳「米良山の神楽を描く」開催
8 さいとストリートダンスコンテスト開催のお知らせ

14 図書館だより11月号

■下表については回覧の際、有効にご利用ください。

※お知らせは市ホームページでも閲覧できます。
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１

Information

２歳児歯科健診・フッ化物塗布のご案内
乳歯は３歳までに生えそろい、生えたての乳歯は非常にむし歯になりや
すい状況にあります。西都市では、１歳６か月児はほとんどむし歯があり
ませんが、３歳児になると２人に１人はむし歯が見られます。
大切な乳歯をむし歯から守るため、２歳の時期に歯科健康診査・フッ化
物塗布を、無料で３回受けることができます。ぜひ利用しましょう。
〇対象：西都市に住所を有する２歳児
〇内容：歯科健診 フッ化物塗布 ブラッシング指導 食生活習慣指導
〇料金：無料（公費負担４,３４０円）
〇持参するもの：２歳児歯科健康診査受診票兼フッ化物塗布無料券、
母子健康手帳
※対象のお子さんには、２歳の誕生日の翌月に２歳児歯科健康診査受診票
兼フッ化物塗布無料券３回分を郵送します。２歳の誕生日から３歳の誕
生日の前日まで有効です。
＜受診できる歯科医院＞
上山歯科医院
尾本歯科医院
かわの歯科
きずな歯科医院
こひつじ歯科
すが歯科医院
たかみデンタル 野間歯科医院
クリニック
クリニック
長谷川歯科医院 穂北はせがわ
みふね通り歯科
歯科医院
クリニック
宮崎歯科福祉センター
※障がいがあるために、一般の歯科医院受診が困難な方への歯科治療を
実施します。
☆受診には予約が必要となりますので歯科医院にお問合せください。
☆上記内容以外の治療などを行う場合は、別途料金が必要となります。
各歯科医院にご確認ください。
（文書取扱・問合せ：健康管理課 健康推進係 43-1146）

案内

「みやざき結婚サポートセンター」
入会登録補助金のご案内
結婚を希望される方の結婚活動を応援するため、宮崎県が宮崎商工会議
所に委託して設置・運営している「みやざき結婚サポートセンター」への
入会登録料の一部を補助します。要件等は次のとおりです。
１．補助対象者
次の①～③の要件をすべて満たす方
①平成31年4月1日以後にセンターに入会していること
②入会時および補助金申請時に西都市内に住民登録があること
③市税を滞納していないこと
２．補助金額
入会登録料（消費税除く）の2分の1（上限5,000円）
※入会登録料は1万円で、別途消費税がかかります。
※1回の入会につき2年間有効です。
※補助は一人1回限りです。
３．申請方法
申請書に次の①～③の書類を添えて、総合政策課 さいとアピール係
に申請してください。申請時には印鑑（認めで可）もご持参ください。
①入会登録料の領収書の写し
②運転免許証または健康保険証の写し（現住所が記載された証明書の
写しであれば可）
③市税に滞納がないことを証明する書類（市税等完納証明書等）
※申請書は、総合政策課 さいとアピール係にありますが、市ホーム
ページからもダウンロードできます。
http://www.city.saito.lg.jp/kurashi/konkatsu/post_882.html
（文書取扱・問合せ：総合政策課 さいとアピール係 32－1011）

宮崎県高等学校駅伝競走大会開催のお知らせ
西都市の秋の風物詩となりました、宮崎県高等学校駅伝競走大会が今年も、西都市日本陸連公認コースにおいて以下のとおり開催されます。
市民の皆様の温かい応援をお願いいたします。
なお、大会開催中は交通規制が行われ、選手が交差点を通過する時間帯は、通行が制限されます。
ご迷惑をお掛けいたしますが、ご協力をよろしくお願いいたします。

男子第７２回・女子第３４回宮崎県高等学校駅伝競走大会
・期日 １０月２７日（日）
・スタート時刻 女子：１０時、男子：１２時１０分

区
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継 所

通過予定時刻

区

中 継

所

通過予定時刻

子

市役所前（スタート）

１０：００

1

市役所前（スタート）

１２：１０

2

杉安橋先

１０：２０

2

穂北小学校入口交差点

１２：４０

3

穂北小学校入口交差点

１０：３３

3

ダイハツ販売前（市役所横）

１２：４９

4

ダイハツ販売前（市役所横）

１０：４３

4

三納新川橋先

１３：１４

5

清水ファミリーマート跡地前

１０：５３

5

ダイハツ販売前（市役所横）

１３：３９

ゴール

市役所前

１１：０９

6

穂北小学校入口交差点

１３：４８

7

南杉安公民館前

１４：０３

ゴール

市役所前

１４：１８

男

女

1

子

（文書取扱・問合せ：スポーツ振興課 ４３－３４７８）
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案内

みやざきシェイクアウトを実施します
県では、地震や津波被害に対する県民の防災意識の向上を図るため、県民一斉防災行動訓練「みやざきシェイクアウト」を実施します。
この訓練では、事前登録した参加者が一斉にそれぞれの場所で安全確保のため、①まず低く、②頭を守り、③動かない、の行動をとっていただきます。
１ 訓練概要
（１）一斉訓練日時：①11月5日（火） 午前10時
：②11月9日（土） 午前 9時
※この日時を基本に、参加者（企業・団体）の都合により、10月5日（土）から12月5日（木）までの間に行うこともできます。
（２）対象者：県内に在住、在勤、在学の方、学校、企業、団体等
（３）実施場所：参加者それぞれの自宅・学校・職場など
（４）主 催：宮崎県
（５）参加方法：参加費無料、要事前登録
２ 参加登録方法
みやざきシェイクアウトの参加登録はインターネットや郵送・FAXで行えます。参加登録期間は12月4日（水）までとなっています。
※実施日の前日までに登録をお済ませください。
（１）インターネットで登録する方法
インターネットで登録を行う場合は、「みやざきシェイクアウト」で検索し 県ホームページから訓練参加登録専用ページにてお申込みください。
（２）郵送・FAXで登録する方法
所定の申込様式（県ホームページ等から取得）に必要事項を記入し、以下のいずれかに送付してください。
郵 送：宮崎市橘通東2丁目10番1号 宮崎県 危機管理課 宛
F A X：0985－26－7304 宮崎県 危機管理課 宛
※ 企業・団体等が登録し、かつ、希望した場合は、県のホームページ等に団体名を掲載します。
※ 訓練当日は主催者（県）から訓練開始の連絡はありませんので、訓練開始の合図は各自でご検討ください。
なお、11月5日午前10時には市の屋外放送等からＪアラートによる緊急地震速報訓練放送を実施しますので、訓練開始の合図に活用していただくこ
とができます。
詳しくは県ホームページの、『暮らし・教育 → 防災 → 防災への備え・啓発 → 県民一斉防災行動訓練「みやざきシェイクアウト」を実施します』を
ご覧ください。 http://www.pref.miyazaki.lg.jp/kiki-kikikanri/kurashi/bosai/shakeout.html
（文書取扱・問合せ：危機管理課

４３－０３８０）

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、以下の期間、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】１０月２９日（火）・３０日（水）

※１０月２８日（月）は通常通り休館日となります。

（文書取扱・問合せ：社会教育課 文化財係 ４３－０８４６）

狩猟期間が始まります

リチウムイオン電池の廃棄について

宮崎県内においては、例年１１月１日～翌年３月１５日がイノシシ・シ
カの狩猟期間（それ以外の鳥獣の狩猟については１１月１５日（金）～翌
年２月１５日（土））となっております（※県南の一部地域を除く）。

リチウムイオン電池とはデジタルカメラや携帯電話などに使用されてい
る充電式電池です。
昨今、排出された家庭ごみ等にリチウムイオン電池が混入していたこと
により、ごみ処理施設における発火事故が多発しています。
作業の安全と発火事故防止のため、以下のとおり分別回収にご協力をお
願いします。

狩猟者の方は、ルールを守り、狩猟を行ってください。
また、県内では毎年狩猟期間に事故等が発生しておりますので、銃器の
取り扱いに十分注意し、事故防止に努めてください。

◎リチウムイオン電池を捨てるときは、機器から取り外して、他のごみと
混ざらないようご注意ください。
◎使用済みのリチウムイオン電池は、リサイクルのため無料回収を行って
いる場合がありますので、販売店にお問合せください。

つきましては、一般の方が狩猟期間に入山する際は、目立つ服を着用し
たり、音の鳴るもの（鈴、ラジオなど）を携帯するようお願いします。
なお、わなの標識がある場所には近づかないようご注意ください。

また、リサイクルについての詳細は、一般社団法人ＪＢＲＣのホームペー
ジ(https://www.jbrc.com/)をご覧ください。

（文書取扱・問合せ：農地林政課 ３２－１０１３）

（文書取扱・問合せ：生活環境課 環境保全係
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Information

事業主のみなさまへ
退職金共済制度加入促進補助金のご案内
西都市では、新規に中小企業退職金共済制度等へ加入された事業主に対
して、掛金の一部を補助しています。
１ 対 象 者

２ 補助要件

３ 補 助 額
４ 受付期間
５ 申請方法

次の全てに該当する者
・西都市内に事業所を有する
・中小企業退職金共済制度又は特定退職金共済制度に加入
・市税等の滞納がない
次のいずれかに該当する場合
・平成30年10月1日から令和元年9月30日までの間に契約を
締結し、この期間中に被共済者に係る掛金を5,000円以上
納付していること
・平成29年10月1日から平成30年9月30日までの間に契約を
締結し、この期間中に被共済者に係る掛金が5,000円未満
であった場合は、その掛金の額と平成30年10月1日から令
和元年9月30日までの間に納付した掛金の合計が5,000円
以上であること
被共済者１人当たり5,000円
令和2年3月10日（火）まで
※予算がなくなり次第、受付は終了となります。
補助金交付申請書、掛金納付状況表および市税完納証明書
を提出してください。

案内／催し・講座

新病院建設説明会を開催します
西都児湯医療センターは、昭和55年12月に公設民営型の西都市西児湯医
師会立西都救急病院として設立されて以来、約40年にわたって地域住民の
救急医療のニーズに対応し、安全安心な生活環境づくりに貢献してきまし
た。
今回、新病院建設にあたり、市民の方を対象に施設設置位置などについ
て、各地区で説明会を開催しますので、多くの皆様の参加をお待ちしてお
ります。
１．会場・日時： 東米良地区館 11月４日(月・振休)13：30～
三納地区館
11月６日(水)19：00～
三財地区館
11月15日(金)19：00～
都於郡地区館 11月19日(火)19：00～
穂北地区館
11月20日(水)19：00～
西都市コミュニティセンター
11月27日(水)19：00～
２．申込み

：事前申込みは不要です。

３．問合せ先

：地域医療対策室
TEL ３２－１０１５

FAX

３２－１０１６

（お問合せ先・申請受付窓口）
商工観光課 商工振興係 TEL :43-3222、FAX:43-2067
Mail:shoko@city.saito.lg.jp
（文書取扱：商工観光課）

（文書取扱：地域医療対策室）

「第14回 さいとふるさと産業まつり2019“こんねまつり”」の開催について
コスモス満開の西都原で西都市の農畜産物や地場産品等のＰＲ・販売、キャラクターショーや園児の発表など盛りだくさんのイベントを予定しています。
日時：１０月２７日（日） 午前９時４５分～午後４時
会場：西都原イベント広場
ＰＲイベント
西都の食材を使用した料理の販売
姉妹都市コーナー（長崎県西海市）

主なステージイベント
※ 時間・内容は変更になる場合があります。
9:45 ～ オープニングアトラクション
「和 太鼓 、 ダン ス」（穂 北 保 育 園）
「岩爪豊年俵おどり」（都於郡保育所）
10:15 ～ オープニングセレモニー
10:35 ～ 姉妹都市 長崎県西海市ＰＲコーナー
11:00 ～ キャラクターショー「それいけ！アンパンマン」（１回目）
12:30 ～ ＮＩＮＪＡパフォーマンス
13:00 ～ 西都市スペシャルクイズ
14:00 ～ ニニギくんコノハナちゃんとみやざき犬ダンスステージ
※みやざき犬は１体「ひぃくん」のみの出演
14:30 ～ キャラクターショー「それいけ！アンパンマン」（２回目）
15:30 ～ 閉会イベント（閉会式、お楽しみせんぐまき）

各種団体運営コーナー
飲食業組合・社交業組合・地場産協議会による販売
木工製品展示販売 ほか
駐車場・シャトルバス・一方通行
西都原ガイダンスセンター駐車場、西都原運動公園第２駐車場を産業ま
つりの臨時駐車場としてご用意しています。
西都原運動公園第２駐車場からはシャトルバスをご利用ください。
混雑が予想されるため、一部の区間が一方通行になります。
※市役所駐車場は高校駅伝のため利用できませんのでご注意ください。
その他
※１０月２５日（金）の朝刊にて、チラシ折り込みを行います。イベン
ト時間の変更、内容の詳細については、こちらで再度ご確認ください。
※当日は高校駅伝が開催され、道路の混雑が予想されますので時間に余
裕を持ってお越し下さい。

体験型イベント
西都特産！ピーマン釣り体験！
西都原でニンニン！忍者体験コーナー（※有料）
海の生き物タッチプール（いおワールド かごしま水族館協賛）
段ボール迷路（※雨天時は実施しません）

主催・お問合せ
さいとふるさと産業まつり実行委員会 事務局(農政課内)
４３－０３８２

無料配布コーナー
苗木・ポン菓子無料配布（※数量限定）

（文書取扱：農政課）

６

Information

催し・講座

７

Information

催し・講座

「第14回三財へそ祭り」開催

「第６回 みのう元気 未来フェスタ」開催

三財地区では今年も恒例の「第14回三財へそ祭り」を開催します。
三財地区は、宮崎県の地理上の中心地点（へそ）に位置しています。
へそ踊りやへそ相撲など、楽しい催し物が盛りだくさんです。
ぜひ、おこしください。

三納地域づくり協議会では、三納小中学校と合同で以下のとおり三納ふ
るさと祭「みのう元気 未来フェスタ」を開催します。
多くの皆様方のご来場をお待ちしていますので、ぜひ足をお運びくださ
い。

【日 時】１０月２７日（日）９時～１５時
【会 場】三財小中学校グラウンド（雨天時は同校体育館）
【内 容】へそ踊り、へそ相撲、児童芸能発表、各種出店
お楽しみ抽選会など
【主 催】三財地域づくり協議会
【後 援】西都市、一般社団法人 西都市観光協会
【問合せ先】第14回へそ祭り実行委員会事務局（三財地域づくり協議会内）
４４－５８３１（ＦＡＸ兼用）

【日 時】１０月２７日（日） ９時３０分～１４時３０分
【会 場】三納小中学校体育館（多目的ホール）
【内 容】小学部発表、中学部発表、地区住民等による合唱・寸劇・舞踊
せんぐまき（児童生徒）、お楽しみ抽選会、児童・生徒及び
一般の作品展示
【問合せ】三納地域づくり協議会 事務局

（文書取扱：市民協働推進課）

４５－１１３４
（文書取扱：市民協働推進課）

弥勒祐徳「米良山の神楽を描く」開催
長年にわたって各地の神楽を描いた、弥勒祐徳先生の作品の中で、今回は米良山（東米良・西米良・寒川）の神楽の絵画を展示いたします。
この機会に、是非お越しください。
【開催期間】１０月２２日（火・祝）～１１月３日（日・祝） １０時～１７時 ※最終日は１６時まで
＜ただし、１０月２８日（月）は休館日となります。＞
【会場・主催】まちなかギャラリー夢たまご（西都市小野崎１丁目７６番地）
【お問合せ】福島 正吉 ０９０－２０９７－６５４７
（文書取扱：社会教育課）

西都市文化ホール

文化事業

犬のしつけ方教室

さいとストリートダンスコンテスト
開催のお知らせ

高鍋保健所において犬のしつけ方教室を開催されます。
犬と飼い主が一緒に参加し、しつけと病気についての基本が学べます。
５才以下の犬とそのご家族が対象です。ぜひご参加ください。

＊さいとくポイント進呈対象事業＊
「さいとストリートダンスコンテストVol.4」を開催いたします。
今回は、小学生部門、中学生部門、高校生/一般部門の3部門に分かれて
それぞれのチームが個性豊かなダンスで会場を盛り上げます。
皆様のご来場をお待ちしております。
【日 時】 11月17日（日） 開場 12時 / 開演 13時

■日時

１回目：１１月１６日（土）午前９時～午前１１時
２回目：１１月３０日（土）午前９時～午前１１時
※２回連続受講が原則です。

■場所

高鍋保健所敷地内（高鍋町大字蚊口浦５１２０－１）

■参加資格 原則、５才未満の犬とその御家族

【会 場】 西都市文化ホール（コミュニティプラザPAO3階）

■内容

【入場料】 1,000円（前売券、当日券）
（３歳未満は膝上観覧無料、座席が必要な場合は有料）

※見学は自由

犬のしつけ方について（プロ訓練士による実演と指導）
獣医の先生による犬の健康教室 ほか

■申込方法 予約が必要です。（１０月２８日（月）から受付）
高鍋保健所に直接お申込み下さい。

【チケット取扱い】 西都市文化ホール事務所（西都市働く婦人の家内）
西都市勤労青少年ホーム
コミュニティプラザPAO１階インフォメーション
まちなかギャラリー夢たまご
西都市民会館
チケットぴあ
【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

■定員

１５組（先着順）

■参加料

無料

■問合せ

高鍋保健所 ０９８３－２２－１３３０

犬がいなくなった時は、高鍋保健所・生活環境課・警察に連絡をしてく
ださい。

(文書取扱：商工観光課)

（文書取扱：生活環境課）

８

Information

催し・講座

９

募集

Information

危機管理課臨時職員募集について
危機管理課では、以下のとおり臨時職員を募集します。
○募集人員 １名
○任用期間 １２月２日(月)～令和２年３月３１日(火)
○勤務条件 ・賃
金：日額６，２００円
・勤務時間：８時３０分～１７時１５分（土日祝日は休み）
・福利厚生：有給休暇、厚生年金、健康保険、雇用保険
○業務内容 ・テレビジョン放送受信料補助金事務補助等

マイナンバーカード交付関連業務嘱託員の
募集について
市民課 市民窓口係では、以下の職種について募集します。
職
種
マイナンバーカード交付関連業務嘱託員
週29時間以内（8：30～17：15）シフト制有り。原則として
勤務時間
土・日は休日（但し、出勤になる場合もあります。）
社会保険、労災・雇用保険、有給休暇制度有り（採用後2ヶ
福利厚生
月を超えた時点で、1ヶ月に1日）
任用期間

11月1日（金）～令和2年3月31日（火）

募集人員

若干名

勤務内容
○応募資格 ・パソコンでの事務処理が可能な方
・市税等滞納のない方

報

酬

募集期間
○応募方法 市販の履歴書に写真を添付し、危機管理課まで郵送または持
参してください。

受付時間
受付場所

○応募締切 １１月１１日（月）※必着
○選考方法 面接により選考します。

応募資格

○問合せ先 〒881-8501 西都市聖陵町２丁目１番地
危機管理課 危機管理係
TEL：４３－０３８０ FAX：４３－３６５４
Mail：bosai@city.saito.lg.jp

応募方法

（文書取扱：危機管理課）

採用方法
問合せ先

○マイナンバーカード申請及び交付関連事務
（市民課窓口及び出張申請事務）
月額 150,000円
10月15日（火）～28日（月）
平日、午前8時30分～午後5時15分
（但し、28日（月）は午後4時まで）
市民課 市民窓口係
・18歳以上の方の健康な男女で、パソコンの基本的な操作
ができる方（西都市在住の方に優先的にお声掛けさせて
いただく場合があります。）[事務経験者優遇]
・市税等滞納のない方
※市販の履歴書に顔写真を貼付し必要事項を記載のうえ、
期間内に提出してください。
※不採用の場合は、提出された履歴書は返却します。
面接による選考
市民課 市民窓口係 ４３－３６２３
（文書取扱：市民課 市民窓口係）

「西都市公民館講座」受講生募集

「第１回まちなかＷＡＬＫ」参加者募集

★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。
自分で打ったそばの香りや味を楽しみながらいただきましょう。
【募集】１０名
【日程】全４回
１１月１７日（日）、２４日（日）、
１２月 １日（日）、 ８日（日）
【時間】１０時～１２時
【場所】西都市公民館 調理室及び展示室
【対象】１８歳以上の西都市在住または在勤の方
【備考】材料費として、毎回１,２００円必要です。
【締切】１１月８日（金）まで

道が変わり、地名が変わり、祭りが変わる
だからこそ、今見ておこう、歩いてみよう
そして伝えよう
素晴らしい「妻の町」のことを！

妻北地域づくり協議会では、このたび、「まちなかＷＡＬＫ」の冊子を
作成しました。
つきましては、冊子を片手に新米ガイド（妻北地域づくり協議会 教育文
化部員）と共に妻の町中１０カ所を一緒に歩いてみませんか。

１ 日

★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！
【募集】１６名
【日程】全４回
１１月２７日（水）、１２月１８日（水）、
令和２年１月１５日（水）、２月１９日（水）
【時間】１９時～２１時
【場所】西都市公民館 調理室
【対象】１８歳以上の西都在住または在勤の男性
【備考】毎回料理の内容に応じて材料費が必要になります。
【締切】１１月１５日（金）まで

時

１１月１０日（日） ※雨天決行
１０時～１２時 （受付 ９：４０～）
※歩きやすい服装でご参加ください。
飲み物はご持参下さい。

２ 募集人員

２０名

３ 集合場所

西都市公民館 駐車場

４ 参 加 料

無料

５ 申込期限

１１月５日（火）

６ 申込・問合せ先

申込方法：社会教育課（４３－３４７９）へ直接または電話でお申込み
ください。受付時間は平日の８時３０分から１７時１５分ま
でです。
（文書取扱：社会教育課 社会教育係）

妻北地域づくり協議会 事務局 ３０－３０９０
９時～１７時（土・日・月・祝日を除く）
（文書取扱：市民協働推進課）
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「第8回西都まちゼミ受講者」募集
「まちゼミ」は、商店主が講師となって、お店の専門知識やプロならではのコツを無料で提供する少人数のミニ講座です。現在、全国約400地域で開催
しています。美容・健康・物販・サービスのさまざまなお店が参加しており、1時間程度の少人数制のゼミを実施し、楽しい学びの場となっております。
ぜひ参加して、いろいろなことを学びませんか。
●期

間

10月26日(土)～11月24日(日)

●場

●受

付

各開催店にて受付（事前の予約が必要です。）

●受 講 料

●参加店舗

所

主に中心市街地を中心とした妻地区
無料 ※材料費(実費)をいただくお店もあります。

今回の講座は、35講座の開催となります。

『美容/きれいを追求する講座』
・男と女の美容室IKEDA
・レディスショップフォーリーフ

『健康に過ごすための講座』
・ＲｅｌａｘｓａｌｏｎＱｕｕ
・野間歯科医院
・メガネのトリハラ
(聖陵本店・パオ店)
・たかみデンタルクリニック
・宮崎医療福祉専門学校
・長嶺薬局

『作品製作を行う講座』
・(株)ラビットクリーニング
・(有)黒木農園
・ 梶衣料品店
・(有)西都水道
・ あがる塾
『食べる講座』
・西都原ガイダンスセンターこのはな館
・杉乃井
・蔵カフェエイム
・夢想庵
・すし善
・ｃａｆｅＬＩＦＥＬＯＮＧ

『学ぶ講座』
・(有)オーディオヤマグチ
・ミッキークリーニング
・ｔｏｉ ｔｏｉ ｔｏｉピアノ教室
・さどわら店
・iさいと
・モンマートよしむら
・文具のこうぶん堂
・サイクランドおくぐち
・スポーツショップタカヒラ
・神楽酒造(株)西都工場
『コラボ企画・学ぶ講座』
・ライオン外語学院/(株)イマイ印刷
・狩野社会保険労務士事務所/(株)イマイ印刷

【問合せ】西都商工会議所 中小企業相談所 43-2111
※詳しい内容は、各店、西都市役所、各支所、西都商工会議所等に置いてあるチラシをご覧ください。
HP：http://www.miyazaki-cci.or.jp/saito からもご覧いただけます。
（文書取扱：商工観光課）

西都市ふるさと納税返礼品の募集について

高鍋年金事務所が出張年金相談を行います

西都市へ「ふるさと納税」で寄附をされた市外にお住まいの方に対し、
その返礼品として地場産品等を贈呈しております。
これは本市及び地場産品のＰＲになるだけでなく、普段その商品を取り
扱っている事業者等にとっても販路拡大のきっかけとなっています。
本市では、今以上に魅力ある「ふるさと納税返礼品」を開拓するため、
地場産品を提供していただける事業者等を随時募集しております。
返礼品として採用されますと、ふるさと納税ポータルサイトへの掲載や
市ホームページなど様々な媒体で紹介させていただきます。
なお、返礼品には国が定めた様々な基準がありますので、地場産品の魅
力を市外に広めたい事業者の方は、お気軽にお問合せください。

予約が必要ですので
高鍋年金事務所に電話でお申込みください。
高鍋年金事務所では、年金に関する各種手続きについて出張相談を行っ
ています。老齢厚生年金・遺族厚生年金などの手続きや相談もできますの
で、ご利用ください。なお、予約が必要ですので高鍋年金事務所に電話で
お申込みください。
【相談日】 １１月２１日（木） 次回は１２月１９日（木）
【時 間】 午前１０時～１２時、午後１時～３時
【場 所】 市民課 年金係

●募集する地場産品等等提供事業者等の要件
①本市で栽培、製造、加工、販売、サービス等を行っていること
②事業者等は市税について滞納がないこと
③事業者等が暴力団による不当な行為の防止等に関する法律に掲げる
暴力団の構成員等でない者

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 ０９８３－２３－５１１１
【予約方法】
●相談日の１カ月前から受付します。
（例：11/21の相談日の場合は、10/21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・電話番
号・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。

●募集する地場産品等等の主な要件（一部抜粋）
①市内で生産された農畜産物等
②市内で製造、加工等の工程の主要な部分を行ったもの
③市内で実施する体験型事業等
●募集する地場産品等の価格
概ね3,000円以上（税込） ※通常販売価格が上限
代金については、月末締め翌月請求に基づく支払いとなります。
●応募方法
総合政策課 さいと力創造推進係 ふるさと納税担当（３２－１０１１）
までお電話にてご相談ください。
（文書取扱：総合政策課）

（文書取扱：市民課）
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消費生活に関する巡回相談のご案内
西都・児湯１市５町１村共同の「西都児湯消費生活相談センター」を高
鍋町役場内に開設し専門スタッフによる消費生活相談を行っております。
この事業の一環として、スタッフが各市町村を毎月１回出張訪問しての
巡回相談を実施しております。
西都市では原則として毎月第３水曜日（祝日の場合は第４水曜日）に巡
回相談所を開設しておりますので、消費生活（悪質商法、架空請求、多重
債務等）に関しての相談等がありましたら、この機会にぜひご利用下さい。
〈巡回相談日程〉
○日 時：１１月２０日（水）
１２月１８日（水）
１０時～１５時まで（１２時～１３時を除く）
○場 所：西都市コミュニティセンター１階 相談室
○申込先：生活環境課 市民生活係 ４３－１５８９
※予約が必要となりますので、必ず事前にお電話ください。

相談

司法書士による消費生活無料相談を
ご利用ください
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。
○日 時：１１月５日（火）１３時～１６時
１２月３日（火）１３時～１６時
※相談時間はお一人約３０分です。
○場 所：西都市コミュニティセンター１階 相談室
○申込先：生活環境課 市民生活係 ４３－１５８９
※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）

行政相談所のご案内
◇西都児湯消費生活相談センター◇
○平日の問い合わせ先
〒８８４－８６５５
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江８４３７番地
（高鍋町役場 町民生活課隣）０９８３－２３－２１１０
○開設時間
８時２５分～１７時１０分まで
（１２時～１３時を除く）
※電話での相談は上記時間帯に随時行っていますので、お気軽
にご相談ください。
（文書取扱：生活環境課）

行政相談所では、国・県・市町村、独立行政法人、特殊法人（ＪＲ、日
本郵便株式会社等）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：１１月１４日（木）１０時～１２時まで
１２月１２日（木）１０時～１２時まで
場所：西都市コミュニティセンター １階 相談室
（文書取扱・問合せ：生活環境課 市民生活係 ４３－１５８９）

図書館だより11月号

西都市立図書館（43－0584）11月の休館日5・11・18・25日
【一般図書新刊のご案内】

★読み聞かせ講座
外部講師による読み聞かせ講座があります。
日 時：１１月５日（火） 午前１１時～１２時
場 所：西都市立図書館研修室（図書館入口右奥）
内 容：読み聞かせ、基本のき！
「読み聞かせをまずはやってみる」そのための研修です。

◎老いの重荷は神の賜物 （樹木 希林）
◎感涙ストーリーで一気に覚える英単語３０００
（清涼院 流水）
◎キャンプ料理の王様 （小雀 陣二）
◎心とあたまを刺激する音読 （山口 謠司）
◎市原悦子ことばの宝物 （市原 悦子）
◎高齢者とつくる季節の壁面 秋冬編 （世界文化社）
◎死刑囚２００人最後の言葉 （別冊宝島編集部）
◎むね肉レシピ３６５日 （山中 順子）

※申込みが必要です。図書館まで、電話かＦＡＸでお知らせ下さい。
詳しくは受付カウンター・お電話でお問合せ下さい。

★さいとくポイントがつきます！
・図書館主催のイベント参加で、さいとくカードのポイントが５０ポ
イントつきます。たくさんの方々に来館していただきたく、図書館
では毎月いろんなイベントを企画しています。ぜひご来館下さい。

【児童図書新刊のご案内】 ☆は絵本です
☆おもちゃになりたいにんじん （岩神 愛）
☆おててだあれ？ （ふくなが じゅんぺい）
☆おつきさまのともだち （カワチ レン）
☆うまれるまえにきーめた！ （のぶみ）
◎ごみ育 日本一楽しいごみ分別の本 （滝沢 秀一）
◎ヘンなかたちの化石 （土屋 健）
◎世界でいちばん素敵な宇宙の教室 （森山 晋平）
◎しゅくだいかけっこ （福田 岩緒）

・西都市立図書館の本を借りて、返却の際に、読まれた本の感想（レ
ビュー）を出していただくと５０ポイントがつきます。
１ヶ月お一人様２回までとさせていただきます。
提供していただいた感想は、西都市立図書館内及び図書館ホームペ
ージにて公開させていただきます。
用紙は図書館のカウンターに置いてあります。
みなさんの本の感想（レビュー）をお待ちしています。

（文書取扱・問合せ：社会教育課 図書館係 TEL43－0584
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Information

その他

FAX41-1113）

