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　�59 歳以下、60 〜 64 歳、65〜
69歳、70〜74歳、75歳以上
　※�参加状況で変更する場合があ
ります。

◎ 表彰＝種目別の１位、２位、３位、
飛賞、ブービー賞のほか全員に
参加賞

◎参加資格＝串間市民
◎ 参加費＝１人３００円（参加申込
書に添えて支払い）

◎申込締切＝６月17日（日）
◎その他
　・�参加者はゼッケンを胸部に付
けること。

　・�必ずスポーツ安全保険などの
傷害保険に加入しておくこと。

　・�飲み物などは各自で準備し、ゴ
ミは各自で持ち帰ること。

◎ 問い合わせ先＝串間市ミニテニ
ス協会（河野善和）☎72－３８
２５、０９０－５０８７－８４８３
（携帯）、串間市体育協会事務
局（河野）☎内線３８０　

更新・失効講習
◎日時＝６月21日（木）
＊午後６時半〜（午後１時半受付）
◎ 場所＝串間市アクティブセン
ター研修室

◎必要なもの＝船の免許証
◎更新料＝８，９００円
◎失効料＝１７，５００円
※�写真は会場で撮ります（写真代
サービス）。

ボート免許取得（試験免除）
●１級小型船舶講習（４日間）
・�学科＝６月29日（金）午後６時〜、
６月30日（土）午後１時〜、７月
１日（日）午前９時〜、７月２日
（月）午後６時〜
・実技＝６月30日（土）午前
・�受講料＝１４７，０００円（ペア
割引で１３９，６５０円）
●２級小型船舶講習（２日間）
・�学科＝６月30日（土）午後６時〜、
７月１日（日）９時〜
・実技＝１級講習と同じ

・�受講料＝１２４，０００円（ペア
割引１１７，８００円）
●特殊小型（水上バイク）講習
・�学科＝６月30日（土）午後６時〜、
７月１日（日）午後１時〜
・実技＝７月１日（日）午前
・�受講料＝７４，０００円（ペア割
引７０，３００円）
●１級小型船舶進級
・�学科＝６月30日（土）午後６時〜、
７月１日（日）午前９時〜、
・�受講料＝４３，０００円（ペア割
引４０，８５０円）
＊�実技講習はありません。ただし、
旧４級小型船舶または２級小型
船舶を所有している方に限ります。
＊�会場は串間市内を予定していま
す。開講が決定し次第、受講者
にお伝えします。

● 問い合わせ先＝鹿屋海技事務所
☎０９９４－４３－２８５３

◎ 目標＝簿記の基礎を学習し経営
管理能力を身につけ、技能を高
めるとともに日商簿記３級の受
験を目指します。

◎ 期間＝７月９日（月）〜11月５日
（月）午後７時半〜９時半
＊�毎週月曜・木曜（祝祭日除く）こ
のうち30日間

◎ 受講料＝３８，０００円（税、教
材費込み）＊入校時に納入

◎募集人員＝５名以上で開講
◎募集締め切り＝７月２日（月）
◎ 備考＝講座修了後、日商簿記３
級の検定を受けることができま
す（検定料は個人負担）。

◎ 問い合わせ先＝日南高等職業訓
練校☎22－２６３３

　タンスに眠っている着物をリ
フォームしてブラウス・ベスト・部
屋着を作ってみませんか。
◎ 講座期間＝７月28日、８月25日、
９月22日午前９時〜午後４時＊

毎月第４土曜日
◎ 内容＝ブラウス・ベスト・部屋着
作成など

◎ 定員＝10名（５名以上で開講）
定員になり次第締め切り

◎ 受講料＝１２，０００円（教材費
込み）＊材料費別、裁縫道具は
各自で用意してください。

◎場所＝日南高等職業訓練校
◎ 募集締め切り＝７月13日（金）
◎ 問い合わせ先＝日南高等職業訓
練校☎22－２６３３

　キャンドルナイト in くしま実
行委員会では、家庭から出る廃油
を使ってロウソクをつくる廃油
キャンドル作製教室を開きます。
だれでも簡単に作れますので、参
加してみませんか？作ったロウソ
クは、７月６日開催予定のキャン
ドルナイトで使用。また、材料と
なる使用済みもしくは賞味期限切
れの植物性食用油と１リットル以
上のペットボトルの提供を皆さま
にお願いいたします。６月末まで
受け付けておりますので、提供し
ていただける方は、事前に市民生
活課環境保全係までご連絡のうえ
窓口までお持ちください。
※�油は網などで濾してペットボトル
に詰めてお持ちください。
※�事業所からの提供は受け付けて
おりません。なお、必要な量が
集まった時点で提供を締め切ら
せていただきます。

◎ 日時＝６月17日（日）、７月1日
（日）ともに午前9時半〜11時半

◎場所＝中央公民館料理教室
　＊�変更の場合もあるため、詳し
くはお問い合わせください。

◎ 問い合わせ先＝市民生活課環境
保全係☎内線２５２、キャンドル
ナイトinくしま実行委員会代表
河野幸子☎０９０－１１９９—５
４９６

お知らせの
ページ
市役所の代表電話☎0987ー72ー1111

Information
－１１８１→（正）72－１１８８
文字の誤りについては、冊子に添
付の訂正表をご覧ください。
◎ 問い合わせ先＝くしま移住者ネッ
トワーク（蓮尾）☎75－１６６６

　『We�are�the�one�〜ともに働ける
社会へ〜』外国人を雇用している・
雇用をお考えの企業の皆さんは『外
国人指針』に基づく外国人労働者
の適切な雇用管理をお願いします。
主な内容は以下のとおりです。
◎外国人雇用状況届出制度
　雇用保険の被保険者であるな
しに関係なく、外国人の雇い入れ
および離職の際には管轄のハロー
ワークに氏名、在留資格などを届
け出なければなりません。
◎ 外国人指針に基づく
　適正な雇用管理
　遵守すべき法令や労働・社会保
険への加入など、外国人の雇用管
理においての留意事項が外国人指
針に盛り込まれています。
　詳しい内容は厚生労働省ホーム
ページの『外国人雇用対策』欄を
ご覧ください。
◎ 問い合わせ先＝宮崎労働局職業
安定部職業安定課☎０９８５－
38－８８２３、ハローワーク日南
☎23－８６０９

◎ 日時＝６月24日（日）午前８時よ
り受付、８時半〜12時

◎会場＝串間市民総合体育館
◎実施内容
　ミニテニス教室
　・初心者向けの講習
　　※道具などは主催者で準備。
　・ルールの確認
　・審判要領の講習
　年代別のダブルス個人戦（交流
大会）
　�ペアは１試合ごとに変わる方式
で行います。

　市では回覧板のバインダーを無
償で配布しています。厚みの異な
る２種類（約１㎝と２㎝）があります。

　「回覧板が古くなったので取り替
えたい」「回覧板の数を増やしたい」
といった場合は、自治会長を通じ
て希望の種類と数量をご連絡くだ
さい。直近の行政連絡文書と一緒
にお届けします。お急ぎの場合は
市役所または各支所まで取りに来
ていただくことも可能です。
◎ 問い合わせ先＝総合政策課協働
推進係☎内線３３５

　大雨や台風が到来する季節とな
りました。樹木を所有する皆さまに
は、管理にご配慮いただいている
ところですが、雨や強風の影響に
より県の管理する道路・歩道上に
木の枝などが張り出している箇所

も見受けられます。通行に支障が
ある部分については、所有者の皆
さまに除去していただく必要があり
ますので、定期的な管理をお願い
します。
　ただし緊急に除去する必要があ
る場合は、串間土木事務所にて除
去させていただくこともあります。
　皆さまのご理解とご協力をよろ
しくお願いします。
◎ 問い合わせ先＝串間土木事務所
総務課管理担当☎72—０１３４

　現在、串間温泉いこいの里はレ
ジオネラ菌の検出に伴い、全面休
館としています。多目的広場（グ
ランドゴルフ場・ゲートボール場）
だけでも早期の利用再開を望む声
を多くいただき、利用を再開する
こととしました。
　広場の利用料金については温泉
が利用できない状況にあることを
考慮し、串間温泉いこいの里条例
第14条の規定により、温泉施設が
再開されるまで利用料金を無料と
します。
◎ 問い合わせ先＝商工観光スポー
ツランド推進課☎内線２６８・２
６９、本城支所☎７１－３０１１

　４月に発行した串間市の総合情
報紙『ゆうゆう田舎暮らし（串間
情報ガイド』に、下記のとおり誤
りがありました。お詫びして訂正い
たします。
・�16ページ『いるかツボ整体倶
楽部』（誤）０９０－２３９９→
（正）０９０－２３３９
・�２７ページ『串間警察署・都井
派出所』（誤）76－５９６９→
（正）76－１１１０
・�２７ページ『串間市総合保健福祉
センター』（誤）72－１１１１→
（正）72－０３３３
・�７４ページ『花みずき』（誤）72

回覧板、古くなって
いませんか

道路・歩道に張り出した
木の枝などの除去について

６月は外国人労働者問題
啓発月間です

串間市ミニテニス教室
交流大会

ボート免許取得
船免許更新・失効講習会

夜間簿記科３級コース
受講生募集

着物リフォーム科初級コース
訓練生募集

串間温泉いこいの里
多目的広場のご利用について

『串間情報ガイド』
掲載情報の訂正について

廃油キャンドル作製教室お知らせ

お知らせのページに掲載を希望する
かたは、希望する発行日の 20 日前
までには情報政策係にお送りくださ
い。

お願い


