
◎�必要な物＝本籍記載の住民票（免状
に住所が記載されていて変更のない
方は不要です）、現免状、認印
◎�受講料＝更新の方、９千円（写真代、
郵送料などすべて含む）、失効の方
はお問い合わせください
※�有効期限の１年前から更新できま
す。早めに更新されても有効期間は
短縮されません。
◎�問い合わせ先＝西岡海事事務所
　☎０１２０−76−５５５４（通話料無料）

　大雨や台風の季節となりました。市
民の皆さまには、樹木や木の枝などの
管理をよろしくお願いします。また、県
の管理する道路・歩道上に張り出して
いる木の枝などは、個人所有のもので
あっても、通行に支障をきたす部分は
緊急に串間土木事務所が除去させてい
ただくことがあります。皆さまのご理解
とご協力をよろしくお願いいたします。
◎�問い合わせ先＝串間土木事務所総務
課管理担当☎ 72−０１３４

　日本遺族会では、戦没者遺児による
慰霊友好親善事業の参加者を募集して
います。戦没した地域を訪れ、慰霊追
悼を行うとともに、地域住民との友好
親善を図ることを目的としています。
◎対象＝戦没者遺児
◎費用＝参加費８万円
◎実施地域
・ソロモン諸島（申込締切９月13日）
・��ボルネオ・マレー半島（申込締切９
月27日）
・�マーシャル諸島（申込締切10月12
日）
・ミャンマー（申込締切10月15日）
・マリアナ諸島（申込締切12月15日）
・洋上慰霊（申込締切12月５日）
※�日程・申し込みなどの詳細につきま
してはお問い合わせください。
◎�問い合わせ先＝日本遺族会事業課事
業係☎03−３２６１−５５２１（内
線３６５６）

　オウム真理教によって行われた犯罪
行為（地下鉄サリン事件、松本サリン
事件など法律で定められた８事件）に
より亡くなられた方のご遺族、障がい
が残った方などに対して、国から給付
金が支給されます。詳しくはお問い合
わせください。
◎�申請期限＝ 12 月 17 日まで
※�やむを得ない理由により、この期間
内に申請ができなかったときは、そ
の理由がなくなった日から６カ月以
内に限り申請できます。
◎�問い合わせ先＝串間警察署☎ 72−
０１１０、県警察本部警務課犯罪被
害者支援室☎０９８５−31−０１１０

　10 月１日、全国一斉に国勢調査が
行われます。調査の結果は、福祉、雇
用、防災、環境など皆さんの生活に密
着した問題を考える行政上の大切な基
礎資料となります。提出された調査票
は統計上の目的以外に使用することは
ありません。９月下旬から世帯ごとに
調査員が伺いますので、調査へのご協
力をお願いいたします。
　あなたの調査票には日本の大切な未
来がつまっています。
予想人口当てクイズに応募しよう
� �国勢調査の串間市の予想人口を募集
します。ふるってご応募ください。
◎応募資格＝串間市に居住している人
◎応募方法＝ハガキに
①予想人口
②郵便番号
③住所
④氏名（ふりがな）
⑤年齢
⑥電話番号
以上をご記入ください。
※�応募数は１人１枚まで、ハガキ１枚
につき１答
◎締め切り＝ 10 月１日（金）

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

※当日消印有効
◎賞金および賞品
・１等（１人）＝１万円分の商品券
・２等（２人）＝５千円分の商品券
・３等（２人）＝２千円分の商品券
◎ヒント！！「人口の推移」
・�平成12年10月１日＝２３,６４７人
（国勢調査実施）
・�平成17年10月１日＝２２,１１８人
（国勢調査実施）
・平成18年10月１日＝２１,７９６人
・平成19年10月１日＝２１,４４８人
・平成20年10月１日＝２１,００５人
・平成21年10月１日＝２０,６８３人
◎�当選者の決定方法＝平成 23年２月
末日までに統計局が公表する串間市
の人口に一致したものまたは最も近
いものから順位を定め、当選者を決
定。当選者複数の場合は、事務局抽
選により決定。
◎�当選発表＝本人に通知（平成 23年
３月ころ）
◎�応募・問い合わせ先＝串間市役所総
合政策課内予想人口当てクイズ係
〒８８８−８５５５（住所不要）�☎
内線２６５・２６６

　猛威を振るう口蹄疫対策に役立てて
ほしいと、串間市に義援金をご寄付い
ただきました。
ご寄付いただいたのは次の方々です
（８月 13日までの受付分）。
◎�寄付者＝串間商工会議所、串間市地
場産業振興対策協議会、ホンダカー
ズ串間（敬称略）
　皆さまの善意、ありがとうございま
した。
【おわびと訂正】
　広報くしま８月15日号４ページ「平
成 22年第４回串間市議会（６月定例
会）審議結果一覧」内、「市長選出」
は「市長提出」の誤りでした。おわび
して訂正いたします。

　　　　　　　　　　

お知らせの
ページ
市役所の代表電話☎0987ー72ー1111

Information

お知らせ

◎�受験資格＝①高校卒業者（見込含）
で 21歳未満の者（推薦については
高等学校長の推薦などが別途必要で
す）②高校卒業者（見込含）で 21
歳未満の者（自衛官は 23 歳未満）
③高校卒業者（見込含）で 21歳未
満の者④高校卒業者（見込含）で
24歳未満の者
◎�受付期間＝①９月６日〜９月９日②③
④９月６日〜10月１日
◎�試験日＝①９月25・26日②１次試験
11月６・７日、２次試験12月14〜
18日③１次試験10月30日・31日、
２次試験12月８〜10日④１次試験
10月23日、２次試験11月20日・
21日
◎�合格発表＝①11月2日②③平成 23
年２月10日④平成 23 年１月７日
◎�採用時期＝①②③平成 23年４月上
旬④平成 23年３月下旬〜４月上旬
　受験資格には、ほかにも条件があり
ます。詳しくはお問い合わせください。
◎�申込・問い合わせ先＝自衛隊日南地
域事務所☎ 23—１３６０

　ハッピー串間つながり隊では、第１
回ドレスアップ大作戦を開催します。
普段はなかなか体験できないドレスを
着て、健康づくりを学ぶイベントです。
参加をお待ちしています。
※�この事業は平成22年度市民発！に
ぎわい創出事業の採択事業です。
◎�日時＝ 10 月 16 日（土）午前 10
時〜午後２時
◎場所＝串間温泉いこいの里
◎�内容＝ドレスアップ後、記念撮影と
食事をしながらの交流会を行います
◎�対象者＝高齢者の方であればどなた
でも参加できます（先着 10組）
◎参加料＝２千円（食事代を含む）
◎�問い合わせ先＝ハッピー串間つなが
り隊会長鎌田芳徳☎ 75−２６３９

◎�日時＝９月 25日（土）午前９時半
より受付、10時開始
◎場所＝串間市アクティブセンター

　市では保育士の臨時職員を募集して
います。勤務条件など、詳細について
は市総務課までお問い合わせください。
◎�問い合わせ先＝総務課職員係☎内線
３１３

　日南公証役場で法律相談所が開設さ
れます。内容は、遺言、相続、高齢者
などの財産管理など無料で相談が受け
られますので、気軽にご利用ください。
なお、予約制になっていますので、平
日に事前の電話予約が必要です。
◎�日時＝９月 12 日（日）午前 10 時
〜午後４時
◎�問い合わせ先＝日南公証役場☎２３
−５４３０（受付時間午前８時半〜
午後５時）

　日本脳炎の予防接種については、厚
生労働省の勧告により積極的な勧奨を
控えてきましたが、今年度は３歳に対す
る初回接種の積極的な勧奨を行うこと
となりました。また、本年度３歳に達す
る子ども以外でも、本人や保護者が特
に希望する場合には対象年齢内であれ
ば接種できます。また、【Ⅱ期】９歳か
ら13歳に関しましては、新ワクチンの
使用が現段階では認められていないた
め、現時点での接種はできません。厚
生労働省では未接種のまま対象年齢を

超過した方への対応も含め、使用の可
否について速やかに検討するとしており
ますので、お待ちください。新たな情
報が入り次第お知らせします。
◎�対象年齢＝【Ⅰ期】３歳〜７歳６ヵ
月未満
◎料金＝無料
◎�持参する物＝母子健康手帳・予診票
◎�医療機関＝のだ小児科医院、とめの
ファミリークリニック、英医院、市
木診療所、中島医院、本城診療所
※�ポリオ生ワクチン以外は年間通して
いつでも予防接種が受けられます。
対象年齢に達したら、実施医療機関
に問い合わせて早期の接種をお勧め
します。
◎�問い合わせ先＝福祉保健課子育て支
援係☎ 72−０３３３（内線５０３）

　平成16 年４月２日から平成19 年10
月１日生まれのお子さんは、現在お持ち
の乳幼児医療費受給資格証の有効期間
が平成 22年９月30日までとなってい
ますので、更新手続きが必要です。
◎�対象者＝平成 16年４月２日〜平成
19年 10月１日生まれのお子さん
◎�日程＝９月14日（火）〜９月30日
（木）まで（土・日曜日、祝日を除く）
◎�更新場所＝串間市総合保健福祉セン
ター内福祉保健課子育て支援係また
は各支所
◎�持ってくる物＝お子さんの保険証、
印鑑、現在お持ちの乳幼児医療費受
給資格証
※対象者には詳細を別途通知します。
◎�問い合わせ先＝福祉保健課子育て支
援係☎ 72−０３３３（内線５０４）

　平成 22年度の防衛大学校学生、防
衛医科大学校学生、看護学生を募集し
ます。
◎�募集種目＝①防衛大学校学生（推薦）
②防衛大学校学生（一般）③防衛医
科大学校学生④看護学生

防衛大学校学生募集のお知らせ

保育士募集のお知らせ

乳幼児医療費
受給資格証更新手続きの
お知らせ

無料日曜相談所開設の
お知らせです

口蹄疫義援金
ありがとうございました

日本脳炎予防接種を
受けましょう

平成22年国勢調査の実施と
予想人口当てクイズ

オウム真理教による
犯罪行為を受けた方・ご遺族に
給付金が支給されます

ドレスアップ大作戦参加者募集

小型船舶免許講習会

土木事務所からのお知らせ

戦没者遺児による
慰霊友好親善のお知らせ
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