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・非公表（非公表、非公表）２人
◎寄付金の使途
①�地域文化の伝承及び育成に関す
る事業＝０円
②�地域産業の振興に関する事業＝
１５８，０００円
③�自然環境並びに地域景観の保全
及び活用に関する事業＝１３０，
０００円
④�高齢者支援・子育て支援等の福
祉向上に関する事業＝０円
⑤�青少年の健全育成と教育信仰に
関する事業＝０円
⑥�その他目的達成のために必要と認
められる事業＝２００，０００円
＊寄附総額＝４８８，０００円
◎�問い合わせ先＝総合政策課企画
統計係☎内線３３３

◎日時＝６月 20日（水）
＊午後２時〜（午後１時半受付）
◎�場所＝串間市アクティブセン
ター研修室
◎�対象＝有効期限が１年２カ月以
内に切れる免許証および失効し
た免許証
＊�更新＝有効期限が平成 24 年６
月 21 日〜平成 25 年８月 21
日の免許証
＊�失効＝有効期限が平成 24 年６
月 20日以前の免許証
◎�持参するもの＝操縦免許証、認
印　＊下記に該当する方は住民
票（本籍記載）が必要。
①�住所記載のない「海技免状」を
お持ちの方
②�住所記載のある「操縦免許証」
をお持ちの方で、記載事項に変
更のある場合（合併による市町
村名変更の場合は不要）
◎料金（送料、写真代含む）
・更新講習＝９，０００円
・失効講習＝１５，０００円
◎�その他＝できるだけ事前に予約
してください。視力検査、写真
撮影も当日実施します。
◎�申込・問い合わせ先＝入枝海事

事務所☎０９９‐２８１‐７
７５３

　平成 24年度市営プール監視員
および受付事務（軽微な公園整備
作業などもあり）を募集します。
◎募集人数および期間
・６月 20日〜８月 27日＝３人
・７月　１日〜８月 27日＝２人
・７月 20日〜８月 27日＝１人
◎日当＝６，０００円
◎�勤務時間＝午前８時半〜午後５
時 15分　＊毎週火曜日は休日
◎応募資格
①�串間市在住もしくは串間市出身
者であること
②健康であり泳げること
③男性 19歳〜 60歳
　女性 19歳〜 50歳
＊�年齢については上記を基本とし
ますが、該当者なしの場合はこ
の限りではありません。
◎�募集期間＝５月１日（火）〜６
月４日（月）
＊�登録申込書を総務課職員係に提
出してください。定員に満たな
い場合は順次受け付けます。
◎�採用通知＝締め切り後面接など
を実施し、一週間以内に連絡。
◎�問い合わせ先＝市役所総務課職
員係☎内線３１２、スポーツセ
ンター☎ 72−５２６２

　今年で第９回目となります
『キャンドルナイト in くしま２０
１２』を７月７日に開催するにあ
たり、実行委員を募集します。
　過年度より実行委員としてご協
力いただいた方のほか、日ごろよ
り環境保全に関わる活動をされて
いる方々にも広くご参加いただき
たいと思います。会議に出席でき
ない方でも、キャンドル作りや当

日のご協力がいただける場合には
ぜひ、ご連絡ください。多くの皆
さまのご協力をお願いいたします。
実行委員会について
◎�日時＝５月 16 日（水）午後７
時
◎場所＝串間市役所１階Ａ会議室
◎�問い合わせ先＝キャンドルナイ
ト in くしま実行委員会事務局
（市民生活課内）☎内線２５４

　人事院九州事務局と熊本国税局
では、税務職員採用試験（旧Ⅲ種
（税務））の受験者を募集します。
募集要項
◎�受験資格＝平成３年４月２日か
ら平成７年４月１日までに生ま
れた方＊学歴は問いません
◎試験の程度＝高校卒業程度
◎�受付期間＝６月 26 日（火）〜
７月５日（木）まで（インター
ネット申込み期間）
◎第一次試験＝９月９日（日）
◎�申込用紙＝人事院九州事務局、
熊本国税局または最寄りの税務
署に備え付けています。
◎申込先＝全国の各人事院事務局
＊�希望する第１次試験地により、
申込先が異なります。詳しくは
下記へお問い合わせください。
①�人事院九州事務局☎０９２−４
３１−７７３３
②�熊本国税局人事第２課試験研修
係☎０９６−３５４−６１７1
◎�問い合わせ先＝日南税務署☎
22−３６７１

　本紙４月１日号表紙および 22
ページでご紹介いたしました『庄
司さん』は『正司さん』、20ペー
ジ読者のページ掲載の『長倉ゆか
りさん』は『永倉ゆかりさん』の
誤りでした。お詫びして訂正いた
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
間商工会議所、中央公民館など

＊１コイン頒布。数に限りあり
◎�問い合わせ先＝くしま移住者
ネットワーク（蓮尾）☎ 75 −
１６６６

　市内の長浜、今町、港（千野）、
大納、石波、藤の各海浜はウミガ
メの上陸産卵地です。毎年５月か
ら９月ごろまで親ガメが上陸産卵
し、ふ化した子ガメが海に帰る行
動が繰り返されます。海浜への車
の乗り入れやゴミの放棄はウミガ
メの行動の妨げとなります。
　世界的に希少な動物、環境保全
の目安でもあり、各海浜では保護
協力員の方々が保護活動を行って
います。
　ウミガメの保護につきましてご
協力をお願いいたします。
◎�問い合わせ先＝教育委員会文化
係☎ 72- ６５１１（旧吉松家住
宅内）

　平成 23年度串間市がんばっど
ふるさと応援基金に多くの方々か
ら寄附をいただき、ありがとうご
ざいました。
　寄附をいただいた方の中で希望
された方のみ住所・お名前・寄附
額をお知らせいたします。
◎寄附者＊名前（住所、寄附額）
・�恒吉良典さま（千葉県千葉市、
非公表）

・�恒吉圭子さま（千葉県千葉市、
非公表）

・�川上正樹さま（兵庫県高砂市、
５０，０００円）

・�川上昌美さま（兵庫県高砂市、
５０，０００円）

・�亀崎直樹さま（兵庫県神戸市、
非公表）

・�非公表（非公表、１００，００
０円）１人

　自動車税は４月１日現在、宮崎
運輸支局に登録されている自動車
の所有者または使用者に課税され
ます。金融機関または県税・総務
事務所のほか各コンビニエンスス
トア、インターネット利用による
クレジットカードでも自動車税を
納めることができます（詳しくは
納税通知書をご覧ください）。
　自動車をお持ちの方は、５月
31 日（木）までに自動車税を納
めてください。５月中旬までに納
税通知書が届かないときはお近く
の県税・総務事務所までご連絡く
ださい。なお、障がい者の方のた
めに使用する自動車については一
定の要件に該当する場合、納期限
までに申請すれば自動車税の一定
額が減免されます。
●�問い合わせ先＝日南県税・総務
事務所☎ 23−３７７１

　串間市民総合体育館の利用はこ
れまで、午前・午後などの時間帯
区分のみの設定でしたが、１時間
を単位としての利用もできるよう
になりました。ご家族や少人数で
の短時間利用など、どうぞお気軽
にご利用ください。
●�問い合わせ先＝市民スポーツセ

ンター☎ 72−５２６２

　５月から文化会館の天井を補強
するための改修工事をいたします。
休館期間や利用可能施設などは下
記のとおりです。
●�休館予定＝５月１日（火）〜９
月 30日（日）
●�使用できない施設＝大ホール、
小ホール、ロビー、ホワイエ、
ギャラリー
●�使用できる施設＝和楽屋、洋楽
屋
　お客さまにはご迷惑をおかけし
ますが、ご了承くださいますよう
お願い申し上げます。
◎�問い合わせ先＝串間市文化会館
☎ 72−６３３３

　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）』
を発刊しました（Ａ４版・１１０
ページ）。

　２１０店と公共機関、まちのポ
イントなどを掲載しています。『串
間の全体像を魅せる』ため、ボラ
ンティア団体くしま移住者ネット
ワークが１年がかりで編集・発行
しました。
　４月から市役所窓口にて新規転
入者の方へ同紙をプレゼントして
います。希望される市民の方は下
記にて入手いただけます。
◎�配布場所＝ Honda カーズ串間・
都井岬『岬の駅』・夢珈房・串

自動車税は納期限内に
納めましょう

市民総合体育館が
利用しやすくなりました

文化会館改修工事に伴う
休館について

ウミガメ保護について
〜お願い〜

小型船舶操縦免許証
（更新・失効）講習会

キャンドルナイトinくしま
２０１２実行委員募集

平成23年度
串間市がんばっどふるさと
応援基金の運用について

『串間情報ガイド』発刊
ご希望の方入手できます

税務職員採用試験受験者

お詫びと訂正

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

募　集

串間市営プール監視員募集


