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で予防接種を希望される方
◎�実施期間＝10月15日（月）〜
平成25年１月31日（木）
◎接種回数＝１回
◎料金＝１，２００円
◎�持参物＝保険証、健康手帳（必
ず必要です。）、障害者手帳
（該当者は各医療機関でコピー
をとらせていただきます）、生
活保護証明書（該当者のみ）
※�健康手帳をお持ちでない方は福
祉保健課健康増進係で発行いた
しております。
※�生活保護証明書は事前に本人ま
たは家族が福祉保健課自立支援
係にて交付を受けて持参。
◎�実施医療機関＝南那珂指定医療
機関（詳細は要問い合わせ）
※�対象年齢外の方については、任
意接種となりますので、各医療
機関にお問い合わせください。
※�常日ごろより外から帰ったら手
洗い、うがいをする。十分な栄
養や休息をとり、部屋の換気な
どに留意しインフルエンザの予
防を心掛けましょう。
◎�問い合わせ先＝福祉保健課子育
て支援係☎72−０３３３（内
線５０３）

　国土利用計画法では、一定面積
以上の土地売買などを行った場合、
土地の権利取得者は契約日から起
算して２週間以内に土地の所在す
る市町村長を経由して知事に届け
出ることが義務付けられています。
（山林なども届け出の対象です）
◎届け出が必要な土地の面積
・市街化区域＝２，０００㎡以上
・�上記以外の都市計画区域＝５，
０００㎡以上
・�都市計画区域外＝１０，０００
㎡以上
　土地の有効利用の実現のため、
皆さんのご理解とご協力をお願い
します。
◎�問い合わせ先＝総合政策課企画
統計係☎（内線）３３４

10 月 29 日〜平成 25 年 12 月
29 日の免許証
＊�失効＝有効期限が平成 24 年
10月 28 日以前の免許証
◎�持参するもの＝操縦免許証、認
印、料金
＊�ただし、下記に該当する方は住
民票（本籍記載）が必要です。
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☎０９９−２８１−７７５３

　雇用調整助成金とは、経済上の
理由により、事業活動の縮小を余
儀なくされた事業主が、雇用を維
持するために休業などを実施した
場合、休業手当などの事業主負担
相当額の一定割合を助成する制度
です。
◎変更内容
①�生産量要件が、前年同期と比べ
10％以上の減少が必要となり
ます。
②�１年間の支給限度日数が１００
日となります。
③�教育訓練費（事業所内訓練）が、
1人 1日当たり１，０００円（中
小企業は１，５００円）となり
ます。
＊�変更は 10 月１日から実施され
ています。
　詳しくは下記までお問い合わせ
ください。
◎�問い合わせ先＝宮崎労働局職業
対策課助成金申請受付コーナー
☎０９８５−38−８８２４

◎�日時＝10月14日（日）午前10
時（午前９時半受付）
◎�場所＝串間市アクティブセン
ター
◎�受講料＝９，０００円（更新）、
１５，０００円（失効）
◎必要なもの
・�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）
・現免状
・認印
・料金
◎�その他＝日南市油津・高等水
産研修所でも11月５日（月）、
12月５日（水）に定期講習会
も行います（午後１時〜）。
＊ �11 月３日（土）より串間市で
１級、２級小型船舶免許取得講
習が決定しました。（場所＝串
間市アクティブセンター）
　詳細はお問い合わせください。
◎主催＝ＪＥＩＳ九州支部
◎�問い合わせ先＝西岡海事事務所
☎0120−76−5554（通話無
料）

　宮崎県民手帳は、これまで串間
市内では市内書店、市役所総合政
策課内、各支所で取扱っていまし
たが、今後は市役所地下売店、市
内書店での取扱いのみとなりまし
た。販売は 10 月上旬から翌年３
月末までの予定となっています。
◎�問い合わせ先＝総合政策課企画
統計係☎内線３３４

◎�対象者＝満65歳以上の方、お
よび60歳以上65歳未満の方で
心臓・腎臓または呼吸器機能に、
日常生活が極度に制限される障
害があり、身体障害者手帳１級

お知らせの
ページ
市役所の代表電話☎0987ー72ー1111

Information
時〜11時半

◎場所＝串間市文化会館大ホール
※�式典後のアトラクションとして
串間太鼓神童の演奏があります。

◎�問い合わせ先＝福祉保健課自立
支援係☎72−０３３３

　「みかん山にぎわい会」では、
かつて「みかん山大師」として親
しまれた串間市西方の法泉寺に、
にぎわいを取り戻そうと活動して
います。今後、荒れた境内の清掃
などを行っていきます。石橋や八
十八カ所の石仏などをきれいにし、
定期的なイベントも予定。手始め
に敷地内の草刈りを行いますので、
ご参加をお待ちしています。
◎�日時＝10月23日（火）午前９
時〜

◎�場所＝みかん山（福島地区木代）
◎�問い合わせ先＝☎０９０−９５
８５−２６０８（野邊さん）

　この事業は、自治会などが設置
する屋外放送設備、集会施設やコ
ミュニティ活動に必要な備品の整
備、また、自主防災組織などが整
備する防災機材の整備にかかる費
用の一部を助成するものです。
　詳細や助成を希望される自治会
などがありましたら、下記までお
問い合わせください。
◎�問い合わせ先＝総合政策課企画
統計係☎内線３３３

◎日時＝10月28日（日）
＊午前９時半〜（午前９時受付）
◎�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

◎日時＝11月３日（土・祝）
市民パレード
◎�場所＝福島小学校からニシムタ
前平交差点まで
◎時間＝正午〜午後２時半
◎�問い合わせ先＝くしま活性化委
員会☎72−００５３
ステージイベント
◎場所＝串間商工会議所前広場
◎時間＝午前10時〜午後４時
◎�問い合わせ先＝くしま活性化委
員会☎72−００５３
地場産テント出店
◎場所＝串間商工会議所前広場
◎時間＝午前９時〜午後４時
◎�出店料＝４，０００円（テント
１張）、２，０００円（テント
０．５張）
◎�問い合わせ先＝串間商工会議所、
地場産業振興対策協議会☎72
−０５０６
＊すべての締切＝10月22日（月）
＊�上記の情報は例年の開催内容に
基づいています。今後、変更さ
れる場合もありますのでご了承
ください。
�＊�各部門とも参加者数には限りが
あります。申し込み多数の場合
は秋まつり実行委員会より参加
審査と調整をさせていただく場
合があります。ご了承ください。

「五ヶ瀬町夕日の里づくり推進会
議」会長の後藤福光氏による講演

会が開催されます。
◎�日時＝10月12日（金）午後６
時〜８時
＊講演会終了後に交流会を開催
◎場所＝崎田公民館
◎�演題＝「昔ながらの農村風景と
夕日、それこそが町の宝もの
だった」
◎�参加費＝無料（交流会は１，５
００円）
＊�郷土研究家田中靖基氏による、
中世の世界地図にある本城「Ｍ
ｉｎａｔｏ」の歴史講話も同時
開催されます。
◎主催＝本城歴史発見塾
◎�問い合わせ先＝０９０−８９１
７−５３０５（福留）、72−
３２１１（河野）

◎�日時＝10月14日（日）午前10
時半〜午後２時半
◎場所＝総合保健福祉センター
◎�目的＝障がい者の社会参加と地
域交流
◎�主催＝串間市手をつなぐ育成会、
あおぞら広場の会
◎�内容＝季節の野菜販売、手作り
菓子、パン、漬物販売、手芸品
の販売、花や植物の販売、フ
リーマーケット、試食・飲み物
コーナー、写真展示、レコード
鑑賞など
※�バザー用品および出店者を、随
時受け付けております。
◎�問い合わせ先＝72−７９１１
（元木）72−５６７７（野辺）

　終戦から 67年の歳月がたちま
した。戦没者の追悼と遺族への慰
謝を行い、二度と戦争の惨劇が繰
り返されることがないよう、平和
を祈念して追悼式を行います。ど
なたでも参加できます。皆さまの
ご参加をお待ちしております。
◎�日時＝10月13日（土）午前10

第５回福祉バザー
〜あおぞら広場〜

雇用調整助成金などの
支給要件を見直します

小型船舶免許（更新・失効）
講習会

みかん山
草刈りボランティア募集

平成25年度コミュニティ
助成事業を募集しています

小型船舶操縦免許証
（更新・失効）講習会

平成25年版宮崎県民手帳の
販売場所が変わります

高齢者インフルエンザ
予防接種実施のお知らせ

お知らせ
串間市民秋まつり参加者募集

地域づくり講演会・交流会

平成24年度
串間市戦没者合同追悼式

10月は土地月間です
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