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●病院に持参するもの
・�受診券（桃色のＡ４サイズの用紙
です。後期高齢者の方は黄色の
用紙をお持ちください）
・保険証
・健康手帳
●自己負担額＝１，３００円
● 問い合わせ先＝医療介護課医療
保険係☎72−０３３３（内線５１
８）

　宮崎県西、県南地区の市民活動
団体、ＮＰＯ、企業、行政などの方々
に参加していただき、商談を行う「コ
ラボしよっ！ＰＡＲＴ３」を開催しま
す。これらの団体との地域交流や
異業種交流、事業の相続などをお
考えの皆さまは、奮ってご参加くだ
さい。
● 日時＝２月15日（水）午後５時か
ら受付、６時開会

●場所＝串間市文化会館小ホール
● 主催者＝くしま商道芸人、宮崎県
生活協働男女参画課
※�詳細はお問い合わせください
● 問い合わせ先＝串間市協働推進
設立準備事務所パナップ☎27−
３０７５

● 日時＝３月20日（火）午後６時開
場、６時半開演

●会場＝串間市文化会館大ホール
● 料金＝前売２，０００円、当日２，
５００円（宝くじ助成による特別
料金）

● 問い合わせ先＝串間市文化会館
☎72−６３３３

● 日時＝２月26日（日）午前８時受
付、８時半開催（正午まで）

●会場＝市民総合体育館
● 種目＝各年代別のダブルス個人
戦（ペアは１試合ごとに変更）

・�年代＝① 59 歳以下② 60 〜 64
歳③ 65 〜 69 歳④ 70 〜 74 歳
⑤ 75歳以上

● 参加費＝１人３００円（申し込み
の際、一緒にお支払ください）

※�詳細はお問い合わせください
● 申込方法＝下記の問い合わせ先
にご連絡のうえ、参加申込書にて
申し込みください。

● 問い合わせ先＝串間市ミニテニ
ス協会代表河野善和☎０９０−
５０８７−８４８３、串間市体育協
会事務局（串間市役所内）河野と
よ子☎内線３７９

● 日時＝２月11日（土）、午後５時
半〜８時

●場所＝「岬の駅」前広場
●定員＝先着50人
● 料金＝１，０００円（野生馬協力
金、お弁当、お茶代含む）

●主催＝都井岬観光案内所
● 協力＝「宮崎の星空を見上げる
会」、ビジターセンター

● 問い合わせ先＝都井岬観光案内
所☎76−１２３０

　12月に２度、不燃ゴミ回収時の
火災が発生しています。不燃ゴミの
収集をしていたところ、ゴミ収集車
から爆発音が聞こえ、火と煙が出
ました。幸い火はすぐに消し止めら
れ、作業員、車両ともに被害はあ
りませんでした。
　串間市では毎年、同様の火災事
故が発生しています。いずれの原因
もスプレー缶やガスボンベの残留
ガスと思われます。回収作業の際
には、こうした危険なものが混入し
ていないかを作業員が目視確認し
て事故の防止を図っていますが、さ
らなる安全のために最も有効なの
は市民の皆さんがゴミをしっかり分
別し、正しく排出することです。カ
セットコンロのガスボンベや、殺虫
剤・美容用品などのスプレー缶を捨
てる場合には、必ず中身を出し切

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

り、穴を開けてから、市指定ゴミ
袋（危険）に入れてください。穴を
開ける器具は市内スーパーやホーム
センターで購入できます。ライター
類も同様に中身を出し切って、危険
ゴミとして捨ててください。
　安全なゴミ収集のために、皆さ
んのご協力をお願いいたします。
消火後の状況

●問い合わせ先＝市民生活課環境
　保全係☎内線２５４

　（財）自治総合センターでは、宝
くじの収益を財源として地域コミュ
ニティ活動に必要な施設、または
設備の整備などに助成を行ってい
ます。
　平成 23 年度は、井牟田自治会
がこの助成金を受け、屋外放送設
備を整備しました。
　宝くじの収益は、このように自治
会活動などわたしたちの身近なとこ
ろにも役立てられています。

　広報くしま１月15日号に掲載し
ました、いのちのフォトコンテスト
の最優秀賞者名は宮本康英さんの
誤りでした。お詫びして訂正いたし
ます。

不燃ごみ火災が発生しています

お知らせの
ページ
市役所の代表電話☎0987ー72ー1111

Information
● 問い合わせ先＝長寿社会推進セ
ンター☎０９８５−31−９６３０ま
たは医療介護課高齢者支援係☎
72−００２３（内線５２３）

　宮崎県では２月１日からおもいや
り駐車場制度をスタートします。
　この制度は、県内の商業施設、
病院、銀行、官公庁など公共的
施設に設置された身体障害者用駐
車場などを適正にご利用いただく
ため、障がいのある方や高齢の方、
妊産婦など歩行が困難と認められ
る方に対して県内共通の利用証を
交付し、駐車場を設置する事業所
などの協力を得ながら、本当に必
要な方のための駐車スペースの確
保を図る制度です。
　交付対象者など詳細については、
県のホームページをご覧になるか下
記までお問い合わせください。
● 問い合わせ先＝福祉保健課自
立支援係☎72-０３３３（内線５１
０・５１１）

　40歳から75歳未満の国民健康
保険にご加入の皆さま、特定健診
は受診されましたか？�特定健診を
受診されていない方は、２月29日
まで受診できます。健康管理・医
療費削減のため受診しましょう!!
　平成 20 年４月から国の法律に
よって国民健康保険保険者（串間
市）に、特定健診事業を実施する
ことが義務付けられました。
　特定健診とは、動脈硬化を引き
起こす、内臓肥満・高血糖・脂質
異常・高血圧を複数持つメタボリッ
クシンドロームに着目し、原因と
なる生活習慣を改善するために始
まった健診です。受診し予防するこ
とによって医療費削減につながりま
す。
　後期高齢者の方も、２月29日
まで受診できます。まだ受診され
ていない方、健康管理のためにも
受診してください。

　各施設のスムーズな運営を図る
ため、平成 24年度に大会など（練
習を除く）で市民総合体育館また
は市総合運動公園を使用される団
体の施設予約調整会議を行います。
該当する団体は行事予定表を提出
の上、代表者の会議出席をお願い
します。
●日時＝３月１日（木）午後６時半〜
● 場所＝串間市中央公民館（２階
第１講義室）

※�各行事予定表は２月22日（水）
までにスポーツセンターへ必ずご
提出ください。また３月１日の調
整会議の出席がなければ予約と
なりませんので、必ず代表者（代
理者）の出席が必要です。

● 問い合わせ先＝串間市民スポー
ツセンター☎72−５２６２

　運転に不安を持つ高齢者（65歳
以上）が運転免許証を自主的に返
納しやすい環境を整備する一環と
して、宮崎県警察が各機関・団体
などの協力を得て、運転免許証を
返納した高齢者の支援を行う高齢
者運転免許証返納メリット制度が
できました。この制度は、平成 23
年12月12日から開始されています。
※�返納はあくまでも本人の意志が

原則です。
● 手続き方法＝串間警察署で、運
転免許証の返納（免許の取消
し）手続きを行い、「高齢者運転
免許証返納カード（無料）」また
は「運転免許経歴証明書（交付
手数料１，０００円）」の交付を
受けてください。「いこいの里」
を利用するときに、そのカードま
たは証明書を受付で提示すると、
利用料金の割引が適用されます。

●割引料金
①温泉利用料金＝１００円引き
②宿泊料金＝１，０００円引き
※�同伴者１名まで同じ割引が適用さ
れます。

● 適用施設＝くしま温泉いこいの
里

● 問い合わせ先＝市民生活課生活
係☎内線２５５

　５月20日（日）〜21日（月）に、
「宮崎ねんりんピック２０１２」が
宮崎市・延岡市・都城市・小林市・
綾町・川南町で開催されます。そこ
で、26 種目のスポーツ大会・文化
種目の参加者を、２月29日（水）
まで募集いたします。競技種目は下
記のとおりです。
　参加申込（多数の場合は抽選に
なります）の方法や競技方法、会
場の所在地などの詳しい内容は、
医療介護課、高齢者支援係に備え
付けの種目別実施要綱をご覧くだ
さい。
● 競技種目＝ラージボール卓球、
テニス、ソフトテニス、ソフトボー
ル、ゲートボール、ペタンク、ター
ゲット・バードゴルフ、グラウン
ド・ゴルフ、インディアカ、バウン
ドテニス、ミニバレーボール、ソ
フトバレーボール、ミニテニス、弓
道、剣道、なぎなた、太極拳、四
半的弓道、ボウリング、ゴルフ、囲
碁、将棋、サッカー、ラグビーフッ
トボール、パークゴルフ、水泳

● 対象者＝県内在住の60歳以上
の方が対象となります。

総合体育館・運動公園の
予約調整会議を行います

高齢者運転免許証
返納メリット制度

おもいやり駐車場制度開始

特定健診を受診しましょう

ねんりんピック参加者募集中

都井岬「冬の星座」天体観望会

宝くじ助成金で整備しました

お詫びと訂正

お知らせ
コラボ（協働）しよっ！
ＰＡＲＴ３を開催します

新春ミニテニス交流大会

宝くじまちの音楽会
南こうせつWithウー・ファン
心のうたコンサート開催


