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健

●テ ーマ＝「救急車にお世話になら
ない生き方」

康

●日時＝令和２年８月26日（水）
受付：午後１時～
講座：午後１時半～午後２時半

８月26日開催予定
Dr.エトーの「健幸づくり講座」
受講者募集のお知らせ

●場 所＝市総合保健福祉センター
２階 研修室
問 医療介護課☎72 - 0333

８ 月26日（水）実 施 予 定 のDr.エ
トーの「健幸づくり講座」について

は、新型コロナウイルス感染拡大防
止の観点から、人数を限定し（定員
30名）
、感染予防を行った上で開催

イベント

します（※ただし、市内、県内の新
型コロナウイルス発生状況によって
中止になる場合もあります）。

歌謡選手権大会が
開催されます

●場所＝市文化会館小ホール
●入場料＝500円（抽選券付き）

●参加条件＝市内外問わず参加可能。
●参 加費＝3,000円（弁当、お茶、
抽選券付き）
●定員＝80名
●申込期間＝定員に達し次第終了
●その他＝カラオケ大会終了後、抽
選会があります。豪華景品がもれ
なく当たりますので、ぜひ最後ま
でご観覧ください。
申・問

わいわいカラオケ
☎080 ‐ 1780 ‐ 1282

（代表 林）

昨年の８月と今年の２月に、わい
わいカラオケ主催のカラオケ紅白歌

毎回申し込みは不要となっており
ましたが、参加を希望する方は事前
に申し込みいただき、抽選とさせて
いただきますのでご了承ください

合戦が行われ、大盛況のまま幕を閉
じましたが、今回「歌謡選手権大会」
（参加が決定した方は当選ハガキで が開催されます。
●日 時＝11月１日（日）午後１時～
お知らせいたします）。
４時（予定）※開場：正午～
今後の講座開催につきましても、
状況に応じて対応していきます。
●参 加申込受付期間
（８月26日実施
分）＝ 令 和２ 年８ 月３ 日（月）～
８月14日（金）
まで
●申込先＝医療介護課
●抽選結果＝当選者には別途ハガキ
でお知らせいたします。
※参加にあたり、体調チェックポイ
ントについての詳細もお送りいた
します。体調不良の方はご参加を
お控えください。

防

災

募

集
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国民年金老齢基礎年金の
繰上げ受給と繰下げ受給について

60

●繰上げ受給

希望すれば 歳から 歳になるまでの間

☎７２‐１１１７ ／ 都城年金事務所

に繰り上げて老齢基礎年金を受け取ること

ができます。繰上げ受給の請求をした時点

減額率は一生変わりません。

（月単位）に応じて年金が減額され、その

《主な注意事項》

・事後重症などによる障害基礎年金や寡婦
年金を受け取ることができません。

・任意加入や保険料を追納することができ
ません。

市民生活課市民係

・特別支給の老齢厚生（退職共済）年金の
定額部分が一部支給停止されます。

・繰上げ受給を取り消すことができません。
●繰下げ受給

希望すれば 歳以降から繰り下げて老齢

基礎年金を受け取ることができます。繰下
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げ受給の請求をした時点（月単位）に応じ
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て年金が増額され、その増額率は一生変わ

りません。

《主な注意事項》

・ 歳に達した月を過ぎて請求を行っても
増額率は増えません。

・ 歳に達した日以降の繰り下げ待機期間
中に、他の公的年金の受給権を得た場合

には、その時点で増額率が固定されます。

問い合わせ先
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環

境

「ワード・エクセル
短期速習コース」
受講生募集！

この度、
「串間市民防災ハンドブッ
ク」を作成しました。市民の皆さん

就職や転職に役立つ短期速習コー
スです。ワードの基本的な操作から

にも設置しておりますのでご自由に
お取りください。
家庭、地域などで防災について確

練習からスタートしますので安心し ●事業者＝有限会社ウィンディ
て学ぶことができます。
●事 業規模＝発電設備出力 最大
●受講期間＝令和２年８月19日（水）
２万１千キロワット

に広く活用していただくために、市
公式サイトで公開しております。ま
た、市内のスーパーマーケットなど

認する際に、少しでもリスクを軽減
できるようにぜひご活用ください。

文書作成、エクセルの使い方や簡単
な計算式などが学べます。文字入力
に自信の無い方でも、タイピングの

（仮称）串間南部風力発電所
計画段階環境配慮書の
縦覧について
串間市本城永田地区南東部の山地
で計画している風力発電事業につい

て、計画の段階で環境保全のために
配慮すべき事項について検討した計
画段階環境配慮書の縦覧を行います。

～９月18日（金）
（月曜から金曜日） ●縦覧期間＝令和２年８月３日（月）
午前９時15分～正午（上記日程内
～令和２年９月２日（水）
で20回）
●縦 覧時間＝午前９時～午後５時
●費 用 ＝25,000円（テ キ ス ト 代 含
（土･日･祝日を除く開庁日）

む・税込み）
●縦覧場所＝串間市役所総合政策課
●申込期限＝令和２年８月18日（火）
および本城支所
●場所＝日南高等職業訓練校
●電子縦覧＝同社ウェブページ
問 日南高等職業訓練校
http://windyltd.xyz
☎22 ‐ 2633
●意見提出＝配慮書について、環境
の保全の見地からのご意見をお持
ちの方は、縦覧場所に備え付けの
意見書に、住所・氏名・意見を日
本語でご記入の上、備え付けの意
見箱へ投函いただくか、令和２年
９月２日（水）までに下記の問い
「エクセル中級者コース」 合わせ先へ郵送（当日消印有効）
受講生募集！
ください。意見書については、先
エクセルの応用操作を習得するパ
のウェブページからもダウンロー
ソコン経験者向けのコースです。Ｃ
ドできます。
Ｓ技能評価試験表計算２級の検定に 問 〒805-0025 福岡県北九州市
対応した学習内容となっています。
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「串間市民
防災ハンドブック」
を
ご活用ください

串間市民
防災ハンドブック

●定員30名限定！予約必須！！
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●受講期間＝令和２年８月19日（水）
～９月18日（金）
（月曜から金曜日）

担当者：
危機管理課
防災専門官
き

そ

まさ き

木曾 雅樹さん
問 危機管理課危機管理係

☎55 ‐ 1120

午後１時～４時（上記日程内で20
回）
●費 用 ＝40,000円（テ キ ス ト 代 含
む・税込み・検定料別）

八幡東区中尾１丁目13 - 21
有限会社ウィンディ
担当：梅崎☎093 - 651 - 9199

●申込期限＝令和２年８月18日（火）
●場所＝日南高等職業訓練校
問 日南高等職業訓練校
☎22 ‐ 2633
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