お

知
ら

原爆死没者の慰霊ならびに
平和祈念の黙とうについて
分、長崎に

広島に原爆が投下された８
月６日午前８時
原爆が投下された８月９日午
前 時２分および終戦の日の
正午に、消防本部のサイレン
および防災行政無線のサイレ
ンをそれぞれ吹鳴します。サ
イレンを合図に原爆死没者の
冥福と世界恒久平和の実現を

年に

祈念し、黙とうを捧げましょ
う。
なお、串間市は昭和
非核平和都市宣言を行ってい
ます。
●問い
 合わせ先＝総務課総務
係☎内線３１４

住宅地などでの
家庭用薬剤の使用について
除草剤や、殺虫剤などを適
正に使用されない場合、人畜
および周辺の生活環境に悪影
響を及ぼす恐れがあります。

若者就職支援

若者（学生不可）を対象に、

地域推薦入試を受験するに

希望者は、看護大学が指定す
就職に向けての悩みや不安に

３３３（内線５０２）

７月１日から新しい人権擁
る志願票などの書類を、高等

受けた後に、串間市の推薦を
受ける必要があります。受験

日（金）

歳の就職を目指す

嘱を受けましたのでお知らせ

までに提出してください。

りです。

日（水）

みんなでつくろう安心の街
８月１日（月）から

運動の重点として次の４項
目を設定しています。
●運動の重点
①特殊詐欺の被害防止
②子どもや女性の犯罪被害防

●日時＝８月 日（金）、９月
日（金）午後１時～５時

●場所＝ハローワーク日南
●費用＝無料
●申込期限＝各日、定員４名
に達し次第締め切ります。
●その
 他＝予約制
●申込・問い合わせ先＝みや
ざき県南若者サポートステ 
ーション☎０９８６

６５１０

④夏休み期間中の少年非行防
止

③自転車や車、住宅などの「鍵
掛け」運動の推進

間は、平日夜間、土曜日、日

す。費用は無料です。次の期

働者と使用者との間の労働問

労働相談会のご案内

犯罪や事故のない、安全で

曜日も相談をお受けしますの

止

安心して生活できる串間市づ

で、現在トラブルを抱えてお
られる方はもちろん、職場で

題に関する相談に応じていま

宮崎県労働委員会では、労

くりに、ご理解とご協力をお
願いします。

※詳細をご覧になりたい方は
試験案内が各 部ずつ串間

床検査技師免許を有する者。

よる疲れ、アルコールに関す

こころの悩みやストレスに

日（木）午後

よる個別相談を実施します。
●日時＝８月
２時～４時

●場所＝日南保健所相談室

●相談方法＝専門医による個
別相談（ご家族や支援者か
らの相談も可能です。）

無料・日曜相談所開設
（遺言などの法律相談）
左記のとおり、法律相談所
を開設します。相談料は無料
です。気軽にご利用ください。
●日時＝９月 日（日）
※午前 時～午後４時

●場所＝日南公証役場
●内容＝遺言、相続、高齢者
などの財産管理、不動産な
どの賃貸借契約、会社の定
款、離婚時の契約など
●その他＝予約制のため平日
に事前の電話予約が必要
※受付時間＝午前８時半～午
後５時
●問い合わせ先＝日南公証役

場☎
５４３０

無料相談
①行政相談＝８月 日（月）
午前 時～午後３時
市役所１階Ｂ会議室
②法律相談＝８月 日（月）
午後１時～３時（要予約）
総合保健福祉センター
●問い合わせ先
①市民生活課生活環境係

☎

６９４３

☎内線２５３

●申込方法＝相談日前日の午
前中までに電話にて申込

②社会福祉協議会
３１４１

●申込・問い合わせ先＝日南
保健所健康づくり課☎

※秘密は厳守します。
●費用＝無料

のちょっとした疑問など、労
働問題のことなら何でも結構

年４月１日までに

●問い合わせ先＝串間地区防
犯協会☎内線３４６

ら平成

生まれた者

●①および②の受付期間＝８
０３３

月８日（月）～８月 日（金）
※インターネットによる受付
期間８月８日（月）～８月

①宮崎県職員（一般事務 名
程度、警察事務２名程度

市役所総務課にあります。

日（火）

土木３名程度、農業土木１

採用試験のお知らせ

名程度、臨床検査技師２名

記念写真を後日プレゼントし

または臨床検査技師国家試

こころの健康相談

７２５９

●問い合わせ先＝宮崎県人事
委員会事務局☎０９８５

程度）
●受験資格（学歴不問）

▽臨床技師＝昭和 年４月２
日以降に生まれた者で、臨

ます。多くのご参加をお待ち

る悩みなど、こころの健康に

験（平成

格し、当該免許を取得見込
みの者
▽右記以外＝平成７年４月２
日から平成 年４月１日ま
でに生まれた者
②警察官Ｂ（宮崎県：男性
名程度、女性４名程度）

年４月２日か

関することについて専門医に

年度実施）に合

しています。
●日時
 ＝８月 日（金）午後
６時半～８時半
●場所
 ＝市総合保健福祉セン
ター２階調理室
●対象
 ＝市内在住の親子（未
就学児～小学生低学年）
組程度

▽年齢＝昭和

は受験できません。

上の学力があると認める者

みの者またはこれと同等以

の卒業者もしくは卒業見込

※ご兄
●受験資格
 弟などで参加を希望さ
れる場合はご相談ください。 ▽学歴＝学校教育法の規定に
よる大学（短期大学を除く）
●参加
 費＝無料

●申込
 締切＝８月 日（火）
※定員
 に達し次第締切
●メニ ュ ー ＝ 簡 単 ド ラ イ カ
レー、レタスとパプリカの

シーザーサラダ、サイダー

一人ひとりにあった継続的な

の飛散防止対策が必要です。
いたします。

関する個別相談を行います。

歳～

出張相談
（無料）
について

護委員として、市木地区の田
学校などを経て９月

は、高等学校長などの推薦を

代保則さんが法務大臣より委

39

やむを得ず薬剤を使用すると

新しい人権擁護委員が
決まりました

薬剤を使用するときは、薬剤

15

●問い合わせ先＝医療介護課  プログラム支援で就労に結び
地域医療介護連携推進室☎  付けます。

要最小限の区域のみの散布を
▽福島地区＝河野幸子さん

なお、本市で活動されてい

お願いします。また、外に除
▽北方地区＝久保野俊郎さん

きは、ラベルに記載された使
０３３３（内線５００）

草剤を散布する場合は、薬剤
▽大束地区＝黒木和文さん
ま で の １ カ 月 間、「 夏 の 地 域

る人権擁護委員は左記のとお

を近隣住民やペットなどが浴
▽本城地区＝河野ケイ子さん

用方法・注意事項を守り、必

びないように風の弱い日や風
▽都井地区＝冨山眞理子さん

夏の地域安全運動

向きなどに注意し、近隣の方
安全運動」が実施されます。

宮崎県立看護大学の地域推

宮崎県立看護大学
地域推薦入試について

●問い合わせ先＝総務課総務
係☎内線３１４・３１９

ください。

※相談は無料で、秘密は守ら
れますので、気軽にご相談

をご覧ください。

お知らせ版の無料相談案内

※毎月の人権相談の日程・会
場については、広報くしま

に十分な配慮をお願いします。 ▽市木地区＝田代保則さん
●問い
 合わせ先＝市民生活課
生活環境係☎内線２５２

所得状況届について
特別児童扶養手当、特別障
害者手当、障害児福祉手当を
受給中の方は、受給資格の確
認のため、毎年８月に「所得
状況届」の提出が必要となり
ます。対象者には所得状況届
日（水）まで

の用紙などをお送りしていま
すので、８月
に必ずご提出ください。

３（内線５２７）

●問い合わせ先＝福祉事務所
こども政策係☎

ゼリー

●提出
薦入試（特別入試）が今年度
 ・問い合わせ先＝福祉
事務所自立支援係☎
０  も実施されます。

日の間、開催さ

串間市立図書館では８月
日から８月
れます。皆さまご覧になられ
てはいかがでしょうか。

集

７０４２

●問い
 合わせ先＝宮崎県総合 
宮崎県職員および警察官
政策部統計調査課☎０９８ 
５

募
親子の料理教室開催の
お知らせ

11

特に、店舗内や住宅地などで

ですので、お気軽にご相談く

市役所の代表電話

親子で一緒に料理をしてみ

26

ださい。
●期間
 ＝ 月 日（月）～
月 日（日）

16
31

19

11

▽平日

FORMATION
IN

ませんか。参加者には親子の

20

午前８時半～午後８時
▽土 日
･ 曜日
午前９時～午後５時
※土 日
･ にお越しの際は、事
前に電話連絡をお願いしま
す。
●対象
 者＝県内の事業所に勤
務する労働者および使用者
●場所
 ＝宮崎県労働委員会事
務局（県庁３号館６階）
●問い 合 わ せ 先 ＝ 相 談 専 用
「働くあんしんサポートダ
イヤル」☎０９８５
７５３８

統計に関する
巡回パネル展開催
統計の面白さや大切さを皆
さんに知ってもらうため、宮
崎県が統計に関するパネル展
を開催します。
統計グラフコンクール入賞
作品を中心に、宮崎県にまつ
わ る デ ー タ の 展 示、 ク リ ア
ファイルやリーフレットの配
布も行われます。入賞作品と

－
23
－

して串間市立北方小学校の生
徒の作品も展示されます。

22
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買い物の際はマイバッグを利用しましょう
今月の
テーマ

