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市役所の代表電話 ☎0987ー72ー1111

お知らせ
子ども医療費受給資格証
更新手続きについて

下記対象者については、子ども
（乳幼児）医療費受給資格証（緑
のカード）の有効期限が９月 30
日までとなっています。次のとお
り更新の手続きをお願いします。
＊対象者には詳細を別途、通知し
ます。
◎対象者＝平成 18 年４月２日〜
同 21 年 10 月１日生まれのお
子さん
◎日 時 ＝ ９ 月 13 日（ 木 ） ～ 28
日（金） ＊土日祝日を除く
◎場所＝串間市総合保健福祉セン
ター（①番窓口）
＊大束、本城、都井、市木にお住
まいの方は、各支所でも手続き
が可能です。
◎持ってくるもの＝①お子さんの保
険証②印かん③現在お持ちの子
ども（乳幼児）医療受給資格証
◎問い合わせ先＝福祉保健課子育
て支援係☎ 72 －０３３３（内
線５０４）

貯めて、当てて、健康になろう
健康マイレージ事業始めます

健康マイレージ事業とは？
『からだ・こころ・まち』の健
康に関する事業に参加すると、1
事業につき１ポイント（シール）
を獲得できます。６ポイントた
まったら、応募台紙にはって郵送

19

Kushima City Public Relations, 2012.9, Japan

または応募箱に投函してください。
抽選で１００人の方に健康グッ
ズ・協賛品が当たります。
さあ、皆さんもポイントを集め
て、健康と商品をダブルでゲッ
ト！
＊「 マイレージ事業の一覧」
「応
募台紙」
「応募箱」は市役所・
各支所・串間市総合保健福祉セ
ンターなどにあります。
◎問い合わせ先＝串間市健康都市
づくり推進協議会（福祉保健課
健康増進係内）☎ 72 －０３３３
・
Fax72 －０３１０

労働相談週間のお知らせ
宮崎県労働委員会では、労働者
個人と使用者との職場でのトラブ
ル相談を随時、秘密厳守・無料で
お受けしています。
今回は平日夜間および土曜・日
曜も相談に応じます。
日ごろ感じている職場での疑問
など何でも結構ですので、お気軽
にお問い合わせください。
◎日時＝ 10 月１日～８日
◎時間
平日／午前８時半～午後８時
土曜・日曜／午前９時～午後５時
＊土・日曜にお越しの際には、事
前に電話連絡をお願いします。
◎対象＝県内事業所などに勤務す
る労働者およびその使用者
◎場所＝宮崎県労働委員会事務局
（県庁３号館６階）
◎相談方法＝面談、電話、メール、
ファックスなど
◎問い合わせ先＝宮崎県労働委員
会事務局☎０９８５－ 26 －７
２６２

◎場所＝串間市総合保健福祉セン
ター２階 研修室
◎内容
・こどもに起こりやすい事故の予
防と手当の仕方
・気道内異物除去（のどに物が詰
まったときの手当て）など
◎受講料＝無料
◎その他＝受講者にはプレゼント
あり。
◎問い合わせ先＝日本赤十字社宮
崎県支部串間地区☎ 72 －６９
４３、福祉保健課☎ 72 －０３
３３

平成24年就業構造基本
調査を実施します
10 月 1 日を基準日に「就業構
造基本調査」を実施します。
この調査は、全国の世帯の中か
ら選定された世帯に住む 15 歳以
上の人を対象に行うもので、国民
の就業・不就業の状態を把握する
ことにより、雇用政策や経済政策
などに役立てることを目的として
います。
９月上旬から調査員が調査世帯
に伺いますので、調査の趣旨をご
理解の上、ご回答いだたきますよ
うお願いいたします。
＊調査員は宮崎県知事が発行した
「調査員証」を携行しています。
＊本調査で集められた情報は法律
により厳重に保護されますので、
安心してありのままをお答えく
ださい。

「世界救急の日」
赤十字幼児安全法講習会
世界救急の日に合わせ、次のと
全国一斉!
おり幼児安全法講習会が開催され
法務局休日相談所
ます。
この機会にぜひご参加ください。 法務局職員、公証人、司法書士、
◎日時＝９月９日（日）
土地家屋調査士が取り扱う業務に
＊午前 10 時～正午まで
関する相談を無料でお受けします。

秘密は厳守いたしますので、安
心してご相談ください。
①土地・建物の相続の登記や抵当
権の抹消の登記に関する相談
②会社・法人の設立の登記や役員
の変更の登記に関する相談
③隣地との筆界に関する相談
④いじめなどの人権問題に関する
相談
⑤地代・家賃の供託に関する相談
など
◎日 時＝９月２３日（日）午前１０
時～午後４時
＊受付終了は午後３時半
◎場所＝日南市生涯学習センター
まなびピア
◎問い合わせ先＝宮崎地方法務局
総務課☎０９８５－ 22 －５１２５

切れていませんか？
自賠責の有効期限
交通事故による死者数は年々減
少傾向にあるものの、平成 23 年
の事故発生件数は約 69 万件、死
傷者数は約 85 万人と、全国のだ
れもが交通事故の被害者にも加害
者にもなり得る極めて深刻な状況
となっています。交通事故は車社
会の負の部分であり、被害者に
とっても加害者にとっても悲惨な
結果をもたらすものです。
自賠責保険・共済は、すべての
自動車の所有者に自動車１台ごと
の加入が義務づけられています。
基本的にすべての加害者の賠償責
任を担保するとともに、すべての
被害者の基本的な賠償を保障する
制度であり、被害者の保護を目的
としています。
自賠責保険・共済なしでの運行は
法令違反です
自賠責保険・共済は、原動機付
自転車を含むすべての自動車に加
入が義務づけられており、自賠責
保険・共済なしでの運行は法令違
反ですのでご注意ください。
４輪車ももちろんですが、特に
車検制度のない２５０㏄以下のバ
イクは有効期限切れ、かけ忘れに

ご注意ください。
＊自賠責制度の詳しい内容は
http://www.jibai.jp でご覧いた
だけます。
◎問い合わせ先＝国土交通省九州
運輸局宮崎運輸支局☎０９８５
－ 51 －３９５２

イベント
第６回串間市民音楽祭

◎日 時 ＝ 10 月 27 日（ 土 ）・28
日（日）
＊時間＝両日ともに午前 11 時～
◎場所＝串間市文化会館ほか
＊大ホール＝バンド・コーラス・
太鼓演奏ほか
＊野 外広場＝フリーマーケット、
飲食物販売
◎ゲスト＝
『サンプラザ中野くん』
ほか
◎入場料＝１，５００円（全席自
由・２日間通し）
＊高校生以下は無料
＊チケット販売＝９月１日（土）～
◎問い合わせ先＝串間市文化会館
☎ 72 －６３３３

募

集

平成24年度内野杯
ミニテニス交流大会参加者募集
下記のとおり、内野杯ミニテニ
ス交流大会を開催します。
ふるってご参加ください。
●日時＝９月 23 日（日）
＊午前８時半～正午（受付は８時）
●会場＝串間市民総合体育館
●種目＝ダブルス、個人戦
＊試合は、当日の参加者を年齢に
関係なく抽選により複数のグ
ループに分け、ペアは１試合ご
とに変わる方式で実施します。
初心者大歓迎
初心者の参加多数時には、初心
者コースを設置します（道具貸出
あり）。

●参加資格＝串間市民であればだ
れでも可。
●参加料＝無料
●申込締切＝９月 15 日（土）
●表 彰など＝１位、２位、３位、
飛び賞、ブービー賞、参加賞（全
員）
●申込・問い合わせ先＝串間市ミ
ニテニス協会代表・河野善和さ
ん☎ 72 －３８２５、串間市体
育協会事務局河野とよ子さん
（教育委員会事務局内）☎内線
３８０

ＪＩＣＡボランティア
秋募集説明会
発展途上国への技術協力や人材
育成を行っているＪＩＣＡが平成
24 年度秋のＪＩＣＡ海外ボラン
ティアを募集します。
◎募集期間＝ 10 月１日（月）～
11 月５日（月）
◎応募資格＝満 20 歳～ 39 歳（シ
ニア海外ボランティアは満 40
歳～ 69 歳）までの日本国籍を
持つ方
◎募集分野＝農林水産、保健衛生、
土木建築、スポーツなど
◎派遣国＝アジア、アフリカ、中
南米など約 80 カ国
◎派遣期間＝１または２年間
◎そ の他＝ 24 年度秋募集以降、
応募時に語学スコアの提出が必
要です。
【体験談・説明会】
青年海外協力隊・シニア海外ボ
ランティアの事業概要、体験談発
表会を開催します。
◎日時＝ 10 月 7 日（日）午後２時、
◎場所＝宮崎市民プラザ
・青年海外協力隊（中会議室）
・シニア海外ボランティア（小会
議室）
◎問い合わせ先＝ＪＩＣＡ九州ボ
ランティア班☎０９３－６７１
－８３４９
お願い

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。

広報くしま
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