産物などが多数あります。
現在、
これらに取り組んでおられ
る市民の皆さまに広く意見を出し
ていただき串間産品（生産→加工
→販売）をつくりたいと考えていま
すので、多数の市民の皆さまの参加
をお願いします。
◎日時＝６月28日午後７時〜
◎場所＝市役所３階大会議室
◎問い合わせ先＝農政企画課農政
企画係☎内線４２９

以下）
・第４区（6.7㎞）＝高校生
・第５区（4.0㎞）＝中学生
・第６区（4.2㎞）＝一般（39歳
以上）
・第７区（3.6㎞）＝中学生
・第８区（4.0㎞）＝40歳以上〜
49歳未満
・第 ９区（1.1㎞）＝小学生５〜
市役所の代表電話 ☎0987ー72ー1111
６年生男子
・第10区（5.8㎞）＝高校生
※年齢はいずれも大会当日の満年
子ども手当現況届（６月）
の
金婚（婚歴50年）を
齢です。
また区間および距離は昨
提出は不要です
迎えられる方へ
年の大会要項を参考にしていま
串間市では、平成23年度の金婚
す。
つなぎ法案可決に伴い、子ども
式祝賀事業の実施を10月に予定し
◎
参加資格＝市内在住・在勤者、お
手当が平成23年９月末まで延長
よび市外在住の串間市出身者。
されることになりましたが、平成 ています。そこで平成23年中に金
婚を迎えられる方の調査を行って
詳細はお問い合わせください。
23年６月の子ども手当現況届の
提出は不要となりました。ただし、 おります。次に該当される方は、各 ◎募集期間＝６月１日（水）〜７月
（金）
10月以降に手続きが必要となる 地区の民生委員・児童委員、各支所、 ８日
場合があります。その際には受給 または市役所医療介護課までご連 ◎応募方法＝串間市教育委員会事
絡ください。
務局まで電話などで申し込んでく
対象者へ通知します。
ださい。
◎問い合わせ先＝福祉保健課子育 ◎対象者＝市内在住で①婚歴50周
年を迎えられるご夫婦②婚歴50 ◎申 込・問い合わせ先＝串間市教
て支援係☎72−００２３（内線
周年を迎えられ、前年までに金婚
育委員会事務局生涯いきいき係
５０４）
祝賀の申し込みをされなかった
☎内線３７９
農業委員会委員選挙
ご夫婦のいずれかに該当される
映画「うまれる」上映会開催
説明会のお知らせ
方
自分たちが産まれてきた意味や
平成23年７月19日任期満了の ◎問い合わせ先＝医療介護課高齢
者支援係☎72−００２３（内線 家族の絆、命の大切さ、人との繋が
串間市農業委員会委員選挙説明会
５２３）
り、そして「生きる」ことを考えるド
を行います。
キュメンタリー映画です。
◎選 挙実施時期＝７月初旬（予
第２回
「宮崎県市町村対抗
◎日時＝６月26日
（日）午後１時開
定）
駅伝大会」出場選手募集
場、１時半開演
◎立候補届けおよび選挙運動説明
昨年度から開催されている宮崎 ◎場 所＝日南市南郷ハートフルセ
会
ンター小ホール
・日 時＝６月11日（土）午後１ 県市町村対抗駅伝大会に、串間市
代表として出場していただける選 ◎料金＝無料
時半〜
手を募集します。なお、区間・コース ※親 子スペースもありますのでお
・場所＝市役所３階大会議室
子さまと一緒に観覧できます。
※立 候補を予定されている方はご などが正式決定されていないため、
今後区間などが増えた場合は、
選
◎主催＝こ
ども・いのち・つなぐ会
出席ください。
◎後援＝南那珂医師会、日南市、日
◎問い合わせ先＝串間市選挙管理 手を追加募集いたします。
◎大 会日時＝平成24年１月９日
南市教育委員会、
串間市
委員会☎内線２７１
（月）成人の日
◎問 い合わせ先＝こども・いのち・
第６次産業化に取り組む
◎コース＝宮崎県庁を発着とする
つなぐ会（担当：松田）☎０９０
意見交換会への参加者を募集
宮崎市内周回コース
−９０７０−８４４４
串間市では多数の農作物が生産 ◎募集選手
小型船舶免許講習会
され、宮崎ブランドとして大消費地 ・第 １区（1.7㎞）＝小学生５〜
６年生男子
小型船舶免許（更新、失効）の講
に供給されている物から、
自家消費
・
第
２区（2.1㎞）＝満50歳以上
習会を開催します。
するために生産されている物のほ
（日）午
か、加工品として自給されている農 ・第３区（9.1㎞）＝一般（39歳 ◎日時＝平成23年６月19日
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前９時半より受付、10時開始
◎場所＝串間市アクティブセンター
◎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
◎受講料
・更 新＝９,０００円（写真代、
郵送料込）
・失効＝お問い合わせください。
※有効期限の１年前から更新でき
ます。早めに更新されても有効期
間は短縮されません。
なお、日南市油津の県立高等水
産研修所でも６月３日（金）、７月
５日（火）、８月５日（金）に定期講
習会を行います。
◎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）

廃油キャンドル作りませんか？
キャンドルナイトinくしま実行委
員会では、家庭から出る廃油を使っ
てロウソクをつくる、廃油キャンド
ル作製教室を開きます。
だれでも簡
単に作れますので、参加してみませ
んか？ 作ったロウソクは、７月7日
（木）のキャンドルナイトで使用し
ます。
また、材料となる使用済み、
も
しくは賞味期限切れの植物性食用
油の提供を６月末まで受け付けて
います。提供していただける方は、
事前に環境保全係までご連絡のう
え、網などでろ過した油をペットボ
トルに詰めて窓口までお持ちくださ
い。
※事業所からの提供は受け付けて
おりません。なお必要な量が集
まった時点で提供を締め切らせ
ていただきます。
◎日 時＝６月19日（日）、７月３日
（日）午前９時半〜11時半
◎場所＝中央公民館
※詳しくはお問い合わせください。
◎問い合わせ先＝市民生活課環境
保全係☎内線２５４、キャンドル
ナイトinくしま実行委員会代表河

野幸子☎０９０−１１９９−５
４９６

電動生ごみ処理機
購入補助制度をご存じですか
串間市では、生ごみの減量化お
よび堆肥化を推進し、生活環境衛
生の改善を図るため、生ごみ処理
機を設置しようとする方へ補助金
を交付します。
◎補 助対象者＝市内在住者で、一
般家庭で使用する方
◎補助金の額＝購入費用の２分の
１以内ただし１基当たり上限２
０,０００円（１世帯につき１基
まで）
※随時受け付けておりますが、数に
限りがあります。詳しくはお問い
合わせください。
◎問い合わせ先＝市民生活課環境
保全係☎内線２５４

地デジ化の準備お忘れなく
今までのテレビ放送（地上アナロ
グ放送）は７月24日で終了します。
それまでにご家庭のテレビを「地上
デジタル放送」に対応させる必要
があります。方法としては、デジタル
対応テレビに買い替えるほか、現在
お使いのテレビにデジタルチュー
ナーを取り付けるなどの方法があ
ります。
まだ地デジへの対応がお済
みでない方は、早めの対応をよろし
くお願いします。
また、総務省では経済的な理由
で地上デジタル放送がまだ受信で
きない世帯に対して、簡易なチュー
ナー１台を無償で給付する支援を
行っています。
※支 援を受けるには条件がありま
す。詳細についてはお問い合わ
せください。
◎地デジに関する問い合わせ先＝
総務省地デジコールセンターナ
ビダイヤル☎０５７０−07−０
１０１（受付時間＝平日は午前
９時〜午後９時、土・日・祝日は
午前９時〜午後６時）、ナビダイ
ヤルが利用できない場合は☎03
−４３３４−１１１１

国家公務員採用Ⅲ試験を
実施します
◎受験資格＝平成２年４月２日〜
平成６年４月１日生まれの方
◎試験区分＝行政事務、税務、機械、
土木、農業土木、林業
◎受付期間＝６月21日
（火）〜６月
28日
（火）
◎第１次試験日＝９月４日
（日）
※申し込み方法などの詳細につい
てはお問い合わせください。
◎問い合わせ先＝人事院九州事務
局〒８１２−００１３福岡市
博多区博多駅東２−11−１☎
０９２−４３１−７７３３、人
事院ホームページhttp://www.
jinji.go.jp（国家公務員試験採用
情報ナビからお入りください）

精神障がいについて
相談してみませんか
精神障がいである当事者、また
そのご家族を対象に、電話相談を
実施しています。「こんなことは
だれにも相談できない」「だれに
もわかってもらえない」と、ひとり
で悩んだり、あきらめていません
か。同じ悩みを経験した家族会の
会員が相談に応じます。個人の秘
密は守られます。また来所での相
談も受け付けていますのでまずは
お電話ください。
◎相談日時＝月曜〜金曜の午後１
時〜７時（祝日、年末年始、盆を
除く）
◎問い合わせ先＝ＮＰＯ法人宮崎
県精神福祉連合会（旧宮崎県精
神障害者家族会連合会）
〒８８
０−００１４宮崎市鶴島２丁目
９−６ＮＰＯハウス２０１号☎
０９８５−71−４３６６
【おわびと訂正】
広報くしま５月１日号９ページ
掲載、
「ツール・ド・国東」の読みは
「くにさき」の誤りでした。おわびし
て訂正いたします。
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。
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