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  マイナンバーカードに関するお知らせ

●マイナンバーカードの申請を、市
役所および各支所の窓口で行うこ

ドなど、官公署発行の顔写真入り
のもの１点

ンバーカードの受け取りができな
いことがあります。

とができます。申請後カードがで
きあがりましたら、交付通知書（は
がき）をお送りしますので、交付

②①をお持ちでない方は、健康保険
証、医療受給者証、年金手帳など
の「氏名・生年月日」または「氏名・

※申請者本人の年齢が15歳未満であ
る場合、保護者（親権者か法定代
理人）の付き添いが必要です。

通知書の表面左最下部に記載され
ております）の窓口にてお受け取
りください。マイナンバーカード
の申請から交付までは１カ月程度

は、午後７時まで市役所の市民生活
課窓口（各支所を除きます）を開庁
しております。
●マイナンバーカードは、原則申請

暗証番号を更新していただく必要
があります。お誕生日の３カ月
前より更新手続きができますの
で、マイナンバーカードと暗証番

傷病や障がいがあって窓口に来る
ことが難しい場合には、代理人に
マイナンバーカードの受領を委任
することができます。代理人によ
るマイナンバーカード受領をご希
望の際は、手続きに必要な書類な
どの説明をいたしますので、事前
にご相談ください。必要な書類な
どがそろっていない場合、マイナ

設定していただきます）をお持ち
になり、市役所もしくは各支所の
窓口にてお手続きください。
問 串間市役所
・市民生活課☎72 ‐ 1111（代表）
・大束支所☎71 ‐ 2011
・本城支所☎71 ‐ 3011
・都井支所☎71 ‐ 4011
・市木支所☎71 ‐ 5011

通知書・個人番号通知カード（お
住所」が記載されたもののうち２ ●マイナンバーカードに電子証明を
持ちの方のみ）
・本人確認書類（※
点
設定されている方は、カード交付
１）を持参の上、交付場所（交付 （※２）毎週木曜日（祝日を除きます）
時より５年ごとのお誕生日までに

かかります。
 お仕事などにより、開庁時間帯

に来庁できない方は開庁延長日
（※２）
をご利用ください。
 マイナンバーカードを使用し、
税証明書・印鑑証明書・住民票・
戸籍証明書のコンビニ交付サービ
スを受けることができます。
（※１）
本人確認書類とは、次のもの
を指します。
①運転免許証、
パスポート、在留カー

福

祉

令和３年度被爆二世
健康診断の実施について

者本人以外の受け取りはできませ
ん（※）
。しかし、申請者本人に

被爆二世健康診断契約（実施）機関
１ 県立宮崎病院
２ 県立日南病院

３ 串間市民病院
被爆二世の健康診断を実施します。 ４ 都城健康サービスセンター
（都城市郡医師会病院内）
●対 象者＝両親のどちらかが被爆者
５ 園田病院
健康手帳を所持しており、原爆投
６ 国立病院機構宮崎病院
下後に生まれた者（胎児被爆者は除
７ 済生会日向病院
く）
で、健康診断受診を希望する者
●実施期間など
・申 込期間＝７月26日（月）～８月
20日（金）

・健診期間＝９月中旬～令和４年３
月４日（金）
【予定】

※日程の詳細は、後日受診希望者に
通知
●健 康診断実施機関＝右記の「被爆
二世健康診断契約（実施）機関」の
中から決定し、後日、受診希望者
に通知する（実施機関決定は、基
本的に本人の希望を優先）。
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８ 県立延岡病院

９ 高千穂町国民健康保険病院
10 仁和会竹内病院
11 宮崎生協病院
●申込方法＝指定の様式または任意

の様式に必要事項を記入の上、封
書で申し込む。
■必要事項
・本 人 の 氏 名（フ リ ガ ナ）、 性 別、
生年月日、住所（郵便番号）、電
話番号、過去の受診歴（年度およ

号（カード交付時に設定していた
だいたもので、お忘れの場合は再

生
   活

ただし、各医療機関への交通費は
自己負担とする。
申・問

 崎県福祉保健部健康増進課
宮

健康づくり・歯科保健担当
〒880‐8501
宮崎市橘通東２丁目１０番１号
☎0985 ‐ 26 ‐ 7078

講習・講座

「カンピロバクター食中毒を防ごう」 「家庭での食中毒を防ぐ６つのポイント」
市内の歴史ある仏像・石造
生・半生・加熱不足の鶏肉料理に ①買い物：肉や魚の汁が他の食品に付か
物を学ぶ講座を開催します
ないように分けてビニール袋へ入れる
よる食中毒が多発しています。
②家庭での保存：食材を持ち帰ったら 「あなたの身近にある文化財（仏像・
■カンピロバクターって？
石造物）講座」
すぐに冷蔵庫・冷凍庫へ保管する
●特徴
①ニワトリなどの腸管にいる細菌 ③下 準備：包丁やまな板は肉・魚・ ●講座内容＝くしまの仏像と石造物
（映像資料などによる座学）
野菜用別々にそろえて使い分ける
②少しの菌数でも食中毒を発生
・第１回
「仏像を観る」
③食
 中毒の症状は下痢・腹痛・発熱、 ④調理：肉や魚は十分に加熱する
９月９日（木）
午後６時～
食べてから１～７日で発症
⑤食事：食事の前には石けんなどで
富 春山永徳寺 木造薬師如来像
●対策
よく手を洗う
（県指定文化財）ほか４軀
①鶏肉は中心部までしっかりと加熱
⑥残った食事：温め直す時も十分に
・第２回
「仏像を観る」
②他の食材に菌が移らないように注意
加熱する
1 1月11日（木）
午後６時～
慈光山広護禅寺 如意輪観音坐像

び受診結果を記入）、受診を希望
する医療機関名
・多発性骨髄腫検査の希望の有無
・親の氏名（フリガナ）、住所（郵便

番号）、電話番号、被爆者健康手
帳の番号
●申込期限＝８月20日（金）必着
●そ の他＝健康診断受診料は無料。

８月は食品衛生月間です

問 日南保健所☎23 - 3141

  串間市林業後継者育成支援
給付型奨学金支援事業の募集について
募集

●募集人数＝２名程度

●対象者＝
・森林、林業に関する学科・科目を
設置している大学などに籍を置

●支給月額＝５万円

●募集期間＝
６月1日（火）～８月31日（火）
●採用決定の時期＝９月下旬ごろ
●返還事項＝次に該当するとき
は、一括で返還となります。

き、当該学科・科目を履修する者
または現に履修している者（※）
・大学などを卒業後、３カ月以内 ・就業後支給期間以上市内に住
に市内の林業事業体に勤務し、
居していないとき
かつ、支給期間以上勤務する者 ・就業後支給期間以内に退職したとき
・就業後支給期間以上市内に定 ・大学などを中途退学したとき
住する者

（※）森林、林業に関する学科・科
目を設置している大学などは、
「宮
崎県立みやざき林業大学校、宮崎
大学、鹿児島大学、九州大学、琉
球大学」など

・大学などを卒業した後、３カ
月以内に市内の林業事業体に
勤務しなかったとき
申・問

農地水産林政課林政係
☎55 ‐ 1137

ほか５軀
・第３回「石造物を観る」
令
 和４年２月３日（木）
午後６時～
大田井山極楽寺 石造五輪塔群
ほか７基
●会場＝旧吉松家住宅
●募集定員＝各講座とも約３０名
●応募期限＝８月３１日（火）まで
●主催＝合同会社「セカンド」
代表 喜多祥一
（旧吉松家住宅指定管理者）
申・問

旧吉松家住宅（担当：林）
☎72 - 6511
（火曜休館）

  「福島港花火大会」および
「都井岬火まつり」の８月開催の中止について
告知

８月12日に開催を予定しておりました「福

島港花火大会」および８月27、28日に開催を
予定しておりました「都井岬火まつり」につ
きましては、新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため、８月は開催を中止することとな
りました。
今後の開催につきましては、新型コロナウ
イルス感染症の状況によりますが、くしま活
性化委員会役員会にて開催日程、内容など協

議を行う予定でありますので、改めてお知ら
せいたします。
開催を心待ちにしていた皆さまには大変ご
迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をた

まわりますよう、よろしくお願い申し上げます。
問 くしま活性化委員会事務局☎7 2 - 00 5 3
広報

くしま
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