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納期限と 
口座振替日のお知らせ
　９月30日は、
①�国民健康保険税（３期）
②�後期高齢者医療保険料（３期）
③�保育料（９月分）
の納期限および口座振替日です。忘
れずに納めましょう。
　口座振替をご利用の場合は残高の
確認をお願いします。
　��①、②税務課☎72 ‐ 1115�
③福祉事務所こども政策係�
☎72 ‐ 1123

平日夜間・土日もどうぞ！ 
労働相談会を開催します！
　宮崎県労働委員会では、労働者と
使用者との間に生じたトラブル（パ
ワハラ、賃金未払い、解雇など）に
ついて、随時、秘密厳守・無料で相
談に応じています。
　また、以下の日程で平日夜間およ
び土曜日、日曜日にも相談を受け付
ける「労働相談会」を開催します。
● 受付期間＝10月10日（土）～16日（金）
　平日：午前８時半～午後７時まで
　�土曜、日曜：午前９時～午後５時
まで

※�正午～午後１時の受付はできませ
ん。

●�対象者＝県内事業所に勤務する労
働者および使用者

●�場所＝県労働委員会事務局�
（県庁３号館６階）
● 相談方法＝電話、面談（要予約）、
ＦＡＸ、インターネット（「宮崎
県労働相談メール送信フォーム」
で検索）

　��働くあんしんサポートダイヤル
☎0985 ‐ 26 ‐ 7538

税　金

問

相　談

問

建築関係訓練生の 
募集について

　宮崎県建築業協会では、建設労働
者の育成・確保を図るため、県内に
おける建設労働者育成支援事業に取
り組んでいます。未就職者、離転職
者、新卒者、未就職卒業者などの求
職活動中で県内での就職を希望する
方を訓練生として募集します。
●�受講内容＝ケンセツ総合講座（塗
装、内装、とび・土工、鉄筋、型枠）

●�訓練期間＝10月１日（木）～ 10月
30日（金）

●�訓練日数＝24日
●�申込締切＝９月11日（金）
●�定員＝10名
　��（一社）宮崎県建築業協会内�
建設労働者育成支援事業担当�
☎0985 ‐ 65 ‐ 5864�
商工観光スポーツランド推進課
商工係☎55 ‐ 1127

～あなたや家族、知り合いの 
困りごとはありませんか？～

市民講座「成年後見制度を
知ろう！」の参加者募集
　「物忘れがひどくなってきたので、
財産の管理が不安だ」「認知症の母
を悪徳商法から守りたい」。認知症、
知的障がい、精神障がいなどによっ
て判断能力に不安がある方が、自分
らしく安心して生活できるよう支援
する「成年後見制度」について、学
んでみませんか？
●�日時＝10月15日（木）午後３時～４時半
●�場所＝市総合保健福祉センター２階�
研修室

●�申込方法＝電話にて直接、福祉事
務所へお申し込みください。

●�申込締切＝９月25日（金）
　��　　�福祉事務所�社会福祉係／自

立支援係☎72 ‐ 1123（内
線580、504）

募　集

問

申・問

健診結果説明会のご案内 
～受けっぱなしはもったいない！ 

特定健診の活かし方～
　特定健診結果票の見方や健康づく
りのポイントをお伝えします。
● 対象＝職場健診や市の特定健診を
受診された方

●�日時＝10月15日（木）午後７時～８時
●�場所＝市総合保健福祉センター２階�研修室
● 参加費＝無料
※�要予約（先着20名）
※�国保の方以外は、ご自身の健診結
果票をご持参ください。

　��　　�医療介護課健康増進係�
☎72 ‐ 0333（内線517）

第３回くしま市民講座
のご案内

　串間市では、「夢は、南の果てにあ
る。」市民講座（全５回）を開催します。
　今回は国文祭・芸文祭串間市企画
運営委員を講師に招き、国文祭・芸
文祭みやざき2020について教えて
いただきます。
　参加希望の方は前日までに生涯学
習課までご連絡ください。
●�日時＝９月18日（金）午前10時～11時半
●�場所＝市中央公民館大講義室
　��生涯学習課生涯学習係☎55 ‐ 1161

健　康
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イベント
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　　　　　長年の社会福祉増進の功労を表彰
　６月30日、長年にわたり市内の社会福祉の増進に尽力された方
を表彰する「令和２年度串間市社会福祉功労者等表彰式」が市総
合保健福祉センターで行われました。式では21個人・２団体が受
賞され、市長より表彰状と記念品が贈られました。式の最後に受
賞者を代表して、未就学児ことばの教室での相談、指導に尽力さ
れた吉田美代治さんが「今後も健康に気をつけながら地域福祉の
ために精進していきたい」とあいさつをされました。

　��福祉事務所社会福祉係☎72 ‐ 1123（内線580）

表 彰

問

「国勢調査」にご協力を
お願いします

　10月1日時点の世帯の状況を調査
する「国勢調査」が始まります。
　９月14日から30日までの間に調査
員が調査票をお届けに伺いますので、
調査へのご協力（返送）をよろしく
お願いいたします。
　返送方法は次の３種類、お好きな
ものを選べます。
① パソコン、スマートフォンを使った

インターネット回答
② 紙の調査票に記入（郵送提出）

③ 紙の調査票に記入（調査員へ手渡し）
　①インターネット回答と②郵送提
出を選択された場合は、調査員が調
査票を回収に伺うことはありません。
　新型コロナウイルス感染症対策の
ため、調査員と世帯との接触を少な
くできるようインターネット回答ま
たは返信用封筒による郵送提出をお
すすめしています。
　未来の串間市をつくるためにご協
力をよろしくお願いいたします。
　併せて、調査員を装った「かたり
調査」や詐欺の電話などにもご注意
ください。
　��総合政策課情報統計係�
☎55 ‐ 1154

生　活

問

令和２年度串間市病院
企業職員採用試験の 

お知らせ
　令和２年度串間市病院企業職員採
用試験を実施します。
【令和２年12月１日採用】
●�職種＝看護師１名程度
●�応募期間＝８月17日（月）～９月11日（金）
●�試験日程＝９月27日（日）
【令和３年４月１日採用】
●�職種＝薬剤師１名、看護師２名程度
●�応募期間＝８月17日（月）～９月11日（金）
●�試験日程＝９月27日（日）
※�上記日程以外にも追加で試験を行
う場合があります（その際の応募
期間および試験日程などについて
は、決定次第市民病院ホームペー
ジなどでお知らせします）。
※�詳しくは市民病院管理係までお問
い合わせください。
　��市民病院管理係☎72 ‐ 1234

採用試験

問

令和２年度　串間市社会福祉功労者等表彰
表彰部門 氏　名（敬称略）

社会福祉功労�
民生委員・児童委員功労表彰

前　迫　加津枝
森　本　まり子
獺　越　智　子

社会福祉功労�
民生委員・児童委員特別表彰

竹　下　順　子
野　邊　千　秋
蓑　方　　　緑
川　﨑　ヤヨイ
谷　　　洋　子
中　村　省　吾
山　口　ヨシ子

社会福祉事業功労
訪問介護員

西　田　功　子
吉　田　和　子
城　　　悦　子
𠮷　田　良　子
森　　　キミ子

社会福祉事業功労�
高齢者クラブ関係功労者 森　　　光　昭

社会福祉関係自助努力者�
家庭介護功労者 蓑　輪　妙　子

社会福祉事業奉仕者
または奉仕団体

隈　本　芳　彦
話し相手ボランティア連絡会
広野歩こう会

社会福祉功労
サロン会の運営・活動

門　川　弘　子
松　本　次　雄

社会福祉功労�
串間市未就学児
ことばの教室での相談・指導

吉　田　美代治

講　　師　　国文祭・芸文祭串間市企画運営委員
　　　　　　☆講座内容☆
　その昔、私たちの住んでいる串間市は、日本の中でも高度な文化を
持ったまちでした！！
　今回のくしま市民講座では、令和３年に行われる「国文祭・芸文祭
みやざき2020」が100倍楽しめる話をしていただきます。
　来年の国文祭・芸文祭本番に向けて、是非ご参加ください。

参加を希望される方は前日までにお電話で、

　　　生涯学習課　℡　55-1161　へお申込みください。
　　　※氏名、住所、お電話番号をお伝えください。
　　　※新型コロナウイルスの状況によって参加人数の制限及び
　　　　講座を中止する場合もあります。
　　　主催：串間市教育委員会
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