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串間市美術展の開催に
ついて

　第25回串間市美術展は、新型コロ
ナウイルス感染症の予防対策を徹底
して開催する方針です。つきまして
は、出品者・来場者の皆さまにおか
れましても感染予防対策へのご理解
とご協力をいただけますようお願い
申し上げます。
●�一般公開＝11月14日(土) ～ 11月
19日(木)　午前９時～午後５時

※�最終日19日（木）は午後３時まで
・�マスク着用や手消毒など基本的な
予防対策の徹底をお願いします。

・�会場入口にて検温を実施します。
37.5度以上の熱がある方は入場
できませんので、あらかじめご了
承ください。発熱の他にも、体調
不良の自覚症状がある方は来場を
お控えください。

・�受付にて来場者名簿（住所・氏
名・連絡先など）の記入をお願い
します。

・�３密回避のために、一般公開では
会場入口にて入場者数を制限させ
ていただく場合がございます。

・�大型扇風機などにより定期的に会
場の換気を行います。

・�例年の作品搬入では、午前中から
お昼ごろにかけて混雑が予想され
ますので、その他の時間帯での分
散搬入にもご配慮いただければ幸
いです。

●�串間市美術展について＝開催要
項・申込用紙につきましては、串
間市公式サイト・串間市役所・中
央公民館・各支所・旧吉松家住
宅・串間市文化会館・串間市立図
書館・串間市アクティブセンター
に設置しております。

　��串間市美術展運営委員会事務局�
（生涯学習課文化係）�
☎55 － 1163

イベント

問

ビジネスマナー・電話対応
講座を開催します！

　串間市アクティブセンター自主事
業のひとつとして、高校生や若手
職員などを対象にした「ビジネスマ
ナー・電話対応講座」を開催します。
受講料は無料ですので、お気軽にお
申し込みください。
●�日時＝11月14日（土）午前９時半～
11時半
●�場所＝串間市アクティブセンター
研修室

●�受講料＝無料
●�申込先＝串間市アクティブセンター
●�申込締切＝11月７日（土）
　��　　�串間市アクティブセンター�

☎72 - 4412

講 習 ・講 座

申・問

宮崎県最低賃金が時間額
793円に改定されます！
　宮崎県最低賃金は、本年10月３日
（土）から「時間額793円」に改定さ
れることになりました。最低賃金は、
臨時、パート、アルバイトを含む宮
崎県内で働くすべての労働者に適用
されます。
　��宮崎労働局労働基準部�賃金室�
☎0985 － 38 - 8836

生　活

問

　　　　　「ハロウィンジャンボ宝くじ」と「ハロウィン
ジャンボミニ」が全国で2種類同時に発売されます。
　この宝くじの収益金は市町村の明るいまちづくりや環境対策、高齢化対
策など地域住民の福祉向上のために使われます。
●�発売期間＝９月2３日（水）～ 10月20日（火）
●�抽せん日＝10月27日（火）
●�支払開始日＝11月２日（月）
☆ 今年のハロウィンジャンボは、１等・前後賞合わせて５億円！
�１　等　３億円�×�11本
�前後賞　各１億円�×�22本

※�当せん本数は発売総額330億円・11ユニットの場合

『同時発売のハロウィンジャンボミニは、１等1,000万円！』
�１　等　1,000万円�×�50本

※�当せん本数は発売総額150億円・５ユニットの場合

　��公益財団法人　宮崎県市町村振興協会企画課☎0985-31-9590

生 活

問

公益財団法人 宮崎県市町村振興協会

あります）
・�健康手帳（お持ちでない方は、串
間市総合保健福祉センター④窓口、
各支所で交付できます）
・保険証
※�県内であれば下記以外でも受けら
れる医療機関があります。
　��医療介護課�健康増進係�
☎72 - 0333（内線517）

問

●�接種期間＝10月１日（木）～令和
３年１月３0日（土）
●�自己負担金＝1,400円（医療機関
の窓口での支払い）※ただし、接
種対象者で生活保護世帯の方は、
生活保護受給証明書を提出してい
ただければ無料
●�接種を受ける際の持ち物
・�予診票（串間市総合保健福祉セン
ターまたは各医療機関に用意して

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３年１月１日採用】
● 職種＝看護師１名程度
●�応募期間＝９月14日（月）～ 10月
３0日（金）
●�試験日程＝11月15日（日）

【令和３年４月１日採用】
●�職種＝薬剤師１名、言語聴覚士１
名、看護師２名程度
●�応募期間＝９月14日（月）～ 10月
３0日（金）
●�試験日程＝11月15日（日）
※�詳細などについては、市民病院の
ホームページをご覧になるかまた
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

民事調停制度について
　民事調停とは、お金の貸し借り、売
買代金の支払い、賃金の未払い、交通
事故の損害、近隣トラブルなどについ
て、話し合いによりお互いが合意する
ことで、紛争の解決を図る手続きです。
●�民事調停の特徴
①手続きが簡単
　特別な法律知識は必要なく、申立
用紙に記入し、提出していただきます。
②円満な解決が可能
　裁判官と民間から選ばれた調停委
員２人で構成される調停委員会のも
とで、当事者同士の話し合いにより、
実情に合った解決を目指します。
③費用が低額
　裁判に比べて手数料が低額です。
④秘密厳守と早期解決
　調定は非公開で行われ、おおむね
３カ月で終了します。
　��日南簡易裁判所☎25 - 1188
��午前８時半～午後４時半（土日祝
日、年末年始を除く）

生　活

問

二ホンジカ目撃情報 
提供のお願い

　宮崎県では、県内のニホンジカの
生息状況を把握するため、調査を
行っています。
　現在、県南地域（三股町、日南市、
串間市）では、シカによる農林作物
などへの被害は確認されていないも
のの、目撃や捕獲の報告があること
から、生息域の拡大およびシカ被害
が発生することが懸念されています。
このため、ニホンジカの目撃情報な
どを把握し、その後の対策につなげ
ることが重要となります。
　つきましては、ニホンジカを目撃
（捕獲）した際は、以下の問い合わせ
先へ情報提供していただきますよう
ご協力をお願いします。
　��宮崎県南那珂農林振興局林務課�
☎23 - 4317�
串間市農地水産林政課林政係�
☎55 - 1137

お願い

問

　串間市では、予防接種法に基づき、
インフルエンザの予防接種の助成を
実施いたします。
　接種は義務ではありませんが、接
種を希望される場合は、予防接種の
効果と副反応についてご理解をされ
た上で接種してください。なお、ワ
クチンの数には限りがございますの
で、医療機関にご確認くださるよう
お願いします。
●�助成対象者
⑴満65歳以上の人
⑵�満60歳以上満65歳未満の人で、心
臓、じん臓もしくは呼吸器の障が
い、またはヒト免疫不全ウイルス
（HIV）により免疫機能の障がいを
有する身体障がい者1級の人
※�65歳の誕生日の前日から法定の接
種の対象者となります。

●�市内の実施医療機関＝予約が必要な医療機関がありますので、ご注意ください。
医療機関名 電話番号 医療機関名 電話番号

英医院 74-1187 串間市民病院 72-1234
県南病院 72-0224 ゆうゆうの森クリニック 55-9111
のだ小児科医院 71-1112 岡村クリニック 72-7710
にいな内科・循環器科 71-1711 串間中央クリニック 27-3181
とめのファミリークリニック 76-1425 市木診療所 77-0349
吾社クリニック 71-3411

　　　　　今年もインフルエンザの予防接種が始まります！健 康
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