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申

請

宿泊業・飲食サービス業等
緊急支援金の申請は
お済みですか？
令和２年４月16日時点において、
宿泊業、飲食サービス業等を創業し
ており、令和２年１月から５月まで
のいずれか１カ月の売上高が前年同
月の売上高と比較して30％以上減少
した経営者の方に対し、申請により
一律10万円の支援金を交付していま
す。
申請期限は６月30日です。申請期
限を過ぎますと支援金の交付を受け
ることができませんのでご注意くだ
さい。
●申込期限＝６月30日（火）
申・問

串間商工会議所
☎72 ‐ 0254

健

康

６月24日実施予定の
Dr.エトーの
「健幸づくり講座」
開催について
重要なお知らせ

５月１日号の広報くしまでお知ら
せしておりましたDr.エトーの「健

きますのでご了承ください（参加が
決定した方は当選ハガキでお知らせ

■定員20名限定！予約必須！！
●テ ーマ＝「がん検診の大切さにつ
いて～自分は大丈夫だろう…じゃ

ない時代になっています～」
●日時＝６月24日（水）午後1時半～
２時半
●場所＝市総合保健福祉センター
問 医療介護課☎72 ‐ 0333

募

毎回申し込みは不要となっており
ましたが、６月開催分につきまして
は、参加を希望する方は事前に申し
込みいただき、抽選とさせていただ
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的で幅広い世代、職業の方が学んで
います。
15歳以上の方なら１科目から学習
する選科履修生・科目履修生として

入学できます。
●出願期間＝第１回：８月31日（月）
まで／第２回：９月15日（火）まで
問 ・資料請求先

放送大学宮崎学習センター
☎0982 ‐ 53 ‐ 1893

Information

税

金

納期限と
口座振替日のお知らせ
６月30日（火）は、
①市県民税（１期）

②介護保険料（２期）
③保育料（６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。
問 ①、②税務課☎72 ‐ 1115、
③福祉事務所こども政策係
☎72 ‐ 1123

集

「ニチイの医療事務講座」
受講生募集！

青年団に入ろう！
！

日南高等職業訓練校で開催となる
串間市青年団協議会では、一緒に
医療事務講座です。医療事務はライ 活動する団員を募集しています。
フスタイルに合わせて働きやすく、
串間市青年団協議会（以下青年団）
人気のお仕事です。ベテラン講師が
修了までしっかりサポートします！
この機会にぜひ学んでみませんか。
●受講期間＝６月26日（金）～９月
18日（金）
（お盆・祝日休み）：午前
９時半～午後３時半
全11回（１回目のみ正午まで）

●費 用＝６万４，２９５円（テキスト
代・税込み）
ら、今回の開催につきましては、人 ●申込期限＝６月25日（木）
数を限定し（定員20名）
、感染予防 ●場所＝日南高等職業訓練校
を行った上で開催します（※ただし、 問 ニチイ学館宮崎支店
☎0 1 20 - 781 - 252
市内、県内の新型コロナウイルス発
（平日 午前９時～午後５時１５分
生状況によって中止になる場合もあ
担当：白石・川﨑）
ります）
。
幸づくり講座」については、新型コ
ロナウイルス感染拡大防止の観点か

放送大学入学生を
募集します

いたします）。
放送大学では令和２年度10月入学
今後の講座開催につきましても、
生を募集中です。放送大学はテレビ
状況に応じて対応していきます。
●参加申込受付期間（６月24日実施分） などの放送やインターネットを通し
６月１日（月）～６月10日（水）まで て学ぶ通信制の大学です。
●申し込み先＝医療介護課
心理学・福祉・経済・歴史・文学・
●抽選結果＝当選者には別途ハガキ など、幅広い分野を学べます。働き
でお知らせいたします。
ながら学んで大学を卒業したい、学
※参加にあたり、体調チェックポイ びを楽しみたいなど、さまざまな目
ントについての詳細もお送りいた
します。体調不良の方はご参加を
お控えください。

情報ＢＯＸ

は、串間市内の青年層を中心に結成

されており、郷土串間の発展に寄与
することを目的とし活動しています。
毎年、ビーチバレー大会をはじめ
とする自主事業を実施し、団員相互
の親睦を深めています。
青年団の事業に興味のある方はぜ
ひ参加してみませんか？
問 生涯学習課生涯学習係
☎0987 ‐ 55 ‐ 1161

検

査

はかりの検査について
取引または証明に使用するはかり
は、計量法により２年に１回の検査
が義務付けられています。今年度は

下記の日程で検査が行われますので、
所有されている方は必ず受検をお願
いいたします（ただし、計量士によ
る検査を受検される場合は免除され
ます）。詳細は、商工観光スポーツ
ランド推進課または、宮崎県計量検
定所までお問い合わせください。
※検査には、はかりに応じた手数料
が必要となります。

●日 時＝９月４日（金）午前11時～
午後３時
●場所＝市総合保健福祉センター
問 商工観光スポーツランド推進課

［青年団とジュニアリーダー］

☎0987 - 55 - 1127
宮崎県計量検定所
☎0985 - 58 - 2929

試

験

令和２年度
下水道排水設備
工事責任技術者
共通試験のお知らせ

下水道排水設備の工事は、責任技
術者が専属する指定工事店が行うこ
とになっています。本年度の責任技
術者試験を以下のとおり行います。
新型コロナウイルス感染症の状況

によっては、延期または中止する場
合があります。
●日 時＝11月18日（水）午後２時～
４時（受付：午後１時～）
●場 所＝宮崎市民プラザ（宮崎市橘
通西１丁目１番２号）
●受験料＝６，０００円
●申 込書の配布＝７月１日（水）か
ら串間市役所上下水道課内に設置
いたします。
●申 込期間＝７月20日（月）～７月
31日（金）※申込書を上下水道課
へご持参ください。
問 上下水道課 下水道工務係
☎72 - 1355

生

しております。
そして、大変厳しい状況になって

いる今、私たちに何ができるのか、
くしまのために貢献できることは何
かを考え続け、生産者、シェフ、生
活者の食にまつわるさまざまな想い
を丁寧につなぎ、
「くしまのおいし
い」を五感で感じていただけるよう、
内容を充実していきます。ぜひご覧
ください。
●くしまオリジナルブランド
公式サイト
URL：https://bit.ly/2zHuBhi

●Instagram
U RL:https://www.instagram.
com/kushibura/
ユーザーネーム：Kushibura
●ＬＩＮＥ
ＵＲＬ：https://lin.ee/BpAsob2
ＩＤ：くしまオリジナルブランド
推進協議会

活

くしまオリジナル
ブランド公式サイト
リニューアルのお知らせ
くしまのおいしい食の魅力を発信
している「くしまオリジナルブラン
ド」公式サイトがリニューアルいた
しました。スマートフォンやタブ
レット端末からのアクセス増加に伴
い、さまざまな閲覧環境で快適にご
利用いただけるようデザインや構成
を一新いたしました。
公式サイトとＳＮＳ公式アカウン

トを連携させ、くしまの食がもっと
おいしく、もっと楽しくなるよう、
Instagramに加え、ＬＩＮＥによる 問 く
 しまオリジナルブランド推進
情報発信もスタート。ぜひ皆さまか
協議会（農業振興課園芸特産係）
らのフォローや友だち登録をお待ち
☎09 87 ‐ 55 ‐ 1150
広報

くしま
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