農業従事者の方、必見!

悩みごとは一人で抱え込まないで!

令和元年度南那珂アグリセミナーのご案内

ワンストップ相談会のお知らせ

問 申 南那珂農業改良普及センター ☎21-9550

問 県福祉保健課地域福祉保健・自殺対策担当 ☎0985-26-7075

まだまだ元気なアナタに!

農作業従事者募集

農業の経営発展ステージに応じて、農業経営の発展・改善に

9月の自殺予防週間に合わせて、法律・経済・こころ・福祉など

必要な知識・技術の習得を目的としたセミナーを9月から10月

に関する相談窓口を1カ所に設け、県民の皆さまの悩みに関する

JAはまゆうにおいて農作業従事者を募集しています。登録制によ

にかけて計4回開催します。

ご相談に専門機関の相談員が無料で対応する相談会を開催しま

り、農家の求人希望の中から、ご希望の作業内容にあった仕事を紹

す。事前申込は必要ありませんので、お気軽にお越しください

介、あっせんします。

●日時 9月11日(水) 午後1時半から午後3時まで
● 場 所 南 那 珂 農 業 改 良 普 及 セン ター ( 日 南 市 南 郷 町 中 村 甲
1232-1)
●内容 我が家のライフプラン
●参加費 無料
●その他 開催日1週間前までに電話にて申し込みください。

遺言などの法律相談

無料・日曜相談所開設
問 日南公証役場 ☎23-5430

下記のとおり、法律相談所を開設します。相談料は無料で
す。気軽にご利用ください。
●日時 10月6日(日) 午前８時〜正午
●場所 日南公証役場
●内容 遺言、相続、高齢者などの財産管理、不動産などの賃貸借契
約、会社の定款、離婚時の契約など
※相談は平日も無料です。お気軽に電話予約してお越しください。
●その他 予約制のため平日に事前の電話予約が必要

法律・人権・行政などに関する相談会

無料相談

問 ❶市民生活課生活環境係
❷社会福祉協議会
❸総務課総務係
❹市民生活課市民係
都城年金事務所
❺市民生活課生活環境係

☎内線253
☎72-6943
☎内線314・319
☎内線225・226
☎0986-23-2571
☎内線253

❶行政相談
▷日時 9月30日(月) 午前9時〜正午
▷場所 市役所地下D会議室
❷法律相談
▷日時 9月17日(火) 午後1時半〜終了次第(要予約)
▷場所 総合保健福祉センター
❸人権相談
▷日時 9月9日(月) 午前10時〜午後3時
▷場所 本城支所
❹年金相談
▷日時 9月5日(木) 午前10時〜午後3時
▷場所 市役所１階Ａ会議室
▷日時 10月3日(木) 午前10時〜午後3時
▷場所 市役所１階Ａ会議室
※事前に都城年金事務所へ予約(1カ月前から可)が必要です。予
約の際、持参するものの確認をお願いします。
※予約受付時間 平日午前8時半〜午後5時15分
❺消費者生活巡回相談
▷日時 9月17日(火) 午前10時〜午後3時
▷場所 市役所１階市民生活課相談室
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●日時 9月15日(日) 午前10時〜午後4時(受付終了：午後3時半)
●場所 県立図書館
●専門機関一覧 宮崎県弁護士会、
宮崎県司法書士会、
宮崎県看護協
会、
宮崎県公認心理師・臨床心理士会、
宮崎県精神保健福祉士協会、
宮崎県自殺防止センター

主な作業内容として、日南・串間管内の果樹・園芸作物の育苗・栽

●申込・問い合わせ先

霧島酒造オープンが開催されます

Dr.エトーの「健幸づくり講座」にて開催します

第20回ビーチバレー霧島酒造オープンが開催され、本市のPR
になっていはいかがでしょうか。
●日時

9月21日(土)〜9月23日(月・祝)
開場：午前8時45分／開始：午前9時
● 場 所 焼 酎 の 里 霧 島 ファ クトリー ガ ー デ ン 内 特 設 コ ート
(KIRISHIMA BEACH PARK)都城市志比田町5480番地
●料金
・前売：1,000円(2ドリンク付)／当日：1,000円(1ドリンク付)

旧吉松家住宅
100周年記念野点＆琴演奏会のお知らせ
問 旧吉松家住宅 ☎72-6511
●日時 10月20日(日)
●場所 旧吉松家住宅
●参加料 無料
●内容 ・野点：午前10時〜午後3時 主管：表千家茶道会 木島杜
中の皆さん・琴演奏会：午前10時、午後1時 主管：河野歌珠娜（生
田流筑紫会大師範 宮崎市在住）／是枝佳代（生田流弥生会師範
串間市在住）
●その他 希望される方は9月30日までにご予約ください

問 申 医療介護課 ☎72-0333(内線517)

串間市民病院に勤務(毎週水曜)している江藤敏治先生(大束
出身! 通称：Dr.エトー)の講座を下記のテーマで実施します。
●第29回テーマ みんなでなろうゲートキーパー
●日時 9月25日(水) 午後1時〜2時半
●場所 串間市文化会館小ホール
●その他 可能な限り事前にご予約をお願いします。

帰郷して就職された方も、必見!

新卒者等就労奨励金について

問 商工観光スポーツランド推進課 商工係 ☎内線267

☎0987-72-1111

忘れずに納めましょう

納期限と口座振替日のお知らせ
問 ①〜②税務課 ☎内線214・216
③福祉事務所こども政策係 ☎72-1123

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。

新たな手続きも不要です

児童発達支援の無償化について
問 福祉事務所 自立支援係 ☎72-1123

令和元年10月1日から、3歳から5歳までの障がいのある子

社員として雇用された新卒者およびUJIターン者に対し、奨励金

どもたちのための児童発達支援などの利用者負担が無償化さ

を交付します。対象となるには雇用された方、雇用した事業所に

れます。

それぞれ条件がございますので、詳細はお問い合わせください。
●事前相談期間 令和元年9月13日まで
●申請受付期間 令和元年9月30日まで
●手続き 申請は事業所を通して行います。

読み聞かせにチャレンジしてみませんか?

問 申 宮崎県社会保険労務士会 ☎0985-20-8160

問 申 串間市音声訳ボランティア「カナリア会」
☎080-3990-0818(代表：山下)
串間市社会福祉協議会 ☎72-6943(担当：鍋倉)

●日にち 9月26日(木）午後2時〜午後4時(受付：午後1時半〜)
●場所 日南市創客創人センター
●定員 50名(参加無料)
●内容 「人を大切にする経営をめざして」
①働き方改革と助成金の活用法
②なぜ、若者は地方の中小企業に就職しないのか
③人を大切にする経営と働き方改革

市役所の代表電話

平成30年9月から令和元年8月末までに市内の事業所に正規

事業主のみなさんへ

社労士会セミナーが開催されます

お知らせ&募集

JAはまゆう農作業従事者 無料職業紹介

こころの健康づくり講演会

大使である坂口佳穗さんが出場されます。熱戦をぜひ会場でご覧

串間市からの

培整理・収穫などを行います。男女年齢は問いません。健康で意欲
のある方はぜひ働いてみませんか。詳細はお問い合わせください。

熱い戦いが繰り広げられます!
問 有限会社オフィスプライヤ ☎044-221-0360

インフォくしま

問 申 JAはまゆう農作業従事者 無料職業紹介所
☎0987-23-5155

朗読ボランティア養成講座を開催します

●無償化サービス
・児童発達支援
・医療型児童発達支援
・居宅訪問型児童発達支援
・保育所等訪問支援
・福祉型障害児入所施設
・医療型障害児入所施設
●対象期間 満3歳になって初めての4月1日から3年間
※利用者負担額以外の費用(食費など現在実費で負担している
もの)は引き続きお支払いいただくことになります。
※幼稚園、保育所、認定こども園などと上記サービスを併用する
場合は、両方とも無償化の対象となります。
●その他 無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません。

読み聞かせに興味のある方や子育て中の親御さんなど、
どな
たでも参加可能です。
●日時

9月21日(土)、10月5日(土)、10月19日(土)、11月2日(土)、
11月16日(土)、12月7日(土) 午後1時〜午後3時
●場所 総合保健福祉センター2階 研修室
●講師 西山 百世氏
●参加料 無料
●募集人数 20名程度
●その他 ・随時参加受付／・6日間すべて受講できない方も参加可能
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