◎持 参物＝保険証、健康手帳（必
ず必要です）
、障害者手帳（該当
者は各医療機関でコピーをとら
せていただきます）
、生活保護証
明書（該当者のみ）
※健 康手帳をお持ちでない方は福
祉保健課健康増進係で発行して
います。
市役所の代表電話 ☎0987ー72ー1111
※生活保護証明書は事前に本人ま
たは家族が福祉保健課自立支援
係にて交付を受けて持参してく
ださい。
対象年齢外の方については任意
接種となりますので、各医療機関に
お問い合わせください。また、普
第16回串間市美術展
段からの予防が一番大切です。外
第 16 回串間市美術展を開催し から帰ったら手洗い、うがいをす
ます。芸術の秋まっただ中、芸術 る。また十分な栄養や休息をとり、
鑑賞はいかがですか。書道、写真、 部屋の換気などに留意しインフル
絵画のすばらしい作品を展示いた エンザの予防に心掛けましょう。
します。串間市、日南市在住の方、 ◎問い合わせ先＝福祉保健課子育
て支援係☎ 72 −０３３３（内線
串間市出身の方の作品です。ぜひ
503）
お友だち、ご近所お誘いの上ご来
場ください。
第41回食品衛生推進大会
◎期 間＝ 11 月 17 日（木）〜 23 日
11 月９日 ( 水 ) 正午から南郷ハート
（水）午前９時〜午後６時
※ 21 日（ 月） は休 館日、23 日は フルセンターにて開催します。
◎内容
午後５時まで
①アトラクション ( 泰平踊、民謡 )
◎会場＝文化会館小ホール
正午開始
◎表 彰式＝ 11 月 20 日（日）午前
②式典 ( 表彰等 ) 午後１時開始
10 時
◎問い合わせ先＝串間市美術展運 ③特 別 講 演 会 ( 中 村 文 昭 ) 午 後
２時半開始、演題「お金でなく、
営委員会事務局（教育委員会事
人のご縁ででっかく生きろ !」
務局文化係内）☎ 72 −６５１１
◎申 込方法＝入場無料、ただし、
高齢者インフルエンザ予防接種
整理券が必要です。
◎対 象年齢＝満 65 歳以上の方、 ◎問 い合わせ先＝日南串間地区食
および 60 歳以上 65 歳未満の方
品衛生協会事務局☎ 23 −０３０１
で心臓・腎臓または呼吸器機能
家畜伝染病防疫のため
に日常生活が極度に制限される
消毒薬を配布します
障がいがあり、身体障害者手帳
１級で予防接種を希望される方
串間市では、口蹄疫や高病原性
◎実 施期間＝ 10 月 15 日（土）〜 鳥インフルエンザなどの家畜伝染
平成 24 年１月 31 日（火）
病の防疫のため、串間市内の畜産
◎実 施医療機関＝南那珂指定医療 農家に対し、消毒薬などの配布を
機関（詳細はお問い合わせくだ 行っております。畜産農家以外の
さい）
市民の方において、自宅などに山
◎接種回数＝１回
羊、イノシシ、鶏などを飼っており、
◎料金＝１，２００円
伝染病防疫のための消毒薬などが
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必要な方は、市役所農林水産課に
連絡をして取りに来てください。伝
染病進入防止にご協力をお願いし
ます。
※消毒剤を入れる容器として、５０
０ml のペットボトルなど（容器の
内側が乾燥しているもの）を持
参してください。
◎問い合わせ先＝農林水産課農畜
産係☎内線４２３

串間市戦没者合同追悼式
戦没者の追悼とともに、平和の
尊さを願い合同追悼式を開催しま
すので、一般の方もご参列いただ
きますようご案内します。
◎日時＝ 10 月８日（ 土） 午前 10
時〜 11 時（開場受付９時〜）
◎会場＝文化会館大ホール
◎対 象＝戦没者遺族・戦災者遺族
および一般の方
◎問い合わせ先＝福祉保健課自立
支援係☎ 72 −０３３３（内線５１
０）

串間情報ガイド掲載店募集
民間団体の事業としては県内唯
一、串間発のガイドブックの発刊に
向け、掲載店を募集中です。商工会
議所後援の下、幅広い業種、商店に
募集要項を送付しています。未送付
のお店、事業所で掲載希望がありま
したらご連絡ください。
※無 料広報枠と有料広報枠があり
ます。資料をお送りしますのでお
問い合わせください。
◎締切＝10 月 20 日まで
◎問 い合わせ先＝串間情報ガイド
編集委員会☎０９０−１５１４−２
３５１（昼）
、☎０９０−９０５９−
５４７３（夜）

笑いの男女共同参画講演会

男女共同参画社会づくりをテー
マに講演会を開催します。講師は
全 国 素 人落 語 講 演 会で「
最優秀
たい わ
賞」の受賞歴がある矢野大和さん
です。どなたでも参加できます。
ぜひ会場で大笑いしてください。

◎日 時＝ 10 月 14 日（金）午後２
時〜３時半
◎会 場＝串間市総合保健福祉セン
ター（２階）研修室
◎演 題＝笑って元気〜変わってし
まった女、変わりたくない男
◎入場料＝無料
◎問い合わせ先＝総合政策課協働
推進係☎内線３８１

人権について考えよう

県民の皆さんが気軽に参加し、
体験し、交流しながら、人権問題
への理解と関心を深め、人権の大
切さについて考えていただくイベン
トである「みんなの人権！ 思いやり
交流プラザ２０１１」を開催します。
本県出身の歌手米良美一さんによ
る人権に関する講演会（10 月 23 日
開催）や、映画上映、人権問題に
取り組む NPO 法人などの活動紹介
といったイベントを、10 月１日（土）
から 10 月 23 日（日）までの間に、
宮崎市内の各会場において実施し
ます。ご家族・友人とお誘い合わ
せの上、ご来場ください。
◎問い合わせ先＝宮崎県人権啓発
推進協議会（宮崎県人権同和対
策課内）☎０９８５− 32 −４４６９

仕事と家庭の両立を
10 月は仕事と家庭を考える月間
です。仕事と家庭の両立について
事業主や労働者、県民の皆さんの
理解を深めるために周知、啓発活
動を実施します。
◎問い合わせ先＝宮崎県労働政策
課☎０９８５− 26 −７１０６

高年齢者就労の理解を深めよう

10 月は高年齢者雇用支援月間
です。少子高齢化が進行する中、
活力ある経済社会を維持していく
ためには、高年齢者の皆さんの社
会参加がぜひとも必要であり、働
く意欲と能力のある高年齢者が社
会で活躍できる雇用環境を築いて
いくことが必要です。
月間に合わせ、高年齢者の就労
支援について、事業主や労働者、
県民の皆さんの理解を深めるため
に周知、啓発活動を実施します。
◎問い合わせ先＝宮崎県労働政策
課地域雇用対策室☎０９８５−
26 −７１０５

JR日南線が運休します

11 月９日（水）午前 10 時から午
後３時にかけて JR 日南線南郷駅〜
防災訓練を実施します
志布志間において、路線修繕工事
10 月 ９ 日（ 日 ） 午 前 10 時 半、 を実施します。
都井立宇津港において県防災救急 ◎運休する列車
ヘリコプターと宮崎海上保安部ヘ ・下 り ＝ １ ９ ３ ５D（ 南 郷 駅 12
リコプターおよび巡視船ならびに
時 11 分発〜志布志駅午後１時
９分着）
、１９３７D（南郷駅午
串間警察署などの参加の下、防災
後１時 49 分発〜志布志駅午後
訓練を実施します。内容は、交通
２時 47 分着）
途絶により孤立した都井地区の住
民をヘリコプターと巡視船で救出 ・上 り＝１９４０D（志布志駅午
前 11 時 34 分発〜南郷駅 12 時
するものです。併せて、海に転落
36 分着）
、１９４２D（志布志
した人をヘリコプターで吊上げて
駅午後１時 44 分発〜南郷駅午
救出する訓練も行います。訓練終
後２時 41 分着）
了後にはヘリコプターの展示も行
いますので、多数の方の見学をお
待ちしています。なお、緊急要請
が入った場合はヘリなどの訓練は
中止になります。
海幸・山幸ツアー募集中
◎問い合わせ先＝総務課危機管理
都井岬でマグロ１本を食べつく
係☎内線３１６

募

集

し、イルカランドでショーを見物
する「海幸・山幸で行く日帰りツ
アー」を開催します。
◎実施日＝ 10 月 21、28 日（金）
◎時間＝午前 8 時宮崎駅出発
◎料金＝大人７，８００円
◎定員＝ 51 人（添乗員同行）
※最少催行 30 人（定員になり次第
締め切ります）
※宮崎駅からの出発のため乗降車
駅についてご注意ください。また
詳細についてはお問い合わせく
ださい。
◎問 い合わせ先＝ JR 九州旅行宮
崎支店☎０９８５− 24 −２６２６

いのちの写真を募集します
串間市健康都市づくり推進協議
会・こころの部会は「いのち」
「生」
をテーマにしたスリーヘルスくし
ま「いのち」フォトコンテストを
開催します。そこでテーマに沿っ
た写真を募集します。「人物」「動
物」「風景」などジャンルは問い
ません。
◎出 品規格＝プリントサイズは四
つ切（２５４ ×３０５）サイズま
で。デジタルデータでの応募も
可能です。ただし合成および組
写真は不可とします。
◎出品点数＝１人３点まで（額入り
またはパネルにしたもの）
◎審 査日時および審 査 方法＝ 11
月３日（木）市民秋まつり会場健
康福祉コーナーに展示。一般投
票による審査。
◎表彰内容＝ベスト「いのち」大賞、
特別賞などを広報くしまで表彰。
参加記念品も用意。
◎締切＝10 月 21 日（金）消印有効
◎申込・問い合わせ先＝総合保健
福祉センター福祉保健課健康増
進係〒８８８−０００１串間市大
字西方９３６５−８☎ 72 −０３３
３Ｅ− mail アドレス zoushin@
city.kushima.lg.jp
お願い

お知らせのページに掲載を希望する
かたは、希望する発行日の 20 日前
までには情報政策係にお送りくださ
い。
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