Information

お知らせの
ページ
市役所の代表電話 ☎0987ー72ー1111

お知らせ
串間市文化会館指定管理者
募集について

串間市では、
「公の施設」につい
て、市民の皆さんによりよいサービ
スを提供できるよう、指定管理者を
募集します。
指定管理者制度は、市民の多様
化するニーズに効果的かつ効率的
に対応するため、官民の適切な役
割分担に基づく官民パートナーシッ
プの下、公の施設の管理運営を地
方公共団体などが指定する民間事
業者も含めた法人、その他の団体
に行わせる制度であり、管理方法
の選択肢を広げ、住民サービスの
向上や経費の節減を図ることを目的
としています。
●担 当課および施設名＝教育委員
会生涯学習課、串間市文化会館
●指定管理期間＝平成 25 年４月１
日〜平成 28 年３月 31 日
●公募の周知および募集要項など
の配布期間＝平成 24 年７月 25
日〜平成 24 年８月 31 日
●受 付期間＝平成 24 年７月 25 日
〜平成 24 年９月14 日
●提 出・問い合わせ先＝串間市教
育委員会生涯学習課文化係☎ 72
− 6511（ 旧吉松家住宅 ）

ポリオワクチンの予防接種が
変わります

平成 24 年９月１日から単抗原不
活化ポリオワクチンを定期接種に導
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入し、それに伴い生ポリオワクチン
を定期接種から外すこと（一斉切り
替え）が、国において決定しました。
これに伴い、当市としましても国の
通知に従い、同様に取り組む予定
であります。
生ポリオワクチンは経口接種（口
から飲む）でしたが、不活化ポリ
オワクチンは皮下接種（皮下に注射）
となります。
今までは市で日程を決めて年に
２回（春・秋）実施してきましたが、
今後（９月１日以降）はほかの予防
接種同様、年間を通して受けるこ
とのできる予防接種になりますので、
ご注意ください。
また、４種混合ワクチン（ジフテ
リア・百日咳・破傷風・不活化ポリ
オワクチン）の導入は、11 月を目指
しているようですが、現時点で導入
時期は未確定です。
※不活化ポリオワクチンの詳細につ
いては、９月１日号の広報（子育て
支援情報）でもお知らせいたします。
●問い合わせ先＝福祉保健課子育
て支援係☎ 72−０３３３内線５０
３

開演：午前 10 時
終了：正午（予定）
●場 所＝総合保健福祉センター２
階研修室
●料金＝無料
●主 催＝串間市および宮崎県人権
啓発推進協議会
●問い合わせ先＝総合政策課協働
推進係（内線 335）

第６回串間市民音楽祭
出演者、出店者募集について

●日時＝10 月 27 日
（土）
、
28 日
（日）
午前 11 時〜
●場所＝串間市文化会館大ホール、
屋外広場
●出演者＝串間出身、在住の方が
メンバーの中に１人いることが
条件。また、演奏は生演奏に限
る（カラオケは不可）
。
 弾き語り、バンド、合唱、ピア
ノ演奏、ＤＪなど。
 また、アトラクションコーナー
ではダンスチームやマジック、パ
ントマイムをされる方を募集します。
●出店者
フリーマーケット、飲食物販売
※市内外は問いません。
串間市土地改良資料館
●応募締切＝８月15 日（水）
休館のお知らせ
※先着順。
串間市土地改良資料館は以下の ●問い合わせ先＝串間市文化会館
日程で休館とさせていただきます。
☎ 72 −６３３３
ご不便をおかけしますが何卒よろし
県有地売却情報
くお願いします。
●日時＝８月13 日
（月）〜 16 日
（木）
下記の物件を一般競争入札にて
●問い合わせ先＝農政企画課農地 売り払います。詳細は県総務課まで
整備係☎内線４５３
お問い合わせください。
※県 有地売却情報は、県庁ホーム
夏休みふれあい映画祭
ページからもご覧いただけます。
〜みんなで奏でる
●物件１
心と心のハーモニー〜
名
称：元郡元職員宿舎
夏休み、親子で楽しめる映画上
所 在 地：串間市大字西方字毘
映会を開催します。
沙門３８９９番２
今回の作品は、
『プレゼント（短
面
積：１，２１４．４２㎡
編１７分）
』と『カンフーパンダ２（長
予定価格：７，０６８，０００円
編９０分）
』の２本です。
●物件２
ぜひ、家族でお越しください。
名
称：元高松駐在所
●日時＝８月１７日（金）
所 在 地：串間市大字高松字飯
開場：午前９時半
田８０８番 10

面
積：２３１．４２㎡
予定価格：７８９，０００円
●入 札参 加申込 期間＝７月 27 日
（金）〜８月17 日（金）
●問い合わせ先＝県総務課財産活
用担当☎０９８５− 26 −７０１８

は再度広報紙などにてお知らせいた
します。
●問い合わせ先＝福祉保健課健康増
進係☎ 72 −０３３３（内線５０６）

・受講料＝４３，０００円
＊実技講習なし。ただし、旧４級小
型船舶または２級小型船舶を所
有している方に限ります。
＊ペア割引き、シルバー割引がご利
ＮＨＫ「にっぽん縦断こころ旅」
用できます。
へのお手紙募集のお知らせ
＊夏休み期間中、学生の方は７％割
原爆死没者の慰霊ならびに
引で受講できます。
ＮＨＫでは皆さんの『忘れられな
平和祈念の黙とうについて
い風景』にまつわるエピソードを ＊会場は串間市内の予定。開講が
広島に原爆が投下された８月６ 募集しています。この番組は旅人で
決定し次第、お伝えします。
日午前８時 15 分、長崎に原爆が ある火野正平さんがお便りをもとに、 ●問い合わせ先＝鹿屋海技事務所
投下された８月９日午前 11 時２ 地元の人々とふれあいながら旅をし
☎０９９４− 43 −２８５３
分および終戦の日である８月 15 ていきます。宮崎県の旅は平成 25
さくらづつみロードへの
日の正午に、消防本部、各支所の 年１月７日（月）〜 13 日（日）の予
桜木寄贈者のご紹介
サイレンを吹鳴します。サイレン 定。皆さんのこころにある風景を
を合図に原爆死没者の冥福と世界 ぜひご紹介ください。
さくらづつみロードに記念植樹
恒久平和の実現を祈念し、黙とう ●問 い合わせ先＝ＮＨＫふれあい した桜木を市に寄贈された方のお
を捧げましょう。
センター☎０５７０−０６６−０６６ 名前は下記のとおりです（寄贈年
なお、串間市は昭和 61 年に非
度・氏名・居住地の順）
ボート免許取得講習会
核平和都市宣言を行っています。
●平 成 21 年度＝渡辺富正（串間
船免許更新・失効講習会
●問い合わせ先＝総務課行政係☎
市）小城恵美子（同）吉田和洋
内線３１４・３１９
（同）田中吉次（同）中川美枝子
更新・失効講習
（同）土肥昭彦（同）山下秀俊
●日時＝８月 22 日（水）午後２時
市役所庁舎エレベーター停止
（同）本田順久（同）中村利春（同）
●場所＝串間市アクティブセンター
のお知らせ
堀口勝郎（同）河内光男、アツ
研修室
エレベーターの改修を予定してい ●必要なもの＝船の免許証
（同）鬼塚諫男、
アツ子（同）スナッ
ます。工事期間中のエレベーターの ●更新料＝８，９００円
クみらい（同）高畑修（滋賀県）
使用ができません。庁舎ご利用の ●失効料＝１７，５００円
朝倉佳恵子
（奈良県）
黒木末雄
（兵
皆さまには大変ご迷惑をおかけいた ※写真は会場にて撮影。
庫県）津曲孝（同）渡辺喜代子（神
しますが、ご理解、ご協力をよろし ボート免許取得（試験免除）
奈川県）瀬戸内秀樹（奈良県）
くお願いいたします。なお、市役所 ●１級小型船舶講習（４日間）
●平成 23 年度＝川井富士夫（串
の業務には影響はありません。
間市）岡留久幸（同）久保田悟
・学 科＝８月 24 日（ 金 ） 夕 方〜、
●期 間＝８月６日（月）
、13 日（月） 25 日（土）昼〜、26 日（日）朝〜、 （同）倉爪盛幸（同）串間ミュー
〜 17 日（金）
ジック協会（同）門川冨義（同）
27 日（月）夕方〜
●工事場所＝地下〜３階のエレベー ・実技＝ 25 日（土）午前
川野公子（同）谷口智美（南郷町）
タースペース
・受講料＝１４７，０００円
津曲孝（兵庫県）横市幸雄（都
※期間中は『工事中』および『使用 ●２級小型船舶講習（２日間）
城市）
禁止』と各階のエレベーター扉 ・学科＝８月 25 日（土）午後６時〜、 ●平 成 24 年度＝スナック川（串
に掲示します。
間市）川野公子（同）川崎忠宣
26 日（日）朝〜
●問い合わせ先＝財務課契約管財 ・実技＝１級講習と同じ
（同）山口義人（同）清水秀人（同）
係☎内線３２２
中原幸子（同）河野やす子（同）
・受講料＝１２４，０００円
坂本鎮親（同）武田おさむ（同）
●特殊小型（水上バイク）講習
『串間の料理集』
・学科＝８月 25 日（土）午後６時〜、 吉松等（同）福島小学校平成 23
受け渡し終了のお知らせ
年度卒業生（同）松井邦夫（同）
26 日（日）午後１時〜
７月１日号でお知らせした串間市 ・実技＝８月 26 日（日）午前
沖本敏雄（同）中馬勝則（同）
食生活改善推進協議会発行の『串 ・受講料＝７４，０００円
矢野和也（同）鈴木健一（同）
間の料理集』は好評につき３００ ●１級小型船舶進級
小林由利子
（滋賀県）
長田重樹
（都
部の受け渡しが終了しました。今後、 ・学科＝８月 25 日（土）午後６時〜、 城市）上田慎介（デンマーク）
増刷を検討しておりますが、その際
※敬称略
26 日（日）午前９時〜、

広報くしま
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