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健康づくり地域座談会
参加者申込受付中

地域の皆さんと一緒に健康づく
りに取り組むため、公立病院の先
生たちと保健師、栄養士などを講
師とした健康づくり座談会を、皆さ
んの地域で開催します。健康づくり
のためぜひご活用ください。
自治会、事業所、その他各種団
体などといったグループ単位でお申
し込みください。
◎期 間＝平成24年３月まで（祝日、
土曜日、日曜日、年末年始は除
きます）。
◎時間＝午後７時半〜９時
◎内容
・公立病院の医師による講演会
（医師により内容が異なります）
・寸劇を交えた健康講座
（保健師、栄養士など）
・その他の健康教育
◎会 場＝申込者の方で予約をお願
いしますが、会場使用料は行政
が負担します。
◎申込方法＝各支所、福祉保健課
の窓口にある申込書を原則とし
て開催日の20日前までに市役所
福祉保健課までご提出ください
（開催日は調整させていただく
場合があります）。
※市民の皆さんの自主的な健康づ
くり活動を支援するために、串
間市健康都市づくり推進協議会
から、次回の健康づくり活動の
ための支援金が贈られますので
ぜひご活用ください。
◎問い合わせ先＝市役所福祉保健
課健康増進係☎72−０３３３
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（内線５０５、５０６）

河川・道路愛護デー
河川、道 路の美化活動の一環
として、下記のとおり河川・道 路
愛 護 デ ー（ 河 川 、道 路 清 掃）を
実 施しますので、参 加 を 希 望さ
れる方 はご連 絡ください。  
市民の皆さまのご参加をお 待
ちしています。
◎日時＝8月10日（水）午後5時
半集合
※雨天の場合は８月１１日（木）
◎集合場所＝串間土木事務所前
駐車場
◎内容＝串間市内のゴミ、空き缶
などの収集
※参加者にはタオル、軍手、お茶を
用意します。
◎問い合わせ先＝串間土木事務所
総務課管理担当☎７２−０１３４

下水道排水設備工事
責任技術者試験のお知らせ
下水道の機能を充分生かすため
に、排水工事は責任技術者のいる
指定工事店で行うことになってい
ます。この責任技術者の試験が実
施されます。
◎日時＝11月20日（日）午前10時
〜正午（午前９時から受付）
◎会 場＝都城市コミュニティセン
ター
◎受験料＝５，０００円
◎申込書の配布＝８月１日（ 月）
から上下水道課にて配布
◎申込先＝上下水道課下水道工務係  
◎受付期間＝８月22日（月）〜31日
（水）
※土、日、祝日を 除く、午 前８時
半 〜 午 後５時15分
◎問い合わせ先＝上下水道課下水
道工務係☎内線４７４

８月は人権啓発強調月間です
宮崎県では、夏休みやお盆休み
などで家族や友だち、地域の方な
どとのふれあいの機会が多い８月
を「人権啓発強調月間」と定め、毎
年度、各種の啓発事業を集中的に

展開しています。串間市でも、各種
機関への周知ポスターの掲示や人
権に関する映画の上映会などを予
定しています。この機会に改めて人
権について考えてみませんか。
◎問 い合わせ先＝総 合政 策課協
働推進係☎内線３８１

ボート免許取得、更新教室

新規取得
◎日時
・１級、２級＝９月１７日（土）
・進級コース＝９月24日（土）、25
日（日）の２日間
※いずれも午前８時半開講
◎学科会場＝串 間 市 アクティブ
センター
◎実技会場＝日南市南郷町目井津港
◎必要なもの
・本籍記載の住民票
・写真４枚
・身体検査証明書（送付します）
・認印
◎受講料
・２級＝１２４，
７００円  
・１級＝１４８，０００円
・進級＝４４，０００円
※国家試験免除なので安心・確実
に 取 得できます。各 種 割 引 制
度あり。詳 細はお 問 い 合わ せ
ください。
更新講習
◎日時＝８月５日（金）、９月５日
（月）、10月５日（水）のいずれ
も正午受付、午後１時開始
◎受 講料＝９，２００円（写真代、
郵送料込）
◎場所＝県立高等水産研修所  
◎主催＝ＪＥＩＳ九州支部
◎問い合わせ先＝西岡海事事務所
☎0120−76−5554（通話料無料）

串間市土地改良資料館
休館日のお知らせ
串間市土地改良資料館は、８月
15日（ 月）、16日（ 火 ）の２日間
休館致します。市民の皆さまのご
理解をよろしくお願いします。
◎問 い合わせ先＝農政企画課農
地整備係☎内線４５２

合併浄化槽補助金のお知らせ
串間市では公共用水域の水質汚
濁防止と生活環境の改善を図るた
めに、合併浄化槽を新設、改造に
て設置する住居に対し、設置費の
一部を補助しています。
◎対象地域＝公共下水道認可地域、
農業・漁業集落排水事業地域を
除いた市内全地域
◎浄化槽設置後の義務  
・法定検査の受検  
・浄化槽の清掃
・浄化槽の保守点検
◎補助金額
新築またはくみ取りからの改造
・５人槽＝３３２，０００円
・６〜７人槽＝４１４，０００円
・８〜10人槽＝５４８，０００円
単独処理浄化槽からの改造
・５人槽＝４３２，０００円
・６〜７人槽＝５１４，０００円
・８〜10人槽＝６４８，０００円  
◎予定上限基数
・５人槽＝75基
・７人槽＝10基
・10人槽＝５基
◎問い合わせ先＝市民生活課環境
保全係☎内線２５４

特別児童扶養手当所得状況届の
提出をお願いします
特別児童扶養手当を受給中の方
は８月31日（水）までに所得状況
届を提出してください。所得状況
届の必要な方には、個別に通知し
ておりますのでご確認ください。
※特別児童扶養手当＝20歳未満で
中度以上の障がいがある児童を
養育している父母・養育者に支
給される手当
◎問い合わせ先＝福祉保健課自立
支援係☎72−０３３３
（内線５１０）

放送大学で学んでみませんか

平成 2 3 年 度 第２学 期 放 送 大 学
（教養学部）学生募集
◎募集期間＝８月３１日（水）まで
◎募集学生
・全科履修生＝卒業を目指す学生
・選科履修生＝１年間在学の学生
・科目履修生＝半年間在学の学生
※満18歳以上で大学入学資格をお
持ちの方は全科履修生に、満15
歳以上であればだれでも選科、
科目履修生として入学すること
ができます。また入学試験がなく、
自宅で大学の授業が受けられま
す。一部の科目は宮崎市教育情
不法投棄はやめましょう
報研修センターの宮崎市分室に
て番組再視聴できます。詳細に
道路、河川敷、個人の所有する
ついてはお問い合わせください。
土地などに無断で廃棄物（ゴミ）
を捨てることは不法投棄となり、
平成23年度第２学期大学院修士選
法律で禁止されています（５年以下
科生および修士科目生募集  
の懲役もしくは１，０００万円以下
◎募集期間＝８月31日（水）まで  
の罰金）。
◎募集学生
市では現在「不法投棄監視パト
・修士選科生＝１年間在学する学生
ロール」を実施中です。不法投棄
・修士科目生＝半年間在学する学生
を発見した場合は、警察などに連
※18歳以上であればだれでも入学
絡し、捨てた方を特定します。こ
できます。入学試験はありませ
れは処罰の対象になります。
ん。また１科目からでも学べます。
不法投棄は周辺の方々に迷惑を
一 部の科目は宮崎市教育情報
かけ、環境にも悪影響を及ぼしま
研修センターの宮崎市分室にて
すので絶対にしないでください。
番組再視聴できます。詳細につ
住みよい環境を保つため、ルール、 いてはお問い合わせください。
マナーを守ってみんなできれいな
平成24年度大学院（修士全科生）
町にしましょう。
学生募集
◎問い合わせ先＝市民生活課環境
◎募集期間＝８月19日（金）〜９
保全係☎内線２５４
月２日（金）  

◎内容＝生活健康科学、人間発達
科学、臨床心理学、社会経営科
学、文化情報学、自然環境科学
の６つのプログラムを設置
※入学試験を行います。また「修士
（学術）の学位が取得できます。
なお、公立学校共済組合員の方
は入学料半額補助制度がありま
す。詳細についてはお問い合わ
せください。
◎資 料請求・問い合わせ先＝放送
大学宮崎学習センター〒８８３−８
５１０日向市本町11−11☎０９８２
−53−１８９３願書請求フリー
ダイヤル０１２０−８６４−６００
（月、祝日休）

都井岬を無料で体験
高齢者などの、都井岬を訪れたく
ても交通手段がないという方々に都
井岬を楽しんでいただき、都井岬の
素晴らしさを再発見していただくた
め、
８月の間、無料バスを運行しま
す。ぜひご利用ください。
◎運 行日＝毎週木曜および第１、
第３日曜
※８月31日まで
◎対象路線
・往路＝午前９時45分串間駅発便
・復路＝午後３時半「岬の駅」都
井岬発便
※10人以上の団体は事前予約をお
願いします。
なお、団体でご利用いただいた
場合は串間駅以外での乗降も可
能な場合があります（事前に相
談してください）。
◎主催＝串間市観光協会（岬の駅
都井岬、都井岬観光案内所）
◎問 い合わせ先＝「岬の駅」都井
岬企画営業課☎76−１１１１
【おわびと訂正】
広 報くしま７月１日号５ページ
掲載、福島高校普通科の生徒数は
「１年生93人、２年生89人」の誤
りでした。おわびして訂正いたし
ます。
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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