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子宮頸がん予防・ヒブ・
小児用肺炎球菌
ワクチン接種の助成
子宮頸がんワクチンに加え、１月24
日からヒブワクチン、小児用肺炎球菌
ワクチンが無料で接種できるようにな

免許資格等保有者、一般公募は18歳

黒潮釣具センター、フィッシング大漁、

以上34歳未満の者

村山商店

②＝22歳以上26歳未満の者（平成24
年４月１日現在）
③＝18歳以上27歳未満の者（平成24
年４月１日現在）

・ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワク
・子宮頸がんワクチン＝中学１年生〜
高校１年生の女子
※現在の高校１年生については、平成

１月から平成23年度の保育所（園）

合に限り、平成23年度に高校２年生

所可能人数を超えた場合、申し込みが

になっても助成対象となります。

早い方を優先する場合がありますので、 ◎料金＝無料

◎試験＝①は４月中旬、②は５月中旬、
③は５月21日
◎問い合わせ先＝自衛隊日南地域事務
所☎23−１３６０

串間市の養殖場での
動植物採捕禁止（案）に
関するご意見募集
宮崎海区漁業調整委員会では、串間
市地先の養殖場での漁場秩序の適正化

早めの申し込みをお願いします。

◎標準的な接種回数

のため、串間市地先の養殖区域内での

◎申込方法＝保育所（園）または総合

・ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワク

動植物の採捕を禁止する規制を検討す

チン＝１〜４回

用紙に記入の上、必要書類を添えて、 ※初回の接種開始年齢（月齢）によっ
総合保健福祉センターに提出してく

て接種回数が異なります。また同時

ださい。

接種が可能です。

状況申告書③就労証明書（父・母）
④源泉徴収票または確定申告書の写
し（後日提出可）⑤第３子以降保育
料軽減申請書（第３子以降の児童の
場合）
◎問い合わせ先＝福祉保健課子育て支
援係☎72−０３３３（内線５０２）

・子宮頸がんワクチン＝６カ月の間に
合計３回
◎持参するもの＝母子健康手帳、予診
票、健康保険証
◎医療機関＝通知している医療機関リ
ストをご参照ください（中学生につ
いてはお問い合わせください）。
これら３つのワクチン接種は任意接
種のため、本人または保護者の理解と

ることとしました。策定にあたって皆

青年会議所（串間市大字西方５６５

自ら適切な支援ができるコミュニティ・

小型船舶操縦免許証
（更新・失効）講習会

・履修年数＝６カ月〜２年

◎日時＝２月19日（土）午後２時（午

・募 集対象＝高等学校卒業以上、ま

ボランティアの育成を目指します。

７番地・串間商工会議所３階）☎０

後１時半〜１時50分受け付け）

８０−３９０２−６７６９（担当：

◎場所＝串間市アクティブセンター

平成22年度高等学校卒業見込みの方。

吉田）、ＦＡＸ７２−５９８５

◎対象＝有効期限が１年２カ月以内に

ただし教養生は必要ありません。

※この大会は「市民発！にぎわい創出
事業」の採択事業です。

夜間パソコン科
ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔコース
受講者募集

切れる免許証、および失効している
免許証
・更 新＝有効期限が平成23年２月21
日〜平成24年４月21日の免許証
・失 効＝有効期限が平成23年２月20
日以前の免許証

たは同等かそれ以上の学力のある方。

・申込方法＝請求により入学案内書と
願書をお届けします。出願書類によ
り入学手続きを行います。
・願書受付期間＝２月１日〜３月22日
（必着）
◎案内書請求・問い合わせ先＝ＮＨＫ

るが記載事項に変更がある操縦免許

５１

証の場合必要。合併による市町村名

◎問い合わせ先＝宮崎海区漁業調整委
員会事務局（農政水産部水産政策課
内）☎０９８５−26−７１４６

チヌ・アジ釣り大会
新！海物語くしま
◎開催日＝３月６日（小雨決行）午前
７時受け付け、午前８時開会式

００円が支給されます。

◎問い合わせ先＝福祉保健課☎72−０

◎受験資格

◎申込・問い合わせ先＝社団法人串間

全国どこからでも入学可能。多様な
生活課題に対して幅広い知識を持ち、

後７時半〜９時半

◎応募方法＝協力釣具店に置いてある

候補生

南などもあります。

☎０１２０−76−５５５４（通話無料）

（火）の毎週火・金曜日全９回、午

※対象者以外でも自費で接種できます。

幹部候補生（一般・技術）③一般曹

◎その他＝遠矢名人による実践釣り指

◎問い合わせ先＝西岡海事事務所

覧ください。

までの子ども１人あたり月額１３、０

◎募集種目＝①予備自衛官補②自衛隊

◎参加料＝無料

kakushu/kaikugyojochosei.html)をご

◎対象魚＝チヌ・アジ
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ニティ・ボランティア専攻

２−36−２☎０４２−５７２−３１

◎募集人員＝３００人

援係☎72−０３３３（内線５０４）

されません。

い海技免状、または住所の記載はあ

せください。

◎問い合わせ先＝福祉保健課子育て支

高等学校専攻科社会福祉コースコミュ

◎日 時＝２月15日（火）〜３月15日

で接種がお済でない方は、お問い合わ

窓口へ、公務員の方は職場へ手続き

早めに更新されても有効期間は短縮

www.pref.mi yazaki.lg.jp/soshiki/

平成22年４月１日から子ども手当制

することになります。

（必着）

６−８００１東京都国立市富士見台

度が始まりました。中学校を卒業する

◎手続き先＝公務員以外は各市町村の

・願書受付期間＝２月１日〜４月20日

本籍記載の住民票（住所の記載のな

◎会場＝福島新港

自衛官募集

書類選考と面接を行います。

本操作を学習します。

詳 細 は 県 ホ ー ム ペ ー ジ（ h t t p : / /

別通知のなかった方、または転入など

童を扶養されている保護者の方。

願書をお届けします。出願受付順に

学園広報・学習支援センター〒１８

同意が必要です。また、対象年齢で個

◎手続きの必要な方＝中学生までの児

・申込方法＝請求により入学案内書と

◎当日持参＝操縦免許証、料金、認印、

さんのご意見を募集しています。

「子ども手当」申請・現況届を
忘れていませんか？

３３３（内線５０３・５０６）

※有効期限の１年前から更新できます。

等学校を中退した方ほか。

・鹿屋市＝フィッシング２２０
※郵送は２月18日（金）の消印有効

入所申し込みを受け付けています。入

◎提出書類＝①入所申込書②祖父母の

問い合わせください。

店、フィッシング志布志、水間釣具店

◎受付期間＝①は４月６日まで、②③

22年度末までに初回接種を行った場

保健福祉センターで配布する申込

・志 布志市＝祝田釣具店、うら島釣具

◎対象者（対象者には個別通知してい
は高校１年生のみ通知）

い方は不要です）、現免状、認印
◎受講料＝更新の方は８、
７００円（郵
送料込み、写真別）
、失効の方はお

◎応募締切＝２月20日（日）

は２月１日〜５月６日

状に住所が記載されていて変更のな

・都城市＝かめや漁具店

※ほかにも条件があります。

チン＝生後２カ月〜５歳未満

平成23年度保育所（園）
入所申し込み受け付け

シングセンターやまぐち、木幡釣具店、

りました（任意接種）。
ます。ただし、子宮頸がんについて

お知らせ

①＝技能公募は18歳以上で特定の国家

申込用紙に必要事項を記入のうえＦ
ＡＸ・郵送にて申し込みください。
◎協力釣具店
・串間市＝川崎釣具店、佐々木釣具店、
田代釣り漁具店、福助釣具店、増田
釣具店
・日南市＝網一釣具店、大磯釣具店、河
野釣具店、つり具のアシスト、フィッ

ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ２００３の基

◎受 講料＝１３、６００円（税・教材
費込み、入校時に納入）

変更の場合は不要）
◎料金（送料、写真代含む）

◎申込期限＝２月10日（木）

・更新講習＝９、０００円

◎募集定員＝10人（定員になり次第締

・失効講習＝１５、０００円

め切り）
◎受講対象＝文字入力、マウス操作が
できる方
◎会場＝日南高等職業訓練校（日南市
大字益安８８８番地）
◎申込・問い合わせ先＝日南高等職業
訓練校☎22−２６３３

小型船舶免許
更新・失効講習

文化会館の行事予定
第４回串間市民音楽祭
野外広場ではフリーマーケット、飲
食物販売などもあります。

※できるだけ事前に予約してください。 ◎日時
視力検査、写真撮影も当日実施。

・３月５日（土）＝午前11時開演

◎申込・問い合わせ先＝入枝海事事務

・３月６日（日）＝午前10時開演

所☎０９９‐２８１‐７７５３

ＮＨＫ学園
平成23年度生徒募集
広域通信・単位制高等学校４月生普通科

◎問 い合わせ先＝串間市文化会館☎
72−６３３３

口蹄疫寄付金
ありがとうございました

全国どこからでも入学可能。ＮＨＫ

口蹄疫対策に役立ててほしいと自治

のテレビ・ラジオの放送を利用した教

労宮崎県本部自治労組合員一同様、竹

育課程で３年間で高校卒業資格を取得

下和男様から、串間市にご寄付いただ

（金）両日とも正午より受け付け、

できます。登校は月に１〜２回です。

きました。ご善意、ありがとうござい

午後１時開始

・履 修年数＝３年（ただし転編入あ

ました。

◎日 時 ＝ ２ 月 ４ 日 ( 金 ) 、 ３ 月 ４ 日

◎場所＝宮崎県立高等水産研修所（日
南市油津）
◎必要なもの＝本籍記載の住民票（免

り）
・募集対象＝中学校を卒業した方、ま
たは今年３月に卒業見込みの方。高

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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