お知らせ

日は、

納期限と
口座振替日のお知らせ
７月
①国民
 健康保険税（２期）

の交付を受けた方
②療育手帳Ａの交付を受けた
方

③身体障害者手帳３級と療育
手帳Ｂ １両方の交付を受
けた方

※所得制限があるため所得状
況によっては該当しない場
合があります。
●手続 期 間 ＝ ８ 月
まで

日（ 月 ）

③保育
 料（７月分）
の納期限および口座振替日で
口座振替をご利用の場合は
残高の確認をお願いします。
●問い
 合わせ先＝①②税務課
☎内線２１５・２１６、③
０３３３

福祉事務所こども政策係☎

ンター内①番窓口）
●必要なもの
①印鑑（認め可）
②身体障害者手帳または療育
手帳
③健康保険証
※ただし、平成 年１月１日
現在の住所が市外にあった

④現在お持ちの受給資格者証

重度心身障害者（児）医療

場合のみ、本人または扶養

０３３３

廃棄物の処理及び清掃に関

は禁止です

ごみの野焼き
（野外焼却）

（内線５０３）

自立支援係☎

●問い
 合わせ先＝福祉事務所

となります。

費受給資格者証の交付を受け
日（金）までとな

義務者の所得証明書が必要

重度心身障害者（児）
医療費受給資格者証の
更新手続きについて

●受付場所＝福祉事務所自立
支援係（市総合保健福祉セ

す。忘れずに納めましょう。

31

※土・
 日曜日、祝日を除く

②後期
 高齢者医療保険料
（１期）

－

ている方は、有効期限が平成
年７月

っていますので、更新の手続
きをしてください。
また、受給資格のある方で
受給者証の交付を受けていな
い方も手続きをしてください。
●対象
 者
①身体
 障害者手帳１級、２級

27

72

－

July 2015

☎（代表）0987-72-1111

お知らせ版

31
31

する法律により、ごみの野焼

き（野外焼却）は一部の例外

を除いて法律で禁止されてい

ます。違反した場合、５年以

下の懲役もしくは１，０００

万円以下の罰金の対象となり

なります。

●問い合わせ先＝市民生活課
生活環境係☎内線２５２

みやざきブーゲンビリア

植栽プロジェクトへ
参加しませんか

ごみの処理に関する正しい知

住民の健康を守るためにも、

透を図るとともに、県内の景

されたことに伴い、愛称の浸

ンビリア空港」の愛称が選定

宮崎空港では「宮崎ブーゲ

識を持ち、きれいで住みよい

観美化に資するためブーゲン

周辺の環境保全や火災予防、

ます。

環境を作り上げていきましょ

ビリアの植栽を進めています。

年度は串間市が植栽

う。

平成

計 画 の 地 域 と な っ て い ま す。

事業所や施設、学校などでブ

●一部の例外

①国、県、市が施設の管理を
行うための廃棄物焼却

る場合には、問い合わせ先ま

集

月の間

第 回串間市美術展
出展作品を募集します

募

●問い合わせ先＝総合政策課
企画統計係☎内線３３４

●植栽時期＝３～

１００～１２０㎝）

●ブーゲンビリアの苗＝宮崎
空 港 よ り 無 償 提 供（ 高 さ

でご連絡ください。

ーゲンビリアの植栽を希望す

②災害の予防、応急対策また
は復旧のための廃棄物焼却

③宗教上の行事を行うための
廃棄物焼却

④農業、林業、漁業を営むた
めにやむを得ないものとし

て行われる廃棄物焼却（害
虫の駆除など）

⑤キャンプファイヤー

※右記の焼却に、ビニールや
プラスチック類が混ざらな

いようにしてください。

※野焼き禁止の例外規定とさ
れた行為であっても、生活

環境上支障を与え、苦情な

どのある場合は、改善命令

や各種の行政指導の対象と

11

－

72
27

27

回串間市美術展開催に

伴い、作品を募集します。

第

20

20

7
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●作品
（土）
 搬入日＝ 月 日
午前 時～午後５時
●搬入
 場所＝文化会館ロビー

長する姿を見るのが何より

中なので、一緒にすくすく

んになってほしいですね。

または専修学校（高等課程）

はありますが、少しずつ成

日（金）
に在学する者＝２名程度／
月額１５，０００円

日曜給油店

▽第２回＝９月
●時間
 ＝午後６時半～８時半
●場所
 ＝市総合保健福祉セン
●貸与期間＝貸与決定のとき
から奨学生が在学する学校

（福島地区・上町）

の正規の修業期間を修了す

さと こ

●募集
ター２階調理室
 部門＝ 絵画・写真・書道
●出品料＝部門ごとに１点１， ●対象

 ＝市内在住の親子（未
０００円、２点目５００円
就学児～小学生低学年）

と育って、優しいお兄ちゃ

8月 9日 片平本町店・酒井串間店・井上大束店・井手都井店

るときまで
次の書類を教育委員会学校

●提出
 書類

政策課まで提出してください。
必要書類は教育委員会学校政
策課にあります。
①奨学生願書

楽しいです。２人目を妊娠

8月 2日 谷口本町店・三協西小路店・井手産商串間店・井手都井店

組程度
れる場合はご相談ください。

日（火）

※ご兄
 弟などで参加を希望さ
●参加
 費＝無料
●申込
 締切
▽第１回＝８月
日（火）

大好き。食事面での大変さ

名

（１部門２点まで）
※高校
 生は１点５００円

日

●一般
 公開＝ 月 日（木）
～ 月 日（月）
午前
 ９時～午後５時（
は午後３時まで）
▽第２回＝９月

②奨学生推薦調書
③在学証明書（在学する学校
長が発行したもの）

※定員
 に達し次第締切
●献立
 ＝みんなでまきまき手
巻きすし、トマトコンソメ

④住民票謄本（同一世帯全員）

●その
 他＝出品規格などにつ
きましては、串間市役所・
松 家 住 宅・ 串 間 市 文 化 会

スープ、簡単茶碗蒸し、ク

中央公民館・各支所・旧吉
館・串間市立図書館に設置

⑤所得証明書
※ただし、連帯保証人は市税
等の滞納がない者とする
（市税完納証明書添付）

小児科・アレ 71-1112

甲斐浩太郎さん・聡子さんの長男

8月30日 井上仲町店・井手産商串間店・井手都井店

ッキーアイスクリーム
●申込
 ・問い合わせ先＝福祉
事務所こども政策係☎

０３３３（内線５０６）

8月16日 のだ小児科医院

こう た ろう

8月23日 坂元串間店・津曲北方店・井手都井店

ださい。
●問い
 合わせ先＝串間市美術
展 運 営 委 員 会 事 務 局（ 旧
６５

をはいて外に出かけるのが

店

吉松家住宅内）☎

＊休日在宅医は変更になる場合があります。受診する前に医療機関もしくは
テレフォンサービス（☎ 23-9999）にて必ずご確認ください。

油

※出願資格などについて詳細
はお問い合わせください。
●募集 期 間 ＝ ７ 月 日（ 月 ）
～８月 日（金）

神・精・内科 72-0224

（平成25年12月7日生）

8月 9日 県南病院

甲斐 惇寛 くん
71-3411
内科
8月 2日 吾社クリニック

している募集要項をご覧く



串間市奨学資金奨学生
再募集します
●募集
 人員および貸与金額
（区分＝人員／貸付金額）

学生となられた方を対象と

「あっくん」。雨の日は長靴

給

１１

親子で料理教室に
参加しませんか

・大学
 、短期大学、大学校、
専修学校（専門課程）また

して、返済を開始する日以

●奨学金の返済免除＝平成
年度から新規に奨学資金奨

ませんか。参加者には親子の

は大学院に在学する者＝１

親子で一緒に料理をしてみ
記念写真を後日プレゼントし

降、串間市に住所を有する

※串間市に住所を有する方と

ができる。

方は返済免除を受けること

名程度／月額２５，０００
円
・高等 学 校、 高 等 専 門 学 校、
中 等 教 育 学 校（ 後 期 課 程 ）

8月30日 とめのファミリークリニック 内科・小児科 76-1425

眼科

8月23日 みつとめ眼科

すくすく
のびのび
あつ ひろ

い

か

18
15 18

ます。多くのご参加をお待ち
しています。
日（金）

ひょうきんでとても優しい

日

27

27

話

20

72
－

電

14

19

72
－

科

23

23

●日程

▽第１回＝８月

72-7000

月

28

療
診
日
月

11

11

21

医 療 機 関

休日在宅医

10

11

は、串間市の住民基本台帳
に登録し、かつ、串間市内
に居住している方とする。
●提出
 ・問い合わせ先
教育委員会学校政策課
〒８８８ ８５５５
１１１１

串間市大字西方５５５０
☎

「第６回宮崎県市町村対抗

駅伝競走大会」
市代表選手候補者募集
第６回を迎える宮崎県市町
村対抗駅伝競技大会に出場す
る串間市代表選手の候補者を
募集します。
なお、代表選手は選考会を
経て決定する予定です。

て当該町村に勤務もしくは

歳以上の競技者は、かつ

▽第５区（２・７㎞）＝中学
生

・受講料＝１３２，３００円

●２級小型船舶免許講習
（２日間）

・学科＝８月 日（土）午後
６時～、 日（日）朝～

認める。

・実技＝１級講習と同じ

競技者の意思を尊重する。
②外国籍者のうち宮崎県内市
町村に生活の拠点を有する
者の出場を認める。
③県内スポーツ少年団に所属
する小学生は、原則として
在住市町村以外の参加を認
めない。
●募集受付＝７月 日（水）～
●申込・問い合わせ先
生涯学習課スポーツ振興係
☎内線３７９

日（日）午前

●問い合わせ先
鹿屋海技事務所

②年金 相 談 ＝ ８ 月 ６ 日（ 木 ）
午前 時～午後３時・市役

所１階Ｂ会議室

①人権 相 談 ＝ ８ 月 ３ 日（ 月 ）
午前 時～午後３時・市役

無料相談

☎０９９４

２８５３

※免許取得講習会のすべての
学科会場は串間市内を予定

・受講料＝６６，６００円

・実技＝８月
中の２時間

時～

・複数の市町村が一人の競技
・受講料＝１１１，６００円
者に出場を要請する場合は、 ●特殊小型（水上バイク）講習
当該市町村で協議し、当該

・学科＝８月 日（土）午後
６時～、 日（日）午後１

れば、他の町村から出場を

在住していた者も出場を認
める。また、同一郡内であ

▽第 区（５・７㎞）＝高校

●参加
 資格

ボート免許取得および
更新・失効講習会
●１級小型船舶免許講習
（４日間）
日（金）夕方
日（ 月 ）

日（土）夕方～、

らかを受講

・実技＝８月 日（土）午前
の部または午後の部のどち

朝～

日（ 日 ） 朝 ～、

～、

○「ふるさと選手制度」
勤務先（学校所在地）いず

・学科
 ＝８月

該当する者

しくはふるさと選手制度に

①競技
 者は、各市町村に在住
もしくは勤務している者も

※年齢
 はいずれも大会当日の
満年齢

生

▽第 区（１・０㎞）＝小学
５・６年生女子

歳までの男性）

▽第 区（７・４㎞）＝一般
（高校生を除く 歳以上

▽第９区（１・５㎞）＝小学
５・６年生男子

▽第８区（１・１㎞）＝小学
５・６年生女子

▽第７区（３・４㎞）＝中学
生

歳までの男性）

▽第６区（４・８㎞）＝一般
（高校生を除く 歳以上

50

・競技
 者は、出身地、現住所
れからも出場できる。
・他県
 在住の者であっても出
身小・中学校の市町村から
の出場を認める。

29

30

29

30

30

39

39

歳 以 下、

所３階大会議室

※事前に都城年金事務所へ予
約（１カ月前から可）をお
願いします。

※予約受付時間＝平日午前８
時半～午後５時 分

持参するもの

事前に都城年金事務所への

電話確認をお勧めします。

◇年金手帳、年金証書など

◇委任状（本人以外の方が代
理相談する場合）

※委任状は便せんなどに❶代
理人の氏名・住所・本人と

の関係❷依頼する方（本人）

の基礎年金番号・氏名・住

所・生年月日❸依頼内容を

記入し、押印してください。

※この場合、代理の方の身分
（ 免 許 証・ 保 険 証 な ど ） 確

認をさせていただきます

※委任状は市民生活課年金窓
口にもあります。

◇その他

※請求内容により、必要書類
が異なります。

③夜間 法 律 相 談 ＝ ８ 月 日
（水）午後５時半～７時半

都城年金事務所

☎内線２５２

③市民生活課生活環境係

☎０９８６

２５７１

☎内線２２５・２２６

②市民生活課市民係

☎内線３３５

●問い合わせ先
①総合政策課協働推進係

ンター相談室

（要予約）・総合保健福祉セ

12

●大会
 日時＝平成 年１月
日（月・成人の日）
●コー
 ス＝宮崎県庁を発着と
する宮崎市内周回コース
（ ・２㎞）
●募集
 選手

日

歳

▽第１
 区（１・８㎞）＝小学
５・６年生男子
以上（１９６６年３月

▽第２区（２・２㎞）＝

以前に生まれた男性）

歳

歳以上

10

10

・一般、

－
23
－

30

28

29

－
43
－

15

31

29

10

15

18

18

49

11

31 50
40

▽第３区（５・０㎞）＝高校
生
▽第４区（２・６㎞）＝
以上～ 歳以下

40

28

11

72
－
39

12

－

49
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環境

警察署だより

高齢者運転免許証
返納メリット制度

宮崎県警察では、高齢者
の交通事故防止を目的とし
て、運転免許証を自主的に
返納された 歳以上の方を
対象に「高齢者運転免許証
返納メリット制度」を実施
しています。
●メリット制度の内容
・定期預金金利の上乗せ
・宿泊・入浴料金の割引
・飲食料金割引
・公共交通機関の運賃割引
・反射材グッズの贈呈
・電動
 車イス購入時のサー
ビス
など 制度２０６事業所で
実施しています。
※詳細は警察署交通課まで

FAX：0987-72-6727

●対象年齢＝昭和 年４月
２日～平成 年４月１日
生まれの方
※警察官Ａの受験資格を有
する者（大学卒業者）を
除く
●申込受付期間＝８月 日
（月）～８月 日（金）
※詳しくは警察署までお問
い合わせください。

警察官Ｂ採用試験募集

76

健康

串間警察署
☎ 72 ー 0110

６月に入り、警察官や年
金機構をかたる特殊詐欺の
犯人からの電話が本県で何
度も発生しています。
悪質ななりすまし詐欺に
だまされないために、次の
ような電話に注意してくだ
さい。
・手数料としてお金を請求
する電話
・「 必
 要だから」と言って
ＡＴＭを操作させる電話
・キャッシュカードやクレ
ジットカードなどの暗証
番号を聞き出そうとする
電話
この他にも不審な電話が
ありましたら、迷わず警察
署や身近な人に相談してく
ださい。

警察官や
年金機構をかたる
特殊詐欺が発生

問い合わせ先

電話：0987-72-1111

印刷/㈲志布志新生社印刷串間支店

10

警察署
だより

〒888-8555 宮崎県串間市大字西方5550番地

63

「若くても油断しちゃダメ」

はがんと無関係のように思えま
すが、決してそうではないのです。
がんは自覚症状なく進行しま
す。そのため自分では気づきに
くいです。がんを早期に発見す
るためにはどうすれば良いのか
…、ずばり検診受診なのです。
市の子宮頸がん検診は、バス
での集団検診か医療機関での個
別検診かを選ぶことができます。
この機会に受診されてはいかが
でしょうか。
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発行/串間市役所 編集/総合政策課情報政策係

メッセージ

地球の

65

10

28

ち

の

がん検診キャン ペ ー ン

広報

お知らせ版

30

各種がん検診が始まって約１
カ月。がん検診はもう受けられ
ましたか？予約はお済みでしょ
うか？
子宮頸 がん・乳 がん検診は２
年に１度の検診受診をおすすめ
しています。子宮頸 がんの発生
率は 代より上昇し始め、ピー
クは 歳前後。近年は、 ～
代に急増しています。若い世代

No.987
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どが汚水で、汚水が川や海に流れると
水辺の生き物たちが生きられません。
ビール・酒・牛乳などの残りを料理な
どに再利用し、流しに流さないように
することも水辺を守ることの一つです。
「水」はとても貴重な資源です。未
来の子どもたちが困らないように改善
していきましょう。
●問い合わせ先
市民生活課生活環境係☎内線２５３
水の惑星、地球
地球には約 13.8 億 Km³ の水資源が
ありますが、97.5％は海水で、私たち
がすぐに使える淡水は、地球の水資源
のほんのわずかです。地球上の水を、
いっぱいに張ったお風呂１杯分とする
と、人間が簡単に使える水の量は両手
ですくった量にも満たないのです。し
かし、人が１日あたりに排出する水の
量である 250 リットルのうちほとん
い

問い合わせ先 医療介護課健康増進係☎72ー0333（内線510）

健康通信
じゃが じゃが
40 20

