農業経営と技術の基礎を学ぶ

南那珂地域体系的農家研修を受講しませんか

悩みを抱え込まないで

生活困窮者自立相談支援窓口のご案内

マイナンバーカード（個人番号カード）の
受け取りについて

農業改良普及センターでは下記の日程で経営および技術の研

串間市では、生活にお困りの方に対し、自立相談支援窓口を

修を行います。研修内容は、新規就農者を対象とした基礎的な

開設しています。生活の不安や心配ごとをお気軽にご相談くだ

市民生活課では、マイナンバーカードを申請された方で、平

内容となりますが、今一度基礎を見直したいと思われる方な

さい。専門のスタッフが経済的な問題や心身の問題、家庭の問

日の日中にお仕事などで受け取りに来ることができない方を対

ど、どなたでも参加可能です。

題などさまざまな問題でお困りの方の話を聞き、自立した生活

象に、毎週木曜日の午後7時まで窓口を開庁しています。ぜひ

を送ることができるように相談および支援を行います。

ご利用ください。※延長開庁は平成29年9月末までです。

●日時および研修内容
日時
8月10日(木)
第1回
13:00〜14:30

内容および講師
「経営の基礎」
講師：普及センター職員

8月17日(木)
13:00〜14:30

「土壌肥料の基礎」
講師：宮崎県農業経営支援課
専門技術指導担当 上田 主幹

8月24日(木)
第3回
13:00〜14:30

「農薬・病害虫防除の基礎」
講師：宮崎県農業経営支援課
専門技術指導担当 後藤 主査

8月31日(木)
第4回
13:00〜14:30

「鳥獣害対策の基礎」
講師：普及センター職員

第2回

●場所 南那珂農業改良普及センター
●申込期限 ８月８日（火）

●窓口の開設時間

土・日・祝・祭日を除く午前9時〜午後4時

問 福祉事務所内「串間市自立相談支援窓口」☎72‐1123(内線508）

疑問に感じたらすぐに連絡を!

消費生活相談室をご利用ください
商品やサービスの契約などの際に、個人と事業者間で起こる
トラブルについてご相談を受け付けます。商品やサービスなどの
トラブルについておかしいと感じたら、まずはご連絡ください。
●日時
●場所

月〜金曜日(祝日は除く)午前9時〜正午、午後1時〜4時
日南市役所ふれあい健やかセンター2階（☎23-4390）

申 問 宮崎県南那珂農業改良普及センター☎21−９５５０

運動好きなあなた!!

スポーツ推進委員を募集します
●職務内容 生涯スポーツの指導・助言、普及に関する企画運営
やスポーツ行事の運営協力など
●任期 委嘱の日から平成31年３月31日
●応募資格 串間市在住者でおおむね65歳以下の方で、
スポーツ
に関心のある方
●活動について
▽会議 年12回程度（毎月第１火曜日の午後）
▽スポーツイベント 年７回 ▽出前講座 年40回程度
●募集人員 若干名
●申込方法 履歴書（任意可）をご提出ください。
●選考方法 書類審査（必要に応じ面接を行う）

申 問 生涯学習課スポーツ振興係☎内線380

ふるってご出品ください

第22回串間市美術展出展作品を募集します
●作品搬入日 11月15日(水) 午前10時〜午後5時まで
●搬入会場 串間市文化会館 ロビー
●募集部門 絵画・写真・書道
●出品料
各部門で1点につき1,000円、2点目は500円加算。
高校生は1点につき500円
●一般公開 11月18日(土)〜11月23日(木) 午前9時〜午後5時
※11月20日(月)は休館 ※最終日は午後3時まで
●その他 開催要項・申込用紙は、市公式サイト・市役所・中央公
民館・各支所・旧吉松家住宅・文化会館・市立図書館に設置。

問 市美術展運営委員会事務局(生涯学習課内)☎内線379

●カードの受け取りに必要なもの
・マイナンバーカード交付通知はがき
・通知カード ・運転免許証などの本人確認書類

◎開庁時は市民生活課でもご相談を受け付けております。
市民生活課生活環境係☎内線255

消費者ホットライン☎188「いやや」

平和を祈り願う日

原爆死没者の慰霊ならびに平和祈念の黙とう
について
広島に原爆が投下された8月6日午前8時15分、長崎に原爆が投

下された8月9日午前11時2分および終戦の日の正午に、防災行政
無線によるサイレン吹鳴を行います。吹鳴個所は市役所本庁舎、
大束支所、本城支所、市木支所、都井小学校、消防本部の6カ所で、
だきますようお願いいたします。サイレンを合図に原爆死没者の
冥福と世界恒久平和の実現を祈念し、黙とうを捧げましょう。
なお、串間市は昭和61年に非核平和都市宣言を行っています。
問 総務課総務係☎内線318

参加費無料!!

ご協力をお願いします

「夢は、南の果てにある。」市民講座開催

平成29年就業構造基本調査の実施について

市内外のスペシャルな講師をお招きし、人生がきらめく市民

この調査は、日本の就業・不就業の実態を明らかにすることを

講座を開催します。「くしま」を好きになる。「くしま」の良
さを語れる。「くしま」の人が輝く。そしてみなさんが 心と
きめく 時間となるような市民講座を目指します。

●日程および内容
日程
9/29
10/20

時間

講師

内容

クリスチャン・ウォルトン みんなの知らない
（串間市国際交流員） アメリカの話
江夏 あつ子
（元音楽教諭）

歌唱力と指導力で
串間を元気に！

くしまを第三者の目で
前田 潤一郎
11/17 10：00〜（宮崎日日新聞社串間支局長） 鋭く切り込む
１１
：40
風力発電によりクリーン
竹内 一孝
12/15
（串間ウィンドヒル株式会社） エネルギーを生み出す秘密を解説！

1/19
2/16

河野 宰
希少動植物や昆虫の魅力に
（宮崎昆虫同好会、蘇鉄の会） ついて学ぶ
国立大学法人
宮崎大学

口蹄疫を乗り越えて
〜畜産王国宮崎へ〜

※講師の都合により、日時変更の場合もあります。
●会場 中央公民館 ●受講料 無料
●対象 串間市在住の方
（16歳以上）
●定員 約30名程度 ●募集締切 8月31日
（木）
まで
●申込方法 電話にて直接、生涯学習課へお申し込みください

申 問 生涯学習課生涯学習係☎内線379

インフォくしま

串間市からの

お知らせ&募集
市役所の代表電話

☎0987-72-1111

問 市民生活課市民係☎内線221・222

終戦の日の正午は時報による音楽はなりませんので、ご注意いた

◎土日・祝日でも相談できる窓口があります。
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お早めにお越しください

忘れずに納めましょう

納期限と口座振替日のお知らせ
8月31日は、
①固定資産税 (2期 )
②市県民税 (2期 )
③国民健康保険税 (3期 )
④介護保険料 (3期 )
⑤後期高齢者医療保険料 (2期 )
⑥保育料 (8月分 )
の納期限および口座振替日です。忘れずに納めましょう。
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 ①〜⑤税務課☎内線215・216
⑥福祉事務所こども政策係☎72‐1123

参加者募集!

東九州自動車道建設促進日南・串間・
志布志地区総決起大会の開催について

目的として、統計法に基づき実施する国の重要な統計調査です。

東九州自動車道の早期整備に向けて、日南市・串間市・志布志

8月下旬より調査員が伺い、調査書類をお配りします。インター

市の3市合同で地域住民の熱意を関係機関に届けるべく総決起大

ネットで簡単に回答することも可能です。調査の趣旨をご理解い

会が串間市で開催されます。どなたでも自由に参加できますの

ただき、ご回答をお願いします。

で、どうぞご来場ください。

●調査対象区 井牟田、中園、上田口、下田口、上郡元、西郡元、西
小路、小路、下弓田、小山、徳山、西ノ園、平原、名谷、大納、東町の
一部、寺里の一部
※対象にならない世帯もあります。

問 総合政策課情報統計係☎内線338

一人ひとりの力が必要です

夏の地域安全運動
〜みんなでつくろう安心の街〜
市民の防犯意識の高揚とともに、
「自分たちの安全は、自分たちで

●日時 8月19日(土) 午後2時半〜4時半
●会場 市文化会館大ホール
●内容 ①講演 ②意見発表 高校生
（日南市1名、
串間市1名、
志布志市1名） ③総決起大会

問 東九州道・中心市街地対策課☎内線434

「所得状況届」提出のお願い

特別児童扶養手当、特別障害者手当、
障害児福祉手当の所得状況届について
当該手当を受給中の方は、受給資格の確認のため、毎年8月に

守る」を合言葉に、地域住民の自主的な防犯活動の推進を図るため、

「所得状況届」の提出が必要となります。対象者には所得状況

この運動を実施するものです。犯罪や事故のない、安全で安心して生

届の用紙などをお送りしていますので、9月8日(金)までに福祉

活できる串間市づくりに、皆さんのご理解とご協力をお願いします。

事務所自立支援係へ必ずご提出ください。

◎運動の重点
①特殊詐欺の被害防止合言葉
「電話でお金の話？それは詐欺じゃが！」
②子どもや女性の犯罪被害防止 ③自転車や車、
住宅などの
「鍵かけ」
運動の推進 ④夏休み期間中の少年非行防止

問 福祉事務所自立支援係☎72-1123

問 串間地区防犯協会☎内線346
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