平成29年６月９日

No.2293

高鍋町役場
高鍋町の人口
平成29年５月１日現在

◎次回の『お知らせ たかなべ』の発行日は
平成29年４月１日現在
６月23日（金）です。
☆在宅医（在宅医は、午前９時から午後５時までです。）
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６月11日 大森内科医院

…

☎22‐0055

坂田病院

… 内・外・婦 ☎22‐3426

６月18日

…内

☎22‐2104

蟻塚クリニック … 眼

☎23‐2316

６月25日 永友慶子小児科

…小

☎23‐1082

ながとも眼科

☎21‐1780

… 眼

総務課からのお知らせ
●消防団訓練へのご協力について
なくそう交通事故！
操法大会に向け、消防団各部が町内施設の駐車場などを利用して訓練を
早めのライト点灯、こまめな
切り替えをしましょう！
行っています。皆さんのご協力をお願いします。
４月 今年累計
▲訓練場所 高鍋町スポーツセンター駐車場、町営野球場駐車場、小丸河
畔運動公園野球場南側駐車場
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▲と
き ６月25日（日）
▲と こ ろ 高鍋町スポーツセンター
※詳しくは、生活安全係（☎26‐2001）へ。
●消費生活無料弁護士相談について
悪質商法や架空請求、多重債務などの消費生活に関する問題について、弁護士の面談による無料
法律相談を行います。相談を希望する方は、事前に電話予約をお願いします。
▲と
き ７月５日（水）午後２時～４時 ※１件30分以内で４件までの受け付けとなります。
▲と こ ろ 高鍋町役場第 ２会議室（３階）
※詳しくは、西都児湯消費生活相談センター（☎23‐2110）へ。
●平成29年度宮崎県防災士養成研修受講者募集について
・基礎コース（１日間）７月上旬～９月上旬（西都市会場など13会場で開催）
・専門コース（２日間）平成30年１月下旬～２月中旬（宮崎市会場など４会場で開催）
▲参加資格 県内に在住または在勤し、すべての講座（基礎・専門コース）を受講できる方
▲申し込み 申込用紙に必要事項を記入の上、ＮＰＯ法人宮崎県地域防災士ネットワークへ。
▲受 講 料 無料
※資格試験受験料3,000円および登録料5,000円が必要ですが、町内に住所を有する方で、防災士の資
格取得後、防災リーダーとして町内の自主防災組織などで活動する意思のある申込者を対象に、町
が全額助成する制度があります。
※詳しくは、宮崎県地域防災士ネットワーク（☎0985‐55‐0447）へ。
政策推進課からのお知らせ
●ＣＯ２削減／ライトダウンキャンペーンが始まります
環境省では、ライトアップ施設や各家庭の電気を消すよう呼びかける「ＣＯ２削減／ライトダウン
キャンペーン」を実施します。キャンペーン期間中、ご家庭や事業者の皆さんのご協力をお願いし
ます。
▲実施期間 ６月21日（水）～７月７日（金）
※夏至（６月21日）、クールアース・デー（７月７日）は特別実施日とし、全国一斉ライトダウンを
行います。午後８時から10時までの２時間程度、各家庭や事業所の屋内外にある照明や電飾などの
消灯のご協力をお願いします。
●６月23日から29日は男女共同参画週間です
毎年６月23日からの１週間を「男女共同参画週間」と定め、さまざまな取り組みを行います。この
週間を機に皆さんも男女共同参画について考えてみませんか。
◆６月は、町県民税１期の納付月です。納め忘れがないようお願いします。

●九州エコライフポイントに参加しませんか
夏の節電活動に参加する世帯を募集します。参加希望者は申し込みを行い、電力の検針票（３ヵ
月分）を送付すると、抽選でスーパーやコンビニなどで使用できるポイント券がもらえます。
▲募集期間 ７月21日（金）まで
▲取組期間 ７月～９月
▲申し込み 申込用紙に必要事項を記入の上、郵便・ＦＡＸ・メールのいずれかの方法で日本トー
タルテレマーケティング株式会社（☎0570‐087‐335）へ。
※詳しくは、九州エコライフポイントのホームページをご覧ください。
健康保険課からのお知らせ
●特定健診・大腸がん検診・高齢者肺炎球菌予防接種について
高鍋春光会医院の閉院に伴い、高鍋春光会医院での特定健診・大腸がん検診・高齢者肺炎球菌予防
接種の受診は終了となりました。
※詳しくは、特定健診については国保・高齢者医療係（☎26‐2007）、がん検診・予防接種につい
ては高鍋町健康づくりセンター（☎23‐2323）へ。
●パソコン基礎講習受講者募集について（無料）
▲対 象 者 就職を目指している55歳以上の方 ※ハローワークの求職登録が必要です。
▲開催場所 宮崎県立農業大学校 農業総合研修センター
▲講習期間 ７月10日（月）～21日（金） ※土日祝日を除く。
▲申し込み ６月26日（月）までに公益社団法人宮崎県シルバー人材センター連合会（☎0985‐31‐
3775）へ。（必着）
福祉課からのお知らせ
●私立幼稚園就園奨励費補助金について
町内に住所を有しており、新制度に移行していない（所得に応じて利用料が設定されていない）
私立幼稚園に在園する満３歳以上の幼児の保護者を対象に、入園料・保育料の補助を行っています。
現在、申し込みの受け付けを各幼稚園で行っていますので、希望する方は手続きをお願いします。
※世帯構成や市町村民税課税状況などにより、補助対象とならない場合があります。
※詳しくは、各幼稚園または子ども支援係（☎26‐2010）へ。
●「児童手当」の現況届について
対象者には郵送で通知していますので、内容を確認の上、手続きをお願いします。
▲届出期限 ６月30日（金）まで
※期限内に手続きをお願いします。詳しくは、子ども支援係（☎26‐2010）へ。
●第２回みらい応援会議～子ども食堂プロジェクト～へ参加しませんか
子ども食堂について話し合う会議を開催します。お気軽にご参加ください。
▲対 象 者 町内在住の方または町内に通学もしくはお勤めの方
▲定
員 30人
▲と
き ６月21日（水）午後２時～３時
▲と こ ろ 高鍋町社会福祉協議会 講堂
▲申し込み ６月19日（月）までに高鍋町子ども家庭支援センター「みらい」（☎35‐3310）へ。
●戦没者遺児を対象とした慰霊友好親善事業の参加者募集について
▲訪 問 先 旧ソ連・ニューギニア・マリアナ諸島・フィリピン・ソロモン諸島など
※日程は訪問先によって異なります。
※費用など詳しくは、一般財団法人日本遺族会事務局（☎03‐3261‐5521）へ。
●第10回特別弔慰金の申請はお済みですか
給付対象となる可能性のある方は、事前にご相談の上、必ず期限内に申請をお願いします。
▲対 象 者 戦没者などの死亡当時の遺族で、基準日（平成27年４月１日）に公務扶助料などの年
金給付の受給権者がいない方
▲支給内容 ５年償還の記名国債（額面25万円）
▲申請期限 平成30年４月２日まで
※詳しくは、地域福祉係（☎26‐2028）へ。
裏面もご覧ください

産業振興課からのお知らせ
●「県内一斉消毒の日」ご協力のお願い
毎月20日は「県内一斉消毒の日」とし、家畜伝染病予防対策の徹底をお願いしています。再度、
消毒の徹底や飼養衛生管理などの確認をお願いします。
●高鍋大師（花守山）草刈り作業について
▲と
き ６月11日（日）午前７時から（１時間程度） ※小雨決行です。
▲
作業のできる服装（長靴・帽子・サングラス・汗ふきタオル・軍手など）、用具（草
刈り機・カマなど）、飲み物
※花守山の草刈り作業は９月まで月１回実施します。多くの皆さんの参加をお願いします。
※詳しくは、高鍋町観光協会（☎22‐5588）へ。
●野生鳥獣から農作物を守る電気柵導入補助金の申請を受け付けています
電気柵設置に係る購入費の一部（費用の３分の１・上限10万円）が補助されます。
※申請方法など詳しくは、農林畜産係（☎26‐2021）へ。

●農作物被害防止電気柵の安全対策について
一部の農地においては獣害対策として電気柵が設置されています。電気柵を見かけたら近づかな
いようにしましょう。電気柵を設置している方は、事故防止のための機器の安全点検を十分に行う
とともに、危険性を示す看板を目立つ場所に設置するなど安全対策の徹底をお願いします。
●狩猟免許試験について
▲
網猟免許・わな猟免許・第１種銃猟免許・第２種銃猟免許
区

分

試 験 日

試験会場

第１回

７月６日（木）

宮崎県庁ほか３会場

第２回

９月３日（日）

宮崎県庁、延岡市中小企業振興センター

第３回

平成30年１月21日（日）

宮崎県庁、宮崎県立農業大学校

※申し込みなど詳しくは、児湯農林振興局（☎22‐1350）へ。
●平成29年度大学等就職面接会の開催について
▲と
き ６月16日（金）午後１時～４時（受け付け：正午から）
▲と こ ろ シーガイアコンベンションセンター サミットホール（４階）など
▲対 象 者 平成30年３月大学等卒業予定者（既卒３年以内の者を含む）
※詳しくは、宮崎労働局職業安定課雇用企画係（☎0985‐38‐8823）へ。
●平成29年度全国安全週間について
「組織で進める安全管理 みんなで取り組む安全活動 未来へつなげよう安全文化」をスローガン
に６月30日までを準備期間、７月１日から７日までを全国安全週間とします。この週間を機に、そ
れぞれの職場で、労働災害防止の重要性について認識をさらに深め、安全活動を着実に実行しま
しょう。
※詳しくは、宮崎労働局労働基準部健康安全課（☎0985‐38‐8835）へ。
建設管理課からのお知らせ
●道路に面した垣根のせん定・雑草の草刈り・山林の枝木伐採について
所有地から道路上へ伸びた樹木の枝や雑草が、車や自転車、歩行者の通行の妨げとなり、思わぬ
事故を引き起こす場合があります。道路に面した垣根のせん定、雑草の草刈り、山林の枝木伐採な
ど、所有者は適正な管理をお願いします。

教育総務課からのお知らせ
●教科書展示会の開催について
教科書に対する理解を深めていただくことなどを目的に、町内の小中高校などで使われている教
科書の展示会を開催します。
▲と
き ６月16日（金）～29日（木）
平日：午前９時～午後６時 土日：午前９時～午後５時
▲と こ ろ 町立高鍋図書館 研修室（２階） ※月曜日は休館となります。
※詳しくは、教育総務係（☎23‐0315）へ。
社会教育課からのお知らせ
●企画展 宮崎アーティストファイル カラフル展について
▲と
き ７月２日（日）まで 午前10時～午後５時（入館：午後４時30分まで）
▲観 覧 料 大人：300円（団体：240円） 小中高生等：150円（団体：120円）
※団体は20人以上とします。なお、未就学児は無料です。
▲休 館 日 毎週月曜日
※詳しくは、高鍋町美術館（☎23‐8887）へ。
●高鍋史友会総会および特別講演会について
▲と
き ６月17日（土）総会：午後１時30分から 特別講演会：午後２時30分から
▲と こ ろ 高鍋町中央公民館 作業室（１階）
▲
「神武天皇の東征について」
▲講
師 緒方 博文 氏（前日向市図書館長）
※講演会には一般の方も参加できます。なお、開始時間が早まることがあります。
※高鍋史友会へ入会を希望する方は、当日受付にて入会の手続きを行うか、高鍋史友会の飛田さん
（☎23‐5593）へ。
●第18回自治公民館対抗さわやかソフトバレーボール大会について
▲と
き ７月９日（日）午前９時開会 ▲と こ ろ 高鍋町体育館、高鍋勤労者体育センター
▲申し込み ６月28日（水）までに、参加料（１チーム2,000円）を添えて、社会体育係（☎23‐3701）
へ。 ※期日厳守でお願いします。
※代表者会は、７月４日（火）午後７時から高鍋町中央公民館で行います。
●放送大学10月入学生募集について
放送大学はテレビなどの放送やインターネットで授業を行う通信制の大学です。働きながら学ん
で大学を卒業したい、学びを楽しみたいなど、さまざまな目的で幅広い世代の方が学んでいます。
▲募集学部 ・教養学部（科目履修生・選科履修生・全科履修生）
・大学院（修士科目生・修士選科生）
▲申し込み 第１回：６月15日（木）～８月31日（木） 第２回：９月１日（金）～20日（水）
※インターネットでの申し込みも可能です。
※詳しくは、放送大学宮崎学習センター（☎0982‐53‐1893）へ。
●公民館教室「筆ペンで美文字教室」受講生募集について
▲と
き 第１木曜日 午前９時～正午
▲と こ ろ 高鍋町中央公民館 図書室（１階）
▲受 講 料 月額2,000円（月１回）
▲講
師 黒木 淳子 先生
※詳しくは、黒木さん（☎090‐6291‐8459）または中央公民館（☎23‐0048）へ。
●だれでもできる「タグ・ラグビー教室」参加者募集について
▲と
き ７月～翌年２月の間の毎週木曜日 午後５時～６時30分
▲と こ ろ 高鍋町中央公園
▲対 象 者 小学校低・中学年
▲定
員 約20人
▲申し込み 申込用紙に必要事項を記入の上、高鍋スポーツクラブ事務局（社会体育係内）へ。
※募集チラシ・申込用紙は、社会教育課、各町内体育館などで入手できます。
※詳しくは、高鍋スポーツクラブ事務局（社会体育係内・☎23‐3701）へ。
「お知らせたかなべ」は高鍋町のホームページでもご覧いただけます。◎ＵＲＬ

http://www.town.takanabe.miyazaki.jp
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