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【内   容】 

◆平成２６年度三股町学校給食会職員採用試験を実施します 

◆第２４回 三股町ふるさとまつりの出店者・団体を募集します 

◆第２４回 三股町ふるさとまつりのフリーマーケット参加者・団体

を募集します 

◆三股町成人式の実行委員を募集します 

◆文化の祭典「童謡まつり」の参加者・団体を募集します 

◆「第 30 回国民文化祭・かごしま 2015」の出演者・団体を募集します

◆「文教みまたフェスティバル～教育の日制定記念イベント～」を

開催します 

◆南九州大学 子育て支援センター あそびの教室 

紙工作で「創作ぼうしを作りませんか」の参加者を募集します 

◆平成２６年度都城高専 公開講座の受講者を募集します 

（中学生とその保護者限定） 

◆「傾聴ボランティア養成講座」の受講者を募集します 

◆「ひきこもり家族教室」を開催します 

◆臨時福祉給付金の申請はお済みですか？ 

◆オータムジャンボ宝くじが発売されます １等・前後賞合わせて

３億９，０００万円３億９，０００万円３億９，０００万円３億９，０００万円！ 

 

 

【分 類】 

①募 集 

 

 

 

 

 

 

②催 し 

 

③講座・教室 

 

 

 

 
 

④お知らせ 

【分 類】 【№】 【内   容】 

 

 

⑤保健と福祉 

（子ども） 

⑥保健と福祉 

（一般） 

 

⑨相 談 

８ 

 

 

9.10 

１１ 

 

１２ 

 

１３ 

 

 

◆町議会広報紙『こんにちは議会です。』第７６号のお詫びと訂正 

◆「おもちゃ病院三股」を開設します 

◆水 痘
すいとう

(水ぼうそう)の定期接種を実施します 

◆高齢者のインフルエンザ予防接種費用の助成を行います 

◆高齢者の肺炎球菌ワクチン予防接種の費用一部を助成します 

◆「三州健康教室」を実施します 

◆「労働相談」を実施します 

◆「全国一斉！法務局休日相談所」を開設します 

◆「人権相談」を実施します 

◆「ふれあい福祉相談」を実施します 

◆「交通事故無料相談」を実施します 

 



 №１

◆◆◆◆ 平成２６年度三股町学校給食会職員採用試験を実施します 

 

 三股町学校給食会(給食センター)職員採用試験を次の通り実施します。 

１．試験期日・試験内容 

 

２．試験会場 

   三股町立学校給食センター（三股町大字樺山２０４６番地１） 
  

３．採用職種、採用予定人員および職務の内容 

職    種 採用人員 職 務 の 内 容 

調理従事員 １人 学校給食調理に従事 

 

４．受験資格（学歴は問いません） 

    昭和５９年４月２日から平成９年４月１日までに生まれた調理師免許

取得者（採用時点での調理師免許取得見込み者も含みます）。 
 
５．欠格事項 

    次のうちいずれか一つに該当する人は受験できません。 

    ①日本国籍を有しない人 

    ②成年被後見人または被保佐人（準禁治産者を含みます） 

    ③禁
きん

錮
こ

以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を 

受けることがなくなるまでの人 

    ④日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立 

した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し 

またはこれに加入した人 

６．試験結果の発表 

     

７．受験手続き 

  ①受験申込用紙の請求など 

   ア．受験申込用紙の交付場所・・・三股町立学校給食センター 

   イ．郵便による受験申込用紙の請求方法 

       三股町立学校給食センター宛ての封筒の表に「受験申込書請求」

と朱書して、１４０円切手を貼った宛先(受験者)明記の返信用封筒

（Ａ４判が入る大きさ）を同封の上、請求してください。 

  ②受験の申し込みなど 

ア.受験申込先  〒889-1901 三股町大字樺山２０４６番地１ 

三股町立学校給食センター 

イ.申し込み手続き   

所定の受験申込書に必要事項を記入し、最近６カ月以内に撮影し

た写真を貼付し、受験票となる返信用はがきに宛先(受験者)を明記

して５２円切手を貼って提出してください。 

＊写真の貼っていないものは受け付けられない場合があります。 
 
８．受験申込書の受付期間 

    ９月８日（月）～９月３０日（火）（土日・祝日を除く） 

直接持参の場合は、午前８時３０分～午後５時に受け付けます。 

    郵送による申し込みは、９月３０日（火）消印のあるものまでを有効とします。 
 
９．受験票の交付 

     受験資格審査の結果、申込書を受理したときは、受験票を郵送します。 

    １０月１０日（金）までに受験票が到着しないときは、お問い合わせください。 

１０. 給与・勤務条件など 

※お申し込み・お問い合わせは、 

    〒889-1901  三股町大字樺山２０４６番地１ 

            三股町立学校給食センター 

   （☎５２－４６１０）にお願いします。 

第１次

試 験 

１０月１９日(日) 

午前８時３０分受け付け  午前９時開始 

試

験

期

日 
第２次

試 験 

１１月１６日(日) 

午前９時３０分受け付け  午前１０時開始 

第１次

試 験 

①教養試験  調理に関する一般的知識 

②作文試験    課題については当日発表します。 

③面接試験    簡易面接（履歴などの確認） 

※試験中に携帯電話を時計代わりに使用することはできません。 

試

験

内

容 

 
第２次

試 験 

①面接試験   

②健康診断 ※第１次試験合格者については健康診断が必要です

（費用は自己負担）。 

給  与 
三股町学校給食会規程に基づいて給料が支給されるほか、 

期末勤勉手当、通勤手当、扶養手当などが支給されます。  

勤務条件 

・休暇など 

勤務時間は１日７時間４５分とし、原則として土曜・日曜 

・祝日は休みとなっています。休暇には、年次休暇のほかに

療養・特別休暇などがあります。 

第１次 

試 験 
１１月上旬に町役場前掲示板に掲示するほか、本人に通知します。 

第２次 

試 験 
１１月下旬に町役場前掲示板に掲示するほか、本人に通知します。 

① 募 集 



 №２

◆ 第２４回 三股町ふるさとまつりの 

出店者・団体を募集します 
 

◎日  時 

１１月８日（土） 正午 ～ 午後９時 

（搬入 午前７時～１１時） 

１１月９日（日） 午前９時 ～ 午後５時 

（搬入 午前６時３０分～８時３０分） 

           （搬出 午後５時～８時） 

◎場  所 

ふるさとまつりメイン会場内（町立文化会館南側臨時駐車場） 
 

★搬入・搬出時間を厳守すること。 

（時間以外は、会場内への車の乗り入れはできません）。 

★出店者説明会に出席すること〔１０月２４日（金）町役場にて〕。 

★テントは実行委員会で設営します。 

★売り台は各自準備をお願いします。 

 

    

【Ａ．民主団体】【Ａ．民主団体】【Ａ．民主団体】【Ａ．民主団体】    

 

●出店資格・・・・・・各種団体、民主団体など 

原則、まつり開催時間中は出店すること 

● 申し込み受け付け・・９月１６日（火）～９月３０日（火） 

●小 間 料・・・・・・販売する団体   １小間につき３千円  

販売しない団体  無 料 

 

 

     

 

 

【Ｂ．出店事業者】【Ｂ．出店事業者】【Ｂ．出店事業者】【Ｂ．出店事業者】    

●出店資格・・・ 

・町内に事業所を持っている人、または町内在住の事業者 

（事業者でない人や名義貸しによる出店はできません） 

・まつり時間中は全て営業できること。 

・火気を使用する出店業者は、消化器の設置ができること。 

   

●申し込み受け付け 

・町内事業者   ９月２２日（月）～１０月１０日（金） 

・町外事業者  １０月 ６日（月）～１０月１０日（金） 

（町外事業者は都城市内の事業者に限る） 

＊町内事業者で出店スペースが埋まらない場合に町外事業者を 

受け付けます。 

＊ことしも会場縮小のため、小間数が例年より減少します。 

（会場：町立文化会館南側臨時駐車場） 
 

●小 間 料 

・テント付き・・１小間（間口２.７㍍×奥行き３.６㍍）６千円 

＊ ことしは会場の都合によりテント無しスペースの受け付けは 

ありません。 

＊ 出店場所については原則として受け付け順とします。 

 

★出店事業者の申込限度枠 

町内事業者４小間（町外２小間）を限度とします。 

 

※ 出店事業者のお申し込み・お問い合わせは、 

三股町商工会（☎５２－２２２６）お願いします 

 

    

 

※民主団体および各種団体のお申し込み・お問い合わせは、 

町産業振興課 商工観光係 (３階⑫番窓口) 

（☎５２－１１１１・内線３５４）にお願いします。



 №３

◆ 第２４回 三股町ふるさとまつりのフリーマーケット 
参加者・団体を募集します 

※お問い合わせ・お申し込みは、町産業振興課 商工観光係  

（☎５２－１１１１・内線３５４）にお願いします 

 
◆ 三股町成人式の実行委員を募集します 
町では、平成２７年１月５日（月）実施予定の成人式において、企画・   

運営を行う実行委員を募集しています。自分たちの手で心に残る成人式を 

つくってみませんか。 

性別は問いません。やる気のある皆さんのご応募をお待ちしています。 

募集人数 １０人程度 

年  齢 
平成２７年４月１日までに１９～２０歳になる人 

（平成２６年度および同２７年度の新成人者） 

内  容 

★１０月より夜間に数回集まり、成人式の企画・運営に関する

ことを話し合います 

（会議日は実行委員の都合を考慮して決めます） 

★式典の運営を中心となって行います。 

募  集 

締め切り 
９月１２日（金） 

※お問い合わせは、教育委員会 教育課 生涯学習係（中央公民館内） 

   （☎５２－１１１１・内線４３２）にお願いします。 

 

◆ 文化の祭典「童謡まつり」の参加者・団体を募集します 
 
 
 
 

  来年２月７日（土）に開催される「三股町 文化の祭典」の第１部「童謡

まつり」で、童謡または唱歌を歌う団体、また今年度からは新たな試みと

して独唱する個人を募集します。「歌いたい」と思う気持ちがあれば、誰で

も参加できます。年齢、性別は問いません。お気軽にお申し込みください。 
 

■ 申込期限＝ ９月３０日（火） 
 

■ 参加条件＝  

【団体】（定員２０組） 

① ２人以上の合唱 

② 曲は童謡または唱歌（カラオケ不可） 

③ 出演時間を厳守できる団体 

④ 本番までのリハーサルに確実に参加できる団体 

⑤ その他、事務局からのお願いを守ることができる団体 

 

【個人】（定員２組） 

① 歌唱者１名、伴奏者１名の計２名（弾き語り不可） 

② ～⑤は【団体】の条件と同じ 
 

○募集定員を超えた場合の出演可否、出演時間、リハーサル・本番の日程

などは、後日開かれる童謡まつり部会（１０月下旬開催予定）で決定し、

連絡します。 

○その他、ご不明な点などありましたら、お気軽にお問い合わせください。 

 

※お申し込み・お問い合わせは、 

          町立文化会館 （☎５１－３４６２）にお願いします。 

 
 

 

 

 

《フリーマーケット参加者募集》 

日  時 
１１月８日（土） 正午～午後５時 

１１月９日（日） 午前９時～午後５時 

場  所 
ふるさとまつり会場内 

（町総合福祉センター「元気の杜
もり

」の芝生広場内） 

申し込み 

受け付け 

９月８日（月）～９月２６日（金） 

・小間数に限りがあります。お早めに申し込みください。 

・町外の人の申し込みは９月１６日（火）から受け付けます。 

小 間 料 

会場使用料として１区画当たり１日５００円掛かります。 

・未成年者の出店は、保護者の同意が必要です。 

・前金にてお支払いください。 

・出品物には条件があります。 

・小間の申込数は１区画を限度とします。 



 №４

◆「第 30 回国民文化祭・かごしま 2015」の 

出演者・団体を募集します 
 

平成２７年に鹿児島県で開催される「第 30回国民文化祭・かごしま 2015」

への出演希望者・団体を募集しています。音楽、絵画、短歌、ダンス    

など多岐にわたる事業で募集していますので、「開催要項」「募集要項」を

ご確認の上、出演を希望する場合は、次の通りお申し込みください。 
 

期 日 平成２７年１０月３１日（土）～１１月１５日（日） 

募集事業 

吹奏楽、マーチングバンド・バトントワーリング、オーケストラ、

バンド、合唱、大正琴、和太鼓、絵画、漫画、チェーンソーアート、

木工芸、デジタルアート、ショートムービー、短歌、現代詩、川柳、

俳句、筝曲
そうきょく

、詩吟、エッセイ、百人一首、朗読、華道、写真、     

ダンス、舞踊、民舞、民謡、演劇、郷土芸能、神楽、能楽、グルメ

コンテスト、弥五郎どん絵画・オブジェ、読書感想文、読書    

グループによる読み聞かせ、ゆるキャラ&大鍋フェスタ 

申し込み

方 法 

開催要項・募集要項をご確認の上、事業ごとに指定された必要書類 

にてお申し込みください。 

※各事業の詳細は、「第 30 回国民文化祭・かごしま 2015」ホーム    

ページの「トップページ」→「イベント」→「イベント一覧」→   

「主催事業」からご覧になれます。参加したい事業名を選択し、 

「開催要項」「募集要項」「推薦書」などの必要書類をダウンロード

してください。 

申込期限 ９月２６日（金） 

提出書類 事業ごとに指定された必要書類（推薦書または応募票など） 

提 出 先 

宮崎県総合政策部文化文教・国際課 文化担当 

〒880-8501 宮崎市橘通東２丁目１０－１ 

（ ☎   ０９８５－２６－７１１７） 

（ＦＡＸ ０９８５－３２－０１１１） 

※そのほか、ご不明な点などありましたら、お気軽にお問い合わせください。 

 

※お問い合わせは、上記書類提出先、もしくは、 

町立文化会館（☎５１―３４６２）にお願いします。 

 

 

 

 ◆「文教みまたフェスティバル 

～教育の日制定記念イベント～」を開催します 

 

町教委では、「文教のまち三股」の将来を担う、心豊かで生きる力を  

持った「みまたん子」を育むことを目的に「三股町教育の日」を制定しま

した。これを記念して、このたび、「文教みまたフェスティバル」を開催

します。入場は無料です。ご家族・ご友人お誘い合わせの上、お気軽にご

参加ください。 

 

期  日 １０月１８日（土） 

時  間 午後１時３０分～午後３時４５分 

会  場 三股町立文化会館 

内  容 

①演劇公演 

～仮題『龍雲館
りゅううんかん

物語～文教みまたの歴史～』 

（出演：演劇ワークショップ「みまた座」11期生） 

②各学校による事例発表 

 ・学校における伝統教育実践事例（三股西小） 

・学校支援ボランティアによる実践事例（勝岡小） 

 ・ＰＴＡによる実践事例（梶山小） 

③児童生徒の意見発表（三股小、宮村小、長田小、三股中） 

 

■「三股町教育の日」＝ 

「三股町教育の日」とは、「文教のまち」三股町の将来を担う心豊かでたく

ましく生きる力を持った「みまたん子」を育むことを目的に、学校・家庭・

地域が一体となった取り組みを推進し、町民全体で教育に取り組む気風を

醸成
じょうせい

するため、１０月第３土曜日を「三股町教育の日」と定めました。 

 

※お問い合わせは、三股町教育課学校教育係 

（☎５２－１１１１・内線４２２、４２３）にお願いします。 

 

 

                                                               

② 催 し 



 №５

 

◆ 南九州大学 子育て支援センター あそびの教室 
紙工作で「創作ぼうしを作りませんか」の参加者を募集します 

 

 

 主に紙を使った工作遊びの教室を開催します。ダンボール工作の遊具（動物、

昆虫、魚、鳥、船など）で楽しい遊びを工夫し、紙工作も楽しめます。 

 

期    日 １０月２５日（土） 

時    間 午前９時～１１時３０分 

対    象 
４歳以上の未就学児とその保護者１５組 

※申し込み順 

参  加  費 子ども１人につき３００円（傷害保険・材料代） 

申し込み方法 

・ 

申 込 期 限 

１０月１５日（水）までに、「子どもと保護者の氏名、

年齢、住所、連絡先、ファクス番号またはメールアドレ

ス」を明記の上、必ずファクスで必ずファクスで必ずファクスで必ずファクスで申しこんでください。 

 

※お申し込み・お問い合わせは、 

南九州大学 人間発達学部（美術教育研究室・古賀）宛て 

（☎ ２１－２１１１・FAX ２１－２１１３）にお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 平成２６年度都城高専 公開講座の受講者を募集します 

（中学生とその保護者限定） 
 
講 座 名 アートポリスを見に行こう 

講座内容 

熊本アートポリスは、１９８８年開始以来、「都市にデザインを、

田園にアイデアを」の合言葉に建築作家による作品でまちづくり

を進めている公共事業です。建築学的に高い評価を受けている作

品を見学することで建築の楽しさを学びませんか。 

開催日時 

１０月４日（土） 

・集合 午前８時３０分 ※昼休憩１時間 

・解散 午後６時    （昼食は熊本市内で各自取ります） 

対 象 者 中学生と保護者（同伴できる保護者は１人とします） 

募集人員 
４０人（２０組程度） 

（先着順のため、定員に達し次第、締め切ります） 

講  師 
都城高専 建築学科教員  林田義伸、中村孝至、中村裕文、 

杉本弘文 

集合場所 都城高専駐車場 

見学場所 熊本市内および八代市内（大型バスで移動します） 

講 習 料 
無料（別途旅行傷害保険料１００円が必要です。保護者の方も必

要です） 

申込期限 ９月１２日(金) 

申し込み 
手続き 

公開講座受講申込書に記入の上、ファクスでお申し込みください。は
がき、メールの場合は記載事項を記入の上、お申し込みください。  

◇記載事項 
①講座名、②氏名（ふりがな）、③性別、④自宅の郵便番号・   
住所、⑤自宅の電話番号または連絡先、⑥学校名・学年、    
⑦当日参加する保護者の氏名（ふりがな） 

◇メールで申し込みの場合、数日たっても受け付けの連絡がなければ不着の 
可能性があるため、電話にて確認の連絡をお願いします。 

◇講座開講日１週間前までに受講通知書を送付します。 
◇保険料は当日徴収します。 
◇申込時の情報は、本講座に関する業務以外には利用しません。 
◇募集案内および受講申込書は学校ホームページからダウンロードができます。 

ＵＲＬ http://www.miyakonojo-nct.ac.jp/~techcen/index.html 
 

※お申し込み・お問い合わせは、 都城高専 総務課企画係 
    〒885-8567 都城市吉尾町 473-1 

（☎：４７－１３０６ ＦＡＸ ３８－１５０８） 
      Ｅメール：kikaku＠jim.miyakonojo-nct.ac.jp にお願いします。 
 

 

③ 講座・教室 
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◆「傾聴ボランティア養成講座」の受講者を募集します 

 

「傾聴」は相手の話を否定せず、ありのままに受け止めて「聴く」ことです。

この講座では、傾聴の技術を活かし、話し相手などとして活動するボランテ

ィアを養成します。誰でも参加できます。なるべく全日程の受講をお願いし

ます。 

 

■対 象＝講座終了後、高齢者の話し相手などの傾聴ボランティア活動 

に参加できる人。 

■日時・内容＝ 

 

■場 所＝ 総合福祉センター 元気の杜 

■受講料＝ 無料 

■定 員＝ ３０人 

■参加資格＝誰でも受講可能 

■申込期限＝９月２２日(月)  

 

※お申し込み・お問い合わせは、福祉課 社会福祉係 

   （☎５２－１１１１・内線１６４）にお願いします。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
◆「ひきこもり家族教室」を開催します 

 

「引きこもり」とは、さまざまな要因によって社会的な参加の場が狭まり、

就労や就学などの自宅以外での生活の場が長期にわたって失われている

状態のことを指します。 

 ひきこもり家族教室では「引きこもり」に対する知識を得て、家族とし

ての適切な対処方法を学んだり、家族同士が支え合う場を提供します。 

ぜひ、お気軽にご参加ください。 

 

■対■対■対■対    象＝象＝象＝象＝宮崎県内在住で引きこもりの問題を抱える家族または 

その支援者    

■場■場■場■場    所＝所＝所＝所＝宮崎県総合保健センター ５階 視聴覚室 

     （〒880-0032 宮崎市霧島 1-1-2）        

■費■費■費■費    用＝用＝用＝用＝無料 
 
■日■日■日■日    時＝時＝時＝時＝    

回 期  日 時 間 テーマ 

第２回  ９月 ９日（火） 本人について知ろう 

第３回 １０月１０日（金） 家族の関わりについて考えよう 

第４回 １１月 ７日（金） 

午後１時 

  ～３時 

（予約制） 社会資源と社会参加 

※各教室の後半は家族同士の分かち合いの時間を設けます。 

    

 

※お申し込み・お問い合わせは、 

 宮崎県ひきこもり地域支援センター 

 〒880-0032 宮崎市霧島１―１－２ 

 宮崎県総合保健センター４階 宮崎県精神保健福祉センター内） 

 （利用時間 午前８時３０分～午後５時１５分） 

 （☎ ０９８５－２７－８１３３・ＦＡＸ ０９８５－２７－５２７６） 

にお願いします。 

 

 

 

 

 

回 期日 内容 時間 

１回目 ９月２６日(金) 

２回目 １０月１０日(金) 

よい聴き手になるために 

～傾聴の意味と意義～ 

３回目 １０月２４日(金)   傾聴のスキルを使った対話訓練 

４回目 １１月１４日(金) 実践の振り返りと分かち合い 

いずれも 

午後１時３０分 

～４時３０分 

 ことし７月１日に 

開設されました 

あきらめないでください。 

少し勇気を出して話をしてみませんか？ 

今困っていることを一緒に考えましょう 

あなたのお電話をお待ちしております 
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・ 町では現在、臨時福祉給付金の申請を受け付けています。町では現在、臨時福祉給付金の申請を受け付けています。町では現在、臨時福祉給付金の申請を受け付けています。町では現在、臨時福祉給付金の申請を受け付けています。 

・・・・    臨時福祉給付金の申請書は、受給できる可能性がある人に７月臨時福祉給付金の申請書は、受給できる可能性がある人に７月臨時福祉給付金の申請書は、受給できる可能性がある人に７月臨時福祉給付金の申請書は、受給できる可能性がある人に７月

初めに送付していますが、初めに送付していますが、初めに送付していますが、初めに送付していますが、申請しないと支給できません。申請しないと支給できません。申請しないと支給できません。申請しないと支給できません。 

 

 

臨時福祉給付金の申請期限は臨時福祉給付金の申請期限は臨時福祉給付金の申請期限は臨時福祉給付金の申請期限は９月３０日（火）９月３０日（火）９月３０日（火）９月３０日（火）ままままででででと 

なっていますので、申請が済んでいない人は、できるだけ 

早く申請してください。 

 

用紙をなくした場合用紙をなくした場合用紙をなくした場合用紙をなくした場合はははは再発行します再発行します再発行します再発行しますので、ご連絡ください。 
 

 

その他、分からないことがあれば、ご連絡ください。その他、分からないことがあれば、ご連絡ください。その他、分からないことがあれば、ご連絡ください。その他、分からないことがあれば、ご連絡ください。    

    

    
 

 

 
 
 
 
 

 

※「臨時福祉給付金」のお問い合わせは、                 

  地域政策室 地域政策係（２階⑦番窓口） 

（☎５２－１１１１・内線２８５）にお願いします。 

 
 

 

◆ オータムジャンボ宝くじが発売されます  

１等・前後賞合わせて３億９，０００万円３億９，０００万円３億９，０００万円３億９，０００万円！ 
 

 この宝くじの収益金は市町村の明るいまちづくりや環境対策、高齢化対策

など地域住民の福祉向上のために使われます。 

売り切れ次第発売終了となりますので、お早めにお買い求めください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※昨年のオータムジャンボ宝くじ（第６４９回全国自治宝くじ）の時効  

【１０月２２日（水）】が迫っています。期限までにご換金ください。 

 

※お問い合わせは、（公財）宮崎県市町村振興協会  

（☎０９８５－３１－９５９０）にお願いします。 

 

 

 

 

 

 

主な当せん金（発売総額３９０億円・１３ユニットの場合） 

 

 

 

 

 

発売期間 ９月１９日（金）～１０月１０日（金） 

発売場所 全国の宝くじ売り場 

抽せん日 １０月１７日（金） 

支払開始日 １０月２２日（水） 

    

____    ※なお支給の対象となるのは、以下のすべてを満たす人です。※なお支給の対象となるのは、以下のすべてを満たす人です。※なお支給の対象となるのは、以下のすべてを満たす人です。※なお支給の対象となるのは、以下のすべてを満たす人です。 

① 平成２６年度分の町県民税（均等割）が課税されていない人。 

② 平成２６年度分の町県民税（均等割）が課税されている人の扶養に 

入っていない人。 

③ 生活保護を受けていない人。 

■１等・・・３億３，０００万円×１３本  

■前後賞・・各３，０００万円×２６本 

■４等・・・５万円×２万６，０００本 

■５等・・・１万円×５２万本 

当たり実感のある 

少額賞金も豊富！ 

 

 
確認じゃ！ 

④ お知らせ 
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◆ 町議会広報紙『こんにちは議会です。』第７６号のお詫びと訂正 
 
 

８月１５日付で発行した町議会広報紙『こんにちは議会です。』第７６号の 

１３㌻中に誤りがありました。お詫びし、次の通り訂正します。 

 

【誤】災害時には念のため三股町役場に（２５－１１１１）避難所を  

確認しましょう。 

 

【正】災害時には念のため三股町役場（☎５２－１１１１）に避難所を 

  確認しましょう。 

 

※ お問い合わせは、議会事務局 

（５２－１１１１・内線３１１）にお願いします。 

 
 

◆「おもちゃ病院三股」を開設します 

期   日 ９月２０日（土） 毎月第３土曜日 

時   間 ・受け付け 午後１時～３時 

場   所 町総合福祉センター「元気の杜」 

注 意 事 項 

・「おもちゃ病院三股」は、おもちゃを無償で修理します 

（一部、材料費などが掛かることがあります）。ただし、

破損のひどい物、欠品のある物については、修理でき

ない場合があります。現物を見て判断しますので、   

ご持参ください。 

・ＡＣ電源により作動させる電化製品・コンピュータ製

品、人を傷つける恐れのある物（エアガンなど）、水に

浮く物（浮輪・ボートなど）などは修理対象外です。 

※お問い合わせは、 

・代表：横山健一（携帯 ５１－０２４１） 

増田親忠（携帯 ０９０－１９２６－８７８３）にお願いします。 

 

 
 

 
 

◆ 水痘
すいとう

(水ぼうそう)の定期接種を実施します 
 

ことし１０月１日（水）から１歳以上３歳の誕生日前日の子どもに２回の 

水痘（水ぼうそう）の接種が無料で受けられるようになりました。三股町が  

約１万円負担します。期間内に接種をお願いします。 

 
１０月１日(水)から 

(平成２１年１０月１日以前に生まれた子どもは対象外です) 

 ①１歳の誕生日から３歳の誕生日の前日の子ども①１歳の誕生日から３歳の誕生日の前日の子ども①１歳の誕生日から３歳の誕生日の前日の子ども①１歳の誕生日から３歳の誕生日の前日の子ども(１歳児と２歳児です) 

    

②３歳の誕生日から５歳の誕生日の前日の子ども②３歳の誕生日から５歳の誕生日の前日の子ども②３歳の誕生日から５歳の誕生日の前日の子ども②３歳の誕生日から５歳の誕生日の前日の子ども(３歳児と４歳児です) 

（上記は１０月１日（水）～平成２７年３月３１日（火）の期間限定です） 

 

 

① １歳児・２歳児   ２回接種 

■１回目… １歳０か月から１歳３か月の間 

■２回目… １回目が終了してから３カ月以上空けて２歳になるまでの間 

・任意接種として既に水痘ワクチンの接種を受けたことがある場合は、

既に接種した回数を受けたものとします。 

・３歳の誕生日の前日までに１回目しか接種できなかった子どもは 

初回接種で終了です。 

②３歳児・４歳児   １回接種 

任意接種として過去に水痘ワクチンの接種を受けたことのある人

は、対象になりません。 

既に水ぼうそうにかかったことがある場合は対象外です。既に水ぼうそうにかかったことがある場合は対象外です。既に水ぼうそうにかかったことがある場合は対象外です。既に水ぼうそうにかかったことがある場合は対象外です。 

※水痘ワクチン予防接種の指定医療機関は、現在調整中のため後日、回覧で

お知らせします。 

 

※ お問い合わせは、三股町健康管理センター(☎５２－８４８１) 

にお願いします。 
 
 
 
 

⑤ 保健と福祉（子ども）

接
種

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル
 

対
象

者
 

開
始

日
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◆ 高齢者のインフルエンザ予防接種費用の助成を行います 
 

 

インフルエンザは、毎年冬季に流行を繰り返すわが国最大の感染症です。

普通の風邪と異なり、高齢者は肺炎など併発し、重症化することもあります。 

予防接種は、インフルエンザによる感染および重症化を防止し、併せて  

まん延防止を目的としています。 

希望する人は、体調の良い時に予防接種を受けましょう。 

 

項  目 内   容 

接種対象者 

三股町に住所があり、次のいずれかに該当する人 

☆年齢と住所が確認できるものを持っていきましょう。 

①６５歳以上の人（接種日現在）。 

②６０歳以上６５歳未満の人で、心臓、腎臓、または 

呼吸器の機能不全で、日常生活活動が制限される程度の

障害がある人、およびヒト免疫不全ウイルスにより、 

免疫の機能に日常生活が不可能な程度の障害がある人。 

接種期間 １０月１日(水)～１２月３１日（水） 

接種回数 実施期間内に１人１回。 

接種場所 
三股町および都城市の指定医療機関 

（予約の必要な場合がありますのでご確認ください）。 

接種料金 

（個人負担額） 

１人１回・・・１,２００円 （町が２,５００円負担） 

※診察のみで、接種できなかった人には町が１,８５０円

を負担します。 

 

 

 

 

 

 

◎接種費助成 

生活保護世帯は、無料で接種できます。【接種日当日６５歳以上の人】 

   （町福祉課社会福祉係で証明書をもらってください） 

◎医療機関へは、健康手帳を持って行きましょう 

 

※接種したら接種済証は必ず保管しておきましょう。 

 

※お問い合わせは、健康管理センタ―（☎５２－８４８１）にお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 保健と福祉（一般） 

        医医医医    療療療療    機機機機    関関関関    名名名名    住住住住        所所所所    電話番号電話番号電話番号電話番号    

    一心外科医院一心外科医院一心外科医院一心外科医院    三股町花見原三股町花見原三股町花見原三股町花見原    ５２－７７８８５２－７７８８５２－７７８８５２－７７８８    

    岩下耳鼻咽喉科岩下耳鼻咽喉科岩下耳鼻咽喉科岩下耳鼻咽喉科    三股町中原三股町中原三股町中原三股町中原    ５１－１１８７５１－１１８７５１－１１８７５１－１１８７    

※※※※    江夏整形外科クリニック江夏整形外科クリニック江夏整形外科クリニック江夏整形外科クリニック    三股町西植木三股町西植木三股町西植木三股町西植木    ５１－１１２２５１－１１２２５１－１１２２５１－１１２２    

    坂田医院坂田医院坂田医院坂田医院    三股町蓼池三股町蓼池三股町蓼池三股町蓼池    ５１－２００３５１－２００３５１－２００３５１－２００３    

※※※※    大悟病院大悟病院大悟病院大悟病院    三股町梶山三股町梶山三股町梶山三股町梶山    ５２－５８００５２－５８００５２－５８００５２－５８００    

※※※※    たけしたこども医院たけしたこども医院たけしたこども医院たけしたこども医院    三股町三股町三股町三股町東原東原東原東原    ５１－０００５５１－０００５５１－０００５５１－０００５    

    田中隆内科田中隆内科田中隆内科田中隆内科    三股町植木三股町植木三股町植木三股町植木    ５２－０３０１５２－０３０１５２－０３０１５２－０３０１    

    とまり内科外科胃腸科医院とまり内科外科胃腸科医院とまり内科外科胃腸科医院とまり内科外科胃腸科医院    三股町稗田三股町稗田三股町稗田三股町稗田    ５２－１１３５５２－１１３５５２－１１３５５２－１１３５    

    長倉医院長倉医院長倉医院長倉医院    三股町仲町三股町仲町三股町仲町三股町仲町    ５２－２１０９５２－２１０９５２－２１０９５２－２１０９    

    畠中小児科医院畠中小児科医院畠中小児科医院畠中小児科医院    三股町下新三股町下新三股町下新三股町下新    ５２－６０００５２－６０００５２－６０００５２－６０００    

    みしま内科クリニックみしま内科クリニックみしま内科クリニックみしま内科クリニック    三股町中原三股町中原三股町中原三股町中原    ５１－８１００５１－８１００５１－８１００５１－８１００    

    山下医院山下医院山下医院山下医院    三股町東原三股町東原三股町東原三股町東原    ５２－１３４８５２－１３４８５２－１３４８５２－１３４８    

※※※※    あきづき医院あきづき医院あきづき医院あきづき医院    上水流町上水流町上水流町上水流町    ３６－０５３４３６－０５３４３６－０５３４３６－０５３４    

    あきと内科胃腸科あきと内科胃腸科あきと内科胃腸科あきと内科胃腸科    都原町都原町都原町都原町    ４６－５５００４６－５５００４６－５５００４６－５５００    

    有川医院有川医院有川医院有川医院    上川東上川東上川東上川東    ２４－６６７７２４－６６７７２４－６６７７２４－６６７７    

    有馬医院有馬医院有馬医院有馬医院    上長飯町上長飯町上長飯町上長飯町    ２３－２６１０２３－２６１０２３－２６１０２３－２６１０    

    安藤胃腸科外科医院安藤胃腸科外科医院安藤胃腸科外科医院安藤胃腸科外科医院    豊満町豊満町豊満町豊満町    ３９－２２２６３９－２２２６３９－２２２６３９－２２２６    

※※※※    いき形成外科ひふ科クリニックいき形成外科ひふ科クリニックいき形成外科ひふ科クリニックいき形成外科ひふ科クリニック    年見町年見町年見町年見町    ４５－００２０４５－００２０４５－００２０４５－００２０    

    池之上整形外科池之上整形外科池之上整形外科池之上整形外科    上川東上川東上川東上川東    ２３－２３１１２３－２３１１２３－２３１１２３－２３１１    

    

【期間【期間【期間【期間    １０月１日（水）～１２月３１日（水）】１０月１日（水）～１２月３１日（水）】１０月１日（水）～１２月３１日（水）】１０月１日（水）～１２月３１日（水）】 

≪インフルエンザ予防接種実施医療機関一覧表≫≪インフルエンザ予防接種実施医療機関一覧表≫≪インフルエンザ予防接種実施医療機関一覧表≫≪インフルエンザ予防接種実施医療機関一覧表≫  
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    医医医医    療療療療    機機機機    関関関関    名名名名    住住住住    所所所所    電話番号電話番号電話番号電話番号    

    いづみ内科医院いづみ内科医院いづみ内科医院いづみ内科医院    鷹鷹鷹鷹    尾尾尾尾    ２２－７１１１２２－７１１１２２－７１１１２２－７１１１    

    宇宿医院宇宿医院宇宿医院宇宿医院    栄栄栄栄    町町町町    ２５－９０３１２５－９０３１２５－９０３１２５－９０３１    

    鵜木循環器科内科医院鵜木循環器科内科医院鵜木循環器科内科医院鵜木循環器科内科医院    花繰町花繰町花繰町花繰町    ２６－０００８２６－０００８２６－０００８２６－０００８    

※※※※    おおくぼクリニックおおくぼクリニックおおくぼクリニックおおくぼクリニック    千千千千    町町町町    ２６－１５００２６－１５００２６－１５００２６－１５００    

    大橋クリニック大橋クリニック大橋クリニック大橋クリニック    庄内町庄内町庄内町庄内町    ３７－０５３９３７－０５３９３７－０５３９３７－０５３９    

    柏村内科柏村内科柏村内科柏村内科    上上上上    町町町町    ２２－２６１６２２－２６１６２２－２６１６２２－２６１６    

※※※※    仮屋医院仮屋医院仮屋医院仮屋医院    上水流町上水流町上水流町上水流町    ３６－０５２１３６－０５２１３６－０５２１３６－０５２１    

※※※※    仮屋外科胃腸科医院仮屋外科胃腸科医院仮屋外科胃腸科医院仮屋外科胃腸科医院    志比田町志比田町志比田町志比田町    ２５－７７１２２５－７７１２２５－７７１２２５－７７１２    

    川畑医院川畑医院川畑医院川畑医院    年見町年見町年見町年見町    ４６－３２２５４６－３２２５４６－３２２５４６－３２２５    

    北原医院北原医院北原医院北原医院    北原町北原町北原町北原町    ２２－４１３２２－４１３２２－４１３２２－４１３３３３３    

    共立病院共立病院共立病院共立病院    蔵原町蔵原町蔵原町蔵原町    ２２－０２１３２２－０２１３２２－０２１３２２－０２１３    

    久保原田中医院久保原田中医院久保原田中医院久保原田中医院    久保原町久保原町久保原町久保原町    ２２－７７００２２－７７００２２－７７００２２－７７００    

    黒松病院黒松病院黒松病院黒松病院    金田町金田町金田町金田町    ３８－１１２０３８－１１２０３８－１１２０３８－１１２０    

※※※※    ケイオークリニックケイオークリニックケイオークリニックケイオークリニック    一万城町一万城町一万城町一万城町    ４６－４５００４６－４５００４６－４５００４６－４５００    

※※※※    児玉小児科児玉小児科児玉小児科児玉小児科    花繰町花繰町花繰町花繰町    ２５－５５７０２５－５５７０２５－５５７０２５－５５７０    

※※※※    小牧病院小牧病院小牧病院小牧病院    立野町立野町立野町立野町    ２４－１２１２２４－１２１２２４－１２１２２４－１２１２    

    坂元医院坂元医院坂元医院坂元医院    牟田町牟田町牟田町牟田町    ２２－０３６０２２－０３６０２２－０３６０２２－０３６０    

※※※※    三州病院三州病院三州病院三州病院    花繰町花繰町花繰町花繰町    ２２－０２３０２２－０２３０２２－０２３０２２－０２３０    

    しげひらクリニックしげひらクリニックしげひらクリニックしげひらクリニック    神之山町神之山町神之山町神之山町    ２７－５５５５２７－５５５５２７－５５５５２７－５５５５    

    庄内医院庄内医院庄内医院庄内医院    庄内町庄内町庄内町庄内町    ３７－０５２２３７－０５２２３７－０５２２３７－０５２２    

※※※※    城南病院城南病院城南病院城南病院    大王町大王町大王町大王町    ２３－２８４４２３－２８４４２３－２８４４２３－２８４４    

※※※※    城南クリニック城南クリニック城南クリニック城南クリニック    大王町大王町大王町大王町    ２６－３６６２２６－３６６２２６－３６６２２６－３６６２    

※※※※    都城新生病院都城新生病院都城新生病院都城新生病院    志比田町志比田町志比田町志比田町    ２２－０２８０２２－０２８０２２－０２８０２２－０２８０    

    瀬ノ口医院瀬ノ口医院瀬ノ口医院瀬ノ口医院    姫城町姫城町姫城町姫城町    ２５－５１５５２５－５１５５２５－５１５５２５－５１５５    

    瀬ノ口内科放射線科医院瀬ノ口内科放射線科医院瀬ノ口内科放射線科医院瀬ノ口内科放射線科医院    都原町都原町都原町都原町    ２５－７７８０２５－７７８０２５－７７８０２５－７７８０    

    園田光正内科医院園田光正内科医院園田光正内科医院園田光正内科医院    太郎坊町太郎坊町太郎坊町太郎坊町    ３８－５１１５３８－５１１５３８－５１１５３８－５１１５    

※※※※    たかお浜田医院たかお浜田医院たかお浜田医院たかお浜田医院    鷹鷹鷹鷹    尾尾尾尾    ２２－８８１８２２－８８１８２２－８８１８２２－８８１８    

※※※※    たき心療内科クリニックたき心療内科クリニックたき心療内科クリニックたき心療内科クリニック    若葉町若葉町若葉町若葉町    ４６－９１９１４６－９１９１４６－９１９１４６－９１９１    

    医医医医    療療療療    機機機機    関関関関    名名名名    住住住住    所所所所    電話番号電話番号電話番号電話番号    

※※※※    丸田病院丸田病院丸田病院丸田病院    八幡町八幡町八幡町八幡町    ２３－７０６０２３－７０６０２３－７０６０２３－７０６０    

※※※※    三嶋内科三嶋内科三嶋内科三嶋内科    鷹鷹鷹鷹    尾尾尾尾    ２４－７１７１２４－７１７１２４－７１７１２４－７１７１    

    
都 城都 城都 城都 城 フォレスト・クリニックフォレスト・クリニックフォレスト・クリニックフォレスト・クリニック            

脳神経外科脳神経外科脳神経外科脳神経外科    
下川東下川東下川東下川東    ８０－４３１３８０－４３１３８０－４３１３８０－４３１３    

※※※※    宮永病院宮永病院宮永病院宮永病院    松元町松元町松元町松元町    ２２－２０１５２２－２０１５２２－２０１５２２－２０１５    

    宗正病院宗正病院宗正病院宗正病院    八幡町八幡町八幡町八幡町    ２２－４３８０２２－４３８０２２－４３８０２２－４３８０    

    村上循環器内科村上循環器内科村上循環器内科村上循環器内科ｸﾘﾆｯｸｸﾘﾆｯｸｸﾘﾆｯｸｸﾘﾆｯｸ     宮丸町宮丸町宮丸町宮丸町    ２５－２７００２５－２７００２５－２７００２５－２７００    

※※※※    メディカルシティ東部病院メディカルシティ東部病院メディカルシティ東部病院メディカルシティ東部病院    立野町立野町立野町立野町    ２２－２２４０２２－２２４０２２－２２４０２２－２２４０    

※※※※    もちお蛯原医院もちお蛯原医院もちお蛯原医院もちお蛯原医院    蓑原町蓑原町蓑原町蓑原町    ２１－５３５５２１－５３５５２１－５３５５２１－５３５５    

    森山脳神経外科森山脳神経外科森山脳神経外科森山脳神経外科    久保原町久保原町久保原町久保原町    ２１－６８８８２１－６８８８２１－６８８８２１－６８８８    

    森山内科･脳神経外科森山内科･脳神経外科森山内科･脳神経外科森山内科･脳神経外科    南鷹尾町南鷹尾町南鷹尾町南鷹尾町    ２１－５０００２１－５０００２１－５０００２１－５０００    

    柳田柳田柳田柳田クリニックリニックリニックリニックククク    東東東東    町町町町    ２２－４８６２２２－４８６２２２－４８６２２２－４８６２    

    柳田病院柳田病院柳田病院柳田病院    東東東東    町町町町    ２２－４８５０２２－４８５０２２－４８５０２２－４８５０    

※※※※    やの耳鼻咽喉科やの耳鼻咽喉科やの耳鼻咽喉科やの耳鼻咽喉科    吉尾町吉尾町吉尾町吉尾町    ２７－５２２２２７－５２２２２７－５２２２２７－５２２２    

※※※※    山内小児科医院山内小児科医院山内小児科医院山内小児科医院    上上上上    町町町町    ２２－２２－２２－２２－００４８００４８００４８００４８    

※※※※    よしかわクリニックよしかわクリニックよしかわクリニックよしかわクリニック    前田町前田町前田町前田町    ２３－９３８４２３－９３８４２３－９３８４２３－９３８４    

※※※※    吉松病院吉松病院吉松病院吉松病院    蔵原町蔵原町蔵原町蔵原町    ２５－１５００２５－１５００２５－１５００２５－１５００    

※※※※    西岳診療所西岳診療所西岳診療所西岳診療所    高野町高野町高野町高野町    ３３－１５１０３３－１５１０３３－１５１０３３－１５１０    

    大岐医院大岐医院大岐医院大岐医院    山之口町山之口町山之口町山之口町    ５７－２０２５５７－２０２５５７－２０２５５７－２０２５    

    志々目医院志々目医院志々目医院志々目医院    山之口町山之口町山之口町山之口町    ５７－２００４５７－２００４５７－２００４５７－２００４    

    政所医院政所医院政所医院政所医院    高城町高城町高城町高城町    ５８－２１７１５８－２１７１５８－２１７１５８－２１７１    

    吉見クリニック吉見クリニック吉見クリニック吉見クリニック    高城町高城町高城町高城町    ５８－５６３３５８－５６３３５８－５６３３５８－５６３３    

    吉見病院吉見病院吉見病院吉見病院    高城町高城町高城町高城町    ５８－２３３５５８－２３３５５８－２３３５５８－２３３５    

    教山内科医院教山内科医院教山内科医院教山内科医院    高崎町高崎町高崎町高崎町    ６２－１２０５６２－１２０５６２－１２０５６２－１２０５    

    佐々木医院佐々木医院佐々木医院佐々木医院    高崎町高崎町高崎町高崎町    ６２－１１０３６２－１１０３６２－１１０３６２－１１０３    

    隅隅隅隅    病院病院病院病院    高崎町高崎町高崎町高崎町    ６２－１１００６２－１１００６２－１１００６２－１１００    

    海老原内科海老原内科海老原内科海老原内科    山田町山田町山田町山田町    ６４－１２１１６４－１２１１６４－１２１１６４－１２１１    

    山路山路山路山路医院医院医院医院    山田町山田町山田町山田町    ６４－３１３３６４－３１３３６４－３１３３６４－３１３３    

 

    医医医医    療療療療    機機機機    関関関関    名名名名    住住住住    所所所所    電話番号電話番号電話番号電話番号    

    田口循環器科内科田口循環器科内科田口循環器科内科田口循環器科内科ｸﾘﾆｯｸｸﾘﾆｯｸｸﾘﾆｯｸｸﾘﾆｯｸ    下川東下川東下川東下川東    ２４－０６００２４－０６００２４－０６００２４－０６００    

    武田産婦人科医院武田産婦人科医院武田産婦人科医院武田産婦人科医院    蔵原町蔵原町蔵原町蔵原町    ２２－０３３６２２－０３３６２２－０３３６２２－０３３６    

※※※※    どいクリニックどいクリニックどいクリニックどいクリニック    上東町上東町上東町上東町    ２２－１８２５２２－１８２５２２－１８２５２２－１８２５    

    とくとめクリニックとくとめクリニックとくとめクリニックとくとめクリニック    上長飯町上長飯町上長飯町上長飯町    ２６－１８２０２６－１８２０２６－１８２０２６－１８２０    

※※※※    戸嶋病院戸嶋病院戸嶋病院戸嶋病院    郡元郡元郡元郡元    ２２－１４３７２２－１４３７２２－１４３７２２－１４３７    

    都北鮫島クリニック都北鮫島クリニック都北鮫島クリニック都北鮫島クリニック    都北町都北町都北町都北町    ３８－６０６０３８－６０６０３８－６０６０３８－６０６０    

    冨田医院冨田医院冨田医院冨田医院    栄栄栄栄    町町町町    ２３－４５８６２３－４５８６２３－４５８６２３－４５８６    

※※※※    永田病院永田病院永田病院永田病院    五十町五十町五十町五十町    ２３ー２８６３２３ー２８６３２３ー２８６３２３ー２８６３    

※※※※    ながはま整形外科ながはま整形外科ながはま整形外科ながはま整形外科    都北町都北町都北町都北町    ４６－７１８８４６－７１８８４６－７１８８４６－７１８８    

    西浦病院西浦病院西浦病院西浦病院    広原町広原町広原町広原町    ２５－１１１９２５－１１１９２５－１１１９２５－１１１９    

    野口脳神経外科野口脳神経外科野口脳神経外科野口脳神経外科    太郎坊町太郎坊町太郎坊町太郎坊町    ４７４７４７４７－１８００－１８００－１８００－１８００    

    野辺医院野辺医院野辺医院野辺医院    上上上上    町町町町    ２２－０１５３２２－０１５３２２－０１５３２２－０１５３    

    はしぐち小児科はしぐち小児科はしぐち小児科はしぐち小児科    都原町都原町都原町都原町    ２４－５５００２４－５５００２４－５５００２４－５５００    

※※※※    花房泌尿器科医院花房泌尿器科医院花房泌尿器科医院花房泌尿器科医院    北原町北原町北原町北原町    ２５－１１７７２５－１１７７２５－１１７７２５－１１７７    

※※※※    浜田医院浜田医院浜田医院浜田医院    牟田町牟田町牟田町牟田町    ２２－１１５１２２－１１５１２２－１１５１２２－１１５１    

    はまだクリニックはまだクリニックはまだクリニックはまだクリニック    祝吉町祝吉町祝吉町祝吉町    ４５－２２６６４５－２２６６４５－２２６６４５－２２６６    

    早水公園クリニック早水公園クリニック早水公園クリニック早水公園クリニック    早水町早水町早水町早水町    ３６－３６－３６－３６－６１１７６１１７６１１７６１１７    

※※※※    速見泌尿器科医院速見泌尿器科医院速見泌尿器科医院速見泌尿器科医院    妻ケ丘町妻ケ丘町妻ケ丘町妻ケ丘町    ２４－８３４４２４－８３４４２４－８３４４２４－８３４４    

    原田医院原田医院原田医院原田医院    郡元町郡元町郡元町郡元町    ２６－３３３０２６－３３３０２６－３３３０２６－３３３０    

    福島外科胃腸科医院福島外科胃腸科医院福島外科胃腸科医院福島外科胃腸科医院    都北町都北町都北町都北町    ３８－１６３３３８－１６３３３８－１６３３３８－１６３３    

    ふくしまクリニックふくしまクリニックふくしまクリニックふくしまクリニック    下川東下川東下川東下川東    ４６－５００１４６－５００１４６－５００１４６－５００１    

※※※※    藤元上町病院藤元上町病院藤元上町病院藤元上町病院    上上上上    町町町町    ２３－４０００２３－４０００２３－４０００２３－４０００    

※※※※    藤元総合病院藤元総合病院藤元総合病院藤元総合病院    早鈴町早鈴町早鈴町早鈴町    ２５－２５－２５－２５－１１１１３３３３１１１１３３３３    

※※※※    藤元病院藤元病院藤元病院藤元病院    早鈴町早鈴町早鈴町早鈴町    ２５－２５－２５－２５－１３１５１３１５１３１５１３１５    

    べテスダクリニックべテスダクリニックべテスダクリニックべテスダクリニック    年見町年見町年見町年見町    ２２－１７００２２－１７００２２－１７００２２－１７００    

    豊栄クリニック豊栄クリニック豊栄クリニック豊栄クリニック    下長飯町下長飯町下長飯町下長飯町    ３９－２５２５３９－２５２５３９－２５２５３９－２５２５    

    松山医院松山医院松山医院松山医院    上川東上川東上川東上川東    ２４－１０４６２４－１０４６２４－１０４６２４－１０４６    

※※※※    マドコロ外科医院マドコロ外科医院マドコロ外科医院マドコロ外科医院    小松原町小松原町小松原町小松原町    ２２－０１３８２２－０１３８２２－０１３８２２－０１３８    

    

≪インフルエンザインフルエンザインフルエンザインフルエンザ予防接種実施医療機関一覧表≫ 【期間 １０月１日（水）～１２月３１日（水）】 
※予約必要 



 №１１

◆ 高齢者の肺炎球菌ワクチン予防接種の 

費用一部を助成します 
 

 肺炎球菌による肺炎は、成人肺炎の２５～４０％を占め、特に高齢者での

重篤化が問題になっています。肺炎球菌は肺炎、中耳炎、副鼻腔炎、気管支

炎、髄膜炎などを起こす細菌の一つです。特に、高齢者の肺炎の約半数は、

肺炎球菌が原因とされています。肺炎球菌ワクチンの効果で免疫効果は約５

年にわたって持続するといわれています。肺炎球菌に対する免疫ができると、

肺炎にかかっても軽い症状ですむ効果があります。ワクチン接種を希望する

人は、体調の良い日に予防接種を受けましょう。 

項  目 内   容 

接種対象者 

10101010月月月月1111日日日日((((水水水水))))から平成から平成から平成から平成27272727年年年年3333月月月月31313131日日日日((((火火火火))))まで対象になる人まで対象になる人まで対象になる人まで対象になる人    

①三股町に住所があり、次のいずれかに該当する人 

・65 歳（昭和 24年 4月 2日生～昭和 25年 4月 1 日） 

・70歳（昭和 19 年 4月 2日生～昭和 20 年 4月 1 日生） 

・75 歳（昭和 14年 4月 2日生～昭和 15年 4月 1 日生） 

・80歳（昭和  9 年 4月 2日生～昭和 10 年 4月 1 日生） 

・85 歳（昭和  4年 4月 2日生～昭和 5年 4月 1 日生） 

・90歳（大正 13年 4月 2日生～大正 14年 4月 1 日生） 

・95 歳（大正 8 年 4月 2日生～大正  9 年 4月 1 日生） 

・100歳（大正 3年 4月 2日生～大正 4年 4月 1 日生） 

・101歳以上（大正 3年 4月 1 日以前の生まれ） 

②６０歳以上６５歳未満で、心臓、じん臓又は呼吸器の機能に

自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害

を有する人およびヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能

に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する人 

接 種 期 間 １０月１日(水)～平成２７年３月３１日(火) 

接 種 回 数 

実施期間内に１実施期間内に１実施期間内に１実施期間内に１人１回人１回人１回人１回    

ただし、すでに高齢者肺炎球菌ワクチンを接種した人(過去 

５年以内)、医師の予診の結果予防接種を受けることが適当で

ないと判断された人は実施できません。 

接 種 料 金 

(個人負担) 

１人１回・・・・２２２２,,,,５００円５００円５００円５００円(町が４,５００円負担) 

予診の結果、予防接種できなかった人には、町が１人につき

１,８５０円を負担します。 

接 種 場 所 
三股町および都城市の指定医療機関(調整中) 

※予約の必要な場合がありますので、ご確認ください。 

※ 住所・氏名・年齢が確認できるものを持って行きましょう。 

◎生活保護世帯は、無料で接種できます。 

(町福祉課 社会福祉係で証明書をもらってください) 

◎医療機関へは、健康手帳を持って行きましょう。 

  ※医療機関は後日、回覧でお知らせします。 

◎接種時の領収書、接種済証は必ず保管しておいてください。 

※お問い合わせは、 

町健康管理センター（☎５２－８４８１） にお願いします。 

 
 
 

 

 

◆「三州健康教室」を実施します 
 

三州病院では毎月、地域の皆さんの健康維持・増進のために健康教室

を開催しています。誰でも参加できますので、ご近所お誘い合わせの上、   

ご参加ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※お申し込み・お問い合わせは、 

三州病院（☎２２－０２３０）にお願いします。  
 
 

期 日 ９月１９日（金） 

時 間 午後３時～４時 

場 所 
三州病院３階 カンファレンス室 

住所：都城市花繰町３街区１４ 

内 容 
テーマ「乳がんの話」 

講師：三州病院   林 知美 外科部長  

参 加 費 無 料 

定 員 ６０人 

申し込み方法 
電話または来院時にお申し込みください。 

※予約が必要です。※予約が必要です。※予約が必要です。※予約が必要です。 



 №１２

 

 

◆「労働相談」を実施します 

 

 宮崎県労働委員会では、労働者個人と使用者との職場でのもめ事について

の相談を無料で実施しています。次に揚げる期間は、平日夜間、土曜日や  

日曜日も対応しますので、現在悩みを抱えている人はもちろん、職場での  

ちょっとした疑問など、労働問題のことなら何でもお気軽にお問い合わせ 

ください。 

期 日 １０月６日（月）～１２日（日） 

時 間 

平 日＝午前８時３０分～午後８時 

土・日＝午前９時～午後５時 

※土曜日、日曜日に相談を希望する人は事前の電話

連絡をお願いします。 

対 象 者 県内事業所に勤務する労働者または使用者 

場  所 宮崎県労働委員会事務局(県庁３号館６階) 

方  法 電話、面談、ファクス、メール 

 

※お問い合わせは「働くあんしんサポートダイヤル」、 

宮崎市橘通東１－９－１０(県庁３号館６階)  

宮崎県労働委員会事務局 

（  ☎   ０９８５－２６－７５３８） 

（ＦＡＸ ０９８５－２０－２７１５） 

e-mail アドレス：rohdohi@pref.miyazaki.lg.jp  にお願いします。 

 

 

 

 

 

 

◆「全国一斉！法務局休日相談所」を開設します 
 

宮崎地方法務局都城支局では、「全国一斉！ 法務局休日相談所」を開設します。 

相談は無料です。秘密は固く守られますので、お気軽にご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆事前の予約が必要です。 

■ 予約時間 午前８時３０分～午後５時１５分（土、日・祝日を除く） 

■ 予約締め切り １０月３日（金）午後５時１５分 

 

※お問い合わせは、宮崎地方法務局都城支局総務課 

  （☎２２－０４９０・自動ガイダンスに従って「３」を押してください） 

にお願いします。 

    

    

    

    

    

    

    

期 日 １０月５日（日） 

時 間 午前１０時～午後４時（要予約） 

場 所 
都城市中央公民館大会議室 

（都城市姫城町７－８） 

相談内容 登記、戸籍、人権、遺言、成年後見など 

相 談 員 
法務局職員、公証人、司法書士、土地家屋調査士、

人権擁護委員 

⑨ 相 談 
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◆「人権相談」を実施します 
 

いじめ・虐待などの｢人権相談｣だけでなく、家庭関係（夫婦・親子・離婚・

扶養・相続）、近隣関係、金銭貸借、借地借家、登記などの｢悩み事相談｣にも

応じています。お気軽にご相談ください。 

＊ 予約は不要です。なお相談は無料です。 

 

※今月より場所が変更になりました。 

■特設人権相談＝ 

期  日 １０月１日（水） 

時  間 午前１０時～午後３時 

場  所 ※三股駅多目的ホール 

担 当 者 柿原 信知
し ん ち

 

 

■常設人権相談＝ 

日  時 平日の午前８時３０分～午後５時１５分 

場  所 
宮崎地方法務局都城支局 

（都城合同庁舎５階相談室） 

担 当 者 人権擁護委員・法務局職員 

 

※ お問い合わせは、 

・特設人権相談： 総務課 行政係（２階 ⑧番窓口） 

（☎５２－１１１１・内線２３２） 

・常設人権相談：宮崎地方法務局都城支局（☎２２－０４９０） 

にお願いします。 

 
 
 

◆「ふれあい福祉相談」を実施します  

社会福祉協議会では、生活上の問題、結婚・離婚・金融上のもめ事や 

介護など、あらゆる相談を受け付けます。 

また電話での相談も行います。 

 

○日 時： 毎日 午前９時～午後５時 

（土・日・祝日は除きます） 

○場 所： 総合福祉センター「元気の杜
もり

」 

 

※お問い合わせは、社会福祉協議会（☎５２－１２４６）にお願いします。 

 

 

◆「交通事故無料相談」を実施します 

都城地区交通安全対策協議会では、交通事故の相談を充実させるため、 

無料相談を行っています。交通事故で困った事などありましたら、何でも 

ご相談ください。 

 

○日 時： 毎日 午前９時～午後４時 

（水・土・日・祝日は除きます） 

○場 所： 都城市役所２階 都城市生活文化課内 

（都城市姫城町６街区２１号） 

★事前に、電話にてお問い合わせください。 

 

※お問い合わせは、 

都城地区交通事故相談所（☎２３－０９４４）にお願いします。 
 

  

 

 


