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「健康増進計画」作成のための

アンケートにご協力をお願いします
新富町では、町民の皆さま誰もが元気

になる町づくりのための「健康増進計

画」を作成します。

つきましては、町民の皆さまの健康に

ついての考え方など、幅広くご意見を聞

かせていただくため、1,200 人(無作為抽

出)の方を対象にアンケートを実施します

ので、ご理解とご協力をよろしくお願い

します。

◆問合せ いきいき健康課

担当：岩村
いわむら

薫
かおる

33-6059

6 月 10 日（金）町職員が、庁舎南側に

グリーンカーテンを設置するため、ニガ

ゴリ(ゴーヤ)を植栽しました。

ニガゴリはつる性の植物で、窓の外に

はわすことで日陰をつくり、庁舎内の室

温の上昇を抑えます。

冷房などにより、電力需要の高まる夏

場に向け、節電効果が期待されます。

就学相談会の開催
来年度に小学校 1 年生になるお子さまの

心や身体の発達へ、疑問や不安を感じ、育

児や教育への心配事などをお持ちの方を対

象とした、相談会を開催します。

相談には専門の先生が応じ、秘密も守ら

れます。お気軽にご相談ください。

○日時：8 月 9 日(火)午前 9 時～午後 4 時

○対象：来年 4 月に小学校 1 年生になる幼児

（平成 17 年 4 月 2 日生～平成 18 年

4 月 1 日生)と保護者の方。

○申込方法：教育総務課（役場新館３階）備

え付けの申込書に必要事項を記

入し、提出をお願いします。

○申込期限：7 月 11 日(月)

◆問合せ 教育総務課

担当：児玉
こ だ ま

直子
な お こ

33-6079

ゴルフコンペ開催日程変更
次のゴルフコンペの開催日が、変更となり

ましたのでお知らせします。

【地区住宅対抗ゴルフコンペ】

(変更前)：8月28日(日)

↓

(変更後)：9月3日(土)

【町民ゴルフコンペ】

(変更前)：11月10日(木)

↓

(変更後)：11月2日(水)

◆問合せ まちおこし政策課

担当：岡本
おかもと

啓二
けいじ

33-6029

富田浜公園プール監視人募集
○対象：18歳以上の男女

○募集人員：若干名

○勤務期間：7月14日(木)～8月29日(月)

○勤務時間：午前8時30分～午後5時30分

○申込先：(株)文化コーポレーション

0985-50-9200

◆問合せ 都市建設課

担当：黒木
くろき

崇
たかし

33-6017

しんとみ温泉化粧水

どんぐり大リニューアル計画中！



原子爆弾被爆者がん検診

被爆者健康手帳および健康診断受診者証を

お持ちの皆さまを対象とした、がん検診を県

内9機関で実施します。

なお、検診日は各機関により異なりますの

で、あらかじめお近くの保健所までお問い合

わせください。

○実施期間：8月～12月

○実施機関：県立病院、国立病院機構宮崎病

院ほか

◆問合せ 県庁健康増進課 0985-26-7079

資源物の回収
～毎月第2・4月曜日は資源物の回収日～

新富町地域婦人連絡協議会では、ごみを減ら

し再利用・再資源化を進めていくため、資源物

の回収を行っています。

○期日：7月11日(月)、7月25日(月)

○時間：午前7時～午前9時 ※時間厳守

○場所：町体育館、西体育館、上新田公民館の

各駐輪場

○収集物：古紙(新聞紙・チラシ)、雑誌(古本)、

ダンボール、牛乳パック

※それぞれ、ひもで縛ってください。

◆問合せ 新富町地域婦人連絡協議会

会長：橋口
はしぐち

澄子
すみこ

33-2514

生涯学習課(中央公民館内)

担当：有田
ありた

辰
たつ

美
み

33-6080

新富町文化会館情報

【わらび座ミュージカル「アテルイ」】

故郷を守るため大和朝廷と戦った“アテル

イ”が主人公のお話。勇気と感動の「わらび

座」最高峰のミュージカルです。子役として

上新田小学校 1 年生の山田寛人くんに出演

していただくことが決まりました。

○日時：7月10日(日)午後2時開演

○場所：大ホール(全席指定)

○料金：大人2,000円 高校生以下1,000円

※当日料金は500円増。

※チケットは文化会館ほかプレイガイドにて

発売中です。

【新富エイサーフェスティバル】

台風の影響により延期されていましたが、

下記のとおり開催します。

○日時：7月17日(日)午前11時開演

○場所：大ホール(全席自由)

○料金：1,000円

※延期前に購入されたチケットも、そのまま

ご使用いただけます。

◆問合せ 新富町文化会館 33-6205

ギャラリーしんとみ

第6回フォトコンテスト作品募集

街中ギャラリーならではの楽しい写真展です。

多数の展示作品の応募をお待ちしております。

○募集期間：7月1日(金)～16日(土)

○応募方法：

①作品は1人につき3点まで。

②携帯画像でも結構です。

③題材は風景・家族・ペット・面白写真など、

ジャンルは問いません。

※ただし作品は、未発表のものに限ります。

④サイズは 4ツ切り以上で、額装をお願いします。

⑤作品の搬入は午前10時から午後5時までの

間にお願いします。(月曜日休館)

○展示期間：7月19日(火)～31日(日)

○その他：作品は展示終了後に返却しますので、

お手数ですがギャラリーまでお越し

ください。

○免責事項：作品の取り扱いには、十分注意しま

すが、盗難・地震・火災・その他事

故による展示作品の損失や破損につ

いては、責任を負いかねますので、

あらかじめご了承ください。

※副賞として町長賞ほか各賞があるほか、出展者

全員に参加賞として新富そばを進呈します。

◆問合せ ギャラリーしんとみ 33-0577



防衛省職員採用Ⅲ種試験

○試験区分・受験資格

試験区分 受験資格

一般事務

電気・機械

土木・建築

平成2年4月2日～

平成6年4月1日

生まれの者

○試験日・試験地

試験日 試験地

9月25日(日)
福岡市・別府市

熊本市・鹿屋市など

○受付期間：7月1日（金）～7月19日（火）

※受験案内および申込用紙の請求については、

下記までお問い合わせください。

◆問合せ 九州防衛局総務部総務課人事係
092-483-8815

休日当番薬局一覧
月日 高鍋町 新富町

6 月 26 日

たんぽぽ薬局

22-3011

いろは薬局

23-2366

虹ヶ丘薬局

33-4389

7 月３日

みどり調剤薬局

23-5463

みなみ処方せん

受付薬局

21-1723

7 月 10 日
白雲堂薬局

21-1158

メディカル薬局

新富店

21-5151

7 月 17 日

セイシェル薬局高鍋

32-0345

りんどう薬局

26-1061

7 月 18 日
おすず調剤薬局

22-1832

7 月 31 日

ひむか薬局高鍋店

23-0178

調剤薬局サンパーム

23-4586

海上保安官募集
海上保安庁では、海上保安大学校学生および

海上保安学校学生を募集しています。

【海上保安大学校】

○受験資格：平成3年4月2日以降に生まれた

者で、高等学校またはこれと同等

と人事院が認める学校を卒業または

平成24年3月までに卒業する見

込みであり、かつ、必要な受験資

格を満たしている者。

○受付期間：8月25日(木)～9月6日(火)

○試 験 日：10 月 29 日(土)～30 日(日)

【海上保安学校】

○受験資格：昭和63年4月2日以降に生まれた

者で、高等学校またはこれと同等

と人事院が認める学校を卒業または

平成24年3月までに卒業する見

込みであり、かつ、必要な受験資

格を満たしている者。

○受付期間：7月19日(火)～8月2日(火)

○試験日：9月25日(日)

◆問合せ 第十管区海上保安本部総務部人事課
099-250-9800

宮崎県競争入札

参加資格申請定期受付

宮崎県が行う物品の買入れ、製造（修繕を

含む）、売払い及び借入れの契約並びに役務

の提供の契約（建設工事及び庁舎管理等に係

るものを除く）の入札に参加するためには、

県の競争入札参加資格者名簿に登載されるこ

とが必要です。

今回の定期受付で申請される方の名簿登載

期間は平成23年10月1日から平成26年9月

30日までになります。

名簿登載を希望される方は、下記のとおり

申請を行ってください。

なお、現在名簿に登載されている方も、平

成 23 年 9 月 30 日で有効期限が終了しますの

で申請が必要になります。

○受付期間：7月1日(金)～29日(金)

○受付時間：午前9時～正午

午後1時～午後4時

○受付場所：県庁付属棟303号会議室

○申請書の配布場所：高鍋県税・総務事務所、総務事務センター

※県ホームページからも入手できます。

◆問合せ 県庁総務事務センター

0985-26-7208



新富町では、東日本大震災により懸念されている夏場の電力不足
対策として、以下のような節電対策に取り組みます。

町民の皆さまのご理解・ご協力をよろしくお願いします。

① 庁舎内の冷房温度の調整

室内温度の設定を一定に保ち電力消

費を抑えます。

② 職員服装の軽装化（クールビズ）

職員の勤務時間

中の服装について、

ワイシャツのノー

ネクタイやポロシ

ャツなどの軽装を

を可とします。

③ 消灯の徹底

庁舎内で、昼間の廊下や昼休み中の

消灯などを徹底します。

④ 環境に優しい節電対策

庁舎にグリーンカーテンを設置し、

室温の上昇を抑えます。

家庭でも節電を行い、町民一丸となって対策に取り組ん
でいきましょう。

【問合せ】まちおこし政策課

３３－6012

設定温度

28℃

町（庁舎等）の節電対策へ

ご理解・ご協力をお願いします。

電源オフ


