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　4月から、2名の方が宇美町スポー
ツ推進委員として宇美町教育委員会
から委嘱されました。
　スポーツの実技指導や企画運営
など、地域スポーツ振興の推進役
として、10 名のスポーツ推進委員
が活動しています。
　また、平成 29 年度をもって、
下記の方が退任されました。町の
スポーツ振興にご尽力いただきあ
りがとうございました。
▶退任者（敬称略）
　永水すみ子（神山手）・森尾俊久（早見）
▶新任者（敬称略）
　桑山大輝（下宇美）・横川美保（明治町）
問 社会教育課 スポーツ文化振興係
　☎ 933-2600

宇美町スポーツ推進委員
新規委嘱のお知らせ

　読み聞かせを通して本の楽しさ
を届けよう！
▶日時　1 回目　6 月 23 日（土）
　　　　2 回目　6 月 30 日（土）
　　　　3 回目　7 月 7 日（土）
　　　　13時30分～15時30分
▶会場　うみ・みらい館 研修室 A
▶講師　前園 敦子氏（子どもの本

専門店「エルマー」代表）
▶対象　読み聞かせや読書ボラン

ティア活動に興味のある方
▶定員　15 名（申し込み先着順）
▶受講料　無料
▶申込期間　5 月 16 日（水）～

6 月 15 日（金）
※詳しくは下記へお問い合わせく

ださい。
問 町立図書館 ☎ 932-0600

図書館ボランティア養成講座
「読み聞かせ初級編」 受講生募集

　日本国内に住むすべての人は、
20 歳になったときから国民年金の
被保険者となり、保険料の納付が
義務づけられます。しかし、学生
については申請によって在学中の
保険料納付を猶予する「学生納付
特例制度」が設けられています。
　対象となるのは、大学、短期大
学、大学院、高等学校などのほか、
各種学校（１年以上の就学課程に
限る）に在学する学生です。ただ
し、学生本人の前年の所得が 118
万円以下の場合に限られます。ま
た、在学中は毎年 4 月に申請が必
要です。
▶申請窓口　住民課 年金手当係
▶申請に必要なもの
　年金手帳またはマイナンバー通

知カード・学生証・印鑑
申・問 住民課 年金手当係
　☎ 934-2250

国民年金学生納付特例制度

　４月から、２名の方が宇美町社
会教育委員として宇美町教育委員
会から委嘱されました。
　「地域の社会教育に関する情報の
収集、提供」などの社会教育委員
としての活動に期待をいたします。
　また、平成 29 年度をもって、
下記の方が退任されました。宇美
町の社会教育の振興にご尽力いた
だきありがとうございました。
▶退任者
　阿部 美樹（宇美東小校長）
　熊本 寿美（宇美南中校長）
　古賀 ひろ子
▶新任者
　中島 康幸（宇美中校長）
　宮口 光秀（原田小校長）
　（五十音順　敬称略）
問 社会教育課 社会教育係
　☎ 933-2600

宇美町社会教育委員の
新規委嘱のお知らせ

▶利用時間
　7 月 1 日（日）～ 9 月 30 日（日）
▶棟数　25 棟
▶使用料　1 泊（1 棟）3,000 円
※当日12 時～翌日10 時 利用可能
※日帰りも料金は同じ。
※貸出可能な棟数は 1（1 団体）の

利用で５棟まで。
▶受付期間

【町内在住・町内在勤の方】
　6 月 13 日（水）～ 9 月 28 日（金）

【町内在住・町内在勤以外の方】
　6 月 15 日（金）～ 9 月 28 日（金）
※土、日、祝日を除く。
▶受付時間
　8 時 30 分～16 時 30 分
▶申込方法　利用日の 2 日前まで

に使用料を持参のうえ建設・都
市計画課窓口までお申し込みく
ださい。（利用申込書は町のホー
ムページからもダウンロード可）

申・問 建設・都市計画課 公園緑地係
　☎ 934-3006

一本松公園（昭和の森）
バンガロー利用受付

★宇美センター　宇美４-２-１０　木村ビル２Ｆ
（火・水・金）☎957-6615　携帯 090-9075-6404（荒木）

５月無料体験 受付中!
５／ 18（金）～31（木）

★宇美東　　　　宇美東１-４-１０　極東クリーニングそば
（月・木）　　　　　　　　　　 携帯 090-9589-1212（伴）

★宇美はるだ　　原田４-１８-８　原田下公民分館
（火・金）　　 ☎934-3180　携帯 090-1345-8634（須原）
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【子育てコンシェルジュって ?】
　専任のスタッフが子育ての悩み
や困りごとについて、皆さまと一
緒に考え、必要な子育て支援サー
ビスにつながるサポートをします。

【どんなことが相談出来るの ?】
　妊娠中の方や 0 歳～就学前のお
子さんの保護者が、子育てについて
知りたいこと、聞きたいこと、ちょっ
とした困りごとなどを相談できま
す。子育てコンシェルジュが一緒に
考え、ひとりひとりに応じた子育て
支援の情報をお伝えしたり、サービ
スの利用をサポートします。
▶相談窓口
　子育て支援課（うみハピネス）
▶利用時間　月～金曜日
　9 時 30 分～ 15 時 30 分
　（祝日・お盆・年末年始は休み）
▶相談料　無料（町在住の妊娠中

の方および就学前の子どもの保
護者はどなたでも相談可）

問 子育て支援課 子育て支援係
　☎ 933-1322

子育てコンシェルジュのご案内
～宇美町保育所等利用者支援事業～

　宇美町では、より暮らしやすい魅力あるまちづくりを実現するため、町民活動団体と町が共働で実施する公益
的な事業提案を募集する「宇美町共働事業提案制度」を実施しています。
　今年度は、2 団体からの応募があり、判定委員会で事業のプレゼンテーションが行われました。判定委員会で
のプレゼンテーションの結果、２団体とも採択されました。

▲うみっと（宇美人）情報発信プロジェクト

■プレゼンテーション団体
　「うみニティ編集室 うみっと」
■共働事業名
　「うみっと（宇美人）情報発信プロジェクト」
■事業内容
・町の素晴らしいモノをアピールし、町内の人に町の素晴らしさを

伝え、町への愛着を深めるために、情報誌「うみっと」を発行する。
・子ども達の活字への興味を誘い、情報への興味を持ってもらう

ために、「まわし読み新聞」講座を開催する。

▲うみ ENJOY プロジェクト

■プレゼンテーション団体
　「enjoy（エンジョイ）」
■共働事業名
　「うみ ENJOY プロジェクト」
■事業内容
・宇美町に在住、通勤、通学する外国人の方の日本語の

向上や生活不安の解消を行い、安心して生活できる町
にするため、放課後ケア、談話室、セミナーを実施する。

▲戦没者遺族代表として挨拶する 遺族会会長 大田正人さん

▲式辞を述べる町長

　4 月 18 日（水）、宇美公園で
平成 30 年度宇美町戦没者合同慰
霊祭が厳かに執り行われました。
　町遺族会、町議会議員、福祉関
係団体をはじめ多くの方々が参列
し、恒久平和を祈りました。
　町長が、「今ある記憶を風化さ
せず、後世に語り継いでいくこと
が重要な使命です。」と式辞を述
べました。

　４月７日（土）、し～ず・うみ（大ホール）で男女
共同参画講演会が開催され、108 名が参加しました。
　「１人ひとりが自分らしく生きるために ～性の多様
性を知ることから～ 」というテーマのもと、「ＦＲＥ
ＮＳ」代表の石﨑杏理さんに「ＬＧＢＴ」についてお
話をしていただきました。
　最近話題になっている「ＬＧＢＴ」や「セクシャル
マイノリティ」という言葉の意味や、当事者の方が普
段どのように思っているか、という講話は、性の多様
性について深く考えさせられるものでした。

平成30年度 宇美町戦没者
合同慰霊祭が執り行われました

２つの共働事業が採択されました共同事業提案制度
判定委員会 開催

男女共同参画講演会が
開催されました
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