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　町民釣り大会

■日６月１６日（土）　
受付：午前９時～９時１５分
競技時間：午前９時５０分～１０時
５０分
■場 まなびの郷みずほ プール
■対 市内在住の中学生以下の方

（小学３年生以下は保護者同伴）
■期 ６月９日（土）まで　■費 無料
■申■　■窓 　■定□先３０名

■問・■申■込 細川町公民館
　　86－2059

　「トライやる・ウィーク」
　活動場所・ボランティアのバン 
　ク登録のお願い
　市では中学２年生が社会体験活
動を行う「トライやる・ウィーク」
を１１月１２日（月）～１６日（金）まで実施
する予定です。生徒に体験活動の
場を提供できる個人や団体、事業
所などの窓口になる指導ボランテ
ィアの登録をお願いします。
　詳しくは近隣の中学校または下
記まで問い合わせてください。

■問（市）学校教育課　学校指導係

人権教育団体の活動を支援

■対 市民が主体となり人権に関わ
る活動を行う１０名以上の団体

■内 年間１０万円を上限に３年間助成
■期 ６月２９日（金）まで
■申■　 詳しくは問い合わせてくだ

さい。
■定 １団体
■問・■申■込 総合隣保館

　 82－8388

　
　成人式実行委員を募集

　成人式の周知・啓発や開催内容
の検討、式典当日などの運営協力。
■対 新成人（平成１０年４月２日～１１

年４月１日に生まれた方）
■期 ６月２９日（金）まで
■申■窓■郵 ■FAX■　　市ホームページに

ある応募用紙または住所、氏
名、連絡先、生年月日、性別、
出身中学校名を明記し、申し
込んでください。

■定□先１５名程度

■問・■申■込（市）生涯学習課
　　83－3699

募 集

日日時　場場所　対対象　内内容　講講師　期募集・受付期間　費費用　持持ち物　託託児　休休み
申申込（�電話　窓窓口　郵郵便　FAXファックス　　E-mail　　インターネット）
定定員（先先着　抽定員を超えると抽選） 問問い合わせ（　電話番号・FAXファックス・ 　E-mail）

記号の意味

FAX

　観光協会　サポーター会員を募集

　地域の歴史や文化に触れ、まちづくりに関心をもっていただくため
に、サポーター会員を募集しています。
　有効期限　平成３１年５月３１日まで　　　会費　２，０００円
　特典
　・入会記念品として協会オリジナル商品を進呈。
　・観光協会で販売する協会オリジナル商品を定価の１割引で購入できます。
　・観光協会サポータースタンプカード協力店で支払額
　　５００円毎にスタンプ１個進呈。２０個集めると、
　　協力店で利用可能な５００円分の金券を進呈。
　入会手続　観光協会（本町２丁目）にある申込書に
　必要事項を明記し、会費を添えて申し込んでくださ
　い。

■問・■申■込 観光協会　　83－8400　■休 火曜

■問・■申■込（市）建築住宅課　住宅係

　留意事項
・抽選で落選した方は、今

後空き家が発生した場合
の待機登録者となります

（抽選から１年間有効）。
・当選者の入居は８月中旬

予定。

県営住宅の入居者を募集

　市内にある県営住宅の入居申込を受け付けます（所得制限などの申込資格要件があります）。
■期 ６月１１日（月）～１５日（金）　　　抽選日　６月１９日（火）　
■申■窓 市役所２階建築住宅課にある申込書に必要事項を明記し、提出してください。

住宅名

三木朝日ヶ丘住宅

三木大塚第２鉄筋

三 木 高 木 鉄 筋

階数

2階

1・2階
1～3階
4階

タイプ

2DK

3DK
3DK
3DK

募集戸数

1

1
3
12
4

区　　　分
2人以上世帯用

（高齢者世帯特別目的住宅）

2人以上世帯用

2人以上世帯用

3人以上世帯用
（2人世帯の場合別要件あり）

子育て

　みき演劇セミナー第二十三発
　「わがまちシリーズ第16弾」
　出演者を募集

■日 平成３１年３月１７日（日）
■場 文化会館　小ホール
■対 中学生以上
■費１８，０００円（台本５００円、傷害保

険加入費８００円が別途必要）
練習期間　７月２日～平成３１年３
月１６日（月４～５回）

■定５０名

　
　奨学生を募集

■対 ・市内在住で、経済的に支援が必要と認められる方（所得制限あり）
・高校（特別支援含む）、大学、専修・各種学校、大学校の必要課程
　を継続して修める見込みのある方

■期 ６月２６日（火）まで
　給付額　公立高校： ６，０００円／月
　　　　　私立高校：１２，０００円／月
　　　　　大学、専修・各種学校、大学校：９，０００円／月
■申■窓 高校生は在学校を通じて、その他は
　市役所５階教育総務課に提出してください
　（募集要領は（市）教育総務課または吉川支所、
　各市立公民館、市ホームページにあります）。
■定３００名程度

■問・■申■込（市）教育総務課　政策係

　市民企画講座を支援

　市民が企画する男女共同参画に関する講座の実施を支援します。
　応募要件（次のすべての要件を満たすこと）
　・男女共同参画の実現をめざす内容で市内団体が市内で実施し、参加
　　費が無料
　・実施期間が１０月１日～平成３１年３月３１日
　・他の補助金を受けていない　
　支援内容　講座の開催に係る経費の助成（上限３８，０００円）、広報みき
　および市ホームページへの掲載、チラシの配布
■期７月３１日（火）まで　　
■申■窓■郵 男女共同参画センター、総合隣保館、各
　市立公民館、市ホームページにある申請書に必
　要事項を明記し、申し込んでください。
■定 １件
■問・■申■込

男女共同参画センター　　89－2331　
〒673－0433　福井1933－12

文化会館から　■問・■申■込 　 　83－3300　■休 火曜

　第32回 三木「第九」
　演奏会 合唱団員を募集

■日１２月９日（日）　午後３時～
■場 文化会館　大ホール
■対 小学５年生以上
■費 大人：８，０００円

大学・専門学生：１，０００円
高校生以下：５００円

　練習期間　７月８日～１２月８日
　　　　　　（月４回）
■定２００名
■申■窓 申込用紙に必要事項を明記し、申し込んでください。

　小・中学校への就学を援助

　市に住民登録があり、経済的な
理由で小・中学校へ就学すること
に支援が必要な家庭に、学用品費
や学校給食費、修学旅行費などの
教育費の一部を援助します。
　なお、この制度には認定基準
（所得など）があるため、毎年申
請が必要です。詳しくは問い合わ
せてください。
■期 ６月１５日（金）まで

期限を過ぎると、４月にさか
のぼった援助ができなくなり
ます。

■申■窓 在学校、市役所５階学校教
育課に申し込んでください。

■問・■申■請（市）学校教育課　学事係

　6月は「児童手当現況届」の
　提出月

　児童手当の受給者は、７月２日（月）
までに現況届を提出してください

（郵送可）。提出が遅れると、６月
分以降の手当の支給が遅れます。
　なお、現況届の用紙は６月上旬
に郵送します。
■問・■提■出
　・（市）子育て支援課　手当係
　・（市）吉川支所　市民生活課
　　　72－0180

　ママヨガ

■日 毎週月曜
午前９時３０分～１０時３０分

■場 三木山総合公園　
総合体育館　体育室

■対 １８歳以上の女性
（３歳までの子ども同伴可）　
■費 １，０８０円／回　
■申■　■窓
■問・■申■込 三木山総合公園

総合体育館　　83－4445
■休 木曜


