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５月31日(火)は、自動
車税の納期限です

■軽自動車税

５月９日(月)頃までに納付書が

届かなかった方は、ご連絡く

ださい。

○問い合わせ

　本庁税務課　市民税係

　☎(31)1121

　本庁税務課　収納係

　☎(31)1122

■普通自動車税

日南県税・総務事務所が所管

となります。

○問い合わせ

　日南県税・総務事務所

　☎(23)3771

５月は下水道事業受益
者負担金第１期の納期
です

　納め忘れのないよう５月31日

(火)までに納めましょう（一括

納付で納付済みの方は除きま

す）。「口座振替」の方は、お早

税　金

生　活

公共下水道（日南地
区）の事業認可区域を
拡大しました

　日南地区では、これまで油津、

吾田、大堂津地区の約612ヘク

タールを事業認可区域として下

水道整備を行っており、このう

ち約563ヘクタールを供用して

います。

　このたび、平成28年３月30日

に県知事より事業計画の変更認

可を受け、新たに仮屋講地区か

ら飫肥地区の一部までの区域約

32ヘクタールを拡大し、事業を

実施することになりました。

　つきましては、新たに事業認

可区域に追加された地区にお住

まいの皆さまには今後、事業説

明会の開催を予定しています。

　追加となった区域の詳細は、

市公式ホームページの「下水道

について」に掲載するとともに、

下水道課で縦覧していますの

で、お気軽にお問い合わせくだ

さい。

○問い合わせ

　下水道課　工務係

　☎(23)9977

建　設

まちづくり

めに口座へご入金ください。何

かの事情で納期内に納めること

ができない方は、お気軽にご相

談ください。

※納付は「口座振替」を利用さ

れると納め忘れがなく「便利

で安心」です。

○問い合わせ

　下水道課　管理係

　☎(23)9977

東九州自動車道北郷イ
ンターチェンジ周辺土
地利用に関する意見交
換会

　現在、北郷インターチェンジ

周辺において物産館などの整備

を検討しています。整備に向け

て市民の皆さまとの意見交換会

を開催します。

■日時　５月10日(火）　19時～

■場所

　北郷農村環境改善センター

※申し込み不要です。直接、会

場へお越しください。

○問い合わせ

　本庁地域振興課

　まちづくり係　☎(31)1128
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03　お知らせ 02　お知らせ

「平成28年経済セン
サス-活動調査」を実
施します

　総務省と経済産業省は、平成

28年６月１日に「平成28年経済

センサス‐活動調査」を実施し

ます。全国すべての事業所およ

び企業が対象になります。

　調査の結果は、国および地方

公共団体における行政施策の立

案や、民間企業における経営計

画の策定など、社会経済の発展

を支える基礎資料として広く活

用されています。

■調査のしくみ・回答方法

次の２つの方法で行います。

☆「調査員による調査」

　主に単独事業所および新設さ

れた事業所を調査員が訪問し

て調査を行います。調査員へ

調査票を提出するほか、イン

ターネットでの回答もできま

す。

☆「国、都道府県および市による

調査」

　主に支社などを有する企業の

本社宛に調査書類を郵送して

調査を行います。インターネッ

トまたは郵送で回答できま

す。

※いずれの場合も５月末までに

調査書類が配付されます。

■かたり調査にご注意ください

調査員は必ず「調査員証」や「従

事者用腕章」を身に付けてい

ます。「経済センサス-活動調

査」をよそおった訪問者や不

審な電話・電子メールなどに

ご注意ください。

○問い合わせ

　本庁総合戦略課　情報統計係

　☎(31)1116

日南就職相談支援セン
ターからのお知らせ

■家内労働（内職）情報

　家内労働をお探しの方は、お

気軽にお問い合わせください。

県立日南病院泌尿器科
の外来診療を変更しま
す

　県立日南病院の泌尿器科で

は、手術日である木曜日に外来

診療や手術など診療が混みあう

ことから、医療の質や患者サー

ビスの担保のため、右記のとお

り、木曜日の初診外来診療を原

則として実施しないこととしま

した。ご迷惑をおかけします

が、よろしくお願いします。

■変更開始日　５月12日(木)～

■木曜日(手術日)の対応

①原則、予約済みの再診患者の

みを診療します。

無料の情報提供とあっせんを

行っています。事業所の方で内

職委託の際にも、ぜひ、当セン

ターをご利用ください。

■仕事の内容（３月28日現在）

 ・食品容器（マンゴー用容器）

シール貼り

 １個　0.8円

 ・医療機器電気コード組み立

て、加工

 １個　２円～４円

 ・紙製品袋詰め、あわせ作業、

ラベル貼り（工場内での内

職） １冊袋入れ　2.1円～

 ・医療機器電気コード組み立て

 １個　２円

 ・布バッグ、革バッグの製作

 １個　400円～

 ・洋服の製作※裁断済み（洋裁

経験者） １着　600円～

※仕事によっては細かい作業も

あり、求人条件が加わる場合

もあります。

○問い合わせ

　日南就職相談支援センター

（宮崎県日南総合庁舎１階）

　☎(22)2714

行　政

就　職

健　康

イベント

※ただし、緊急性が高いと判断

した初診患者は、診療しま

す。

②予約外の患者が来院された場

合は、次回の予約日を決め

て、診療は次回とさせていた

だくことがあります。

■変更後の外来診療スケジュール

○問い合わせ　県立日南病院　医事・経営企画課　☎(21)1625

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

手術のため
休診

初診
再診

初診
再診

手術のため
再診のみ
（予約のみ）

初診
再診

総合教育会議を開催し
ます

　地方教育行政の組織及び運営

に関する法律に基づき、市長と

教育委員が教育行政に関する協

議を行う総合教育会議を開催し

ます。

■日時

　５月18日(水)　10時30分～

■場所

　市役所　市長応接室

■傍聴申込

　資料を用意しますので、傍聴

を希望される方は、５月17日

(火)までに、電話でご連絡くだ

さい。

○問い合わせ　本庁総務課　総

務係　☎(31)1113

毎年全国で約1,000
人の方が死亡
【その７割が高齢者】

　逃げ遅れを防ぐには、火災警

報器を設置し、定期的に点検・

交換を！

　消火器の備えもお忘れなく！

○問い合わせ

　消防本部  予防課

　☎(23)7584

「災害ダイヤル（自動音
声案内）☎(23)3400」
をご利用ください

　日南市消防本部では、火災な

どで消防車が出動した際、その

問い合わせに対応するため、専

用電話「災害ダイヤル（自動音

声案内）」でお知らせしていま

すので、ご利用ください。また、

災害、事故などの緊急通報以外

では１１９番を使用しないよう

お願いします。

○問い合わせ

　消防本部  警防課

　☎(23)7584

教　育

消　防

※飫肥城下まつりは、10月15日(土) ～ 16日(日)となっています。

※油津港に寄港するクルーズ船情報は、毎月15日発行の市広報誌「好きですにちなん」内の「クルーズ船寄港コー

ナー」または宮崎県ポートセールス協議会のホームページ（http://www.m-port.gr.jp/cruise/index.html）

をご覧ください。

○問い合わせ　本庁観光・スポーツ課　観光係　☎(31)1175

５月から９月の主な観光イベント情報

１日、３日～５日

３日～４日

29日

5/28 ～ 6/19

３日

９日

10日

中旬

16日（予定）

16日～ 17日

中旬

14日

下旬

５月

６月

７月

８月

９月～11月

イベント名

人力車体験乗車　

泰平踊自主公演（本町組）

なんごうシーカヤックマラソン

ジャカランダまつり

富土海水浴場海開き

大堂津海水浴場海開き

栄松ビーチ海開き

鯛取ふれあい公園河川プール開き

広渡ダムレイクサイド公園開園

油津港まつり２０１６

せせらぎの里「酒谷まつり」

寿太郎まつり

なんごう黒潮まつり

日南海岸伊勢えびまつり

場　　所

飫肥城周辺

飫肥城内

栄松ビーチ

道の駅なんごう

富土海水浴場

大堂津海水浴場

栄松ビーチ

鯛取ふれあい公園河川プール

広渡ダムレイクサイド公園

油津港

道の駅酒谷

飫肥城観光駐車場

目井津港

市内全域

時　　期
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05　お知らせ 04　お知らせ

北郷小中学校屋内温水
プールの一般開放休館
のお知らせ

　６月１日(水)から９月30日

(金)まで北郷小中学校屋内温水

プールの一般開放をお休みしま

す。次回は、10月１日(土)から

一般開放を開始します。なお、

５月31日(火)までは、一般開放

を行っていますので、ご利用く

ださい。詳細は、市公式ホーム

ページをご覧いただくか、お問

い合わせください。

○問い合わせ

【開放時間内】

　北郷小中学校屋内温水プール

　☎(55)4660（直通）

  【平日（月～金）】

　 ８時30分～ 17時15分まで

　本庁学校教育課　施設営繕係

　☎(31)1178

ビジネススキルアップ
セミナー受講者

　各方面への就職に必要な知識

と技能を学び、就業機会の拡大

につなげます。

■応募資格　小売業・製造業・

販売・加工関連事業所への求

職者および創業予定者

※高齢者や子育て中の方も大歓

迎です。

■講師　ハローワーク日南、長

峰ヒロ子氏、宮崎県ソフト

ウェアーセンター　

■募集定員　20人程度

■日時

①５月23日(月)13時～ 17時

求人情報 接遇(ビジネス)マ

ナー研修

②５月25日(水)13時～ 16時　

　コンプライアンス研修

③５月30日(月)10時～ 16時　

　ワード厳選テクニック

④５月31日(火)10時～ 16時　

　エクセル厳選テクニック

⑤６月１日(水)10時～ 16時　

　ビジネス文書 総合テクニック

※ただし、③～⑤の12時～ 13時

は昼食・休憩

■応募期限　５月20日(金)まで

に電話・ファクスなどでお申

し込みください。

　前日までに定員に満たない時

は、当日参加も可能ですの

で、お問い合わせください。 

■受講料　無料

■場所　まなびピア（日南市木

山2-4-44）

○申込・問い合わせ　日南市雇

用創出プロジェクト会議　セ

ミナー係　☎(67)5180

「実践介護アシスタン
ト講習」の受講者

　介護に関しての実践的な知

識・技術の基本を習得すること

で、介護施設や訪問介護などへ

介護補助員として就職、就業す

ることができます。

■講習期間

　６月21日(火)～６月30日(木)

　（土・日を除く８日間）

■応募期限

　６月７日(火)必着

■募集人員　10人

■実施場所

　介護老人保健施設おびの里

（日南市飫肥6-1-15）

■受講料　無料

■対象者

　ハローワークに求職登録して

いる方で、就職を目指してい

る55歳以上のシニア世代

（まだ求職登録がお済みでない

方は、お近くのハローワーク

窓口で登録していただく必要

があります）

■申込方法

　ハローワーク日南、日南市シ

ルバー人材センターに置いて

ある所定の申込書を、宮崎県

シルバー人材センター連合会

宛てに郵送またはファクスで

お申し込みください。受付

後、受講者選考を行います。

○申込・問い合わせ

　公益社団法人宮崎県シルバー

人材センター連合会

　〒880-0867

　宮崎市瀬頭2-6-14

　☎0985(31)3775

　Fax0985(31)3776

スポーツ

募　集

　防災・気象情報をメール
で配信中。登録は上記ＱＲ
コードから。
○問い合わせ　本庁総務課
　危機管理室　☎（31）1125

防災・気象メールにちなん

日南市行政評価外部評
価委員会委員

　市が実施している事業につい

て、市民の皆さんから広くご意

見をいただき、市政に反映する

ために設置する「外部評価委員

会」の委員を公募します。

■募集人員　３人以内

■対象

　①市内に在住し、平成28年４

月１日現在において20歳以上

の方

　②市政運営に関心があり、年

間４回程度の会議に継続して

出席できる方

　③国・地方公共団体の議員お

よび職員でない方

■委員任期

　２年間

　（平成30年３月31日まで）

■委員会開催（予定）

　①開催期間（今年度）：７月

～ 10月

　②開催回数：年４回

　（平日10時～ 17時が２回およ

び14時から１時間～２時間程

度が２回）

■応募期間

　５月２日(月) ～５月27日(金)

■応募方法

　所定の公募申込書に必要事項

を記入し、申込者ご本人が本

庁総合戦略課まで郵送または

直接お持ちください。

※公募申込書は、本庁総合戦略

課にあります。また、市の公

式ホームページからも取得で

きます。

※提出された申込書類について

は、返却しません。

■選考方法

　提出いただいた書類をもとに

選考を行い、選考結果を応募

者全員にお知らせします。

○申込・問い合わせ

　本庁総合戦略課　総合戦略係

　☎(31)1116

平成28年度就業支援
講習会調理師試験準
備講習会受講生

■対象者

 ・宮崎県内のひとり親家庭の

母、父および寡婦の方で、調

理師経験が２年以上あり、県

で行われる調理師試験を受験

する方

 ・講習会の全日程出席できる方

■日時

　６月25日(土)、７月２日(土)

　９時～ 17時

■会場

　宮崎県福祉総合センター

　本館２階

■受講料　無料

　（ただし、テキスト代3,000

円程度は受講生負担）

■定員

　30人

※申込者が多数の場合は、事務

局で選考

■応募期限

　６月３日（金）

■申込方法

　日南保健所へ平成28年度宮崎

県調理師試験の願書提出後、

宮崎県母子寡婦福祉連合会へ

調理師試験準備講習会の受講

申込書を提出してください。

　申込書は、日南市役所こども

課に置いてあります。また

は、宮崎県母子福祉連合会の

ホームページからダウンロー

ドしてください。

■必要書類

　・調理師試験受験願書の写し

（受領印のあるもの）・児童

扶養手当証書・ひとり親家庭

等医療費受給資格者証の写し

○申込・問い合わせ

　宮崎県母子寡婦福祉連合会

　〒880-0007　宮崎市原町2-22

　宮崎県福祉総合センター内

　☎/Fax0985(22)4696

　ホームページは「宮崎県母子

福祉連合会」で検索してくだ

さい。

日南市ゴルフ協会会員

　日南市ゴルフ協会では、平成

28年度の会員を募集していま

す。昨年度は、117人の方が加

入されました。

■対象者

　ゴルフ愛好者、ゴルフを始め

たい方、ジュニアの方（保護

者）、ゴルフ友人をつくりた

い方

■入会金

　年会費1,000円

■活動計画

　市民ゴルフ大会、桜祭りゴル

フ大会、ジュニア教室、レ

ディース教室などの開催

■協賛金のお願い

　活動計画を実施するために協

賛金を募っています。皆さま

のご協力をお願いします。

○申込・問い合わせ

　日南市ゴルフ協会事務局

　日南市大字星倉6323-52

　（西山）☎(25)3022

　携帯090(7924)1034

募　集

［ ］
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北郷小中学校屋内温水
プールの一般開放休館
のお知らせ

　６月１日(水)から９月30日

(金)まで北郷小中学校屋内温水

プールの一般開放をお休みしま

す。次回は、10月１日(土)から

一般開放を開始します。なお、

５月31日(火)までは、一般開放

を行っていますので、ご利用く

ださい。詳細は、市公式ホーム

ページをご覧いただくか、お問

い合わせください。

○問い合わせ

【開放時間内】

　北郷小中学校屋内温水プール

　☎(55)4660（直通）

  【平日（月～金）】

　 ８時30分～ 17時15分まで

　本庁学校教育課　施設営繕係

　☎(31)1178

ビジネススキルアップ
セミナー受講者

　各方面への就職に必要な知識

と技能を学び、就業機会の拡大

につなげます。

■応募資格　小売業・製造業・

販売・加工関連事業所への求

職者および創業予定者

※高齢者や子育て中の方も大歓

迎です。

■講師　ハローワーク日南、長

峰ヒロ子氏、宮崎県ソフト

ウェアーセンター　

■募集定員　20人程度

■日時

①５月23日(月)13時～ 17時

求人情報 接遇(ビジネス)マ

ナー研修

②５月25日(水)13時～ 16時　

　コンプライアンス研修

③５月30日(月)10時～ 16時　

　ワード厳選テクニック

④５月31日(火)10時～ 16時　

　エクセル厳選テクニック

⑤６月１日(水)10時～ 16時　

　ビジネス文書 総合テクニック

※ただし、③～⑤の12時～ 13時

は昼食・休憩

■応募期限　５月20日(金)まで

に電話・ファクスなどでお申

し込みください。

　前日までに定員に満たない時

は、当日参加も可能ですの

で、お問い合わせください。 

■受講料　無料

■場所　まなびピア（日南市木

山2-4-44）

○申込・問い合わせ　日南市雇

用創出プロジェクト会議　セ

ミナー係　☎(67)5180

「実践介護アシスタン
ト講習」の受講者

　介護に関しての実践的な知

識・技術の基本を習得すること

で、介護施設や訪問介護などへ

介護補助員として就職、就業す

ることができます。

■講習期間

　６月21日(火)～６月30日(木)

　（土・日を除く８日間）

■応募期限

　６月７日(火)必着

■募集人員　10人

■実施場所

　介護老人保健施設おびの里

（日南市飫肥6-1-15）

■受講料　無料

■対象者

　ハローワークに求職登録して

いる方で、就職を目指してい

る55歳以上のシニア世代

（まだ求職登録がお済みでない

方は、お近くのハローワーク

窓口で登録していただく必要

があります）

■申込方法

　ハローワーク日南、日南市シ

ルバー人材センターに置いて

ある所定の申込書を、宮崎県

シルバー人材センター連合会

宛てに郵送またはファクスで

お申し込みください。受付

後、受講者選考を行います。

○申込・問い合わせ

　公益社団法人宮崎県シルバー

人材センター連合会

　〒880-0867

　宮崎市瀬頭2-6-14

　☎0985(31)3775

　Fax0985(31)3776

スポーツ

募　集

　防災・気象情報をメール
で配信中。登録は上記ＱＲ
コードから。
○問い合わせ　本庁総務課
　危機管理室　☎（31）1125

防災・気象メールにちなん

日南市行政評価外部評
価委員会委員

　市が実施している事業につい

て、市民の皆さんから広くご意

見をいただき、市政に反映する

ために設置する「外部評価委員

会」の委員を公募します。

■募集人員　３人以内

■対象

　①市内に在住し、平成28年４

月１日現在において20歳以上

の方

　②市政運営に関心があり、年

間４回程度の会議に継続して

出席できる方

　③国・地方公共団体の議員お

よび職員でない方

■委員任期

　２年間

　（平成30年３月31日まで）

■委員会開催（予定）

　①開催期間（今年度）：７月

～ 10月

　②開催回数：年４回

　（平日10時～ 17時が２回およ

び14時から１時間～２時間程

度が２回）

■応募期間

　５月２日(月) ～５月27日(金)

■応募方法

　所定の公募申込書に必要事項

を記入し、申込者ご本人が本

庁総合戦略課まで郵送または

直接お持ちください。

※公募申込書は、本庁総合戦略

課にあります。また、市の公

式ホームページからも取得で

きます。

※提出された申込書類について

は、返却しません。

■選考方法

　提出いただいた書類をもとに

選考を行い、選考結果を応募

者全員にお知らせします。

○申込・問い合わせ

　本庁総合戦略課　総合戦略係

　☎(31)1116

平成28年度就業支援
講習会調理師試験準
備講習会受講生

■対象者

 ・宮崎県内のひとり親家庭の

母、父および寡婦の方で、調

理師経験が２年以上あり、県

で行われる調理師試験を受験

する方

 ・講習会の全日程出席できる方

■日時

　６月25日(土)、７月２日(土)

　９時～ 17時

■会場

　宮崎県福祉総合センター

　本館２階

■受講料　無料

　（ただし、テキスト代3,000

円程度は受講生負担）

■定員

　30人

※申込者が多数の場合は、事務

局で選考

■応募期限

　６月３日（金）

■申込方法

　日南保健所へ平成28年度宮崎

県調理師試験の願書提出後、

宮崎県母子寡婦福祉連合会へ

調理師試験準備講習会の受講

申込書を提出してください。

　申込書は、日南市役所こども

課に置いてあります。また

は、宮崎県母子福祉連合会の

ホームページからダウンロー

ドしてください。

■必要書類

　・調理師試験受験願書の写し

（受領印のあるもの）・児童

扶養手当証書・ひとり親家庭

等医療費受給資格者証の写し

○申込・問い合わせ

　宮崎県母子寡婦福祉連合会

　〒880-0007　宮崎市原町2-22

　宮崎県福祉総合センター内

　☎/Fax0985(22)4696

　ホームページは「宮崎県母子

福祉連合会」で検索してくだ

さい。

日南市ゴルフ協会会員

　日南市ゴルフ協会では、平成

28年度の会員を募集していま

す。昨年度は、117人の方が加

入されました。

■対象者

　ゴルフ愛好者、ゴルフを始め

たい方、ジュニアの方（保護

者）、ゴルフ友人をつくりた

い方

■入会金

　年会費1,000円

■活動計画

　市民ゴルフ大会、桜祭りゴル

フ大会、ジュニア教室、レ

ディース教室などの開催

■協賛金のお願い

　活動計画を実施するために協

賛金を募っています。皆さま

のご協力をお願いします。

○申込・問い合わせ

　日南市ゴルフ協会事務局

　日南市大字星倉6323-52

　（西山）☎(25)3022

　携帯090(7924)1034

募　集

［ ］
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ノルディックウォーキ
ングでめぐる大島探検
ツアー！！

　あけぼの船で海を渡り、手つ

かずの自然を満喫できる歩きや

すい道で、島から眺める南郷も

また格別です。

■期日

　５月22日(日)

※雨天時は５月29日(日)に延期

■場所

　南郷町大島

■集合場所・時間

　目井津港（あけぼの３乗船

港）９時15分～９時45分

■行程

　目井津港10時発→小浜港10

時15分着→港にてウォーミン

グアップ・レクチャー後11時

出発して散策しながらキャビ

ンへ→キャビン11時40分着

→昼食後散策しながら竹之尻

港へ→竹之尻港14時50分発

→目井津港15時着

■参加費

　1,500円（保険・往復船代）

※レンタルポール有別途500円

■定員　30人

※定員になり次第、締め切りま

す。

■持ってくる物

　飲み物・履きなれた靴・お弁

当・リュック・雨具

※大島にはお店がありません。

■申込期限

　５月16日(月)

○申込・問い合わせ

　NPO法人ごんはる

　☎(55)2700

募　集 第９回日南市観光ガイ
ドボランティア養成講
座の受講生

　日南市の歴史・観光などを市

民に知っていただき、本市を訪

れる観光客らに対し案内などが

できる人材を育成するため、日

南市観光ガイドボランティア養

成講座を実施します。終了後に

は、日南市観光ガイドボラン

ティアの会の会員として、実践

的な活動ができる人材を育成し

ます。

■主催

　一般社団法人日南市観光協会

■共催

　日南市観光ガイドボランティ

アの会

■期間

　平成28年６月15日(水) ～平

成29年１月25日(水)（予定）

　原則として２週間ごとの水曜

日または木曜日

■時間

　13時30分～15時30分

　（２時間程度）

■主会場

　国際交流センター小村記念館

（講座の内容によっては、変

更する場合があります）

■講座内容

　全15講座（予定）

　①飫肥の歴史　②飫肥の人物

史　③日南市の観光地　④簡

単な英会話　⑤接客マナー

　など

■講師

　市生涯学習課職員、市文化財

審議会委員など

■受講資格

　満18歳以上で市内に在住され

ている方

■定員

　20人程度

■申込方法

　６月６日(月)までに、電話で

申し込んでください。

■受講料　無料

■その他

　講座終了後、「日南市観光ガ

イドボランティアの会」の入

会を依頼します（入会は任

意）。

○申込・問い合わせ

　一般社団法人日南市観光協会

事務局（本庁観光・スポーツ

課内）

　☎(31)1134

第35回日南市美術展

　絵画・書・写真・工芸などの４

部門を展示します。また、日南

市美術展無鑑査の方々の作品も

出品されます。美術愛好家の力

作の数々をぜひ、ご覧ください。

■日時

　５月14日(土) ～ 22日(日)

　９時～ 17時（最終日のみ15

時30分まで）

■会場　まなびピア体育館

【表彰部門】
　今回の作品展において日南市

長賞、日南市議会議長賞など

を受賞された方々の授賞式を

行います。

■日時

　５月14日(土)　10時～

■会場　まなびピア視聴覚室

○問い合わせ

　本庁生涯学習課　生涯学習係

　☎(31)1145

イベント

若返り教室参加者

　住み慣れた地域でいきいき暮

らし続けるために「若返り教

室」を開催します。

　運動を中心として、３年前の

自分を目指して、一人一人の介

護予防の方法をつかめる内容と

なっています。

■参加できる人

　概ね65歳以上の介護認定を受

けていない方で「最近つまづ

きやすくなった」など、少し

だけ体力に自信がなくなった

と感じる方

■内容

　筋力向上運動、認知症予防、

体力測定などを実施します。

　講師：運動指導士（外部講師）

■場所

　ふれあい健やかセンター５階

大会議室

■料金　無料

■日時

　５月～８月の間の毎週木曜日

（８月11日は休み）の全13

回

受付：９時30分～ 10時

教室：10時～ 11時30分

■人数

　20人程度（ただし、初めて申し

込まれた方を優先します）

■備考　送迎は、ありません。

■申込期限

　５月20日(金)までに電話でお

申し込みください。

○問い合わせ

　本庁長寿課　高齢者支援係　

　☎(31)1162

介護予防教室「元気で
長寿！キープアップ教
室（油津地区）」参加者

　65歳以上の方を対象に、介護

予防の目的で運動（イスにす

わってできる体操）を中心とし

た教室を各地区で開催していま

す。油津地区ではまなびピアで

現在開催していますが、新たに

２教室目として以下の日程で開

催しますので、ご参加をお待ち

しています。

■日時・場所

※日程を変更する場合あり。

■費用　無料

■申込期限

　５月27日(金)

※ただし、年度途中でも参加で

きます。

■その他

　油津以外の地区（北郷、南郷、

鵜戸、吾田、飫肥、東郷）で

も教室を実施しています。一

部送迎バスを運行している教

室もありますので、お気軽に

お問い合わせください。

○申込・問い合わせ

　本庁長寿課　高齢者支援係

　☎(31)1162

大島、自然を楽しむノ
ルディックウォーキン
グ！！

　日南市内で環境問題について

取り組んでいる団体「エコネッ

トワークにちなん」のメンバー

とあけぼの船で海を渡り、手つ

かずの自然を満喫しませんか。

大島は、歩きやすい道で、島か

ら眺める南郷もまた格別です。

■期日　５月14日(土)

※雨天中止

■場所　南郷町大島

■集合場所・時間

　目井津港（あけぼの３乗船

港）９時15分～９時45分

■行程

　目井津港10時発→小浜港10

時15分着→港にてウォーミン

グアップ・レクチャー後11時

出発して散策しながらキャビ

ンへ→キャビン11時40分着

→昼食後散策しながら竹之尻

港へ→竹之尻港14時50分発

→目井津港15時着

■参加費　1,000円

　（保険・往復船代・ポール込）

■定員　30人

※定員になり次第、締め切りま

す。

※１団体４人まで。

■持ってくる物

　飲み物・履きなれた靴・お弁

当・リュック・雨具

※大島にはお店がありません。

■申込期限　５月12日(木)

■主催

　エコネットワークにちなん

○申込・問い合わせ

　NPO法人ごんはる

　☎(55)2700

募　集

５月

６月

７月

８月

26日

２日、９日、16日、23日、30日

７日、14日、21日、28日

４日、18日、25日

6/1・15、7/6・20、
8/3・17、9/7・21、
10/5・19、11/2・16、
12/7・21、
1/11・18、2/1・15、
3/1・15

日 程

実施場所

実施曜日

実施時間

まなびピア１階多目的室

水曜日

9:30 ～ 11:30
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ノルディックウォーキ
ングでめぐる大島探検
ツアー！！

　あけぼの船で海を渡り、手つ

かずの自然を満喫できる歩きや

すい道で、島から眺める南郷も

また格別です。

■期日

　５月22日(日)

※雨天時は５月29日(日)に延期

■場所

　南郷町大島

■集合場所・時間

　目井津港（あけぼの３乗船

港）９時15分～９時45分

■行程

　目井津港10時発→小浜港10

時15分着→港にてウォーミン

グアップ・レクチャー後11時

出発して散策しながらキャビ

ンへ→キャビン11時40分着

→昼食後散策しながら竹之尻

港へ→竹之尻港14時50分発

→目井津港15時着

■参加費

　1,500円（保険・往復船代）

※レンタルポール有別途500円

■定員　30人

※定員になり次第、締め切りま

す。

■持ってくる物

　飲み物・履きなれた靴・お弁

当・リュック・雨具

※大島にはお店がありません。

■申込期限

　５月16日(月)

○申込・問い合わせ

　NPO法人ごんはる

　☎(55)2700

募　集 第９回日南市観光ガイ
ドボランティア養成講
座の受講生

　日南市の歴史・観光などを市

民に知っていただき、本市を訪

れる観光客らに対し案内などが

できる人材を育成するため、日

南市観光ガイドボランティア養

成講座を実施します。終了後に

は、日南市観光ガイドボラン

ティアの会の会員として、実践

的な活動ができる人材を育成し

ます。

■主催

　一般社団法人日南市観光協会

■共催

　日南市観光ガイドボランティ

アの会

■期間

　平成28年６月15日(水) ～平

成29年１月25日(水)（予定）

　原則として２週間ごとの水曜

日または木曜日

■時間

　13時30分～15時30分

　（２時間程度）

■主会場

　国際交流センター小村記念館

（講座の内容によっては、変

更する場合があります）

■講座内容

　全15講座（予定）

　①飫肥の歴史　②飫肥の人物

史　③日南市の観光地　④簡

単な英会話　⑤接客マナー

　など

■講師

　市生涯学習課職員、市文化財

審議会委員など

■受講資格

　満18歳以上で市内に在住され

ている方

■定員

　20人程度

■申込方法

　６月６日(月)までに、電話で

申し込んでください。

■受講料　無料

■その他

　講座終了後、「日南市観光ガ

イドボランティアの会」の入

会を依頼します（入会は任

意）。

○申込・問い合わせ

　一般社団法人日南市観光協会

事務局（本庁観光・スポーツ

課内）

　☎(31)1134

第35回日南市美術展

　絵画・書・写真・工芸などの４

部門を展示します。また、日南

市美術展無鑑査の方々の作品も

出品されます。美術愛好家の力

作の数々をぜひ、ご覧ください。

■日時

　５月14日(土) ～ 22日(日)

　９時～ 17時（最終日のみ15

時30分まで）

■会場　まなびピア体育館

【表彰部門】
　今回の作品展において日南市

長賞、日南市議会議長賞など

を受賞された方々の授賞式を

行います。

■日時

　５月14日(土)　10時～

■会場　まなびピア視聴覚室

○問い合わせ

　本庁生涯学習課　生涯学習係

　☎(31)1145

イベント

若返り教室参加者

　住み慣れた地域でいきいき暮

らし続けるために「若返り教

室」を開催します。

　運動を中心として、３年前の

自分を目指して、一人一人の介

護予防の方法をつかめる内容と

なっています。

■参加できる人

　概ね65歳以上の介護認定を受

けていない方で「最近つまづ

きやすくなった」など、少し

だけ体力に自信がなくなった

と感じる方

■内容

　筋力向上運動、認知症予防、

体力測定などを実施します。

　講師：運動指導士（外部講師）

■場所

　ふれあい健やかセンター５階

大会議室

■料金　無料

■日時

　５月～８月の間の毎週木曜日

（８月11日は休み）の全13

回

受付：９時30分～ 10時

教室：10時～ 11時30分

■人数

　20人程度（ただし、初めて申し

込まれた方を優先します）

■備考　送迎は、ありません。

■申込期限

　５月20日(金)までに電話でお

申し込みください。

○問い合わせ

　本庁長寿課　高齢者支援係　

　☎(31)1162

介護予防教室「元気で
長寿！キープアップ教
室（油津地区）」参加者

　65歳以上の方を対象に、介護

予防の目的で運動（イスにす

わってできる体操）を中心とし

た教室を各地区で開催していま

す。油津地区ではまなびピアで

現在開催していますが、新たに

２教室目として以下の日程で開

催しますので、ご参加をお待ち

しています。

■日時・場所

※日程を変更する場合あり。

■費用　無料

■申込期限

　５月27日(金)

※ただし、年度途中でも参加で

きます。

■その他

　油津以外の地区（北郷、南郷、

鵜戸、吾田、飫肥、東郷）で

も教室を実施しています。一

部送迎バスを運行している教

室もありますので、お気軽に

お問い合わせください。

○申込・問い合わせ

　本庁長寿課　高齢者支援係

　☎(31)1162

大島、自然を楽しむノ
ルディックウォーキン
グ！！

　日南市内で環境問題について

取り組んでいる団体「エコネッ

トワークにちなん」のメンバー

とあけぼの船で海を渡り、手つ

かずの自然を満喫しませんか。

大島は、歩きやすい道で、島か

ら眺める南郷もまた格別です。

■期日　５月14日(土)

※雨天中止

■場所　南郷町大島

■集合場所・時間

　目井津港（あけぼの３乗船

港）９時15分～９時45分

■行程

　目井津港10時発→小浜港10

時15分着→港にてウォーミン

グアップ・レクチャー後11時

出発して散策しながらキャビ

ンへ→キャビン11時40分着

→昼食後散策しながら竹之尻

港へ→竹之尻港14時50分発

→目井津港15時着

■参加費　1,000円

　（保険・往復船代・ポール込）

■定員　30人

※定員になり次第、締め切りま

す。

※１団体４人まで。

■持ってくる物

　飲み物・履きなれた靴・お弁

当・リュック・雨具

※大島にはお店がありません。

■申込期限　５月12日(木)

■主催

　エコネットワークにちなん

○申込・問い合わせ

　NPO法人ごんはる

　☎(55)2700

募　集

５月

６月

７月

８月

26日

２日、９日、16日、23日、30日

７日、14日、21日、28日

４日、18日、25日

6/1・15、7/6・20、
8/3・17、9/7・21、
10/5・19、11/2・16、
12/7・21、
1/11・18、2/1・15、
3/1・15

日 程

実施場所

実施曜日

実施時間

まなびピア１階多目的室

水曜日

9:30 ～ 11:30
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内　科 毎　日
日曜日・祝日・年末年始

午後７時～午後10時
小児科
※日曜・祝日は、６カ月未満児の対応もできます。
※平日は、６カ月未満児の対応はできません（かかりつけ医にご相談くだ
さい）。

○日南市初期夜間急病センター　☎（23）9999

京屋酒造 Cup Beach 
Tennis tour 日南

　BeachTennisの国際大会で

す。ぜひ、観戦にお越しくださ

い。

■日時

　５月14日(土)　13時～

　５月15日(日)　10時～

■場所　大堂津海水浴場

○問い合わせ

　本庁学校教育課　施設営繕係

　片桐　☎(31)1178

第11回日南市子育て応
援フェスティバル

　「広げよう　笑顔の輪　子育

ての輪　地域の輪」をテーマに

毎年盛り上がっているイベント

です。ステージイベント、親子

で楽しむ遊びのコーナー、出店

コーナーなど楽しい催し物をた

くさんご用意していますので、

ぜひ、遊びに来てください。

■日時

　５月22日(日)

　９時～ 14時（雨天決行）

■場所　北郷農村環境改善セン

ター

■費用　無料

■その他

　予約が必要なコーナーがあり

ますので、詳細はお問い合わ

せください。

○申込・問い合わせ

　日南市子育て支援ネットワー

ク協議会事務局

　本庁こども課　こども応援係

つどいのひろば「おひさま」

　☎(31)1172

港あぶらつ朝市

　「魚うどん」や揚げたて天ぷ

ら、パン、天むす、うどんなど

朝食を用意していますので、ぜ

ひ、ご家族やご友人とお越しく

ださい。また、出店者や運営を

手伝っていただけるボランティ

アを随時募集しています。

■日時

　５月22日(日)　７時～９時

■場所

　日南市漁協荷さばき所内

○問い合わせ

　本庁水産林政課　水産係

　☎(31)1135

　お茶のつかさ園

　（実行委員会会長）

　☎(64)4222

イベント

無料相談案内
一人で悩まず、まず相談

○問い合わせ　消費生活相談室
　☎(23)4390　FAX(23)4391
■相談対象　送りつけ商法、点検商法などの悪
質商法、不当請求、インターネットショッピ
ングのトラブルなど消費生活に関する相談。

■日時　月曜日～金曜日（祝日は除く）　
　９時～ 12時、13時～ 17時
■場所　本庁南別館１階（文化センター裏）

司法書士会による無料法律相談会
～不動産・商業登記、多重債務問題など～

○予約・問い合わせ
　司法書士会日南支部（立山）
　☎080(1725)2391
※前日までに事前予約をお願いします。
　（予約時間：平日10時～ 16時）
■日時　５月18日(水)14時～16時（１人40分）
■場所　市役所本館２階　西側会議室
■相談員　司法書士２人

急な病気やけがで困ったとき、ご利用ください

医師や看護師が
医療相談に応じます。

24時間対応診療科目 診療日 診療時間

☎（31）1111

急な病気やけがで困ったら・・・
○救急医療電話相談


