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郷出張所・南郷出張所
【危険物安全週間】
　６月５日(日)から６月11日
(土)は、危険物安全週間です。「危
険物」とは、消防法で定められ
ているもので、一般的に次のよ
うな危険性を持った物品をいい
ます。
①火災発生の危険性が大きい。
②火災拡大の危険性が大きい。
③消火の困難性が高い。
　危険物を取り扱う場合は、十
分注意してください。
※私達の身近なものでは、ガソ
リン・灯油・油性塗料などが
あります。
危険物安全週間標語
「危険物　決めろ無事故の　ス
トライク」
○問い合わせ
　消防本部　予防課
　☎(23)7584

各種がん検診のお知らせ

　申し込みをされている方は、
ぜひ受診してください。
　なお、追加の申し込みをされ
る方は、健康増進課までご連絡
ください。
胃・大腸がん検診（北郷・南郷・
細田地区）
■受付時間　８時～ 10時（大腸
がん検診のみの方は９時～10
時）
■対象者　40歳以上
■持っていくもの　受診票、大
腸がん検診容器（受診者の
み）、検診料金、健康手帳

税　金 ◆北郷地区

子宮頸がん検診（鵜戸・細田・
酒谷・南郷地区）
■対象者　20歳以上の女性
■持っていくもの　受診票、検
診料金、健康手帳

　医療機関での子宮頸がん検診
も６月から始まります。検診期
間は10月までですが、早めに受
診しましょう。
○申込・問い合わせ
　本庁健康増進課　健康推進係
　☎(31)1129

健　康

6月は市県民税1期、
国民健康保険税1期、
介護保険料1期の納期
月です

■納期限　６月30日(木)
　６月17日(金)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
【市県民税】
　本庁税務課　市民税係
　☎(31)1121
【国民健康保険税】
　本庁国保年金課
　国民健康保険係　☎(31)1126
【介護保険料】
　本庁長寿課　介護保険係
　☎(31)1160

「危険物取扱者保安講
習」と「危険物安全週
間」のご案内

【危険物取扱者保安講習】
■日時　８月４日(木)
給油取扱所
９時30分～ 12時30分
その他
13時30分～ 16時30分
※講習開始30分前から受け付け
開始
■場所　まなびピア
■申込期間
　６月20日(月) ～７月１日(金)
■申込書配布場所　日南市消防
本部予防課、日南市消防署北

消　防

◆南郷地区

◆細田地区

6/6(月)
6/7(火)
6/14(火)
6/16(木)

大藤公民館
坂元公民館（北郷）

北郷保健センター

6/8(水)
6/9(木)
6/10(金)
6/21(火)
6/29(水)

南郷健康福祉センター
※９月25日の日曜検診
もあります。日曜検診は
予約が必要です。

6/20(月)
6/22(水)
6/27(月)
6/28(火)
6/30(木)

大窪公民館
下塚田公民館
下方営農研修センター
JAはまゆう細田支所
大堂津漁協

月日

6/8(水)

6/28(火)
7/1(金)

受付時間・場所
9:00～9:15
鵜戸支所(集会所)
10:30～11:30
大堂津漁協
14:00～14:30
生活改善センター(酒谷)
9:00～10:00、13:00～14:00
南郷健康福祉センター
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03　お知らせ 02　お知らせ

平成27年度の情報公開制度・個人
情報保護制度の運用の状況

　日南市情報公開条例（平成21年条例第17号）第19
条および日南市個人情報保護条例（平成21年条例第
18号）第34条の規定により、各実施機関の運用状況
を次のとおり公表します。
１　情報公開について   
（1）公文書の開示の請求など件数

（注）「任意的開示の申出」は、合併以前の公文書の
　　開示申出をいう。
（2）公文書の開示の請求などに対する決定件数

（3）公文書の開示の請求などに対する実施機関別決
　 定の状況

２　個人情報の開示などの請求について

○問い合わせ　本庁総務課　総務係　☎(31)1113

平成28年度児童手当・特例給付現況
届のお知らせ

　中学生までの児童を養育している児童手当・特例
給付受給対象者は、６月以降も引き続き手当を受け
取る要件を満たしているかを確認するために「児童
手当・特例給付現況届」の提出が必要となります。
該当者には、６月上旬に現況届用紙を送付しますの
で、６月１日における養育状況を記入の上、期限内
に提出してください。
※６月分以降の手当は、現況届の提出があるまで支
給されませんので、必ず手続きをしてください。
■受付期間　６月６日(月) ～６月17日(金)
※土、日を除く８時30分～ 17時15分
○提出・問い合わせ
　本庁こども課　子育て支援係　☎(31)1131
　北郷町総合支所　福祉保健係　☎(55)2113
　南郷町総合支所　福祉保健係　☎(64)1113

農業者年金受給者の皆さまへ
～現況届提出のお願い～

　現況届は、年金受給権者が年金を受給する資格が
あるか否かについて、毎年１回確認するものです。
農業者年金基金から現況届用紙がご自宅に届きます
ので、必要事項を記入・署名の上、６月30日(木)
までに農業委員会事務局へ提出してください。な
お、次のとおり巡回して受け付けますので、お近く
にお住まいの方はご利用ください。
■受付場所・日時

■受付期間　６月１日(水) ～６月30日(木)
※期限内に提出がなかった場合は、年金支払いが差
し止めされる場合があります。
○問い合わせ　農業委員会事務局（本庁別館１階）
　☎(31)1148

税　金 こども

農　業

区　分
開示の請求

任意的開示の申出
合　計

件数
119
0
119

開示
113

部分開示
4

不開示
0

不存在
2

取下げ
0

件数
区　　　　分

119

開示
請求件数

部分開示 不開示 不存在 取下げ
711 3 1

決　定　の　内　訳

総務課

地域振興課

財務課

税務課

市民生活課

建設課

建築住宅課

農政課

観光・スポーツ課

水産林政課

農村整備課

南郷町総合支所

会計課

下水道課

消防本部
水道課

教育委員会

議会事務局

合計

1

1

2

1

1

11

20

6

3

2

11

1

1

20

1

34

3

0

119

1

1

2

1

9

20

6

3

10

1

1

20

1

34

3

113

2

1

1

4 0

1

1

2 0

開示 部分開示 不開示 不存在 取下げ

市
長
部
局

請求などのあった
実施機関

決定の内訳請求に
対する
決定の件数

地区
市内全域

細田

南郷

北郷

鵜戸

酒谷

受付場所
農業委員会事務局
（日南市役所別館１階）

細田支所
（都市農村交流センター）
南郷町総合支所
１階第８会議室
北郷町総合支所
２階会議室
鵜戸支所会議室

酒谷支所会議室

日　時
6/1(水)～6/30(木)
※土・日は除く
8:30～17:15
6/2(木)
9:00～17:15
6/3(金)
9:00～17:15
6/6(月)
9:00～17:15
6/7(火)
9:00～12:00
6/8(水)
9:00～12:00

平成28年度から軽自動車などの税率が変更になっています

　特に、最初の新規検査年が平成14年以前の車両は、重課税率により税率が大幅に上がっていますので、ご
注意ください。なお、変更後の税額は下の表のとおりです。

★原付や125cc以上のバイク、小型特殊自動車

★軽自動車（四輪以上および三輪）
　最初の新規検査年月（車検証の「初度検査年月」）により旧税率、新税率、重課税率のいずれかの税率になっ
ています。

※１　毎年４月１日現在で、最初の新規検査より13年を経過したもの
※２　動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動
　　車および被けん引車は、重課税率の対象外です。

★グリーン化特例（軽課）
　平成27年４月１日から平成28年３月31日までに最初の新規検査をした車両で、排出ガス基準と燃費基準
を達成した車両について、平成28年度の軽自動車税に限り下の表のとおり税率が軽減されています。

●平成28年４月１日現在の所有者に課税されています
　軽自動車税は、毎年４月１日現在で原付や軽四輪、小型特殊自動車などを所有している方に課税されます。
４月２日以降に廃車や譲渡された場合も、引き続き１年分の税金がかかりますのでご注意ください。
　なお、現在所有していないのに納税通知書が送られてきた場合は、４月１日までに名義変更や廃車の手続
きが完了していないことが考えられます。これらの手続きをしない場合、来年度以降も課税されることにな
りますので、お早目に手続きをお願いします。
○問い合わせ　本庁税務課　市民税係　☎(31)1121

※３　貨物車の場合は、 Ｈ27年度燃費基準＋35％達成車（概ね50％軽減）
※４　貨物車の場合は、 Ｈ27年度燃費基準＋15％達成車（概ね25％軽減）

平成28年度から
2,000円
2,000円
2,400円
3,700円
3,600円
6,000円
2,400円
5,900円

自家用
営業用
自家用
営業用

3,100円
7,200円
5,500円
4,000円
3,000円

3,900円
10,800円
6,900円
5,000円
3,800円

4,600円
12,900円
8,200円
6,000円
4,500円

乗用

貨物用

車種区分

三輪

最初の新規検査年月（初度検査年月）
平成27年３月まで（旧税率） 平成27年４月以降（新税率） 13年経過※１（重課税率）※２

四
輪
以
上

平成27年度まで
1,000円
1,200円
1,600円
2,500円
2,400円
4,000円
1,600円
4,700円

軽二輪（125cc超250cc以下）
小型二輪（250cc超）

　車種区分
50cc以下

50cc超90cc以下
90cc超125cc以下

ミニカー

農耕作業用
その他（フォークリフトなど）

原　付

小　型
特　殊

自家用
営業用
自家用
営業用

1,000円
2,700円
1,800円
1,300円
1,000円

2,000円
5,400円
3,500円
2,500円
1,900円

3,000円
8,100円
5,200円
3,800円
2,900円

3,900円
10,800円
6,900円
5,000円
3,800円

乗用

貨物用

車種区分

三輪

グリーン化特例（軽課）適用の車両と軽減税率

電気自動車および天然ガ
ス自動車（概ね75％軽減）

H32年度燃費基準＋20％達
成車　※3（概ね50％軽減）

H32年度燃費基準達成
車　※4（概ね25％軽減）

グリーン化特例（軽課）
適用外の車両

四
輪
以
上

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

行　政

消
　防

消
　防

「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

住宅火災
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03　お知らせ 02　お知らせ

平成27年度の情報公開制度・個人
情報保護制度の運用の状況

　日南市情報公開条例（平成21年条例第17号）第19
条および日南市個人情報保護条例（平成21年条例第
18号）第34条の規定により、各実施機関の運用状況
を次のとおり公表します。
１　情報公開について   
（1）公文書の開示の請求など件数

（注）「任意的開示の申出」は、合併以前の公文書の
　　開示申出をいう。
（2）公文書の開示の請求などに対する決定件数

（3）公文書の開示の請求などに対する実施機関別決
　 定の状況

２　個人情報の開示などの請求について

○問い合わせ　本庁総務課　総務係　☎(31)1113

平成28年度児童手当・特例給付現況
届のお知らせ

　中学生までの児童を養育している児童手当・特例
給付受給対象者は、６月以降も引き続き手当を受け
取る要件を満たしているかを確認するために「児童
手当・特例給付現況届」の提出が必要となります。
該当者には、６月上旬に現況届用紙を送付しますの
で、６月１日における養育状況を記入の上、期限内
に提出してください。
※６月分以降の手当は、現況届の提出があるまで支
給されませんので、必ず手続きをしてください。
■受付期間　６月６日(月) ～６月17日(金)
※土、日を除く８時30分～ 17時15分
○提出・問い合わせ
　本庁こども課　子育て支援係　☎(31)1131
　北郷町総合支所　福祉保健係　☎(55)2113
　南郷町総合支所　福祉保健係　☎(64)1113

農業者年金受給者の皆さまへ
～現況届提出のお願い～

　現況届は、年金受給権者が年金を受給する資格が
あるか否かについて、毎年１回確認するものです。
農業者年金基金から現況届用紙がご自宅に届きます
ので、必要事項を記入・署名の上、６月30日(木)
までに農業委員会事務局へ提出してください。な
お、次のとおり巡回して受け付けますので、お近く
にお住まいの方はご利用ください。
■受付場所・日時

■受付期間　６月１日(水) ～６月30日(木)
※期限内に提出がなかった場合は、年金支払いが差
し止めされる場合があります。
○問い合わせ　農業委員会事務局（本庁別館１階）
　☎(31)1148

税　金 こども

農　業

区　分
開示の請求

任意的開示の申出
合　計

件数
119
0
119

開示
113

部分開示
4

不開示
0

不存在
2

取下げ
0

件数
区　　　　分

119

開示
請求件数

部分開示 不開示 不存在 取下げ
711 3 1

決　定　の　内　訳

総務課

地域振興課

財務課

税務課

市民生活課

建設課

建築住宅課

農政課

観光・スポーツ課

水産林政課

農村整備課

南郷町総合支所

会計課

下水道課

消防本部
水道課

教育委員会

議会事務局

合計

1

1

2

1

1

11

20

6

3

2

11

1

1

20

1

34

3

0

119

1

1

2

1

9

20

6

3

10

1

1

20

1

34

3

113

2

1

1

4 0

1

1

2 0

開示 部分開示 不開示 不存在 取下げ

市
長
部
局

請求などのあった
実施機関

決定の内訳請求に
対する
決定の件数

地区
市内全域

細田

南郷

北郷

鵜戸

酒谷

受付場所
農業委員会事務局
（日南市役所別館１階）

細田支所
（都市農村交流センター）
南郷町総合支所
１階第８会議室
北郷町総合支所
２階会議室
鵜戸支所会議室

酒谷支所会議室

日　時
6/1(水)～6/30(木)
※土・日は除く
8:30～17:15
6/2(木)
9:00～17:15
6/3(金)
9:00～17:15
6/6(月)
9:00～17:15
6/7(火)
9:00～12:00
6/8(水)
9:00～12:00

平成28年度から軽自動車などの税率が変更になっています

　特に、最初の新規検査年が平成14年以前の車両は、重課税率により税率が大幅に上がっていますので、ご
注意ください。なお、変更後の税額は下の表のとおりです。

★原付や125cc以上のバイク、小型特殊自動車

★軽自動車（四輪以上および三輪）
　最初の新規検査年月（車検証の「初度検査年月」）により旧税率、新税率、重課税率のいずれかの税率になっ
ています。

※１　毎年４月１日現在で、最初の新規検査より13年を経過したもの
※２　動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動
　　車および被けん引車は、重課税率の対象外です。

★グリーン化特例（軽課）
　平成27年４月１日から平成28年３月31日までに最初の新規検査をした車両で、排出ガス基準と燃費基準
を達成した車両について、平成28年度の軽自動車税に限り下の表のとおり税率が軽減されています。

●平成28年４月１日現在の所有者に課税されています
　軽自動車税は、毎年４月１日現在で原付や軽四輪、小型特殊自動車などを所有している方に課税されます。
４月２日以降に廃車や譲渡された場合も、引き続き１年分の税金がかかりますのでご注意ください。
　なお、現在所有していないのに納税通知書が送られてきた場合は、４月１日までに名義変更や廃車の手続
きが完了していないことが考えられます。これらの手続きをしない場合、来年度以降も課税されることにな
りますので、お早目に手続きをお願いします。
○問い合わせ　本庁税務課　市民税係　☎(31)1121

※３　貨物車の場合は、 Ｈ27年度燃費基準＋35％達成車（概ね50％軽減）
※４　貨物車の場合は、 Ｈ27年度燃費基準＋15％達成車（概ね25％軽減）

平成28年度から
2,000円
2,000円
2,400円
3,700円
3,600円
6,000円
2,400円
5,900円

自家用
営業用
自家用
営業用

3,100円
7,200円
5,500円
4,000円
3,000円

3,900円
10,800円
6,900円
5,000円
3,800円

4,600円
12,900円
8,200円
6,000円
4,500円

乗用

貨物用

車種区分

三輪

最初の新規検査年月（初度検査年月）
平成27年３月まで（旧税率） 平成27年４月以降（新税率） 13年経過※１（重課税率）※２

四
輪
以
上

平成27年度まで
1,000円
1,200円
1,600円
2,500円
2,400円
4,000円
1,600円
4,700円

軽二輪（125cc超250cc以下）
小型二輪（250cc超）

　車種区分
50cc以下

50cc超90cc以下
90cc超125cc以下

ミニカー

農耕作業用
その他（フォークリフトなど）

原　付

小　型
特　殊

自家用
営業用
自家用
営業用

1,000円
2,700円
1,800円
1,300円
1,000円

2,000円
5,400円
3,500円
2,500円
1,900円

3,000円
8,100円
5,200円
3,800円
2,900円

3,900円
10,800円
6,900円
5,000円
3,800円

乗用

貨物用

車種区分

三輪

グリーン化特例（軽課）適用の車両と軽減税率

電気自動車および天然ガ
ス自動車（概ね75％軽減）

H32年度燃費基準＋20％達
成車　※3（概ね50％軽減）

H32年度燃費基準達成
車　※4（概ね25％軽減）

グリーン化特例（軽課）
適用外の車両

四
輪
以
上

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

行　政

消
　防

消
　防

「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

住宅火災
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05　お知らせ 04　お知らせ

低所得の高齢者向け
給付金（1人3万円）の
申請はお済みですか

　４月末に支給予定者に対し申
請書をお送りしています。申請
期限は、８月25日(木)までと
なっていますので、申請がお済
みでない方はお早めに手続きを
お願いします。
　65歳以上の方でご不明な点が
ありましたら、お問い合わせく
ださい。
○問い合わせ　本庁福祉課
　管理係　☎(31)1102

食材や弁当の配達、日
用品の移動販売などを
行う事業者の方へ

　市内で、食材や弁当の配達を
している、または日用品を車で
移動販売されているなど、高齢
者の生活支援を担っている事業
者について、それぞれの内容な

どを取りまとめた総合案内チラ
シを作成し、高齢者宅へ配布す
ることとしています。これらの
事業を実施されている方で、チ
ラシへの掲載をご了承いただけ
る方は、ご連絡ください。
■連絡期限　６月14日(火)
○連絡・問い合わせ
　本庁長寿課　高齢者支援係　
　☎(31)1162

地域で高齢者が集まら
れている場所の情報提
供のお願い

　「いきいきふれあいサロン」
以外で、地域の中で、自宅や事
務所などを解放して高齢者の
方々が集まる茶話会のような場
所がありましたら、情報提供を
お願いします。高齢者支援の施
策として連携を図っていきたい
と考えています。毎日、週何回、
月に何回など開催日数は問いま
せん。長寿課高齢者支援係に電
話をいただきますと、生活支援
コーディネーターが直接出向

き、内容などをお聞きします。
○連絡・問い合わせ
　本庁長寿課　高齢者支援係
　☎(31)1162

水道メーターの取り換
えを行います

　市では、計量法に基づき、検
定満了（８年）を迎える水道メー
ターの取り換えを行っていま
す。なお、取り換えには市から
委託を受けた業者が伺いますの
で、ご理解とご協力をお願いし
ます。
■取換期間
　６月１日(水)～10月21日(金)
■対象地区　市内一円
■水道メーター取換委託業者
 ・日南管工事協同組合（日南・
北郷区域）
 ・南郷地区水道業者協議会（南
郷区域）
○問い合わせ　本庁水道課
　営業係　☎(31)1149

福　祉

生　活

福　祉

「森の足湯オーガニッ
クカフェ」オープンの
お知らせ

　北郷町猪八重地区にある猪八
重温泉足湯、癒しの森即売所内
に皆さまへのおもてなしの場と
して週末限定「森の足湯オーガ
ニックカフェ」をオープンしま
した。周辺地区の農産物、加工
品の販売はもちろん、より自然
にこだわった「無農薬野菜」な
どの食材を使った手作りの料
理、飲み物を、心を込めて提供
しています。
■営業日　週末土曜日・日曜日
■営業時間　10時～ 16時
■場所　北郷町　猪八重温泉足
湯　癒しの森即売所
■その他　猪八重足湯周辺は道
幅が狭くなっています。通行
にはお気を付けください。大
雨など、天候により休業する
ことがあります。
○問い合わせ
　（一財）北郷町温泉協会
　☎(55)2114

税務職員採用試験受験者

　人事院九州事務局と熊本国税
局では、税務職員採用試験の受
験者を募集します。
■受験資格
①平成25年４月１日以降に高
等学校または中等教育学校を
卒業した方および平成29年３
月までに高等学校または中等
教育学校を卒業する見込みの
方
②人事院が①に掲げる方に準
ずると認める方
■試験の程度　高校卒業程度
■第１次試験日　９月４日(日)
■申込方法および申込受付期間
①インターネットによる申し込
み（原則）
　人事院ホームページ申込専用
アドレス
（http://www.jinji-shiken.go.j

p/juken.html)
　または「採用情報ＮＡＶＩ」
と検索
　６月20日(月)９時から６月
29日(水)まで（受信有効）に
お申し込みください。
②郵送または持参による申し込
み（※インターネットによる
申込みができない場合に限
る）
　人事院九州事務局、国税局お
よび最寄りの税務署に備え付
けの申込用紙で、６月20日
(月)か ら ６ 月22日(水)ま で
（22日(水)までの通信日付印
有効）にお申し込みくださ
い。
○問い合わせ
　人事院九州事務局
　☎092(431)7733
　熊本国税局人事第二課試験研
修係　☎096(354)6171　内
線6046
　日南税務署　☎(22)3671
　※自動音声案内

油津港まつり2016花
火大会の各種申込を受
け付けます

日時　７月16日(土)・17日(日)
※花火打上は16日(土)　20時～
※延期時は17日(日)
場所　油津港西町周辺
※詳細は「観光にちなんの旅」
ホームページにてご確認くだ
さい。
①有料テーブル予約申込
　テーブル（６人掛け）を有料
で提供します。
※会場内に防風柵が設置してあ
ります。ご了承の上、お申し
込みください。
■申込期限　７月１日(金)
※無くなり次第終了
■受付数　150テーブル
■料金　１テーブル
　（６人掛け）6,000円
②メッセージ花火募集
　花火打上前にメッセージを場
内放送し、あなただけの特別
な花火を打ち上げます。
■申込期限　６月24日(金)
■料金　10号玉（花火開花直径

300メートル）50,000円
　５号玉（花火開花直径150
メートル）10,000円
③オリジナルポロシャツの販売
　油津港まつり2016花火大会
オリジナルポロシャツを販売
します。
　購入希望の方は、次の販売先
でお求めください。
　<販売先>（一社）日南市観光
協会事務局（本庁観光・スポー
ツ課内）、山田商事（株）、Ｊ
Ｒ油津駅、ＪＲ日南駅、日南
屋（ＪＲ飫肥駅横）
※①・②・③は、５月24日(火)か
ら申込受付および販売を開始
しています。
④京屋酒造プレゼンツ第16回Ｍ
ＲＴ弁甲競漕大会参加者
　恒例となりました弁甲競漕。
今年は弁甲を新調して開催し
ます。
■参加資格　高校生以上の男女
■チーム　監督（選手兼任可）
１人と選手７人
■参加料　１チーム6,000円
■競技方法　弁甲に選手５人が
搭乗し、オールを漕いで港内
を往復
■申込期限　６月30日(木)
■表彰　各部門賞の準備あり
■申込・問い合わせ
　㈱ＭＲＴアド
　☎0985(22)3333
⑤花火フォトコンテスト開催
　油津港まつり2016花火大会
の花火をテーマに写真コンテ
ストを行います。
■撮影日　７月16日(土)
■応募期限　８月５日(金)
■表彰　最優秀賞１点副賞など
⑥協賛金のお願い
　盛大な花火大会実施のため
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
　油津港まつり協賛会事務局：
（一社）日南市観光協会（本
庁観光・スポーツ課内）
　☎(31)1134
　日南市観光ホームページ（観
光にちなんの旅）

　http://www.kankou-nichinan.jp/

観　光

募　集

平成28年度慰霊巡拝を実施します
　厚生労働省では、先の大戦における旧主要戦域において、戦没者を対象とした慰霊巡拝を実施しています。
■対象者　慰霊巡拝を行う戦域における戦没者の遺族（配偶者（再婚した者を除く）、父母、子、兄弟姉妹など）
であり、健康状態が良好で、気候風土の異なる地域への長途の旅行に耐えられると医師が認めた原則80歳
以下の方
■巡拝予定

概算所要額は変更される場合もあります。
所要額の３分の１の額が補助金として支給されます。
○問い合わせ　宮崎県福祉保健課法人指導・援護室　援護恩給担当　☎0985(26)7061

地　　　域

東部ニューギニア（１班）

東部ニューギニア（２班）

沿海地方

硫黄島（１次）

ビスマーク・ソロモン諸島（１班）

ビスマーク・ソロモン諸島（２班）

マリアナ諸島

ミャンマー

フィリピン（１班）

フィリピン（２班）

フィリピン（３班）

硫黄島（２次）

予　定　時　期

９月21日(水) ～９月28日(水)

９月27日(火) ～ 10月６日(木)

10月25日(火) ～ 10月26日(水)

10月29日(土) ～ 11月５日(土)

12月１日(木) ～ 12月８日(木)

２月１日(水) ～２月８日(水)

２月15日(水) ～２月24日(金)

２月21日(火) ～２月22日(水)

申込締切日

６月３日（金）

６月10日(金)

７月８日(金)

７月８日(金)

８月12日(金)

10月13日(木)

10月７日(金)

10月31日(月)

概算所要額

365,000円

405,000円

210,000円

20,000円

350,000円

367,000円

226,000円

210,000円

200,000円

230,000円

300,000円

20,000円
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低所得の高齢者向け
給付金（1人3万円）の
申請はお済みですか

　４月末に支給予定者に対し申
請書をお送りしています。申請
期限は、８月25日(木)までと
なっていますので、申請がお済
みでない方はお早めに手続きを
お願いします。
　65歳以上の方でご不明な点が
ありましたら、お問い合わせく
ださい。
○問い合わせ　本庁福祉課
　管理係　☎(31)1102

食材や弁当の配達、日
用品の移動販売などを
行う事業者の方へ

　市内で、食材や弁当の配達を
している、または日用品を車で
移動販売されているなど、高齢
者の生活支援を担っている事業
者について、それぞれの内容な

どを取りまとめた総合案内チラ
シを作成し、高齢者宅へ配布す
ることとしています。これらの
事業を実施されている方で、チ
ラシへの掲載をご了承いただけ
る方は、ご連絡ください。
■連絡期限　６月14日(火)
○連絡・問い合わせ
　本庁長寿課　高齢者支援係　
　☎(31)1162

地域で高齢者が集まら
れている場所の情報提
供のお願い

　「いきいきふれあいサロン」
以外で、地域の中で、自宅や事
務所などを解放して高齢者の
方々が集まる茶話会のような場
所がありましたら、情報提供を
お願いします。高齢者支援の施
策として連携を図っていきたい
と考えています。毎日、週何回、
月に何回など開催日数は問いま
せん。長寿課高齢者支援係に電
話をいただきますと、生活支援
コーディネーターが直接出向

き、内容などをお聞きします。
○連絡・問い合わせ
　本庁長寿課　高齢者支援係
　☎(31)1162

水道メーターの取り換
えを行います

　市では、計量法に基づき、検
定満了（８年）を迎える水道メー
ターの取り換えを行っていま
す。なお、取り換えには市から
委託を受けた業者が伺いますの
で、ご理解とご協力をお願いし
ます。
■取換期間
　６月１日(水)～10月21日(金)
■対象地区　市内一円
■水道メーター取換委託業者
 ・日南管工事協同組合（日南・
北郷区域）
 ・南郷地区水道業者協議会（南
郷区域）
○問い合わせ　本庁水道課
　営業係　☎(31)1149

福　祉

生　活

福　祉

「森の足湯オーガニッ
クカフェ」オープンの
お知らせ

　北郷町猪八重地区にある猪八
重温泉足湯、癒しの森即売所内
に皆さまへのおもてなしの場と
して週末限定「森の足湯オーガ
ニックカフェ」をオープンしま
した。周辺地区の農産物、加工
品の販売はもちろん、より自然
にこだわった「無農薬野菜」な
どの食材を使った手作りの料
理、飲み物を、心を込めて提供
しています。
■営業日　週末土曜日・日曜日
■営業時間　10時～ 16時
■場所　北郷町　猪八重温泉足
湯　癒しの森即売所
■その他　猪八重足湯周辺は道
幅が狭くなっています。通行
にはお気を付けください。大
雨など、天候により休業する
ことがあります。
○問い合わせ
　（一財）北郷町温泉協会
　☎(55)2114

税務職員採用試験受験者

　人事院九州事務局と熊本国税
局では、税務職員採用試験の受
験者を募集します。
■受験資格
①平成25年４月１日以降に高
等学校または中等教育学校を
卒業した方および平成29年３
月までに高等学校または中等
教育学校を卒業する見込みの
方
②人事院が①に掲げる方に準
ずると認める方
■試験の程度　高校卒業程度
■第１次試験日　９月４日(日)
■申込方法および申込受付期間
①インターネットによる申し込
み（原則）
　人事院ホームページ申込専用
アドレス
（http://www.jinji-shiken.go.j

p/juken.html)
　または「採用情報ＮＡＶＩ」
と検索
　６月20日(月)９時から６月
29日(水)まで（受信有効）に
お申し込みください。
②郵送または持参による申し込
み（※インターネットによる
申込みができない場合に限
る）
　人事院九州事務局、国税局お
よび最寄りの税務署に備え付
けの申込用紙で、６月20日
(月)か ら ６ 月22日(水)ま で
（22日(水)までの通信日付印
有効）にお申し込みくださ
い。
○問い合わせ
　人事院九州事務局
　☎092(431)7733
　熊本国税局人事第二課試験研
修係　☎096(354)6171　内
線6046
　日南税務署　☎(22)3671
　※自動音声案内

油津港まつり2016花
火大会の各種申込を受
け付けます

日時　７月16日(土)・17日(日)
※花火打上は16日(土)　20時～
※延期時は17日(日)
場所　油津港西町周辺
※詳細は「観光にちなんの旅」
ホームページにてご確認くだ
さい。
①有料テーブル予約申込
　テーブル（６人掛け）を有料
で提供します。
※会場内に防風柵が設置してあ
ります。ご了承の上、お申し
込みください。
■申込期限　７月１日(金)
※無くなり次第終了
■受付数　150テーブル
■料金　１テーブル
　（６人掛け）6,000円
②メッセージ花火募集
　花火打上前にメッセージを場
内放送し、あなただけの特別
な花火を打ち上げます。
■申込期限　６月24日(金)
■料金　10号玉（花火開花直径

300メートル）50,000円
　５号玉（花火開花直径150
メートル）10,000円
③オリジナルポロシャツの販売
　油津港まつり2016花火大会
オリジナルポロシャツを販売
します。
　購入希望の方は、次の販売先
でお求めください。
　<販売先>（一社）日南市観光
協会事務局（本庁観光・スポー
ツ課内）、山田商事（株）、Ｊ
Ｒ油津駅、ＪＲ日南駅、日南
屋（ＪＲ飫肥駅横）
※①・②・③は、５月24日(火)か
ら申込受付および販売を開始
しています。
④京屋酒造プレゼンツ第16回Ｍ
ＲＴ弁甲競漕大会参加者
　恒例となりました弁甲競漕。
今年は弁甲を新調して開催し
ます。
■参加資格　高校生以上の男女
■チーム　監督（選手兼任可）
１人と選手７人
■参加料　１チーム6,000円
■競技方法　弁甲に選手５人が
搭乗し、オールを漕いで港内
を往復
■申込期限　６月30日(木)
■表彰　各部門賞の準備あり
■申込・問い合わせ
　㈱ＭＲＴアド
　☎0985(22)3333
⑤花火フォトコンテスト開催
　油津港まつり2016花火大会
の花火をテーマに写真コンテ
ストを行います。
■撮影日　７月16日(土)
■応募期限　８月５日(金)
■表彰　最優秀賞１点副賞など
⑥協賛金のお願い
　盛大な花火大会実施のため
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
　油津港まつり協賛会事務局：
（一社）日南市観光協会（本
庁観光・スポーツ課内）
　☎(31)1134
　日南市観光ホームページ（観
光にちなんの旅）

　http://www.kankou-nichinan.jp/

観　光

募　集

平成28年度慰霊巡拝を実施します
　厚生労働省では、先の大戦における旧主要戦域において、戦没者を対象とした慰霊巡拝を実施しています。
■対象者　慰霊巡拝を行う戦域における戦没者の遺族（配偶者（再婚した者を除く）、父母、子、兄弟姉妹など）
であり、健康状態が良好で、気候風土の異なる地域への長途の旅行に耐えられると医師が認めた原則80歳
以下の方
■巡拝予定

概算所要額は変更される場合もあります。
所要額の３分の１の額が補助金として支給されます。
○問い合わせ　宮崎県福祉保健課法人指導・援護室　援護恩給担当　☎0985(26)7061

地　　　域

東部ニューギニア（１班）

東部ニューギニア（２班）

沿海地方

硫黄島（１次）

ビスマーク・ソロモン諸島（１班）

ビスマーク・ソロモン諸島（２班）

マリアナ諸島

ミャンマー

フィリピン（１班）

フィリピン（２班）

フィリピン（３班）

硫黄島（２次）

予　定　時　期

９月21日(水) ～９月28日(水)

９月27日(火) ～ 10月６日(木)

10月25日(火) ～ 10月26日(水)

10月29日(土) ～ 11月５日(土)

12月１日(木) ～ 12月８日(木)

２月１日(水) ～２月８日(水)

２月15日(水) ～２月24日(金)

２月21日(火) ～２月22日(水)

申込締切日

６月３日（金）

６月10日(金)

７月８日(金)

７月８日(金)

８月12日(金)

10月13日(木)

10月７日(金)

10月31日(月)

概算所要額

365,000円

405,000円

210,000円

20,000円

350,000円

367,000円

226,000円

210,000円

200,000円

230,000円

300,000円

20,000円
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夜間簿記科３級コース
受講生

　簿記の基礎を学習し、経営管
理能力を身につけ技能を高める
とともに、日商簿記３級の受験
を目指します。
■日時
　７月７日(木)～11月10日(木)
　毎週月・木　30日間
　19時30分～ 21時30分
※お盆・祝日は除く。
■場所
　日南高等職業訓練校　簿記室
■受講料　40,000円（税込み・
教材費込み）
■募集人員　５人以上で開講
■応募期限　７月１日(金)
■その他　講座終了後、日商簿
記３級の検定を受けることが
できます（検定料は、自己負
担）。
○申込・問い合わせ　日南高等
職業訓練校　☎(22)2633

建設労働者養成訓練前
期受講生

　宮崎県建築業協会では、建設
労働者の育成・確保を図るた
め、育成支援事業に取り組んで
います。訓練コースの説明会を
開催しますので、お気軽にご参
加ください。
■対象者　離転職者、新卒者、
未就職卒業者など宮崎県内で
の就職を希望する方または建
設業に興味のある方
■日時

※各開催日の10時30分～ 11時
30分に実施
■場所　日南高等職業訓練校
■費用　無料
○申込・問い合わせ
　一般社団法人宮崎県建築業協
会　建設労働者緊急育成支援
事業協議会
　☎0985(65)5864

募　集 平成28年度創業塾受講生

　創業塾は事業を開始するため
の心構え、創業後の壁の乗り越
え方、会計に関する基礎知識、お
客さまの心をつかむ販売促進方
法などの知識の習得や、融資制
度の紹介などを行う全10回の連
続講座です。講座終了後も日南
商工会議所・南郷町商工会・北郷
町商工会の経営指導員がフォ
ローアップします。創業を志す
方は、ぜひ、ご参加ください。
■受講対象者　新規創業をお考
えの方、事業アイデアをお持
ちの方、創業後５年以内の
方、後継者、新分野進出検討
中の方
■受講料　5,000円（税込み・
資料代含む）
■定員　20人　※全日程参加で
きる方を優先とします。
■会場　日南市テクノセンター
■内容　全10回の連続講座で人
材育成、経営、財務、販売促
進の４テーマで開催します。
第１回は、６月８日(水)19時
からです。日時や講師の詳細
は、日南商工会議所ホーム
ページをご覧ください。
○問い合わせ　日南商工会議所
　☎(23)2211（担当：村角）
　http://www.miyazaki-cci.or.jp/nichinan/

日本青年会議所第42回宮
崎ブロック大会日南大会

　今回の大会は「心ひとつに再
び興せ！最高の輝きを」のス
ローガンのもと、県内９つの青
年会議所会員が日南の地に集
い、地域と共に創造する心ある
宮崎の実現に向けて、実施しま
すので、ぜひ、お越しください。
■日時　６月12日(日)
■場所　日南市文化センター
■費用　無料
■内容
第一部　地域活性フォーラム
　13時～　講演
【演題】　日南キャンプからみ
えた宮崎の魅力
【講師】　一般社団法人日本プ

ロ野球名球会　理事長　山本
浩二氏
　14時11分～　対談
【演題】　世界一のスポーツラ
ンド宮崎を目指して
【パネリスト】　山本浩二氏
　河野俊嗣　宮崎県知事
第二部　ビジネス研修フォーラム
　15時15分～　講演
【演題】　あなたが主役の地方
創生
【講師】　前武雄市長・関西学
院大学客員教授　樋渡啓祐氏
　16時～　対談
【演題】　地方のやる気スイッ
チＯＮ！！
【パネリスト】　樋渡啓祐氏
　村岡浩司氏　有限会社一平
　代表取締役
　﨑田恭平　日南市長
○問い合わせ　公益社団法人日
本青年会議所　九州地区宮崎
ブロック協議会
　☎0985(28)2466

リビングで好きな時間
にお仕事
～Ｗｅｂライター育成企画～
トークイベントin油津Yotten

　市では、空いている時間を有
効に使って働く、新しい働き方
を提案しています。今回は、市
内在住のライターや(株)アラタ
ナとのトークイベントを開催し
ます。Ｗｅｂライターに興味が
ある方はお気軽にご参加くださ
い。
《Ｗｅｂライターはこんな方に
おススメ》
●こどもが幼稚園や学校に行っ
ている間に働きたい子育て中
のママさん
●本業とは別に副業をやりたい
方など
■日時　６月18日(土)
　14時～ 16時
■場所
　油津Yotten （油津商店街）
■費用　無料
■主催　日南市
○問い合わせ　本庁商工政策課
　☎(31)1169　Fax(31)1230
　メール　syoko@city-nichinan.jp

イベント

あなたも大切な人の命
を守る防災士に
平成28年度宮崎県防
災士養成研修（基礎
コース）開催

■日時　７月31日(日)
　９時30分～17時15分
　（９時～９時30分受付）
※防災士資格取得受験希望者は
17時15分から申込手続きあ
り
■会場　ふれあい健やかセン
ター　５階
■内容　地域の自主防災活動、
本県の災害対応、身近ででき
る防災対策、災害図上訓練（Ｄ
ＩＧ）など
■対象　防災に関心のある方な
らどなたでも参加できます。
特に自主防災組織のリーダー
および防災士を希望する方
は、ぜひご参加ください。
■受講料　無料　※昼食・交通
費は自己負担
■申込方法　申込用紙にご記入
の上、NPO法人宮崎県防災
士ネットワークにFAX、電子
メール、郵送のいずれかでお
申し込みください。申込用紙
は総務課危機管理室で配布し
ます。また、県および市の公
式ホームページからもダウン
ロードできます。
■申込先　NPO法人宮崎県防
災士ネットワーク
　☎0985(55)0447
　Fax：0985(55)0467
　電子メール：
　kenbousaishi-nw@cronos.ocn.ne.jp
　住所：〒880-0014　宮崎市
鶴島２丁目９－６　みやざき
NPOハウス405号

■その他　防災士の資格取得を
希望される方は、基礎コース
受講後、受験料3,000円を納付
し、課題レポート提出および専
門コース（別会場で２日間）受
講後に防災士資格取得試験を
受験することになります。
※詳細は、お問い合わせくださ
い。

○申込・問い合わせ　県庁危機
管理課　☎0985(26)7066
　NPO法人宮崎県防災士ネッ
トワーク　☎0985(55)0447
　本庁総務課　危機管理室
　☎(31)1125

地域密着型サービス事
業所開設法人

　地域密着型サービス事業所
（小規模多機能型居宅介護事業
所）を開設する法人を募集しま
す。
■申込期間
　６月１日(水)～７月29日(金)
※申請関係書類は、市公式ホー
ムページからダウンロードして
ください。
○申込・問い合わせ　本庁長寿
課　介護保険係　☎(31)1160

観光資源活用セミナー
受講者

　市を代表する観光地で、体験
を通して観光に必要な知識と技
能を学び、就業機会の拡大につ
なげます。
■応募資格　販売施設・宿泊施
設・運送業・飲食店などへの
就職希望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、文
化財専門担当官、日南市観光・
スポーツ課、鵜戸神宮、ＮＰ
Ｏ法人なんごうオーシャン
ネットワーク、ＮＰＯ法人ご
んはる
■募集定員　20人程度
■日時
①６月15日(水)
　13時30分～ 16時30分
　日南管内の観光関連事業の雇
用状況について、日南市観光
の現状と観光のおもてなしに
ついて
②６月16日(木)　13時30分～
　16時30分　南郷町の観光に
ついて
③６月20日(月)　13時30分～
　16時30分　鵜戸神宮の歴史
と観光について

④６月23日(木)　13時30分～
　16時30分　飫肥城下町の歴
史と観光について
⑤６月28日(火)　13時30分～
　16時30分　北郷町の観光に
ついて
■応募期限　前日まで
■受講料　無料
■場所　①まなびピア
　　　　②～⑤各観光地
○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

観光資源マーケティン
グセミナー受講生

　日南市観光の現状と課題を５
回シリーズで考え「おもてな
し」と「体験型・着地型観光」
について学びます。
■応募資格　観光関連事業所・
宿泊関連事業所・運送業・飲
食店などおよび創業予定者
■講師　日南市観光・スポーツ
課、一般財団法人みやぎん経
済研究所、日南市国際交流
員、飫肥地区まちなみ再生
コーディネーター
■募集定員　20人程度
■日時
①６月７日(火)　18時30分～
　21時30分　日南市観光の現
状と課題について
②６月10日(金)　18時30分～
　21時30分　観光をとおした
地域活性化について
③６月14日(火)　18時30分～
　21時30分　着地型・体験型
観光について
④６月17日(金)　18時30分～
　21時30分　観光客を誘致す
るためのマーケティング手法
について
⑤６月22日(水)　18時30分～
　21時30分　欧米からの旅行
者への「おもてなし」につい
て
■応募期限　当日申込み可
■受講料　無料
■場所　まなびピア
○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

募　集

開催日
６月10日(金)
６月24日(金)
８月10日(水)

訓練コース
とび
鉄筋
塗装
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夜間簿記科３級コース
受講生

　簿記の基礎を学習し、経営管
理能力を身につけ技能を高める
とともに、日商簿記３級の受験
を目指します。
■日時
　７月７日(木)～11月10日(木)
　毎週月・木　30日間
　19時30分～ 21時30分
※お盆・祝日は除く。
■場所
　日南高等職業訓練校　簿記室
■受講料　40,000円（税込み・
教材費込み）
■募集人員　５人以上で開講
■応募期限　７月１日(金)
■その他　講座終了後、日商簿
記３級の検定を受けることが
できます（検定料は、自己負
担）。
○申込・問い合わせ　日南高等
職業訓練校　☎(22)2633

建設労働者養成訓練前
期受講生

　宮崎県建築業協会では、建設
労働者の育成・確保を図るた
め、育成支援事業に取り組んで
います。訓練コースの説明会を
開催しますので、お気軽にご参
加ください。
■対象者　離転職者、新卒者、
未就職卒業者など宮崎県内で
の就職を希望する方または建
設業に興味のある方
■日時

※各開催日の10時30分～ 11時
30分に実施
■場所　日南高等職業訓練校
■費用　無料
○申込・問い合わせ
　一般社団法人宮崎県建築業協
会　建設労働者緊急育成支援
事業協議会
　☎0985(65)5864

募　集 平成28年度創業塾受講生

　創業塾は事業を開始するため
の心構え、創業後の壁の乗り越
え方、会計に関する基礎知識、お
客さまの心をつかむ販売促進方
法などの知識の習得や、融資制
度の紹介などを行う全10回の連
続講座です。講座終了後も日南
商工会議所・南郷町商工会・北郷
町商工会の経営指導員がフォ
ローアップします。創業を志す
方は、ぜひ、ご参加ください。
■受講対象者　新規創業をお考
えの方、事業アイデアをお持
ちの方、創業後５年以内の
方、後継者、新分野進出検討
中の方
■受講料　5,000円（税込み・
資料代含む）
■定員　20人　※全日程参加で
きる方を優先とします。
■会場　日南市テクノセンター
■内容　全10回の連続講座で人
材育成、経営、財務、販売促
進の４テーマで開催します。
第１回は、６月８日(水)19時
からです。日時や講師の詳細
は、日南商工会議所ホーム
ページをご覧ください。
○問い合わせ　日南商工会議所
　☎(23)2211（担当：村角）
　http://www.miyazaki-cci.or.jp/nichinan/

日本青年会議所第42回宮
崎ブロック大会日南大会

　今回の大会は「心ひとつに再
び興せ！最高の輝きを」のス
ローガンのもと、県内９つの青
年会議所会員が日南の地に集
い、地域と共に創造する心ある
宮崎の実現に向けて、実施しま
すので、ぜひ、お越しください。
■日時　６月12日(日)
■場所　日南市文化センター
■費用　無料
■内容
第一部　地域活性フォーラム
　13時～　講演
【演題】　日南キャンプからみ
えた宮崎の魅力
【講師】　一般社団法人日本プ

ロ野球名球会　理事長　山本
浩二氏
　14時11分～　対談
【演題】　世界一のスポーツラ
ンド宮崎を目指して
【パネリスト】　山本浩二氏
　河野俊嗣　宮崎県知事
第二部　ビジネス研修フォーラム
　15時15分～　講演
【演題】　あなたが主役の地方
創生
【講師】　前武雄市長・関西学
院大学客員教授　樋渡啓祐氏
　16時～　対談
【演題】　地方のやる気スイッ
チＯＮ！！
【パネリスト】　樋渡啓祐氏
　村岡浩司氏　有限会社一平
　代表取締役
　﨑田恭平　日南市長
○問い合わせ　公益社団法人日
本青年会議所　九州地区宮崎
ブロック協議会
　☎0985(28)2466

リビングで好きな時間
にお仕事
～Ｗｅｂライター育成企画～
トークイベントin油津Yotten

　市では、空いている時間を有
効に使って働く、新しい働き方
を提案しています。今回は、市
内在住のライターや(株)アラタ
ナとのトークイベントを開催し
ます。Ｗｅｂライターに興味が
ある方はお気軽にご参加くださ
い。
《Ｗｅｂライターはこんな方に
おススメ》
●こどもが幼稚園や学校に行っ
ている間に働きたい子育て中
のママさん
●本業とは別に副業をやりたい
方など
■日時　６月18日(土)
　14時～ 16時
■場所
　油津Yotten （油津商店街）
■費用　無料
■主催　日南市
○問い合わせ　本庁商工政策課
　☎(31)1169　Fax(31)1230
　メール　syoko@city-nichinan.jp

イベント

あなたも大切な人の命
を守る防災士に
平成28年度宮崎県防
災士養成研修（基礎
コース）開催

■日時　７月31日(日)
　９時30分～17時15分
　（９時～９時30分受付）
※防災士資格取得受験希望者は
17時15分から申込手続きあ
り
■会場　ふれあい健やかセン
ター　５階
■内容　地域の自主防災活動、
本県の災害対応、身近ででき
る防災対策、災害図上訓練（Ｄ
ＩＧ）など
■対象　防災に関心のある方な
らどなたでも参加できます。
特に自主防災組織のリーダー
および防災士を希望する方
は、ぜひご参加ください。
■受講料　無料　※昼食・交通
費は自己負担
■申込方法　申込用紙にご記入
の上、NPO法人宮崎県防災
士ネットワークにFAX、電子
メール、郵送のいずれかでお
申し込みください。申込用紙
は総務課危機管理室で配布し
ます。また、県および市の公
式ホームページからもダウン
ロードできます。
■申込先　NPO法人宮崎県防
災士ネットワーク
　☎0985(55)0447
　Fax：0985(55)0467
　電子メール：
　kenbousaishi-nw@cronos.ocn.ne.jp
　住所：〒880-0014　宮崎市
鶴島２丁目９－６　みやざき
NPOハウス405号

■その他　防災士の資格取得を
希望される方は、基礎コース
受講後、受験料3,000円を納付
し、課題レポート提出および専
門コース（別会場で２日間）受
講後に防災士資格取得試験を
受験することになります。
※詳細は、お問い合わせくださ
い。

○申込・問い合わせ　県庁危機
管理課　☎0985(26)7066
　NPO法人宮崎県防災士ネッ
トワーク　☎0985(55)0447
　本庁総務課　危機管理室
　☎(31)1125

地域密着型サービス事
業所開設法人

　地域密着型サービス事業所
（小規模多機能型居宅介護事業
所）を開設する法人を募集しま
す。
■申込期間
　６月１日(水)～７月29日(金)
※申請関係書類は、市公式ホー
ムページからダウンロードして
ください。
○申込・問い合わせ　本庁長寿
課　介護保険係　☎(31)1160

観光資源活用セミナー
受講者

　市を代表する観光地で、体験
を通して観光に必要な知識と技
能を学び、就業機会の拡大につ
なげます。
■応募資格　販売施設・宿泊施
設・運送業・飲食店などへの
就職希望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、文
化財専門担当官、日南市観光・
スポーツ課、鵜戸神宮、ＮＰ
Ｏ法人なんごうオーシャン
ネットワーク、ＮＰＯ法人ご
んはる
■募集定員　20人程度
■日時
①６月15日(水)
　13時30分～ 16時30分
　日南管内の観光関連事業の雇
用状況について、日南市観光
の現状と観光のおもてなしに
ついて
②６月16日(木)　13時30分～
　16時30分　南郷町の観光に
ついて
③６月20日(月)　13時30分～
　16時30分　鵜戸神宮の歴史
と観光について

④６月23日(木)　13時30分～
　16時30分　飫肥城下町の歴
史と観光について
⑤６月28日(火)　13時30分～
　16時30分　北郷町の観光に
ついて
■応募期限　前日まで
■受講料　無料
■場所　①まなびピア
　　　　②～⑤各観光地
○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

観光資源マーケティン
グセミナー受講生

　日南市観光の現状と課題を５
回シリーズで考え「おもてな
し」と「体験型・着地型観光」
について学びます。
■応募資格　観光関連事業所・
宿泊関連事業所・運送業・飲
食店などおよび創業予定者
■講師　日南市観光・スポーツ
課、一般財団法人みやぎん経
済研究所、日南市国際交流
員、飫肥地区まちなみ再生
コーディネーター
■募集定員　20人程度
■日時
①６月７日(火)　18時30分～
　21時30分　日南市観光の現
状と課題について
②６月10日(金)　18時30分～
　21時30分　観光をとおした
地域活性化について
③６月14日(火)　18時30分～
　21時30分　着地型・体験型
観光について
④６月17日(金)　18時30分～
　21時30分　観光客を誘致す
るためのマーケティング手法
について
⑤６月22日(水)　18時30分～
　21時30分　欧米からの旅行
者への「おもてなし」につい
て
■応募期限　当日申込み可
■受講料　無料
■場所　まなびピア
○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

募　集

開催日
６月10日(金)
６月24日(金)
８月10日(水)

訓練コース
とび
鉄筋
塗装
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08　お知らせ

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

「“健幸”講演会」
　宮崎県立看護大学の江藤教授
を講師に迎え、健康増進や生き
ることの幸せなどをテーマとし
た「“健幸”講演会」を開催して
います（原則毎月第２水曜日開
催）。６月のテーマは「季節病
の予防～熱中症に注意」、「自分
の知を伝えよう」です。
■日時
　６月８日(水)　13時～ 14時
■場所
　油津Yotten（油津商店街）
■申込・入場料　不要
※参加希望の方は、直接会場ま
でお越しください。
○問い合わせ　本庁健康増進課
　健康推進係　☎(31)1129

特別イベント
「輝く命を育もう！！」
（トーク＆ライブ）

　街の輝きは一人ひとりのきら
めきから！油津商店街を笑店街
に！
　宮崎県立看護大学教授であ

り、健幸講演会主宰の「ドクター
江藤」と、トークライブや講演
会で全国を駆け回る「杉浦貴之
氏」による、笑いあり、涙あり
の魂に響くイベントです。多数
のご参加をお待ちしています。
■出演者
　杉浦　貴之氏
　1971年愛知県生まれ、岡崎
市在住
※「早くて半年、２年後の生存
率０％」のがん宣告を受ける
も、数年後にはホノルルマラ
ソンに出場。著書『命はそん
なにやわじゃない』など。
　江藤　敏治氏
　宮崎県立看護大学教授
※毎月第２水曜日に、油津
Yottenにて「健幸講演会」
を開催し、講師として活躍。
■日時
　６月９日(木)　18時～ 20時
◎18時～　杉浦貴之氏トーク＆
ライブ
◎19時～　ドクター江藤×杉浦
貴之氏コラボトーク
■場所
　油津Yotten（油津商店街）
■申込・入場料　不要
※参加希望の方は、直接会場ま

でお越しください。
○問い合わせ
　本庁商工政策課　商工係
　☎(31)1169
　本庁健康増進課　健康推進係
　☎(31)1129

なんごう日の出市

■期日　６月12日(日)
■時間　８時～９時30分
■場所　港の駅めいつ前
○問い合わせ　なんごう日の出
市実行委員会（南郷町総合支
所産業経済係内）
　☎(64)1114

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、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　市役所南別館１階　（文化センター裏）

司法書士会による無料法律相談会

○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）
■相談対象　相続・売買などの不動産登記、商
業登記、多重債務問題、成年後見など

■日時　６月15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

　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


