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○問い合わせ　九州電力送配電
(株)日南配電事業所
　☎0120(986)964

市内のコンビニ全店舗
（24時間営業のみ）
にAEDを設置してい
ます

　各店舗の協力によりAEDを設
置しています。誰でも24時間・
365日使用可能です。※緊急時
は、コンビニ店員からAEDを借
り、使用してください。操作は、
借用者本人にしていただきま
す。
〇問い合わせ
　消防本部
　警防課
　☎(23)7584

教育委員会の定例会議
を傍聴しませんか

■日時
　４月26日(月)　15時～
■場所　日南市役所・プレハブ
会議室（北301号室）
※傍聴の事前申し込みは不要で
す。
　詳しくは、学校教育課までお
問い合わせください。
〇問い合わせ　学校教育課

　☎(31)1178
　FAX(24)0987

総合教育会議を
傍聴しませんか

■日時
　４月20日(火)　16時～
■場所　市役所プレハブ会議室
（北301号室）
■出席者　市長、市教育委員会
（教育長、委員）
■申込方法　電話
■申込期限　４月15日(木)
○申込・問い合わせ
　本庁総務・危機管理課
　総務係　☎(31)1113

パートナーシップ宣誓
制度が始まります

　この制度は市民一人ひとりが
互いに価値観などの違いを認め
合い、誰もが自分らしい生き方
ができるまちの実現を目指すた
め、４月１日より施行されるも
のであります。
　この制度を利用される場合は
事前申込が必要となりますの
で、本庁地域自治課市民生活係
までお問い合わせ下さい。
〇問い合わせ　本庁地域自治課
市民生活係　☎(31)1176

畜産農家の皆さんへ

　毎月20日は、県内一斉消毒の
日です。消毒の徹底で家畜の命
を伝染病から守りましょう。
○問い合わせ　本庁農政課
　畜産係　☎(31)1132

感電事故防止

　感電事故防止のため、電線付
近でこいのぼりを揚げたり、魚
釣りをしたりしないようお願い
します。もし、こいのぼりや釣
り糸が電線にかかった場合は、
自分で取ろうとせず、近くの九
州電力送配電までご連絡くださ

生　活

農　業

消　防

教　育

安　全

防災・気象メールにちなん

　防災・気象情報をメールで
配信中。登録は下記ＱＲコー
ドから。

パソコン　スマートフォン

フィーチャーフォン（ガラケー）
○問い合わせ　本庁総務・危
機管理課　危機管理係
　☎(31)1125

※掲載内容は、３月25日現在の情報です。
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03　お知らせ 02　お知らせ

■書類選考
 ・受験申込書にて書類選考を行い、５月上旬に結果を通知します。
■第一次試験（プレゼンテーション試験）
 ・期日　５月16日(日)　 ・会場　日南市生涯学習センターまなびピア（日南市木山２-４-44）
※オンラインで受験希望者は、５月12日(水)～15日(土)で指定する日
■第二次試験（面接試験）
 ・期日　６月13日(日)　 ・会場　日南市生涯学習センターまなびピア（日南市木山２-４-44）
■合格から採用まで　合格者を任用候補者名簿に登載し、名簿の中から採用者を決定します。なお、採用の
予定日は原則として令和３年８月１日です。
■試験申込みについて
◎試験申込書配布場所　本庁、北郷町・南郷町地域振興センター、各支所、各出張所など（市ホームページ
からダウンロードできます）
 ・配布開始日　４月１日(木)　 ・受付場所　本庁職員課人事研修係（保健福祉総合センター３階）
 ・受付時間　平日（土曜・日曜・祝日を除く）の８時30分～17時15分
 ・提出期限　４月21日(水)消印有効
■その他　詳細については、市のホームページ、もしくは受験申込書配布時にお渡しする「日南市職員採用
試験案内【社会人経験者】」をご覧ください。
○申込・問い合わせ　本庁職員課　人事研修係　☎(31)1114

飲食・宿泊・通信販売な
どのガイド「日南マッ
プ」が開設されました

　新型コロナウイルス感染拡大
のため、飲食業をはじめさまざ
まな業種で経営環境が大きく変
わりました。
　観光に携わっておられる会員
事業所や通信販売にて消費喚
起、販路拡大をされている会員
事業所をご紹介するためのイン
ターネット上でのガイドです。
ぜひご活用ください。
URL　https://guide.nichinan-cci.jp/

〇問い合わせ
　日南商工会議所
　☎(23)2211

北郷小中学校屋内温水
プールを一般開放（有料）

■開放期間
　４月１日～５月31日、
　10月１日～翌年３月31日
■開放時間
【平日】17時30分～21時
【休日】13時～17時
■休館日
 ・毎週月曜日

生　活

スポーツ

行　政

 ・年末年始（12月28日～１月
４日)
 ・その他、学校の行事や施設管
理上で開放しないことがあり
ます。また、新型コロナウイ
ルス感染拡大防止のため開放
を行わないことがあります。
■その他　　詳細については、
市ホームページで確認する
か、お問い合わせください。
〇問い合わせ
　【開放時間内】
　北郷小中学校屋内温水プール
　☎(55)4660
　【平日８時30分～17時15分】
　学校教育課　管理係
　☎(31)1178

４月30日までに
納めましょう

■固定資産税１期
※４月19日（月）ごろまでに納
付書が届かなかった方は、資
産税係まで、お問い合わせく
ださい。
※納税は「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
 　【課税に関すること】
　本庁税務課　資産税係
　☎(31)1120
　【納税に関すること】
　本庁税務課　納税管理係
　☎(31)1122

まるごと福祉相談窓口

　ひきこもり、ＤＶ被害、生活困
窮、子育てなどの相談をメール、
電話でお受けしています。秘密
は固く守ります。
〇問い合わせ
　本庁福祉課　まるごと福祉
　相談窓口　☎(31)1163
　Ｅメール　f-kanri@city.nichinan.lg.jp

ひきこもりに関する家
族の集い

　同じ悩みを持つ家族同士が、
つらい気持ちや不安を共有する
ことで、孤立した状態から解放
され、まずは家族が回復するこ
とを目的とした相談を行ってい
ます。（匿名参加可）
■開催日時　毎月第３土曜日
　13時30分～
■場所　まなびピア２階会議室
〇問い合わせ
　会事務局　☎(31)1163

税　金

福　祉

税　金
令和３年度固定資産の閲覧と縦覧

　固定資産課税台帳（名寄帳）の閲覧と、土地・家屋価格等縦覧帳簿
の縦覧が、次のとおりできます。
■期間・時間　４月１日(木)～４月30日(金)
　平日：８時30分～17時15分
■場所
　本庁税務課資産税係、北郷町・南郷町地域振興センター住民係
■閲覧・縦覧の内容　所有する固定資産の評価額・税額や、他の土地・
家屋の評価額などを確認できます。
※ただし、所有者名や課税内容の説明は個人情報保護の観点からでき
ませんので、ご了承ください。
■閲覧・縦覧できる対象者
【①課税台帳（名寄帳）の閲覧】
 ・納税義務者（名義人）もしくはその法定相続人
 ・土地または家屋（アパートなど）の賃借人（賃借している土地。
家屋の場合は土地と家屋の閲覧が可能）

【②土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧】
　 ・市内に土地または家屋を有する納税義務者（免税点以上の方）も
しくはその法定相続人
【①・②共通】
 ・納税義務者の代理人（代理人選任届が必要です）
 ・納税義務者と同居する親族
 ・納税義務者に代わり固定資産税を納付している方（納税管理人に
限る）

※閲覧・縦覧対象者の詳細はお問い合わせください。
■必要書類
 ・公的機関が発行する本人確認書類（顔写真つきのもの１点、それ以
外のものは２点）
本人または同居の親族以外の方が来られる場合は、さらに次のものも
必要です。
 ・納税義務者の代理人：代理人選任届（納税義務者の署名または記名
押印が必要）
 ・土地または家屋の賃借人：賃貸借契約書、賃貸料払込領収書など
 ・法人：その法人が作成した代理人選任届（法人印の押印が必要）
 ・成年後見人：審判書謄本および審判確定証明書、または登記事項証
明書
■その他　課税台帳に登録された価格について不服がある納税者は、
日南市固定資産評価審査委員会に審査を申し出ることができます。
　審査の申出期間は、固定資産課税台帳に価格などを登録した旨を公
示した日から納税通知書の交付を受けた日後３カ月を経過する日ま
での間です。
○問い合わせ
　本庁税務課　資産税係　☎(31)1120
　北郷町地域振興センター　住民係　☎(55)2111
　南郷町地域振興センター　住民係　☎(64)1111

　社会人としての経験や身に着けたスキルを活かして、市職員として活躍していただける方を対象とした試
験です。
　筆記試験は行いませんので公務員試験対策は不要です。
■募集職種・採用予定人員・受験資格

令和３年度日南市職員採用試験【社会人経験者】

募集職種 受　験　資　格採用予定人員

事務
（社会人経験者）

２人
程度

土木
（社会人経験者）

１人
程度

電気
（社会人経験者）

１人
程度

以下の３つの条件をすべて満たす人
１．昭和55年４月２日以降に生まれた人
２．高等学校以上を卒業した人
３．令和３年３月31日までに民間企業などにおける職務経験年数が継続して
３年以上ある人

以下の３つの条件をすべて満たす人
１．昭和55年４月２日以降に生まれた人
２．大学以上を卒業した人
３．令和３年３月31日までに民間企業などにおける試験区分に関連のある職
務経験が継続して３年以上ある人

日南マップWEBサイト
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03　お知らせ 02　お知らせ
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　南郷町地域振興センター　住民係　☎(64)1111

　社会人としての経験や身に着けたスキルを活かして、市職員として活躍していただける方を対象とした試
験です。
　筆記試験は行いませんので公務員試験対策は不要です。
■募集職種・採用予定人員・受験資格

令和３年度日南市職員採用試験【社会人経験者】

募集職種 受　験　資　格採用予定人員

事務
（社会人経験者）

２人
程度

土木
（社会人経験者）

１人
程度

電気
（社会人経験者）

１人
程度

以下の３つの条件をすべて満たす人
１．昭和55年４月２日以降に生まれた人
２．高等学校以上を卒業した人
３．令和３年３月31日までに民間企業などにおける職務経験年数が継続して
３年以上ある人

以下の３つの条件をすべて満たす人
１．昭和55年４月２日以降に生まれた人
２．大学以上を卒業した人
３．令和３年３月31日までに民間企業などにおける試験区分に関連のある職
務経験が継続して３年以上ある人

日南マップWEBサイト
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◎期日前投票の日時・場所
■日時　４月12日(月)～４月17日(土)　８時30分～20時
■場所
 ・日南市役所敷地内プレハブ（日南市選挙管理委員会事務局）
 ・北郷保健センター
 ・南郷ハートフルセンター生涯学習館
◎投票所の一部変更
第40投票区の投票所が変更となりますのでご注意ください。
※旧投票所「北郷農村環境改善センター」→新投票所「北郷保健センター」
◎開票の日時・場所
■日時　４月18日(日)　19時30分～
■場所　日南総合運動公園多目的体育館
◎日南市役所の新庁舎建設工事に伴う駐車場に関するお願い
日南市役所の新庁舎建設工事が行われていることに伴い、次に該当する方は、上図「★」マークの駐車場を
積極的にご利用くださいますようお願いします。
 ・期日前投票で「日南市役所敷地内プレハブ」を利用される方
 ・投票日の当日に「第16投票所（保健福祉総合センター）」を利用される方
◎新型コロナウイルス感染症の予防対策
■期日前投票所および当日投票所における感染予防対策
 ・アルコール消毒液の設置　 ・投票所職員などのマスクの着用　 ・鉛筆や記載台などの定期的な消毒
 ・投票所の定期的な換気
■市民の皆さまへのお願い
 ・投票所内でのマスク着用、咳エチケットを実践ください。
 ・来場前・帰宅後に手洗い、うがい等をお願いします。
 ・周りの方との距離を保つようお願いします。
 ・投票日当日の密を避けるため、期日前投票を積極的にご利用ください。
〇問い合わせ　日南市選挙管理委員会　☎(31)1146

実施します。
〇問い合わせ　日南地区防犯協
会（本庁地域自治課内）
　☎(21)1210

応急手当講習会

　いざという時に慌てず適切な
応急処置ができるように、正し
い心肺蘇生法やＡＥＤ（自動体外
式除細動器）の使い方などの、
知識や技術を学んでみません
か。１人からでも受講できます
ので、気軽にお申し込みくださ
い。
■日時・コース・内容
※全コース、集合時刻は８時50
分です。
①救命入門コース
　胸骨圧迫（人工呼吸なし）、
AEDの使用法
　４月14日(水)、５月12日(水)、
６月２日(水)
　９時～９時45分
②救命入門コース
　心肺蘇生法（人工呼吸あり）、
AEDの使用法
　５月26日(水)
　９時～10時30分
③普通救命講習
　心肺蘇生法、AEDの使用法、
異物除去法、止血法
　４月21日(水)、６月16日(水)
　９時～12時
④応急手当普及員再講習
　指導技法、救命に必要な応急
手当の指導要領
　６月13日(日)
　９時～14時
■場所　消防本部２階
■定員　各コース10人（先着順）
■受講料　無料
■申込方法　電話
■服装　動きやすい服
■その他　定期講習以外にも10
人以上の団体は、職員が希望

の場所へ出向いての講習がで
きます。
〇申込・問い合わせ　消防本部
警防課　☎(23)7584（平日：
８時30分～17時15分）

農業用廃ポリを集荷し
ます

■対象
【農業用廃ポリフィルム】
『ＰＯ』と記載してあるもの、ま
たはマルチ、畦波シート、肥料
袋、農薬ボトル、育苗ポット、
育苗箱、塩ビ菅、谷シートなど。

※種類ごとに正確な分別を行っ
て排出してください。

■日時
 ・廃ポリ　４月15日(木)
　９時～12時、13時～15時
■場所　ＪＡはまゆう日南新選
果場（益安）

■梱包方法
①土や砂などの付着物は除去
し、針金や木くずなどの異物
が混入しないようお願いしま
す。
②梱包については『つづら折り』
にして横の長さ80cm高さ
20cmぐらいの大きさにして、
『２箇所結束』で出してくださ
い。

※きちんと梱包されていないも
のは集荷できない場合があり
ます。
〇問い合わせ　はまゆう地区農
業用廃プラスチック適正処理
対策推進協議会事務局
　（はまゆう農協営農指導課内）
　☎(23)5094

宮崎地方気象台の「天
気に関する問合せ」の
受付時間が変わります

■変更時期　４月１日(木)～
■受付時間　８時30分～17時15
分（平日のみ）
　夜間・休日は、自動音声による
気象情報（☎0985(25)8080）
をご利用ください。
　また、旧油津測候所の電話番
号を廃止しますので、今後は
宮崎地方気象台へお問い合わ
せください。

〇問い合わせ　宮崎地方気象台
　☎0985(25)4031

春の地域安全運動
（期間：４月１日(木)～10日
(土)）

　犯罪のない安全で安心な地域
づくりにご協力をお願いします。
■重点運動
〇子どもと女性の犯罪被害防止
〇うそ電話詐欺（特殊詐欺）の
被害防止
〇鍵掛けの徹底による乗り物対
象の盗難被害防止

＜街頭キャンペーン＞
■日時・場所
（日南地区）４月６日(火)
　16時15分～17時
　サピア日南ショッピングセン
ター

（北郷地区）４月７日(水)
　16時15分～17時
　フレンドリーマートくろぎ
（南郷地区）４月５日(月)
　16時15分～17時
　Ａコープ南郷店
※運動に伴う街頭キャンペーン
について、新型コロナウイル
ス感染防止対策を行いながら

防　災

地域安全

募　集

生　活

療育判定の巡回相談

　宮崎県中央児童相談所では、
知的障がい者（児）の療育手帳
再判定の巡回相談を次のとおり
開催します。
■日時
　５月21日(金)、７月16日(金)、
　９月10日(金)、11月19日(金)、
　２月４日(金)
　10時～12時、13時30分～
15時30分
■場所　日南市役所　福祉課会
議室
■対象者　再判定で宮崎県中央
児童相談所へ直接行くことが
困難な方
■定員　１日４人程度 ※先着順

■申込期限　実施日の二週間前
まで（要予約）
■その他　相談内容によって
は、宮崎県中央児童相談所で
判定を受けていただく場合が
あります。
〇申込・問い合わせ
　本庁福祉課　障がい福祉係
　☎(31)1130

特別弔慰金の請求がま
だお済みでない方へ

　戦没者の遺族に対する第11回
特別弔慰金については、現在請
求を受け付けています。まだ、請
求がお済みでない方はお手続き
ください。
　なお、すでにお手続きされた
方は、市役所から通知が届くま

福　祉

行　政

でしばらくお待ちください（お手
続きをされてから通知が届くま
でに10カ月程度かかります）。
■支給対象者　戦没者の子、兄
弟姉妹、甥や姪など
※支給には、優先順位など一定
の要件があります。詳しく
は、下記までお尋ねくださ
い。
■請求期限　令和５年３月31日
■請求に必要なもの　請求者の
身分証（官公庁から発行され
た顔写真入り身分証で、マイ
ナンバーカードや運転免許証
など）、印鑑、戸籍抄本など
※請求者により必要なものが変
わります。
〇申込・問い合わせ
　本庁福祉課　管理係
　☎(31)1163

日南市長選挙
中央こども保育園

保健福祉
総合センター

市役所
駐車場

ガソリン
スタンド

コンビニ 文化センター

→
至日南駅

期日前投票所
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◎期日前投票の日時・場所
■日時　４月12日(月)～４月17日(土)　８時30分～20時
■場所
 ・日南市役所敷地内プレハブ（日南市選挙管理委員会事務局）
 ・北郷保健センター
 ・南郷ハートフルセンター生涯学習館
◎投票所の一部変更
第40投票区の投票所が変更となりますのでご注意ください。
※旧投票所「北郷農村環境改善センター」→新投票所「北郷保健センター」
◎開票の日時・場所
■日時　４月18日(日)　19時30分～
■場所　日南総合運動公園多目的体育館
◎日南市役所の新庁舎建設工事に伴う駐車場に関するお願い
日南市役所の新庁舎建設工事が行われていることに伴い、次に該当する方は、上図「★」マークの駐車場を
積極的にご利用くださいますようお願いします。
 ・期日前投票で「日南市役所敷地内プレハブ」を利用される方
 ・投票日の当日に「第16投票所（保健福祉総合センター）」を利用される方
◎新型コロナウイルス感染症の予防対策
■期日前投票所および当日投票所における感染予防対策
 ・アルコール消毒液の設置　 ・投票所職員などのマスクの着用　 ・鉛筆や記載台などの定期的な消毒
 ・投票所の定期的な換気
■市民の皆さまへのお願い
 ・投票所内でのマスク着用、咳エチケットを実践ください。
 ・来場前・帰宅後に手洗い、うがい等をお願いします。
 ・周りの方との距離を保つようお願いします。
 ・投票日当日の密を避けるため、期日前投票を積極的にご利用ください。
〇問い合わせ　日南市選挙管理委員会　☎(31)1146

実施します。
〇問い合わせ　日南地区防犯協
会（本庁地域自治課内）
　☎(21)1210

応急手当講習会

　いざという時に慌てず適切な
応急処置ができるように、正し
い心肺蘇生法やＡＥＤ（自動体外
式除細動器）の使い方などの、
知識や技術を学んでみません
か。１人からでも受講できます
ので、気軽にお申し込みくださ
い。
■日時・コース・内容
※全コース、集合時刻は８時50
分です。
①救命入門コース
　胸骨圧迫（人工呼吸なし）、
AEDの使用法
　４月14日(水)、５月12日(水)、
６月２日(水)
　９時～９時45分
②救命入門コース
　心肺蘇生法（人工呼吸あり）、
AEDの使用法
　５月26日(水)
　９時～10時30分
③普通救命講習
　心肺蘇生法、AEDの使用法、
異物除去法、止血法
　４月21日(水)、６月16日(水)
　９時～12時
④応急手当普及員再講習
　指導技法、救命に必要な応急
手当の指導要領
　６月13日(日)
　９時～14時
■場所　消防本部２階
■定員　各コース10人（先着順）
■受講料　無料
■申込方法　電話
■服装　動きやすい服
■その他　定期講習以外にも10
人以上の団体は、職員が希望

の場所へ出向いての講習がで
きます。
〇申込・問い合わせ　消防本部
警防課　☎(23)7584（平日：
８時30分～17時15分）

農業用廃ポリを集荷し
ます

■対象
【農業用廃ポリフィルム】
『ＰＯ』と記載してあるもの、ま
たはマルチ、畦波シート、肥料
袋、農薬ボトル、育苗ポット、
育苗箱、塩ビ菅、谷シートなど。

※種類ごとに正確な分別を行っ
て排出してください。
■日時
 ・廃ポリ　４月15日(木)
　９時～12時、13時～15時
■場所　ＪＡはまゆう日南新選
果場（益安）

■梱包方法
①土や砂などの付着物は除去
し、針金や木くずなどの異物
が混入しないようお願いしま
す。
②梱包については『つづら折り』
にして横の長さ80cm高さ
20cmぐらいの大きさにして、
『２箇所結束』で出してくださ
い。

※きちんと梱包されていないも
のは集荷できない場合があり
ます。
〇問い合わせ　はまゆう地区農
業用廃プラスチック適正処理
対策推進協議会事務局
　（はまゆう農協営農指導課内）
　☎(23)5094

宮崎地方気象台の「天
気に関する問合せ」の
受付時間が変わります

■変更時期　４月１日(木)～
■受付時間　８時30分～17時15
分（平日のみ）
　夜間・休日は、自動音声による
気象情報（☎0985(25)8080）
をご利用ください。
　また、旧油津測候所の電話番
号を廃止しますので、今後は
宮崎地方気象台へお問い合わ
せください。

〇問い合わせ　宮崎地方気象台
　☎0985(25)4031

春の地域安全運動
（期間：４月１日(木)～10日
(土)）

　犯罪のない安全で安心な地域
づくりにご協力をお願いします。
■重点運動
〇子どもと女性の犯罪被害防止
〇うそ電話詐欺（特殊詐欺）の
被害防止
〇鍵掛けの徹底による乗り物対
象の盗難被害防止

＜街頭キャンペーン＞
■日時・場所
（日南地区）４月６日(火)
　16時15分～17時
　サピア日南ショッピングセン
ター

（北郷地区）４月７日(水)
　16時15分～17時
　フレンドリーマートくろぎ
（南郷地区）４月５日(月)
　16時15分～17時
　Ａコープ南郷店
※運動に伴う街頭キャンペーン
について、新型コロナウイル
ス感染防止対策を行いながら

防　災

地域安全

募　集

生　活

療育判定の巡回相談

　宮崎県中央児童相談所では、
知的障がい者（児）の療育手帳
再判定の巡回相談を次のとおり
開催します。
■日時
　５月21日(金)、７月16日(金)、
　９月10日(金)、11月19日(金)、
　２月４日(金)
　10時～12時、13時30分～
15時30分
■場所　日南市役所　福祉課会
議室
■対象者　再判定で宮崎県中央
児童相談所へ直接行くことが
困難な方
■定員　１日４人程度 ※先着順

■申込期限　実施日の二週間前
まで（要予約）
■その他　相談内容によって
は、宮崎県中央児童相談所で
判定を受けていただく場合が
あります。
〇申込・問い合わせ
　本庁福祉課　障がい福祉係
　☎(31)1130

特別弔慰金の請求がま
だお済みでない方へ

　戦没者の遺族に対する第11回
特別弔慰金については、現在請
求を受け付けています。まだ、請
求がお済みでない方はお手続き
ください。
　なお、すでにお手続きされた
方は、市役所から通知が届くま

福　祉

行　政

でしばらくお待ちください（お手
続きをされてから通知が届くま
でに10カ月程度かかります）。
■支給対象者　戦没者の子、兄
弟姉妹、甥や姪など
※支給には、優先順位など一定
の要件があります。詳しく
は、下記までお尋ねくださ
い。
■請求期限　令和５年３月31日
■請求に必要なもの　請求者の
身分証（官公庁から発行され
た顔写真入り身分証で、マイ
ナンバーカードや運転免許証
など）、印鑑、戸籍抄本など
※請求者により必要なものが変
わります。
〇申込・問い合わせ
　本庁福祉課　管理係
　☎(31)1163

日南市長選挙
中央こども保育園

保健福祉
総合センター

市役所
駐車場

ガソリン
スタンド

コンビニ 文化センター

→
至日南駅

期日前投票所
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四半的弓道教室受講生
　日南市の伝統的競技、四半的
弓道のルールや弓の引き方を楽
しく習得できる教室を開催いた
します。興味がある方は参加し
てみませんか。
■日時
　５月～10月（毎週土曜日）
　13時30分～15時30分
■場所　日南市生活改善セン
ター　（日南市酒谷乙4557）
■参加料　無料
■申込期限　４月26日(月)※締
切後でも随時受付をいたしま
す。
■その他　弓や矢などの道具
は、お貸しいたします。
〇申込・問い合わせ　日南高齢
者四半的会　黒木健治
　☎090(5366)3270

令和３年度「みやざき
農業実践塾」塾生
■研修内容
①基礎体験コース：農業のはじ
めの一歩を体験
②経営実践コース：実践的な知
識・技術の習得※１年コース
と半年コースがあります
■研修期間
①令和３年６月～令和４年５月
まで
②令和３年７月～令和４年６月
まで（半年コースは令和３年
12月まで）
■場所　県立農業大学校農業総
合研修センター（高鍋町）
■研修費用
　①2,000円/年 ②4,000円/月
■申込期間
　２月15日(月)～５月14日(金)
〇申込・問い合わせ　県立農業
大学校農業総合研修センター
☎0983(23)7447
　FAX0983(21)1744
※３月１日号において電話番号
を誤って記載しておりまし
た。お詫びをして訂正いたし
ます。

募　集募　集
ヘルシー料理教室参加者
　減塩でカロリーを抑えた健康料理を作ってみませんか。生活習慣病
予防などのためにぜひ、ご参加ください。
■日時・場所

※全教室、午前中に開催
※場所については、人数の関係でご希望に沿えない場合もありますの
で、あらかじめご了承ください。
※実施日について、月によっては変更になる場合もありますので、各
教室の担当者へご確認ください。
■参加料（材料費）　500円程度
■持参するもの　エプロン、三角巾、米１合
■講師　食生活改善推進員
〇申込・問い合わせ
　日南市食生活改善推進協議会事務局（本庁健康増進課内）
　☎(31)1129　FAX(31)1966

「手話奉仕員養成講座」受講者
　手話は、目で見る言葉でコミュニケーションのひとつです。手話に
興味のある方、習ってみたい方はぜひ、この機会にお申込みください。
■受講期間
　４月28日(水)～令和４年３月30日(水)　全44回
　（祝日を除く毎週水曜日）
■時間　19時～21時
■場所　日南市役所南別館２階ボランティア室※変更の場合もありま
す。
■受講料　5,800円（テキスト代、聴障協ニュース代、ボランティア
保険料）
■講師　日南手話サークル「たんぽぽ」
■申込期限　４月18日(日)
■その他
 ・高校生以下の場合は、保護者の許可が必要です。
 ・申込者が少ない場合は、開講できない可能性もあります。
〇申込・問い合わせ　日南手話サークル「たんぽぽ」事務局：中衛
　☎090(2504)5349　FAX(23)3328

男性教室

飫肥教室

酒谷教室

北郷教室

南郷教室

油津教室

毎月第１水曜日
（５月、11月、１月は第２水曜日）

毎月第２木曜日
（８月、３月は休み）

毎月第３木曜日
（８月、12月、１月は休み）

毎月第２木曜日
（８月、２月は休み）

毎月第１水曜日
（５月、１月は第２水曜日）

毎月第１月曜日
（５月は第２月曜日、１月は第３月曜日）

東郷公民館

飫肥公民館

酒谷生活改善
センター

鵜之木公民館

南郷ハートフル
センター

まなびピア

教室名 実施日 場　所

ＩＨで春の恵みを召し
上がれ！長生きみそ
汁・かき揚げ作り教室

　お湯を注ぐだけで簡単におみ
そ汁が出来るみそ玉作りや春野
菜を使ったかき揚げをＩＨヒー
ターを活用して作る料理教室を
開催します。
■日時　４月の火～木曜日（休
日を除く）の希望日10時30
分～12時30分
■場所　九州電力（株）日南営
業所　クッキングルーム
■参加料　無料
■申込期限　希望日の１週間前
まで（要予約）
■その他
 ・メニューにアレルギー対応は
していません。
 ・お子様連れでの参加も可能で
すが保育はありません。保護
者さまの責任の下、けがなど
のないようお願いします。
 ・新型コロナウイルス感染拡大
防止の取組にご協力をお願い
します。
〇申込・問い合わせ　九州電力
日南営業所　営業グループ
ホームアドバイザー
　☎0120(986)706

第56回春のにちなん
名物　植木市

　九州有力植木業者出展！春の
にちなん名物植木市が今年も開

催されます！出展業者は、新型
コロナウイルス検査を受けてお
ります。ご来場の際は、マスク
着用をお願いいたします。
■期間
　４月３日(土)～20日(火)
　９時～17時
■場所　日南総合運動公園
　プール横北側駐車場
○問い合わせ　日南商工会議所
　☎(23)2211

日南こども食堂

■日時　４月10日(土)
　11時～13時
■場所
　旧日南カトリック幼稚園
■対象者　市内どなたでも利用
可能
※風邪などの症状がある方はご
遠慮ください
■費用　無料（事前申込不要）
■その他
 ・提供できる食事が無くなり次
第終了となります。
 ・会員やボランティアを随時募
集中。興味のある方は、ご連
絡ください。
 ・会への寄付金や食材提供も受
け付けています。
　銀行名：宮崎銀行油津支店
　種別：普通　口座：198801
　名義：ＮＰＯ法人日南こども

イベント

募　集

食堂　理事長　佐藤泰信
○問い合わせ　NPO法人日南
こども食堂（理事長：佐藤）
　☎080(6402)0894

「大人のための物づく
り」ＤＩＹ・木工クラ
ス受講生

　自分で手作りの小物や家財道
具を作ってみませんか！釘打ち
やのこぎりの使い方など、基本
を学びながら、手作りの自由工
作が楽しめます。ＤＩＹに興味
のある方、初心者、女性も大歓
迎です。
■日時　令和３年４月～随時入
校できます。
　週１回（土曜日または水曜
日）の月４回
　９時～16時
※土曜日か水曜日をお選び下さ
い。人数が多い場合は調整さ
せて頂きます。
■場所　日南高等職業訓練校
■費用　月謝4,000円（自由工
作の材料費別）
■申込期限　４月30日(金）
■定員　５人（先着順）
■その他　ベテランの大工が講
師となり家財道具を製作しま
す。女性も楽しく学んでいま
す。
　月謝制ですので、受講期間は
最低３カ月から、その後は自
由に続けられます。
〇申込・問い合わせ　日南高等
職業訓練校　☎(22)2633

図書館イベント
タ イト ル

内 容

日 時
場 所
対 象 者
申込・問い合わせ

こども読書週間イベント「よん
でビンゴ」

いろんな本をよんでビンゴしよ
う！

４月10日(土)～５月12日(水)
北郷図書館
高校生まで
北郷図書館　☎(55)2469

読書チャレンジ！

本を借りて、スタンプを集めよう！
５つのミッションをクリアするとプ
レゼントがもらえるよ（スタンプ台
紙はカウンターで配布します）。
４月１日(木)～５月９日(日)
南郷図書館
小学生まで
南郷図書館　☎(64)0924

憩いの森

折り紙

４月14日(水)
北郷図書館
大人
北郷図書館　☎(55)2469
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四半的弓道教室受講生
　日南市の伝統的競技、四半的
弓道のルールや弓の引き方を楽
しく習得できる教室を開催いた
します。興味がある方は参加し
てみませんか。
■日時
　５月～10月（毎週土曜日）
　13時30分～15時30分
■場所　日南市生活改善セン
ター　（日南市酒谷乙4557）
■参加料　無料
■申込期限　４月26日(月)※締
切後でも随時受付をいたしま
す。
■その他　弓や矢などの道具
は、お貸しいたします。
〇申込・問い合わせ　日南高齢
者四半的会　黒木健治
　☎090(5366)3270

令和３年度「みやざき
農業実践塾」塾生
■研修内容
①基礎体験コース：農業のはじ
めの一歩を体験
②経営実践コース：実践的な知
識・技術の習得※１年コース
と半年コースがあります
■研修期間
①令和３年６月～令和４年５月
まで
②令和３年７月～令和４年６月
まで（半年コースは令和３年
12月まで）
■場所　県立農業大学校農業総
合研修センター（高鍋町）
■研修費用
　①2,000円/年 ②4,000円/月
■申込期間
　２月15日(月)～５月14日(金)
〇申込・問い合わせ　県立農業
大学校農業総合研修センター
☎0983(23)7447
　FAX0983(21)1744
※３月１日号において電話番号
を誤って記載しておりまし
た。お詫びをして訂正いたし
ます。

募　集募　集
ヘルシー料理教室参加者
　減塩でカロリーを抑えた健康料理を作ってみませんか。生活習慣病
予防などのためにぜひ、ご参加ください。
■日時・場所

※全教室、午前中に開催
※場所については、人数の関係でご希望に沿えない場合もありますの
で、あらかじめご了承ください。
※実施日について、月によっては変更になる場合もありますので、各
教室の担当者へご確認ください。
■参加料（材料費）　500円程度
■持参するもの　エプロン、三角巾、米１合
■講師　食生活改善推進員
〇申込・問い合わせ
　日南市食生活改善推進協議会事務局（本庁健康増進課内）
　☎(31)1129　FAX(31)1966

「手話奉仕員養成講座」受講者
　手話は、目で見る言葉でコミュニケーションのひとつです。手話に
興味のある方、習ってみたい方はぜひ、この機会にお申込みください。
■受講期間
　４月28日(水)～令和４年３月30日(水)　全44回
　（祝日を除く毎週水曜日）
■時間　19時～21時
■場所　日南市役所南別館２階ボランティア室※変更の場合もありま
す。
■受講料　5,800円（テキスト代、聴障協ニュース代、ボランティア
保険料）
■講師　日南手話サークル「たんぽぽ」
■申込期限　４月18日(日)
■その他
 ・高校生以下の場合は、保護者の許可が必要です。
 ・申込者が少ない場合は、開講できない可能性もあります。
〇申込・問い合わせ　日南手話サークル「たんぽぽ」事務局：中衛
　☎090(2504)5349　FAX(23)3328

男性教室

飫肥教室

酒谷教室

北郷教室

南郷教室

油津教室

毎月第１水曜日
（５月、11月、１月は第２水曜日）

毎月第２木曜日
（８月、３月は休み）

毎月第３木曜日
（８月、12月、１月は休み）

毎月第２木曜日
（８月、２月は休み）

毎月第１水曜日
（５月、１月は第２水曜日）

毎月第１月曜日
（５月は第２月曜日、１月は第３月曜日）

東郷公民館

飫肥公民館

酒谷生活改善
センター

鵜之木公民館

南郷ハートフル
センター

まなびピア

教室名 実施日 場　所

ＩＨで春の恵みを召し
上がれ！長生きみそ
汁・かき揚げ作り教室

　お湯を注ぐだけで簡単におみ
そ汁が出来るみそ玉作りや春野
菜を使ったかき揚げをＩＨヒー
ターを活用して作る料理教室を
開催します。
■日時　４月の火～木曜日（休
日を除く）の希望日10時30
分～12時30分
■場所　九州電力（株）日南営
業所　クッキングルーム
■参加料　無料
■申込期限　希望日の１週間前
まで（要予約）
■その他
 ・メニューにアレルギー対応は
していません。
 ・お子様連れでの参加も可能で
すが保育はありません。保護
者さまの責任の下、けがなど
のないようお願いします。
 ・新型コロナウイルス感染拡大
防止の取組にご協力をお願い
します。
〇申込・問い合わせ　九州電力
日南営業所　営業グループ
ホームアドバイザー
　☎0120(986)706

第56回春のにちなん
名物　植木市

　九州有力植木業者出展！春の
にちなん名物植木市が今年も開

催されます！出展業者は、新型
コロナウイルス検査を受けてお
ります。ご来場の際は、マスク
着用をお願いいたします。
■期間
　４月３日(土)～20日(火)
　９時～17時
■場所　日南総合運動公園
　プール横北側駐車場
○問い合わせ　日南商工会議所
　☎(23)2211

日南こども食堂

■日時　４月10日(土)
　11時～13時
■場所
　旧日南カトリック幼稚園
■対象者　市内どなたでも利用
可能
※風邪などの症状がある方はご
遠慮ください
■費用　無料（事前申込不要）
■その他
 ・提供できる食事が無くなり次
第終了となります。
 ・会員やボランティアを随時募
集中。興味のある方は、ご連
絡ください。
 ・会への寄付金や食材提供も受
け付けています。
　銀行名：宮崎銀行油津支店
　種別：普通　口座：198801
　名義：ＮＰＯ法人日南こども

イベント

募　集

食堂　理事長　佐藤泰信
○問い合わせ　NPO法人日南
こども食堂（理事長：佐藤）
　☎080(6402)0894

「大人のための物づく
り」ＤＩＹ・木工クラ
ス受講生

　自分で手作りの小物や家財道
具を作ってみませんか！釘打ち
やのこぎりの使い方など、基本
を学びながら、手作りの自由工
作が楽しめます。ＤＩＹに興味
のある方、初心者、女性も大歓
迎です。
■日時　令和３年４月～随時入
校できます。
　週１回（土曜日または水曜
日）の月４回
　９時～16時
※土曜日か水曜日をお選び下さ
い。人数が多い場合は調整さ
せて頂きます。
■場所　日南高等職業訓練校
■費用　月謝4,000円（自由工
作の材料費別）
■申込期限　４月30日(金）
■定員　５人（先着順）
■その他　ベテランの大工が講
師となり家財道具を製作しま
す。女性も楽しく学んでいま
す。
　月謝制ですので、受講期間は
最低３カ月から、その後は自
由に続けられます。
〇申込・問い合わせ　日南高等
職業訓練校　☎(22)2633

図書館イベント
タ イト ル

内 容

日 時
場 所
対 象 者
申込・問い合わせ

こども読書週間イベント「よん
でビンゴ」

いろんな本をよんでビンゴしよ
う！

４月10日(土)～５月12日(水)
北郷図書館
高校生まで
北郷図書館　☎(55)2469

読書チャレンジ！

本を借りて、スタンプを集めよう！
５つのミッションをクリアするとプ
レゼントがもらえるよ（スタンプ台
紙はカウンターで配布します）。
４月１日(木)～５月９日(日)
南郷図書館
小学生まで
南郷図書館　☎(64)0924

憩いの森

折り紙

４月14日(水)
北郷図書館
大人
北郷図書館　☎(55)2469



8 

08　お知らせ

内　科 毎　日
日曜日・祝日・年末年始

19時～22時
小児科

○日南市初期夜間急病センター　☎（23）9999
急な病気で困ったとき、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

急な病気で困ったら・・・
○救急医療電話相談

※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）。
※発熱がある場合は、事前に電話での連絡をお願いします。

無料相談案内 ～秘密は守られますのでお気軽にご相談を～

司法書士会による無料法律相談会

■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・場所　４月20日(火)　14時～16時
　（１人40分）市役所　北プレハブ302号室
■相談員　司法書士２人
○予約・問い合わせ　司法書士会日南支部（立
山）　☎080(1725)2391

※相談内容は事前に確認の上、前日までに予約を
お願いします。（予約時間：平日10時～16時）

ひきこもり相談

■相談対象　「ひきこもり」は、さまざまな要因
により就労や就学などの社会的な参加が、長期
間失われている状態のことです。解決には、適
切な支援機関に相談することが有効です。本人
だけでなく、ご家族や支援者からの相談も受け
付けます。まずは、お電話ください。

■日時　月曜日～金曜日（祝日、年末年始は除く）
　８時30分～17時
■場所　宮崎県総合保健センター４階（精神保健
福祉センター内）

※来所相談は、電話相談後にご予約ください。
○予約・問い合わせ
　宮崎県ひきこもり地域支援センター
　☎①0985(27)8133　☎②0985(44)2411
　宮崎市霧島1-1-2

消費生活相談

■相談対象
　商品、サービス、契約への苦情や、送りつけ商
法、点検商法などの悪質商法、不当要求、イン
ターネットショッピングのトラブルなどの消費
生活に関する相談

■日時　月曜日～金曜日（祝日、年末年始は除く）
　９時～12時、13時～16時
■場所　ふれあい健やかセンター２階　地域自治
課　市民生活係内
○問い合わせ
　日南串間消費生活センター　☎(23)4390
　消費者ホットライン　☎188（イヤヤ）

こころの健康相談

■相談対象
　ストレス、不眠、アルコール問題や認知症など、
こころの健康に関する相談を希望される方。本
人だけでなく、ご家族や支援者からの相談も受
け付けます。
■日時・場所　４月22日(木)
　14時～16時　日南保健所　相談室
■相談員　精神科医師
○予約・問い合わせ
　日南保健所　健康づくり課
　☎(23)3141　FAX(23)3014
※前日の午前中までに事前予約をお願いします。

ライフサポートセンターをご存知ですか？

■内容　ライフサポートセンター宮崎は、県内３地区で、さまざまな暮らしに関する不安や悩みの相談を
無料でお受けしています。どなたでもご利用いただける“暮らし全般に関する総合相談所″です。

■日時　10時～16時（平日）
○申込・問い合わせ　0120-397-864(宮崎)　0120-397-868(都城)　0120-397-869(延岡)


