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税

金

10月31日(水)までに
納めましょう
■市県民税３期
■国民健康保険税５期
■介護保険料５期
■後期高齢者医療保険料４期
※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 本庁税務課
納税管理係 ☎(31)1122

防

犯

全国地域安全運動

（期間：10月11日〜20日）
期間中、全国一斉に地域安全
運動が実施されます。市内でも
市民の防犯意識の高揚のため、
街頭キャンペーンをします。市
民一人一人が「地域の安全は地
域で守る」を合言葉に、犯罪の
ない安全で安心な社会づくりに
取り組みましょう。
■街頭キャンペーン日時・場所
【北郷地区】10月10日(水)
16時15分〜17時
黒木ストアー
【日南地区】10月11日(木)
16時15分〜17時 サ ピ ア
日南ショッピングセンター
【南郷地区】10月12日(金)
16時15分〜17時
Ａコープ南郷店
■運動重点項目
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日 南 市 役 所 ☎(31)1100（代
表）
北郷町総合支所 ☎(55)2111（総務市民係）
● 南郷町総合支所
☎(64)1111（総務市民係）
●
●

市章と市旗

【全国】
・子供と女性の犯罪被害防止
・特殊詐欺の被害防止
【宮崎県】
・住宅対象侵入窃盗の被害防止
○問い合わせ 日南地区防犯協
会（本庁地域自治課内）
☎(21)1210

生

活

10月は下水道事業
受益者負担金第３期の
納期です
■納期限 10月31日(水)
※一括納付で納付済みの方は除
きます。
■その他
・「口 座 振 替」の 方 は、お 早 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

福

祉

ひきこもり相談窓口
「ひ き こ も り」は、さ ま ざ ま
な要因により社会的な参加の場
が狭まり、就労や就学などの自
宅以外での生活の場が、長期に
わたって失われている状態のこ

とを指します。
一つの原因で「ひきこもり」
が生じるわけではありません。
適切な支援機関に相談すること
が有効です。一緒に解決策を考
えていきましょう。
■相談方法
電話や来所相談で、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。
※来所される場合は、電話相談
後にご予約ください。
■時間 平日８時30分〜17時
■相談料 無料
○予約・問い合わせ
宮崎県ひきこもり地域支援セ
ンター
（宮崎県総合保健センター４階
宮崎県精神保健福祉センター
内）
☎0985(27)8133
☎0985(44)2411
〒880-0032
宮崎市霧島1-1-2

教

育

教育委員会の定例会議
を傍聴しませんか
■会議 日南市教育委員会
■日時 10月30日(火) 15時〜
■場所 日南市役所 別館２階
会議室
※傍聴の事前申し込みは不要で
す。詳細は、学校教育課へお
問い合わせください。
○問い合わせ
学校教育課 ☎(31)1178

02 お知らせ

スポーツ
北郷小中学校屋内温水
プールを一般開放（有
料）します
■開放期間
10月１日〜翌年５月31日
※６月〜９月は一般開放を休止
しています。
■開放時間
【平日】 17時30分〜21時
【休日】 13時〜17時
※休日とは、土、日、祝日、春
休み・冬休み期間中のことで
す。
■休館日
・毎週月曜日
・年 末 年 始（12月28日〜１ 月
４日）
・その他、開放校の行事や施設
管理上などで開放しないこと
があります。
■使用料 有料
※小学生未満は利用できません。
※使用料などの詳細は、市公式
ホームページで確認するか、
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
【平日（８時30分〜17時15分）
】
学校教育課 管理係
☎(31)1178

行

政

市長による「市の動き」報告会
﨑田恭平市長が市民の皆さんへ直接、市政の現状や動きをご報告し
ます。
全市民を対象に市内全地区（９地区）で開催し、申し込みは不要で
す。どの会場でも、どなたでも参加できますので、ぜひ、ご参加くだ
さい。
■日時・場所
開催時間は、全て19時〜20時30分
地区

期

日

場

所

過去の参加者数
前々回

前回

北郷 10月23日(火) ふれあい交流センター

87人

67人

酒谷 10月30日(火) 酒谷支所

大会議室

65人

48人

細田 11月15日(木) 細田支所

和室

46人

44人

鵜戸 11月20日(火) 鵜戸支所

集会所

60人

27人

84人

20人

45人

35人

158人

99人

88人

37人

76人

22人

東郷 11月27日(火) サンライフ日南
油津 12月４日(火)

まなびピア

視聴覚室

吾田 12月11日(火) 文化センター
飫肥 12月18日(火) 小村記念館

２階研修室

大ホール
大会議室

南郷 12月26日(水) 南郷ハートフルセンター生涯学習館 大研修室
合

計

709人 399人

■主な内容
新庁舎の建設、公共施設の老朽化対策・建て替え・統廃合、高齢者
の健康・福祉など
○問い合わせ
本庁秘書広報課 広報広聴係 ☎(31)1117

商工業
平成30年度後期技能検定

労

働

宮崎県最低賃金が改定
されます
臨時、パート、アルバイトを
含む、県内で働く全ての労働者
に適用されます。
■時間額 762円
■適用開始日 10月５日(金)
○問い合わせ
宮崎労働局労働基準部
賃金室 ☎0985(38)8836

県内では、昨年度までに延べ41,404人の技能士が誕生し、県内産
業の発展に大きく貢献しています。実施職種などの詳細は、宮崎県職
業能力開発協会のホームページをご覧ください。
■技能検定とは
働く人の技能を一定の基準によって検定し、これを公証する国家検
定制度です。
■試験期間 12月３日(月)〜平成31年２月17日(日)
※試験日は、宮崎県職業能力開発協会から通知します。
■申込方法 受検案内を、本庁商工・マーケティング課、北郷町・南
郷町総合支所で配布します。
■申込期限 10月12日(金)
■合格発表 平成31年３月15日(金)
○申込・問い合わせ
宮崎県職業能力開発協会 技能検定課 ☎0985(58)1570
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03 お知らせ

医

療

「私らしくこのまちで
生きること」講演会
〜多職種による住民との交
流会〜

死を見つめることで、自分た
ちが住む町での自分らしい生き
方を、地域を支える多職種の方
と一緒に考えてみませんか。ど
なたでも参加できますので、ご
家族や職場の方々を誘って、ぜ
ひ、ご参加ください。
■日時 11月６日(火)

18時30分〜20時30分
■場 所 南 郷 ハ ー ト フ ル セ ン
ター 小ホール
■対象者 医療関係者、介護関
係者のほか、一般の方も参加
できます。
■内容
【基調講演】
「わたしらしく生きるために」
〜想いを伝えるエンディング
ノート〜
講師
宮崎大学大学院
医学獣医学総合研究科
板井 孝壱郎 教授

健

【事例発表】
県立日南病院、串間市民病院
【意見交換】
■参加料 無料
■申込方法 所属名、職種、氏
名、連絡先を電話またはファ
クスでお知らせください。
■申込期限 10月26日(金)
○申込・問い合わせ
（公社）宮崎県看護協会
☎0985(58)0622
（ファクス申込の場合）
日南看護専門学校（担当：小
川）FAX(23)1887

康

高齢者インフルエンザ予防接種
◎実施期間 10月１日(月) 〜平成31年１月31日(木)
■対象者 ①65歳以上 ②60歳〜65歳未満で、心臓、じん臓、呼吸器の機能や免疫の機能に障害があり、
身体障害者手帳１級に相当する方 ※年齢は接種日当日の年齢です。
■接種回数 １回
■接種料金 1,400円（生活保護証明のある方は無料）
■持っていく物 保険証、健康手帳、身体障害者手帳の写し（対象者②に該当する方のみ）
※健康手帳をお持ちでない方は、本庁健康増進課、北郷町・南郷町総合支所 福祉保健係で交付します。
■実施場所
あげた内科クリニック ☎(21)2311

産科・婦人科うちむらクリニック ☎(32)1230

藤浦循環器科内科クリニック ☎(23)3188

東内科クリニック

☎(32)1001

産婦人科たなかクリニック ☎(23)1551

松田整形外科医院

☎(23)1151

愛泉会日南病院

☎(23)3131

島田内科胃腸科

☎(23)2233

山口内科クリニック

☎(31)1081

井手胃腸科・肛門科

☎(32)0811

シロアム内科医院

☎(23)2187

山見医院

☎(23)2101

えとう循環器科・内科 ☎(23)1125

瀬川クリニック

☎(21)1212

山元クリニック

☎(22)2552

大井外科医院

☎(25)2100

谷口病院

☎(23)1331

山元病院

☎(23)4815

おび中央病院

☎(25)2525

津曲小児科医院

☎(22)2175

中部病院

☎(27)1111

かわにし脳神経外科

☎(27)3330

戸倉医院

☎(23)1700

新木医院

☎(55)4101

河野医院

☎(23)4155

外山皮膚科

☎(23)2377

長友医院

☎(55)3522

川越整形外科

☎(22)4321

長鶴医院

☎(23)8783

猿渡医院

☎(64)2225

北村胃腸科眼科

☎(23)0086

日南春光会病院

☎(22)2324

東病院

☎(64)1500

きよひで内科クリニック ☎(22)5111

にちなんファミリークリニック ☎(55)1121

百瀬病院

☎(64)0305

小玉共立外科

福岡医院

外浦医院

☎(64)0306

☎(24)0777

☎(32)1711

※市外（県内）での接種を希望する場合は、お問い合わせください。
○問い合わせ 本庁健康増進課 ☎(31)1129
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農 業

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 農畜産係 ☎(31)1132

04 お知らせ

介

護

家族介護教室
介護の方法や介護予防、介護
者の健康づくりなど、知識や技
術が学べる教室を開催します。
■日時 10月18日(木)
14時〜15時30分
（受付）13時40分〜
■場所 まなびピア
２階視聴覚室
■対象者
・高齢者を在宅で介護している
ご家族や近隣の援助者
・介護に関わっている方や介護
に関心がある方など
■内容
「脱水と高齢者の栄養」
（１限目）在宅での高齢者の
栄養管理
（２限目）脱水症の原因と予
防、上手な水分の摂り方
※１時限あたり30分程度の分か
りやすい内容です。
※在宅介護で使用されている商
品の説明もします。
■定員 20人（先着順）
■参加料 無料
■申込方法 住所、氏名、年齢、
家族の有無、連絡先を電話ま
たはファクス、メールでお知
らせください。
■申込期限 10月16日(火)
○申込・問い合わせ
東地区地域包括支援センター
☎(23)6099
FAX(23)4188
メール：
higashichiku@sage.ocn.ne.jp

商工業
消費税軽減税率対策
セミナー
2019年10月１日から消費税
率が10％に引き上げられ、軽減
税率制度が実施されます。制度

の概要や支援施策、具体的な実
務対応などを分かりやすく解説
しますので、ぜひ、ご参加くだ
さい。
■日時 10月25日(木)
19時〜21時
■場所 南郷町商工会
２階大会議室
■対象者 事業者
■定員 50人（先着順）
■参加料 無料
■申込方法 電話
○申込・問い合わせ
南郷町商工会 ☎(64)1125

就

職

家内労働（内職）情報
家内労働をお探しの方は、気
軽にお問い合わせください。無
料の情報提供とあっせんをして
います。事業所からの内職委託
の際にも、ぜひ、当センターを
ご利用ください。
■仕事の内容（９月１日現在）
・紳士、婦人服の補正
････････････ 作業内容による
・スケッチブック紐付け、シー
ル貼り･････････ １冊 1.5円
・糸切り作業他･･１着 50円〜
・医 療 機 器 電 気 コ ー ド 組 み 立
て、加工････ １個 ２〜４円
・医療機器電気コード組み立て
････････････････ １個 ２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 0.8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、その他の求人条件が加
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（受 付 時 間 は、
月〜金の９時〜17時）

消

防

飲食店の「消火器設置」
と「点検報告」が義務付
けられます
新潟県糸魚川市の大規模火災
を受け、消防法令が改正されま
す。火を使用する全ての飲食店
は、消火器の設置と点検報告が
必要になりますので、準備をお
願いします。
■開始日 平成31年10月１日
■対象となる飲食店
飲食物を提供するために、コ
ンロなどの火を使用する設備
や器具がある全ての飲食店
※延べ床面積150㎡未満の店舗
でも、新たに消火器の設置が
必要になります。
■消火器設置が免除される場合
コンロに次の装置がある場合
は、消火器の設置が免除され
ます。
①調理油過熱防止装置がある。
②自動消火装置がある（火災を
感知し消火薬剤で自動消火す
るもの）。
③その他の危険な状態の発生防
止や、発生時の被害軽減のた
めに、安全機能を有する装置
がある。
（例：圧力感知安全装
置）
※立ち消え防止安全装置は、該
当しません。
■点検と報告
点検結果を市消防本部に報告
してください。
（機器点検）６カ月に１回
（点検報告）１年に１回
※詳細や不明な点は、お問い合
わせください。
○問い合わせ 消防本部
予防課 ☎(23)7584
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05 お知らせ

募

集

「レディースゴルフ
教室」参加者
市内在住または市内在勤の女
性を対象に、９ホールをラウンド
しながらルールや実技指導をし
ます。
■日時 10月24日(水) 13時〜
■場所 ジェイズカントリー
クラブ日南コース
■定員 15人（先着順）
■参加料 2,500円
（プレー代として）
■申込方法 参加申込書に記入
の上、ファクスまたは郵送し
てください。
※申込書は、ジェイズカントリー
クラブ日南コースや市内の各
ゴルフ練習場で配布していま
すが、お届けすることもでき
ます。
■申込期限 10月20日(土)
○申込・問い合わせ 日南市ゴ
ルフ協会事務局（担当：西山）
☎・FAX(25)3022
携帯090(7924)1034
〒889-2533
日南市大字星倉6323-52

「第10回日南市民
ゴルフ大会」参加者
■日時 11月11日(日)
８時30分〜
（アウト・インスタート）
■場所 ジェイズカントリー
クラブ日南コース
■対象者 原則、市内在住者ま
たは市内在勤者
■定員 120人（30組）
（先着順）
※４人１組が原則ですが、一人
でも申し込めます。
■参加料 1,500円（食事、ワン
ドリンク付き）
（プレー代）
①8,000円（セルフ）
②10,808円
（キャディー付き）
5

※プレー終了後、フロントで料金
をお支払いください。
※65歳以上は、利用税が安くな
ります。フロントで身分証明
書を提示してください。
■競技方法
①18ホールストロークプレー
②ダブルぺリア方式で同ネット
の場合は、年長者を上位とす
る。
③男性は白、女性は赤マークティ
とする（ただし、70歳以上は
ゴールドマークティでも可）
。
■表彰
（表彰式）最終組終了後、２階レ
ストランで開催
（賞）優勝、準優勝、３位〜10位、
飛び賞、当日賞、ブービー賞、
敢闘賞、ベストグロス賞、ニア
ピン賞、ドラコン賞、レディー
ス賞（優勝、準優勝、３位）
※さまざまな賞品を用意してい
ます。
■申込方法 参加申込書に記入
の上、ファクスまたは郵送し
てください。
※参加申込書は、多目的体育館、
本庁総合案内、北郷町・南郷町
総合支所、サンキョウゴルフ
センター、さくらゴルフアリー
ナ、ジェイズカントリークラブ
日南コース、市内各ゴルフ練
習場に設置しています。
■申込期限
10月31日(水) 17時
○申込・問い合わせ 日南市ゴ
ルフ協会事務局（担当：西山）
☎・FAX(25)3022
携帯090(7924)1034
〒889-2533
日南市大字星倉6323-52

第９回「集まれ！
元気に楽しく歩こう会
in油津」参加者
全国糖尿病週間に合わせて毎
年開催しています。日頃の生活
習慣の見直しや改善に役立つ情

報が満載です。病院専門スタッ
フと一緒に学び、秋を感じなが
らウオーキングを楽しみません
か。
◎今年のテーマ
「良い眠りに必要なものとは」
■日時 11月11日(日)
９時30分〜14時30分
（受付）９時30分〜９時45分
※雨 天 時 は 室 内 で レ ク リ エ ー
ションをします。
■場所 油津
（集合）テクノセンター
■参加料 500円（昼食代・レク
リエーション保険代を含む）
■申込方法 電話、または市内
の病院や薬局に設置の用紙に
記入の上、ファクスしてくだ
さい。
■申込期限 10月31日(水)
■服装・持っていく物 運動の
できる服・靴、タオル、飲み物
○申込・問い合わせ
中部病院（担当：山口・繁永）
☎(27)1111 FAX(27)2479

なんごうハートフルまつ
り「赤ちゃんはいは い
競争」出場者
成長の記念に、参加してみま
せんか。
■日時 10月28日(日) 11時〜
■場 所 南 郷 ハ ー ト フ ル セ ン
ター 生涯学習館
■参加資格 月齢は問いません
が、まだ立ち歩きができない
赤ちゃんに限ります。
■定員 50人（先着順）
■申込方法 子どもの名前と生
年月日、保護者氏名、住所、連
絡先を電話またはファクスで
お知らせください。
■申込期限 10月22日(月)
○申込・問い合わせ
南郷町総合支所 福祉保健係
☎(64)1113 FAX(64)2006

06 お知らせ

募

集

「冬休み海外研修交流
事業」参加者
海外生活を通して交流体験を
し、国際感覚を養いませんか。
ホームステイ、クリスマス体験、
英語研修、文化交流など、さま
ざまな体験コースがあります。
■対象者 小学３年生〜高校生
■期 間 12月23日(日)〜平 成31
年１月４日(金)の う ち６〜10
日間
■研修先 オーストラリア、カ
ナダ、サイパン、フィリピン、
カンボジア
■応募方法 参加申込書に記入
の上、郵送してください。
■応募期限 11月１日(木)
※10月25日までに申し込んだ場
合は、早期割引１万円が受け
られます。
※体験内容、派遣先、日程、対象、
参加費、応募期限は、コースに
より異なります。
※詳細は、お問い合わせくださ
い。
○申込・問い合わせ
(公財)国際青少年研修協会
☎03(6417)9721
〒141-0031 東京都品川区西
五反田7-15-4
第３花田ビル４階

イベント
周遊型謎解きゲーム
「消えた野生馬の救出」
開催中
謎解きゲームとは、用意され
た暗号やパズルを解き明かしな
がらストーリーを進め、最終的に
任務を果たすことを目指す参加
型のゲームです。
地域にある観光資源を活用
し、地域活性化に取り組むＤＭＯ

候補法人を、日南市と串間市は
応援しています。皆さんも、ぜ
ひ、体験してみませんか。
■開催期間
９月１日(土)〜12月２日(日)
※ただし、月曜日（月曜が祝日の
場合は火曜日）は休み
■開催時間 ９時〜17時
（最終スタート15時）
■場所
都井岬ビジターセンター
■参加料 謎解きブック１冊と
ビジターセンター入館料、都
井岬灯台協力金込みです。
【大人（日南市・串間市在住者
のみ）
】2,000円
・日南市・串間市以外の大人
は3,000円
・同 伴 者 が 中 学 生 以 下 の 場
合、中学生以下には無料で
キットを配布します（中学
生以下だけでの参加はでき
ません）
。
・住所が確認できる身分証明
書を提示してください。
【専門学校・高校生・大学生】
2,000円
・学生証を提示してください。
【グループチケット】
10,000円
・大人４人分です。
■持っていく物 スマホやタブ
レットなどの端末
○問い合わせ
(株)コーストライフ（担当：田
中） ☎(64)0002

リサイクルまつり
なんごうハートフルまつりと
同時開催で、自転車などのさま
ざまなリサイクル品を出品しま
す。当日、厳正な抽選の上、無料
でお渡ししますので、ぜひ、来場
しご応募ください。
■日時 10月28日(日)
９時30分〜
■場所 南郷ハートフルセンター

○問 い 合 わ せ 黒 潮 環 境 セ ン
ター ☎(68)1560

デンケンウィーク
飫肥は、九州で初めて「重要
伝統的建造物群保存地区（略し
て伝建（デンケン）地区）
」に選
定されてから、40年以上の歴史
を誇ります。その伝建地区を舞
台に、食・芸術・音楽の祭典「デ
ンケンウィーク」を、一週間開催
します。盛りだくさんの内容で
すので、ぜひ、ご来場ください。
■開催内容・期間・場所
【デンケン アート（芸術）
】
・期間
10月13日(土)〜21日(日)
・場所 豫章館、振徳堂など７
会場
【デンケン マルシェ
（食物販）
】
・期間
10月13日(土)、14日(日)
・場所 飫肥城鐘撞堂下
【デ ン ケ ン ミュージック（音
楽）
】
・期間
10月13日(土)、14日(日)
・場所 服部邸
【デンケン ガストロノミー（食
事会）
】
・日時
10月13日(土）
、14日(日)
19時〜21時
・場 所 武 家 屋 敷 伊 東 邸「お
び茶寮」
・予約 電話で10月５日までに
※詳細は、９月15日号の市内回
覧時に案内済です。
※王子・伊藤忠エネクス㈱の協
賛により、伊東邸をライトアッ
プします（12月末まで）
。
○予約・問い合わせ
飫肥城下文化財を活用した観
光まちづくり事業協議会
（事務局：本庁総合戦略課）
☎(31)1128
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07 お知らせ

イベント
消防フェスタ
レスキュー体験や消防車の試
乗、ドクターヘリの展示などを
通して、消防や救急の取り組み
を知ることができます。また、
「サン・マルシェ」では、飲食
物などの出店も並ぶ楽しいイベ
ントです。ぜひ、ご来場くださ
い。
■日時 10月14日(日)
９時〜14時
※雨天時はイベントを縮小して
開催します。
■場所 消防署（消防本部）
■イベント
【体験・見学】
・レスキュー体験・見学
・消防車の試乗、放水・濃煙体
験
【展示】
・ドクターヘリ（11時〜12時）
・市内園児による消防車の絵画
【その他】
・血圧測定
・サンマルシェの出店など
○問い合わせ 消防本部
警防課 ☎(23)7584

第４回文化財ウオーク
「飫肥の町中あるき、
明治時代編」
飫肥の歴史を研究する中で出
てきた新事実を、文化財を巡り
ながら紹介します。講師も初め
て話す大変興味深い内容が満載
です。
■日時 10月14日(日)
10時〜12時
■場所 飫肥城周辺
（集合）小村記念館
■講師 日南市生涯学習課
文化財専門担当官
長友 禎治 氏
■定員 20人（先着順）
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■参加料 300円
※入館料、保険料、資料代とし
て
■申込方法 氏名（フリガナ）、
年 齢、連 絡 先 を 電 話 ま た は
ファクスでお知らせくださ
い。
■申込期限 10月10日(水)
■服装・持っていく物 歩きや
すい靴、筆記用具、飲み物、
帽子や日傘、雨天時は雨具
○申込・問い合わせ
（一財）飫肥城下町保存会
☎・FAX(25)4533

第６回
「サウスデイズ」
コンサート
27年前に、吾田中学校の保護
者と生徒、学級担任でできた、
オールディーズを中心に演奏す
るバンドです。新たに30歳代の
メンバーが加わり活動していま
す。ぜひ、地元バンドの演奏を
聴きにお越しください。
■日時 10月13日(土)
（開場）15時30分
（開演）16時〜
■場所 小村記念館
■演奏者 サウスデイズ
（ボ ー カ ル、ギ タ ー、ア ル ト
サックス、キーボード、ベー
ス、ドラムス）
■演 目 オ ー ル デ ィ ー ズ、ポ
ピュラー音楽、ジャズ、歌謡
曲など
■入場料 500円
※事 前 に チ ケ ッ ト が 必 要 な 方
は、ご連絡ください。
○問い合わせ
サウスデイズ事務局（代表：
菊地）
☎090(2960)8930

フリーマーケット
フリーマーケットと同時に手
作り展も開催します。たくさん

の品物をそろえてお待ちしてい
ますので、ぜひ、お越しくださ
い。
■日時
10月13日(土)、14日(日)
９時〜17時
■場所 油津赤レンガ館
○問い合わせ 油津赤レンガ館
☎(27)3600

なんごう日の出市
■日時 10月14日(日)
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

日南こども食堂
■日時・場所
10月13日(土) 11時〜14時
旧日南カトリック幼稚園
■対象者 市内在住であれば年
齢を問わず、どなたでも参加
できます。
■定員 50人（先着順）
■費用 無料（事前申込不要）
■その他
・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：183421
名義：日南こども食堂
つわぶきの会
○問い合わせ
日南こども食堂つわぶきの会
（代表：西）
☎080(6402)0894

08 お知らせ

イベント

○問い合わせ 市立図書館（本
館） ☎(25)0158

図書館ハロウィン工作

「ハロウィンかぼちゃの
かおをかこう」
かぼちゃの形の紙に顔を描い
て色を塗りましょう。申込不要
でどなたでも参加できますの
で、気軽にご来館ください。
■期間
10月２日(火)〜31日(水)
※展示は11月４日(日)まで
■時間 ９時〜17時
■場所 市立図書館（本館）
■参加料 無料

無料相談案内

消

防

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
いだだきます。

○問い合わせ
消防本部
警防課
☎(23)7584

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。
○問い合わせ
本庁総務・
危機管理課
危機管理係
☎
（31）
1125

〜秘密は守られますのでお気軽にご相談を〜

一人で悩まず、まず相談

司法書士会による無料法律相談会

○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）
■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

○申込・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・場所
10月16日(火) 14時〜16時（１人40分）
市役所別館 ２階会議室
■相談員 司法書士２人

こころの健康相談
○申込・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。
■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 10月25日(木) 14時〜16時 日南保健所（原則毎月第４木曜日午後）
■相談員 精神科医師

急な病気で困ったとき、
ご利用ください
○日南市初期夜間急病センター ☎
（23）
9999
診療科目
内 科
小児科

診療日
毎 日
日曜日・祝日・年末年始

診療時間
19時〜22時

※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）
。

急な病気で困ったら・・・

○救急医療電話相談

24時間対応

☎
（31）
1111
医師や看護師が
医療相談に応じます。
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