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調査票への回答はお済
みですか

　調査票への回答がお済みでな
い方は、至急回答をお願いしま
す。
■調査票の回答期限
　10月７日(水)
■調査票の回答方法
　①インターネット回答
　②郵送提出
　③調査員による回収
〇問い合わせ　日南市国勢調査
事務局（総合戦略課）
　☎(32)0500

教育委員会の定例会議
を傍聴しませんか

■日時
　10月26日(月)　15時～
■場所　北郷町地域振興セン
ター１階会議室

※傍聴の事前申し込みは不要で
す。
　詳しくは、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

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。
①定期的な畜舎・器具の消毒・
清掃の実施
②畜舎に出入りする際の手指な
どの消毒
③外部からの人・車両の進入の
制限
④外部からの導入家畜の隔離
○問い合わせ
　農政課　畜産係　☎(31)1132

11月２日までに
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
　【納税に関すること】
　本庁税務課　納税管理係
　☎(31)1122

新型コロナウイルスによ
り、納税が困難な方へ

　新型コロナウイルスの影響を
受け、一定以上の収入が減った
場合には、徴収（納税）の猶予を
受けられることがあります。申
請が受理された場合、各納期か
ら、最大で１年間、延滞金が加算
されず、督促もされません。
〇対象となる方　令和２年２月
以降の任意の期間（１カ月以
上）において、事業や給与な
どに係る収入が、前年同期と
比べて20％以上減少してお
り、税目毎の納付期限までに、
納税することが困難な方。
○問い合わせ　本庁税務課
　納税管理係　☎(31)1122

税　金 行　政

教　育

農　業

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
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談をする前に、必ず国保の担当
窓口に相談ください。
〇問い合わせ　本庁市民課
　保険係　☎(31)1126

新型コロナウイルス感
染症拡大防止休業等要
請協力金などの申請は
お済みですか

　現在、市では、県の要請に基
づいて、８月３日から16日まで
に休業又は時間短縮営業を行っ
た食事提供施設に対し、協力金
及び支援金を支給しています。
申請期限は10月30日(金)まで
です。手続きがお済みでない方
は、早めにお済ませください。
〇申込・問い合わせ　日南市新

型コロナウイルス感染症市民
生活・経済対策推進室
　☎(31)1188

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

交通事故での“ケガ”
は、国保をつかって治
療できます

　国民健康保険に加入している
方が、交通事故などの第三者（加
害者）の行為によってケガをし
た場合、原則、加害者が全額負
担することになります。しか
し、緊急の治療が必要な場合に
は、国保を使って治療ができま
す。その場合、自己負担分は被
害者、国保負担分は国保連合会
が加害者に対し、後日請求する
こととなります。示談をしてし
まうと、内容によって加害者に
対し医療費の損害賠償請求がで
きなくなる場合があります。示

国　保

健　康

行　政
消　防

者手帳を提示し、利用券を運
転者に渡してください。

※本人乗車時のみ使用できま
す。他人に譲渡することは出
来ません。

■手続き・問い合わせ
　本庁福祉課　障がい福祉係
　☎(31)1130
　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

北郷小中学校屋内温水
プールの一般開放（有料）

■開放期間
　10月１日～翌年５月31日　
■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、学校の行事や施設管
理上などで開放しないことが
あります。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。

■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

民事調停制度はご存知
ですか

　民事調停とは、お金の貸し借

り、売買代金の支払い、賃金の
未払い、交通事故の損害、近隣
トラブルなどについて、話し合
いによりお互いが合意すること
で紛争の解決を図る手続きで
す。
■民事調停の特徴
①手続きが簡単
　特別な法律知識は必要なく、
申立用紙に記入し、提出する
だけです。
②円満な解決が可能
　裁判官と民間から選ばれた調
停委員２人で構成される調停
委員会のもとで、当事者同士
の話合いにより、実情に合っ
た解決を目指します。
③費用が低額
　裁判に比べて手数料が低額で
す。
④秘密厳守と早期解決
　調停は非公開で行われ、おお
むね３カ月で終了します。
〇問い合わせ　日南簡易裁判所
　☎(25)1188
　８時30分から16時30分まで
（土日祝日、年末年始を除く）

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。
■仕事の内容（令和２年９月１
日現在）
 ・スケッチブック紐付け
　・・・・・・・・・ １冊　1.5円～
 ・紳士、婦人服、学生服の補
正・・・・・・・ 作業内容による
 ・医療機器電気コード組み立
て、加工・・・・・ １個２～４円
 ・紙製品袋詰め、あわせ作業、
ラベル貼り
　・・・・・ １冊袋入れ　0.8円～
（工場内での内職）
 ・医療機器電気コード組み立
て・・・・・・・・・・ １個　２円
 ・洋服の製作※裁断済み（洋裁
経験者）・・・・1着　600円～
○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～金曜日の９
時～17時）

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　11月２日(月)
※一括納付で納付済みの方は除
きます。

※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。

※「口座振替」の方は、納期限ま
でに口座残高の確認をお願い
します。
※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。
○問い合わせ　下水道課
　管理係　☎(23)9977

身体障害者手帳をお持
ちの方に対するタク
シー料金の助成

　身体障害者手帳をお持ちの方
は、タクシー料金の助成（金券
の給付）を受けられます。
■申請に必要なもの
 ・身体障害者手帳
 ・印鑑（認め印可）
■対象の手帳
 ・身体障害者手帳の上肢・体幹・
内部障がいの１級
 ・視覚障がい、下肢機能障がい、
乳児期以前の非進行性の脳病
変による運動機能障がい（移
動機能）の２級以上
 ・下肢機能障がい＋上肢機能障
がいで総合等級２級以上
 ・下肢機能障がい＋体幹機能障
がいで総合等級２級以上

■助成内容
　タクシー利用券（510円分/１
枚）※６カ月分18枚を、半年
に一度交付しています。
■利用できるタクシー会社名
 ・宇賀村タクシー・介護保険タ
クシーあい・南光タクシー・
福祉タクシーふじ・美登タク
シー・宮交タクシー・宮児タ
クシー・宮崎第一交通

※タクシー利用の際、身体障害

生　活

福　祉

スポーツ

就　職

裁判所

■実施期間　10月１日(木)～令和３年１月30日(土)
■対象者　①65歳以上で予防接種を希望される方　②60歳～65歳未満の方で、心臓、じん臓、呼吸器の機
能及び免疫の機能に障害があり、身体障害者手帳１級に相当する方で、予防接種を希望される方。
※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）
■持参する物　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・南郷町地域振興センター住民係で交付します。
■実施場所

※市外（県内）での接種を希望される場合は、下記までお問い合わせください。
○問い合わせ　本庁健康増進課　☎(31)1129

あげた内科クリニック ☎(21)2311

東内科クリニック ☎(32)1001

愛泉会日南病院 ☎(23)3131

井手胃腸科・肛門科 ☎(32)0811

えとう循環器科・内科 ☎(23)1125

大井外科医院 ☎(25)2100

おび中央病院 ☎(25)2525

かわにし脳神経外科 ☎(27)3330

河野医院 ☎(23)4155

川越整形外科 ☎(22)4321

北村胃腸科眼科 ☎(23)0086

きよひで内科クリニック ☎(22)5111

小玉共立外科 ☎(24)0777

産科・婦人科うちむらクリニック ☎(32)1230

産婦人科たなかクリニック ☎(23)1551

島田内科胃腸科 ☎(23)2233

春光会記念病院 ☎(22)2324

シロアム内科医院 ☎(23)2187

瀬川クリニック ☎(21)1212

谷口病院 ☎(23)1331

津曲小児科医院 ☎(22)2175

戸倉医院 ☎(23)1700

外山皮膚科 ☎(23)2377

長鶴医院 ☎(23)8783

にちなんファミリークリニック ☎(55)1121

福岡医院 ☎(32)1711

藤浦循環器科内科クリニック ☎(23)3188

松田整形外科医院 ☎(23)1151

山口内科クリニック ☎(31)1081

山見医院 ☎(23)2101

山元クリニック ☎(22)2552

山元病院 ☎(23)4815

中部病院 ☎(27)1111

新木医院 ☎(55)4101

長友医院 ☎(55)3522

猿渡医院 ☎(64)2225

百瀬病院 ☎(64)0305

高齢者インフルエンザ予防接種



23

03　お知らせ 02　お知らせ

談をする前に、必ず国保の担当
窓口に相談ください。
〇問い合わせ　本庁市民課
　保険係　☎(31)1126

新型コロナウイルス感
染症拡大防止休業等要
請協力金などの申請は
お済みですか

　現在、市では、県の要請に基
づいて、８月３日から16日まで
に休業又は時間短縮営業を行っ
た食事提供施設に対し、協力金
及び支援金を支給しています。
申請期限は10月30日(金)まで
です。手続きがお済みでない方
は、早めにお済ませください。
〇申込・問い合わせ　日南市新

型コロナウイルス感染症市民
生活・経済対策推進室
　☎(31)1188

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

交通事故での“ケガ”
は、国保をつかって治
療できます

　国民健康保険に加入している
方が、交通事故などの第三者（加
害者）の行為によってケガをし
た場合、原則、加害者が全額負
担することになります。しか
し、緊急の治療が必要な場合に
は、国保を使って治療ができま
す。その場合、自己負担分は被
害者、国保負担分は国保連合会
が加害者に対し、後日請求する
こととなります。示談をしてし
まうと、内容によって加害者に
対し医療費の損害賠償請求がで
きなくなる場合があります。示

国　保

健　康

行　政
消　防

者手帳を提示し、利用券を運
転者に渡してください。

※本人乗車時のみ使用できま
す。他人に譲渡することは出
来ません。

■手続き・問い合わせ
　本庁福祉課　障がい福祉係
　☎(31)1130
　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

北郷小中学校屋内温水
プールの一般開放（有料）

■開放期間
　10月１日～翌年５月31日　
■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、学校の行事や施設管
理上などで開放しないことが
あります。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。

■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

民事調停制度はご存知
ですか

　民事調停とは、お金の貸し借

り、売買代金の支払い、賃金の
未払い、交通事故の損害、近隣
トラブルなどについて、話し合
いによりお互いが合意すること
で紛争の解決を図る手続きで
す。
■民事調停の特徴
①手続きが簡単
　特別な法律知識は必要なく、
申立用紙に記入し、提出する
だけです。
②円満な解決が可能
　裁判官と民間から選ばれた調
停委員２人で構成される調停
委員会のもとで、当事者同士
の話合いにより、実情に合っ
た解決を目指します。
③費用が低額
　裁判に比べて手数料が低額で
す。
④秘密厳守と早期解決
　調停は非公開で行われ、おお
むね３カ月で終了します。
〇問い合わせ　日南簡易裁判所
　☎(25)1188
　８時30分から16時30分まで
（土日祝日、年末年始を除く）

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。
■仕事の内容（令和２年９月１
日現在）
 ・スケッチブック紐付け
　・・・・・・・・・ １冊　1.5円～
 ・紳士、婦人服、学生服の補
正・・・・・・・ 作業内容による
 ・医療機器電気コード組み立
て、加工・・・・・ １個２～４円
 ・紙製品袋詰め、あわせ作業、
ラベル貼り
　・・・・・ １冊袋入れ　0.8円～
（工場内での内職）
 ・医療機器電気コード組み立
て・・・・・・・・・・ １個　２円
 ・洋服の製作※裁断済み（洋裁
経験者）・・・・1着　600円～
○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～金曜日の９
時～17時）

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　11月２日(月)
※一括納付で納付済みの方は除
きます。

※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。

※「口座振替」の方は、納期限ま
でに口座残高の確認をお願い
します。
※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。
○問い合わせ　下水道課
　管理係　☎(23)9977

身体障害者手帳をお持
ちの方に対するタク
シー料金の助成

　身体障害者手帳をお持ちの方
は、タクシー料金の助成（金券
の給付）を受けられます。
■申請に必要なもの
 ・身体障害者手帳
 ・印鑑（認め印可）
■対象の手帳
 ・身体障害者手帳の上肢・体幹・
内部障がいの１級
 ・視覚障がい、下肢機能障がい、
乳児期以前の非進行性の脳病
変による運動機能障がい（移
動機能）の２級以上
 ・下肢機能障がい＋上肢機能障
がいで総合等級２級以上
 ・下肢機能障がい＋体幹機能障
がいで総合等級２級以上

■助成内容
　タクシー利用券（510円分/１
枚）※６カ月分18枚を、半年
に一度交付しています。
■利用できるタクシー会社名
 ・宇賀村タクシー・介護保険タ
クシーあい・南光タクシー・
福祉タクシーふじ・美登タク
シー・宮交タクシー・宮児タ
クシー・宮崎第一交通

※タクシー利用の際、身体障害

生　活

福　祉

スポーツ

就　職

裁判所

■実施期間　10月１日(木)～令和３年１月30日(土)
■対象者　①65歳以上で予防接種を希望される方　②60歳～65歳未満の方で、心臓、じん臓、呼吸器の機
能及び免疫の機能に障害があり、身体障害者手帳１級に相当する方で、予防接種を希望される方。
※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）
■持参する物　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・南郷町地域振興センター住民係で交付します。
■実施場所

※市外（県内）での接種を希望される場合は、下記までお問い合わせください。
○問い合わせ　本庁健康増進課　☎(31)1129

あげた内科クリニック ☎(21)2311

東内科クリニック ☎(32)1001

愛泉会日南病院 ☎(23)3131

井手胃腸科・肛門科 ☎(32)0811

えとう循環器科・内科 ☎(23)1125

大井外科医院 ☎(25)2100

おび中央病院 ☎(25)2525

かわにし脳神経外科 ☎(27)3330

河野医院 ☎(23)4155

川越整形外科 ☎(22)4321

北村胃腸科眼科 ☎(23)0086

きよひで内科クリニック ☎(22)5111

小玉共立外科 ☎(24)0777

産科・婦人科うちむらクリニック ☎(32)1230

産婦人科たなかクリニック ☎(23)1551

島田内科胃腸科 ☎(23)2233

春光会記念病院 ☎(22)2324

シロアム内科医院 ☎(23)2187

瀬川クリニック ☎(21)1212

谷口病院 ☎(23)1331

津曲小児科医院 ☎(22)2175

戸倉医院 ☎(23)1700

外山皮膚科 ☎(23)2377

長鶴医院 ☎(23)8783

にちなんファミリークリニック ☎(55)1121

福岡医院 ☎(32)1711

藤浦循環器科内科クリニック ☎(23)3188

松田整形外科医院 ☎(23)1151

山口内科クリニック ☎(31)1081

山見医院 ☎(23)2101

山元クリニック ☎(22)2552

山元病院 ☎(23)4815

中部病院 ☎(27)1111

新木医院 ☎(55)4101

長友医院 ☎(55)3522

猿渡医院 ☎(64)2225

百瀬病院 ☎(64)0305

高齢者インフルエンザ予防接種
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■申込方法　地域自治課で配布
する申請書に
必要事項を記
入して提出し
てください。
〇申込・問い合
わせ
　本庁地域自治
課　協働係
　☎(31)1118

10月19日～25日は、
「行政相談週間」です

　総務省では、行政相談制度を
広く周知し、利用していただく
ため、行政相談週間を設けてい
ます。国などの役所の仕事につ
いて、 ①苦情や困っていること
がある、 ②相談してみたが説明
に納得がいかない、 ③制度や仕
組みが分からない、 ④どこに相
談したらよいか分からないなど
のお困りごとがありましたら、
行政相談委員にご相談くださ
い。また、相談は無料で秘密は
固く守られますので、お気軽に
ご相談ください。
■相談委員　行政相談委員
■相談日　日南・北郷地区（毎
月第２火曜日）南郷地区（毎
月第１金曜日※１月は第２金
曜日）
■その他　相談日の詳細につい
ては、15日発行の広報誌、無
料相談案内のページに掲載し
てあります。
〇問い合わせ
　本庁地域自治課　市民生活係
　☎(31)1176

　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
　総務省行政相談センター　き
くみみ宮崎（行政苦情110）
　☎0985(24)1100

「日南市民限定特別宿
泊プラン第３弾」
～第３弾はクーポンを
抽選販売します～

■実施期間
 ・クーポン購入希望者の受付
　10月１日(木)～10月15日(木)
 ・クーポン販売開始
　10月20日(火)～
 ・クーポン利用可能期間
　11月１日(日)～令和３年１月
31日(日)
※新型コロナウイルス感染症の
感染拡大状況により変更とな
る場合も有ります。
■クーポン購入からご利用まで
の流れ
①利用したい宿泊施設へクーポ
ンを購入希望と電話で申込み
ます。
※１枚あたり3,000円のクーポ
ンを500円で抽選販売しま
す。
※１施設お一人様５枚まで購入
希望申込みができます。
②抽選後、申込みされた宿泊施
設より当選者へ連絡が有りま
す。
③宿泊施設へクーポンを購入に
行きます。
④宿泊施設へ予約を入れます。
⑤ご利用（ごゆっくりお過ごし
下さい）
■その他
※詳細は本日の全世帯配布チラ
シをご覧下さい。
〇問い合わせ
　（一社）日南市観光協会
　☎(31)1134

 
感染患者などに対する
誹謗中傷はやめましょ
う

　感染した人やその家族、治療
にあたった医療関係者本人やそ
の家族、特定の国の人に対する
誹謗中傷や根拠のない差別的な
書き込みなどがSNSなどで見ら
れます。
　新型コロナウイルス感染症に
関連して不確かな情報に基づく
不当な差別、いじめなどの人権
侵害はあってはならないことで
す。不確かな情報に惑わされて
人権侵害につながることがない
よう、国や地方公共団体が発表
する正しい情報を入手するよう
に努めていただき、冷静な行動
をお願いします。
〇問い合わせ　本庁健康増進課
　地域医療対策室
　☎(31)1129

非接触型体温計及び飛
沫防止パネルを貸し出
します
～新型コロナウイルス
感染症拡大防止対策～

　市内で自主的な公益活動をす
る市民や団体に、市が所有する
備品（机、いす、展示用パネル
など）の貸出しを行っておりま
す。その貸出し備品などに非接
触型体温計と飛沫防止パネルを
追加しましたので、ぜひご活用
ください。
■貸出備品
①非接触型体温計５本
②飛沫防止パネル（段ボール

行　政

じも活！

■その他　事故の賠償責任につ
いては、ゴルフ場加入の保険
の範囲とします。
○申込・問い合わせ
　日南市ゴルフ協会（満崎）
　☎・FAX(22)4736

「作者のメッセージを
添えて・・・」

　作者自身が書いたポップを本
と一緒に展示します。
■期間
　10月１日(木)～11月10日(火)
■場所　北郷図書館
〇問い合わせ　北郷図書館
　☎(55)2469

「憩いの森」

　今月は折り紙です。
■日時　10月14日(水)
　10時～11時
■場所　北郷図書館
■申込　不要
■参加料　無料
■対象・定員　成人・５人
〇問い合わせ　北郷図書館
　☎(55)2469

「水引でしおり作り」

　水引で読書にぴったりなしお
りを作ります。
■日時
　10月28日(水)　10時～12時
■場所　まなびピア２階
　会議室３
■参加料　無料
■申込期限　10月１日(木)～10
月17日(土)
■対象・定員　成人・３人
〇申込・問い合わせ　まなびピ
ア図書館　☎(22)5666

「布しおり作り」

　ハギレを利用して手縫いのし
おりを作ります。
■日時
　10月24日(土)　10時～12時

■場所　南郷ハートフル学習室
■参加料　無料
■申込期間　10月１日(木)～10
月20日(火)
■対象・定員　成人・５人
○申込・問い合わせ
　南郷図書館　☎(64)0924

中部病院げんき祭り開
催中止

　11月８日(日)に予定していま
した「中部病院げんき祭り」は、
新型コロナウイルス感染拡大防
止及び予防の観点から、参加者
及び関係者の健康と安全を最優
先に考慮し、まつりを「中止」
することといたしました。
〇問い合わせ　中部病院病院祭
実行委員会(中部病院事務局
内)　☎(27)1111

日南こども食堂

■日時　10月10日(土)
　11時30分～13時30分
■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。
※風邪症状のある方はご遠慮く
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
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

 
「ターゲット・バード
ゴルフ初心者講習会参
加者」

　プラスチック製の羽根付き
ボールを専用のゴルフクラブで
打ち、コース先方にあるカゴに
入れる競技です。18ホール回る
と2,000歩以上歩き、ゴルフと
同じ感覚で気軽に楽しめる競技
です。興味のある方は、ぜひ、
参加してみませんか。
■日時　11月３日・10日・17
日・24日（毎週火曜日の４日
間）８時30分～11時
■場所　星倉地区運動広場
　（ホームプラザナフコ裏河川
敷）
■参加料　無料
■申込期限　10月31日(土)
※道具は協会で準備します。運
動のできる服装で参加してく
ださい。

○申込・問い合わせ　日南市ター
ゲット・バードゴルフ協会
　☎(23)1251（金本）
　☎090(4377)0053（鈴木）

レディースゴルフ教室
受講生

　日南在住または日南で働いて
いる女性を対象に、ゴルフ教室
を開催します。９ホールラウン
ドしながらルールや実技指導が
あります。ぜひ、参加してみま
せんか。
■日時　10月28日(水)  13時～
■場所　日南北郷カントリーク
ラブ
■定員　15人（先着順）
■参加料　2,500円
■申込方法　日南北郷カント
リークラブ、各ゴルフ練習場
に設置してある参加申込書を
ご記入の上、ファックスで申
し込んでください。
※申込書は、連絡いただければ
お届けいたします。
■申込期限　10月20日(火)

募　集

図書館イベント
イベント中止

イベント
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■申込方法　地域自治課で配布
する申請書に
必要事項を記
入して提出し
てください。
〇申込・問い合
わせ
　本庁地域自治
課　協働係
　☎(31)1118

10月19日～25日は、
「行政相談週間」です

　総務省では、行政相談制度を
広く周知し、利用していただく
ため、行政相談週間を設けてい
ます。国などの役所の仕事につ
いて、 ①苦情や困っていること
がある、 ②相談してみたが説明
に納得がいかない、 ③制度や仕
組みが分からない、 ④どこに相
談したらよいか分からないなど
のお困りごとがありましたら、
行政相談委員にご相談くださ
い。また、相談は無料で秘密は
固く守られますので、お気軽に
ご相談ください。
■相談委員　行政相談委員
■相談日　日南・北郷地区（毎
月第２火曜日）南郷地区（毎
月第１金曜日※１月は第２金
曜日）
■その他　相談日の詳細につい
ては、15日発行の広報誌、無
料相談案内のページに掲載し
てあります。
〇問い合わせ
　本庁地域自治課　市民生活係
　☎(31)1176

　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
　総務省行政相談センター　き
くみみ宮崎（行政苦情110）
　☎0985(24)1100

「日南市民限定特別宿
泊プラン第３弾」
～第３弾はクーポンを
抽選販売します～

■実施期間
 ・クーポン購入希望者の受付
　10月１日(木)～10月15日(木)
 ・クーポン販売開始
　10月20日(火)～
 ・クーポン利用可能期間
　11月１日(日)～令和３年１月
31日(日)
※新型コロナウイルス感染症の
感染拡大状況により変更とな
る場合も有ります。
■クーポン購入からご利用まで
の流れ
①利用したい宿泊施設へクーポ
ンを購入希望と電話で申込み
ます。
※１枚あたり3,000円のクーポ
ンを500円で抽選販売しま
す。
※１施設お一人様５枚まで購入
希望申込みができます。
②抽選後、申込みされた宿泊施
設より当選者へ連絡が有りま
す。
③宿泊施設へクーポンを購入に
行きます。
④宿泊施設へ予約を入れます。
⑤ご利用（ごゆっくりお過ごし
下さい）
■その他
※詳細は本日の全世帯配布チラ
シをご覧下さい。
〇問い合わせ
　（一社）日南市観光協会
　☎(31)1134

 
感染患者などに対する
誹謗中傷はやめましょ
う

　感染した人やその家族、治療
にあたった医療関係者本人やそ
の家族、特定の国の人に対する
誹謗中傷や根拠のない差別的な
書き込みなどがSNSなどで見ら
れます。
　新型コロナウイルス感染症に
関連して不確かな情報に基づく
不当な差別、いじめなどの人権
侵害はあってはならないことで
す。不確かな情報に惑わされて
人権侵害につながることがない
よう、国や地方公共団体が発表
する正しい情報を入手するよう
に努めていただき、冷静な行動
をお願いします。
〇問い合わせ　本庁健康増進課
　地域医療対策室
　☎(31)1129

非接触型体温計及び飛
沫防止パネルを貸し出
します
～新型コロナウイルス
感染症拡大防止対策～

　市内で自主的な公益活動をす
る市民や団体に、市が所有する
備品（机、いす、展示用パネル
など）の貸出しを行っておりま
す。その貸出し備品などに非接
触型体温計と飛沫防止パネルを
追加しましたので、ぜひご活用
ください。
■貸出備品
①非接触型体温計５本
②飛沫防止パネル（段ボール

行　政

じも活！

■その他　事故の賠償責任につ
いては、ゴルフ場加入の保険
の範囲とします。
○申込・問い合わせ
　日南市ゴルフ協会（満崎）
　☎・FAX(22)4736

「作者のメッセージを
添えて・・・」

　作者自身が書いたポップを本
と一緒に展示します。
■期間
　10月１日(木)～11月10日(火)
■場所　北郷図書館
〇問い合わせ　北郷図書館
　☎(55)2469

「憩いの森」

　今月は折り紙です。
■日時　10月14日(水)
　10時～11時
■場所　北郷図書館
■申込　不要
■参加料　無料
■対象・定員　成人・５人
〇問い合わせ　北郷図書館
　☎(55)2469

「水引でしおり作り」

　水引で読書にぴったりなしお
りを作ります。
■日時
　10月28日(水)　10時～12時
■場所　まなびピア２階
　会議室３
■参加料　無料
■申込期限　10月１日(木)～10
月17日(土)
■対象・定員　成人・３人
〇申込・問い合わせ　まなびピ
ア図書館　☎(22)5666

「布しおり作り」

　ハギレを利用して手縫いのし
おりを作ります。
■日時
　10月24日(土)　10時～12時

■場所　南郷ハートフル学習室
■参加料　無料
■申込期間　10月１日(木)～10
月20日(火)
■対象・定員　成人・５人
○申込・問い合わせ
　南郷図書館　☎(64)0924

中部病院げんき祭り開
催中止

　11月８日(日)に予定していま
した「中部病院げんき祭り」は、
新型コロナウイルス感染拡大防
止及び予防の観点から、参加者
及び関係者の健康と安全を最優
先に考慮し、まつりを「中止」
することといたしました。
〇問い合わせ　中部病院病院祭
実行委員会(中部病院事務局
内)　☎(27)1111

日南こども食堂

■日時　10月10日(土)
　11時30分～13時30分
■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。
※風邪症状のある方はご遠慮く
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
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

 
「ターゲット・バード
ゴルフ初心者講習会参
加者」

　プラスチック製の羽根付き
ボールを専用のゴルフクラブで
打ち、コース先方にあるカゴに
入れる競技です。18ホール回る
と2,000歩以上歩き、ゴルフと
同じ感覚で気軽に楽しめる競技
です。興味のある方は、ぜひ、
参加してみませんか。
■日時　11月３日・10日・17
日・24日（毎週火曜日の４日
間）８時30分～11時
■場所　星倉地区運動広場
　（ホームプラザナフコ裏河川
敷）
■参加料　無料
■申込期限　10月31日(土)
※道具は協会で準備します。運
動のできる服装で参加してく
ださい。

○申込・問い合わせ　日南市ター
ゲット・バードゴルフ協会
　☎(23)1251（金本）
　☎090(4377)0053（鈴木）

レディースゴルフ教室
受講生

　日南在住または日南で働いて
いる女性を対象に、ゴルフ教室
を開催します。９ホールラウン
ドしながらルールや実技指導が
あります。ぜひ、参加してみま
せんか。
■日時　10月28日(水)  13時～
■場所　日南北郷カントリーク
ラブ
■定員　15人（先着順）
■参加料　2,500円
■申込方法　日南北郷カント
リークラブ、各ゴルフ練習場
に設置してある参加申込書を
ご記入の上、ファックスで申
し込んでください。
※申込書は、連絡いただければ
お届けいたします。
■申込期限　10月20日(火)

募　集

図書館イベント
イベント中止

イベント
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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

無料相談案内 ～秘密は守られますのでお気軽にご相談を～

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　10月22日(木)
　14時～16時　日南保健所　相談室
■相談員　精神科医師
○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。

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）

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　10月20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
○申込・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）

〇申込・問い合わせ
　新型コロナウイルス感染症市
民生活・経済対策推進室
　☎(31)1188

“南郷大島ミュージア
ム”開会式

　第35回国民文化祭・みやざき
2020、第20回全国障害者芸術・
文化祭みやざき大会さきがけプ
ログラム「南郷大島ミュージア
ム」の開会式を行います。どな
たでも参加できますので、ぜ
ひ、お越しください。
■日時　10月17日(土)
　10時～10時40分
■会場　南郷町目井津児童公園
■内容
①アトラクション（日南太鼓衆
爽空）　10時～10時15分
②あいさつなど
　10時15分～10時35分
③テープカット
　10時35分～10時40分
■その他
※10月17日(土)～12月６日(日)
の期間中様々なイベントを実
施します。
　詳細は、市ＨＰをご覧くださ
い。
※「南郷大島ミュージアム」に
ついては、屋外でのイベント
ですが、開催にあたっては、
新型コロナウイルス感染症対
策を充分にとり開催します。
ただし、新型コロナウイルス
感染症の状況により、変更に
なる場合があります。
〇問い合わせ
　第35回国民文化祭、第20回
全国障害者芸術・文化祭日南
市実行委員会事務局
　（日南市教育委員会生涯学習
課）　☎(31)1145

令和３年１月10日(日)
成人式を開催します

　市内に住民登録（令和２年10
月１日現在）されている対象者
の方に、案内状を10月下旬に発
送予定です。また、住民登録が
ない対象者の方もご参加いただ
けます。
　なお、新型コロナウイルス感
染症拡大防止の観点から、新成
人者以外の方の入場を制限させ
ていただく可能性があるほか、
参加される方には、別途お知ら
せする感染症対策にご協力いた
だきますので、ご了承くださ
い。
■日時　令和３年１月10日(日)
　10時　受付開始
　11時　式典（予定）
■場所　南郷ハートフルセン
ター　大ホール
■対象者　平成12年４月２日か
ら平成13年４月１日までの間
に生まれた方
■その他　新型コロナウイルス
感染症の状況により、今後、
内容に変更が生じる可能性が
あります。その際は市ＨＰや
広報誌に掲載しますので、ご
注意ください。
※成人代表者募集
　成人代表として、市民憲章朗
読者などを募集します。10月
30日(金)までに電話で申し込
んでください。詳細は、お問
い合わせください。
〇問い合わせ　生涯学習課
　生涯学習係　☎(31)1145

 
日南市緊急雇用非常勤
職員

　新型コロナウイルス感染拡大
の影響で、離職や休業により収
入が減少した市民を対象に、市
の非常勤職員（会計年度任用職
員）の募集を行います。
■雇用期間
　１回の任用期間は、最長で令
和３年３月31日まで。
■給料など
　【時給】925円～1,119円
※業務内容によって決定しま
す。
　【各種手当】通勤手当※短時
間の場合は日割りで支給。
　【支給日】翌月の15日に支給
します。※15日が土日の場合
は変更になります。
■受付期間　随時受付中です。
※受付時間は８時30分～17時
15分まで（土、日曜日及び祝
日を除く）
■その他
 ・兼業も可能です。
 ・登録を行っていただき、希望
される勤務日、時間で勤務い
ただきます。
　　(ただし、原則週27.5時間
を上限)
 ・業務内容は、提示するものの
中から相談のうえ、資格や経
験などに応じ、それぞれ可能
なものを選択いただく予定で
す。(事務補助業務、草刈り
等の環境整備業務など)
 ・地方公務員法の服務に関する
規定が適用されます。
 ・地方公務員法適用で免職、休
職などの分限処分の対象とな
ります。
 ・その他の詳細については、書
類提出時に説明します。

募　集

イベント

※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。

行　政
　﨑田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（５地区）で開催します。参加を希望される方は、事前に電話での申し込みが必要で
すので、地区ごとの「申込受付電話番号」までご連絡ください。
■申込方法　電話
　※電話申込受付時間　９時～16時（平日）
■その他　体調の悪い方は参加を控えてい
ただき、会場内でのマスクの着用、入場
の際の手指消毒と検温の実施など、感染
拡大防止の取り組みにご協力ください。
■主な内容　新型コロナウイルス感染症に
対する対策など
○問い合わせ　本庁秘書広報課
　広報広聴係　☎(31)1117

市長による「市の動き」報告会

■日時・場所
　開催時間は、全て19時～20時（受付18時30分～）

地区

鵜戸

東郷

飫肥

油津

吾田

期　日

10月21日(水)

10月26日(月)

11月４日(水)

11月17日(火)

11月19日(木)

場　　　所

鵜戸支所　集会所

東郷公民館　集会所

小村記念館　大会議室

まなびピア　視聴覚室

文化センター　大ホール

申込受付電話番号

☎(29)1515

☎(23)6218

☎(25)1474

☎(23)3777

☎(31)1119
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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

無料相談案内 ～秘密は守られますのでお気軽にご相談を～

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　10月22日(木)
　14時～16時　日南保健所　相談室
■相談員　精神科医師
○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。

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）

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　10月20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
○申込・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）

〇申込・問い合わせ
　新型コロナウイルス感染症市
民生活・経済対策推進室
　☎(31)1188

“南郷大島ミュージア
ム”開会式

　第35回国民文化祭・みやざき
2020、第20回全国障害者芸術・
文化祭みやざき大会さきがけプ
ログラム「南郷大島ミュージア
ム」の開会式を行います。どな
たでも参加できますので、ぜ
ひ、お越しください。
■日時　10月17日(土)
　10時～10時40分
■会場　南郷町目井津児童公園
■内容
①アトラクション（日南太鼓衆
爽空）　10時～10時15分
②あいさつなど
　10時15分～10時35分
③テープカット
　10時35分～10時40分
■その他
※10月17日(土)～12月６日(日)
の期間中様々なイベントを実
施します。
　詳細は、市ＨＰをご覧くださ
い。
※「南郷大島ミュージアム」に
ついては、屋外でのイベント
ですが、開催にあたっては、
新型コロナウイルス感染症対
策を充分にとり開催します。
ただし、新型コロナウイルス
感染症の状況により、変更に
なる場合があります。
〇問い合わせ
　第35回国民文化祭、第20回
全国障害者芸術・文化祭日南
市実行委員会事務局
　（日南市教育委員会生涯学習
課）　☎(31)1145

令和３年１月10日(日)
成人式を開催します

　市内に住民登録（令和２年10
月１日現在）されている対象者
の方に、案内状を10月下旬に発
送予定です。また、住民登録が
ない対象者の方もご参加いただ
けます。
　なお、新型コロナウイルス感
染症拡大防止の観点から、新成
人者以外の方の入場を制限させ
ていただく可能性があるほか、
参加される方には、別途お知ら
せする感染症対策にご協力いた
だきますので、ご了承くださ
い。
■日時　令和３年１月10日(日)
　10時　受付開始
　11時　式典（予定）
■場所　南郷ハートフルセン
ター　大ホール
■対象者　平成12年４月２日か
ら平成13年４月１日までの間
に生まれた方
■その他　新型コロナウイルス
感染症の状況により、今後、
内容に変更が生じる可能性が
あります。その際は市ＨＰや
広報誌に掲載しますので、ご
注意ください。
※成人代表者募集
　成人代表として、市民憲章朗
読者などを募集します。10月
30日(金)までに電話で申し込
んでください。詳細は、お問
い合わせください。
〇問い合わせ　生涯学習課
　生涯学習係　☎(31)1145

 
日南市緊急雇用非常勤
職員

　新型コロナウイルス感染拡大
の影響で、離職や休業により収
入が減少した市民を対象に、市
の非常勤職員（会計年度任用職
員）の募集を行います。
■雇用期間
　１回の任用期間は、最長で令
和３年３月31日まで。
■給料など
　【時給】925円～1,119円
※業務内容によって決定しま
す。
　【各種手当】通勤手当※短時
間の場合は日割りで支給。
　【支給日】翌月の15日に支給
します。※15日が土日の場合
は変更になります。
■受付期間　随時受付中です。
※受付時間は８時30分～17時
15分まで（土、日曜日及び祝
日を除く）
■その他
 ・兼業も可能です。
 ・登録を行っていただき、希望
される勤務日、時間で勤務い
ただきます。
　　(ただし、原則週27.5時間
を上限)
 ・業務内容は、提示するものの
中から相談のうえ、資格や経
験などに応じ、それぞれ可能
なものを選択いただく予定で
す。(事務補助業務、草刈り
等の環境整備業務など)
 ・地方公務員法の服務に関する
規定が適用されます。
 ・地方公務員法適用で免職、休
職などの分限処分の対象とな
ります。
 ・その他の詳細については、書
類提出時に説明します。

募　集

イベント

※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。

行　政
　﨑田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（５地区）で開催します。参加を希望される方は、事前に電話での申し込みが必要で
すので、地区ごとの「申込受付電話番号」までご連絡ください。
■申込方法　電話
　※電話申込受付時間　９時～16時（平日）
■その他　体調の悪い方は参加を控えてい
ただき、会場内でのマスクの着用、入場
の際の手指消毒と検温の実施など、感染
拡大防止の取り組みにご協力ください。
■主な内容　新型コロナウイルス感染症に
対する対策など
○問い合わせ　本庁秘書広報課
　広報広聴係　☎(31)1117

市長による「市の動き」報告会

■日時・場所
　開催時間は、全て19時～20時（受付18時30分～）

地区

鵜戸

東郷

飫肥

油津

吾田

期　日

10月21日(水)

10月26日(月)

11月４日(水)

11月17日(火)

11月19日(木)

場　　　所

鵜戸支所　集会所

東郷公民館　集会所

小村記念館　大会議室

まなびピア　視聴覚室

文化センター　大ホール

申込受付電話番号

☎(29)1515

☎(23)6218

☎(25)1474

☎(23)3777

☎(31)1119
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08　お知らせ

令和２年９月24日現在


