お知らせ版
令和３年10月１日号
日南市広報 No.151

各世帯に１部ずつ
お取りください。

ホームページ http://www.city.nichinan.lg.jp/

発行／日南市秘書広報課広報広聴係
〒887-8585

日南市中央通一丁目１番地１
☎(31)1117
印刷／㈲ヤノオフセット

税

金

11月１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

行

政

行政相談週間

（期間：10月18日〜24日）
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
談員にご相談ください。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。
■相談日・場所
10月１日(金) 南郷ハートフ
ルセンター生涯学習館
10月８日(金) 日南市文化セ
ンター
10月12日(火) 北 郷 福 祉 セ
ンター
※新型コロナウイルス感染拡大
の影響で、中止になる場合が
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日 南 市 役 所 ☎(31)1100（代
北郷町地域振興センター ☎(55)2111（代
● 南郷町地域振興センター
☎(64)1111（代

市章と市旗

●

表）

●

表）

あります。
○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番
☎0985(24)1100

市長の資産等報告書の
閲覧
「日南市政治倫理の確立のた
めの市長の資産等の公開に関す
る条例及び同施行規則」に基づ
き、市長の資産等報告書を公開
します。
■開始日 10月４日(月)〜
（土 日・祝 日・年 末 年 始 は 除
く）
■時間 ８時30分〜17時15分
■場所 本庁総務・危機管理課
○問い合わせ 本庁総務・危機
管理課 内部統制係
☎(31)1113

教

育

教育委員会の定例会議
を傍聴しませんか
■日時 10月25日(月)
15時〜
■場所 日南市役所プレハブ会
議室（北301号室）
■申込期限 10月22日(金）
※新型コロナウイルス感染対策
のため、傍聴される方は事前

表）

にお申込みください。
■申込方法 電話
※詳しくは、下記までお問い合
わせください。
○申込・問い合わせ
学校教育課 ☎(31)1178
FAX(24)0987

防

災

火災時の情報提供
・火災時には防災無線の屋外拡
声子局からサイレン吹鳴と音
声放送し、同時に戸別受信機
から音声放送を行います。
・メ ー ル 受 信 を 希 望 さ れ る 方
は、下記の「防災・気象メー
ル に ち な ん」のQRコ ー ド か
ら火災情報を登録してくださ
い。
〇問い合わせ 消防本部
警防課 ☎(23)7584

防災・気象メールにちなん
防災・気象情報をメールと
LINE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

02 お知らせ

健

康

高齢者インフルエンザ予防接種

■実施期間 10月１日(金)〜令和４年１月31日(月)
■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
能および免疫の機能に障害がある方(おおむね身体障害者手帳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。
■接種助成回数 １回 ■接種料金 １,４００円（生活保護証明のある方は無料）
■持参 ・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
あげた内科クリニック ☎２１−２３１１

小玉共立外科

東内科クリニック ☎３２−１００１

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

愛泉会日南病院

産婦人科たなかクリニック ☎２３−１５５１

松田整形外科医院 ☎２３−１１５１

井手胃腸科・肛門科 ☎３２−０８１１

島田内科胃腸科

☎２３−２２３３

山口内科クリニック ☎３１−１０８１

えとう循環器科・内科 ☎２３−１１２５

春光会記念病院

☎２２−２３２４

山見医院

☎２３−２１０１

大井外科医院

☎２５−２１００

シロアム内科医院 ☎２３−２１８７

山元クリニック

☎２２−２５５２

おび中央病院

☎２５−２５２５

瀬川クリニック

☎２１−１２１２

山元病院

☎２３−４８１５

かわにし脳神経外科 ☎２７−３３３０

谷口病院

☎２３−１３３１

中部病院

☎２７−１１１１

河野医院

☎２３−３１３１

☎２３−４１５５

☎２４−０７７７

福岡医院

☎３２−１７１１

津曲小児科医院

☎２２−２１７５

新木医院

☎５５−４１０１

※新型コロナワクチン接種済証を持参して
ください。

戸倉医院

☎２３−１７００

長友医院

☎５５−３５２２

川越整形外科

☎２２−４３２１

外山皮膚科

☎２３−２３７７

猿渡医院

☎６４−２２２５

北村胃腸科眼科

☎２３−００８６

長鶴医院

☎２３−８７８３

百瀬病院

☎６４−０３０５

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

※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

検

察

検察審査会をご存じで
すか

ら、下記までお問い合わせくだ
○問い合わせ

と（不起訴処分）のよしあしを、
選挙権を有する国民の中から
「くじ」で選ばれた11人の検察

宮崎検察審査会

☎0985(68)5120

健

検察審査会制度とは、検察官
が事件を裁判にかけなかったこ

■ワクチンに関する成分や副反

さい。
事務局

から入手可

康

新型コロナウイルスワ
クチン接種の相談
■新型コロナウイルスに感染し

応などの専門的な問い合わせ
（１）厚生労働省新型コロナワ
クチンコールセンター
フリーダイヤル
☎0120(761)770
受付時間９時〜21時（土日・
祝日も実施）
（２）宮崎県コロナワクチン副

審査員が審査する国民参加型の

た恐れがある場合の健康相談

反応相談センター

大切な制度です。

新型コロナウイルス感染症受

☎0985(26)4609（知ろうワ

診・相談センター（24時間対

クチン）

た方には、11月中旬ごろに検察

応）

FAX0985(26)1000

審査会事務局から「検察審査員

☎0985(78)5670

Eメール：fukuhannocall-mi

令和４年度の候補者に選ばれ

候補者名簿への記載のお知ら

※聴覚に障がいのある方や、音

yazaki@pref.miyazaki.lg.jp

せ」をお送りしますので、ご協

声による相談に不安のある方

受 付 時 間24時 間(土 日・祝 日

力をよろしくお願いします。

FAX0985(44)2616

も実施)

ご不明な点などありました

FAX相談票は県ホームページ
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03 お知らせ

福

祉

特別弔慰金の請求
戦没者の遺族に対する第11回
特別弔慰金については、現在も
請求を受け付けています。お済
でない方はお手続きください。
また、すでに請求手続きをされ
た方は、審査に多くの時間を要
しており、しばらくお待ちいた
だいております。
■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。
■請求期限 令和５年３月31日
■請求場所 本庁福祉課窓口
■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
○申 込・問 い 合 わ せ 本 庁 福 祉
課 管理係 ☎(31)1163

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）※代理人が申請する場
合
■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
3

がいで総合等級２級以上
■助 成 内 容 タ ク シ ー 利 用 券
（530円 分/１ 枚）※６ カ 月 分
18枚を、半年に１回交付して
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
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)1113

生理用品の無償配布
新型コロナウイルス感染症の
影響が長引く中、さまざまな理
由により生理用品の購入が難し
い女性が増えるという「生理の
貧困」が社会問題となっていま
す。こうした方々を対象に、生
理用品を配布します。併せて、
「生理用品の寄付ボックス」を
設置し、寄付を募ります。
■配布開始日 10月６日(水)
■受取方法
本庁（女子トイレ内、総合案
内窓口）、各地域振興センター
（女子トイレ内、窓口）に置
いてある引換カード（結カー
ド）を受取場所の職員にご提
示ください。
■受取場所
本庁地域自治課、各地域振興
センター

■配布数 １人１パック
■寄付ボックス設置場所
本庁地域自治課、各地域振興
センター、まなびピア
※未開封のものに限ります。
○問い合わせ 本庁地域自治課
協働係 ☎(31)1118

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ＬＩ
ＮＥ、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

新型コロナウイルス
感染拡大防止へのご協
力をお願いします
感染力が強い変異株にも、基
本的な感染予防策が有効です。
「マスクの着用」や「手洗い」、
「３密（密接・密集・密閉）回避」
などを徹底してください。

04 お知らせ

申

告

は、道路に関するさまざまな問
題（渋滞、交通事故、環境など）

③時間外割増賃金、休日割増賃
金、深夜割増賃金

申告用の納付証明書を
郵送します

を解決するための基礎資料とし

④精皆勤手当

て活用させていただき、目的以

⑥家族手当

外には使用いたしません。

○問い合わせ

新型コロナウイルス感染症の

選ばれた車を所有されるお宅

感染拡大防止のため、確定申告

にお願いはがきを送付し、その

時の社会保険料控除に必要な

後、本調査票を送付いたします

「納 付 証 明 書（申 告 用）」を 郵

ので、調査の趣旨をご理解いた

送します。

だき、調査へのご協力をお願い

■対象者

いたします。

⑤通勤手当

宮崎労働局労働基準部
賃金室

☎0985(38)8836

労働相談会
■日時

「国民健康保険税」「後期高齢

また、サポートセンターを設

者医療保険料」
「介護保険料」

置しておりますので、調査票記

平日：８時30分〜12時、

の普通徴収の納税義務者

入などでご不明な点がございま

13時〜19時

■納付証明書に記載されている

したら、
お問い合わせください。
■調査期間

内容
「国民健康保険税」「後期高齢

■対象者

13時〜17時

国土交通省が管理す

る自動車登録情報から無作為

の令和３年１月〜12月までに

に抽出された車両の所有者

■郵送時期

■調査方法

自動車の利用状況

について、調査票もしくはイ

令和４年１月中旬ごろ
※年末調整などで郵送より早く

電話対応による別途郵送や窓

国土交通省

口での交付も可能です。詳し

宮崎河川国道事務所

くはお問い合わせください。

二課

郵送配布
九州地方整備局
調査第

サポートセンター

北郷町地域振興センター

☎(64)1113

行

宮崎県最低賃金の改定
宮 崎 県 最 低 賃 金 が10月 ６ 日

政

令和３年自動車起終点
調査ご協力のお願い
国土交通省では、自動車の利

電話、面談（要予

用フォーム）

☎0120(562)922

南郷町地域振興センター

■相談方法

○申込・問い合わせ

直通☎0985(24)8502

☎(55)2111

庁３号館６階）

働委員会ホームページ内の専

○問い合わせ

☎(31)1126

■場所 労働委員会事務局（県

約）、FAX、インターネット（労

再交付が必要な場合には、お

保険係

勤務する労働者および使用者

ト方式で回答
■配布方法

本庁市民課

■対象者 県内の事業所などに

ンターネットによるアンケー

納付済額を知りたい場合や、

○問い合わせ

土日：９時〜12時、

９月〜11月

者医療保険料」
「介護保険料」
納付された合計額

10月９日(土)〜10月15日(金)

(水)か ら「時 間 額821円」に 改
定されることになりました。
最低賃金は臨時、パート、ア

働くあん

しんサポートダイヤル
☎0985(26)7538

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１日(月)

※一括納付で納付済みの方は除
きます。
※「口 座 振 替」の 方 は、納 期 日
までに口座残高の確認をお願
いします。

ルバイトを含む宮崎県内で働く

※納付は「口座振替」を利用さ

すべての労働者に適用されま

れると納め忘れがなく「便利

す。

で安心」です。

用実態を把握することを目的と

※最低賃金の算定に当たって、

して、全国一斉に「全国道路・

次の賃金は算入しません。

ることができない方は、お気

街路交通情勢調査自動車起終点

①臨時に支払われる賃金

軽にご相談ください。

調査」を実施します。

②１カ月を超える期間ごとに支

ご回答いただきました内容

払われる賃金（賞与など）

※何らかの事情で納期内に納め

○問い合わせ
管理係

下水道課

☎(23)9977
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05 お知らせ

健

康

新型コロナワクチンの
集団接種
新型コロナワクチンの集団接
種を次のとおり実施します。接
種するには必ず予約が必要で
す。１回目接種後、20日間間隔
をあけて２回目接種となります
ので、日程が決まっています。
必ずご確認ください。発熱があ
る方やマスクを着用していない
方は入場できません。
■日時
【接種日A】
接種予定人数約600人
・１回目接種 10月10日(日)
10時15分〜16時
・２回目接種 10月31日(日)
10時15分〜16時
【接種日B】
接種予定人数約400人
・１回目接種 10月16日(土)
13時15分〜17時
・２回目接種 11月６日(土)
13時15分〜17時
■場所 サピア日南ショッピン
グセンター２階
■費用 無料
■申込方法 接種日の３日前ま
でにコールセンターまたは
Webで予約(キャンセルする
場合も３日前までにお願いし
ま す)。予 約 時 間 に 必 ず お 越
しください。
２回目接種の予約は、１回目
の予約時に自動的に同じ時間
で予約されます。
■持参 接種券、予診票（黄色
紙*事前に必ずご記入くださ
い）、身 分 証 明 書（運 転 免 許
証、マイナンバーカード、健
康保険証など）
、お薬手帳（お
持ちの方）
※接種券などがない場合は、接
種券再発行や本人確認などに
時間を要しますので、お待ち
いただくことになります。ご
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了承ください。
○予約・問い合わせ
日南市新型コロナワクチン接
種コールセンター（９時〜18
時30分 土日・祝日含む）
☎0120(552)272
Web予約 https://covid19
-wakuchin.jp/452041（24
時間受付可能）
Web予約
QRコード
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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
10月６日(水)、12月１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
11月17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
10月20日(水) ９時〜12時
④応急手当普及員講習
基礎知識(講義)、応急手当の
基礎実技、実技・筆記試験な
ど
12月４日(土)、５日(日)、12
(日) ９時〜18時

⑤応急手当普及員再講習
指導技法、応急手当の指導要
領、実技・筆記試験
12月５日(日)
■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。
○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）

スポーツ
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
・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

06 お知らせ
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食育・地産地消料理教
室〜手作り味噌で朝ご
はん〜
味噌作りの製造工程の一部を
体験していただく教室です。昔
から作り続けられる伝統調味料
「味噌」を、手作りしてみませ
んか。
■日時 11月12日(金)
①９時30分〜12時
②18時〜20時30分
■場所 日南市都市農村交流セ
ンター（細田地区）
■定員 各回15人（申込多数の
場合は抽選とします。開催日
の一週間前までに申込者全員
に通知します）
■参加料 500円
■対象者 市内在住の方
■申込期限 10月18日(月)
■申 込 方 法 メ ー ル、ＦＡＸ、
電話
※メールまたはFAXで申し込む
際は、
「味噌づくり教室申込」
と標記し①希望の時間②郵便
番号③住所④氏名⑤年齢⑥電
話番号を記入してください。
■その他 作った味噌（１㎏）
はお持ち帰りいただけます。
新型コロナウイルス感染症の
状況によっては開催を中止す
る場合があります。
○申込・問い合わせ
本庁農政課 農業振興係
☎(31)1132
FAX(24)0080
Eメール:nogyo@city.nichinan.lg.jp

ハンディキャップ指導
員養成講座受講生
学校や地域からの依頼により
開催されるハンディキャップ体
験（車いす体験・アイマスク体

験・高齢者擬似体験など）の指
導員養成講座を開催します。
今後、指導員として活躍いた
だける方の参加をお待ちしてお
ります。
■日時
11月１日(月)、２日(火)
10時〜16時
■場所
まなびピア２階 会議室２
■費用 無料
※ボランティア活動保険未加入
の方は、保険料350円が必要
です。
■申込期限 10月８日(金)
■その他 今後の新型コロナウ
イルス感染拡大の状況によっ
ては、開催できない可能性も
あります。ご了承ください。
○申込・問い合わせ 日南市社
会福祉協議会 福祉サービス
課 地域福祉係 担当：堀口
☎(23)1191
FAX(27)3533

令和3年度後期技能検
定
技能検定とは、働く人たちの
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。機械加工、建築大工や
ファイナンシャル・プランニン
グなど全部で130職種の試験が
あります。試験に合格すると合
格証書が交付され、「技能士」
と名乗ることができます。
■受検申請期間 10月４日(月)
〜10月15日(金)
■試験実施期間 12月３日(金)
〜令和４年２月13日(日)
※実施日は宮崎県職業能力開発
協会から通知します。
■合格発表
令和４年３月11日(金)
■その他 詳細については、県
HPを御覧ください。

○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

イベント
第42回 全 国 歯 科 保 健
大会
■日時 11月13日(土)
12時30分〜16時20分
（開場：12時）
■場所 メディキット県民文化
セ ン タ ー（宮 崎 県 立 芸 術 劇
場）
■定員 250人（先着順）
■特別講演
東京２０２０オリンピック男
子柔道代表 監督／金メダリ
スト 井上 康生 氏
■ダンスパフォーマンス
・みやざき犬
・宮崎商業高校ダンス部
■申込方法 ＱＲコードから申
込フォームへアクセスしてい
ただくか、はがきまたはＦＡ
Ｘに「氏名（ふりがな）
・性別・
年齢・住所・電話番号」を明
記のうえ、「第42回全国歯科
保健大会参加希望」と書いて
下記申込先へお送りくださ
い。
※入場券を発送しますので、住
所は最後まで正確にご記入く
ださい。
※受付完了の返信はいたしませ
んので、ご了承ください。
○申込・問い合わせ
宮崎県歯科医師会事務局
〒880-0021
宮崎県宮崎市清水1-12-2
☎0985(29)0055
FAX0985(22)6551
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ターゲット・バードゴル
フ初心者講習会参加者
羽根付きのボールを専用のゴ
ルフクラブで打ち、カゴに入れ
る競技です。初めての方でも楽
しめて、良い運動になります。
女 性 の 方 で も 大 歓 迎 で す。ぜ
ひ、参加してみませんか。
■日時 11月４日(木)〜６日(土)
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日南店
裏河川敷）
■参加料 無料
■申込期限 10月31日(日)
※道具は協会で準備します。
■申込方法 電話
○申込・問い合わせ
日南市ターゲット・バードゴ
ルフ協会
☎080(8589)3518（黒木）
☎090(4377)0053（鈴木）

イベント
第15回日南・レコード
コンサート
日本のグループサウンズと、
日本だけでなく世界中に大きな
影響を与えたザ・ビートルズの
曲をたっぷりお届けします。真
空管アンプで聴くレコードには
生演奏のように臨場感がありま
す。
※手作り真空管アンプも展示し
ます。
■日時 10月31日(日)
開場 13時
開演 13時30分〜15時
■場所 まなびピア２階 視聴
覚室
■内容 日本のグループサウン
ズとザ・ビートルズ
■定員 先着40人
■申込期限 10月30日(土)
※要予約
■参加料 無料
7

（マスク着用・手洗いをお願
いします）
○予約・問い合わせ
日南・レコードを楽しむ会
関谷 ☎(67)5914

日南こども食堂
■日時 10月９日(土)
17時30分〜18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
・提供できる食事がなくなり次
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。
・新型コロナ感染予防のため、
当面の間食材などのお持ち帰
りとなります。
・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

国文祭・芸文祭パート
ナーシッププログラム
「まちなか文化祭」
日南市の産業・歴史・文化を
発信する「巡って、見て、作っ
て、楽しむまちなか文化祭」を
油津地区を中心に開催します。
「まちなかねり歩き」、「趣味の
ひろば作品展」、「日南今昔写真

展」など、市民参加型の文化祭
です。
開催日時・会場など、イベン
トごとの詳細は、日南まちづく
り（株）ホームページをご覧く
ださい。
なお、新型コロナウイルス感
染症の感染状況により、一部中
止・縮小開催となる場合があり
ます。
■開催期間
10月17日(日)まで
○問い合わせ 日南まちづくり
（株） ☎(55)5550

図書館イベント
図書館まつり
inまなびピア
■内 容 UMKア ナ ウ ン サ ー に
よる絵本・本の読み語り。ど
なたに会えるかはお楽しみ
に。
■日時 11月20日(土）
14時〜15時
■場所 まなびピア２階 視聴
覚室
■定員 40人（親子での参加歓
迎）
■申込期間 10月23日(土)〜11
月５日(金)（定員を超えた場
合抽選）
■申込方法 市内図書館窓口ま
たは電話（１件につき３人ま
で申込可能）
■その他 状況により中止あり
○申込・問い合わせ 日南市立
図書館（飫肥） ☎(25)0158

ハロウィン工作『ちいさ
なおばけをつくろう』
■内容 かんたんかわいいハロ
ウィンおばけを作ります。
■日時 10月23日(土)、
24日(日)
９時〜16時
■場所 まなびピア図書館
■対象 児童（事前申込不要）
○問い合わせ まなびピア図書
館 ☎(22)5666

08 お知らせ

無料相談案内

〜秘密は守られますのでお気軽にご相談を〜

消費生活相談

司法書士会による無料法律相談会

■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）

■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19日(火) 14時〜16時
（１人40分）市役所東プレハブ203、204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）

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28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。

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

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)

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）
。
※発熱がある場合は、事前に電話での連絡をお願いします。

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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