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合併10周年記念イベント 申し込み順ではありませんので、余裕をもってお
申し込みください。
 ・１人１回しか申し込むことができません。複数の申
し込みが確認出来た場合は、１件として取り扱い
ます。
 ・抽選の結果、当選されても期限内に入金がなかっ
た場合は、予約が無効となります。
 ・チケットの枚数の変更、キャンセル、払い戻しなど
は一切受付できません（荒天中止の場合を除く）。
 ・購入されたチケットの営利目的の売買、譲渡、オー
クションなどへの出品は規約違反のため、固く禁
止します。転売・譲渡されたチケットは無効であ
り、入場をお断りします。それらの行為のもと発
生したトラブルについては一切の責任を負いかね
ます。
 ・入場時に、本人を確認するため、顔写真付き身分
証明書などが必要です。
 ・申込者の個人情報は、今回のチケット受付を目的
とした業務のみに使用され、終了後は当該データ
を破棄します。予めご了承の上、お申し込みくだ
さい。

■往復はがきの書き方

○問い合わせ
　本庁総務・危機管理課　総務係　☎(31)1113

秦 基博 野外ライブ チケット市民先行予約
　日南市民の皆さまを対象に、一般発売に先駆けチ
ケットの先行予約を受け付けます。
　「日南市合併10周年記念 “HATA EXPO” in 飫肥
城下町 supported by 丸商建設」
■日時　10月20日(日)
　開場14:30　開演15:30　※終演17:30予定
■会場　飫肥小学校グラウンド「特設ステージ」
■出演　秦 基博 ほか　※今夏、ゲストアーティスト
発表予定

■チケット料金　立ち位置指定5,000円（税込）
（※チケットに記載されている指定番号の位置でご
観覧いただきます）

※雨天決行・荒天中止
※未就学児の入場は、保護者の指定位置範囲内で、
周りのご迷惑にならないようにご覧ください。

※イスなどの持ち込みはご遠慮ください（レジャー
シートなどの敷物は持ち込み可）。

※小学生以上はチケットが必要です。
【申し込み対象】
　日南市民（日南市内に住んでいる方に限ります）
※チケット（または、チケットの受取方法の連絡）は、
申込時に記載のあった「申込者の住所」宛てにし
か送付できません。

【市民先行予約（800枚）】
 ・受付方法①：往復はがき（8/7消印有効）
 ・受付方法②：専用申込フォーム
　（https://www.city.nichinan.lg.jp/hataexpo/）
 ・受付期間：７月８日(月)～８月７日(水)　23:59
 ・抽選：８月16日(金)までに抽選
 ・抽選結果通知：８月19日(月)～８月30日(金)
 ・支払期間：９月２日(月)～９月13日(金)
※支払方法や、チケットの受取方法は、当選者に通知
（抽選結果通知時）
【申込枚数制限】　１人４枚まで
【注意事項】　必ずお読みください。
 ・市民先行予約はチケットの確保を約束するもので
はありません。予定枚数（800枚）を超える申し込
みがあった場合は、抽選となります。また、席につ
いても、必ずしも前方・中央の席となるわけでは
ありません。
 ・抽選結果・席・整理番号に関する質問や苦情はお
受けできません。
 ・受付開始直後・終了直前は混雑が予想されます。
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月　日
７/17(水)
７/18(木)
７/24(水)
８/１(木)

受付時間

８時～10時※

場　　所
東郷公民館
東郷公民館
風田区交流センター
老人福祉センター

月　日
７/11(木)

７/19(金)

受付時間
８時～10時※
８時～９時
10時～10時30分

場　　所
鵜戸支所（集会所）
富土集落センター
JAはまゆう伊比井出張所

　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農　業 畜産農家の皆さんへ

【蚊の防除のポイント】
　蚊の防除は、水中に生息する
ボウフラ（蚊の幼虫）を退治
することが最も有効です。
 ・容器を逆さにする。撤去する。
屋内や雨の当たらない場所に
移動させる。
 ・なくせない水たまりは、定期的
に清掃、水の交換を行う。覆
いを被せる。
 ・雑草は定期的に刈り取り、樹木
は適切に剪定して風通しを良
くする。
 ・散水用の汲み置き水、植木鉢
の受け皿などは、1週間に1回
水を入れ替える。
○問い合わせ
　本庁健康増進課　☎(31)1129

マイナンバーカードの
申請・受け取りはお済
ですか

　奇数月の第２日曜日に開庁し
ます。ぜひご利用ください。
■対象者　マイナンバーカード
の交付通知書（はがき）が送
付されてきた方。

※交付期限が過ぎていても、受
け取りできます。
■休日開庁日時
　７月14日・９月８日
　11月10日・１月12日
　３月８日
※９時～12時
■場所　ふれあい健やかセン
ター１階　市民課
■受け取りに必要な物
 ・交付通知書（はがき）
 ・印鑑
 ・通知カード（マイナンバーが
記載してある緑の紙）
 ・身分証明書
　写真付身分証明書１点、また
は写真なし身分証明書２点
 ・住基カード（所有者のみ）
■申請に必要な物
 ・印鑑

 ・個人番号カード交付申請書
※紛失された方は身分証明書を
お持ちください。

※詳細や不明な点はお問い合わ
せください。

○問い合わせ　本庁市民課
　戸籍住民係　☎(31)1124

軽減税率対応レジ補助

　お使いのレジは、消費税軽減
税率対応レジになっていますか。
　10月からの消費税率引上げに
伴い、軽減税率対象商品を扱う
店舗等は、複数税率に対応した
レジが必要です。今、国がレジの
導入や改修費用を支援していま
す。詳しくはお尋ね下さい。
○問い合わせ
　軽減税率対策補助金事務局　
☎0120(398)111

キャッシュレス・ポイ
ント還元支援

　キャッシュレスでお買い物し
た場合のポイント還元を支援し
ます。
　10月からの消費税率引上げに
伴う需要平準化対策として、
キャッシュレスを使った場合、来
年６月までポイント還元を国が
支援します。支援対象は、中小・
小規模事業者が営む店舗等で原
則全産業が対象です。詳しくは
お尋ね下さい。
○問い合わせ　キャッシュレス・
消費者還元事務局
　☎0570(000)655

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　７月23日(火)　15時～
■場所　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

７月31日までに
納めましょう。

■固定資産税２期
■国民健康保険税２期
■介護保険料２期
■後期高齢者医療保険料１期
※7月22日(月)頃までに後期高齢
者医療保険料の通知書が届か
なかった方は、ご連絡くださ
い。
○問い合わせ
【後期高齢者医療保険料】
　本庁市民課　保険係
　☎(31)1126
【納税に関すること】
　本庁税務課　納税管理係
　☎(31)1122

水道メーターを取り換
えます

　市では、計量法に基づき、検定
満了（８年）を迎える水道メー
ターの取り換えを実施していま
す。この取り換えには、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
　７月16日(火)～11月29日(金)
■対象地区　市内全域
■費用　無料
■委託業者
（日南・北郷地区）
　日南管工事協同組合
（南郷地区）
　南郷地区水道業者協議会
※作業従事者は、市発行の業務
従事者証を所持しています。
○問い合わせ　本庁水道課
　営業係　☎(31)1149

毎週土曜・日曜は、ボ
ウフラ退治の日

　６月～９月まで、ヒトスジシマ
カが多く発生します。
　蚊が媒介する感染症(テング
熱・黄熱など)をまん延させない
ため、日ごろから家のまわりで
の蚊対策に心がけましょう。

税　金

生　活

商工業

教　育

健　康

スポーツ

募　集

■検診料金　1,000円（生活保護証明のある方は無
料）

【歯周疾患検診（歯とお口の無料検診）】
■検診期間　６月１日(土)～10月31日(木)
■検診料金　無料
【肝炎ウイルス検診】
■検診期間　６月１日(土)～12月28日(土)
■検診料金　無料
※対象者以外でも、40歳以上で過去に肝炎ウイルス
検査を受けたことのない方は、検査費用の一部助
成があります。詳しく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

「日南総合運動公園プール」オープン

■期間　７月13日(土)～９月１日(日)
■利用時間　９時30分～16時30分
■料金
　幼児   200円　児童・生徒   360円　一般   510円
○問い合わせ　プール管理者ＴＪグループ
　プール管理棟　☎(23)6563

姿勢改善スペシャルデー

　からだ作りの専門家が姿勢についてアドバイス。
①姿勢の話　②ピラティス体験　③ヨガ体験
（小学生以下はキッズ体育プログラム）
詳細：https://1step16.com
■日時　７月14日(日)
　10時30分～12時15分　(10時から受付開始)
■場所　ホテルJ’ s日南リゾート
■定員　30人
■費用　大人1,600円　小学生以下500円
■申込期限　７月12日(金)
■服装・持って行く物　動きやすい服装・ヨガマット
又は大きめのバスタオル・飲み物

※全員に温泉チケットをプレゼント
○申込・問い合わせ　１STEP（高橋）
　☎090(4356)2050　E-mail:1step@tcare.biz

各種がん検診のお知らせ

　申し込みをされている方は、どの会場でも受診で
きます。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
■対象者　40歳以上
■持っていく物　受診票、大腸がん検診容器（受診
者のみ）、検診料金、健康手帳

※７月19日(金)を除く全会場において、大腸がん検
診のみの方は受付時間９時～10時

【鵜戸会場】

子宮頸がん検診
■対象者：20歳以上の女性
■持っていく物：受診票、検診料金、健康手帳
【飫肥地区】

○申込・問い合わせ　本庁健康増進課　☎(31)1129

骨粗しょう症・歯周疾患・肝炎ウイ
ルス検診について

　検診により、自覚症状なく進む病気を早期発見し、
予防につなげることができます。
　以下の検診の対象となる方には、５月下旬に案内
はがきを郵送しています。
　案内はがきに記載されている検診実施医療機関に
ご予約のうえ、早めの受診をおすすめします。
【骨粗しょう症検診】
■検診期間　６月１日(土)～10月31日(木)

【東郷会場】

月　日
７/25(木)
７/30(火)
７/31(水)
８/２(金)

受付時間

８時～10時※

場　　所
瀬西公民館
下東公民館
梅上公民館
まなびピア

【油津会場】

月　日

７/23(火)

受付時間
９時～10時
13時～14時

場　　所

飫肥公民館

ヒトスジシマカ

☎(32)5066



23

03　お知らせ 02　お知らせ

月　日
７/17(水)
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８時～９時
10時～10時30分

場　　所
鵜戸支所（集会所）
富土集落センター
JAはまゆう伊比井出張所

　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農　業 畜産農家の皆さんへ

【蚊の防除のポイント】
　蚊の防除は、水中に生息する
ボウフラ（蚊の幼虫）を退治
することが最も有効です。
 ・容器を逆さにする。撤去する。
屋内や雨の当たらない場所に
移動させる。
 ・なくせない水たまりは、定期的
に清掃、水の交換を行う。覆
いを被せる。
 ・雑草は定期的に刈り取り、樹木
は適切に剪定して風通しを良
くする。
 ・散水用の汲み置き水、植木鉢
の受け皿などは、1週間に1回
水を入れ替える。
○問い合わせ
　本庁健康増進課　☎(31)1129

マイナンバーカードの
申請・受け取りはお済
ですか

　奇数月の第２日曜日に開庁し
ます。ぜひご利用ください。
■対象者　マイナンバーカード
の交付通知書（はがき）が送
付されてきた方。

※交付期限が過ぎていても、受
け取りできます。
■休日開庁日時
　７月14日・９月８日
　11月10日・１月12日
　３月８日
※９時～12時
■場所　ふれあい健やかセン
ター１階　市民課
■受け取りに必要な物
 ・交付通知書（はがき）
 ・印鑑
 ・通知カード（マイナンバーが
記載してある緑の紙）
 ・身分証明書
　写真付身分証明書１点、また
は写真なし身分証明書２点
 ・住基カード（所有者のみ）
■申請に必要な物
 ・印鑑

 ・個人番号カード交付申請書
※紛失された方は身分証明書を
お持ちください。

※詳細や不明な点はお問い合わ
せください。

○問い合わせ　本庁市民課
　戸籍住民係　☎(31)1124

軽減税率対応レジ補助

　お使いのレジは、消費税軽減
税率対応レジになっていますか。
　10月からの消費税率引上げに
伴い、軽減税率対象商品を扱う
店舗等は、複数税率に対応した
レジが必要です。今、国がレジの
導入や改修費用を支援していま
す。詳しくはお尋ね下さい。
○問い合わせ
　軽減税率対策補助金事務局　
☎0120(398)111

キャッシュレス・ポイ
ント還元支援

　キャッシュレスでお買い物し
た場合のポイント還元を支援し
ます。
　10月からの消費税率引上げに
伴う需要平準化対策として、
キャッシュレスを使った場合、来
年６月までポイント還元を国が
支援します。支援対象は、中小・
小規模事業者が営む店舗等で原
則全産業が対象です。詳しくは
お尋ね下さい。
○問い合わせ　キャッシュレス・
消費者還元事務局
　☎0570(000)655

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　７月23日(火)　15時～
■場所　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

７月31日までに
納めましょう。

■固定資産税２期
■国民健康保険税２期
■介護保険料２期
■後期高齢者医療保険料１期
※7月22日(月)頃までに後期高齢
者医療保険料の通知書が届か
なかった方は、ご連絡くださ
い。
○問い合わせ
【後期高齢者医療保険料】
　本庁市民課　保険係
　☎(31)1126
【納税に関すること】
　本庁税務課　納税管理係
　☎(31)1122

水道メーターを取り換
えます

　市では、計量法に基づき、検定
満了（８年）を迎える水道メー
ターの取り換えを実施していま
す。この取り換えには、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
　７月16日(火)～11月29日(金)
■対象地区　市内全域
■費用　無料
■委託業者
（日南・北郷地区）
　日南管工事協同組合
（南郷地区）
　南郷地区水道業者協議会
※作業従事者は、市発行の業務
従事者証を所持しています。
○問い合わせ　本庁水道課
　営業係　☎(31)1149

毎週土曜・日曜は、ボ
ウフラ退治の日

　６月～９月まで、ヒトスジシマ
カが多く発生します。
　蚊が媒介する感染症(テング
熱・黄熱など)をまん延させない
ため、日ごろから家のまわりで
の蚊対策に心がけましょう。

税　金

生　活

商工業

教　育

健　康

スポーツ

募　集

■検診料金　1,000円（生活保護証明のある方は無
料）

【歯周疾患検診（歯とお口の無料検診）】
■検診期間　６月１日(土)～10月31日(木)
■検診料金　無料
【肝炎ウイルス検診】
■検診期間　６月１日(土)～12月28日(土)
■検診料金　無料
※対象者以外でも、40歳以上で過去に肝炎ウイルス
検査を受けたことのない方は、検査費用の一部助
成があります。詳しく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

「日南総合運動公園プール」オープン

■期間　７月13日(土)～９月１日(日)
■利用時間　９時30分～16時30分
■料金
　幼児   200円　児童・生徒   360円　一般   510円
○問い合わせ　プール管理者ＴＪグループ
　プール管理棟　☎(23)6563

姿勢改善スペシャルデー

　からだ作りの専門家が姿勢についてアドバイス。
①姿勢の話　②ピラティス体験　③ヨガ体験
（小学生以下はキッズ体育プログラム）
詳細：https://1step16.com
■日時　７月14日(日)
　10時30分～12時15分　(10時から受付開始)
■場所　ホテルJ’ s日南リゾート
■定員　30人
■費用　大人1,600円　小学生以下500円
■申込期限　７月12日(金)
■服装・持って行く物　動きやすい服装・ヨガマット
又は大きめのバスタオル・飲み物

※全員に温泉チケットをプレゼント
○申込・問い合わせ　１STEP（高橋）
　☎090(4356)2050　E-mail:1step@tcare.biz

各種がん検診のお知らせ

　申し込みをされている方は、どの会場でも受診で
きます。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
■対象者　40歳以上
■持っていく物　受診票、大腸がん検診容器（受診
者のみ）、検診料金、健康手帳

※７月19日(金)を除く全会場において、大腸がん検
診のみの方は受付時間９時～10時

【鵜戸会場】

子宮頸がん検診
■対象者：20歳以上の女性
■持っていく物：受診票、検診料金、健康手帳
【飫肥地区】

○申込・問い合わせ　本庁健康増進課　☎(31)1129

骨粗しょう症・歯周疾患・肝炎ウイ
ルス検診について

　検診により、自覚症状なく進む病気を早期発見し、
予防につなげることができます。
　以下の検診の対象となる方には、５月下旬に案内
はがきを郵送しています。
　案内はがきに記載されている検診実施医療機関に
ご予約のうえ、早めの受診をおすすめします。
【骨粗しょう症検診】
■検診期間　６月１日(土)～10月31日(木)

【東郷会場】

月　日
７/25(木)
７/30(火)
７/31(水)
８/２(金)

受付時間

８時～10時※

場　　所
瀬西公民館
下東公民館
梅上公民館
まなびピア

【油津会場】

月　日

７/23(火)

受付時間
９時～10時
13時～14時

場　　所

飫肥公民館

ヒトスジシマカ

☎(32)5066
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応急手当講習会

　大切な人の命を守るため、正
しい心肺蘇生法やＡＥＤの使い
方など、知識や技術を学んでみ
ませんか。１人でも受講可能で
す。気軽にお申し込みください。
■日時・コース・内容
※全コース、集合時間は８時50
分です。
①救命入門コース
　胸骨圧迫（人工呼吸なし）、Ａ
ＥＤの使用法
　７月10日(水)、８月７日(水)、
９月11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
　７月24日(水)　９月25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
　８月21日(水)
　９時～12時
■場所　消防本部
■定員　各コース15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
人以上の団体であれば、職員
が出向いて、講習をします。
○申込・問い合わせ　消防本部
　警防課　☎(23)7584
　(平日の８時30分～17時15分)

夏の交通安全県民総ぐ
るみ運動
（期間：７月11日～20日）

　期間中に市内で交通安全集会
を実施します。集会後は、県警
音楽隊による演奏会を開催しま
す。どなたでも参加できますの
で、ぜひ、ご来場ください。
■日時　７月12日(金)
　（交通安全集会）10時30分～
　（演奏会）11時～

※10時25分までにご来場くださ
い。
■場所　文化センターホール
■入場料　無料
○問い合わせ
　本庁地域自治課　市民生活係
　☎(31)1176
　日南警察署交通課
　☎(22)0110

下水道排水設備工事責
任技術者試験

　排水設備工事は、下水道の機
能を十分生かすために、責任技
術者のいる指定店が実施するこ
とになっています。資格取得を
目指す方は、ぜひ、受験してく
ださい。
■日時　11月10日(日)
　14時～16時（受付）13時～
■場所　宮崎市民プラザ
■受験料　6,000円
■申込方法　７月１日(月)から
下水道課で配付する申請書に
必要事項を記入の上、直接、
下水道課へお持ちください。

■申込期間
　７月16日(火)～31日(水)
（平日の８時30分～17時15分）
○申込･問い合わせ
　下水道課　☎(23)9977
　（日南下水終末処理場内　大字
平野2820番地）

民生委員・児童委員一
斉改選の年です

　民生委員・児童委員は、地域
の身近な相談役として、さまざ
まな問題解決に向けて、熱心に
取り組んでいます。住民の立場
に立って、福祉を担うボランティ
アです。
　また、主任児童委員は、子ど
もや子育てに関する支援を専門
に担当する民生委員・児童委員
です。
　地域の身近な相談役として活
躍されている民生委員・児童委
員は、市民の安心安全な福祉の

消　防

福　祉

生　活

交通安全

まちづくりの実現に欠かせない
役割を担っています。
　民生委員・児童委員の任期は
３年であり、今年は全国一斉改
選が行われます。
　地域全体の福祉を支える民生
委員・児童委員の活動にご理解
とご協力をお願いします。
○問い合わせ　本庁福祉課
　管理係　☎(31)1163

日南市新庁舎設計に関
する業者説明会
（日南市新庁舎建設設計業
務公募型プロポーザル）

　設計業者から設計、取り組み
実績、技術力などについて提案
してもらい、内容を総合的に判
断し、業務に最も適した設計業
者を選定するものです。
■日時　７月18日(木)
　開場：午前９時30分
　開始：午前10時15分～午後
２時40分
■場所　日南市文化センター　
大ホール
※事前申込は不要です。
※入場無料。
※その他注意事項等を含め詳細
につきましては、当日会場に
てご案内いたします。
○問い合わせ　財産マネジメン
ト課　庁舎建設推進係
　☎(27)3151

「憩いの森」
　大人の方を対象としたぬり絵
や折り紙、脳トレなどを毎月第２
水曜日に開催しています。
　７月は折り紙です！
■日時
　７月10日(水)　10時～11時
■場所　北郷図書館
■対象者　大人
■定員　なし
■参加料　無料
○問い合わせ
　北郷図書館　☎(55)2469

国保・後期
　病院・薬局での支払いが、この認定証を提示すると、自己負担限度額までになります。
■申請受付　８月1日(木) ～　※認定証は原則、申請月の１日から適用
■申請に必要な物　必要な方の被保険者証、印鑑、マイナンバーが分かるもの
※代理申請の場合は、手続きに来る方の身分証明書と印鑑も必要になります。
※自己負担限度額は、年齢や所得などの要件により異なります。詳細は、お問い合わせください。

国民健康保険加入者
【対象者】
〈69歳以下の方〉
 ・国保加入者全ての方
　※国保税の滞納がある世帯を除く。
〈70歳から74歳までの方〉
 ・世帯主および国保加入者全員が市民税非課税　 
　世帯の方
 ・窓口負担が３割の方（※注１）
●現在、長期入院の認定を受けている方は、必ず
８月中に更新にお越しいただき、入院中の医療
機関に提示をお願いします。

後期高齢者医療制度加入者
【対象者】
〈75歳以上・65歳～74歳の障害認定者〉
 ・世帯員全員が市民税非課税の世帯の被保険者
 ・窓口負担が３割の方（※注１）
●現在認定証をお持ちの方で、該当になる方に
は、７月上旬に郵送します。

医療費の支払いが便利な「限度額適用認定証」

後　期
　これまで保険料が９割軽減（年額4,800円）となっていた方（年金収入80万円以下）は、今年度、８割軽減（年
額9,600円）に変わります。
　保険料均等割の軽減特例は、世代間の公平を図るため、介護保険料や年金生活者支援給付金の支給にあわ
せて制度本来の仕組みに戻すこととされていました。医療保険をこれからも安心できる制度にするための見
直しであることをご理解ください。
■保険料を年金からの引き落としで納め
ている皆様へ
　年度の前半（４・６・８月）は前年度
の２月の引き落とし額と同額となり、後
半（10・12・２月）で年間の保険料を
調整します。　※引き落とし額への影響
は、基本的に10月からです。
○問い合わせ
　本庁市民課　保険係　☎(31)1126
　宮崎県後期高齢者医療広域連合　☎0985(62)0921

後期高齢者医療保険料の均等割軽減特例の見直し

安　全
■行動目標
 ・犯罪や非行のない安全・安心な地域社会を築くための、取り組みを進めよう。
 ・犯罪や非行をした人たちの立ち直りを支えよう。
■重点事項
 ・出所者などの事情を理解した上で、雇用する企業の数を増やすこと。
 ・帰るべき場所がないまま、刑務所から社会に戻る人の数を減らすこと。
 ・薬物依存からの回復と、社会復帰を長期的に支える地域の環境を作ること。
 ・罪を犯した高齢者・障害者などが、社会復帰に必要な支援を受けられるよう環境を作ること。
 ・非行少年などが学びを継続できる環境を作ること。
○問い合わせ　本庁総務・危機管理課　☎(31)1113

７月は、“社会を明るくする運動”の強調月間です
期間中、街頭広報活動などを行います。ご協力をお願いいたします。

700円
700円
700円
900円
900円
900円

引き落とし金額の例
平成30年度　年額4,800円　→　令和元年度　年額9,600円

４月
６月
８月
10月
12月
２月

900円
900円
900円
2,300円
2,300円
2,300円

４月
６月
８月
10月
12月
２月

　（※注１）平成30年８月から制度改正により、限度額認定証が交付される場合があります。
○受付・問い合わせ　本庁市民課　保険係　☎(31)1126 北郷町地域振興センター　☎(55)2111
 南郷町地域振興センター　☎(64)1113

行　政

イベント
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応急手当講習会

　大切な人の命を守るため、正
しい心肺蘇生法やＡＥＤの使い
方など、知識や技術を学んでみ
ませんか。１人でも受講可能で
す。気軽にお申し込みください。
■日時・コース・内容
※全コース、集合時間は８時50
分です。
①救命入門コース
　胸骨圧迫（人工呼吸なし）、Ａ
ＥＤの使用法
　７月10日(水)、８月７日(水)、
９月11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
　７月24日(水)　９月25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
　８月21日(水)
　９時～12時
■場所　消防本部
■定員　各コース15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
人以上の団体であれば、職員
が出向いて、講習をします。
○申込・問い合わせ　消防本部
　警防課　☎(23)7584
　(平日の８時30分～17時15分)

夏の交通安全県民総ぐ
るみ運動
（期間：７月11日～20日）

　期間中に市内で交通安全集会
を実施します。集会後は、県警
音楽隊による演奏会を開催しま
す。どなたでも参加できますの
で、ぜひ、ご来場ください。
■日時　７月12日(金)
　（交通安全集会）10時30分～
　（演奏会）11時～

※10時25分までにご来場くださ
い。
■場所　文化センターホール
■入場料　無料
○問い合わせ
　本庁地域自治課　市民生活係
　☎(31)1176
　日南警察署交通課
　☎(22)0110

下水道排水設備工事責
任技術者試験

　排水設備工事は、下水道の機
能を十分生かすために、責任技
術者のいる指定店が実施するこ
とになっています。資格取得を
目指す方は、ぜひ、受験してく
ださい。
■日時　11月10日(日)
　14時～16時（受付）13時～
■場所　宮崎市民プラザ
■受験料　6,000円
■申込方法　７月１日(月)から
下水道課で配付する申請書に
必要事項を記入の上、直接、
下水道課へお持ちください。

■申込期間
　７月16日(火)～31日(水)
（平日の８時30分～17時15分）
○申込･問い合わせ
　下水道課　☎(23)9977
　（日南下水終末処理場内　大字
平野2820番地）

民生委員・児童委員一
斉改選の年です

　民生委員・児童委員は、地域
の身近な相談役として、さまざ
まな問題解決に向けて、熱心に
取り組んでいます。住民の立場
に立って、福祉を担うボランティ
アです。
　また、主任児童委員は、子ど
もや子育てに関する支援を専門
に担当する民生委員・児童委員
です。
　地域の身近な相談役として活
躍されている民生委員・児童委
員は、市民の安心安全な福祉の

消　防

福　祉

生　活

交通安全

まちづくりの実現に欠かせない
役割を担っています。
　民生委員・児童委員の任期は
３年であり、今年は全国一斉改
選が行われます。
　地域全体の福祉を支える民生
委員・児童委員の活動にご理解
とご協力をお願いします。
○問い合わせ　本庁福祉課
　管理係　☎(31)1163

日南市新庁舎設計に関
する業者説明会
（日南市新庁舎建設設計業
務公募型プロポーザル）

　設計業者から設計、取り組み
実績、技術力などについて提案
してもらい、内容を総合的に判
断し、業務に最も適した設計業
者を選定するものです。
■日時　７月18日(木)
　開場：午前９時30分
　開始：午前10時15分～午後
２時40分
■場所　日南市文化センター　
大ホール
※事前申込は不要です。
※入場無料。
※その他注意事項等を含め詳細
につきましては、当日会場に
てご案内いたします。
○問い合わせ　財産マネジメン
ト課　庁舎建設推進係
　☎(27)3151

「憩いの森」
　大人の方を対象としたぬり絵
や折り紙、脳トレなどを毎月第２
水曜日に開催しています。
　７月は折り紙です！
■日時
　７月10日(水)　10時～11時
■場所　北郷図書館
■対象者　大人
■定員　なし
■参加料　無料
○問い合わせ
　北郷図書館　☎(55)2469

国保・後期
　病院・薬局での支払いが、この認定証を提示すると、自己負担限度額までになります。
■申請受付　８月1日(木) ～　※認定証は原則、申請月の１日から適用
■申請に必要な物　必要な方の被保険者証、印鑑、マイナンバーが分かるもの
※代理申請の場合は、手続きに来る方の身分証明書と印鑑も必要になります。
※自己負担限度額は、年齢や所得などの要件により異なります。詳細は、お問い合わせください。

国民健康保険加入者
【対象者】
〈69歳以下の方〉
 ・国保加入者全ての方
　※国保税の滞納がある世帯を除く。
〈70歳から74歳までの方〉
 ・世帯主および国保加入者全員が市民税非課税　 
　世帯の方
 ・窓口負担が３割の方（※注１）
●現在、長期入院の認定を受けている方は、必ず
８月中に更新にお越しいただき、入院中の医療
機関に提示をお願いします。

後期高齢者医療制度加入者
【対象者】
〈75歳以上・65歳～74歳の障害認定者〉
 ・世帯員全員が市民税非課税の世帯の被保険者
 ・窓口負担が３割の方（※注１）
●現在認定証をお持ちの方で、該当になる方に
は、７月上旬に郵送します。

医療費の支払いが便利な「限度額適用認定証」

後　期
　これまで保険料が９割軽減（年額4,800円）となっていた方（年金収入80万円以下）は、今年度、８割軽減（年
額9,600円）に変わります。
　保険料均等割の軽減特例は、世代間の公平を図るため、介護保険料や年金生活者支援給付金の支給にあわ
せて制度本来の仕組みに戻すこととされていました。医療保険をこれからも安心できる制度にするための見
直しであることをご理解ください。
■保険料を年金からの引き落としで納め
ている皆様へ
　年度の前半（４・６・８月）は前年度
の２月の引き落とし額と同額となり、後
半（10・12・２月）で年間の保険料を
調整します。　※引き落とし額への影響
は、基本的に10月からです。
○問い合わせ
　本庁市民課　保険係　☎(31)1126
　宮崎県後期高齢者医療広域連合　☎0985(62)0921

後期高齢者医療保険料の均等割軽減特例の見直し

安　全
■行動目標
 ・犯罪や非行のない安全・安心な地域社会を築くための、取り組みを進めよう。
 ・犯罪や非行をした人たちの立ち直りを支えよう。
■重点事項
 ・出所者などの事情を理解した上で、雇用する企業の数を増やすこと。
 ・帰るべき場所がないまま、刑務所から社会に戻る人の数を減らすこと。
 ・薬物依存からの回復と、社会復帰を長期的に支える地域の環境を作ること。
 ・罪を犯した高齢者・障害者などが、社会復帰に必要な支援を受けられるよう環境を作ること。
 ・非行少年などが学びを継続できる環境を作ること。
○問い合わせ　本庁総務・危機管理課　☎(31)1113

７月は、“社会を明るくする運動”の強調月間です
期間中、街頭広報活動などを行います。ご協力をお願いいたします。

700円
700円
700円
900円
900円
900円

引き落とし金額の例
平成30年度　年額4,800円　→　令和元年度　年額9,600円

４月
６月
８月
10月
12月
２月

900円
900円
900円
2,300円
2,300円
2,300円

４月
６月
８月
10月
12月
２月

　（※注１）平成30年８月から制度改正により、限度額認定証が交付される場合があります。
○受付・問い合わせ　本庁市民課　保険係　☎(31)1126 北郷町地域振興センター　☎(55)2111
 南郷町地域振興センター　☎(64)1113

行　政

イベント



67

07　お知らせ 06　お知らせ

油津港まつり２０１９花
火大会
～海上保安庁巡視艇「し
ろかぜ」体験航海～

■期日　７月20日(土)
■場所　油津港第４号岸壁付近
【体験航海】
 ・各回定員　15人
 ・航海時間　約40分
 ・受付時間
　（１回目）　９時15分～９時30
分
　（２回目）　10時45分～11時
　（３回目）　12時45分～13時
※受付終了後に乗船します。
■申込方法　希望枚数（２枚ま
で）・乗船希望時間・住所・氏
名（代表者）・電話番号を記入
の上ハガキで申し込んでくだ
さい。

■申込期限　７月12日(金）必着
※応募多数の場合は抽選し、当
選された方に「乗船券」を送
付します。
○申込・問い合わせ　油津港ま
つり協賛会事務局((一社)日南
市観光協会内)　〒887-0005
　日南市材木町1-13
　☎（31)1134　Fax(23)3100

『第1回ケンセツ総合
講座』受講生

　この講座では、５業種（塗装、
内装、とび･土工、型枠、鉄筋）
の基礎を学びます。また、訓練
期間中に、４種類（小型移動式ｸﾚ
ｰﾝ、玉掛け、高所作業所、足場の
組立て等特別教育）の資格を取
得することもできます。
■対象者　未就職者・離転職者・
新卒者・未就職卒業者などの
求職者で宮崎県内での就職希
望する方。

■日時　８月21日(水)～９月21
日(土)（日数：25日間）
■場所
 ・宮崎ユニット工業株式会社
 ・キャタピラー九州株式会社宮
崎教習センター
■定員　10名
■費用　無料（交通費・宿泊費

込み）
※食事代は自己負担です
■申込期限　８月２日(金)
○申込・問い合わせ
　（一財）建設業振興基金
　☎0985(65)5864

「健康ポイント制度」参
加者
～健(検)診受けて、健康をゲッ
ト！地元特産品もゲット！～

　各種健（検）診を受診し申し込
みをすると、抽選で豪華な地元
特産品などが当たります。ぜひ、
ご参加ください。
■対象者　市内に在住する20歳
以上の方

■ポイントの対象となる活動
【市が実施する健（検）診】
　国保特定健診、後期高齢者健
診、若年者健診、各種がん検
診など。
　（受診対象期間）平成31年４月
～令和２年１月

【その他】　個人や職場などで受
診する健（検）診など（人間ドッ
クも含む）
　（受診対象期間）平成31年１月
～令和元年12月
■記念品（賞品）
　3,000円～20,000円相当の地
元特産品など（合計50本）

■申込方法　本庁健康増進課、
北郷町・南郷町地域振興セン
ター住民係で配布する申込書
に必要事項を記入の上、健
（検）診を受診したことが分か
るものを添えて、各申込書配
布窓口へ提出してください。

※市が実施する健（検）診での
申し込みは、結果通知などの
提出は不要です。この場合は、
郵送、ファクスまたはメール
でも申し込めます。

※申込書は市公式ホームページ
からダウンロードできるほ
か、次号「好きですにちなん（７
月15日発行）」の回覧で、各世
帯に配布します。

■申込期間　７月１日(月)～令和
２年１月31日(金)
■抽選結果　令和２年２月に抽
選し、当選者に「当選通知」を
郵送します。

募　集 ○申込・問い合わせ
　本庁健康増進課
　☎(31)1129　FAX(31)1966

パステルアート講座

　パステルアートとは、ハード
パステルを指でのばして描く、
誰でも簡単に描けるアートで
す。指先を使うので、脳にも良い
とされるパステルアート、一度
体験されてみませんか。
　１枚目は、テーマを決めて描き
ます。２枚目は、自由な発想で描
きます。
■日時　７月19日(金)
　13:30～15:30
■場所　日南のハンドメイド雑
貨店　bamboo　日南市星倉
三丁目10－2

■参加料　3,000円（２枚分）
■講師　パステル和アート
　準インストラクター　稗苗　
志保（宮崎市在住）
○申込・問い合わせ
　竹内　☎090(9637)7600

SUP＆Windsurfing!
颯爽と海を遊び尽くす
ａｔ大堂津海水浴場

　話題のサップ(StandUpPuddle
Board)やウインドサーフィンで
海を満喫しませんか。
■日時　毎週土曜、日曜（事前要
予約）　時間やその他の曜日は
要相談

■場所　大堂津海水浴場
■対象者　５歳以上（未就学児
は保護者同伴）
■参加料
　①SUPクルージング3,500円
　②SUPヨガ3,500円
　③ウインドサーフィン4,000円
※①～③すべて保険料込み。一
人様料金（セット割りあり）。

■準備する物　水着、タオルな
ど。

※必要に応じてライフジャケッ
ト貸与。
■申込・問い合わせ
　太田　☎080(3222)4807
　メール：
　lotusflower.japan8@gmail.com

日南こども食堂

■日時　７月13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　市内在住であれば、
誰でも参加できます。

■定員　50人(先着順)
■費用　無料（事前申込不要）
○問い合わせ　日南こども食堂
　つわぶきの会（代表：西）
　☎080(6402)0894

「夏休み親子ふれあい飫
肥杉木工教室」参加者

　飫肥杉を使って、椅子や本立
てなどの木工作品を親子で作り
ませんか。細田プロジェクト会
議のメンバーが指導しますの
で、安心してご参加ください。
■日時
　８月17日(土)
　（昼の部）14時～17時
　（夜の部）18時～21時
　８月18日(日)
　（朝の部）９時～12時
　（昼の部）13時～16時
■場所　都市農村交流センター
■対象者　市内居住の小中学生
（保護者同伴）、高校生
■定員　各部30組程度
※参加者多数の場合は抽選しま
す。

■参加料　１作品につき800円
（材料費、保険料込み）
※作品が大きい場合、追加料金
があります。

■申込方法　住所、氏名（子ど
もと保護者）、学校名と学年、
連絡先、第１・第２希望の日・
部を記入の上、メールかファ
クスで申し込んでください。
■申込期限　７月26日(金)
■持っていく物　飲み物、タオ
ル、シューズ

※危険ですのでシューズは、必
ず着用してください。

※道具は準備しますので、不要
です。
○申込・問い合わせ　本庁農政
課　農業振興係

　☎(31)1132
　メール:
　nogyo@city.nichinan.lg.jp
　FAX(21)4002（細田支所）

「宮崎いのちの電話」
電話相談員ボランティア

　いのちの電話は、24時間365
日活動するボランティアの電話
相談機関です。相談員の活動は、
無償です（交通費の支給はあり
ます）。一人でも多くの人が、生
きる喜びを見いだせる手助けを
してみませんか。
■応募資格　20歳以上で、電話
相談を担当できる心身の健康
を有する方
■養成研修
　約１年間・60時間以上
　受講料20,000円（自己負担）
■申込方法　電話連絡後、関係
書類を送付します。

■申込期限　12月31日(火)
■選考方法　書類審査と面接
■その他
 ・相談員認定後も、継続研修が
あります。
 ・月に２、３回程度、当番（深夜
当番と早朝当番あり）になり
ます。
○申込・問い合わせ
　宮崎いのちの電話事務局
　☎0985(33)9557

「出会い応援イベント」
参加者

　市では、市内事業所への雇用
定着のため、独身男女の出会い
を応援しています。ぜひ、ご参加
ください。また、運営団体へ会員
登録していただける事業所も募
集しています。
■日時　８月３日(土)
　17時～21時
■対象者　市内在住・在勤の独
身男女

■定員　男女各20人（先着順）
■参加料　2,500円
■申込期限　７月19日(金)
■申込方法　申込書に住所、氏
名、年齢、連絡先を記入の上、
メール、郵送、ファクス、また
は直接お持ちください。

※申込書は、市公式ホームペー

イベント

募　集

ジからダウンロード可能。
■その他　運営団体に登録する
場合(事業所)は、届け出が必要
です。詳細はお問い合わせく
ださい。
○申込・問い合わせ
　本庁商工・マーケティング課
　マーケティング推進係
　☎(31)1169  FAX(31)1230
　〒887-8585
　日南市中央通1-1-1
　メール：
　syoko-m@city.nichinan.lg.jp

市民文芸誌「そよかぜ」
作品

　作品は文芸誌「そよかぜ」に
掲載しますので、ぜひ、ご応募く
ださい。
■募集部門
①随筆１篇（400字詰原稿用紙３
～４枚以内）
②詩１篇（400字詰原稿用紙１～
２枚以内）
③短歌５首まとめ（題名記入）
④俳句５句まとめ（題名記入）
⑤川柳５句まとめ（題名記入）
※応募は各部門１人１作品まで
※作品の漢字には、フリガナを
振ってください。

■応募方法　作品に部門名、郵
便番号、住所、氏名（フリガナ）、
電話番号を記入の上、郵送す
るか直接お持ちください。※連
絡先が未記入の場合は、掲載
できないのでご注意くださ
い。
■応募期間
　７月１日(月)～９月30日(月)
■注意事項
①手書き原稿は、黒インクまた
は黒ボールペンでお書きくだ
さい（パソコン・ワープロ原稿
可）。
②応募作品は、返却はできませ
ん。
③発行予定は、令和元年12月中
旬で、作品投稿者には謹呈し
ます。
○申込・問い合わせ
　日南市文化芸術協会事務局
　（文化センター内）
　☎080(6425)8885
　〒887-0021
　日南市中央通1-7-1
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油津港まつり２０１９花
火大会
～海上保安庁巡視艇「し
ろかぜ」体験航海～

■期日　７月20日(土)
■場所　油津港第４号岸壁付近
【体験航海】
 ・各回定員　15人
 ・航海時間　約40分
 ・受付時間
　（１回目）　９時15分～９時30
分
　（２回目）　10時45分～11時
　（３回目）　12時45分～13時
※受付終了後に乗船します。
■申込方法　希望枚数（２枚ま
で）・乗船希望時間・住所・氏
名（代表者）・電話番号を記入
の上ハガキで申し込んでくだ
さい。

■申込期限　７月12日(金）必着
※応募多数の場合は抽選し、当
選された方に「乗船券」を送
付します。
○申込・問い合わせ　油津港ま
つり協賛会事務局((一社)日南
市観光協会内)　〒887-0005
　日南市材木町1-13
　☎（31)1134　Fax(23)3100

『第1回ケンセツ総合
講座』受講生

　この講座では、５業種（塗装、
内装、とび･土工、型枠、鉄筋）
の基礎を学びます。また、訓練
期間中に、４種類（小型移動式ｸﾚ
ｰﾝ、玉掛け、高所作業所、足場の
組立て等特別教育）の資格を取
得することもできます。
■対象者　未就職者・離転職者・
新卒者・未就職卒業者などの
求職者で宮崎県内での就職希
望する方。

■日時　８月21日(水)～９月21
日(土)（日数：25日間）
■場所
 ・宮崎ユニット工業株式会社
 ・キャタピラー九州株式会社宮
崎教習センター
■定員　10名
■費用　無料（交通費・宿泊費

込み）
※食事代は自己負担です
■申込期限　８月２日(金)
○申込・問い合わせ
　（一財）建設業振興基金
　☎0985(65)5864

「健康ポイント制度」参
加者
～健(検)診受けて、健康をゲッ
ト！地元特産品もゲット！～

　各種健（検）診を受診し申し込
みをすると、抽選で豪華な地元
特産品などが当たります。ぜひ、
ご参加ください。
■対象者　市内に在住する20歳
以上の方

■ポイントの対象となる活動
【市が実施する健（検）診】
　国保特定健診、後期高齢者健
診、若年者健診、各種がん検
診など。
　（受診対象期間）平成31年４月
～令和２年１月

【その他】　個人や職場などで受
診する健（検）診など（人間ドッ
クも含む）
　（受診対象期間）平成31年１月
～令和元年12月
■記念品（賞品）
　3,000円～20,000円相当の地
元特産品など（合計50本）

■申込方法　本庁健康増進課、
北郷町・南郷町地域振興セン
ター住民係で配布する申込書
に必要事項を記入の上、健
（検）診を受診したことが分か
るものを添えて、各申込書配
布窓口へ提出してください。

※市が実施する健（検）診での
申し込みは、結果通知などの
提出は不要です。この場合は、
郵送、ファクスまたはメール
でも申し込めます。

※申込書は市公式ホームページ
からダウンロードできるほ
か、次号「好きですにちなん（７
月15日発行）」の回覧で、各世
帯に配布します。

■申込期間　７月１日(月)～令和
２年１月31日(金)
■抽選結果　令和２年２月に抽
選し、当選者に「当選通知」を
郵送します。

募　集 ○申込・問い合わせ
　本庁健康増進課
　☎(31)1129　FAX(31)1966

パステルアート講座

　パステルアートとは、ハード
パステルを指でのばして描く、
誰でも簡単に描けるアートで
す。指先を使うので、脳にも良い
とされるパステルアート、一度
体験されてみませんか。
　１枚目は、テーマを決めて描き
ます。２枚目は、自由な発想で描
きます。
■日時　７月19日(金)
　13:30～15:30
■場所　日南のハンドメイド雑
貨店　bamboo　日南市星倉
三丁目10－2

■参加料　3,000円（２枚分）
■講師　パステル和アート
　準インストラクター　稗苗　
志保（宮崎市在住）
○申込・問い合わせ
　竹内　☎090(9637)7600

SUP＆Windsurfing!
颯爽と海を遊び尽くす
ａｔ大堂津海水浴場

　話題のサップ(StandUpPuddle
Board)やウインドサーフィンで
海を満喫しませんか。
■日時　毎週土曜、日曜（事前要
予約）　時間やその他の曜日は
要相談

■場所　大堂津海水浴場
■対象者　５歳以上（未就学児
は保護者同伴）
■参加料
　①SUPクルージング3,500円
　②SUPヨガ3,500円
　③ウインドサーフィン4,000円
※①～③すべて保険料込み。一
人様料金（セット割りあり）。

■準備する物　水着、タオルな
ど。

※必要に応じてライフジャケッ
ト貸与。
■申込・問い合わせ
　太田　☎080(3222)4807
　メール：
　lotusflower.japan8@gmail.com

日南こども食堂

■日時　７月13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　市内在住であれば、
誰でも参加できます。

■定員　50人(先着順)
■費用　無料（事前申込不要）
○問い合わせ　日南こども食堂
　つわぶきの会（代表：西）
　☎080(6402)0894

「夏休み親子ふれあい飫
肥杉木工教室」参加者

　飫肥杉を使って、椅子や本立
てなどの木工作品を親子で作り
ませんか。細田プロジェクト会
議のメンバーが指導しますの
で、安心してご参加ください。
■日時
　８月17日(土)
　（昼の部）14時～17時
　（夜の部）18時～21時
　８月18日(日)
　（朝の部）９時～12時
　（昼の部）13時～16時
■場所　都市農村交流センター
■対象者　市内居住の小中学生
（保護者同伴）、高校生
■定員　各部30組程度
※参加者多数の場合は抽選しま
す。

■参加料　１作品につき800円
（材料費、保険料込み）
※作品が大きい場合、追加料金
があります。

■申込方法　住所、氏名（子ど
もと保護者）、学校名と学年、
連絡先、第１・第２希望の日・
部を記入の上、メールかファ
クスで申し込んでください。
■申込期限　７月26日(金)
■持っていく物　飲み物、タオ
ル、シューズ

※危険ですのでシューズは、必
ず着用してください。

※道具は準備しますので、不要
です。
○申込・問い合わせ　本庁農政
課　農業振興係

　☎(31)1132
　メール:
　nogyo@city.nichinan.lg.jp
　FAX(21)4002（細田支所）

「宮崎いのちの電話」
電話相談員ボランティア

　いのちの電話は、24時間365
日活動するボランティアの電話
相談機関です。相談員の活動は、
無償です（交通費の支給はあり
ます）。一人でも多くの人が、生
きる喜びを見いだせる手助けを
してみませんか。
■応募資格　20歳以上で、電話
相談を担当できる心身の健康
を有する方
■養成研修
　約１年間・60時間以上
　受講料20,000円（自己負担）
■申込方法　電話連絡後、関係
書類を送付します。

■申込期限　12月31日(火)
■選考方法　書類審査と面接
■その他
 ・相談員認定後も、継続研修が
あります。
 ・月に２、３回程度、当番（深夜
当番と早朝当番あり）になり
ます。
○申込・問い合わせ
　宮崎いのちの電話事務局
　☎0985(33)9557

「出会い応援イベント」
参加者

　市では、市内事業所への雇用
定着のため、独身男女の出会い
を応援しています。ぜひ、ご参加
ください。また、運営団体へ会員
登録していただける事業所も募
集しています。
■日時　８月３日(土)
　17時～21時
■対象者　市内在住・在勤の独
身男女

■定員　男女各20人（先着順）
■参加料　2,500円
■申込期限　７月19日(金)
■申込方法　申込書に住所、氏
名、年齢、連絡先を記入の上、
メール、郵送、ファクス、また
は直接お持ちください。

※申込書は、市公式ホームペー

イベント

募　集

ジからダウンロード可能。
■その他　運営団体に登録する
場合(事業所)は、届け出が必要
です。詳細はお問い合わせく
ださい。
○申込・問い合わせ
　本庁商工・マーケティング課
　マーケティング推進係
　☎(31)1169  FAX(31)1230
　〒887-8585
　日南市中央通1-1-1
　メール：
　syoko-m@city.nichinan.lg.jp

市民文芸誌「そよかぜ」
作品

　作品は文芸誌「そよかぜ」に
掲載しますので、ぜひ、ご応募く
ださい。
■募集部門
①随筆１篇（400字詰原稿用紙３
～４枚以内）
②詩１篇（400字詰原稿用紙１～
２枚以内）
③短歌５首まとめ（題名記入）
④俳句５句まとめ（題名記入）
⑤川柳５句まとめ（題名記入）
※応募は各部門１人１作品まで
※作品の漢字には、フリガナを
振ってください。

■応募方法　作品に部門名、郵
便番号、住所、氏名（フリガナ）、
電話番号を記入の上、郵送す
るか直接お持ちください。※連
絡先が未記入の場合は、掲載
できないのでご注意くださ
い。
■応募期間
　７月１日(月)～９月30日(月)
■注意事項
①手書き原稿は、黒インクまた
は黒ボールペンでお書きくだ
さい（パソコン・ワープロ原稿
可）。
②応募作品は、返却はできませ
ん。
③発行予定は、令和元年12月中
旬で、作品投稿者には謹呈し
ます。
○申込・問い合わせ
　日南市文化芸術協会事務局
　（文化センター内）
　☎080(6425)8885
　〒887-0021
　日南市中央通1-7-1



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

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～

司法書士会による無料法律相談会
○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　７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

ひきこもり相談
○申込・問い合わせ　宮崎県ひきこもり地域支援
センター　宮崎市霧島1-1-2
　☎①0985(27)8133　☎②0985(44)2411　
■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。

消費生活相談
○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、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

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　７月25日(木)
　13時30分～15時30分　日南保健所　相談室
■相談員　精神科医師

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、様々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　午前10時～午後５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）
費用　無料

　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

防災・気象メールにちなん「サマージャンボ宝くじ」
「サマージャンボミニ」発売

　この宝くじの収益金は、市町
村のまちづくりに使われます。
収益金は、県内での宝くじ販売
額に応じて交付されますので、
ぜひ、県内での購入をお願いし
ます。

■当選金
　【サマージャンボ宝くじ】
　１等･･･５億円
　前後賞･･･各１億円
　【サマージャンボミニ】
　１等･･･3,000万円
　前後賞･･･各1,000万円
■発売価格　１枚　300円
■発売期間
　７月２日(火)～８月２日(金)
■抽せん日　８月14日(水)
※市役所では発売していません。

夢 ○問い合わせ　本庁財政課
　財政係　☎(31)1137


