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　本庁税務課　納税管理係
　☎(31)1122

消費税の適格請求書等
保存方式（インボイス制
度）～事業者の方へ～

　消費税の仕入税額控除の方式
として「適格請求書等保存方式
（インボイス制度）」が令和５
年10月１日から導入され、本年
10月１日から「適格請求書発行
事業者（登録事業者）」になる
ための申請書の受付が開始され
ます。
■インボイス制度とは
　消費税の申告において、買手
が仕入税額控除の適用を受け
るためには、原則として、売
手である登録事業者から交付
を受けたインボイスの保存が
必要となる制度です。
■対象
　適格請求書（インボイス）を
発行できるのは、「適格請求
書発行事業者（登録事業者）」
に限られます。この登録事業
者になろうとする場合は、申
請書を提出し登録を受ける必
要があります。
■その他
 ・税務署では、「インボイス制
度の概要に関する説明会」の
開催を予定しております。
　日程などが決まり次第あらた
めてお知らせいたします。

 ・詳細については、国税庁ホー
ムページ（https://www.nta.
　go.jpまたは下記QRコード）
内の「インボイス制度特設サ
イト」をご確認ください。

○問い合わせ
　制度に関するご相談
　☎0120(205)553（専用ダイ
アル）
　日南税務署　法人課税部門
　☎(22)3674

７月は下水道事業受益
者負担金第２期の納期
です

■納期限　８月２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。
※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。
※何ら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

８月２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20日(火)ごろまでに後期
高齢者医療保険料の納付書が
届かなかった方は、ご連絡く
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
【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

納付期限までに、
納税が困難な方へ

　一定以上の収入が減るなど、
納税困難な事情がある場合に
は、申請により、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、最長で１年間、納
付期限が延長され、延滞金の一
部か全部が加算されません。
○問い合わせ

税　金

生　活
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酒谷発電所からのお願い

　酒谷川にある酒谷発電所で
は、発電の出力変動に伴い、発
電所から河川に放流される水量
が増減します。発電所がある河
川の下流では、天候に関わらず
水量や水位が急に変化する場合
がありますので、河川に立ち入
られる場合には、水位の変化に
十分気をつけていただきますよ
うお願いします。
○問い合わせ
　宮崎県企業局　工務管理課
　☎0985(26)9769

危険ブロック塀などは
ございませんか

　地震などによるブロック塀な
どの倒壊によって、人的被害や
避難の妨げになることを未然に
防ぐため、避難路や避難場所に
面する危険性の高いブロック塀
を除却または安全な塀などへ建
替えする費用の一部を補助しま
す。詳しくは下記までお問い合
わせください。
○問い合わせ　本庁総務・危機
管理課　危機管理係
　☎(31)1125

「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
の明るく住みよいまちづくりに
使われます。収益金の各県への
配分は、その県の宝くじの販売
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。
■当せん金
【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13日(火)～８月13日(金)
※市役所では販売しておりませ
んので、ご注意ください。
■抽せん日　８月25日(水)
○問い合わせ　本庁財政課
　財政係　☎(31)1137

教育委員会の定例会議
を傍聴しませんか

■日時　７月20日(火)  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、下記までお問い合
わせください。
○問い合わせ　学校教育課
　☎(31)1178　FAX(24)0987

若者の就職を支援します

　これから就職をしようとする
方々の悩みや不安に関する個別
相談、適職診断、職場体験など
を行っています。一人ひとりの
ペースにあわせた支援で就労へ
と導きますので、ぜひご利用く
ださい。（秘密は必ず守ります）
■相談日　７月15日(木)
　９月16日(木)　11月18日(木)
　１月20日(木)　３月17日(木)
■場所　ハローワーク日南　1
階相談室
■時間　12時30分～16時
　（お一人約50分の予約制）
■対象者　就職を目指す15歳か
ら49歳の無業の方とその家族
■費用　無料
■その他　サテライト都城へ直
接の来所もできます。（平日９
時～16時）
○申込・問い合わせ
　みやざき若者サポートステー
ション／サポステプラスサテ

生　活

教　育

防　災

福　祉

就　職

夢

ライト都城
　都城市東町4街区30号
　☎0986(36)6510

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、本誌３ページ掲載の「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

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ＬＩＮ
Ｅ、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.nichi
　nan.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

行　政 健　康
脳の損傷で起こる認知障害「高次脳
機能障害」をご存じですか

　頭のケガや脳の病気（脳卒中など）の後、物忘れ
が増えた、新しいことが覚えられない、注意・集中
力が続かない、発語や読み書きが上手くできない、
怒りっぽくなった、無制限に食べたり・お金を使っ
たり・・・。
　このような状態でお困りの方、もしかしたら高次
脳機能障害かもしれません。
　宮崎県身体障害者相談センターでは相談窓口を開
設しています。
　お気軽にご相談ください。
○問い合わせ　宮崎県身体障害者相談センター
　☎0985(29)2556　平日９時～15時30分

新型コロナウイルスワクチン接種の
相談

■集団接種会場の予約やキャンセル、接種の方法な
どの問い合わせ
　日南市新型コロナウイルスワクチン接種コールセ
ンター
　☎0570(088)144（ナビダイヤル）
　受付時間　９時～18時30分（土日・祝日も実施）
■ワクチンに関する成分や副反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
　☎0120(761)770（フリーダイヤル）
　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反応相談センター
　☎0985(26)4609(知ろうワクチン)、
　FAX0985(26)1000
　Eメール：fukuhannocall-miyazaki@pref.miyazaki.lg.jp
　受付時間　24時間(土日・祝日も実施)

市長による「市民との意見交換会」

　髙橋市長が、市民の皆さんへ直接、市政の現状や
新しい動きなどを報告する「市民との意見交換会」。
今年度の開催については、新型コロナウイルス感染
状況などを踏まえながら、実施時期などを決定した
いと考えております。そのため、詳細につきまして
は、具体的な日程などが決まり次第、あらためて広
報誌や市のホームページでお知らせをいたします。
〇問い合わせ
　本庁秘書広報課　広報広聴係　☎(31)1117

日南市内の海水浴場の開設および
プールの休止

　令和３年度夏季中の海水浴場およびプールについ
ては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、下
記のとおり運営いたします。感染防止対策への御理
解と御協力をお願いいたします。
■海水浴場（開設）
　富土・大堂津海水浴場に併設された幼児用プール
は閉鎖します。

■プール（休止）
　十分な感染防止対策がとれないため、休止いたし
ます。

〇問い合わせ　観光・スポーツ課　☎(31)1175

行政相談委員が表彰されました

　北郷町担当の行政相談委員が、行政相談活動に尽
力されたことを称され、令和３年５月に表彰を受け
ました。
　九州管区行政評価局長表彰受賞　　師　祐忠さん
　　師さんは平成23年８月から、北郷町担当の行
政相談委員に委嘱されており、無報酬のボランティ
アとして住民から行政上の苦情や要望を受け付けら
れています。
○問い合わせ　本庁地域自治課　市民生活係
　☎(31)1176

富土海水浴場
大堂津海水浴場
栄松海水浴場

開設期間
７/４(日)～８/31(火)
７/３(土)～８/31(火)
７/18(日)～８/31(火)

時　間
９時～17時
９時～16時
９時～16時

日南総合運動公園遊泳プール（市民プール）
TJグループ　☎(22)5050

観光・スポーツ課　☎(31)1175
鯛取ふれあい公園河川プール
観光・スポーツ課　☎(27)3315

広渡ダムレイクサイド公園　河川プール
北郷町地域振興センター　☎(55)2112

酒谷キャンプ場遊水プール／日南ダム河川プール
本庁農政課　☎(31)1132

ず　し　　  すけただ

防災・気象メールにちなん

　防災・気象情報をメール・LINE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

パソコン
スマートフォン

フィーチャーフォン
（ガラケー）
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報誌や市のホームページでお知らせをいたします。
〇問い合わせ
　本庁秘書広報課　広報広聴係　☎(31)1117

日南市内の海水浴場の開設および
プールの休止

　令和３年度夏季中の海水浴場およびプールについ
ては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、下
記のとおり運営いたします。感染防止対策への御理
解と御協力をお願いいたします。
■海水浴場（開設）
　富土・大堂津海水浴場に併設された幼児用プール
は閉鎖します。

■プール（休止）
　十分な感染防止対策がとれないため、休止いたし
ます。

〇問い合わせ　観光・スポーツ課　☎(31)1175

行政相談委員が表彰されました

　北郷町担当の行政相談委員が、行政相談活動に尽
力されたことを称され、令和３年５月に表彰を受け
ました。
　九州管区行政評価局長表彰受賞　　師　祐忠さん
　　師さんは平成23年８月から、北郷町担当の行
政相談委員に委嘱されており、無報酬のボランティ
アとして住民から行政上の苦情や要望を受け付けら
れています。
○問い合わせ　本庁地域自治課　市民生活係
　☎(31)1176

富土海水浴場
大堂津海水浴場
栄松海水浴場

開設期間
７/４(日)～８/31(火)
７/３(土)～８/31(火)
７/18(日)～８/31(火)

時　間
９時～17時
９時～16時
９時～16時

日南総合運動公園遊泳プール（市民プール）
TJグループ　☎(22)5050

観光・スポーツ課　☎(31)1175
鯛取ふれあい公園河川プール
観光・スポーツ課　☎(27)3315

広渡ダムレイクサイド公園　河川プール
北郷町地域振興センター　☎(55)2112

酒谷キャンプ場遊水プール／日南ダム河川プール
本庁農政課　☎(31)1132

ず　し　　  すけただ

防災・気象メールにちなん

　防災・気象情報をメール・LINE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

パソコン
スマートフォン

フィーチャーフォン
（ガラケー）
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にちなん応援プレミア
ム付商品券利用店舗

　新型コロナ感染症に伴い打撃
を受けた市内事業者の支援と、
市民の皆さまの地域における消
費喚起を促すため、にちなん応
援プレミアム付商品券を発行し
ます。現在、商品券の発行に伴
い、本商品券を利用できる店舗
を募集しています。
■登録店舗の要件
　宮崎県内に本店または主たる
事業所を有し、日南市内に店
舗をもつ事業者
 ・登録にあたり、登録料・換金手
数料は発生しません。
 ・商品券には使用範囲があり取
扱いできない商品もあります
ので、詳しくは市ＨＰに掲載し
ている募集要領を確認頂く
か、直接お問い合わせくださ
い。

【商品券発行概要】
■発行額　３億3,800万円
■発行冊数　26,000冊（1,000
円券×13枚綴）　※各世帯原
則１冊限り

■販売期間　一次販売７月29日
(木)～９月10日(金)（全世帯対
象）

※商品券が余った場合のみ、購
入世帯の中から抽選し二次販
売を行う予定です。

■利用期間　８月３日(火)～令和
４年１月23日(日)
■換金期間　８月３日(火)～令和
４年２月３日(木)
○申込・問い合わせ
　本庁商工・マーケティング課
　商工係　☎(31)1169

日南訓練校で学べる
『ニチイの医療事務講
座』受講生
～資格・就職まるごと応援
キャンペーン実施中～

　人気の講座を特別価格で受講
できます。ベテラン講師が修了

までしっかりサポート。この機会
にぜひ学んでみませんか。
■受講期間　７月15日～10月14
日（毎週木曜　週1回）
■時間　９時30分～15時30分
■場所　日南高等職業訓練校
■費用　64,295円（教材費込み・
税込み）

■申込期限　７月９日(金)
■定員　10人（先着順）
　（５人以上で開講）
■その他　７月１日(木)　10時
～　説明会を開催いたしま
す。説明会・受講期間など、
電話での問い合わせも受け付
けております。

○申込・問い合わせ　ニチイ教
育講座お客様センター
　☎0120(781)252

会計年度任用職員
（学校給食調理員）

■採用人数　２人程度
■職務内容　学校給食調理業務
補助

■勤務時間　シフト制①８時～
12時　②８時～16時30分
■賃金　時給925円（14日/月以
内の勤務）
■勤務場所　細田共同調理場
■試験方法　面接
■試験日（面接日）　随時　※詳
細は、別途連絡します。

■申込方法　会計年度任用職員
申込書に顔写真を貼付し、必
要事項を記入の上、下記まで
郵送または持参ください。
○申込・問い合わせ
　〒887-0021
　日南市中央通１－９－７
　学校教育課　学事係
　☎(31)1144

海上保安官

■海上保安学校学生採用試験
 ・受付期間
　７月20日(火)～７月29日(木)
 ・第一次試験　９月26日(日)
■海上保安大学校学生採用試験
 ・受付期間

募　集

消　防

　８月26日(木)～９月６日(月)
 ・第一次試験　10月30日(土)～
10月31日(日)
■その他　詳細はこちらから
○問い合わせ
　宮崎海上保安部
　管理課
　☎(22)3022

令和３年度危険物取扱
者保安講習案内

■日時　９月３日(金)
（給油取扱所）
　９時30分～12時30分
（その他）
　13時30分～16時30分
※受付は講習開始30分前からで
す。

■場所　まなびピア
■申込方法　市消防本部予防
課、北郷消防出張所、南郷消
防出張所に受講申請書があり
ます。

■申込期間
　６月28日(月)～７月９日(金)
■その他　危険物安全週間標語
「事故ゼロへ　トライ重ねる
ワンチーム」
○申込・問い合わせ
　（一財）宮崎県危険物安全協会
　☎0985(22)1868
　消防本部　予防課
　☎(23)7584（問い合わせのみ）

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

後　期 後期高齢者医療保険料の均等割軽減特例の見直し

■これまでの特例的な軽減が、本来の７割軽減に戻ります

（注）医療機関を受診する際の、一部負担金の負担割合のことではありません。
保険料均等割の軽減特例は、世代間の公平を図るため、介護保険料の軽減強化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。医療保険を将来にわたり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さまへ
　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
　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

1,500円

1,500円

1,500円

2,100円

2,100円

2,100円

～引き落とし金額の例～
令和２年度　年額10,800円　　 令和３年度　年額14,500円

４月

６月

８月

10月

12月

２月

2,100円

2,100円

2,100円

2,800円

2,700円

2,700円

４月

６月

８月

10月

12月

２月

30年度以前

９割軽減

8.5割軽減

令和元年度

８割軽減

8.5割軽減

令和２年度

７割軽減

7.75割軽減

令和３年度

７割軽減

７割軽減

国保・後期 医療費の支払いが便利な「限度額適用認定証」
　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２日(月)～　※認定証は原則、申請月の１日から適用になります。
国民健康保険加入者で対象となる方
〈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）
●新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、申請受付は郵送での対応といたします。
　窓口での申請は極力お控えください。手続きに関する詳細は、お問い合わせください。
●現在、限度額認定証をお持ちの方のうち、前期高齢者（70歳から74歳までの方）へは、７月中旬に事前
に申請書類などを郵送します。
●現在、長期入院の認定を受けている方は、必ず８月中に申請・更新の手続きを済ませていただき、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で対象となる方
〈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月中旬に郵送します。
（※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。
〇受付・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

危
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にちなん応援プレミア
ム付商品券利用店舗

　新型コロナ感染症に伴い打撃
を受けた市内事業者の支援と、
市民の皆さまの地域における消
費喚起を促すため、にちなん応
援プレミアム付商品券を発行し
ます。現在、商品券の発行に伴
い、本商品券を利用できる店舗
を募集しています。
■登録店舗の要件
　宮崎県内に本店または主たる
事業所を有し、日南市内に店
舗をもつ事業者
 ・登録にあたり、登録料・換金手
数料は発生しません。
 ・商品券には使用範囲があり取
扱いできない商品もあります
ので、詳しくは市ＨＰに掲載し
ている募集要領を確認頂く
か、直接お問い合わせくださ
い。

【商品券発行概要】
■発行額　３億3,800万円
■発行冊数　26,000冊（1,000
円券×13枚綴）　※各世帯原
則１冊限り

■販売期間　一次販売７月29日
(木)～９月10日(金)（全世帯対
象）

※商品券が余った場合のみ、購
入世帯の中から抽選し二次販
売を行う予定です。

■利用期間　８月３日(火)～令和
４年１月23日(日)
■換金期間　８月３日(火)～令和
４年２月３日(木)
○申込・問い合わせ
　本庁商工・マーケティング課
　商工係　☎(31)1169

日南訓練校で学べる
『ニチイの医療事務講
座』受講生
～資格・就職まるごと応援
キャンペーン実施中～

　人気の講座を特別価格で受講
できます。ベテラン講師が修了

までしっかりサポート。この機会
にぜひ学んでみませんか。
■受講期間　７月15日～10月14
日（毎週木曜　週1回）
■時間　９時30分～15時30分
■場所　日南高等職業訓練校
■費用　64,295円（教材費込み・
税込み）

■申込期限　７月９日(金)
■定員　10人（先着順）
　（５人以上で開講）
■その他　７月１日(木)　10時
～　説明会を開催いたしま
す。説明会・受講期間など、
電話での問い合わせも受け付
けております。

○申込・問い合わせ　ニチイ教
育講座お客様センター
　☎0120(781)252

会計年度任用職員
（学校給食調理員）

■採用人数　２人程度
■職務内容　学校給食調理業務
補助

■勤務時間　シフト制①８時～
12時　②８時～16時30分
■賃金　時給925円（14日/月以
内の勤務）
■勤務場所　細田共同調理場
■試験方法　面接
■試験日（面接日）　随時　※詳
細は、別途連絡します。

■申込方法　会計年度任用職員
申込書に顔写真を貼付し、必
要事項を記入の上、下記まで
郵送または持参ください。
○申込・問い合わせ
　〒887-0021
　日南市中央通１－９－７
　学校教育課　学事係
　☎(31)1144

海上保安官

■海上保安学校学生採用試験
 ・受付期間
　７月20日(火)～７月29日(木)
 ・第一次試験　９月26日(日)
■海上保安大学校学生採用試験
 ・受付期間

募　集

消　防

　８月26日(木)～９月６日(月)
 ・第一次試験　10月30日(土)～
10月31日(日)
■その他　詳細はこちらから
○問い合わせ
　宮崎海上保安部
　管理課
　☎(22)3022

令和３年度危険物取扱
者保安講習案内

■日時　９月３日(金)
（給油取扱所）
　９時30分～12時30分
（その他）
　13時30分～16時30分
※受付は講習開始30分前からで
す。

■場所　まなびピア
■申込方法　市消防本部予防
課、北郷消防出張所、南郷消
防出張所に受講申請書があり
ます。

■申込期間
　６月28日(月)～７月９日(金)
■その他　危険物安全週間標語
「事故ゼロへ　トライ重ねる
ワンチーム」
○申込・問い合わせ
　（一財）宮崎県危険物安全協会
　☎0985(22)1868
　消防本部　予防課
　☎(23)7584（問い合わせのみ）

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

後　期 後期高齢者医療保険料の均等割軽減特例の見直し

■これまでの特例的な軽減が、本来の７割軽減に戻ります

（注）医療機関を受診する際の、一部負担金の負担割合のことではありません。
保険料均等割の軽減特例は、世代間の公平を図るため、介護保険料の軽減強化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。医療保険を将来にわたり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さまへ
　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
　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
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～引き落とし金額の例～
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国保・後期 医療費の支払いが便利な「限度額適用認定証」
　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２日(月)～　※認定証は原則、申請月の１日から適用になります。
国民健康保険加入者で対象となる方
〈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）
●新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、申請受付は郵送での対応といたします。
　窓口での申請は極力お控えください。手続きに関する詳細は、お問い合わせください。
●現在、限度額認定証をお持ちの方のうち、前期高齢者（70歳から74歳までの方）へは、７月中旬に事前
に申請書類などを郵送します。
●現在、長期入院の認定を受けている方は、必ず８月中に申請・更新の手続きを済ませていただき、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で対象となる方
〈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月中旬に郵送します。
（※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。
〇受付・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

危
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IHクッキング体験あん
みつ＆ドーナツ作り

■日時　火曜日～木曜日（休日
を除く）　①10時～12時
　②13時30分～15時30分
■場所　九州電力㈱日南営業所
クッキングルーム
■定員　４人（５人以上になる
場合は、ご相談ください）

■参加料　無料
■申込期限　ご希望日の１週間
前まで　※要予約

■持参　エプロン、マスク
■その他
 ・お子さま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
防止の取り組みにご協力くだ
さい。
 ・メニューにアレルギー対応は
しておりません。
〇問い合わせ　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
日南市分野別フェスティ
バル事業
“日南たいげん！舞台公
演”

　伝統芸能の部では、市内各地
に伝わる昼神楽や踊りなどを披
露します。また、舞台発表の部で
は、市内の文化芸術愛好者団体
が、「日南の四季」をテーマに、
思い思いの演技をします。日本
舞踊、民謡、コーラス、ダンスな
ど、これまでの文化祭とは一線
を画した舞台を発表します。
※出演者の募集はすでに終了し
ました。
■日時
　伝統芸能の部　９月25日(土)
10時～

　舞台発表の部　９月26日(日)
10時～
■場所　日南市文化センター
■入場料　無料　※入場数の制
限をすることがあります。
○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（教育委員会生涯学習課）
　☎(31)1145

日南こども食堂

■日時　７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

第６回南蛮渡来みなと
まつりドライブイン花
火大会

■日時　７月25日(日)　※雨天
延期　８月28日(土）　17時～

■場所　栄松漁協前広場
■料金　2,000円/台
■定員　200台（先着順完全予
約制）

■申込方法　電話
■注意事項
 ・車以外での入場禁止
 ・会場内アルコール持ち込み禁
止
 ・食べ物は車内のみ
 ・１区画４ｍ×９ｍ
 ・車の外で花火をご覧ください

イベント  ・ゴミは各自でお持ち帰りくだ
さい

■その他　景品付きお楽しみ抽
選券を発売しています。詳細
は下記までお問い合わせくだ
さい。
○申込
　アイショップ
　☎090(9588)2647
　駄菓子屋たけちゃん
　☎090(9723)4194
○問い合わせ
　南郷町もえる商忘団(竹本)
　☎090(9723)4194

寿太郎まつり「花火大会
応援チケット」粗品交換

　コロナ禍、今年も寿太郎まつ
りは中止が決定しました。これ
で４年続けての中止となること
から、「2018、2019年」にご協
力をいただいた「花火大会応援
チケット」１枚と粗品１品（洗剤
などの日用品、学用品）の交換を
行います。
■期間　７月１日(木)～31日(土)
※なるべく17時までにお越しく
ださい。

■場所　飫肥公民館
○問い合わせ　寿太郎まつり協
賛会花火部会　城下町飫肥ま
ちづくり協議会（事務局：飫肥
公民館内）　☎(25)1474

日南夜市

　いきいきロード・着物を楽し
む会の踊りや、ジャズライブ、
ヨーヨーパフォーマンスのス
テージに、マルシェでは10店舗
以上の露店とキッチンカー、ハ
ンドメイドや洋服、雑貨のお店
が並びます。
　油津Yotten内では、整骨院
RENとのコラボでバク転教室も
開催されます。
■日時　７月10日(土)
　15時～20時
■場所
　岩崎商店街　油津Yotten
■その他　雨天中止
○問い合わせ　油津応援団
　☎(55)7377

「ジュニアゴルフ教室・レ
ディースゴルフ教室」参
加者

　子どもたちや女性の方にゴル
フの楽しさを知ってもらうため、
ゴルフ教室を開催します。ぜひ
チャレンジしてみませんか。
■日時　８月７日(土)
　10時～12時
■場所　サンキョウゴルフセン
ター（隈谷）
■対象者　原則として市内の小
学生・中学生と女性の方

■内容　マナー・ルールの説明・
ゴルフレッスン
■定員　20人（先着順）
■費用　500円（当日徴収します）
■申込方法　サンキョウゴルフ
センターに設置の申込書に記
入の上、日南市ゴルフ協会事
務局に申し込みください。

※申込書が必要な方は、お届け
します。
■申込期限　８月２日(月)
■その他　事故の賠償責任につ
いては、ゴルフ場加入の傷害
保険の範囲内とします。
○申込・問い合わせ　日南市ゴ
ルフ協会事務局（満崎）
　〒889-2536
　日南市吾田西５番32号
　☎(22)4736　FAX(22)4748
　携帯090(8661)4283

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
　７月７日(水)、８月４日(水)、

　９月８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21日(水)、９月22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18日(水)　９時～12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。
○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）

日南市過疎地域持続的
発展計画（案）のパブリッ
クコメント

■募集期間
　７月１日(木)～７月16日(金)
■意見収集方法　専用の意見書
様式に意見を記載し、郵送、
FAX、電子メールのいずれか
で、総合戦略課へ提出してく
ださい。なお、電話での意見
は受け付けられませんので、
ご注意ください。
■意見書の配布場所・計画の閲
覧場所　市ホームページまた
は総合戦略課、北郷町・南郷
町地域振興センター
■その他　詳細は、下記までお
問い合わせください。
○申込・問い合わせ
　本庁総合戦略課　地域政策係
　☎(31)1128

創客創人センターから
のお知らせ
～『えんがわサロン』特設～

　開催日ごとに様々な話題と活
動を提供します。コロナ感染防

募　集

イベント

図書館イベント

止対策は万全に、お茶とお菓子
をご用意してお待ちしています
ので、お気軽にお越しください。
■活動内容（例）
①旬の食材を使った料理レシピ
の提供

※第１・第３金曜日は栄養士によ
る栄養相談もあり
②脳トレ
　間違い探しやクロスワードパ
ズルなど
③QRコードの読込み方相談
　スマホの使い方などのちょっ
としたお助け講座
■日時　７月２日(金)～　毎週金
曜日（祝日は除く）
　午前の部：10時～12時
　午後の部：14時～16時
※開催時間内であれば、何時か
らでも参加可能です。
■場所　創客創人センター
■定員　10人程度
■参加対象　市内在住の65歳以
上の方

■参加料　100円（お茶、お菓子
代）※ご夫婦で参加の場合は、
２人で100円
■申込方法　事前申込不要。当
日、直接「創客創人センター」
にお越しください。
■その他
 ・センター主催のため、Ittenパー
キング３時間無料。
 ・ご来館の際は必ずマスク着用
をお願いします。
 ・サロン内への飲食物の持ち込
みはご遠慮ください。
 ・本事業は、予告なく中止また
は終了する場合があります。
○申込・問い合わせ　創客創人
センター　☎(27)3535
　Eメール nichinan.sokyaku.sojin@gmail.com

憩いの森

■日時　７月14日(水)
　10時～11時
■場所　北郷図書館
■内容　音読　■対象　大人
■その他　状況により人数制限
または中止あり
○問い合わせ
　北郷図書館　☎(55)2469
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みつ＆ドーナツ作り

■日時　火曜日～木曜日（休日
を除く）　①10時～12時
　②13時30分～15時30分
■場所　九州電力㈱日南営業所
クッキングルーム
■定員　４人（５人以上になる
場合は、ご相談ください）

■参加料　無料
■申込期限　ご希望日の１週間
前まで　※要予約

■持参　エプロン、マスク
■その他
 ・お子さま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
防止の取り組みにご協力くだ
さい。
 ・メニューにアレルギー対応は
しておりません。
〇問い合わせ　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
日南市分野別フェスティ
バル事業
“日南たいげん！舞台公
演”

　伝統芸能の部では、市内各地
に伝わる昼神楽や踊りなどを披
露します。また、舞台発表の部で
は、市内の文化芸術愛好者団体
が、「日南の四季」をテーマに、
思い思いの演技をします。日本
舞踊、民謡、コーラス、ダンスな
ど、これまでの文化祭とは一線
を画した舞台を発表します。
※出演者の募集はすでに終了し
ました。
■日時
　伝統芸能の部　９月25日(土)
10時～

　舞台発表の部　９月26日(日)
10時～
■場所　日南市文化センター
■入場料　無料　※入場数の制
限をすることがあります。
○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（教育委員会生涯学習課）
　☎(31)1145

日南こども食堂

■日時　７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

第６回南蛮渡来みなと
まつりドライブイン花
火大会

■日時　７月25日(日)　※雨天
延期　８月28日(土）　17時～

■場所　栄松漁協前広場
■料金　2,000円/台
■定員　200台（先着順完全予
約制）

■申込方法　電話
■注意事項
 ・車以外での入場禁止
 ・会場内アルコール持ち込み禁
止
 ・食べ物は車内のみ
 ・１区画４ｍ×９ｍ
 ・車の外で花火をご覧ください

イベント  ・ゴミは各自でお持ち帰りくだ
さい

■その他　景品付きお楽しみ抽
選券を発売しています。詳細
は下記までお問い合わせくだ
さい。
○申込
　アイショップ
　☎090(9588)2647
　駄菓子屋たけちゃん
　☎090(9723)4194
○問い合わせ
　南郷町もえる商忘団(竹本)
　☎090(9723)4194

寿太郎まつり「花火大会
応援チケット」粗品交換

　コロナ禍、今年も寿太郎まつ
りは中止が決定しました。これ
で４年続けての中止となること
から、「2018、2019年」にご協
力をいただいた「花火大会応援
チケット」１枚と粗品１品（洗剤
などの日用品、学用品）の交換を
行います。
■期間　７月１日(木)～31日(土)
※なるべく17時までにお越しく
ださい。

■場所　飫肥公民館
○問い合わせ　寿太郎まつり協
賛会花火部会　城下町飫肥ま
ちづくり協議会（事務局：飫肥
公民館内）　☎(25)1474

日南夜市

　いきいきロード・着物を楽し
む会の踊りや、ジャズライブ、
ヨーヨーパフォーマンスのス
テージに、マルシェでは10店舗
以上の露店とキッチンカー、ハ
ンドメイドや洋服、雑貨のお店
が並びます。
　油津Yotten内では、整骨院
RENとのコラボでバク転教室も
開催されます。
■日時　７月10日(土)
　15時～20時
■場所
　岩崎商店街　油津Yotten
■その他　雨天中止
○問い合わせ　油津応援団
　☎(55)7377

「ジュニアゴルフ教室・レ
ディースゴルフ教室」参
加者

　子どもたちや女性の方にゴル
フの楽しさを知ってもらうため、
ゴルフ教室を開催します。ぜひ
チャレンジしてみませんか。
■日時　８月７日(土)
　10時～12時
■場所　サンキョウゴルフセン
ター（隈谷）
■対象者　原則として市内の小
学生・中学生と女性の方

■内容　マナー・ルールの説明・
ゴルフレッスン
■定員　20人（先着順）
■費用　500円（当日徴収します）
■申込方法　サンキョウゴルフ
センターに設置の申込書に記
入の上、日南市ゴルフ協会事
務局に申し込みください。

※申込書が必要な方は、お届け
します。
■申込期限　８月２日(月)
■その他　事故の賠償責任につ
いては、ゴルフ場加入の傷害
保険の範囲内とします。
○申込・問い合わせ　日南市ゴ
ルフ協会事務局（満崎）
　〒889-2536
　日南市吾田西５番32号
　☎(22)4736　FAX(22)4748
　携帯090(8661)4283

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
　７月７日(水)、８月４日(水)、

　９月８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21日(水)、９月22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18日(水)　９時～12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。
○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）

日南市過疎地域持続的
発展計画（案）のパブリッ
クコメント

■募集期間
　７月１日(木)～７月16日(金)
■意見収集方法　専用の意見書
様式に意見を記載し、郵送、
FAX、電子メールのいずれか
で、総合戦略課へ提出してく
ださい。なお、電話での意見
は受け付けられませんので、
ご注意ください。
■意見書の配布場所・計画の閲
覧場所　市ホームページまた
は総合戦略課、北郷町・南郷
町地域振興センター
■その他　詳細は、下記までお
問い合わせください。
○申込・問い合わせ
　本庁総合戦略課　地域政策係
　☎(31)1128

創客創人センターから
のお知らせ
～『えんがわサロン』特設～

　開催日ごとに様々な話題と活
動を提供します。コロナ感染防

募　集

イベント

図書館イベント

止対策は万全に、お茶とお菓子
をご用意してお待ちしています
ので、お気軽にお越しください。
■活動内容（例）
①旬の食材を使った料理レシピ
の提供

※第１・第３金曜日は栄養士によ
る栄養相談もあり
②脳トレ
　間違い探しやクロスワードパ
ズルなど
③QRコードの読込み方相談
　スマホの使い方などのちょっ
としたお助け講座
■日時　７月２日(金)～　毎週金
曜日（祝日は除く）
　午前の部：10時～12時
　午後の部：14時～16時
※開催時間内であれば、何時か
らでも参加可能です。
■場所　創客創人センター
■定員　10人程度
■参加対象　市内在住の65歳以
上の方

■参加料　100円（お茶、お菓子
代）※ご夫婦で参加の場合は、
２人で100円
■申込方法　事前申込不要。当
日、直接「創客創人センター」
にお越しください。
■その他
 ・センター主催のため、Ittenパー
キング３時間無料。
 ・ご来館の際は必ずマスク着用
をお願いします。
 ・サロン内への飲食物の持ち込
みはご遠慮ください。
 ・本事業は、予告なく中止また
は終了する場合があります。
○申込・問い合わせ　創客創人
センター　☎(27)3535
　Eメール nichinan.sokyaku.sojin@gmail.com

憩いの森

■日時　７月14日(水)
　10時～11時
■場所　北郷図書館
■内容　音読　■対象　大人
■その他　状況により人数制限
または中止あり
○問い合わせ
　北郷図書館　☎(55)2469
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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　７月20日(火)　14時～16時
（１人40分）市役所　北プレハブ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）

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　７月15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
○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)


