お知らせ版
平成30年12月１日号
日南市広報 No.117

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

12月25日(火)までに
納めましょう
■固定資産税４期

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

健

康

市内９地区のウオーキ
ングマップが完成

のために、外出後は手洗いとう
がいを心掛けましょう。
■面会制限 入院患者への面会
は、原則家族のみ

町並みを眺めながら楽しく歩

※詳細は、病院ごとに異なりま

■国民健康保険税７期

いてみませんか。マップには、

す。各 病 院 に 問 い 合 わ せ の

■介護保険料７期

ウオーキングコースのほか、運

■後期高齢者医療保険料６期

動量の目安なども掲載していま

※納税は「口座振替」を利用さ

す。自分に合った運動プログラ

南那珂地区３公立病院感染連

れると、納め忘れがなく「便

ムを作成し、ぜひ、健康維持に

携ネットワーク

利で安心」です。

役立ててください。

県立日南病院（谷口）

■作成地区

☎(23)3111

○問い合わせ
納税管理係

本庁税務課
☎(31)1122

林

業

ご存知ですか
林業退職金共済制度

中部病院（金本）

鵜戸、酒谷、北郷、南郷

☎(27)1111

■配布場所（全地区マップ集）
本庁健康増進課、各総合支所

ター、鵜戸支所、酒谷支所、

制度の加入者で、退職金をまだ

飫 肥 駅、日 南 駅、油 津 駅、北

受け取ってない方や、以前、林

郷駅、南郷駅
○問い合わせ

本庁健康増進課

☎(31)1129

方を探しています。
お問い合わせください。
○問い合わせ
独立行政法人

☎(72)1234

飫肥公民館、まなびピア、東

ありませんか。林業退職金共済

心当たりがある方は、気軽に

串間市民病院（隈本）

■配布場所（各地区マップのみ）
郷 公 民 館、大 堂 津 交 流 セ ン

度に加入していたか分からない

上、面会してください。
○問い合わせ

飫肥、吾田、油津、東郷、細田、

林業の仕事をしていたことが

業の仕事をしており、同共済制
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す。また、インフルエンザ予防

インフルエンザ流行期
の面会制限
南那珂地区の公立病院では、

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

12月20日(木)

15時〜
■場所

テクノセンター

２階

会議室

勤労者退職金共済機構

入院患者をインフルエンザなど

※傍聴の事前申し込みは不要で

林業退職金共済事業本部

の感染症から守るために、イン

す。詳細は、学校教育課へお

☎03(6731)2889

フルエンザの流行期は面会を制

問い合わせください。

ホームページ

限しています。皆さんのご理解

○問い合わせ

http://www.rintaikyo.taisyokukin.go.jp/

とご協力をよろしくお願いしま

学校教育課

☎(31)1178

02 お知らせ

生

活

マイナンバーカード（個
人番号カード）の受け
取りはお済みですか？
平日都合がつかない方は、休
日に開庁しますので、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
け取れます。
■休日開庁日時
12月〜３月の第２日曜日
９時〜12時
（12/９、１/13、２/10、３/10）
■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（運転
免許証、パスポートなど）
、ま
たは写真なし身分証明書２点
（健康保険証、介護保険証、学
生証、預金通帳、こども医療
受給者証など）
・住基カード（所有者のみ）
※住基カードを所有している方
は、必ず持ってきてください。
○問い合わせ 本庁市民課
戸籍住民係 ☎(31)1124

健

康

ご注意
ノロウイルス感染
ノロウイルスは、感染性胃腸
炎の原因となるウイルスです。
感染力が非常に強く、わずかな
ウイルスでも感染します。特に

農 業

子どもや高齢者は、症状が重く
なることがあるので、注意しま
しょう。
■症状
個人差がありますが、感染後
24〜48時間で、吐き気、おう
吐、発熱、下痢など の症状が
現れます。
■症状が出た場合
脱水症状にならないように水
分補給に努めましょう。
■感染を予防するには
①手洗いが大事
・石けんを使用し、よく手を
洗う。
・タオルは共有しない（個人
専用のタオルか、ペーパー
タオルを使用する）
。
②人からの感染を防ぐ
・おう吐物や排泄物の処理で
は、使い捨ての手袋などを
使用する。
・アルコール消毒では効果が
ないため、塩素系漂白剤で
消毒する。
③食品からの感染を防ぐ
・加熱して食べる食材は、しっ
かりと加熱する。
・調理器具や調理台は消毒し
て、いつも清潔にしておく。
○問い合わせ 本庁健康増進課
地域健康づくり係
☎(31)1129

司

法

家庭のことでお困りの
方へ
夫婦や親子の関係など、家庭
に 関 す る こ と で お 困り の 場 合
は、必要な手続きをご案内しま
す。近くの家庭裁判所へお問い
合わせください。
■家庭裁判所
少年非行や離婚などの家庭紛
争を扱っています。解決のた

畜産農家の皆さんへ

めには、少年や家族の心理、
人間関係、環境などの考慮が
欠かせません。
■家庭裁判所調査官
家庭裁判所に配置される調査
官で、行動科学（心理学・教育
学など）の専門的な知識や技
能も持っています。少年や家
族の将来を考え、更生や解決
につながるように、助言や裁
判官への報告をします。
○問い合わせ
宮崎家庭裁判所 日南支部
☎(25)1188

スポーツ
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、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

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
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03 お知らせ

税

金

地方税の申告は

■ｅＬＴＡＸとは？
地方税ポータルシステムの呼
称で、地方税の手続きがインター
ネットでできるシステムです。
■申告はｅＬＴＡＸで行うのが便利です
◎手続きは自宅やオフィスから ◎複数の地方公共団体へまとめて送信
◎ｅＬＴＡＸのサービスは無料
イメージキャラクター：エルレンジャー
■電子申告をする場合に必要な準備
①利用届け出（新規）をし、利用者ＩＤと暗証番号を取得 → ②ｅＬＴＡＸ対応ソフトウェアを取得

をご利用ください

利用可能な手続き
電子申告

法人都道府県民税、法人事業税、地方法人特別税、法人市町村民税、固定資産税（償
却資産）、個人住民税（給与支払報告書などや特別徴収関連手続き）、事業所税

電子申請・届出

法人設立届出や異動届出など、申告手続きに関連した申請・届け出手続き

電子納税

電子申告に係る納付手続き

※固定資産税（償却資産）を除く

※詳細は、ホームページ（http://www.eltax.jp/）でご確認ください。
■利用時間 ８時30分〜24時（土、日、祝日、年末年始は除く）
○問い合わせ 一般社団法人 地方税電子化協議会
☎(0570)081459（ヘルプデスク）９時〜17時（土、日、祝日、年末年始は除く）

税

金

毎年１月は償却資産の
申告期間です
◎償却資産とは
事業で用いる資産（構築物、
機械、器具、備品など）のこ
とで、土地や家屋と同じく固
定資産税の対象となります。
■申告期間
平成31年１月４日(金)〜31日
(木)
■申告が必要な対象者
毎年１月１日現在、事業用資
産（償却資産）のある法人ま
たは個人事業主
※前年度までに申告をした方や
対象になると見込まれる方に
は、12月中に申告書を送付し
ます。
※資産のある市町村に申告して
ください。
■申告が必要な事業資産
○税務署へ確定申告する際に
減価償却費に計上する資産
3

事業に用いる施設・設備・備
品・機材器具・工具など
○事業用の太陽光発電設備
■申告不要な事業資産
リース品、既に課税されてい
る車両や家屋など
■その他
※個人番号（マイナンバー）ま
たは法人番号の記載と、番号
確認、身元確認のための書類
が必要です。代理人が申告す
る場合は、委任状も必要にな
ります。
○問い合わせ
本庁税務課 家屋資産係
☎(31)1120

こども
「里親制度」出前講座
里親制度とは、家庭で生活で
きない子どもたちを、自分の家
庭に迎えて養育する制度です。
子どもたちのためにできること
を、まずは知ることから始めて

み ま せ ん か。研 修 会 や イ ベ ン
ト、子育てに関する勉強会など
に、無料で講師を派遣します。
ぜひ、ご利用ください。
■対象者
５人以上のグループ、団体
■開催日 いつでも（ただし、
祝日は除く）
■開催時間 30分〜120分
■内容 里親制度の概要説明
（約30〜60分）
、普及啓発ＤＶ
Ｄの視聴、里親体験談など
■費用 無料
■申込方法 公式ホームページ
（http://www.kodomo-bunka.org/
satooya.php）にある申込書を
ダウンロードしご記入の上、
メールまたはファクス、郵送
で申し込んでください。
○申込・問い合わせ 里親普及
促進センターみやざき
☎・FAX 0985(20)1220
メール:
satooya@kodomo-bunka.org
〒880-0051 宮崎市江平西
1-5-11 江平ビル105号

04 お知らせ

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（11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）

募

集

平成31年度嘱託職員・
臨時職員
■職種
（嘱託職員）保育士、保健師、
看護師、栄養士
（臨時職員）保育士、調理員
■勤務場所 市立保育所または
子育て支援センター
■勤務日・時間
平成31年４月〜
〔保育所〕 月〜土曜日の８時
30分〜17時
※臨時職員は、17時15分までで
す。
※必要に応じて、早出や遅出が

あります。
〔子育て支援センター〕月〜日
曜日（水曜を除く）の８時30
分〜17時
※臨時職員は、17時15分までで
す。
※週休２日の交替勤務制です。
※週１回程度10時30分〜21時ま
での勤務があります（時間外
手当有り）
。
■応募資格 保育士、保健師、
看護師、栄養士のいずれかの
資格を有していること。
※調理員希望の場合は、資格は
問いません。
■申込方法 履歴書と資格証書
の写しを持ってきてください。
■申込期間 12月10日(月) 〜平
成31年１月15日(火)
■その他 申込多数の場合は、
面接を実施します。面接日時
は、別途連絡します。
○申込・問い合わせ
本庁こども課 こども保育係
☎(31)1131

「自閉症スペクトラム
講演会」参加者
■日時 １月13日(日)
10時〜12時
■場所 創客創人センター
■講演
演題「自閉症スペクトラムの
特性と支援」
〜自閉症の方たちが自分らし
く地域で育ち、働き、暮らし
ていくために〜
講師 宇野 洋太 先生
（よこはま発達クリニック児
童精神科医師、英バース大学
心理学部名誉研究員）
■定員 30人（先着順）
■参加料 1,000円（資料代）
■申込方法 次の申し込みフォー
ムで申し込むか、直接ご連絡
ください。
https://ws.formzu.net/fgen/
S84056464/
○申込・問い合わせ
ＮＰＯ法 人 サ ザ ン ウ ィ ン ド
（島田）

☎・FAX(23)2268
携帯080(5259)2268
メール:
minamikaze2010@yahoo.co.jp

「第２回ケンセツ総合講
座（職業選択コース）
」
受講生
国の建設労働者緊急育成支援
事業ですので、全て無料で安心
して学べます。
この講座では、最初に５業種
（とび・土工、鉄筋工、型枠工、
内装工、塗装工）の建設業の基
礎を学び、その中から自分に合っ
た職種を選択して、それぞれの
専門課程で本格的に５日間の実
技訓練を受けていきます。手に
職を持った、専門的な職人を目
指しましょう。
■対象者 現在求職中の方（定
時制・通信制の学校へ通って
いる方も含む）
■期 間 平 成31年１月29日(火)
〜３月２日(土)の25日間
※土曜日（３月２日は除く）
、日
曜日（２月17日は除く）
、祝日
は休講します。
■定員 10人
■費用 無料（訓練費、資格取
得費、交通費、宿泊費）
※食事代は自己負担
■申込方法 所定の申込書に記
入し、ファクス す る か、イン
ターネット（http://www.ken
setsu-kikin.or.jp/kunren/）
で申し込んでください。
■申込期限
平成31年１月11日(金)
■取得できる終了資格
・玉掛け技能講習
・高所作業車運転技能講習（10
ｍ以上）
・足場の組み立て等特別教育
・小型移動式クレーン運転技能
講習
○問い合わせ （一財）建設業振
興基金（
（一社）宮崎県建築業
協会内）
☎0985(65)5864
（平日９時〜17時）
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05 お知らせ

募

集

第18回宮崎県障がい者
スポーツ大会」出場者
■期日 ５月12日(日)
■場所
宮崎県総合運動公園など
■参加資格
平 成31年 ４ 月 １ 日 現 在、13
歳以上の市内居住者で、次に
該当する方
①身 体 障 害 者 手 帳、療 育 手
帳、精神障害者保健福祉手帳
の交付を受けている方
②療育手帳または精神障害者
保健福祉手帳の交付対象に準
ずる障がいがある方
■競技種目
（身体・知的）陸上競技、水泳、
卓球、フライングディスク
（身 体）ア ー チ ェ リ ー、ボ ッ
チャ
（知的）ボウリング
（精 神）バ レ ー ボ ー ル、ミ ニ
バレーボール、グラウンドゴ
ルフ、卓球
※精神の部は、チームでの申し
込 み に な り ま す（卓 球 を 除
く）。
■申込方法 本庁福祉課にある
申込用紙に記入し、提出して
ください。
■申込期限
平成31年１月23日(水)
○申込・問い合わせ
本庁福祉課 障がい福祉係
☎(31)1130

崎ブロック担当（押川）
☎090(8397)8399

「パソコン基礎講習」
受講者
就職につながる基本的パソコ
ン操作（エクセル・ワード）に加
え、就職活動能力を高める実践
練習を実施し、さまざまな職場
への就職を目指します。
■期間・時間 平成31年１月22
日(火)〜31日(木) 10時〜17
時
※土、日を除く８日間
■場所 サンライフ日南
■対象者 就職を目指している
55歳以上の方
※ハローワークの求職登録が必
要です。
■定員 10人程度
■受講料 無料
■申込方法 ハローワーク日南
や日南市シルバー人材セン
ターに設置の申込書に記入の
上、ファクスまたは郵送で申
し込んでください。
※受け付け後に、受講者を選考
します。
■申込期限
平成31年１月８日(火）
○申込・問い合わせ
（公社）宮崎県シルバー人材セ
ンター連合会
☎0985(31)3775
FAX0985(31)3776
〒880-0867
宮崎市瀬頭2-6-14

「第38回からいも交流・
春」ホストファミリー
日本在住の外国人留学生を、
ホストファミリーとして受け入
れてみませんか。
■受入期間 平成31年３月３日
(日)〜17日(日)
■申込方法 電話
■申込期限
平成31年１月31日(木)
○申込・問い合わせ
ＮＰＯ法人からいも交流 宮
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「イージンの英会話教
室」受講生
一緒に楽しく英語を勉強しま
しょう。
日南イングリッシュ
【イージー・クラス（初・中レ
ベル）】

■日時 平成31年１月15日〜
毎週火曜日
13時30分〜14時30分
■場所 小村記念館
【イージー・ナイト・クラス（初・
中レベル）】
■日時 平成31年１月15日〜
第１・３火曜日
①18時45分〜19時45分
②20時〜 21時
■場所 文化センター
【インターメディエット・ク
ラス（中・上レベル）
】
■日時 平成31年１月22日〜
第２・４火曜日
18時45分〜19時45分
■場所 文化センター
北郷イングリッシュ（初・
中レベル）
■日時 平成31年１月16日〜
第１・３水曜日
13時30分〜14時30分
■場所 北郷農村環境改善セン
ター
南郷イングリッシュ（初・
中レベル）
■日時 平成31年１月23日〜
第２・４水曜日
13時30分〜14時30分
■場所
南郷ハートフルセンター
【共通事項】
■対象者 高校生以上
■レッスン期間 ３月下旬まで
(予定)
■申込方法 電話、ファクス、
メール
○申込・問い合わせ
本庁総務・危機管理課
国際交流員ヤン・イージン
☎(31)1113 FAX(23)1853
メール
kokusaikouryu@city.nichinan.lg.jp

06 お知らせ

募

集

「猪八重渓谷・苔ガイ
ド養成講座」受講生
「日本の貴重なコケの森」に
認定された猪八重渓谷を案内す
る、「苔 ガ イ ド」の 養 成 講 座 で
す。コケの基礎知識や野外での
観察方法、ガイドをする際のリ
スクマネージメントなどを学び
ます。
■日時 12月〜３月（月１回・
全５回）
12月15日(土)、1月19日
(土)、2月10日(日)、3月10
日(日)、3月31日(日)
10時〜 16時
■場所
（集合） 蜂之巣公園管理棟
■対象者
・高校生以上で猪八重渓谷のコ
ケやガイドに興味のある方
・全ての講座に参加できる方
■定員 15人（先着順）
■参加料
3,000円（全５回分）
（資料代・保険料として）
■持っていく物
筆記具、飲み物、履きなれた
靴、弁当、リュック、天候に
より雨具・防寒グッズ
■申込方法
住所、氏名、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 12月10日(月)
○申込・問い合わせ
ＮＰＯ法人ごんはる
☎(55)2700 FAX(55)2710

「春休み海外研修交流
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、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
平 成31年３月24日(日)〜４ 月
５日(金)のうち、６〜11日間
■研修先
イギリス、オーストラリア、
カナダ、サイパン、ニュージー
ランド、フィリピン、カンボ
ジア
■申込方法
参加申込書に記入の上、郵送
してください。
■申込期限
平成31年２月１日(金)
※１月25日までの申し込みは、
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、申込期限は、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
日南こども食堂
■日時・場所
12月８日(土)
11時30分〜13時30分
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、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）
■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

第５回館長トーク「お
正月飾りと豫章館」
大手門と豫章館（旧伊東家藩
主邸）に飾り付けられた正月飾
りのいわれを解説し、普段は見
学できない豫章館の部屋の中な
ど を 案 内 し ま す。ま た、「お 茶
処 草」の抹茶もいただけます。
ぜひ、ご参加ください。
■日時 12月22日(土)
13時30分〜15時30分
■場所
大手門、豫章館ほか
（集合場所）小村記念館
■対象者 高校生以上
■定員 10人（先着順）
■参加料 600円
（入館料、抹茶代、資料代など）
■申込方法
氏名（フリガナ）、生年月日、
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 12月21日(金)
○申込・問い合わせ
（一財）飫肥城下町保存会
☎・FAX(25)4533
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イベント

（一財）飫肥城下町保存会
☎・FAX(25)4533

〜ようこそ！コケの世界へ〜

「コケテラリウム」作り

道の駅酒谷「収穫祭」

「コケ」の研究で有名な服部
植物研究所の指導により、小さ
なガラス瓶の中に、あなただけ
のコケの世界を作りましょう。
趣のある施設で、ゆっくりと見
学も兼ねたひとときをお過ごし
ください。
■日時 12月16日(日)
13時30分〜14時30分
■場所 服部植物研究所
■定員 20人（先着順）
■参加料 1,500円（材料代）
※クリスマス用のミニ飾り付き
です。
■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 12月13日(木)
○問い合わせ

地元生産者が心を込めて作っ
た地元特産品を販売します。お
楽しみ抽選会もありますので、
ぜひ、お越しください。
■日時
12月９日(日) ※雨天決行
８時30分〜15時30分
■場所 「道の駅」酒谷
■販売品 野菜、柑橘類、新米、
加工品、鶏汁、草だんごなど
※その他にも、ポン菓子や綿菓
子の振る舞い、紅白餅まき、
鯉（恋）の一本釣りゲームな
どを用意しています。
※12月22日(土)10時 か ら、ミ
ニ門松・しめ縄作り体験を開
催します（事前申込は不要）。
○問い合わせ 道の駅酒谷
☎(26)1051

イベント

第９回日南アートフェ
スタ「無鑑査展」
日 南 市 美 術 展 で、無 鑑 査 と
なった方々（市長賞２回または
特 選 ３ 回 以 上 受 賞）の 作 品 で
す。ぜひ、ご覧ください。
■展示作品 絵画・書・写真・
工芸
■日時
12月２日(日)〜12月15日(土)
９時〜21時30分
※月、日は17時まで
※最終日は15時まで
■場所 まなびピア ホール
■入場料 無料
○問い合わせ 生涯学習課
生涯学習係 ☎(31)1145

図書館イベント

クリスマスにちなんだ楽しいイベントが盛りだくさん♪ぜひ、遊びに来てください。
イベント名

クリスマス工作
「クリスマスにほしいものなあに？」

内

容 家型の紙に欲しい物を書いて、図書館に飾ります。 口がパクパク動くサンタさんを紙コップで作ります。

日

時 12月１日(土)〜15日(土)

12月８日(土)、９日(日) ９時〜16時

場

所 本館（飫肥）

北郷図書館

者 どなたでも

幼児〜小学生

対

象

員

なし

申し込み

不要

定

問い合わせ 本館（飫肥） ☎(25)0158
イベント名

図書館講座
「和布で作るお手玉」

北郷図書館

☎(55)2469

おはなし会
「クリスマススペシャルおはなし会」

内

容 小さな布を縫い合わせて、お手玉を作ります。

楽しいおはなしがいっぱい。プレゼント付き♪

日

時 12月13日(木)

12月15日(土)

場

所 まなびピア ２階会議室

北郷図書館

者 20歳以上

どなたでも

員 ５人

なし

対
定

象

申し込み

10時〜12時

14時〜

必要（市内の各図書館で、12月５日(水)までに申
不要
し込んでください）

問い合わせ まなびピア図書館
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クリスマス工作
「パクパクサンタクロース」

☎(22)5666

北郷図書館

☎(55)2469

08 お知らせ

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

無料相談案内

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、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

○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 12月11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 宮崎県ひきこもり地域支援
センター ☎0985(27)8133・0985(44)2411
宮崎市霧島1-1-2
■相談対象 「ひきこもり」とは、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。解決するに
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（宮崎県精
神保健福祉センター内）
※来所相談は、電話相談後に予約してください。

○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 12月20日(木) 14時〜16時
日南保健所
■相談員 精神科医師

ひきこもり相談

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。

◎お詫びと訂正
2018年保存版「日南市くらしの便利帳」の69ページに掲載した、医療機関の区分に誤りがありました。
お詫びして訂正します。（誤）【診療所】小玉共立外科 →（正）【病院】小玉共立外科
○問い合わせ 本庁健康増進課 地域医療対策室 ☎(31)1129
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