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税

金

11月30日(金)までに
納めましょう
■国民健康保険税６期
■介護保険料６期
■後期高齢者医療保険料５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 本庁税務課
納税管理係 ☎(31)1122

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
11月27日(火) 15時〜
■場所 北郷農村環境改善セン
ター Ａ会議室
※事前申し込みは不要です。
○問い合わせ
学校教育課 ☎(31)1178

生

活

架空請求にご注意を
最近、はがきやメールによる
架空請求の相談が増えていま
す。公的機関を装ったり、法的
措置を取るなどと記載したり、
消費者の不安をあおるケースも
見られます。
架空請求は、不特定多数に送
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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

付・送信されていて、連絡する
と個人情報まで知られてしま
い、さらに金銭を要求される可
能性があります。心当たりがな
ければ、相手に連絡せず、無視
するかご相談ください。
○問い合わせ
日南串間消費生活センター
☎(23)4390

行

政

「みんなでつくる新庁
舎建設検討委員会」を
傍聴しませんか
「日南市新庁舎建設基本計画」
策定のため、民間の委員を交え
た委員会を開催します。
■日南市新庁舎建設基本計画
新庁舎建設の基本設計や実施
設計をする際に、指針となる
ものです。
■日時
11月21日(水) 10時〜
■場所 日南市役所
別館２階会議室
※事前申し込みは不要です。
○問い合わせ 本庁財務課
財産管理係 ☎(31)1137

検

察

ご存知ですか
検察審査会
平成31年度の候補者に選ばれ
た方に、検察審査会事務局から
「検察審査員候補者名簿への記

載のお知らせ」を送付します。
ご協力をお願いします。
■検察審査会制度 検察官が事
件を裁判にかけなかったこと
（不起訴処分）の良しあしを、
国民が審査する制度です。
■検察審査員になる人 選挙権
を有する市民の中から、「く
じ」で11人が選ばれます。
■候補者への通知 11月中旬頃
※詳細は、お問い合わせくださ
い。
○問い合わせ 宮崎検察審査会
事務局 ☎0985(68)5120

こども
11月 は 児 童 虐 待 防 止
推進月間

〜「未来へと 命を繋ぐ
１８９（いちはやく）
」〜

児童虐待は、社会全体で解決
すべき問題です。あなたの１本
の電話で、救われる子どもがい
ます。虐待かもと思ったら、す
ぐにお電話ください。連絡内容
に関する秘密は守られ、匿名で
の電話も可能です。
○問い合わせ 本庁こども課
☎(31)1131
日南市家庭児童相談室
☎(31)1174
宮崎県中央児童相談所
☎0985(26)1551
児童相談所全国共通ダイヤル
☎189
命の危機を感じたら ☎110

02 お知らせ

税

金

消費税軽減税率制度
説明会
同制度は、消費税が10％にな
る、平成31年10月１日から実施
されます。多くの事業者に関係
がある制度ですので、ぜひ、ご
参加ください。
■消費税軽減税率制度 軽減対
象品目は、消費税率が８％に
軽減されます。適用税率の確
認や適用税率ごとの区分経理
など、制度の実施に向けた準
備が必要となります。
■軽減対象品目
・飲食料品（酒類、外食を除く）
・週２回以上発行される新聞
■日時 12月12日(水) ①14時
〜15時、②15時〜16時
■場所 日南第一ホテル ２階
中会議室
■対象者
・対象品目を取り扱う、消費税
の課税事業者
・会議費や交際費として、飲食
料品などを購入する事業者
・消費税の免税事業者 など
■定員 50人
■申込方法 電話
※自動音声案内に従って、
「２」
を選択してください。
○申込・問い合わせ
日南税務署 総務課
☎(22)3671 内線11

税・福祉
「障害者控除対象者
認定書」交付申請
認定を受けると、本人や扶養
する方が所得税・住民税の申告
をする際に、障害者控除または
特別障害者控除を受けることが
できます。
■障害者控除対象者認定書 身
体障害者手帳などをお持ちで
ない方でも、申請により同程
度の状態であると認められる
場合、
「障害者控除対象者認定
書」を交付します。
■対象者
・市内に住所がある65歳以上
※年齢は平成31年１月１日現在

【介護認定者】10月末日現在で、
対象となる方には、11月中旬
にはがきで通知します。はが
きの内容を確認し申請してく
ださい。
【介護認定を受けていない方】
身体障害者に準ずるかを、職
員が訪問調査し判定します。
判定を受けるための申請は、
12月14日(金)までにしてくだ
さい。
■申 込 方 法 申 請 書 に 記 入 の
上、ご提出ください。
※申請書は、申込受付窓口で配
布するほか、市公式ホームペー
ジからもダウンロードできま
す。
※本人と申請者の印鑑が必要で
す。
■税の控除額

障害者
控除
特別障害
者控除

所得税

市民税・
県民税

27万円

26万円

40万円

30万円

■その他 次の手帳をお持ちの
方は、手帳が「特別障害者控
除対象者」の証明となるため、
認定書の交付対象外です。
・身体障害者手帳（１級・２級）
・療育手帳（重度）
・精神障害者保健福祉手帳（１
級）
・戦傷病者手帳（重度） など
○申込・問い合わせ
本庁長寿課
☎(31)1160 ☎(31)1162
北郷町総合支所 福祉保健係
☎(55)2113
南郷町総合支所 福祉保健係
☎(64)1113

こども
平成31年度保育所(園)・
認定こども園入所申し込み
４月から入所（園）を希望さ
れる方は、新規・継続を問わず期
日までに申し込んでください。
■申込方法 入所を希望する保
育施設(第１希望のみ)に提出し
てください。
・申込用紙は、11月７日(水)から

各保育施設で配布します。
■受付期間
11月14日(水)〜12月14日(金)
※日、祝日を除く
※詳細は、次号に掲載予定です。
○問い合わせ 本庁こども課
こども保育係 ☎(31)1131

入

札

平 成31・32年 度「日 南
市競争入札等参加資格
申請書」を受け付けます
■対象者 市が発注する工事、
設計コンサ ル、委託業務、物
品などの入札や見積もりなど
に参加予定の事業者
■提出期限 12月14日(金)必着
※この資格がない場合は、入札
や見積もりに参加できません
(ただし、小規模事業契約希望
者として登録済みの場合を除
く）
。
※詳細や関係書類は、市公式ホー
ムページでご確認ください。
○提出・問い合わせ
本庁財務課 契約係
☎(31)1137

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。
■仕事の内容（10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〜
○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）
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03 お知らせ

交通規制

「第10回つわぶきハーフマラソン大会in日南」

秋の日南路を、市内外のランナー総勢約2,500人が掛け抜けるマラソン大会です。当日は、交通規制をし
ますので、市民の皆さんにはご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力、沿道からの盛大な声援をよろしく
お願いします。
■実施日

11月18日(日）

※今回は、車いすマラソ
ンは実施しません。

■全面通行止区間
区

間

時

間

①東光寺交差点⇔消防本部角

8:20〜12:30

②かんぽ下三叉路⇔見聞読交差点

8:30〜12:30

③見聞読交差点⇔日南学園交差点

8:50〜10:20

④日南駅交差点⇔文化センター交差点

9:10〜10:35

■片側通行止区間
区

間

時

⑤日南学園交差点⇒日南郵便局交差点（油津方面）

間

9:00〜10:10

⑥日南郵便局交差点（飫肥方面）⇒日南駅交差点（飫肥方面） 9:00〜10:10
⑦文化センター交差点⇒ホームワイド交差点（飫肥・酒谷方面） 9:15〜10:50
⑧ホームワイド交差点⇒山ノ口橋交差点（飫肥・酒谷方面）

9:20〜11:25

⑨山ノ口橋交差点⇒永吉⇒今町交差点（吾田方面）

9:25〜12:00

⑩今町交差点⇒向原交差点（吾田方面）

9:30〜12:00

⑪向原交差点⇒宮川酒店交差点（油津方面）

9:30〜12:10

※油津方面の車両は中央線側を進行
⑫宮川酒店交差点⇒見聞読交差点（油津方面）

生

活

農業用廃プラスチック
を集荷します
■対象
【農業用廃ビニール】
「農ビ」と記載してあるもの。
中の黒紐を抜いて持ち込んで
ください。
【農業用廃ポリフィルム】
「ＰＯ」と記載してあるもの。
マルチ、畦波シート、肥料袋、
農薬ボトル、育苗ポット、育苗
箱、塩ビ菅、谷シートなど。
※種類ごとに、正確に分別してく
ださい。
■日時
・廃ビニ 11月14日(水)
９時〜12時
・廃ポリ 11月15日(木)
９時〜12時、13時〜15時
■場所 ＪＡはまゆう日南新選
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農 業

9:30〜12:30

※先頭ランナーの通過予想時刻の10
分程度前に開始し、最後尾車両の通
過後に解除します。
○問い合わせ
観光・スポーツ課 ☎(31)1175

果場（益安）
■費用
当日現金で徴収します。
・廃ビニール
約８円／㎏（税込み）
・廃ポリ
約28円／㎏（税込み）
○問い合わせ はまゆう地区農
業用廃プラスチック適正処理
対策推進協議会事務局（はま
ゆう農協 営農指導課内）
☎(23)5094

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

畜産農家の皆さんへ

※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

04 お知らせ

公

売

公用車を売却します（条件付一般競争入札）

■物件
物件名
①バン・軽貨物
（宮崎41さ9732）

初度登録・検査

車検有効期限

車両重量

総走行距離

平成９年

平成31年２月25日

820㎏

120,260km

②バン・軽貨物
（宮崎41そ312）

平成10年

車検切れ

860㎏

137,990km

③キャブオーバ・軽貨物
（宮崎41ち2084）

平成11年

平成31年８月30日

720㎏

92,860km

④箱型・軽乗用
（宮崎50ち3468）

平成８年

平成31年６月11日

690㎏

93,934km

⑤ステーションワゴン（小型乗用）
（宮崎59ち7528）

平成11年

1,120㎏

258,029km

⑥ステーションワゴン（小型乗用）
（宮崎59ち7529）

平成11年

1,120㎏

188,861km

⑦道路作業車・小型特種
（宮崎88な6414）

平成９年

1,250㎏

250,000㎞以上

⑧キャブオーバ・軽貨物
（宮崎41そ1285）

平成10年

710㎏

110,854km

日南市役所
第２駐車場

車検切れ

13,982km

−

−

−

⑩ステーションワゴン（小型乗用）
（宮崎58ゆ4041）

平成８年

平成31年６月19日

1,000㎏

203,246km

⑪小型貨物・自家用・バン
（宮崎400さ431）

平成11年

1,140㎏

111,287km

⑫塵芥車
（宮崎88す2038）

平成10年

5,180㎏

114,867km

⑬塵芥車
（宮崎800さ7621）

平成19年

5,320㎏

299,707km

⑨スーパーカブ50㏄

保管場所

車検切れ

旧南郷町総合支所
北郷農村環境
改善センター
日南市役所
第２駐車場

クリーンセンター

※総走行距離の①〜⑩
（⑦は除く）は９月現在、⑪は６月現在、⑫と⑬は４月現在のものです。
■入札日 平成30年12月10日(月) ■入札場所 日南市役所 別館２階会議室
■申込方法 入札参加申込書と市税の完納証明書を、郵送するか直接お持ちください。
■申込期間 11月２日(金)〜11月16日(金)必着 ※持参の場合は、土、日、祝日を除く９時〜17時
■その他 詳細は、財務課で配布する入札関係書類、または市公式ホームページをご覧ください。
○申込・問い合わせ
（物件に関すること）①〜⑩本庁財務課 財産管理係 ☎(31)1137 ⑪下水道課 管理係 ☎(23)9977
⑫、⑬美化推進課 美化推進係 ☎(27)0255
（入札に関すること）本庁財務課 契約係 ☎(31)1137

募

集

「わけもんの主張」南那珂予選会出場者

若者が選挙や政治に対し、日頃、考えていることや感じていること、求めていることなどを発表する大会で
す。有権者または有権者になる者として、発表してみませんか。
■日時 平成31年１月16日(水) ９時30分〜 ■場所 小村記念館
■出場資格 日南市に住所がある、平成元年４月２日から平成15年４月１日までに生まれた者
■発表内容 政治や選挙について考えていること、感じていること、求めていること。演題は自由です。
■募集人員 ５人以内 ※応募者多数の場合は、原稿を審査します。
■発表時間 ５分以内 ※５分を超えると、減点の対象となります。
■申込方法 原稿に自己紹介文（住所、氏名、学校名（職業）
、生年月日、年齢、自己ＰＲなど）を添えて、メー
ルで提出してください。
■申込期限 11月30日(金）
■その他 上位２人は、平成31年２月２日(土)に宮崎公立大学（予定）で開催する本選に出場していただきま
す。
○申込・問い合わせ 日南市選挙管理委員会事務局 ☎(31)1146 メール：senkan@city.nichinan.lg.jp
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05 お知らせ

募

集

「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。
■日時 11月17日(土)
17時〜21時
■定員 男女各16人（先着順）
■対 象 者 市 内 在 住・在 勤 の、
独身男女
■申込期限 11月９日(金)
■申込方法 ①、
②のいずれかの
方法で申し込んでください。
①ＱＲコードから申込フォー
ムへ入力

②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
ジでダウンロードできます。
■その他
イベントの詳細は、
ＱＲコード
か、市公式ホームページでご
確認ください。
○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

実家の片付け
体験型セミナー
住んでいない実家や空き家に
なりそうな実家の、片付けや遺
品整理でお悩みではありません
か。市内（飫肥）の空き家で、セ
ミナーと実際の片付け体験を開
催します。この機会に、ぜひ、片
5

付け体験をしながら学んでみま
せんか。
■日時
11月23日(金・祝）
、24日(土)
（23日) 13時30分〜18時
（24日） ９時〜18時
■場所 飫肥5-3-30
（岩満クリーニング横）
■内容
（両日とも）・片付け実体験
（23日） ・片付けセミナー
（24日） ・振り返り
■定員 10人（先着順）
※１日のみの参加は、事前にご相
談ください。
■参加料 無料
■申込方法 電話
■申込期限 11月20日(火)
■服装・持っていく物 汚れて
もいい服装、軍手、マスク、上
履き、２日目の昼食
○申込・問い合わせ
本庁総合戦略課 地域政策係
☎(31)1128

「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、すべて無償です。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 平成31年１月〜９
月・計60時間
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７日(金)
■選考方法 書類審査と面接
（12月中旬予定）

※作文の提出が必要です。
■その他
・平成31年９月から事業を開始
します。
・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）があり
ます。
○申込・問い合わせ
宮崎いのちの電話事務局
☎0985(33)9557

アンガーマネジメント
講座
【①叱り方入門講座】
■日時 12月８日(土)
13時30分〜15時
■場所 まなびピア
■参加料 3,240円
■対象者 18歳以上で、子育て
中の保護者や子どもに関わる
職業の方
■定員 12人（先着順）
【②キッズ講座】
■日時 12月25日(火)
（初めての方）９時30分〜
（夏休みキッズ講座受講済みの
方）10時30分〜
■場所 創客創人センター
■対象者 小学１〜６年生の児
童と保護者
※就学前の年長児も可
■定員 親子４組８人（先着順）
■参加料 500円
※初めての方は、別途テキスト
代200円が必要です。
【共通事項】
■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
/S16174132/
■申込期限 11月30(金)
○申込・問い合わせ
ＮＰＯ法人サザンウインド（島
田） ☎・FAX(23)2268
携帯080(5259)2268
メール：
minamikaze2010@yahoo.co.jp

06 お知らせ

イベント

☎080(2776)8228
（平 日17時〜21時、土 日 祝 日
10時〜17時）

ＤＲＵＭ ＴＡＯ
（ドラムタオ）公演

秋の大島を歩く、ノル
ディックウオーキング

世界26カ国・500都市での観
客動員数が800万人に迫る、和
太鼓エンターテイメントです。日
本の伝統芸術をさらに進化させ
た、エネルギー溢れるスーパー
ライブをお楽しみください。
■日時 平成31年1月27日(日)
（開場）16時15分〜
（開演）17時〜
■場 所 南 郷 ハ ー ト フ ル セ ン
ター大ホール
■公演名 RHYTHM of TRIBE
（リズム オブ トライブ）
〜時空旅行記〜
■入場料 全席指定
SS席 5,500円、S席 5,000
円、A席 4,500円、
車椅子席 5,500円
※当日券は500円増し
※４歳児未満は入場不可
■チケット発売
・コンビニエンスストア（チケッ
トぴあ、ローソンチケット）
・ＴＡＯ日南公演実行委員会
・大清観光 旅行センター
○問い合わせ
ＴＡＯ日南公演実行委員会（担
当：梅田）

運動が苦手な人や普段歩かな
い人も、簡単にできるフィットネ
ススポーツです。あまり使わな
い筋肉を無意識に使うので、楽
しみながら肩凝りの解消などに
もつながります。この機会に、大
島の大自然を感じながら、凝り
固まった体と心をほぐしません
か。
■日時 11月18日(日)
10時〜15時
（受付）９時〜９時15分
■場所 南郷町大島
（集合）目井津港（あけぼの３
乗船港）
■定員 20人（先着順）
■参加料 1,500円（保険・往復
船代）
■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 11月12日(月)
■服装・持っていく物 動きや
すい服、履き慣れた靴、リュッ
ク、ノルディックポール、飲み
物、弁当、雨具

イベント

※大島には店がないため、飲み
物は多めに持 参してくださ
い。
※ノ ル デ ィ ッ ク ポ ー ル は 有 料
（500円）で貸し出せます。
○申込・問い合わせ
ＮＰＯ法人ごんはる
☎(55)2700 FAX(55)2710

日南こども食堂
■日時・場所 11月10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、どなたでも参加
できます。
■定員 50人（先着順）
■参加料 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35回日南市北郷産業まつり

ステージイベントや即売コーナーなど、盛りだくさんの楽しいまつりです。ぜひ、遊びにきてください。
■期日
■場所

11月24日(土)、25(日）
北郷大藤河川公園

24日(土)
即売時間 25日(日)

農林産物コーナー
新鮮な野菜や果物、林産物、加工品、
木工手芸品など。

お楽しみ抽選コーナー
ジュージュービーフコーナー
抽選補助券５枚で宮崎牛が食べられ
ます。

フリーマーケットコーナー
市内外からの出店。

テナントコーナー
市内外の店舗（自慢の食べ物や企業品、装飾品など）。

第１駐車場

まつり会場
大藤河川公園

第２駐車場
旧北郷町総合支所

至日南市街

抽選補助券５枚で豪華賞品をゲット。

お食事コーナー
各種うどん、チキン南蛮丼、ラーメン、カレー、焼き
そば、豚汁など。

県道日南高岡線
至宮崎

即売コーナー

９時30分〜16時
９時〜16時

大藤即売所

※駐車場は、第１駐車場（大藤河川公園）と第２駐車場（旧北郷町総合支所）があります。
※第２駐車場からシャトルバスが運行します。
○問い合わせ 日南市北郷産業まつり実行委員会事務局（北郷町総合支所内） ☎(55)2111
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07 お知らせ

イベント

にちなん2018体験フェスタ

豊かな自然の中で、心も体も大満足の１日を一緒に過ごしましょう。
■日時 11月23日(金・祝) 10時〜15時 ■場所 潮の杜（旧潮小学校）
①イセエビの味噌汁＆飯ごう炊き込み作り（要予約）
・時間 10時〜
・定員 30人程度
・費用 （大人）2,000円 （子ども）1,000円
・申込 南郷元気村 矢野 ☎090(2518)7046

⑤エコバック染物（当日受付）
・時間 10時〜 随時受付
・定員 同時間20人程度
・費用 1,000円
・当日受付 潮の杜 ☎(67)4608

②手作り苺ジャム作り（要予約）
・時間 10時〜、13時〜
・定員 各５人程度
・費用 2,000円（ジャム１kg分）
・申込 南いちご農園 ☎090(8401)5373

⑥四半的（当日受付）
・時間 10時〜 随時受付
・定員 同時間３人程度
・費用 500円（記念品あり）
・当日受付 飫肥城下町保存会

③手作り竹竿で磯釣り（要予約）
・時間 10時〜、13時〜
・定員 各５家族程度（必ず保護者も参加）
・費用 2,000円（１家族）
・申込 潮の杜 ☎(67)4608

⑦竹灯篭作り（当日受付）
・時間 10時〜 随時受付
・定員 同時間10人程度
（小学生以下は保護者も参加）
・費用 1,500円
・当日受付 NITTAKE 吉田 ☎080(3182)5693

④トビウオの魚うどん＆刺身作り（要予約）
・時間 10時〜
・定員 20人程度
・費用 （大人）1,000円 （子ども）500円
・申込 日南市漁協 相星 ☎(23)2111

⑧ジェルキャンドル作り（当日受付）
・時間 10時〜 随時受付
・定員 同時間15人程度
・費用 （大人）2,000円
（ペア割）２人で3,000円
・当日受付 ﾏﾀｳﾏﾘﾝｻｰﾋﾞｽ ☎090(6421)4410

☎(25)4533

※当日受付のプログラムも、事前予約できます（予約者優先）。
○問い合わせ 南国にちなんツーリズムネット(谷口) ☎090(6421)4410

イベント
「ス テ キLIFEワ ー ク
ショップ＆フェア」
ア ク セ サ リー や 布 小 物 の 販
売、フラワーペンや手形アート
の作成、ネイルケア、アロマハ
ン ド マ ッ サ ー ジ な ど、明 日 が
ち ょっ と ス テ キ に な る ワ ー ク
ショップ＆フェアを開催します。
■日時 11月10日(土)
10時〜16時
■場所 テクノセンター２階
■参加料
フラワーペン作成 500円
手形アート作成 1,000円
ハンドマッサージ 500円
ネイルケア 1,000円 など
■申し込み 不要
○問い合わせ
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谷口

☎090(1971)1789

第35回宮崎矯正展
受刑者や非行少年の更生、社
会復帰を目指して、刑務所では
さまざまな刑務作業をしていま
す。矯正展では「社会を明るく
する運動」の一環で、施設見学
会や刑務所作業製品の展示販売
などを開催しています。ぜひ、
お越しください。
■日時
11月10日(土)
９時30分〜16時
11月11日(日)
９時30分〜15時
■場所 宮崎刑務所敷地内（宮
崎市糸原4623）
■内容 施設見学、広報パネル
の展示、刑務所作業製品の展

示販売、軽食・バザー、各種
イベントなど
○問い合わせ 宮崎刑務所作業
事務室 ☎0985(41)0662

福祉バザー
多数のご来場を、お待ちして
います。
■日時 11月25日(日)
10時〜（雨天決行）
■場所 飫肥公民館
☆☆物品の提供も大歓迎☆☆
・家庭内で眠っている贈答品
・農林水産品、食品類、衣類（新
品のみ）など
■提供期限 11月20日(火)
○問い合わせ
飫肥地区社会福祉協議会
（戸敷） ☎090(9470)5603

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

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

◎11月の日曜・祝日在宅当番医、当番薬局（変更）
10月15日発行の市広報誌「好きです にちなん」(27ページ）でお知らせしましたが、一部変更となりました。
【医療機関（３日）
】
（変更前）井手胃腸科・肛門科(外・内・胃） ☎(32)0811 ⇒
（変更後）東内科クリニック（内科） ☎(32)1001
【開局薬局（３日）
】
（変更前）すみれ吾田薬局 ☎(32)0411 ⇒
（変更後）上平野調剤薬局 ☎(27)3567

無料相談案内

〜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 11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

若者就職支援出張相談会

〜厚生労働省・宮崎県委託事業〜

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
11月22日(木) 13時30分〜15時30分
日南保健所（原則毎月第４木曜日午後）
■相談員 精神科医師

○申込・問い合わせ みざざき若者サポートス
テーション サテライト都城
☎0986(36)6510 都城市東町４街区30号
※前日までに事前予約をお願いします。
■相談対象 就職を目指す15歳〜 39歳の無業者
とその家族を対象に、就職に向けての不安や悩
み事の個別相談、セミナー、職場体験など、一
人一人にあった支援で就労に結び付けます。
■日時・場所 11月16日(金)
12時30分〜15時20分 ハローワーク日南
※２カ月に１回、日南で出張相談を開催します。
※サテライト都城では、土、日、祝日、年末年始
を除き、毎日相談を受け付けています。

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。
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