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第５回宮崎県女性消防
団員活性化大会

　県内の女性消防団員が集結
し、消防に関する活動報告や講
演会、意見交換をします。日頃
の女性消防団員の活動に触れて
みませんか。どなたでも参加で
きますので、ぜひ、ご来場くだ
さい。
■日時　１月19日(土)
　13時～16時30分
　（開場）12時～
■場所　南郷ハートフルセン
ター　大ホール
■内容
　【開会】　13時
　【活動報告】　13時30分～
①テーマ
   「繋ぐ　～勇気ある一歩を～」
　報告団体　日南市消防団　女
性部
②消防啓発劇など
　【講演】15時（予定）
　演題「目からウロコのメンタ
ルヘルス　～働く人の健康維
持と対策～」
　講師　杉山　明美　氏
　（元オリンピック女子バレー
ボール日本代表）
■入場料　無料
○問い合わせ　消防本部
　総務課　☎(23)1316

消　防 整　備

農　業 まちのうごき

人　口
男
女
世帯数

出生 34　 死亡 65
転入 137　 転出 125

51,709
24,334
27,375
22,387

（－19）
（－ 1）
（－18）
（－15）

1月1日現在（推計人口）

12月１日～31日

「（仮称）道の駅北郷」市民報告会と整備計画

　整備計画の進捗状況の報告と、道の駅運営に関する講演をします。
販売などに関心のある方や一般市民の方など、誰でも参加できます。
ぜひ、ご来場ください。
【市民報告会】
■日時　２月１日(金)　18時30分～20時
■場所　北郷農村環境改善センター
■内容
　＜第一部＞　「（仮称）道の駅北郷」整備計画の進捗状況など
　＜第二部＞　①先進事例紹介　道の駅つの　駅長　福地　清己　氏
　　　　　　　②意見交換
【整備計画】
■整備計画地（広さ約16,000㎡）

■整備計画の主な目的
・東九州自動車道がもたらす経済効果を、市内全域に波及させる環
境の創出

・道の駅を核とした、ふるさとの未来につながる環境の創出　など
○問い合わせ　本庁総合戦略課　地域政策係　☎(31)1128

畜産農家の皆さんへ

　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

林業会館
（解体）

至宮崎

至日南
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旧北郷町総合支所
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交流センター
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03　お知らせ 02　お知らせ

平成31年度市県民税
申告相談

　税の申告は、市県民税をはじ
め、国民健康保険税、介護保険
料、後期高齢者医療保険料など
を算定する上で、基礎となる大
切なものです。
　また、所得課税証明書の交付
や、保育料、公営住宅入居など
の判定にも必要になります。必
ず期間内に申告をしてください。
■期間・申告会場
　２月１日(金)～３月15日(金)
※日程や会場は、１月５日発行の
市広報誌でご確認ください。

※昨年と会場が異なる地区があ
ります。ご注意ください。

（吾田地区）
　市役所敷地内プレハブ
（大堂津地区）
　大堂津津波緊急避難施設
※申告期間中は、本庁税務課や
総合支所での受け付けができ
ません。申告会場へお越しく
ださい。

※税務署で確定申告をする方
は、市の申告会場へ来る必要
はありません。
■必要な物
　【共通】
　①印鑑
　②マイナンバーカードまたは
マイナンバー通知カードと身
分証明書
　③控除が分かる書類
　・社会保険料や生命保険料な
どの控除証明書

　・医療費控除を受ける場合
は、領収書や高額療養費な
どの補てん金額が分かる書
類

　・身体障害者手帳など
　④本人名義の通帳（所得税の
還付を受ける場合）
　【事業(営業等や農業)、不動産
所得者】
　①収支内訳書
　②収入や経費が分かる物（帳
簿、証明書、領収書、通帳など）

　【給与、公的年金、その他の収
入があった方】
　①給与所得の源泉徴収票
　※ない場合は給与明細書など
　②公的年金等の源泉徴収票
　③その他の収入や経費が分か
る証明書類など
○問い合わせ　本庁税務課
　市民税係　☎(31)1121

東京脱出計画という名
の「日南市移住相談会」

　関東方面にお住まいの子ども
や知り合いに、この相談会への
参加をお勧めください。移住全
般に加えて、仕事の相談対応も
充実しています。
■日時　２月16日(土)、17日(日)
　13時～16時
■場所　ポート(株)
　東京都新宿区西新宿8-17-1
　住友不動産新宿グランドタ
ワー12階 
■対象者
 ・日南市への移住に興味がある
方
 ・日南市で働きたいと考えてい
る方など
■内容
　【移住セミナー】
　「東京にいると不幸になること
10選」
　講師　日南市マーケティング
専門官　田鹿　倫基
　【個別相談】
　（移住全般）専門相談員３人
　（就職相談）ハローワーク日南、
市内企業

※オンラインでも、日南市の移
住者や企業と話せます。

■定員　両日とも15組程度（先
着順）

■申込方法　電話またはファク
ス、メール

※申込書は、市公式ホームペー
ジからダウンロードできま
す。

■申込期限　２月13日(水)
■その他　日南市の特産品の試
食や試飲ができます。

税　金

移　住

健　康

○申込・問い合わせ
　移住定住相談窓口
　（創客創人センター内）
　☎090(8355)3900
　FAX(27)3530
　メール：info@medel.biz

平成30年度「高齢者
肺炎球菌」予防接種

■実施期限　３月30日(土)
■対象者
　① 65歳、70歳、75歳、80歳、
85歳、90歳、95歳、100歳の方
　② 60歳以上65歳未満の方
　（心臓、じん臓、呼吸器、免疫
の機能に障害があり、身体障
害者手帳１級に相当する方）

※年齢は、平成31年４月１日現
在です。

※対象者には、個別にはがきを
送付しています。

※過去に肺炎球菌予防接種（23
価）を受けたことがある方は、
対象外です。

■接種回数　１回 (ワクチンの予
防効果は５年程度)
■接種料金　2,500円（生活保護
証明書がある場合は無料）

■持っていく物　保険証、健康
手帳、個別通知はがき、身体
障害者手帳の写し（※対象者
②の方）

※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
町総合支所で交付します。
■実施場所　指定医療機関で受
けてください。

※指定医療機関などの詳細は、
４月に送付されたはがきで確
認するか、お問い合わせくだ
さい。

※予防接種を受ける際は、予約
が必要な場合があります。事
前に各医療機関へお問い合わ
せください。

※市外（県内）での接種を希望
する場合は、本庁健康増進課
へお問い合わせください。
○問い合わせ　本庁健康増進課
　☎(31)1129

体育施設の
年間借用受付

　平成31年度分の事前借用（年
間予約）を受け付けます。
■受付期間
　２月４日(月)～18日(月)
■申込対象　大会や運動会、地
区行事など
※練習などは、例月予約をして
ください。
■申込方法　各施設にある申込
書に必要事項を記入の上、各
エリア（日南・北郷・南郷）
の指定管理者へ郵送するか直
接お持ちください。

※申込書は、各指定管理者の
ホームページからもダウン
ロードできます。
■その他　空き状況を指定管理
者ホームページなどで確認
し、申し込んでください。

※詳細は、各指定管理者までお
問い合わせください。
○申込・問い合わせ
（日南エリア）
　多目的体育館　☎(22)5050
　〒889-2524
　日南市大字殿所2200
（北郷エリア）
　さくらアリーナ  ☎(55)2897
　〒889-2402
　日南市北郷町郷之原甲110-3
（南郷エリア）
　南郷スタジアム  ☎(64)3341
　〒889-3205
　日南市南郷町西町1-1

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

スポーツ ※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

スポーツ
　市代表チームも出場しますので、沿道でのご声援をよろしくお願いします。   
　また、大会当日は交通規制があります。市民の皆さんには、大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協
力をお願いします。
■大会日時　１月27日(日)　10時30分～　※雨天決行
■場所　日南総合運動公園陸上競技場を発着

○問い合わせ　観光・スポーツ課　スポーツ推進係　☎(31)1175

第36回　宮崎県女子駅伝競走大会と交通規制
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ず期間内に申告をしてください。
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　２月１日(金)～３月15日(金)
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ません。申告会場へお越しく
ださい。

※税務署で確定申告をする方
は、市の申告会場へ来る必要
はありません。
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　①収支内訳書
　②収入や経費が分かる物（帳
簿、証明書、領収書、通帳など）

　【給与、公的年金、その他の収
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　①給与所得の源泉徴収票
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　③その他の収入や経費が分か
る証明書類など
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東京脱出計画という名
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や知り合いに、この相談会への
参加をお勧めください。移住全
般に加えて、仕事の相談対応も
充実しています。
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　（創客創人センター内）
　☎090(8355)3900
　FAX(27)3530
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■実施期限　３月30日(土)
■対象者
　① 65歳、70歳、75歳、80歳、
85歳、90歳、95歳、100歳の方
　② 60歳以上65歳未満の方
　（心臓、じん臓、呼吸器、免疫
の機能に障害があり、身体障
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※年齢は、平成31年４月１日現
在です。

※対象者には、個別にはがきを
送付しています。

※過去に肺炎球菌予防接種（23
価）を受けたことがある方は、
対象外です。

■接種回数　１回 (ワクチンの予
防効果は５年程度)
■接種料金　2,500円（生活保護
証明書がある場合は無料）

■持っていく物　保険証、健康
手帳、個別通知はがき、身体
障害者手帳の写し（※対象者
②の方）

※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
町総合支所で交付します。
■実施場所　指定医療機関で受
けてください。

※指定医療機関などの詳細は、
４月に送付されたはがきで確
認するか、お問い合わせくだ
さい。

※予防接種を受ける際は、予約
が必要な場合があります。事
前に各医療機関へお問い合わ
せください。
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する場合は、本庁健康増進課
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体育施設の
年間借用受付

　平成31年度分の事前借用（年
間予約）を受け付けます。
■受付期間
　２月４日(月)～18日(月)
■申込対象　大会や運動会、地
区行事など
※練習などは、例月予約をして
ください。
■申込方法　各施設にある申込
書に必要事項を記入の上、各
エリア（日南・北郷・南郷）
の指定管理者へ郵送するか直
接お持ちください。

※申込書は、各指定管理者の
ホームページからもダウン
ロードできます。
■その他　空き状況を指定管理
者ホームページなどで確認
し、申し込んでください。

※詳細は、各指定管理者までお
問い合わせください。
○申込・問い合わせ
（日南エリア）
　多目的体育館　☎(22)5050
　〒889-2524
　日南市大字殿所2200
（北郷エリア）
　さくらアリーナ  ☎(55)2897
　〒889-2402
　日南市北郷町郷之原甲110-3
（南郷エリア）
　南郷スタジアム  ☎(64)3341
　〒889-3205
　日南市南郷町西町1-1

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

スポーツ ※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

スポーツ
　市代表チームも出場しますので、沿道でのご声援をよろしくお願いします。   
　また、大会当日は交通規制があります。市民の皆さんには、大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協
力をお願いします。
■大会日時　１月27日(日)　10時30分～　※雨天決行
■場所　日南総合運動公園陸上競技場を発着

○問い合わせ　観光・スポーツ課　スポーツ推進係　☎(31)1175

第36回　宮崎県女子駅伝競走大会と交通規制
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05　お知らせ 04　お知らせ

「ＯＮＳＥＮ・ガストロノ
ミーウォーキングin日南
油津」参加者

　油津の自然や歴史を感じなが
ら、約９キロの道のりを「巡り」、
郷土料理や焼酎を「食べて・飲
み」、ウォーキングの後には温泉
で疲れを「癒す」楽しいイベント
です。ぜひ、ご参加ください。
■ガストロノミーウォーキング
とは
　その地域特有の「食」「自然」「文
化・歴史」の全てを、ウォーキ
ングによって一度に「体感」で
きる新たな観光です。
■日時　３月21日(木・祝日)
　（受付）９時30分～
　スタート　①10時20分～
　スタート　②10時40分～
　スタート　③11時～
※スタート時間の15分前まで
に、受け付けを済ませてくだ
さい。

■場所　堀川夢ひろば（発着）
■対象者　小学生以上
■定員　300人（先着順）
■参加料
　（高校生以上）　3,000円
　（小・中学生）　1,500円
※参加料には、食事代、飲み物
代、保険料、温泉入浴券を含
みます。

※小学生未満を同伴できます。
ただし、参加対象外となるた
め、食事などの提供はありま
せん。

■申込方法
　（インターネット）
　http://spoen.net/77459
　（電話）　0570(039)846
■申込期限　３月17日(日)
※詳細は、ホームページ「ＯＮＳ
ＥＮ・ガストロノミー　日南油
津」で検索し、ご確認ください。
○問い合わせ
　ＯＮＳＥＮ・ガストロノミー
ウォーキングin日南実行委員
会事務局（観光・スポーツ課
内）　☎(27)3315

「港町油津まち歩きツ
アー“へぇ～ ”“ほぉ～ ”
まち歩き」参加者

　地域の記憶を掘り起こし、そ
の魅力を発信するまち歩きツ
アーです。油津小学校５年生が
案内した後、児童が制作した「油
津カルタ」を使って、カルタ取り
大会も開催します。児童たちと
一緒に、港町油津の風景を楽し
んでみませんか。
■日時
　２月17日(日)　※小雨決行
　10時～12時30分
　(受付)　９時30分～
■場所
　創客創人センター前（集合）
■定員　30人程度（先着順）
■参加料
　500円（保険代込み）
　中学生以下は無料
※小学生以下は保護者同伴
■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　２月８日(金)
○申込・問い合わせ
　油津地域協議会事務局（まな
びピア内）
　☎(23)3777　FAX(23)3778

「宮崎ねんりんピック
２０１９」参加者

　60歳以上を対象とした、スポー
ツや文化の交流大会です。「ねん
りんピック和歌山2019（全国大
会）」の予選も兼ねています。ぜ
ひ、ご参加ください。
■期日　５月19日(日)
※一部、開催日が異なる競技も
あります。
■場所
　KIRISHIMAヤマザクラ宮崎県
総合運動公園ほか

■種目　29種目（スポーツ26種
目、文化３種目）
■参加資格
　県内在住の60歳以上の方（昭
和35年４月１日以前に生まれ

募　集 た方）
■参加料　500円
※参加決定後、郵便局で振り込
んでください。

■申込期間
　２月１日(金)～28日(木)
■その他
 ・申込多数の場合は抽選になり
ます。
 ・競技種目、競技方法、会場、申
込方法などの詳細は、本庁長
寿課高齢者支援係に設置の種
目別実施要項をご覧いただく
か、宮崎県社会福祉協議会の
ホームページでご確認くださ
い。
○問い合わせ
　宮崎県社会福祉協議会
　長寿社会推進センター
　☎0985(31)9630

自衛官

■募集種目
　自衛官候補生（男子）
■受験資格　18歳以上33歳未満
の方
■受付期間　年間を通じ、受け
付けています。
■試験期日　受付時にお知らせ
します。
■合格発表　合格発表日は、試
験日にお知らせします。
■試験種目　筆記試験、作文、
適正検査

■待遇・その他
 ・所要の教育を経て、３カ月後
に２等陸・海・空士に任用しま
す。
 ・陸上（技術系を除く）は１年９
カ月、陸上（技術系）・海上・
航空は２年９カ月を１任期と
して任用します（以降は２年
を１任期）。

※受験資格には、他にも条件が
あります。詳細は、宮崎地方協
力本部公式ホームページで確
認するか、お問い合わせくだ
さい。
○申込・問い合わせ
　自衛隊　宮崎地方協力本部
　日南地域事務所　☎(32)5066

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（12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）

「宮崎大学ロコモティブ
シンドローム予防対策
講座」受講生

　元気に自分の足で歩き続ける
ための、ロコモ（運動器症候群）
予防講座です。人生を楽しむた
めに、ぜひ、学んでみませんか。
■日時　２月23日(土)
　10時～12時
■場所　創客創人センター
■内容
　①専門医師による講演

　②管理栄養士による栄養講座
　③ロコモ体操など
■対象者　どなたでも
■定員　20人（先着順）
■受講料　無料
■申込方法　電話またはイン
ターネットで申し込んでくだ
さい。

■服装・持っていく物　動きや
すい服、タオル
○申込・問い合わせ　宮崎大学
産学・地域連携センター
　☎0985(58)7188（受付時間
は、平日の10時～16時）
　ホームページ「宮崎大学公開
　講座」で検索

「介護職員初任者研修」
受講生

　介護の基礎から応用まで学
べ、将来的に介護福祉士を目指
す方にも必要な入門資格が取得
できます。介護の現場、サービス
関連職種、家族のためなど、幅
広い活躍が期待できます。 
■期間
　２月14日(木)～６月10日(月)
　毎週月・木曜日（祝日を除く）
　18時30分～21時30分
　合計92時間
■場所　日南高等職業訓練校
■定員　15人（先着順）
※５人以上で開講します。
■受講料
　83,400円（教材費・税込み）
※分割払いもできます（初回
20,000円)。
■申込方法　電話
■申込期限　２月13日(水)
■その他
※「一般教育訓練給付金」「一人
親家庭自立支援給付金」の対
象講座です。一定の条件を満
たした場合、終了資格取得後、
受講料の一部が支給されま
す。

※ファミリーサポートを利用し
て、校内で託児もできます。

就　職

募　集

○申込・問い合わせ
　日南高等職業訓練校
　☎(22)2633

市営住宅の入居者

■入居日　３月１日（金）                 
■申込方法　申請書と必要書類
を一緒に提出してください。                       

※申請書の配布や説明は随時し
ます。
■申込期間
　１月23日(水)～31日(木)
■募集戸数　22戸
　今町(１戸)、山瀬(１戸)、
　杉の子(１戸)、影平(１戸)、
　松原(３戸)、津の峯(３戸)、
　瀬西(１戸)、かはと(２戸)、
　田平(２戸)、中郷(１戸)、
　上中村(３戸)、栄松Ａ(２戸)、
　潟上大久保(１戸)
※申込者多数の場合には、抽選
となります。 

※単身者は入居できない住宅も
あります。

※その他にも、随時募集中の住
宅もあります。

■家賃　5,000円～55,900円
※家賃額は、広さや築年数、所
得などにより異なります。

■申込資格
 ・原則として、同居または同居し
ようとする親族のある方
 ・公営住宅入居資格収入基準以
下である方
 ・税金の滞納がない方など
※単身入居は、単身入居要件に
該当すれば入居できます。

■単身入居要件
 ・満60歳以上の方
 ・障がい者で、自活生活ができ
る方（身体障がい４級以上、
知的・精神障がい３級以上）
 ・ＤＶ被害者など
※詳細は、市公式ホームページ
でご確認いただくか、お問い
合わせください。
○申込・問い合わせ　本庁建築
　住宅課　住宅係　☎（31)1140
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05　お知らせ 04　お知らせ

「ＯＮＳＥＮ・ガストロノ
ミーウォーキングin日南
油津」参加者

　油津の自然や歴史を感じなが
ら、約９キロの道のりを「巡り」、
郷土料理や焼酎を「食べて・飲
み」、ウォーキングの後には温泉
で疲れを「癒す」楽しいイベント
です。ぜひ、ご参加ください。
■ガストロノミーウォーキング
とは
　その地域特有の「食」「自然」「文
化・歴史」の全てを、ウォーキ
ングによって一度に「体感」で
きる新たな観光です。
■日時　３月21日(木・祝日)
　（受付）９時30分～
　スタート　①10時20分～
　スタート　②10時40分～
　スタート　③11時～
※スタート時間の15分前まで
に、受け付けを済ませてくだ
さい。

■場所　堀川夢ひろば（発着）
■対象者　小学生以上
■定員　300人（先着順）
■参加料
　（高校生以上）　3,000円
　（小・中学生）　1,500円
※参加料には、食事代、飲み物
代、保険料、温泉入浴券を含
みます。

※小学生未満を同伴できます。
ただし、参加対象外となるた
め、食事などの提供はありま
せん。

■申込方法
　（インターネット）
　http://spoen.net/77459
　（電話）　0570(039)846
■申込期限　３月17日(日)
※詳細は、ホームページ「ＯＮＳ
ＥＮ・ガストロノミー　日南油
津」で検索し、ご確認ください。
○問い合わせ
　ＯＮＳＥＮ・ガストロノミー
ウォーキングin日南実行委員
会事務局（観光・スポーツ課
内）　☎(27)3315

「港町油津まち歩きツ
アー“へぇ～ ”“ほぉ～ ”
まち歩き」参加者

　地域の記憶を掘り起こし、そ
の魅力を発信するまち歩きツ
アーです。油津小学校５年生が
案内した後、児童が制作した「油
津カルタ」を使って、カルタ取り
大会も開催します。児童たちと
一緒に、港町油津の風景を楽し
んでみませんか。
■日時
　２月17日(日)　※小雨決行
　10時～12時30分
　(受付)　９時30分～
■場所
　創客創人センター前（集合）
■定員　30人程度（先着順）
■参加料
　500円（保険代込み）
　中学生以下は無料
※小学生以下は保護者同伴
■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　２月８日(金)
○申込・問い合わせ
　油津地域協議会事務局（まな
びピア内）
　☎(23)3777　FAX(23)3778

「宮崎ねんりんピック
２０１９」参加者

　60歳以上を対象とした、スポー
ツや文化の交流大会です。「ねん
りんピック和歌山2019（全国大
会）」の予選も兼ねています。ぜ
ひ、ご参加ください。
■期日　５月19日(日)
※一部、開催日が異なる競技も
あります。
■場所
　KIRISHIMAヤマザクラ宮崎県
総合運動公園ほか

■種目　29種目（スポーツ26種
目、文化３種目）
■参加資格
　県内在住の60歳以上の方（昭
和35年４月１日以前に生まれ

募　集 た方）
■参加料　500円
※参加決定後、郵便局で振り込
んでください。

■申込期間
　２月１日(金)～28日(木)
■その他
 ・申込多数の場合は抽選になり
ます。
 ・競技種目、競技方法、会場、申
込方法などの詳細は、本庁長
寿課高齢者支援係に設置の種
目別実施要項をご覧いただく
か、宮崎県社会福祉協議会の
ホームページでご確認くださ
い。
○問い合わせ
　宮崎県社会福祉協議会
　長寿社会推進センター
　☎0985(31)9630

自衛官

■募集種目
　自衛官候補生（男子）
■受験資格　18歳以上33歳未満
の方
■受付期間　年間を通じ、受け
付けています。
■試験期日　受付時にお知らせ
します。
■合格発表　合格発表日は、試
験日にお知らせします。
■試験種目　筆記試験、作文、
適正検査

■待遇・その他
 ・所要の教育を経て、３カ月後
に２等陸・海・空士に任用しま
す。
 ・陸上（技術系を除く）は１年９
カ月、陸上（技術系）・海上・
航空は２年９カ月を１任期と
して任用します（以降は２年
を１任期）。

※受験資格には、他にも条件が
あります。詳細は、宮崎地方協
力本部公式ホームページで確
認するか、お問い合わせくだ
さい。
○申込・問い合わせ
　自衛隊　宮崎地方協力本部
　日南地域事務所　☎(32)5066

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（12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）

「宮崎大学ロコモティブ
シンドローム予防対策
講座」受講生

　元気に自分の足で歩き続ける
ための、ロコモ（運動器症候群）
予防講座です。人生を楽しむた
めに、ぜひ、学んでみませんか。
■日時　２月23日(土)
　10時～12時
■場所　創客創人センター
■内容
　①専門医師による講演

　②管理栄養士による栄養講座
　③ロコモ体操など
■対象者　どなたでも
■定員　20人（先着順）
■受講料　無料
■申込方法　電話またはイン
ターネットで申し込んでくだ
さい。

■服装・持っていく物　動きや
すい服、タオル

○申込・問い合わせ　宮崎大学
産学・地域連携センター
　☎0985(58)7188（受付時間
は、平日の10時～16時）
　ホームページ「宮崎大学公開
　講座」で検索

「介護職員初任者研修」
受講生

　介護の基礎から応用まで学
べ、将来的に介護福祉士を目指
す方にも必要な入門資格が取得
できます。介護の現場、サービス
関連職種、家族のためなど、幅
広い活躍が期待できます。 
■期間
　２月14日(木)～６月10日(月)
　毎週月・木曜日（祝日を除く）
　18時30分～21時30分
　合計92時間
■場所　日南高等職業訓練校
■定員　15人（先着順）
※５人以上で開講します。
■受講料
　83,400円（教材費・税込み）
※分割払いもできます（初回
20,000円)。
■申込方法　電話
■申込期限　２月13日(水)
■その他
※「一般教育訓練給付金」「一人
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就　職

募　集

○申込・問い合わせ
　日南高等職業訓練校
　☎(22)2633

市営住宅の入居者

■入居日　３月１日（金）                 
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を一緒に提出してください。                       
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ます。
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　１月23日(水)～31日(木)
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※申込者多数の場合には、抽選
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 ・公営住宅入居資格収入基準以
下である方
 ・税金の滞納がない方など
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07　お知らせ 06　お知らせ

落語家「三遊亭多歌介」
のエコ講演会

　地球温暖化問題をはじめとす
るさまざまな問題に関し、会員
が協働して環境保全活動をして
いる「エコネットワークにちな
ん」が、落語家を招き講演会を
開催します。どなたでも参加で
きますので、ぜひ、お越しくだ
さい。
■日時　２月16日(土)
　14時～15時30分
　（開場）13時30分～
■場所　テクノセンター
■講演
　演題｢粋な人生、エコな人生｣
　講師　三遊亭　多歌介　氏
■入場料　無料
○問い合わせ　本庁地域自治課
　市民生活係　☎(31)1176

日南こども食堂

■日時　１月26日(土)
　11時30分～13時30分
■場所　九州電力　日南営業所
■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。
 ・ 会への寄付金や食材、衣料
品、学用品、おもちゃなどの
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：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21回新人演奏会

　日南・串間の小学校、中学校、
高校の吹奏楽部による演奏会で
す。各中学校の１年生による合
同演奏では、フレッシュな演奏
をお届けします。日頃の練習の
成果を、ぜひ、聴きにお越しく
ださい。
■日時　２月３日(日)
　（開場）12時～
　（開演）12時30分
■場所　南郷ハートフルセン
ター　大ホール

イベント ■入場料　全席自由　500円
※未就学児は無料です。
※チケットは出演者から購入い
ただくか、当日券をお買い求
めください。
○問い合わせ　飫肥中学校
　田中　☎090(9791)3717

毎月第４日曜日は
「港あぶらつ朝市」

　「魚うどん」や揚げたて天ぷ
ら、天むす、唐揚げ、焼きたて
のパンなどの朝食を用意してい
ますので、ぜひ、お越しくださ
い。
　また、出店者や運営を手伝っ
ていただけるスタッフを随時募
集しています。お気軽にご相談
ください。
■日時　１月27日(日)
　７時～９時
■場所　日南市漁協　荷捌き所
○問い合わせ
　本庁水産林政課　水産係
　☎(31)1135
　お茶のつかさ園（実行委員会
会長）　☎(64)4222

イベント
　事前申込は不要で、どなたでも参加できます。ぜひ、図書館へお越しください。

図書館イベント

イベント名

内 容

期 間

時 間

場 所

問い合わせ

新年特別企画
「本のお楽しみ袋」

司書が選んだ本が３冊入ったお楽しみ袋を貸出
中です。中身は開けてからのお楽しみ♪

１月31日(木)まで

開館時間

まなびピア図書館

まなびピア図書館　☎(22)5666

節分工作
「鬼のお面を作ろう」

お菓子袋に入っているプチプチを使って、鬼の
お面を作ります。

１月26日(土)、27日(日)

９時～17時

本館(飫肥)

本館(飫肥)　☎(25)0158

無料相談案内 ～秘密は守られますのでお気軽にご相談を～

行政相談

■相談対象　毎日の暮らしの中で、行政に対する
意見や要望などはありませんか。

■日時・場所　２月１日(金)　10時～15時　南郷
ハートフルセンター　小研修室（生涯学習館）
　２月12日(火)　10時～15時
   ・市役所　別館１階会議室  ・北郷福祉センター
■相談委員　行政相談委員
○問い合わせ
　本庁地域自治課　市民生活係　☎(31)1176
　北郷町総合支所　総務市民係　☎(55)2111 
　南郷町総合支所　総務市民係　☎(64)1111

司法書士会による無料法律相談会

■相談対象　不動産・商業登記、多重債務問題、
成年後見など

■日時　２月６日(水)　17時30分～19時30分
■場所　まなびピア　２階会議室
■相談員　司法書士２人
○申込・問い合わせ　司法書士会日南支部（立山）
　☎080(1725)2391
※前日までに予約をお願いします。
　（予約時間：平日10時～16時）

遺言などの無料相談

■相談対象　遺言、相続、高齢者などの財産管理、
離婚時の契約など

■日時　２月17日(日)　８時～12時
■場所　日南公証役場（日南市戸高1-3-2）
■申込方法　事前に電話で申し込んでください。
　（予約時間：平日８時30分～17時）
※相談は、平日も無料です。お気軽に電話予約を
してお越しください。
○申込・問い合わせ   日南公証役場　☎(23)5430

厚生年金相談

■相談対象　老齢、障害、遺族などの年金請求お
よび相談
■日時・場所　２月21日(木)  10時～
　市役所　別館２階会議室
■予約方法　宮崎年金事務所（お客様相談室)に電
話で申し込んでください。

■予約受付期間　１月21日(月)～２月18日(月)
※基礎年金番号または年金証書番号を準備して、
希望の時間や相談内容をお伝えください。
○予約・問い合わせ　宮崎年金事務所（お客様相
談室）　☎0985(52)2111　事前予約をお願い
します。

一人で悩まず、まず相談

■相談対象　商品やサービスの契約などの際に、
個人と事業者間に起こるさまざまなトラブル（送
りつけ商法、点検商法、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

人権相談

■相談対象　いじめや、家庭問題、嫌がらせなど、
人権上の問題でお困りの方はいませんか。

■日時・場所　２月12日(火)　10時～15時　南郷
ハートフルセンター　小研修室（生涯学習館）
　２月13日(水)　10時～15時　まなびピア
　２月14日(木)　10時～15時　北郷福祉センター
■相談委員　人権擁護委員
■その他
　宮崎地方法務局日南支局（☎(25)9125）でも、
常時相談室を設置し、相談に応じています。
○問い合わせ
　本庁地域自治課　市民生活係　☎(31)1176
　北郷町総合支所　総務市民係　☎(55)2111 
　南郷町総合支所　総務市民係　☎(64)1111

労働相談会

■相談対象　労働者と雇用者の間に生じた職場の
トラブル（パワハラ、賃金未払い、解雇など）
※労働者、雇用者双方の相談に応じます。
■期間・時間　２月18日(月)～24日(日)
　平日　８時30分～19時　土、日　９時～17時
※土、日は事前予約が必要です。
※この期間以外にも、平日の８時30分～17時15
分に随時相談を受け付けていますので、気軽に
ご相談ください。
■場所　宮崎県労働委員会事務局
■相談方法
　電話、面談、ファクス、インターネット
○予約・問い合わせ
　宮崎県労働委員会事務局（県庁３号館６階）
　相談専用電話「働くあんしんサポートダイヤル」
　☎0985(26)7538　FAX0985(20)2715
　宮崎市橘通東1-9-10
　ホームページ　 宮崎県労働委員会　検索
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　宮崎市橘通東1-9-10
　ホームページ　 宮崎県労働委員会　検索
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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

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

消　防
　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

日付 医　療　機　関

2月の日曜・祝日在宅当番医

※変更になる場合がありますので、確認にはテレホン
　サービス（☎（23）9999）をご利用ください。

※この当番制は、院外処方せんで発行された場合に
　対応するものです。

2月の日曜・祝日当番薬局

瀬川クリニック（胃腸・耳鼻科）
☎(21)1212

猿渡医院（外科・内科）
☎(64)2225

とめのファミリークリニック【串間】（内科・小児科）
☎(76)1425

河野医院（内科）
☎(23)4155

井手胃腸科・肛門科（外・内・胃）
☎(32)0811

英医院【串間】（内科）
☎(74)1187

藤浦循環器科内科クリニック(循・内科）
☎(23)3188

かわにし脳神経外科（脳外・神内）
☎(27)3330

にいな内科・循環器科【串間】（内・循・呼）
☎(71)1711

日南春光会病院（内科・外科）
☎(22)2324

にちなんファミリークリニック（内科・小児科）
☎(55)1121

岡村クリニック【串間】(整形外科）
☎(72)7710

戸倉医院（内科）
☎(23)1700

山見医院（小児科）
☎(23)2101

とめのファミリークリニック【串間】（内科・小児科）
☎(76)1425

３日

10日

11日

17日

24日

日付 開　局　薬　局
堺薬局
 ☎(21)1201
かすが薬局南町店
 ☎(21)9570
つぼみ薬局【串間】
 ☎(76)1188
みどり調剤薬局
 ☎(32)1610
木山調剤薬局
 ☎(23)8931
すみれ吾田薬局
 ☎(32)0411
おおつか調剤薬局【串間】
 ☎(74)1312
すみれ中央薬局
 ☎(32)1095
日南調剤薬局
 ☎(27)3636
岩本調剤薬局天神橋店【串間】
 ☎(72)7220
ゆうあい薬局
 ☎(21)1750
みなみ薬局
 ☎(31)0165
すみれ薬局
 ☎(23)7896
つぼみ薬局【串間】
 ☎(76)1188

３日

10日

11日

17日

24日


