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調査は、農林業の実態を明らか
にし、今後の農林業の政策に役
立てるために５年ごとに行われ
る極めて大切な調査です。全国
の農家や林家をはじめ、すべて
の農林業関係者を対象に行われ
る「農林業の国勢調査」ともい
うべきものです。１月中旬から
２月下旬にかけて、皆さまのお
宅や会社などに調査員が調査に
伺いましたら、ご協力をお願い
します。
○問い合わせ　本庁総合戦略課
　情報統計係　☎(31)1116

男女共同参画基本計画
市民意識調査

　日南市男女共同参画基本計画
策定に向けて、男女共同参画に
関する実態やご意見などを把握
する目的でアンケート調査を行
います。該当の方には郵送で調
査書が届きますので、ご協力お
願いします。
■調査期間　１月中
■回答期限　１月31日(金)
■調査対象
　18歳以上の2,000人
○問い合わせ

　本庁地域自治課　協働係
　☎(31)1118

感電事故に注意しま
しょう

　凧揚げの季節となりました。
万一、凧が電線などにかかった
場合は、自分で取ろうとせず
に、九州電力までご連絡くださ
い。
■感電事故防止のために
①電線付近では、凧揚げをしな
い。
②電柱や鉄塔に昇ったりしな
い。
○問い合わせ
　九州電力㈱　日南営業所
　☎0120(986)706

日南市林野火災予防運動
(期間：１月27日(月)～１月
31日(金))

　例年、この時期は空気が乾燥
し、林野火災が全国各地で発生
しています。火災は、たき火、
たばこの火、あぜ焼きなどによ
る延焼などが主な原因で発生し
ています。
　春を迎える頃になると、休日
などに山に入る機会が多くなり
ますが、火の取り扱いにはくれ
ぐれもご注意ください。
「守りたい  森と未来を  炎から」
■日時　＜防火パレード＞
　１月28日(火)　９時～
■場所　市内一円
○問い合わせ
　日南地区林野火災防止対策協
議会事務局
　（消防本部予防課内）
　☎(23)7584

農林業センサス

　農林水産省では、令和２年２
月１日現在で「2020年農林業
センサス」を実施します。この

消　防

統計調査

調　査

安　全

まちのうごき

人　口
男
女
世帯数

出生 26　 死亡 87
転入 108　 転出 114

50,926
23,979
26,947
22,277

（－67）
（－44）
（－23）
（－45）

1月1日現在（推計人口）

12月１日～末日
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　☎(31)1129

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25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）

平日夜間・土日もどう
ぞ！無料労働相談会

　宮崎県労働委員会では、労働
者と使用者との間に生じた職場
のトラブル（パワハラ、賃金未払
い、解雇など）について、随時、
秘密厳守・無料で相談に応じて
います。
■日時
　２月15日(土)～21日(金)
　【平日】８時30分～12時
　13時～19時
【土曜･日曜】９時～12時

　13時～17時
※面談を希望される場合は、事
前に電話連絡をお願いしま
す。

■場所　宮崎県労働委員会事務
局　宮崎市橘通東1丁目9-10
（県庁３号館６階）
■対象者　県内の事業所に勤務
する労働者及び使用者

■相談方法　電話・面談・FAX・
インターネット（「宮崎県労働
相談メール送信フォーム」で
検索）
○問い合わせ　宮崎県労働委員
会事務局　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

北郷小中学校屋内温水
プールの一般開放（有料）

■開放期間
　令和２年５月31日まで
■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、学校の行事や施設管
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

令和元年度「高齢者肺
炎球菌」予防接種

　対象年齢の方で希望される方
は、今年度末までに早めの接種
をお願いします。（次年度以降は
対象になりません）
■実施期限　３月31日(火)
■対象者
①65歳、70歳、75歳、80歳、
85歳、90歳、95歳、100歳、
101歳以上の方
②60歳以上65歳未満（心臓、じ
ん臓、呼吸器の機能および免
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、令和２年４月１日現在
の年齢です。

※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、健康増進課までご連絡く
ださい。

■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）での接種をご希
望の場合は、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

健　康
就　職

スポーツ

労　働

ハンセン病元患者家族
に対する補償金制度

　令和元年11月15日に、議員
立法により「ハンセン病元患者
家族に対する補償金の支給等に
関する法律（令和元年法律第55
号。以下「法」という）」が成
立し、同年11月22日に公布・
施行されました。法に基づき、
対象となるハンセン病元患者の
ご家族の方々に補償金が支給さ
れます。詳しくは、下記の厚生
労働省ホームページに掲載され
ていますのでご確認ください。
＜厚生労働省ホームページ（ハ
ンセン病に関する情報ページ）＞
https://www.mhlw.go.jp/stf/
seisakunitsuite/bunya/kenk
ou_iryou/kenkou/hansen/in
dex.html
○担当窓口　請求書の提出や請
求に関するご相談について

は、下記の厚生労働省（健康
局難病対策課ハンセン病元患
者家族補償金支給業務室）担
当窓口にご連絡ください。
　【厚生労働省補償金担当窓口】
　☎03(3595)2262
　受付時間10時～16時
　（土日祝日、年末年始を除く）
　【問い合わせのみ】
　本庁健康増進課
　☎(31)1129

宮崎ねんりんピック
2020参加者

　60歳以上を対象とした、ス
ポーツや文化の交流大会です。
全国健康福祉祭ぎふ大会の予選
も兼ねています。ぜひ、ご参加
ください。
■期日　５月17日(日)
※一部、開催日が異なる競技も
あります。

補　償

募　集

■場所
　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36年４月１日以
前に生まれた方）
■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(土)～３月15日(日)
■その他
　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

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。ご理解とご協力をお願いしま
す。
■大会日時　１月26日(日)　10時30分スタート　※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37回　宮崎県女子駅伝競走大会と交通規制
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　☎(31)1129

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25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）

平日夜間・土日もどう
ぞ！無料労働相談会

　宮崎県労働委員会では、労働
者と使用者との間に生じた職場
のトラブル（パワハラ、賃金未払
い、解雇など）について、随時、
秘密厳守・無料で相談に応じて
います。
■日時
　２月15日(土)～21日(金)
　【平日】８時30分～12時
　13時～19時
【土曜･日曜】９時～12時

　13時～17時
※面談を希望される場合は、事
前に電話連絡をお願いしま
す。

■場所　宮崎県労働委員会事務
局　宮崎市橘通東1丁目9-10
（県庁３号館６階）
■対象者　県内の事業所に勤務
する労働者及び使用者

■相談方法　電話・面談・FAX・
インターネット（「宮崎県労働
相談メール送信フォーム」で
検索）
○問い合わせ　宮崎県労働委員
会事務局　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

北郷小中学校屋内温水
プールの一般開放（有料）

■開放期間
　令和２年５月31日まで
■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、学校の行事や施設管
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

令和元年度「高齢者肺
炎球菌」予防接種

　対象年齢の方で希望される方
は、今年度末までに早めの接種
をお願いします。（次年度以降は
対象になりません）
■実施期限　３月31日(火)
■対象者
①65歳、70歳、75歳、80歳、
85歳、90歳、95歳、100歳、
101歳以上の方
②60歳以上65歳未満（心臓、じ
ん臓、呼吸器の機能および免
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、令和２年４月１日現在
の年齢です。

※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、健康増進課までご連絡く
ださい。

■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）での接種をご希
望の場合は、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

健　康
就　職

スポーツ

労　働

ハンセン病元患者家族
に対する補償金制度

　令和元年11月15日に、議員
立法により「ハンセン病元患者
家族に対する補償金の支給等に
関する法律（令和元年法律第55
号。以下「法」という）」が成
立し、同年11月22日に公布・
施行されました。法に基づき、
対象となるハンセン病元患者の
ご家族の方々に補償金が支給さ
れます。詳しくは、下記の厚生
労働省ホームページに掲載され
ていますのでご確認ください。
＜厚生労働省ホームページ（ハ
ンセン病に関する情報ページ）＞
https://www.mhlw.go.jp/stf/
seisakunitsuite/bunya/kenk
ou_iryou/kenkou/hansen/in
dex.html
○担当窓口　請求書の提出や請
求に関するご相談について

は、下記の厚生労働省（健康
局難病対策課ハンセン病元患
者家族補償金支給業務室）担
当窓口にご連絡ください。
　【厚生労働省補償金担当窓口】
　☎03(3595)2262
　受付時間10時～16時
　（土日祝日、年末年始を除く）
　【問い合わせのみ】
　本庁健康増進課
　☎(31)1129

宮崎ねんりんピック
2020参加者

　60歳以上を対象とした、ス
ポーツや文化の交流大会です。
全国健康福祉祭ぎふ大会の予選
も兼ねています。ぜひ、ご参加
ください。
■期日　５月17日(日)
※一部、開催日が異なる競技も
あります。

補　償

募　集

■場所
　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36年４月１日以
前に生まれた方）
■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(土)～３月15日(日)
■その他
　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

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。ご理解とご協力をお願いしま
す。
■大会日時　１月26日(日)　10時30分スタート　※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37回　宮崎県女子駅伝競走大会と交通規制
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募　集 ■募集期限
　２月７日(金)（先着順）
■その他　出店・出演の詳細に
ついては、下記まで問い合わ
せください。

○申込・問い合わせ　日南市花
立公園さくらまつり実行委員
会事務局
　（(一社)日南市観光協会）
　☎(31)1134　FAX(23)3100

日南訓練校で学べる『ニチ
イの医療事務講座』受講生

　訓練校で初開催となる医療事
務講座です。医療事務はライフ
スタイルに合わせて働きやす
く、人気のお仕事です。ベテラン
講師が修了までしっかりサポー
トします。この機会に、学んでみ
ませんか。
■受講期間・時間　１月24日(金)
～４月10日(金)　全11回
　９時30分～15時30分（初回の
み12時まで）

■場所　日南高等職業訓練校
■受講料　59,702円（教材費込
み・税込み）

■申込期限　１月23日(木)まで
■募集人員　20人（先着順）
　（５人以上で開講）
○申込・問い合わせ　ニチイ学
館宮崎支店（担当：白石）
　☎0120(781)252
　（平日９時～17時15分）

傾聴ボランティア養成
講座参加者

　地域の中には、外出の機会や
交流が少なく、孤独や不安を感
じている人がいます。そのよう
な方の思いを聴き、孤独を防ぐ
ための方法として『傾聴』があり
ます。傾聴ボランティアは、相手
に寄り添いながら信頼関係を築
き、心穏やかに過ごせるよう手
助けをするボランティア活動で
す。あなたも講座を受講して、聞
き上手になりませんか。

■日時
　１月22日(水)　９時～12時
■場所　日南市社会福祉協議会
２階　ボランティア団体優先
室（市役所南別館）

■受講料　無料
※但し、ボランティア活動保険
未加入の方は、要加入。保険
料350円。

■申込方法　社会福祉協議会で
配布する受講申込書に記入の
上、FAXまたは下記まで提出
してください。電話でも申し
込み可能です。

■申込期限　１月20日(月)
○問い合わせ　社会福祉法人　
日南市社会福祉協議会
　地域福祉課　地域福祉係　
　〒887-0021　日南市中央通
1-8-1　市役所南別館
　☎(23)1191　FAX(27)3533

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29日(土)　10時～12時
■場所　創客創人センター
■内容　①専門ドクターによる
講演　②管理栄養士による栄
養講座　③スポーツナースに
よるロコモ体操など
■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

アンガーマネジメント
ティーンインストラク
ター養成講座参加者

　アンガーマネジメントはアメ
リカで生まれた心理トレーニン
グです。アンガーマネジメント
ティーンインストラクターにな
ると中高生を対象に講座を開く
ことができます。
■日時　３月14日(土)
　13時～16時
■場所　まなびピア　視聴覚室
■対象者　中学・高校生に関わ
る一般の方
■定員　２～６人(先着順)
■受講料　33,000円
■申込方法　お申込みフォーム
→https://ws.formzu.net/fgen/
　S16174132/
■申込期限　２月末日(先着順)
○問い合わせ　日本アンガーマ
ネジメント協会　島田　聡子
　☎080(5259)2268
　メール：minamikaze2010＠yahoo.co.jp

第21回日南市花立公園さ
くらまつりフリーマーケッ
ト出店者・ステージ出演者

　「日南寒咲1号から始まる花物
語」をテーマに、今年も花立公園
さくらまつりを開催します。
　まつり期間中のフリーマー
ケット出店者・ステージ出演希
望者を募集いたします。
■まつり開催期間
　３月20日(金)～４月５日(日)
■場所　蜂の巣公園内（特設会
場）

■募集内容
　フリーマーケット出店日時
　３月20日(金)・21日(土)・
　22日(日)・28日(土)・29日(日)
　10時～16時まで
　ステージ出演日程
　３月20日(金)・22日(日)・
　28日(土)・29日(日)

募　集市営住宅の入居者

　令和２年度に宮崎県で開催される第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
やざき大会の日南市におけるイベントのひとつとして、市民の皆さんの作品展を開催します。「日南の彩（い
ろ）・風・人」のテーマに沿った作品を募集しますので、みなさん奮ってご参加ください。
■申込期間　２月３日(月)～３月31日(火)　17時15分まで（平日のみ受付）
■開催（展示）期間　10月25日(日)～11月１日(日)　■開催（展示）場所　まなびピア
■申込方法　生涯学習課、文化センター、北郷農村環境改善センター、南郷ハートフルセンター、市内各公
立公民館に置いてある開催要項・募集要項をご参照の上、「参加申込書」に必要事項を記入して、ご提出く
ださい。
■提出先　生涯学習課　※公立公民館などでは受付いたしません。
■その他　例年行われる日南市総合文化祭【作品展の部】とは内容が異なりますので、開催要項・募集要項
をご確認ください。
○問い合わせ　生涯学習課　生涯学習係　☎(31)1145

募　集 国民文化祭、全国障害者芸術・文化祭日南市イベント
「日南みんなの作品展」参加者

住宅名

戸数

間取り

家賃

（円/月）

単身入居

小学校区

今町

3

3DK

25,900～

51,600円

不可

飫肥小

星山

3

2K

1,600～

3,300円

可

吾田小

山瀬

2

3DK

20,100～

43,500円

不可

吾田小

園田

1

2LDK

21,900～

42,900円

不可

油津小

津の峯

1

1DK

17,500～

34,400円

可

油津小

瀬西

2

3DK

21,000～

27,300円

不可

桜ヶ丘小

大堂津

1

3DK

12,900～

25,300円

不可

大堂津小

田平

1

3LDK

13,000～

18,600円

不可

北郷小

栄松Ａ

1

3K

5,000～

8,200円

可

南郷小

栄松Ｃ

1

3DK

8,600～

15,400円

不可

南郷小

潟上大久保

2

3DK

10,600～

16,600円

不可

潟上小

住宅名

戸数

間取り

家賃

（円/月）

単身入居

小学校区

かはとファイブ

1

4DK

43,000円

不可

北郷

■入居日　３月１日(日)　　■申込受付期間　１月23日(木)～31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・説明は随時行います）
■その他　申込者多数の場合には、抽選となります。
１．市営住宅等：18戸（表内から１戸を選んで申し込んでください）

※家賃額は所得などによって異なります。
■申込資格
①現在住宅に困っている方　②原則として現在、同居または同居しようとする親族のある方（※単身入居は、
単身入居要件のいずれかに該当すれば入居が可能です）　③公営住宅入居資格収入基準以下である方　④税
金の滞納がない方　⑤申込者および同居者が暴力団員でないこと
■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）・
原子爆弾被爆者・ハンセン病療養所入所者・生活保護受給者・ＤＶ被害者

２．特定公共賃貸住宅：1戸

■その他
※上記以外に、松原団地や坂元団地などの随時募集中の住宅もあります。
※詳しい内容については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

●申込資格
①公営住宅入居資格収入基準を超える方
②原則として現在同居し、又は同居しようとする親族のある方
③税金の滞納がないこと
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募　集 ■募集期限
　２月７日(金)（先着順）
■その他　出店・出演の詳細に
ついては、下記まで問い合わ
せください。

○申込・問い合わせ　日南市花
立公園さくらまつり実行委員
会事務局
　（(一社)日南市観光協会）
　☎(31)1134　FAX(23)3100

日南訓練校で学べる『ニチ
イの医療事務講座』受講生

　訓練校で初開催となる医療事
務講座です。医療事務はライフ
スタイルに合わせて働きやす
く、人気のお仕事です。ベテラン
講師が修了までしっかりサポー
トします。この機会に、学んでみ
ませんか。
■受講期間・時間　１月24日(金)
～４月10日(金)　全11回
　９時30分～15時30分（初回の
み12時まで）

■場所　日南高等職業訓練校
■受講料　59,702円（教材費込
み・税込み）

■申込期限　１月23日(木)まで
■募集人員　20人（先着順）
　（５人以上で開講）
○申込・問い合わせ　ニチイ学
館宮崎支店（担当：白石）
　☎0120(781)252
　（平日９時～17時15分）

傾聴ボランティア養成
講座参加者

　地域の中には、外出の機会や
交流が少なく、孤独や不安を感
じている人がいます。そのよう
な方の思いを聴き、孤独を防ぐ
ための方法として『傾聴』があり
ます。傾聴ボランティアは、相手
に寄り添いながら信頼関係を築
き、心穏やかに過ごせるよう手
助けをするボランティア活動で
す。あなたも講座を受講して、聞
き上手になりませんか。

■日時
　１月22日(水)　９時～12時
■場所　日南市社会福祉協議会
２階　ボランティア団体優先
室（市役所南別館）

■受講料　無料
※但し、ボランティア活動保険
未加入の方は、要加入。保険
料350円。

■申込方法　社会福祉協議会で
配布する受講申込書に記入の
上、FAXまたは下記まで提出
してください。電話でも申し
込み可能です。

■申込期限　１月20日(月)
○問い合わせ　社会福祉法人　
日南市社会福祉協議会
　地域福祉課　地域福祉係　
　〒887-0021　日南市中央通
1-8-1　市役所南別館
　☎(23)1191　FAX(27)3533

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29日(土)　10時～12時
■場所　創客創人センター
■内容　①専門ドクターによる
講演　②管理栄養士による栄
養講座　③スポーツナースに
よるロコモ体操など
■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

アンガーマネジメント
ティーンインストラク
ター養成講座参加者

　アンガーマネジメントはアメ
リカで生まれた心理トレーニン
グです。アンガーマネジメント
ティーンインストラクターにな
ると中高生を対象に講座を開く
ことができます。
■日時　３月14日(土)
　13時～16時
■場所　まなびピア　視聴覚室
■対象者　中学・高校生に関わ
る一般の方
■定員　２～６人(先着順)
■受講料　33,000円
■申込方法　お申込みフォーム
→https://ws.formzu.net/fgen/
　S16174132/
■申込期限　２月末日(先着順)
○問い合わせ　日本アンガーマ
ネジメント協会　島田　聡子
　☎080(5259)2268
　メール：minamikaze2010＠yahoo.co.jp

第21回日南市花立公園さ
くらまつりフリーマーケッ
ト出店者・ステージ出演者

　「日南寒咲1号から始まる花物
語」をテーマに、今年も花立公園
さくらまつりを開催します。
　まつり期間中のフリーマー
ケット出店者・ステージ出演希
望者を募集いたします。
■まつり開催期間
　３月20日(金)～４月５日(日)
■場所　蜂の巣公園内（特設会
場）

■募集内容
　フリーマーケット出店日時
　３月20日(金)・21日(土)・
　22日(日)・28日(土)・29日(日)
　10時～16時まで
　ステージ出演日程
　３月20日(金)・22日(日)・
　28日(土)・29日(日)

募　集市営住宅の入居者

　令和２年度に宮崎県で開催される第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
やざき大会の日南市におけるイベントのひとつとして、市民の皆さんの作品展を開催します。「日南の彩（い
ろ）・風・人」のテーマに沿った作品を募集しますので、みなさん奮ってご参加ください。
■申込期間　２月３日(月)～３月31日(火)　17時15分まで（平日のみ受付）
■開催（展示）期間　10月25日(日)～11月１日(日)　■開催（展示）場所　まなびピア
■申込方法　生涯学習課、文化センター、北郷農村環境改善センター、南郷ハートフルセンター、市内各公
立公民館に置いてある開催要項・募集要項をご参照の上、「参加申込書」に必要事項を記入して、ご提出く
ださい。
■提出先　生涯学習課　※公立公民館などでは受付いたしません。
■その他　例年行われる日南市総合文化祭【作品展の部】とは内容が異なりますので、開催要項・募集要項
をご確認ください。
○問い合わせ　生涯学習課　生涯学習係　☎(31)1145

募　集 国民文化祭、全国障害者芸術・文化祭日南市イベント
「日南みんなの作品展」参加者

住宅名

戸数

間取り

家賃

（円/月）

単身入居

小学校区

今町

3

3DK

25,900～

51,600円

不可

飫肥小

星山

3

2K

1,600～

3,300円

可

吾田小

山瀬

2

3DK

20,100～

43,500円

不可

吾田小

園田

1

2LDK

21,900～

42,900円

不可

油津小

津の峯

1

1DK

17,500～

34,400円

可

油津小

瀬西

2

3DK

21,000～

27,300円

不可

桜ヶ丘小

大堂津

1

3DK

12,900～

25,300円

不可

大堂津小

田平

1

3LDK

13,000～

18,600円

不可

北郷小

栄松Ａ

1

3K

5,000～

8,200円

可

南郷小

栄松Ｃ

1

3DK

8,600～

15,400円

不可

南郷小

潟上大久保

2

3DK

10,600～

16,600円

不可

潟上小

住宅名

戸数

間取り

家賃

（円/月）

単身入居

小学校区

かはとファイブ

1

4DK

43,000円

不可

北郷

■入居日　３月１日(日)　　■申込受付期間　１月23日(木)～31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・説明は随時行います）
■その他　申込者多数の場合には、抽選となります。
１．市営住宅等：18戸（表内から１戸を選んで申し込んでください）

※家賃額は所得などによって異なります。
■申込資格
①現在住宅に困っている方　②原則として現在、同居または同居しようとする親族のある方（※単身入居は、
単身入居要件のいずれかに該当すれば入居が可能です）　③公営住宅入居資格収入基準以下である方　④税
金の滞納がない方　⑤申込者および同居者が暴力団員でないこと
■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）・
原子爆弾被爆者・ハンセン病療養所入所者・生活保護受給者・ＤＶ被害者

２．特定公共賃貸住宅：1戸

■その他
※上記以外に、松原団地や坂元団地などの随時募集中の住宅もあります。
※詳しい内容については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

●申込資格
①公営住宅入居資格収入基準を超える方
②原則として現在同居し、又は同居しようとする親族のある方
③税金の滞納がないこと
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07　お知らせ 06　お知らせ

日南こども食堂

■日時　１月25日(土)
　11時30分～13時30分
■場所　九州電力日南営業所
　コミュニティースぺース
■対象者　市内どなたでも利用
可能
■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。
 ・お米や野菜・お肉・お魚など
の食材提供もお待ちしてま
す。
 ・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　NPO法人日南
こども食堂（代表：西）
　☎080(6402)0894

毎月第４日曜日は「港
あぶらつ朝市」

　「魚うどん」や水産加工品、
揚げたて唐揚げ、焼きたてのパ
ンなど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26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

図書館で工作！角を作っ
て鬼になっちゃおう

■日時　２月１日(土)～２日(日)
９時～16時
■場所　北郷図書館
■対象・定員　なし（参加自由）
○問い合わせ　北郷図書館
　☎(55)2469

いきいき音読教室

　みんなで声に出して本を読
み、心もカラダもリフレッシュ
してみましょう。
■日時　２月26日(水)
　10時～11時30分
■場所　南郷ハートフルセン
ター　学習室
■対象　なし
■定員　15人
■申込期限　２月21日(金)
○問い合わせ　南郷図書館
　☎(64)0924

子どもガイドによる｢港
町油津へぇ～ほぉ～ま
ちあるき｣

　油津小学校５年生が、地元油
津の歴史や自然について調べた
事を現地でガイドします。元気
いっぱいの子どもガイドです。
　ぜひ、ご参加ください。
■日時　２月16日(日)
　10時～12時30分（９時30分
受付開始）
■場所　Yotten前集合（少雨
決行）
■定員　20人(先着順)
■申込方法　電話かＦＡＸのい
ずれかで、住所、氏名、年齢、
連絡先をご連絡ください。

■参加料　500円（保険代込み）
※中学生以下無料（小学生以
下は保護者同伴）
■申込期限　２月12日(水)

イベント ○申込・問い合わせ　油津地域
協議会事務局（まなびピア
内）(担当：山田)
　☎(23)3777  FAX(23)3778

港町油津へぇ～ほぉ～
まちあるき写真展

　２月に実施する油津小学校児
童による「港町油津へぇ～ほぉ
～まちあるきツアー」に先立
ち、これまでの取組を写真展で
紹介します。油津小学校の児童
がまとめた資料も展示します。
ぜひ、ご覧ください。
■日時　２月３日(月)～９日(日)
■場所　まなびピア
○問い合わせ　油津地域協議会
事務局（まなびピア内）（担当：
山田）
　☎(23)3777  FAX(23)3778

障がいのある人もない
人もみんなで考える研
修会｢おしごと編｣

　障がいのある方の「働きた
い」を、障がいのある人もない
人もみんなで一緒に考え語る研
修会です。当日は、野菜やお菓
子の販売コーナーもあります。
　ぜひ、ご参加ください。
■日時　２月14日(金)
　13時～16時30分（受付12時
30分～）
■場所　南郷ハートフルセン
ター　小ホール他
■内容　体験発表・分科会
■定員　80人（先着順）
■参加料　無料
■申込期限　２月３日(月)
○申込・問い合わせ
　地域活動支援センター　和み
　☎(31)0567
　携帯090(7448)2332

無料相談案内 ～秘密は守られますのでお気軽にご相談を～

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９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27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27日(月)～２月21日(金)
※基礎年金番号または年金証書を準備して、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。

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７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(水)　10時～15時
　北郷福祉センター
　２月18日(火)　10時～15時
　文化センター　第１多目的室
■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

消費生活相談

■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
　消費者ホットライン　☎188（イヤヤ）

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４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12日(水)  10時～15時  まなびピア
　２月13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でも、常時相
談室を設置し、相談に応じています。
　☎(25)9125
○問い合わせ　本庁地域自治課　市民生活係
　☎(31)1176

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５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（予約時間：平日10時～16時）
※相談内容は事前にご確認の上、前日までに予約
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、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
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07　お知らせ 06　お知らせ

日南こども食堂

■日時　１月25日(土)
　11時30分～13時30分
■場所　九州電力日南営業所
　コミュニティースぺース
■対象者　市内どなたでも利用
可能
■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。
 ・お米や野菜・お肉・お魚など
の食材提供もお待ちしてま
す。
 ・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　NPO法人日南
こども食堂（代表：西）
　☎080(6402)0894

毎月第４日曜日は「港
あぶらつ朝市」

　「魚うどん」や水産加工品、
揚げたて唐揚げ、焼きたてのパ
ンなど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26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

図書館で工作！角を作っ
て鬼になっちゃおう

■日時　２月１日(土)～２日(日)
９時～16時
■場所　北郷図書館
■対象・定員　なし（参加自由）
○問い合わせ　北郷図書館
　☎(55)2469

いきいき音読教室

　みんなで声に出して本を読
み、心もカラダもリフレッシュ
してみましょう。
■日時　２月26日(水)
　10時～11時30分
■場所　南郷ハートフルセン
ター　学習室
■対象　なし
■定員　15人
■申込期限　２月21日(金)
○問い合わせ　南郷図書館
　☎(64)0924

子どもガイドによる｢港
町油津へぇ～ほぉ～ま
ちあるき｣

　油津小学校５年生が、地元油
津の歴史や自然について調べた
事を現地でガイドします。元気
いっぱいの子どもガイドです。
　ぜひ、ご参加ください。
■日時　２月16日(日)
　10時～12時30分（９時30分
受付開始）
■場所　Yotten前集合（少雨
決行）
■定員　20人(先着順)
■申込方法　電話かＦＡＸのい
ずれかで、住所、氏名、年齢、
連絡先をご連絡ください。

■参加料　500円（保険代込み）
※中学生以下無料（小学生以
下は保護者同伴）
■申込期限　２月12日(水)

イベント ○申込・問い合わせ　油津地域
協議会事務局（まなびピア
内）(担当：山田)
　☎(23)3777  FAX(23)3778

港町油津へぇ～ほぉ～
まちあるき写真展

　２月に実施する油津小学校児
童による「港町油津へぇ～ほぉ
～まちあるきツアー」に先立
ち、これまでの取組を写真展で
紹介します。油津小学校の児童
がまとめた資料も展示します。
ぜひ、ご覧ください。
■日時　２月３日(月)～９日(日)
■場所　まなびピア
○問い合わせ　油津地域協議会
事務局（まなびピア内）（担当：
山田）
　☎(23)3777  FAX(23)3778

障がいのある人もない
人もみんなで考える研
修会｢おしごと編｣

　障がいのある方の「働きた
い」を、障がいのある人もない
人もみんなで一緒に考え語る研
修会です。当日は、野菜やお菓
子の販売コーナーもあります。
　ぜひ、ご参加ください。
■日時　２月14日(金)
　13時～16時30分（受付12時
30分～）
■場所　南郷ハートフルセン
ター　小ホール他
■内容　体験発表・分科会
■定員　80人（先着順）
■参加料　無料
■申込期限　２月３日(月)
○申込・問い合わせ
　地域活動支援センター　和み
　☎(31)0567
　携帯090(7448)2332

無料相談案内 ～秘密は守られますのでお気軽にご相談を～

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９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27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27日(月)～２月21日(金)
※基礎年金番号または年金証書を準備して、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。

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７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(水)　10時～15時
　北郷福祉センター
　２月18日(火)　10時～15時
　文化センター　第１多目的室
■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

消費生活相談

■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
　消費者ホットライン　☎188（イヤヤ）

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４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12日(水)  10時～15時  まなびピア
　２月13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でも、常時相
談室を設置し、相談に応じています。
　☎(25)9125
○問い合わせ　本庁地域自治課　市民生活係
　☎(31)1176

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５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（予約時間：平日10時～16時）
※相談内容は事前にご確認の上、前日までに予約
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、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
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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

日付 医　療　機　関

２月(２日～24日）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。

山元クリニック（内科）
☎(22)2552

大井外科医院（外科）
☎(25)2100

英医院【串間】（内科）
☎(74)1187

山口内科クリニック（内科）
☎(31)1081

北村胃腸科眼科（内・胃・眼科）
☎(23)0086

にいな内科・循環器科【串間】（内・循・呼）
☎(71)1711

おび中央病院（内科）
☎(25)2525

松田整形外科医院（整形外科）
☎(23)1151

岡村クリニック【串間】（整形外科）
☎(72)7710

長鶴医院（精・内科）
☎(23)8783

小玉共立外科（外科）
☎(24)0777

吾社クリニック【串間】（内科）
☎(71)3411

島田内科胃腸科（内科・胃腸科）
☎(23)2233

百瀬病院（外科）
☎(64)0305

ゆうゆうの森クリニック【串間】（内科）
☎(55)9111

きよひで内科クリニック（内科）
☎(22)5111

新木医院（内科）
☎(55)4101

県南病院【串間】（神・精・内科）
☎(72)0224

2日

9日

11日

16日

23日

24日

日付 開　局　薬　局

２月(２日～24日）の日曜・祝日当番薬局

ひらの薬局
☎(31)1280

おおつか調剤薬局【串間】
☎(74)1312

ほしくら薬局
☎(31)1044

おおた薬局
☎(22)5006

岩本調剤薬局天神橋店【串間】
☎(72)7220

平部薬局
☎(25)1666

あがた東薬局
☎(21)1536

マリーズ薬局南郷
☎(64)1558

つぼみ薬局北方店【串間】
☎(71)1150

とだか調剤薬局
☎(31)0875

２日

９日

11日

16日

23日

24日

　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

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

農　業


