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券」をお持ちの方はお早めにご
利用ください。
■利用期限　２月14日(日)
〇問い合わせ
　本庁商工・マーケティング課
　☎(31)1169

「まちの保健室」を実
施しています

　宮崎県看護協会では地域の方
を対象に健康相談を実施してい
ます。
　生活習慣病・出産や育児、高
齢者の介護などの健康上の問
題・こころのトラブルなど、お
気軽にご相談ください。（相談
は無料です）
■日時・場所
 ・まなびピア（毎月第２、４土
曜日　10時～15時）
　２月13日、２月27日、
　３月13日、３月27日
 ・サンチェリー北郷（毎月第１、
３月曜日　10時～15時）
　２月１日、２月15日、
　３月１日、３月15日
■その他
 ・コープみやざき日南店での活
動は終了し、サンチェリー北
郷にかわります。
 ・事前の検温、マスク着用をお
願いします。体調不良の場合
は来所をお控えください。
 ・感染症などの影響により、日

程が変更になることがありま
す。ご了承ください。
〇問い合わせ　宮崎県看護協会
　☎0985(58)0622

日南市林野火災予防運動

　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
しております。火災は、たき火、
たばこの不始末、畦焼きなどに
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、火の取扱い
にはくれぐれもご注意くださ
い。
「あなたです　森を火事から　
守るのは」
■実施期間
　１月25日(月)～１月29日(金)
　（山火事予防強化週間）
〇問い合わせ
　日南市林野火災防止対策協議
会（消防本部予防課）
　☎(23)7584

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
　畜産係　☎(31)1132

新型コロナウイルスによ
り、納税が困難な方へ

　新型コロナウイルスの影響を
受け、一定以上の収入が減った
場合には、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、最大で１年間、延滞金が
加算されず、督促もされませ
ん。
■対象となる方
　令和２年２月以降の任意の期
間（１カ月以上）において、
事業や給与などに係る収入
が、前年同期と比べて20％以
上減少しており、税目ごとの
納付期限までに、納税するこ
とが困難な方。
○問い合わせ　本庁税務課
　納税管理係　☎(31)1122

日南市応援消費プレミ
アム付商品券の利用期
限が迫っています

　市が発行・販売を行いました
「日南市応援消費プレミアム付
商品券」の利用期限が迫ってい
ます。
　利用期限を過ぎますとご利用
できなくなりますので、「日南
市応援消費プレミアム付商品

税　金

行　政

健　康

消　防

農　業
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給休暇制度の内容を新型コロ
ナウイルス感染症に関する母
性健康管理措置の内容とあわ
せて労働者に周知した事業主
②令和２年５月７日(木)から令
和３年１月31日(日)までの間
に、当該休暇を合計して５日
以上取得させた事業主
■助成額　労働者１人当たり有
給休暇５日以上20日未満：
25万円
　以降20日ごとに15万円加算
（上限100万円）
■申請期限　３月１日(月)まで
〇申請・相談　宮崎労働局雇用
環境・均等室
　☎0985(38)8821
〇問い合わせ　本庁商工・マー
ケティング課　☎(31)1169

防災専門官から学ぶ市
民のための台風防災講
座

　台風接近時に「最大級」「今
までに経験したことのない」な
ど報じられる事が多くなってき
ました。毎年発生する台風から
身の回りの大切なもの、そして
命を守るために、備えや過ごし
方の知識を身につけましょう。
①講話「自身の避難と備え、避
難困難者への協力」
②クイズ「台風の基礎知識」
③グループワーク「避難、停電
について」
■日時　２月６日(土)
　10時～12時  ※受付９時半～
■場所
　日南市創客創人センター
■講師　日南市総務・危機管理
課　防災専門官　永井義広 氏
■主催者　日南市創客創人セン
ター
■定員　20人（先着順）
■参加対象　日南市民

■参加料　無料
■申込締切
　１月30日(土)
■申込方法　氏名、連絡先を電
話又はメールで
■その他
 ・センター主催のため、Ｉtten
パーキング３時間無料。
 ・ご来場の際は、マスク着用を
お願いします。
〇申込・問い合わせ
　日南市創客創人センター
　☎(27)3535
　メール：nichinan.sokyaku.
　sojin@gmail.com

「元気で長寿‼キープ
アップ教室」を地域で
開催しませんか

　介護予防のために体操をしま
せんか。ご自宅の近くのサロン
や自治会などに、講師を派遣し
開催します。
　現在、49地区の団体が活動中
です。体操のお試し体験もでき
ますので、ぜひ、お申し込みく
ださい。
■実施期間　５月～翌年３月
※月２回以上（毎週１回の開催
を推奨しています）
■開催時間
　①９時30分～11時
　②13時30分～15時
■教室の内容　膝痛や転倒の予
防を目的とした体操教室
■講師　介護予防推進サポー
ター
■申込方法
　本庁長寿課窓口にて申込用紙
にご記入の上、提出してくだ
さい。
■申込期限　２月26日(金)まで
〇申込・問い合わせ
　本庁長寿課　地域包括ケア推
進係　☎(27)3154

１月26日は文化財防火
デー

　昭和24年１月26日に「法隆
寺金堂壁画」が火災により焼損
した日を「文化財防火デ－」と
定められています。この火災を
期に、全国的な取り組みとし
て、文化財を火災、地震、その
他のあらゆる災害から守るため
に文化財防火運動を行ってお
り、今年で67回目になります。
当消防本部では、火災予防のた
め文化財の立入検査を実施しま
す。また、文化財に指定されて
いる建造物の内部や周辺では、
喫煙や裸火の使用が制限されて
います。
文化財を火災から守りましょ
う！　
〇問い合わせ　消防本部
　予防課　☎(23)7584

新型コロナウイルス感
染症に関する母性健康
管理措置による休暇取
得支援助成金

　新型コロナウイルス感染症に
関する母性健康管理措置として
休業が必要とされた妊娠中の女
性労働者に有給休暇を取得させ
た、次の①と②の条件を満たす
事業主に対し助成金が支給され
ます。該当する場合はお早めに
申請してください。
■対象事業主
①１月31日(日)までに、新型コ
ロナウイルス感染症に関する
母性健康管理措置として、医
師又は助産師の指導により、
休業が必要とされた妊娠中の
女性労働者が取得できる有給
の休暇制度を整備し、当該有

消　防

募　集

行　政

　本庁健康増進課　管理係
　☎(31)1129

日南市スポーツ推進委
員協議会ウオーキング
イベントin油津
～宮崎県ウオーキングアプリ
「ＳＡＬＫＯ」利用促進事業～

　市民の運動機会の向上とウ
オーキングアプリ「ＳＡＬＫ
Ｏ」の利用促進を目的として、
油津商店街を中心としたウオー
キングイベントを開催いたしま
す。昨今のコロナ禍で運動不足
を感じている方、健康のための
運動再開を考えている方など、
是非ご参加ください。
■日時　２月７日(日)
　１組目８時受付開始　２組目
以降は各組30分前から受付開
始

■場所　油津Yotten（スタート
地点）
■定員　100人（20人×５組）
■臨時駐車場　日南市テクノセ
ンター駐車場
■ウオーキングコース　油津
Yotten～油津駅～油津港（周
回３㎞コース）
■参加料　無料
■参加者特典　油津商店街協力
店で利用できる商品券500円
分をプレゼント
■申込期限　２月１日(月)17時
■その他
 ・主催者でレクリエーション保
険に加入いたします。
 ・新型コロナウイルス感染症対
策として、マスクの着用をお
願いいたします。また、イベ
ント１週間前（１月31日）か
ら、①発熱などの諸症状がな
いこと、②国の定める感染拡
大地域の都道府県及び県の定

める感染急増圏域の市町村へ
の往来がないことを参加条件
とし、当日にチェックシート
の記入・検温・手指消毒をお
願いさせていただきます。
 ・当日の荒天が予想される場合
や、新型コロナウイルスの感
染拡大状況に応じて、イベン
トの開催を中止させていただ
きます。
〇申込・問い合わせ　日南市ス
ポーツ推進委員協議会事務局
（観光・スポーツ課）
　☎(31)1175

宮崎ねんりんピック2021

■日時　５月16日(日)
※一部、開催日が異なる競技も
あります。
■場所　ひなた宮崎県総合運動
公園ほか
■種目　29種目
■参加資格　60歳以上（昭和37
年４月１日以前に生まれた
方）
■参加料　500円（申込後に郵
送される振込用紙にて郵便局
で振り込んでください）
※種目によっては別途プレイ代
が必要です。
■申込期間　２月１日(月)～３
月15日(月)※郵送の場合は３
月15日(月)消印有効
■申込方法　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
係に設置の競技実施要項をご
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。
〇問い合わせ　宮崎県社会福祉
協議会長寿社会推進センター
　☎0985(31)9630
　FAX0985(31)9665

令和２年度高齢者肺炎
球菌の予防接種はお済
みですか

　高齢者肺炎球菌の予防接種を
実施中です。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)
■実施期間　３月31日(水)まで
■場所　県内医療機関※要予約
■対象者
①日南市に住所がある方で、４
月にハガキが郵送された方。
(今年度３月31日までに、65
歳・70歳・75歳・80歳・85歳・
90歳・95歳・100歳となる方)
②60歳以上65歳未満の方で、
心臓、じん臓、呼吸器の機能
及び免疫の機能に障害があ
り、身体障害者手帳１級に相
当する方で、予防接種を希望
される方。
■接種回数　１回（市の補助は
１回のみ）
■料金　2,500円（生活保護証
明書のある方は免除）
■持参する物　個別通知はがき
(ハガキがないと受けられま
せん。ない場合は、再発行し
ますので健康増進課までご連
絡ください)、保険証、健康
手帳（※対象者②の方は身体
障害者手帳の写し）
■接種上の注意　過去に市が実
施する肺炎球菌予防接種(23
価)、または個人（任意接種）
で受けたことがある方は、市
の補助で予防接種を受けるこ
とはできません。
　任意接種で受ける場合は全額
自己負担ですので、詳細は医
療機関にお尋ねください。
〇問い合わせ

健　康

募　集
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給休暇制度の内容を新型コロ
ナウイルス感染症に関する母
性健康管理措置の内容とあわ
せて労働者に周知した事業主
②令和２年５月７日(木)から令
和３年１月31日(日)までの間
に、当該休暇を合計して５日
以上取得させた事業主
■助成額　労働者１人当たり有
給休暇５日以上20日未満：
25万円
　以降20日ごとに15万円加算
（上限100万円）
■申請期限　３月１日(月)まで
〇申請・相談　宮崎労働局雇用
環境・均等室
　☎0985(38)8821
〇問い合わせ　本庁商工・マー
ケティング課　☎(31)1169

防災専門官から学ぶ市
民のための台風防災講
座

　台風接近時に「最大級」「今
までに経験したことのない」な
ど報じられる事が多くなってき
ました。毎年発生する台風から
身の回りの大切なもの、そして
命を守るために、備えや過ごし
方の知識を身につけましょう。
①講話「自身の避難と備え、避
難困難者への協力」
②クイズ「台風の基礎知識」
③グループワーク「避難、停電
について」
■日時　２月６日(土)
　10時～12時  ※受付９時半～
■場所
　日南市創客創人センター
■講師　日南市総務・危機管理
課　防災専門官　永井義広 氏
■主催者　日南市創客創人セン
ター
■定員　20人（先着順）
■参加対象　日南市民

■参加料　無料
■申込締切
　１月30日(土)
■申込方法　氏名、連絡先を電
話又はメールで
■その他
 ・センター主催のため、Ｉtten
パーキング３時間無料。
 ・ご来場の際は、マスク着用を
お願いします。
〇申込・問い合わせ
　日南市創客創人センター
　☎(27)3535
　メール：nichinan.sokyaku.
　sojin@gmail.com

「元気で長寿‼キープ
アップ教室」を地域で
開催しませんか

　介護予防のために体操をしま
せんか。ご自宅の近くのサロン
や自治会などに、講師を派遣し
開催します。
　現在、49地区の団体が活動中
です。体操のお試し体験もでき
ますので、ぜひ、お申し込みく
ださい。
■実施期間　５月～翌年３月
※月２回以上（毎週１回の開催
を推奨しています）
■開催時間
　①９時30分～11時
　②13時30分～15時
■教室の内容　膝痛や転倒の予
防を目的とした体操教室
■講師　介護予防推進サポー
ター
■申込方法
　本庁長寿課窓口にて申込用紙
にご記入の上、提出してくだ
さい。
■申込期限　２月26日(金)まで
〇申込・問い合わせ
　本庁長寿課　地域包括ケア推
進係　☎(27)3154

１月26日は文化財防火
デー

　昭和24年１月26日に「法隆
寺金堂壁画」が火災により焼損
した日を「文化財防火デ－」と
定められています。この火災を
期に、全国的な取り組みとし
て、文化財を火災、地震、その
他のあらゆる災害から守るため
に文化財防火運動を行ってお
り、今年で67回目になります。
当消防本部では、火災予防のた
め文化財の立入検査を実施しま
す。また、文化財に指定されて
いる建造物の内部や周辺では、
喫煙や裸火の使用が制限されて
います。
文化財を火災から守りましょ
う！　
〇問い合わせ　消防本部
　予防課　☎(23)7584

新型コロナウイルス感
染症に関する母性健康
管理措置による休暇取
得支援助成金

　新型コロナウイルス感染症に
関する母性健康管理措置として
休業が必要とされた妊娠中の女
性労働者に有給休暇を取得させ
た、次の①と②の条件を満たす
事業主に対し助成金が支給され
ます。該当する場合はお早めに
申請してください。
■対象事業主
①１月31日(日)までに、新型コ
ロナウイルス感染症に関する
母性健康管理措置として、医
師又は助産師の指導により、
休業が必要とされた妊娠中の
女性労働者が取得できる有給
の休暇制度を整備し、当該有

消　防

募　集

行　政

　本庁健康増進課　管理係
　☎(31)1129

日南市スポーツ推進委
員協議会ウオーキング
イベントin油津
～宮崎県ウオーキングアプリ
「ＳＡＬＫＯ」利用促進事業～

　市民の運動機会の向上とウ
オーキングアプリ「ＳＡＬＫ
Ｏ」の利用促進を目的として、
油津商店街を中心としたウオー
キングイベントを開催いたしま
す。昨今のコロナ禍で運動不足
を感じている方、健康のための
運動再開を考えている方など、
是非ご参加ください。
■日時　２月７日(日)
　１組目８時受付開始　２組目
以降は各組30分前から受付開
始

■場所　油津Yotten（スタート
地点）
■定員　100人（20人×５組）
■臨時駐車場　日南市テクノセ
ンター駐車場
■ウオーキングコース　油津
Yotten～油津駅～油津港（周
回３㎞コース）
■参加料　無料
■参加者特典　油津商店街協力
店で利用できる商品券500円
分をプレゼント
■申込期限　２月１日(月)17時
■その他
 ・主催者でレクリエーション保
険に加入いたします。
 ・新型コロナウイルス感染症対
策として、マスクの着用をお
願いいたします。また、イベ
ント１週間前（１月31日）か
ら、①発熱などの諸症状がな
いこと、②国の定める感染拡
大地域の都道府県及び県の定

める感染急増圏域の市町村へ
の往来がないことを参加条件
とし、当日にチェックシート
の記入・検温・手指消毒をお
願いさせていただきます。
 ・当日の荒天が予想される場合
や、新型コロナウイルスの感
染拡大状況に応じて、イベン
トの開催を中止させていただ
きます。
〇申込・問い合わせ　日南市ス
ポーツ推進委員協議会事務局
（観光・スポーツ課）
　☎(31)1175

宮崎ねんりんピック2021

■日時　５月16日(日)
※一部、開催日が異なる競技も
あります。
■場所　ひなた宮崎県総合運動
公園ほか
■種目　29種目
■参加資格　60歳以上（昭和37
年４月１日以前に生まれた
方）
■参加料　500円（申込後に郵
送される振込用紙にて郵便局
で振り込んでください）
※種目によっては別途プレイ代
が必要です。
■申込期間　２月１日(月)～３
月15日(月)※郵送の場合は３
月15日(月)消印有効
■申込方法　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
係に設置の競技実施要項をご
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。
〇問い合わせ　宮崎県社会福祉
協議会長寿社会推進センター
　☎0985(31)9630
　FAX0985(31)9665

令和２年度高齢者肺炎
球菌の予防接種はお済
みですか

　高齢者肺炎球菌の予防接種を
実施中です。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)
■実施期間　３月31日(水)まで
■場所　県内医療機関※要予約
■対象者
①日南市に住所がある方で、４
月にハガキが郵送された方。
(今年度３月31日までに、65
歳・70歳・75歳・80歳・85歳・
90歳・95歳・100歳となる方)
②60歳以上65歳未満の方で、
心臓、じん臓、呼吸器の機能
及び免疫の機能に障害があ
り、身体障害者手帳１級に相
当する方で、予防接種を希望
される方。
■接種回数　１回（市の補助は
１回のみ）
■料金　2,500円（生活保護証
明書のある方は免除）
■持参する物　個別通知はがき
(ハガキがないと受けられま
せん。ない場合は、再発行し
ますので健康増進課までご連
絡ください)、保険証、健康
手帳（※対象者②の方は身体
障害者手帳の写し）
■接種上の注意　過去に市が実
施する肺炎球菌予防接種(23
価)、または個人（任意接種）
で受けたことがある方は、市
の補助で予防接種を受けるこ
とはできません。
　任意接種で受ける場合は全額
自己負担ですので、詳細は医
療機関にお尋ねください。
〇問い合わせ

健　康

募　集
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　（５人以上で開講）
■その他　１月21日(木)　10時
～説明会を開催いたします。
〇申込・問い合わせ　ニチイ教
育講座お客様センター
　☎0120(781)252

第２次日南市男女共同
参画基本計画（案）に
ついて意見募集（パブ
リックコメント）

■募集期間
　１月15日(金)～２月14日(日)
■閲覧方法　市ホームページま
たは、市地域自治課協働係、
各地域振興センター、各支所・
出張所に閲覧用の資料を配置
しております。
■募集方法　専用様式に意見を
記載し、郵送、FAX、電子メー
ルのいずれかで、市地域自治
課へ提出してください。な
お、電話での意見は受け付け
ておりません。
※様式は、市地域自治課に備え
付けのものか、市HPからも
ダウンロードできます。
〇申込・問い合わせ
　本庁地域自治課　協働係
　☎(31)1118
　FAX(23)4391
　メール：kyodo@city.nichinan.lg.jp

日南こども食堂

■日時　１月23日(土)
　11時30分～13時30分
■場所　九州電力日南営業所コ
ミュニティースペース
■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
〇問い合わせ
　NPO法人日南こども食堂（理
事長：佐藤）
　☎080(6402)0894

「おとな絵本の時間」

　おとなが楽しめる絵本の読み
聞かせを行います。ぜひご参加
ください。
■日時
　１月23日(土)　14時30分～
■場所　日南市立図書館
■申込　不要
■参加料　無料
■対象・定員　中学生以上・５人
■その他　お気に入りの絵本が
ある方はお持ちください。
〇問い合わせ　日南市立図書館
(飫肥)　☎(25)0158

「でんでん太鼓キット
プレゼント」

　本を借りられた方にでんでん
太鼓の工作キットをプレゼント
します。
■日時
　１月30日(土)・31日(日)
■場所　南郷図書館
■申込　不要
■参加料　無料
■定員　各日先着10人
〇問い合わせ　南郷図書館
　☎(64)0924

「憩いの森」

　今月はぬり絵です。
■日時
　２月10日(水)　10時～11時
■場所　北郷図書館
■申込　不要
■参加料　無料
■対象者　成人
〇問い合わせ　北郷図書館
　☎(55)2469

『パソコン初心者夜間
クラス』受講生

　初心者向けに、パソコンの基
礎・タイピングから学びます。
３カ月で文書作成ソフト・表計
算ソフトの検定受検ができるま
での内容です。検定までは考え
ていない方も、気軽に受講して
いただけます。
■日時　１月25日(月)～４月26
日(月)(祝日休み)
　毎週月・木曜日
　19時15分～21時30分(全26
回)
■場所　日南高等職業訓練校
■費用　45,000円（教材費込み・
税込み）
■募集人員　５人以上で開講
　（先着順）
■申込期限　１月22日(金)
■その他　ファミリーサポート
を利用して、校内で託児もで
きます。
〇申込・問い合わせ　日南高等
職業訓練校　☎(22)2633

日南訓練校で学べる
『ニチイの医療事務講
座』受講生
～資格も！仕事も！全力応
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します。
この機会にぜひ学んでみません
か。
■受講期間
　①１月26日～３月12日（火・
金曜週２回）
　②２月４日～４月22日（木曜
週１回）
■時間
　①９時30分～15時30分
　②９時30分～15時30分
■場所　日南高等職業訓練校
■費用　59,702円（教材費込み・
税込み）
■申込期限　１月21日(木)
■募集人員　10人（先着順）

募　集

イベント

図書館イベント

募　集 市営住宅の入居者

募　集 「ケイトの英会話」

住宅名

戸数

間取り

家賃

（円/月）

単身入居

小学校区

楠原

1

1DK

15,700～

30,800円

可

飫肥小

今町

1

3DK

26,200～

51,400円

不可

飫肥小

南平

2

3DK

16,300～

32,400円

不可

吾田東小

山瀬

2

3DK

14,800～

29,500円

不可

吾田小

影平

2

3K

7,000～

7,900円

可

桜ヶ丘小

松原

2

3Ｋ、2DK

9,900～

27,300円

可・不可

油津小

園田団地

1

3DK

26,500～

52,000円

不可

油津小

津の峯

1

3LDK

28,200～

55,500円

不可

油津小

瀬西

4

3DK

21,000～

27,300円

不可

桜ヶ丘・油津小

大堂津

1

3DK

14,400 ～

28,300円

不可

大堂津小

鵜之木

2

2DK

4,500 ～

8,100円

可

北郷小

鵜之木12

1

3LDK

25,900 ～

50,800円

不可

北郷小

中郷

2

2DK

18,500 ～

36,700円

不可

北郷小

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２０３

1

3LDK

43,000

不可

北郷小

■入居日　３月１日(月)　　■申込受付期間　１月20日(水)～１月28日(木)
■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：22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、南平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。
〇申込・問い合わせ　本庁財産マネジメント課　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税金の滞納がない方

　国際交流員と英語で会話できる「ケイトの英会話」に参加しませんか。３つのクラスで、ご自身のレベル
に合わせて、日常会話が学べます。高校生以上なら、どなたでも参加できますので、一緒に楽しくお話しし
ましょう。
楽しい英語－ナイト（初級者）　■日時　毎月第１・３火曜日　19時～20時
楽しい英語－デイ（初級者）　　■日時　毎月第１・３木曜日　10時30分～11時30分
生きた英会話（中・上級者）　　■日時　毎月第２・４火曜日　19時～20時
※英語だけで日本語は禁止です。
【共通事項】
■場所　文化センター　■対象者　高校生以上　■レッスン期間　４月下旬まで(予定)
■申込方法　電話、ファクス、メール　■その他　新型コロナウイルス感染症対策
　十分な間隔をとった座席配置、定期的な換気により、三密が発生しないように実施します。また、会場に
は手指の消毒液を設置します。参加者は、マスクの着用と受講前の検温をお願いします。
〇問い合わせ　本庁総務・危機管理課　国際交流員　ケイト・ブショング　☎(31)1113　FAX(23)1853
　メール：kokusaikouryu@city.nichinan.lg.jp
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　（５人以上で開講）
■その他　１月21日(木)　10時
～説明会を開催いたします。
〇申込・問い合わせ　ニチイ教
育講座お客様センター
　☎0120(781)252

第２次日南市男女共同
参画基本計画（案）に
ついて意見募集（パブ
リックコメント）

■募集期間
　１月15日(金)～２月14日(日)
■閲覧方法　市ホームページま
たは、市地域自治課協働係、
各地域振興センター、各支所・
出張所に閲覧用の資料を配置
しております。
■募集方法　専用様式に意見を
記載し、郵送、FAX、電子メー
ルのいずれかで、市地域自治
課へ提出してください。な
お、電話での意見は受け付け
ておりません。
※様式は、市地域自治課に備え
付けのものか、市HPからも
ダウンロードできます。
〇申込・問い合わせ
　本庁地域自治課　協働係
　☎(31)1118
　FAX(23)4391
　メール：kyodo@city.nichinan.lg.jp

日南こども食堂

■日時　１月23日(土)
　11時30分～13時30分
■場所　九州電力日南営業所コ
ミュニティースペース
■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
〇問い合わせ
　NPO法人日南こども食堂（理
事長：佐藤）
　☎080(6402)0894

「おとな絵本の時間」

　おとなが楽しめる絵本の読み
聞かせを行います。ぜひご参加
ください。
■日時
　１月23日(土)　14時30分～
■場所　日南市立図書館
■申込　不要
■参加料　無料
■対象・定員　中学生以上・５人
■その他　お気に入りの絵本が
ある方はお持ちください。
〇問い合わせ　日南市立図書館
(飫肥)　☎(25)0158

「でんでん太鼓キット
プレゼント」

　本を借りられた方にでんでん
太鼓の工作キットをプレゼント
します。
■日時
　１月30日(土)・31日(日)
■場所　南郷図書館
■申込　不要
■参加料　無料
■定員　各日先着10人
〇問い合わせ　南郷図書館
　☎(64)0924

「憩いの森」

　今月はぬり絵です。
■日時
　２月10日(水)　10時～11時
■場所　北郷図書館
■申込　不要
■参加料　無料
■対象者　成人
〇問い合わせ　北郷図書館
　☎(55)2469

『パソコン初心者夜間
クラス』受講生

　初心者向けに、パソコンの基
礎・タイピングから学びます。
３カ月で文書作成ソフト・表計
算ソフトの検定受検ができるま
での内容です。検定までは考え
ていない方も、気軽に受講して
いただけます。
■日時　１月25日(月)～４月26
日(月)(祝日休み)
　毎週月・木曜日
　19時15分～21時30分(全26
回)
■場所　日南高等職業訓練校
■費用　45,000円（教材費込み・
税込み）
■募集人員　５人以上で開講
　（先着順）
■申込期限　１月22日(金)
■その他　ファミリーサポート
を利用して、校内で託児もで
きます。
〇申込・問い合わせ　日南高等
職業訓練校　☎(22)2633

日南訓練校で学べる
『ニチイの医療事務講
座』受講生
～資格も！仕事も！全力応
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します。
この機会にぜひ学んでみません
か。
■受講期間
　①１月26日～３月12日（火・
金曜週２回）
　②２月４日～４月22日（木曜
週１回）
■時間
　①９時30分～15時30分
　②９時30分～15時30分
■場所　日南高等職業訓練校
■費用　59,702円（教材費込み・
税込み）
■申込期限　１月21日(木)
■募集人員　10人（先着順）

募　集

イベント

図書館イベント

募　集 市営住宅の入居者

募　集 「ケイトの英会話」

住宅名

戸数

間取り

家賃

（円/月）

単身入居

小学校区

楠原

1

1DK

15,700～

30,800円

可

飫肥小

今町

1

3DK

26,200～

51,400円

不可

飫肥小

南平

2

3DK

16,300～

32,400円

不可

吾田東小

山瀬

2

3DK

14,800～

29,500円

不可

吾田小

影平

2

3K

7,000～

7,900円

可

桜ヶ丘小

松原

2

3Ｋ、2DK

9,900～

27,300円

可・不可

油津小

園田団地

1

3DK

26,500～

52,000円

不可

油津小

津の峯

1

3LDK

28,200～

55,500円

不可

油津小

瀬西

4

3DK

21,000～

27,300円

不可

桜ヶ丘・油津小

大堂津

1

3DK

14,400 ～

28,300円

不可

大堂津小

鵜之木

2

2DK

4,500 ～

8,100円

可

北郷小

鵜之木12

1

3LDK

25,900 ～

50,800円

不可

北郷小

中郷

2

2DK

18,500 ～

36,700円

不可

北郷小

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２０３

1

3LDK

43,000

不可

北郷小

■入居日　３月１日(月)　　■申込受付期間　１月20日(水)～１月28日(木)
■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：22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、南平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。
〇申込・問い合わせ　本庁財産マネジメント課　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税金の滞納がない方

　国際交流員と英語で会話できる「ケイトの英会話」に参加しませんか。３つのクラスで、ご自身のレベル
に合わせて、日常会話が学べます。高校生以上なら、どなたでも参加できますので、一緒に楽しくお話しし
ましょう。
楽しい英語－ナイト（初級者）　■日時　毎月第１・３火曜日　19時～20時
楽しい英語－デイ（初級者）　　■日時　毎月第１・３木曜日　10時30分～11時30分
生きた英会話（中・上級者）　　■日時　毎月第２・４火曜日　19時～20時
※英語だけで日本語は禁止です。
【共通事項】
■場所　文化センター　■対象者　高校生以上　■レッスン期間　４月下旬まで(予定)
■申込方法　電話、ファクス、メール　■その他　新型コロナウイルス感染症対策
　十分な間隔をとった座席配置、定期的な換気により、三密が発生しないように実施します。また、会場に
は手指の消毒液を設置します。参加者は、マスクの着用と受講前の検温をお願いします。
〇問い合わせ　本庁総務・危機管理課　国際交流員　ケイト・ブショング　☎(31)1113　FAX(23)1853
　メール：kokusaikouryu@city.nichinan.lg.jp
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07　お知らせ 06　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。

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

歯科衛生士のための
復職支援無料相談会

■日時　２月13日(土)
　14時～16時
■場所　下記の会場からお選び
ください。
　日南歯科医師会館（日南市中
央通２丁目２－14）
　宮崎県歯科医師会館（宮崎市
清水１丁目12番２号）
　都城歯科医師会館（都城市八
幡町11－３）
　延岡市歯科医師会館（延岡市
大瀬町３丁目４－５）
■対象者　歯科衛生士の資格を
有しており、歯科医療機関な
どへの復職をお考えの方
■申込方法　お名前・連絡先・
参加希望会場を下記へご連絡
下さい。
■申込期限　２月12日(金)

■その他
 ・参加費無料、参加者にはパー
ルリボングッズをプレゼント
します。
 ・宮崎会場（宮崎県歯科医師会
館）では、復職支援研修会も
同時開催します。
 ・新型コロナウイルスの感染拡
大状況に応じて中止する場合
もございますので、事前予約
をお願いします。
〇問い合わせ
　宮崎県歯科医師会事務局
　☎0985(29)0055
　FAX0985(22)6551

日南市協働のまちづく
り推進委員

　市民が主役となる協働のまち
づくりを推進し、協働施策の検
証・審議を行うため、日南市協
働のまちづくり推進委員会の委
員を募集します。

募　集 ■募集人員　２人程度
■応募資格　協働のまちづくり
に関心があり、継続して会議
（日中・年３回程度）に出席
できる方。
■任期　２年（令和３年４月～
令和５年３月）

■報酬　日額6,000円（会議出
席時）
■申込方法　本庁地域自治課に
備え付けの申込書に必要事項
を記入の上、地域自治課へ郵
送またはご持参ください。
※申込書は日南市ＨＰにも掲載
されています。
■選考方法　書類選考
■申込締切　２月26日(金)
■結果通知　応募者全員に通知
（３月中）
〇申込・問い合わせ
　本庁地域自治課　協働係
　☎(31)1118
　FAX(23)4391

スポーツ 「第38回宮崎県女子駅伝競走大会」開催周知及び当日の交通規制

○問い合わせ　観光・スポーツ課　スポーツ推進係　☎(31)1175　FAX(23)3100

日付 医　療　機　関

２月(１日～28日）の日曜・祝日在宅当番医

※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。

えとう循環器科・内科（循・内科）
 ☎(23)1125
井手胃腸科・肛門科（外・内・胃）
 ☎(32)0811
岡村クリニック【串間】(整形外科）
 ☎(72)7710
あげた内科クリニック（内科）
 ☎(21)2311
かわにし脳神経外科(脳外・神内)
 ☎(27)3330
吾社クリニック【串間】(内科)
 ☎(71)3411
福岡医院（内科・循）
 ☎(32)1711
にちなんファミリークリニック(内科・小児科）
 ☎(55)1121
串間中央クリニック【串間】(内科・小児科)
 ☎(27)3181
シロアム内科医院（内科）
 ☎(23)2187
山見医院（小児科）
 ☎(23)2101
ゆうゆうの森クリニック【串間】(内科）
 ☎(55)9111
藤浦循環器科内科クリニック(循・内科)
 ☎(23)3188
長友医院(胃腸内科・外科)
 ☎(55)3522
県南病院【串間】(神・精・内科）
 ☎(72)0224
河野医院（内科）
 ☎(23)4155
大井外科医院(外科）
 ☎(25)2100
のだ小児科医院【串間】（小・アレ）
 ☎(71)1112

7日

11日

14日

21日

23日

28日

日付 開　局　薬　局

２月(1日～28日）の日曜・祝日当番薬局

ハロー薬局吾田店
 ☎(32)1821
すみれ吾田薬局
 ☎(32)0411
ひまわり薬局
 ☎(32)5250
日南調剤薬局
 ☎(27)3636
かすが薬局
 ☎(32)1475
みなみ薬局
 ☎(31)0165
ファミリー薬局【串間】
 ☎(55)1125
すみれ薬局
 ☎(23)7896
つぼみ薬局北方店【串間】
 ☎(71)1150
すみれ中央薬局
 ☎(32)1095
みどり調剤薬局
 ☎(32)1610
木山調剤薬局
 ☎(23)8931

7日

11日

14日

21日

23日

28日

フィーチャーフォン
（ガラケー）

パソコン
スマートフォン

※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。
診療時間　９時～17時
※診療時間には休憩時間を含みます。各医療機関に
よって休憩時間は異なるため予めご了承ください。
※発熱がある場合は、受診する医療機関に事前に電話
での連絡をお願いします。

　毎年恒例となった宮崎県女子駅伝競走大会が開催されます。
　今回はコロナウイルス感染症拡大防止の観点から、沿道でのご声援はご遠慮ください。
　また、大会当日は、大会開催のため交通規制が行われます。市民の皆さまには、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。なお、新型コロナウイルスの感染拡大状況に応じて中止となる場合
があります。
■日時　１月31日(日)　10時30分～
■コース概要　日南総合運動公園陸上競技場を発着（６区間　21.0975km）
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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。

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

歯科衛生士のための
復職支援無料相談会

■日時　２月13日(土)
　14時～16時
■場所　下記の会場からお選び
ください。
　日南歯科医師会館（日南市中
央通２丁目２－14）
　宮崎県歯科医師会館（宮崎市
清水１丁目12番２号）
　都城歯科医師会館（都城市八
幡町11－３）
　延岡市歯科医師会館（延岡市
大瀬町３丁目４－５）
■対象者　歯科衛生士の資格を
有しており、歯科医療機関な
どへの復職をお考えの方
■申込方法　お名前・連絡先・
参加希望会場を下記へご連絡
下さい。
■申込期限　２月12日(金)

■その他
 ・参加費無料、参加者にはパー
ルリボングッズをプレゼント
します。
 ・宮崎会場（宮崎県歯科医師会
館）では、復職支援研修会も
同時開催します。
 ・新型コロナウイルスの感染拡
大状況に応じて中止する場合
もございますので、事前予約
をお願いします。
〇問い合わせ
　宮崎県歯科医師会事務局
　☎0985(29)0055
　FAX0985(22)6551

日南市協働のまちづく
り推進委員

　市民が主役となる協働のまち
づくりを推進し、協働施策の検
証・審議を行うため、日南市協
働のまちづくり推進委員会の委
員を募集します。

募　集 ■募集人員　２人程度
■応募資格　協働のまちづくり
に関心があり、継続して会議
（日中・年３回程度）に出席
できる方。
■任期　２年（令和３年４月～
令和５年３月）

■報酬　日額6,000円（会議出
席時）
■申込方法　本庁地域自治課に
備え付けの申込書に必要事項
を記入の上、地域自治課へ郵
送またはご持参ください。
※申込書は日南市ＨＰにも掲載
されています。
■選考方法　書類選考
■申込締切　２月26日(金)
■結果通知　応募者全員に通知
（３月中）
〇申込・問い合わせ
　本庁地域自治課　協働係
　☎(31)1118
　FAX(23)4391

スポーツ 「第38回宮崎県女子駅伝競走大会」開催周知及び当日の交通規制

○問い合わせ　観光・スポーツ課　スポーツ推進係　☎(31)1175　FAX(23)3100

日付 医　療　機　関

２月(１日～28日）の日曜・祝日在宅当番医

※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。

えとう循環器科・内科（循・内科）
 ☎(23)1125
井手胃腸科・肛門科（外・内・胃）
 ☎(32)0811
岡村クリニック【串間】(整形外科）
 ☎(72)7710
あげた内科クリニック（内科）
 ☎(21)2311
かわにし脳神経外科(脳外・神内)
 ☎(27)3330
吾社クリニック【串間】(内科)
 ☎(71)3411
福岡医院（内科・循）
 ☎(32)1711
にちなんファミリークリニック(内科・小児科）
 ☎(55)1121
串間中央クリニック【串間】(内科・小児科)
 ☎(27)3181
シロアム内科医院（内科）
 ☎(23)2187
山見医院（小児科）
 ☎(23)2101
ゆうゆうの森クリニック【串間】(内科）
 ☎(55)9111
藤浦循環器科内科クリニック(循・内科)
 ☎(23)3188
長友医院(胃腸内科・外科)
 ☎(55)3522
県南病院【串間】(神・精・内科）
 ☎(72)0224
河野医院（内科）
 ☎(23)4155
大井外科医院(外科）
 ☎(25)2100
のだ小児科医院【串間】（小・アレ）
 ☎(71)1112

7日

11日

14日

21日

23日

28日

日付 開　局　薬　局

２月(1日～28日）の日曜・祝日当番薬局

ハロー薬局吾田店
 ☎(32)1821
すみれ吾田薬局
 ☎(32)0411
ひまわり薬局
 ☎(32)5250
日南調剤薬局
 ☎(27)3636
かすが薬局
 ☎(32)1475
みなみ薬局
 ☎(31)0165
ファミリー薬局【串間】
 ☎(55)1125
すみれ薬局
 ☎(23)7896
つぼみ薬局北方店【串間】
 ☎(71)1150
すみれ中央薬局
 ☎(32)1095
みどり調剤薬局
 ☎(32)1610
木山調剤薬局
 ☎(23)8931

7日

11日

14日

21日

23日

28日

フィーチャーフォン
（ガラケー）

パソコン
スマートフォン

※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。
診療時間　９時～17時
※診療時間には休憩時間を含みます。各医療機関に
よって休憩時間は異なるため予めご了承ください。
※発熱がある場合は、受診する医療機関に事前に電話
での連絡をお願いします。

　毎年恒例となった宮崎県女子駅伝競走大会が開催されます。
　今回はコロナウイルス感染症拡大防止の観点から、沿道でのご声援はご遠慮ください。
　また、大会当日は、大会開催のため交通規制が行われます。市民の皆さまには、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。なお、新型コロナウイルスの感染拡大状況に応じて中止となる場合
があります。
■日時　１月31日(日)　10時30分～
■コース概要　日南総合運動公園陸上競技場を発着（６区間　21.0975km）
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08　お知らせ

無料相談案内 ～秘密は守られますのでお気軽にご相談を～

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)

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25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25日(月)～２月22日(月)
※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５日(金)　10時～12時
　・南郷ハートフルセンター
　　小研修室（生涯学習館）
　２月９日(火)　10時～12時
　・北郷福祉センター
　・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

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７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

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(木)　10時～15時
　・北郷福祉センター
　２月９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10日(水)　10時～15時
　・まなびピア
■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３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
※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。（予約時間：平日10時～16時）
　

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）


