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〇問い合わせ
　給付金専用ダイヤル
　☎0570(05)4092（ナビダイ
ヤル）
　宮崎年金事務所
　☎0985(52)2111
　本庁市民課　年金係
　☎(31)1127

北方領土返還運動全国
強調月間

　毎年、２月と８月は「北方領
土返還運動全国強調月間」と
なっています。期間中には全国
各地で集会、講演会、キャラバ
ン、パネル展などの多彩な行事
が開催されています。
　この「強調月間」は、昭和61
年に、返還運動を推進するため
の地域基盤として各都道府県に
設置されている県民会議の全国
会議において、全国で返還要求
運動をより積極的に展開するた
めに設定されました。この機会
に、北方領土について考えてみ
ませんか。
〇問い合わせ
　本庁総務・危機管理課
　☎(31)1113

『議会活動報告』を動
画配信しています！

　議員の議会活動を広く知って

いただくため、動画で活動報告
を行っています。また、皆さま
からのご意見をメール・ＦＡＸ
にて募集しています。
■視聴方法
　にちなん大好きＰＶチャンネ
ル「日南市役所好きぃ～部」
にて、１月31日(月)まで配信
　URL　https://youtu.be/PU
　M7SHzxU0E
〇問い合わせ
　議会事務局
　☎(31)1142
　FAX(31)1778
　Eメール：gikai@city.nichinan.lg.jp

12月15日発行「好き
ですにちなん」掲載内
容の訂正とお詫び

　令和３年12月15日発行の広
報誌「好きですにちなん」に掲
載している「１月の日曜・祝日
在宅当番医」（26ページ）につ
きまして、医療機関先に誤りが
ありました。訂正してお詫び申
し上げます。
【誤】23日(日)
　山元クリニック（内科）
　☎(22)2552
【正】23日(日)
　山元病院（内科）
　☎(23)4815
〇問い合わせ
　本庁秘書広報課　広報広聴係
　☎(31)1117

年金生活者支援給付金
請求書の提出はお済み
ですか？

　日本年金機構で請求書を受け
付けた月の翌月分からのお支払
いとなりますので、至急ご提出
ください。

　年金生活者支援給付金の支給
対象となる方には、昨年の８月
下旬以降に簡易な請求書（はが
き型）が送付されています。請
求書に記載されている提出期限
を過ぎていても、請求書の提出
をすることが可能です。
　まだお手元に請求書がある方
は、必要事項を記入後、目隠し
シールを貼って速やかにポスト
に投函してください。

※日本年金機構や厚生労働省を
装った不審な電話や案内にご
注意ください。日本年金機構
や厚生労働省から、口座番号
をお聞きしたり、手数料など
の金銭を求めることはありま
せん。

年　金

行　政
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119番につながらない
時間が発生します

　ＮＴＴの電話交換機の更新工
事に伴い、日南市管内において
119番通報がつながらない時間
（３分間）が発生します。
■日時　２月10日(木)　０時～
３時（深夜）のうち３分間
■対処方法
①携帯電話から消防本部携帯
(☎090(3194)9085)へ 通 報
する。
②しばらく時間をおいてから再
通報（119番）する。
③警察にも連絡する必要がある
災害については、110番へ通
報する。
■その他　下記の媒体でも周知
しております。
 ・各世帯配付のチラシ
 ・ホームページ
 ・防災行政無線（戸別受信機）
 ・防災メール
〇問い合わせ　消防本部　警防
課　指令係　☎(23)1316

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、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。
　「山火事を　防ぐあなたの　
心がけ」
■山火事予防強化週間
　１月25日(火)～１月31日(月)
■消火訓練　日南市南郷町榎原
（鯛取ふれあい公園）で２月
に実施予定
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

第68回文化財防火デー
消火訓練

　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、全国的な取り組みとして、
文化財防火運動を行っていま
す。本市でも、大切な文化財を
受け継いでいくために、消火訓
練を実施します。
■日時　１月26日(水)  10時～
※雨天時は、中止することがあ
ります。
■場所　振徳堂（飫肥10-2-1）
■訓練　初期消火、通報訓練、
車両放水、消火器の取扱訓練
〇問い合わせ　消防本部
　予防課　☎(23)7584

日南市体育施設の年間
借用受付

　次のとおり、令和４年度分の
事前借用予約（年間）を受け付
けます。
■受付期間
　２月４日(金)～２月18日(金)
■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　規定の申込書（各
指定管理者ホームページにも
掲載）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。
■その他　空き状況を指定管理
者ホームページなどでご確認
の上、お申し込みください。
※詳細は、各指定管理者にお問
い合わせください。
〇申込・問い合わせ
（日南エリア）
　多目的体育館（TJグループ）
☎(22)5050
　〒889-2524
　日南市大字殿所2200
（北郷エリア）

消　防

スポーツ

健　康

　さくらアリーナ（TJグルー
プ）　☎(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（CL・イキ
グループ）　☎(64)3341
　〒889-3205
　日南市南郷町西町１-１

新型コロナワクチン接
種の相談

■新型コロナワクチン接種コー
ルセンターの再開
　新型コロナワクチンの追加
（３回目）接種の開始に伴
い、１月21日(金)からコール
センターを再開します。接種
の方法や接種券の再交付など
のお問い合わせは、下記の
コールセンターに電話でお願
いします。
〇日南市新型コロナワクチン接
種コールセンター
　フリーダイヤル
　☎0120(288)660（９時～18
時30分：土日・祝日も実施）
■新型コロナウイルスに感染し
た恐れがある場合の健康相談
〇新型コロナウイルス感染症受
診・相談センター（24時間対
応）　☎0985(78)5670
※聴覚に障がいのある方や、音
声による相談に不安のある方
　FAX0985(44)2616
　FAX相談票は県ホームページ
から入手可
■ワクチンの副反応の問い合わ
せ
〇宮崎県コロナワクチン副反応
相談センター
　☎0985(26)4609(知ろうワ
クチン)
　FAX0985(26)1000
　Eメール：fukuhannocall-mi
　yazaki@pref.miyazaki.lg.jp
　受付時間24時間（土日・祝日
も実施）

令和３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
年度以降は市の補助の対象にな
りません)
■実施期間　３月31日(木)まで
■実施場所　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
に案内ハガキが届いた方
　(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
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
　個別通知はがき（はがきがな
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

健　康 い。
〇問い合わせ　本庁健康増進課
☎(31)1129

高齢者インフルエンザ
予防接種はお済みです
か

　高齢者インフルエンザ予防接
種を現在実施中です。対象年齢
の方で、接種を希望する方は、
必ず自分の予防接種歴を確認
し、重複して接種することがな
いようご注意ください。（ご自
分が、予防接種をいつ、どこで
接種したかは健康手帳や医療機
関が発行する予防接種済証で確
認できます）
■実施期間　１月31日(月)まで
■接種回数　１回のみ（２回接
種することがないようにご注意
ください）
〇問い合わせ　本庁健康増進課
　☎(31)1129

スポーツ 「第39回宮崎県女子駅伝競走大会」開催周知および当日の交通規制

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

　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。
■日時　１月30日(日)　10時30分～　※雨天決行
■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）

まちのうごき
１月１日現在（推計人口）　人口 49,702(－59)　男 23,385(－41)　女 26,317(－18)　世帯数 21,742(－28)
この数値は、令和２年国勢調査の確報値を基準とした推計人口です。
12月１日～末日　出生19　死亡75　転入110　転出113
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119番につながらない
時間が発生します
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①携帯電話から消防本部携帯
(☎090(3194)9085)へ 通 報
する。
②しばらく時間をおいてから再
通報（119番）する。
③警察にも連絡する必要がある
災害については、110番へ通
報する。
■その他　下記の媒体でも周知
しております。
 ・各世帯配付のチラシ
 ・ホームページ
 ・防災行政無線（戸別受信機）
 ・防災メール
〇問い合わせ　消防本部　警防
課　指令係　☎(23)1316

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、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。
　「山火事を　防ぐあなたの　
心がけ」
■山火事予防強化週間
　１月25日(火)～１月31日(月)
■消火訓練　日南市南郷町榎原
（鯛取ふれあい公園）で２月
に実施予定
〇問い合わせ　日南市林野火災
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第68回文化財防火デー
消火訓練
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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、全国的な取り組みとして、
文化財防火運動を行っていま
す。本市でも、大切な文化財を
受け継いでいくために、消火訓
練を実施します。
■日時　１月26日(水)  10時～
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ります。
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　次のとおり、令和４年度分の
事前借用予約（年間）を受け付
けます。
■受付期間
　２月４日(金)～２月18日(金)
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■新型コロナワクチン接種コー
ルセンターの再開
　新型コロナワクチンの追加
（３回目）接種の開始に伴
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か
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○問い合わせ　観光・スポーツ課　スポーツ推進係　☎(31)1175　FAX(23)3100

　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。
■日時　１月30日(日)　10時30分～　※雨天決行
■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）

まちのうごき
１月１日現在（推計人口）　人口 49,702(－59)　男 23,385(－41)　女 26,317(－18)　世帯数 21,742(－28)
この数値は、令和２年国勢調査の確報値を基準とした推計人口です。
12月１日～末日　出生19　死亡75　転入110　転出113
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生産量日本一にちなん
スイートピー花まつり
ステージイベントの出
演者（個人・団体）

　市民の皆さまが少しでも笑顔
になり、また生産量日本一を誇
るスイートピーを広くＰＲする
ため「生産量日本一にちなんス
イートピー花まつり」を開催し
ます。イベント開催にあたり、
ステージを盛り上げていただけ
る元気で明るい出演者を募集し
ます。
■開催日時　３月５日(土)
　10時～17時（少雨決行）
■会場　油津堀川夢ひろば特設
ステージ
■出演時間
　10時30分～16時30分の間の
１演者、10分以内
■募集内容
　ダンス、合唱、楽器演奏など
のジャンルで市内を中心に活
動をされている個人・団体
■募集期限　２月２日(水)
■申込方法
　生涯学習課に備え付けの申込
書、または市ホームページか
ら申込様式をダウンロード
し、ＦＡＸ、または郵送にて
申し込みください。
■参加料
　無料※参加に伴う経費（運
搬、交通費など）は自己負担
■その他
 ・学校単位での出演の場合で輸
送などが必要な場合は事前に
お申し出ください。
 ・リハーサルはできませんので
ご了承ください。
 ・申し込み多数の場合は、実行
委員会で協議の上、決定させ
ていただきます。
 ・出演が決定した出演者には、
後日、説明資料などをお送り
いたします。
〇申込・問い合わせ

　生産量日本一にちなんスイー
トピー花まつり実行委員会ス
テージイベント部門事務局
　生涯学習課　生涯学習係
　☎(31)1145  FAX(24)0987

発達障がいオンライン
セミナー　～自閉症の
方の成人期の暮らしを
考えよう～

　自閉症など発達障がいの方の
成人期の暮らしはどのようなも
ので、どのような支援が必要な
のでしょうか。２つのテーマに
ついて、成人期の支援をされて
いる方、保護者、幼児・学齢期
のお子さんに関係する方の指針
になるお話をいただきます。多
数の皆さまのご参加をお待ちし
ています。
■日時　２月６日(日)
　※ＺＯＯＭによるオンライン
での実施
 ・第１部　10時～12時
　「自閉症の方たちの成人期の
支援」～私たちは何を目指し
て支援するのか？～
　よこはま発達クリニック
　児童精神科医　宇野洋太氏
 ・第２部　13時～14時30分
　「自閉症の方たちのグループ
ホームでの暮らし」～穏やか
な暮らしを支えるということ
～
　よこはま発達クリニック
　公認心理師　佐々木康栄氏
 ・質疑応答、ディスカッション
14時30分～15時
■定員　50人（自閉症など発達
障がい児・者の支援にあたる
方、保護者など）
■費用　資料代2,000円
　会員・賛助会員の方1,000円
■申込方法
　下記申し込みフォームよりお
申し込みください。
　httpｓ://ws.formzu.net/fgen
　/S79449575/
〇申込・問い合わせ

募　集 　ＮＰＯ法人サザンウィンド
　☎/FAX(22)2330
　携帯080(5259)2268
　Eメール：minamikaze2010
　@yahoo.co.jp

創客創人センターから
のおしらせ『市民団体
交流会　～SDGsでつ
ながろう　日南のまち
づくり～』

　多様な活動を行うNPO、ボ
ランティア団体、サークルなど
が、お互いの情報を交換し、知
り合うことが出来る交流会を開
催します。
■講師
　黒木ゆき氏（株式会社無尽灯
代表取締役　2030SDGs公
認ファシリテーター）
■日時　２月19日(土)
　13時30分～16時15分　※受
付13時～
※新型コロナ感染状況により延
期・中止する可能性がありま
す。
■場所　創客創人センター大会
議室
■定員　20人
■参加対象　日南市内の各種市
民団体に所属されている方
■参加料　無料
■持参　筆記用具
■申込締切
　２月15日(火)※先着順
■申込方法　氏名、連絡先を電
話またはメールでお送りくだ
さい。
■その他
 ・センター主催のため、Itten
パーキング３時間無料。
 ・ご来館の際は必ずマスク着用
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
　Eメール：nichinan.sokyaku.
　sojin@gmail.com

地域学校協働活動ボラ
ンティア登録者

　空き時間を子どもたちのため
に何かしたいと思われている
方、これまでの知識や経験を活
かしたい方、地域学校協働活動
ボランティアに登録してみませ
んか。
■地域学校協働活動とは
　幅広い地域の方々が参画し、
子どもたちのために地域と学
校が対等に同じ目標に向かっ
て協力を行う事業です。
■活動内容（例）
 ・見守り活動（登下校・遠足な
ど）
 ・学習支援活動（調理・ミシン・
読み聞かせ・各種農業体験な
ど）
 ・環境整備支援活動（花壇整備、
図書整理など）
　活動のお願いをする際は、各
学校から登録をされた方へ連

絡します。
〇登録・問い合わせ　生涯学習
課　生涯学習係  ☎(31)1145

高齢者の新型コロナワ
クチン接種会場へのタ
クシー料金を助成しま
す

　新型コロナワクチン接種会場
（医療機関や集団接種会場）ま
でタクシーを利用される高齢者
（助成対象者）への支援として
タクシー料金を一部助成しま
す。
■助成対象者（次の①～③の全
てに該当する方）
　①令和４年度中に65歳以上に
なる方（日南市民で市内在
住、昭和33年４月１日以前に
生まれた方）
　②新型コロナワクチン接種の
みを目的にタクシーを利用す
る方
　③居住地から接種会場、また

募　集

助　成

は接種会場から居住地までの
交通手段がない方
■助成内容
　①タクシー片道料金につい
て、1,000円を超える額を市
が助成します。
　②「タクシー料金助成チケッ
ト」２枚（往復分）を送付し
ます。
■申込方法
　【初めて「タクシー料金助成チ
ケット」を申し込みする方】
　２月初旬から順次発送予定の
新型コロナウイルスワクチン
の３回目接種券に同封されて
いるタクシー料金助成の案内
チラシをご覧ください。
　【１・２回目のワクチン接種
時に「タクシー料金助成チ
ケット」を申し込んだ方】
　前回チケットの利用の有無に
関係なく、１月25日(火)に新
たなチケット２枚を発送しま
す。
〇問い合わせ
　本庁長寿課　☎(31)1162

健　康
■接種間隔の変更（令和４年１月５日現在）
令和４年１月５日号の広報誌において、「新型コロナワクチンの追加（３回目）接種について」お知らせし
ましたが、国の方針により、２回目接種完了からの追加接種できる間隔を下記のとおり変更することにな
りました。

■接種券などの発送
（１）高齢者（65歳以上）の方
２月以降、２回目接種から７カ月経過後（８カ月経過後の方も含む）に、順次、対象者の方に接種券や案
内文書等を発送します。
（２）一般の方（18歳～65歳未満）の方
２回目接種から８カ月経過後に、順次、対象者の方に接種券や案内文書などを発送します。
■使用するワクチン
　ファイザー社ワクチンと武田／モデルナ社ワクチンを使用します。希望するワクチンによっては、供給の
関係から接種までにお時間を頂く可能性がありますので、ご了承ください。
〇問い合わせ　本庁健康増進課　☎(31)1129

新型コロナワクチン追加接種

対象者
医療従事者の方
高齢者施設入所者及び従事者等の方
高齢者（65歳以上）の方
一般の方（18歳～65歳未満）

変　　更
６カ月経過後
６カ月経過後
２月以降２回目接種完了から７カ月経過後
変更なし

当　初
８カ月経過後
８カ月経過後
８カ月経過後
８カ月経過後



45

05　お知らせ 04　お知らせ

生産量日本一にちなん
スイートピー花まつり
ステージイベントの出
演者（個人・団体）

　市民の皆さまが少しでも笑顔
になり、また生産量日本一を誇
るスイートピーを広くＰＲする
ため「生産量日本一にちなんス
イートピー花まつり」を開催し
ます。イベント開催にあたり、
ステージを盛り上げていただけ
る元気で明るい出演者を募集し
ます。
■開催日時　３月５日(土)
　10時～17時（少雨決行）
■会場　油津堀川夢ひろば特設
ステージ
■出演時間
　10時30分～16時30分の間の
１演者、10分以内
■募集内容
　ダンス、合唱、楽器演奏など
のジャンルで市内を中心に活
動をされている個人・団体
■募集期限　２月２日(水)
■申込方法
　生涯学習課に備え付けの申込
書、または市ホームページか
ら申込様式をダウンロード
し、ＦＡＸ、または郵送にて
申し込みください。
■参加料
　無料※参加に伴う経費（運
搬、交通費など）は自己負担
■その他
 ・学校単位での出演の場合で輸
送などが必要な場合は事前に
お申し出ください。
 ・リハーサルはできませんので
ご了承ください。
 ・申し込み多数の場合は、実行
委員会で協議の上、決定させ
ていただきます。
 ・出演が決定した出演者には、
後日、説明資料などをお送り
いたします。
〇申込・問い合わせ

　生産量日本一にちなんスイー
トピー花まつり実行委員会ス
テージイベント部門事務局
　生涯学習課　生涯学習係
　☎(31)1145  FAX(24)0987

発達障がいオンライン
セミナー　～自閉症の
方の成人期の暮らしを
考えよう～

　自閉症など発達障がいの方の
成人期の暮らしはどのようなも
ので、どのような支援が必要な
のでしょうか。２つのテーマに
ついて、成人期の支援をされて
いる方、保護者、幼児・学齢期
のお子さんに関係する方の指針
になるお話をいただきます。多
数の皆さまのご参加をお待ちし
ています。
■日時　２月６日(日)
　※ＺＯＯＭによるオンライン
での実施
 ・第１部　10時～12時
　「自閉症の方たちの成人期の
支援」～私たちは何を目指し
て支援するのか？～
　よこはま発達クリニック
　児童精神科医　宇野洋太氏
 ・第２部　13時～14時30分
　「自閉症の方たちのグループ
ホームでの暮らし」～穏やか
な暮らしを支えるということ
～
　よこはま発達クリニック
　公認心理師　佐々木康栄氏
 ・質疑応答、ディスカッション
14時30分～15時
■定員　50人（自閉症など発達
障がい児・者の支援にあたる
方、保護者など）
■費用　資料代2,000円
　会員・賛助会員の方1,000円
■申込方法
　下記申し込みフォームよりお
申し込みください。
　httpｓ://ws.formzu.net/fgen
　/S79449575/
〇申込・問い合わせ

募　集 　ＮＰＯ法人サザンウィンド
　☎/FAX(22)2330
　携帯080(5259)2268
　Eメール：minamikaze2010
　@yahoo.co.jp

創客創人センターから
のおしらせ『市民団体
交流会　～SDGsでつ
ながろう　日南のまち
づくり～』

　多様な活動を行うNPO、ボ
ランティア団体、サークルなど
が、お互いの情報を交換し、知
り合うことが出来る交流会を開
催します。
■講師
　黒木ゆき氏（株式会社無尽灯
代表取締役　2030SDGs公
認ファシリテーター）
■日時　２月19日(土)
　13時30分～16時15分　※受
付13時～
※新型コロナ感染状況により延
期・中止する可能性がありま
す。
■場所　創客創人センター大会
議室
■定員　20人
■参加対象　日南市内の各種市
民団体に所属されている方
■参加料　無料
■持参　筆記用具
■申込締切
　２月15日(火)※先着順
■申込方法　氏名、連絡先を電
話またはメールでお送りくだ
さい。
■その他
 ・センター主催のため、Itten
パーキング３時間無料。
 ・ご来館の際は必ずマスク着用
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
　Eメール：nichinan.sokyaku.
　sojin@gmail.com

地域学校協働活動ボラ
ンティア登録者

　空き時間を子どもたちのため
に何かしたいと思われている
方、これまでの知識や経験を活
かしたい方、地域学校協働活動
ボランティアに登録してみませ
んか。
■地域学校協働活動とは
　幅広い地域の方々が参画し、
子どもたちのために地域と学
校が対等に同じ目標に向かっ
て協力を行う事業です。
■活動内容（例）
 ・見守り活動（登下校・遠足な
ど）
 ・学習支援活動（調理・ミシン・
読み聞かせ・各種農業体験な
ど）
 ・環境整備支援活動（花壇整備、
図書整理など）
　活動のお願いをする際は、各
学校から登録をされた方へ連

絡します。
〇登録・問い合わせ　生涯学習
課　生涯学習係  ☎(31)1145

高齢者の新型コロナワ
クチン接種会場へのタ
クシー料金を助成しま
す

　新型コロナワクチン接種会場
（医療機関や集団接種会場）ま
でタクシーを利用される高齢者
（助成対象者）への支援として
タクシー料金を一部助成しま
す。
■助成対象者（次の①～③の全
てに該当する方）
　①令和４年度中に65歳以上に
なる方（日南市民で市内在
住、昭和33年４月１日以前に
生まれた方）
　②新型コロナワクチン接種の
みを目的にタクシーを利用す
る方
　③居住地から接種会場、また

募　集

助　成

は接種会場から居住地までの
交通手段がない方
■助成内容
　①タクシー片道料金につい
て、1,000円を超える額を市
が助成します。
　②「タクシー料金助成チケッ
ト」２枚（往復分）を送付し
ます。
■申込方法
　【初めて「タクシー料金助成チ
ケット」を申し込みする方】
　２月初旬から順次発送予定の
新型コロナウイルスワクチン
の３回目接種券に同封されて
いるタクシー料金助成の案内
チラシをご覧ください。
　【１・２回目のワクチン接種
時に「タクシー料金助成チ
ケット」を申し込んだ方】
　前回チケットの利用の有無に
関係なく、１月25日(火)に新
たなチケット２枚を発送しま
す。
〇問い合わせ
　本庁長寿課　☎(31)1162

健　康
■接種間隔の変更（令和４年１月５日現在）
令和４年１月５日号の広報誌において、「新型コロナワクチンの追加（３回目）接種について」お知らせし
ましたが、国の方針により、２回目接種完了からの追加接種できる間隔を下記のとおり変更することにな
りました。

■接種券などの発送
（１）高齢者（65歳以上）の方
２月以降、２回目接種から７カ月経過後（８カ月経過後の方も含む）に、順次、対象者の方に接種券や案
内文書等を発送します。
（２）一般の方（18歳～65歳未満）の方
２回目接種から８カ月経過後に、順次、対象者の方に接種券や案内文書などを発送します。
■使用するワクチン
　ファイザー社ワクチンと武田／モデルナ社ワクチンを使用します。希望するワクチンによっては、供給の
関係から接種までにお時間を頂く可能性がありますので、ご了承ください。
〇問い合わせ　本庁健康増進課　☎(31)1129

新型コロナワクチン追加接種

対象者
医療従事者の方
高齢者施設入所者及び従事者等の方
高齢者（65歳以上）の方
一般の方（18歳～65歳未満）

変　　更
６カ月経過後
６カ月経過後
２月以降２回目接種完了から７カ月経過後
変更なし

当　初
８カ月経過後
８カ月経過後
８カ月経過後
８カ月経過後
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宮崎ねんりんピック
２０２２

■日時　５月15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38
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(火)～３
月15日(火)※郵送の場合は３
月15日(火)消印有効

■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

日南こども食堂

■日時
　１月22日(土)　11時～13時
■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
 ・提供できる食事がなくなり次
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。
 ・新型コロナ感染予防のため、
当面の間手作りカレー弁当か
食材などのお持ち帰りとなり
ます。
 ・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
○問い合わせ
　NPO法人日南こども食堂（理
事長：佐藤）
　☎080(6402)0894

募　集 イベント 図書館イベント
「憩いの森」

■内容　ハンドメイド紙刺しゅ
うでギフトカード作り
■日時
　２月９日(水)　10時～11時
■場所　北郷図書館
■対象　大人
■持参　裁縫道具（刺しゅう
針）※刺しゅう糸をお持ちの
方はご準備ください。
■その他　状況により人数制限
または中止あり
〇申込・問い合わせ
　北郷図書館　☎(55)2469

「節分工作」

■内容　節分の魔よけ「やいか
がし」を作ります。
■日時
　１月29日(土)・30日(日)
　９時～16時
■場所　北郷図書館
■対象　どなたでも
■その他　状況により本を借り
られた方対象の工作キット配
布(1/29～2/3)に変更あり
〇申込・問い合わせ
　北郷図書館　☎(55)2469

募　集 市営住宅などの入居者

住宅名
戸数
間取り
家賃

（円/月）
単身入居
小学校区

楠原
2
1DK

15,600～
30,600
可
飫肥小

今町
2
3DK

25,800～
51,200
不可
飫肥小

南平
3
3DK

15,600～
32,400
可

吾田東小

山瀬
3
3DK

14,600～
38,500
可/不可
吾田小

影平
2
3K

7,100～
7,900
可

桜ヶ丘小

松原
2

2DK・3LDK
13,800～
27,300
可/不可
油津小

園田
1

2LDK
21,700～
42,600
不可
油津小

津の峯
1
1DK

17,400～
34,200
可
油津小

瀬西
2
3DK

21,000～
27,300
不可
油津小

大堂津漁民
2
3K

8,900～
17,600
可

大堂津小

住宅名
戸数
間取り

家賃(円／月)
単身入居
小学校区

かはとセブン
1
２ＤＫ
32,000
可
北郷小

■入居日　３月１日(火)　■申込受付期間　１月20日(木)～１月28日(金)
■その他　申込方法や申込資格など、詳細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
市営住宅など：29戸（表内から１戸を選んで申し込んでください）

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、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24日(木)　10時～
　市役所プレハブ会議室北302・303号室
■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24日(月)～２月18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４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８日(火)　10時～12時
　・北郷福祉センター
　２月14日(月)　10時～12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

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６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。
○予約・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８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９日(水)　10時～15時
　・まなびピア
　２月10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２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
○予約・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）
　

　油津赤レンガ館でフリーマーケットを開催します。ハンドメイドアクセサリーや古着・陶器のバザーなど
が出品されます。
　掘り出し物を探しに、ぜひご来場ください。
■日時　１月22日(土)・23日(日)　10時～17時　■場所　油津赤レンガ館
〇問い合わせ　油津赤レンガ館（まんま倶楽部）　☎(27)3600

イベント 油津赤レンガ館フリーマーケット

住宅名
戸数
間取り
家賃

（円/月）
単身入居
小学校区

益安
1
2K

2,100～
4,100
可
東郷小

鵜之木
1
2DK
6,500～
12,800
可
北郷小

かはと
2
3DK

15,800～
31,500
可
北郷小

中郷
1
2DK

18,900～
37,100
不可
北郷小

上中村
1
2DK

19,800～
38,800
不可
南郷小

外浦団地
2
3K

12,000～
23,600
可
潟上小

目井津古港
1
3DK

15,000～
29,400
可
南郷小

特定公共賃貸住宅：１戸
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宮崎ねんりんピック
２０２２

■日時　５月15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38
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(火)～３
月15日(火)※郵送の場合は３
月15日(火)消印有効

■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

日南こども食堂

■日時
　１月22日(土)　11時～13時
■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
 ・提供できる食事がなくなり次
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。
 ・新型コロナ感染予防のため、
当面の間手作りカレー弁当か
食材などのお持ち帰りとなり
ます。
 ・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
○問い合わせ
　NPO法人日南こども食堂（理
事長：佐藤）
　☎080(6402)0894

募　集 イベント 図書館イベント
「憩いの森」

■内容　ハンドメイド紙刺しゅ
うでギフトカード作り
■日時
　２月９日(水)　10時～11時
■場所　北郷図書館
■対象　大人
■持参　裁縫道具（刺しゅう
針）※刺しゅう糸をお持ちの
方はご準備ください。
■その他　状況により人数制限
または中止あり
〇申込・問い合わせ
　北郷図書館　☎(55)2469

「節分工作」

■内容　節分の魔よけ「やいか
がし」を作ります。
■日時
　１月29日(土)・30日(日)
　９時～16時
■場所　北郷図書館
■対象　どなたでも
■その他　状況により本を借り
られた方対象の工作キット配
布(1/29～2/3)に変更あり
〇申込・問い合わせ
　北郷図書館　☎(55)2469

募　集 市営住宅などの入居者

住宅名
戸数
間取り
家賃

（円/月）
単身入居
小学校区

楠原
2
1DK

15,600～
30,600
可
飫肥小

今町
2
3DK

25,800～
51,200
不可
飫肥小

南平
3
3DK

15,600～
32,400
可

吾田東小

山瀬
3
3DK

14,600～
38,500
可/不可
吾田小

影平
2
3K

7,100～
7,900
可

桜ヶ丘小

松原
2

2DK・3LDK
13,800～
27,300
可/不可
油津小

園田
1

2LDK
21,700～
42,600
不可
油津小

津の峯
1
1DK

17,400～
34,200
可
油津小

瀬西
2
3DK

21,000～
27,300
不可
油津小

大堂津漁民
2
3K

8,900～
17,600
可

大堂津小

住宅名
戸数
間取り

家賃(円／月)
単身入居
小学校区

かはとセブン
1
２ＤＫ
32,000
可
北郷小

■入居日　３月１日(火)　■申込受付期間　１月20日(木)～１月28日(金)
■その他　申込方法や申込資格など、詳細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
市営住宅など：29戸（表内から１戸を選んで申し込んでください）

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、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24日(木)　10時～
　市役所プレハブ会議室北302・303号室
■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24日(月)～２月18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４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８日(火)　10時～12時
　・北郷福祉センター
　２月14日(月)　10時～12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

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６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。
○予約・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８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９日(水)　10時～15時
　・まなびピア
　２月10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２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
○予約・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）
　

　油津赤レンガ館でフリーマーケットを開催します。ハンドメイドアクセサリーや古着・陶器のバザーなど
が出品されます。
　掘り出し物を探しに、ぜひご来場ください。
■日時　１月22日(土)・23日(日)　10時～17時　■場所　油津赤レンガ館
〇問い合わせ　油津赤レンガ館（まんま倶楽部）　☎(27)3600

イベント 油津赤レンガ館フリーマーケット

住宅名
戸数
間取り
家賃

（円/月）
単身入居
小学校区

益安
1
2K

2,100～
4,100
可
東郷小

鵜之木
1
2DK
6,500～
12,800
可
北郷小

かはと
2
3DK

15,800～
31,500
可
北郷小

中郷
1
2DK

18,900～
37,100
不可
北郷小

上中村
1
2DK

19,800～
38,800
不可
南郷小

外浦団地
2
3K

12,000～
23,600
可
潟上小

目井津古港
1
3DK

15,000～
29,400
可
南郷小

特定公共賃貸住宅：１戸
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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。

ライフサポートセンターをご存知で
すか？

　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）
〇申込・問い合わせ
　0120-397-864(宮崎)
　0120-397-868(都城)
　0120-397-869(延岡)

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。

山口内科クリニック(内科)
 ☎(31)1081
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
おび中央病院(内科)
 ☎(25)2525
小玉共立外科(外科)
 ☎(24)0777
アイレHDクリニック串間(内科・透析内科）
 ☎(55)8181
長鶴医院(精・内科)
 ☎(23)8783
津曲小児科医院(小児科）
 ☎(22)2175
ゆうゆうの森クリニック【串間】(内科）
 ☎(55)9111
島田内科胃腸科(内科・胃腸科)
 ☎(23)2233
新木医院(内科）
 ☎(55)4101
串間中央クリニック【串間】(内科・小児科)
 ☎(27)3181
きよひで内科クリニック(内科)
 ☎(22)5111
でざわ小児科(小児科）
 ☎(31)0330
アイレHDクリニック串間(内科・透析内科）
 ☎(55)8181
東内科クリニック(内科）
 ☎(32)1001
川越整形外科(整形外科）
 ☎(22)4321
県南病院【串間】(神・精・内科）
 ☎(72)0224

6日

11日

13日

20日

23日

27日

２月(1日～28日）の日曜・祝日当番薬局
日付 開　局　薬　局

おおた薬局
 ☎(22)5006
平部薬局
 ☎(25)1666
あがた東薬局
 ☎(21)1536
岡留薬局
 ☎(22)2220
つぼみ薬局北方店【串間】
 ☎(71)1150
カープ油津薬局
 ☎(33)0044
ファミリー薬局【串間】
 ☎(55)1125
とだか調剤薬局
 ☎(31)0875
堺薬局
 ☎(21)1201
上平野調剤薬局
 ☎(27)3567
ふるかわ薬局
 ☎(21)1387

※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あらかじめご了承くだ
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。

無料相談案内

6日

11日

13日

20日

23日

27日


