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従事者証を携帯しています。
〇問い合わせ
　本庁水道課
　営業係
　☎(31)1149

教育委員会の定例会議
を傍聴しませんか

■日時
　５月25日(火)　15時～
■場所　日南市役所プレハブ会
議室（北301号室）

※傍聴の事前申し込みは不要で
す。

　詳しくは、学校教育課までお
問い合わせください。
〇問い合わせ　学校教育課
　☎(31)1178
　FAX(24)0987

火災時の情報提供

 ・火災時には防災無線の屋外拡
声子局からサイレン吹鳴と音

声放送し、同時に個別受信機
から音声放送を行います。

 ・メール受信を希望される方
は、本誌２ページ掲載の「防
災・気象メールにちなん」の
QRコードから火災情報を登
録してください。
〇問い合わせ　消防本部
　警防課　☎(23)7584

令和２年度「創客創人
シンポジウム」の配信
映像が視聴できます

　令和３年３月に実施した「創
客創人シンポジウム」の様子が
Youtubeか らご覧になれま
す。
　UMKアナウンサーの榎木田
朱美氏を総合司会に迎え、日南
市が行ってきた「人づくり」に
ついて、長年まちづくりに携
わって来た方や若者代表、大学
講師など６人の方でトークセッ
ションを実施したものです。
見逃した方、もう一度見たい方
はぜひご視聴ください。
URL：https://www.youtube.c
om/watch?v=UwEeypz64As
〇問い合わせ
　本庁総合戦略課
　総合戦略係
　☎(31)1116

５月は下水道事業受益
者負担金第１期の納期
です

■納期限　５月31日(月)
※一括納付で納付済みの方は除
きます。

※「口座振替」の方は、お早め
に口座へご入金ください。

※納付は「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。

※何かの事情で納期内に納める
ことができない方は、お気軽
にご相談ください。
〇問い合わせ　下水道課
　管理係　☎(23)9977

水道メーターを取り替
えます

　市では、計量法に基づき、検
定満了（８年）を迎える水道メー
ターの取替えを実施していま
す。市から委託を受けた業者が
取替えに伺いますので、ご理解
とご協力をお願いします。
■取替期間
　５月１日(土)～11月19日(金)
■対象地区　市内全域
■費用　無料
■委託業者
　日南管工事協同組合
※作業従事者は、市発行の業務

生　活

教　育

防　災

行　政
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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　（①から④の全
ての項目に該当することが条
件です）
①令和３年度中に65歳以上にな
る方(日南市民で市内に在住
しており、昭和32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
を目的としてタクシーを利用
する方
③家族や知人などの支援が困難
で居住地から新型コロナワク
チン接種会場または新型コロ
ナワクチン接種会場から居住
地への交通手段がない方
④タクシー片道料金が1,000円
を超える方
■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。(助成対象者負担
金1,000円。相乗りの場合で
も1,000円/台を負担)

②市の助成はタクシー片道料金
を１回とし、２回の新型コロ
ナワクチン接種にかかるタク
シー片道料金４回分を１人あ
たりの助成限度とします。
※助成を受けるには、「タクシー
料金助成チケット」が必要で
す。「タクシー料金助成チケッ
ト」が届くまでに１週間程度
かかります。余裕をもって下
記へ申請してください。
■申込方法　電話
■受付日時　平日の９時～15時
まで(土・日・祝日を除く)
■その他
 ・詐欺にはご注意ください。日
南市から金銭を求めることは
ありません。
 ・個人情報などをお伝えする場
合は、「☎(32)0511」に電話
されたときのみにするなど、
ご注意ください。
○申込・問い合わせ　本庁長寿
課（新型コロナワクチン接種
推進室）　☎(32)0511

65歳以上の方から新
型コロナワクチン接種
が始まります

　65歳以上の方を対象に、新型
コロナワクチン接種が始まりま
す。なお、65歳未満の方につい
ては、接種開始日が決まり次

健　康 第、個別に郵送でお知らせしま
す。
■対象者　65歳以上の方（昭和
32年４月１日以前に生まれた
方）
※対象の方には４月下旬に接種
券などを郵送しています。
■予約開始日　５月10日(月)～
※予約開始日前の医療機関への
お問い合わせはご遠慮くださ
い。
■接種開始日　５月19日(水)以
降を予定
■接種場所　新型コロナワクチ
ン接種を実施している市内医
療機関、集団接種会場　※予
約が必要です。
■その他　実施している医療機
関一覧や予約方法などについ
ては、郵送した接種券に同封
しているチラシをご覧くださ
い。かかりつけ医がある方
は、まず、かかりつけ医にご
相談いただき、接種可能かご
確認ください。黄色の予診票
は事前に自宅で記入をお願い
します。
〇問い合わせ　日南市新型コロ
ナウイルスワクチン接種コー
ルセンター
　☎0570(088)144（ナビダイ
ヤル）
　受付時間：９時～18時30分
（土日・祝日も実施）

健　康
■集団接種会場の予約やキャンセル、接種の方法などの問い合わせ
　日南市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター
　☎0570(088)144（ナビダイヤル）　受付時間　９時～18時30分（土日・祝日も実施）
■ワクチンに関する成分や副反応などの専門的な問い合わせ
　（１）厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
 ☎0120(761)770（フリーダイヤル）　　受付時間　９時～21時（土日・祝日も実施）
　（２）宮崎県新型コロナワクチン副反応等コールセンター
 ☎0985(26)4609（知ろうワクチン）、FAX　0985(26)1000
 Eメール：fukuhannocall-miyazaki@pref.miyazaki.lg.jp
 受付時間　９時～20時(土日・祝日も実施)

新型コロナウイルスワクチン接種の相談

効期限は令和３年５月30日で
す。５月31日以降に車検を受
けられる方は、令和３年度の
納税証明書が必要です。
①金融機関などの窓口で納付い
ただいた方
　領収書兼納税証明書継続検査
（車検）用に押印してもらい、
ご利用ください。
②口座振替の方
　納税証明書が必要です。本庁
市民課、北郷町・南郷町地域
振興センター、各支所窓口で
ご請求ください。
■その他
　６月上旬に車検を受けられる
方は、５月31日に引落された
振替状況が確認できるのに数
日かかります。事前に税務課
納税管理係（☎(31)1122）
までお電話にて振替状況を確
認していただき、確認がとれ
ない場合は、お手数ですが振
替記帳済みの預貯金通帳を税
務課に持参していただき、納
税証明書を受け取ってくださ
い。

○問い合わせ　本庁税務課
　市民税係　☎(31)1121

北郷小中学校屋内温水
プールを一般開放（有
料）

■開放期間
　４月１日～５月31日、
　10月１日～翌年３月31日
■開放時間
　【平日】17時30分～21時
　【休日】13時～17時
■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
理上で開放しないことがあり
ます。また、新型コロナウイル
ス感染拡大防止のため開放を

行わないことがあります。
■その他　詳細については、市
ホームページで確認するか、
お問い合わせください。
〇問い合わせ
　【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

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ただきま
す。
〇問い合わせ
　消防本部
　警防課
　☎(23)7584

５月は自動車税（種別
割）を納める月です

　自動車税（種別割）は、４月１
日現在で宮崎運輸支局に登録さ
れている自動車の所有者または
使用者に課税されます。
■納付期限　５月31日(月)
■納付方法　金融機関、県税・
総務事務所、コンビニエンス
ストアのほか、インターネット
環境があればクレジットカー
ドやスマートフォンアプリを
利用して納めることもできま
す。

■その他
 ・５月中旬までに納税通知書が
届かない場合は、下記までご
連絡ください。
 ・障がいのある方のために使用
する自動車については、一定
の要件に該当する場合、納期
限までに申請すれば、自動車
税（種別割）が減免される場
合がありますので、お早めに
ご相談ください。
○問い合わせ
　日南県税・総務事務所
　☎(23)7136

軽自動車税（種別割）
納税通知書を発送しま
した

　４月30日(金)に令和３年度軽
自動車税（種別割）納税通知書
を発送しました。
■納期限（口座振替日）
　５月31日(月)
※納税通知書に記載されている
最寄りの金融機関などで期限
内に納めてください。

※口座振替での納付の方は、預
金残高の確認をお願いしま
す。

■車検用納税証明書
　令和２年度の納税証明書の有

税　金

スポーツ

消　防

防災・気象メールにちなん

　防災・気象情報をメール・
LINEで配信中。登録は下記
ＱＲコードから。

パソコン　スマートフォン

フィーチャーフォン（ガラケー）
○問い合わせ　本庁総務・危
機管理課　危機管理係
　☎(31)1125

【新型コロナワクチンに関するお知らせ】
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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　（①から④の全
ての項目に該当することが条
件です）
①令和３年度中に65歳以上にな
る方(日南市民で市内に在住
しており、昭和32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
を目的としてタクシーを利用
する方
③家族や知人などの支援が困難
で居住地から新型コロナワク
チン接種会場または新型コロ
ナワクチン接種会場から居住
地への交通手段がない方
④タクシー片道料金が1,000円
を超える方
■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。(助成対象者負担
金1,000円。相乗りの場合で
も1,000円/台を負担)

②市の助成はタクシー片道料金
を１回とし、２回の新型コロ
ナワクチン接種にかかるタク
シー片道料金４回分を１人あ
たりの助成限度とします。
※助成を受けるには、「タクシー
料金助成チケット」が必要で
す。「タクシー料金助成チケッ
ト」が届くまでに１週間程度
かかります。余裕をもって下
記へ申請してください。
■申込方法　電話
■受付日時　平日の９時～15時
まで(土・日・祝日を除く)
■その他
 ・詐欺にはご注意ください。日
南市から金銭を求めることは
ありません。
 ・個人情報などをお伝えする場
合は、「☎(32)0511」に電話
されたときのみにするなど、
ご注意ください。
○申込・問い合わせ　本庁長寿
課（新型コロナワクチン接種
推進室）　☎(32)0511

65歳以上の方から新
型コロナワクチン接種
が始まります

　65歳以上の方を対象に、新型
コロナワクチン接種が始まりま
す。なお、65歳未満の方につい
ては、接種開始日が決まり次

健　康 第、個別に郵送でお知らせしま
す。
■対象者　65歳以上の方（昭和
32年４月１日以前に生まれた
方）
※対象の方には４月下旬に接種
券などを郵送しています。
■予約開始日　５月10日(月)～
※予約開始日前の医療機関への
お問い合わせはご遠慮くださ
い。
■接種開始日　５月19日(水)以
降を予定
■接種場所　新型コロナワクチ
ン接種を実施している市内医
療機関、集団接種会場　※予
約が必要です。
■その他　実施している医療機
関一覧や予約方法などについ
ては、郵送した接種券に同封
しているチラシをご覧くださ
い。かかりつけ医がある方
は、まず、かかりつけ医にご
相談いただき、接種可能かご
確認ください。黄色の予診票
は事前に自宅で記入をお願い
します。
〇問い合わせ　日南市新型コロ
ナウイルスワクチン接種コー
ルセンター
　☎0570(088)144（ナビダイ
ヤル）
　受付時間：９時～18時30分
（土日・祝日も実施）

健　康
■集団接種会場の予約やキャンセル、接種の方法などの問い合わせ
　日南市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター
　☎0570(088)144（ナビダイヤル）　受付時間　９時～18時30分（土日・祝日も実施）
■ワクチンに関する成分や副反応などの専門的な問い合わせ
　（１）厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
 ☎0120(761)770（フリーダイヤル）　　受付時間　９時～21時（土日・祝日も実施）
　（２）宮崎県新型コロナワクチン副反応等コールセンター
 ☎0985(26)4609（知ろうワクチン）、FAX　0985(26)1000
 Eメール：fukuhannocall-miyazaki@pref.miyazaki.lg.jp
 受付時間　９時～20時(土日・祝日も実施)

新型コロナウイルスワクチン接種の相談

効期限は令和３年５月30日で
す。５月31日以降に車検を受
けられる方は、令和３年度の
納税証明書が必要です。
①金融機関などの窓口で納付い
ただいた方
　領収書兼納税証明書継続検査
（車検）用に押印してもらい、
ご利用ください。
②口座振替の方
　納税証明書が必要です。本庁
市民課、北郷町・南郷町地域
振興センター、各支所窓口で
ご請求ください。
■その他
　６月上旬に車検を受けられる
方は、５月31日に引落された
振替状況が確認できるのに数
日かかります。事前に税務課
納税管理係（☎(31)1122）
までお電話にて振替状況を確
認していただき、確認がとれ
ない場合は、お手数ですが振
替記帳済みの預貯金通帳を税
務課に持参していただき、納
税証明書を受け取ってくださ
い。

○問い合わせ　本庁税務課
　市民税係　☎(31)1121

北郷小中学校屋内温水
プールを一般開放（有
料）

■開放期間
　４月１日～５月31日、
　10月１日～翌年３月31日
■開放時間
　【平日】17時30分～21時
　【休日】13時～17時
■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
理上で開放しないことがあり
ます。また、新型コロナウイル
ス感染拡大防止のため開放を

行わないことがあります。
■その他　詳細については、市
ホームページで確認するか、
お問い合わせください。
〇問い合わせ
　【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

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ただきま
す。
〇問い合わせ
　消防本部
　警防課
　☎(23)7584

５月は自動車税（種別
割）を納める月です

　自動車税（種別割）は、４月１
日現在で宮崎運輸支局に登録さ
れている自動車の所有者または
使用者に課税されます。
■納付期限　５月31日(月)
■納付方法　金融機関、県税・
総務事務所、コンビニエンス
ストアのほか、インターネット
環境があればクレジットカー
ドやスマートフォンアプリを
利用して納めることもできま
す。

■その他
 ・５月中旬までに納税通知書が
届かない場合は、下記までご
連絡ください。
 ・障がいのある方のために使用
する自動車については、一定
の要件に該当する場合、納期
限までに申請すれば、自動車
税（種別割）が減免される場
合がありますので、お早めに
ご相談ください。
○問い合わせ
　日南県税・総務事務所
　☎(23)7136

軽自動車税（種別割）
納税通知書を発送しま
した

　４月30日(金)に令和３年度軽
自動車税（種別割）納税通知書
を発送しました。
■納期限（口座振替日）
　５月31日(月)
※納税通知書に記載されている
最寄りの金融機関などで期限
内に納めてください。

※口座振替での納付の方は、預
金残高の確認をお願いしま
す。

■車検用納税証明書
　令和２年度の納税証明書の有

税　金

スポーツ

消　防

防災・気象メールにちなん

　防災・気象情報をメール・
LINEで配信中。登録は下記
ＱＲコードから。

パソコン　スマートフォン

フィーチャーフォン（ガラケー）
○問い合わせ　本庁総務・危
機管理課　危機管理係
　☎(31)1125

【新型コロナワクチンに関するお知らせ】
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05　お知らせ 04　お知らせ

認知症サポーター養成
講座

　認知症について正しく理解
し、認知症の人やその家族をあ
たたかく見守り、支援する「認知
症サポーター」を養成します。ぜ
ひご受講ください。
■日時　５月21日(金)
　13時30分～15時
■場所　まなびピア視聴覚室
■費用　無料
■申込期限　５月18日(火)※詳
細につきましては、下記まで
お問い合わせください。
■定員　30人（先着順）
■その他　今回受講いただけな
い場合は、７月９日(金)も開催
致します。
　新型コロナウイルス感染症の
影響により、中止となる場合
があります。

〇申込・問い合わせ　本庁長寿
課　地域包括ケア推進係
　☎(27)3154

まるごと福祉相談窓口

　ひきこもり、ＤＶ被害、生活困
窮、子育てなどの相談をＬＩＮ
Ｅ、メール、電話でお受けしてい
ます。秘密は固く守ります。
〇問い合わせ
　本庁福祉課
　まるごと福祉
　相談窓口
　☎(31)1163
　Ｅメール：f-kanri@city.nichinan.lg.jp

ひきこもりに関する家
族の集い

　同じ悩みを持つ家族同士が、
つらい気持ちや不安を共有する
ことで、孤立した状態から解放
され、まずは家族が回復するこ
とを目的とした相談を行ってい
ます。（匿名参加可）
■開催日時　毎月第３土曜日
　13時30分～
■場所　まなびピア２階会議室
〇問い合わせ
　会事務局　☎(31)1163

介護予防推進サポーター養成講座受講者

　公民館などで開催する介護予防教室を運営していただくサポーターを
募集します。活動するためには養成講座の受講が必要です。自分の時間
を有効活用して地域のために活動してみませんか。
■受講要件　以下の要件をすべて満たす方
①市内在住の20歳～おおむね70歳までの方　②高齢者の健康づくりに
関心のある方　③研修期間終了後に、サポーターとして活動ができる
方　④普通運転免許証を有する方　⑤講座の全日程に参加できる方

■講座内容　講義と実技（介護予防の基礎知識、高齢者筋力向上トレー
ニングなど）

■講座日程

■場所　日南総合運動公園多目的体育館　■講師　健康運動指導士等有
資格者　■定員　15人　■教材費　5,000円程度　■申込方法　本
庁長寿課窓口設置の申込用紙に記入の上、申し込みください。

■申込期限　５月28日(金)
〇申込・問い合わせ　本庁長寿課　地域包括ケア推進係　☎(27)3154

発達障害コミュニケーション支援事業オンライン講演会
　自閉症など発達障害のある方の最も大きな困難のひとつは、コミュニ
ケーションが取りにくいことです。コミュニケーション支援の代表的な
もののひとつがＰＥＣＳ（絵カード交換式コミュニケーションシステム）
です。
　日本で先進的な取り組みをされてきた門先生のお話からヒントが見え
てくると思います。皆さまのご参加をお待ちしています。
■日時　６月６日(日)
【午前の部】
■時間　10時～12時（受付９時30分）
※ＺＯＯＭによるオンラインでの実施になります。
■講演
　演題「好きなこと、楽しいことから始めるコミュニケーション支援」
　講師　児童精神科医師　門　眞一郎先生
■参加料　1,000円（資料代）※受講決定後にお振込みください。
【午後の部】
■時間　13時～15時30分（受付12時30分）
■講演　演題「強化子ファーストの実践報告～教育・福祉の現場から～」
　講師　三重県立松阪あゆみ支援学校　石井　幸仁先生
　株式会社フラットフィールド（宙★りす／ほすぴ）法人代表　瀧花　
典子氏

■参加料　2,000円（資料代）
【共通事項】
■定員　50人（自閉症など発達障害児・者の支援にあたる方、保護者、
一般の方）

■申込方法　下記申込みフォームよりお申込みください。
　URL：https://ws.formzu.net/fgen/S84056464/
〇申込・問い合わせ　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

募　集 募　集

福　祉

内　　容

講義

簡単なテスト
講義、委嘱状交付

曜日

木

時　　間

13時30分～15時30分

13時30分～14時30分
13時30分～15時30分

日　　程
６月10日、17日
７月１日、８日、15日
７月29日
８月19日

募　集
　一次試験は、公務員試験対策不要のＳＰＩ３（総合能力試験）を実施します。
　ＳＰＩ試験は全国のテストセンターでの受験となりますので、自分の近くの場所、都合の良い試験日を選
択して受験することが可能です。
■試験区分など

■第一次試験
 ・期日　６月１日(火)～６月23日(水)　・会場　ＳＰＩ試験テストセンター
■第二次試験
 ・期日　７月25日(日)　・会場　日南市生涯学習センターまなびピア（日南市木山２-４-44）
■第三次試験
 ・期日　８月15日(日)　・会場　日南市生涯学習センターまなびピア（日南市木山２-４-44）
■合格から採用まで　合格者を任用候補者名簿に登載し、名簿の中から採用者を決定します。なお、採用の
予定日は原則として令和４年４月１日です。
■試験申込みについて　市のホームページから試験申込書をダウンロードして申し込んでください。
　また、本庁、北郷町・南郷町地域振興センター、各支所、各出張所などでも試験申込書を配布しています。
 ・配布開始日　４月30日(金)　 ・受付場所　本庁職員課人事研修係（ふれあい健やかセンター３階）
 ・受付時間　平日（土・日・祝日を除く）の８時30分～17時15分　 ・提出期限　５月21日(金)必着
■その他　詳細については、市のホームページ、もしくは試験申込書配布時にお渡しする「日南市職員採用
試験実施案内」をご覧ください。
○問い合わせ　本庁職員課　人事研修係　☎(31)1114

令和３年度日南市職員採用試験（令和４年４月１日採用）

【創客創人センターか
らのお知らせ】
一緒に韓国語を勉強し
ませんか

　市民団体「ハングルクラブ」
は、非営利で韓国語を勉強する
活動をしています。とっても和
やかで終始笑いが絶えない教室
です。ご興味のある方は、見学
も可能なので一度ご連絡くださ
い。
■日時　月３回水曜日ＡかＢい
ずれか都合のつく時間帯
　Ａ）14時～15時30分
　Ｂ）18時30分～20時
■場所　創客創人センター
■講師　遠藤礼子氏
■受講料　1,000円／１レッス
ンあたり（会場費、講師の交
通費・謝礼金など）
■定員　25人
〇申込・問い合わせ

　代表：金丸
　☎090(5023)1993
　（10時～19時）

「令和３年経済センサ
ス－活動調査」を実施
します

　本年６月１日時点における日
本経済の「今」を知るため、全
国すべての事業所・企業を対象
に行う国の重要な調査です。「統
計法」に基づく報告義務のある
重要な調査として５年毎に行わ
れます。
　調査結果は、国および地方公
共団体における行政施策の立案
や、民間企業における経営計画
の策定など、社会経済の発展を
支える基礎資料として広く活用
されています。
■調査・回答方法
　次の２つの方法で行います。
○「調査員による調査」

募　集

行　政

　主に単独事業所および新設さ
れた事業所を県知事が任命し
た調査員が訪問して調査を行
います。調査員へ調査票を提
出するほか、インターネット
での回答もできます。
※５月中旬以降、調査員が訪問
します。
○「国、都道府県および市によ
る調査」
　主に支社などを有する企業の
本社宛に調査書類を郵送して
調査を行います。インター
ネットまたは郵送で回答でき
ます。
■かたり調査にご注意ください
　調査員は必ず「調査員証」を
身に付けています。「経済セ
ンサス-活動調査」をよそおっ
た訪問者や不審な電話・電子
メールなどにご注意くださ
い。
〇問い合わせ　本庁総合戦略課
　情報統計係　☎(31)1116

平成３年４月２日以降に生まれた人で、大学を卒業した人または来年
３月までに卒業見込みの人
平成５年４月２日以降に生まれた人で、短期大学（同等と認められる
学校含む）を卒業した人または来年３月までに卒業見込みの人
平成７年４月２日以降に生まれた人で、高校を卒業した人（来年３月
卒業見込みの人は除く）

試験区分 受　験　資　格試験種類採用予定人員

若干名

大学卒業程度

短大卒業程度

高校卒業程度

事 務
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05　お知らせ 04　お知らせ

認知症サポーター養成
講座

　認知症について正しく理解
し、認知症の人やその家族をあ
たたかく見守り、支援する「認知
症サポーター」を養成します。ぜ
ひご受講ください。
■日時　５月21日(金)
　13時30分～15時
■場所　まなびピア視聴覚室
■費用　無料
■申込期限　５月18日(火)※詳
細につきましては、下記まで
お問い合わせください。
■定員　30人（先着順）
■その他　今回受講いただけな
い場合は、７月９日(金)も開催
致します。
　新型コロナウイルス感染症の
影響により、中止となる場合
があります。

〇申込・問い合わせ　本庁長寿
課　地域包括ケア推進係
　☎(27)3154

まるごと福祉相談窓口

　ひきこもり、ＤＶ被害、生活困
窮、子育てなどの相談をＬＩＮ
Ｅ、メール、電話でお受けしてい
ます。秘密は固く守ります。
〇問い合わせ
　本庁福祉課
　まるごと福祉
　相談窓口
　☎(31)1163
　Ｅメール：f-kanri@city.nichinan.lg.jp

ひきこもりに関する家
族の集い

　同じ悩みを持つ家族同士が、
つらい気持ちや不安を共有する
ことで、孤立した状態から解放
され、まずは家族が回復するこ
とを目的とした相談を行ってい
ます。（匿名参加可）
■開催日時　毎月第３土曜日
　13時30分～
■場所　まなびピア２階会議室
〇問い合わせ
　会事務局　☎(31)1163

介護予防推進サポーター養成講座受講者

　公民館などで開催する介護予防教室を運営していただくサポーターを
募集します。活動するためには養成講座の受講が必要です。自分の時間
を有効活用して地域のために活動してみませんか。
■受講要件　以下の要件をすべて満たす方
①市内在住の20歳～おおむね70歳までの方　②高齢者の健康づくりに
関心のある方　③研修期間終了後に、サポーターとして活動ができる
方　④普通運転免許証を有する方　⑤講座の全日程に参加できる方

■講座内容　講義と実技（介護予防の基礎知識、高齢者筋力向上トレー
ニングなど）

■講座日程

■場所　日南総合運動公園多目的体育館　■講師　健康運動指導士等有
資格者　■定員　15人　■教材費　5,000円程度　■申込方法　本
庁長寿課窓口設置の申込用紙に記入の上、申し込みください。

■申込期限　５月28日(金)
〇申込・問い合わせ　本庁長寿課　地域包括ケア推進係　☎(27)3154

発達障害コミュニケーション支援事業オンライン講演会
　自閉症など発達障害のある方の最も大きな困難のひとつは、コミュニ
ケーションが取りにくいことです。コミュニケーション支援の代表的な
もののひとつがＰＥＣＳ（絵カード交換式コミュニケーションシステム）
です。
　日本で先進的な取り組みをされてきた門先生のお話からヒントが見え
てくると思います。皆さまのご参加をお待ちしています。
■日時　６月６日(日)
【午前の部】
■時間　10時～12時（受付９時30分）
※ＺＯＯＭによるオンラインでの実施になります。
■講演
　演題「好きなこと、楽しいことから始めるコミュニケーション支援」
　講師　児童精神科医師　門　眞一郎先生
■参加料　1,000円（資料代）※受講決定後にお振込みください。
【午後の部】
■時間　13時～15時30分（受付12時30分）
■講演　演題「強化子ファーストの実践報告～教育・福祉の現場から～」
　講師　三重県立松阪あゆみ支援学校　石井　幸仁先生
　株式会社フラットフィールド（宙★りす／ほすぴ）法人代表　瀧花　
典子氏

■参加料　2,000円（資料代）
【共通事項】
■定員　50人（自閉症など発達障害児・者の支援にあたる方、保護者、
一般の方）

■申込方法　下記申込みフォームよりお申込みください。
　URL：https://ws.formzu.net/fgen/S84056464/
〇申込・問い合わせ　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

募　集 募　集

福　祉

内　　容

講義

簡単なテスト
講義、委嘱状交付

曜日

木

時　　間

13時30分～15時30分

13時30分～14時30分
13時30分～15時30分

日　　程
６月10日、17日
７月１日、８日、15日
７月29日
８月19日

募　集
　一次試験は、公務員試験対策不要のＳＰＩ３（総合能力試験）を実施します。
　ＳＰＩ試験は全国のテストセンターでの受験となりますので、自分の近くの場所、都合の良い試験日を選
択して受験することが可能です。
■試験区分など

■第一次試験
 ・期日　６月１日(火)～６月23日(水)　・会場　ＳＰＩ試験テストセンター
■第二次試験
 ・期日　７月25日(日)　・会場　日南市生涯学習センターまなびピア（日南市木山２-４-44）
■第三次試験
 ・期日　８月15日(日)　・会場　日南市生涯学習センターまなびピア（日南市木山２-４-44）
■合格から採用まで　合格者を任用候補者名簿に登載し、名簿の中から採用者を決定します。なお、採用の
予定日は原則として令和４年４月１日です。
■試験申込みについて　市のホームページから試験申込書をダウンロードして申し込んでください。
　また、本庁、北郷町・南郷町地域振興センター、各支所、各出張所などでも試験申込書を配布しています。
 ・配布開始日　４月30日(金)　 ・受付場所　本庁職員課人事研修係（ふれあい健やかセンター３階）
 ・受付時間　平日（土・日・祝日を除く）の８時30分～17時15分　 ・提出期限　５月21日(金)必着
■その他　詳細については、市のホームページ、もしくは試験申込書配布時にお渡しする「日南市職員採用
試験実施案内」をご覧ください。
○問い合わせ　本庁職員課　人事研修係　☎(31)1114

令和３年度日南市職員採用試験（令和４年４月１日採用）

【創客創人センターか
らのお知らせ】
一緒に韓国語を勉強し
ませんか

　市民団体「ハングルクラブ」
は、非営利で韓国語を勉強する
活動をしています。とっても和
やかで終始笑いが絶えない教室
です。ご興味のある方は、見学
も可能なので一度ご連絡くださ
い。
■日時　月３回水曜日ＡかＢい
ずれか都合のつく時間帯
　Ａ）14時～15時30分
　Ｂ）18時30分～20時
■場所　創客創人センター
■講師　遠藤礼子氏
■受講料　1,000円／１レッス
ンあたり（会場費、講師の交
通費・謝礼金など）
■定員　25人
〇申込・問い合わせ

　代表：金丸
　☎090(5023)1993
　（10時～19時）

「令和３年経済センサ
ス－活動調査」を実施
します

　本年６月１日時点における日
本経済の「今」を知るため、全
国すべての事業所・企業を対象
に行う国の重要な調査です。「統
計法」に基づく報告義務のある
重要な調査として５年毎に行わ
れます。
　調査結果は、国および地方公
共団体における行政施策の立案
や、民間企業における経営計画
の策定など、社会経済の発展を
支える基礎資料として広く活用
されています。
■調査・回答方法
　次の２つの方法で行います。
○「調査員による調査」

募　集

行　政

　主に単独事業所および新設さ
れた事業所を県知事が任命し
た調査員が訪問して調査を行
います。調査員へ調査票を提
出するほか、インターネット
での回答もできます。
※５月中旬以降、調査員が訪問
します。
○「国、都道府県および市によ
る調査」
　主に支社などを有する企業の
本社宛に調査書類を郵送して
調査を行います。インター
ネットまたは郵送で回答でき
ます。
■かたり調査にご注意ください
　調査員は必ず「調査員証」を
身に付けています。「経済セ
ンサス-活動調査」をよそおっ
た訪問者や不審な電話・電子
メールなどにご注意くださ
い。
〇問い合わせ　本庁総合戦略課
　情報統計係　☎(31)1116

平成３年４月２日以降に生まれた人で、大学を卒業した人または来年
３月までに卒業見込みの人
平成５年４月２日以降に生まれた人で、短期大学（同等と認められる
学校含む）を卒業した人または来年３月までに卒業見込みの人
平成７年４月２日以降に生まれた人で、高校を卒業した人（来年３月
卒業見込みの人は除く）

試験区分 受　験　資　格試験種類採用予定人員

若干名

大学卒業程度

短大卒業程度

高校卒業程度

事 務



67

07　お知らせ 06　お知らせ

日南市公認ご当地グルメ

　海の幸に山の幸、四季折々の
美味しいグルメがたくさんある
食の街にちなん。そんな日南市
を代表するグルメを、「日南市
公認ご当地グルメ」として認定
します。
■応募条件
①日南市の地元食材を用いるこ
と
②他にはない独自の名称や調理
方法があること
③長く日南市内の店舗や家庭で
食され、広く市民に親しまれ
ていること
④日南市を訪れた観光客など
が、一般的に食べたり購入し
たりできること
　以上４つの条件をすべて満た
す必要があります。
■申込方法
　グルメを生産、販売している
店舗や団体から、申請書を提
出してください。
■申込期限　随時受付
■認定特典
①「日南市公認ご当地グルメ認
定証」を授与します。
②日南市が発行するパンフレッ
トなどで「日南市公認ご当地
グルメ」として紹介します。
③ＰＲに必要な経費（ポップや
のぼりなど）について、上限
５万円分支給します。
〇申込・問い合わせ
　観光・スポーツ課　観光係
　☎(27)3315

日南市環境審議会委員

　市長の諮問機関として、環境
基本計画・その他環境の保全に
関する基本的な事項を調査審議
する「日南市環境審議会」の委
員を募集します。

■活動内容
　（１）年２回程度開催する環
境審議会への出席
　（２）その他、市の主催する
環境関係の行事などへの参加
■募集人数　５人程度
■任期　委嘱日から令和５年３
月31日まで
■応募条件
　（１）20歳以上の日南市民で、
環境問題に関心がありご意
見・ご提言をいただける方
　（２）国・地方公共団体の議
員および職員でない方
　（３）平日昼間に開催される
審議会に、出席が可能な方
■報酬など　審議会出席時に、
市の規則に基づき報酬および
交通費をお支払いします。
■応募方法　指定の応募用紙に
記入のうえ、下記まで郵送ま
たはお持ちください。
【応募用紙の設置場所】
 ・本庁地域自治課　市民生活
係・北郷町地域振興センター
住民係・南郷町地域振興セン
ター住民係
※日南市ホームページからもダ
ウンロードできます。
※応募用紙をＦＡＸで送付させ
ていただくことも可能です。
■応募期限　５月31日(月)（応
募用紙必着）
■選考方法　応募者多数の場合
は、書類選考にて決定しま
す。
■結果通知　６月中に応募者全
員に文書にて結果を通知しま
す。
〇申込・問い合わせ
　本庁地域自治課　市民生活係
　☎(31)1176

日南夜市を開催します

　油津のサンプラージュ岩崎
（油津商店街内）にて日南夜市

募　集 を開催します。
　ダンスステージ・ミニ四駆大
会・マルシェでは飲食、ハンド
メイドのお店が並びます。
■日時　５月８日(土)
　15時～20時
■場所　サンプラージュ岩崎（油
津商店街内）　油津Yotten
■その他　雨天時または新型コ
ロナウイルス感染症の発生状
況により中止する場合があり
ます。
　コロナ感染症対策としてマス
クの着用をお願いします。
〇問い合わせ　（株）油津応援
団　☎080(3963)2425

日南こども食堂

■日時
　５月８日(土)　11時～13時
■場所
　旧日南カトリック幼稚園
■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
○問い合わせ　NPO法人日南
こども食堂（理事長：佐藤）
　☎080(6402)0894

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

　日頃行われている各種の文化
活動を、全国規模で発表、競演、
交流する場である文化の祭典
が、2021年に宮崎県内全26市
町村で開催されます。日南市で
は５つの分野別フェスティバル
事業を開催します。
■日時　７月３日(土)～10月17
日(日)107日間
■場所　県内全26市町村
■日南市分野別フェスティバル
事業

【連句の祭典】
 ・日時　８月22日(日)
 ・場所　日南市国際交流セン
ター小村記念館

【日南みんなの作品展】
 ・日時　９月19日(日)～９月26
日(日)
 ・場所　日南市生涯学習セン
ターまなびピア

【DENKEN WEEK2021】
 ・日時　９月23日(木・祝)～10
月11日(月)
 ・場所　飫肥伝建地区
【日南たいげん！舞台公演】
（伝統芸能の部）
 ・日時　９月25日(土)
 ・場所　日南市文化センター
（舞台発表の部）
 ・日時　９月26日(日)
 ・場所　日南市文化センター
【茶の湯フェスティバル「ひな
た」の茶県南地区茶会】

（裏千家）
 ・日時　10月９日(土)
 ・場所　松尾の丸
（表千家）
 ・日時　10月10日(日)
 ・場所　豫章館
〇問い合わせ　第35回国民文化
祭宮崎県実行委員会、第20回
全国障害者芸術・文化祭実行
委員会事務局（宮崎県総合政
策部国民文化祭・障害者芸術
文化祭課）  ☎0985(26)7951
　第35回国民文化祭、第20回全
国障害者芸術・文化祭日南市
実行委員会事務局　（日南市教

育委員会生涯学習課）
　☎(31)1145

今年も応援します！日
南市「マンゴー町」

【同盟期間５月16日(日)～７月
25日(日)】
　南郷地域が一体となって、マ
ンゴーのPRと地域経済の活性化
および地域おこしを図ります。
期間中、同盟事業所での特典な
ど、各種取組が行われます。
【オープニングセレモニー】
■日時　５月16日(日)
　11時30分～12時10分
■場所　JR南郷駅
■主催者　日南マンゴー同盟
〇問い合わせ　南郷町地域振興
センター　☎(64)1111

令和３年成人式を８月
14日(土)に開催します

　延期しておりました令和３年
日南市成人式を、下記のとおり
開催します。昨年11月に案内状
をお送りした方に、５月下旬に
再度案内状をお送りいたしま
す。また、成人式当日に案内状
の提示は必要ありませんので、
住民登録がない対象者の方もご
参加ください。
　なお、新型コロナウイルス感
染症拡大防止の観点から、新成
人者以外の方の入場を制限させ
ていただくほか、参加される方
には、別途お知らせする感染症
対策にご協力いただきますの
で、ご了承ください。
■日時　８月14日(土)
　10時～　受付開始
　11時～　式典（予定）
■場所　南郷ハートフルセン
ター大ホール
■対象者　平成12年４月２日か
ら平成13年４月１日までの間
に生まれた方

イベント

図書館イベント

■その他
 ・新型コロナウイルス感染症の
状況により、今後、内容に変
更が生じる可能性がありま
す。その際は、市ＨＰや広報
誌に掲載しますので、ご注意
ください。
 ・平成13年４月２日から平成14
年４月１日までの間に生まれ
た方が対象者となる、令和４
年成人式は、令和４年１月に
開催予定です。
〇問い合わせ　生涯学習課　生
涯学習係　☎(31)1145

「憩いの森」

　脳トレクイズ
■日時　５月12日(水)
　10時～11時
■場所　北郷図書館
■対象　大人
〇申込・問い合わせ
　北郷図書館　☎(55)2469

「フェルト手づくり布
おもちゃ」

　０～３歳児向けの布おもちゃ
を手作りしてみませんか。※要申
込
■日時　５月22日(土)
　10時～12時
■場所　南郷図書館
■対象　大人
■定員　５人
■申込期限　５月18日(火)
■参加料　300円（材料費）
■持参　裁ほう道具、定規また
は手芸用ものさし
〇申込・問い合わせ
　南郷図書館　☎(64)0924

「リサイクル本市」

　図書館の古い本や寄贈本を無
料で差し上げます。
■日時　５月29日(土)
　９時30分～15時30分
■場所　まなびピア体育館
■持参　本を入れるかばんなど
〇申込・問い合わせ
　日南市立図書館（飫肥）
　☎(25)0158

イベント
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日南市公認ご当地グルメ

　海の幸に山の幸、四季折々の
美味しいグルメがたくさんある
食の街にちなん。そんな日南市
を代表するグルメを、「日南市
公認ご当地グルメ」として認定
します。
■応募条件
①日南市の地元食材を用いるこ
と
②他にはない独自の名称や調理
方法があること
③長く日南市内の店舗や家庭で
食され、広く市民に親しまれ
ていること
④日南市を訪れた観光客など
が、一般的に食べたり購入し
たりできること
　以上４つの条件をすべて満た
す必要があります。
■申込方法
　グルメを生産、販売している
店舗や団体から、申請書を提
出してください。
■申込期限　随時受付
■認定特典
①「日南市公認ご当地グルメ認
定証」を授与します。
②日南市が発行するパンフレッ
トなどで「日南市公認ご当地
グルメ」として紹介します。
③ＰＲに必要な経費（ポップや
のぼりなど）について、上限
５万円分支給します。
〇申込・問い合わせ
　観光・スポーツ課　観光係
　☎(27)3315

日南市環境審議会委員

　市長の諮問機関として、環境
基本計画・その他環境の保全に
関する基本的な事項を調査審議
する「日南市環境審議会」の委
員を募集します。

■活動内容
　（１）年２回程度開催する環
境審議会への出席
　（２）その他、市の主催する
環境関係の行事などへの参加
■募集人数　５人程度
■任期　委嘱日から令和５年３
月31日まで
■応募条件
　（１）20歳以上の日南市民で、
環境問題に関心がありご意
見・ご提言をいただける方
　（２）国・地方公共団体の議
員および職員でない方
　（３）平日昼間に開催される
審議会に、出席が可能な方
■報酬など　審議会出席時に、
市の規則に基づき報酬および
交通費をお支払いします。
■応募方法　指定の応募用紙に
記入のうえ、下記まで郵送ま
たはお持ちください。
【応募用紙の設置場所】
 ・本庁地域自治課　市民生活
係・北郷町地域振興センター
住民係・南郷町地域振興セン
ター住民係
※日南市ホームページからもダ
ウンロードできます。
※応募用紙をＦＡＸで送付させ
ていただくことも可能です。
■応募期限　５月31日(月)（応
募用紙必着）
■選考方法　応募者多数の場合
は、書類選考にて決定しま
す。
■結果通知　６月中に応募者全
員に文書にて結果を通知しま
す。
〇申込・問い合わせ
　本庁地域自治課　市民生活係
　☎(31)1176

日南夜市を開催します

　油津のサンプラージュ岩崎
（油津商店街内）にて日南夜市

募　集 を開催します。
　ダンスステージ・ミニ四駆大
会・マルシェでは飲食、ハンド
メイドのお店が並びます。
■日時　５月８日(土)
　15時～20時
■場所　サンプラージュ岩崎（油
津商店街内）　油津Yotten
■その他　雨天時または新型コ
ロナウイルス感染症の発生状
況により中止する場合があり
ます。
　コロナ感染症対策としてマス
クの着用をお願いします。
〇問い合わせ　（株）油津応援
団　☎080(3963)2425

日南こども食堂

■日時
　５月８日(土)　11時～13時
■場所
　旧日南カトリック幼稚園
■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
○問い合わせ　NPO法人日南
こども食堂（理事長：佐藤）
　☎080(6402)0894

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

　日頃行われている各種の文化
活動を、全国規模で発表、競演、
交流する場である文化の祭典
が、2021年に宮崎県内全26市
町村で開催されます。日南市で
は５つの分野別フェスティバル
事業を開催します。
■日時　７月３日(土)～10月17
日(日)107日間
■場所　県内全26市町村
■日南市分野別フェスティバル
事業

【連句の祭典】
 ・日時　８月22日(日)
 ・場所　日南市国際交流セン
ター小村記念館

【日南みんなの作品展】
 ・日時　９月19日(日)～９月26
日(日)
 ・場所　日南市生涯学習セン
ターまなびピア

【DENKEN WEEK2021】
 ・日時　９月23日(木・祝)～10
月11日(月)
 ・場所　飫肥伝建地区
【日南たいげん！舞台公演】
（伝統芸能の部）
 ・日時　９月25日(土)
 ・場所　日南市文化センター
（舞台発表の部）
 ・日時　９月26日(日)
 ・場所　日南市文化センター
【茶の湯フェスティバル「ひな
た」の茶県南地区茶会】

（裏千家）
 ・日時　10月９日(土)
 ・場所　松尾の丸
（表千家）
 ・日時　10月10日(日)
 ・場所　豫章館
〇問い合わせ　第35回国民文化
祭宮崎県実行委員会、第20回
全国障害者芸術・文化祭実行
委員会事務局（宮崎県総合政
策部国民文化祭・障害者芸術
文化祭課）  ☎0985(26)7951
　第35回国民文化祭、第20回全
国障害者芸術・文化祭日南市
実行委員会事務局　（日南市教

育委員会生涯学習課）
　☎(31)1145

今年も応援します！日
南市「マンゴー町」

【同盟期間５月16日(日)～７月
25日(日)】
　南郷地域が一体となって、マ
ンゴーのPRと地域経済の活性化
および地域おこしを図ります。
期間中、同盟事業所での特典な
ど、各種取組が行われます。
【オープニングセレモニー】
■日時　５月16日(日)
　11時30分～12時10分
■場所　JR南郷駅
■主催者　日南マンゴー同盟
〇問い合わせ　南郷町地域振興
センター　☎(64)1111

令和３年成人式を８月
14日(土)に開催します

　延期しておりました令和３年
日南市成人式を、下記のとおり
開催します。昨年11月に案内状
をお送りした方に、５月下旬に
再度案内状をお送りいたしま
す。また、成人式当日に案内状
の提示は必要ありませんので、
住民登録がない対象者の方もご
参加ください。
　なお、新型コロナウイルス感
染症拡大防止の観点から、新成
人者以外の方の入場を制限させ
ていただくほか、参加される方
には、別途お知らせする感染症
対策にご協力いただきますの
で、ご了承ください。
■日時　８月14日(土)
　10時～　受付開始
　11時～　式典（予定）
■場所　南郷ハートフルセン
ター大ホール
■対象者　平成12年４月２日か
ら平成13年４月１日までの間
に生まれた方

イベント

図書館イベント

■その他
 ・新型コロナウイルス感染症の
状況により、今後、内容に変
更が生じる可能性がありま
す。その際は、市ＨＰや広報
誌に掲載しますので、ご注意
ください。
 ・平成13年４月２日から平成14
年４月１日までの間に生まれ
た方が対象者となる、令和４
年成人式は、令和４年１月に
開催予定です。
〇問い合わせ　生涯学習課　生
涯学習係　☎(31)1145

「憩いの森」

　脳トレクイズ
■日時　５月12日(水)
　10時～11時
■場所　北郷図書館
■対象　大人
〇申込・問い合わせ
　北郷図書館　☎(55)2469

「フェルト手づくり布
おもちゃ」

　０～３歳児向けの布おもちゃ
を手作りしてみませんか。※要申
込
■日時　５月22日(土)
　10時～12時
■場所　南郷図書館
■対象　大人
■定員　５人
■申込期限　５月18日(火)
■参加料　300円（材料費）
■持参　裁ほう道具、定規また
は手芸用ものさし
〇申込・問い合わせ
　南郷図書館　☎(64)0924

「リサイクル本市」

　図書館の古い本や寄贈本を無
料で差し上げます。
■日時　５月29日(土)
　９時30分～15時30分
■場所　まなびピア体育館
■持参　本を入れるかばんなど
〇申込・問い合わせ
　日南市立図書館（飫肥）
　☎(25)0158

イベント
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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。

無料相談案内 ～秘密は守られますのでお気軽にご相談を～

司法書士会による無料法律相談会

■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　５月18日(火)　14時～16時
　（１人40分）市役所　東プレハブ203、204号室
■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）

ひきこもり相談

■相談対象　「ひきこもり」は、さまざまな要因
により就労や就学などの社会的な参加が、長期
間失われている状態のことです。解決には、適
切な支援機関に相談することが有効です。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。まずは、お電話ください。

■日時　月曜日～金曜日（祝日、年末年始は除く）
　８時30分～17時
■場所　宮崎県総合保健センター４階（精神保健
福祉センター内）

※来所相談は、電話相談後にご予約ください。
○予約・問い合わせ
　宮崎県ひきこもり地域支援センター
　☎①0985(27)8133　☎②0985(44)2411
　宮崎市霧島1-1-2

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、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
○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）

こころの健康相談

■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　５月27日(木)
　13時30分～15時30分　日南保健所　相談室
■相談員　精神科医師
○予約・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。

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)


