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所に迷惑をかけます。ごみは野
焼きせずに適正に処理しましょ
う。
■野焼きによる相談内容
 ・煙やにおいが部屋に入ってく
る
 ・窓が開けられない
 ・洗濯物ににおいや灰がつく
 ・火災になるのではないか
 ・目やのどが痛くなる
 ・煙で咳が止まらない
○問い合わせ　本庁地域自治課
　☎(31)1176

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。
①定期的な畜舎・器具の消毒・
清掃の実施
②畜舎に出入りする際の手指な
どの消毒
③外部からの人・車両の進入の
制限
④外部からの導入家畜の隔離
○問い合わせ　本庁農政課
　農畜産係　☎(31)1132

動物管理にご協力くだ
さい

　動物の適正管理に関する苦
情・相談が増えています。動物
を飼育することは、私たちの生
活を楽しく豊かなものにしてく

れる一方、適正な管理をしなけ
れば、近隣とのトラブル、生活
環境・衛生に悪影響を及ぼしか
ねません。地域の人々が快適に
生活できるよう、動物の適正な
管理をお願いします。
 ・散歩中のフンは必ず持ち帰
る。
 ・放し飼いは絶対にしない。
 ・野良猫にエサを与えない。
○問い合わせ　本庁地域自治課
　☎(31)1176

人権擁護委員の再任

　人権擁護委員は、人権擁護委
員法に基づいて法務大臣から委
嘱された民間ボランティアで、
人権相談を受けたり人権の考え
を広める活動をしています。今
回、人権擁護委員として以下の
方が再任されました。
【日南地区】　佐原   美奈子   氏
○問い合わせ　本庁地域自治課
　☎(31)1176

教育委員会の定例会議
を傍聴しませんか

■日時　２月20日(木)  15時～
■場所　北郷農村環境改善セン
ター
※傍聴の事前申し込みは不要で
す。詳しくは、学校教育課へ
お問い合わせください。
○問い合わせ　学校教育課
　☎(31)1178

下水道事業受益者負担
金第４期の納期

■納期限　３月２日(月)
※一括納付で納付済みの方は除
きます。
■その他
 ・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。
○問い合わせ　下水道課
　管理係　☎(23)9977

野焼きはやめましょう！

　ごみの野外焼却いわゆる「野
焼き」は、法律で禁止されてい
ます。（一部例外あり）野焼き
により煙や悪臭、ダイオキシン
などの有害物質が発生し、ご近

教　育

生　活 農　業
人　権

動　物 　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
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　【領収書などを整理・計算さ
れないまま会場へ来られた場
合は、その場でご自身に整理・
計算していただくことになり
ます。申告時間の短縮にご協
力をお願いします】
■その他
　青色申告者や、初めて住宅借
入金等特別控除を受ける方、
株の取引を特定口座ではなく
一般口座で行っている方は市
の会場では受付できません。
日南税務署(☎(22)3671)に
ご相談ください。
　また、分離譲渡（株式・土地
建物の売却）など、申告内容
が複雑なものについても、税
務署に案内することがありま
す。
○問い合わせ　本庁税務課
　市民税係　☎(31)1121

税務署での確定申告

■申告期間・時間
　２月17日(月)～３月16日(月)
　土、日、休日を除く９時～16
時まで
■受付場所　日南税務署
■その他
※申告時には、国民健康保険料
など控除額の証明書やマイナ
ンバーカードをお忘れなく！
※駐車場には限りがあります。
なるべく公共交通機関をご利
用ください。
※申告期限間際になると、会場
が混み合うことが予想されま
すので、早めの申告をお願い
します。
※自宅でも、国税庁ホームペー

ジを利用して申告書を作成で
きます。作成後e-Taxで送信
するか、印刷した物を郵送し
てください。
いつでもどこでもスマホで申告
　スマートフォン（スマホ）で
所得税の確定申告書を作成
し、e-Taxで申告することが
できます。
　令和２年１月から、給与所得
のほか、年金収入や副業等の
雑所得がある方など、スマホ
専用画面をご利用いただける
方の範囲が広がり、スマホで
の申告が大変便利です。
　スマホからe-Taxで申告する
には、次のいずれかの方法で
す。
①マイナンバーカード方式（令
和２年１月31日以降）
　マイナンバー読取機能を搭載
したスマホから、マイナン
バーカードの電子証明書を読
み取って、スマホ専用画面か
らe-Taxで送信できます。
②ＩＤ・パスワード方式
　事前に税務署で職員と対面に
よる本人確認を行なった後に
発行される「ＩＤとパスワー
ド」があれば、スマホ専用画
面からe-Taxで送信できま
す。
※確定申告の詳細は、国税庁
ホームページをご確認いただ
くか、お問い合わせくださ
い。
○問い合わせ　日南税務署
　☎(22)3671（自動音声案内）
　〒887-8686
　日南市上平野町1-8-4

３月２日までに
納めましょう

■国民健康保険税９期
■介護保険料９期
■後期高齢者医療保険料８期
○問い合わせ
　【納税に関すること】
　本庁税務課　納税管理係
　☎(31)1122

市県民税の申告相談
開催中
(期間：２月３日～３月16日)

■日程を確認しておきましょう
　地区ごとの会場・日程を市広
報誌（１月５日号）や申告案
内文書でご確認ください。
※ご都合の悪い場合は、他の会
場でも申告できます。
■申告に必要な書類を確認して
おきましょう
①印鑑
②マイナンバーカード
※マイナンバーカードがない方
は、マイナンバー通知カード
と運転免許証などの顔写真付
きの本人確認書類
③すべての収入、控除内容、必
要経費などがわかるもの
※源泉徴収票、生命保険料など
の控除証明書、社会保険料な
どの領収書や証明書、収入と
支出の状況がわかる帳簿、領
収書などの伝票、障害者手帳
など
※伝票や領収書類は項目ごと、
月ごとに分けて計算し帳簿に
記入後、収支内訳書に記入し
ておいてください。
※医療費控除を受けられる方
は、人ごと、病院や薬局ごと
に領収書を集計し、「医療費
控除の明細書」を作成してお
いてください。

税　金 ・医療機器　電気コード組み立
て・・・・・・・・・ 1個　２円
 ・洋服の製作　※裁断済み（洋
裁経験者）・・・ 1着　600円～
○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）

日南市小規模事業契約
希望者の登録

　令和２・３年度に日南市が発
注する小規模な修繕や物品の売
買など(30万円以下)の受注を希
望される方は、小規模事業契約
希望者の登録申請を行ってくだ
さい。
■対象者
　市内に主たる事業所又は住所
を有する事業者
※建設工事などの競争入札参加
資格審査申請書を提出してい
る事業者は改めて申請する必
要はありません。
■必要書類
①小規模事業契約希望者登録申
請書（財政課で配布又はホー
ムページに掲載）
②業種を履行するための資格又
は免許などを証明する書類の
写し
③誓約書（財政課で配布又は
ホームページに掲載）
④納税（完納）証明書（税務課
で交付）
⑤印鑑証明書（法人は法務局、
個人は市民課で交付）
⑥使用印鑑書（財政課で配布又
はホームページに掲載）
■申込方法
　申請書及び添付書類を財政課
まで、郵送するか直接お持ち
下さい。
■申込期限　２月28日(金)

※持参の場合は土、日、祝日は
除く、９時～ 17時
○申込・問い合わせ
　本庁財政課　契約係
　☎(31)1137  FAX(31)1191
　〒887-8585
　日南市中央通1-1-1

北郷小中学校屋内温水
プールの一般開放
（有料）

■開放期間　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、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

償却資産の申告はお済
みですか

　償却資産の申告については、
１月31日が申告期限となってお
りました。まだ申告がお済みで
ない方は、早急に税務課家屋資
産係へ申告書の提出をお願いし
ます。
■申告が必要な対象者
　市内で事業を営んでおられる
事業者と法人事業所で、令和
２年１月１日現在の事業用資
産（償却資産）がある方。
■申告が必要な事業資産
 ・確定申告する際に減価償却費
に計上する事業用の施設・設
備・備品・機材器具・工具な
どの資産
 ・事業用の太陽光発電設備
■申告不要な事業資産
　リース品、既に課税されてい
る車両や家屋など
○問い合わせ
　本庁税務課　家屋資産係
　☎(31)1120

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。
■仕事の内容
　（令和元年12月24日現在）
 ・スケッチブック紐付け・シー
ル貼り・・・・・・ 1冊　1.5円
 ・紳士、婦人服の補正
　・・・・・・・・ 作業内容による
 ・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
 ・紙製品袋詰め、あわせ作業、
ラベル貼り
　・・・・・ 1冊袋入れ　0.8円～
　（工場内での内職）

税　金

契　約

スポーツ

就　職
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　【領収書などを整理・計算さ
れないまま会場へ来られた場
合は、その場でご自身に整理・
計算していただくことになり
ます。申告時間の短縮にご協
力をお願いします】
■その他
　青色申告者や、初めて住宅借
入金等特別控除を受ける方、
株の取引を特定口座ではなく
一般口座で行っている方は市
の会場では受付できません。
日南税務署(☎(22)3671)に
ご相談ください。
　また、分離譲渡（株式・土地
建物の売却）など、申告内容
が複雑なものについても、税
務署に案内することがありま
す。
○問い合わせ　本庁税務課
　市民税係　☎(31)1121

税務署での確定申告

■申告期間・時間
　２月17日(月)～３月16日(月)
　土、日、休日を除く９時～16
時まで
■受付場所　日南税務署
■その他
※申告時には、国民健康保険料
など控除額の証明書やマイナ
ンバーカードをお忘れなく！
※駐車場には限りがあります。
なるべく公共交通機関をご利
用ください。
※申告期限間際になると、会場
が混み合うことが予想されま
すので、早めの申告をお願い
します。
※自宅でも、国税庁ホームペー

ジを利用して申告書を作成で
きます。作成後e-Taxで送信
するか、印刷した物を郵送し
てください。
いつでもどこでもスマホで申告
　スマートフォン（スマホ）で
所得税の確定申告書を作成
し、e-Taxで申告することが
できます。
　令和２年１月から、給与所得
のほか、年金収入や副業等の
雑所得がある方など、スマホ
専用画面をご利用いただける
方の範囲が広がり、スマホで
の申告が大変便利です。
　スマホからe-Taxで申告する
には、次のいずれかの方法で
す。
①マイナンバーカード方式（令
和２年１月31日以降）
　マイナンバー読取機能を搭載
したスマホから、マイナン
バーカードの電子証明書を読
み取って、スマホ専用画面か
らe-Taxで送信できます。
②ＩＤ・パスワード方式
　事前に税務署で職員と対面に
よる本人確認を行なった後に
発行される「ＩＤとパスワー
ド」があれば、スマホ専用画
面からe-Taxで送信できま
す。
※確定申告の詳細は、国税庁
ホームページをご確認いただ
くか、お問い合わせくださ
い。
○問い合わせ　日南税務署
　☎(22)3671（自動音声案内）
　〒887-8686
　日南市上平野町1-8-4

３月２日までに
納めましょう

■国民健康保険税９期
■介護保険料９期
■後期高齢者医療保険料８期
○問い合わせ
　【納税に関すること】
　本庁税務課　納税管理係
　☎(31)1122

市県民税の申告相談
開催中
(期間：２月３日～３月16日)

■日程を確認しておきましょう
　地区ごとの会場・日程を市広
報誌（１月５日号）や申告案
内文書でご確認ください。
※ご都合の悪い場合は、他の会
場でも申告できます。
■申告に必要な書類を確認して
おきましょう
①印鑑
②マイナンバーカード
※マイナンバーカードがない方
は、マイナンバー通知カード
と運転免許証などの顔写真付
きの本人確認書類
③すべての収入、控除内容、必
要経費などがわかるもの
※源泉徴収票、生命保険料など
の控除証明書、社会保険料な
どの領収書や証明書、収入と
支出の状況がわかる帳簿、領
収書などの伝票、障害者手帳
など
※伝票や領収書類は項目ごと、
月ごとに分けて計算し帳簿に
記入後、収支内訳書に記入し
ておいてください。
※医療費控除を受けられる方
は、人ごと、病院や薬局ごと
に領収書を集計し、「医療費
控除の明細書」を作成してお
いてください。

税　金 ・医療機器　電気コード組み立
て・・・・・・・・・ 1個　２円

 ・洋服の製作　※裁断済み（洋
裁経験者）・・・ 1着　600円～
○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）

日南市小規模事業契約
希望者の登録

　令和２・３年度に日南市が発
注する小規模な修繕や物品の売
買など(30万円以下)の受注を希
望される方は、小規模事業契約
希望者の登録申請を行ってくだ
さい。
■対象者
　市内に主たる事業所又は住所
を有する事業者
※建設工事などの競争入札参加
資格審査申請書を提出してい
る事業者は改めて申請する必
要はありません。
■必要書類
①小規模事業契約希望者登録申
請書（財政課で配布又はホー
ムページに掲載）
②業種を履行するための資格又
は免許などを証明する書類の
写し
③誓約書（財政課で配布又は
ホームページに掲載）
④納税（完納）証明書（税務課
で交付）
⑤印鑑証明書（法人は法務局、
個人は市民課で交付）
⑥使用印鑑書（財政課で配布又
はホームページに掲載）
■申込方法
　申請書及び添付書類を財政課
まで、郵送するか直接お持ち
下さい。
■申込期限　２月28日(金)

※持参の場合は土、日、祝日は
除く、９時～ 17時
○申込・問い合わせ
　本庁財政課　契約係
　☎(31)1137  FAX(31)1191
　〒887-8585
　日南市中央通1-1-1

北郷小中学校屋内温水
プールの一般開放
（有料）

■開放期間　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、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

償却資産の申告はお済
みですか

　償却資産の申告については、
１月31日が申告期限となってお
りました。まだ申告がお済みで
ない方は、早急に税務課家屋資
産係へ申告書の提出をお願いし
ます。
■申告が必要な対象者
　市内で事業を営んでおられる
事業者と法人事業所で、令和
２年１月１日現在の事業用資
産（償却資産）がある方。
■申告が必要な事業資産
 ・確定申告する際に減価償却費
に計上する事業用の施設・設
備・備品・機材器具・工具な
どの資産
 ・事業用の太陽光発電設備
■申告不要な事業資産
　リース品、既に課税されてい
る車両や家屋など
○問い合わせ
　本庁税務課　家屋資産係
　☎(31)1120

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。
■仕事の内容
　（令和元年12月24日現在）
 ・スケッチブック紐付け・シー
ル貼り・・・・・・ 1冊　1.5円
 ・紳士、婦人服の補正
　・・・・・・・・ 作業内容による
 ・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
 ・紙製品袋詰め、あわせ作業、
ラベル貼り
　・・・・・ 1冊袋入れ　0.8円～
　（工場内での内職）

税　金

契　約

スポーツ

就　職
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■申込期限　２月14日(金)
■定員　なし
■その他
【セミナー内容】
 ・空き家対策セミナー
 ・空き家を利活用する日南市の
取組紹介
 ・質疑応答
 ・個別相談会及びアンケート
○申込・問い合わせ　本庁総合
戦略課　地域政策係　空き家
カウンセラー　河野
　☎090(9480)3456
　FAX(27)3530

日南市文化財専門員選
考採用試験

■採用人数　１人
■職務内容　展示施設における
展示、近世文書を中心とした
資料の整理・保存・管理、調査・
研究、教育・普及に関する業
務、その他行政事務。
■雇用期間　４月１日～令和３
年３月31日まで
※勤務成績などが良好な場合
は、再度任用する場合があり
ます。
■応募資格
①学校教育法（昭和22年法律第
26号）に基づく４年制の大学
又は大学院において、日本史
学（近世史もしくは近代史）
を専攻し、卒業（修了）した
者。
②博物館法（昭和26年法律第
285号）第５条第１項に基づ
く学芸員資格を有する者。
③博物館、教育機関又は行政機
関などにおいて日本近世史も
しくは近代史に関する職務（資

料の整理・保存・管理、調査・
研究、展示、講座など）に従
事した経験を３年以上有する
者（令和２年３月末時点。職
務経験は常勤・非常勤を問わ
ず、任用期間の通算とする）。
※地方公務員法第16条に規定す
る欠格条項に該当する方は、
応募できません。
■選考方法　第一次選考／２月
下旬書類審査（選考結果は応
募者全員に通知）
　第二次選考／３月６日(金)
　個別面接
■勤務時間　月～金
　８時30分～ 17時15分
■休暇　年次有給休暇、特別休
暇（夏季、介護など）など
■給与
　給料　月額346,800円
　（見込額）
　期末手当　586,092円
　（見込額）
※この他、市規定に基づき、通
勤手当、時間外勤務手当、退
職手当が支給されます。
※扶養手当、住居手当は支給さ
れません。
※福利厚生／社会保険、雇用保
険、公務災害補償制度など
　なお、採用については、令和
２年度当初予算成立が条件に
なります。あらかじめご了承
ください。
■応募手続　要項及び応募に必
要な書類は日南市教育委員会
生涯学習課に請求、お問い合
わせください。生涯学習課の
ホームページからもダウン
ロードできます。
■応募書類提出期限
　２月21日(金)　17時　必着
■試験場所　第２南別館（旧消
防庁舎　日南市中央通一丁目
９番地７）
○申込・問い合わせ　生涯学習
課　文化財係　☎(31)1145

令和２年度各種がん検
診予約票の提出がはじ
まりました！

　「令和２年度各種検診予約
票」を各世帯へ１月下旬頃に郵
送しています。同封の案内文を
参考に、各検診毎に「予約する」
又は「予約しない」に○を記入
し提出してください。
　宮崎県の死亡率第一位は肺が
ん、次いで大腸がん、胃がんと
なっています。自分のため、家
族のため、ぜひ１年に１回はが
ん検診を受けましょう。
『いつかではなく、今年受けよ
う！がん検診』
■提出方法　個人で提出（郵送、
FAX、メール、直接健康増進
課へ持参）または、自治会経
由で提出してください。
■提出期限　２月末まで
○申込・問い合わせ　本庁健康
増進課　☎(31)1129

空き家対策セミナー＆
相談会
～お家の相続・身近な空き
家にお悩みの方へ～

　空き家を放置すると起こり得
る問題や、空き家の片付け方、
利活用方法など、セミナーを通
じて空き家について考えてみま
せんか。セミナー終了後には、
個別相談会を実施します。お誘
い合わせのうえ、気軽にご参加
ください。
■日時　２月21日(金)
　19時～20時30分（受付18時
30分～）
■場所　日南市役所鵜戸支所：
日南市大字宮浦2434番地
■参加料　無料

健　康

募　集

ださい。
■その他
　当日受付でも参加可能です。
○問い合わせ
　NPO法人宮崎県防災士ネッ
トワーク
　☎0985(55)0447
　FAX0985(55)0467

2020～2021年度
「国有林モニター」

　林野庁九州森林管理局では、
より多くの国民の皆様に国有林
を身近に感じていただけるよ
う、森林・林業や国有林に興味
を持たれる一般の方々を対象
に、「国有林モニター」を募集
します。
■募集人数　60人程度（九州・
沖縄８県にお住まいの方）
■依頼期間　令和２年４月１日
～令和４年３月31日（２年
間）
■モニターに依頼する内容
 ・森林・林業、国有林に関する
アンケートへの回答（匿名に
て公表することがあります）
 ・森林・林業、国有林に関する
御意見や御提言などの報告、
九州森林管理局広報誌への投
稿
 ・国有林モニター会議への出席
（任期中１～２回、希望者の
うち一定数）
※九州森林管理局の広報誌な
ど、国有林に関する資料を定
期的にお送りします。
■応募方法　氏名（ふりがな）、
性別、生年月日、年齢、職業、
住所、郵便番号、電話番号、
メールアドレス、国有林モニ
ターを知ったきっかけ、国有
林モニターに応募された理由
（100字程度）をご記入の
上、ハガキ、封書、メール又
はファクスのいずれかの方法

で、以下の宛先まで御応募く
ださい。
※九州森林管理局ホームページ
の応募フォームからもご応募
いただけます。
　URL:https://www.contact
　us.maff.go.jp/rinya/kyusy
　u/form/200108.html
※ご応募いただいた個人情報
は、個人情報の保護に関する
法律に従い、適正に取り扱い
ます。なお、一度送付いただ
いた申込書はお返ししません
ので、あらかじめご了承願い
ます。
■募集期限　２月26日(水)
　（当日消印有効）
○申込・問い合わせ
　九州森林管理局　企画調整課
国有林モニター担当
　〒860-0081
　熊本市西区京町本丁２番７号
　☎096(328)3642
　FAX096(328)3643
　E-mail:ky_kikaku@maff.go.jp

グラウンド・ゴルフ
会員

　市グラウンド・ゴルフ協会で
は、健康増進と仲間づくりを目
的に、定期的に活動をしていま
す。初心者でも公認の指導員が
マナーとルールを丁寧に教えま
すので、気軽に参加してみませ
んか。
■練習日　毎週　月・木曜日
　８時30分～10時30分
■場所　日南総合運動公園芝生
広場
○申込・問い合わせ　日南市グ
ラウンド・ゴルフ協会
　事務局：長瀧
　☎090(2589)8680
　〒889-2522
　日南市東弁分甲888-3

～国民健康保険保健事
業～「生きがい囲碁大
会」参加者

　囲碁大会を通じて参加者同士
で交流し、健康増進や生きがい
づくりをしませんか。市民なら
誰でも参加できます。
■日時　２月23日(日)
　12時30分～
■場所　まなびピア　視聴覚室
■参加料　無料
■申込方法　当日、会場で受付
（12時20分まで）
○問い合わせ
　日本棋院日南支部（日南囲碁
会館内）　☎(23)3687
　事務局：江藤　☎(22)5552

宮崎県
地域防災セミナー

　災害が発生した時、お互いに
助け合う「共助」の力が重要で
す。日頃の備えについて学んで
みませんか。防災パネル・グッ
ズの展示も同時開催します。み
んなで防災力を高め、いざとい
う時に備えましょう。
■日時　２月16日(日)
　13時30分～（受付13時～）
■内容
 ・１部｢がまんできないトイレ
災害時は大丈夫ですか？｣
　【講師】加藤篤（NPO法人日
本トイレ研究所代表理事）
 ・２部｢災害関連死ゼロの避難
所を目指して｣
　【講師】原田奈穂子（宮崎大
学医学部看護学科教授）
■場所　日南市文化センター
■参加料　無料
■申込期限　２月14日(金)
■申込方法　氏名、連絡先を電
話又はファクスでお知らせく

募　集
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■申込期限　２月14日(金)
■定員　なし
■その他
【セミナー内容】
 ・空き家対策セミナー
 ・空き家を利活用する日南市の
取組紹介
 ・質疑応答
 ・個別相談会及びアンケート
○申込・問い合わせ　本庁総合
戦略課　地域政策係　空き家
カウンセラー　河野
　☎090(9480)3456
　FAX(27)3530

日南市文化財専門員選
考採用試験

■採用人数　１人
■職務内容　展示施設における
展示、近世文書を中心とした
資料の整理・保存・管理、調査・
研究、教育・普及に関する業
務、その他行政事務。
■雇用期間　４月１日～令和３
年３月31日まで
※勤務成績などが良好な場合
は、再度任用する場合があり
ます。
■応募資格
①学校教育法（昭和22年法律第
26号）に基づく４年制の大学
又は大学院において、日本史
学（近世史もしくは近代史）
を専攻し、卒業（修了）した
者。
②博物館法（昭和26年法律第
285号）第５条第１項に基づ
く学芸員資格を有する者。
③博物館、教育機関又は行政機
関などにおいて日本近世史も
しくは近代史に関する職務（資

料の整理・保存・管理、調査・
研究、展示、講座など）に従
事した経験を３年以上有する
者（令和２年３月末時点。職
務経験は常勤・非常勤を問わ
ず、任用期間の通算とする）。
※地方公務員法第16条に規定す
る欠格条項に該当する方は、
応募できません。
■選考方法　第一次選考／２月
下旬書類審査（選考結果は応
募者全員に通知）
　第二次選考／３月６日(金)
　個別面接
■勤務時間　月～金
　８時30分～ 17時15分
■休暇　年次有給休暇、特別休
暇（夏季、介護など）など
■給与
　給料　月額346,800円
　（見込額）
　期末手当　586,092円
　（見込額）
※この他、市規定に基づき、通
勤手当、時間外勤務手当、退
職手当が支給されます。
※扶養手当、住居手当は支給さ
れません。
※福利厚生／社会保険、雇用保
険、公務災害補償制度など
　なお、採用については、令和
２年度当初予算成立が条件に
なります。あらかじめご了承
ください。
■応募手続　要項及び応募に必
要な書類は日南市教育委員会
生涯学習課に請求、お問い合
わせください。生涯学習課の
ホームページからもダウン
ロードできます。
■応募書類提出期限
　２月21日(金)　17時　必着
■試験場所　第２南別館（旧消
防庁舎　日南市中央通一丁目
９番地７）
○申込・問い合わせ　生涯学習
課　文化財係　☎(31)1145

令和２年度各種がん検
診予約票の提出がはじ
まりました！

　「令和２年度各種検診予約
票」を各世帯へ１月下旬頃に郵
送しています。同封の案内文を
参考に、各検診毎に「予約する」
又は「予約しない」に○を記入
し提出してください。
　宮崎県の死亡率第一位は肺が
ん、次いで大腸がん、胃がんと
なっています。自分のため、家
族のため、ぜひ１年に１回はが
ん検診を受けましょう。
『いつかではなく、今年受けよ
う！がん検診』
■提出方法　個人で提出（郵送、
FAX、メール、直接健康増進
課へ持参）または、自治会経
由で提出してください。
■提出期限　２月末まで
○申込・問い合わせ　本庁健康
増進課　☎(31)1129

空き家対策セミナー＆
相談会
～お家の相続・身近な空き
家にお悩みの方へ～

　空き家を放置すると起こり得
る問題や、空き家の片付け方、
利活用方法など、セミナーを通
じて空き家について考えてみま
せんか。セミナー終了後には、
個別相談会を実施します。お誘
い合わせのうえ、気軽にご参加
ください。
■日時　２月21日(金)
　19時～20時30分（受付18時
30分～）
■場所　日南市役所鵜戸支所：
日南市大字宮浦2434番地
■参加料　無料

健　康

募　集

ださい。
■その他
　当日受付でも参加可能です。
○問い合わせ
　NPO法人宮崎県防災士ネッ
トワーク
　☎0985(55)0447
　FAX0985(55)0467

2020～2021年度
「国有林モニター」

　林野庁九州森林管理局では、
より多くの国民の皆様に国有林
を身近に感じていただけるよ
う、森林・林業や国有林に興味
を持たれる一般の方々を対象
に、「国有林モニター」を募集
します。
■募集人数　60人程度（九州・
沖縄８県にお住まいの方）
■依頼期間　令和２年４月１日
～令和４年３月31日（２年
間）
■モニターに依頼する内容
 ・森林・林業、国有林に関する
アンケートへの回答（匿名に
て公表することがあります）
 ・森林・林業、国有林に関する
御意見や御提言などの報告、
九州森林管理局広報誌への投
稿
 ・国有林モニター会議への出席
（任期中１～２回、希望者の
うち一定数）
※九州森林管理局の広報誌な
ど、国有林に関する資料を定
期的にお送りします。
■応募方法　氏名（ふりがな）、
性別、生年月日、年齢、職業、
住所、郵便番号、電話番号、
メールアドレス、国有林モニ
ターを知ったきっかけ、国有
林モニターに応募された理由
（100字程度）をご記入の
上、ハガキ、封書、メール又
はファクスのいずれかの方法

で、以下の宛先まで御応募く
ださい。
※九州森林管理局ホームページ
の応募フォームからもご応募
いただけます。
　URL:https://www.contact
　us.maff.go.jp/rinya/kyusy
　u/form/200108.html
※ご応募いただいた個人情報
は、個人情報の保護に関する
法律に従い、適正に取り扱い
ます。なお、一度送付いただ
いた申込書はお返ししません
ので、あらかじめご了承願い
ます。
■募集期限　２月26日(水)
　（当日消印有効）
○申込・問い合わせ
　九州森林管理局　企画調整課
国有林モニター担当
　〒860-0081
　熊本市西区京町本丁２番７号
　☎096(328)3642
　FAX096(328)3643
　E-mail:ky_kikaku@maff.go.jp

グラウンド・ゴルフ
会員

　市グラウンド・ゴルフ協会で
は、健康増進と仲間づくりを目
的に、定期的に活動をしていま
す。初心者でも公認の指導員が
マナーとルールを丁寧に教えま
すので、気軽に参加してみませ
んか。
■練習日　毎週　月・木曜日
　８時30分～10時30分
■場所　日南総合運動公園芝生
広場
○申込・問い合わせ　日南市グ
ラウンド・ゴルフ協会
　事務局：長瀧
　☎090(2589)8680
　〒889-2522
　日南市東弁分甲888-3

～国民健康保険保健事
業～「生きがい囲碁大
会」参加者

　囲碁大会を通じて参加者同士
で交流し、健康増進や生きがい
づくりをしませんか。市民なら
誰でも参加できます。
■日時　２月23日(日)
　12時30分～
■場所　まなびピア　視聴覚室
■参加料　無料
■申込方法　当日、会場で受付
（12時20分まで）
○問い合わせ
　日本棋院日南支部（日南囲碁
会館内）　☎(23)3687
　事務局：江藤　☎(22)5552

宮崎県
地域防災セミナー

　災害が発生した時、お互いに
助け合う「共助」の力が重要で
す。日頃の備えについて学んで
みませんか。防災パネル・グッ
ズの展示も同時開催します。み
んなで防災力を高め、いざとい
う時に備えましょう。
■日時　２月16日(日)
　13時30分～（受付13時～）
■内容
 ・１部｢がまんできないトイレ
災害時は大丈夫ですか？｣
　【講師】加藤篤（NPO法人日
本トイレ研究所代表理事）
 ・２部｢災害関連死ゼロの避難
所を目指して｣
　【講師】原田奈穂子（宮崎大
学医学部看護学科教授）
■場所　日南市文化センター
■参加料　無料
■申込期限　２月14日(金)
■申込方法　氏名、連絡先を電
話又はファクスでお知らせく

募　集
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令和２年度放課後児童
クラブの入会児童

　保護者が就労などで昼間家庭
にいない世帯の児童を、放課後
に小学校の教室などでお預かり
します。
■対象児童
　各小学校の新１年生～新６年
生
■期間　１年間（４月１日～）
※夏休み、冬休み、春休みも含
みます（ただし第２・４土曜、
日曜、祝日、お盆、年末年始
は除く）。
■時間　授業終了後～18時
※授業がない土曜日などは、８
時～18時まで。
※17時以降は、保護者の迎えが
必要です。

■実施場所　吾田小、吾田東小、
油津小、飫肥小、東郷小、北
郷小、南郷小、桜ヶ丘小、大
堂津小、潟上小、榎原小
※学校の教室以外の施設を利用
する場合もあります。
■定員　各クラス40人程度
※申込者多数の場合、低学年の
児童が優先。
■費用　月額3,000円※別途お
やつ代（１日100円）が必要
です。
※家庭の状況により、利用料の
免除が受けられます。
■申込方法　本庁こども課、北
郷町・南郷町地域振興セン
ター、各児童クラブで配布す
る申込書に記入の上、各申込
書配付場所へ提出してくださ
い。
※申込書は、市公式ホームペー
ジからもダウンロードできま
す。
■申込期限　２月28日(金)
■決定通知　書類審査により入

会者を決定後、郵送で通知し
ます。
■その他　年度途中の入会もで
きます。
○申込・問い合わせ
　本庁こども課　こども保育係
　☎(31)1131

日南こども食堂

■日時　２月８日(土)
　11時30分～13時30分
■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
■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：198801
　名義：NPO法人日南こども
　　　食堂　理事長　西明美
○問い合わせ
　NPO法人日南こども食堂（代
表：西）
　☎080(6402)0894

落語家｢桂米多朗｣の
エコ講演会

　「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15日(土)

募　集

イベント

　14時～15時30分
　（開場13時30分～）
■場所　テクノセンター
■演題
　｢笑って学ぼう環境問題！｣
　講師　桂　米多朗　氏
■参加料　無料
○問い合わせ　本庁地域自治課
　☎(31)1176

日南市民吹奏楽団
「第13回定期演奏会」

　県南唯一の市民吹奏楽団の定
期演奏会です。１部・３部は南
郷中学校吹奏楽部との合同演
奏、２部では日南市吹奏楽団メ
ンバーによるソロ演奏をお送り
します。音楽大好きな方はもち
ろん、お子さんからお年寄りの
方まで、皆さんが楽しめる曲を
ご用意しています。ぜひ、お越
しください♪
■日時　２月23日(日)
　（開場）13時30分～
　（開演）14時
■場所　日南市文化センター
ホール
■入場料　全席自由500円
■チケット販売所
 ・見聞読タナカ書店１号店
 ・コープみやざき日南店
 ・アサヒクリーニング南郷Ａ
コープ店
■その他
 ・当日券の販売もあります。
 ・駐車場は、市役所駐車場、職
員駐車場をご利用ください。
○問い合わせ　日南市民吹奏楽
団（事務局：谷口）
　☎090(1971)1789

第１回　にほんご教室
in にちなん

　日南や串間に住む日本人と交
流しながら、生活に役立つ日本
語を学びましょう。日本語のレ
ベルは問いません。ぜひ、お知
り合いの外国人にお知らせくだ
さい。
■日時　２月９日(日)
　13時30分～15時30分
■場所
　創客創人センター　会議室
■対象
　地域の人々と交流をしながら
生活に必要な日本語を学びた
い、県南地域在住の外国人
■参加料　無料
■申込方法
　メールまたはファクスで、名
前、電話番号、国籍、日本語
のレベルをご連絡ください。
　メールの場合はタイトルに
「Nihongo(Nichinan)」と
書いてください。
○申込・問い合わせ
　（公財）宮崎県国際交流協会
　☎・FAX0985(32)8457
　メール：miyainfo@mif.or.jp

春の雛人形を展示しま
す

　情緒豊かな飫肥城由緒施設を
巡りながら、ひな人形を眺めて
みませんか。
■期間
　２月１日(土)～３月29日(日)
■場所
　①松尾の丸、②豫章館、③商家
資料館、④旧山本猪平家、⑤旧
高橋源次郎家、⑥旧伊東伝左
衛門家、⑦小村寿太郎生家
※①～⑤の施設では入館料が必

要です。
※⑦は２月８日～
○問い合わせ　観光・スポーツ
課　☎(27)3315
　小村記念館　☎(25)1905

春のひな人形めぐり
～クイズラリー～

　桃の節句にちなんで、飫肥城
由緒施設にひな人形が飾られま
す。「食べあるき・町あるき」
のあゆみちゃんマップを購入し
て、由緒施設３箇所のひな人形
をめぐりながらクイズラリーに
チャレンジしてみませんか。ク
イズ正解者にプレゼントがあり
ます。
■開催日
　２月１日(土)～３月29日(日)
※土・日・祝日限定
■時間　９時～16時30分
■参加料　800円
   （「あゆみちゃんマップ」代金）
■購入場所
　観光駐車場チケット販売所及
び飫肥城由緒施設７箇所
○問い合わせ
　（一財）飫肥城下町保存会
　☎・FAX：(67)6029

語りとブックトーク
講演会

　昔話などの「語り」に耳を傾
けてみませんか。
　「ブックトーク」に参加する
と本を読んでみたくなります。
　子どもの読書推進活動に長年
取り組んでおられる講師を延岡
からお招きします。
■日時　２月15日(土)

募　集

イベント

　13時30分～15時30分
　（13時開場）
■場所
　まなびピア　２階視聴覚室
■演題  「聞く楽しみを見つけに
　読む楽しみを見つけに」
■講師　野田一穂さん（「まほ
うのつえ」代表）
■定員　40人
■申込方法　前日までに予約が
必要です。
■参加料　300円
○申込・問い合わせ　日南ブッ
クウーマン　関谷康子
　☎・FAX(67)5914
　メール：syasuko2000@yahoo.co.jp

日南市
地域福祉推進大会

　これまで多年にわたり社会福
祉の発展にご尽力いただいた関
係者に感謝の意を表する目的で
「日南市地域福祉推進大会」を
開催し、功労者表彰を行いま
す。「日南市福祉のまちづくり
応援フェスティバル（フクちゃ
んまつり）」と合同で開催され
ます。
■日時　３月15日(日)
　９時30分～
■場所　日南総合運動公園　多
目的体育館アリーナ
○問い合わせ　本庁福祉課
　管理係　☎(31)1163
　社会福祉法人日南市社会福祉
協議会　☎(23)1191

なんごう日の出市

■日時　２月９日(日)
　８時～９時30分
■場所　港の駅めいつ前
○問い合わせ　なんごう日の出
市実行委員会（本庁水産林政
課　水産係内）　☎(31)1135
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令和２年度放課後児童
クラブの入会児童

　保護者が就労などで昼間家庭
にいない世帯の児童を、放課後
に小学校の教室などでお預かり
します。
■対象児童
　各小学校の新１年生～新６年
生
■期間　１年間（４月１日～）
※夏休み、冬休み、春休みも含
みます（ただし第２・４土曜、
日曜、祝日、お盆、年末年始
は除く）。
■時間　授業終了後～18時
※授業がない土曜日などは、８
時～18時まで。
※17時以降は、保護者の迎えが
必要です。

■実施場所　吾田小、吾田東小、
油津小、飫肥小、東郷小、北
郷小、南郷小、桜ヶ丘小、大
堂津小、潟上小、榎原小
※学校の教室以外の施設を利用
する場合もあります。
■定員　各クラス40人程度
※申込者多数の場合、低学年の
児童が優先。
■費用　月額3,000円※別途お
やつ代（１日100円）が必要
です。
※家庭の状況により、利用料の
免除が受けられます。
■申込方法　本庁こども課、北
郷町・南郷町地域振興セン
ター、各児童クラブで配布す
る申込書に記入の上、各申込
書配付場所へ提出してくださ
い。
※申込書は、市公式ホームペー
ジからもダウンロードできま
す。
■申込期限　２月28日(金)
■決定通知　書類審査により入

会者を決定後、郵送で通知し
ます。
■その他　年度途中の入会もで
きます。
○申込・問い合わせ
　本庁こども課　こども保育係
　☎(31)1131

日南こども食堂

■日時　２月８日(土)
　11時30分～13時30分
■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
■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：198801
　名義：NPO法人日南こども
　　　食堂　理事長　西明美
○問い合わせ
　NPO法人日南こども食堂（代
表：西）
　☎080(6402)0894

落語家｢桂米多朗｣の
エコ講演会

　「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15日(土)

募　集

イベント

　14時～15時30分
　（開場13時30分～）
■場所　テクノセンター
■演題
　｢笑って学ぼう環境問題！｣
　講師　桂　米多朗　氏
■参加料　無料
○問い合わせ　本庁地域自治課
　☎(31)1176

日南市民吹奏楽団
「第13回定期演奏会」

　県南唯一の市民吹奏楽団の定
期演奏会です。１部・３部は南
郷中学校吹奏楽部との合同演
奏、２部では日南市吹奏楽団メ
ンバーによるソロ演奏をお送り
します。音楽大好きな方はもち
ろん、お子さんからお年寄りの
方まで、皆さんが楽しめる曲を
ご用意しています。ぜひ、お越
しください♪
■日時　２月23日(日)
　（開場）13時30分～
　（開演）14時
■場所　日南市文化センター
ホール
■入場料　全席自由500円
■チケット販売所
 ・見聞読タナカ書店１号店
 ・コープみやざき日南店
 ・アサヒクリーニング南郷Ａ
コープ店
■その他
 ・当日券の販売もあります。
 ・駐車場は、市役所駐車場、職
員駐車場をご利用ください。
○問い合わせ　日南市民吹奏楽
団（事務局：谷口）
　☎090(1971)1789

第１回　にほんご教室
in にちなん

　日南や串間に住む日本人と交
流しながら、生活に役立つ日本
語を学びましょう。日本語のレ
ベルは問いません。ぜひ、お知
り合いの外国人にお知らせくだ
さい。
■日時　２月９日(日)
　13時30分～15時30分
■場所
　創客創人センター　会議室
■対象
　地域の人々と交流をしながら
生活に必要な日本語を学びた
い、県南地域在住の外国人
■参加料　無料
■申込方法
　メールまたはファクスで、名
前、電話番号、国籍、日本語
のレベルをご連絡ください。
　メールの場合はタイトルに
「Nihongo(Nichinan)」と
書いてください。
○申込・問い合わせ
　（公財）宮崎県国際交流協会
　☎・FAX0985(32)8457
　メール：miyainfo@mif.or.jp

春の雛人形を展示しま
す

　情緒豊かな飫肥城由緒施設を
巡りながら、ひな人形を眺めて
みませんか。
■期間
　２月１日(土)～３月29日(日)
■場所
　①松尾の丸、②豫章館、③商家
資料館、④旧山本猪平家、⑤旧
高橋源次郎家、⑥旧伊東伝左
衛門家、⑦小村寿太郎生家
※①～⑤の施設では入館料が必

要です。
※⑦は２月８日～
○問い合わせ　観光・スポーツ
課　☎(27)3315
　小村記念館　☎(25)1905

春のひな人形めぐり
～クイズラリー～

　桃の節句にちなんで、飫肥城
由緒施設にひな人形が飾られま
す。「食べあるき・町あるき」
のあゆみちゃんマップを購入し
て、由緒施設３箇所のひな人形
をめぐりながらクイズラリーに
チャレンジしてみませんか。ク
イズ正解者にプレゼントがあり
ます。
■開催日
　２月１日(土)～３月29日(日)
※土・日・祝日限定
■時間　９時～16時30分
■参加料　800円
   （「あゆみちゃんマップ」代金）
■購入場所
　観光駐車場チケット販売所及
び飫肥城由緒施設７箇所
○問い合わせ
　（一財）飫肥城下町保存会
　☎・FAX：(67)6029

語りとブックトーク
講演会

　昔話などの「語り」に耳を傾
けてみませんか。
　「ブックトーク」に参加する
と本を読んでみたくなります。
　子どもの読書推進活動に長年
取り組んでおられる講師を延岡
からお招きします。
■日時　２月15日(土)

募　集

イベント

　13時30分～15時30分
　（13時開場）
■場所
　まなびピア　２階視聴覚室
■演題  「聞く楽しみを見つけに
　読む楽しみを見つけに」
■講師　野田一穂さん（「まほ
うのつえ」代表）
■定員　40人
■申込方法　前日までに予約が
必要です。
■参加料　300円
○申込・問い合わせ　日南ブッ
クウーマン　関谷康子
　☎・FAX(67)5914
　メール：syasuko2000@yahoo.co.jp

日南市
地域福祉推進大会

　これまで多年にわたり社会福
祉の発展にご尽力いただいた関
係者に感謝の意を表する目的で
「日南市地域福祉推進大会」を
開催し、功労者表彰を行いま
す。「日南市福祉のまちづくり
応援フェスティバル（フクちゃ
んまつり）」と合同で開催され
ます。
■日時　３月15日(日)
　９時30分～
■場所　日南総合運動公園　多
目的体育館アリーナ
○問い合わせ　本庁福祉課
　管理係　☎(31)1163
　社会福祉法人日南市社会福祉
協議会　☎(23)1191

なんごう日の出市

■日時　２月９日(日)
　８時～９時30分
■場所　港の駅めいつ前
○問い合わせ　なんごう日の出
市実行委員会（本庁水産林政
課　水産係内）　☎(31)1135
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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

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　２月18日(火)　14時～16時
　（１人40分）市役所　別館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。
○申込・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　２月27日(木)
　14時～16時　日南保健所　相談室
■相談員　精神科医師
○申込・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、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　10時～17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


