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ら、最大で１年間、延滞金が加算
されず、督促もされません。
〇対象となる方
　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、税目毎の納付期
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

お盆の供養物の処分方法
■収集日　燃やせるごみの日
■収集場所　ごみステーション
■使用するごみ袋　指定ごみ袋
※地域や団体などで一括して集
める場合は、地域などの出し
方に従って出してください。
○問い合わせ
　美化推進課　美化推進係
　☎(27)0255
　北郷町地域振興センター
　住民係　☎(55)2111
　南郷町地域振興センター
　住民係　☎(64)1111

原爆死没者の慰霊と平
和祈念の黙とう
　広島と長崎の「原爆の日」に、
原爆死没者の御霊を慰め、世界
恒久平和の実現を祈念するた
め、サイレンを吹鳴します。サイ
レンに合わせて１分間の黙とう
をお願いします。
■日時
（広島）８月６日(木)　８時15分
（長崎）８月９日(日)　11時２分
○問い合わせ

　本庁総務・危機管理課
　総務係　☎(31)1113

「戦没者を追悼し平和
を祈念する日」の黙とう
　８月15日を「戦没者を追悼し
平和を祈念する日」として、政府
主催の下に全国戦没者追悼式が
開かれます。市でも、サイレンを
吹鳴しますので、１分間の黙とう
をお願いします。
■日時　８月15日(土)　正午
○問い合わせ　本庁福祉課
　☎(31)1163

日南市戦没者追悼式
　先の大戦で亡くなられた方々
の追悼と恒久的な平和を願い、
戦没者追悼式を開催します。本
年度は新型コロナウイルス感染
拡大防止のため、ご遺族ならび
にご来賓の方のみで規模を縮小
して行いますので、ご了承くだ
さい。
■日時　８月16日(日)　10時～
　（受付）９時～
■場所　日南市文化センター
○問い合わせ
　日南市戦没者追悼奉賛会（本
庁福祉課）　☎(31)1163

教育委員会の定例会議
を傍聴しませんか
■日時　８月24日(月)  15時～
■場所　市役所別館２階会議室
※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

特別定額給付金の申請
期限は８月12日です
　１人につき10万円を支給する
「特別定額給付金」については、
申請期限が迫っております。申
請がお済でない方は、早めにお
手続きください。申請書が届い
ていない方や紛失された方は、
下記まで至急ご連絡をお願いし
ます。
■申請期限　８月12日(水)
　（当日消印有効）
〇申込・問い合わせ
　日南市新型コロナウイルス感
染症市民生活・経済対策推進
室　☎(31)1188

８月31日までに
納めましょう
■市県民税２期
■国民健康保険税３期
■介護保険料３期
■後期高齢者医療保険料２期
※納税は「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。
○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

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

行　政

税　金

生　活

平　和

教　育
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03　お知らせ 02　お知らせ

　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農　業 畜産農家の皆さんへ

健　康
福　祉

生　活

農　業
行　政

　計画担当　☎0985(26)7192
　本庁総合戦略課　地域政策係　☎(31)1128

「精神障がい者家族会」で活動しま
せんか

　家族会では、精神障がいのある方やその家族同士
が集い、お互いの悩みを語り合って、互いに支え合
うことを目標に活動しています。より明るい日南市
になるように、「精神障がい者家族会」に入会し、
一緒に活動しませんか。
■活動内容定例会（毎月１回）
 ・ゲームや食事会などの親睦会
 ・互いの病気などを理解し、支え合うための学習
会
○問い合わせ
　あさがお会（代表：川畑）　☎(25)9512
　つくし会（代表：大山）　☎(68)1892
　本庁　障がい者憩いの間　☎(22)2747

８月は食品衛生月間

　今後、気温の上昇が予想され、食中毒の発生しや
すい時期となります。食中毒を防ぐため、皆さんで
注意しましょう。
■食中毒防止の３原則
　①細菌などを食べ物に「つけない」
　　調理を始める前は、手を洗いましょう。
　②食べ物に付着した細菌を「増やさない」
　　食べ物は低温で保存することが重要です。
　③食べ物や調理器具に付着した細菌やウイルスを
「やっつける」
　　肉や魚など、加熱して食べれば安全です。
〇問い合わせ
　地域自治課　市民生活係　☎(31)1176

農業法人設立セミナーと個別相談会

　農業法人設立をお考えの方向けのセミナーです。
■日時　９月３日(木)　10時～17時
■場所　「宮崎観光ホテル」西館８館「ブリリアント」
■参加料　無料
■申込期限　８月24日(月)
■セミナー内容
 ・農業法人の現状
 ・農地所有適格法人の要件
 ・定款作成と登記事務手続きなど
※個別相談会については、最初から参加できる方が
対象で２団体限定になります。
〇申込・問い合わせ
　本庁農政課　農業委員会係　☎(31)1148

各種がん検診

　申し込みをされている方は、どの会場でも受診で
きますので、ぜひ、受診してください。
　なお、新たに申し込みをされる方は健康増進課ま
でご連絡ください。
胃・大腸がん検診（飫肥・油津会場）
■受付時間　８時～10時（大腸がん検診のみの方
は９時～10時）
■対象者　40歳以上
■持っていくもの　受診票、大腸がん検診容器（受
診者のみ）、検診料金、健康手帳

子宮頸がん検診（飫肥・吾田会場）
■対象者　20歳以上の女性
■持っていくもの　受診票、検診料金、健康手帳

■その他　新型コロナウイルスの状況によっては、
検診を中止または延期する可能性があります。
〇申込・問い合わせ
　本庁健康増進課　☎(31)1129

都市計画道路に関する住民説明会

　都市計画道路日南串間線（自動車専用道路）及び
都市計画道路星倉東郷線（県道風田星倉線）に関す
る都市計画変更の内容について、次のとおり住民説
明会を開催しますので、ぜひ、お越しください。
※都市計画道路日南串間線は、東九州自動車道（日
南～志布志）のうち宮崎県側の都市計画道路名で
す。
■日時　８月29日(土)　10時から（約１時間程度）
■場所
　日南市文化センター２階　第一多目的ホール
〇問い合わせ　宮崎県県土整備部　都市計画課

募　集 　日南高等職業訓練校　☎(22)2633

「エクセル中級者コース」受講生

　経験者向けでエクセルの応用操作を習得するため
のクラスです。CS技能評価試験表計算２級の検定
に対応した学習内容となっています。
■日時　８月19日(水)～９月18日(金)
　月曜～金曜　13時～16時（上記日程内で20回）
■場所　日南高等職業訓練校
■費用　40,000円（教材費込み・税込み・検定料
別）
■申込期限　８月18日(火)まで
■募集人員　５人以上で開講(先着順)
〇申込・問い合わせ
　日南高等職業訓練校　☎(22)2633

「ワード・エクセル短期速習コース」
受講生

　就職・転職に役立つ短期速習コース。ワードの基
本的な操作から文書作成、エクセルの使い方や簡単
な計算式などが学べます。文字入力に自信のない方
でも、タイピングの練習からスタートしますので安
心して学べます。
■日時　８月19日(水)～９月18日(金)　月曜～金
曜　９時15分～12時（上記日程内で20回）
■場所　日南高等職業訓練校
■受講料　25,000円（教材費込み・税込み）
■申込期限　８月18日(火)まで
■募集人員　５人以上で開講(先着順)
〇申込・問い合わせ

月　日
８/17(月)
８/18(火)
８/19(水)
８/20(木)
８/21(金)
８/25(火)
８/26(水)
８/27(木)

場　　所
寺之尾公民館（上板敷）
下飛ヶ峯公民館
永吉公民館

飫肥公民館

下東公民館
梅上公民館
瀬西公民館

月　日

８/21(金)

８/25(火)

８/26(水)

受付時間
９時～10時
13時～14時
９時～10時
13時～14時
９時～10時
13時～14時

場　所

日南保健所

飫肥公民館

飫肥公民館
日南保健所

■対象者　65歳以上の方　※職場・病院で検診を受ける機会のない方はぜひ受けてください。
■費用　無料　　■持っていくもの　受診票：当日は、受診票（ハガキ）を必ずご持参ください。受診票のな
い方は、お問い合わせください。　■服装　無地のＴシャツ又は、ボタンのない下着を着ておいでください。
■検診結果　約１カ月後精密検査が必要な方のみにお知らせします。注意：異常なしの方にはお知らせしま
せん。
■肺がん検診を申し込まれた方へ　肺がん検診と結核検診を重複して受診する必要はないため、今年度肺が
ん検診を申し込まれた方には結核検診案内（受診票）を通知していません。
〇問い合わせ　本庁健康増進課　☎(31)1129

健　康 令和２年度結核検診（細田・東郷・鵜戸・酒谷地区）
　医療機関ですでに撮影が済んでいる方は、健康増進課（☎(31)1129）までお知らせください。
　どの会場でも、受診できます。受診時には、マスクの着用をお願いします。
■検診月日・会場
【細田地区】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  【鵜戸地区】
月  日
8月17日
(月)

8月18日
(火)

場　　所
南平バス停
寺村公民館
大窪地区公民館
茶円公民館
仏坂公民館
東下中営農研修センター
上毛吉田公民館
下塚田公民館
西寺研修センター
上塚田集落センター
川下研修センター
JAはまゆう細田支所駐車場
下方営農研修センター
日南市漁協大堂津支所
大堂津津波避難施設(旧大堂津公民館)
★夜間検診★
大堂津津波避難施設(旧大堂津公民館)

検診受付時間
9:30～ 9:40
9:55～10:05
10:20～10:30
10:40～10:50
11:00～11:05
11:15～11:25
13:30～13:40
13:55～14:05
14:20～14:30
14:45～14:55
9:30～ 9:40
9:50～10:00
10:15～10:35
10:55～11:30
13:30～14:00

17:30～18:00

月  日
8月19日
(水)

場　　所
東郷公民館
風田区交流センター
駒宮神社第３駐車場
殿所営農研修センター
松永地区集落センター下
甲東（寿林業跡地）
益安地区構造改善センター
★夜間検診★
東郷公民館

検診受付時間
9:30～ 9:55
10:10～10:45
11:00～11:30
13:30～13:45
14:00～14:10
14:20～14:30
14:40～15:00

17:30～18:00

月  日
8月21日
(金)

場　　所
向田土地改良区事務所
酒谷支所(生活改善センター )
割岩入り口バス停（白木俣）
旧JAはまゆう深瀬出張所跡
坂元公民館下（酒谷）
大磯商店前（名尾の下）
秋山バス停
西の園バス停
永野公民館
酒谷１区研修センター
★夜間検診★
酒谷支所(生活改善センター )

検診受付時間
9:30～ 9:40
9:55～10:10
10:35～10:45
11:00～11:10
11:30～11:35
13:40～13:45
13:55～14:00
14:10～14:20
14:35～14:40
14:55～15:00

17:30～18:00

月  日
8月20日
(木)

場　　所
鴬巣広場（港）
JAはまゆう伊比井出張所
富土河内集落センター
富土集落センター
磯や（小目井）
鵜戸支所
鵜戸区公民館
小吹毛井公民館
大浦地区墓地横広場
★夜間検診★
鵜戸支所

検診受付時間
9:50～10:00
10:15～10:25
10:50～11:00
11:20～11:35
11:45～11:50
13:20～13:30
13:50～14:00
14:10～14:15
14:30～14:40

17:30～18:00

【東郷地区】　

【酒谷地区】　
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　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農　業 畜産農家の皆さんへ

健　康
福　祉

生　活

農　業
行　政

　計画担当　☎0985(26)7192
　本庁総合戦略課　地域政策係　☎(31)1128

「精神障がい者家族会」で活動しま
せんか

　家族会では、精神障がいのある方やその家族同士
が集い、お互いの悩みを語り合って、互いに支え合
うことを目標に活動しています。より明るい日南市
になるように、「精神障がい者家族会」に入会し、
一緒に活動しませんか。
■活動内容定例会（毎月１回）
 ・ゲームや食事会などの親睦会
 ・互いの病気などを理解し、支え合うための学習
会
○問い合わせ
　あさがお会（代表：川畑）　☎(25)9512
　つくし会（代表：大山）　☎(68)1892
　本庁　障がい者憩いの間　☎(22)2747

８月は食品衛生月間

　今後、気温の上昇が予想され、食中毒の発生しや
すい時期となります。食中毒を防ぐため、皆さんで
注意しましょう。
■食中毒防止の３原則
　①細菌などを食べ物に「つけない」
　　調理を始める前は、手を洗いましょう。
　②食べ物に付着した細菌を「増やさない」
　　食べ物は低温で保存することが重要です。
　③食べ物や調理器具に付着した細菌やウイルスを
「やっつける」
　　肉や魚など、加熱して食べれば安全です。
〇問い合わせ
　地域自治課　市民生活係　☎(31)1176

農業法人設立セミナーと個別相談会

　農業法人設立をお考えの方向けのセミナーです。
■日時　９月３日(木)　10時～17時
■場所　「宮崎観光ホテル」西館８館「ブリリアント」
■参加料　無料
■申込期限　８月24日(月)
■セミナー内容
 ・農業法人の現状
 ・農地所有適格法人の要件
 ・定款作成と登記事務手続きなど
※個別相談会については、最初から参加できる方が
対象で２団体限定になります。
〇申込・問い合わせ
　本庁農政課　農業委員会係　☎(31)1148

各種がん検診

　申し込みをされている方は、どの会場でも受診で
きますので、ぜひ、受診してください。
　なお、新たに申し込みをされる方は健康増進課ま
でご連絡ください。
胃・大腸がん検診（飫肥・油津会場）
■受付時間　８時～10時（大腸がん検診のみの方
は９時～10時）
■対象者　40歳以上
■持っていくもの　受診票、大腸がん検診容器（受
診者のみ）、検診料金、健康手帳

子宮頸がん検診（飫肥・吾田会場）
■対象者　20歳以上の女性
■持っていくもの　受診票、検診料金、健康手帳

■その他　新型コロナウイルスの状況によっては、
検診を中止または延期する可能性があります。
〇申込・問い合わせ
　本庁健康増進課　☎(31)1129

都市計画道路に関する住民説明会

　都市計画道路日南串間線（自動車専用道路）及び
都市計画道路星倉東郷線（県道風田星倉線）に関す
る都市計画変更の内容について、次のとおり住民説
明会を開催しますので、ぜひ、お越しください。
※都市計画道路日南串間線は、東九州自動車道（日
南～志布志）のうち宮崎県側の都市計画道路名で
す。
■日時　８月29日(土)　10時から（約１時間程度）
■場所
　日南市文化センター２階　第一多目的ホール
〇問い合わせ　宮崎県県土整備部　都市計画課

募　集 　日南高等職業訓練校　☎(22)2633

「エクセル中級者コース」受講生

　経験者向けでエクセルの応用操作を習得するため
のクラスです。CS技能評価試験表計算２級の検定
に対応した学習内容となっています。
■日時　８月19日(水)～９月18日(金)
　月曜～金曜　13時～16時（上記日程内で20回）
■場所　日南高等職業訓練校
■費用　40,000円（教材費込み・税込み・検定料
別）
■申込期限　８月18日(火)まで
■募集人員　５人以上で開講(先着順)
〇申込・問い合わせ
　日南高等職業訓練校　☎(22)2633

「ワード・エクセル短期速習コース」
受講生

　就職・転職に役立つ短期速習コース。ワードの基
本的な操作から文書作成、エクセルの使い方や簡単
な計算式などが学べます。文字入力に自信のない方
でも、タイピングの練習からスタートしますので安
心して学べます。
■日時　８月19日(水)～９月18日(金)　月曜～金
曜　９時15分～12時（上記日程内で20回）
■場所　日南高等職業訓練校
■受講料　25,000円（教材費込み・税込み）
■申込期限　８月18日(火)まで
■募集人員　５人以上で開講(先着順)
〇申込・問い合わせ

月　日
８/17(月)
８/18(火)
８/19(水)
８/20(木)
８/21(金)
８/25(火)
８/26(水)
８/27(木)

場　　所
寺之尾公民館（上板敷）
下飛ヶ峯公民館
永吉公民館

飫肥公民館

下東公民館
梅上公民館
瀬西公民館

月　日

８/21(金)

８/25(火)

８/26(水)

受付時間
９時～10時
13時～14時
９時～10時
13時～14時
９時～10時
13時～14時

場　所

日南保健所

飫肥公民館

飫肥公民館
日南保健所

■対象者　65歳以上の方　※職場・病院で検診を受ける機会のない方はぜひ受けてください。
■費用　無料　　■持っていくもの　受診票：当日は、受診票（ハガキ）を必ずご持参ください。受診票のな
い方は、お問い合わせください。　■服装　無地のＴシャツ又は、ボタンのない下着を着ておいでください。
■検診結果　約１カ月後精密検査が必要な方のみにお知らせします。注意：異常なしの方にはお知らせしま
せん。
■肺がん検診を申し込まれた方へ　肺がん検診と結核検診を重複して受診する必要はないため、今年度肺が
ん検診を申し込まれた方には結核検診案内（受診票）を通知していません。
〇問い合わせ　本庁健康増進課　☎(31)1129

健　康 令和２年度結核検診（細田・東郷・鵜戸・酒谷地区）
　医療機関ですでに撮影が済んでいる方は、健康増進課（☎(31)1129）までお知らせください。
　どの会場でも、受診できます。受診時には、マスクの着用をお願いします。
■検診月日・会場
【細田地区】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  【鵜戸地区】
月  日
8月17日
(月)

8月18日
(火)

場　　所
南平バス停
寺村公民館
大窪地区公民館
茶円公民館
仏坂公民館
東下中営農研修センター
上毛吉田公民館
下塚田公民館
西寺研修センター
上塚田集落センター
川下研修センター
JAはまゆう細田支所駐車場
下方営農研修センター
日南市漁協大堂津支所
大堂津津波避難施設(旧大堂津公民館)
★夜間検診★
大堂津津波避難施設(旧大堂津公民館)

検診受付時間
9:30～ 9:40
9:55～10:05
10:20～10:30
10:40～10:50
11:00～11:05
11:15～11:25
13:30～13:40
13:55～14:05
14:20～14:30
14:45～14:55
9:30～ 9:40
9:50～10:00
10:15～10:35
10:55～11:30
13:30～14:00

17:30～18:00

月  日
8月19日
(水)

場　　所
東郷公民館
風田区交流センター
駒宮神社第３駐車場
殿所営農研修センター
松永地区集落センター下
甲東（寿林業跡地）
益安地区構造改善センター
★夜間検診★
東郷公民館

検診受付時間
9:30～ 9:55
10:10～10:45
11:00～11:30
13:30～13:45
14:00～14:10
14:20～14:30
14:40～15:00

17:30～18:00

月  日
8月21日
(金)

場　　所
向田土地改良区事務所
酒谷支所(生活改善センター )
割岩入り口バス停（白木俣）
旧JAはまゆう深瀬出張所跡
坂元公民館下（酒谷）
大磯商店前（名尾の下）
秋山バス停
西の園バス停
永野公民館
酒谷１区研修センター
★夜間検診★
酒谷支所(生活改善センター )

検診受付時間
9:30～ 9:40
9:55～10:10
10:35～10:45
11:00～11:10
11:30～11:35
13:40～13:45
13:55～14:00
14:10～14:20
14:35～14:40
14:55～15:00

17:30～18:00

月  日
8月20日
(木)

場　　所
鴬巣広場（港）
JAはまゆう伊比井出張所
富土河内集落センター
富土集落センター
磯や（小目井）
鵜戸支所
鵜戸区公民館
小吹毛井公民館
大浦地区墓地横広場
★夜間検診★
鵜戸支所

検診受付時間
9:50～10:00
10:15～10:25
10:50～11:00
11:20～11:35
11:45～11:50
13:20～13:30
13:50～14:00
14:10～14:15
14:30～14:40

17:30～18:00

【東郷地区】　

【酒谷地区】　
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するスポーツで、幅広い年齢層
で楽しめます。ぜひ、チャレン
ジしてみませんか。
■期間
　９月11日(金)～10月30日(金)
　毎週金曜日　全８回
　19時～21時30分
■場所　まなびピア　体育館
■定員　20人（先着順）
■参加料　2,000円（保険料込）
■申込方法　氏名、年齢、連絡
先を電話またはファクスでお
知らせください。
■申込期限　８月20日(木)
■持っていく物　体育館シュー
ズ、飲み物
※ラケットとボールは、協会で
準備します。
※新型コロナウイルスの感染状
況によっては中止する場合が
あります。
○申込・問い合わせ
　日南市ミニテニス協会事務局
（河野）
　☎090(9074)9174
　FAX(55)3031

地震と津波から生き抜
くための防災セミナー
参加者

　災害から命を守るために、各
自が災害に対する心構えや知識
と備えが必要です。いざという
時に一人でも多くの方が生き抜
くことができるように、災害に
対して正しい行動選択を学ぶた
めの講座を開催します。
■日時　８月22日(土)
　10時～12時
　※受付９時30分～
■場所
　日南市創客創人センター
■講師　日南市役所　総務・危
機管理課　防災専門官　永井
義広　氏
■対象者　日南市民
■定員　25人程度(先着順)
■参加料　無料
■申込方法　氏名、連絡先、お
住まいの地区を電話または
メールでお知らせください。
■申込期限　８月15日(土)
■その他
 ・参加される方はマスクの着用
をお願いします。

 ・Ｉｔｔｅｎパーキングが３時
間無料で利用できます。
○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

「令和２年度いきいき
合同金婚式」出席者

　結婚50年を迎えられるご夫婦
の合同金婚式を開催します。参
加を希望される方は、電話でお
申し込みください。なお、新型
コロナウイルスの感染状況に
よっては、式典などの規模縮
小、又は中止する場合もありま
す。
■日時　10月13日(火)
　（受付）10時～
【式典の部】10時30分～12時
 ・アトラクション
 ・記念撮影など
【祝宴の部】12時～13時
■場所　ホテルシーズン日南
■対象者　昭和45年１月１日～
昭和45年12月31日までに結
婚されたご夫婦
■参加料
　（祝宴）１人につき3,000円
※式典の部のみの出席は無料で
す。
■申込方法　電話
■申込期限　８月20日(木)
○申込・問い合わせ
　本庁長寿課　高齢者支援係
　☎(31)1162

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
していだだきます。
○問い合わせ
　消防本部
　警防課
　☎(23)7584

「ケイトの英会話教室」
受講生

　国際交流員と英語で会話でき
る「ケイトの英会話」を８月か
ら開始します。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
　８月４日～　第１・３火曜日
　19時～20時
楽しい英語（初級者）
■日時
　８月６日～　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
　８月11日～　第２・４火曜日
　19時～20時
※中・上級者クラスは英語だけ
で会話をします。
【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
　12月中旬まで(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。
〇申込・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@ci
　ty.nichinan.lg.jp

「ミニテニス初心者教
室」参加者

　専用のラケットとボールを使
いバドミントンコートでプレイ

募　集

消　防

募　集 （ただし、健康保険、雇用保険などの適用や通勤手
当などはありません）
■申込方法　電話
〇申込・問い合わせ　生涯学習課　生涯学習係
　☎(31)1145

「日本語学習支援者養成講座」受講生

　日南市や串間市に住む外国人住民の日本語学習を
サポートしてくださる市民向けの講座です。外国人
住民の状況や、異文化コミュニケーションのコツ、
多文化共生、日本語教育の多様性を学び、日本語学
習支援について理解を深めましょう。
■日時　９月５日(土)～10月31日(土)  毎週土曜日
　13時30分～16時５分　全８回
※９月19日は休み
■場所　まなびピア会議室
■定員　10人（定員を超えた場合は抽選）
■申込方法　８月21日(金)までに所定の申込書に
必要事項をご記入の上、ファクス、郵送またはメー
ルでお申し込みください。
※申込書は協会ホームページからダウンロードでき
ます。https://www.mif.or.jp/
〇問い合わせ　（公財）宮崎県国際交流協会
　☎0985(32)8457　ＦＡＸ0985(32)8512

オンラインオープンキャンパス参加者

　看護師になりたいと考えておられる高校生・社会
人の方を対象としたオープンキャンパスを開催いた
します。今年度は、新型コロナウイルス感染症拡大
予防のため、ZOOMを用いたオンラインオープン
キャンパスを実施予定です。在校生や教職員が丁寧
に、学校の様子などについて説明します。ぜひ、ご
参加ください。
　オープンキャンパス以外でも、個別での学校見
学・説明も行いますので、ご希望の方はお問い合わ
せください。
■日時　８月16日(日)　10時30分～11時30分
■場所　日南看護専門学校（日南市木山2丁目4-16）
■参加料　無料
■申込方法　ホームページの入力フォームから送
信、または、申込用紙をダウンロードしてファク
スにてお申し込みください
　https://nichigaku.info/nursing_school/opencampus.html
■申込期限　８月12日(水)（先着順）
〇問い合わせ　日南看護専門学校　担当：小玉
　☎(23)1883（平日９時～17時）

寿太郎まつりの開催中止

　８月中旬に開催を予定していた「寿太郎まつり」
については、新型コロナウイルス感染拡大防止の観
点から、中止いたします。
〇問い合わせ　寿太郎まつり協賛会事務局（飫肥公
民館内）　☎(25)1474

アグリセミナー参加者

　農業者の経営発展に向けた経営管理能力や栽培技
術の向上を図るためのセミナーです。
■日時
 ・経営編（時間：13時30分～15時）

 ・栽培技術編（時間：19時～20時30分）
※８月20日のみ（時間：13時30分～15時)

■場所　南那珂農業改良普及センター（日南市南郷
町中村甲1232-１）
■参加料　無料
■申込期限・期間　開催日１週間前までに電話・ファ
クス・メールで申し込んでください。
■その他　新型コロナウイルス感染症の発生状況な
どにより中止又は延期する場合があります。
〇申込・問い合わせ　南那珂農業改良普及センター
　☎(21)9550　FAX(64)3964
　E-mail:minaminaka-nokai@pref.miyazaki.lg.jp

「放課後子ども教室」コーディネー
ター・教育活動サポーター

　子どもたちの放課後の居場所づくりを目的に、市
内の小学校９校で放課後子ども教室を開設していま
す。現在、教室の運営に携わっていただくコーディ
ネーター及び教育活動サポーターを募集中です。資
格（教員・保育士など）は必要ありませんので、興
味のある方は、お問い合わせください。
■活動内容
 ・コーディネーター　活動プログラムなどの調整
など
 ・教育活動サポーター　活動中の見守りや指導な
ど
■活動日時　週３～４日、授業終了後から16時30
分まで。
※夏休みや冬休み、学校の行事がある時は実施しま
せん
※教育活動サポーターは、週１日だけの活動も可能
です
■活動謝金
 ・コーディネーター　800円/１時間あたり
 ・教育活動サポーター　740円/１時間あたり

期　日
８月20日(木)※
９月24日(木)
10月１日(木)
10月８日(木)
10月15日(木)

内　　容
施肥の方法、肥料、土壌診断
農薬の基礎
宮崎方式ＩＣＭ（総合的作物管理）
植物の生理
スマート農業

期　日
８月27日(木)
９月３日(木)
９月10日(木)
９月17日(木)

内　　容
農業経営者とは
農業経営の仕組み
家計費・ライフプラン
我が家の農業経営

イベント
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するスポーツで、幅広い年齢層
で楽しめます。ぜひ、チャレン
ジしてみませんか。
■期間
　９月11日(金)～10月30日(金)
　毎週金曜日　全８回
　19時～21時30分
■場所　まなびピア　体育館
■定員　20人（先着順）
■参加料　2,000円（保険料込）
■申込方法　氏名、年齢、連絡
先を電話またはファクスでお
知らせください。
■申込期限　８月20日(木)
■持っていく物　体育館シュー
ズ、飲み物
※ラケットとボールは、協会で
準備します。
※新型コロナウイルスの感染状
況によっては中止する場合が
あります。
○申込・問い合わせ
　日南市ミニテニス協会事務局
（河野）
　☎090(9074)9174
　FAX(55)3031

地震と津波から生き抜
くための防災セミナー
参加者

　災害から命を守るために、各
自が災害に対する心構えや知識
と備えが必要です。いざという
時に一人でも多くの方が生き抜
くことができるように、災害に
対して正しい行動選択を学ぶた
めの講座を開催します。
■日時　８月22日(土)
　10時～12時
　※受付９時30分～
■場所
　日南市創客創人センター
■講師　日南市役所　総務・危
機管理課　防災専門官　永井
義広　氏
■対象者　日南市民
■定員　25人程度(先着順)
■参加料　無料
■申込方法　氏名、連絡先、お
住まいの地区を電話または
メールでお知らせください。
■申込期限　８月15日(土)
■その他
 ・参加される方はマスクの着用
をお願いします。

 ・Ｉｔｔｅｎパーキングが３時
間無料で利用できます。
○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

「令和２年度いきいき
合同金婚式」出席者

　結婚50年を迎えられるご夫婦
の合同金婚式を開催します。参
加を希望される方は、電話でお
申し込みください。なお、新型
コロナウイルスの感染状況に
よっては、式典などの規模縮
小、又は中止する場合もありま
す。
■日時　10月13日(火)
　（受付）10時～
【式典の部】10時30分～12時
 ・アトラクション
 ・記念撮影など
【祝宴の部】12時～13時
■場所　ホテルシーズン日南
■対象者　昭和45年１月１日～
昭和45年12月31日までに結
婚されたご夫婦
■参加料
　（祝宴）１人につき3,000円
※式典の部のみの出席は無料で
す。
■申込方法　電話
■申込期限　８月20日(木)
○申込・問い合わせ
　本庁長寿課　高齢者支援係
　☎(31)1162

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
していだだきます。
○問い合わせ
　消防本部
　警防課
　☎(23)7584

「ケイトの英会話教室」
受講生

　国際交流員と英語で会話でき
る「ケイトの英会話」を８月か
ら開始します。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
　８月４日～　第１・３火曜日
　19時～20時
楽しい英語（初級者）
■日時
　８月６日～　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
　８月11日～　第２・４火曜日
　19時～20時
※中・上級者クラスは英語だけ
で会話をします。
【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
　12月中旬まで(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。
〇申込・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@ci
　ty.nichinan.lg.jp

「ミニテニス初心者教
室」参加者

　専用のラケットとボールを使
いバドミントンコートでプレイ

募　集

消　防

募　集 （ただし、健康保険、雇用保険などの適用や通勤手
当などはありません）
■申込方法　電話
〇申込・問い合わせ　生涯学習課　生涯学習係
　☎(31)1145

「日本語学習支援者養成講座」受講生

　日南市や串間市に住む外国人住民の日本語学習を
サポートしてくださる市民向けの講座です。外国人
住民の状況や、異文化コミュニケーションのコツ、
多文化共生、日本語教育の多様性を学び、日本語学
習支援について理解を深めましょう。
■日時　９月５日(土)～10月31日(土)  毎週土曜日
　13時30分～16時５分　全８回
※９月19日は休み
■場所　まなびピア会議室
■定員　10人（定員を超えた場合は抽選）
■申込方法　８月21日(金)までに所定の申込書に
必要事項をご記入の上、ファクス、郵送またはメー
ルでお申し込みください。
※申込書は協会ホームページからダウンロードでき
ます。https://www.mif.or.jp/
〇問い合わせ　（公財）宮崎県国際交流協会
　☎0985(32)8457　ＦＡＸ0985(32)8512

オンラインオープンキャンパス参加者

　看護師になりたいと考えておられる高校生・社会
人の方を対象としたオープンキャンパスを開催いた
します。今年度は、新型コロナウイルス感染症拡大
予防のため、ZOOMを用いたオンラインオープン
キャンパスを実施予定です。在校生や教職員が丁寧
に、学校の様子などについて説明します。ぜひ、ご
参加ください。
　オープンキャンパス以外でも、個別での学校見
学・説明も行いますので、ご希望の方はお問い合わ
せください。
■日時　８月16日(日)　10時30分～11時30分
■場所　日南看護専門学校（日南市木山2丁目4-16）
■参加料　無料
■申込方法　ホームページの入力フォームから送
信、または、申込用紙をダウンロードしてファク
スにてお申し込みください
　https://nichigaku.info/nursing_school/opencampus.html
■申込期限　８月12日(水)（先着順）
〇問い合わせ　日南看護専門学校　担当：小玉
　☎(23)1883（平日９時～17時）

寿太郎まつりの開催中止

　８月中旬に開催を予定していた「寿太郎まつり」
については、新型コロナウイルス感染拡大防止の観
点から、中止いたします。
〇問い合わせ　寿太郎まつり協賛会事務局（飫肥公
民館内）　☎(25)1474

アグリセミナー参加者

　農業者の経営発展に向けた経営管理能力や栽培技
術の向上を図るためのセミナーです。
■日時
 ・経営編（時間：13時30分～15時）

 ・栽培技術編（時間：19時～20時30分）
※８月20日のみ（時間：13時30分～15時)

■場所　南那珂農業改良普及センター（日南市南郷
町中村甲1232-１）
■参加料　無料
■申込期限・期間　開催日１週間前までに電話・ファ
クス・メールで申し込んでください。
■その他　新型コロナウイルス感染症の発生状況な
どにより中止又は延期する場合があります。
〇申込・問い合わせ　南那珂農業改良普及センター
　☎(21)9550　FAX(64)3964
　E-mail:minaminaka-nokai@pref.miyazaki.lg.jp

「放課後子ども教室」コーディネー
ター・教育活動サポーター

　子どもたちの放課後の居場所づくりを目的に、市
内の小学校９校で放課後子ども教室を開設していま
す。現在、教室の運営に携わっていただくコーディ
ネーター及び教育活動サポーターを募集中です。資
格（教員・保育士など）は必要ありませんので、興
味のある方は、お問い合わせください。
■活動内容
 ・コーディネーター　活動プログラムなどの調整
など
 ・教育活動サポーター　活動中の見守りや指導な
ど
■活動日時　週３～４日、授業終了後から16時30
分まで。
※夏休みや冬休み、学校の行事がある時は実施しま
せん
※教育活動サポーターは、週１日だけの活動も可能
です
■活動謝金
 ・コーディネーター　800円/１時間あたり
 ・教育活動サポーター　740円/１時間あたり

期　日
８月20日(木)※
９月24日(木)
10月１日(木)
10月８日(木)
10月15日(木)

内　　容
施肥の方法、肥料、土壌診断
農薬の基礎
宮崎方式ＩＣＭ（総合的作物管理）
植物の生理
スマート農業

期　日
８月27日(木)
９月３日(木)
９月10日(木)
９月17日(木)

内　　容
農業経営者とは
農業経営の仕組み
家計費・ライフプラン
我が家の農業経営

イベント
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イベント 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

夏休みこども映画まつり

■日時　８月11日(火)
　【午前の部】10時～12時
　【午後の部】13時30分～15時30分
■場所　日南市文化センター
■上映内容
　①まんが日本昔ばなし
　②きずだらけのりんご
　③鉄腕アトム
　④小村寿太郎「誠の心」
※都合により上映内容が変更になる場合がありま
す。
■対象者　幼児、小学生、保護者（どなたでも参加
できます）
　小さいお子さん（未就学児）は保護者同伴
■参加料　無料
■定員　200人（各回）※先着順
■その他
 ・新型コロナウイルス感染防止の観点から、人数
が多い場合は、入場をお断りする場合がありま
す。
 ・台風などにより中止となる場合があります。
〇問い合わせ　生涯学習課　生涯学習係
　☎(31)1145

日南・レコードコンサート

　レコードを懐かしい真空管アンプの音で聞いてみ
ませんか。映画音楽とリクエスト曲の特集を開催し
ます。
　手作り真空管アンプも展示しますので、ぜひ、お
越しください。
■日時　８月23日(日)
　13時30分～15時30分
　（開場13時)
■場所　まなびピア多目的室
■内容　第一部　「映画音楽特集」
　第二部　あなたが選ぶ「リクエスト曲」
■定員　30人(要予約：先着順)
■申込方法　電話
■申込期限　８月20日(木)
■参加料　無料
■その他　マスク着用・手洗いをお願いします。
〇申込・問い合わせ　日南・レコードを楽しむ会
　関谷　☎(67)5914

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
き大会の延期と今後の方針

　今年度、本県で開催予定だった標記大会は、新型
コロナウイルス感染症の影響により、開催が延期さ
れることになり、新会期は、令和３年７月３日～令
和３年10月17日に決定しました。
　本市で開催予定だった、分野別フェスティバル事
業については、下記の方針で開催する予定です。
■分野別フェスティバル日程

※注　南郷大島ミュージアムについては、新型コロ
ナウイルス感染症の状況により変更となる場合が
あります。
〇問い合わせ
　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

「憩いの森」

　大人の方を対象としたぬり絵や折り紙、脳トレな
どを毎月第２水曜日に開催しています。
　８月はぬり絵です。
■日時　８月12日(水)　10時～11時
■場所　北郷図書館
■対象者・定員　大人・５人
■参加料　無料
■その他　色鉛筆をご用意できる方はご持参くださ
い。
○申込・問い合わせ　北郷図書館　☎(55)2469

日南こども食堂

■日時　８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。
※風邪症状の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

イベント イルス感染症拡大防止対策の観点から、参加者およ
び関係者の健康と安全を最優先に考慮し、まつりの
開催を「中止」することといたしました。
〇問い合わせ
　（一社）日南市観光協会　☎(31)1134

飫肥城下まつり開催中止のお知らせ

　10月17日(土)・10月18日(日)開催予定の「第43
回飫肥城下まつり」につきましては、新型コロナウ

茶の湯フェスティバル「ひ
なた」の茶県南地区茶会
連句の祭典
日南たいげん！舞台公演（伝
統芸能の部・舞台発表の部）
日南みんなの作品展
ＤＥＮＫＥＮ２０２０

南郷大島ミュージアム

令和３年度の
新会期中に開催

今年度開催
※注　令和２年10月17
日～12月６日で実施

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　８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　８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。

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）。
※発熱がある場合は、事前に電話での連絡をお願いします。

○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

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）
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※注　南郷大島ミュージアムについては、新型コロ
ナウイルス感染症の状況により変更となる場合が
あります。
〇問い合わせ
　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

「憩いの森」

　大人の方を対象としたぬり絵や折り紙、脳トレな
どを毎月第２水曜日に開催しています。
　８月はぬり絵です。
■日時　８月12日(水)　10時～11時
■場所　北郷図書館
■対象者・定員　大人・５人
■参加料　無料
■その他　色鉛筆をご用意できる方はご持参くださ
い。
○申込・問い合わせ　北郷図書館　☎(55)2469

日南こども食堂

■日時　８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。
※風邪症状の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

イベント イルス感染症拡大防止対策の観点から、参加者およ
び関係者の健康と安全を最優先に考慮し、まつりの
開催を「中止」することといたしました。
〇問い合わせ
　（一社）日南市観光協会　☎(31)1134

飫肥城下まつり開催中止のお知らせ

　10月17日(土)・10月18日(日)開催予定の「第43
回飫肥城下まつり」につきましては、新型コロナウ

茶の湯フェスティバル「ひ
なた」の茶県南地区茶会
連句の祭典
日南たいげん！舞台公演（伝
統芸能の部・舞台発表の部）
日南みんなの作品展
ＤＥＮＫＥＮ２０２０

南郷大島ミュージアム

令和３年度の
新会期中に開催

今年度開催
※注　令和２年10月17
日～12月６日で実施

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　８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　８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。

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）。
※発熱がある場合は、事前に電話での連絡をお願いします。

○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

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）
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08　お知らせ

令和２年７月27日現在


