
ホームページ  http://www.city.nichinan.lg.jp/ 

日 南 市 役 所　☎(31)1100（代　表）
北郷町地域振興センター　☎(55)2111（代　表）
南郷町地域振興センター　☎(64)1111（代　表）

●

●

●
市章と市旗 

各世帯に１部ずつ 
お取りください。 
発行／日南市秘書広報課広報広聴係
〒887-8585
日南市中央通一丁目１番地１
☎(31)1117
印刷／㈲ヤノオフセット

お知らせ版
令和元年９月１日号
日南市広報　No.126

1 

　保育所、認定こども園などを利用する、３歳から５歳までの全ての子どもと、０歳から２歳までの住民税
非課税世帯の子どもの利用料が対象です。なお、預かり保育や認可外保育施設などを利用する子どもについ
ては、保育の必要性があると認定された場合に対象となります。

こども

○認定こども園（１号認定）などの預かり保
育を利用する子どもたち

対象者・利用料 
　無償化の対象となるためには市から｢保育の必要
性の認定(※)｣を受ける必要があります。
　認定こども園の利用に加え、利用日数に応じて最
大月額11,300円までの範囲で預かり保育の利用料
が無償化されます。

○認可外保育施設などを利用する子どもたち

対象者・利用料 
　無償化の対象となるためには市から｢保育の必要
性の認定(※)｣を受ける必要があります。
　３歳から５歳までの子どもは月額37,000円ま
で、０歳から２歳までの住民税非課税世帯の子ども
は月額42,000円までの利用料が無償化されます。

対象となる施設・事業  
　認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保
育事業、ファミリー・サポート・センター事業を対
象とします。

○保育所、認定こども園などを利用する子ど
もたち

対象者・利用料
　保育所、認定こども園などを利用する３歳から５
歳までの子ども（就学前の障がい児の発達支援を利
用する子どもを含む）の利用料が無償化されます。
 ・無償化の期間は満３歳になった後の４月１日から
小学校入学前までの３年間です。
　（注）認定こども園（１号認定）などについては、
入園できる時期に合わせて満３歳から無償化され
ます。
 ・通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまで
どおり保護者の負担になります。
　ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもと全
ての世帯の第３子以降の子どもについては、副食
（おかず・おやつなど）の費用が免除されます。

　０歳から２歳までの子どもについては、住民税非
課税世帯を対象として利用料が無償化されます。
　多子世帯の負担軽減の観点から、現行制度を継続
し、保育所などを利用する最年長の子どもを第１子
とカウントして、０歳から２歳までの第２子は半
額、第３子以降は無償化されます。
（注）年収が360万円未満相当世帯については、第
１子の年齢は問いません。

対象となる施設・事業  
　保育所、認定こども園に加え、小規模保育事業の
標準的な利用料も同様に無償化の対象とされます。

※｢保育の必要性の認定｣については、就労などの要件（認可保育所の利用と同等の要件）があります。
■その他　詳細についてはお問い合わせください。
○問い合わせ　本庁こども課　こども保育係　☎(31)1131

10月１日から幼児教育・保育の無償化が始まります
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ります。
■消火器設置の免除される場合
　コンロに次の装置がある場合
は、消火器の設置が免除され
ます。
①調理油過熱防止装置がある。
②自動消火装置がある（火災を
感知し消火薬剤で自動消火す
るもの）。
③その他の危険な状態の発生防
止や、発生時の被害を軽減の
ために、安全機能を有する装
置がある（例：圧力感知安全
装置）。
※立ち消え防止安全装置は、該
当しません。
■点検と報告
　点検結果を市消防本部に報告
してください。
　（機器点検）６カ月に１回
　（点検報告）１年に１回
※詳細や不明な点は、お問い合
わせください。
○問い合わせ　消防本部
　予防課　☎(23)7584

南那珂アグリセミナー
のご案内

　南那珂アグリセミナーとは、
農業者の経営発展ステージに応
じて、農業経営の発展・改善に
必要な知識・技術の習得を目的
としたセミナーです。勉強した
い方はどなたでも参加できま
す。ベテランの方も基礎を学ぶ
よい機会です。多くの皆様の参
加をお待ちしています。

■日時・内容
 ・【第７回】９月11日(水）
　13時30分～15時
　我が家のライフプラン
 ・【第８回】10月３日(木）
　13時30分～15時30分
　GAPの基礎
 ・【第９回】10月17日(木）
　10時30分～13時
　目指すべき農業経営者像
※第１回～６回については既に
終了しています。
■開催場所　南那珂農業改良普
及センター
■参加料　無料
■申込方法　電話
○申込・問い合わせ　南那珂農
業改良普及センター
　（担当境田、末吉、榎本）
　☎(21)9550

農業に従事しませんか

　農家の求人の中から、希望に
あった仕事の紹介、あっせんを
します。農業に従事したい方
は、ぜひご連絡ください。
■仕事内容　果樹・園芸作物の
育苗、栽培管理、収穫など
■勤務場所　日南・串間管内の
農園
■応募資格　健康で意欲のある
方（性別、年齢、経験は問い
ません）
※仕事の紹介は登録制になって
います。詳細はお問い合わせ
ください。
○問い合わせ　ＪＡはまゆう農
作業従事者無料職業紹介所
　☎(23)5155

危険物取扱者試験

　危険物取扱者試験（甲種・乙
種（第１類から第６類まで全
類）・丙種）を行います。
■日時
　11月17日(日)　９時30分～
　（受付）９時～
■場所
　宮崎県立日南振徳高等学校
　日南市大字板敷410
■申請書配布場所
　消防本部　予防課
　北郷消防出張所
　南郷消防出張所
■申込期限・期間
　（電子申請）
　９月６日(金)～９月17日(火)
　（書面申請）
　９月９日(月)～９月20日(金)
※郵送の場合、９月20日の消印
分まで有効
○申込・問い合わせ
　（一財）消防試験研究センター
宮崎県支部
　宮崎市橘通東2-7-18
　宮崎県住宅供給公社ビル４階
　☎0985(22)0239

飲食店の「消火器設置」
と「点検報告」が義務付
けられます

　新潟県糸魚川市の大規模火災
を受け、消防法令が改正されま
す。火を使用する全ての飲食店
は、消火器の設置と点検報告が
必要となりますので、準備をお
願いします。
■開始日　令和元年10月１日
■対象となる飲食店
　飲食物を提供するために、コ
ンロなどの火を使用する設備
や器具を設けている全ての飲
食店
※延べ床面積150㎡未満の店舗
でも、新たに設置が必要にな

消　防

■第一次試験　期日　10月13日(日)　会場　日南看護専門学校（木山2-4-16）
　　　　　　　※一次試験は、公務員試験対策不要のＳＰＩ３を実施します。
■第二次試験　期日　11月17日(日)　会場 まなびピア（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２年４月１日です。
■試験申し込み
◎試験申込書配布場所　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
　・配布開始日　９月２日(月)
　・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）
　・受付期間　９月２日(月)～９月18日(水)
　・受付時間　平日（土曜・日曜・祝日を除く）の８時30分～17時15分
■その他　詳細については、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要綱」をご覧ください。
　また、市ホームページからもダウンロードができます。
○問い合わせ　本庁職員課　人事研修係　☎(31)1114

行　政 令和元年度日南市職員採用試験を行います

スポーツ 10月から北郷小中学校屋内温水プールを一般開放（有料）します。
■開放施設　北郷小中学校屋内温水プール　■開放期間　10月１日～翌年５月31日
※６月～９月は一般開放を休止しています。
■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、学校の行事などで開放しないことがあります。開放のスケジュールは、市公式ホームページに掲
載しますのでご確認ください。
■使用料

■使用方法　事前申し込みは不要です。利用当日、プールに備え付け
の申請書に記入してください。
○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

平成５年４月２日以降に生まれた人で、高校を卒業した人又は来年３
月までに卒業見込みの人

平成３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）を卒業した人又は来年３月までに卒業見込みの人

平成元年４月２日以降に生まれた人で、大学を卒業した人又は来年３
月までに卒業見込みの人

試験区分 受験資格試験種類採用予定人員

事 務

消 防 士

理学療法士

若干名

１人程度

１人程度

大学卒業程度

短大卒業程度

高校卒業程度

大学卒業程度

短大卒業程度

高校卒業程度

理学療法士
採用試験

学歴は問いませんが、平成元年４月２日以降に生まれた人で、理学療
法士免許を有する人又は当該免許を取得見込みの人

平成５年４月２日以降に生まれた人で、高校を卒業した人又は来年３
月までに卒業見込みの人

平成３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）を卒業した人又は来年３月までに卒業見込みの人

平成元年４月２日以降に生まれた人で、大学を卒業した人又は来年３
月までに卒業見込みの人

一般(高校生以上)

生徒(中学生)

児童(小学生）

平日

520円

310円

210円

休日

620円

410円

310円

※小学生未満は利用できません。

■試験区分など危

○調理油過熱防止装置

×立ち消え防止安全装置

　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

農　業
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ります。
■消火器設置の免除される場合
　コンロに次の装置がある場合
は、消火器の設置が免除され
ます。
①調理油過熱防止装置がある。
②自動消火装置がある（火災を
感知し消火薬剤で自動消火す
るもの）。

③その他の危険な状態の発生防
止や、発生時の被害を軽減の
ために、安全機能を有する装
置がある（例：圧力感知安全
装置）。
※立ち消え防止安全装置は、該
当しません。
■点検と報告
　点検結果を市消防本部に報告
してください。
　（機器点検）６カ月に１回
　（点検報告）１年に１回
※詳細や不明な点は、お問い合
わせください。
○問い合わせ　消防本部
　予防課　☎(23)7584

南那珂アグリセミナー
のご案内

　南那珂アグリセミナーとは、
農業者の経営発展ステージに応
じて、農業経営の発展・改善に
必要な知識・技術の習得を目的
としたセミナーです。勉強した
い方はどなたでも参加できま
す。ベテランの方も基礎を学ぶ
よい機会です。多くの皆様の参
加をお待ちしています。

■日時・内容
 ・【第７回】９月11日(水）
　13時30分～15時
　我が家のライフプラン
 ・【第８回】10月３日(木）
　13時30分～15時30分
　GAPの基礎
 ・【第９回】10月17日(木）
　10時30分～13時
　目指すべき農業経営者像
※第１回～６回については既に
終了しています。
■開催場所　南那珂農業改良普
及センター
■参加料　無料
■申込方法　電話
○申込・問い合わせ　南那珂農
業改良普及センター
　（担当境田、末吉、榎本）
　☎(21)9550

農業に従事しませんか

　農家の求人の中から、希望に
あった仕事の紹介、あっせんを
します。農業に従事したい方
は、ぜひご連絡ください。
■仕事内容　果樹・園芸作物の
育苗、栽培管理、収穫など
■勤務場所　日南・串間管内の
農園
■応募資格　健康で意欲のある
方（性別、年齢、経験は問い
ません）
※仕事の紹介は登録制になって
います。詳細はお問い合わせ
ください。
○問い合わせ　ＪＡはまゆう農
作業従事者無料職業紹介所
　☎(23)5155

危険物取扱者試験

　危険物取扱者試験（甲種・乙
種（第１類から第６類まで全
類）・丙種）を行います。
■日時
　11月17日(日)　９時30分～
　（受付）９時～
■場所
　宮崎県立日南振徳高等学校
　日南市大字板敷410
■申請書配布場所
　消防本部　予防課
　北郷消防出張所
　南郷消防出張所
■申込期限・期間
　（電子申請）
　９月６日(金)～９月17日(火)
　（書面申請）
　９月９日(月)～９月20日(金)
※郵送の場合、９月20日の消印
分まで有効
○申込・問い合わせ
　（一財）消防試験研究センター
宮崎県支部
　宮崎市橘通東2-7-18
　宮崎県住宅供給公社ビル４階
　☎0985(22)0239

飲食店の「消火器設置」
と「点検報告」が義務付
けられます

　新潟県糸魚川市の大規模火災
を受け、消防法令が改正されま
す。火を使用する全ての飲食店
は、消火器の設置と点検報告が
必要となりますので、準備をお
願いします。
■開始日　令和元年10月１日
■対象となる飲食店
　飲食物を提供するために、コ
ンロなどの火を使用する設備
や器具を設けている全ての飲
食店
※延べ床面積150㎡未満の店舗
でも、新たに設置が必要にな

消　防

■第一次試験　期日　10月13日(日)　会場　日南看護専門学校（木山2-4-16）
　　　　　　　※一次試験は、公務員試験対策不要のＳＰＩ３を実施します。
■第二次試験　期日　11月17日(日)　会場 まなびピア（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２年４月１日です。
■試験申し込み
◎試験申込書配布場所　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
　・配布開始日　９月２日(月)
　・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）
　・受付期間　９月２日(月)～９月18日(水)
　・受付時間　平日（土曜・日曜・祝日を除く）の８時30分～17時15分
■その他　詳細については、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要綱」をご覧ください。
　また、市ホームページからもダウンロードができます。
○問い合わせ　本庁職員課　人事研修係　☎(31)1114

行　政 令和元年度日南市職員採用試験を行います

スポーツ 10月から北郷小中学校屋内温水プールを一般開放（有料）します。
■開放施設　北郷小中学校屋内温水プール　■開放期間　10月１日～翌年５月31日
※６月～９月は一般開放を休止しています。
■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、学校の行事などで開放しないことがあります。開放のスケジュールは、市公式ホームページに掲
載しますのでご確認ください。
■使用料

■使用方法　事前申し込みは不要です。利用当日、プールに備え付け
の申請書に記入してください。
○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

平成５年４月２日以降に生まれた人で、高校を卒業した人又は来年３
月までに卒業見込みの人

平成３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）を卒業した人又は来年３月までに卒業見込みの人

平成元年４月２日以降に生まれた人で、大学を卒業した人又は来年３
月までに卒業見込みの人

試験区分 受験資格試験種類採用予定人員

事 務

消 防 士

理学療法士

若干名

１人程度

１人程度

大学卒業程度

短大卒業程度

高校卒業程度

大学卒業程度

短大卒業程度

高校卒業程度

理学療法士
採用試験

学歴は問いませんが、平成元年４月２日以降に生まれた人で、理学療
法士免許を有する人又は当該免許を取得見込みの人

平成５年４月２日以降に生まれた人で、高校を卒業した人又は来年３
月までに卒業見込みの人

平成３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）を卒業した人又は来年３月までに卒業見込みの人

平成元年４月２日以降に生まれた人で、大学を卒業した人又は来年３
月までに卒業見込みの人

一般(高校生以上)

生徒(中学生)

児童(小学生）

平日

520円

310円

210円

休日

620円

410円

310円

※小学生未満は利用できません。

■試験区分など危

○調理油過熱防止装置

×立ち消え防止安全装置

　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

農　業
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05　お知らせ 04　お知らせ

自閉症スペクトラム連
続セミナー2019

　自閉症スペクトラムなど発達
障がいの方への支援について連
続して学ぶセミナーです。
■日時・内容
（１）10月13日(日)
　（13時30分～16時30分）
　①13時30分～16時　講演会
　「自閉症スペクトラムの特性
と支援」（公開講座）
　16時～16時30分　オリエン
テーション（連続セミナー受
講者）
（２）10月14日(月)
　（10時～16時）
　②10時～12時30分　「環境を
分かりやすくする工夫」
　③13時30分～16時　「コミュ
ニケーションサンプルと支援
計画立案」
（３）11月16日(土)
　（10時～16時）
　④10時～12時30分　「目的に
応じた支援の設定」
　⑤13時30分～16時　「動画で
確認するアセスメント」
（４）11月17日(日)
　⑥10時～12時30分　まとめ
　（公開講座）
■場所
　創客創人センター大会議室
■対象者　自閉症などの発達障
がい児（者）の支援をしてい
る方、関係者など
■定員　20人
■受講料
　会員・賛助会員：連続6,000
円、一般：連続8,000円
　単発：公開講座1,000円
　セミナー：１コマ3,000円、
終日4,000円
※全日程受講を前提としたプロ
グラムですが、単発での受講
も可能です
■申込方法　下記申込みフォー
ムよりお申込みください。

　https://ws.formzu.net/fgen
　/S84056464/

○申込・問い合わせ
　ＮＰＯ法人サザンウインド
　☎・FAX(23)2330
　携帯080(5259)2268
　メール
　minamikaze2010@yahoo.co.jp

毎月第２日曜日は赤レ
ンガマーケット

　手作りや雑貨が好きなメン
バーが集まり、手作りのアクセ
サリーや雑貨などを展示販売し
ます。
　ワークショップがあること
も！出店者も募集中です。
■日時
　９月８日(日)　10時～16時
■場所　油津赤レンガ館　１階
■その他　詳細はお問い合わせ
下さい。
○問い合わせ
　竹内　☎090(9637)7600

中秋の名月
～お月見の集い～

　今年は、９月13日が中秋の名
月、翌日14日が満月となりま
す。中秋の名月のお話を聞きな
がら豫章館庭園から望遠鏡で満
月を観察して、お茶処「草」で
のんびりお茶をいただきません
か。
■日時　９月14日(土)
　19時～20時30分
※曇天・雨天の場合は中止とさ
せて頂きます。
■場所　飫肥城由緒施設　豫章
館庭園内　お茶処「草」
※豫章館庭園の南門を開放しま
す。
■講師
　楠原　徹氏（元天文技師）
■定員　大人15人程度（お子様
同伴可）
※先着順となります。
■参加料
　高校生以上　1,000円（資料
代、お茶・お菓子代など）

募　集

イベント

　高校生未満　500円（ジュー
ス・お菓子代）
■申込方法
　電話またはファックス
　お申し込みの際は①氏名②フ
リガナ③年齢④連絡先をお知
らせください。
　（同伴の方もお願いします）
■持って行くもの
　懐中電灯など（気になる方は
虫よけ対策をお願いします）
■申込期限　９月11日(水)
○問い合わせ
　（一財）飫肥城下町保存会
　☎・FAX(67)6029

坂元棚田彼岸花ウオー
キング

　道の駅酒谷から棚田周辺まで
の往復約６㎞の道のりを歩き、
彼岸花咲く棚田の絶景を楽しみ
ませんか。
■日時　９月28日(土)
　（集合）９時30分
■場所　坂元棚田
　（集合）道の駅酒谷駐車場
※奥側から駐車してください。
■参加料　無料
■申込方法　当日、現地で受付
します。
※事前申込不要
■持っていく物　飲み物、タオ
ルなど

○申込・問い合わせ　日南ウオー
キングクラブ事務局（河野）　
☎090(5479)8303

９月30日までに
納めましょう

■固定資産税３期
■国民健康保険税４期
■介護保険料４期
■後期高齢者医療保険料３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

マイナンバーカードの
申請・受け取りはお済
ですか

　奇数月の第２日曜日に開庁し
ます。ぜひご利用ください。
■対象者
　マイナンバーカードの交付通
知書（はがき）が送付されて
きた方。
※交付期限が過ぎていても、受
け取りできます。
■休日開庁日時
　９月８日・11月10日
　１月12日・３月８日
　※９時～ 12時
■場所
　ふれあい健やかセンター１階
　市民課
■受け取りに必要な物
 ・交付通知書（はがき）
 ・印鑑
 ・通知カード（マイナンバーが
記載してある緑の紙）
 ・身分証明書
　写真付身分証明書１点、また
は写真なし身分証明書２点
 ・住基カード（所有者のみ）
■申請に必要な物
 ・印鑑
 ・個人番号カード交付申請書
※紛失された方は身分証明をお
持ちください。
※詳細や不明な点はお問い合わ
せください。
■その他

　マイナンバーカードがあれ
ば、市民課窓口で申請書を書
くことなく住民票などの証明
書が取得できる｢らくらく証
明｣サービスが利用できま
す。
　また、コンビニでも証明書が
取得可能です。
○問い合わせ　本庁市民課
　戸籍住民係　☎(31)1124

教育委員会の定例会議
を傍聴しませんか

■会議　日南市教育委員会
■日時　９月24日(火) 
　　　　13時30分～
■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。詳細は、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

「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
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27日(金)～11月15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　９月15日(日)
■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

税　金

生　活

教　育

募　集
相談会

準備します。
○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

空きスペース活用しま
せんか

　モーテ日南の店舗スペースを
一部無料開放します。勉強会や
趣味の集まりなどいろいろな分
野でご利用ください。
■日時　随時募集中
　平日11時～17時
■場所　モーテ日南
　日南市吾田西3-1-42
■費用　無料
■その他
　机・椅子など自由に利用でき
ます。
○申込・問い合わせ
　ソフトバンク・ワイモバイル
モーテ日南
　☎(22)3118

法律・経済・こころ・
福祉などに関するワン
ストップ相談会

　法律・経済・こころ・福祉な
どに関する相談窓口を一箇所に
設け、宮崎県民の皆様の悩みに
関するご相談に専門機関の相談
員が対応します。
■日時
　９月15日(日)　10時～16時
　（受付）15時30分まで
■場所
　県立図書館研修ホール（宮崎
市船塚3-210-1）
■対象　宮崎県在住の方
■費用　無料
■申込方法
　事前申し込みは不要
○問い合わせ
　宮崎県福祉保健課　地域福祉
保健・自殺対策担当
　☎0985(26)7075
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自閉症スペクトラム連
続セミナー2019

　自閉症スペクトラムなど発達
障がいの方への支援について連
続して学ぶセミナーです。
■日時・内容
（１）10月13日(日)
　（13時30分～16時30分）
　①13時30分～16時　講演会
　「自閉症スペクトラムの特性
と支援」（公開講座）
　16時～16時30分　オリエン
テーション（連続セミナー受
講者）
（２）10月14日(月)
　（10時～16時）
　②10時～12時30分　「環境を
分かりやすくする工夫」
　③13時30分～16時　「コミュ
ニケーションサンプルと支援
計画立案」
（３）11月16日(土)
　（10時～16時）
　④10時～12時30分　「目的に
応じた支援の設定」
　⑤13時30分～16時　「動画で
確認するアセスメント」
（４）11月17日(日)
　⑥10時～12時30分　まとめ
　（公開講座）
■場所
　創客創人センター大会議室
■対象者　自閉症などの発達障
がい児（者）の支援をしてい
る方、関係者など
■定員　20人
■受講料
　会員・賛助会員：連続6,000
円、一般：連続8,000円
　単発：公開講座1,000円
　セミナー：１コマ3,000円、
終日4,000円
※全日程受講を前提としたプロ
グラムですが、単発での受講
も可能です
■申込方法　下記申込みフォー
ムよりお申込みください。

　https://ws.formzu.net/fgen
　/S84056464/

○申込・問い合わせ
　ＮＰＯ法人サザンウインド
　☎・FAX(23)2330
　携帯080(5259)2268
　メール
　minamikaze2010@yahoo.co.jp

毎月第２日曜日は赤レ
ンガマーケット

　手作りや雑貨が好きなメン
バーが集まり、手作りのアクセ
サリーや雑貨などを展示販売し
ます。
　ワークショップがあること
も！出店者も募集中です。
■日時
　９月８日(日)　10時～16時
■場所　油津赤レンガ館　１階
■その他　詳細はお問い合わせ
下さい。
○問い合わせ
　竹内　☎090(9637)7600

中秋の名月
～お月見の集い～

　今年は、９月13日が中秋の名
月、翌日14日が満月となりま
す。中秋の名月のお話を聞きな
がら豫章館庭園から望遠鏡で満
月を観察して、お茶処「草」で
のんびりお茶をいただきません
か。
■日時　９月14日(土)
　19時～20時30分
※曇天・雨天の場合は中止とさ
せて頂きます。
■場所　飫肥城由緒施設　豫章
館庭園内　お茶処「草」
※豫章館庭園の南門を開放しま
す。
■講師
　楠原　徹氏（元天文技師）
■定員　大人15人程度（お子様
同伴可）
※先着順となります。
■参加料
　高校生以上　1,000円（資料
代、お茶・お菓子代など）

募　集

イベント

　高校生未満　500円（ジュー
ス・お菓子代）
■申込方法
　電話またはファックス
　お申し込みの際は①氏名②フ
リガナ③年齢④連絡先をお知
らせください。
　（同伴の方もお願いします）
■持って行くもの
　懐中電灯など（気になる方は
虫よけ対策をお願いします）
■申込期限　９月11日(水)
○問い合わせ
　（一財）飫肥城下町保存会
　☎・FAX(67)6029

坂元棚田彼岸花ウオー
キング

　道の駅酒谷から棚田周辺まで
の往復約６㎞の道のりを歩き、
彼岸花咲く棚田の絶景を楽しみ
ませんか。
■日時　９月28日(土)
　（集合）９時30分
■場所　坂元棚田
　（集合）道の駅酒谷駐車場
※奥側から駐車してください。
■参加料　無料
■申込方法　当日、現地で受付
します。
※事前申込不要
■持っていく物　飲み物、タオ
ルなど

○申込・問い合わせ　日南ウオー
キングクラブ事務局（河野）　
☎090(5479)8303

９月30日までに
納めましょう

■固定資産税３期
■国民健康保険税４期
■介護保険料４期
■後期高齢者医療保険料３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

マイナンバーカードの
申請・受け取りはお済
ですか

　奇数月の第２日曜日に開庁し
ます。ぜひご利用ください。
■対象者
　マイナンバーカードの交付通
知書（はがき）が送付されて
きた方。
※交付期限が過ぎていても、受
け取りできます。
■休日開庁日時
　９月８日・11月10日
　１月12日・３月８日
　※９時～ 12時
■場所
　ふれあい健やかセンター１階
　市民課
■受け取りに必要な物
 ・交付通知書（はがき）
 ・印鑑
 ・通知カード（マイナンバーが
記載してある緑の紙）
 ・身分証明書
　写真付身分証明書１点、また
は写真なし身分証明書２点
 ・住基カード（所有者のみ）
■申請に必要な物
 ・印鑑
 ・個人番号カード交付申請書
※紛失された方は身分証明をお
持ちください。
※詳細や不明な点はお問い合わ
せください。
■その他

　マイナンバーカードがあれ
ば、市民課窓口で申請書を書
くことなく住民票などの証明
書が取得できる｢らくらく証
明｣サービスが利用できま
す。
　また、コンビニでも証明書が
取得可能です。
○問い合わせ　本庁市民課
　戸籍住民係　☎(31)1124

教育委員会の定例会議
を傍聴しませんか

■会議　日南市教育委員会
■日時　９月24日(火) 
　　　　13時30分～
■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。詳細は、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

「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
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27日(金)～11月15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　９月15日(日)
■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

税　金

生　活

教　育

募　集
相談会

準備します。
○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

空きスペース活用しま
せんか

　モーテ日南の店舗スペースを
一部無料開放します。勉強会や
趣味の集まりなどいろいろな分
野でご利用ください。
■日時　随時募集中
　平日11時～17時
■場所　モーテ日南
　日南市吾田西3-1-42
■費用　無料
■その他
　机・椅子など自由に利用でき
ます。
○申込・問い合わせ
　ソフトバンク・ワイモバイル
モーテ日南
　☎(22)3118

法律・経済・こころ・
福祉などに関するワン
ストップ相談会

　法律・経済・こころ・福祉な
どに関する相談窓口を一箇所に
設け、宮崎県民の皆様の悩みに
関するご相談に専門機関の相談
員が対応します。
■日時
　９月15日(日)　10時～16時
　（受付）15時30分まで
■場所
　県立図書館研修ホール（宮崎
市船塚3-210-1）
■対象　宮崎県在住の方
■費用　無料
■申込方法
　事前申し込みは不要
○問い合わせ
　宮崎県福祉保健課　地域福祉
保健・自殺対策担当
　☎0985(26)7075
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日本民踊巡回講習会

■日時　９月７日(土)
　13時30分～15時30分
■場所　まなびピア体育館
■講師　日本フォークダンス連
盟公認指導者
■対象　どなたでも参加できま
す。当日会場にお越しくださ
い。
■費用　500円
○問い合わせ
　日本民踊舞踊協会　日南支部
　☎090(7391)6550（金丸富
士子）

DENKEN  WEEK
2019

　国の「重要伝統的建造物群保
存地区」（デンケン）に選定さ
れている九州の小京都・城下町
飫肥。歴史的な町並みを舞台と
して、文化財と芸術・食・音楽
の祭典「デンケンウィーク」を、
開催します。盛りだくさんの内
容ですので、ぜひ、ご来場くだ
さい。
■開催内容・期間
　【アート（芸術）】
 ・期間
　10月19日(土)～27日(日)
　【ガストロノミー（食事会）】
 ・期間
　①ディナー
　10月26日(土）、27日(日)
　②デザート
　10月21日(月）、22日(火)
※９月２日よりHPにて予約受
付開始予定
　【マルシェ（市場）】
 ・期間
　10月19日(土)、20日(日)
※９月２日よりHPにて出店者
募集予定（９/21まで）
　【ミュージック（音楽）】
 ・期間
　10月26日(土)、27日(日)
※９月２日よりHPにて予約受
付開始予定

■場所　飫肥城下町内
■その他　会場などの詳細につ
いては、順次お知らせしま
す。内容は変更・追加の可能
性がありますのでホームペー
ジなどでお知らせします。
　https://denken-obi.jp/denken/
○問い合わせ
　飫肥城下文化財を活用した観
光まちづくり事業協議会
　（事務局：本庁総合戦略課）
　☎(31)1128
　E-mail　denkenweek@gmail.com

日南・レコードコンサート

　真空管アンプを使った懐かし
い音でレコードを聴いてみませ
んか。宮崎レコード音楽愛好会
の方々が機器を持って宮崎市か
ら来てくださいます。
■日時
　９月８日(日)　13時～15時
■場所　まなびピア　多目的室
■内容
　第一部「映画に使われたクラ
シック曲」
　第二部「リクエスト特集：ポッ
プス」
■定員　50人　予約不要
■参加料　無料
○問い合わせ
　日南・レコードを楽しむ会
　関谷　☎(67)5914

平和を語る絵画と音楽
の二週間

　悲惨な戦争を体験した現役画
家の責任として、記憶を残す２
週間の絵画展。期間中、戦争の
語り・紙芝居・読み聞かせ・歌
唱音楽演奏などのイベントがあ
ります。ぜひ、ご覧ください。
■期間
　９月１日(日)～15日(日)

イベント ■絵画展示時間　10時～18時
■場所　ギャラリー｢花みずき｣
■入場料　無料（絵画鑑賞のみ）
●イベント開催日
①９月１日(日)（日南市の戦争
体験・戦争とは何かなど）
②９月７日(土)（外之浦空襲の
紙芝居・フォークソングなど）
③９月８日(日)（のり子八歳満
州引き上げ朗読劇など）
④９月14日(土)（あの日日南で
起きたこと・ジャズ・読み聞
かせ）
⑤９月15日(日)（語り・歌・読
み聞かせ）
●イベント時間・参加料
　16時～17時30分　500円
※500円で何回でも参加可
※高校生以下は無料
○問い合わせ
　「平和」を語る、絵画と音楽
の二週間実行委員会
　担当　菊地
　☎090(2960)8930

「いきいき音読教室」

　みんなで声に出して本を読
み、心もカラダもリフレッシュ
してみましょう！
■日時　９月25日(水)
　10時～11時30分
■場所　南郷ハートフルセン
ター　学習室
■申込期限　９月20日(金)
■対象・定員　なし・15人
○問い合わせ　南郷図書館
　☎(64)0924

「おくろう！おてがみビ
スケット」

　紙で作ったビスケットの形の
カードにメッセージを書いてお
じいちゃん、おばあちゃんに贈
ろう！
■日時
　９月10日(火)～９月14日(土)
■場所　まなびピア図書館
■対象・定員　なし（参加自由）
○問い合わせ　まなびピア図書
館　☎(22)5666

日南こども食堂

■日時　９月14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
　市内在住であれば、誰でも参
加できます。
■定員　50人（先着順）
■費用　無料（事前申込不要）
○問い合わせ
　日南こども食堂つわぶきの会
（代表：西）
　☎080(6402)0894

｢働き方改革なくして企
業の成長なし｣講演会

　３つのテーマで、講演会を行
います。落研出身の社労士、若
木家女楽による落語もありま
す。ぜひ、お越しください。
■日時　９月26日(木)
　14時～16時
　（開場13時30分）
■場所　創客創人センター
■講演会
①演題「働き方改革と助成金の
活用法」
　講師　丸山　太一　氏
　（宮崎労働局　雇用環境均等
室　室長）
②演題「人を大事にする経営、
働き方改革」
　講師　森山　成人　氏
　（宮崎県社会保険労務士）
③演題「なぜ、若者は地方の中
小企業に就職しないのか」

　講師　羽田野　祥子　氏
　（教育・研修プランナー）
■定員　50人
■参加料　無料
■申込方法　電話
○申込・問い合わせ
　宮崎県社会保険労務士会
　☎0985(20)8160

第28回県南吹奏楽祭

　日南・串間地区の中学校と高
校の吹奏楽部、市民吹奏楽団に
よる演奏会です。中学３年生の
合同演奏や高校合同演奏も企画
しています。ぜひ、迫力のある
演奏を聴きにお越しください。
■日時　９月23日(月・祝)
　（開場）12時～
　（開演）12時30分～16時（予
定）
■場所
　串間市文化会館　大ホール
■入場料　全席自由500円
※未就学児は無料です。
※チケットは出演者から購入い
ただくか、当日券をお買い求
めください。
○問い合わせ
　飫肥中学校（担当：田中）
　☎090(9791)3717

日南市障がい者スポー
ツ大会（ふれあい運動
会）

　障がいのある方もない方も一
緒に競技をして、楽しい1日を
過ごしましょう。家族や友達と
お誘い合わせの上、多数の参加
をお待ちしています。
■日時　10月５日(土)

イベント 　（受付）８時30分～
　（開会式）９時30分～
■場所　日南総合運動公園　お
びすぎドーム
■申込方法　電話
■申込期限　９月24日(火)
○申込・問い合わせ
　日南市身体障害者福祉協会
　（障害者憩いの間内）
　☎(22)2747
　本庁福祉課　障がい福祉係
　☎(31)1130

「森カフェ」
～森林セラピーの森で秋を
満喫しませんか～

　猪八重足湯を主会場にして森
のクラフト（かわいい小人、バー
ドコール）体験、燻製体験、真
向法、おりがみ、おいしいコー
ヒーの販売、猪八重渓谷セラ
ピー体験を行います。
■日時　９月22日(日)
　10時～15時　※雨天中止
■場所　猪八重足湯とその周辺
■対象　幼児～一般
■集合場所　猪八重足湯
■費用
 ・森林浴森歩き（猪八重渓谷内）
1人500円（おやつ、お茶付
き）
 ・各体験1回につき1人100円
■申込方法
　当日受付（体験メニューは先
着順）
■服装・持っていくもの
　動きやすい服装・タオル・水
筒（森歩きの方は、歩きやす
い靴と帽子、真向法参加の方
は、５本指靴下も必要です）
※後援：日南市北郷町森林セラ
ピー協議会
○問い合わせ
　北郷森林ガイドいつつの木
　担当永井 ☎(55)3510
　担当谷口 ☎090(6422)2523
　（受付時間：９時～17時）

　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　農畜産係　☎(31)1132農　業 畜産農家の皆さんへ
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日本民踊巡回講習会

■日時　９月７日(土)
　13時30分～15時30分
■場所　まなびピア体育館
■講師　日本フォークダンス連
盟公認指導者
■対象　どなたでも参加できま
す。当日会場にお越しくださ
い。
■費用　500円
○問い合わせ
　日本民踊舞踊協会　日南支部
　☎090(7391)6550（金丸富
士子）

DENKEN  WEEK
2019

　国の「重要伝統的建造物群保
存地区」（デンケン）に選定さ
れている九州の小京都・城下町
飫肥。歴史的な町並みを舞台と
して、文化財と芸術・食・音楽
の祭典「デンケンウィーク」を、
開催します。盛りだくさんの内
容ですので、ぜひ、ご来場くだ
さい。
■開催内容・期間
　【アート（芸術）】
 ・期間
　10月19日(土)～27日(日)
　【ガストロノミー（食事会）】
 ・期間
　①ディナー
　10月26日(土）、27日(日)
　②デザート
　10月21日(月）、22日(火)
※９月２日よりHPにて予約受
付開始予定
　【マルシェ（市場）】
 ・期間
　10月19日(土)、20日(日)
※９月２日よりHPにて出店者
募集予定（９/21まで）
　【ミュージック（音楽）】
 ・期間
　10月26日(土)、27日(日)
※９月２日よりHPにて予約受
付開始予定

■場所　飫肥城下町内
■その他　会場などの詳細につ
いては、順次お知らせしま
す。内容は変更・追加の可能
性がありますのでホームペー
ジなどでお知らせします。
　https://denken-obi.jp/denken/
○問い合わせ
　飫肥城下文化財を活用した観
光まちづくり事業協議会
　（事務局：本庁総合戦略課）
　☎(31)1128
　E-mail　denkenweek@gmail.com

日南・レコードコンサート

　真空管アンプを使った懐かし
い音でレコードを聴いてみませ
んか。宮崎レコード音楽愛好会
の方々が機器を持って宮崎市か
ら来てくださいます。
■日時
　９月８日(日)　13時～15時
■場所　まなびピア　多目的室
■内容
　第一部「映画に使われたクラ
シック曲」
　第二部「リクエスト特集：ポッ
プス」
■定員　50人　予約不要
■参加料　無料
○問い合わせ
　日南・レコードを楽しむ会
　関谷　☎(67)5914

平和を語る絵画と音楽
の二週間

　悲惨な戦争を体験した現役画
家の責任として、記憶を残す２
週間の絵画展。期間中、戦争の
語り・紙芝居・読み聞かせ・歌
唱音楽演奏などのイベントがあ
ります。ぜひ、ご覧ください。
■期間
　９月１日(日)～15日(日)

イベント ■絵画展示時間　10時～18時
■場所　ギャラリー｢花みずき｣
■入場料　無料（絵画鑑賞のみ）
●イベント開催日
①９月１日(日)（日南市の戦争
体験・戦争とは何かなど）
②９月７日(土)（外之浦空襲の
紙芝居・フォークソングなど）
③９月８日(日)（のり子八歳満
州引き上げ朗読劇など）
④９月14日(土)（あの日日南で
起きたこと・ジャズ・読み聞
かせ）
⑤９月15日(日)（語り・歌・読
み聞かせ）
●イベント時間・参加料
　16時～17時30分　500円
※500円で何回でも参加可
※高校生以下は無料
○問い合わせ
　「平和」を語る、絵画と音楽
の二週間実行委員会
　担当　菊地
　☎090(2960)8930

「いきいき音読教室」

　みんなで声に出して本を読
み、心もカラダもリフレッシュ
してみましょう！
■日時　９月25日(水)
　10時～11時30分
■場所　南郷ハートフルセン
ター　学習室
■申込期限　９月20日(金)
■対象・定員　なし・15人
○問い合わせ　南郷図書館
　☎(64)0924

「おくろう！おてがみビ
スケット」

　紙で作ったビスケットの形の
カードにメッセージを書いてお
じいちゃん、おばあちゃんに贈
ろう！
■日時
　９月10日(火)～９月14日(土)
■場所　まなびピア図書館
■対象・定員　なし（参加自由）
○問い合わせ　まなびピア図書
館　☎(22)5666

日南こども食堂

■日時　９月14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
　市内在住であれば、誰でも参
加できます。
■定員　50人（先着順）
■費用　無料（事前申込不要）
○問い合わせ
　日南こども食堂つわぶきの会
（代表：西）
　☎080(6402)0894

｢働き方改革なくして企
業の成長なし｣講演会

　３つのテーマで、講演会を行
います。落研出身の社労士、若
木家女楽による落語もありま
す。ぜひ、お越しください。
■日時　９月26日(木)
　14時～16時
　（開場13時30分）
■場所　創客創人センター
■講演会
①演題「働き方改革と助成金の
活用法」
　講師　丸山　太一　氏
　（宮崎労働局　雇用環境均等
室　室長）
②演題「人を大事にする経営、
働き方改革」
　講師　森山　成人　氏
　（宮崎県社会保険労務士）
③演題「なぜ、若者は地方の中
小企業に就職しないのか」

　講師　羽田野　祥子　氏
　（教育・研修プランナー）
■定員　50人
■参加料　無料
■申込方法　電話
○申込・問い合わせ
　宮崎県社会保険労務士会
　☎0985(20)8160

第28回県南吹奏楽祭

　日南・串間地区の中学校と高
校の吹奏楽部、市民吹奏楽団に
よる演奏会です。中学３年生の
合同演奏や高校合同演奏も企画
しています。ぜひ、迫力のある
演奏を聴きにお越しください。
■日時　９月23日(月・祝)
　（開場）12時～
　（開演）12時30分～16時（予
定）
■場所
　串間市文化会館　大ホール
■入場料　全席自由500円
※未就学児は無料です。
※チケットは出演者から購入い
ただくか、当日券をお買い求
めください。
○問い合わせ
　飫肥中学校（担当：田中）
　☎090(9791)3717

日南市障がい者スポー
ツ大会（ふれあい運動
会）

　障がいのある方もない方も一
緒に競技をして、楽しい1日を
過ごしましょう。家族や友達と
お誘い合わせの上、多数の参加
をお待ちしています。
■日時　10月５日(土)

イベント 　（受付）８時30分～
　（開会式）９時30分～
■場所　日南総合運動公園　お
びすぎドーム
■申込方法　電話
■申込期限　９月24日(火)
○申込・問い合わせ
　日南市身体障害者福祉協会
　（障害者憩いの間内）
　☎(22)2747
　本庁福祉課　障がい福祉係
　☎(31)1130

「森カフェ」
～森林セラピーの森で秋を
満喫しませんか～

　猪八重足湯を主会場にして森
のクラフト（かわいい小人、バー
ドコール）体験、燻製体験、真
向法、おりがみ、おいしいコー
ヒーの販売、猪八重渓谷セラ
ピー体験を行います。
■日時　９月22日(日)
　10時～15時　※雨天中止
■場所　猪八重足湯とその周辺
■対象　幼児～一般
■集合場所　猪八重足湯
■費用
 ・森林浴森歩き（猪八重渓谷内）
1人500円（おやつ、お茶付
き）
 ・各体験1回につき1人100円
■申込方法
　当日受付（体験メニューは先
着順）
■服装・持っていくもの
　動きやすい服装・タオル・水
筒（森歩きの方は、歩きやす
い靴と帽子、真向法参加の方
は、５本指靴下も必要です）
※後援：日南市北郷町森林セラ
ピー協議会
○問い合わせ
　北郷森林ガイドいつつの木
　担当永井 ☎(55)3510
　担当谷口 ☎090(6422)2523
　（受付時間：９時～17時）

　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　農畜産係　☎(31)1132農　業 畜産農家の皆さんへ
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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

○申込・問い合わせ　司法書士会日南支部（立
山）　☎080(1725)2391
※前日までに事前予約をお願いします。
　（予約時間：平日10時～ 16時）
■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　９月17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

ひきこもり相談

○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
■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。

消費生活相談

○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）
■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

こころの健康相談

○申込・問い合わせ
　日南保健所健康づくり課　疾病対策担当
　☎(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。
■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　９月26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

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　午前10時～午後５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


