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国勢調査へのご協力を
お願いします

　10月１日を基準日として全国
一斉に行われる国勢調査は、日
本国内に居住する全ての人を対
象とする国の最も重要な統計調
査です。９月上旬から下旬にか
けて調査員が皆様のお宅を訪問
し、調査書類をお配りしますの
で、調査へのご協力をお願いし
ます。なお、調査員は常に「調査
員証（顔写真入り）」を携帯して
います。

〇問い合わせ　日南市国勢調査
事務局（総合戦略課）
　☎(32)0500

教育委員会の定例会議
を傍聴しませんか

■日時
　９月28日(月)　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

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
　畜産係　☎(31)1132

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

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
※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
ら、最大で１年間、延滞金が加算
されず、督促もされません。
■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

税　金 行　政

教　育

消　防

農　業
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03　お知らせ 02　お知らせ

■第一次試験　期日　10月18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）
■第二次試験　期日　11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３年４月１日です。
■試験申込みについて
　◎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１日(火)
　・受付場所　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１日(火)～９月18日(金)
　・受付時間　平日（土、日、祝日を除く）の８時30分～17時15分
■その他　詳細は、試験申込書配布時にお渡しする「日南市職員採用試験案内」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。
○申込・問い合わせ　本庁職員課　人事研修係　☎(31)1114

行　政 令和２年度日南市職員採用試験【土木】【消防士】

こども医療費受給資格
証をお持ちの皆さんへ

　こども医療費助成を受ける際
に保険証の届け出をしていただ
いています。この保険証に変更
があった場合は、こども課で『変
更届』が必要です。この届出を
されていない方は、至急手続き
をお願いします。
■変更届に必要なもの
 ・こども医療費受給資格証
 ・お子様の保険証
 ・保護者の印鑑
 ・被保険者が変わられている場
合は、被保険者の通帳
〇問い合わせ
　本庁こども課　☎(31)1131

北郷小中学校屋内温水
プールの一般開放

　10月１日から北郷小中学校屋
内温水プールの一般開放を開始
する予定としておりますが、新
型コロナウイルスの感染拡大に
より開放実施が困難となること
が予想されます。今後の感染状
況を踏まえながらの判断となり
ますことをご了承ください。な
お、詳細につきましては、10月
１日号の広報誌でお知らせしま
す。
〇問い合わせ
　学校教育課　管理係
　☎(31)1178
※平日（８時30分～17時15分)

全国労働衛生週間

【準備期間】
　９月１日～９月30日
【安全週間】
　10月１日～10月７日
◎スローガン「みなおして　職
場の環境　からだの健康」
　この期間中、労働衛生の意識
を高めるため、自主的な労働衛
生管理活動などが、全国で実施
されます。それぞれの職場で新
型コロナウイルス感染症拡大防
止に努めながら、労働者の健康
管理や職場環境などを再度確認
し、労働者の健康を守りましょ
う。
○問い合わせ　宮崎労働局
　労働基準部　健康安全課
　☎0985(38)8835

労　働 こども スポーツ

す。
 ・検診実施医療機関は、案内は
がきでご確認ください。
○問い合わせ　本庁健康増進課
　☎(31)1129

風しんの抗体検査・予
防接種

　風しんの感染拡大防止のた
め、これまで公的な風しんの予
防接種を受ける機会がなかった
世代の男性を対象に、風しんの
抗体検査及び予防接種を受ける
ことができる制度（風しんの第
５期の定期接種）が昨年度から
始まっています。（令和３年度
まで）
　対象者の方には、５月下旬頃
に封書またはハガキでご案内し
ています。まだ受診されていな
い方は、抗体検査を受け、結果
に応じ必要な方は予防接種を受
けましょう。
■対象者・案内方法
①昭和37年４月２日～昭和47
年４月１日までに生まれた男
性で受診されていない方（詳
細は封筒参照）
②昭和47年４月２日～昭和54
年４月１日までに生まれた男
性で、受診されていない方（詳
細はハガキ参照）
■その他
 ・現在お手持ちのクーポン券に
ついては有効期限を確認して
ください。期限切れの場合は
新たに発行しますので、健康
増進課までご連絡ください。
 ・①②いずれも受診日当日に日
南市に住民票がある方が対象
になります。
 ・生年月日によって案内方法が
違いますので、詳細は個別通
知の案内文をご覧ください。
■実施方法・実施医療機関
　個別郵送の案内文、または市

ホームページで確認してくだ
さい。なお、市が実施する特
定健診や事業所などでの健診
の機会に同時に受けられる場
合があります。詳しくは各健
診機関にお尋ねください。
■費用　無料（抗体検査・予防
接種ともに１回限り）
〇申込・問い合わせ　本庁健康
増進課　☎(31)1129

応急手当講習会

　いざという時に慌てず適切な
応急処置ができるように、正し
い心肺蘇生法やＡＥＤ（自動体
外式除細動器）の使い方など
の、知識や技術を学んでみませ
んか。１人からでも受講できま
すので、気軽にお申し込みくだ
さい。
■日時・コース・内容
※全コース、集合時刻は８時50
分です。
①救命入門コース
　胸骨圧迫（人工呼吸なし）、
　ＡＥＤの使用法
　９月９日(水)
　９時～９時45分
②救命入門コース
　心肺蘇生法（人工呼吸あり）、
ＡＥＤの使用法
　９月23日(水)、
　９時～10時30分
■場所　消防本部
■定員　各コース15人(先着順)
■受講料　無料
■申込方法　電話
■服装　動きやすい服
■その他　定期講習以外にも10
人以上の団体であれば、職員
が希望の場所へ出向いて、講
習をします。
○申込・問い合わせ　消防本部
　警防課　☎(23)7584
　（平日の８時30分～17時15分）

各種検診の受診はお早
めに

　対象となる方に、５月下旬に
案内はがきを郵送しています。
検診により、自覚症状なく進む
病気を早期発見し、予防につな
げることができます。
　10月以降は、受診希望者で医
療機関が混雑しますので、早め
に受診しましょう。
【骨粗しょう症検診】
■対象者　市内に住民票がある
40、45、50、55、60、65、
70歳の女性
■検診期限　10月31日(土)まで
■検診料金　1,000円
※生活保護証明のある方は無料
です。
【歯周疾患検診（歯とお口の無
料検診）】
■対象者　市内に住民票がある
40、50、60、70歳の方

■検診期限　10月31日(土)まで
■検診料金　無料
【肝炎ウイルス検診】
■対象者　市内に住民票がある
40、45、50、55、60、65、
70歳の方で、過去に肝炎ウイ
ルス検査を受けたことがない
方
※ただし、職場検診などで検査
を受ける機会のある方や、現
在、肝臓を治療中の方は受診
できません。
■検診期限　12月28日(月)
■検診料金　無料
※対象者以外でも、40歳以上で
過去に肝炎ウイルス検査を受
けたことのない方は、検査費
用の一部を助成します。詳細
は、お問い合わせください。
■その他
 ・各種検診の対象者年齢は、令
和３年３月31日時点の年齢で

健　康

募　集

　一次試験は、公務員試験対策不要のＳＰＩ３を実施します。
■試験区分など

昭和60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
平成２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
平成４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

試験区分 受　験　資　格試験種類採用予定人員

土 木

消 防 士

１人程度

３人程度

大学卒業程度

大学卒業程度

短大卒業程度

高校卒業程度 平成６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
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03　お知らせ 02　お知らせ

■第一次試験　期日　10月18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）
■第二次試験　期日　11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３年４月１日です。
■試験申込みについて
　◎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１日(火)
　・受付場所　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１日(火)～９月18日(金)
　・受付時間　平日（土、日、祝日を除く）の８時30分～17時15分
■その他　詳細は、試験申込書配布時にお渡しする「日南市職員採用試験案内」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。
○申込・問い合わせ　本庁職員課　人事研修係　☎(31)1114

行　政 令和２年度日南市職員採用試験【土木】【消防士】

こども医療費受給資格
証をお持ちの皆さんへ

　こども医療費助成を受ける際
に保険証の届け出をしていただ
いています。この保険証に変更
があった場合は、こども課で『変
更届』が必要です。この届出を
されていない方は、至急手続き
をお願いします。
■変更届に必要なもの
 ・こども医療費受給資格証
 ・お子様の保険証
 ・保護者の印鑑
 ・被保険者が変わられている場
合は、被保険者の通帳
〇問い合わせ
　本庁こども課　☎(31)1131

北郷小中学校屋内温水
プールの一般開放

　10月１日から北郷小中学校屋
内温水プールの一般開放を開始
する予定としておりますが、新
型コロナウイルスの感染拡大に
より開放実施が困難となること
が予想されます。今後の感染状
況を踏まえながらの判断となり
ますことをご了承ください。な
お、詳細につきましては、10月
１日号の広報誌でお知らせしま
す。
〇問い合わせ
　学校教育課　管理係
　☎(31)1178
※平日（８時30分～17時15分)

全国労働衛生週間

【準備期間】
　９月１日～９月30日
【安全週間】
　10月１日～10月７日
◎スローガン「みなおして　職
場の環境　からだの健康」
　この期間中、労働衛生の意識
を高めるため、自主的な労働衛
生管理活動などが、全国で実施
されます。それぞれの職場で新
型コロナウイルス感染症拡大防
止に努めながら、労働者の健康
管理や職場環境などを再度確認
し、労働者の健康を守りましょ
う。
○問い合わせ　宮崎労働局
　労働基準部　健康安全課
　☎0985(38)8835

労　働 こども スポーツ

す。
 ・検診実施医療機関は、案内は
がきでご確認ください。
○問い合わせ　本庁健康増進課
　☎(31)1129

風しんの抗体検査・予
防接種

　風しんの感染拡大防止のた
め、これまで公的な風しんの予
防接種を受ける機会がなかった
世代の男性を対象に、風しんの
抗体検査及び予防接種を受ける
ことができる制度（風しんの第
５期の定期接種）が昨年度から
始まっています。（令和３年度
まで）
　対象者の方には、５月下旬頃
に封書またはハガキでご案内し
ています。まだ受診されていな
い方は、抗体検査を受け、結果
に応じ必要な方は予防接種を受
けましょう。
■対象者・案内方法
①昭和37年４月２日～昭和47
年４月１日までに生まれた男
性で受診されていない方（詳
細は封筒参照）
②昭和47年４月２日～昭和54
年４月１日までに生まれた男
性で、受診されていない方（詳
細はハガキ参照）
■その他
 ・現在お手持ちのクーポン券に
ついては有効期限を確認して
ください。期限切れの場合は
新たに発行しますので、健康
増進課までご連絡ください。
 ・①②いずれも受診日当日に日
南市に住民票がある方が対象
になります。
 ・生年月日によって案内方法が
違いますので、詳細は個別通
知の案内文をご覧ください。
■実施方法・実施医療機関
　個別郵送の案内文、または市

ホームページで確認してくだ
さい。なお、市が実施する特
定健診や事業所などでの健診
の機会に同時に受けられる場
合があります。詳しくは各健
診機関にお尋ねください。
■費用　無料（抗体検査・予防
接種ともに１回限り）
〇申込・問い合わせ　本庁健康
増進課　☎(31)1129

応急手当講習会

　いざという時に慌てず適切な
応急処置ができるように、正し
い心肺蘇生法やＡＥＤ（自動体
外式除細動器）の使い方など
の、知識や技術を学んでみませ
んか。１人からでも受講できま
すので、気軽にお申し込みくだ
さい。
■日時・コース・内容
※全コース、集合時刻は８時50
分です。
①救命入門コース
　胸骨圧迫（人工呼吸なし）、
　ＡＥＤの使用法
　９月９日(水)
　９時～９時45分
②救命入門コース
　心肺蘇生法（人工呼吸あり）、
ＡＥＤの使用法
　９月23日(水)、
　９時～10時30分
■場所　消防本部
■定員　各コース15人(先着順)
■受講料　無料
■申込方法　電話
■服装　動きやすい服
■その他　定期講習以外にも10
人以上の団体であれば、職員
が希望の場所へ出向いて、講
習をします。
○申込・問い合わせ　消防本部
　警防課　☎(23)7584
　（平日の８時30分～17時15分）

各種検診の受診はお早
めに

　対象となる方に、５月下旬に
案内はがきを郵送しています。
検診により、自覚症状なく進む
病気を早期発見し、予防につな
げることができます。
　10月以降は、受診希望者で医
療機関が混雑しますので、早め
に受診しましょう。
【骨粗しょう症検診】
■対象者　市内に住民票がある
40、45、50、55、60、65、
70歳の女性
■検診期限　10月31日(土)まで
■検診料金　1,000円
※生活保護証明のある方は無料
です。
【歯周疾患検診（歯とお口の無
料検診）】
■対象者　市内に住民票がある
40、50、60、70歳の方

■検診期限　10月31日(土)まで
■検診料金　無料
【肝炎ウイルス検診】
■対象者　市内に住民票がある
40、45、50、55、60、65、
70歳の方で、過去に肝炎ウイ
ルス検査を受けたことがない
方
※ただし、職場検診などで検査
を受ける機会のある方や、現
在、肝臓を治療中の方は受診
できません。
■検診期限　12月28日(月)
■検診料金　無料
※対象者以外でも、40歳以上で
過去に肝炎ウイルス検査を受
けたことのない方は、検査費
用の一部を助成します。詳細
は、お問い合わせください。
■その他
 ・各種検診の対象者年齢は、令
和３年３月31日時点の年齢で

健　康

募　集

　一次試験は、公務員試験対策不要のＳＰＩ３を実施します。
■試験区分など

昭和60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
平成２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
平成４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

試験区分 受　験　資　格試験種類採用予定人員

土 木

消 防 士

１人程度

３人程度

大学卒業程度

大学卒業程度

短大卒業程度

高校卒業程度 平成６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
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地　籍 「日本語講座初級」受講生

　日本語を初めて勉強する方や、ひらがな・カタカ
ナから学びたい方向けに、日本語講座を開催します。
■日時　９月２日(水)～12月４日(金)
　毎週水・金曜日　10時～11時50分　全25回
■場所
　南郷ハートフルセンター（小研修室、学習室）
■受講料　無料　※教科書代のみ必要です。
■申込方法　所定の申込書にご記入の上、ファク
ス、メールまたは郵便で申し込んでください。
※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
〇申込・問い合わせ　（公財）宮崎県国際交流協会
　〒880-0805　宮崎市橘通東4-1-8　カリーノ宮
崎地下１階
　☎0985(32)8457　FAX0985(32)8512
　Email:miyainfo@mif.or.jp

応援消費プレミアム付商品券購入希望者

　新型コロナウイルス感染症に伴い打撃を受けた市
内事業者の支援と、市民の皆さんの地域における消
費を喚起するため、プレミアム率30％の商品券を
発行します。購入を希望される方は、インターネッ
トの申し込みフォーム又は、はがきにより抽選申込
をお済ませください。なお、事業の詳細や抽選申込
方法は、既に配布済みのチラシ又は市ＨＰをご確認
ください。　※８月末時点での利用可能店舗の一覧
表を本庁、各地域振興センター、各支所、出張所に
掲示しています。
■申込期限　９月14日(月)（はがきの場合は当日
必着）
〇申込・問い合わせ
　本庁商工・マーケティング課　☎(31)1169

「SNSで寝相アートコンテスト」
絵本の名シーンを寝相アートで表現しよう

　寝相の形を生かして演出したおもしろい写真のこ
とを「寝相アート」といいます。図書館の本を利用
して、絵本の名シーンを表現してみませんか。
SNSに投稿して、「いいね」がたくさんついた作品
が入賞となります。入賞作品はまなびピア図書館内
にて期間限定で展示します。
■投稿受付期間　９月15日(火)～10月17日(土)
■入賞作品発表　10月20日(火)
■申込方法　フェイスブックまたはインスタグラム
で『＃寝相アートｉｎ図書館』をつけて投稿
■参加料　無料　　■対象・定員　なし
■その他　絵本は市内の図書館所蔵の本でお願いい
たします。
〇問い合わせ　まなびピア図書館　☎(22)5666

令和２年度地籍調査成果の閲覧

　昨年度の現地立会に基づき、１筆ごとの測量図面
などが完成しました。国土調査法第17条第１項に
より閲覧できますので、ご利用ください。
■閲覧期間　９月23日(水)～10月16日(金)
　※土・日・祝日を除く
■閲覧日時・場所・閲覧対象者

■持っていく物
①印鑑（認印可。シャチハタ不可）
②委任状（※相続人・代理人が閲覧する場合）
※新型コロナウイルス感染防止のため、マスクの着
用をお願いします。
※該当される方には、９月中旬に閲覧の案内を発送
する予定です。
○問い合わせ　本庁農村整備課　地籍調査係
　☎(31)1133

日南訓練校で学べる『ニチイの医療
事務講座』受講生

　医療を支える「就職応援プロジェクト」キャンペー
ン実施中。人気の講座を特別価格で受講できます。
ベテラン講師が修了までしっかりサポート。この機
会にぜひ学んでみませんか。
■日時
　９月下旬～10月開講を予定しております。
　平日週２回   ９時30分～15時30分 （３カ月程度）
■場所　日南高等職業訓練校
■費用　55,000円（教材費込み・税込み）
■申込期限　９月18日(金）
■募集人員　定員20人（５人以上で開講）（先着順）
■その他
 ・９月10日(木)  10時～説明会を開催いたします。
 ・お電話での問い合わせも受け付けております。
〇申込・問い合わせ
　ニチイ教育講座お客様センター
　☎0120(781)252

月　日

９/15(火)

９/16(水)

９/24(木)

９/25(金)

９/28(月)

９/29(火)

場　　所

南平（吾田）集会所

下隈谷公民館

日南保健所

日後谷公民館

日南保健所

実施期間
６～12月
６～11月
６～12月
６～11月
６～12月
６～10月
６～11月
６～10月

検診内容
胸部のレントゲン撮影
ヘリカルＣＴ撮影
バリウムによる胃の透視
胃内視鏡検診(胃カメラ：２年に１回)
便潜血反応検査（２日法）
視触診検診
マンモグラフィ・超音波検診
子宮頸部の細胞診

検診の種類

肺がん検診

胃がん検診

大腸がん検診

乳がん検診(２年に１回)

子宮頸がん検診(２年に１回)

危

健　康 ９月はがん征圧月間です！がん検診を受けましょう！

　現在下記のがん検診を実施中です。「今年申し込みしていたけど受け忘れた」「検診を受けようか迷ってる」
などの方は、健康維持への第一歩として、この機会にがん検診受けてみませんか。申し込み希望の方は、健
康増進課までご連絡ください。詳しい日程などをご案内します。

＜市で実施している検診の概要＞

～「今からでもまだ間に合うがん検診」～

対象者

40歳以上の方

40歳以上の方
50～59歳の方
40歳以上の方
30～39歳の女性
40歳以上の女性
20歳以上の女性

各種がん検診のお知らせ

　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（吾田会場）
■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、検
診料金、健康手帳、大腸がん
検診容器（受診者のみ）

■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

『パソコン初心者夜間
クラス』受講生

　初心者向けに、パソコンの基
礎・タイピングから学びます。
60時間で文書作成ソフト・表計
算ソフトの検定受検が出来るま
での内容です。検定までは考え
ていない方も、気軽に受講して
いただけます。
■日時　９月24日(木)～令和３
年１月21日(木)（年末年始･
祝日休み）
　毎週月・木曜日19時30分～
21時30分（全30回）
■場所　日南高等職業訓練校
■費用　45,000円
　（教材費込み・税込み）
■募集人員　５人以上で開講
　(先着順)
■その他　ファミリーサポート
を利用して、校内で託児もで
きます。
■申込期限　９月18日(金)
〇申込・問い合わせ　日南高等
職業訓練校　☎(22)2633

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15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　日南市消防
本部　予防課
　日南市消防署　北郷消防出張
所　南郷消防出張所
■申込期限・期間
　９月４日(金)から９月15日(火)
　（電子申請）
　９月７日(月)から９月18日(金)
　（書面申請）
※郵送の場合、９月18日の消印
分迄有効
○申込・問い合わせ　一般財団
消防試験研究センター　宮崎
県支部
　宮崎市橘通東2-7-18
　大淀開発ビル４階
　☎0985(22)0239

消　防 健　康

募　集

募　集

図書館イベント

日　時

９月30日(水)
９時30分～20時

10月１日(木)
９時30分～20時
10月７日(水)
９時30分～20時
９月23日(水)～
10月16日(金)
９時～16時30分
※土、日を除く

場所・閲覧対象者
富土集落センター
※調査地区が富土・伊比井地
　区の方のみ
酒谷支所
※調査地区が酒谷地区の方のみ
東郷出張所
※調査地区が東弁分地区の方のみ

市役所別館１階　農村整備
課　地籍調査閲覧室
※調査全地区

〇申込・問い合わせ　本庁健康増進課　☎(31)1129
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地　籍 「日本語講座初級」受講生

　日本語を初めて勉強する方や、ひらがな・カタカ
ナから学びたい方向けに、日本語講座を開催します。
■日時　９月２日(水)～12月４日(金)
　毎週水・金曜日　10時～11時50分　全25回
■場所
　南郷ハートフルセンター（小研修室、学習室）
■受講料　無料　※教科書代のみ必要です。
■申込方法　所定の申込書にご記入の上、ファク
ス、メールまたは郵便で申し込んでください。
※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
〇申込・問い合わせ　（公財）宮崎県国際交流協会
　〒880-0805　宮崎市橘通東4-1-8　カリーノ宮
崎地下１階
　☎0985(32)8457　FAX0985(32)8512
　Email:miyainfo@mif.or.jp

応援消費プレミアム付商品券購入希望者

　新型コロナウイルス感染症に伴い打撃を受けた市
内事業者の支援と、市民の皆さんの地域における消
費を喚起するため、プレミアム率30％の商品券を
発行します。購入を希望される方は、インターネッ
トの申し込みフォーム又は、はがきにより抽選申込
をお済ませください。なお、事業の詳細や抽選申込
方法は、既に配布済みのチラシ又は市ＨＰをご確認
ください。　※８月末時点での利用可能店舗の一覧
表を本庁、各地域振興センター、各支所、出張所に
掲示しています。
■申込期限　９月14日(月)（はがきの場合は当日
必着）
〇申込・問い合わせ
　本庁商工・マーケティング課　☎(31)1169

「SNSで寝相アートコンテスト」
絵本の名シーンを寝相アートで表現しよう

　寝相の形を生かして演出したおもしろい写真のこ
とを「寝相アート」といいます。図書館の本を利用
して、絵本の名シーンを表現してみませんか。
SNSに投稿して、「いいね」がたくさんついた作品
が入賞となります。入賞作品はまなびピア図書館内
にて期間限定で展示します。
■投稿受付期間　９月15日(火)～10月17日(土)
■入賞作品発表　10月20日(火)
■申込方法　フェイスブックまたはインスタグラム
で『＃寝相アートｉｎ図書館』をつけて投稿
■参加料　無料　　■対象・定員　なし
■その他　絵本は市内の図書館所蔵の本でお願いい
たします。
〇問い合わせ　まなびピア図書館　☎(22)5666

令和２年度地籍調査成果の閲覧

　昨年度の現地立会に基づき、１筆ごとの測量図面
などが完成しました。国土調査法第17条第１項に
より閲覧できますので、ご利用ください。
■閲覧期間　９月23日(水)～10月16日(金)
　※土・日・祝日を除く
■閲覧日時・場所・閲覧対象者

■持っていく物
①印鑑（認印可。シャチハタ不可）
②委任状（※相続人・代理人が閲覧する場合）
※新型コロナウイルス感染防止のため、マスクの着
用をお願いします。
※該当される方には、９月中旬に閲覧の案内を発送
する予定です。
○問い合わせ　本庁農村整備課　地籍調査係
　☎(31)1133

日南訓練校で学べる『ニチイの医療
事務講座』受講生

　医療を支える「就職応援プロジェクト」キャンペー
ン実施中。人気の講座を特別価格で受講できます。
ベテラン講師が修了までしっかりサポート。この機
会にぜひ学んでみませんか。
■日時
　９月下旬～10月開講を予定しております。
　平日週２回   ９時30分～15時30分 （３カ月程度）
■場所　日南高等職業訓練校
■費用　55,000円（教材費込み・税込み）
■申込期限　９月18日(金）
■募集人員　定員20人（５人以上で開講）（先着順）
■その他
 ・９月10日(木)  10時～説明会を開催いたします。
 ・お電話での問い合わせも受け付けております。
〇申込・問い合わせ
　ニチイ教育講座お客様センター
　☎0120(781)252

月　日

９/15(火)

９/16(水)

９/24(木)

９/25(金)

９/28(月)

９/29(火)

場　　所

南平（吾田）集会所

下隈谷公民館

日南保健所

日後谷公民館

日南保健所

実施期間
６～12月
６～11月
６～12月
６～11月
６～12月
６～10月
６～11月
６～10月

検診内容
胸部のレントゲン撮影
ヘリカルＣＴ撮影
バリウムによる胃の透視
胃内視鏡検診(胃カメラ：２年に１回)
便潜血反応検査（２日法）
視触診検診
マンモグラフィ・超音波検診
子宮頸部の細胞診

検診の種類

肺がん検診

胃がん検診

大腸がん検診

乳がん検診(２年に１回)

子宮頸がん検診(２年に１回)

危

健　康 ９月はがん征圧月間です！がん検診を受けましょう！

　現在下記のがん検診を実施中です。「今年申し込みしていたけど受け忘れた」「検診を受けようか迷ってる」
などの方は、健康維持への第一歩として、この機会にがん検診受けてみませんか。申し込み希望の方は、健
康増進課までご連絡ください。詳しい日程などをご案内します。

＜市で実施している検診の概要＞

～「今からでもまだ間に合うがん検診」～

対象者

40歳以上の方

40歳以上の方
50～59歳の方
40歳以上の方
30～39歳の女性
40歳以上の女性
20歳以上の女性

各種がん検診のお知らせ

　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（吾田会場）
■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、検
診料金、健康手帳、大腸がん
検診容器（受診者のみ）

■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

『パソコン初心者夜間
クラス』受講生

　初心者向けに、パソコンの基
礎・タイピングから学びます。
60時間で文書作成ソフト・表計
算ソフトの検定受検が出来るま
での内容です。検定までは考え
ていない方も、気軽に受講して
いただけます。
■日時　９月24日(木)～令和３
年１月21日(木)（年末年始･
祝日休み）
　毎週月・木曜日19時30分～
21時30分（全30回）
■場所　日南高等職業訓練校
■費用　45,000円
　（教材費込み・税込み）
■募集人員　５人以上で開講
　(先着順)
■その他　ファミリーサポート
を利用して、校内で託児もで
きます。
■申込期限　９月18日(金)
〇申込・問い合わせ　日南高等
職業訓練校　☎(22)2633

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15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　日南市消防
本部　予防課
　日南市消防署　北郷消防出張
所　南郷消防出張所
■申込期限・期間
　９月４日(金)から９月15日(火)
　（電子申請）
　９月７日(月)から９月18日(金)
　（書面申請）
※郵送の場合、９月18日の消印
分迄有効
○申込・問い合わせ　一般財団
消防試験研究センター　宮崎
県支部
　宮崎市橘通東2-7-18
　大淀開発ビル４階
　☎0985(22)0239

消　防 健　康

募　集

募　集

図書館イベント

日　時

９月30日(水)
９時30分～20時

10月１日(木)
９時30分～20時
10月７日(水)
９時30分～20時
９月23日(水)～
10月16日(金)
９時～16時30分
※土、日を除く

場所・閲覧対象者
富土集落センター
※調査地区が富土・伊比井地
　区の方のみ
酒谷支所
※調査地区が酒谷地区の方のみ
東郷出張所
※調査地区が東弁分地区の方のみ

市役所別館１階　農村整備
課　地籍調査閲覧室
※調査全地区

〇申込・問い合わせ　本庁健康増進課　☎(31)1129
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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）。
※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

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　９月15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　９月24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
○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、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）

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

飫肥城下まつり開催中
止

　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

第12回つわぶきハーフ
マラソン＆車いすマラ
ソン大会in日南の中止

　第12回つわぶきハーフマラソ
ン＆車いすマラソン大会in日南
につきましては、11月15日(日)
での開催を目指し、準備を進め
て参りましたが、新型コロナウ
イルス感染症拡大防止の観点か
ら、開催が厳しいと判断し、中
止とさせていただきます。
〇問い合わせ
　つわぶきハーフマラソン＆車
いすマラソン大会実行委員会
事務局
　（観光・スポーツ課　スポー
ツ推進係内）　☎(31)1175

令和２年度北郷産業ま
つりの開催中止

　11月末に予定しておりました
「北郷産業まつり」は、新型コ
ロナウイルス感染拡大防止及び
予防の観点から、来場者及び関
係者の健康と安全を考慮し、本
年度は開催を中止とします。
〇問い合わせ
　北郷産業まつり実行委員会
（北郷町地域振興センター
内）　☎(55)2113

なんごうハートフルま
つりの開催中止

　11月８日(日)に予定しており
ました「なんごうハートフルま
つり」は、新型コロナウイルス
感染拡大防止及び予防の観点か
ら、参加者及び関係者の健康と
安全を考慮し、実行委員会で協
議した結果、まつりの開催を中
止とします。
〇問い合わせ
　なんごうハートフルまつり実
行委員会（南郷町地域振興セ
ンター内）
　☎(64)1723

 
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
日南市分野別フェス
ティバル事業“南郷大
島ミュージアム”

　日向灘に浮かぶ無人島「大
島」で大島の資源を活用した
様々なイベントの参加者を募っ
ています。
　詳しくは、別添の「南郷大島
ミュージアム」イベント案内チ
ラシ及び、市ＨＰをご覧くださ
い。
■場所　南郷町大島、目井津港
周辺
■その他
　「南郷大島ミュージアム」に
ついては、屋外でのイベント
ですが、開催にあたっては、
新型コロナウイルス感染症対
策を充分にとり開催します。
ただし新型コロナウイルス感
染症の状況により、変更にな
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

日南こども食堂

■日時　９月12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

イベント

イベント中止

防災・気象メールにちなん
　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。

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
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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）。
※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

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　９月15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　９月24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
○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、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）

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

飫肥城下まつり開催中
止

　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

第12回つわぶきハーフ
マラソン＆車いすマラ
ソン大会in日南の中止

　第12回つわぶきハーフマラソ
ン＆車いすマラソン大会in日南
につきましては、11月15日(日)
での開催を目指し、準備を進め
て参りましたが、新型コロナウ
イルス感染症拡大防止の観点か
ら、開催が厳しいと判断し、中
止とさせていただきます。
〇問い合わせ
　つわぶきハーフマラソン＆車
いすマラソン大会実行委員会
事務局
　（観光・スポーツ課　スポー
ツ推進係内）　☎(31)1175

令和２年度北郷産業ま
つりの開催中止

　11月末に予定しておりました
「北郷産業まつり」は、新型コ
ロナウイルス感染拡大防止及び
予防の観点から、来場者及び関
係者の健康と安全を考慮し、本
年度は開催を中止とします。
〇問い合わせ
　北郷産業まつり実行委員会
（北郷町地域振興センター
内）　☎(55)2113

なんごうハートフルま
つりの開催中止

　11月８日(日)に予定しており
ました「なんごうハートフルま
つり」は、新型コロナウイルス
感染拡大防止及び予防の観点か
ら、参加者及び関係者の健康と
安全を考慮し、実行委員会で協
議した結果、まつりの開催を中
止とします。
〇問い合わせ
　なんごうハートフルまつり実
行委員会（南郷町地域振興セ
ンター内）
　☎(64)1723

 
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
日南市分野別フェス
ティバル事業“南郷大
島ミュージアム”

　日向灘に浮かぶ無人島「大
島」で大島の資源を活用した
様々なイベントの参加者を募っ
ています。
　詳しくは、別添の「南郷大島
ミュージアム」イベント案内チ
ラシ及び、市ＨＰをご覧くださ
い。
■場所　南郷町大島、目井津港
周辺
■その他
　「南郷大島ミュージアム」に
ついては、屋外でのイベント
ですが、開催にあたっては、
新型コロナウイルス感染症対
策を充分にとり開催します。
ただし新型コロナウイルス感
染症の状況により、変更にな
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

日南こども食堂

■日時　９月12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

イベント

イベント中止

防災・気象メールにちなん
　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。

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
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08　お知らせ

令和２年８月25日現在


