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■申込方法　電話
○申込・問い合わせ　本庁総務・
危機管理課　選挙・調整係
　☎(31)1146

女性に対する暴力をな
くす運動
(11月12日～25日)

　夫・パートナーからの暴力、
性犯罪、売買春、人身取引、セ
クシュアル・ハラスメント、ス
トーカー行為など、女性に対す
る暴力は、女性の人権を著しく
侵害するものであり、決して許
されるものではありません。こ
の機会に、女性に対する暴力に
ついて考えてみましょう。
■電話相談
　女性の人権ホットライン（強
化週間11月18日～23日）
　☎0570(070)810
　（月～金　８時30分～19時）
※法務局職員または人権擁護委
員が、女性をめぐるさまざま
な人権問題について相談をお
受けします。
■無料弁護士相談
　11月23日(土･祝)、24日(日)
（10時～17時）
※弁護士による無料面接相談を
行います。下記問い合わせ先
に電話で予約してください。
○問い合わせ
　宮崎地方法務局人権擁護課
　☎0985(22)5124

11月は児童虐待防止
推進月間～「１８９（い
ちはやく）ちいさな命
に待ったなし」～

　虐待の根底には「育児不安」
や「ストレス」があり、周囲の
さりげない関わりが親子の心の
支えになります。まずは子育て
家庭を見守り、様子を気にか
け、異変にいち早く気付くこと
が虐待の防止につながります。
児童虐待は早期発見がカギ！
「これって虐待？」と思ったら
すぐ連絡を。
○問い合わせ
　本庁こども課
　☎(31)1131
　日南市家庭児童相談室
　☎(31)1174
　宮崎県中央児童相談所
　☎0985(26)1551
　児童相談所全国共通ダイヤル
　☎189
　命の危機を感じたら
　☎110

12月２日までに
納めましょう。

■国民健康保険税６期
■介護保険料６期
■後期高齢者医療保険料５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

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　11月22日(金)  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

令和元年度第１回総合
教育会議

　地方教育行政の組織及び運営
に関する法律に基づき、市長と
教育委員が教育行政に関する協
議を行う総合教育会議を開催し
ます。
■日時　11月14日(木)
　13時30分～
■場所　本館２階会議室
■申込期限　11月13日(水)

税　金 こども

人　権

教　育

　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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級）
 ・戦傷病者手帳（重度）など
○申込・問い合わせ
　本庁長寿課
　☎(31)1160　☎(31)1162
　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)1113

市県民税の給与からの
特別徴収

■市県民税の特別徴収とは
　事業主（給与支払者）が、従業
員の毎月の給与から市県民税
を差し引いて、納税する制度
です。事業主は、個人・法人を
問わず特別徴収義務者とし
て、市県民税を特別徴収する
義務があります。

■特別徴収をするメリット
 ・毎月の給与から市県民税を差
し引くため、納め忘れの心配
がなく安心です。
 ・１年分の税額を12回（普通徴
収は４回）に分けるため、１回
あたりの負担が少なくなりま
す。

■特別徴収をするためには
　普通徴収（本人が納付）の方
が、就職・転職などにより新し
い勤務先で給与からの特別徴
収を希望する場合は、その旨
を勤務先の給与担当者にお申
し出ください。
■その他
　普通徴収の納期限が過ぎた分
は、特別徴収できません（納
税者本人が直接納めることと
なります）のでご注意くださ
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
プールの一般開放（有
料）

■開放期間
　10月１日～翌年５月31日
■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

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。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11回】　11月11日(月）
　13時30分～15時
　まだ間に合う農家のための消
費税増税
 ・【第12回】　12月18日(水)
　13時30分～15時
　事業継承
※第１回～10回についてはすで
に終了しています。
■場所　南那珂農業改良普及セ
ンター
■受講料　無料
○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

「障害者控除対象者認
定証」交付申請

　認定を受けると、本人や扶養
する方が所得税・住民税の申告
をする際に、障害者控除または
特別障害者控除を受けることが
できます。
■障害者控除対象者認定書
　身体障害者手帳などをお持ち
でない方でも、申請により同
程度の状態であると認められ
る場合、「障害者控除対象者認
定書」を交付します。

■対象者
 ・市内に住所がある65歳以上の
方

※年齢は令和２年１月１日現在で
す。

【介護認定者】
　10月末日現在、対象となる方
には、11月中旬にはがきで通
知します。はがきの内容を確
認し申請してください。

【介護認定を受けていない方】
　身体障害者に準ずるかを、職
員が訪問調査し判定します。
判定を受けるための申請を、
12月13日(金)までにしてくだ
さい。

■申込方法　申請書に記入の
上、ご提出ください。

※申請書は、申込受付窓口で配
布するほか、市公式ホームペー
ジからもダウンロードできま
す。

※本人と申請者の印鑑が必要で
す。

■税の控除額

■その他　次の手帳をお持ちの
方は、手帳が「特別障害者控
除対象者」の証明となるため、
認定書の交付対象外です。
 ・身体障害者手帳（１級・２級）
 ・療育手帳（重度）
 ・精神障害者保健福祉手帳（１

税・福祉

税　金

スポーツ

農　業

☆マスクの着用☆
　喉の保湿にもなり、ウイルス
の侵入を防ぎます。かかった
人は周囲の人に移さないよう
に、マスクをして咳エチケッ
トにも心掛けましょう。
☆湿度の保持☆
　乾燥しやすい室内では、加湿
器などを使って湿度を50～
60％に保つことも効果的で
す。
○問い合わせ　本庁健康増進課
　☎(31)1129

子宮頸がん予防ワクチ
ンの接種

　子宮頸がん予防ワクチンにつ
いては、接種後に起こる広い範
囲の痛みや運動障害について専
門家の間で検討中であり、現在
積極的にお勧めすることを一時
的に中止しています。ただし、
接種を希望される場合は、ワク
チンの効果や副反応について医
師より説明を受け、十分に理解
した上で定期接種として受ける
ことが可能です。接種を希望さ
れる方は予診票と説明書をお渡
ししますのでお問い合わせくだ
さい。
■対象者　小学校６年生から高
校１年生相当年齢の女子
　（12歳の誕生日を含む年度当
初から16歳の誕生日を含む年
度末まで）
○問い合わせ　本庁こども課
　☎(31)1131

秋の火災予防運動
(11月９日～15日)
～住宅用火災警報器の設置
調査～

　「ひとつずついいね！で確認
火の用心」を合い言葉に、火災
の予防や、高齢者を中心とする
災害の発生を減らすこと、財産
の損失を防ぐことを目的に実施
します。

【防火広報】
■日時　11月９日(土)   20時～
■場所　市内全域
※地元消防団が車両による防火
広報を行います。
【設置調査】
■日時　11月10日(日)
■場所　飫肥本町地区
■調査方法　消防団女性部が、
お宅を訪問し、住宅用火災警
報器の設置調査を実施しま
す。
○問い合わせ　消防本部
　予防課　☎(23)7584

調理スタッフ見学会参
加者

　高齢者の就労支援を目的に職
場見学会を行います。｢日本でい
ちばん大切にしたい会社｣大賞
を受賞した会社で様々な業種を
体験したり、実際の職場の雰囲
気や様子をご覧いただける貴重
なチャンスです。どんな仕事な
んだろう、どんな職場なんだろ
うと思い悩むより、まず参加し
てみませんか。
■日時　12月６日(金)
　10時30分～11時30分
■場所　コープみやざき日南店
■募集人員　10人程度
■受講料　無料
■対象者　働く意欲のある55歳
以上の方
■申込期限   11月22日(金)必着
■申込方法　ハローワーク日
南、日南市シルバー人材セン
ター、および日南市役所に置
いてある所定の申込書によ
り、宮崎県シルバー人材セン
ター連合会宛てに、郵送また
はＦＡＸにてお申し込みくだ
さい。
○申込・問い合わせ　公益社団
法人宮崎県シルバー人材セン
ター連合会
　宮崎市祇園２丁目95番地
　☎0985(31)3775
　ＦＡＸ0985(31)3776

糖尿病無料検診と医療
相談
(11月11日～17日は全国糖
尿病週間)

　日本には約８人に１人の糖尿
病患者及び予備群がいると推定
されています。
　糖尿病が重症化すると神経障
害・網膜症などのさまざまな合
併症を引き起こし、生活の質の
低下や医療費などの負担増の可
能性があります。糖尿病は自覚
症状が乏しいため、重症化予防
のためには血液検査で確認する
ことが大切です。糖尿病無料検
診を実施しますので、お気軽に
お立ち寄りください。糖尿病専
門医、歯科医、薬剤師などへの
相談もできます。
■日時　11月10日(日)
　９時30分～14時30分
■場所　南郷ハートフルまつり
会場　生涯学習会館２階　大
研修室
■検査人数　200人程度
○問い合わせ　本庁健康増進課
　☎(31)1129

インフルエンザにご注
意ください

　県内では、すでに流行の兆し
がみられます。予防に努め、十
分な栄養と休養をとり、免疫力
を高めることなどが重要です。
インフルエンザにかからない、
かかったら広めないなど、ご家
庭でのインフルエンザ対策の徹
底をお願いします。
■感染予防
☆ワクチン接種☆
　効果が出るまで、２週間程度
を要します。早めに接種を終
えましょう。
☆手洗い☆
　帰宅時や調理の前後、食事前
など、こまめな手洗いを心掛
けましょう。

健　康

消　防

募　集

障害者
控除
特別障害
者控除

所得税

27万円

40万円

市民税・
県民税

26万円

30万円
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級）
 ・戦傷病者手帳（重度）など
○申込・問い合わせ
　本庁長寿課
　☎(31)1160　☎(31)1162
　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)1113

市県民税の給与からの
特別徴収

■市県民税の特別徴収とは
　事業主（給与支払者）が、従業
員の毎月の給与から市県民税
を差し引いて、納税する制度
です。事業主は、個人・法人を
問わず特別徴収義務者とし
て、市県民税を特別徴収する
義務があります。

■特別徴収をするメリット
 ・毎月の給与から市県民税を差
し引くため、納め忘れの心配
がなく安心です。
 ・１年分の税額を12回（普通徴
収は４回）に分けるため、１回
あたりの負担が少なくなりま
す。

■特別徴収をするためには
　普通徴収（本人が納付）の方
が、就職・転職などにより新し
い勤務先で給与からの特別徴
収を希望する場合は、その旨
を勤務先の給与担当者にお申
し出ください。
■その他
　普通徴収の納期限が過ぎた分
は、特別徴収できません（納
税者本人が直接納めることと
なります）のでご注意くださ
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
プールの一般開放（有
料）

■開放期間
　10月１日～翌年５月31日
■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

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。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11回】　11月11日(月）
　13時30分～15時
　まだ間に合う農家のための消
費税増税
 ・【第12回】　12月18日(水)
　13時30分～15時
　事業継承
※第１回～10回についてはすで
に終了しています。
■場所　南那珂農業改良普及セ
ンター
■受講料　無料
○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

「障害者控除対象者認
定証」交付申請

　認定を受けると、本人や扶養
する方が所得税・住民税の申告
をする際に、障害者控除または
特別障害者控除を受けることが
できます。
■障害者控除対象者認定書
　身体障害者手帳などをお持ち
でない方でも、申請により同
程度の状態であると認められ
る場合、「障害者控除対象者認
定書」を交付します。

■対象者
 ・市内に住所がある65歳以上の
方

※年齢は令和２年１月１日現在で
す。

【介護認定者】
　10月末日現在、対象となる方
には、11月中旬にはがきで通
知します。はがきの内容を確
認し申請してください。

【介護認定を受けていない方】
　身体障害者に準ずるかを、職
員が訪問調査し判定します。
判定を受けるための申請を、
12月13日(金)までにしてくだ
さい。

■申込方法　申請書に記入の
上、ご提出ください。

※申請書は、申込受付窓口で配
布するほか、市公式ホームペー
ジからもダウンロードできま
す。

※本人と申請者の印鑑が必要で
す。

■税の控除額

■その他　次の手帳をお持ちの
方は、手帳が「特別障害者控
除対象者」の証明となるため、
認定書の交付対象外です。
 ・身体障害者手帳（１級・２級）
 ・療育手帳（重度）
 ・精神障害者保健福祉手帳（１

税・福祉

税　金

スポーツ

農　業

☆マスクの着用☆
　喉の保湿にもなり、ウイルス
の侵入を防ぎます。かかった
人は周囲の人に移さないよう
に、マスクをして咳エチケッ
トにも心掛けましょう。
☆湿度の保持☆
　乾燥しやすい室内では、加湿
器などを使って湿度を50～
60％に保つことも効果的で
す。
○問い合わせ　本庁健康増進課
　☎(31)1129

子宮頸がん予防ワクチ
ンの接種

　子宮頸がん予防ワクチンにつ
いては、接種後に起こる広い範
囲の痛みや運動障害について専
門家の間で検討中であり、現在
積極的にお勧めすることを一時
的に中止しています。ただし、
接種を希望される場合は、ワク
チンの効果や副反応について医
師より説明を受け、十分に理解
した上で定期接種として受ける
ことが可能です。接種を希望さ
れる方は予診票と説明書をお渡
ししますのでお問い合わせくだ
さい。
■対象者　小学校６年生から高
校１年生相当年齢の女子
　（12歳の誕生日を含む年度当
初から16歳の誕生日を含む年
度末まで）
○問い合わせ　本庁こども課
　☎(31)1131

秋の火災予防運動
(11月９日～15日)
～住宅用火災警報器の設置
調査～

　「ひとつずついいね！で確認
火の用心」を合い言葉に、火災
の予防や、高齢者を中心とする
災害の発生を減らすこと、財産
の損失を防ぐことを目的に実施
します。

【防火広報】
■日時　11月９日(土)   20時～
■場所　市内全域
※地元消防団が車両による防火
広報を行います。
【設置調査】
■日時　11月10日(日)
■場所　飫肥本町地区
■調査方法　消防団女性部が、
お宅を訪問し、住宅用火災警
報器の設置調査を実施しま
す。
○問い合わせ　消防本部
　予防課　☎(23)7584

調理スタッフ見学会参
加者

　高齢者の就労支援を目的に職
場見学会を行います。｢日本でい
ちばん大切にしたい会社｣大賞
を受賞した会社で様々な業種を
体験したり、実際の職場の雰囲
気や様子をご覧いただける貴重
なチャンスです。どんな仕事な
んだろう、どんな職場なんだろ
うと思い悩むより、まず参加し
てみませんか。
■日時　12月６日(金)
　10時30分～11時30分
■場所　コープみやざき日南店
■募集人員　10人程度
■受講料　無料
■対象者　働く意欲のある55歳
以上の方
■申込期限   11月22日(金)必着
■申込方法　ハローワーク日
南、日南市シルバー人材セン
ター、および日南市役所に置
いてある所定の申込書によ
り、宮崎県シルバー人材セン
ター連合会宛てに、郵送また
はＦＡＸにてお申し込みくだ
さい。
○申込・問い合わせ　公益社団
法人宮崎県シルバー人材セン
ター連合会
　宮崎市祇園２丁目95番地
　☎0985(31)3775
　ＦＡＸ0985(31)3776

糖尿病無料検診と医療
相談
(11月11日～17日は全国糖
尿病週間)

　日本には約８人に１人の糖尿
病患者及び予備群がいると推定
されています。
　糖尿病が重症化すると神経障
害・網膜症などのさまざまな合
併症を引き起こし、生活の質の
低下や医療費などの負担増の可
能性があります。糖尿病は自覚
症状が乏しいため、重症化予防
のためには血液検査で確認する
ことが大切です。糖尿病無料検
診を実施しますので、お気軽に
お立ち寄りください。糖尿病専
門医、歯科医、薬剤師などへの
相談もできます。
■日時　11月10日(日)
　９時30分～14時30分
■場所　南郷ハートフルまつり
会場　生涯学習会館２階　大
研修室
■検査人数　200人程度
○問い合わせ　本庁健康増進課
　☎(31)1129

インフルエンザにご注
意ください

　県内では、すでに流行の兆し
がみられます。予防に努め、十
分な栄養と休養をとり、免疫力
を高めることなどが重要です。
インフルエンザにかからない、
かかったら広めないなど、ご家
庭でのインフルエンザ対策の徹
底をお願いします。
■感染予防
☆ワクチン接種☆
　効果が出るまで、２週間程度
を要します。早めに接種を終
えましょう。
☆手洗い☆
　帰宅時や調理の前後、食事前
など、こまめな手洗いを心掛
けましょう。

健　康

消　防

募　集

障害者
控除
特別障害
者控除

所得税

27万円

40万円

市民税・
県民税

26万円

30万円
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05　お知らせ 04　お知らせ

飫肥城朝市

　城下町飫肥まちづくり協議会
が主催となり、初めての朝市を
開催します。観光地「飫肥」の
朝の活気を取り戻し地区の活性
化のため、商店会や住民が協力
し、猪汁（１杯200円・200人
分）や地域の物産、野菜などを
持ち寄り格安で販売します。
■日時　12月１日(日)
　８時～10時（小雨決行）
■場所　飫肥城内杉林の前（大
手門を入って左側）
○問い合わせ
　城下町飫肥まちづくり協議会
（事務局：飫肥公民館内）　
☎(25)1474
　FAX(21)2035

「地域の歴史を学ぼう」
講演会
～飫肥城に島津義弘が、どの
ように関わったのか～

　名将・島津義弘が飫肥城にど
のように関わり、戦国時代の中
で、島津義弘を取り巻く戦国武
将にどのような影響を与えたの
かを学びます。皆さん、ぜひ、
お越しください。
■日時　11月９日(土)
　13時30分～15時
■場所　小村記念館
■講師　日南市生涯学習課　文
化財専門担当官
　長友　禎治氏
■入場料　無料
○問い合わせ
　城下町飫肥まちづくり協議会
（事務局：飫肥公民館内）　

イベント ☎(25)1474
　FAX(21)2035

第４回さくらんぼ会の
「小さなクリスマス会」

　ミニコンサート、ゲームのほ
か、サンタさんからプレゼント
もあります。
■日時　12月８日(日)
　10時30分～11時40分
■場所　小村記念館大会議室
■対象者　小学生以下
■定員　50人(先着順)
■参加料　500円
■申込方法　電話
■申込期限　12月１日(日)
○申込・問い合わせ
　さくらんぼの小さなクリスマ
ス会
　代表　吉田　☎(67)5117

　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

公共施設の個別施設計画策定に関す
る説明会

　市では、公共施設の整理・統廃合を推進し、最適な
保有量を実現するため、「個別施設計画」を策定中で
す。今回、個別施設計画の（案）を作成しましたので、
その概要について説明会を行います。事前の申込みは
不要です。多くの皆さまの参加をお待ちしております。
■日時･場所

※開催時間は、19時～20時です。
○問い合わせ　本庁財産マネジメント課　公共施設
経営係　☎(27)3151

飫肥伝建制度等に関する説明会

　飫肥城下町が重要伝統的建造物群保存地区（伝建
地区）に国から選定を受けて42年が経過しています。
選定当時からすると、地区住民の世代交代が進んだ
り他の地域から移住する方がおられるなどにより「伝
建地区とはなにか」と疑問を持つ方もおられます。こ
れまでの伝建事業の歩みとともに、どのような規制や
補助金制度があるのか制度に関する説明と併せて、
飫肥の景観計画や、飫肥のまち再興プロジェクトにつ
いて説明を行います。
■日時　11月21日(木)
　①飫肥伝建制度に関する説明
　　18時30分～19時10分
　②飫肥のまちづくりに関する説明
　 ･ 飫肥の景観計画について
　　19時20分～19時30分
　 ･ 飫肥のまち再興プロジェクトについて
　　19時30分～20時
■場所　小村記念館　大会議室
■参加方法　自由参加となりますので興味・関心のあ
る方はご自由にご参加ください
○問い合わせ
　①飫肥伝建地区に関する説明
　　生涯学習課　☎(31)1145
　②飫肥のまちづくりに関する説明
　　本庁総合戦略課　☎(31)1128

家族介護教室

　介護の方法や介護予防、介護者の健康づくりな
ど、知識や技術についての教室を開催します。参加
料は無料です。ぜひ、参加してみませんか。
【テーマ１】　ロコモを知って介護予防
■日時
　１回目
　11月21日(木)　10時～11時（受付９時30分～）
　２回目
　11月21日(木)　14時～15時（受付13時30分～）
■場所
　１回目　北郷福祉センター２階会議室
　２回目　飫肥郷土芸能館
■申込期限　11月15日(金)
○申込・問い合わせ　日南市北地区地域包括支援セ
ンター　☎(25)0408

【テーマ２】　自分らしく生きるために～終の住み家
について、人生のしまい方～
■日時　11月14日(木)　14時～15時30分
　（受付13時40分～）
■場所　生涯学習センターまなびピア２階第１会議
室

■申込期限　11月12日(火)
○申込・問い合わせ　日南市東地区地域包括支援セ
ンター　☎(23)6099

目指せ日本農業遺産！！かつお一本釣
り講座参加者

　日南市では、本市が20年以上連続日本一を誇る「か
つお一本釣り漁業」の日本農業遺産認定を目指して
います。「かつお一本釣り」の素晴らしさや飫肥林業
との関係などを楽しく学び、大好きなかつおを応援
しませんか。
■日時　11月９日(土)　14時～15時30分
■場所　めいつ漁民センター（港の駅めいつ横）
■参加料　無料
■定員　20人
■申込期限　11月８日(金)
■その他　日南市では、「かつお一本釣りサポー
ター」を募集しています。サポーターには、かつ
おに関連したイベント情報、資料などを提供しま
す。この機会に、ぜひ、ご登録ください。

○申込・問い合わせ　日南市かつお一本釣り漁業遺
産認定推進協議会事務局（本庁水産林政課水産係
内）
　☎(31)1135　FAX(24)0080

説明会 介　護

募　集

地区
東郷地区
油津地区
吾田地区
鵜戸地区
細田地区
酒谷地区
北郷地区
南郷地区
飫肥地区

期　日
11月18日(月)
11月19日(火)
11月20日(水)
11月21日(木)
11月22日(金)
11月25日(月)
11月27日(水)
11月28日(木)
11月29日(金)

場　　　所
東郷公民館体育館
まなびピア視聴覚室
文化センター２階第１多目的ホール
鵜戸地区集会所
都市農村交流センター和室
酒谷生活改善センター
北郷ふれあい交流センター
ハートフルセンター生涯学習館大研修室
飫肥公民館視聴覚室

交通規制 ｢第11回つわぶきハーフマラソン＆車いすマラソン大会in日南｣

○問い合わせ　観光スポーツ課　☎(31)1175

10

■実施日　11月17日(日)
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飫肥城朝市

　城下町飫肥まちづくり協議会
が主催となり、初めての朝市を
開催します。観光地「飫肥」の
朝の活気を取り戻し地区の活性
化のため、商店会や住民が協力
し、猪汁（１杯200円・200人
分）や地域の物産、野菜などを
持ち寄り格安で販売します。
■日時　12月１日(日)
　８時～10時（小雨決行）
■場所　飫肥城内杉林の前（大
手門を入って左側）
○問い合わせ
　城下町飫肥まちづくり協議会
（事務局：飫肥公民館内）　
☎(25)1474
　FAX(21)2035

「地域の歴史を学ぼう」
講演会
～飫肥城に島津義弘が、どの
ように関わったのか～

　名将・島津義弘が飫肥城にど
のように関わり、戦国時代の中
で、島津義弘を取り巻く戦国武
将にどのような影響を与えたの
かを学びます。皆さん、ぜひ、
お越しください。
■日時　11月９日(土)
　13時30分～15時
■場所　小村記念館
■講師　日南市生涯学習課　文
化財専門担当官
　長友　禎治氏
■入場料　無料
○問い合わせ
　城下町飫肥まちづくり協議会
（事務局：飫肥公民館内）　

イベント ☎(25)1474
　FAX(21)2035

第４回さくらんぼ会の
「小さなクリスマス会」

　ミニコンサート、ゲームのほ
か、サンタさんからプレゼント
もあります。
■日時　12月８日(日)
　10時30分～11時40分
■場所　小村記念館大会議室
■対象者　小学生以下
■定員　50人(先着順)
■参加料　500円
■申込方法　電話
■申込期限　12月１日(日)
○申込・問い合わせ
　さくらんぼの小さなクリスマ
ス会
　代表　吉田　☎(67)5117

　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

公共施設の個別施設計画策定に関す
る説明会

　市では、公共施設の整理・統廃合を推進し、最適な
保有量を実現するため、「個別施設計画」を策定中で
す。今回、個別施設計画の（案）を作成しましたので、
その概要について説明会を行います。事前の申込みは
不要です。多くの皆さまの参加をお待ちしております。
■日時･場所

※開催時間は、19時～20時です。
○問い合わせ　本庁財産マネジメント課　公共施設
経営係　☎(27)3151

飫肥伝建制度等に関する説明会

　飫肥城下町が重要伝統的建造物群保存地区（伝建
地区）に国から選定を受けて42年が経過しています。
選定当時からすると、地区住民の世代交代が進んだ
り他の地域から移住する方がおられるなどにより「伝
建地区とはなにか」と疑問を持つ方もおられます。こ
れまでの伝建事業の歩みとともに、どのような規制や
補助金制度があるのか制度に関する説明と併せて、
飫肥の景観計画や、飫肥のまち再興プロジェクトにつ
いて説明を行います。
■日時　11月21日(木)
　①飫肥伝建制度に関する説明
　　18時30分～19時10分
　②飫肥のまちづくりに関する説明
　 ･ 飫肥の景観計画について
　　19時20分～19時30分
　 ･ 飫肥のまち再興プロジェクトについて
　　19時30分～20時
■場所　小村記念館　大会議室
■参加方法　自由参加となりますので興味・関心のあ
る方はご自由にご参加ください
○問い合わせ
　①飫肥伝建地区に関する説明
　　生涯学習課　☎(31)1145
　②飫肥のまちづくりに関する説明
　　本庁総合戦略課　☎(31)1128

家族介護教室

　介護の方法や介護予防、介護者の健康づくりな
ど、知識や技術についての教室を開催します。参加
料は無料です。ぜひ、参加してみませんか。
【テーマ１】　ロコモを知って介護予防
■日時
　１回目
　11月21日(木)　10時～11時（受付９時30分～）
　２回目
　11月21日(木)　14時～15時（受付13時30分～）
■場所
　１回目　北郷福祉センター２階会議室
　２回目　飫肥郷土芸能館
■申込期限　11月15日(金)
○申込・問い合わせ　日南市北地区地域包括支援セ
ンター　☎(25)0408

【テーマ２】　自分らしく生きるために～終の住み家
について、人生のしまい方～
■日時　11月14日(木)　14時～15時30分
　（受付13時40分～）
■場所　生涯学習センターまなびピア２階第１会議
室

■申込期限　11月12日(火)
○申込・問い合わせ　日南市東地区地域包括支援セ
ンター　☎(23)6099

目指せ日本農業遺産！！かつお一本釣
り講座参加者

　日南市では、本市が20年以上連続日本一を誇る「か
つお一本釣り漁業」の日本農業遺産認定を目指して
います。「かつお一本釣り」の素晴らしさや飫肥林業
との関係などを楽しく学び、大好きなかつおを応援
しませんか。
■日時　11月９日(土)　14時～15時30分
■場所　めいつ漁民センター（港の駅めいつ横）
■参加料　無料
■定員　20人
■申込期限　11月８日(金)
■その他　日南市では、「かつお一本釣りサポー
ター」を募集しています。サポーターには、かつ
おに関連したイベント情報、資料などを提供しま
す。この機会に、ぜひ、ご登録ください。

○申込・問い合わせ　日南市かつお一本釣り漁業遺
産認定推進協議会事務局（本庁水産林政課水産係
内）
　☎(31)1135　FAX(24)0080

説明会 介　護

募　集

地区
東郷地区
油津地区
吾田地区
鵜戸地区
細田地区
酒谷地区
北郷地区
南郷地区
飫肥地区

期　日
11月18日(月)
11月19日(火)
11月20日(水)
11月21日(木)
11月22日(金)
11月25日(月)
11月27日(水)
11月28日(木)
11月29日(金)

場　　　所
東郷公民館体育館
まなびピア視聴覚室
文化センター２階第１多目的ホール
鵜戸地区集会所
都市農村交流センター和室
酒谷生活改善センター
北郷ふれあい交流センター
ハートフルセンター生涯学習館大研修室
飫肥公民館視聴覚室

交通規制 ｢第11回つわぶきハーフマラソン＆車いすマラソン大会in日南｣

○問い合わせ　観光スポーツ課　☎(31)1175

10

■実施日　11月17日(日)
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07　お知らせ 06　お知らせ

市有林穂木生産事業者

　市内に住所を有する林業事業
所や林業者の方が、杉の穂木を
採取する際、市と契約し市有林
内で穂木生産を実施してもらう
事業です。詳細についてはお問
い合わせください。
○問い合わせ　本庁水産林政課
林政係　☎(31)1135

「わけもんの主張」南
那珂予選会出場者

　若者が選挙や政治に対し、日
頃、考えていることや感じてい
ること、求めていることなどを
発表する大会です。有権者また
は有権者になる者として、発表
してみませんか。
■日時　令和２年１月10日(金)
　９時30分～
■場所　串間市総合保健福祉セ
ンター２階研修室
■出場資格　日南市に住所があ
る、平成２年４月２日から平
成16年４月１日までに生まれ
た者

■発表内容　政治や選挙につい
て考えていること、感じてい
ること、求めていること。演題
は自由です。
■募集人員　５人以内
※応募者多数の場合は、原稿審
査をします。

■発表時間　５分以内
※５分を超えると、減点の対象
となります。
■申込方法　原稿に自己紹介文
（住所、氏名、学校名（職業）、
生年月日、年齢、自己ＰＲなど）
を添えて、メールで提出して
ください。
■申込期限　11月29日(金）
■その他　上位２人は、令和２
年２月15日(土)に宮崎公立大
学（予定）で開催する本選に、
出場していただきます。

○申込・問い合わせ
　日南市選挙管理委員会事務局
　☎(31)1146
　メール：
　senkan@city.nichinan.lg.jp

国民文化祭、全国障害
者芸術・文化祭日南市
イベント(舞台発表の
部)出演団体

　令和２年度に開催される第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
みやざき大会の日南市における
イベントの一つとして、「日南た
いげん！舞台公演【舞台発表の
部】」を開催します。出演希望の
団体及び個人は、10月21日（月）
の募集説明会において説明した
内容を確認の上、申し込みくだ
さい。たくさんのご応募、お待ち
しております。
■申込期限　12月13日(金)　
　17時15分まで（平日のみ受
付）

■申込方法　生涯学習課（旧消
防庁舎）、日南市文化セン
ター、北郷農村環境改善セン
ター、南郷ハートフルセン
ター、市内各公立公民館、市
内各支所に「日南たいげん！舞
台公演【舞台発表の部】申込
用紙」を設置しますので、必
要事項をご記入の上、生涯学
習課へご提出ください。
○問い合わせ　　生涯学習課
　☎(31)1145

第７回サウスデイズ小村
記念館コンサート

　28年前に、吾田中学校の保護
者と生徒、学級担任でできた、
昔懐かしい洋楽や最近流行のＪ
ポップなどを演奏するバンドで
す。新たに30歳代のメンバーを
加え、パワフルになりました。ぜ

募　集

イベント

ひ地元の生バンドの響きをお聴
きください。
■日時　11月16日(土)
　(開場)15時30分 (開演)16時～
■場所　小村記念館
■演奏者　サウスデイズ（ボー
カル、ギター、アルトサックス、
キーボード、ベース、ドラムス）

■演目　オールディーズ、ポピュ
ラー音楽、ジャズ、Ｊポップス
など

■入場料　500円
※事前にチケットが必要な方
は、ご連絡ください。
○問い合わせ　サウスデイズ事
務局（代表：菊地）
　☎090(2960)8930

第７回文化財ウオーク
「飫肥の町中ウオーク～飫肥
城と島津義弘～」

　薩摩島津家の中で、最も有名
な武将が島津義弘です。義弘は
若い頃の２年間、飫肥城に居住
していたと言われています。飫
肥城に義弘がどのように関わっ
たのか、史料をもとに探ってい
きます。
■日時　11月16日(土)
　10時～12時
※荒天の場合は11月23日(土)に
順延

■集合場所　飫肥城歴史資料館
前

■講師　日南市生涯学習課　文
化財専門担当官　長友禎治氏

■参加料　400円
※保険料、入館料、資料代として
■定員　20人(先着順)
■申込方法　氏名（フリガナ）、
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　11月14日(木)
■服装・持っていく物　歩きや
すい靴、筆記用具、飲み水、帽
子や日傘、雨天時は雨具
○申込・問い合わせ
　（一財）飫肥城下町保存会
　☎・FAX(67)6029

なんごうハートフルまつり

　ふるさとの豊かさに触れ、ハー
トフルなひとときを過ごしませ
んか。
■日時　11月10日(日)
　９時30分～14時30分
■場所　南郷ハートフルセンター
■内容
【屋外ステージ】　９時30分～
 ・マグロの解体ショー
 ・大道芸ショー
 ・踊りや演奏、抽選会など
※雨天時は、プログラムを変更
して、文化会館大ホールで実
施します。

【産業まつり】
　(場所：農林・水産エリア)
　（販売）伊勢えびみそ汁、カツ
オカレーなど
　（配布）苗木、堆肥
　（体験）イワシ網焼、搾乳
　（ふるまい）マグロ刺身、牛乳
※数に限りがあります。
※雨天時は、イベント内容が変
更になります。

【健康福祉まつり】
　（場所：生涯学習館）
 ・介護相談コーナー
 ・作品展示コーナー
 ・糖尿病等健康相談
 ・食生活改善推進員コーナー
 ・赤ちゃんはいはい競争
※屋外に、福祉団体のコーナー
があります。
○問い合わせ　なんごうハート
フルまつり実行委員会事務局
　(南郷町地域振興センター内)
　☎(64)1723

ツール・ド・南みやざき
２０１９

　全国から約300名のサイクリ
ストが日南～串間間を駆け抜け
ます。皆さんの大きな声援と拍
手をお願いします。
■日時　11月９日(土)：Cコース
スタート９時～ゴール11時30
分(予定)
　11月10日(日)：A・Bコース　
スタート８時30分～ゴール14
時30分(予定)

■ルート　Aコース：串間市総合
運動公園⇒大窪⇒細田中学校
⇒津屋野神社⇒南郷中学校⇒
道の駅なんごう⇒都井岬⇒串
間市総合運動公園
　Bコース：串間市総合運動公園
⇒市木⇒都井岬⇒串間市総合
運動公園
　Cコース：目井津港⇒道の駅な
んごう⇒夫婦浦港⇒南郷ハー
トフルセンター⇒津屋野神社
⇒中村神社⇒大堂津駅⇒目井
津港

■その他　交差点、路地からの
出口など、十分ご注意下さい。
○問い合わせ　ツール・ド・南み
やざき実行委員会（嶋戸）
　☎090(9598)8214

第36回
日南市北郷産業まつり

　ステージイベントや販売コー
ナーなど、盛りだくさんのまつ
りです。ぜひ、お越しください。
■日時　11月23日(土・祝)
　　　　９時～16時
　　　　11月24日(日)
　　　　９時～16時
■場所　北郷大藤河川公園
■イベント内容
 ・ステージイベント（ダンスなど）
 ・販売コーナー（新鮮な野菜･果
物・林産物・加工品・木工手芸
など）
 ・お食事コーナー（各店自慢の
メニューで、ごちそうがいっ
ぱい）

※駐車場は、第１駐車場（大藤河
川公園）と第２駐車場（旧北郷
町総合支所）があります。

※第２駐車場からシャトルバス
が運行します。

イベント ○問い合わせ　日南市北郷産業
まつり実行委員会事務局（北
郷町地域振興センター内）
　☎(55)2113

令和元年度文化庁委託
事業
人形劇「ひょっこりひょ
うたん島」

　人形劇でおなじみの「ひょっ
こりひょうたん島」が日南にやっ
てきます。人形劇の後は目井津
竹踊りや、目井津獅子舞、日南太
鼓衆「爽空」による演奏を披露し
ます。チケット絶賛発売中！
■日時　11月24日(日)
　開場13時30分　開演14時
■場所　南郷ハートフルセン
ター　小ホール
■チケット販売　【前売・当日】
500円（全席自由、未就学児無
料）　南郷ハートフルセン
ター、日南市文化センター、北
郷農村環境改善センター
○問い合わせ　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。
11月は脳トレクイズです。
■日時
　11月13日(水)　10時～11時
■場所　北郷図書館
■対象者　大人
■参加料　無料
○問い合わせ　北郷図書館
　☎(55)2469

日南こども食堂

■日時　11月９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)
■参加料　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

第２駐車場
旧北郷町総合支所

至
宮
崎

至
日
南
市
街

県
道
日
南
高
岡
線

第１駐車場
大藤即売所

まつり会場
大藤河川公園
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市有林穂木生産事業者

　市内に住所を有する林業事業
所や林業者の方が、杉の穂木を
採取する際、市と契約し市有林
内で穂木生産を実施してもらう
事業です。詳細についてはお問
い合わせください。
○問い合わせ　本庁水産林政課
林政係　☎(31)1135

「わけもんの主張」南
那珂予選会出場者

　若者が選挙や政治に対し、日
頃、考えていることや感じてい
ること、求めていることなどを
発表する大会です。有権者また
は有権者になる者として、発表
してみませんか。
■日時　令和２年１月10日(金)
　９時30分～
■場所　串間市総合保健福祉セ
ンター２階研修室
■出場資格　日南市に住所があ
る、平成２年４月２日から平
成16年４月１日までに生まれ
た者

■発表内容　政治や選挙につい
て考えていること、感じてい
ること、求めていること。演題
は自由です。
■募集人員　５人以内
※応募者多数の場合は、原稿審
査をします。

■発表時間　５分以内
※５分を超えると、減点の対象
となります。
■申込方法　原稿に自己紹介文
（住所、氏名、学校名（職業）、
生年月日、年齢、自己ＰＲなど）
を添えて、メールで提出して
ください。
■申込期限　11月29日(金）
■その他　上位２人は、令和２
年２月15日(土)に宮崎公立大
学（予定）で開催する本選に、
出場していただきます。

○申込・問い合わせ
　日南市選挙管理委員会事務局
　☎(31)1146
　メール：
　senkan@city.nichinan.lg.jp

国民文化祭、全国障害
者芸術・文化祭日南市
イベント(舞台発表の
部)出演団体

　令和２年度に開催される第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
みやざき大会の日南市における
イベントの一つとして、「日南た
いげん！舞台公演【舞台発表の
部】」を開催します。出演希望の
団体及び個人は、10月21日（月）
の募集説明会において説明した
内容を確認の上、申し込みくだ
さい。たくさんのご応募、お待ち
しております。
■申込期限　12月13日(金)　
　17時15分まで（平日のみ受
付）

■申込方法　生涯学習課（旧消
防庁舎）、日南市文化セン
ター、北郷農村環境改善セン
ター、南郷ハートフルセン
ター、市内各公立公民館、市
内各支所に「日南たいげん！舞
台公演【舞台発表の部】申込
用紙」を設置しますので、必
要事項をご記入の上、生涯学
習課へご提出ください。
○問い合わせ　　生涯学習課
　☎(31)1145

第７回サウスデイズ小村
記念館コンサート

　28年前に、吾田中学校の保護
者と生徒、学級担任でできた、
昔懐かしい洋楽や最近流行のＪ
ポップなどを演奏するバンドで
す。新たに30歳代のメンバーを
加え、パワフルになりました。ぜ

募　集

イベント

ひ地元の生バンドの響きをお聴
きください。
■日時　11月16日(土)
　(開場)15時30分 (開演)16時～
■場所　小村記念館
■演奏者　サウスデイズ（ボー
カル、ギター、アルトサックス、
キーボード、ベース、ドラムス）

■演目　オールディーズ、ポピュ
ラー音楽、ジャズ、Ｊポップス
など

■入場料　500円
※事前にチケットが必要な方
は、ご連絡ください。
○問い合わせ　サウスデイズ事
務局（代表：菊地）
　☎090(2960)8930

第７回文化財ウオーク
「飫肥の町中ウオーク～飫肥
城と島津義弘～」

　薩摩島津家の中で、最も有名
な武将が島津義弘です。義弘は
若い頃の２年間、飫肥城に居住
していたと言われています。飫
肥城に義弘がどのように関わっ
たのか、史料をもとに探ってい
きます。
■日時　11月16日(土)
　10時～12時
※荒天の場合は11月23日(土)に
順延

■集合場所　飫肥城歴史資料館
前

■講師　日南市生涯学習課　文
化財専門担当官　長友禎治氏

■参加料　400円
※保険料、入館料、資料代として
■定員　20人(先着順)
■申込方法　氏名（フリガナ）、
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　11月14日(木)
■服装・持っていく物　歩きや
すい靴、筆記用具、飲み水、帽
子や日傘、雨天時は雨具
○申込・問い合わせ
　（一財）飫肥城下町保存会
　☎・FAX(67)6029

なんごうハートフルまつり

　ふるさとの豊かさに触れ、ハー
トフルなひとときを過ごしませ
んか。
■日時　11月10日(日)
　９時30分～14時30分
■場所　南郷ハートフルセンター
■内容
【屋外ステージ】　９時30分～
 ・マグロの解体ショー
 ・大道芸ショー
 ・踊りや演奏、抽選会など
※雨天時は、プログラムを変更
して、文化会館大ホールで実
施します。

【産業まつり】
　(場所：農林・水産エリア)
　（販売）伊勢えびみそ汁、カツ
オカレーなど
　（配布）苗木、堆肥
　（体験）イワシ網焼、搾乳
　（ふるまい）マグロ刺身、牛乳
※数に限りがあります。
※雨天時は、イベント内容が変
更になります。

【健康福祉まつり】
　（場所：生涯学習館）
 ・介護相談コーナー
 ・作品展示コーナー
 ・糖尿病等健康相談
 ・食生活改善推進員コーナー
 ・赤ちゃんはいはい競争
※屋外に、福祉団体のコーナー
があります。
○問い合わせ　なんごうハート
フルまつり実行委員会事務局
　(南郷町地域振興センター内)
　☎(64)1723

ツール・ド・南みやざき
２０１９

　全国から約300名のサイクリ
ストが日南～串間間を駆け抜け
ます。皆さんの大きな声援と拍
手をお願いします。
■日時　11月９日(土)：Cコース
スタート９時～ゴール11時30
分(予定)
　11月10日(日)：A・Bコース　
スタート８時30分～ゴール14
時30分(予定)

■ルート　Aコース：串間市総合
運動公園⇒大窪⇒細田中学校
⇒津屋野神社⇒南郷中学校⇒
道の駅なんごう⇒都井岬⇒串
間市総合運動公園
　Bコース：串間市総合運動公園
⇒市木⇒都井岬⇒串間市総合
運動公園
　Cコース：目井津港⇒道の駅な
んごう⇒夫婦浦港⇒南郷ハー
トフルセンター⇒津屋野神社
⇒中村神社⇒大堂津駅⇒目井
津港

■その他　交差点、路地からの
出口など、十分ご注意下さい。
○問い合わせ　ツール・ド・南み
やざき実行委員会（嶋戸）
　☎090(9598)8214

第36回
日南市北郷産業まつり

　ステージイベントや販売コー
ナーなど、盛りだくさんのまつ
りです。ぜひ、お越しください。
■日時　11月23日(土・祝)
　　　　９時～16時
　　　　11月24日(日)
　　　　９時～16時
■場所　北郷大藤河川公園
■イベント内容
 ・ステージイベント（ダンスなど）
 ・販売コーナー（新鮮な野菜･果
物・林産物・加工品・木工手芸
など）
 ・お食事コーナー（各店自慢の
メニューで、ごちそうがいっ
ぱい）

※駐車場は、第１駐車場（大藤河
川公園）と第２駐車場（旧北郷
町総合支所）があります。

※第２駐車場からシャトルバス
が運行します。

イベント ○問い合わせ　日南市北郷産業
まつり実行委員会事務局（北
郷町地域振興センター内）
　☎(55)2113

令和元年度文化庁委託
事業
人形劇「ひょっこりひょ
うたん島」

　人形劇でおなじみの「ひょっ
こりひょうたん島」が日南にやっ
てきます。人形劇の後は目井津
竹踊りや、目井津獅子舞、日南太
鼓衆「爽空」による演奏を披露し
ます。チケット絶賛発売中！
■日時　11月24日(日)
　開場13時30分　開演14時
■場所　南郷ハートフルセン
ター　小ホール
■チケット販売　【前売・当日】
500円（全席自由、未就学児無
料）　南郷ハートフルセン
ター、日南市文化センター、北
郷農村環境改善センター
○問い合わせ　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。
11月は脳トレクイズです。
■日時
　11月13日(水)　10時～11時
■場所　北郷図書館
■対象者　大人
■参加料　無料
○問い合わせ　北郷図書館
　☎(55)2469

日南こども食堂

■日時　11月９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)
■参加料　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

第２駐車場
旧北郷町総合支所

至
宮
崎

至
日
南
市
街

県
道
日
南
高
岡
線

第１駐車場
大藤即売所

まつり会場
大藤河川公園
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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　11月19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、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
　☎(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　11月28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


