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今月の表紙

９月21日火曜、天気晴れ。酒谷地
区の坂元棚田では、真っ赤なヒガン
バナが見頃を迎えており、黄金色に
輝く稲穂とともに秋の訪れを告げて
いました。

だんだんと色づく棚田に秋を感じて

GIGAスクール 子どもたちの新しい学び始まる

ギ

しながら授業を進められる

一人の反応や理解度を把握

ることで、教師は生徒一人

分の考え方を深めたりする

考え方に触れることで、自

意見を共有し、さまざまな

型の充実した学習が可能と
なります。

た。今後は、筆記用具やノー

ブレット端末を配備しまし

時に別々の内容を学習する

個別学習では、生徒が同

協働学習では、タブレッ

いきます。

ましく生き抜く力を育てて

れからの情報化社会をたく

しながら、子どもたちがこ

展するデジタル技術と連動

題もありますが、急速に発

情報モラル教育などの課

子どもたちの
未来のために

ことが可能となります。

※タブレットは児童生徒の所有物ではなく学校の備品となります。
※タブレットは授業を中心に活用しています。

ので、生徒と教師の双方向

仕 事 で も 家 庭 で も、 今 や あ ら ゆ る
場面で ＩＣＴ（情報通信技術）は欠か
せ な い も の で す。 子 ど も た ち に と っ
て、 パ ソ コ ン 端 末 は 鉛 筆 や ノ ー ト と
並ぶ必須アイテムとなっています。

クール構想を受け、市内小

ＧＩＧＡスクール構想と

ト と 並 ぶ「新 し い 文 房 具」 ことができます。学習状況

ガ

は、児 童 生 徒一人一台 タブ

や履歴はタブレット端末に

個別学習

レット端末と、
高速通信ネッ

の一つとして授業の中で活

記録されるため、生徒一人

中学校に全児童生徒分のタ

トワークを整備し、多様な

用 し、
「新たな学び」を展開

ＧＩＧＡスクール構想

子どもたちを誰一人取り残

一人のレベルに応じた個別
学習が可能となります。

一斉学習では、一人一台

ト端末を通じて生徒同士が

協働学習

のタブレット端末を活用す

一斉学習

学びがどう変わる？

していきます。

今年度よりスタート

実現を目指す国の構想です。

び育てる、教育ＩＣＴ環境

すことなく個性に合わせ学

●問い合わせ 学校教育課 ☎
（31）
1144

日南市では、Ｇ Ｉ Ｇ Ａ ス
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タブレット上での
資料や問題配布と
解答提出
友達との
考えの共有
自分の考えの
説明
インターネット
での調べ学習
プレゼンテーション
の作成
録音や撮影（写真・動画）
での学びの確認
先生たちも学びの変化に合
わせ、どんな場面で効果的に
使えるのか、指導方法の研究
に日々取り組んでいます。

日南市内小中学校で１人１台タブレットを
使った授業が始まっています。
先生たちも勉強中

生徒一人一人の
反応や理解度
を把握

子どもたちの
新しい学び始まる

スクール

協働
学習
個別
学習
一斉
学習

GIGAスクール

学びがどう
変わるの？
GIGA

■タブレットの活用で実現できる児童生徒の学び（例）

「ICT」

…Information and Communication
Technology（情報通信技術）
の略。

GIGAスクール 子どもたちの新しい学び始まる

北郷小中学校 学びの様子
学ぶ楽しさ
を大切に
しています

生徒会の取組発表
１

生徒会選挙

１
教科書とタブレット端末を併用しなが
ら授業を進めていきます。

大型モニターに映し出された資料は、
タブレット端末でも見ることができます。

記入した答案用紙を撮影して先生に送
信します。

画面への書き込みや好きな色をつける
ことで、生徒の興味と関心を高めます。

コロナ対策のため、リモートによ
る立候補者演説会。

２

生徒は、興味のある項目を選択。

３

北郷小中学校へ行ってきました

スクール

児童生徒が「わかった」
「できた」
「おもしろい」と
思えるような授業づくりを進めています！

２

子どもたちが
未来をたくましく
生き抜く力を育てます

生徒会がプレゼンテーションを作成。
生徒は、校内放送と合わせ教室にいなが
ら取組発表に参加。

GIGA

生徒会活動
にも活用
しています

投票したい人を選択、送信。即時
集計も可能。
Interview

子どもたちの声
選択した項目の資料や動画を閲覧。

４

発表に対する意見を送信後は、生徒同
士の意見の共有が可能。
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Interview

７年生

先生の声

北郷小中学校

森永 浩二

教諭

１人１台のタブレット端末配備によ
り、小テストなどを簡単にシャッフルして出題すること
が可能になりました。それを繰り返し解くことで、丸暗
記ではなく内容の理解へとつながっています。
また、紙への印刷が不要となり手間も省け、資源の節
約にも役立っています。教師が作成した問題は生徒のタ
ブレット内に保存されています。それにより、自習時間
などは生徒自身が興味のある問題を選んで取り組むこと
ができるため、学習への自主性や積極性が見られるよう
になりました。

りく と

村﨑 陸永さん
先生がインターネットなどで調べた資料や
写真を、大型モニターと自分のタブレットで
見ることができるので、とてもわかりやすい
です。教科書以外の知識も得ることができる
ので、授業が楽しく意欲も湧いてきます。タ
ブレットを使うようになって、自分から積極
的に学習に取り組めるようにもなりました。
紙に直接触れるプリントの配布などの回数
も減り、コロナ禍でも安心です。

Interview

子どもたちの声
８年生

みつ き

鈴木 光葵さん
タブレットに送られてくる先生が作った小
テストや資料は、とても見やすくわかりやす
いです。今までとの大きな違いは、調べる時
間です。教科書は１冊１冊、１枚ずつめくら
なくてはならないので時間がかかりますが、
タブレットだと、関連する資料をつなげて保
存ができるため、一目でわかりやすく、時間
短縮になって、学習もしやすいです。また自
分でインターネットを使って調べたりするこ
ともあります。
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まなびピア図書館

北郷図書館

南郷図書館

各館の新刊・
リクエストコーナー
新刊コーナーをのぞいてみま
せんか。新刊やリクエスト本が
入荷したら、市内４館それぞれ
工夫して、特色ある展示をして
います。
図書館に行ったら、まずは新
刊コーナーで、普段は読まない
分野の本を手に取ってみては。
新しい発見があるかもしれませ
んよ。

図書館には
どんな本がある
のかのぉ〜？

読みたい本はリクエスト

リクエスト申込書（大人用）

（こども用）

全国では毎年、７万点を超え
る本が刊行されます。日南の図
書館にまだ登録されていない、
読みたい本は、図書館員にぜひ、
リクエストしてください。

読書の秋

蔵書検索・予約システム

●問い合わせ
市立図書館 飫肥
☎︎
（25）
0158
フェイスブック インスタグラム

ワクワクがたくさん

１年間に入荷する本のな

かで、児童書は約１６００

たりする本は、手に取るだ

新着本は年間
約４０００冊

市内の図書館４館には年

けで世界が広がります。ま

冊。知識を増やしたり調べ

間約４０００冊の本が入荷

た、
読み物や紙芝居など、
子

どもたちに少しでも多くの

本に出会ってもらえるよう、

多数取りそろえています。

宝物になるような一冊を

見つけに、図書館に来てみ

ませんか。

します。

新刊も毎月３００冊ほど

入荷しています。

図書館司書が
本を選んでいます

毎週１０００冊以上の新

刊が記載されているカタロ

グから、各図書館の司書が、

どの本を購入するか決めま

す。

小説だけでなく、資料と

して役立つ本、さまざまな

ジ ャ ン ル の 話 題 の 本 な ど、
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本の表紙や題名をクリック
すると、あらすじなどの情報
を見ることができます。

蔵書のバランス・地域の特

「こどもの本」
をクリックし、
「えほん」選択、
「出版年 降順」
と並び替えると･･
絵本の新刊が表示されます

そのままログインして予約
したり、電話でも予約ができ
ます。お気に入りの著者やシ
リーズがありましたら、その
キーワードから検索もできま
す。ご不明な時は、図書館ま
でご連絡ください。

色などを考慮しながら選ん
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「新着資料一覧」を
クリック

でいきます。

1
2
3

図書館ホームページの
「蔵書情報」
をクリック

は
のこと
図書館
に
私たち ください♪
ね
おたず

使い方の例

皆さんからのリクエスト

こちらから

による本もたくさん入荷し

図書館
に行けなく
ても

ていますよ。

図書館ホームページで
子どもの本（絵本）
の
新刊をさがそう

行ってみようよ図書館に

読書週間

10月27日〜11月９日

図書館ホームページの「蔵書情報」から新
刊や、たくさんの方に読まれている本、予
約の状況などを簡単に知ることができます。
図書館に行けなくても本のあらすじや作家
の情報なども見ることができます。操作は
図書館
簡単です。さっそく試してみてください。
ホームページ

秋の夜長に読書はいかがですか。
図書館では、たくさんの本が皆さ
んとの出会いを待っています。

本館（飫肥図書館）

本、
読んで
ま
す
か？

し
イチ押
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■日南市の話題をこちらでもご覧いただけます
日南市公式フェイスブック
日々の出来事や行事のお知らせ、
市長・副市長
の動きなどを紹介しています。
https://www.facebook.com/nichinancity/

９月14日

日南高校

日南の課題解決に高校生が挑む
日南高校未来戦略課

９月４日

日南学園

友好と平和の願いを
ベルの音に込めて

８月29日

日南市星倉（横手公民館横）

きれいなコスモスが咲きますように
子どもたちが種まき体験

８月26日

日南市役所

オール日南で「新型コロナウイルス
感染拡大防止」
に取り組みましょう

日南地区の地域的課題について、高校生の視点から

日露戦争の講和条約としてポーツマス条約が調印さ

南平地区と仮屋講地区の田んぼで、地区の子どもた

調査・研究を行い、その成果を発表する「日南高等学校

れたことを祝う記念行事「ベル・リンギング」が、日南

ちや住民ら約30人が、コスモスの種まきを行いまし

髙橋市長が市広報車にて、感染拡大防止を呼びかける

未来戦略課 研究発表会」が開催されました。日南市長

学園で開催されました。姉妹都市であるポーツマス市

た。平成21年から南平、仮屋講地区コスモス育成協

広報活動を実施。市内での新規感染者発生が確認され

や宮崎大学の講師などを審査員に迎え、校内選考会で

との友好親善が一層深まることを願って、約130人の

議会が行うこの取り組みに、子どもたちが参加するの

る中、防災行政無線や市ホームページでの啓発に加え

選ばれた６グループが研究成果の発表を行いました。

生徒が、ハンドベルの鐘の音を響かせました。

は、今回が2回目。11月ごろには花が見頃を迎えます。

市長自らのメッセージで市民へ呼びかけを行いました。

ご紹介

９月13日

新型コロナウイルスワクチンについて

日南市役所で動画を作りました

日南市内

感染拡大ストップ！
市民向け啓発活動を実施

市役所の職員が手作りでワクチン接種を呼びか

９月に入り、日南市内での新型コロナウイルス感染

ける動画を作成しました。
新型コロナウイルスワク

９月２日

富土漁港

伊勢えび漁解禁
富土漁港で初水揚げ

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、

８月28日

南郷町潟上

県内生産量日本一
「極わせミカン」収穫始まる

伊勢えび漁が９月１日から解禁となり、市内の各漁

本市を代表する秋の味覚「極わせミカン」
の収穫が始

者数が増加。
感染拡大防止の強化を図るため、
市長や議

港でも漁が始まりました。この日、富土漁港で初水揚げ

まりました。南郷町にある関屋満泰さんの５㌶の農園

チン接種を受けるのか、受けないのか一つの参考

長、
経済団体等
（日南商工会議所、
北郷町商工会、
南郷町

された伊勢えびの総量は95.4㌔。去年の初日より量は

では、
「日南一号」という品種のミカンを家族や親戚な

にしていただけると幸いです。
ぜひご覧ください。

商工会等）
が一丸となり、
市内３カ所で感染防止を呼び

少なかったものの、初水揚げに港は朝から活気に包ま

ど５人で１個ずつ丁寧に収穫していました。
JAはまゆ

かける手持ちボードで市民に協力のお願いをしました。

れていました。漁は、来年４月15日まで続きます。

う管内では、
今季は1,400㌧の出荷を見込んでいます。

にちなん大好き ＰＶチャンネル
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Photo scrapin日南

日南市公式インスタグラム

日南市内で撮影した皆さんの素敵な写真を紹
介します。フォローして、とっておきの１枚に
#suki_nichinanをつけて投稿してください。
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診療・検査可能な
医療機関の案内

案内された医療機関へ電話相談

地域で身近な医療機関で診療・検査※
（検査は医師の判断により実施）

案内された医療機関で診療・検査※

※
「診療・検査医療機関」は、検査（検体採取）を
地域外来・検査センターなどに依頼するこ
ともあります。

新型コロナウイルス感染症
（検査結果が後日になることも
あります）

陰性

医療機関から指示
があれば従ってくだ
さい。

（検査は医師の判断により実施）

陽性

医療機関が「陽性」をお伝えしま
す。その後、保健所からも連絡が
ありますので、自宅などで待機して、
保健所職員の指示に従ってください。

宿泊施設
などで療養

入院治療

市民の皆さまへ 平日の昼間に相談・受診していただきますようお願いします。
⃝問い合わせ 健康増進課 ☎(31)1129

新型コロナウイルス感染症～こんな時には相談を～

受診や相談する医療機関に迷う場合は、新型コロナウイルス感染症受診・相談センターにご相談
ください。また、新型コロナウイルス感染症の健康相談にも対応します。
コ ロ ナ ゼロ
新型コロナウイルス感染症受診・相談センター（24時間対応） ☎0985
（78）5670
※聴覚に障がいのある方や、音声による相談に不安のある方
FAX 0985（44）2616（FAX相談票は県ホームページから入手可）

今後、新型コロナウイルス感染症の第６波での感染拡大も予想されますので、
コロナワクチン接種を希望される方は、早めの接種
（可能な限り11月中）
をお願いします。
なお、新型コロナワクチンとその他のワクチン
（インフルエンザワクチンなど）
は、
互いに、片方のワクチンを受けてから２週間後に接種が可能です。

■接種券の再交付や接種方法などの問い合わせ

日南市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター
受付時間 ９時～ 18時30分（土日・祝日も実施）

■ワクチンに関する副反応などの問い合わせ

2021.10.15. vol.151

お世話は、なるべく1人でしましょう
・できるだけ限られた方でお世話してください。
・心臓、肺、腎臓に持病のある方、糖尿病の方、免疫の低下した方、妊婦の方
などがお世話をするのは、なるべく避けてください。

こまめに手を洗いましょう
石けんで手を洗い、アルコール消毒
をしましょう。

知 ろうワクチン

FAX 0985
（26）1000

できるだけ全員が
マスクをつけましょう

換気をしましょう
定期的に換気してください。共有スペースや他の部屋も
窓を開け放しにするなど換気しましょう。

手で触れる共有部分を消毒しましょう
・共 用部分（ドアの取っ手、ノブ、ベッド柵など）は、薄
めた市販の家庭用塩素系漂白剤で拭いた後、水拭きしま
しょう。
・トイレや洗面所は、通常の家庭用洗剤ですすぎ、家庭用
消毒剤でこまめに消毒しましょう。タオル、衣類、食器、
箸・スプーンなどは、通常の洗濯や洗浄でかまいません。
・特にタオルは、トイレ、洗面所、キッチンなどでは共用
しないように注意しましょう。

汚れたリネン、衣服を洗濯しましょう
体液で汚れた衣服、
リネンを取り扱う際は、
手袋とマスクを
つけ、
一般的な家庭用洗剤で洗濯し完全に乾かしてください。

ゴミは密閉して捨てましょう
鼻をかんだティッシュはすぐにビニール袋に入れ、室外
に出すときは密閉して捨ててください。その後は、石けん
で手を洗いましょう。

☎0120
（552）272（フリーダイヤル）

宮崎県コロナワクチン副反応相談センター ☎0985
（26）4609
Eメール：fukuhannocall-miyazaki@pref.miyazaki.lg.jp
受付時間  24時間（土日・祝日も実施）
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・個室にしましょう。食事や寝るときも別室としてください。
・子どもがいる方、部屋数が少ない場合など、部屋を分けられない場合には、
少なくとも２ｍ以上の距離を保ったり、仕切りやカーテンなどを設置するこ
とをお勧めします。

STOP！
コロナ差別

ご家族に新型コロナウイルス
感染が疑われる場合

NO

部屋を可能な限り分けましょう

家庭内でご注意いただきたいこと

YES

相談先で、
診療・検査が可能である。

正しい情報に基づく冷静な行動を

地域で身近な医療機関
（かかりつけ医など）
へ電話相談

発熱などの症状のある方の
相談・受診について

受診の際はまずは身近な
医療機関に電話！

発熱などの症状があるとき

もしも
体調が悪く
なったら

令和３年10月５日現在
（参考 厚生労働省・宮崎県）

新型コロナウイルスに
感染された方への
思いやりを！
■ 差別、偏見、いじめを許さない
■ 正しい情報に基づく冷静な行動を

10

y
brar
News from the li
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図書館だより
オシ

今月のイチ

さい

にん

む

ぼくは13歳、任務は
自爆テロ 永井 陽右 著
じ

ばく

なが い

よう すけ

現在も世界各地で紛争が
起き、たくさんの命が失わ
れています。どうすれば解
決するのか、私たちにでき
ることは何か。難しい問題
ですが、まずは「知る」こ
とから始めませんか？

新 着 お す す め 本
や さい

一般書

はな しゃ しん かん

野菜の花写真館
うえ まつ くに お

植松 國雄 著

南 杏子 著

日々過酷なシフトをこなす
看護師の堤素野子。PCに気に
なるツイッターアカウントを
見つけのぞいてみると…。

児童書

ひ

桜島の赤い火
みや たけ たけ ひと

宮武 健仁 文・写真

ときどき日南市にも桜島の
火山灰が降ってきますね。桜
島の本当の姿とは？迫力ある
桜島を見てみましょう。

3分間サバイバル
ぜったいぜつめい

き けんせいぶつ

せ かい

絶体絶命！危険生物の世界
あ おう

粟生 こずえ 作

意外と身近にいるかもしれ
ない危険な生物、もし出会って
しまったら？謎解き感覚で楽し
める１冊です。
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ストローを使って鉄
棒オリンピック金メダ
ルを目指すサルを作り
ます
場所：
まなびピア
図書館 中庭

リサイクル本市

場所：１Ｆ 体育館
時間：９時～ 15時
本を、自由にお持ち
帰りいただける大人気
の企画。最初の１時間
は１人10冊まで。無く
なり次第終了。
※当 日は袋をご持参く
ださい。

スタンプラリー
本を借りる・工作に参
加するなどのミッショ
ンをクリアしよう！す
てきな参加賞がもらえ
るよ。
場 所：まなび ピ ア図 書
館カウンター

こども
１日図書館員

市内ボランティア
グループによる
読み語り
場所：まなびピア図書
館内

「旅する読書」
100冊達成 ※五十音順
に掲載

おめでとうございます! ８月・９月に達成されました★

いし だ

ち

か

い の う え こころ

ひ

わ

くまもと

石田 千華さん 井上 心さん
き

ど

し おん

いのうえ ゆめ

井上 夢さん
こうさか あや ね

えびはら

か おり

蛯原 歌織さん
こ だま あさ ひ

城戸 妃羽さん 熊本 士恩さん 髙坂 絢音さん 児玉 朝陽さん
さかもと あん り

さかもと かん な

さわ い

はますな

み

う

ひら の

みや た

に

な

りゅう じ ん

し みず かい と

坂元 杏吏さん 坂元 環南さん 澤井 龍臣さん 清水 海音さん
し みず

り

の
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みずなが あさ と

れ

な

まつうら えみ る

ゆ あさ ひさ き

よしもと はる と

水永 旭十さん 宮田 虹雫さん 湯淺 悠稀さん 吉元 春翔さん
市立図書館 飫肥 ☎
（25）
0158 北郷図書館 ☎
（55）
2469
まなびピア図書館 ☎
（22）
5666 南郷図書館 ☎
（64）
0924
開館時間
休館日

ぶらり旅

昔年の面影を残す場所

～山仮屋関所跡をぶらり～
「飫肥街道」その昔、飫肥藩の主
要街道として、参勤交代や庶民の物
資の流通に使われていた道。山間部
の道はほぼ当時のままの状態で残っ
ている貴重な街道です。
今回は、その飫肥街道の中間地点
に位置する山仮屋関所跡を目指して
ぶらり旅してきました。
ぶらり旅とはいうものの、この飫
肥街道、なかなかの獣道で、道とし
てきれいに残っているところもあれ
ば、雑草が生い茂り、草木をかき分
けながら進まないといけないところ
もあり、インドア派の私にとっては
かなりハードな道のりとなりました。
本当にたどり着けるのだろうか

と、何度か心が折れそうになりまし
たが、昔の人はこの何倍もの距離を
歩いていたんだと奮起し、歩くこと
およそ 30 分。途中、大きな穴の開
いた巨木を見つけ、なんだかミステ
リアスな雰囲気を感じながら、少し
坂を上ると急に開けた場所に。つい
に「山仮屋関所跡」に到着したので
す。無事にたどり着いた達成感と安
堵感に満たされながら周辺を散策す
ると、屋敷跡の石垣や石段がちらほ
ら。歴史の趣を感じられる空間でし
た。
街道はまだまだ続いているようで
したが、今回はここまで。機会があ
れば続きの道まで挑戦したいですね。

本の貸し借りの受け
付けや整理など、図書館
の仕事を体験できます。
対象：小学生  
定員：５人
（各図書館にて事前申込）

清水 莉乃さん 濵砂 美羽さん 平野 伶奈さん 松浦 笑溜さん

ぷん かん

児童書

どなたに会えるかは
お楽しみに！
場所：２Ｆ  視聴覚室
時間：14時～ 15時
【詳細・応募方法】
対 象：どなたでも 親子
で参加大歓迎
定員：40人（申込者が定
員を超えた場合は抽選）
参加料：無料
申込：10月23日（土）～
11月5日（金）各図書館
窓口または電話
１申込につき３人まで
申込可能

当日参加自由工作
「メダルざる」

みなみ きょう こ

あか

ＵＭＫアナウンサー
による絵本・本の
読み語り

場所：１Ｆ  ロビー

ヴァイタル・サイン

さくら じま

11月20日土 ９時～15時30分

複製画・パネル展示
「おしいれのぼうけん」
「14ひきシリーズ」

普段食べている野菜の花
を見たことはありますか？
野菜の花の写真と特徴や歴
史などの解説が掲載された
写真集です。

一般書

in まなびピア

このコーナーでは、市内の隠れた名所
やスポットを体験し、体感したことをレ
ポートします。

たび

平日 ９時～18時／土・日・祝 ９時～17時
毎週月曜日、
10月17日㈰、
11月21日㈰

休館中の本の返却は、各館備え付けの返却ポ
ストへ投函してください。

至 椿山

宮 崎 北 郷線

New

図書館まつり

復活

27

至 県道28号

山神社

山仮屋関所跡

NO.

26

2021

芸術の秋
日本で「○○の秋」といえ
ば、スポーツの秋、読書の秋、
芸術の秋など、さまざまな言
い方がありますね。英語では、
例えば日本の「読書の秋」に
相当するような言葉はありま
せん。（直訳すると「Reading
autumn」です。）しかし、ア
メリカでも、日本の秋に対す
る考え方に近いものはありま
す。私の場合では、
「芸術の秋」
はピッタリです。なぜピッタ
リ か っ て？ 10 月 は「 イ ン ク
トーバー」があるからです！
「 え え、 イ ン ク ト ー バ ー っ
て な ん だ ろ う？」 と 思 っ て
い る か も し れ ま せ ん ね？ イ
ン ク ト ー バ ー は、 毎 年 10 月

に、インクを使って描いたイ
ラ ス ト を 1 日 1 枚 SNS に 投
稿するアート・チャレンジイ
ベ ン ト で す。 名 前 の 由 来 は、
[ink+October=inktober] で
す。
最近、某文具メーカーのお
かげで、日本でもちょっと流
行りだしています。もちろん、
このアメリカアーティスト文
化は、日本では、まだあまり
知 ら れ て な い と 思 い ま す が、
アメリカのプロイラストレー
ターが始めたこのイベントに
は、今では、アメリカとヨー
ロッパを中心に、世界中のアー
ティスト・漫画家たちが参加
しています！

インクトーバーは、私にとっ
て、描く能力を早く上達させ
てくれる良い機会になってい
ます。普段は iPad で絵を描く
ことが多いですが、インクトー
バーでは、アナログで絵を描
くので、基本の技術が上達し
ているかどうか良くわかりま
す。私がイラストレーターに
なったきっかけは、日本の漫
画ですので、日本でアナログ
アートを描いているのは感慨
深いです。
皆さん、インクトーバーに
興味があればぜひチャレンジ
してみてください！
12

地域

おこし

協力隊

令和元年 月の着任から早
年が経ちました。私は空き家の
総 合 相 談 窓 口 の 相 談 員（空 き 家
カウンセラー）として、日南市
内の空き家利活用にかかる業務
を担っています。コロナウイル
ス感染症の影響もあり、地方移
住に興味を持つ、空き家活用希
望者の声を聞く機会は増えてい
るなと実感しています。
先日、印象に残った出来事が
ありました。それは、吾田中学
校の 年生に向けて講話をする
機会をいただいたときのことで
す。日南市の空き家の現状や空
き家に起こりうるさまざまな
問題についてお話ししました
が、 生 徒 か ら の 感 想 の 中 に「日
南市内に空き家は 、 軒しか
ないと思っていたのでビックリ
2

9

活動日記

2
3

2

1

vol.

した」というコメントがありま
した。私はとても驚きましたが、
身近な方にこそ自分事として空
き家問題を考えるきっかけを作
り、
「日 南 市 で 暮 ら し て み た い 」
という方たちの声をより多くの
地元の方に知ってもらう工夫が
必要であると思いました。この
記事をきっかけに、家族やご親
戚で実家・空き家等について話
す時間が生まれれば幸いですし、
もしよろしければ、相談窓口へ
のご相談もお待ちしております。
また現在、月に一度、地域の
おそうじ活動をしています。こ
のような活動は空き家を減らす
ことには直接つながらないかも
しれませんが、いろんな活動で
できたつながりを今後に生かせ
られるように続けていきたいで
す。
●空き家相談窓口 日南市岩崎
３ 丁 目４ 番１ －２ 号 ｉ ｔ ｔ
ｅ ｎ 堀 川 ビ ル２ 階（創 客 創 人
センター内）
専用ダイヤル ☎０９０－９
４８０－３４５６（直通）

家族で話して
みませんか？
実家・空き家等
のこと。

入札制度改革等に係る
日南市の取組方針を策定
日南市の発注工事を巡る官製談合
事件をきっかけに、入札・契約に関
する制度・運用全般について評価・検
証を目的に設置された「日南市入札
制度等検証委員会」での活発な議論
や検証を経て、８月25日に最終報告
書が提出されました。
日南市では、これらの報告書の提
言を踏まえ、入札制度の在り方につ
いて検討・協議を行い、この度、取
組の方針をまとめました。
①入札制度改革の内容

河野 瑞紀さん

市長
日記

Diary of
Mayor
Nichinan

・学識経験者による入札監視委員会を設置します（Ｒ3.10 ～）
・第三者（入札監視委員会）が指名審査委員会を監視します（Ｒ3.11 ～）
・外部弁護士事務所と連携し、談合情報の相談窓口を設置します（Ｒ3.10 ～）
・指名競争入札の抽選による指名方法を導入します（Ｒ3.11 ～）
・コンプライアンスの専門部署として、総務・危機管理課に「内部統制係」を設置しました（Ｒ3.10.1）
・ 一般競争入札の適用範囲を拡大し、予定価格3,000万円以上を対象とします（Ｒ4年度からの予定）
・電子入札制度を導入し、一部の建設工事から順次開始します（Ｒ3.10 ～）
・配置技術者に関する資格要件を見直しました（Ｒ3.8 ～）
・指名競争入札の適正な見積期間を確保するため、見直しを行います（Ｒ3.10 ～）

②コンプライアンス推進の取組状況

日南市長

髙橋 透

・
「日南市職員コンプライアンス基本方針」を策定し、職員倫理規程やハラスメント防止等の重要事
項をまとめた「日南市職員のためのコンプライアンスハンドブック」を全職員へ配布しました
・コンプライアンスに関する相談対応などを行うコンプライアンス推進責任者を設置しました
・「行動規範」について常に確認し行動できるように、各職場内に掲示しました
・弁護士に委託し、外部に設ける公益通報外部窓口を新設します
・顧問弁護士を講師に、職員向けにコンプライアンス研修会を開催します

日南市では、これらの取組をより実効あるものとし、公正で透明性の高い市政運営を
行うことで、市民の信頼を取り戻し、さらには、その信頼を強固なものとしていきます。
●問い合わせ  職員課  ☎
（31）
1114
15
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01 おしらせ
お知らせ

統

お知らせは10月５日現在の情報です。
新型コロナウイルス感染症の影響により、内容の変更や中止・延期になる場合があります。

I nfo r m a t i o n

計

10月18日は「統計の日」
日本では、社会や経済の実態をと
らえるためにさまざまな統計が定期
的に作られ、多くの機関や企業、個
人に活用されることを通じて、豊か
で暮らしやすい社会を作るために役

・調査期間中、調査活動に専念でき、
熱意・意欲のある方。
・選挙関係者および税務・警察に直

募

・暴力団員その他の反社会勢力に該
「電話リレーサービス」とは、聴
当しない方。
覚障害者、難聴者、発話困難者（以
・その他、市が適当と認めた方。
下、きこえない人）と、きこえる人
●申込・問い合わせ
（聴覚障害者等以外の人）との会話を、
本庁総合戦略課 情報統計係
通訳オペレータが「手話」または「文
☎（31）1116
字」と「音声」を通訳することによ

集

つく大切なものです。ご理解とご協
力をお願いいたします。

イベント
防
災

生

活

税

納付期限までに、
納税が困難な方へ
一定以上の収入が減るなど、納税
困難な事情がある場合には、申請に
より、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、最長で１年
間、納付期限が延長され、延滞金の
一部か全部が加算されません。
●問い合わせ
本庁税務課 納税管理係
☎（31）1122

り、電話で即時双方向につながるこ
とができるサービスです。24時間・
365日、普段の会話や仕事上での電
話、警察や病院などへの緊急通報な
ど、さまざまなシチュエーションで

電話することができます。
きこえない人が利用する場合は、
専用アプリなどでの事前登録が必要
です。事前登録の方法など、詳細につ
いては、電話リレーサービス提供機
関へお気軽にお問い合わせください。
●申込・問い合わせ
電話リレーサービス提供機関（一般財
団法人 日本財団電話リレーサービス）
☎03（6275）0912
ＦＡＸ03（6275）0913
URL https://nftrs.or.jp

営業時間短縮要請に係る
協力金の申請を受け付けています
市では、宮崎県知事の要請に応じて８月16日（月）から９月30日（木）までの間に時
間短縮営業を行った飲食店等に支給する「営業時間短縮要請協力金」の申請を受け付け
ています。該当する方は期限までに申請してください。

支給対象

相 談

※動物の愛護および管理に関する法律が改正され、罰
則が強化されています。
⃝問い合わせ  
本庁地域自治課 市民生活係 ☎（31）1176
日南保健所 ☎︎（23）3141

愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者

愛護動物を遺棄した者

防

「まさか! 」
の火事

火災警報器で、
助かる命があります

連動型の住宅用
火災警報器が安心です。
2021.10.15. vol.151

連動型のイメージ
他の場所で
火事です！

➡

要請内容

対象期間

１年以下の懲役または100万円以下の罰金

他の場所で
火事です！

火事です！火事です！

協力金額

１年以下の懲役または100万円以下の罰金

➡

他の場所で
火事です！

他の場所で
火事です！

あなたの家は大丈夫？

住宅用火災警報器
交換のおすすめ

●問い合わせ
消防本部 予防課 ☎（23）7584

①酒類の提供は午前11時から午後７時までとする
②午後８時から翌朝午前５時までの営業を行わない

※普段から午後８時以降も営業している飲食店等に限りますが、通常営業が午後８時
までの営業であっても、酒類の提供を午後７時までに短縮した場合も対象となります。

①令和３年８月16日（月）～８月24日（火）
②令和３年８月25日（水）～８月31日（火）
③令和３年９月 1日（水）～９月12日（日）
④令和３年９月13日（月）～９月30日（木）

この期間を通して要請
内容に協力した場合

※上記①、②、③、④の期間を通して、それぞれ協力した期間に応じて協力金を支給
※８月14日（土）又は８月15日（日）から協力した場合は、その分を加算
※上記②または③もしくは④の期間から時短営業を行った場合も協力金の対象

５年以下の懲役または500万円以下の罰金

➡

食品衛生法の許可を受け、
ガイドラインを遵守している飲食店等で
通常の営業時間が午後８時を超えて運営する事業者

※持ち帰り（テイクアウト）や宅配（デリバリー）の専門店並びにイートインスペースを
有するスーパーやコンビニ等の小売店を除く。

動物の遺棄、虐待は犯罪です

愛護動物に対し、みだりに餌や水を与えずに
衰弱させるなど虐待を行った者

17

金

全ての人は、
「命あるもの」である動物をみだりに殺
傷したり苦しめることのないようにしなくてはなりま
せん。さらに、愛護動物をみだりに虐待したり遺棄す
る（捨てる）と、犯罪行為として、懲役や罰金に処せら
れます。

消

祉

「電話リレーサービス」
接関係のない方。
をご存じですか
・調査時に知り得た秘密を守れる方。

立てられています。
統計を作るために特に重要となる
のが、国勢調査などの統計調査です。 Ｅメール：joho@city.nichinan.
統計調査は、私たちの生活に結び lg.jp

■「登録統計調査員」募集
市では、統計に関して理解と熱意
を持って統計調査事務にご協力いた
だける方を広く募集し、登録をして
いただいています。登録にあたって
は、簡単な面接を行います。詳しく
は市のホームページをご確認いただ
くか、本庁総合戦略課   情報統計係
までお問い合わせください。
■統計調査員として登録できる方
・20歳以上の方で、調査の趣旨を
理解し、責任をもって調査の事務
を遂行できる方。

福

令和３年10月５日現在

①中小企業（小規模事業者、個人含む）
売上規模に応じて2.5万円～ 7.5万円×（協力した日数）を店舗単位で支給
②大企業 ※中小企業も選択可
売上減少額に応じて最大20万円×（協力した日数）を店舗単位で支給
①令和３年８月16日（月）～ 31日（火）までの協力分
➡ 令和３年９月１日（水）～ 10月29日（金）

申請期間

②令和３年９月１日（水）～ 12日（日）までの協力分
➡ 令和３年９月13日（月）～ 11月30日（火）
③令和３年９月13日（月）～ 30日（木）までの協力分
〔予定〕
➡ 令和３年10月４日（月）～ 11月30日（火）
申請の様式等については、市のホームページに掲載しています。

●問い合わせ  商工政策課  ☎
（31）
1169
16

03 おしらせ
康

令和３年10月15日 好きです にちなん

結核検診（追加検診・車いす検診）

月日

場

所

検診受付時間

市役所来庁者駐車場
（すみよしラーメン北側）
月
日㈫

イベント

9

月

11

日㈮

12

9：50 ～ 10：10
10：30 ～ 10：35
11：10 ～ 11：30
13：50 ～ 13：55
14：30 ～ 14：50
15：10 ～ 15：20
9：30 ～ 9：40
10：00 ～ 10：30
10：50 ～ 11：00
11：20 ～ 11：40
13：30 ～ 13：50

肺がんX線（レントゲン）検診

■受付時間 ９時～９時30分
■対象者 40歳以上
■持参 受診票、感染対策問診
票、保険証、検診料金、健康手
帳、生活保護証明書（受給者の
方のみ）

月 日
会 場
11月 1日（月） 日南保健所
11月 5日（金） 南郷健康福祉センター
11月11日（木） 酒谷支所
11月16日（火） さくらアリーナ（北郷）
11月18日（木） まなびピア
11月19日（金） 目井津漁民センター

■その他
・特定・後期高齢者健診同時実施（国保・後期高齢者医療保険加入者のみ対
象）
・検診当日はマスク着用し、
「新型コロナウイルス感染対策問診票」を記入
のうえご持参ください。
・市内における新型コロナウイルス感染症の発症状況によっては、検診を
中止または延期する可能性があります。
⃝申込・問い合わせ
本庁健康増進課 管理係 ☎（31）
1129
19
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頭のケガや脳の病気（脳卒中など）

の後、物忘れが増えた、新しいこと
が覚えられない、注意・集中力が続

かない、発語や読み書きが上手くで
きない、怒りっぽくなった、無制限
に食べたり・お金を使ったり・・・。
このような状態でお困りの方、もし
かしたら高次脳機能障害かもしれま
せん。
宮崎県身体障害者相談センターで
は相談窓口を開設しています。
お気軽にご相談ください。
●問い合わせ  
宮崎県身体障害者相談センター
☎︎0985
（29）2556
平日 ９時～ 15時30分

ごみの野外焼却に関するよくある質問
ドラム缶

一斗缶

※焼 却禁止の例外とは、罰則の適用を受けな
いものであって、行政指導を免れるもので
はありません。よって焼却禁止の例外に該
当するものであっても、煙などで周辺環境
への影響が認められる場合には、焼却を中
止していただきます。また、これらの例外
行為であっても、野外焼却を推奨している
ということではありません。
■お近くの野外焼却でお困りの方
市民の皆さまから通報があった場合、市・警
察・保健所などが現地確認・調査を行い、著し
く違反している場合には行政指導の対象とな
り、ただちに消火をお願いする場合もござい
ます。
なお、休日（土日祝日）、早朝や夜間に野外
焼却が行われている場合には、警察でも対応
しますので、お近くの交番にご連絡ください。
⃝問い合わせ
本庁地域自治課 市民生活係 ☎（31）1176

健

康

Ｑ なぜごみを燃やしてはいけないの？
Ａ ごみを不適切に燃やすと有害なダイオキシン類などが

発生します。これらの有害物質の発生を抑制するため、
ごみの処理に関わる法律「廃棄物の処理及び清掃に関
する法律」が平成13年４月に改正され、法律に基づく
構造基準に達しない焼却炉などでの焼却は禁止となり、
罰則規定が設けられています。

Ｑう
 ちでは何年も前からごみを燃やしているが誰に
も苦情を言われたことがない。
Ａ 何も言われないのは、迷惑を被っている近所の方々が

近所付き合いを考慮して通報されていないケースが多
くあります。ごみを燃やし続けた場合は、一般廃棄物
の不適正な処理に対する罰則もあるため、今すぐにで
もやめるようにしてください。

Ｑ今
 まで田畑で野焼きを行ってきた。なぜ苦情を言
われなければならないのか。
Ａ 農業行為での野外焼却はあくまでも例外行為であり、
推奨はされておりません。事前に近所の方に野焼きを
する旨を伝えておきましょう。

相 談

相 談

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。受
診票を郵送します。

脳の損傷で起こる
認知障害
「高次脳機能障害」を
ご存じですか

罰則

廃棄物を不法投棄した者及び
違法に野外焼却した者（未遂行為も含む）
５年以下の懲役又は１千万円以下の罰金（法人は３億
円以下の罰金）、またはこれを併科する

災

災

各種がん検診のお知らせ

ブロック積み

野外でのごみ（廃棄物）の焼却は、
「廃棄物の処理及び清掃に関
する法律」により一部の※例外（火入れ許可を受けている野焼き、
キャンプファイヤー、防災訓練での消火訓練の焼却など）を除
き禁止されており、違反した場合には、罰則の適用があります。
野外焼却は、煙や悪臭、灰の飛散などにより近隣の生活環境
に悪影響を及ぼすばかりでなく、ダイオキシンなどの猛毒の有
害物質の発生原因にもなります。生活環境・自然環境の保全の
ためご理解ご協力をお願いします。
家庭ごみは焼却せずにきちんと分別し、それぞれのごみの収
集日に決められた場所に出してください。また、事業系ごみは
許可業者に処理を依頼するなど、適正に処理を行ってください。

防

防

飫肥公民館
酒谷支所
まなびピア
鵜戸支所
東郷公民館
北郷町地域振興センター
JAはまゆう細田支所駐車場
南郷健康福祉センター
目井津海岸
大堂津津波避難施設
日南保健所

野焼き

野外焼却は禁止されています

イベント

11

8：00 ～ 8：20

活

集

集

■検診月日と会場

■対象者
①65歳以上の方
②64歳以下の方で過去に肺の病気
（結核、じん肺など）をされた方
※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
■持参 受診票（受診票のない方はお問い合わせくださ
い）  ※受診時にはマスク着用をお願いします。
■服装 受診の際は、無地のＴシャツまたはボタンの
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。
（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。
■その他
・市内における新型コロナウイルス感染症の発生状況
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。
・風邪の症状や発熱があるなど体調不良の方、２週間
以内に感染者や県外の方と接触のあった方、ご自身
が２週間以内に県外への往来があった方は受診を控
えてください。
・医療機関で既に撮影が済んでいる方は、下記までお
知らせください。
⃝問い合わせ 本庁健康増進課 ☎（31）1129

生

おしらせ 02

募

募

7月から10月までに結核検診を受診できなかった方、
自力で立位保持が困難で、車いすなどを利用している
方を対象に結核検診を実施します。どの会場でも受診
できます。
・今回は、リフト付き検診車で実施します。
（会場での
お手伝いが必要な方は、当日検診スタッフが対応し
ます）
・検診車の階段の昇降が困難な方は、リフトを使用し
て検診車にご案内できます。
・車いすをご利用の方は、検診車内でご自身の車いす
から検診専用の車いすに乗り換えて撮影します。

I nfo r m a t i o n

令和３年10月15日 好きです にちなん

お知らせ

お知らせ

健

I nfo r m a t i o n

酒谷地区の結核検診日
および肺がんX-P検診日の変更

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、9月13日の結
核検診および肺がんX-P検診（夜間検診）を延期しまし
た。変更後の日程をお知らせしますので、該当される
方は右記の日程で受診してください。場所と時間の変
更はありません。
なお、受診の際はハガキ（肺がんX-P検診の場合は受
診票）を持参してください。
⃝問い合わせ 本庁健康増進課 ☎（31）1129

酒谷地区

当初の日程
９月13日（月）

➡

変更後の日程
10月27日（水）

※当日はマスクを着用してください。
※風邪の症状や発熱があるなど体調不良の方、２週間
以内に感染者や県外の方と接触のあった方、ご自身
が２週間以内に県外への往来があった方は受診を控
えてください。
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05 おしらせ
集

令和３年10月15日 好きです にちなん

市営住宅等入居者 次のとおり、市営住宅等の入居者を募集します。

■入居日 12月１日（水）
■申込受付期間 10月20日（水）～ 10月28日（木）
■申込方法 申請書と必要書類を提出してください。 ※配布や説明は随時行います。
■その他  申込者多数の場合には、抽選となります。
市営住宅など：19戸（表内から１戸を選んで申し込んでください）※家賃額は所得などによって異なります。
星山
4
2K
1,700 ～
3,300円
可
吾田小

山瀬
2
3DK
14,800 ～
43,500円
可/不可
吾田小

影平
1
3K
7,100 ～
7,800円
可
桜ヶ丘小

津の峯
1
1DK
17,400 ～
34,200円
可
油津小

住宅名
戸数
間取り
家賃
（円/月）
単身入居
小学校区

大堂津
2
3DK
12,900 ～
28,300円
可
大堂津小

坂元
1
3DK
13,100 ～
25,700円
不可
北郷小

かはと60
1
3DK
16,300 ～
32,000円
可
北郷小

中郷
1
2DK
18,300 ～
36,000円
不可
北郷小

目井津
1
3K
10,500 ～
20,600円
可
南郷小

榎原上講
1
3DK
11,700 ～
21,300円
不可
榎原小

防災行政無線戸別受信機

■申請方法
防災行政無線戸別受信機貸与完了書（事業所用）
に必要事項を記入の上、配付場所に持参してくだ
各事業所様へ
さい。
配付しています
※市ホームページに様式があります。
※申請にあたり、押印は不要です。
※事 業所の施設の規模などによっては、複数台の
申請が可能です。
■配付場所
所在地によって、次のとおり、配付場所が異な
ります。
1 日南地区  本庁総務・危機管理課  危機管理係
（日南市保健福祉総合センター  ５階）
2 北郷地区  北郷町地域振興センター
3 南郷地区  南郷町地域振興センター
⃝問い合わせ  本庁総務・危機管理課 危機管理係 ☎（31）1125
2021.10.15. vol.151

も し
い つ

も

備えを!

■その他 ・肺がんX線検診も同日実施します。
・特定健診（若年者・後期高齢者を含む）は指定医療機関でも受診できます。
詳しくは、受診券送付時の案内チラシをご覧ください。
⃝申込・問い合わせ 本庁健康増進課 ☎（31）1129

行

政

戸別受信機も
配付中‼

ご希望の方は
お問い合わせください。

ひきこもり、ＤＶ被害、生活
困窮、子育てなどの相談をＬＩ
ＮＥ、メール、電話でお受けし
ています。秘密は固く守ります。
●問い合わせ
本庁福祉課 まるごと福祉相談
窓口 ☎︎（31）1163
Eメール
f-kanri@city.nichinan.lg.jp
日南市まるふく
相談LINE→

ひきこもりに関する
家族の集い
同じ悩みを持つ家族同士が、
つらい気持ちや不安を共有する
ことで、孤立した状態から解放
され、まずは家族が回復するこ
とを目的とした相談を行ってい
ます。
（匿名参加可）
■開催日時
毎月第３土曜日  13時30分～
■場所  
まなびピア  ２階会議室
●問い合わせ
会事務局 ☎︎（31）1163

「マイナンバーカード」
作りませんか【無料】

本庁市民課・北郷町地域振興センター・南郷町地域
振興センターでは、マイナンバーカードの申請サービ
スを実施しています。タブレットを使って、顔写真を
撮影させていただきます。
手数料は、無料ですので、ぜひ、ご利用ください。
所要時間はお一人当たり５分～ 10分程度です。

引き続き世帯用の

まるごと福祉
相談窓口

出 張

相 談

相 談
21

事業所用!!

■集団健診日程  受付時間：８時30分～ 10時（受付時間を分散します）
月
日
会
場
定員
11月 5日（金）
南郷健康福祉センター
50
11月11日（木）
酒谷支所
50
11月16日（火）
北郷体育館（さくらアリーナ）
50
11月18日（木）
まなびピア
40
11月19日（金）
目井津漁民センター
50
12月 3日（金）
南郷健康福祉センター
50
12月10日（金）
日南保健所
40

祉

災

災

市役所からのお知らせ

※単身入居は、単身入居要件のいずれかに該当すれ
ば入居が可能です
③公営住宅入居資格収入基準以下である方
④税金の滞納がない方
⑤申込者および同居者が暴力団員でないこと
■その他 上記以外に、随時募集中の住宅もあります。
リフォーム済松原第９アパート残り７部屋となりまし
た。詳しい内容についてはお問い合わせください。
⃝申込・問い合わせ
本庁財産マネジメント課 住宅係 ☎（31）1140

年に１回、自分の健康状態を確認するためにぜひ受けてください。対象
となる方には、５月末に受診券を送付しています。受診券が無い方は再発
行しますので、健康増進課にご連絡ください。健康ポイント事業の対象健
診です。
■対象者 【特定健診】40歳～ 74歳の日南市国保加入者
【若年者健診】令和３年度35歳を迎える日南市国保加入者
【後期高齢者健診】日南市に住民票のある後期高齢者医療保険加入者
■料金 1,300円  ※後期高齢者健診は無料
■集団健診の受け方（要予約）
①健康増進課に電話で事前に予約
②健診日の約１週間前に受診票・検尿容器などをご自宅に送付
③当日会場で受診（コロナ感染予防対策として次のことをご了承ください）
・マスクの着用をお願いします。
・各会場の広さによって、人数制限（定員）を設けます。
（先着順）
・密接・密集回避のため、受付時間を分散します。
・受診票に記載した受付時間にお越しください。
（場合によっては、車内
などでの待機をお願いすることがあります）
・新型コロナウイルス感染状況によっては、健診の中止・日程変更する
場合があります。
④結果は約１カ月後に健診会場にてお返しします。

福

防

防

■単身入居要件（次のいずれかに該当する方）
⃝満60歳以上の方 ⃝原子爆弾被爆者
⃝ハンセン病療養所入所者
⃝障 がい者で、自活生活ができる方（身体障がい４級
以上、知的・精神障がい３級以上）
⃝生活保護受給者 ⃝ＤＶ被害者
■申込資格
①現在住宅に困っている方
②原則として現在、同居または同居しようとする親族
のある方

益安
1
2K
3,000 ～
5,800円
可
東郷小

特定健診
（集団健診）
を
実施します

イベント

イベント

南平
1
3DK
16,300 ～
32,000円
可
飫肥小

康

集

集

今町
2
2DK・3DK
21,000 ～
50,800円
不可
飫肥小

健
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住宅名
戸数
間取り
家賃
（円/月）
単身入居
小学校区

I nfo r m a t i o n

令和３年10月15日 好きです にちなん

お知らせ

お知らせ

募

I nfo r m a t i o n

■時間外・休日開庁のお知らせ
（本庁市民課のみ）
時間外：毎週火曜日  17時15分～ 19時30分
休 日：第２日曜日  ９時～ 12時
■必要なもの
運転免許証、健康保険証などの身分証明書

サービスします!

企業や自治会など（３人以上）で申し込みすると、職
員が会場まで出向き、マイナンバーカード申請の出張
サービスを実施します。お気軽にお申し込みください。
●申込・問い合わせ 本庁市民課 ☎︎（31）1124
20

07 おしらせ

集

輝く市民協働大賞
市では、公益のための活動に尽力
されている団体・個人を「輝く市民

令和３年10月15日 好きです にちなん

３月31日時点で満60歳以上の方）
■申込方法
日南市シルバー人材センターに置
いてある申込書に記入の上、直接セ
ンターへお申込みください。
■申込期限  10月28日（木）必着

協働大賞」
として表彰します。ぜひ、 ●申込・問い合わせ
ご応募ください。
公益社団法人日南市シルバー人材セ
■対象者
ンター 日南市大字平山2322
☎（22）3707

フォンの基礎（基本的な操作・機能
を知る、インターネット音声検索の

日南こども食堂
■日時
10月23日（土）  11時～ 13時
■場所   九州電力日南営業所コミュ
ニティースペース
■対象者  市内どなたでも利用可能
※風邪などの症状がある方はご遠慮
ください。
■費用  無料（事前申込不要）
■その他
・提供できる食事がなくなり次第終
了となります。

・会員やボランティアを随時募集中。 月～金曜日  ９時～ 17時
興味のある方は、ご連絡ください。 ※回収は10月29日（金）まで
・新型コロナ感染予防のため、当面 ・新型コロナウイルス感染症の影響
の間手作りカレー弁当か食材など
により、内容の変更や中止になる
のお持ち帰りとなります。
可能性もあります。
・会への寄付金や食材提供も受け付 ●問い合わせ
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

仕方など）とLINE（無料通話・通信） NPO法人日南こども食堂
の使い方を学びます。
（理事長：佐藤）
■日時
☎080（6402）0894
11月２日（火）
  10時～ 12時
■場所
日南市シルバー人材センター
■受講料  無料

■対象者 60歳以上の方（令和４年
23
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NPO法人 Happy☆Crayon
☎（23）4215

農

業

畜産農家の
皆さんへ
毎月20日

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

■申込方法  
日南北郷カントリークラブに設
置してある参加申込書に記入の上、

■講座内容
SDGs
（Sustainable Development

Goals ）は、国連サミットで採択さ
れた「持続可能な17の開発目標」で、
2030年までの実現を目指していま
す。
「SDGs って何？」という方のた
めに、本講座では、カードゲームを
使って、SDGsを楽しく理解するこ

とを目的としています。
「ず～っと
住みたい日南」づくりのために、身
近なSDGsに気づいてみませんか。
■講師   黒木 ゆき（SDGsグローカ
ル 九 州 代 表   2030SDGs公 認 フ ァ
シリテーター）
■日時  11月６日（土）  
13時30分～16時15分（受付：13時）
■場所  まなびピア  視聴覚室
■定員  30人
■持参  筆記用具
■参加対象  高校生以上の日南市民
■参加料  無料
■申込締切 11月１日（月）※先着順
■申込方法   氏名、連絡先を電話ま
たはメールでお伝えください。
■その他
・セ ンター主催のため、Ittenパー
キング３時間無料。
・ご来館の際は必ずマスク着用をお
願いします。

「第13回日南市民
ゴルフ大会」参加者
■日時
11月14日（日）  ９時スタート

■場所  日南北郷カントリークラブ
■対象者   原則、市内在住者または
市内在勤者

■定員  64人（16組）※先着順
※４人１組が原則ですが、一人でも
申し込めます。
■参加料   1,500円（食事、ワンド
リンク付き）
（プレー代）  8,900円（セルフ）
※プレー終了後、フロントにて精算
願います。
※65歳以上の方は利用税が安くな
りますので、ゴルフ場に登録され
ていない方は、免許証または生年
月日の証明できるものをフロント
に提示してください。
■競技方法
①18ホールストロークプレー

②ダブルペリア方式で同ネットの場
合は、年長者を上位とする。
③男性は白、女性は赤マークティと
す る。 た だ し、70歳 以 上 の 方 は

ゴールドマークティでも可。
・通 常80人対応の会場を利用し感
染対策を徹底し、会場で着用する ■表彰
（表彰式）最終組終了後、２階レスト
手袋をご用意します。
●申込・問い合わせ 日南市創客創 ランで開催。
（賞）優勝、準優勝、３位～ 10位、
人センター ☎（27）3535

消

防

FAXまたは郵送にて、下記までお申
し込みください（電話申込も可）。
■申込期限  11月２日（火）

●申込・問い合わせ
日南市ゴルフ協会 事務局（満崎）
〒889-2536 日南市吾田西２丁目
５番32号
☎（22）4736 FAX
（22）4748

レディースゴルフ教室
開催
日南在住または日南で働いている
女性を対象として、ルールや実技指
導を行います。９ホールラウンドし
ながらの指導となります。
■日時  10月29日（金）
■場所  日南北郷カントリークラブ
■定員  15人（先着順）
■参加料  2,500円
■申込方法
日南北郷カントリークラブに設置
してある参加申込書に記入の上、下
記まで申し込んでください。連絡い
ただければ、お届けいたします。
■申込期限  10月25日（月）
■その他

事故の賠償責任につきましては、
ゴルフ場加入の保険の範囲とします。

●申込・問い合わせ
日南市ゴルフ協会 事務局（満崎）
〒889-2536 日南市吾田西２丁目
５番32号

相 談

相 談

スマートフォン初心者、使い方に
自信の無い方、持っていないけれど
興味がある方を対象に、スマート

イベント

お越しください。
■日時  11月6日（土）11時～ 15時
■ 場 所   HappyCrayon（ハ ッ ピ ー
クレヨン）
   駐車場は、ワーカーズ
前または油津港をご利用ください。
■その他
・アルミ缶を回収し、エコ風船に変
える取り組みをしています。使用
済みアルミ缶がご家庭にありまし
たらぜひご協力ください。
＜回収場所＞
HappyCrayon玄関前の回収ボッ
クス
※アルミ缶は洗ってください。
＜回収時間＞

～意外と身近なSDGs！ず～っと
住みたい日南を目指そう～

災

災

「シニア活躍セミナー
～スマートフォン講習会～」
参加者

一緒に笑顔の花を咲かせませんか。
ステージイベントや出店など楽し
い催しも予定していますので、ぜひ

SDGsって何？

コン賞、レディース賞（優勝、準優勝、
３位）
※さまざまな賞品を用意しています。

防

防

●申込・問い合わせ
本庁地域自治課 協働係
☎
（31）
1118 FAX（23）4391

ばし、コロナ禍でも人と人とのつな
がりが感じられ、日南市のすべての
人が笑顔になるプロジェクトです。

創客創人センターからのお知らせ

飛び賞、当日賞、ブービー賞、敢闘賞、
ベストグロス賞、ニアピン賞、ドラ

イベント

イベント

接お持ちください。
※自薦、他薦は問いません。
■申込期限  11月17日（水）
■審査方法 市と日南市協働のまち
づくり推進委員会で書類審査とプ
レゼン審査（12月開催予定）を行い、
受賞者を決定します。
■審査基準 先駆性、継続性、発展
性などを審査します。
■その他
①地 域自治課主催の活動報告会で、
活動事例の報告をしていただきま
す。
②大賞受賞者には、市より飫肥杉製
賞状と奨励金８万円を贈呈します。

市を願い「みんなHappyフェスティ
バル2021」を開催します。エコ風
船に花の種をいれて一斉に大空へ飛

Ｅメール：n i c h i n a n . s o k y a k u .
sojin@gmail.com

集

集

人
■申込方法   地域自治課で配付する
推薦書に記入の上、郵送するか、直

すべての人たちが理解し合い、協
力し、みんながHappyになる日南

集
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①市内で５年以上継続して公益活動
を行っている団体や個人
②今後も活動が期待される団体や個

募

みんなHappyフェスティバル2021

『笑顔を空へ、
Happyバルーン』

I nfo r m a t i o n

令和３年10月15日 好きです にちなん

お知らせ

お知らせ

募

I nfo r m a t i o n

☎（22）4736 ＦＡＸ（22）4748

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ただきます。
●問い合わせ  消防本部 警防課 ☎（23）7584

22

09 無料相談案内

秘密は守られますのでお気軽にご相談を
11月10日（水）
  10時～ 15時
まなびピア

■相談委員  人権擁護委員
■相談対象
商品やサービスの契約などの際に、 ■その他
宮崎地方法務局日南支局でも、常
個人と事業者間に起こるさまざまな
トラブル（送りつけ商法、点検商法、 時相談室を設置し、相談に応じてい
インターネットショッピングのトラ ます。☎（25）9125
●問い合わせ
ブルなど）
の消費生活に関する相談
■日時   月曜日～金曜日（祝日は除
く）9時～ 12時、13時～ 16時

および相談
■日時・場所
11月25日（木）  10時～

司法書士会による
無料法律相談会

金機構

防

限りある救急車は、本当に必
要としている人のために！
救急車の適時・適正な利用に
ご協力ください。

救急車は地域の
れた救急資 源
限ら

開演17時30分

南郷ハートフルセンター  大ホール
■費用
SS席 5,800円、Ｓ席 5,300円、

Ａ席 4,800円、車椅子席 5,800円
※当日券は500円増し
■チケット発売
10月16日（土）  10時～
■チケット購入先
・TAO日南公演実行委員会
☎︎080（ 2776）8228（平 日17時
～ 21時・土日祝10時～ 17時）
・大清旅行センター  
☎（23）1116（定休日：日曜）
・チ ケットぴあ（セブンイレブン各
店）
■新型コロナウイルス感染予防・防
止対策
①入場数を50％に制限

え、
「第42回全国歯科保健大会参加
希望」と書いて下記申込先へお送り
ください。
※入場券を発送しますので、住所は
最後まで正確にご記入ください。
※受付完了の返信はいたしませんの
で、ご了承ください。
●申込・問い合わせ
宮崎県歯科医師会事務局
〒880-0021
宮崎県宮崎市清水1-12-2
☎0985（29）0055
FAX0985（22）6551

消毒実施
⑤入退場時の人員整理

作者からの
メッセージを添えて・・・
■内容  読書週間イベント
作者自身によるポップと本の展示
■日時
10月１日（金）～ 11月９日（火）
■場所  北郷図書館
●問い合わせ
北郷図書館 ☎（55）2469

工作 ゆらゆら
おばけちゃん
■内容   ゆらゆらゆれるおばけのモ
ビールを作ります。
■日時  10月30日（土）、31日（日）
  
９時～ 16時
■場所 北郷図書館
■対象者  どなたでも

北郷図書館 ☎（55）2469

第40回日南市美術展

絵画・書・写真・工芸などの４部
⑥来 場者全員に住所・氏名・連絡先
をチケット裏に記入いただきます。 門を展示します。また、日南市美術
展無鑑査の方々の作品も出品されま
●申込・問い合わせ
す。美術愛好家の力作の数々をぜひ
TAO日南公演実行委員会
ご覧ください。
☎080（2776）8228

（平日17時～ 21時・土日祝10時～

図書館イベント

■その他  状況により変更あり
●問い合わせ

②左右１席ずつ開けて配席
③来場者全員のマスク着用および検
温実施
④入退場時のアルコール消毒、手指

17時）

●問い合わせ
消防本部 警防課 ☎（23）7584

クセスしていただくか、はがきまた
はFAXに「氏 名（ふ り が な）・性 別・
年齢・住所・電話番号」を明記のう

●問い合わせ
生涯学習課 生涯学習係
☎（31）1145

■期間
10月30日（土）～ 11月７日（日）

親子で北郷図書館の
お仕事体験

相 談

相 談

理、離婚時の契約など
■日時
平日、月～金曜日（祝日除く）

に電話予約をしてお越しください。

2021.10.15. vol.151

日本年

救急車の適正利用を
お願いします

■申込方法  
いじめや、家庭問題、嫌がらせな 事前に電話で申し込んでください。
ど、人権上の問題でお困りの方はい （予約時間：平日８時30分～ 17時）
ませんか。
※相談は、平日も無料です。お気軽

25

金機構

日本年

消

■相談対象
遺言、相続、高齢者などの財産管

■日時・場所

市役所  プレハブ会議室
北302・303号室
■予約方法

日までに予約をお願いします。
（予約時間：平日10時～ 16時）

遺言などの無料相談

■相談対象

■場所

宮崎年金事務所（お客様相談室）
に電話で申し込んでください。
■相談対象
■予約受付期間
不動産・商業登記、多重債務問題、 10月25日（月）～ 11月19日（金）
成年後見など
※基礎年金番号または年金証書を準
■日時  11月４日（木）  
備して、希望の時間や相談内容を
17時30分～ 19時30分
お伝えください。
■場所  まなびピア  ２階会議室
●予約・問い合わせ
■相談員  司法書士２人
宮崎年金事務所（お客様相談室）
●予約・問い合わせ
☎0985
（52）2111
司法書士会日南支部（立山）
事前予約を
☎080（1725）2391
お願いします。
※相談内容は事前にご確認の上、前

●問い合わせ
本庁地域自治課 市民生活係
☎
（31）
1176

人権相談

■相談対象
老齢、障害、遺族などの年金請求

により、開催内容が変更になる場
合があります。詳しくは日南市公
式HPをご覧ください。

災

災

北郷福祉センター
■相談委員  行政相談委員  

厚生年金相談

め、今、TAOが奏でる「響き」の力に、 ト  井上 康生 氏
■ダンスパフォーマンス
心がガクガク震え出す!!
・みやざき犬
■日時  令和４年１月29日（土）
・宮崎商業高校ダンス部
昼公演：開場12時45分  
■申込方法
開演13時30分
ＱＲコードから申込フォームへア
夜公演：開場16時45分  

■日時  10月30日（土）  10時～
■会場  まなびピア  視聴覚室
※新型コロナウイルス感染症の状況

防

防

■相談対象
毎日の暮らしの中で、行政に対す
る意見や要望などはありませんか。
■日時・場所
・11月５日（金）
  10時～ 12時
南郷ハートフルセンター
小研修室（生涯学習館）
・11月８日（月）
  10時～ 12時
文化センター  第１多目的室
・11月９日（火）
  10時～ 12時

７ 年 目 と な るDRUM TAO日 南
公演!!それでも前へ進む!!希望を求

ター（宮崎県立芸術劇場）
■定員  250人（先着順）
■特別講演   東京2020オリンピッ
ク男子柔道代表   監督／金メダリス

方々の表彰式を行います。

イベント

イベント

行政相談

DRUM TAO 2022
「光」

20分（開場：12時）
■場所   メディキット県民文化セン

集

集

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）

イベント

募

募

■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

本庁地域自治課 市民生活係
☎（31）1176

●予約・問い合わせ
日南公証役場 ☎（23）5430

おしらせ 08
お知らせ

お知らせ

消費生活相談

I nfo r m a t i o n

令和３年10月15日 好きです にちなん

■内容  読書週間イベント
本の貸し出しや返却など、図書館
のお仕事を体験してみませんか
■日時  
11月７日（日）10時～ 12時

■場所  北郷図書館
■対象者  親子（小学生以上）３組
子どもだけの参加可
■申込期限  10月31日（日）

９時～ 17時（最終日のみ正午まで）
■場所  まなびピア  アリーナ
■その他（準備物）  
【表彰部門】
フィルムコートしたい本
■日時
今回の作品展において日南市長賞、 ●申込・問い合わせ
11月13日（土）12時30分 ～ 16時 日南市議会議長賞などを受賞された 北郷図書館 ☎（55）2469

第42回全国歯科
保健大会のお知らせ
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旬の味覚をご紹介

今が旬

満腹おかず♪

さつまいもと鶏肉の
甘辛生姜炒め

 人分の
１
エネルギー

 人分の ・たんぱく質 9.4g
１
栄養成分 ・脂質
10.5g

２６３kcal

・炭水化物 30.0g
・食塩相当量 1.0g

材料

切った時に
さつまいもを
液体は「ヤラピ
出る乳白色の
で、整腸作用
ン」という成分
れます。
があるといわ

【主な食材の栄養・特徴】

さつまいも

◎さつまいも
280g
◎鶏もも肉
200g
◎塩こしょう
少々
◎片栗粉
大さじ２
◎サラダ油 大さじ１
◎小ねぎ
適量

佐藤さん
（左から）

❶さ
 つまいもは食べやすい大きさに切り、水にさらす。水
気を切り、600Wの電子レンジで４分程度加熱する。
❷ 鶏もも肉は食べやすい大きさに切り、塩こしょうで下味
をつけて軽くもみ込み、片栗粉をまぶす。
❸ 小ねぎは小口切りにする。
❹フライパンにサラダ油を入れ熱し、❷を入れて焼き色が
つくまで焼き、❶を加え炒め合わせる。
❺Aで味をつけて器に盛り、❸を散らす。

江夏さん

食生活改善推進員は、地
域で料理教室や食生活改善
活動をボランティアで実施
しています。

参考：独立行政法人 農畜産業
振興機構ホームページ

◎酒
大さじ１
◎みりん
大さじ１
◎濃口しょうゆ 大さじ１ A
◎生姜（すりおろし）
大さじ１
作り方

食生活改善推進員さん

便秘解消効果が期待
できる食物繊維が豊富
です。

４人分

１日の食塩摂取目標量
男性 7.5g未満

女性 6.5g未満

高血圧の方 6.0g未満

調味料の ・薄口しょうゆ（大さじ１）…食塩相当量 2.9g
食塩相当量 ・濃口しょうゆ（大さじ１）…食塩相当量 2.6g

切り取っていただき、お買い物や献立作成にお役立てください。

防災・気象メールにちなん

防災・気象情報をメールとL I N Eで
配信中。登録は右記QRコードから。
⃝問い合わせ
! 本庁総務・危機管理課
パソコン
危機管理係 ☎
（31）
1125 スマートフォン

まちのうごき

◎ 男 23,468（－17）
◎ 女 26,428（－24）

急な病気で困ったとき、
ご利用ください
■日南市初期夜間急病センター

（23）9999
☎

フィーチャーフォン
（ガラケー）

10月１日現在（推計人口）

◎人 口 49,896
（－41）
◎世帯数 21,766
（－29）

９月１日～30日 出生 33／死亡 73／転入 72／転出 73
この数値は、令和２年国勢調査の速報値を基準とした推計人口です。令和２年国勢調査
確報値の公表後、さかのぼって修正される可能性があります。

広告

診療科目
内科
小児科

家族や親しい人を中心とした
少人数でのお葬式

基本セット
会葬礼状
（15名様分）
会葬品1,100円（15名様分） 祭壇一式
出立て膳
（10名様分）
お棺
（10名様分）
法事膳
ご安置準備料
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お客様のご希望・ご予算に合わせ
最適なプランをご提案します。

（会員様価格）
（税別）

ご遺影写真
骨壷・位牌セット
葬儀資材・運営料
受付セット

お泊りセット
ドライアイス
納棺セット
霊柩車

わかりやすい料金

ご提示する金額はご葬儀に必要な
内容が全て含まれております。
ご希望を伺いながら明確な料金を
ご提示いたします。

日曜・祝日在宅当番医

※変更になる場合がありますので、確認にはテレホンサービス☎（23）
9999をご利用ください。
※診療時間 ９時～ 17時（診療時間には休憩時間を含みます。各医療
機関によって休憩時間は異なるためあらかじめご了承ください）

日付

医
療
機
関
長鶴医院（精・内科）
☎
（23）
8783
小玉共立外科
（外科）
☎
（24）
0777
3日
・
（水 祝） アイレHDクリニック串間
☎
（55）
8181
（内科・透析内科）
きよひで内科クリニック
（内科）☎
（22）
5111
新木医院
（内科）
☎
（55）
4101
7日
㈰ ゆうゆうの森クリニック
☎
（55）
9111
【串間】
（内科）
島田内科胃腸科
（内科・胃腸科） ☎
（23）
2233
☎
（22）
2175
14日 津曲小児科医院（小児科）
㈰ 串間中央クリニック
☎
（27）
3181
【串間】
（内科・小児科）
東内科クリニック（内科）
☎
（32）
1001
21日 でざわ小児科（小児科）
☎
（31）
0330
㈰
吾社クリニック【串間】
（内科） ☎
（71）
3411
愛泉会日南病院（内科）
☎
（23）
3131
23日 川越整形外科（整形外科）
☎
（22）
4321
（火・祝）
県南病院【串間】
（神・精・内科）☎
（72）
0224
えとう循環器科・内科
（循・内科）☎
（23）
1125
28日 猿渡医院（外科・内科）
☎
（64）
2225
㈰
のだ小児科医院
【串間】
（小・アレ） ☎
（71）
1112

日曜・祝日当番薬局

11月

※こ の当番制は、院外処方せんで発行された場合に対応
するものです。

日付

開

3日 あがた東薬局
（水・祝）
7日 とだか調剤薬局

90台
ホームワイド
ケーズ電器

セブン
イレブン

吾田東小学校

ホームプラザ
ナフコ

10月17日～23日は
「薬と健康の週間」
「お薬手帳」とは、いつ、どこで、どんな薬が
処方されたかを記録する手帳のことです。
これまでにかかった病気や服用した薬、副作
用の記録など、大切な情報が記録されています。
適正で安全な治療を受けるために「お薬手帳」を
正しく、有効活用しましょう。
【お薬手帳の活用方法】
医療機関にかかる時は
必ず持っていきましょう
・薬 の重複やよくない飲み合わせを未然に防止
できます。
・同じ薬による副作用の再発を防止できます。
・薬 の使用の記録があることで、より安全に薬
を使用することができます。
医師や薬剤師に相談したいことを
書いておきましょう
外出するときは常に携帯しましょう
・外 出先での突然の体調不良や災害が起こった
場合など、お薬手帳があれば飲んでいる薬を
正確に伝えられます。
１冊にまとめましょう
・病 院ごとや薬局ごとに別々のお薬手帳を作ら
ずに、１冊に記録・保管することが大切です。
ドラッグストアでも活用しましょう
・市 販薬やサプリメントを買う時にも、薬剤師
や登録販売者に確認が得られ、安全に薬を選
ぶことができます。
「お薬手帳」は
全国の調剤薬局
（保険薬局）などで
無料で作って
もらえます。

☎
（32）
1821
☎
（21）
9570

お薬手帳があれば、服
用しているお薬について、
薬剤師に相談したりアド
バイスを受けたりするこ
とができ、自身の健康を
守ることにつながります。

●問い合わせ 健康増進課 ☎（31）
1129

安 心と信 頼 の家 造 り

リフォーム・注文住宅

安心できる家づくりのために欠かせない地盤チェック。
忠建では
「品質」
「健康」
「財産」
の３つの視点でお客様の大切な土地の地盤を守ります。

モスバーガー

いちき
歯科 GS
タイヨー 小玉
共立外科

☎
（31）
0875
☎
（71）
1150
☎
（33）
0044
☎
（22）
2220
☎
（55）
1125
☎
（27）
3567
☎
（21）
1201
☎
（21）
1387

広告

ひなたの宿

見聞読タナカ

局

☎
（21）
1536

かすが薬局南町店

4100

日南葬祭

スーパーとむら

薬

つぼみ薬局北方店【串間】
カープ油津薬局
14日 岡留薬局
㈰
ファミリー薬局【串間】
21日 上平野調剤薬局
㈰ 堺薬局

日南市吾田東10‑4‑10
FAX：
（0987）
23‑4114

駐車場
完備

局

㈰

㈰

㈱日南葬祭

（0987）
23

11月

23日 ふるかわ薬局
（火・祝）
28日 ハロー薬局吾田店

まずはお気軽にお電話ください

線
２号
２２
国道

56万円

24時間対応

医師や看護師が医療
相談に応じます。

※日曜日・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。

事前相談

シンプル プラン

救急医療電話相談

（31）
1111
☎

診療日
診療時間
毎
日
19時
日曜日・祝日
22時
年末年始

家族葬 24 万円〜

一般葬・家族葬まで
真心こめて 安心ご葬儀

急な病気で困ったら…

～

!

21 お薬手帳

お持ちですか

発熱がある場合は、受診する医療機関に
事前に電話での連絡をお願いします。

・ ・ ・

まずは
お問合せ
ください!

TEL：090‑4981‑9745

〒889‑2402

宮崎県日南市北郷町郷之原乙2012‑2

固定電話 0987‑55‑2634
営業時間 7：00〜22：00
忠建 日南

検索

注文住宅
住宅リフォーム
耐震改修
26

田の
北郷と吾 ぁば
ば
、
じ
♥
じぃ
遊ぼうね
いっぱい
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い

ひろ

と

戸井 大翔くん（９カ月）
と

ん（宮崎市）

子さ
父：政也さん、母：有希

にし むら

る

西村 瑠莞くん（１歳）
い

父：翔拓さん、母：麗奈さん（吾

田）

わが家の まちの たからもの！

秘書広報課 広報広聴係

「うちの宝 まちの宝」では、未就学児のお子さん
の写真を募集しています。お子さんの名前と保護
者名、生年月日、住所（自治会名）、電話番号、コ
メント（30文字以内）
を記入して、お子さんの写真
を一緒に送付してください（Ｅメール可）
。

〒887-8585 日南市中央通 1-1-1
☎
（31）
1117 ℻
（31）
1190
E-mail：koho@city.nichinan.lg.jp

右のQRコードを読み取ると、送付先のメールアドレスが表示されます。

※掲載前に確認の電話をしますので、必ず
連絡先を記入してください。
※Eメールの場合は、件名に「うちの宝 ま
ちの宝」と入力して送信してください。

じぃじ、
ばぁば
日南に
帰
っ
た
時はまた
いっぱい遊ん
でね！

ばぁば、
じ、
日南のじぃ
、
おばちゃん
ね
また遊んで

■発行・編集 宮崎県日南市総合政策部 秘書広報課 広報広聴係   
☎0987-31-1117 http://www.city.nichinan.lg.jp/ 印刷：㈱新生社印刷日南支店

◀

ばぁば、
じぃじ、 いつも
ば
ひいばぁ てくれて
っ
が
い
わ
か
う♥
と
ありが

‼

らも
これか 良く
！
仲
２人 く育ってね
す
く
す

もと

（写真右）
伊豆元 さくらちゃん（１歳)
涼太くん（５歳)
（写真左）
い

ず

りょう た

た

なか

ゆ

な

田中 結菜ちゃん（１歳)

父：金 弘鎭さん、母：美香さん（宮
崎市）

父：利治さん、母：香織さん（吾田）

無料 FREE APP

多言語
自動
翻訳
このアイコンが目印

文字
拡大

スマホで読める!
好きです にちなん

デジタルブック配信中!!

ひら いわ

りん

な

平岩 鈴菜ちゃん（１歳)

）
父：朋也さん、母：杏奈さん（静岡県

ブラウザでもアプリでも、スマホやタブレットで読
める／９言語に対応【日本、英、中国（簡・繁）
、韓
国、タイ、ポルトガル、スペイン、インドネシア】／
音声読み上げもできる／文字サイズを調整できる

※ブラウザ版は音声読み上げには対応しておりません。音声読み上げには、無料アプリ（カタポケ）のインス
トールが必要です。※アプリケーションの利用は無料ですが、
ダウンロードには別途通信料がかかります。

