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　納税管理係　☎(31)1122

引っ越しごみは
計画的に出しましょう

　春は、転勤や進学などで引っ
越しが多いシーズンです。
　引っ越しに伴うごみを、自治
会が管理するステーションへ一
度に多量に出すと、収集業務に
支障を来たし、他の皆さんの迷
惑になります。また、ごみを適
正に処分せず不法投棄すると、
罰則が科せられます。ごみにし
ない工夫と、ごみ出しのマナー
を守りましょう。
■ごみにしない工夫・ごみ出し
のマナーと注意
 ・使えるものは、知人に譲った
りリサイクルショップを利用
したりする。
 ・分別を徹底し、資源物は資源
にする。
 ・燃やせるごみ、燃やせないご
みが大量の場合は、何回かに
分けて計画的に出す。出せな
い場合は、施設に直接搬入す
るか、許可業者に依頼する。
 ・家電リサイクル法等対象品（テ
レビ、洗濯機、冷蔵庫、冷凍
庫、エアコン、衣類乾燥機、
パソコン）は、市で収集・受
け入れができないので、販売
店や専門業者などに相談する

こと。
 ・刃物や割れたガラスなどの危
険物を、燃やせないごみの日
に出す時は、紙などで包んで
分かるようにして出すこと。
■ごみの搬入場所
　直接搬入する際は、搬入日時
を確認してください。
【燃やせるごみ・燃やせる粗大
ごみ】
　日南市クリーンセンター
　☎(27)1233
【燃やせないごみ・燃やせない
粗大ごみ】
　黒潮環境センター
　☎(68)1560
○問い合わせ
　美化推進課　☎(27)0255
　北郷町総合支所　総務市民係
　☎(55)2111
　南郷町総合支所　総務市民係
　☎(64)1111

教育委員会の定例会議
を傍聴しませんか

■日時
　３月20日(水)　15時～
■場所　南郷健康福祉センター
※事前申し込みは不要です。詳
細は、お問い合わせください。
○問い合わせ
　学校教育課　☎(31)1178

３月25日(月)までに
納めましょう

■国民健康保険税10期
■介護保険料10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　本庁税務課
　納税管理係　☎(31)1122

スマートフォンで納税
できるようになります

　市税などがスマートフォンア
プリPayB（ペイビー）を利用
して、納付できるようになりま
す。ぜひ、ご利用ください。
■開始日　平成31年４月１日
■利用方法
①アプリをダウンロードし、口
座などの情報を登録。
②スマートフォンのカメラで、
納付書のバーコードを読み取
り、暗証番号を入力。
※「コンビニ及びPayB取扱期
限」を過ぎたものは利用でき
ないので、ご注意ください。
※詳細は、４月１日に掲載予定
の市公式ホームページをご覧
いただくか、お問い合わせく
ださい。
○問い合わせ　本庁税務課

税　金
生　活

教　育
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緊急通報装置を
無償貸与します

■緊急通報装置とは
　病状の急変などの緊急時に、
ボタン一つでコールセンター
へ通報できます。その後、協
力員が自宅まで駆けつけるの
で安心です。
■無償貸与対象者
　高齢者のみの世帯や重度身体
障がい者で、疾患や障がいな
どにより日常生活に見守りの
必要がある方など
■その他
　利用にはさまざまな要件があ
りますので、お問い合わせく
ださい。
○問い合わせ
　本庁長寿課　高齢者支援係　
　☎(31)1162
　北地区地域包括支援センター
　☎(25)0408
　東地区地域包括支援センター
　☎(23)6099
　中央地区地域包括支援セン
ター　☎(22)3301
　南地区地域包括支援センター
　☎(64)3178

「愛の訪問連絡員」を
ご存じですか

　日常生活の見守りが必要な一
人暮らし高齢者や高齢者だけの
世帯が年々増加していますが、
行政だけでは十分な支援が困難
となっています。愛の訪問連絡
員になって、一緒に地域の高齢
者を見守りませんか。
■愛の訪問連絡員の役割
　高齢者の話し相手や声掛けな
どの安否確認をします。ま

た、必要に応じて、高齢者の
日常の不安などを、民生委員
を通して行政に伝えていただ
きます。
■愛の訪問連絡員になるには
　地区の役員から「愛の訪問連
絡員」になっていただくよう
依頼があります。その際は、
ご協力をお願いします。
○問い合わせ　本庁長寿課
　高齢者支援係　☎(31)1162

油津赤レンガ館２階を
「多目的交流スペー
ス」として開放します

　個人での一時的な利用や休憩
はもちろん、会議、講演会、コ
ンサートなどで貸し切ることも
できます。誰でも利用できます
ので、ぜひ、ご利用ください。
■開始日
　平成31年４月１日
■開館時間　９時～18時
※赤レンガ館の開館時間も９時
～18時に変わります。
■使用料
（個人利用）
　一時的な利用（勉強やビジネ
スなど）や見学、休憩は無料
です。
（貸切利用）１時間270円
※１時間単位で借りることがで
きます。
※冷暖房の使用には、別途100
円／時間が必要です。
■利用方法
（個人利用）１階で受付簿に記
入してください。
（貸切利用）利用日の１週間前
までに、使用申請書を提出し
てください。
■その他

公共交通

福　祉

施　設

 ・利用は、営利・非営利を問わ
ず使用可能ですが、火気の使
用はできません。
 ・内容によっては利用できない
場合もあります。事前にお問
い合わせください。
 ・２階が貸切中の時は、個人で
の利用はできません。１階の
多目的室をご利用ください。
○申込・問い合わせ
　油津赤レンガ館
　☎(27)3600
　観光・スポーツ課　観光係
　☎(27)3315

地域公共交通
シンポジウム

　日南の公共交通を、みんなで
一緒に考えませんか。事前申込
は不要で、どなたでも参加でき
ます。ぜひ、ご参加ください。
■日時　３月18日(月)
　18時30分～
■場所　油津Yotten
■内容
　演題「公共交通が使えること
で、ひともまちも元気になれ
る
　～そしてそれは、地域自ら取
り組むことで実現できる～」
　講師　加藤　博和　氏
　　　　（名古屋大学教授）
■参加料　無料
○問い合わせ
　本庁総合戦略課　地域政策係
　☎(31)1128

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
※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、開放校の行事や施設
管理上などで開放しないこと
があります。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

※小学生未満は利用できませ
ん。
■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

スポーツ安全保険

　万一のけがや賠償責任などの
事故に備え、加入しませんか。
■平成31年度分受付開始
　３月１日
■加入条件
　スポーツやボランティア活動
などをする４人以上の団体
■加入方法
　【金融機関振り込み】
　「加入依頼書」に必要事項を
記入し、指定金融機関の窓口
へ掛け金と一緒に提出してく
ださい。
※平成30年度加入団体には、３
月上旬までに加入依頼書を代
表者へ送付します。
※新規加入団体は、市役所総合
案内や多目的体育館などに加
入依頼書を設置していますの
で、ご利用ください。
※振込手数料が別途かかりま
す。
【インターネット】
　スポーツ安全協会ホームペー
ジ「スポ安ねっと」で必要事
項を入力後に、コンビニエン
スストアから掛け金を支払っ
てください。

○問い合わせ
　（公財）スポーツ安全協会　宮
崎県支部　☎0985(55)3136
　（受付時間：平日の８時30分
～17時15分）

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

スポーツ

消　防

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
　平成31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
ります。
■消火器設置が免除される場合
　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

一般

(高校生以上)

生徒(中学生)

児童(小学生）

平日

510円

300円

200円

休日

610円

410円

300円

　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

区　分

○調理油過熱防止装置

×立ち消え防止安全装置
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510円

300円

200円

休日

610円

410円

300円

　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

区　分

○調理油過熱防止装置

×立ち消え防止安全装置
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05　お知らせ 04　お知らせ

日南市育英奨学基金の
奨学生

■募集人員　10人

■貸与額　月額　60,000円以内

（無利子）

■貸与期間　平成31年４月～最

短修業年限の終期

■応募資格

 ・市内の高等学校を卒業し、短

期大学、大学、大学院、専修

学校の専門課程に在学するこ

と。

 ・本市に引き続き２年以上住所

がある方の子弟であること。

 ・健康で学業成績・人物ともに

優秀であり、経済的理由によ

り修学困難と認められるこ

と。

 ・在学する学校または出身学校

の長から、奨学生として推薦

されていること。

 ・市内に居住する確実な連帯保

証人が得られること。

 ・同一世帯全員に市税などの滞

納がないこと。

■申込方法　次の必要書類をそ

ろえて提出してください。

①奨学生願書

※学校教育課、北郷町・南郷町

総合支所総務市民係で配付し

ます。

②奨学生推薦調書

③在学証明書

④平成30年分の所得を証明する

書類

⑤世帯全員の住民票の写し（本

籍・続柄入り）

⑥卒業証明書（市内高等学校を

卒業した証明書）

■募集期間

 　４月１日(月)～26日(金)

■奨学金の返還方法　貸与期間

経過後（卒業あるいは退学な

ど）、直ちに貸与期間の３倍の

期間以内にご返還ください。

■決定通知　７月下旬までに通

知します。

○申込・問い合わせ　学校教育

課　学事係　☎(31)1144

（公財）南那珂育英会
の奨学生

■募集人員　14人

■貸与額　月額　30,000円（無

利子）

■貸与期間　平成31年４月～最

短修業年限の終期

■応募資格

 ・平成31年度に短期大学・大

学、大学院に入学すること。

 ・本市に本籍を置き在住してい

るか、引き続き２年以上在住

している方の子どもであるこ

と。

 ・健康で学業成績・人物ともに

優秀であり、経済的理由によ

り修学困難と認められるこ

と。

 ・高等学校などの長から奨学生

として推薦されていること。

 ・同一世帯全員に市税などの滞

納がないこと。

■申込方法　次の必要書類をそ

ろえて提出してください。

①奨学生願書

※学校教育課、北郷町・南郷町

総合支所総務市民係で配付し

ます。

②奨学生推薦調書

③在学証明書

④平成30年分の所得を証明する

書類

募　集 ⑤世帯全員の住民票の写し（本

籍・続柄入り）

■募集期間

　４月１日(月)～26日(金)

■奨学金の返還方法　貸与期間

経過後（卒業あるいは退学な

ど）、直ちに貸与期間の２倍の

期間以内にご返還ください。

■決定通知　７月下旬までに通

知します。

○申込・問い合わせ

　（公財）南那珂育英会事務局

　（学校教育課内）

　☎(31)1144

平成31年度運動教室
「楽らく♥フィットネ
ス」参加者

　健康運動指導士の指導で、ス

トレッチ体操、有酸素運動など

の運動をする教室です。

　適正体重の維持や筋力アップ

で、生活習慣病の予防・改善を

目指してみませんか。

■日時　毎月第１・第３火曜日

　13時30分～15時（予定）

■場所　日南総合運動公園　多

目的体育館　多目的室

※初回の４月２日のみ南郷健康

福祉センター

■対象者　市内在住の64歳以下

で運動制限がなく、これまで

に、楽らくフィットネスに参

加されていない方

■定員　30人（先着順）

■参加料　無料

■申込方法　氏名、年齢、連絡

先を電話でお知らせくださ

い。

■申込期間　３月11日(月)～

○申込・問い合わせ　本庁健康

増進課　☎(31)1129

家内労働（内職）情報

　家内労働をお探しの方は、気

軽にお問い合わせください。

■仕事の内容（２月１日現在）
 ・紳士、婦人服の補正

　････････････ 作業内容による

 ・スケッチブック紐付け、シー

ル貼り･････････ １冊　1.5円

 ・糸切り作業他･ １着　50円～

 ・医療機器電気コード組み立

て、加工････ １個　２～４円

 ・医療機器電気コード組み立て

････････････････ １個　２円

 ・紙製品袋詰め、あわせ作業、

ラベル貼り（工場内での内

職）････ １冊袋入れ　0.8円～

 ・洋服の製作※裁断済み（洋裁

経験者）･････ １着　600円～

○問い合わせ
　日南就職相談支援センター

　（宮崎県日南総合庁舎１階）

　☎(22)2714（受付時間は、

月～金の９時～17時）

第４回桜祭り
ゴルフ大会参加者

　優勝、準優勝のほか、さまざ

まな賞（飛び賞、敢闘賞など）

を用意しています。興味のある

方は、ぜひ、ご参加ください。

■日時　３月24日(日)
　９時（アウト・インスタート）

■場所
　ジェイズカントリークラブ

　日南コース

■定員
　20組80人(先着順)

※４人１組が原則ですが、１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
　①8,000円（セルフ）

　②10,808円（キャディー付

き）

※65歳以上の方は、利用税が安

くなります。年齢が確認でき

るもの（免許証など）を持参

し、フロントで提示してくだ

さい。

■申込方法　多目的体育館、市
役所総合案内、北郷町・南郷

町総合支所、サンキョウゴル

フセンター、さくらゴルフア

リーナ、ジェイズカントリー

クラブ日南コース、市内各ゴ

ルフ練習場で配付する申込用

紙に記入の上、ファクスする

か郵送してください。

■申込期限
　３月17日(日)　17時

※競技方法などの詳細は、事務

局へお問い合わせください。

○申込・問い合わせ
　日南市ゴルフ協会（事務局：

西山）　☎・FAX(25)3022

　携帯090(7924)1034

　〒889-2533

　日南市大字星倉6323-52

「イージンの英会話教
室」受講生

　一緒に楽しく英語を勉強しま

しょう。

　日南イングリッシュ
【イージー・クラス（初・中レ

ベル）】

■日時
　４月16日～　毎週火曜日

　13時30分～14時30分

■場所　小村記念館
【イージー・ナイト・クラス（初・

就　職

募　集

中レベル）】

■日時
　４月16日～　第１・３火曜日

　①18時45分～19時45分

　②20時～21時

■場所　文化センター
【インターメディエット・クラ

ス（中・上レベル）】

■日時
　４月９日～　第２・４火曜日

　18時45分～19時45分

■場所　文化センター
北郷イングリッシュ（初・
中レベル）
■日時
　４月17日～　第１・３水曜日

　13時30分～14時30分

■場所
　北郷農村環境改善センター

南郷イングリッシュ（初・
中レベル）
■日時
　４月10日～　第２・４水曜日

　13時30分～14時30分

■場所
　南郷ハートフルセンター

　共通事項
■対象者　高校生以上
■レッスン期間
　７月下旬まで(予定)

■申込方法
　電話、ファクス、メール

○申込・問い合わせ
　本庁総務・危機管理課

　国際交流員ヤン・イージン

　☎(31)1113

　FAX(23)1853

　メール：

　kokusaikouryu@city.nichinan.lg.jp
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05　お知らせ 04　お知らせ

日南市育英奨学基金の
奨学生

■募集人員　10人

■貸与額　月額　60,000円以内

（無利子）

■貸与期間　平成31年４月～最

短修業年限の終期

■応募資格

 ・市内の高等学校を卒業し、短

期大学、大学、大学院、専修

学校の専門課程に在学するこ

と。

 ・本市に引き続き２年以上住所

がある方の子弟であること。

 ・健康で学業成績・人物ともに

優秀であり、経済的理由によ

り修学困難と認められるこ

と。

 ・在学する学校または出身学校

の長から、奨学生として推薦

されていること。

 ・市内に居住する確実な連帯保

証人が得られること。

 ・同一世帯全員に市税などの滞

納がないこと。

■申込方法　次の必要書類をそ

ろえて提出してください。

①奨学生願書

※学校教育課、北郷町・南郷町

総合支所総務市民係で配付し

ます。

②奨学生推薦調書

③在学証明書

④平成30年分の所得を証明する

書類

⑤世帯全員の住民票の写し（本

籍・続柄入り）

⑥卒業証明書（市内高等学校を

卒業した証明書）

■募集期間

 　４月１日(月)～26日(金)

■奨学金の返還方法　貸与期間

経過後（卒業あるいは退学な

ど）、直ちに貸与期間の３倍の

期間以内にご返還ください。

■決定通知　７月下旬までに通

知します。

○申込・問い合わせ　学校教育

課　学事係　☎(31)1144

（公財）南那珂育英会
の奨学生

■募集人員　14人

■貸与額　月額　30,000円（無

利子）

■貸与期間　平成31年４月～最

短修業年限の終期

■応募資格

 ・平成31年度に短期大学・大

学、大学院に入学すること。

 ・本市に本籍を置き在住してい

るか、引き続き２年以上在住

している方の子どもであるこ

と。

 ・健康で学業成績・人物ともに

優秀であり、経済的理由によ

り修学困難と認められるこ

と。

 ・高等学校などの長から奨学生

として推薦されていること。

 ・同一世帯全員に市税などの滞

納がないこと。

■申込方法　次の必要書類をそ

ろえて提出してください。

①奨学生願書

※学校教育課、北郷町・南郷町

総合支所総務市民係で配付し

ます。

②奨学生推薦調書

③在学証明書

④平成30年分の所得を証明する

書類

募　集 ⑤世帯全員の住民票の写し（本

籍・続柄入り）

■募集期間

　４月１日(月)～26日(金)

■奨学金の返還方法　貸与期間

経過後（卒業あるいは退学な

ど）、直ちに貸与期間の２倍の

期間以内にご返還ください。

■決定通知　７月下旬までに通

知します。

○申込・問い合わせ

　（公財）南那珂育英会事務局

　（学校教育課内）

　☎(31)1144

平成31年度運動教室
「楽らく♥フィットネ
ス」参加者

　健康運動指導士の指導で、ス

トレッチ体操、有酸素運動など

の運動をする教室です。

　適正体重の維持や筋力アップ

で、生活習慣病の予防・改善を

目指してみませんか。

■日時　毎月第１・第３火曜日

　13時30分～15時（予定）

■場所　日南総合運動公園　多

目的体育館　多目的室

※初回の４月２日のみ南郷健康

福祉センター

■対象者　市内在住の64歳以下

で運動制限がなく、これまで

に、楽らくフィットネスに参

加されていない方

■定員　30人（先着順）

■参加料　無料

■申込方法　氏名、年齢、連絡

先を電話でお知らせくださ

い。

■申込期間　３月11日(月)～

○申込・問い合わせ　本庁健康

増進課　☎(31)1129

家内労働（内職）情報

　家内労働をお探しの方は、気

軽にお問い合わせください。

■仕事の内容（２月１日現在）
 ・紳士、婦人服の補正

　････････････ 作業内容による

 ・スケッチブック紐付け、シー

ル貼り･････････ １冊　1.5円

 ・糸切り作業他･ １着　50円～

 ・医療機器電気コード組み立

て、加工････ １個　２～４円

 ・医療機器電気コード組み立て

････････････････ １個　２円

 ・紙製品袋詰め、あわせ作業、

ラベル貼り（工場内での内

職）････ １冊袋入れ　0.8円～

 ・洋服の製作※裁断済み（洋裁

経験者）･････ １着　600円～

○問い合わせ
　日南就職相談支援センター

　（宮崎県日南総合庁舎１階）

　☎(22)2714（受付時間は、

月～金の９時～17時）

第４回桜祭り
ゴルフ大会参加者

　優勝、準優勝のほか、さまざ

まな賞（飛び賞、敢闘賞など）

を用意しています。興味のある

方は、ぜひ、ご参加ください。

■日時　３月24日(日)
　９時（アウト・インスタート）

■場所
　ジェイズカントリークラブ

　日南コース

■定員
　20組80人(先着順)

※４人１組が原則ですが、１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
　①8,000円（セルフ）

　②10,808円（キャディー付

き）

※65歳以上の方は、利用税が安

くなります。年齢が確認でき

るもの（免許証など）を持参

し、フロントで提示してくだ

さい。

■申込方法　多目的体育館、市
役所総合案内、北郷町・南郷

町総合支所、サンキョウゴル

フセンター、さくらゴルフア

リーナ、ジェイズカントリー

クラブ日南コース、市内各ゴ

ルフ練習場で配付する申込用

紙に記入の上、ファクスする

か郵送してください。

■申込期限
　３月17日(日)　17時

※競技方法などの詳細は、事務

局へお問い合わせください。

○申込・問い合わせ
　日南市ゴルフ協会（事務局：

西山）　☎・FAX(25)3022

　携帯090(7924)1034

　〒889-2533

　日南市大字星倉6323-52

「イージンの英会話教
室」受講生

　一緒に楽しく英語を勉強しま

しょう。

　日南イングリッシュ
【イージー・クラス（初・中レ

ベル）】

■日時
　４月16日～　毎週火曜日

　13時30分～14時30分

■場所　小村記念館
【イージー・ナイト・クラス（初・

就　職

募　集

中レベル）】

■日時
　４月16日～　第１・３火曜日

　①18時45分～19時45分

　②20時～21時

■場所　文化センター
【インターメディエット・クラ

ス（中・上レベル）】

■日時
　４月９日～　第２・４火曜日

　18時45分～19時45分

■場所　文化センター
北郷イングリッシュ（初・
中レベル）
■日時
　４月17日～　第１・３水曜日

　13時30分～14時30分

■場所
　北郷農村環境改善センター

南郷イングリッシュ（初・
中レベル）
■日時
　４月10日～　第２・４水曜日

　13時30分～14時30分

■場所
　南郷ハートフルセンター

　共通事項
■対象者　高校生以上
■レッスン期間
　７月下旬まで(予定)

■申込方法
　電話、ファクス、メール

○申込・問い合わせ
　本庁総務・危機管理課

　国際交流員ヤン・イージン

　☎(31)1113

　FAX(23)1853

　メール：

　kokusaikouryu@city.nichinan.lg.jp
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07　お知らせ 06　お知らせ

国税専門官採用試験
受験者

　人事院と国税庁では、国税専
門官採用試験の受験者を募集し
ます。
■受験資格
 ・平成元年４月２日～平成10
年４月１日までに生まれた方
 ・平成10年４月２日以降に生
まれた方で、次に掲げる方
①大学を卒業した方または平成
32年３月までに大学を卒業す
る見込みの方
②人事院が①に掲げる方と同等
の資格があると認める方
■試験の程度　大学卒業程度
■試験日　６月９日(日)
■申込方法
　＜インターネット申込＞
　人事院ホームページ
　（http://www.jinji.go.jp/saiyo
　/saiyo.htm）または 「採用情
報ＮＡＶＩ」と検索し申し込
んでください。
■申込期間　３月29日(金)～４
月10日(水)受信有効
○問い合わせ　人事院人材局
　試験課　☎03(3581)5311
　内線2332

平成31年度北郷町「健
康増進教室」参加者

 共通事項
■申込方法　市役所総合案内、
北郷町総合支所福祉保健係、
さくらアリーナに備え付けの
申込書と問診票に記入の上、
ファクス、郵送するか直接お
持ちください。
■申込期間　３月４日(月)～18
日(月)
■教室が休みになる日
　祝日、７月24日(水)～８月22

日(木)、年末年始
■その他
 ・申し込みが定員を超えた場合
は、抽選になります。
 ・「いきいき健康教室」の参加
が３年未満の方を優先しま
す。
 いきいき健康増進教室
　スポーツインストラクター
が、健康維持・筋力アップの
ための、健康器具を使ったト
レーニングやストレッチ体操
などを指導します。
■期間　４月16日(火)～翌年３
月17日(火)

■場所　北郷体育館（さくらア
リーナ）
■対象者
　30歳以上の市内在住者
■定員　各18人
■利用料金　１回100円
 らくらくウォーキング教室
　四季折々の風景の中で、ス
ポーツインストラクターが規
則正しい歩行などを指導しま
す。

■期間　４月16日(火)～翌年３
月17日(火)
　毎週火・木曜日　13時30分
～15時
■場所　蜂之巣公園周辺ほか
※雨天時は、さくらアリーナ（予
定）
■対象者　市内在住者
■定員　各30人
○申込・問い合わせ
　北郷町総合支所　福祉保健係
　☎(55)2113   FAX(55)2457
　〒889-2492

募　集 　日南市北郷町郷之原乙1477

「小松山（988.8m）」
山開きと登山

　晴天時の山頂からは市内が一
望でき、大島・七ツ八重の島々
や雄大な日向灘が望めるほか、
霧島連山・桜島・鰐塚山などの
展望が楽しめます。登山中は、
飫肥杉の美林やハート型に群生
したケヤキ林、山椿などを見る
ことができます。健康な人な
ら、初心者でも登られる山で
す。ぜひ、チャレンジしてみま
せんか。
■日時　３月24日(日)　※小雨
決行
　８時～15時　(集合)７時50分
■集合場所　わんぱく広場駐車
場（日南総合運動公園　遊泳
プール駐車場内）
■コース　わんぱく広場駐車場
→小松山下部駐車場→展望所
→山頂→ケヤキ林→小松山下
部駐車場→わんぱく広場駐車
場
■参加料　300円（スポーツ保
険代など）
■申込方法　氏名、住所、年齢、
連絡先を郵送するかファクス
でお知らせください。
■申込期限　３月20日(水)
■服装・持っていく物　長ズボ
ン、長袖シャツ、手袋、帽子、
履き慣れた運動靴、防寒具、
雨具、弁当、水筒、おやつ、
タオル、ティッシュなど
○申込・問い合わせ
　日南市体育協会・山岳連盟
　（日南山の会）田中　稔 
　☎・FAX(25)2478
　携帯090(4346)7080
　〒889-2533
　日南市星倉3-20-5

日南市民吹奏楽団
「第12回定期演奏会」

　県南唯一の市民吹奏楽団によ
る定期演奏会です。子どもから
音楽好きな方まで、どなたでも
楽しめる曲をご用意していま
す。ぜひ、ご来場ください。
■日時　３月24日(日)
（開場）13時30分～
（開演）14時
■場所　文化センター
■内容
（第１、３部）
　吾田中学校吹奏楽部との合同
演奏
（第２部）
　市民吹奏楽団メンバーのソロ
演奏
■チケット販売所
 ・見聞読タナカ書店１号店

 ・コープみやざき日南店
 ・アサヒクリーニング南郷Ａ
コープ店
■その他
 ・当日券の販売もあります。
 ・駐車場は、市役所駐車場、市
職員駐車場をご利用くださ
い。
○問い合わせ
　日南市民吹奏楽団（事務局：
谷口）　☎090(1971)1789

日南こども食堂

■日時　３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　市内在住であれば年
齢を問わず、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）

イベント ■その他
 ・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、衣料品、
学用品、おもちゃなどの提供
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：183421
　名義：日南こども食堂
　　　　つわぶきの会
○問い合わせ　日南こども食堂
　つわぶきの会（代表：西）
　☎080(6402)0894

イベント

60歳
以上

30～50
歳代

10時～11時30分
10時～11時30分
13時30分～15時
10時～11時30分
19時30分～21時

19時30分～21時

火曜日

水曜日

木曜日

水曜日

開　催　日年 齢

イベント
　事前申込は不要で、どなたでも参加できます。ぜひ、図書館へお越しください。

図書館イベント

イベント名

内 容

期 間

時 間

場 所

問い合わせ

図書館工作
「ぬってぬって☆カラフルイースターエッグ」

イースターの塗り絵を仕上げて、図書館に飾り
ます。

３月１日(金)～31日(日)
（展示期間）４月21日(日)まで

開館時間

まなびピア図書館

まなびピア図書館　☎(22)5666

図書館工作
「春がきたよ ！ ウグイスちゃん」

羽がちょこちょこ動く、春らしい工作です。

３月９日(土)、10日(日)

９時～16時

北郷図書館

北郷図書館　☎(55)2469

　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

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
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国税専門官採用試験
受験者

　人事院と国税庁では、国税専
門官採用試験の受験者を募集し
ます。
■受験資格
 ・平成元年４月２日～平成10
年４月１日までに生まれた方
 ・平成10年４月２日以降に生
まれた方で、次に掲げる方
①大学を卒業した方または平成
32年３月までに大学を卒業す
る見込みの方
②人事院が①に掲げる方と同等
の資格があると認める方
■試験の程度　大学卒業程度
■試験日　６月９日(日)
■申込方法
　＜インターネット申込＞
　人事院ホームページ
　（http://www.jinji.go.jp/saiyo
　/saiyo.htm）または 「採用情
報ＮＡＶＩ」と検索し申し込
んでください。
■申込期間　３月29日(金)～４
月10日(水)受信有効
○問い合わせ　人事院人材局
　試験課　☎03(3581)5311
　内線2332

平成31年度北郷町「健
康増進教室」参加者

 共通事項
■申込方法　市役所総合案内、
北郷町総合支所福祉保健係、
さくらアリーナに備え付けの
申込書と問診票に記入の上、
ファクス、郵送するか直接お
持ちください。
■申込期間　３月４日(月)～18
日(月)
■教室が休みになる日
　祝日、７月24日(水)～８月22

日(木)、年末年始
■その他
 ・申し込みが定員を超えた場合
は、抽選になります。
 ・「いきいき健康教室」の参加
が３年未満の方を優先しま
す。
 いきいき健康増進教室
　スポーツインストラクター
が、健康維持・筋力アップの
ための、健康器具を使ったト
レーニングやストレッチ体操
などを指導します。
■期間　４月16日(火)～翌年３
月17日(火)

■場所　北郷体育館（さくらア
リーナ）
■対象者
　30歳以上の市内在住者
■定員　各18人
■利用料金　１回100円
 らくらくウォーキング教室
　四季折々の風景の中で、ス
ポーツインストラクターが規
則正しい歩行などを指導しま
す。

■期間　４月16日(火)～翌年３
月17日(火)
　毎週火・木曜日　13時30分
～15時
■場所　蜂之巣公園周辺ほか
※雨天時は、さくらアリーナ（予
定）
■対象者　市内在住者
■定員　各30人
○申込・問い合わせ
　北郷町総合支所　福祉保健係
　☎(55)2113   FAX(55)2457
　〒889-2492

募　集 　日南市北郷町郷之原乙1477

「小松山（988.8m）」
山開きと登山

　晴天時の山頂からは市内が一
望でき、大島・七ツ八重の島々
や雄大な日向灘が望めるほか、
霧島連山・桜島・鰐塚山などの
展望が楽しめます。登山中は、
飫肥杉の美林やハート型に群生
したケヤキ林、山椿などを見る
ことができます。健康な人な
ら、初心者でも登られる山で
す。ぜひ、チャレンジしてみま
せんか。
■日時　３月24日(日)　※小雨
決行
　８時～15時　(集合)７時50分
■集合場所　わんぱく広場駐車
場（日南総合運動公園　遊泳
プール駐車場内）
■コース　わんぱく広場駐車場
→小松山下部駐車場→展望所
→山頂→ケヤキ林→小松山下
部駐車場→わんぱく広場駐車
場
■参加料　300円（スポーツ保
険代など）
■申込方法　氏名、住所、年齢、
連絡先を郵送するかファクス
でお知らせください。
■申込期限　３月20日(水)
■服装・持っていく物　長ズボ
ン、長袖シャツ、手袋、帽子、
履き慣れた運動靴、防寒具、
雨具、弁当、水筒、おやつ、
タオル、ティッシュなど
○申込・問い合わせ
　日南市体育協会・山岳連盟
　（日南山の会）田中　稔 
　☎・FAX(25)2478
　携帯090(4346)7080
　〒889-2533
　日南市星倉3-20-5

日南市民吹奏楽団
「第12回定期演奏会」

　県南唯一の市民吹奏楽団によ
る定期演奏会です。子どもから
音楽好きな方まで、どなたでも
楽しめる曲をご用意していま
す。ぜひ、ご来場ください。
■日時　３月24日(日)
（開場）13時30分～
（開演）14時
■場所　文化センター
■内容
（第１、３部）
　吾田中学校吹奏楽部との合同
演奏
（第２部）
　市民吹奏楽団メンバーのソロ
演奏
■チケット販売所
 ・見聞読タナカ書店１号店

 ・コープみやざき日南店
 ・アサヒクリーニング南郷Ａ
コープ店
■その他
 ・当日券の販売もあります。
 ・駐車場は、市役所駐車場、市
職員駐車場をご利用くださ
い。
○問い合わせ
　日南市民吹奏楽団（事務局：
谷口）　☎090(1971)1789

日南こども食堂

■日時　３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　市内在住であれば年
齢を問わず、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）

イベント ■その他
 ・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、衣料品、
学用品、おもちゃなどの提供
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：183421
　名義：日南こども食堂
　　　　つわぶきの会
○問い合わせ　日南こども食堂
　つわぶきの会（代表：西）
　☎080(6402)0894

イベント

60歳
以上

30～50
歳代

10時～11時30分
10時～11時30分
13時30分～15時
10時～11時30分
19時30分～21時

19時30分～21時

火曜日

水曜日

木曜日

水曜日

開　催　日年 齢

イベント
　事前申込は不要で、どなたでも参加できます。ぜひ、図書館へお越しください。

図書館イベント

イベント名

内 容

期 間

時 間

場 所

問い合わせ

図書館工作
「ぬってぬって☆カラフルイースターエッグ」

イースターの塗り絵を仕上げて、図書館に飾り
ます。

３月１日(金)～31日(日)
（展示期間）４月21日(日)まで

開館時間

まなびピア図書館

まなびピア図書館　☎(22)5666

図書館工作
「春がきたよ ！ ウグイスちゃん」

羽がちょこちょこ動く、春らしい工作です。

３月９日(土)、10日(日)

９時～16時

北郷図書館

北郷図書館　☎(55)2469

　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

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
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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　３月18日(月)　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
　☎0985(27)8133・0985(44)2411
　宮崎市霧島1-1-2
■相談対象　「ひきこもり」とは、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（宮崎県精
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。

若者就職支援出張相談会
～厚生労働省・宮崎県委託事業～

○申込・問い合わせ　みざざき若者サポートス
テーション　サテライト都城
　☎0986(36)6510　都城市東町４街区30号
※前日までに事前予約をお願いします。
■相談対象　就職を目指す15歳～39歳の無業者
とその家族を対象に、就職に向けての不安や悩
み事の個別相談、セミナー、職場体験など、一
人一人に合った支援で就労に結び付けます。

■日時・場所　３月15日(金)　12時30分～15時
20分　ハローワーク日南

※２カ月に１回、日南で出張相談を開催します。
※サテライト都城では、土、日、祝日、年末年始
を除き、毎日相談を受け付けています。

一人で悩まず、まず相談

○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

ライフサポートセンター
～暮らし全般に関する総合相談所～

○申込・問い合わせ
　ライフサポートセンターみやざき
　☎0120(397)864　宮崎市広島1-11-8
※ホームページの「受付フォーム」に入力するか、
電話で予約してください。

※相談内容により、曜日が異なります。詳細は、
ホームページをご覧になるか、お問い合わせく
ださい。

■相談対象　生活法律、職場、学校、家庭、年金・
家計、社会保険、老後の暮らし、労働、金融・
多重債務、子育て、介護、生活保障など
■日時・場所　平日の10時～17時
　ライフサポートセンターみやざき
　（労働福祉会館別館内２階）
※電話での相談もできます。
■相談員　常駐相談員、専門相談員

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　３月28日(木)　13時30分～15時
30分　日南保健所（原則毎月第４木曜日午後）
■相談員　精神科医師


