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アカウミガメの 
保護について

●�アカウミガメとは？
　アカウミガメは、世界的に希少な
動物であり環境保全の目安とされて
います。
●�串間市内上陸・産卵海浜
　長浜・今町・千野（港）・大納・石波・
藤・崎田の７海浜
● 上陸産卵時期
　５月から９月ごろまで
●�注意事項
①�海浜への車両（車・バイク・バギー）
の乗り入れ
②�ゴミの放棄
※�海浜への車両の乗り入れやゴミな
どの放棄を阻止することで、子ガ
メ・卵の踏みつぶし、親ガメ・子
ガメの移動の妨げになることを防
げます。
●�令和３年度集計結果

海岸名 上陸
頭数

産卵
頭数 卵数

長　浜 １ 1 －
今　町 ─ ─ －
千野（港） １ １ ─
大納・恋ヶ浦 ６ 1 １１０
石　波 １０ ６ ─
藤 ─ ─ －
崎　田 ― ― ─

　希少な動物アカウミガメと、その
上陸産卵地でもある串間市の自然を
守るためにも、市民の皆さまのご理
解ご協力をお願いいたします。
　��生涯学習課文化係�
☎55 ‐ 1163

自　然

問

令和４年度こころの健康
相談について

　眠れない、憂鬱（ゆううつ）な気
分が続く、引きこもっている、アル
コール依存などこころの問題で悩ん
でいる方、どのように対応してよい
のか分からない方はご相談ください。
専門医がご相談に応じます。
　ご本人だけではなく、ご家族や支
援者からの相談にも応じます。
　相談に関する秘密は厳守します。
●�内容＝精神科医師による個別相談
●�日時＝原則毎月第４木曜日午後　
※�２月は祝日のため、第３木曜日開催
●�場所＝日南保健所相談室（日南市
吾田西１丁目５番１０号）
●�費用＝無料
●�申し込み方法＝相談は予約制です。
前日の午前中までに電話でお申し
込みください。
　��　　�日南保健所健康づくり課疾

病対策担当☎23 ‐ 3141

「夜間パソコン初心者向けク
ラス」の受講生を募集します
　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
受験ができるまでの内容です。就職・
転職に役立てたい方、基礎から学び
直したい方など、検定までは考えて
いない方も気軽に受講できます。
●�日時＝５月3０日（月）～９月２２日
（木）【お盆・祝日休み】
　�午後７時半～午後９時半（全3０回）
●�場所＝日南高等職業訓練校
●�費用＝４万5千円（教材費込み・
税込み）
●�申込期限＝５月２７日（金）まで
●�募集人数＝５名以上で開講（定員
になり次第締め切ります）
●�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
　��　　�日南高等職業訓練校�

☎22 ‐ 2633

健　康

申・問

募　集

申・問

串間市登録統計調査員
募集のお知らせ

　各統計調査の際に、世帯や事業所
などを訪問し、調査票を配布・回収
する調査員を随時募集します。また、
令和４年１０月１日を基準日として実
施する就業構造基本調査の調査員を
募集します。
●�対象＝２０歳以上で、次の全ての要
件を満たす方
・責任を持って調査事務を遂行できる
・秘密の保護に関して信頼できる
・�国税徴収法に規定する徴収職員、
または地方税法に規定する徴収吏
員でない
・�警察官でない
・�公職選挙法に規定する公職の候補
者や選挙事務所職員、選挙運動に
従事する人でない
・�暴力団員や暴力団関係者でない
●�就業構造基本調査員の応募締め切

り＝６月１０日（金）までに市総合
政策課情報統計係までご応募くだ
さい。
　��　　�総合政策課情報統計係�

☎55 ‐ 1154

新茶まつりを開催します
　新茶の時期を迎え串間市茶業振興
会が、くしま産新茶の販売イベント
を行います。
　丹精込めて育てられた「くしま産
新茶」を発売いたします。
　購入されていない方も毎年購入さ
れている方もぜひお越しください。
●�日時＝５月２０日（金）午前９時～
午後４時
●�場所＝道の駅「くしま」
※�商品がなくなり次第終了といたし
ます。
※�悪天候または新型コロナウイルス
感染症の状況により中止となる場
合があります。
　��農業振興課園芸特産係�
☎55 ‐ 1150

募　集

申・問

イベント

問

マイナンバーカードの
日曜交付について

　マイナンバーカード（個人番号カード）
をすでに申請済みで、交付通知書（はが
き、封書）が届いているものの、仕事な
どで平日は窓口に来ることができない
方のために、毎月第２・４日曜日に市役
所市民生活課にて、マイナンバーカー
ドを交付します（午前８時半～午後５時）。
　また、これからマイナンバーカー
ドを作りたい方のために、交付申請
の補助（写真撮影など）を行います。
※�当日は、マイナンバーカードの交付
事務と申請補助、電子証明書の更新
のみを行い、証明書交付や各種届け
出の受け付けなどは行いません。
　��市民生活課☎72 ‐ 1117

子ども医療費、母子及び 
父子家庭等医療費の 

償還払い締め切り日が
変更になります！

　現在、毎月１１日から翌月１０日をひ
と月分の申請受付期間としています
が、７月からは、毎月１日から末日ま
でをひと月の申請受付期間とします。
※�支払日については変更ありません
が、毎月１日から１０日の申請受付
分は翌月払いになりますのでご注
意ください。

変更前 変更後

申請
受付

11日～
翌月10日

1日～
末日

支払日 翌月最終水曜日

　��福祉事務所こども政策係�
☎72 ‐ 1123（内線507）

生　活

問

生　活

問

～農家の皆さまへ～ 
使用残農薬の回収を 

行います！！
　ＪＡはまゆうでは、使わない、ま
たは使えなくなった農薬による未来
環境への影響を防ぎ、農産物の安全
確保と消費者の信頼を高める一環と
して、法律に基づいた適正な処分・
回収を行います。
　不必要な農薬や処分にお困りの農
薬がありましたら、JAが処理専門
業者に委託して処分しますので、希
望される方は、下記の回収場所へ時
間内にお持ち込みください。
●�回収日時＝７月７日（木）午前９
時～午前１１時半（時間厳守でお願
いいたします）

●�回収場所
・�日南新選果場（対象地区：�鵜戸･
東郷･飫肥･吾田･北郷）

・�細田支所（対象地区：細田･酒谷）
・�南郷選果場（対象地区：南郷･市木）
・�串間配送センター（対象地区：福
島･北方･本城･都井）

●�処分費用（包装材の重量込み価格）
・�ＪＡ組合員：１キロ当たり100円
（税込み）
・�組合員以外：１キロ当たり200円
（税込み）
※�処分費用は、当日現金にて徴収い
たします（100グラム未満は四捨
五入処理）。

●�注意事項
①�回収対象は農薬だけです（肥料や廃
油など、その他の物は回収しません）。
②�長期にわたる保管で、包装が弱くな
りこぼれるなどの事故が起きる場合
がありますので、取り扱い、運搬に
ついては十分注意してください。
③�使い残しの液体や粉粒剤をひとつ
のビンや袋にまとめないでくださ
い（反応して有毒なガスが発生す
る恐れがあります）。

　��はまゆう農協本所�営農部生産資
材課☎23 ‐ 5138

農　業

問

令和４年度銃砲刀剣類
登録審査会について

　次の通り、銃砲刀剣類登録審査会
の実施日程が決まりましたのでお知
らせいたします。
●�日程

日にち 銃砲審査
５月２０日（金） 有
８月１9日（金） 無
１１月４日（金） 有

令和５年２月３日（金） 無

※�古式銃砲の審査について、令和４
年度は５月、１１月を予定しています。
※�新型コロナウイルスの感染状況次
第では、審査会を延期・中止する場
合がありますのでご了承ください。

●�時間
・�午前９時半～正午�
（最終受付：午前１１時半）
・�午後１時～午後４時�
（最終受付：午後３時半）
●�当日持参物
①�当該銃砲刀剣類
②�宮崎県収入証紙　
　県庁内（宮崎県職員互助会）にて
購入できます。１件につき
・新規登録申請：6,300円
・再交付：3,500円
・製作承認：800円
③�発見届出済書（所轄警察署発行。
ただし、新規登録の場合）

④�委任状（申請者がやむを得ない事
情で審査を受けられず代理人に委
任する場合）

⑤�銃砲の製造・渡来年証明資料（た
だし、申請に係る銃砲が日本製銃
砲にあっては、おおむね慶応３年
以前に製造されたこと、外国製銃
砲にあっては、おおむね同年以前
にわが国に伝来していたことを証
明する資料などがある場合）

　��宮崎県教育庁文化財課（宮崎市橘
通東１丁目９番１０号）�
☎0985 ‐ 26 ‐ 7250

登録審査

問
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