
Webクリエイター講座受講生募集
●対象　 ひとり親家庭の父または母、寡婦
●日時　 ５月11日（火）～７月15日（木）の毎

週火・木曜（全20回）19:00～21:00
●場所　 ライブビジネススクール
　　　　（江平西１丁目　第３丸三ビル）
●定員　 20人
●料金　 無料（テキスト代3,080円が必要）
●申込　 ４月20日（火）までに、子育て支援課

内の市母子寡婦福祉協議会で配付
する申込書を直接、または郵送で同
協議会（〒880-8505、住所不要）へ

　　　  ※託児希望の場合はご相談ください。
（問）子育て支援課
21-1765 27-0752

※この欄は、広告です。掲載されている広告の内容などの問い合わせは、直接広告主へお願いします。

［ 子育て ］Child Care

※ 掲載の情報は３月１日現在のものです。新型コロナウイルス感染症の影響によりイベント中止などの可能性があります。詳しくは主催者にお問い合わせください。

●申込　詳しくは各支援センターへお問い合わせください。　（問）子育て支援課　 21-1765　 27-0752

情報は
ココか

ら

支援センター 講 座 日 時 申 込 その他

清 武 84-2380
84-2380 春のお散歩 4/20（火）

10:30～11:30
［締切］4/19（月）
［定員］10組

［場所］清武地域子育て支援
センター周辺

平和ヶ丘保育園 39-7755
39-3447 親子体操教室 4/21（水）

11:00～11:40
［締切］4/19（月）
［定員］５組 ［対象］あんよができるお子さん

希望ケ丘こども園 56-2881
56-2912 お誕生会・身体測定 4/22（木）

10:30～11:00 不要 ※誕生月のお子さんには写真付
　のカードをお渡しします

おひさま保育園 26-5252
26-5217 夏野菜の苗植え 4/22（木）

10:30～11:30 不要

みやざき 25-2050
25-2050 骨盤セラピー 4/23（金）

10:30～11:30
［申込］4/9（金）～
22（木）
［定員］10組

［対象］1歳未満
［準備］バスタオルまたはハンド
タオル、水分補給用の飲み物

加江田保育園 65-0067
65-0131 フォトアート 4/26（月）

10:30～11:30
［締切］4/23（金）
［定員］６組

跡江保育所 48-1523
48-1511 こいのぼりとあそぼう！ 4/26（月）

10:30～11:30
［締切］4/23（金）
［定員］８組

あおぞら保育園 65-5800
25-6852 こいのぼり制作 4/27（火）、28（水）

10:00～11:00
［定員］10組
※先着順

大坪保育園 51-1478
51-1486 母の日プレゼント制作 4/27（火）、28（水）

10:00～14:00
［締切］4/20（火）
［定員］20組

島之内保育園 39-0694
39-0735 おたのしみシアター 5/13（木）

11:10～11:25 不要

高 岡 82-5294
82-5401 ママのためのフットセラピー 5/14（金）

10:30～11:30
［申込］4/21（水）～
5/13（木）
［定員］５組

［託児］５名

中 央 27-2401
27-2401 あかちゃんの日・ふれあいの日 5/19（水）

9:30～11:30
［申込］5/7（金）～
18（火）
［定員］10組

駐車場は10台まで
［対象］1歳未満 兄姉は参加不可

地域子育て支援センターの親子講座
●対象　未就学児と保護者

５月５日～５月11日は
「児童福祉週間」
厚生労働省では、子どもや家庭、子どもの
健やかな成長について国民全体で考える
ことを目的に、毎年５月５日（こどもの日）
から１週間を「児童福祉週間」と定めて、
児童福祉の理念の普及・啓発のための
各種事業を行っています。児童館・児童
センター・地域子育て支援センターなど
でこいのぼりを掲揚したり、イベントを
開催したりします。
（問）子育て支援課
21-1765　 27-0752
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※この欄は、広告です。掲載されている広告の内容などの問い合わせは、直接広告主へお願いします。
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問
九州ろうきんローンセンター宮崎　 26-9207　 29-8976
学校教育課　 85-1825　 44-1564

03

■納付書で納める人：
納付書を持参し、金融機関、郵便局、納税管理課（第３
庁舎３階）、国保収納課（第２庁舎３階）、総合支所、地域
センターで期限内に納めてください。下表の税目はインター
ネットバンキング（ペイジー）でも納められます。バーコー
ドがついている納付書は、コンビニエンスストア及びスマー
トフォン決済（PayB）でも納められます。
■口座振替で納める人：
口座振替は納期限の日が振替日
です。軽自動車税（種別割）の
振替日は５月20日（木）です。

市税は納期内に納めましょう04

※宮崎市役所へ郵送する場合は、〒880-8505、住所不要、担当課へ
※ 掲載の情報は３月１日現在のものです。新型コロナウイルス
感染症の影響により日程等の変更や中止の可能性があります。
詳しくは主催者にお問い合わせください。

Information from Miyazaki City

今月の

情報ひろば

問
納税管理課　 21-1741　 21-1747
国保収納課　 21-1744　 42-8757

宮崎市提携教育ローン
（固定金利型・年利1.3％）

■対象： 高等学校、各種専門学校、大学、大学院などに
在学中または入学が決まった家族がいる市内
在住の人

■融資限度額： 400万円
■融資利率： 固定金利型　年1.3％（別途保証料が必要）
■融資期間： 15年以内（元金据置期間４年以内）
■申込： 随時受付。詳細は九州労働金庫（県内全店舗）へ

お知らせ 01 08 14募 集 09

カード交付の場合は、交付通知書に記載されている場所へ必要
書類をご持参ください。申請の場合は、本人確認書類と通知カー
ド（お持ちの方のみ）をご持参ください。
■日時： ①４月25日（日）9:00～13:00
　　　  ②４月25日（日）9:00～12:00
　　　  ③４月25日（日）、５月９日（日）10:00～18:30
■場所： ①市役所（第２庁舎１階）、佐土原・清武総合支所
　　　  ②田野・高岡総合支所、生目地域センター
　　　  ③推進センター（宮交シティ３階）

マイナンバーカード日曜開庁
（交付・申請のお手伝い）

問 マイナンバーカード推進室　 42-2036　 28-2767

宮崎広域都市計画事業飯田土地区画整理事業の審議会
委員として、平成17年から土地区画整理事業に携わり、
事業の推進と地域の発展に尽力し、高岡地区の良好な
まちづくりに貢献された２名を表彰
しました。

■自治功績者表彰（敬称略）：
小谷清男、吉田光男

良好なまちづくりに貢献された
２名を市長表彰

問 区画整理課　 21-1893　 20-8323
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