
※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８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。詳しくは各支援センター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

地域自治区 支援センター 講 座 名 日 時 申 込 その他

中央東 おひさま保育園 26-5252
26-5217 助産師さんのお話 9/21（火）

10:30〜11:30
［締切］9/16（木）
［定員］10組

赤 江 大坪保育園 51-1478
51-1486 骨盤セラピー講座 9/22（水）

10:30〜11:30
［締切］9/21（火）
［定員］６組

本 郷 希望ケ丘こども園 56-2881
56-2912 お外で遊ぼう 9/24（金）

9:30〜12:00 申込不要

木 花 加江田保育園 65-0067
65-0131 ０歳からの体育教室 9/24（金）

10:30〜11:30
［締切］9/22（水）
［定員］５組 ※来所による受付

中央東
みやざき

（市男女共同参画
センター「パレット」内）

25-2050
25-2050

３館合同親子講座
「コロナに負けない！

ペップトーク」
9/25（土）
10:00〜11:30

［申込］9/1（水）〜
［締切］9/24（金）
［定員］30組

［託児］あり
※先着順

生 目 跡江保育所 48-1523
48-1511

赤ちゃんと一緒に
リズム遊び♪

9/27（月）
10:30〜11:30

［締切］9/24（金）
［定員］８組

［対象］１歳未満の赤ちゃんと
保護者

高 岡
高 岡

（高岡福祉保健センター
「穆園館」内）

82-5294
82-5401 運動会ごっこ 9/29（水）

10:30〜11:30
［締切］9/28（火）
［定員］12組

［準備物］動きやすい服装、水分
補給用の飲み物、タオル

清 武 清 武
（清武総合支所・南隣）

84-2380
84-2380

わくわくオータム
（利用者の祖父母を交え、

敬老の日を祝う）
9/29（水）
10:00〜12:00

［締切］9/28（火）
［定員］15組

住 吉 島之内保育園 39-0694
39-0735 親子リトミック 10/7（木）

10:15〜11:00
［締切］9/30（木）
［定員］６組

［対象］一人歩きができるお子様
〜３歳児まで

［準備物］動きやすい服装、水分
補給用の飲み物

小 戸 中 央
（小戸保育所２階）

27-2401
27-2401

子どもの心と身体の
子育て相談

10/13（水）
10:00〜12:00 申込不要 ※相談を希望される方は、当日

11:30までにお越しください。

東大宮 あおぞら保育園 65-5800
25-6852 親子で音遊び 10/13（水）

10:00〜11:30
［締切］10/7（木）
［定員］10組

［対象］２歳から
［準備物］動きやすい服装、水分
補給用の飲み物、タオル

生 目 和（やわらぎ）
保育園

47-2200
47-2243 歯ぁと！キッズ 10/19（火）

10:30〜11:30
［締切］10/18（月）
［定員］15組

大 宮 平和ヶ丘保育園 39-7755
39-3447 親子体操教室 10/20（水）

11:00〜11:30
［締切］10/18（月）
［定員］なし

［対象］一人歩きができる
お子様

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

新入学児の健康診断を実施します 子ども医療より適正受診のお願い
来年４月に小学校入学予定の幼児を
対象とした健康診断を実施します。
詳しくは、９月中旬に送付する案内
はがきをご確認ください。
●対象　�平成27年４月２日～平成

28年４月１日生まれの幼児
●日程　10月～11月（予定）
●場所　�住所地の校区にある市立小

学校
（問）保健給食課
85-1837　 85-3366

●かかりつけ医を持ちましょう。
●診療時間外の安易な受診は控えましょう。
●休日、夜間(19:00〜翌8:00)の子どもの

急な病気やけがで対処や判断に迷った
と き は、子 ど も 救急医療電話 ( 35-
8855)でも相談できます。

●ジェネリック医薬品の処方について、かか
りつけの医師や薬剤師に気軽に相談しま
しょう。

（問）親子保健課
73-8200　 29-5208
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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。

01

02

問
スポーツランド推進課　 20-5151　 20-5171
宮崎市総合型地域スポーツクラブ連絡協議会（東大宮スポーツクラブ内）
20-6122　 48-6133

※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８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

総合型地域スポーツクラブで
気軽にスポーツを楽しみましょう

お知らせ 01 07 13募 集 08

農業振興地域内農用地区域（青地）の
個別見直しの受付を停止します

03

問 農政企画課　 21-1785　 44-0770

問 環境政策課　 21-1751　 22-3522

■運行期間：�９月23日（木・祝）～26日（日）
■運行時刻：�宮交シティ→宮崎みたま園（宮崎神宮経由）
　　　　　   ①7:30　②11:10　③14:50
　　　　　   宮崎みたま園→宮交シティ（宮崎神宮経由）
　　　　　   ①9:05　②12:45　③16:25
　　　　　   宮交シティ→宮崎南部墓地公園
　　　　　   ①9:44　②13:24
　　　　　   宮崎南部墓地公園→宮交シティ
　　　　　   ①10:56　②14:36

毎年度、４月・７月・10月・１月の４回、個別見直し（青地からの 
除外・農業用施設用地への用途変更等）の受付を行っていますが、 
本年度から農業振興地域整備計画の全体的な見直しを行う 
ため、令和４年１月期から計画変更完了（令和５年３月予定）まで、 
個別見直しの受付ができません。現在、個別見直しの計画がある 
人は、停止前の最終受付となる下記期間までにご相談ください。
■期間：10月１日(金)～29日(金)　※土·日· 祝日は除く
■申込：直接、農政企画課・各総合支所農林建設課へ

宮崎みたま園・宮崎南部墓地公園
行きお彼岸の臨時バス

04

マイナンバーカード交付、および申請のお手伝いのための
窓口を日曜日に開きます。カード交付の場合は交付通知書 
に記載の受取場所へ、同通知書に記載の必要書類をご 
持参ください。カード申請の場合は、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。
※ 来庁者多数の場合は、予告なく受付を終了することが

ございます。

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

市内にある10か所の総合型地域スポーツクラブでは、どな 
たでも幅広い種目の中から自分に合った種目を選び、それ 
ぞれのレベルに応じて活動できます。健康づくり、仲間づ
くりのため、ぜひご参加ください。詳しくは宮崎市総合型 
地域スポーツクラブ連絡協議会にお問い合わ
せください。

市ホームページはこちら

▲

場所 開設日時

高岡総合支所
９月26日（日）
9:00～12:00

推進センター
（宮交シティ３階）

９月26日（日）、
10月10日（日）
10:00～18:30

市役所（第２庁舎１階）、
佐土原・清武総合支所、
住吉地域センター

10月10日（日）
9:00～13:00

田野・高岡総合支所、
赤江・生目・木花地域センター

10月10日（日）
9:00～12:00
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