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問 ＝ 問い合わせ先

申 ＝ 申し込み先

≫ イベント

■ ご来場ください「えびの音楽ミニコンサー
ト～初春の誘い～」

市では、市内で活動している音楽愛好家によるミニコ
ンサートを四季折々に開催しています。
今回は、えびのミュージカルで親子共演したのをきっ
かけに、もっと音楽を楽しみたいと6年前に親子バンド
を結成した「 YFBやましたファミリーバンド」と仲間た
ちがライブを開催します。J-POPを中心に幅広い世代に

人気の曲を演奏します。どなたでも、お気軽にご来場く
ださい。
【開催日】2月6日（土）
【時間】
［開場］午後2時30分［開演］午後3時
【場所】市文化センター ホール
【定員】150人程度 ※先着順

【入場料】無料
※入場整理券が必要です。入場整理券は、市文化センター
で配布しています。
※新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、中止

となる場合があります。

申・問 市社会教育課 文化係（市文化センター内）
☎35-2268（課直通）

■「安全登山講習＆実演会」に参加しません
か
えびのエコミュージアムセンターでは、
「安全登山講
習＆実演会」を開催します。ベテラン登山者が登山のイ
ロハを教えます。ぜひ、ご参加ください。
●講習「装備、服装、靴等について」
【開催日】1月24日（日）
【時間】午後1時～午後2時
【定員】20人 ※先着順
※室内で行います。
●実演会「歩き方、マナー、ペース配分や休憩の仕方に
ついて」
【開催日】2月28日（日）
【時間】午前10時～午前11時
【定員】20人 ※先着順

【準備する物】防寒対策、水、登山靴、普段使っている登
山道具など
※野外で行います。荒天時は中止します。
●共通事項
【集合場所】えびのエコミュージアムセンター
【参加費】無料 ※駐車場料金として普通乗用車1台あたり
500円必要です。

【講師】えびのエコミュージアムセンタースタッフ 今村

正美氏 ※自転車で日本一周しながら全都道府県最高峰
の登頂成功
【申込方法】えびのエコミュージアムセンターに電話で
お申し込みください。
申・問 えびのエコミュージアムセンター
☎33-3002

≫ お知らせ

■ 高病原性鳥インフルエンザが多発して
います

☎23-3166
問 西諸県農林振興局 林務課
☎23-4725

■ 森林境界を巡回してください

現在、国内では高病原性鳥インフルエンザが28件確認
されています（12月21日現在）。

鳥インフルエンザは元来、カモ類の伝染病です。カモ
類は既に耐性を獲得しているため感染しても死にませ
ん。ウイルスを保有している個体が多いため、他の鳥類
と比べて感染源になりやすいです。市民の皆さんは、カ
モ類のふんの落ちているような水辺に行かないことや、
バードウォッチング後に養鶏場や飼育鳥には近づかない
ようご協力をお願いします。
●鳥に異常を見つけたら
飼養している鳥に異常（続けて死亡したなど）がある
ときは都城家畜保健衛生所または市畜産農政課畜産振興
室までご連絡ください。現在、宮崎県の野鳥の回収対応
レベルは3になっています。最新の対応レベルについて
は、県または市にお問い合わせください。回収基準につ
いては以下のとおりになります。
【回収基準】

自分の森林が知らないうちに無断で伐採されているの
を見つけたときは、次の事項を確認し、市農林整備課林
務係へ連絡してください。
●確認事項
【被害者（所有者）】被害者（所有者）はだれか
【いつ】伐採されたのはいつか、立木を確認したのはいつ
か
【どこで】場所の特定（地図など）
【なにを】面積、木の種類、本数、林齢、境界は明確か

①身近に見られる陸鳥［カラス、ハト、スズメなど］まと 【だれが】伐採業者、仲介業者の氏名、住所など
まった状態で5羽以上死亡
【その他証拠となるもの】相手方から提示された書類、記
②身近に見られる水鳥［カワウ、アオサギ、サギ類など］ 録簿、写真など
3羽以上
自己所有の森林を伐採するときには、市へ伐採届出書
③足の水かきが特徴的な水鳥、肉食類やカモ科の鳥類［カ
の提出が必要です。また、隣接する所有者との境界の確
イツブリ、ナベヅル、ハヤブサ、ハクチョウなど］1羽以
認と伐採地を中心とした字図の提出が必要です。
上
※鳥インフルエンザが疑わしい死亡野鳥（同一場所で多
数の野鳥が死んでいる場合、相次いで野鳥が死んだ場合
等）を発見した場合は、西諸県農林振興局または市農林
整備課林務係までご連絡ください。
問 市畜産農政課 畜産振興室
☎35-3744（課直通）
問 市農林整備課 林務係
☎35-3725（課直通）
問 都城家畜保健衛生所

☎0986-62-5151
問 西諸県農林振興局 農畜産課
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問 市農林整備課 林務係

☎35-3725（課直通）

■ えびのブランド第8回認証申請を
受け付けています
市では、市内の優れた特産品等を「えびのブランド」

として認証することにより、商品の付加価値を高め、消
費者等に地域イメージを高めることで、優良産品の販路

拡大や地域産業の振興を図ります。
【受付期間】1月22日（金）まで

【申請できる事業者（個人を含む）の主な要件】
（1）市内に本店または事業所等を有していること
（2）加工食品、民工芸品の生産・加工・製造のいずれかを

行い、かつ、自社商品として販売していること
【対象産品】次の表に掲げる基準を満たす産品とします。
今回は、
「加工食品」と「民工芸品（民芸品・工芸品）」を
対象とします。今後、農産物等も含めて認証対象を拡大
していくことを検討します。

品は、えびのブランドとして市ホームページ（ https://
www.city.ebino.lg.jp/ ）等で広く周知します。

【申請方法】所定様式に記入し、市観光商工課商工係に直
接、または郵送(1月22日まで必着)で提出してください。
※申請様式は、市ホームページからダウンロードするか、
市観光商工課商工係で取得できます。

申・問 市観光商工課 商工係
☎35-3728（直通）

えびの市の魅力を市内外に広く発信し、販路

魅力向上 拡大に意欲的であり、本市の魅力向上への貢
献が期待できること

信頼性

・法令等に違反していないこと
・賞味期限または消費期限等必要な事項が適切
に表示されていること
・外観、味、価格、品質ともに安全で安心して
消費者が消費できること

加工食品

産地

次のいずれかに該当していること
・市内で生産、製造、加工のいずれかをしてい
るもの
・市内の原材料（調味料は除く）を使用してい
るもの

品質および数量の面において、安定供給が見

安定供給 込めること。ただし、期間限定および数量限
定で供給可能なものはこの限りではない

えびの市の魅力を市内外に広く発信し、販路

魅力向上 拡大に意欲的であり、本市の魅力向上への貢
献が期待できること

民工芸品（民芸品・工芸品）

産地

次のいずれかに該当していること
・市内で生産、製造、加工のいずれかをしてい
るもの
・主な素材について市内の原材料を使用してい
るもの

信頼性

・法令等に違反していないこと
・外観、価格、品質ともに安全で安心して消費
者が使用できること
・気候、風土、伝統を生かした原材料や技法を
取り入れ、技術の蓄積と商品化の創意工夫が
みられること
品質および数量の面において、安定供給が見

安定供給 込めること。ただし、期間限定および数量限
定で供給可能なものはこの限りではない

【認証品、認証事業者の取り扱い】

認証を受けた事業者には認証書を交付し、認証期間中
は別に定める認証マークの使用ができます。また、認証

■ 水田のあぜ焼きを実施しましょう
水田周辺の害虫駆除などのためにあぜ焼きを実施され
る自治会は、注意事項を十分遵守し、全農家参加のもと、
地元消防団等の協力を得て行ってください。
なお、過去に消防署等に届け出のないまま実施され、
関係機関が出動する事例が発生しています。あぜ焼きを
実施する自治会は、事前に消防署へ届出書の提出が必要
です。また、当日は開始前に消防署に連絡をお願いしま
す。
※市畜産農政課への連絡は必要ありません。
【駆除適期目安】1月下旬から2月末日まで
【注意事項】
①責任者（自治会長等）は自治会農家や地元消防団と協
議の上、火災が発生しないように十分注意してください。
②あぜ焼きは地域ごとに5 ～ 6人の小集団を編成して行
い、個人行動による作業は絶対に行わないでください。
③水田に散布してある稲わら、たい肥、わら小積み等に
飛び火しないように十分注意してください。
④人家の周辺は特に注意し、危険な箇所は避けてくださ
い。
⑤あぜ焼き後は、必ず消火の確認をしてください。
⑥特に鉄道沿線、河川敷や堤防等のあぜ焼きは、必ず2

週間前までに関係機関と十分に協議してください。
【関係機関の連絡先】
国土交通省川内川河川事務所京町出張所（川内川）
☎ 37-1151
宮崎県小林土木事務所（その他の河川）
☎ 23-5165

九州旅客鉄道（株）鹿児島鉄道事業部 国分工務センター
☎ 0995-47-0983
えびの警察署
☎ 33-0110
問 えびの消防署

広報えびのお知らせ版
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☎33-6119
問 市畜産農政課 農産園芸係
☎35-1650（直通）

■ 法務局に預けて安心「自筆証書遺言書
保管制度」

☎23-3126 ※自動音声案内

≫ 募集

あなたの大切な自筆証書遺言書を法務局が預かる制度
ができました。遺言者が亡くなられた後は、法務局から

相続人等に対してお知らせすることもできます。
詳細については、
宮崎地方法務局ホームページ（http://
■ 会計年度任用職員を募集します
houmukyoku.moj.go.jp/miyazaki/ ）をご覧ください。
【手続料金】3,900円
市では、次の業務の会計年度任用職員を募集します。
【申請場所】宮崎地方法務局供託課、都城支局、延岡支局、
［令和2年度採用］
日南支局
●国民健康保険事業
※申請手続きは予約制です。
問 宮崎地方法務局
【募集人員】1人
☎0985-22-5124（代表）
【業務内容】国民健康保険事業の事務補助
【適任要件】パソコン入力（エクセル・ワード）ができる
人
【報酬】6,014円～ 6,394円（日額）※通勤手当あり
【勤務時間】午前8時30分～午後4時（月曜～金曜 ※祝日
■ 確定申告に関する相談は確定申告
を除く）
電話相談センターへ
【勤務場所】市健康保険課
【雇用期間】1月25日～ 3月31日
熊本国税局では、1月14日（木）から3月15日（月）まで 【保険等】社会保険・雇用保険あり
の間、所得税、消費税および贈与税の確定申告に関する 【申込期限】1月15日（金）午後5時まで
電話相談に対応するため、
「確定申告電話相談センター」 【選考方法】書類選考（市様式の履歴書）と面接
を開設しています。
※面接日時は、後日申込者に連絡します。
最寄りの税務署に電話し、音声ガイダンスに従って
「 0」番を選択した後、ご相談ください。相談会場や受付

【申込方法】市様式の履歴書に必要事項を記入のうえ、市
健康保険課に直接、または郵送(1月15日まで必着)で提出
時間などのお問い合わせは、専用オペレーターが対応し
してください。
ます。また、問い合わせの内容によっては電話を転送し、 ※市指定履歴書は、市健康保険課にあります。
申・問 市健康保険課 医療保険係
職員等が対応します。
☎35-3742（直通）
なお、時間帯によっては、つながりにくい場合や少々
お待ちいただく場合がありますので、あらかじめご了承
ください。

また、確定申告以外の国税に関する一般的な相談は、
「熊本国税局電話相談センター」をご利用ください。最寄
りの税務署に電話し、
「 1」番を選択していただくと、熊
本国税局電話相談センターの職員が相談を受け付けま
す。
問 小林税務署
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［令和3年度採用］
●集落支援員
【募集人員】若干名

【業務内容】地域、集落の実情の把握や、集落の維持・活
性化に必要な支援など
【適任要件】地域づくりへの関心が高い人、パソコン
（ワード・エクセル）ができる人

【資格要件】普通自動車運転免許
【勤務時間】午前9時～午後4時（月曜～金曜）

※場合によっては夜間、土・日、祝日の勤務あり
【勤務場所】各地区コミュニティセンター
【保険等】社会保険、雇用保険あり

●地域コーディネーター
【募集人員】1人
【業務内容】地域コーディネートおよび地域おこし協力
隊の支援など
【適任要件】地域づくりへの関心が高い人、パソコン
（ワード・エクセル）ができる人
【資格要件】普通自動車運転免許
【勤務時間】午前9時～午後4時（月12日以内の勤務）
※場合によっては土・日、祝日の勤務あり

【勤務場所】市民協働課
【保険等】社会保険、雇用保険なし
●共通事項
【報酬】6,525円～ 7,085円（日額）※通勤・期末手当あり
【雇用期間】4月1日～令和4年3月31日
【申込期限】2月12日（金）午後5時まで
【選考方法】書類選考（市様式の履歴書）と面接
※面接日時は、後日申込者に連絡します。
【申込方法】市様式の履歴書に必要事項記入のうえ、市民
協働課に直接、または郵送(2月12日まで必着)で提出して
ください。
※市様式の履歴書は市民協働課にあります。
申・問 市民協働課 市民協働係
☎35-1118（直通）

【担当係】地域包括支援センター
●認知症地域支援推進員
【募集人員】1人
【業務内容】認知症地域支援に係る業務

【資格要件】認知症の医療や介護における専門的知識お
よび経験を有する医師・保健師・看護師・作業療法士・精神
保健福祉士・社会福祉士・介護福祉士
【報酬】8,678 ～ 9,047円（日額）※通勤・期末手当あり
【勤務時間】午前9時～午後4時（月曜～金曜 ※祝日・年末
年始を除く）
【担当係】地域包括支援センター
●介護保険認定調査員

【募集人員】5人
【業務内容】介護保険認定調査
【資格要件】介護保険法に規定する介護支援専門員また
は保健師・看護師・准看護師・社会福祉士・介護福祉士で実
務経験のある人
【報酬】8,099 ～ 8,582円（日額）※通勤・期末手当あり
【勤務時間】午前9時～午後4時（月曜～金曜 ※祝日・年末
年始を除く）
【担当係】介護保険係
●介護保険認定業務
【募集人員】1人
【業務内容】介護保険認定業務
【適任要件】介護保険認定業務または介護保険認定調査
員の実務経験のある人
【報酬】8,099 ～ 8,582円（日額）※通勤・期末手当あり

●介護予防業務
【募集人員】2人
【業務内容】介護予防業務

【勤務時間】午前9時～午後4時（月曜～金曜 ※祝日・年末
年始を除く）
【担当係】介護保険係
●介護保険業務全般一般事務員
【募集人員】2人

【報酬】8,678 ～ 9,047円（日額）※通勤・期末手当あり
【勤務時間】午前9時～午後4時（月曜～金曜 ※祝日・年末
年始を除く）
【担当係】地域包括支援センター

人
【資格要件】普通自動車運転免許
【報酬】5,783 ～ 6,148円（日額）※通勤・期末手当あり
【勤務時間】午前9時～午後4時15分（月曜～金曜 ※祝日・

【資格要件】保健師、理学療法士、作業療法士または地域
ケア・地域保健等に関する経験のある看護師

●介護予防支援業務
【募集人員】6人

【業務内容】介護予防支援業務
【資格要件】介護保険法に規定する介護支援専門員また
は保健師・社会福祉士
【報酬】8,678 ～ 9,047円（日額）※通勤・期末手当あり
【勤務時間】午前9時～午後4時（月曜～金曜 ※祝日・年末
年始を除く）

【業務内容】介護保険業務に係る事務
【適任要件】パソコン入力（ワード・エクセル）ができる

年末年始を除く）
【担当係】介護保険係、地域包括支援センター
●共通事項
【勤務場所】市介護保険課
【雇用期間】4月1日～令和4年3月31日
【保険等】社会保険・雇用保険あり

【申込期限】1月29日（金）午後5時まで
【選考方法】書類選考（市様式の履歴書）と面接
広報えびのお知らせ版
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※面接日時は、後日申込者に連絡します。
【申込方法】市様式の履歴書を各担当係に直接、または郵

※○がついている種目は、第33回全国健康福祉祭ぎふ大
会の予選会を兼ねています。

送(1月29日まで必着)で提出してください。
申・問 市介護保険課 介護保険係・地域包括支援センター
☎35-1112（課直通）

【参加費】500円（申込後に郵送される振込用紙にて郵便
局で振り込み）
※種目によっては別途プレイ代が必要です。

■「宮崎ねんりんピック2021」参加者募集

等の必要事項を記入し、市福祉課または大会事務局（宮
崎県社会福祉協議会長寿社会推進センター）にお申し込
みください。

【参加資格】60歳以上（昭和37年4月1日以前に生まれた
人）
【申込方法】申込用紙に住所、氏名、生年月日、電話番号

※申込用紙は市福祉課にあります。
【申込期間】2月1日（月）～ 3月15日（月）
※郵送の場合は、3月15日（月）までの消印有効
申・問 市福祉課 福祉係
☎35-1115（直通）
申・問 社会福祉法人宮崎県社会福祉協議会 長寿社会推進
センター
☎0985-31-9630/FAX0985-31-9665

宮崎県社会福祉協議会では、
「宮崎ねんりんピック
2021」を開催します。
【開催日】5月16日（日）
※ミニテニス競技は5月17日（月）、ゴルフ競技は5月19
日（水）
、ソフトテニス競技は5月23日（日）
、なぎなた競
技は6月6日（日）です。
【場所】ひなた宮崎県総合運動公園ほか
【開催競技】
ラージボール卓球

○ 太極挙

テニス

○ 四半的弓道

ソフトテニス

○ ボウリング

ソフトボール

○ ゴルフ

○

ゲートボール

○ サッカー

○

ペタンク

○ ラグビーフットボール

○

ターゲット・バードゴルフ

○ パークゴルフ

グラウンド・ゴルフ

○ 水泳

バウンドテニス

○ 卓球バレー

ミニバレーボール
ソフトバレーボール

ダンススポーツ

○

○
○

○ 還暦軟式野球
囲碁

○

弓道

○ 将棋

○

剣道

○ 健康マージャン

○

ミニテニス

なぎなた
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■ えびの市生涯学習講座
「パソコン講座」に参加しませんか

●第8回パソコン初級講座
スイッチの入れ方、パソコンの終わり方、マウスの動
かし方、キーボード入力、ファイル操作、インターネッ
ト検索などを学習します。

【開催日】1月14日、21日、28日、2月4日（毎回木曜日）
【対象】市内在住者
●第7回Excel教室
Excelの概要・表の作成・数式・関数を学習します。

【開催日】1月13日、20日、27日、2月3日（毎回水曜日）
【対象】市内在住者で、パソコンの基本操作ができる人

●第5回Excel中級教室
Excelの便利な関数・機能およびプログラム言語VBAで

のマクロ作成・編集を学習します。
【開催日】1月15日、22日、29日、2月5日（毎回金曜日）
【対象】市内在住者で、Excelの基本操作ができる人
●第7回パソコン中級講座
パソコンでハガキ文章、ラベル、ポスター、新聞の作
成などを学習します。

【日程等】

内容

開催日

ハガキ文章作成

1 月 19 日（火）

ラベル作成

1 月 26 日（火）

ポスター作成

2 月 2 日（火）

新聞作成

2 月 9 日（火）

【対象】市内在住者で、パソコンの基本操作ができる人
●共通事項
【時間】午後1時～午後3時30分
【場所】市文化センター
【定員】各コース4人まで
【参加料】無料
【申込期限】各コース定員に達するまで
【申込方法】市社会教育課パソコン講師に電話でお申し
込みください。

■ 求職者支援訓練「仕事に役立つパソコン
基礎科」受講生を募集します
小林高等職業訓練校では、求職者支援訓練の受講生を
募集しています。求職者支援訓練とは、求職中の人が職

業に必須な知識・技能を習得し、早期就職を促進するた
めの訓練です。
【訓練期間】3月29日（月）～ 7月28日（水）
（4カ月間）

【訓練科目】仕事に役立つパソコン基礎科
【訓練内容】職業能力開発講習・就職支援・安全衛生・コン
ピューター基礎知識・コンピューター操作実習・文書作
成実習・表計算基礎実習・表計算応用実習・プレゼンテー
ション実習・ネットワーク基礎実習・総合演習・職業人講
話
【定員】15人
【参加費】テキスト代5,995円（税込み）
【申込期限】3月4日（木）まで
詳しくは、ハローワーク小林または小林高等職業訓練
校にお問い合わせください。
問 ハローワーク小林
☎23-2171
申・問 小林高等職業訓練校
☎23-6800

●パソコン相談
パソコンの使い方について、相談に応じます。パソコ

ン持ち込みでの相談にも対応します。
※パソコンの故障・修理の対応はできません。
※相談には、事前の申し込みが必要です。
【時間】午前10時～午後3時

【場所】市文化センター
【対象】市内在住者で、パソコンの操作に困っている人

【申込方法】市社会教育課パソコン講師に電話でお申し
込みください。
申・問 市社会教育課 パソコン講師（市文化センター内）
☎35-2268（火曜～金曜）

霧島演習場で採草をする人へ
霧島演習場で採草をする人は、立ち入る前に、
必ず霧島演習場管理班事務所に訓練状況等をご確
認ください。
なお、霧島演習場内に立ち入る際は、安全確保
のため必ず同事務所に立ち寄って、受付名簿に記
入してください。

問 えびの駐屯地 業務隊管理科 霧島演習場 管理班
事務所
☎ 33-3904（内線228）

広報えびのお知らせ版
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● 1 月 10 日～ 2 月 9 日の行事予定
日付・曜日

行事名・会場・時間

週間・月間行事
1 月 10 日（日）

令和 3 年えびの市消防団出初式（えびの湯田地区河川公園 9：00 ～）
えびの駐屯地創立 39 周年記念行事「市中パレード」ほか（真幸出張所付近 11：00 ～ 15：00）

1 月 11 日（月）
文化センター・図書館・歴史民俗資料館休館
1 月 12 日（火） 消費生活相談（市民環境課 10：00 ～ 15：00）
アルコール家族教室（小林保健所 13：30 ～ 15：30）
1 月 14 日（木） 年金移動相談（市役所 2-1 会議室 10：00 ～ 15：00)）※要予約（都城年金事務所☎ 0986-23-2571）
1 月 15 日（金）
1 月 16 日（土）
1 月 17 日（日）

美化センター稼働日（8：30 ～ 17：00)
第 29 回田の神さあの里市民音楽祭（文化センター 13：30 ～）

1 月 18 日（月） 文化センター・図書館・歴史民俗資料館休館
母子手帳交付（保健センター 受付時間 9：30 ～ 9：50）
1 月 19 日（火） 消費生活相談（市民環境課 10：00 ～ 15：00）
農業用廃プラスチック集積日「ポリフィルム」
（最終処分場 9：00 ～ 16：00）

1 月 22 日（金）
1 月 23 日（土） 美化センター稼働日（8：30 ～ 12：00)
1 月 24 日（日）
1 月 25 日（月） 文化センター・図書館・歴史民俗資料館休館
消費生活相談（市民環境課 10：00 ～ 15：00）
ひきこもり・こころの健康相談（小林保健所 13：30 ～ 15：30）※要予約（小林保健所☎ 23-3118）

1 月 27 日（水）

図書館・歴史民俗資料館休館
心配ごと相談（総合福祉センター 13：30 ～ 16：30 ※受付 16：00 まで）

1 月 28 日（木）

公証人無料相談（総合福祉センター 13：30 ～ 16：00）※要予約（社会福祉協議会☎ 35-2800）
わかちあいの会［自死遺族のつどい］
（小林保健所 13：00 ～ 15：00）

1 月 29 日（金）
1 月 30 日（土） 美化センター稼働日（8：30 ～ 12：00)
1 月 31 日（日）

2月

2 日（火）

母子手帳交付（保健センター 受付時間 9：30 ～ 9：50）
消費生活相談（市民環境課 10：00 ～ 15：00）

2月

3 日（水）

心配ごと相談（総合福祉センター 13：30 ～ 16：30 ※受付 16：00 まで）
人権・行政相談（市役所 2-1 会議室 10：00 ～ 15：00）

2月

4 日（木）

2月

5 日（金）

2月

6 日（土） 美化センター稼働日（8：30 ～ 12：00)

2月

7 日（日）

2月

8 日（月） 文化センター・図書館・歴史民俗資料館休館

2月

9 日（火）

消費生活相談（市民環境課 10：00 ～ 15：00）
アルコール家族教室（小林保健所 13：30 ～ 15：30）

※各行事については、変更になる場合があります。

「マチイロ」
マチを好きになるアプリ

1 日（月） 文化センター・図書館・歴史民俗資料館休館

えびの市広報
Facebook

2月

▶

えびの市
LINE 公式アカウント

1 月 26 日（火）

https://www.city.ebino.lg.jp/

市民交流喫茶（国際交流センター 10：00 ～ 11：30）
無料法律相談（総合福祉センター 13：30 ～ 16：30）※要予約（社会福祉協議会☎ 35-2800）

〈ホームページアドレス〉

1 月 21 日（木）

info@city.ebino.lg.jp

心配ごと相談（総合福祉センター 13：30 ～ 16：30 ※受付 16：00 まで）
県内一斉消毒の日（畜舎等の消毒を徹底しましょう）

〈メールアドレス〉

1 月 20 日（水）

発行／えびの市役所 編集／企画課情報係
宮崎県えびの市大字栗下1292番地
TEL 0984‒35‒1111 FAX 0984-35-0401

1 月 13 日（水） 心配ごと相談（総合福祉センター 13：30 ～ 16：30 ※受付 16：00 まで）

