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頼もしい民生委員児童委員

私たちに頼って
いいん です
高齢者や身体障がい者の単身世帯などを中心に、
担 当 地 域 内の家々を 巡る民 生 委 員 児 童 委 員（以下、
「民生委員」
）
。何気ない会話の中にも、地域住民が
抱える悩み事を解決に導こうとする、優しくて心強
い思いが詰まっています。

事例でも話を聞いてあげることが、気持ちを楽にする

ことにつながっていると考えています。

困窮者対策として制度が創設された100年前の貧困

率に近付きつつある今日、私たちへの相談には「明日食

べるものが無い」など、深刻な事例が多いです。そうな

問
（ ）
１１６３
⃝い合わせ 本庁福祉課 管理係 ☎

なぐことで解決に導きます。また、どうしても難しい

密は守られます。
子どもや子育て家庭への支

な方が一人で抱える悩みの相談を受け、支援機関につ

ある方を訪ねて安否確認や
の心配事に応じて必要な支
援を専門に担当する主任児

また、民生委員の中には、

援が受けられるよう専門機
童委員もいます。市内では

見守りなどを行い、生活上

民生委員は、民 生 委 員 法
関につなぐ役割を担ってい
現在、
民生委員１７３人
（う

地域と支援機関の
つなぎ役
に基づき、厚生労 働 大 臣 か
ます。無給のボランティア
人）が活

ら委嘱される非常 勤 の 地 方
躍中です。

き生きと暮らせる社会づくりを進めていきます。

として活動し、任期は３年。 ち主任児童委員
多くの個人情報に接する民

す機会が極端に少なくなります。私たちは、そのよう

31

民生委員同士で細やかに情報を共有して、皆さんが生

公務員で、児童福 祉 法 に 定
める児童委員を兼 ね て い ま

民生委員は、全国的に

生委員には法に基づく守秘

民生委員制度は、大正６
高 齢 化の影 響 などで、な

す。主な活動とし て 、 担 当

一人暮らしで聴 覚 障 が い
年に岡山県で貧困対策を目
り 手 不 足 が 深 刻 化 して

義務があり、相談内容の秘

のある男性高齢者のもと
的として創設された制度を

い ま す。 民 生 委 員 数 に

地域内の高齢者や 障 が い の

に、見守り活動で 民 生 委 員
始まりに全国へ普及し、今

は、 市 町 村の規 模ごとに

深刻化する
なり手不足

が度々訪れ、身ぶ り 手 ぶ り
年で１００周年を迎えまし

厚 生 労 働 省 が 定 める 配

見守り続けて
１００年

や筆談で相談に応 じ て い ま
た。今年度に全国各地で記

月

一人暮らしで、外出する機会が少ない方は、人と話

気軽に相談して
もらいたい

馬場 章吾 会長
日南市民生委員児童委員協議会

孤立防ぎ
命を救った事例も

したが、ある日、 自 宅 で 倒

置 基 準があり、市 内では、
年 以 上にわたり 定 数の

れているのを発見し、通報。 念式典などが予定されてい
ます。

年

１７３人を満たせていませ
んでした。 平 成

努めています。

がら、 民 生 委 員の確 保に

祉協議会などと連携しな

じめ９地 区ごとの社 会 福

市では、自 治 会 長 をは

定数を満たしています。

る委員によって、ようやく

から、 現 在の任 期 を 務め

12

﨑田市長より、
厚生労働大臣からの
委嘱状を受け取る民生委員

る前に、ぜひ気軽に相談してもらいたいです。今後も、

18
28

スムーズな緊急搬 送 で 一 命
を取り留めました 。

10
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民生委員制度創設100周年
民生委員
児童委員

突然の別れに備えて

犬を引き取ることはできま

将来

向き合うべきペットの「

愛するペットと触れ合える時間が、
い つ ま で も 続 く と は 限 り ま せ ん。 命
に 限 り が あ る の は、 飼 い 主 も ペ ッ ト
も同じです。万が一の事態に備えて、
ペットの将来も考えてあげましょう。

年９月からは、やむを得

ない事情と認められない限

一人暮らしの飼い主の
せ ん（引 き 取 り 手 を 探 す サ

り、保健所が飼い猫や飼い

死亡や入院などによって
ポートのみ）。

いなくなった飼い主
取り残されるペット

ペットが取り残さ れ る 事 例
不測の事態に備え、ペッ

」

届けられません。また、犬の安否確認がで
きず、登録が残り続けてしまいます。

が、昨年度の日南 保 健 所 管

おけば、もしも道端で飼い主が分からない
犬が見つかっても、札に書かれた登録番号

トの預け先をあらかじめ決

殺処分の対象に。県内の犬

居住地を特定することが困難なため、毎年
必要な狂犬病の予防接種を案内する文書を

内で６件起きまし た 。 動 物

情などで保健所に 引 き 取 ら
猫の殺処分数は年々減少傾

円で、登録するともらえるのがプレート型
の「犬鑑札」です。これを首輪などに付けて

めておきましょう。

れた犬猫は、しつ け を 受 け
向ですが、いまだに年間約

飼い犬が死亡したときは、登録している
市町村に届け出が必要です。電話でも可能。
届け出をせずに市外に引っ越した人には、

愛護法の改正によ っ て 平 成

て、譲渡を仲介し て い る 県
１，
４００ 匹（平 成

狂犬病予防法により、犬を飼い始めてか
ら30日以内に、住民票のある市町村への登
録が義務付けられています。費用は3,000

引き取られた後は
「譲渡」
または「殺処分」

の ホ ー ム ペ ー ジ「み や ざ き
の命が失われています。県

かないと判断された犬猫は、

動物愛護情報ネットワー
では、保健所での引き取り

飼い主のやむを 得 な い 事

ク」 ※な ど で 里 親 を 募 り ま
の制限や譲渡の推進などを

年 度）

す。

通じて、殺処分数の減少に

時任 英一郎
主任主事

け出は
届
の
犬
確実に う！
しょ
行いま
で飼い主の情報を把握できるため、スムー
ズに連絡できます。

死亡したけど生存？
届け出漏れで安否不明
生存中でも存在しない？
犬を飼ったら市に登録を

27
※みやざきドッグ愛ランド
「みやざき動物愛護情報ネットワーク」
URL：http://dog.pref.miyazaki.lg.jp/
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取り組んでいます。

保健所に収容された子犬

しかし、高齢だ っ た り 攻
撃的だったりして 譲 渡 に 向

忘れがちな犬の届け出に注意を！

25

番号が付いて
いる犬鑑札

⃝問い合わせ
本庁市民生活課 市民生活係 ☎
（31）
1176

お さ

野良猫に
餌をあげたい気持ち

抑え て
繁 殖 し、 行 動 範 囲 が 数 百
きますが、原則として野良

07

猫は捕獲できません。日南

和など、飼育上のメリットもあります。

㍍に及ぶため、周辺の住宅

繁殖防止以外にも病気の予防や問題行動の解消、性格緩

50

などの敷地内に侵入します。 保健所では、猫の苦情や相

猫を増やさないためにも重要です。また、不妊手術には、

50

問い合わせ
年間 件超

円前後掛かりますが、責任を持って飼うことができない

談があった際に、近隣にエ

去勢の手術を受けていないことです。手術費用が２万

めにも屋内での飼育を指導

野良猫が増える原因の一つは、飼い猫も含めて避妊や

しています。

飼い猫にも不妊手術を

また、交通事故や猫同士の

もらいたいです。

「野 良 猫 が 敷 地 内 に ふ ん

からも一人一人に理解を求めていきます。

マナー違反で
近隣住民が悲鳴

「猫は室内で飼う生き物」という認識を持って

サを与 えている人がいない

ことも考えて行動してもらいたいです。これ

けんかによるけが、感染症

たり、事故に遭ったりするので、皆さんには

捕獲できない現状

その場の善意ではなく、後々の新しい命の

保健所では、狂犬病予防

家を出入りして他の猫から病気をもらってき

をする」
「子猫を産んだ」
「鳴

つのは、おそらく難しいでしょう。

か確認し、飼い猫であれば、

そして、猫は、とても自由な生き物です。

の拡大などの危険性も高く

猫５～６頭が増えます。全ての猫が健全に育

き声がうるさい」
など、日南

を与えるべきです。

お腹を空かせた野良猫

栄養状態が良い猫は、年２回発情して毎回子

外での繁殖を増やさないた

のではなく、飼い猫として迎え入れる「家」

なります。

が
「かわいそうだから」
と言われます。しかし、

件 を超

行為ではありません。外で餌を与えて生かす

保健所には、毎年

に餌を与えている人に話を聞くと、ほとんど

に 餌 を 見 せ る と、 ほ と

れる命を増やす行為であり、結果として救う

える野良猫の苦情や相談が

り、現場に駆け付けています。野良猫

ん ど が 興 味 を 示 し ま す。 そ の ま ま 与 え る と、 あ

毎

寄せられています。主な原

それは、大人にすらなれないまま失わ

日のように猫に関する苦情や相談があ

げ た 人 も も ら っ た 猫 も、 そ の 場 で は 満 足 か も し

良猫に餌を与えると、必ず増えます。

因は、餌を与えているため。

松田 善宏 さん

れ ま せ ん。 し か し 、 周 囲 の 住 民 や 関 係 者 た ち は 、

谷 和雄 副支部長

猫は餌がある場所に集まり、 法により野良犬の捕獲はで

犬猫の問い合わせを現場で担当
（一財）宮崎県公衆衛生センター

その後もずっと 悩 ま さ れ て い ま す 。

T ER VIE W

（一社）宮崎県獣医師会
南那珂支部

野

新しい「命」
の
ことを考えて

必要なものは
餌ではなく「家」
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す
きま

リで動

アプ

スマートフォンなどで無料 AR アプリ
「COCOAR2」
を起動後、
マーク付きの
誌面にかざすと、画面上で動いたり、さらに詳しい記事や写真を見たりできます。

学校の水道を安全・安心に

市立小中学校21校のうち17校 6

歯と口の中を健康に
まなびピア

6

6

3

した。部員13人は４つの班に分かれ、各学校で主に、
水漏れを防ぐ部品「パッキン」を点検し、ゴム部分が
傷んでいるときは交換する作業にあたりました。

消防訓練で学ぶ新人市職員
消防庁舎

6

6

一

般社団法人日南歯科医師会（日髙健次会長）が
「第32回歯と健康のフェスティバル」を開催。
歯型を作る石膏を使った子どもの手形作りや、歯に
フッ素を塗り込む体験、口腔ガンの検診などがあり、
多くの家族連れでにぎわいました。
「親と子の良い歯コンクール」で金賞を受賞した濵
田一華ちゃんは「お母さんが最後に見てくれるから歯
磨きが好き。これからも頑張る」と白い歯をキラリと
輝かせていました。

て

な

し

O・MO・TE・NA・SHI学ぶ
テクノセンター

6

6

09

28

日南総合運動公園

5

25

44人、３歳から83歳までの男女が、日南の美しい海
に集まりました。栄松ビーチでは、シーカヤックを中
心としたマリン体験教室などを開催中です。

教室「若返り教室」が、今年度もスタート。簡単な運
動がメーンのこの教室は６年目で、体内の神経やホ
ルモンを再活性化させ「若返り」を目指します。

安全・安心な畜産農家の証し

ジャカランダまつり始めました

日南市役所

5

30

（ハサップ）
」の認証を取得。県内資本の畜産農家では
初めてです。この日、同社の安楽重光代表取締役ら
が﨑田市長に報告しました。

光ファイバーで防災強化
日南市役所

6

5

（鈴木彰一所長）と防災
市 は、宮崎河川国道事務所
県 内企業の海外展開支援などに取り組むジェト
情報を緊密に共有するために、光ファイバー網を
ロ宮崎貿易情報センター（宮崎市）が主催した

セミナー。本市内の個人事業主や商工会議所の職員
など約30人が参加し、外国人観光客に接客するコツ
や使いやすい外国語などを学びました。

5

道の駅なんごう 5

27 18
6
～

用牛を飼育する安楽畜産㈱鷹取牧場
（酒谷地区）
肉 が、食品に関する衛生管理の国際基準
「HACCP

れた市職員８人が、消防職を体験する研修に臨みま
した。新人市職員は規律訓練のほか、高所のロープ
を伝って建物間を渡る救助訓練も体験しました。
も

栄松ビーチ

動いて笑って元気に長生き

み慣れた地域でいきいきと元気に暮らし続け
第 ９回なんごうシーカヤックマラソンに101人が参
住
加。北は北海道から南は鹿児島まで、県外から
ていただくために市が開催している介護予防

市 職員としての防災意識や、職務上で必要な心構
えなどを取得することを目的に、今年度採用さ
お

101人が日南海岸で海面散歩

ＡＲの種別

…動画
…その他の写真
…詳しい記事

Photo scrap in NICHINAN

（玉田貴洋部長）は、
日 南管工事協同組合青年部
水道施設の点検・修理ボランティアを実施しま

右の QR コードを読み取るか、
「COCOAR2」
で検索すると
（※一部対応していない機種もあります。
）
ダウンロードできます。

iPhone/iPad
Android 対応
（無料）

相互に接続する協定を締結。この協定により市は、こ
れまでと比べ災害時でも障害に左右されない専用ネット
ワークで、道路や河川などの情報を収集できます。

ピーマンの収穫楽しむ
おびファーム

6

3

日 南の初夏の風物詩として人気のジャカランダま
つりが開会。期間中の土日は、ジャカランダの

育て方教室や特産品の振る舞いなどがありました。
初日のセレモニーでは、榎原中学校音楽部６人に
よるサックス演奏や、ジャカランダの苗の無料配布
も。演奏中は、カラフルな衣装の生徒に贈る拍手や、
曲に合わせて踊りだす子どもを見つめる笑顔などで、
あたたかく盛り上がっていました。

農 事組合法人おびファームは、地産地消について
学んでもらおうと、ピーマンの収穫体験を開催。

毎年恒例の人気イベントで、広さ10アールの農業用ハ
ウス内のピーマンが取り放題。家族連れなど約250人
が、袋いっぱいに収穫を楽しみました。
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不審者いたら大声で怒鳴るど
吾田小学校

6

14

中学生が認知症サポーターに
東郷小中学校

6

13

大堂津海水浴場

6

15

大 堂津小学校の全
校児童約80人が、

認 知症を正しく理解し、認知症の人やその家族
を支援する「認知症サポーター」を養成する講

座が、中学生向けに市内で初めて開かれました。受
講した９年生32人が、グループワークなどを通じて
認知症の症状や正しい接し方などを学び、同サポー
ターを示す「オレンジリング」を獲得しました。
田中花穏さんは「道端で困っている様子の人がい
たら、認知症の人だと思って積極的に助けたい」。

同海水浴場周辺に落ち
ているごみを拾い集
めました。３・４年生
31人 は、 こ の 清 掃 活
動に合わせて、宮崎海
上保安部の職員と一緒
に漂流ごみを調査。砂
浜にあるごみを拾い集
め、種類や量を記録し
ていきました。

ざき

りょう

こ

猪﨑 良子さん
11

6

8

は５〜８年生の児童・生徒23人が波乗りに挑戦。バラ
ンスを崩してボードから落ちても果敢に次の波に飛び
込み、うまく乗れたときは喜びを爆発させていました。

「ヨーガ」の講習がありました。参加した生徒や保護者
ら約30人は、インストラクターの説明を受けた後、ポー
ズを取って呼吸を整えていました。

国際交流続けて20回目

世界で活躍する人を育てる

北郷小中学校

6

12

北 郷小中学校とシンガポールのセイントゲイブ
リエル中学校の交流は平成７年から始まり、平

政府は４月29日付で「平成29年春の褒章」を発令し、公共の事務に尽力した方
を顕彰する「藍綬褒章」を猪﨑良子さんが受章。６月20日、日南地区更生保護サ
ポートセンターで、宮原義文・宮崎保護観察所長が猪﨑さんに伝達しました。

い

9

榎原中学校

小村記念館

6

8

「小村寿太郎侯」のように、
外 交官として活躍した
子どもたちを世界で活躍する人材に育てようと

更生保護に貢献する猪﨑さん 春の褒章を受章

藍綬褒章
更生保護
功績

6

Photo scrap in NICHINAN

児童が海上保安部とごみ調査

宮浦海岸

ヨーガでストレス解消

トレスと上手に付き合ってもらおうと、インドで
鵜 戸小中学校の体育の時間で、全国でも珍しい
ス
サーフィンの授業が今年も始まりました。この日
約5,000年前に誕生したとされる心身の健康法

ストフードで有名な日本マクドナルド㈱は、全
フ ァ国的に実施している地域貢献活動の一環で防犯

教室を開きました。全校児童がマスコットキャラクター
のドナルドと一緒に、教員を不審者役に見立てたシミュ
レーションなどを通じて、対処方法を考えました。

鵜戸小中 波に乗るぅどー

平成４年から現在も保護司を務める猪﨑さん。長
年にわたり、犯罪や非行をした人の保護観察や生活
環境の調整など、更生保護活動に尽力されています。

猪﨑さんのお話
私以外にも活躍されている方が多い中、このよう
な栄誉ある章を頂き、恐縮です。罪を犯した人と同
じ目線で話せる立場を作るよう心掛け、私の長年の
人生経験を生かしてアドバイスしてきました。これ
からも、間違いを犯す人が１人でも少なくなるよう
に願いながら、任期を精一杯全うしたいです。

成10年には姉妹校に。今年が節目の20回目なのを記
念して式典があり、今後も両校の友好を誓って、関
係者らが改めて「姉妹校盟約書」にサインしました。
セイントゲイブリエル中学校の生徒10人が１週間
ほど滞在し、授業を一緒に受けたり、日南の歴史や
文化を体験したりして、親睦を深めました。

「めざせ小村寿太郎国際塾」がスタート。市内の小学
生45人が、来年３月まで週２回、英会話学習やレク
リエーションを通じた国際交流に臨みます。

時間を大切に 児童が鐘突き
鐘突き堂

6

9

「時 の 記
６月10日の
念日」を前に、 時

間 の 大 切 さを 学 ぼ う
と、 飫肥小学校６年生
と酒谷小学校５・６年生
の 計45人 の 児 童 が 鐘
を突きました。 児童た
ちは４人１組になり、息
を合わせて橦木につな
がった綱を勢いよく振
り、城下町に鐘の音を
響かせました。
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だ より

ば

化けて貸します！

児童書

か

はち もんじ や

もと 作

レンタルショップ八文字屋

だ

http://nichinan.milib.jp/toshow/index.asp

とく や

図書館

一般書

ひがしがわ

新着
本
おすすめ

たんてい

探偵さえいなければ

いずみ

日南市立図書館 本館 ☎25-0158

泉田

⃝夏 休み期間中（７/22 ～８/31）は、
一般閲覧室が大変混み合うため、受け
付け制にしています。自習する人は受
け付けをして、番号札の席に座ってく
ださい。
※グループ自習の場合は、席が離れます。
ご了承ください。
⃝雑
 誌や本、新聞を読む場合は、受け付
けは必要ありません。
⃝大
 人は閲覧用の机を、小中学生は児童
室をご利用ください。
⃝飲
 食は、館外または各館の決められた
スペースでお願いします。

うら にわ

なつやすみのしおり

こんとんじいちゃん

しいこ 作

図書館版

の裏 庭

むら かみ

村上

栄 松 ビーチは、エメラル

ドグリーンで透明度が抜群

です。海を眺めるだけじゃ、

もったいないです ね。そし

て、海水浴とは違った魅 力

があり、人気なのがシーカ

ヤック。

ここでは、初心者でも気

軽にシーカヤックを楽しむ

ことができます。その良さ

は、なんと言っても「海抜０

メートルの視界」
です。まさ

に、 海 との一体 感。 青 い 海

面を滑るような感覚は、ま

るで海上散歩のよう。

ビーチ周辺は、
シーカヤッ

クの他に、ダイビングやシュ

ノーケルのポイントもあり、

１日 中 遊べます。さあ、こ

の夏、皆さんも漕 ぎ出して

みませんか！

●問い合わせ

栄松ビーチ・キャンプ場

南郷町中村乙４１７８ １
-

☎
（ ）
０００２

64

～とても美しい栄松ビーチ～

篤哉 著

まどか

448

せかいいっしゅう

よしふみ

義史 作

栄松ビーチ・
キャンプ場

だじゃれ

せ がわ

外浦港

シーカヤックで
「
海面を ぶらり旅」

日南海岸南郷
プリンスホテル

世界一周（絵本）

は

長谷川

438

南郷
ハートフル
センター

東川

円 著

じゅん

このコーナーでは、市内の隠れた名所やスポットを体験し、体感したことをレポートします。

せいりゃくけっこん

たか どの

高殿

おんな

潤 著

南郷

政略結婚

あく さ ふ

悪左府の女

い とう

伊東

ぶらり旅

日南市立図書館の
ホームページ

開館時間

憩いの森

平日…9：00 ～ 18：00
土・日・祝…9：00 ～ 17：00
休館日／月曜日・第３日曜日、
年末年始・特別整理期間

オープン
しました！

休館日 ８月

場所：北郷図書館
日時：毎月第２木曜 ９：30 ～ 11：30
憩いの森では、大人を対象とした、
ぬり絵・折り紙・手芸・脳トレクイズな
どをしています。楽しい時間を図書館で
過ごしてみませんか？
次回は８月 10 日 ( 木 ) に実施します。
初めての方や途中からの参加者も大歓
迎です。ぜひ、ご来館ください。

まなびピア図書館 ☎22-5666

日 月 火
1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29

水
2
9
16
23
30

木
3
10
17
24
31

金
4
11
18
25
1

土
5
12
19
26
2

休館中の本の返却は、各館備え
付けの返却口へ投函してくださ
い。その際、無理に押し込むなど
本が傷む行為はご遠慮ください。

北郷図書館 ☎55-2469

南郷図書館 ☎64-0924

さまざまなイベントを準備しています。詳しくは、図書館ホームページ、ポスターをご覧ください。

健康にちなん21

マイケルの大冒険

ュ
シングリッシ
が面白い！

公用語が混ざっていて面白い

先

人力車を体験するセイント
ゲイブリエル中学校の生徒

国際交流員

マイケル・スタインさん
13

月、北郷小中学校とシンガポールのセ
イント・ゲイブリエル中学校の学校間交
流が節目の20回目を迎え、約20年ぶりに北
郷に戻ってきたチェン先生にシンガポールの
ことをいろいろと紹介してもらいました。特
に面白かったのが、学生の皆さんは、標準的
な英語で教育を受けますが、日常的に使うの
は英語の方言「シングリッシュ」ということで
した。これには、中国語、マレー語、タミル
語などシンガポールの公用語が全部混ざって
います。シンガポールの多言語が共生してい
て、素晴らしいですね！

重度だと命に関わる恐れも…

メタボに注意

第１弾

内臓周りに脂肪がたまると黄信号
メタボリックシンドローム（略称：メタボ）
は、内臓の周りにたっ
ぷりと脂肪を蓄えた人が、
「高血糖」
「高血圧」
「脂質異常」のうち同
時に２つ以上を抱えている状態です。一つ一つが軽度でも、重な
ると動脈硬化を急速に進行させ、心臓病や脳卒中など、命に関わ
る大きな病気を起こす可能性があります。
20歳以降の成長分は筋肉か脂肪
人間は20歳までに、ほとんどの臓器の成長が終わるので、そ
の後に体重が増えたら筋肉か脂肪のどちらかです。あなたの増量
分は、どちらでしょうか？
●問い合わせ

健康増進課 ☎︎（31）1129

健康増進課

山下 絹代

Checkpoint

自分の
認して
今の状況を確
みましょう！

余分な内臓脂肪が
あるかのチェック
ポイント
腹囲が男性85㌢
女性90㌢以上で、
20歳時の体重より
10kg以上、または
15％以上増加して
いると要注意！

課長補佐兼係長（保健師）
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を届けたい」
と優しい笑顔でした。
※木山1-9-5

ッカー部で点取り屋を担う笙くんは、相手の
ミスにすぐさま反応してチャンスにつなげる

ていましたが、先生やクラスメイトが優しく話し掛

瞬発力に自信があります。試合中に点が取れなかっ

けてくれたおかげで、すぐに解消されました。

た時も、仲間からの「気にするな」といった心強い後

先月、同校の授業でサーフィンを初体験しました。

押しが、笙くんをゴールに導いています。

幼稚園の頃から９年間、水泳を習っていたので水へ

幼い頃は、叔父がくれたボールとスパイクで、１

の恐怖はありませんでしたが、ボードに立つための

人で練習していました。小学３年生の時に、地元の

バランス感覚に悪戦苦闘。それでも、周囲の応援や

スポーツ少年団に体験入部。初めのうちは続けられ

インストラクターの丁寧な指導によって、２回目の

るか不安でしたが「一度決めたことはやり遂げる」と

授業でうまく立てました。２歳から英会話も習って

信念を貫きました。昨年11月から務める生徒会長と

いて、上達目指して外国人との会話に積極的です。

しても、ぶれない活躍が期待されています。

試行錯誤の毎日ですが、大学とは違う実践的な経験
の中で、厳しさと楽しさを実感しています。
現在は、県外でオープン予定の小規模モールの計
画に関わっており、模型製作や配置の検討、ロゴの
デザインなどにも携わっています。

☎
（23）3111

※☎090（7475）
6567

職業や年齢などに関係なく、地域のために活動している人や特技を持っている人々を
リレー形式（先月号で紹介した人からの紹介）で紹介します。

15

くん

「もっと経験を積み重ねて、患者に安心安全な医療

しょう

独学で勉強し、研修にも進んで参加する努力家です。

しろ た

家事とのバランスを考慮して非常勤ですが、今でも

代田 笙

専門学校卒業後から看護の道一筋の真由美さん。

したばかり。最初は新しい環境に不安を感じ

サ

３年生

広告、飲食店のロゴなどのデザインを手掛けました。

月さんは、今年３月に奈良市から同校に転校

国家公務員

南郷中学校

たら」
と想像し、親身な対応に努めています。

瞬発力に自信あり
初志貫徹ストライカー

で請け負っています※。これまでにＴシャツや紙面

輝く

る患者やその家族のことを、常に「自分の家族だっ

さん

から、祖母が住む日南市内でデザインの仕事を個人

な つき

活などを指導したりしています。また、不安を抱え

くろ き

たが、卒業前に自分の力を試そうと休学。今年１月

黒木 菜月

さん

患者に医師の診察をわかりやすく解説したり、食生

菜

９年生

ゆう き

さん

生です。建築のデザインなどを学んでいまし

の 夢
来
将

青春
英語に
関わる仕事

鵜戸小中学校

おお さこ

み

平成３年生

ゆ

佑

大迫 佑貴

油津地区

逆境に礼を言う

ま

年生

の病気を扱う脳神経外科に勤める看護師です。

貴さんは、九州大学（福岡市）の現役大学院

奈良→日南→世界
周囲の支えで波に乗る

座右の銘

やま した

昭和

山下 真由美

南郷地区

由美さんは、県立日南病院※で脳や脊髄など

就職前に仕事の経験積む
大学院生デザイナー

日南 の

懇切丁寧
真

患者の苦悩解消へ
家族同然に接する看護師

座右の銘

56

輪

の 夢
来
将

高校生以下の児童・生徒を対象にして、趣味や特技を持っている子どもにスポットを当て、
青春時代の子どもたちの輝きを紹介します。
2017.7, Vol.100
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知っ
し

とく

知っているようで知らない、日南の情報をお届けする新コーナーです。

５

関心が
読者の ーナー
あるコ

ベスト

順位

８〜11

２位

ぶらり旅

13

２位

今が旬

４位
５位

36

25

25

18〜25

24

動き出す日南

16

21

表紙

１

こ とこと」が 大人気
親子の笑顔と飫肥杉の香りがいっぱい

今年４月、油津商店街に市の子育て支援センター「ことこと」がオープンしました。延べ床面積が約 560 平方
㍍と広々とした空間で、内装には飫肥杉をふんだんに使用。年齢や目的に合わせてコーナーが分かれていて、所々
にある木のおもちゃ約 100 個が親子を楽しませています。基本的に保護者が同伴する子どもが利用対象で、入館
料は無料です。

総数

お知らせ

23

き らく
かつ め てい
おう や てい

こう き

この春、飫肥まちなみ再生コーディネーターである徳永煌季氏

の取り組みで、２棟の旅館「季楽飫肥（勝目邸・合屋邸）
」がオー

プンしました。

飫肥の歴史的・文化的価値のある町並みをどう保存し、活用し

ていくのかということは、日南市にとって長年の課題です。

そこで約２年前に、民間の手法に加え、民間の資金を活用して

課題解決ができる人材を全国に募集し、着任したのが徳永氏でし

た。

わずか２年足らずで事業計画を立て、金融機関などから資金を

調達し、２棟の旅館をオープンさせるまでに至ったことは、特筆

飫肥の町並み再生進む
風情ある旅館に大満足

すべき成果だと思います。

市長
日記

日南市長﨑田恭平

このような飫肥のまちづくりをＰＲするためにも、まずは、私

自らが体験しなければと思い、先日、家族と宿泊してきました。

落ち着いたおしゃれな空間で、ぜいたくな時間を過ごすことがで

き、翌日、旅館を出る際には、息子も「毎日泊まりたいね！」と

言うくらい大満足の様子でした。

今後も、日南市に初進出する映像製作

17

27

「

子育て支援
センター

◎問い合わせ 総合戦略課 秘書広報係（広報）
☎（31）1117

会社が、飫肥の古民家を改修されるなど、

飫肥の町並みを活用したさまざまな動き

が生まれつつあります。

飫肥の城下町は、全国に誇る観光的価

値 が あ り ま す。 市 民 の 皆 さ ま に お か れ ま

しても、このような動きを後押ししてい

ただけましたら幸いです。

合屋邸の寝室

ページ

まちのわだい

（２月号に応募はがきを添付。
（次点）
複数回答可。応募総数59件）
平成21年４月に発行した
「広報にちなん第１号」

コーナー名

１位

日南

to

本

動 き出す

市の広報誌「好きですにちなん（平成26年３月までは『広報
にちなん』
）
」は、平成21年４月に発行を開始してから今月号
が節目の第100号です。
今年の２月号に添付した応募はがきで、広報誌に関する意見を
募集したところ、
読者の一番関心があるコーナーは「まちのわだい」
（８〜 11ページ）
でした。
同様の応募用紙を、次回は来年の１月５日号に添付する予定で
す。市民の皆さんのご意見をいただきながら、誌面の充実に努め
ます。

eg
ins

今月号は発行100号目

It b

なっ

mo
ve

これからも広報誌の充実へ

子育て世帯を
しっかりサポート

想定の２倍以上の来場者
商店街のにぎわい創出も期待

「ことこと」は、旧子育て支援センター
の「おひさま」と「きらきら」の２館
が１つになった施設です。以前より開
館時間が長くなり、土日も利用できる
ようになった上に、乳幼児の一時預か
り人数も増加。また、保育士や看護師、
子育て支援員など６〜７人の職員が常
駐し、子育てや生活に関する相談を常
に受け付けていて、子育て世帯へのサ
ポートがさらに手厚くなりました。

旧２館合わせた来場者が年間約１万
５千人だったことから、市では「こと
こ と 」 の 来 場 者 数 を 年 間 ２ 万 人（ 約
1,600 人 / 月）と見込んでいましたが、
５月は予想を大きく上回る 4,033 人が
来場。そして、来場者のおよそ４人に
１人が市外からだったことから、油津
商店街のにぎわいづくりといった波及
効果も期待されています。

【開館時間】
９〜 19時（一時預
かりは21時まで）
【休館日】
毎週水曜日と年末
年始 ※水曜日が祝
日の場合は開館し、
翌平日に休館。

安心して楽しめる
利用者の

声

初めて来た時は、緊張からかおとなしかった息子が、今では他の子との交流
にも慣れて活動的になりました。つい子どもから目を離してしまったときでも、
職員の皆さんがいつも気を配ってくださるおかげで、安心して楽しめます。
親子で週５回ほど利用

「子育てしやすい日南」つくる
丸みを帯びた木製の物が多く、子どもに優しい場所です。安全面
にも配慮し、赤ちゃん広場（０〜２歳が遊べるコーナー）をどこか
らでも見守られる素晴らしい施設になりました。
自宅で１人っきりでの育児は大変です。ここで遊びながら私たち
が悩み事を聞き取ったり、他の親子とつないだりして何らかのお手
伝いができると思います。
今後は、来場者が求めていることにできる限り対応しながら、もっ
とたくさんの家族連れが笑顔で遊ぶ施設に育てていきます。そして
「子育てしやすい日南」をつくっていきたいです。

橋口 由希子さん（鵜戸地区）

藤井 真由美
センター長

●問い合わせ 日南市子育て支援センター「ことこと」 住所：岩崎3-4-1-1 ☎（27）3808
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02
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健

康

■場所 日南市特定健診指定医療機
関（35医療機関）
※外浦医院が追加になりました。

ます。詳細は、お問い合わせくだ
さい。
⃝問い合わせ

■対象者
各種がん検診
※年齢は平成30年3月31日現在
申し込みをされている方は、ぜひ 【国保特定健診】
40歳～ 74歳の日南市国保加入者
受診してください。
なお、追加の申し込みをされる方 【後期高齢者健診】
は、健康増進課までご連絡ください。 日南市に住民票のある後期高齢者医

本庁福祉課 障がい福祉係 ☎（31）1130
北郷町総合支所 福祉保健係 ☎（55）2113
南郷町総合支所 福祉保健係 ☎（64）1113

臨時福祉給付金（経済対策分）
の申請はお済みですか

胃・大腸がん検診
（飫肥・油津地区） 療保険加入者

■受付時間 ８時～ 10時（大腸がん 【国保若年者健診】
35歳の日南市国保加入者
検診のみの方は９時～ 10時）
■健診内容 身体計測（身長、体重）、
■対象者 40歳以上
■持っていくもの 受診票、大腸が 血圧測定、診察、血液検査、尿検査
ん検診容器（受診者のみ）、検診料金、 ※特定健診、若年者健診の方は腹囲
測定・心電図もあり。
健康手帳

油津地区

■費用
国保特定健診・若年者健診 1,300円
８/ ２（水）梅上公民館
後期高齢者健診 無料
８/ ３（木）瀬西公民館
■持っていくもの
８/ ４（金）まなびピア
受診券、被保険者証
８/16（水）寺之尾公民館（上板敷）
■その他 外浦医院（☎︎（64）0306）
８/17（木）下飛ヶ峯公民館
の健診内容は、上記健診のほか、肝
８/18（金）永吉公民館
炎ウィルス・骨粗しょう症検診、高
８/23（水）
齢者肺炎球菌予防接種です。
飫肥公民館
８/24（木）
⃝申込・問い合わせ
子宮頸がん検診
（飫肥・油津地区） 本庁健康増進課 ☎（31）1129
■受付時間 ９時～10時、
13時～14時
■対象者 20歳以上の女性
■持っていくもの
受診票、検診料金、健康手帳
８/ １
（火）下東公民館

飫肥地区

福

８/ 9（水）

まなびピア

８/21（月）

飫肥公民館

⃝申込・問い合わせ 本庁健康増進
課 健康推進係 ☎
（31）1129

国保特定健診・若年者健診・
後期高齢者健診
半日の検査で自分でも気づかな
い体の様子（動脈硬化の危険性があ

給されます。３月中旬に支給対象と
思われる方に対して、申請書をお送
りしています。
申請書が届いた方で、まだ申請が
お済みでない方は、お早めに手続き
をお願いします。

■支給額 支給対象者１人につき、
15,000円（１回限り）
■申請期限 ９月13日（水）
■受付窓口・時間 本庁福祉課 給
付金窓口（ふれあい健やかセンター
２階）、北郷町・南郷町総合支所
８時30分～ 17時15分（土、日、祝
日は除く）
⃝問い合わせ 本庁福祉課 管理係
（給付金窓口） ☎（31）1102

祉

高齢者の認知機能検査
（脳の健康チェック）

特別児童扶養手当

高齢者の認知機能を測定する
「ファ
イブコグ」という集団での認知検査
を実施します。映像を見ながら音声

慢性疾患などで該当になる場合もあ
ります。

は40分程度で終了します。この機
会にぜひ、お申し込みください。
■対象者
おおむね65歳以上80歳未満の方
■日時 ８月23日（水） 受付９時30

障がいのある児童に対する手当

身体・知的・精神に重度または中
度の障がいのある20歳未満の児童
を監護・養育している父または母、
養育者に対して支給される手当です。

■手当額 １
 級 51,450円（月額）
２級 34,270円（月額）

るかどうか）
を知ることができます。 障害児福祉手当
身体・知的・精神に重度で永続す
今年対象となる方には、5月中旬に
案内文書、指定医療機関一覧、受診 る障がいがあり、日常生活において
券などを送付していますので、ご確 常時の介護を必要とする在宅の20
歳未満の方に支給される手当です。
認ください。
（木）
～12月28日
（木） ■手当額 14,580円（月額）
■期間 ６月１日
※健診日・時間は各医療機関へお問 ※障がいの程度、所得制限などによ
い合わせください。
り手当を受給できない場合があり
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所得の少ない方（主に市民税非課
税者）を対象に臨時福祉給付金が支

に従って記入していく方法で、検査

分～９時50分 検査開始10時～
■場所 南郷ハートフルセンター
２階大研修室
■定員 50人（先着順）
■費用 無料
■申込期限 ８月18日（金）
●申込・問い合わせ
本庁長寿課
高齢者支援係
☎（31）1162

おしらせ

こども
制度を利用中の皆さま、
手続きをお忘れなく！
「児童扶養手当現況届」
の提出

児童扶養手当を受けているすべて
の方（支給停止中を含む）は、毎年
８月に「児童扶養手当現況届」を提
出しなければなりません。該当者に
は、７月末に案内の文書を送付しま
すので期間内に必ず届け出をしてく
ださい。
届け出のない場合は、８月以降の

マイナンバーカードを
利用した
「子育てワンストップ
サービス」
が始まります
窓口に出向かなくても手続きがで
き、大変便利です。ぜひ、ご利用く

めよう。
⃝犯罪や非行をした人たちの立ち直
りを支えよう。
■重点事項
⃝出所者などの事情を理解した上で
雇用する企業の数を増やすこと。
⃝帰るべき場所がないまま、刑務所か

ら社会に戻る人の数を減らすこと。
ださい。
⃝
「子育てワンストップサービス」 ⃝薬物依存からの回復と社会復帰を
長期的に支える地域の環境を作る
とは？
こと。
「児童手当」
、
「保育」、
「母子保健」、
「ひとり親支援」といった子育て関連 ⃝罪を犯した高齢者・障がい者など
が、社会復帰に必要な支援を受け
の申請などで、市役所からのお知ら

られる環境を作ること。
せを受けとること（お知らせ機能）
や、窓口に行くことなく申請を行う ●問い合わせ
手当が受けられなくなります。また、 こと（電子申請）ができるサービス 本庁総務課 ☎（31）1113
２年間届け出のない場合は資格を失 です。
います。
⃝いつから始まりますか？
また、６月末に一部支給停止適応
本年７月に試行的な運用が開始し、
除外届の緑の用紙が届いた方は、８ 秋頃から本格的な運用が始まる予定
日南看護専門学校
月末までに届け出がない場合、手当 です。
「オープンキャンパス
額が２分の１になります。必ず期間 ⃝ワンストップサービスを利用する
（学校見学・説明会）」
開催
内に届け出をしてください。
にはどうしたらいいですか？
看護師になりたい高校生や社会人
■届出期間
マイナンバーカードが必要です。
８月１日（火）～８月15日（火）
カードをお持ちでない方は早めに申 を対象に、オープンキャンパスを実
土、日、祝日を除く
請手続きをしてください。申請手続 施します。学校の様子を見学したり、
8時30分～ 17時15分
きは、本庁市民生活課、北郷町・南 実際に教師や在校生と話せる良い機
郷町総合支所総務市民係で、無料で 会です。参加者には、ランチの無料
「母子及び父子家庭等
配布などの特典があります。
できます。
医療費助成資格者証」
の更新
この資格者証をお持ちの方は、８ ⃝問い合わせ 【子育てワンストップ ■日時 ７月30日
（日）
、
８月20日
（日）
月中に更新します。児童扶養手当を サービスに関すること】 本庁こども （受付）
９時30分～
受給中の方は７月下旬に、この医療 課 ☎
（学校見学・説明会）
10時～12時20分
（31）
1131
費助成のみ受給中の方は８月中旬に 【マイナンバーカード申請に関するこ ■場所 日南看護専門学校（木山2-4-16）
■費用 無料
案内の文書を発送します。期間内に と】 本庁市民生活課 ☎
（31）
1124
■申込方法 電話で申し込んでくだ
必ず届出をしてください。届出をし
さい。
ない場合、８月以降の医療費助成が
■申込期限 前々日の17時まで
受けられなくなります。
（ただし、
土、
日、
祝日を除く９時～17時）
■届出期間
７月は“社会を明るくする
●申込・問い合わせ 日南看護専門
土、日、祝日を除く
運動”の強調月間です
学校 ☎（23）1883（小玉・倉元）
８時30分～ 17時15分
犯罪や非行の防止と罪を犯した人 ※詳 細は、ホームページで「日南看
【医療費助成と児童扶養手当を受給
たちの更生への理解を深め、犯罪や
護」と検索してください。
している場合】
非行のない安全・安心な地域社会を
８月１日（火）～８月15日（火）

医

安

療

全

【医療費助成のみ受給している場合】 築こうとする運動です。
期間中、街頭広報活動などを行い
８月16日（水）～８月30日（水）
ますので、ご協力ください。
⃝届出・問い合わせ
本庁こども課 こども政策係 ☎（31）1131 ■行動目標
北郷町総合支所 福祉保健係 ☎（55）2113 ⃝犯罪や非行のない安全・安心な地
南郷町総合支所 福祉保健係 ☎（64）1113
域社会を築くための取り組みを進
【お詫びと訂正】
好きですにちなん７月１日号の６ページに掲載した日南市立小・中学校の臨時的任用講師募集の案内で、
雇用期間に誤りがありました。お詫びして訂正します。（正）
平成30年３月31日まで （誤）
平成29年３月31日まで
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活

出張所などでマイナンバー
カード（個人番号カード）
を作りませんか

なお、緊急を要する場合、道路管
理者がやむを得ず倒木などを伐採す
る事がありますので、予めご了承く
ださい。

倒木を発見した場合は、各道路管
理者にお知らせください。
●問い合わせ
マイナンバーカードの発行を希望 【国道220号】
される方は、出張所などでも申請受 日南国道維持出張所 ☎（23）1846
け付けができます。ぜひ、この機会 【国道222号、国道448号、県道】
に申請してください。
■日時・場所

７月25日（火）10時～ 15時
まなびピア 第１会議室
７月26日（水）10時～ 15時
東郷出張所 和室
７月28日（金）10時～ 15時
飫肥出張所 図書室
■必要なもの
◦個人番号カード交付申請書
※通知カードの直下が申請書です。
◦印鑑
◦個人番号カード交付申請書のない方
は、運転免許証などの身分証明書
※身分証明書を撮影させていただき
ます。
■費用 無料
■その他
カードの受け取り場所は、本庁市
民生活課、北郷町・南郷町総合支所
です。
●問い合わせ 本庁市民生活課
戸籍住民係

☎
（31）1124

道

路

道路沿いの樹木管理を
お願いします
今年も台風が接近する時期が近づ
いてきました。毎年台風のような強
風・強雨が発生する時期には、道路
への倒木などによる車両損壊事故が
頻発しています。
これらの場合、土地所有者の管理
責任が問われることがあります。道
路沿いの土地所有者は、樹木の剪定
や伐採などの適切な管理をお願いし
ます。
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日南土木事務所管理担当 ☎（23）4663
【市道】

防

健

災

木造住宅耐震化促進事業
～住まいの安全性を
確認してみませんか～

【細田地区】
月日

８月１日（火）～ 12月22日（金）
【耐震補強設計】
■対象戸数 ２戸（先着順）
■申込期間 [募集中]
南那珂地域体系的
６月１日（木）～ 10月31日（火）
農家研修（基礎研修）
【耐震改修工事・段階的耐震改修工事】
新規就農者をはじめ、どなたでも ■対象戸数 １戸（先着順）
参加できます。
■申込期間 [募集中]
■講座内容・日時
６月１日（木）～ 10月31日（火）
⃝第1回「経営の基礎」
※詳細は、お問い合わせください。
８月10日（木） 13時～14時30分
●申込･問い合わせ 本庁建築住宅
⃝第2回「土壌肥料の基礎」
課 建築営繕係 ☎（31）1189
８月17日（木） 13時～ 14時30分
⃝第3回「農薬・病害虫防除の基礎」
８月24日（木） 13時～ 14時30分
⃝第4回「鳥獣害対策の基礎」
８月31日（木） 13時～ 14時30分
■場所 南那珂農業改良普及セン

ター （南郷町中村甲1232-1）
■費用 無料
■申込方法 申込用紙に記入の上、
提出（ファクス可）

防

「まさか！」
の火事。

火災警報器で、
助かる命があります。

あなたの家は大丈夫？

所

検診受付時間

月日

場

所

9:30 ～ 9:40

向田土地改良区事務所

9:55 ～ 10:05

酒谷支所（生活改善センター）

検診受付時間
9:30 ～ 9:40
9:55 ～ 10:10

大窪地区公民館

10:20 ～ 10:30

割岩入り口バス停（白木俣）

10:35 ～ 10:45

茶円公民館

10:40 ～ 10:50

旧JAはまゆう深瀬出張所跡

11:00 ～ 11:10

8月17日 仏坂公民館
（木） 東下中営農研修センター

11:00 ～ 11:05

坂元公民館前（酒谷）

11:30 ～ 11:35

13:30 ～ 13:40

8月25日 大磯商店前（名尾の下）
（金） 秋山バス停

13:40 ～ 13:45

上毛吉田公民館
下塚田公民館

13:55 ～ 14:05

西の園バス停

14:10 ～ 14:20

西寺研修センター

14:20 ～ 14:30

永野公民館

14:35 ～ 14:40

上塚田集落センター

14:45 ～ 14:55

酒谷１区研修センター

14:55 ～ 15:00

11:15 ～ 11:25

13:55 ～ 14:00

川下研修センター

9:30 ～ 9:40

★夜間撮影★

JAはまゆう細田支所駐車場

9:50 ～ 10:00

酒谷支所（生活改善センター） 17:30 ～ 18:00

下方営農研修センター

10:15 ～ 10:35

10:55 ～ 11:30
8月21日 日南市漁協大堂津支所
大堂津津波避難施設
（月）
13:30 ～ 14:20
（旧大堂津公民館）
★夜間撮影★
大堂津津波避難施設
17:30 ～ 18:00
（旧大堂津公民館）

【鵜戸地区】
月日

場

所

鴬巣広場（港）

検診受付時間

JAはまゆう伊比井出張所

10:15 ～ 10:25

富土河内集落センター

10:50 ～ 11:00

富土集落センター

11:15 ～ 11:30

磯や（小目井）

11:40 ～ 11:45

8月22日
鵜戸支所
（火）
鵜戸区公民館

13:20 ～ 13:30
13:50 ～ 14:00

小吹毛井公民館

14:10 ～ 14:15

大浦地区墓地横広場

14:30 ～ 14:40

鵜戸支所

【東郷地区】
月日

17:30 ～ 18:00

場

所

東郷公民館

検診受付時間
9:30 ～ 9:55

風田区交流センター

10:10 ～ 10:45

駒宮神社第2駐車場

11:00 ～ 11:30

殿所営農研修センター

13:30 ～ 13:45

8月28日
松永地区集落センター
（月）
甲東（寿林業跡地）
益安地区構造改善センター

9:50 ～ 10:00

★夜間撮影★

14:00 ～ 14:10
14:20 ～ 14:30
14:40 ～ 15:00

★夜間撮影★
東郷公民館

17:30 ～ 18:00

【油津地区】
月日

場

所

検診受付時間

梅上公民館

9:30 ～ 9:50

梅下公民館

10:10 ～ 10:30

8月29日 山田商事横
（火） 下東公民館

10:45 ～ 11:05

まなびピア

13:30 ～ 14:20

瀬西公民館

14:35 ～ 15:00

11:20 ～ 11:30

まなびピア

※申込用紙は、南那珂農業改良普及
センターに設置

■申込期限 ８月４日（金）
●申込・問い合わせ 南那珂農林振
興局（南那珂農業改良普及センター）
☎（21）9550
℻（64）3964

場
寺村公民館

業

消

【酒谷地区】

南平バス停

市では、木造住宅の耐震診断・耐
震改修費用の一部を補助しています。
大地震による家屋の倒壊から生命と
財産を守るため、住まいの耐震化を
考えてみませんか。

結核検診（細田・鵜戸・酒谷・東郷・油津）

康

★医療機関で既に撮影が済んでいる方は、健康増進課☎（31）1129までお知らせください。

本庁建設課 保全係 ☎（31）1138
【耐震診断】
【道路の異常・道路管理者が不明な場合】 ■対象戸数 ９戸（先着順）
道路緊急ダイヤル ☎＃9910
■申込期間 [２次募集]

農

おしらせ

住宅火災100件当たりの死者数
火災警報器
設置なし
火災警報器
設置あり

7.6人
5.1人

33%減

逃げ遅れを防ぐには、火災警報器
を設置し、定期的に点検・交換を！
消火器の備えもお忘れなく！
⃝問い合わせ
消防本部 予防課 ☎（23）7584

消 防 「災害ダイヤル（自動音声案内）☎（23）3400」をご利用ください

災害、事故などの緊急

9:30 ～ 10:00
■対 象者 65歳以上の方 ※職場・病院で検診を受ける
西町大橋下
10:15 ～ 10:40
機会のない方は、
ぜひ受けてください。
8月31日
サピア日南
10:55 ～ 11:30
■費用 無料
（木）
★夜間撮影★
■持っていくもの 受診票（受診票は、検診予定日の2週
まなびピア
17:30 ～ 18:00
間前までには送付します）
※受診票のない方は、検診当日会場で発行します。
■注意 受診の際は、無地のＴシャツまたはボタンのない下着を着てお越しください。
■検診結果 約１カ月後、精密検査が必要な方のみにお知らせします（異常なしの方
にはお知らせしません）。
■肺がん検診を申し込まれた方へ 肺がん検診と結核検診を重複して受診する必要は
ないため、今年度肺がん検診を申し込まれた方には、結核検診案内（受診票）を通知
していません。
●問い合わせ 本庁健康増進課 健康推進係 ☎（31）1129

通報以外では119番を使用しないようお願いします。 ●問い合わせ 消防本部 警防課 ☎（23）7584
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募

集

公共施設の指定管理者
次の公共施設の指定管理者を募集
します。

7月15日（土）～８月18日（金）
■受講料 5,000円（全７回分）
※視察研修などは別途参加費が必要
です。
●申込・問い合わせ
創客創人センター ☎（27）3535

メ ー ル nichinan.sokyaku.sojin@
gmail.com
■施設名（委託開始時期）
栄松ビーチ（平成30年４月〜）
「飫肥重要伝統的建造物群
（設備）管理棟、トイレ棟、駐車場、
炊事棟、多目的広場、常設テント、
シーカヤック・艇庫
■申込方法
観光・スポーツ課で配布する申込
書に記入の上、提出してください。
※申込書、募集要項、関係書類の配
布は８月１日（火）からです。

■申込期間
９月４日（月）～９月29日（金）
※施 設の概要、募集に関する条件、
選定方法などの詳細は、募集要項
をご覧になるか、お問い合わせく
ださい。
●申込・問い合わせ
本庁総務課 総務係 ☎（31）1113
3315
（申込）
観光・スポーツ課 ☎
（27）

保存地区40周年記念
シンポジウム」
参加者

飫肥城下町が、国の重要伝統的建
造物群保存地区に選定され、40周年
を迎えたことを記念して、シンポジ
ウムを開催します。
■日時 ７月29日（土）

13時30分～ 17時（受付13時～）
■場所 小村記念館
■テーマ
『未来へつなげる 飫肥城下町』
■内容
〔第１部〕
「伝建地区40年の軌跡
～みんなで育んできた飫肥の魅力～」
13時50分～
⃝基調講演「伝建地区として歩んだ
飫肥城下町の姿」
平成29年度「振徳塾」
塾生
土田 充義 氏（鹿児島大学名誉教授）
「振徳塾」では、次代を担う市内 ⃝事例発表① 後藤 廣史 氏（（一財）
の若手を対象に、自ら課題を検証し、 飫肥城下町保存会事務局長）
解決するための企画立案・実践が行 ⃝事例発表② 徳永 煌季 氏（飫肥地
える人材の育成を目指しています。
区まちなみ再生コーディネーター）
■年間スケジュール（予定）
〔第２部〕
「飫肥の魅力を磨く
10月〜平成30年１月（月２回程度・ ～次の世代に誇れる城下町へ～」
全７回）
■内容
◦地域課題の抽出
◦チーム会議
◦チームコミュニケーション講座
◦プレゼン資料の作成講座
◦スピーチノウハウ講座
◦プレゼン大会 など
■場所 創客創人センター
■対象者 20～30代の市内在住者
■定員 30人
■申込方法 電話またはメール

①住所②氏名③年齢④連絡先をお知
らせください。
■申込期間

23

「飫肥のこぼれ話 探検ラリー」
を開催
■日時 ７月22日（土）、23日（日）
※小雨決行 9時～15時（時間内であ
ればいつでも参加可）
■受付場所
飫肥観光駐車場内チケット販売所
と小村記念館
■参加料 無料
※事前申込不要
普段は気付かない飫肥の魅力や、
おもしろいエピソードが盛り沢山の
探検ラリーです。すべてのポイント
を回ると記念品をプレゼントします。

振興課 非常勤特別職）
⃝事例発表③ 加藤 正勝 氏（城下町
飫肥まちづくり協議会会長）
■参加料 無料
※事前申込不要
※当日は、小村記念館と飫肥城由緒
施設（歴史資料館ほか５館）を無
料開放します。

スポーツ
「日南総合運動公園
プール」
オープン！
■利用期間・時間 ９月３日（日）まで
９時30分～16時30分
■料金 幼児200円、児童・生徒360
円、一般510円
●問い合わせ
プール管理者 ＴＪグループ
プール管理棟 電話☎
（23）
6563

●問い合わせ
生涯学習課 文化財係 ☎（31）1145

イクボス・働き方
改革講座受講生
職場で働く部下やスタッフ、また
自らのワークライフバランス（仕事
と生活のバランス）を考え、働きや
すい職場づくりを学びます。
社員や職員の満足度向上を目指す
中で、離職率の低下や人材確保、企
業・団体の業績アップにつなげてい
くことを目的とした講座です。ぜひ、
ご参加ください。
■日時 ８月２日（水）
13時30分～ 15時30分
■場所 テクノセンター３階 会議室

■対象者 市内の官公庁、企業・団
体の代表者など
15時10分～
■定員 100人程度（先着順）
⃝基 調講演「歩いて楽しいまちへ」 ■参加料 無料
高尾 忠志 氏（九州大学 持続可能 ■申込方法
な社会のための決断科学センター
准教授）
⃝事例発表① 市内中学生
⃝事例発表② 小田切 俊彦 氏（地域

おしらせ

電話による事前申し込み。
■その他 今後は社員や職員を対象
とした、パパスクールも開催予定です。
●申込・問い合わせ
本庁こども課 ☎（31）1131

課・各支所・出張所でも配布・受
け付けできます。

■日時 ８月５日（土）10時～ 12時

■場所
■入学通知 入学が決定した方に、 サンキョウゴルフセンター（隈谷）
大学入学決定通知書を送付します。 ■内容 レッスンやマナー・ルール
※年間スケジュールや講義内容など などの説明
の詳細は、市公式ホームページを ■対象者 市内の小・中学生
■募集人員 20人（先着順）
ご覧ください。
●申込・問い合わせ 本庁長寿課
高齢者支援係 ☎（31）1162

ファミリー・サポート・センター
援助会員養成講座受講者

■参加費 １人500円 ※当日徴収
します。
■申込方法

サンキョウゴルフセンターに設置
の申込書に記入の上、日南市ゴルフ
子育て世帯の方が、仕事や病気、 協会事務局へ提出
冠婚葬祭などで子どもの世話ができ ※申込書が必要な方はお届けするこ
ともできます。
ない時に、保護者に代わってお子さ
まを預かったり、保育園などの送迎 ■申込期限 8月3日（木）

■その他
事故の賠償責任は、ゴルフ場加入
ぜひ「援助会員」になってみたいと
いう方は、養成講座を受講してくだ の損害保険の範囲内とします。
●申込・問い合わせ
さい。
日南市ゴルフ協会事務局（西山）
■日時・場所
☎・℻（25）3022
【講座】
８月２日（水）
、４日（金）
、６日（日）
、 携帯 090（7924）1034
〒889-2533 日南市大字星倉6323-52
７日（月）
をしたりします。

募

集

﨑田市長と一緒に学ぼう
日南市創客創人大学
「第一期生」
学生

10時～ 12時
創客創人大学は、高齢者の皆さん 創客創人センター
が社会環境の変化に対応する能力を 【保育実習】
身につけ、研鑽を積む場として開設 ※日時は選択して１回のみ受講
します。また、市の施策に対する関 ８月７日（月）
、８日（火）
、10日（木）
心と理解を深めて、元気で活力のあ 10時～ 12時、13時～ 15時
る人づくりや地域づくりに貢献でき 子育て支援センター「ことこと」
る人材育成を目指しています。
■対象者
■受講期間
性別、資格は問いません。20歳以
９月６日（水）～平成30年7月
上の日南にお住まいの方。
（月１回 1日２講座 1講座60分）
■定員 20人

「パソコン初心者
夜間クラス」受講生
初心者向けに、パソコンの基礎・
タイピングから学び、文書作成ソフ
ト・表計算ソフトの検定受検ができ
るまでの内容です。
■受講期間 ８月28日（月）～ 12月
18日
（月） 毎週 月・木曜日
（祝日除く）
19時30分～ 21時30分

■場所 日南高等職業訓練校
■募集人員 定員20人（ 5人以上で
■受講料 無料
開講・先着順）
■申込方法 電話またはファクス
■費用 45,000円（教材費・税込み）
◦市長講義 ◦大学教授などの講義 ■申込期限 ７月31日（月）
※要件により割引があります。
◦体験 ◦レクリエーションなど
●申込・問い合わせ
﨑田市長も皆さんと一緒に学びます。 日南市ファミリー・サポート・センター ■申込方法 電話
（NPO法人子育てサポートにちなん） ■申込期限 ８月25日（金）
■募集人員 50人（先着順）
（8361）
3784 ℻
（27）
3550
■その他
■申込資格 おおむね60歳以上で、 ☎080
■場所 創客創人センター
■講義内容

１年間受講が可能な市内在住者

「夏休みジュニアゴルフ

■受講料 年間3,000円
教室」
参加者
■申込期間 ７月28日（金）～
■申込方法 入学申込書に記入の上、 日南市ゴルフ協会では、子ども達
にゴルフの楽しさを知ってもうらた
本庁長寿課に提出してください。
※入学申込書は、市公式ホームペー め、夏休みにゴルフ教室を開催しま
ジに掲載しているほか、本庁長寿 す。ぜひ、チャレンジしてみませんか。

ファミリーサポートを利用して、
校内で託児もできます。
●申込・問い合わせ
日南高等職業訓練校
☎（22）2633
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イベント
「夏のリサイクル展」

置の申込用紙でご希望品を応募して
ください。
■抽選結果 当選者には郵送で通知
します。※当選品は1人１点

合があります）。

イベント

●申込・問い合わせ
黒潮環境センター ☎（68）1560

毎月第４日曜日は「港あぶらつ朝市」

夏休みこども映画まつり

【オープニングイベント】
家庭で使わなくなった自転車など ■日時 ７月30日（日）
の再利用品を、抽選後無料でお渡し ■内容

「魚うどん」や揚げたて天ぷら、天
むす、うどん、焼きたてのパンなど

■上映内容
①小村寿太郎「誠の心」

の朝食を用意していますので、ぜひ、
お越しください。また、出店者や運
営スタッフを随時募集しています。

②100ばんめのサル
③山に輝くガイド犬「平治号」
④自転車安全大作戦 歌おう！ぼく

８月４日
（金） ９時～ 16時30分
■場所 黒潮環境センター
リサイクルプラザ（南郷町榎原甲871）

お気軽にご相談ください。
■日時 ７月23日（日） ７時～９時
■場所 日南市漁協 荷捌き所

らの交通安全
※都合により内容が変更になる場合
があります。

します。ぜひご来場ください。
【リサイクル展】
■開催・応募期間 ７月30日（日）～

■応募方法 再利用品を会場か黒潮
環境センター公式ホームページ（随
時更新中）でご覧いただき、会場設

無料相談案内

①榎原中学校音楽部の演奏 10時～
10時30分
②植木鉢の無料配布 11時～
③おもちゃの無料抽選会 11時20分～
④体験コーナー（紙すき・サンドブ
ラスト）11時30分～16時
■その他 おもちゃの修理を希望さ
れる方は、ご持参ください（※修理内
容により有料または日数がかかる場

●問い合わせ

秘密は守られますので
お気軽にご相談を

本庁市民生活課 市民生活係 ☎（31）1176
北郷町総合支所 総務市民係 ☎（55）2112
南郷町総合支所 総務市民係 ☎（64）1112

一人で悩まず、まず相談

人権相談

■相談対象
商品やサービスの契約などの際に、
個人と事業者間に起こるさまざまな
トラブル（送りつけ商法、点検商法、
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
本庁市民生活課 市民生活係内
●問い合わせ
消費生活相談室 ☎
（23）
4390

■相談対象 いじめや家庭問題、嫌
がらせなど、人権上の問題でお困り
の方はいませんか。
■日時・場所
８月８日（火）10時～ 15時
南郷ハートフルセンター
小研修室（生涯学習館）
８月９日（水）10時～ 15時
まなびピア
８月10日（木）10時～ 15時
北郷福祉センター
■相談委員 人権擁護委員

遺言などの無料・日曜相談所
■日時・場所 ８月６日（日）10時～
16時 日南公証役場（戸高1-3-1）
■申込方法 事前に電話で申し込ん

でください。
（平日8時30分～ 17時）
●申込・問い合わせ
日南公証役場 ☎
（23）
5430

８月の厚生年金相談
■相談対象 老齢、障害、遺族など
の年金請求および相談

■日時・場所 ８月24日（木） 10時～
市役所 別館２階会議室
■予約方法 宮崎年金事務所（お客様

相談室）
に電話で申し込んでください。
※予約受付期間７月24日～８月21日
（基礎年金番号または年金証書番
号を準備して、希望の時間や相談
内容をお伝えください）
●予約・問い合わせ
宮崎年金事務所（お客様相談室）
☎0985
（52）
2111
事前予約をお願いします。

夏の思い出作りにいかかですか。
■日時 ７月29日（土） 14時～16時
■場所 創客創人センター
■講師 NITTAKE 吉田 周平 氏

ズボン・帽子・履きなれた靴）

■持っていく物 弁当・飲み物・タオル
●申込・問い合わせ NPO法人 ごん
はる ☎
（55）
2700 ℻
（55）
2710

■対象者 中学生以上（小学生以下

ノルディックウォーキング
in猪ハ重渓谷

は保護者の同伴が必要です）
■定員 ５組程度
■参加費 1,500円（１組）
■申込方法 電話またはメール
代表者の①住所②氏名③年齢④参加

森林浴をしながら、歩き方のコツ
や正しいポールの使い方を学びま
しょう。マイポールをお持ちの方も、
この機会にぜひ、ご参加ください。
■日時 ８月27日
（日） ９時30分～

人数⑤連絡先をお知らせください。

■申込期限 ７月22日（土）
●申込・問い合わせ
創客創人センター ☎（27）3535
メ ー ル nichinan.sokyaku.sojin@
gmail.com

14時（受付９時～）
■場所 猪ハ重渓谷
※雨天時は北郷農村環境改善センター
■定員 40人（先着順）
■参加料 1,000円（インストラク

山の日森林セラピーウォーク

ター・保険込み）
※レンタルポールあり（別途500円）
■申込方法 電話かファクス
①住所②氏名③年齢④連絡先をお知
らせください。
■申込期限 ８月21日（月）
■コース 五重の滝までの往復6㎞
■服装 動きやすい服装（長袖・長ズ
ボン・帽子・履きなれた靴）
・リュック
■持っていく物 ノルディックポー
ル・弁当・飲み物・タオル
※セラピー弁当（700円）
受付あり。申
し込み時に注文（自然素材の容器
で野菜や魚など健康的な
メニューです）
。

８月 3日（木）北 郷ふれあい交流セ
森林セラピストと一緒にウォーキ
ンター
ング＆セラピーを体験して、心も体
８月 4日（金）文化センター
８月 9日（水）小村記念館 大会議室 も充電しましょう。
８月10日（木）まなびピア 視聴覚室
■日時 ８月11日（金） ９時30分～
※台風などの自然災害により中止に 14時（受付９時～） ※雨天時は中止
なる場合があります。
■場所 猪ハ重渓谷
■対象者 どなたでも参加できます。 （集合場所 猪ハ重渓谷大駐車場）
※未就学児は保護者の同伴が必要です。 ■定員 20人
（先着順）
■入場料 無料
■参加料 1,000円（セラピーガイ
●問い合わせ
ド・保険込み）
生涯学習課 生涯学習係
※レンタルポールあり（別途500円）
☎（31）1145
■申込方法 電話かファクス
に

放置竹林を活用した
っ

た

け

NITTAKEワークショップ
放置竹林について学んだ後、オリ
ジナルの竹灯篭を作れます！

①住所②氏名③年齢④連絡先をお知
らせください。
■申込期限 ８月４日（金）
■コース 五重の滝までの往復6㎞
■服装

動きやすい服装（長袖・長

「なんごう黒潮まつり」

夏のフィナーレを
飾るイベント

夏休み最後の思い出に、間近で見られるド迫力の花火をぜひ会場でご覧ください。
拡大地図
注 一方通行

です

郷駅
←南 面
方

市営旅客船目井津港待合所

郷駅
←南 面
方

目井津港
一般車
駐車場
350台

●申込・問い合わせ
NPO法人 ごんはる
☎
（55）
2700 ℻
（55）
2710

障がい者
駐車場

まつり会場 本部テント
ステージ
B&G
海洋センター

なんごう
黒潮まつり
第34回

8.26㈯

2017.

スター
マ
海上花 インや
火・小型
１００ 煙火
連など

■日時・場所 ８月２日
（水）
17時30分～19時30分

まなびピア２階会議室
■相談員 司法書士２人
●申込・問い合わせ
司法書士会日南支部（立山）
☎080（1725）2391
事前予約をお願いします。
（予約時間：平日10時～ 16時）

■日時・場所 全会場、13時30分～
15時（途中休憩あり）
８月 2日（水）南 郷ハートフルセン
ター 小ホール

←大堂津方面

◦北郷福祉センター
■相談委員 行政相談委員

●問い合わせ
本庁水産林政課 水産係 ☎（31）1135
お茶のつかさ園（実行委員会会長） ☎（64）4222

←大堂津方面

■その他 宮崎地方法務局日南支局
（☎（ 25）9125）でも、常時相談室を
■相談対象
設置し、相談に応じています。
毎日の暮らしの中で、行政に対す ●問い合わせ
本庁市民生活課 市民生活係 ☎（31）1176
る意見や要望などはありませんか。
■日時・場所
北郷町総合支所 総務市民係 ☎（55）2112
８月４日（金） 10時～ 15時
南郷町総合支所 総務市民係 ☎（64）1112
南郷ハートフルセンター
司法書士会による無料法律相談会
小研修室（生涯学習館）
■相 談対象 不動産・商業登記、多
８月８日（火） 10時～ 15時
重債務問題、成年後見など
◦市役所 別館１階会議室

行政相談

25

おしらせ

17:00〜ステージイベント（予定）
20:00〜花火
（雨天時は花火のみ翌日に順延）
場所：南郷B&G海洋センター前広場（目井津港）

南郷町中村乙4614-20

●問い合わせ なんごう黒潮まつり実行委員会

※当日16時より、目井津交差点からまつり会場まで交通規制（進入禁止、一方通行）
をし
事務局（南郷町総合支所内） ☎（64）1723
ますので、警察・警備員の指示に従ってください。駐車場は上記の地図のほか、南郷
（27）3315
スタジアム駐車場、旧南郷町総合支所駐車場、南郷町商工会駐車場をご利用ください。 観光・スポーツ課 観光係 ☎
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今が旬

を
旬の味覚
ご紹介
今月の表紙

オクラ
'

s

c o o k

【材料 ４人分】

オクラ…150g、ちくわ…60g、ごま油…大さじ１
梅干し…１個
砂糖…小さじ１
A 濃い口しょうゆ…小さじ１
酒…大さじ１

｛

【作り方】

①オ
 クラは塩を振り、まな板などで転がして周りの
毛を取り、斜め切りにする。ちくわも斜め切りに
する。
② 梅干しは種を除いて包丁でたたき、Aと合わせる。
③ フライパンにごま油を熱し、オクラとちくわに少々
焦げ目がつくように強火で焼き炒め、②を加える。

【１人分の栄養成分】… ………… エネルギー 66kcal
・たんぱく質 2.7g

・塩分 0.9g

・脂質 3.4g

・炭水化物 5.8g

毎月17日は減塩の日です。

※１日の塩分の摂取目標量…男性8.0g未満・女性7.0g未満
高血圧の方6.0g未満
、
効いた
梅の酸味が
品です
一
い
食べやす

６月１日～ 30日
◦出生 19 ◦死亡 58
切り取っていただき、お買い物や献立作成にお役立てください。

オクラの梅きんぴら

７月１日現在（推計人口）

◎人 口 52,689（－ 30） ◎男 24,761（－ ９）
◎世帯数 22,577（＋ ８） ◎女 27,928（－ 21）

含まれ、疲労を回復す
る効果が期待できます。

【 Okra 】

L e t

まちのうごき

栄養・特徴 ムチンが

６月４日、田植え前の坂
元棚田で遊ぶ「坂元棚田
泥んこまつり」
が開催。
ビー
チフラッグならぬ「棚田フ
ラッグ」など、趣向を凝ら
した競技を通じ、子どもた
ちは「棚田で楽しんでね」
という
「棚田からの手紙」
を受け取っていました。

◦転入 94

◦転出 85

■日南市公式フェイスブック

https://www.facebook.com/nichinancity

油津港クルーズ船寄港予定
№

寄港日

入港
出港

寄港船舶
船名（重さ）

11：30
1 7月15日
（土）
22：00

■観光にちなんの旅

http://www.kankou-nichinan.jp/

美しい海と自然、風情ある町並みが歴史を感じさ
せる日南市を紹介しています。

にちなん
大好き

ＰＶチャンネル

新着動画

★ 第126 弾（６月７日号）

「にちなんYottenラジオが好きぃ〜♥」

★ 第127 弾（６月 17 日号）

「ジャカランダが好きぃ〜♥-2017-」

「改名します。日南市マンゴー町」

9：00 ノルウェージャン・ジョイ
2 7月23日
（日）
(167,800t)
18：00

黒木 裕美
27

寄港船舶
船名（重さ）

乗客定員（人）

出発地

8：00 ダイヤモンド・プリンセス
3,883 上海 ６ 8月30日
（水）
2,706 横浜
(115,906t)
17：00

9：00 クァンタム･オブ･ザ･シーズ
8：00 サファイア・プリンセス
基隆
4,180 上海 ７ 9月 6日（水）
2,670
3 7月24日
（月）
(168,666t)
(115,875t)
（台湾）
19：00
20：00
9：00 マリナー ･オブ・ザ・シーズ
3,114 上海
４ 7月25日
（火）
(138,279t)
18：00

8：00 ぱしふぃっく びいなす
8 10月 9日
（月）
(26,594t)
17：00

476 神戸

※最新の寄港情報や詳細は、宮崎県ポートセールス協議会のホームページ(右記QR
コードからアクセスできます)をご覧ください。
岸
 壁では、間近でクルーズ船をご覧になれます。物産展なども開催していますので、
お気軽にお越しください。

宮崎県PS協議会HP

問い合わせ：クルーズ振興室 ☎
（27）3315

◎８月の日曜・祝日在宅当番医
日付

６日

医

療

機

◎８月の日曜・祝日当番薬局

関

日付

小玉共立外科（外科）

☎（24）0777

吾社クリニック【串間】
（内科）

☎（71）3411

東内科クリニック（内科）

☎（32）1001

11日 長友医院（胃腸内科・外科）

☎（72）5202

あげた内科クリニック（内科）

☎（21）2311

13日 猿渡医院（外科・内科）

11日

13日

☎（64）2225

のだ小児科医院【串間】
（小児科・アレ）

☎（71）1112

えとう循環器科・内科（循・内科）

☎（23）1125

20日 山見医院（小児科）

困ったとき、

ご利用ください

小児科

日曜日・祝日・年末年始

西浜薬局【串間】

☎（72）7504

ひまわり薬局

☎（32）5250

かすが薬局南町店

☎（21）9570

ハロー薬局吾田店

☎（32）1821
☎（23）7896

☎（21）1387

防災・気象情報をメールで配信中。
登録は右記ＱＲコードから。

☎（72）7710

診 療 日
毎 日

☎（27）3567

防災・気象メールにちなん

☎（22）4321

診療科目
内 科

☎（21）1536

※この当番制は、院外処方せんで発行された場合に対応するものです。

☎（23）3131

◎日南市初期夜間急病センター

局

上平野調剤薬局

27日 ふるかわ薬局

※変更になる場合がありますので、確認にはテレホンサービス☎（23）9999をご利用ください。

急な病気や

薬

岩本調剤薬局天神橋店【串間】 ☎（72）7220

にいな内科・循環器科【串間】
（内・循・呼） ☎（71）1711

岡村クリニック
【串間】
（整形外科）

局

20日 すみれ薬局

☎（23）2101

愛泉会日南病院
（内科）

開

６日 あがた東薬局

☎（55）3522

中島医院【串間】
（内科・小児科）

けがで
動画配信サイト YouTube で「好きぃ」と検索
するか、QR コードを読み取ってアクセスすると、
動画広報をお楽しみいただけます。

入港
出港

寄港日

日南市役所公式Facebookページ。日々の出来事
や市長・副市長の動きを紹介しています。

★ 第128 弾（６月 27 日号）

主任栄養士

出発地 №

9：00 クァンタム･オブ・ザ・シーズ
872 神戸 ５ 8月29日
（火）
4,180 上海
(168,666t)
19：00

飛鳥Ⅱ
(50,142t)

２7日 川越整形外科
（整形外科）

こども課

乗客定員（人）

※予告無しに変更となることがあります。

◎問い合わせ
本庁総務課 危機管理室 ☎
（31）
1125

☎
（23）
9999

急な病気やけがで困ったら…

午後７時～午後10時

☎（31）
1111

診療時間

※日曜・祝日は、６ヵ月未満児の対応もできます。
※平日は、６ヵ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）。

◎救急医療電話相談

24 時間
医師や看護師が
医療相談に応じます。 対応
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がとう♥
つもあり
い
、
じ
でね♥
じぃ
ぱい遊ん
っ
い
、
も
これから

る
顔あふれ
笑
い
ぱ
元気いっ ってね♪
な
男の子に

ままで
顔はその
笑
の
し
癒や
〜れ♥
大きくな

さか うえ

はる

と

たに ぐち

し

おん

坂上 陽大くん（11カ月）

谷口 紫音くん（８カ月）

父：大輔さん、母：明子さん（吾田）

父：知之さん、母：集子さん
（南郷）

く
もすくす
これから いに育ってね★
ぱ
元気いっ
くら もと

ゆう

と

倉元 結叶くん（１歳）
父：優季さん、
母：裕子さん
（吾田）

ばぁば
ぃじ、
んたち
日南のじ 、
おばちゃ
ん
ゃ
ち
おじ
♥
りがとう
いつもあ

◀

ゃん
おばあち
、
ん
ゃ
じいち
日南のお た遊んでね♥
ま
しも

なか

た

だ

父：彰吾さん、母：直美さん
（宮崎市）

皆さまからの投稿を
お待ちしています

な

陽菜ちゃん（３カ月）

父：陽介さん、母：茜さん
（宮崎市）

ありがとう！
いつも笑顔を
てね！
３人仲良く育っ
まつ もと

る

あ

松元 瑠愛ちゃん（６歳）㊨
あん

杏ちゃん（２歳）㊧
よ

う

耀生くん（11カ月）㊥

父：允樹さん
母：愛美さん
（吾田）

No.100 July / 2017

おん

父：一彦さん、母：知世さん（東郷）

中田 竜介くん（２歳）

平成29年７月15日発行

し

中原 汐音ちゃん（２歳）

りゅう すけ

ひ

なか はら

下田 さくらちゃん（２歳）

「うちの宝 まちの宝」
では、未就学児のお子さんの
写真を募集しています。
お子さんの名前と保護者名、
生年月日、住所（自治会名）
、電話番号、コメント（30
文字以内）を記入して、お子さんの写真を一緒に送
付してください（Ｅメール可）
。
（Eメールの場合は、 件名に「うちの宝
まちの宝」
と入力して送信してください）
※連絡先がない場合は、掲載できない
ことがあります。
上のQRコードを読み取ると、送付先
のメールアドレスが表示されます。

総合戦略課 秘書広報係（広報）

〒887-8585 日南市中央通 1-1-1
☎
（31）
1117 ℻（31）
1190
E-mail：hishokoho@city.nichinan.lg.jp

宮崎県日南市総合戦略課秘書広報係 ☎0987-31-1117
http://www.city.nichinan.lg.jp/ 印刷：㈱新生社印刷日南支店

■発行・編集

