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さまざまな伝承が受け継がれる鵜戸
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県 内 で戦 後 初
指定面積：1,588,634.88㎡
（うち海域1,134,522.57㎡）

鵜戸神宮

鵜戸岬
鵜戸千畳敷奇岩

指定対象地域範囲図

「地域の力になりたい」
その想いを実現する

ふるさと納税

平成29年に寄附金を活用した事業（一部）

全国から集まったふるさと納税は、
日南市のまちづくりに役立てられています

まちづくり支援事業

2,119万円

飫肥の重要伝統的建造物群保存のために、
歴史的景観などを守る取り組みをしています。

ふるさと活性化支援事業

3,511万円

地場産業や観光の振興、企業誘致、雇
用対策などのために、クルーズ船の誘客や、
企業誘致の促進に取り組んでいます。

日南市外にお住まいのお知り合いの皆さまに、ぜひ、日南市ふるさと応援
寄附金のことをご紹介ください。
●問い合わせ 総務課 総務係 ☎（31）1113

ふるさと納税協力事業者の募集

ふるさと納税制度により日南市へ寄附をされた方に対し、地元企業や事業者が生
産している特産品をお礼の品として贈るために、特産品を有料で提供いただく「日南
市ふるさと納税協力事業者」
を募集しています。
●問い合わせ ふるさと納税事務局（日南市観光協会内） ☎（31）1165

07

したい地域の力になりたいという思いを実現し、
「ふるさと」
へ貢献するための寄附制度です。
日南市ふるさと納税制度では、日南市出身者

応援メッセ
ージ

ちろん、お世話になった地域や、これから応援

私の両親が生まれ育った
日南市が元気な街になるよ
う応援してます。頑張って
ください！

ふるさと納税とは、自分の生まれ故郷はも

応援メッセ
ージ

子どもを安心して生み育てる環境を整え、
次代を担う子どもの育成のために、子ども
が病院を受診したときの医療費を助成して
います。

高齢者が、健康で安心して過ごせるため
の環境整備として、高齢者のふれあいいき
いきサロンの活動支援や初期夜間急病セン
ターの運営助成をしています。

カープのキャンプを見に、
日南市に行かせていただき
ました。とても良いところ
ですね！大好 きになったの
で、ふる さと納税 させてい
ただきました。またぜひ日
南に行きたいです。

1億1,799万円

2,499万円

応援メッセ
ージ

こども支援事業

先日、船旅で日南市に寄
港した際にたくさんの方に
歓迎していただき、花火大
会もとてもきれいで素敵な
思い出になりました。これ
をご縁にふるさと納税をさ
せていただくことにしまし
た。日南市の今後の発展を
お祈りしています。

高齢者生活支援事業

住民

寄附金の恩恵を
受け、
生活向上

をはじめ、日南市に思いを寄せる全国の皆さま
から「夢のあるふるさと日南市の創生」
のために、
多くの寄附をいただいています。

平成28年の寄附額
3億1,634万円（20,174件）

自治体

寄附金で事業拡大

日南市へ寄附していただいた人の住所

都道府県別の寄附件数トップ5
１
２
３
４
５

都道府県名
東京都
神奈川県
大阪府
愛知県
千葉県

件数
5,561
2,445
1,635
1,324
1,157

寄附金額（万円）
9,080
4,200
2,356
1,981
1,959

ふるさと
納税協力事業者

消費・販路拡大・
新商品開発
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色鮮やかな 飫肥城下ライトアップ
豫章館

10

7

北郷少年消防クラブが呼び掛け

スーパーとむら北郷店・フレンドリーマートくろぎ 10

4

今 年で40回を迎える飫肥城下まつりの開催に先
北 郷小中学校７・８年生24人からなる北郷少年
駆けて、豫章館で点灯式があり、豫章館と大手
消防クラブの団員が、地元のスーパーで住宅用
門のライトアップが始まりました。
「シャンシャン馬道
中唄」
「ひえつき節」
などの民謡も披露され、来場者は、
演奏に合わせ手拍子をしたりして楽しんでいました。

火災警報器の設置や交換を呼び掛ける啓発活動に取
り組みました。団員は、市が貸与した新しい活動服
を着ての初仕事でした。

全国の大舞台で 仲間と築いた表現力

アイデアたっぷり ちびっこ発明家

NHKホール（東京都渋谷） 10

8

発（5足して21年目を迎える市立吾田小学校合唱部
・6年生35人）が、NHK全国学校音楽コンクー

ル「九州・沖縄ブロックコンクール」
（90校出場）で金
賞を受賞し、九州代表として、全国コンクール「小学
校の部」
に初出場しました。
全国の大舞台で「日南市の青く輝く海のような美し
いハーモニーを皆さんに届けたい」と、練習の成果を
見事に披露し、優良賞を受賞しました。

●同校合唱部の歌声を動画で視聴できます。
市
 の動画広報で、平成27・28年度の合唱
を紹介しています。
「第４回うみかぜコン
サート（H29.3.18）
」
の動画は、こちら→

https://youtu.be/6hDxcPlLN3g

09

テクノセンター

10

5

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。

児童と障がい者
共にゴール目指す

27

9

愛泉会 日南病院

合的な学習の時間で福
祉を学ぶために同院を
訪 問 し、 車 い す サ ッ
カーで入所者たちと交
流。女子サッカーチー
ム「テゲバジャーロ宮
崎アレグリータ」の２
選手も加わり、車いす
を動かして懸命にボー
ルを追い掛け、ゴール
が決まると歓声を上げ
ていました。
院内見学では、横に
なりながら入浴できる
浴槽などの紹介もあ
り、興味深そうでした。

7

宮 崎市内で５年連続７回目の開催となった同選
手権には、日南市内からも﨑田恭平市長ら熱心

なカープファンが応援に駆け付け、声援を送りまし
た。試合結果は、カープが５対２で見事勝利し、球
団初となるファーム日本一の栄冠を手にしました。

新鮮な伊勢えびに胸躍る
ホテルシーズン日南

9

25

が開催され、市内
「日 南の伊勢えびを楽しむ会」
外から参加した約150人が、本市を代表する

秋の味覚、伊勢えびを堪能。刺身や炊き込みご飯の
ほか、市内９つの焼酎蔵の焼酎もあり、参加者たちは、
伊勢えびとの相性を楽しんでいました。

運転技術競うシニアドライバー
日南自動車学校

9

26

齢者に安全運転への意識を高めてもらおうと、
高 日南警察署主催の
「シニアドライバーズコンテ

160品から選ばれた10作品を手掛けた、ちびっこ発明家
たちが、表彰されました。この10作品は、第76回宮崎
県学校発明くふう展に出品されます。

KIRISHIMAサンマリンスタジアム宮崎 10

…動画
…その他の写真
…詳しい記事
…ホームページ

桜 ケ丘小学校の３
年生13人が、総

童の発明作品が集う「日南地区学校発明くふう展」
児 の表彰式があり、市内小学校９校の児童の作品

カープ２軍 球団初の日本一

ＡＲの種別

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。

iPhone/iPad
Android 対応
（無料）

スト」が開催され、市内の65歳以上の45人が運転技
術を競いました。巧みなハンドルさばきを見せる人も
いれば、中には車輪を縁石に乗り上げてしまう人も。

砂浜で盛り上がる親子愛
富土海水浴場

9

30

子がはだしで臨
親 むビーチイベン

ト「家族対抗はだし運
動会in日南」があり、市
内外の親子およそ30人
が、さまざまな競技を
通じて家族愛を育みま
した。関東を中心に活
動中のNPO法人イクメ
ンクラブによる「日本
財団海と日本プロジェ
クト」
の一環です。

狙いは健康づくり 四半的
南郷西町体育館

9

27

「四半的」の大
本 市に戦国時代から伝わる弓競技
会が開催され、50 〜 80代の57人が熱戦を繰

り広げました。会場は、参加者が８㍍ほど離れた直
径13㌢の的を狙って静まる中、的を射抜く音が響き、
独特の緊張感に包まれていました。
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結婚50周年 新婚時代を振り返る

栄誉をたたえる

第９回 日南市功労表彰

ホテルシーズン日南

20

10

棚田で交流 稲刈り体験
坂元棚田

10

8

日南市功労表彰では、さまざまな分野で市政の振興に寄与し、
その功労が特に著しい方を表彰しています。
今年は「産業経済功労部門」で井上邦夫さんと古澤家光さんが選ばれました。
被表彰者の方々をご紹介します。
元棚田保存会が稲刈り体験を開催し、坂元棚田
坂
市 は、結婚50周年を迎えた夫婦の、長年の労を
オーナーや坂元地区住民、稲刈りボランティア
ねぎらい長寿を祝う「いきいき合同金婚式」を

今年も開催し、市内26組の夫婦が参加しました。
参加者は、新婚時代を懐かしみながら、食事やお
酒を交わし、思い出話に花を咲かせていました。

など約80人が参加。手作業による稲刈り、稲の掛け
干しの後、地元住民が棚田米を使用したおにぎりや
豚汁などを振る舞い、交流を深めていました。

運動会で笑顔あふれる障がい者

第一生命保険と連携協定を締結

総合運動公園おびすぎドーム 10

元 はまゆう農業協同組合代表理事組合長
いのうえ

井上

くに お

邦夫さん

11

ふるさわ

16

古澤

いえみつ

家光さん

平成３年４月から平成８年１月まで、日南農業協同
組合の理事に就任され、平成16年４月から、はまゆ
う農業協同組合代表理事副組合長、平成17年６月か
ら平成19年４月まで、同組合代表理事組合長として
組織を先導されました。
また、酒谷地域の拠点施設である「道の駅」酒谷を
管理する酒谷むらおこし株式会社の設立に尽力され、
平成23年４月の設立時から平成28年６月まで、代表
取締役を務められました。同「道の駅」が、国土交通
省の平成28年度住民サービス部門モデル「道の駅」と
して全国で６箇所、九州からは唯一認定されるなど、
地域活性化に貢献されました。
現在も、酒谷地区の坂元棚田保存会では、平成20
年３月の設立当初から現在まで、会長として棚田の
保存・継承のために活動されています。

井上さんのお話

古澤さんのお話

（廣田満会長）主催によ
（野田強宮崎支社長）は、
日 る南市身体障害者福祉協会
市 と第一生命保険株式会社
「日南市障がい者スポーツ大会（ふれあい運動
地域の諸課題に迅速かつ適切に対応し、活力あ

会）
」
が開催され、今年は約130人が出場したほか、スタッ
フ、ボランティア、日南市ダンス同好会も競技に加わり、
体を動かしながら交流し、親睦を深めていました。

る個性豊かな地域社会の形成と発展や、市民サービス
のより一層の向上を目的に、連携協定を締結。企業と
高齢者支援分野で連携協定を締結するのは３件目です。

絶えない笑い声 高齢者クラブ運動会

総合運動公園多目的体育館 10

19

全国棚田サミットの開催などを通して、坂元棚田

て、担い手農家の育成を中心に一生懸命がんばって

の素晴らしさを広く伝えることができ、うれしかった。

きました。当時、九州では前例のなかった、ＪＡに

これまで、地域の皆さまに支えられ何とかやってき

よる高齢者福祉施設の設立に取り組んだのも、組

ました。微力ではありますが、その感謝の気持ちを

合員から働く環境づくりの相談を受けたことがきっ

忘れずに、地域振興のために元気な限りがんばって

かけです。今後も、地域福祉のために活動していき

いきたいです。

たいです。

10

元 はまゆう農業協同組合代表理事組合長

平成２年４月から平成８年１月まで、南郷町農業
協同組合代表理事組合長に就任され、更には、平成
８年２月から、はまゆう農業協同組合代表理事副組
合長、平成９年４月から平成10年３月まで、同組
合代表理事組合長といった要職を歴任。その後、平
成10年４月から平成11年２月までは、宮崎県共済
農業協同組合連合会の会長職を務め、県内の農業の
振興や、基盤整備の充実、担い手の育成など、先進
的な取り組みの牽引役として、多大な貢献をされま
した。
また、高齢化社会の到来を見据え、社会福祉法人
協同福祉会の設立に尽力され、平成５年９月から平
成25年５月まで同会理事長に就任。平成６年４月
の「特別養護老人ホームくろしおの里」開設に携わ
り、地域の高齢者福祉の充実にも寄与されました。

農業の姿が大きく変わる中、特に高齢化対策とし

21

日南市役所

２ 年に１度の高齢者クラブ連合会運動会が、会員
の生きがいづくりや健康維持、親睦、融和を目

的に開催され、今年は約700人の会員が参加しました。
ユニークな競技もあり、ラグビーボールを股に挟ん

で走ったり、男女ペアが向かい合いボールを胸部に挟
んで走ったりする競技では、珍プレーが続出。会場は
終始、参加者の笑顔と歓声で包まれ、元気なパワーが
満ちていました。
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き

著
  
はし

走れ！ヒットン

やす たか

靖貴 文

児童書

す どう

須藤

ほうこ 作

ちゃめひめさまと
ペピーノおうじ

たかどの

さ
と
り
で

まなびピア
諸井 知仁くん
渡野 真弥さん
田上 愛梨さん
北郷
大賀 麗さん
木佐貫 あおいさん

仕事や家事で忙しくて図書
館で本を選ぶ時間がない ... そ
んな方にオススメなのがネッ
ト予約。図書館の利用カード
が あれば、図書 館のホーム
ページからマイページにログ
インして、本の予約ができま
す（ネット予約を初めて利用
される方は、パスワードの登
録が必要です）
。
パソコンはもちろん、
スマー
トフォンにも対応しています。
マイページでは、借りている
本の返却期限の確認や、貸出
期間の延長などもできますの
で、ぜひ一度ご利用ください。

日南市立図書館 本館 ☎25-0158

まなびピア図書館 ☎22-5666

冊達成
100
おめでとうございます！

8月に達成されました♪
（館内にお名前を掲示しています）

本館
後藤 さあやさん
甲斐 智士くん
瀬戸山 璃音さん
河野 蘭さん
南郷
門川 歩未さん

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

一般書

ま ほう

さ

早紀

おも

著
  

ふみ こ

文子 作

いそげ！
きゅうきゅうしゃ（絵本）

たけ した

竹下

日南市立図書館の
ホームページ

か

「旅する読書」

新着
本
おすすめ

ひゃっか

むら やま

村山

かたき

百貨の魔法

さけ

かなめ

要

こい

酒が仇と思えども

なか じま

中島

きみ

ゆう すけ

悠介 著

君に恋をする

やま だ

山田

た

高佐砦跡

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。

ぼく

僕はロボットごしの

市内を見渡せ

歴史感じる

毎 年、 飫 肥 城 下 ま つ り は、 戦 国 時 代 の 歴 史
になぞらえて、高佐砦跡（標高２０１㍍）から
揚がる「のろし」を合図にスタートします。
そんな歴史ロマンを感じさせてくれる砦跡
へ 向 う 入 り 口 は、 東 郷 の 益 安 地 区 構 造 改 善 セ
ンタ ー 前 に あ り ま す 。
山 頂 へ の 道 の り は、 急 勾 配 で 息 が 上 が り ま
す が、 登 山 道 の 道 脇 で は、 四 国 八 十 八 カ 所 の
お 遍 路 を 表 わ し て い る と い う、 い く つ も の お
地 蔵 さ ま に 出 会 い、 道 中 の 安 全 を 優 し く 見
守っ て く れ て い る か の よ う で す 。
山 頂 に は 分 ほ ど で 到 着。 飫 肥 城 と の 連 絡
に使用されたと伝えられる「のろし」を揚げる
た め の 石 組 み も 残 っ て い て、 眼 下 に は、 市 内
が見 渡 せ る 一 大 パ ノ ラ マ が 広 が っ て い ま す 。
心 地 よ い 秋 風 が 吹 き 抜 け、 遠 い 山 々 の 尾 根
を 眺 め て い る と、 戦 国 の 世 に こ の 地 で の ろ し
を 揚 げ、 荒 野 を 駆 け 抜 け た、 武 士 の 息 使 い が
聞こ え て き そ う に な り ま し た 。
30

開館時間

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

ら
インターネットか
本の予約が
できますよ！
スマートフォン画面

休館日 12月

日 月 火 水 木 金
1
3 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29
31

土
2
9
16
23
30

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やポスターをご覧ください。

どうしていますか？

糖尿病の判断 No1

青島での大発見

血糖が高いかどうかの判断は、
血液検査が必須です。
年に１度、
特定健診を受けることが大切です。

先月、友達と一緒に青島へ行きました。そこで、シン

「糖」は、人間の細胞約60兆個のエネルギー源。血液中の糖は、インスリン（※）
の力で、常に角砂糖約２個分（５～７ｇ）に保たれています。
必要以上の糖が血管内にあると、血管は危機状態です。
動脈硬化や老化が進んだり、免疫力が下がるなど、全身
の血管が傷んできます。

ガポールと宮崎県の驚くべき絆を発見しました。
青島神社に行って、鬼の洗濯板の写真を撮った後、宮
交ボタニックガーデン青島（県立青島亜熱帯植物園）を探
検しました。温室に入って、すぐ「え？ここの植物はシン
ガポールの植物とよく似ていると思わない？」と言った途

＜糖尿病の合併症は全身で一気に起こります＞

端、突然マーライオンの彫像が現れました！（注：マーラ
イオンは、シンガポールの有名な観光マスコットです）
どうやら、この植物園は、1965年にシンガポール植物
園と姉妹園を締結していたようです。宮崎県は、50年以
上前からシンガポールと絆があったと思うと嬉しいです。
これからも絆を深めることを楽しみにしています！

13

高血糖は動脈硬化を進めます

宮交ボタニック
ガーデン青島の
マーライオン

脳梗塞、痛みのない心筋梗塞、認知症、歯周病、失明、腎不全 などに
つながることも。
★高血糖を自覚症状で判断するのは危険です★

健康増進課

田中 裕美

副主幹（保健師）

※インスリン：糖を下げる唯一のホルモン。すい臓で作られます。製造能力には個人差があります。

●問い合わせ 健康増進課 ☎（31）1129

次号（12月15日号）では、糖尿病診断、治療判定の指標「HbA1c」を紹介。
2017.11, Vol.104
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番得意。熟練の技で、ふんわりと焼きあげる卵焼き

SURFBOARDS」※で、オーダーメイドと手作業にこだ

は、大好評です。

わったサーフボードを製造しています。

くん

学びたいと21歳で帰省。父の経営する「FREEDOM

ま

ドメーカーです。担当の惣菜調理では、卵焼きが一

しょう

活躍しましたが、サーフボードの製造を本格的に

き

ばあちゃん」
のような存在で、職場を明るくするムー

さ

身で武者修行に。19歳からプロサーファーとして

さ

年生

ファーを目指し、千葉県の九十九里浜へ単

佐々木 翔馬

本史のおもしろさに出会って以来、趣味の読

３年生

さんは、中学生のときに見た歴史番組で、日

たくさんの人
と関わる仕事

油津中学校

さん

しおり

昭和

油

みんなを笑顔にしたい
感動が行動の原動力

やま した

山下 栞

日南高校 探究科学コース ２年生

さん 油津地区

津出身の匠平さんは、高校卒業後、プロサー

職場の中で最年長。時には「お母さん」
、時には「お

昨

年11月から生徒会長を務める翔馬くん。中学
１年生から生徒会活動に少しずつ関わり、先

書でも歴史の本を読むのが大好きに。面白さをみん

輩の活動を見る中で、人を感動させること、みんな

なに知ってもらいたいと、日本史の先生を目指すこ

を笑顔にすることにやりがいを感じ、自らも行動し

とを決意しました。

たいと一念発起。生徒会長として取り組んだ文化発

人前で話すのは緊張しますが、小学２年生から続
けている書道では、イベントで書道パフォーマンス

表会や体育大会では、仲間と協力し合い、困難を乗
り越えました。
みんなが喜ぶ姿を見て「今後も継続していきたい。

歴史の素晴らしさを伝えるための努力を惜しみませ

高校でも生徒会に関わり、将来は、たくさんのコミュ

ん。先日の飫肥城下まつりでは、堂々と書道パフォー

ニケーションを大切に、みんなを笑顔にする仕事に

マンスを披露し、観客を魅了していました。

就きたい」と、夢に向けヤル気満々です。

フ リ ー ダ ム

サ

ー

フ

ボ

ー

ド

優しいご主人の支えもあって、多趣味で、休日で

「日南はサーフィンの環境が素晴らしく、いろいろ

も体を休めることなく、グラウンドゴルフやカラオ

な交流もある。小さいころからサーフィンをしていた

ケ、体操で元気に過ごしています。
「職場に来るのが

経験を生かし、子どもたちへ面白さを伝えていきたい。

楽しみ。80代まで働きたい」とハツラツとした笑顔

私の作ったボードで子どもたちがプロになれば、うれ

で話していました。 ※北郷町郷之原乙1305

しい」
と熱く語っていました。※平山2318-2

☎︎
（55）3569

栞

を披露。日頃から積極的に人前に出るよう心掛け、

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

しょうへい

年生

58

将来の夢を胸に努力を惜しまず
日本史をこよなく愛す歴女

かわ ばた

川畑 匠平

昭和

務し26年目。年齢層が20代〜 70代と幅広い

一期一会

さん 風田地区

孕

子さんは、
「フレンドリーマートくろぎ」※に勤

座右の銘

よう こ

若けもんには、
まだまだ負けません

かた おか

片岡 孕子

座右の銘

17

プロサーファーから職人へ転身
老若男女問わず、
面白さ伝えたい

元気の秘訣は
「楽しむこと」
代まで働きます

80

日本史の先生

☎（23）6873

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。
2017.11, Vol.104
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とく

？
泰平踊」ってどんな踊り
知っているようで知らない、日南の情報をお届けするコーナーです。

「

泰

日南市泰平踊
今町保存会
（鶴組）

今町の鶴組は、参勤交代
の御用船の舟唄で、日南海
岸の津々浦々を詠み込んだ
郷土色豊かな恋の唄です。

日南市泰平踊
本町組保存会
（亀組）

本町の亀組は、初代藩主
伊東 祐兵（いとう すけた
け）公をたたえる、静かな
調べです。

企業と連携

市内２カ所目

オープン中
■こども食堂とは？

子どもの異世代交流や、子育
てに悩む保護者の情報交換な
どの場です。学習支援や、古着
の提供なども。子どもだけでも、
親子でも利用可能です（毎回お
よそ50人以内）
。

■どうやって運営？

スタッフは、10人ほどのボラ
ンティアで、食材や運営費は、
皆さんからの寄附などで賄われ
ています。

◎問い合わせ
生涯学習課 文化財係
☎（31）1145

■１人で食事する
子どもがいるの？

九州、
全国に広がれ
日南モデル の連携プレイ

９月 日に「こども食堂」に関する協定締結式を行いました。日
南市内では、既に有志ボランティアの皆さんが「こども食堂」を運
営されていますが、今回の協定締結は、他の「こども食堂」の取り
組みとは少し違う視点が入っています。それは、九州電力さんの
営業所にある、オール電化キッチンを活用させていただけるとい
うことです。
日南市では「日本一組みやすい自治体」を標榜しています。その
具体策は「地域資源と企業が持つリソース（資源）を組み合わせて
課題解決を図る」
であり、
今回の場合は
『地域資源＝有志ボランティ
ア（日南こども食堂つわぶきの会）
』
『企業のリソース＝九州電力さ
んのオール電化キッチン』という組み立てになっています。
日頃より地域貢献活動もしていただいている九州電力さんに、
私の方から、営業所のオール電化キッチンを「こども食堂」に活用

市長
日記

17

日南市長﨑田恭平

させていただけないかと提案しておりました。それを受け止めて
いただいた九州電力さんのご尽力があって、今回に至りました。
九州電力さんのオール電化キッチンは、九州内の営業所に数多
くありますので、このモデルが九州内
にどんどん広がっていけばと思ってお
りますし、もっと言いますと全国の電
力会社さんにもあるわけですので、全
国のモデルケースとして広がっていけ
ば と 考 え て い ま す。（
「 こ ど も 食 堂 」の
ことは ページにも掲載していますの
で、そちらもご覧ください）
これからも、柔軟な発想や具体的な
行動によって、ひとつひとつ取り組み
を積み重ねてまいりたいと思います。
16

平踊は、江戸時代から伝わ
る郷土舞踊で、初めは町衆
によって踊られていた盆踊りです。
対立していた薩摩藩と和解した
ことを祝って、当時の飫肥藩より
武士にも踊ることが許され、
「泰平
踊」
として、侍と町人が一緒に踊る
という、日本国内でも珍しい催し
が続いてきました。
継承されている踊りが二流あ
り、姿勢の高低差や歌詞が異なり
ます。
二流の違いを意識しながら、踊
りを鑑賞してみませんか。

日南こども食堂

平成28年度に市が実施した
「子どもの生活実態調査」の結果
では、1人でごはんを食べる子ど
もの割合が、
「よくある」と「とき
どきある」を合わせると全体の
18％。1人親世帯では29％でし
た。

26

企業も協力 支援の輪が広がっています

今年９月、日南こども食堂つわぶきの会と九州電力株式会社
日南営業所、市の３者が協定を締結し、同営業所１階のコミュ
二ティスペース約50平方㍍に、市内２カ所目となる「日南こど
も食堂」がオープンしました。市内で最も人口が多い吾田地区
に「こども食堂」
ができ、多くの親子の利用が期待されています。

市こども課から

子どもも大人も、孤独な人が多い
と感じています。垣根なく誰でも気
軽に来てくださいね。子育てや教育、
経済的なことなど、さまざまな悩み
を１人で抱え込まず、ここに来て、
お母さん同士で話したり、スタッフ
に相談したりして、諦めずに解決の
糸口を見つけてほしいです。地域全
体で助け合う支援の輪を広げていき
ましょう。

こども食堂の継続には、
「場所」と「ネットワーク」が大切です。
また、こども食堂の活動を一緒にやってくれる仲間が必要です。
●問い合わせ
日頃から子どもたちに関わっている人や、米や野菜などの食材
日南こども食堂
を提供してくれる人、調理師や栄養士の資格を持っている人な
つわぶきの会
☎080（6402）0894
ど、地域のさまざまなネットワークがつながっていくよう、市
も支援を続けていきます。
代表
西 明美
●問い合わせ こども課 こども政策係 ☎（31）1131

2017.11, Vol.104
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平成30年度 保育所
（園）
・

こども

生

認定こども園入所申込受付

処理槽付きディスポーザ
（生ごみ破砕処理装置）
が
設置できるようになりました

平成30年４月からの入所を希望される方は、新規・継続を問わず、期日までに申し込んでください。
■受付期間  11月15日（水）～12月15日（金） ※日・祝日を除く
■申込方法  ４月から入所したい第１希望の保育施設にのみ、申込書を提出してください。
※申込用紙は、各保育施設で配布する他、市公式ホームページでもダウンロードできます。
※申込多数の場合は、希望の施設に入所できない場合があります。
※期間終了後は、本庁こども課で申込受付をします。

市では、ディスポーザの設置に関
し、必要な事項を定めました。生活
排水の適切な処理を促進することに
より、公衆衛生の向上や公共用水域
の水質保全を目指しています。

■認定区分  年齢や保育の必要性で認定区分が異なり、利用施設が変わります。

１号認定

２号認定

３号認定

（満３歳以上・教育認定）

（満３歳以上・保育認定）

（満３歳未満・保育認定）

■満３歳以上で「教育」を希望
する場合
■利用施設：認定こども園

■満３歳以上で、保護者の就労・
疾病などにより「保育」を希
望する場合
■利用施設：保育所（園）

認定こども園

■満３歳未満で、保護者の就労・
疾病などにより「保育」を希
望する場合
■利用施設：保育所（園）

認定こども園

保育所
（園）
一覧

認定こども園一覧

２・３号認定のみ利用

施設名

電話番号

公立

利用 所在地 入所
定員 （校区） 年齢

法人立

大堂津保育所

☎
（27）
0107

30 大堂津

宮浦保育所

☎
（29）
1500

20

鵜戸

小山保育園

☎
（23）
2081

90

吾田

わかすぎ保育園

☎
（23）
5565

90

吾田

にちなん保育園

☎
（23）
8533 100 吾田東
吾田

☎
（27）
3440 150

油津

みなと保育園

☎
（64）
3780

南郷

60

児童館

みなと保育園
榎原分園

☎
（68）
1233

20

榎原

栄松保育園

☎
（64）
1650

20

南郷

細田児童館

☎
（27）
0522

10

細田

酒谷児童館

公立 北郷保育所

0～5
法人立

中央こども保育園 ☎
（23）
0220 130
ひなもり保育園

1.5～5

施設名

3～5

休館

※保育料は、父母などの市民税額で算定されます。
※認可外保育施設を希望する場合は、直接申し込んでく
ださい。
※利用定員は平成29年度のもので、変更となる可能性が
あります。

１～３号認定全て利用
電話番号

利用 所在地 入所
定員 （校区） 年齢

☎
（55）
3374 136

北郷

あがた幼稚園

☎
（22）
4567 280

吾田

日南幼稚園

☎
（25）
1370

90

飫肥

飫肥保育園

☎
（25）
1482

70

飫肥

子供の家幼稚園

☎
（25）
0164

78

飫肥

日南・飫肥
☎
（25）
3989
カトリック幼稚園

86

飫肥

浄念寺学園

☎
（25）
1864

39

飫肥

四季の森こども園 ☎
（23）
0315

80

東郷

油津恵愛幼稚園

☎
（23）
4833

65

油津

立正幼稚園

☎
（64）
0331

70

南郷

めいつ保育園

☎
（64）
0328

84

南郷

にじ色の海
こども園

☎
（64）
0329

80

潟上

0～5
0～5
1～5

☎
（55）
0028

19

油津

0～5

0～2

●問い合わせ 本庁こども課 こども保育係 ☎
（31）
1131

こども職場参観日のすすめ
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へ排出する装置のことです。
◎設置には市の許可が必要
直接下水道へ流れ込まないように、
単体ディスポーザに排水処理槽を付
けた「ディスポーザ排水処理システ
ム」が許可の対象です（※単体ディ
スポーザのみでの使用許可はできま
せん）。
設置には、市の許可が必要です。
申請方法、適用区域や設置できる
ディスポーザの種類、市の取扱要綱
などの詳細は、市公式ホームページ
で確認していただくか、お問い合わ
せください。
●問い合わせ

林

業

ご存知ですか
林業退職金共済制度

～事業所の皆さまへ～

事業所が社員などの子どもを職場に招いて、働く姿
を見せることで、親子のコミュニケーションを図るほ
か、親の仕事への理解や尊敬心が深まり、社員のやる
気向上につながり、子どもの勤労観や職業観が高まる
ことも期待できます。
先日、
市役所でも開催し、参加した子どもからは、
「会

◎ディスポーザとは
キッチンシンクの下に設置し、生
ごみを水と共に破砕処理し、下水道

下水道課 工務係 ☎（23）9977

小規模保育事業所
油津オアシス
こども園

活

議のパパの姿がかっこよかった」
「将来の職業選択に
役立てたい」などの感想が聞かれました。
皆さまの事業所でも、ぜひ、開催してみませんか。
詳細は、市公式ホームページをご覧ください。
●問い合わせ
本庁こども課 ☎（31）1131

林業の仕事をしていたことがあり
ませんか。林業退職金共済制度の加
入者で、退職金をまだ受け取ってい
ない方や、以前、林業の仕事をして
いたが、同共済制度に加入していた
か分からない方を探しています。
また、罹災された共済契約者や被
共済者の、各種手続（共済手帳の紛
失、退職金の請求など）
が必要な場合
も、相談に応じますので、最寄りの
支部か本部にお問い合わせください。
●問い合わせ  

独立行政法人 勤労者退職金共済機構
林業退職金共済事業本部
☎03（6731）2887
ホームページ http://www.rintaikyo.
taisyokukin.go.jp/

税

金

農耕車や特殊作業車の
登録・廃車・名義変更は
お済みですか

課）として算入できます。

申請場所、必要なものは？
■申請場所
本庁税務課 市民税係

北郷町総合支所 総務市民係
南郷町総合支所 総務市民係
■必要なもの

①新規
所有者または使用者の印鑑、登録内
容（車名・車台番号）の控え、譲渡証

明または販売証明書
②廃車
乗用型の小型特殊自動車（農耕作 所有者（使用者）の印鑑、標識番号（ナ
業用自動車および小型特殊作業車） ンバープレート）
をお持ちで未登録の方は、早めに ③名義変更
手続きをお願いします。登録された、 所有者（使用者）の印鑑、登録内容（車
農耕作業用自動車および小型特殊作 名・車台番号・標識番号）の控え、旧
業車は、固定資産税（償却資産）
の申 所有者（旧使用者）の譲渡証明書
告は不要ですので、ご注意ください。 ※申請用紙は、各窓口に用意してい
ます。
未登録車は条例違反になります
乗用型の農耕作業用自動車および
上記以外の、軽自動車や原動機付
小型特殊作業車は、道路を走行する・ 自転車などに異動（取得・廃車・名
しないにかかわらず、標識番号（ナ 義変更など）があった時は、早めに
ンバープレート）の交付を受けるこ 手続きをお願いします。廃車や名義
とが、日南市税条例で義務付けられ 変更の手続きがないと、現在、所有
ています。登録されない場合、日南 していない場合も課税が継続されま
市税条例に基づく罰則規定も設けら す。
れています。
ご不明な点がありましたら、お問
い合わせください。
対象となる農耕作業用自動車・特
●問い合わせ
殊作業車は？
⃝農耕作業用自動車
本庁税務課 市民税係
トラクター、コンバイン、田植え ☎（31）1121
機、スピードスプレーヤ（農業用薬

剤散布車）など、農耕作業を行う能
力と乗用装置を兼ね備えているもの
⃝小型特殊作業車
フォークリフト、ショベル・ロー
ダーなどのうち、自動車の長さ4.7m
以下、幅1.7m以下、高さ2.8m以下、
最高速度15km/h以下のもの

軽自動車税の税額は？

⃝農耕作業用自動車の年税額

競

売

ご存じですか
裁判所の不動産競売
裁判所では、個人の方でも参加可
能な「不動産競売」を行っています。
競売物件の情報は、裁判所の閲覧室

１台につき2,400円
⃝小型特殊作業車の年税額
やウェブサイト「ＢＩＴ」
（http://
１台につき5,900円
bit.sikkou.jp/ ）で公開しています
４月１日現在、所有者（使用者） ので、ご活用ください。
として登録されている方に課税され ●問い合わせ
ます。支払った軽自動車税は、確定 宮崎地方裁判所 民事部執行係
申告（住民税申告）時に経費（租税公

☎0985（68）5135
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募

集

「輝く市民協働大賞」
市では、公益のための活動に尽力
している、団体・個人を「輝く市民
協働大賞」
として表彰しますので、
ぜひ、ご応募ください。
■対象者

①市内で５年以上継続して公益活動
をしている個人または団体
②今後も活動が期待される個人また
は団体
■申込方法   地域振興課で配布する
推薦書に記入の上、郵送するか直接
お持ちください。
※自薦、他薦は問いません。
■申込期限  12月15日（金）
■審査方法   市と日南市協働のまち
づくり推進委員会での書類審査によ
り、受賞者を決定します。
■審査基準   先駆性、継続性、発展
性などを審査します。
■その他
①平成30年３月開催予定の「地域を
創る交付金」活動報告会で、活動事
例の報告をしていただきます。
②大賞受賞者には、市より表彰状と
奨励金10万円を贈呈します。
●申込・ 問い合わせ  
本庁地域振興課 協働係

☎
（31）
1118
〒887-8585 日南市中央通1-1-1

夫婦円満のセミナー参加者
市では、子育て支援の取り組みと
して「夫婦円満推進都市プロジェク
ト」を実施しています。この機会に
セミナーを受講して、円満な夫婦生
活を送りましょう。

いずれかの日に1回、ご夫婦で受講
してください。

■場所  
子育て支援センター「ことこと」
■対象者  市内在住の子育て世代のご夫婦
■申込方法  
ご夫婦の氏名、連絡先を電話また

方法、著作権の帰属、留意事項など
の詳細は、市公式ホームページで確
認していただくか、お問い合わせく
ださい。
●申込・ 問い合わせ
観光・スポーツ課 ☎（27）3315

はファクスでお知らせください。
※託児が必要な場合は、預ける子ど メール kanko@city.nichinan.lg.jp
もの人数と年齢もお知らせください。 〒887-0005 日南市材木町1-13
■申込期限  
「第37回 からいも交流・春」
参加予定日の１週間前まで
ホストファミリー募集
※定員に満たない場合は、当日参加
日本の大学にいる外国人留学生を、
もできます。
■その他   特典として、ライオン ホストファミリーとして受け入れて

みませんか。
■受入期間
平成30年３月11日（日）～25日（日）
●申込・ 問い合わせ
日南市子育て支援センター
「ことこと」 ■申込方法 電話
☎（27）3808
■申込期限 平成30年１月20日
（土）
FAX（27）3806
●申込・ 問い合わせ
NPO法 人 か ら い も 交 流 宮 崎 ブ
ロック担当（押川）
☎090（8397）8399
グッズ（ごめんなサイコロ・食器洗
い洗剤）を贈呈します。

国名勝「鵜戸」
指定記念
ポスターデザイン画
国の名勝指定を受けた「鵜戸」の
魅力を表現した、観光ポスターデザ
インを募集します。
最優秀作品は、市の観光ポスター
として採用しますので、ぜひ、ご応
募ください。

自衛官
■募集種目  自衛官候補生（男子）
■受験資格  18歳以上27歳未満の者
■受付期間   年間を通じ、受け付け
ています。
■試験期日   受付時に、お知らせし
ます。

■合格発表   合格発表日は、試験日
にお知らせします。

■募集テーマ   指定地域（日南市宮
浦の鵜戸神宮とその周辺の海岸や海
を含む地域）を十分にＰＲでき、観
光客がさらに興味を持つような、魅

■試験種目   筆記試験、作文、適性
検査
■待遇・その他
◦所要の教育を経て、３カ月後に２

力を表現しているもの（写真、イラ
ストなどは問いません）。

等陸・海・空士に任用します。
◦陸上（技術系を除く）は１年９カ月、

⃝鵜戸神宮、鵜戸千畳奇岩（鬼の洗
■日時  12月10日（日）
濯板）、波切神社、鵜戸埼灯台など
平成30年１月21日（日）
、
2月18日（日） ■募集期間
①10時 ～ ②10時30分 ～ ③11時 ～ 11月15日（水）～12月4日（月）
④11時30分～ ⑤13時～ ⑥13時30分～ ■応募資格 問いませんが、18歳未
⑦14時 ～ ⑧14時30分 ～ ⑨15時 ～ 満の方の応募には、保護者の同意が
⑩15時30分～ ⑪16時～ ⑫16時30分～
必要です。
※１回当たり20分程度のセミナー ■審査 12月上旬
です。１日に12回開催しますので、 ■賞金  ①最優秀賞１点 30,000円
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②優秀賞 ２点 10,000円
■その他   提出要件・様式や、応募

陸上（技術系）
・海上・航空は２年９
カ月を１任期として任用します（以降
は２年を１任期）
。
※受験資格には、他にも条件があり
ます。詳細は、
お問い合わせください。
●申込・ 問い合わせ
自衛隊日南地域事務所 ☎
（23）
1360
宮崎地方協力本部公式ホームページ
http://www.mod.go.jp/pco/miyazaki/

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

公

条件付一般競争入札により、
公用車を売却します

売

■物件
物件名
①ステーションワゴン・
小型乗用（宮崎58ゆ4044）
②バン・軽貨物
（宮崎41た6811）
③箱型・軽乗用
（宮崎50て2201）
④箱型・軽乗用
（宮崎580い6690）
⑤ダンプ・軽貨物
（宮崎41こ5840）
⑥バン・小型貨物
（宮崎44り1316）
⑦バン・小型貨物
（宮崎44ゆ9456）
⑧消防自動車
（宮崎88さ9144）
⑨消防ポンプ自動車
（宮崎88さ9846）
⑩消防ポンプ自動車
（宮崎88す588）

初度登録・検査

車検有効期限
平成29年６月19日
（車検切れ）
平成29年４月29日
（車検切れ）

車両重量

平成 9年

平成30年６月29日

680㎏

平成14年９月

平成29年７月21日
（車検切れ）

700㎏

平成 8年

平成30年５月22日

870㎏

平成 8年６月
平成11年

平成 8年10月
平成 7年４月

平成29年10月24日
（車検切れ）
平成29年５月10日
（車検切れ）

1,000㎏
800㎏

1,040㎏
1,090㎏

平成 6年10月

平成30年10月７日

2,320㎏

平成 7年10月

平成29年11月７日
（車検切れ）

3,020㎏

平成 8年10月

平成30年10月24日

2,960㎏

総走行距離
166,694km
（H29.10）
75,823km
（H29.10）
47,309km
（H29.10）
157,614km
（H29.10）
94,061km
（H29.10）
262,299km
（H29.10）
123,149km
（H29.10）
32,600km
（H29.10）
15,000km
（H29.10）
23,000km
（H29.10）

保管場所

日南市役所
第２駐車場

消防本部訓練場

■入札期日 12月25日（月） ■入札場所 日南市役所 別館２階会議室
■申込方法  入札参加申込書と市税の完納証明書を、本庁財務課に郵送（締切日必着）するか直接お持ちください（持
参の場合は、土、日、祝日を除く９時～ 17時）。
■申込期間  11月16日（木）～ 12月１日（金）
■その他  入札条件などの詳細は、財務課で配布する入札関係書類、または市公式ホームページでご確認ください。
●申込・ 問い合わせ
（物件に関すること）①～⑥本庁財務課 財産管理係 ☎（31）1137 ⑦下水道課 ☎（23）9977
⑧～⑩消防本部 警防課 ☎（23）7584
（入札申込に関すること）本庁財務課 契約係 ☎（31）1137 〒887-8585 日南市中央通1-1-1

公用車を売却します

消

■物件

物件名

初度登録・検査

車検有効期限

車両重量 総走行距離

平成29年5月31日
75,365km
バン・貨物車
（宮崎41て9658） 平成９年
800㎏
（車検切れ）
（H29.10）
物件名

購入年月日

車両重量

運転時間

コマツ 油圧ショベルPC200

平成９年10月

19,100㎏

10,820時間

コマツ トラッシュローダー WF350

平成５年７月

17,870㎏

6,256時間

■入札日時  平成30年１月11日（木）10時
■入札場所  日南串間広域不燃物処理組合 黒潮環境センター２階会議室
■申込方法  入札参加申込書と市税の完納証明書を、同組合に郵送（締切日
必着）するか直接お持ちください（持参の場合は、土、日、祝日を除く９時
～ 17時）。
■申込期間  11月16日（木）～12月15日（金）
■その他   入札条件などの詳細は、同組合で配布する入札関係書類、また
は同組合ホームページでご確認ください。
●申込・ 問い合わせ 日南串間広域不燃物処理組合 総務係 ☎（68）1560
〒889-3215 日南市南郷町榎原甲871

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？
住宅用火災警報器
交換のおすすめ

住宅火災100件当たりの死者数
7.6人

火災警報器
設置なし
火災警報器
設置あり

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

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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船内見学
参加者募集

にっぽん丸 が油津港に寄港します

クルーズ船

クルーズ船『にっぽん丸』の寄港に合わせ、船内見学
会の参加者を募集します。寄港当日は、岸壁で物産展を
開催するほか、入出港時にセレモニーやアトラクション
を予定しています。また、寄港岸壁には駐車場も用意し
ますので、ぜひ、油津港にお越しください。

10時～受付  11時～アトラクション   （※11時～12時  消防本部による救
11時30分～式典
急法指導を同時開催します）
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◎ 返信表面

■日時  11月25日
（土）
  11時～14時

◎ 往信表面

こども食堂

自閉症スペクトラムの方の、特性
や支援を学ぶセミナーです。関心の

往復はがきの書き方

◎対象者  平成９年４月２日から平成
10年４月１日までの間に生まれた方
■日時  平成30年１月７日（日）

申込み代表者ご住所

市内在住の対象者には、10月中旬 写真代3,000円を添えて、申し込ん
に案内はがきを発送していますが、 でください。
案内はがきがなくても参加できます。 ●問い合わせ 生涯学習課 生涯学
成人の記念に、
ぜひ、ご参加ください。 習係 ☎（31）1145

日南市材木町一－一三

申し込み代表者ご氏名 様

真を撮影します。写真購入を希望す
る方は、式典当日に写真受付窓口で

クルーズ振興室内）

行き

■場所   南郷ハートフルセンター
大ホール
■その他   式典終了後、記念集合写

（日南市役所

油津港振興協会

平成30年日南市成人式

集

自閉症
スペクトラムセミナー

【船内見学会】
日時 平成30年１月11日（木）
■日時  平成30年１月11日（木）
  
入港/11時 出港/17時
■集合時間  13時15分
郵便往復はがき
■集合場所  
887 0005
62円
油津港東地区埠頭（王子製紙（株）チップヤード前）
切手
返信
■乗船時間  13時30分（約45分間程度）
往信
通信面
【応募方法など】
  
往復はがきでの応募に限ります。
■募集人員  50人（応募多数の場合は抽選）
往信
この欄には何も
宛名面
■応募期限  12月15日（金）必着
書かないでください
◦往復はがき１枚につき、２人まで申し込めます（幼児
（抽選結果を記載します）
も人数に含みます）。
◦18歳未満の方だけでの応募はできません。
【結果通知】
◦後日、
返信はがきで通知します。
（12月21日頃発送予定）
【留意事項】
郵便往復はがき
◦船内は階段などがありますので、車椅子やベビーカー
往信
0 0 0 0 0 0 0 「にっぽん丸」
62円
などのご利用はできません。
通信面
船内見学希望
切手
◦はがきに記載された方以外への変更や追加はできません。
（１人目）
氏名 ○○ ○○（ふりがな）
返信
◦見学会当日の乗船の際には、当選はがきを必ずお持ち
住所 ○○○○○○○○○○○○○○○
性別 ○○
ください。忘れると乗船できません。
生年月日 ○○○ 年齢 ○○
電話番号 ○○○ - ○○ - ○○○○
IDについて
緊急連絡先 ○○○ - ○○○○ - ○○○○
返信
（携帯電話番号）
◦IDとは、運転免許証・パスポート・健康保険証など、
ID の種類 （例）運転免許証
宛名面
ID の番号 ＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯ
身分証明になるもののことです。
（２人目）
氏名 ○○ ○○（ふりがな）
◦応募はがきの往信通信面にIDの種類と番号を記載してく
住所 ○○○○○○○○○○○○○○○
性別 ○○
ださい。
生年月日 ○○○ 年齢 ○○
電話番号 ○○○ - ○○ - ○○○○
◦子どももIDの記載が必要です。
緊急連絡先 ○○○ - ○○○○ - ○○○○
（携帯電話番号）
⃝申込・問い合わせ  
ID の種類 （例）運転免許証
ID の番号 ＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯ
油津港振興協会
（観光・スポーツ課内） ☎（27）3315

イベント

募

■場所  九州電力日南営業所
■ 対 象 者  市内在住であれば年齢を
問わず、どなたでも参加できます。
■定員  50人（先着順）
■費用  無料（事前申込不要）

■その他
◦会員・ボランティアを随時募集中。
興味のある方は、ご連絡ください。
◦会への寄付金も受け付けています。
銀行名：宮崎銀行 油津支店
種別：普通 口座：183421
名義：日南こども食堂  つわぶきの会
●問い合わせ 日南こども食堂つわぶ
きの会
（代表：西） ☎080
（6402）
0894

ある方は、ぜひ、ご参加ください。
■日時  12月２日（土）  10時～15時
■場所  まなびピア２階  視聴覚室

■講師  
㈳金沢手をつなぐ親の会   相談支援
事業所きずな  笠合  竜明 氏

ガイドいつつの木」に入会し「癒しの
森の案内人」
として活動できる方。

「春休み海外研修交流事業」
参加者

■受講料  
2,000円（全講座分の資料代）
■申込方法   住所、氏名、年齢、連
絡先を電話またはファクスでお知ら
せください。

海外生活を通して現地の方と交流
し、国際感覚を養いませんか。ホー

■定員  15人

■申込期限  11月29日（水）

■期間 平成30年３月22日（木）～
■服装・持っていく物  
４月４日（水）のうち６～ 10日間
動きやすい服、歩きやすい靴、帽子、 ■研修先  オーストラリア・カナダ・
リュック、筆記具、タオル、弁当、 サイパン・ニュージーランド・フィ
水筒、雨具（雨天時）
リピン・カンボジア
●申込・ 問い合わせ
■応募方法 参加申込書に記入の上、

■対象者   自閉症などの発達障が NPO法人ごんはる
い児（者）の支援をしている保護者、 ☎（55）2700 FAX（55）2710
教育、医療、福祉関係者
（上記の方々以外でも、どなたでも
参加できます）
■定員   10人（※申込者多数の場合
は抽選）
■受講料  
（会員・賛助会員）1,000円
（一 般） 3,000円
■申込方法   氏名、年齢、連絡先を
電話かファクスまたはメールでお知
らせください。
●申込・ 問い合わせ
NPO法人サザンウインド
☎・FAX
（23）
2268 携帯080
（5259）
2268
メール minamikaze2010@yahoo.
co.jp

森の案内人養成講座
（全10回）
参加者
森林セラピー基地（日南市北郷町
の森林）で活動する「森の案内人」に
必要な基礎知識を学び、将来「森の
案内人」として活動できる人材を養
成します。
■日時  ＜第1回＞
12月17日（日）10時～ 15時
※第2回以降は、毎月第3日曜日に
開催予定

ムステイ・英語研修・文化交流など、
さまざまな体験コースがあります。
■対象者 小学３年生～高校生

ボッチャ競技体験教室
参加者

郵送してください。

■応募期限  平成30年２月１日（木）
※平成30年１月22日までに申し込む

と、早期割引１万円が受けられます。
※体験内容、派遣先、日程、対象、
パラリンピック正式種目のボッ 参加費、応募期限は、コースにより
チャ競技を体験し、みんなで楽しん 異なります。
でみませんか。
※詳細は、国際青少年研修協会ホー
■日時  12月23日（土）
ムページを確認するか、お問い合わ
13時～ 15時（受付  12時50分～）
せください。
■場所  
●申込・ 問い合わせ
日南総合運動公園 多目的体育館
（公財）国際青少年研修協会
■対象者   身体障害者手帳を所持し ☎03（6417）
9721
ている肢体不自由者、健常者
〒141-0031
■定員  30人
東京都品川区
■参加料  無料
西五反田7-15-4
■申込方法  
第３花田ビル４階
本庁福祉課で配布する参加申込
書に必要事項を記入の上、郵送する
かファクスしてください。申込書は、
宮崎県障がい者スポーツ協会ホーム

イベント

ページからもダウンロードできます。
■申込期限  12月８日（金）

毎月第４日曜日は
「港あぶらつ朝市」

「魚うどん」や揚げたて天ぷら、天
■服装・持っていく物  
運動のできる服、体育館シューズ、 むす、うどん、焼きたてのパンなど
の朝食を用意していますので、ぜひ、
飲み物
お越しください。
■その他  
また、出店者や運営を手伝ってい
体験教室の様子を写真撮影し、関
係団体の発行物やホームページで紹 ただけるスタッフを随時募集してい
ます。お気軽にご相談ください。
介する場合があります。

■場所  猪八重渓谷
※雨天時は変更する場合があります。 ●申込・ 問い合わせ
（集合場所 猪八重渓谷入口駐車場） 宮崎県障がい者スポーツ協会（宮崎
■応募資格   20歳以上の健康で、猪 県福祉総合センター内）
（27）
7417 FAX0985
（55）
0258
八重渓谷（６km）を歩ける意欲のあ ☎0985
る方。また、講座終了後、
「北郷森林 〒880-0007 宮崎市原町2-22

■日時  11月26日（日）  ７時～９時
■場所  日南市漁協 荷捌き所

●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
2017.11, Vol.104
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イベント
イベント名

図書館で楽しもう♪

図書館ではたくさんのイベントを開催します。ぜひ、ご来館ください。
クリスマス工作②

クリスマス工作①

「クリスマス☆デコ」

「サンタさんへのおねがいごとをかこう」 「雑誌の付録さしあげます」

期間

12月9日（土）
、12月10日（日）
９時～ 16時

場所

まなびピア図書館

内容
対象者
参加料
申込方法
申込・問い合わせ

12月２日（土）～12月16日（土）
９時～17時 （受付期間）12月１日（金）～12月27日（水）
１月５日
（金）～１月31日
（水）
※展示期間：12月24日（日）まで
（当選発表）
市立図書館（本館）

まなびピア図書館

小さなパーツを貼って、オリジナル 色画用紙のくつ下に欲しいプレゼン まなびピア図書館で受け入れしてい
のクリスマス絵本を作ってみよう。 トを書いて、図書館に飾りましょう。 る雑誌の付録を抽選で差し上げます。
どなたでも
無料

申込不要
まなびピア図書館 ☎
（22）
5666
市立図書館
（本館） ☎
（25）
0158

南郷町総合支所 総務市民係 ☎（64）1111

秘密は守られますので
お気軽にご相談を
一人で悩まず、まず相談
■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
（祝日は除く）
■日時  月曜日～金曜日
9時～12時、
13時～16時
■場所 ふれあい健やかセンター２階
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

人権相談
■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
12月５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）
12月６日（水） 10時～15時
まなびピア
12月７日（木） 10時～15時
北郷福祉センター
■相談委員  人権擁護委員
■その他 宮崎地方法務局日南支局
（☎（25）9125）でも、常時相談室を
設置し、相談に応じています。

●問い合わせ
本庁市民生活課 市民生活係 ☎（31）1176
■相談対象 毎日の暮らしの中で、 北郷町総合支所 総務市民係 ☎（55）2111
行政に対する意見や要望などはあり 南郷町総合支所 総務市民係 ☎（64）1111

行政相談

ませんか。
■日時・場所  
12月４日
（月）
  10時～15時

南郷ハートフルセンター
小研修室（生涯学習館）
12月12日
（火） 10時～15時
◦市役所 別館１階会議室
◦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）2111
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司法書士会による無料法律相談会
■相談対象 不動産・商業登記、多
重債務問題、成年後見など

■日時・場所 平成30年1月10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）

詳細は、お問い合わせください。

まなびピア図書館 ☎
（22）
5666

遺言などの
無料・日曜相談所
■相談対象 遺言、相続、高齢者な
どの財産管理、離婚時の契約など
■日時・場所  
12月３日（日）  ８時～ 12時
日南公証役場（日南市戸高1-3-2）
■申込方法  
事前に電話で申し込んでください。
（平日の8時30分～ 17時）
※相談は、平日も無料です。お気軽
に電話予約をしてお越しください。
●申込・問い合わせ
日南公証役場 ☎（23）5430

12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  
12月21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11月21日～ 12月18
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。

イベント
市長と歩こう 南郷城址ウォーク
大堂津海水浴場貝殻ステージから
南郷城址まで、往復約８ｋｍのコー
スです。南郷城址からの素晴らしい
眺めを楽しみませんか。
（土）
  ９時30分集合
■日時 12月９日
※小雨決行  荒天中止
■場所  南郷城址（集合場所  大堂津

海水浴場  貝殻ステージ前広場）
■参加料  無料
■申込方法   代表者氏名、連絡先、

参加人数を電話またはファクスでお
知らせください。
■申込期限  12月１日（金）
■持っていく物  飲み物、
タオルなど
■その他 車でお越しの方は、大堂
津海水浴場の駐車場をご利用くださ
い。
●申込・ 問い合わせ
日南ウォーキングクラブ事務局（河野）
☎090（5479）8303 FAX（27）0718
本庁健康増進課 ☎（31）1129

１人につき700円追加になります。
※参加料には、森林セラピー料・小
物づくり教室代・昼食・温泉入浴券・
保険料が含まれます。
■申込方法   参加者全員の住所、氏
名、年齢、連絡先を電話またはファ
クスでお知らせください。
■申込期限 11月29日（水）

■日時  12月２日（土）9時～ 12時
■場所  飫肥城松尾の丸
■定員  10人（先着順）
※子どもの同伴も可
■参加料  無料

■申込方法   氏名（フリガナ）、年齢、
連絡先を電話かファクスまたはメー
ルでお知らせください。

■服装・持っていく物   動きやすい ■申込期限  11月28日（火）
服、歩きやすい靴、帽子、リュック、 ■持っていく物  スリッパ
筆記具、タオル、水筒、雨具（雨天時） ●申込・ 問い合わせ  
●申込・ 問い合わせ  NPO法人ごんはる （一財）飫肥城下町保存会 ☎・FAX（25）4533
☎（55）2700 FAX（55）2710
メール jkm-hozonkai@obijyo.com

第１回「美しい宮崎づくり」のつどい 「日南の旬の魚を
食べようキャン
県が進める「美しい宮崎づくり」
ペーン」
開催中
の第１回大賞に「坂元棚田保存会」

キャンペーン目印の「の
が選ばれました。県知事表彰と同保
存会会長の事例発表などがあります ぼり旗」や「ポスター」のあ
る、市内の飲食店や宿泊
ので、ぜひ、ご参加ください。
施設で、日南の旬の魚を
■日時  11月21日（火）
食べて、豪華景品をゲッ
13時30分～ 16時（開場 13時～）
■場所   メディキット県民文化セン トしませんか。
＜第１回目＞（秋から冬）
ター  イベントホール
◎期間 1
 0月14日
（土）
～
■内容
12月31日
（日）
＜第１部＞知事表彰・事例発表
こののぼり旗
【スタンプラリー対象魚】 が目印です
大賞「坂元棚田保存会」
医師と歩く森林セラピー
伊勢えび、タビエビ、ハガツオ、マ
事例発表 坂元棚田保存会
＆飫肥杉端材で小物づくり
グロ類、タイ類、イカ類、サバ
            会長 古澤 家光 氏
親子で楽しく森について学びな ＜第２部＞講演・パネルディスカッ ＜第２回目＞（冬から春）
がら「医師と歩く森林セラピー」と ション
◎期間 平
 成30年１月１日（月）～
３月31日（土）
「飫肥杉の小物づくり」を体験します。 ■参加料  無料
大人のみでも参加できます。森林浴 ■申込方法   代表者氏名、勤務先・ 【スタンプラリー対象魚】
で癒しの時間を過ごしてみませんか。 団体名、連絡先、参加者数を記入の カツオ、ブリ、アジ、サワラ、タチウオ、
■日時  12月３日（日）
上、メールまたはファクスで申し込 マグロ類、タイ類、イカ類、サバ
９時30分～ 14時30分（予定）
■場所  蜂之巣公園とその周辺

（集合場所  蜂之巣公園管理棟）
■対象者  ５歳～
、セ
■内容  ストレス度測定（出発前）
ラピー散策（国際森林医学認定医が同
行）
、ストレス度測定（終了後）
、飫肥
杉端材を利用した小物づくりなど
■定員  15人
■参加料
①親子（保護者１人＋子ども１人）2,000円
②親子（保護者２人＋子ども１人）3,000円

んでください。

■申込期限 11月20日（月）
●申込・ 問い合わせ 宮崎県県土整備部

都市計画課 美しい宮崎づくり推進担当
☎0985
（26）
7191 FAX0985
（32）
4456
メール utukushii@pref.miyazaki.lg.jp

■応募方法  キャンペーン参加店で、
対象魚を食べ、スタンプを３つ集め

ると、専用のはがきで応募できます。
■応募期限
＜第１回目＞（秋から冬）
平成30年１月10日（水）

飫肥城「松尾の丸」障子張り替え体験

＜第２回目＞（冬から春）
平成30年４月10日（火）

お正月を迎える準備として、飫肥
城由緒施設で12月に障子の張り替え
作業をします。飫肥城での障子の張

※詳細は、日南市観光協会ホームペー
ジ「観光にちなんの旅」
でご確認ください。
※参加店も随時募集しています。
●申込・ 問い合わせ 日南のさかな盛

り替えを体験してみませんか。飫肥城
③一般 １人1,500円
の職員が一から教えますので、経験
※①、②は子ども２人以上の場合、 のない方もお気軽にご参加ください。

り上げ事業実行委員会（水産林政課内）
☎（31）1135 FAX（24）
0080
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サケ

今月の表紙

№

寄港日

寄港船舶

入港
出港

船名（重さ）

出発地 №

乗客定員（人）

8:00 ノルウェージャン・ジョイ
3,883 上海
1 11月26日
（日）
（167,800t）
17:00
9:00 セブンシーズ･ボイジャー
2 12月25日
（月）
（42,363t）初
17:00

寄港船舶

入港
出港

寄港日

11:00
3 1月11日
（木）
17:00

10月14日・15日、飫肥
城下まつりが盛大に開
催。本町通りで披露さ
れた泰平踊では、伝統
を受け継ぐ若き踊り手
が、 凛 々 し く、 優 雅 な
踊りを披露しました。

出発地

船名（重さ）

乗客定員（人）

にっぽん丸
（22,472t）

398 神戸

754 上海

まちのうごき

※上記の寄港情報は予定です。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。

問い合わせ：クルーズ振興室 ☎
（27）3315

10月１日～ 31日
◦出生 30 ◦死亡 67

◦転入 88

◦転出 66

■日南市公式フェイスブック

https://www.facebook.com/nichinancity

◎12月の日曜・祝日在宅当番医
日付

医

療

機

◎12月の日曜・祝日当番薬局

関

日付

あげた内科クリニック（内科）

☎（21）2311

3日 大井外科医院（外科）

☎（25）2100

英医院
【串間】
（内科）

☎（74）1187

福岡医院
（内科･循）

☎（32）1711

10日 東病院
（内科）

３日

10日

☎（64）1500

岡村クリニック【串間】
（整形外科）

☎（72）7710

瀬川クリニック（胃腸・耳鼻科）

☎（21）1212

17日 北村胃腸科眼科（内・胃・眼科）

17日

☎（23）0086

にいな内科・循環器科【串間】
（内・循・呼） ☎（71）1711
井手胃腸科・肛門科（外・内・胃）

☎（32）0811

23日 松田整形外科医院（整形外科）

☎（23）1151

岡村クリニック
【串間】
（整形外科）

☎（72）7710

シロアム内科医院
（内科）

☎（23）2187

24日 百瀬病院
（外科）
吾社クリニック
【串間】
（内科）

☎（71）3411

北村胃腸科眼科
（内・胃・眼科）

☎（23）0086

31日 かわにし脳神経外科（脳外科・神内）

☎（27）3330

ゆうゆうの森クリニック
【串間】
（内科）

困ったとき、

ご利用ください
27

診療科目
内 科

診 療 日
毎 日

小児科

日曜日・祝日・年末年始

ひまわり薬局

局

☎（32）5250

おおつか調剤薬局【串間】 ☎（74）1312
かすが薬局

☎（32）1475

川越薬局

☎（27）2264

堺薬局

☎（21）1201

岩本調剤薬局天神橋店【串間】☎（72）7220
☎（32）0411

24日 マリーズ薬局南郷

☎（64）1558

日南調剤薬局

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。

■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。

★ 第139 弾（10 月７日号）

「棚田の花が好きぃ〜♥」

☎（27）3636

つぼみ薬局北方店【串間】☎（71）1150

ビタミン類・アス
タキサンチンが
含 ま れ、 免 疫 力
を高める効果が
期待できます。

L e t

'

s

c o o k

サケのおろし焼き

【材料 ４人分】

生サケ……200g
塩…………少々  
酒…………小さじ2

A

ニンジン………40g
コーン缶………40g
マヨネーズ……40g
アルミホイル…4枚

【作り方】

①生
 サケにAで下味を付ける。ニンジンはす
りおろして軽く水気を切る。コーン缶も汁
気を切っておく。

②す
 りおろしたニンジンにコーンとマヨネー
ズと合わせておく。

★ 第140 弾（10 月 17 日号）

「飫肥城下のライトアップが好きぃ～♥」

防災・気象メールにちなん

③ア
 ルミホイルに、下味を付けたサケを置き、
その上に②で合わせた具をかける。200度
くらいに熱したオーブンで、中心に火が通
り、表面に焦げ目が付くくらいまで焼く。
【１人分の栄養成分】……エネルギー 153kcal
・たんぱく質 11.7g ・脂質  9.7g
・炭水化物  3.4g   ・塩分  0.3g
の
魚や野菜 も
どもに
苦手な子 る
人気のあ
すよ
メニューで

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。

※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。

急な病気で

薬

※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。

☎（55）9111

◎日南市初期夜間急病センター

局

23日 すみれ吾田薬局

31日

☎（64）0305

開

栄養・特徴

11月１日現在（推計人口）

◎人 口 52,541（－ 15） ◎男 24,667（－ 11）
◎世帯数 22,520（－ 20） ◎女 27,874（－ 4）
宮崎県PS協議会HP

【Salmon】

◎問い合わせ
本庁総務課 危機管理室 ☎
（31）
1125

☎
（23）
9999
診療時間

午後７時～午後10時

※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）。

急な病気で困ったら…

★ 第141 弾（10 月 27 日号）

「かにまき汁が好きぃ～！」
市立北郷保育所

◎救急医療電話相談

☎（31）
1111
24 時間
医師や看護師が
医療相談に応じます。 対応

日髙 亜理沙 栄養士
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。

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
2017.11, Vol.104
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１歳
に
これ なりま
から
した
大
も
♥
き
くな すくす
〜れ
く
♥

あん どう

さく

は

父：祐一郎さん
、母：こころさ
（吾
ん

田）

ひぃじぃちゃん
ひぃばぁちゃん
じぃちゃん
ばぁちゃん大好
き♥

日南のじーち
ゃん
ばーちゃん
大好きだよ！
また遊ぼうね
！

じ
ぃ
じば
いつ 、
ぁば
もあ
り
がと
う♥

安藤 咲羽ちゃん
（１歳）

◀

かわ ごえ

まな

と

歳）
中村 真人くん（４
恵菜ちゃん（１歳）
なか むら

え

な

県）

と

かん

な

いり なか

柑奈ちゃん（３歳）
父：康博さん、母：るみ
さん
（飫肥）

皆さまからの投稿を
お待ちしています
「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）

ち

はる

月）
入中 千春くん（６ヵ

（吾田）
裕美さん
父：大地さん、母：麻

日南の
じぃじ・ばぁば
でとう！
結婚記念日おめ
また遊んでね♥

（福岡
奈穂さん
父：誠さん、母：美

ひろ

川越 大豊くん（５歳）

※連絡先がない場合は、掲載できないことがあります。
右の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。

 887-8585 日南市中央通 1-1-1
総合戦略課 秘書広報係（広報） 〒
☎
（31）
1117 ℻（31）
1190 E-mail：hishokoho@city.nichinan.lg.jp
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たに ぐち

谷口 夏芽ちゃん
（４ヵ月）
め

父：健太郎さん
、母：愛美さん（
東京
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