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動 き出す日南 特別版

今年７月、日南市議会の定例会（第３回）が閉会しました。一般会計補正額は５億4,700万円で、補
正後の予算総額は、255億1,700万円になりました。
今年度の当初予算は、市長選挙のため義務的経費や経常経費など必要最低限の経費のみを計上す
る「骨格予算」であったことから、今回の補正予算では、政策的経費や新規事業などを中心に（いわゆ
る「肉付け予算」として）編成。農林水産業をはじめとした地域産業の活性化を図るための経費のほか、
観光・スポーツ施設の充実に係る経費を中心に補正をしています。なお、主な財源として、国県支出
金のほか繰越金などを充てています。
今年度、市が取り組む主な事業を紹介します。

一般会計補正予算で

取り組む主な事業を紹介
地域産業の活性化へ

２つのチームが始動

地域産業イノベーション事業
（総合戦略課）
…17万８千円

人口減少社会を迎え、人材不足や担い手不足などの課題を抱える地域産業には、新たな視点からの

支援が求められています。そこで、本市の産業の活性化を推進するため、２つのプロジェクトチームを
設置。各産業の就業者との意見交換会やアンケート調査などを実施し、それぞれの現場が抱えている
課題を把握して、解決に向けた取り組みを官民一体となって推進していきます。

第二次産業（製造業や建設業など）
・第三次産業（サービス業）
を担当
地域産業イノベーション創出チーム

松山 昭彦

イノベーションとは、経済用語では「生産技術の
革新」
「新製品の開発」
「新しい制度の導入」
などに訳
されます。
人口減少や少子高齢化が進み、インターネットが
急速に普及するなど、本市経済を取り巻く環境は
大きく変化しています。そうした中、業種によって
は人手不足が深刻化していますし、一部の老舗事
業所では思うように事業承継が進まないなどの課
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プロジェクトリーダー
（市総合戦略課長）

題を抱えています。
地域産業イノベーション創出チームは、第二次・
三次産業が担当と範囲は広くなりますが、まずはア
ンケート調査やヒアリングを通して経営課題などを
洗い出し、課題解決のために「実はここが肝」とい
うポイントを見つけたいです。それを施策や事業に
反映させて、短期的な成果を積み上げながら、中・
長期的な成果もしっかりと求めていきます。

第一次産業
（農林水産業など）
を担当
一次産業活性化プロジェクトチーム

大野 理

プロジェクトリーダー
（副市長）

日南市の総力を上げて一次産業の活性化に取り
組むべく、経験豊富な課長たちが参画する「一次産
業活性化プロジェクトチーム」
を発足しました。
本市では、地区ごとに自然環境を活かした農林
水産業が発展し、地域の社会経済を支えてきまし
た。しかし、昨今の高齢化の進展、若者の一次産
業離れなどにより、地域の活力へも大きな影響が
現れていると感じています。

飫肥杉、カツオ・マグロ、宮崎牛、地頭鶏、スイー
トピー、かんきつ類、マンゴーなどの代表的な特産
品は、地域の特色を彩る大切な要素であり、私た
ちの誇りです。
生産者のみならず、市民全員が知恵を出し合い
ながら、一次産業の活性化を図り、日南市の未来を
つくっていきましょう！
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医療費助成を中学生まで拡大
こども医療費助成事業（こども課）
…1,097万９千円

子どもの医療費の助成は、今
年10月診療分から、対象者が中
学生までになります。

対象者

これまでの個人負担
入院

変更なし

０歳児

入院外

改正後（今年10月以降）
の個人負担

薬局

入院

無 料

入院外

薬局

無 料

１歳～ １診療１月 １診療１月
就学前
350円
350円

無料

１診療１月 １診療１月
350円
350円

無料

１診療１月 １診療１月
1,000円
1,000円

無料

１診療１月 １診療１月
1,000円
1,000円

無料

１診療１月 １診療１月
1,000円
1,000円

無料

小学生
中学生

健（検）診の受診率向上や、市民の健康への関心を高め健康寿命
の延伸を図るため、
「日南市健康ポイント事業」
を始めます。健（検）
診を受けて申請するとポイントとなり、抽選で記念品が当たります。

市では、部下の仕事と家庭の両立に理解
のある管理職「イクボス」を増やす取り組み
を進めています。昨年８月には、日南市官
公庁連絡協議会に加盟する各機関の長21人
が、子育てができる環境づくりを進める共
同宣言「イクボス宣言」
をしました。
この取り組みをより一層推進し、市内の
企業などにも働き方改革への理解と協力を
求めるために、研修会などを開催します。

【対象者】市内在住の満20歳以上の方
【対象の健（検）診】今年４月から来年１月末までの受診
【市が行う健（検）診】
国保特定健診、後期高齢者健診、若年者健診、各種がん検診（胃
がん、大腸がん、子宮がん、乳がん、肺がん）、結核検診、肝
炎ウィルス検診、骨粗鬆症検診、歯周疾患検診
【その他】
個人や職場などで行われる健（検）診

日南市官公庁連絡協議会によるイクボス宣言

厚生労働省の調査によると、国内の子どもの７人に
１人が貧困状態にあるとされています。市では昨年度、
貧困の状況にある子どもが、健全に育つことのできる
環境を整備する施策などをまとめた「子どもの未来応
援プラン」を策定。貧困の現状が理解されるよう啓発し、
さらには「こども食堂」や子どもが孤立せず安心して過
ごせる「居場所づくり」
の調査・研究にも取り組みます。
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子どもの
貧困解決へ

こどもの未来応援
事業
（こども課）
…90万４千円

シニア世代の方々が、元気で活力ある人
づくり・地域づくりに貢献できるよう支援し、
市の施策に対する関心・理解を深めてもらう
ために「日南市創客創人大学（市民大学）
」を
開校します。
入学者の対象は、おおむね60歳以上。今
月から来年７月まで毎月１回講義を開きます。
１時限目は、﨑田市長が市の最新の動きに
ついて講義し、２時限目は、県内外の大学教
授などを講師に迎え、一般教養や健康管理、
社会福祉などについて学習します。

１ つ の 健（検）診 に つ き、 １ ポ イ
ントとなります。受診したことが分
かるもの（結果通知など）を添付 ※ し
て、指定の申込書により申請できま
す。申請期間は来年１月末まで。申
請したポイント全ての中から抽選し、
３千円から２万円相当の地元特産品
などが当たります。当選は１人につ
き１ 回 と し、 当 選 者 総 数 は50人（重
複当選はナシ）です。
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健
（検）
診受けて
特産品ゲット

イクボス推進事業（こども課）
…57万３千円

日南市創客創人大学事業
（長寿課）
…50万円

健康寿命延伸事業
（健康増進課）
… 万２千円

イクボス増やす研修会を開催

シニア世代の活躍を支援

※市の健（検）診の場合は、添付する必要あ
りません。
子どもの未来応援プラン（全52㌻）

●問い合わせ 健康増進課 健康推進係
☎（31）1129
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人材流出ストップサポート事業
（商工政策課マーケティング推進室）
…25万円

①陸上競技場の第三種認定
更新に向け整備

日南総合運動公園の陸上競技場は、日
本陸上競技連盟の公認競技大会が開催
できる「第三種」の認定を受けています。
今年度は、その更新に必要な、電子計
測機器の点検や円盤・ハンマー投げ用の
囲いの購入などをします。

②油津にクライミング施設

①現在の円盤・ハンマー投げの囲い

市内事業所の課題として従業員の雇用定着が挙げられています。そのため、市外へ
の異動がない市内事業所で働く独身男女の出会いの場を作り、市内事業所の雇用定着
を図ります。
具体的には、市内事業所などを構成員とする協議会を設立し、そこで働く市内在住
の独身男女を対象に、地域資源や趣味の要素などを取り入れた交流イベントを実施し
ます。

油津商店街にある市子育て支援セン
ター「ことこと」の屋上に、クライミン
グ施設を整備します。

③おびすぎドームを人工芝化

プロ野球の広島東洋カープからの寄
付金を活用して、日南総合運動公園の
おびすぎドームの地面を、土から人工
芝に整備します。
④その他、閉館したＢ＆Ｇプールの解
体工事費なども含まれます。

独身男女交流
イベントを実施

体育施設管理費
（観光・スポーツ課）
…１億６８４万６千円

スポーツ施設の充実へ

動 き出す日南 特別版

②クライミング施設の整備が予定されている壁

※①と②の整備には、スポーツ振興く
じ助成金（toto ）
を活用します。

③現在は地面が土のおびすぎドーム

オートキャンプ場を整備
観光施設管理費
（観光・スポーツ課）
…185万９千円
車で本市を訪れるキャンプ場利用者のニーズに対応
し、さらなる観光客の誘客を促進するため、北郷町の
蜂之巣公園内に、車で乗り入れてキャンプを楽しめる
「オートキャンプ場」
を整備しました（９㌻に関連記事）
。

蜂之巣公園内のオートキャンプ場

これらの事業やその他の事業についても、
具体的な動きなどを、
今後、随時「動き出す日南」コーナー
（16㌻）
でご紹介していきます。
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伝統的漁法の価値高める

カツオ一本釣り漁業遺産認定事業費補助金
（水産林政課）
…37万７千円
農林水産省が認定する日本農業遺産。
今回、その認定取得を目指すのは、本
市で江戸時代から続く伝統的な漁法「近
海カツオ一本釣り漁業」を核とした一連
の産業・文化システムです。日本農業遺
産として認定されることで、同漁業の
経済的価値や未来へ向けた操業の持続
可能性を高めます。
来年度の申請に向けて、今年度は史
実資料の調査・研究や、シンポジウムな
どを開催します。

カツオ一本釣り漁
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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。

建築業“ダンドル”IT企業が進出
油津Yotten

7

31

企業、株式会社ダンドリワークス（加賀爪宏介
代表取締役）が本市内にオフィスを開くことに
なり、市と立地に関する協定を締結。今年10月に油
津商店街に開設予定のオフィスでは、建築現場の作業
工程などの情報を共有化するサービスなどを展開。

車乗り入れ 楽々キャンプ
蜂之巣公園

8

1

小村記念館

7

29

飫

肥城下町中心部の約19.8㌶が国の重要伝統的
建造物群保存地区に選定されてから、今年で
40周年を迎えることを記念して、シンポジウムが開
かれました。地元住民など約180人が参加し、飫肥
の町並み保存への意識を高めました。
土田充義・鹿児島大学名誉教授による講演や、飫
肥城下町保存会の取り組み紹介、飫肥中の生徒が発
見した「飫肥の魅力」の発表などがありました。

た。60平方㍍４区画と85平方㍍１区画があり、それ
ぞれ電源や防犯灯が常設。電話のみで予約を受け付
け中。※北郷町郷之原甲2850-1 ☎0987（55）3828

N

8

1

PO法人ファザーリング・ジャパン理事の塚越学
氏が市職員を対象に講演。育児や介護など仕事
以外の生活に取り組む人が増加している今の時代に、
部下の「仕事と生活の両立」に理解のある管理職「イク
ボス」
が、職場に与える良い影響などを解説しました。
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7

26

北郷小中学校

7

19

座「振徳塾Jr. 」が今年もスタート。今年は全５回の活
動予定で、第１回目は黒田駿平・同センター室長が
講師を務め、約20人が受講しました。

副知事が講演
「地域ブランド戦略」
文化センター

7

26

た。そのうち同校では、県職員や地元の畜産農家ら８
人と６年生35人が会話を楽しみながら、
宮崎牛を堪能。
おかわりを希望する児童で長い列ができていました。

米国本社IT企業がオフィス開設
日南市役所

7

20

界の大手IT企業が集積する米国のシリコンバ
第 １回市職員意識改革研修として、郡司行敏・宮
世 レーに本社を置く
崎県副知事が農畜産物のブランド戦略などを
「ゴールデンウェールズグ

※

文化センター

創客創人センター

生産者の思いギューっと牛丼

月18 〜 20日の３日間にかけて、市立小中学校
市 内の中学生が、社会で活躍する大人や日南の自
７
然に触れながら将来を考える、若手人材育成講
21校では宮崎牛を使った牛丼が提供されまし

北 郷町の同公園内に、車で乗り入れてキャンプを
楽しめるオートキャンプ場 がオープンしまし
イクボス増やし 働き方改革を

中学生が大人に学ぶ「生き方」

…動画
…その他の写真
…詳しい記事
…ホームページ

Photo scrap in NICHINAN

IT

飫肥の町並み守る思い共有

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）

ＡＲの種別

す
きま

テーマに講演し、約240人が参加しました。県の南那
珂農林振興局長や農政水産部長などを歴任した郡司
氏が、第一次産業活性化のノウハウなどを説きました。

再利用しよう リサイクル展
黒潮環境センター 7

30 4
8
～

家 庭で使わなくなった自転車やおもちゃ、家具な
どの再利用品を、抽選でプレゼントするリサイ

クル展がありました。初日のオープニングイベント
には、約500人が来場。おもちゃの無料抽選会があっ
たほか、榎原中学校音楽部の吹奏楽で大盛況でした。

ループ」が、日本本社を本市内に開設することになり、
市が貸し出す施設の利用許可書を交付。同社はITを活
用して、
地場企業の海外輸出の開拓支援などをします。

市出身のプロ棋士（日南市特命大使）と対局で交流

（写真左）
本 市酒谷出身のプロ棋士・髙﨑一生六段
も参加して、油津Yottenで、名前を冠した「第

２回髙﨑一生杯将棋大会」が開催されました。県内外
の子どもから大人まで55人が棋力ごとに分かれ、盤

油津商店街

7

23

面をにらみ合い、駒を進めていました。
また、オラレ日南のコミュニティスペースでは、髙
﨑六段が６人同時に対局する多面指しも。手際よく駒
を動かし、終了後にはアドバイスしていました。
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お父さん・お母さんはどんな仕事？
日南市役所

8

25

道の駅酒谷

恒

8

ふれあい健やかセンター前

稲荷下橋の河原

20

例の「第39回せせらぎの里酒谷まつり」が盛大
に開催され、地区内外から多くの人が訪れまし
た。酒谷小学校の全校児童による合唱や参加者らの
盆踊り、演歌歌手の大石まどかさんの歌謡ショー、フィ
ナーレのやまびこ花火大会など、盛りだくさんでした。

サンキューマイケル！ 任期満了で退任

本

8

ともしびに願い込め

4

市の国際交流員、マイケル・スタインさ
んが同日付で任期満了となり退任しま
した。終業後には、市職員およそ60人が集まっ
てお見送り。これまでの感謝の気持ちを込め、
マイケルさんを胴上げして盛大に送り出しま
した。
マイケルさんは「日南には、僕が困ったとき
に何でも相談に乗ってくれる優しい人ばかり
だった。日南を離れるのは泣きたくなるほど
名残惜しいが、ここでいろいろな人と関われ
たことを生かして頑張りたい。皆さん、シー・
ユー・アゲン（また会いましょう）」と笑顔で話
していました。

江

あかづらほういん

鵜戸神宮御神田

3

ゆうへんほういん

戸時代初期の高僧、赤面法印（祐遍法印）をしの
ぶ灯籠流しでは、約280個の灯籠が酒谷川を流
れ、辺りは幻想的な雰囲気に。毎年、赤面法印の命日
である８月３日に法要が営まれ、地元住民が先祖供養
や無病息災などの願いを込めた灯籠を流しています。

飫肥杉空間心地いい 子ども音楽

市子育て支援センター
「ことこと」8

20

稲

8

2

ぬき ほ

穂を刈り取り神々に豊作を感謝する神事「抜穂
祭」が古式にのっとり開かれ、同神宮の職員や
地域住民など約30人が出席。稲刈り神事では、編み
がさにかすり着物姿の刈 女５人が、田 長 の「刈りま
せー」の号令後、稲穂を根元から鎌で刈り取りました。
さい

かり

め

た

おさ

手を取り合い元気に交流
障害者支援施設 北郷荘

8

2

幼「Bい子どもから大人まで楽しめる音楽イベント
第 10回北郷荘盆踊りが開かれ、施設の利用者やそ
aby Jazz 」があり、県内を中心に活動してい
の家族、職員ら約200人が交流を楽しみました。
ベ イ ビ ー

ジ ャ ズ

る衛藤和洋さん（写真右）ら４人が出演。生演奏に合
わせて童謡をジャズ風に歌ったり、絵本を朗読した
りして、100人を超す親子が楽しく聞き入りました。

ウェルカム イージン！ 新国際交流員にヤンさん
日南市役所

8

8

市教委が図画工作を支援

新 しく国際交流員を務めるヤン・イージンさ
んに、﨑田市長が辞令を交付しました。

ヤンさんは、シンガポール国籍の30歳。イギ
リスの大学に３年間留学後、シンガポールの法律
事務所で弁護士として７年間勤務した経験があ
り、日本語能力試験２級の資格を持っています。
趣味はバドミントンやボウリングなど。任期は来
年８月１日までの１年間で、国際交流イベントの
企画や、市主催の英会話教室の講師などをします。
ヤンさんは「たくさんのイベントを企画して、
日南の皆さんと友達になりたい。私のことを気軽
に“イージン”と呼んでほしい」と話していました。

※P13では新コーナー
「イージンの新日ライフ」
がスタート

11

8

豊作に感謝し伝統の神事

Photo scrap in NICHINAN

県

の「未来みやざき子育て県民運動」の一環で、市
職員の子どもたち24人が市役所を見学。親の
仕事を体験したり、親子で庁舎内を巡るスタンプラ
リーに臨んだりして、親がどんな仕事をしているのか
理解を深めました。
県内市町村では初の取り組みです。

地元内外から愛される酒谷まつり

「南
な

ん

会場にはちょうちんが飾られ、かき氷やたこ焼きと
いった屋台が祭りムードを演出。職員のソーラン節や
施設利用者によるダンスの披露で盛り上がりました。

まなびピア

8

3

ぽ

浦塾（サマー講座）」があり、市内の児童およ
して、夏休み期間中に毎年実施しています。
そ180人が絵画・陶芸・木工の教室に分かれ、
飫肥杉製の箸を作った木下心さん（南郷小４年）は
講師の指導を受けながら図画工作に挑戦しました。こ 「先端を丸くできるように回しながら磨いた。次はお
の講座は、市教育委員会が小学生作品製作支援事業と
母さんの箸を作る」と張り切っていました。
2017.9, Vol.102
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影裏

えい り

しん すけ

真佑 著

ひまわり

ぬま た

沼田

ばん じょう

ゆう こ

盤上の向日葵

裕子
著

ゆめ

ば
さち こ

幸子 作

サンカクさん

なみだ
くら

マック・バーネット 文

涙倉の夢

かしわ

柏葉

北河内郵便局

ゆ づき

33

28

柚月

広渡ダム

広域農道
黒潮ロード

レイク
サイド
公園

そらの１００かい
だてのいえ（絵本）

33

ヒストリア

遊歩道

いわい としお 作・絵

拡大地図

えい いち

記帳所

永一 著

21

いけ がみ

33

池上

20

北郷の三ツ岩林木遺伝資源保存林

北郷町の県道 号線沿い、標高３３０
㍍に位置する三ツ岩林木遺伝資源保存林
には、高さ ㍍はありそうなアカやトサ
グロといった、さまざまな品種の飫肥杉
が並んでいます。
４００年の歴史を持つ本市の飫肥林業
の中でも古くから残るこの造林地は、明
治 年に親木の枝を直接挿す方法で植林
さ れ、 林 齢 は 約 １ ４ ０ 年。 平 成 年 の
調査によると、およそ５㌶に１，１５８
本 の 飫 肥 杉 が 林 立 し、 太 い も の で 直 径
１２４㌢の杉も。
宮崎南部森林管理署の記帳所を目印に
遊 歩 道（２５０ ㍍）が あ り、 雄 大 な 飫 肥
杉に囲まれながら散歩を楽しめます。
11

でっかい 飫肥杉に抱きついた

ぶらり旅

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。

「旅する読書」

開館時間

100冊達成

の
」
号
う
よ
い
「た
ました‼

おめでとうございます！

7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
秋山 浬羅さん
まなびピア
日高 由季さん
植村 奏音さん
南郷
吉野 暖彩さん

え
本を入れ替

移動図書館車「たいよう号」に積んである本を全
て入れ替ました。新刊も多数そろえ、小学校や施設
などを巡回しています。
ステーションで「たいよう号」を見かけたら、
ぜひ、
お立ち寄りください。
「たいよう号」の巡回スケジュールは、市立図書館のホーム
ページや各図書館に掲示しています。ご不明な点は、お近く
の図書館でお尋ねください。

日南市立図書館 本館 ☎25-0158

まなびピア図書館 ☎22-5666

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

休館日 10月

日
1
8
15
22
29

月
2
9
16
23
30

火
3
10
17
24
31

水
4
11
18
25

木
5
12
19
26

金
6
13
20
27

土
7
14
21
28

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。

新しい国際交流員イージンです

13

市内各地に認知症の専門家

正しい知識の普及活動 関係機関へのつなぎ役も
市では今年４月から、本庁長寿課・市立中部病院・各地域包括支援センターに認
知症地域支援推進員を配置しました。同推進員は、認知症の正しい知識を普及し、
相談に応じて医療や介護サービスなどの関係機関へつなぐ役割を担っています。
また、今年度の主な活動として、中学生を対象に認知症サポーター養成講座を
開き、正しい知識の普及に努めています。

認知症サポーター
キャラバンマスコット
「ロバ隊長」
とにちなんぢゃ様

まずは気軽に相談を
自分自身や家族、友人など周りの方を含め、認知症に関して気にな
ることなどがあれば、一人で悩まずお気軽にご相談ください。
●問い合わせ
長寿課 高齢者支援係 ☎（31）1162
認知症地域支援推進員の皆さん

▲

日南の皆さん、こんにちは！新しい国際交流員のヤン・
イージンです。日南へ来てまだ一カ月ですが、温かい歓
迎のおかげで、もう日南の一員になったように感じていま
す。
私の出身地のシンガポールは、東南アジアで一番小さ
な国で、面積は宮崎県の100分の１です。一年中暑くて雨
が多いので、日本の美しい四季を体験するのが楽しみで
す！
一番好きな趣味は、天井から吊るされた布やフープな
どを使って地上数㍍の高さで演技をする「エアリアル（左
の写真）
」です。日南でエアリアルを続けるかどうかは分か
りませんが、
日南の「杖道」
という武道も試してみたいです。
これからもっと日南のことを知って、皆さんに会えるの
を楽しみにしています！

認知症になっても安心して暮らせるように
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したい」と思い、昨年６月にＵターンしました。プ

族の支えのおかげ。お客さまがさらに楽しめる空

ロ野球の広島東洋カープのキャンプ地としても注

間をつくりたい」
と笑顔で話していました。

目を浴びる油津で、さらに応援ムードを盛り上げ

※北郷町郷之原甲2850-1
（蜂之巣公園内） ☎090（8401）5373

ようと奮闘中です。

※岩崎3-4-1-2-2F

くん

仕事や家事に忙しい毎日でも「頑張れるのは、家

わ

つつある近年の日南の動きを耳にして「自分も貢献

※

と

coto CAFE 」で提供しています。

カ フ ェ

ひら しま

内商社で営業職を経験。商店街をはじめ、変わり

コ ト

る」をテーマに、地元の老人ホームや観光施設などで

平嶋 翔和

で週末限定で開いているカフェ「ジャム工房 coto

器はサックスです。部では「聞く人を笑顔にす

翔

８年生

高校卒業後、海外留学や東京の大学を経て、都

楽部の千乃さんは部長を務めていて、担当楽

スポーツに
関わる仕事

北郷小中学校

ゴが口いっぱいに広がる味わいが特徴。10月末ま

「消防クラブまとめたい」
闘志燃やす団長

画したり、にぎわいづくりに挑戦しています。

さん

ゴソースをかけたデザートで、ヒンヤリしたイチ

ゆき の

休日は商店街の店番を手伝ったり、イベントを企

いそ また

急速冷凍したイチゴを削り、練乳と手作りのイチ

磯俣 千乃

る施設「創客創人センター」※の室長を務める傍ら、

３年生

ています。市民の地域づくり活動を支援す

榎原中学校

津出身の駿平さんは、商店街に愛着を持っ

地元喜ぶ音楽のために
練習打ち込む部長

さん

しゅんぺい

市民活動支えつつ
油津沸かすヤングマン

くろ だ

年生

油

黒田 駿平

昭和
63

らおうと開発したのが「いちご丸ごとけずり」です。

コ ト

15

油津地区

さん

年生

か」を、春季だけでなく、１年中楽しんでも

何事も自主的に

こ

昭和

子さんが夫婦で営むイチゴ農園の「さがほの

座右の銘

みなみ きょう

南 恭子

北郷地区

笑う門には福来る
恭

自慢のイチゴを楽しんで
夫婦二人三脚で商品開発

座右の銘

49

音

人を笑顔に
する仕事

和くんは、同校の７・８年生24人でつくる北
郷少年消防クラブの団長です。規律訓練では、

大きな声で指示を出して団員をまとめています。

演奏しています。先日の演奏会では、涙して喜んで

入団のきっかけは、前団長である先輩。テキパキ

くれる人を見て、うれしくてもらい泣きしてしまい

と行動し、ハキハキとした声で指示を出す姿に憧れ

そうだった千乃さん。
「もっと喜んでもらえる演奏を

ました。大勢の前で話すことが苦手だった翔和くん

したい」と、さらに練習に熱が入っています。

は、保体委員会副委員長に立候補するなど、率先し

演奏前にみんなで円陣を組んで、副部長の“食べた

て人前に立つ経験を積みました。訓練の集大成とな

い食べ物”の発声に掛け声で続き、緊張をほぐすと

る出初式が来年１月にあり、行進や通常点検などを

いった一見変わった取り組みも。曲調の揃い具合を

披露する予定。
「みんなをしっかり一つにまとめて、

課題に挙げ、暑い中でも練習に励んでいます。

多くの方に見てもらいたい」と燃えています。

☎︎（27）3535
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「にちなんぢゃ様」の活躍に迫るんぢゃ

さまざまなイベントに
引っ張りだこの人気者

なっ

日 ぢゃ様」は平成23年８月、全国191件の応募

にちなんぢゃ様は、地域の催しなど規模の大小問
わず、さまざまな場面に登場できます。詳しくは、
お問い合わせください。

南市観光イメージキャラクター「にちなん

想定以上の高さを確保
県の想定では、南海トラ
㍍の津波が本市に到

フ巨大地震が発生した場合、
最大
㍍が浸水するとされてい

達し、この施設の地点では

14

㍍にあり、

9.3

☎（ ）
１１２５

◎問い
 合わせ   
市総務課 危機管理室

予定しています。

水や防寒用品などの備蓄を

した避難訓練の実施のほか、

ます。市では、施設を活用

避難場所としても利用され

詰め所があり、風水害時に

る部屋や、２階に消防団の

１階に多目的に使用でき

多機能備える

３７７人を収容できます。

さより４㍍高い

㍍は、浸水が想定される高

スである屋上約２１６平方

造の２階建て。避難スペー

施設は、鉄筋コンクリート

６００万円で整備された同

ま す。 総 事 業 費 約 ２ 億 ６，

5.3

大堂津の防災シンボルに

大堂津地区は緊急避難場所への避難が困難な
地域を抱え、いつ来るかわからない津波からの
避難を心配していた中、施設の設置を心強く思
います。今後、大堂津地区の防災のシンボルと
して防災意識を高め、さまざまな自治会活動の
場としても活用させていただきたいです。

市長
日記

なども当てはまります。
ということで、
「イクボス」の「イク」とは、部下を「育て」
、
組織を「育て」
、上司が自分自身のことも「育てる」こととも言
われています。
こ の 考 え 方 に よ り、 最 終 的 に は、 市 民 の 皆 さ ま の た め に 良 い
仕事ができるようにと、今回、
「イクボス研修」を開催しました。
そして、市内の企業関係者にも呼び掛け、企業向け「イクボス研
修」も別の日に開いたところです。
研修の講師は、
「イクボス」の存在が、職場に良い影響を与え
ることを紹介し、チームワークが強くなり、仕事でも結果が出て
くることを丁寧に説明していただきました。
これから日南市内に官民を問わず「イクボス」がもっと増える
よう、努力してまいりたいと思います。

日南市長﨑田恭平

部下・組織・自身を育てる
「イクボス」を増やしたい

８月に、
市職員を対象に「イクボス研修」を開催しました。
「イ
クボス」と聞いて市民の皆さまが想像されるのは、
「若い市長が
仕事をしながら子育てもすること」かもしれません。しかし、男
性が仕事と子育てを両立させていくことを指す言葉は
「イクメン」
です。市長である私自身も「イクメン」ですが「イクボス」とは
意味が異なります。
「イクボス」とは、職場で共に働く部下のワークライフバラン
ス（仕事と生活の両立）を考え、組織の業績も結果を出しつつ、
自らも仕事と私生活を両立できる上司のことを指します。もちろ
ん、対象は男性に限らず、女性管理職のことも「イクボス」と呼
びます。
また、両立をしていく「生活」の部分は、育児に限らず、介護
や家事もそうですし、その部下が大事にしている趣味・スポーツ

８月16日（水）
、近隣に高台が無い大堂津地区に完成
した「大堂津津波緊急避難施設」
の開所式がありました。
地元住民や市職員など約30人が出席。大堂津公民館跡
地にできたこの施設は、大津波警報が出た際の一時避
難施設としての防災機能を担うほか、普段は集会所な
ど住民の交流の場としても利用されます。

にちなんぢゃ様の
LINEスタンプ

◎にちなんぢゃ様に関する問い合わせ
（一社）日南市観光協会 ☎（31）1134

大堂津に津波の
緊急避難施設が完成
の中から誕生しました。
桜のちょんまげやジャカランダ柄のアロハシャ
ツなど、日南をイメージするものが盛り込まれ、
ぽっちゃりとしたかわいらしい体型が特徴。
昨年度は、県内外のイベント34件に赴き会場を
沸かせました。また、平成26年８月から無料通信
ラ イ ン
アプリ「LINE 」で提供されるイラスト（スタンプ）の
配信が開始されるなど、活躍の幅を広げています。

大堂津３区自治会 黒木 孝明 会長
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屋上の避難スペース

17

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。

とく

知っ

31

津波
か
ら
命
を
！
守
る

し

健

■日時・場所

康

月 日

場
所
下隈谷公民館
中隈谷公民館
上隈谷公民館
10月6日 中浦公民館
（金）
日後谷公民館
後河内公民館
★医療機関で既に撮影が済んでいる方は、健康増進
上平野公民館
課☎
（31）
1129までお知らせください。
中平野公民館
■対象者  65歳以上の方
日南学園体育館脇
※職場・病院で検診を受ける機会のない方は、ぜひ、
中央団地集会所
受けてください。
星倉山瀬東公民館（旧青年の家）
■費用 無料
10月10日 桜ケ丘公民館
■持っていくもの  受診票  
（火）
旧長友商店前（影平）
※受診票のない方は、検診当日会場で発行します。
松原団地集会所
■服装
★夜間撮影★
無地のＴシャツまたはボタンのない下着を着てお
ふれあい健やかセンター
越しください。
ふれあい健やかセンター
■検診結果
星倉山瀬公民館
約１カ月後、精密検査が必要な方のみにお知らせ
星倉住宅公民館
します（異常なしの方にはお知らせしません）。
向原公民館
■肺がん検診を申し込まれた方へ
10月12日 釈迦尾ケ野公民館
（木）
ファミリーマート日南星倉店
肺がん検診と結核検診を重複して受診する必要は
南平集会所
ないため、今年度肺がん検診を申し込まれた方には、
日南保健所
結核検診案内（受診票）を通知していません。
★夜間撮影★
●問い合わせ
ふれあい健やかセンター
本庁健康増進課 健康推進係 ☎（31）1129

平成29年度結核検診
（吾田地区）のお知らせ

国民年金
ご存知ですか
納付免除・猶予制度
国民年金の保険料を納めるのが経
済的に難しく、未納のままになって
いませんか。そのような場合に、次
の制度があります。
【申請免除制度】
前年所得に応じて、保険料の全額
または一部が免除されます。
【納付猶予制度】
50歳未満の方（学生以外）で前年
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※免除や納付猶予、学生納付特例制
度を受けた場合、将来受け取る年金
額が少なくなります。
●問い合わせ
本庁国保年金課 年金係
☎（31）1127
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
宮崎年金事務所
☎0985（52）2111

金機構

日本年

教

日本年

金機構

育

所得が基準以下であれば、保険料の
納付が猶予されます。
【学生納付特例制度】
学生で、前年所得が基準以下であ

総合教育会議を
傍聴しませんか

れば、在学期間中の保険料の納付が
猶予されます。

地方教育行政の組織及び運営に関
する法律に基づいて、市長と教育委

※詳しい内容や必要書類は、事前に
問い合わせてください。

員が教育行政に関して協議する総合
教育会議を開催します。

検診受付時間
9：30 ～ 9：45
10：05 ～ 10：15
10：35 ～ 10：45
11：05 ～ 11：20
11：35 ～ 11：50
13：20 ～ 13：40
14：00 ～ 14：20
14：40 ～ 15：00
9：30 ～ 10：05
10：25 ～ 11：00
11：20 ～ 11：45
13：30 ～ 13：50
14：10 ～ 14：30
14：45 ～ 14：55
18：00 ～ 18：30
8：00 ～ 8：30
9：55 ～ 10：25
10：45 ～ 11：10
11：20 ～ 11：40
13：20 ～ 13：40
13：55 ～ 14：10
14：25 ～ 14：40
14：55 ～ 15：15
18：00 ～ 18：30

行

マイナポータルは、
政府が運営するオンラインサービスです。
子育てに関する行政手続きがワンス
トップでできたり、
市役所からのお知らせが自動的に届いたりします。

マイナンバーカードがあれば…
保育所入所や児童手当の手続き
がオンラインでできます。

（申請内容によっては、これまでどおり窓口で
の手続きや添付書類が必要な場合もあります）

申請

「災害ダイヤル（自動音声案内）
☎
（23）
3400」
を
ご利用ください
日南市消防本部では、火災などで
消防車が出動した際、その問い合わ
せに対応するため、専用電話「災害
ダイヤル（自動音声案内）」でお知ら
せしていますので、ご利用ください。
また、災害、事故などの緊急通報以
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

予防接種や乳幼児健診のお知
らせが、個人が登録したマイナ
ポータルに届きます。

申請

住民票の写しや印鑑証明書、
戸籍証明書などの各種証明書を
コンビニで取得できます。

予防接種
○月○日

i

【注1】本格運用の開始日は、改めて広報します。 【注2】パソコンでのご利用には、ICカードリーダライタの準備が必要です。専用パソコンを市役所窓口（市民
生活課、こども課、子育て支援センター「ことこと」
など）
に設置しています。 【注3】
スマホでのご利用には、機器のマイナンバーカード対応をご確認ください。

サービスのご利用には“マイナンバーカード”が必要です。
申請はお早めに！
カードの
申請は

＜郵送で＞

通知
カード

＜パソコンで＞

※市民生活課窓口などで申請を無料で受け付けています。

⃝問い合わせ 本庁こども課 ☎
（31）
1131

防災・健康
日南市避難所
健康管理ガイド
を設置しました
近年、国内では大地震や風水害な
どの災害が多発し、各地で多くの
方々が避難所生活を余儀なくされて
います。
そのような状況でも、できる限
り健康に過ごせるよう「日南市避難

（マイナンバーカード交付申請）
市民生活課 戸籍住民係 ☎
（31）
1124

■記載内容 普段の備え、緊急対応
の方法、心と体に起こる健康被害
の予防法、環境・水・栄養について、
医療機関などの一覧ほか
■設置場所
市内避難所144カ所
●問い合わせ
本庁健康増進課 ☎（31）1129

本庁総務課 危機管理室 ☎
（31）
1125

登

記

相続登記はお済みですか

自分の権利を大切にすることはも
所健康管理ガイド」を作成しました。 ちろん、次世代の子どもたちのため
このガイドは、災害時に避難所を管 にも、未来につながる相続登記をし
理する方の指針となるほか、避難所 ましょう。
生活時に市民の皆さまが自らの健康 相続登記をしないでいると・・・
被害を防ぐためのものです。
各避難所に設置していますのでご
確認いただき、日頃からの備えや災
害発生時の健康管理にお役立てくだ
さい。

＜スマホで＞ ＜証明写真機で＞

申請書

QRコード

本庁総務課 総務係 ☎（31）1113

防

運用を開始しています

※下欄の注１～注３をご確認ください。

■日時 ９月27日（水）  16時～
■場所  まなびピア  ２階視聴覚室
■申込方法  電話
■申込期限  ９月22日（金）
●申込・問い合わせ

消

まもなく、
マイナポータルの
本格運用を開始します！

政

きに時間が掛かります。
⃝実際の所有者が分からないと、災
害復旧や防災工事などができず、
社会問題になります。
※詳細は、法務省ホームページ「未
来につなぐ相続登記」
をご覧ください。
相続手続を応援します
「法定相続情報証明制度」をご利用
ください。
■手続場所 法務局
■内容
除籍謄本などの束と併せて、相続

関係を一覧にした図（法定相続情報
一覧図）を提出すれば、登記官が内
容を確認し、その一覧図に認証文を
付した写しを無料で交付します。
相続手続の度に何度も戸籍謄本な
どを提出し直す必要がなく便利です。

※詳細は、法務局ホームページ「法
⃝相 続人が亡くなると、更に２次、 定相続情報証明制度」をご覧くださ
３次の相続人が発生し、相続人の い。
数が増え、手続きが複雑になりま ●問い合わせ
す。
宮崎地方法務局総務課
⃝土地・建物の売却やローンの手続 ☎0985（22）5125
2017.9, Vol.102
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「冬休み海外研修
交流事業」参加者
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
ムステイ・クリスマス体験・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。

【インターメディエット・クラス（中・
上レベル）】
■日時  10月10日～   第2・4火曜日
18時45分～ 19時45分
■場所 文化センター

北郷イングリッシュ（初・中レベル）
■日時  10月4日 ～ 第1・3水 曜 日
13時30分～ 14時30分
■場所  農村環境改善センター
南郷イングリッシュ（初・中レベル）
■日時  10月25日～   第2・4水曜日
13時30分～ 14時30分
■場所  南郷ハートフルセンター

■対象者  小学３年生～高校生
■期間   12月24日
（日）～平成30年
【共通事項】
１月４日（木）
のうち６～ 10日間
■対象者  高校生以上
■研修先  
オーストラリア・カナダ・サイパ ■レッスン期間

12月中旬まで（予定）
■応募方法   参加申込書に記入の上、 ■定員  各クラス20人（先着順）
■申込方法  
郵送してください。
電話、ファクス、メール
■応募期限  11月１日（水）
※10月25日までの申し込みは、早 ●申込・問い合わせ
本庁総務課
期割引１万円が受けられます。
※体験内容、派遣先、日程、対象、 国際交流員ヤン・イージン
（23）1853
参加費、応募期限は、コースにより ☎（31）1113 ℻
メール kokusaikouryu@city.
異なります。
※詳細は、同ホームページを確認す nichinan.lg.jp
るか、お問い合わせください。
JICAボランティア
●申込・問い合わせ
「青年海外協力隊」
「シニア海外ボ
（公財）
国際青少年研修協会
ランティア」の秋募集を開始します。
☎03
（6417）
9721
■募集期間  
〒141-0031 東京都品川区
９月29日（金）～ 11月１日（水）
西五反田7-15-4 第３花田ビル４階
ン・フィリピン・カンボジア

「イージンの
英会話教室」受講生
はじめまして。新しく国際交流員
に就任したイージンです。一緒に英
語を楽しく勉強しましょう♪
日南イングリッシュ
【イージー・クラス（初・中レベル）】

■日時  10月17日 ～ 毎 週 火 曜 日
13時30分～ 14時30分

正午必着
【説明会＆体験談】

■日時・場所
⃝９月28日（木）  
19時～20時30分
宮日会館  10階  第１会議室
⃝10月21日（土）  
14時30分～ 16時30分
KITEN（宮崎駅前）８階  中会議室
※詳細は、ホームページで確認する
かお問い合わせください。

■場所  小村記念館
【イージー・ナイト・クラス（初・中 ●申込・問い合わせ
レベル）
】
JICAデスク宮崎
■日時  10月17日～第1・3火曜日
（（公財）宮崎県国際交流協会）
①18時45分～ 19時45分
☎0985（32）8457
②20時00分～ 21時00分
ホームページ
■場所  文化センター
http://www.jica.go.jp
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日南市立小・中学校の
臨時的任用講師
■採用予定人数  若干名
■職務内容   特別な配慮を要する児

募

集

清掃スタッフチャレンジ
講習受講者

童生徒への学習支援など
■雇用期間  契約の日から平成30年
３月31日まで（勤務成績などにより

清掃の基本作業を中心に、機械器
具の取り扱い、タオルやモップ、洗

更新あり）
■勤務時間  ８時〜16時30分（月〜
金曜日）

剤の使い方、ガラスクリーニング作
業などを学びます。実技の時間を多
く取り、企業・施設で働ける技術を

■勤務場所   日南市内の市立小・中
学校（実際の勤務校は採用決定時に
通知します）
■応募資格   教員免許を有している
こと
■賃金  月額219,000円

■社会保険など   社会保険、雇用保
険あり
■応募方法   随時受け付けています
ので、市販の履歴書に必要事項を記
入の上、郵送するか直接お持ちくだ
さい。
●申込・問い合わせ
学校教育課 教育係 ☎（31）1144
〒887-0021 日南市中央通1-9-7
（旧消防庁舎２階）

消

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？

習得し、清掃現場での就業を目指し
ます。
■対象者

⃝現在シルバー人材センター会員で
センターでの就業を希望する方
⃝お お む ね60歳 以 上 で 今 後 シ ル

（公社）宮崎県シルバー人材センター
連合会
☎0985（31）3775
℻0985（31）3776

建設ものづくりコース
（内装）
受講生

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

12月２日
（土）
は除く
■場所  主に宮崎市
■定員  ５人（先着順）

ループで、活動拠点が市内である
こと
◦活 動継続期間が、平成29年４月

www.kensetsu-kikin.or.jp/kunren/）
で申し込んでください。
■申込期限  10月20日（金）
■取得できる修了資格

※ただし、次のような要件に該当す
る団体・グループは、対象ではあり
ません。

１日現在、３年以上であること
■費用   無料（訓練費、資格取得費、
◦健康づくりを主目的に、年間を通
交通費、宿泊費）
じて活動し、今後も活動を継続す
※食事代は自己負担
ること
■申込方法
所定の申込書に記入の上、ファ ◦行政への参加や協力がある、また
は見込めること
クスするかインターネット（http://

バー人材センターに入会し、セン ◦玉掛け技能講習
ターでの就業を希望する方
◦高所作業車運転技能講習
■期日 10月19日（木）、20日（金）
（10ｍ以上）
※１日約４時間程度
◦足場の組立て等特別教育
■場所  テクノセンター
●申込・問い合わせ
■定員  15人
（一財）建設業振興基金（（一社）宮崎
■受講料  無料
県建築業協会内）
☎0985
（65）
5864 （平日９時～17時）
■申込方法
ハローワーク日南、日南市シル
バー人材センターで配布する申込用
紙に必要事項を記入の上、申し込ん
でください。
■申込期限  10月12日（木）必着
※詳細はお問い合わせください。
●申込・問い合わせ

〒880-0867 宮崎市瀬頭2-6-14

住宅火災100件当たりの死者数

職活動中の方
生活における健康管理活動
■期間  11月７日
（火）
～12月７日
（木） ■応募要件
◦市 内在住である20歳以上の方が
の24日間
（土）
、
23日
（木・祝）
、 ７ 人 以 上 所 属 し て い る 団 体・グ
※日曜日と11月11日

～地域を支える「内装職人」
を目指そう～

日南市健康づくり実践
優良団体を表彰します
～健康寿命延伸事業～

市民の自主的な健康づくりや生活

◦市から補助金の交付を受けている、
競技を主目的としている、政治・
宗教・営利を目的としている、そ
の他表彰することが不適当と認め
られる場合
■応募方法
本庁健康増進課、北郷町・南郷町
総合支所福祉保健係で配布する応募
用紙に必要事項を記入の上、郵送ま
たはファクスか直接お持ちください。
※応募用紙は市公式ホームページか
らもダウンロードできます。
■応募期間
９月19日（火）～ 10月20日（金）
■表彰

【団体数】運動分野、食生活分野 各
１団体
【賞品】表彰状と１万円相当の副賞
【表彰日】11月26日（日）
「健康づく
り推進研修会」内で表彰予定
●申込・問い合わせ

習慣病の予防を推進するため、積極 本庁健康増進課 健康推進係
的に健康づくり活動を実践している ☎（31）1129 ℻（31）1966
団体・グループを表彰します。ぜひ、 〒887-8585 日南市中央通1-1-1
ご応募ください。

■対象となる活動
国の建設労働者緊急育成支援事業 【運動分野】
ですので、すべて無料で安心して学
ラジオ体操、ウォーキング、その
べます。修了後には、３つの修了資 他健康づくりのための運動活動

格が取得できます。
【食生活分野】
■講習名   第５回   建設ものづくり
朝食摂取・野菜摂取のための推進
コース（内装）in  宮崎
活動、子どもクッキング、生活習慣
■対象者 未就職者、離転職者で求 病予防のための料理教室、その他食
2017.9, Vol.102
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食育・地産地消
料理教室参加者
昔から作り続けられる伝統調味料
「味噌」
を、九州産の大豆で作ってみ
ませんか。朝食に、手作り味噌でお
いしい味噌汁を作りましょう。

■日時  11月15日（水）
①９時30分～ 12時30分
②18時～ 21時
■場所  都市農村交流センター

■申込期限  10月６日（金）
●申込・問い合わせ
日南市身体障害者福祉協会（障害者
憩いの間内）
☎（22）2747
本庁福祉課 障がい福祉係
☎（31）1130

※ラケットのない方は、連盟が準備
します。
●申込・問い合わせ  

日南市ソフトテニス連盟
（事務局長 安藤勝彦）
☎ 090（1089）9102

健康づくり・仲間づくりのために、
「ミニテニス初心者教室」
グラウンド・ゴルフにチャレンジし

参加者

■対象者 市内在住者
■定員  各25人
■参加料 1,000円
※雨天時は、10月９日（月）に延期し
■申込方法  希望時間、郵便番号、住 ます。
所、氏名、年齢、電話番号を、電話 ■場所  総合運動公園 芝生広場
またはファクスでお知らせください。 ■定員  280人（56チーム）
■申込期限  10月13日（金）
※１チーム５～６人で編成してくだ
※申込多数の場合は、抽選します。 さい。
※味噌作り工程の一部を体験してい ■申込方法   チーム名、打順、氏名
ただきます。作った味噌は、お持ち （ふりがな）、年齢、性別を記入の上、
帰りできます。
郵便で申し込んでください。
●申込・問い合わせ
■申込期限  ９月23日（土）
本庁農政課 農業振興係
●申込・問い合わせ
☎
（31）
1132 ℻
（24）0080
日南市グラウンド・ゴルフ協会
（事務局 橋口 勲）
☎（25）0793
〒889-2533 日南市星倉3-18-1

「初心者ソフトテニス教室」
参加者
「日南市障がい者スポーツ
大会（ふれあい運動会）
」
参加者
障がいのある方もない方も一緒に
競技をして、楽しい1日を過ごしま
しょう。ご家族やお友達をお誘いの
上、多数のご参加をお待ちしていま
す。

■日時  10月21日（土）
（受付）
８時30分～
（開会式）
９時30分～
■場所

総合運動公園  おびすぎドーム
■申込方法  電話
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ソフトテニスに興味がある方は、
ぜひ、ご参加ください。
■日時  

９月28日（木）～ 11月30日（木）
毎週木曜日（全10回）19時～ 21時
■場所  総合運動公園  テニスコート
■対象者  中学生以上の市内在住者

集

学校生活支援の嘱託職員
■採用予定人数  １人
■職務内容  

小学生の学校生活の介助など
■雇用期間  
10月１日～平成30年３月31日

日南市民体育大会
「グラウンド・ゴルフ競技」
参加者募集
てみませんか。
■日時
10月８日（日）体育の日  10時～

募

レクリエーション感覚で楽しめる
スポーツです。初心者教室を開催し
ますので、気軽にご参加ください。
■日時
10月16日（月）～12月11日（月）
毎週月曜日 13時30分～ 16時
■場所  総合運動公園  多目的体育館
■定員  20人（先着順）
■参加料  2,000円（保険料など）
■申込方法   氏名、年齢、電話番号
を、電話またはファクスでお知らせ
ください。
■申込期限  10月９日（月）
■服装・準備物   運動のできる服、
体育館シューズ
※飲み物を準備してください。
●申込・問い合わせ
日南市ミニテニス協会（事務局 植野）
☎090（2390）3366
℻（55）2708

「ターゲット・バードゴルフ
競技講習会」
参加者
選手強化と新規会員募集のための

講習会です。気軽にご参加ください。

■日時  10月５日（木）～７日（土）
８時30分～ 11時
※学校の部活動に参加されている方 ■場所  星倉コミュニティー広場
（ホームプラザナフコ裏の河川敷）
は、除きます。
■参加料  無料
■定員  20人（先着順）
■申込方法  電話
■参加料  2,000円（保険料など）
■申込期限  ９月30日（土）
■申込方法  電話
■服装・準備物 運動のできる服、 ●申込・問い合わせ
テニスシューズ（ない場合は靴底が 日南市ターゲット・バードゴルフ協
会（事務局 鶴田） ☎（55）4001
平らな運動靴）、ラケット、飲み物

（勤務成績などにより更新あり）
■勤務時間  
７時30分～ 16時（月～金曜日）

■勤務場所  油津小学校
■応募資格
①ヘルパー２級以上または介護福祉
士の資格を有していること
②地 方公務員法第16条に規定する
欠格条項に該当していないこと
■賃金  月額  158,000円
■社会保険など   社会保険、雇用保
険あり
■応募方法
次の書類を郵送するか直接お持ち
ください。
①履歴書（市販のものに顔写真（ 3カ
月以内に撮影した写真）を貼付し、
必要事項を記入）
②応募資格に規定する①の資格を証
明できるものの写し
■募集期限  
９月27日（水）必着
※持参の場合は、平日の８時30分
～ 17時15分
■試験方法  面接
※試験の日程や場所は、別途通知し
ます。
●申込・問い合わせ

学校教育課 教育係 ☎（31）1144
〒887-0021 日南市中央通1-9-7
（旧消防庁舎２階）

なんごうハートフルまつり
「フリーマーケット出店者」
■期日
■場所

10月29日（日）
南郷ハートフルセンター

■参加資格
①原則として市内在住の高校生以上
の方で、業者的出店でないこと
②出店規約を守れる方
■募集店舗数  10店舗（先着順）
■出店料 無料

■申込方法
南郷町総合支所総務市民係で配布
する出店申込用紙に必要事項を記入
の上、提出してください。
■申込期間  
９月25日（月）～９月29日（金）
８時30分～ 17時
※詳細は申し込み時に説明します。
●申込・問い合わせ
南郷町総合支所 総務市民係
☎（64）1111

日、応募の動機、エピソード、その
他コメントなどを明記してください。
②結婚を証明する書類（戸籍謄本など）
※予定者は、結婚式場の予約コピー
または媒酌人などの証明書を添付し
てください。
③お二人の写真（上半身サービスサ
イズ以上、カラー）
■応募期限
平成30年１月12日（金）必着
■選考方法  書類審査

■結果通知   応募者全員に結果を通
知します。
●申込・問い合わせ
（一社）
日南市観光協会
（日南市観光案
内所内）
「シャンシャン馬道中再現」募集係
☎（31）1134 ℻
（23）3100
〒887-0005 日南市材木町1-13

「2018 日南
サンフレッシュレディ」

市の“観光の花”として、市内外の
さまざまなイベントなどでPR活動
やイメージアップ活動をしていただ
シャンシャン馬道中は、宮崎県の きます。観光レディになって、市を
伝統的な民俗行事です。この郷土色 ますます盛り上げたい方、ぜひ、ご
に富んだ情緒豊かな「シャンシャン 応募ください。
馬道中再現」に参加される、花嫁・ ■応募資格
花婿を募集します。結婚の記念に、 ◦18歳以上の未婚女性
（高校生は除く）
ぜひ、ご応募ください。
◦市内に在住または在勤・在学の方
■日時  平成30年３月25日（日）
◦関係機関の要請による行事に優先
■場所  鵜戸神宮  儀式殿前広場
して参加できる方
■募集条件  平成29年４月１日以降

シャンシャン馬道中再現
参加者

に結婚した夫婦、または平成30年

３月31日までに結婚予定の方。
※ただし、妊娠中の方は応募できま
せん。
■募集組数  １組
■参加料  
参拝御初穂料のみ自己負担
※衣装、着付け、馬の手配などの経
費は、主催者が負担します。

■募集人数 ２人
■応募方法
履歴書に必要事項を記入（身長・
体重を明記）し、６カ月以内に撮影
した全身正面写真と顔写真（サービ
スサイズ以上）各１枚を添えて、郵
送するか直接お持ちください。
■応募期限  12月22日（金）必着
■審査  平成30年１月上旬
■副賞  10万円相当額の商品券など
●申込・問い合わせ

■応募方法
次の書類を郵送するか直接お持ち
（一社）日南市観光協会事務局
ください。
「 2018日南サンフレッシュレディ」
①申込書類（任意の様式）
※お二人の氏名、年齢、住所、職業、 募集係 ☎（31）1134
電話番号、身長、体重、結婚（予定） 〒887-0005 日南市材木町1-13
2017.9, Vol.102
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イベント
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
むす、うどん、焼きたてのパンなど

■日時

９月24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）

の朝食を用意していますので、ぜひ、 ☎（64）4222
お越しください。
図書館「ハロウィン工作」
また、出店者や運営を手伝ってい
かぼちゃの形をした画用紙に顔を
ただけるスタッフを随時募集してい
描いたり色を塗ったりして、図書館
ます。お気軽にご相談ください。

無料相談案内

10月６日
（金） 10時～15時
南郷ハートフルセンター
小研修室（生涯学習館）
10月10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
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司法書士会による
無料法律相談会

■相談対象
遺言、相続、高齢者などの財産管
理、会社の定款、離婚時の契約など
■日時・場所
10月1日（日）９時～ 11時30分
日南公証役場（日南市戸高1-3-1）
■申込方法   事前に電話で申し込ん
でください。
（平日の８時30分～17時）
●申込・問い合わせ
日南公証役場 ☎（23）5430

10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  
10月26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
■相談対象
受 付 期 間９ 月26日 ～ 10月23日（基
不動産・商業登記、多重債務問題、 礎年金番号または年金証書番号を準
成年後見など
備して、希望の時間や相談内容をお
■日時・場所 10月４日（水）
伝えください）
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  

●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
泰平踊定期公演
日南市泰平踊本町組保存会（亀組）
による秋季定期公演です。
■日時  ９月23日
（土・祝）
  秋分の日
第１回目  13時30分～

第２回目  14時15分～

申込み代表者ご住所

る意見や要望などはありませんか。
■日時・場所

南郷町総合支所 総務市民係 ☎（64）1112

遺言などの無料・日曜相談所

クルーズ船『ぱしふぃっく びいなす』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。
往復はがきの書き方
◎ 往信表面
【船内見学会】
郵便往復はがき
■日時  10月９日（月） ■集合時間  ９時45分
887 0005
62円
■集合場所  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  10時～（１時間程度）
往信
通信面
【応募方法など】
■募集人員  80人（応募多数の場合は抽選）
往信
この欄には何も
■応募期限  ９月25日（月）必着
宛名面
書かないでください
◦往復はがきで１枚につき２人まで申し込めます（幼児も人数
（抽選結果を記載します）
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。
（９月29日頃発送予定）
【留意事項】
◎ 返信表面
◦船内は階段などがありますので、車椅子やベビーカーなどの
郵便往復はがき
利用はできません。
0 0 0 0 0 0 0 「ぱしふぃっく びいなす」 往信
62円
通信面
◦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。
船内見学希望
切手
（１人目）
◦見学会の乗船にはＩＤが必要です。
氏名 ○○ ○○（ふりがな）
返信
住所 ○○○○○○○○○○○○○○○
ＩＤについて
性別 ○○
生年月日 ○○○ 年齢 ○○
◦Ｉ Ｄは、写真付の身分証明書です（運転免許証・パスポート
電話番号 ○○○ - ○○ - ○○○○
緊急連絡先 ○○○ - ○○○○ - ○○○○
返信
などです。不明な場合は、お問い合わせください）。
（携帯電話番号）
ID の種類 （例）運転免許証
宛名面
ID の番号 ＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯ
◦応
 募はがきの往通信欄にＩＤの種類と番号を記載してください。
（２人目）
◦見学会当日の乗船の際には、応募はがきに記載したＩＤ（コピー
氏名 ○○ ○○（ふりがな）
住所 ○○○○○○○○○○○○○○○
性別 ○○
不可）
と当選はがきをお持ちください。忘れると乗船できません。
生年月日 ○○○ 年齢 ○○
電話番号 ○○○ - ○○ - ○○○○
◦子どもの場合もＩＤ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

日南市材木町一－一三

■相談対象
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
北郷町総合支所 総務市民係 ☎（55）2112

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）

船内見学者募集

申し込み代表者ご氏名 様

行政相談

●問い合わせ
市立図書館（本館）
☎（25）0158

入港／ 8時
出港／17時

行き

■相談対象
いじめや、家庭問題、嫌がらせな
一人で悩まず、まず相談
ど、人権上の問題でお困りの方はい
■相談対象
ませんか。
商品やサービスの契約などの際に、 ■日時・場所
個人と事業者間に起こるさまざまな 10月10日（火）  10時～15時
トラブル（送りつけ商法、点検商法、 南郷ハートフルセンター
インターネットショッピングのトラ
小研修室（生涯学習館）
ブルなど）
の消費生活に関する相談
10月11日（水）  10時～15時
（祝日は除く）
■日時  月曜日～金曜日
まなびピア
9時～12時、
13時～16時
10月12日（木）  10時～15時
■場所
北郷福祉センター
ふれあい健やかセンター２階  
■相談委員  人権擁護委員
市民生活課 市民生活係内
■その他 宮崎地方法務局日南支局
●問い合わせ
（☎（25）9125）でも、常時相談室を
消費生活相談室 ☎
（23）4390
設置し、相談に応じています。

※どなたでも無料で参加できます。
申し込みは不要ですので、直接会場
にお越しください。

10月９日㈪

（日南市役所 クルーズ振興室内）

人権相談

９時～ 17時
※展示期間は11月５日（日）まで
■場所 市立図書館（本館）

油津港振興協会

秘密は守られますので
お気軽にご相談を

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

をかぼちゃで飾りましょう。
■日時
10月１日（日）～ 31日（火）

※各公演終了後に記念撮影会をします。 ■日時  ９月30日（土）  11時～14時
■場所  飫肥城大手門前
■場所  九州電力  日南営業所１階
※雨天時は小村記念館
■定員  50人
●問い合わせ
日南市観光協会

☎（31）1134

こども食堂オープン
忙しい現代社会、ひとりで食事をす

■費用  無料
■申込   不要（どなたでも参加でき

ますので、ご自由にお越しください）
※ただし、定員になり次第終了
●問い合わせ

るお子さんが増えています。みんなで、 日南子ども食堂つわぶきの会
楽しくワイワイ食事をしませんか？
（代表 西） ☎080（6402）0894
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油津港クルーズ船寄港予定
№

寄港日

寄港船舶

入港
出港

船名（重さ）

出発地 №

乗客定員（人）

入港
出港

寄港日

今月の表紙

※予告無しに変更となることがあります。

寄港船舶

出発地

船名（重さ）

乗客定員（人）

10:00 クァンタム・オブ・ザ・シーズ
10:00 クァンタム・オブ・ザ・シーズ
4,180 上海 ４ 10月16日（月）
4,180 上海
1 10月 3日（火）
（168,666t ）
（168,666t）
22:00
20:00
8:00 ぱしふぃっく びいなす
2 10月 9日（月）
（26,594t）
17:00

10:00 クァンタム・オブ・ザ・シーズ
4,180 上海
476 神戸 ５ 11月 3日（金）
（168,666t ）
22:00

まちのうごき

8:00 ダイヤモンド・プリンセス
2,706 横浜
３ 10月11日（水）
（115,906t）
17:00

※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。

日付

１日

医

療

機

８月１日～ 31日
◦出生 32 ◦死亡 57
宮崎県PS協議会HP

◎10月の日曜・祝日当番薬局

関

日付

井手胃腸科・肛門科（外・内・胃）

☎（32）0811

英医院
【串間】
（内科）

☎（74）1187

戸倉医院
（内科）

☎（23）1700

８日 小玉共立外科（外科）

1日

☎（71）3411

山元病院
（内科）

☎（23）4815

９日 北村胃腸科眼科（内・胃・眼科）

９日
15日

☎（23）0086

中島医院
【串間】
（内科・小児科）

☎（72）5202

山元クリニック（内科）

☎（22）2552

15日 新木医院
（内科）

☎（22）2175
☎（72）7710

おび中央病院
（内科）

☎（25）2525

29日 百瀬病院
（外科）

29日

☎（31）1081

岡村クリニック
【串間】
（整形外科）

急な病気で

困ったとき、

ご利用ください
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診療科目
内 科

診 療 日
毎 日

小児科

日曜日・祝日・年末年始

◦転出 94

■日南市公式フェイスブック

https://www.facebook.com/nichinancity

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。

☎（31）1611

西浜薬局【串間】

☎（72）7504

ひらの薬局

☎（31）1280

岩本調剤薬局天神橋店【串間】☎（72）7220
☎（31）1044
☎（22）5006

岡留薬局

☎（22）2220

平部薬局

☎（25）1666

マリーズ薬局南郷

☎（64）1558

◎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…

◎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

L e t

'

s

c o o k

サツマ芋とクルミのサラダ

【材料 ４人分】

サツマ芋………200g
クルミ…………40g
マヨネーズ……大さじ２
砂糖……………小さじ２ A
塩こしょう……少々

｛

①サ
 ツマ芋は皮が付いたまま１㌢角に切り、軟ら
かくなるまでゆでる（電子レンジで加熱しても
よい）
。

☎（21）1536

あい薬局

栄養・特徴 食物繊維が含まれ、腸内
環境を整える効果が期待できます。

【作り方】

おおつか調剤薬局【串間】☎（74）1312

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。

◦転入 84

☎（32）0411

防災・気象メールにちなん

☎（71）3411

◎日南市初期夜間急病センター

局

※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。

☎（64）0305

吾社クリニック
【串間】
（内科）

すみれ吾田薬局

22日 おおた薬局

にいな内科・循環器科【串間】
（内・循・呼） ☎（71）1711
22日 津曲小児科医院
（小児科）

薬

ほしくら薬局

☎（55）4101

山口内科クリニック
（内科）

局

８日 あがた東薬局

☎（24）0777

吾社クリニック【串間】
（内科）

開

９月１日現在（推計人口）

◎人 口 52,633（－ 35） ◎男 24,723（－ 19）
◎世帯数 22,565（－ 16） ◎女 27,910（－ 16）

問い合わせ：クルーズ振興室 ☎
（27）3315

◎10月の日曜・祝日在宅当番医

８月19日、都市農村交
流センターで「夏休み親
子ふれあい飫肥杉木工教
室」が開催され、昼の部
で は18組（ 42人）の 家 族
が仲良く挑戦。製作中は、
まちおこしグループ「細
田プロジェクト会議」が
サポートしました。

② クルミはフライパンで空炒りし、粗めに刻む。
③ ①と②、合わせたAを和える。

★ 第132 弾

（７月特別号）

「SKE48 大場美奈さん。１日マンゴー町長」

★ 第133 弾

（８月７日号）

【１人分の栄養成分】……エネルギー 181kcal
・たんぱく質 2.2g ・脂質 11.5g
・炭水化物 18.8g ・塩分 0.2g

くるみの食感も
楽しめる料理です

「日南の 3on3 バスケ大会が好きぃ〜♥」

★ 第134 弾

（８月 17 日号）

「飫肥城下町の石垣が好きです。
」

★ 第135 弾

こども課

（８月 27 日号）

「猪八重渓谷のコケが好きぃ〜♥」
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。

黒木 裕美 主任栄養士

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
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