日奈久ニュース

おが
まち
新年のごあいさつ

未来に向けて皆様のご協力を

３名選出 大坪町、塩南町

「ありがとう」が
行き交うまち 日奈久
身近な人に「ありがとう」
愛する日奈久に「ありがとう」
訪れる人に あ
[りがとう ]

月 日 日
( )午後８時点火

行く年 来る年を竹灯りとともに

第９回 火
｢ 流の彩」
日奈久温泉開湯６００年
を記念して始められた竹灯
りの一大イベント「火流の
彩」は第９回を迎えました。
月 日

午前 時～準備

◆日時

竹
(灯ろうの配置など )
午後８時～点火
※雨天中止
◆点灯時間
午後８時～午前１時
幽玄な竹灯りに包まれながら行く年、来る年をともに過ごしましょう。
主
(催 湯の里日奈久振興会・日奈久住民自治会）

竹灯ろうは約５０００本。並べたり、点火したりに皆さまのご協力をお願
いします。

タスキでつなぐ力走に声援を
第 回町内対抗駅伝競走大会
◆日時 平成 年１月１日
午前９時 分集合 時出発
◆会場 日奈久中学校周辺コース
◆参加町内 ６町内の予定

第 回校区対抗駅伝競走大会
１月 日 日
( )
県営八代運動公園陸上競技場を

･

２ を力走します。

時スタート、球磨川河川敷公園折り
返しの 区間

日奈久校区代表選手に声援を送りま
しょう。
分 に点 火し ます 。 婦

日ごろ までに婦 人会員
または コミュ ニティ センター まで

い。 １月

てい る不 要な もの をご 提供 くだ さ

を計画 していま す。 ご家 庭で 眠っ

ふれ あい 祭で は婦 人会 がバ ザー

婦人会バザーのお願い

ます。

２月３日 土
(）午前９時 分開会で
す。くわしくは２月号でお知らせし

第 回ふれあい祭のお知らせ

1日(月)

お持ちください。

住民自治会運営委から

月 日 金
( 開
) 催 の運営 委 員 会
から、記事として扱っていない主な

事項についてお伝えします。

〇生活環境部会

津森小遭難の碑公園の丸ツゲ枯死

分の補植を 月 ・ 日に市政協力

員有志で実施。苗木はふれあいの森

造成事業の配布によるものです。

飼犬のウンコは持ち帰りましょう

道端や 草む らに 放置し ない でく

ださい。飼い主のマナーです。

日奈久コミュニティセンター 38-2390

インターネットで「おがまち日奈久ニュース」を検索すれば見ることができます。日奈久の話題・情報をお知らせください。 住民自治会への問い合わせも

日奈久住民自治会会長 今田徳次郎
新年明けましておめでとうございます。
去年、４月に平田前会長の後に就任しました今田
です。今年もよろしくお願い申し上げます。
さて、住民自治もスタートして数年がたち、また
公民館もコミュニティセンターに移行し、いろいろ

な業務をこなしていくことになり、その責任を痛感した次第です。幸い、

久保事務局長はじめ、役員の方々、住民の皆様のご努力、ご協力のおかげ

で、新しい年を迎えることができました。本当にありがとうございました。

今後、さまざまな形で皆様方のご協力をお願いすると思いますが、どうか

よろしくお願いいたします。
一昨年の熊本地震以来、低迷を続けていた温泉街も、去年 月ごろから

少しずつ回復してきているように思われます。また、去年は自然災害が多
い中、幸い日奈久は大きな被害もなく、安堵した次第です。
未来に向けて、次の世代の協力なしでは、住民自治は継続できないと感
じます。前会長ほか、役員の方々のこれまでのご努力を無にしないよう、

私自身もそうですが、役員の方々とも協力して、一生懸命がんばりますの

各
<町内から選出の役員等 >

で、校区の皆様方のご理解、ご協力をお願いし、新年のあいさつとします。

日奈久住民自治会役員 代
(議

で２年と定められています。平

成 年度は改選年度になります。 ２名選出 新田町、山下町
竹灯りを作るボランティア有志の皆

竹之内町、塩北町
浜町、東町

さん。真剣さの中に声も弾みます。

そこで、住民自治会では各町

内の新年度総会等で、以下の役

中町、下西第二

午前 ９時

寄付金のお礼

24

日奈久の人口

員選出について協議していただ

どんどやで

11

（ 11月 末 現 在 ）
男 1241人
女 1537人
計 2778人
(21年末3444人)

１名選出 新開町、上西町
中西町、下西第一

人会 がお いし いぜ ん ざ いを 振 る舞
いま す。 どん どや は無 病息 災 ・五
穀豊 穣を 祈る 民間 伝承 行事 で す。
どん どや の火 に当 たり 、 焼 き 餅や
ぜん ざい を食 べて 元 気 よく １ 年を
スタートしましょう。
前日 日 金
( は
)午後から設置作
業をします。ぜひご協力ください。
＊ ご近 所に は降 灰 で ご迷 惑 をか

元旦
町内対抗駅伝大会
8日(月)
成人の日
13日(土) どんどや
14日(日) 八代市校区対抗駅伝大会
20日(土) 県地域景観セミナーINやつしろ
◆中日青少年芸術交流団との交流会
27日(土) 婦人会 14:00～日奈久ゆめ倉庫
29日(月) 日奈久小および中学校
住民自治会関連会議
日奈久コミュニティセンター
12日(金) 市政協力員例会 13:30
15日(月) 運営委員会 17:0 0
19日(金) 広報部会 19:00

15

１月の行事から
15

日奈久住民自治会

今年も元気に

10

14

12

31

日奈久スプリングコールからは40周年記
念コンサート開催協力のお礼として、また、
大坪町山本敦子様からは火流の彩のローソ
ク代として、ご寄付を頂きました。
お礼を申し上げます。
住民自治会

日奈久交番によれば、12月19日(火)午前10時頃、日奈久中町で車を駐車中に現金
の入ったバッグが盗まれました。貴重品は車の中に置かないようにしましょう。
また「化粧品を１５万円で買え！」と脅しの電話も。「注文はしていない。警察
に言うから名前と電話番号を教えて｣と毅然とした態度で。その後は警察へ一報を！

30

km

30

車上狙い、不審電話にご注意

30

31

30

12

10

（第101号）
発行者

きますよう市政協力員会に依頼

してありますので、住民の皆様

部会

福祉健康人権部会

以上、団体は任意

原則、町内から各部会に１名

馬越町

◆代議員の任務

スポーツ文化部会

生活環境部会
企画イベント部会

選出町内の意見を集約し総会

に反映するとともに、審議され

広報部会

た事項およびその結果について
町内への周知に努める。

13

20

12

けます。ご容赦をお願いします。

10

31

47

11

のご協力をお願いいたします。

31

30

30

◆任期 平成 年４月１日～
30

平成 年３月 日
32

10

12

員、部会員を含む お
)よび市政
協力員の任期はそれぞれの規約 代議員

町内選出代議員および部会員の改選年度を前に
各町内総会等で選出の協議を
住民自治会

平成30年1月号

１月13日(土)９時30分～
日奈久小中運動場

第１０１号
平成３０年１月号
おがまち日奈久ニュース
１日奈久住民自治会広報紙
１

(広告欄）

り

日奈久かぐや姫を募集
日、コミュニティセンター

ＪＲＡウインズ八代から寄贈
月

代市本町イベ ント広場） 、 雛迎 え

ありました。新開町 草
(刈り機 浜
)町

第９回ひなぐ雛祭り
第９回目 を迎える「 ひ なぐ雛 祭
の儀、 雛送 りの儀に 出演 する日 奈

でＪＲＡからの物品寄贈の伝達式が
年２月 日 土
( ～
)３
久かぐや姫を募集します。
十二単を着 るまたと ない チャ ン
スです。ぜひ応募してください。

町 テ
(ーブル の
)５町内と住民自治会
エ
(プロン )町内は各４万円相当

タ
(ープテントとベンチ 中
)町 高
(張
り提灯 上
)西町 祭
(事用造花 竹
)之内

は、平成
｣

月４日 日
( に
)開催することになり
ました。 詳 しい内容 は２ 月号で お

知らせします。

発行１００号記念に寄せて

海も山も温泉もある日奈久は旅情の町
なつかしさでいっぱいの気持ちに

日奈 久は まさ に 路地 裏 の

きになるから不思議です。

町 。 路 地で 出会 えた 目の 神

を紡いできたのです。 驚いたのは温

恵比寿様。 人々は祈りながら暮らし

様や歯の神様、手足の神様、

昨年９月に青森、東京、長野、奈良

路地裏散歩の会会員の便りから（その１）

など各地から参加された路地裏散 歩

の会の皆さんから便りが届きまし た。 泉神社の境内の相撲場と桟敷席 の見

事さ。 ここで人々は相撲大会や踊り

めていたのです。心の豊かな、文化

今月と来月で紹介します。
〇おれんじ鉄道で到着した日奈久 温

を楽しむ人々の暮らしがあっ たので

を楽しみ、桜を眺め、美しい海を眺
泉、 地元の人たちが出迎えてくれま

す。

松浦幸子さん

した。 にこにこ笑顔で優しい人々に
迎えてもらうだけで、 その町が大好

日、日奈久校区婦人会で日

婦人会 今井美根子

保寿寮研修訪問に参加して

月

奈久平成町にある養護老人ホーム保
寿寮を研修訪問しました。
まずは、施設や受け入れ体制、現
状の様子、そして、衛生管理や入所
者一人一人に対する配慮など細心の
注意を払った取り組みの説明を聞き
大変驚きました。
その後、お手玉ゲームを行いまし
た。入所者の方々と「あんたがたど
こさ」を歌いながら、「さ」のとこ
ろで隣の人の膝にお手玉を渡すゲー
ムで、私自身もなかなかうまくいか
ず、歌いながら大笑いしました。去
年の８月、くも膜下出血で一命を取
り留めた私にとって、皆さまと笑い
過ごせた和やかな時間は、キラキラ
光る大変ありがたいひとときでした。
これからも各町内の皆様のいろんな
情報の提供などのご協力をよろしく

〇１００回の編集会議をして１００

橋本正行
◆私は広報部に携わって幾何もあり

号発行です。月１回の会議は脱線も

お願いいたします。

ませんが、今後も微力ながら日奈久

面白く日奈久の昔や今のいろんなこ

広報部員からメッセージ

住民自治会、おがまちニュースに協

とを知ることができます。

てくださる方・・・皆さんの力で１

んでくださる方、感想や意見を届け

方、家庭に配布してくださる方、読

ださる方、情報を提供してくださる

部員だけでなく、原稿を書いてく

力して行く所存です。正直しんどい
中村敏治

時もありますが、自分のペースでやっ
て行こうと思います。

◆先月の 月号で、発行から１００
号となりました。これも日奈久住民

日奈久コミュニティセンター 38-2390

インターネットで「おがまち日奈久ニュース」を検索すれば見ることができます。日奈久の話題・情報をお知らせください。 住民自治会への問い合わせも

◆応募期間 １月４日～ 日
◆応募資格 八代市在住の女性
６～９歳

時～

中学生・高校生
１月

◆募集人数 ２～４名

◆選考日

･日

◆選考会場 日奈久ゆめ倉庫

※選考会には必ず参加のこと

宮地さん 左 と
(
)肥薩おれんじ
鉄道出田社長 日
(奈久温泉駅で )

向けて目標と夢をもって頑張るつも
りです。今まで毎月いただいていま
したが入院のため返信が思うように
出来ず失礼しました。
奈良県 甲斐 岳人様
◆季節の行事、生活、街の様子など、
日奈久の息吹を今に伝えてくれる
「おがまち日奈久ニュース」がなん
と１００号！ 感服し拍手を送ると
同時に、次号も楽しみです。
東京都 石元 種男様
◆発刊１００号おめでとうございま
す。また、寄贈について触れていた

後も愛読させていただきます。引き

景観づくり支援事業を二次募集

の皆様のご協力があってと思います。 ００号が発行できました。佐藤タエ

栄町通学路の街灯(学校付近追加訂正)

主 催 す る 日 奈 久 住 民 自 治 会 で は、
雛祭りオープニングセレモニー 八
(

装いも新たに
手作り体験のひなぐ雛
ひなぐ雛手作り体験は子ど

もからお年寄りまで、毎回多くの皆
さんに参加していただいています。
今回は写真下のお雛様の手作りを

楽しんでいただきます。

２月 日 日
( ～
)３月４日 日
( の
)

土

体験料１０００円 会場 日奈久ゆめ倉庫

読者のみなさんから頂きました

今後も皆様のご活躍を願っておりま
す。
八代市スポーツ振興課
那須あゆみ様
◆日奈久ニュース 祝
“１００号”お
めでとうございます。毎回、日奈久
の身近な話題が掲載された紙面づく
りに、親しみと尊敬の念をもって拝
読しております。

だき、ありがとうございました。
◆１００号おめでとうございます。

続きよろしくお願いいたします。

作成へのご尽力に感謝しつつ、今
私は晴れて６ヵ月の入院、リハビリ

日奈久出張所 川元 豊様

宮地さんに感謝状 おれんじ鉄道
ウインズ八代 宍戸 大介様

27

24

ＪＲＡ日本中央競馬会

11

11

生活を終え退院となりました。何年
先になるか分かりませんが、回復に

12月22日(金)、交通安全協会・防犯協会日奈久支部、交通安全母の
会、老人会、交番、交通安全活動推進員協議会は、いこいの広場と
ばんぺい湯前で年末年始の交通安全・防犯の呼びかけを行いました。

21

10

ありがとうございました

発行１００号 ねぎらいのお言葉

◆「関西からのエール」のタイトル

で寄稿させて頂いたのは第 号でし

た。

活躍など毎月ふるさとを身近に感じ、

楽しんでいます。末永い発行を祈り

ます。
関西熊本県人会会長
宮崎 正郎様

◆おがまち日奈久ニュース１００号、
おめでとうございます。いつも楽し
みにしています。日奈久の「今」が
ギュッと詰め込まれていて、読むた
びに、日奈久でがんばる皆さまの顔

が頭に浮かびます。お体を大切に、

熊本地震で撤去されたレンガ倉庫跡地を小
さな公園にする取り組みは、レンガのベン
チ作りが終わり、床面作りが進んでいます。

図の街灯(赤丸印)は住民自治会が管理していま
いこいの広場が華やかなイルミネーションで
す。街灯が点灯しないなど気付かれたら、日奈久
飾られています。訪れた人たちが写真に撮っ
コミュニティセンターへ TEL ３８-２３９０
たりして楽しんでいました。１月３日まで

寄贈品前で目録を受け取る今田自治
会長 左は宍戸ウインズ八代所長

宮地集一さん(塩南町)は毎年ボラン
ティアで日奈久温泉駅の樹木の剪定を
されています。11月18日、肥薩おれん
じ鉄道から感謝状が贈られました。

28

10

元気な日奈久、友人のお孫さんの

13

27

30

日曜日全７回開催します。
･

11

ＤＭＯやつしろ・八代市観光振興課で「景観づくり支援事業」二
次募集をします。これは日奈久温泉街の活性化を目的に浜町、東町、
中町、上西町、中西町、下西町に居住またはそのエリア内で店舗等
の事業をされている方を対象に景観づくりへの支援を行うものです。
◆申込期限 平成30年２月16日(金)
◆申請書は日奈久出張所および日奈久ゆめ倉庫にあります。
または、下記メールアドレスに｢様式希望｣と書きメールを送れば、
折り返し様式が返信されます。 omotenashiat_markdmo8246.jp
◆問合せ先 ＤＭＯやつしろ 31-8200 八代市観光振興課 33-4111
12

昨年のかぐや姫(本町にて)

第１０１号
平成３０年１月号
おがまち日奈久ニュース
１日奈久住民自治会広報紙
２

(広告欄）

