○ハーリンチェア 脚

○ラウンドテーブル５台

〈日奈久コミセンへ〉

八代 よ
) り 日奈 久コ ミセ ンと 校区 の
５町内に物品の寄贈がありました。

○石油ストーブ１台

〈馬越町へ〉

○電気掃除機１台

○石油ストーブ１台

〈下西町第二へ〉

○連続三角旗一式

〈下西町第一へ〉

○スチールベンチ４脚

ＪＲ Ａより

日奈久ニュース

おが
まち
今年もいただきました
今年も日奈久校区の環境整備およ

び 活性 化の ため 、Ｊ ＲＡ ウ
( イン ズ

○電動チェーンソー１台
○石油ファンヒータ１台
６月 日 金
( に
)ＪＲＡ近藤所長が
日奈久コミセンに来られ、今田会長

○樹脂製背負型噴霧器１台

〈新田町へ〉

○肘付和座敷サポートチェア９脚

〈中西町へ〉

○タープ型テント３張

に目録が贈呈されました。

となっています。
条文は、日

「地域自治の推進」「市民活動の推進」

共につくろう みんなのまち やつしろ
八代市協働のまちづくり推進条例 住民説明会開催
八代市では、市民と行政との協働の
まちづくりが推進されています。市民

と市が力を合わせて、安らぎと活力あ
奈久出張所で
閲覧すること
が出来ます。
今後、パンフ
レットの作成
や市のホーム
ページへの掲

「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」

日奈久小中

い出し物。

第 回九月は日奈久で山頭火
オープニング
今年で 回目を迎えます。オープ
ニングが次の日程で開催され、一ヶ

月に及ぶイベントがスタートします。 学生の楽しい発表。絵手紙入賞者表

婦人会だより
《ミニ集会》
◆日時 ８月６日 火
(）
:～
◆場所 日奈久コミセン一階

･

◆内容「少年非行 犯罪の現状」
◆講師 八代警察署生活安全課
草野浩志氏
どなたでも参加できます。是
非コミセンへおいでください。

時間テレビ
【愛は地球を救う】 募金活動
この募金活動は全国的に展開さ
れ集まった募金は、福祉

環境 災
･
･
害復興の支援などに使われます。
◆日時
○８月 日 土
( 午
)後３時～
日奈久小の児童と活動
○８月 日 日
( 午
)後３時～
日奈久中の生徒と活動
◆場所 マルショク日奈久店前
◆主催 公益社団法人 時間テレ

の部と子どもの部で開催。三択ジャ

本当にありがとうございました。

日赤活動資金募集へのご協力、

ビチャリティ委員会【ＫＫＴ】

ンケンクイズもあり、サプライズが

彰。山頭火クイズ王決定戦は、大人

あるかも。是非ご来場を。

ドラ「なつぞら」出演中）ＣＭ等

映画、テレビドラマ（ＮＨＫ朝

ト★メンのコンサート

２部 中原丈雄氏とタケオユニッ

氏によるトークショー

１部 中原丈雄氏とかなぶんや

)

◆場所 日奈久ゆめ倉庫

◆日時 ８月 日 土
( )
時～ 時 分

00

◆内容 地元保育園児によるかわい

八代地域活性化事業
八代地域連携セッション

８月

◆場所 日奈久温泉神社

◆日時

日 日
( )
時 分開演

開催するものです。

【ゆめ☆あかり 】開催
八代市随一の
温泉地日奈久。
国内外からの観
光客誘致のために、活性化策の一

イベント広場 荒
(天時ゆめ倉庫

で活躍の熊本県出身「中原丈雄」

◆内容

氏と名パーソナリティーの「かな

前売り ２５００円

ぶんや」を迎えてのイベントです。 ◆チケット
このイベント開催前後も、二人に

当 日 ３０００円

◆後援 八代市、湯の里日奈久振

ンで販売

日奈久ゆめ倉庫と日奈久コミセ

よる各メディア等で日奈久の魅力
を発信してもらう取組です。
これは、広域連携による新たな
地域活性事業として行われ、今回

は、４地域 日
興会、日奈久温泉旅館組合
(奈久、本町、宮地、
泉 で
)実行委員会を結成・主催し ◆協力 ＤＭＯやつしろ

和のまち並み空間整備事業支援（最終年度）

6日(火)婦人会 ミニ集会
11日(日)町内対抗野球大会
ゆめ☆あかり
18日(日)日奈久小・中資源回収
24日(土)～25日(日)24時間テレビ
【愛は地球を救う】募金活動
31日(土)山頭火 オープニング
住民自治会関係会議等
9日(金)市政協力員例会
16日(金)住民自治会運営委員会
19日(月)広報部会

・９月 日 月
( に
)開催される敬老会
では、敷地内禁煙となっておりますの

○福祉健康人権部会

ます。

事にしなかった主な内容をお知らせし

運営委員会の協議内容の中から、記

住民自治会運営委員会から

８月の行事から

周年記念行事で

で、喫煙することが出来ません。ご了

解ください。

○旅館組合

・八 代 青年 会 議 所

「ばんぺいゆ神社」が温泉神社参道横

に 月中旬に建立予定となりました。

○事務局

･

・八代 天草架橋建設促進総決起集会

が、８月３日 土
( ) 時から鏡文化セ
ンターで開催されます。

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

男1202人
女1461人
計2663人
(前月比-9人)
(2009年末3444人)

温泉神社イベント広場改修完了
舞台袖が新しくなりました。

10

この事業は、景観作りを通じて、魅力ある店舗等を増やし、町全体の賑わいを創り出し、街
全体の売り上げの向上及び地域経済の活性化に繋げることを目的としています。
【支援対象事業】
◆店舗等の魅力向上事業（道路に面した店舗等の玄関口付近の装飾、壁や塀及び看板を和の雰
囲気への変更を行うもの、並び景観に配慮する物品などの新設をいう）
【支援対象事業者】
◆店舗に置いて事業を行う者または店舗等の居住者若しくは所有者
【支援対象経費】
◆一般建築物の外観の改修の経費◆建築設備、屋外広告物等の撤去、改善の経費◆塀、柵、生
け垣、植栽等の外構の整備、改善の経費等
【支援金の額】
◆支援対象経費の4分の3以内。ただし予算の範囲内。
日奈久温泉センターばんぺい湯前広場の木製の椅子、「レンガのひろば」の垣根等もこの事
業で設置されました。今年度が最終年度になります。
お問い合わせは、 ＤＭＯやつしろ電話３１－８２００まで。

る地域社会を築いていくために「八代

市協働のまちづくり推進条例」が令和

元年８月１日に施行されます。その説

明会が、７月２日（火）に二見コミセ

ンで開催されました。会場には、日奈

久二見校区から約 名の参加がありま

した。

載が予定され
ています。

24

城下町やつしろ

60

日奈久住民自治会

人がほとんどだそうです。特に「非通知」の電 手段として、「ゆめ☆あかり」が
話は要注意。「怪しい」と感じたら必ず相談を。 開催されます。

30

16

24

（６月末現在）

ＪＲＡ近藤所長より目録が今田住
民自治会会長に贈呈されました。
30

24

令和 元 年８月号
（第１２０号）
発行者

電話はいつも留守電にしておけば、相手の声も
録音でき
て未然防
止に役立
つそうで
す。

11

14

20

25

日奈久の人口
31

12

11

痛んでいた舞台袖の板が、新しく付け替
えられました。
18

条文の主な項目は、「総則」「市

民の役割」「市の役割」「協働の推進」

福祉推進協議会だより

高齢者の事故
「私は大丈夫」でしょうか
ふれあい委員研修会
日 火
( ゆ
)め倉庫で校区福祉推進協議

昨年度、高齢者の交通事故死は全体の ％、

齢者、その７割が女性。「私は大丈夫」という

オレオレ詐欺、還付金詐欺も８割以上が高

ルールを守ることが大切ということでした。

い大丈夫」が事故のもと。高齢者こそ一層交通

耳、運動能力などが低下するので、「これぐら

多くが横断中の事故でした。高齢になると、目、

60

10

28

20

40

会 会
(長里木豊氏 主
)催で、高齢者の交通安全・
防犯教室が行われました。

６月
25

20

市民活動政策課や警察の話を真剣
に聞く参加者の皆さん
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(広告欄)

り立つものだと思いました。スタッ
フの大変さ、我々も感謝の気持ちを
強くせねばと感じる今日のスイート

熱戦が続いた！ 町内対抗
無 人 ヘ リに よ る 水稲 防 除
７月下旬～ 月上旬
日奈久営農改善組合
今年も無人ヘリ
コプ タ ーに よ る 水
稲防 除 を実 施 し ま
す。
就 農 者の 高 齢 化

住民自治会の福祉健康人権部会研

来るようにサポートする施設が、地

厳あるその人らしい生活が、継続出

塩南町にある「おれんじ」が該当し

駅のノートから

街角スナップ

山下 弘子

「人権思いやりミニ講座に参加して」

山下町

今や日本全国が抱えている高齢者問

題。特に八代は、三人に一人が高齢者

とのこと。分かっていても改めて言わ

れてみれば、心配になってきます。

私事ですが、私も義母を５年間介護

して百歳で亡くし、続いて主人を半年

介護して亡くしました。私の場合は、

「自分一人が出来る事は限られている」

ということを始めから考えて、周りの

たくさんの人の助けを借りようと思い

ました。

ケアマネージャーさんに相談して、

訪問医、看護師等々本当にたくさんの

人に助けられました。すると、介護す

る方もされる方も、お互いに何かしら

気持ちが優しくなるのを感じます。今、

義母や主人のことを思い浮かべるとき、

自分も間もなく介護される側になる

楽しかった時間しか思い出せません。

ことは分かっていますが、日頃お互い

思いやりの心で過ごせば、年を取って

いくことも、暗い話ばかりではないと

講演を聞きながら思いました。

(広告欄)

暑さを吹き飛ばせ ！
町内対抗野球大会

ソフトバレーボール大会

◆日時 ８月
今年 の 町 内対 抗 ソフ ト バ レー ボ ー ル

コーン収穫祭でした。住民自治会、
日 日
( )雨天中止

アグリさんありがとうございます。

蒸し暑い中、会場は熱気に包まれ、
好プレー珍プレーに歓声が上がりまし

◆試合方法

集合時間 午前７時 分
大会は、７月 日 土
( に
)日奈久中学校
◆会場 日奈久小中学校グラウンド 体育館で開催されました。

なお、売り上げ金の一部は、住民
自治会へ寄付をされました。
トーナメント方式
た。大会関係者及び選手の皆様、大変

と後 継 者不 足 で 、
適期防除等が行われず、病害虫の被
害が年々増加している状況です。
昨年、当組合では、無人ヘリの操
作免許を取得しました。昨年の後半
は、無人ヘリを購入し、当組合で防
除を実施し、事故も無く終了するこ
とが出来ました。今年も安全を期し
て実施していきますので、ご理解と
ご協力をお願い致します。

修会（老人会、婦人会と共催）が、

域包括センターです。日奈久地区は、
催されました。今回は、あさひ園居

研修会となりました。
急速に進む高齢化社会において、
近年大きな問題となっているのが、
高齢者虐待です。虐待には、身体的
虐待、精神的虐待、経済的虐待、世

･

話の放棄 放任なども挙げられます。
これらは介護を一人で背負わされた
場合に起きやすくなり、重大な人権
侵害となります。そうならないよう

参加された方の感想を紹介します。

ます。

名の参加者があり、共に考え合う

うテーマでの講演でした。会場には、

講師に迎え、「高齢者と人権」とい

宅介護支援事業所の澤田美千代氏を

７月

日（木）に、ゆめ倉庫にて開

高齢者と人権 ～住み慣れた地域で暮らし続けるために～

福祉健康人権部会研修会

通りです。

お疲れ様でした。熱戦の結果は、次の

１時間か５イニングス

あいあい

◆主催 日奈久住民自治会

老人クラブだより

ニュースポーツで
和気 藹 々 と
日奈久 老人クラブ では、年に 数
回スポー ツや教養講 座、女性に 人
気の趣味 講座、社会 福祉などを 実
日には、日奈久ゆめ

施しています。
去 る ６月
倉庫にて 、ニュース ポーツを実 施
しました 。室内でで きる楽しく 体
に優しい運動です。競技は和気藹々、
時に歓声 も上がり、 有意義なひ と
時を過ご すことが出 来ました。 校
区内４老 人クラブで は、常時会 員
募集中で す。クラブ に入会して 活
動に参加されませんか。

団体決勝トーナメント１回戦
日奈久中 ０対３ 三中
日奈久中はベスト４

10

激安！
トウモロコシ収穫祭
１袋 ６
(本 で
) ￥ ５０ ０
甘いスイートコーン
６月 日（日曜日）日奈久住民自
治会、（株）日奈久アグリ共催によ
るスイートコーン収穫祭が行われま
した。
曇り日和で好条件の下、２００名

二中

30

女子の光永さんが、５回戦進出
光永さんは、ベスト８
○男子卓球個人戦
武部君 ３回戦進出
東雲君 ２回戦進出
○男子バドミントン個人戦

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

駅のノートにこんな絵が描かれて
いました。日奈久温泉の良さが伝わ
ります。(神戸の方の作品)

日奈久出張所の窓口に展示してある人形は、塩
南町の山口記代様の手作りです。平成24年頃から
季節にあった人形を作成し、展示されています。

を越える参加者たちは、日奈久アグ

リの皆さんが精根傾けて育てた６品

種あまーいスイートコーンを目掛け

て我先に突き進み、次々と袋に詰め

ていました。今回は１袋６本で最大

４袋まででした。
生食で食べても甘い！レンジで１

○野球部
２回戦
日奈久中 ３対

○女子ソフトテニス部
代表団体１回戦
日奈久中 １対２ 七中
一般団体１回戦
日奈久中 ０対３ 一中
○卓球部
女子団体予選リーグ
日奈久中 ３対０ 氷川中

○女子卓球個人戦

大きなトウモロコシに大満足

13

に、高齢者が住み慣れた地域で、尊

澤田氏の講演を真剣に聴く参加者

11

西山君 ３回戦進出

総合優勝 山下町
２位 塩北・新開町
３位 大坪町

女子の部優勝 塩北・新開町
２位 新田町
３位 大坪町、山下町
男子の部優勝 上西町
２位 山下町
３位 大坪町、浜町

収穫を楽しみに沢山の
人が来場。
日奈久中 ０対３ 二中

11

分間チンしたら、更に甘くなります。

中生徒の皆さんは、少人数ながら、
力を合わせて頑張りました。結果は
次の通りです。
○サッカー部
１回戦

･

日奈久 坂本中 ０対４ 三中

ニュースポーツを楽しむ会員の皆さん

やはりイベントは喜ぶ人達がいて成

少人数でも頑張った
八代中体連大会
６月 日（土）と 日（日）に開
23

催されました八代中体連で、日奈久

22

44

日奈久小中学校ＰＴＡ 資源回収のお願い

15

23

資源回収を今年も、下記の日程で実施いたします。地域
の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
◇日 時
８月１８日(日)朝７：００（小雨決行）
◇回収品目 ①ビールびん(大･中･小･２㍑)
②一升びん(茶色・緑色のみ)透明瓶は不可
③ビールケース
④アルミ缶(つぶさない)スチール缶は不可
⑤新聞紙(ぬれているのは回収できません)
※段ボール、雑誌は回収できません。
<お願い>
〇びんやアルミ缶の中は、何も入っていない状態でお願
いいたします。
〇アルミ缶以外の缶は回収できません。
〇回収品は、朝７時までにお出し下さい。
※回収できるときは、朝６時に爆竹を上げま
す。爆竹が上がらないときは中止です。
11
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