日奈久ニュース
無料開放される温泉施設

「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 ]
案が原案通りに決定されました。
主な役員は、会長に町田謙二氏、
監査に堤辰範氏・桑原哲次郎氏、理

○期日 ８月１日 水
( )
◇温泉旅館 開
(放時間 時～ 時）
あたらし屋、鏡屋、金波楼、寿旅館、
事長に林田智博氏、書記会計に福谷

本祭８月１日
山 海荘、不知 火ホテ ル、 新浜 旅館 、
加奈子氏等が選出されました。

素化し、広告を取りやめること、市
民体育祭参加の手当は例年通りとす
ること等が承認されました。

楽しく汗を流しましょう
町内対抗
ソフトバレーボール大会
◇日時 ７月７日（土）
:集合・抽選
:試合開始
◇会場 日奈久中体育館

◇試合方法
リーグトーナメント方式
男女とも１名まで出場可

◇ふるさと選手について

婦人会だより
日奈久婦人会研修旅行に参加して
林田多美子
５月 日 水
( 、
)会員 名による
「阿蘇復興の旅」に出発しました。私
は初めての婦人会旅行でしたが、天気
に恵まれて有意義な旅行となりました。
阿蘇に入り、熊本地震により崩れた
山肌や田んぼでは、工事中のブルドー
ザーが
あちこ
ちにあ
りまし
た。阿
蘇神社
では、
本殿前
の楼門
の崩壊
を見て、
テレビ
で見た以上の地震のすごさに驚くばか
りでした。
阿蘇道の駅では、「復興途中のため、
買い物はここが一番そろっています」
との説明でした。一部営業の阿蘇ファー

ヘンの世界を味わいました。

帰路は、昨年８月に開通したばか

りの長陽大橋を通りました。民家も

道路もいまだ復興途中で、地震によ

る自然の脅威を知る旅となりました。

《ミニ集会》

日時 ７月 日 水
(）
:～
場所 日奈久コミセン一階

:

内容「本の読み聞かせ、選び方など」

八代市立図書館館長の小出康子さ

んの貴重なお話をお聞きします。子

どもたちの成長に欠かせない本って！

楽しく学べそうです。どなたでも参

加出来ます。ぜひコミセンへおいで

６月の日赤活動資金募集へのご協

ください。
度６の被害状況や仮店舗での復興経緯

では、普段味わうことのできないメル

６月 日に開催された運営委員会の

住民自治会運営委員会から

力、本当にありがとうございました。

ムランドや阿蘇ミツバチ牧場では、震

７日(土)町内対抗ソフトバレー大会
31日(火)丑の湯祭り前夜祭
8月1日(水)丑の湯祭り本祭

などの説明がありました。特に従業員
の方の「働く場所を失わなかった」と
日奈久体育協会

がありました。特別講演として、八代

の言葉が印象的でした。葉祥明美術館

する講座を本年６月に開催すると提案

いるとの報告がありました。

支援の相談要請件数が、年々増加して

市第六地域包括支援センター長より、

◇主催 日奈久住民自治会

42

おが
まち

日
ださい。
新湯旅館、ひらやホテル、柳屋

副会長に西村一夫氏・丸木浩二氏、

《前夜祭》７月 日 火
( )
（雨天時 ゆめ倉庫）

名の出席を得て開

また、本年度から町内対抗各種大
会に２位まで賞状を発行すること、

○日程

○会場 温泉神社イベント広場
◇ばんぺい湯本湯 １階 )
(
時～ 時

及び校区民体育祭のプログラムを簡

６時～

平成 年度
行事計画・予算を決定
日奈久体育協会総会
日奈久体育協会総会は６月
（水）金波楼で

日

日奈久の湯 をお楽 しみ 下さ い。

) ◇東湯

時

: 抽選うちわ販売 一
(枚百円
: ステージイベント

コンサート

やうちブラザーズ
むたゆうじ
: 大抽選会

《本 祭》８月１日 水
( )
（雨天時 神事のみ）
催されました。平成 年度行事報告・
決算報告・
監査報告
・

のあと、
平成
年度役
年

員改選案、
平成

度行事計
画・予算

16

されました。その後、 年度の決算と
に予算案が提案され、審議の結果承認

監査の報告、 年度の事業計画案並び

５月 日 月
( 日
) 奈久
ゆめ倉庫で、市社会福祉

されました。

り、日奈久校区の福祉推進のために尽

とになりました。８年もの長期にわた

長の鏡秀一様が、この度退任されるこ

なお、日奈久校区福祉推進協議会会

協議会副会長徳田武治様
をはじめ 名の方の出席
を得て、平成 年度日奈
久校区福祉推進協議会総
会を開催しました。

ま す。 後 任 の新 会 長に は 、 里木 豊 氏

力されたことに敬意を表したいと思い
で、ふれあい委員による

まず 年度の事業報告
要援護者の見守り並びに

高齢者が住み慣れた地域で「様々な生

続いて、八代市社会福祉協議会より、

現
(日奈久校区長 が
)選出され承認さ
れました。
いきいきサロンの集い等
の活動報告がありました。
年度も継続していくと

活支援を充実」させるため、「生活支
援コーディネーターを配置」し暮らし

同時に、高齢者への防災
意識を高めるための「災

７月の行事から

協議内容の中から、記事にしなかった

主な事柄をお知らせします。

○福祉健康人権部会

日 月
( 日
)奈久中学
校体育館で開催予定。

・敬老会を９月

○企画イベント部会

・「九月は日奈久で山頭火」の準備

を開始。

○事務局

・大型プリンター（ ）を、塩南町

佐藤士郎氏から譲り受けました。

・明るい選挙推進協議会委員に婦人

会長の倉野静香氏を選出。

・ウインズデーを８月 日・ 日に

開催予定。詳しくは次号のおがま ち

日奈久ニュースで。

・日奈久小中学校体育館は７月 日

～８月 日まで工事のために使用 禁

止となります。

日奈久コミュニティーセンター 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

今年もやってきます！「丑の湯祭り」
前夜祭７月

日奈久の夏の風物詩である「丑の
９ : 神事 温泉神社本宮
９ : 神幸行列 温泉街
: 婦人踊り 子
･ ども神輿
ば
(んぺい湯前 )

: 神事後、神輿本宮へ
: 本宮にて神事
本祭請前
上西町

※子ども神輿参加希望の場合は、
塩南町（吉永照義さん ０９０
２５１５ ３８９９）に申し込

20

続けられるよう取り組んでいくとの話

45

15

22 22

害についての備え」と題

30

平 成 30年 ７月 号

福祉推進協議会だより

18 18

湯祭り」が今年もやってきます。
日奈久温泉が発見された日が、土
用の丑の日だったことから始まった
といわれています。
この日に温泉に入ると、千日分の
効き目があるといわれ、各地から観

日 と
) 本祭

光客が訪れ、昔から大変賑わってき
ました。
今 年 の 前 夜祭 ７
(月

年度は、道路及び排 水溝安

んでください。
平成

全対策整備事業 ６
(件 と
)日奈久中学
校特別 支援学級 の整備 事業 と日 奈久

いてお りました が、こ の６ 月か ら新

ＪＲＡの環境整備費を

30 00

29

８
(月１日 の
)日程及び会場は、次の
通りです。皆様お誘いの上おいでく
ウインズ八代が出来てから、
ＲＡは、競馬の開催に起因する

コミセ ンの冷暖 房設備 更新 に約 一千
【お知らせ】

交通の混雑、渋滞等の防止及び

の環境改善を図り、業務の円滑

これ まで日奈 久コミ ュニ ティ セン

百万円の事業が行われます。

な運営を推進することを目的に

ターを 利用され た方々 から 、冷 暖房

排除並びに場外馬券売り場周辺

環境整備事業を行ってこられま
この事業は、地域の要望の中

しいエアコンが、２階研修室（和室）、

の効き 方が弱い とのご 意見 をい ただ

から、事業主体の八代市が、公

調理室 、３階大 会議室 に設 置さ れま

した。

共性の高い事業であると選定し
これには、ウインズ八代から

活用させていただきま

たものに対し補助するものです。 した。工事費の一部は、

半径２キロメートル以内の区域

した。これからはぐっ
けることでしょう。

と快適にご利用いただ

％

内であること、事業費の内

以上を市が負担することなどの
規定があります。

30

11

19

30

10

A2

18

男1229人
女1505人
計2734人
(21年末3444人)

10

10

60

17

日奈久の人口
35

25

（５月末現在）

29

21

29

00 00

住民自治会関係会議等
会場：日奈久コミュニティセンター
13日(金)市政協力員例会
17日(火)運営委員会
19日(木)広報委員会 19:00

21
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日奈久住民自治会
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里木豊氏を選出

新会長に

阿蘇神社で記念撮影

31
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昨年の丑の湯祭りから
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30

20
40 50 00
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７年が経ちました。その間、Ｊ

日本中央競馬会（ＪＲＡ）環境整備事業とは？

31

平成３０年度日奈久校区福祉推進協議会総会開催

第１０７号
平成３０年７月号
おがまち日奈久ニュース
日奈久住民自治会広報紙
１

（広告欄）

団体４位

回交通安全子ども自転車八代地区大会
子どもたちは、５月 日から毎朝、
小学校の体育館で交通安全協会の皆
様の熱心なご指導のもと、実技の練

習を続けてきました。また、放課後

に学校と家庭で学科の勉強をしてき

ました。
個人で４位に入賞した西﨑さんは、

「学科も難しかったです。実技でス

タートするときには、『頑張って』

といわれて練習より緊張したけど、
個人の部で４位になったときは、取
れるとは思っていなかったので、驚
きました。友達や交通指導員の方か
ら『良かったね。』『よくがんばっ

ど様々な方法で情報収集をしましょ

う。熊本地震の際に避難生活をされ

た方も沢山いらっしゃると思います。

長時間狭い所で動かずにいると、エ

コノミー症候群を発症する事があり

ます。その対策をご来賓の北園市議

会議員に教えて頂き、参加者全員で

体をほぐしました。
豪雨災害から命を守るための３つ

の心得は、次の通りです。
１、事前にハザードマップで危険
箇所を確認
２、雨が降り始めたら情報を確認
３、豪雨になる前の早めの避難
昨年、福岡で起こった豪雨災害の
恐ろしさを思い出し、いざというと
きに備えることが大切です。みんな

現在、 農家では 田植 えの
真っ最中 で、 猫の手 も借り
たい状況です。
近年は 、就 農者の 高齢化

と後継者 不足 で担い 手が減

少、さら に兼 業農家 が多く

適期防除 等が 充分に 行われ

ず、病害 虫の 被害が 増えて

いる現状 です 。今回 も無人

ヘリ水稲 防除 は、専 門会社

に依頼し 、実 施する 予定に
なっています。
今年、 当組 合では 、組合

長をはじ め他 の３人 が無人

ヘリの操 作免 許を取 得され

ました。 将来 は組合 で無人

ヘリを購 入し 、適期 防除や

適正散布 に努 めたい という

事でした 。今 年も８ 月から

９月の間 、日 奈久校 区を中

心に無人 ヘリ を使っ た水稲

防除が 行わ れ

ます。 無人 ヘ

リ散布 にご 理

解とご 協力 を

お願い 致し ま

す。

山下町内優勝！
町内対抗卓球大会
６月 日 土
( に
)日奈久小学校体育
館で町内対抗卓球大会が開催されま
した。昨年より２チーム多い８チー
ムの参加でした。４チームずつ２パー
トに分かれてのリーグ戦でスタート
しました。１ダブルス、４シングル
スでの対戦でしたが、好プレー珍プ
レーに歓声が沸き、和気あいあいと
した雰囲気の中、進められました。
その後、順位決定戦が行われ、山下
町が連覇を

お いし い トウ モ ロコ シ 取れ ま した ！
６月 日（金）日奈久住民自治会、
アグリ日奈久の共催によるスイートコー
ンの収穫祭が行われました。
当初は 日の予定でしたが、雨で順
延になり 日になりました。
当日は快晴となり、 名ほどの参加
者がありました。一袋（８本）五百円
と格安でした。
中には「遠くに住んでいる子どもに
送ってやらんば」とか「一度帰って食
べたらおいしかったので、また取りに
来た」と言いながら、張り切って収穫
される方もお
られました。
スイートコー
ンの調理は電
子レンジでラッ
プして、３分
ほどで美味し
く頂けるそう
です。お試し
あれ！

ご注意ください！
不審電話 や訪問買い取り
最近、日奈久では、「古い靴を買
い取ります」「古い布団を買い取り
ます」等の電話がかかっています。
そして、それをきっかけに家に入り
込み、最後は貴金属の買い取りを持
ちかける手口です。

駅 のノ ート から

○北九州から を利用し、昨日は八

代観光後、おれんじ鉄道で日奈久温

泉に。路地裏をゆっくりとツーリズ

ム。温泉に７回も入り大満足。明日

からの活力になりました。

○ 年前日奈久サナトリウムで肺結

核を治癒した思い出の多い町です。

あのときのちくわの味が忘れられず、

玉名から出てきました。ちくわの味

は、益々上々のようでとてもうれしゅ

うございました。

５月 日に「まねだ聖子ショー」
て二日続けて居座り、高齢者の方が

りをします」と男性が二人自宅に来

懐か しい歌声 に会 場も 大盛 り上が

登場と同時に歓声が上がりました。

姿も歌声も松田聖子にそっくりで、

が開催されました。

八代市内では、「貴金属の買い取

大変怖い思いをしたという事案があ

りで した。抽 選会 もあ り最 後まで

日奈久の皆様が、日奈久の魅力や良

員にお知らせくださ

ら、お近くの広報部

街角スナップ

賑わいました。

りました。同じような事案が他の地
被害に遭わないためには、

域でも起こっているそうです。
○はっきり「買い取ってもらうもの
はありません」と断りましょう。
うにしましょう。

○不審な人物は、玄関に入れないよ
○不審電話は、迷わず切りましょう。
不審な電話や訪問などには、警察
への通報も被害を防ぐ大切な方法で
す。みんなで声を掛け合って被害に
遭わないようにしましょう。
に伝え合うような広報活動を行ってい
きたいと思っております。
そのためには、地域の皆様のご理解

ご協力をお願い致します
今年５月から「おがまち日奈久ニュー

とご協力が必要です。今まで同様、今

果たしまし
ス」の広報部長になった山田健二 山
(

た。２位は
竹ノ内町、

を集めるかが、大き

下町 と
後とも宜しくお願い致します。
)申します。
佐藤前広報部長はじめ部員の皆様が、 現在、いかに記事
これまで築いてこられた素晴らしい伝

な課題です。身近な

さを再確認し、郷土日奈久への愛情を

い。

員一同力を合わせて努力していきます。 話題等がありました

統を少しでも継続していけるよう、部

３位が東町
でした。選
手の皆様暑
い中、大変
お疲れ様で
した。

JR

日 奈久 小学 校 健 闘
第

回「交通安全子ど

６月９日（土）八代市総合体育
館で行われた第
も自転車八代地区大会」において、
たね。』と言ってもらってとてもう
れしかったです。」
と喜びを語って

名 が 参 加 し、

また、気象情報や防災行政無線な

う。

緊急の場合の安全・安心を高めましょ

り活動を通して、近所との絆を深め、

家庭で努力しましょう。日頃の見守

した。

世話に なりま

会の皆様にお

交通安全協

人が参加しました。 くれました。

校から

日奈久小学校チームは団体で４位に

入賞しました。
本大会には、八代地区の

６年生を中心に

各校の５人が一チームとなって、学

科試験と実技試験に挑戦し、その合

計点で順位が決定されました。個人
の部で は、 ４位 に西 﨑七 海さ ん ６
(
年 が
)入賞しました。

福祉 推 進 協 議 会 だよ り
校区ふれあい委員研修会

ふれあい委員

防災に ついて 、八代 市危 機

管理課 の方の お話を 聞き ま

した。
最近 は想定 外の大 きな 災

しましょう。

平成30年度巡回健診のご案内
深め、「ありがとう」の気持ちを互い

日奈久コミュニティーセンター 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

23

害 が た び た び 起 き て い ま す。 で声を掛け合って、災害に強い町に
災害へ の備え は、家 具の 配

優勝した山下町チーム

砂防ダム公園のあじさい（塩南町) 満開のブーゲンビリア(中町)

今年４人免許取得！

無人ヘリによる水稲防除

60

盛りあがった
まねだ聖子ショー

26

22

22 20

みんなで頑張りました。
置や飲 料水・ 食品の 備蓄 を

特定健診は、ワンコイン(500円)で受
けられます。健康づくり応援ポイントも
付きます。自分の健康状態を知り、日々の健康作りに
活かしましょう。
○健診日 ：平成30年8月16日(木)
○受付時間：午前7時～8時
○場所 ：日奈久コミュニティセンター
（旧 南部市民センター）
○健診内容・料金
●特定健診
（40～74歳の国民健康保険加入の方） 500円
●高齢者健診（75歳以上の方）
800円
●肺がん・結核検診（40歳以上の方） 300円
●大腸がん検診（40歳以上の方）
500円
●前立腺がん検診（50歳以上の男性） 600円
○申込方法：巡回検診をご希望の方は、電話で事前に
保健センターへ。
○問合せ・申込先
八代市保健センター ３２－７２００
40

14

日奈久営農改善組合
16

40
70
15

緊張しました！

40

６月 日 金
( 、
) ゆ め倉 庫
にて校 区福祉 推進協 議会 ・

災害に強い日奈久をみんなで作りましょう！
梅雨の この時 期心が けた い

57

エコノミー症候群防止は体をほぐして

第１０７号
平成３０年７月号
おがまち日奈久ニュース
日奈久住民自治会広報紙
２

（広告欄）

