日奈久ニュース

おが
まち

令和２年７月豪雨から学ぶもの

人的な被害は無かったものの、川の
「八代市地域防災マップ」がないご家

必要なところを確認しておきましょう。

また、避難場所と危険な場所や改善が

校区周辺）を確認しておきましょう。

日頃から家の周辺を確認しておきましょう
今回の豪雨は、この日奈久にも多大
な爪痕を残しました。
氾濫、護岸の浸食、土砂の流出、土砂

崩れ等様々な事案が報告されています。 庭は、日奈久出張所へご連絡ください。

協力し合って、災害復旧に取り組まれ

このような被害に対して、地域住民が
したので、日々近所の人同士の声掛け

されて助かられたご家庭も多数ありま

ご近所同士で声を掛け合って、避難

をしていきましょう。

たところも見られました。
災 害が発生 した 場合 には 、 各 町内

の市政協力員へ報告後、日奈久出張所

長を通して市へ報告という流れになり

ます。
各町内で迅速な対応ができて、復旧

がスムーズに行われました。どんなと
ころに被害発生の可能性があるのか、
今回の豪雨で明らかになったことでしょ
う。
今回の災害では、防災マップ（ハザー

ドマップ）で指摘されていた所が、被

害に遭われています。そこで、日頃か

ら「八代市地域防災マップ」（日奈久

被災者に寄り添う支援を！

（６月末現在）

俳句、俳画・絵手紙を募集
品の漢字には読み仮名をつける。投

あなたからの応募待っています。
日奈久の活性化を願っ て始めら

れた「 九月 は日奈 久で 山頭 火」 は、 句料は現金書留または小為替で。
①俳画テーマ

･

新型コロナウイルス感染拡大防止の

「山頭火の俳句をもとにした俳画」

今年で 回目となりました。今年は、 【俳画 絵手紙】
観点から、俳句、俳画 絵手紙の募
②絵手紙テーマ

･

集と「 おり や」 の公開 のみ とな り

「日奈久のこんなところがいいな」

こと がで きな い中 で泥 出し をさ れて お ら

婦人会だより
○日赤募金活動では、たくさんの方々
より募金をいただきありがとうござ

住民自治会運営委から

７月 日 水
( 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。

○町内連絡委員会

・坂本町の土砂の置き場として、保寿

寮横の市の広場が決定した。

・日奈久小中学校の夏休みは、８月８

日から８月 日までとなる。

○福祉健康人権部会

・日奈久校区敬老会は、式典は新型コ

ロナ感染防止のため中止。記念品を配

・丑の日の無料入浴は、今年は被災者

○旅館組合

布する。
へお届けしました。

対応のため実施しない。

い ました 。 社 協を 通し て日赤 本部
○日奈久校区婦人会として、今回の

○事務局

倉野副会長を推薦した。

・明るい選挙推進委員校区選出委員に、

豪 雨被災 地へ の救 援物資 とし て、
組程度） を届けました。 ご協

タオル（約１１００枚）、軍手
（

力ありがとうございました。

ています。特に、庭などの手入れを

されたところに、犬の糞が置き去り

にされて、大変困っているという声
近年のペットブームで、犬を連れ

マナーです。お互い気持ちよく暮ら

犬の糞は、飼い主が持ち帰るのが

犬の散歩は
マナーを守って！

て散歩をされている方が増えていま

すために、ペットを飼う上でのマナー

が、多数寄せられています。

す。そのほほえましい姿の一方で、

もしっかり守っていきましょう。

昭和 年 月熊本大学松本雅明教授指導の下で

在八市立博物館に保管されています。

所蔵された貴重なものです。出土したものは、現

管理に努められていた近くの森下氏（当時）が、

たものでした。他の２つは、田の川内古墳の保存

奈久中学校教頭の木戸先生が、田の川内城跡で拾っ

マナー違反によるトラブルも起こっ

馬越町内は、包括支援センターと民生委員、い
きいきサロンの会員の皆さんと話し合い、それぞ
れの自宅で七夕祭りを行うことになりました。
準備として竹竿と色紙を会員に配り、「それぞ
れのアイデアで作ってください。」とお願いしま

馬越町いきいきサロンより

読者の広場 「三密」の中の七夕祭り

す。３個の石斧のうち１個は、昭和 年４月に日

縄目のついた土器（縄文式土器）、石の鏃などで

やじり

おの

で捕れた貝などを食べました。貝塚はその貝殻の

当時、このあたりは海岸の近くで、人々は海辺

るだけになっています。

ら、貝塚の跡と思われる場所に貝殻を見つけられ

内貝塚（千小田貝塚）があります。ただ残念なが

日奈久新田町には 縄
,文時代中期ころ（今からお
よそ５千年ほど前）のものといわれている田の川

日奈 久に は古 代か ら人 が 住 んで い た

日奈久歴史探訪②

０９６５（３８）０２６７

ＴＥＬ・ＦＡＸ

日奈久温泉観光案内所

日奈久ゆめ倉庫内

《送付先》〒８６９ ５
-１３５
八代市日奈久中町５１６

令和２年９月１日～９月 日

【全ての作品の募集期間】

官製はがきに作品を描き応募

③応募方法

「ふるさと」「旅」

ます。皆様からのご応募をお待ちし
ております。
【俳句】
（未発表作品）

①題材 定型でも自由律でも可
②部門
◆一般の部 １組３句まで
（投句料 １組１０００円）
一人２句まで（無料）

◆ジュニアの部（小中学生）
③応募方法
所定の応募用紙またはＡ４用紙に
住所、 氏名、 電 話番号 を明 記。 作

７ 月４日 から 降り 出し た豪 雨は 、 未 曾

れる姿 に、 「 何か自 分た ちに 出来 るこ と

８月の行事から

このあたりから出土したものは、石 斧 ３個、

捨て場所でした。
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「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」

男 1165人
女 1422人
計 2587人
(前月比-14人)
(2009年末3444人)

第 回「九月は日奈久で山頭火」

日奈久の人口

（熊本南部豪雨被害者様限定）

有の 災害を もた らし まし た。 今ま で経 験

はない か。 」 と考え 、 組合員 に呼 びか け

日奈久温泉無料開放！

した ことの ない 雨。 テレ ビで 映し 出さ れ

コプタ ー など で救助 され た方 々が、 ３ ０

て決ま っ たそ うです。 避難所 となっ て い

０人程 度お られ るそ うで す。 車等 の移 動

る球 磨川の 姿に 、 自 然の 猛威 を感 じら れ
本 市坂本 ・二 見地 区を 始め 、 近 隣の 市

手段も ないので 、 １ 日２ 回、 午前 と午 後

る八代 トヨオカ 地建ア リー ナ には、 ヘ リ

町村 は、 大変 な被害 を受 け、 尊い 命を 亡

に無料送迎バスを２～３台出すそうです。

た方も多いことでしょう。

くさ れた方 も多 数お られ まし た。 心か ら

松本会 長は、 「 この 取組は、 皆さ んの 理
解と協 力があっ てで きる ので 、 心 から 感

ご冥 福をお 祈り する と共 に、 １日 も早 い
こ の非常 時に 、 い ち早 く日 奈久 温泉 組

謝したい。」と感慨深げに語られました。

復興を祈念申し上げます。
合は 立ち上が り、 「 無料開放 」 の 支援 を

被災さ れた 方々 には 、 何 より の励 まし と
なるこ とでしょ う。 初日の７ 日は、 ２ ０

日、 ば
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令和２年８月号
（第１３２号）
発行者

０人程 度の利用 があっ た そう です。 現 在

した。会員の皆様は、「とっても楽しみに待って
いました。」と喜んでくださいました。
日本古来の七夕祭りは、子どもたちも大人も心
穏やかになる祭りです。続けていくことが大切で
す。また、会員一人一人の協力は、人と人との結
びつき、人への思いやりの大切さを無心のうちに
つながっていくことだと思います。町内の皆さん
は元気です。コロナに負けるな。

史跡めぐり」

「日奈久町

岡崎雄三

「日奈久の歴史」

中原文敬著

（ 参考 文献 ）

調査行われました。

10

日奈久住民自治会

21

山の日
10日(月)
20

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

大坪町増田睦子様より（亡
父）寛明様の香典返しとし
て日奈久住民自治会に寄付
をいただきました。ありが
とうございました。
35

30

住民自治会関係会議等
12日(水)市政協力員例会
17日(月)運営委員会
21日(金)広報部会
28

道路いっぱいに流出した土砂をみんなで片付け

旅 館組合 長の 松本 啓佑 氏が 、 坂 本町 在

んぺい湯と東湯は、７月 日～７月 日）

始めました。 （ ７ 月７日～ ７月

31

は、毎日１００人程度で推移しています。

31

住の 知人を訪 ねた際、 シャ ワ ー も 浴び る

10
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第１３２号
８月号
令 和 ２ 年 （ 2 02 0 年 ）
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

日奈久住民自治会広報紙

２

おがまち日奈久ニュース

令 和 ２ 年 （ 2 02 0 年 ）

８月号

第１３２号

Ｎo.

日奈久に

いこいの広場

14

くまモンが
やってきた！
Ｎo.
日奈久水産

21

Ｎo.

Ｎo.13 レンガの広場

ばんぺい湯前広場

15

Ｎo.11 日奈久温泉駅

Ｎo.12 日奈久ゆめ倉庫

Ｎo.

Ｎo.37 潮青閣

丸屋商店

22

Ｎo.16 ばんぺい湯足湯
Ｎo.
柳屋旅館

32

Ｎo.

Ｎo.

イベント広場観覧席２

丸山商店

27

18

温泉神社

鏡屋旅館

31

Ｎo.17 温泉神社イベント広場
イベント広場観覧席１

Ｎo.

Ｎo.

Ｎo.
あたらし屋旅館

33

19

温泉神社

Ｎo.25 古民家キッチン 橙

Ｎo.
湯の花

26

Ｎo.36 不知火ホテル

Ｎo.24 松の湯

Ｎo.23 桑原竹細工店
Ｎo.
Ｎo.

温泉神社展望所

20

Ｎo.29 桑庵

Ｎo.28 片山蒲鉾店

浜膳旅館

34

Ｎo.30 金波楼

Ｎo.35 しのはらホテル浜膳

「くまモンをフックとした寄港地の魅力アップ事業」の一環で、観光地日
奈久に来られるお客様のおもてなしとして、２７体のくまモンが設置されま
した。あなたは何体のくまモンを見つけましたか？休日に家族で見つけて回
るのも楽しいですよ。 （写真提供 八代市役所 観光・クルーズ振興課）

八代市第６地域包括支援センター
（おれん
じ）
広告欄

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

日奈久コミュニティセンター 38-2390

