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《行政サービス》

宮崎市地域自治区制度の仕組み（イメージ）

地域自治区

連携

連携

《任命》

《委員の選任》
《諮問》

《提言意見》
協働による
地域づくり

地域住民の声を行政に反映させるために設置される、住民に最も身近な行政の付属機関です。地域自治区の住民
参画の場であり、住民の多様な意見の集約と調整を行い、協働による地域づくりの推進役となる組織です。
地域における各種団体の意見を集約し、行政に反映させるため、提言答申を行います。地域協議会の構成員は、

住民の意見に基づいて、市長が地域自治区の住民の中から選任します。

下記の内容について、協議を行いました。

【第４回】11月10日（木）
・平成28年度檍地域自治区地域協議会から市への意見書提出について
・地域創生事業「地域のお宝発掘・発展・発信事業」について
・平成29年度檍地域まちづくり推進委員会の事業への要望について

【第５回】1月23日（月）
・平成28年度檍地域自治区地域協議会から市への意見書提出（報告）について
・檍地域まちづくり推進委員会の平成29年度事業に対する要望書（報告）について
・平成28年度まちづくり推進委員会の事業進捗状況について
・平成29年度まちづくり推進委員会の事業計画概要について
・地域創生事業「地域のお宝発掘・発展・発信事業」について

この事業は、檍地域まちづくりプランの実現を進める事業に対し補助金を交付します。
◎補 助 金 額…毎年度２００万円
◎事 業 期 間…原則３年間（延長あり、期限は平成32年度まで）
◎事 業 対 象…地域協議会が地域魅力発信プランに関連すると認める事業であり、地域の「お宝」の磨き上げや

発信、並びに住みよく誇りと愛着をもった地域づくりに寄与することができると認める事業。
◎事業対象者…５人以上で組織された団体

地域協議会とは

平成28年度檍地域自治区地域協議会開催

檍地域自治区地域協議会では、
地域創生事業「地域のお宝発掘・発展・発信事業」を募集しています

募集期間  平成28年11月21日（月）～平成29年3月21日（火）

【地域事務所・地域センター総合支所】事務所長・事務職員（市長が任命）
○身近な行政サービス（証明書発行等）を提供します。
○地域協議会の事務局として住民の方と協働して地域づくりに取り組み
ます。

地域自治区事務所

【市の付属機関】委員（市長が選任）
○市の施策について地域の意見を市長に提言します。
○地域の課題解決について協議します。

地域協議会

○地域の各種団体や皆さんで組織されています。
○地域の課題解決の事業に取り組んでいます。

地域まちづくり推進委員会

市
　
長

市
　
民

　　　　詳しくは檍地域事務所までお問い合わせください。

※地域協議会は傍観することができます。ご希望の方は
　事務所（檍地域事務所 TEL.28-1111）
　までご連絡下さい。
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地域協議会で協議された市への要望事項をまとめた意見書を、市長

に提出しました。

《意見書の内容》
１．拠点施設兼避難施設の建設の課題
　　地域の拠点施設兼、避難施設である檍公民館の建て替えの施
設整備について

２．拠点施設兼避難施設の整備の課題
　　檍公民館と檍地域事務所の間の土手（法面）の改修を行い駐車場の増設を行う整備について

３．自治会加入促進の課題
　　自治会加入活動への積極的な行政支援について

市への意見書提出

防犯栄誉金章・銀章・
功労団体表彰

第28年度地域環境美化等功労表彰

全国民生委員児童委員連合会会長表彰

宮崎市長表彰

各種表彰の紹介

《金賞》

四　倉　武　夫さん

児  玉  義  光さん

鳥　羽　千　代 さん
（大町区会）

三　浦　一　宏 さん
（寺ノ下自治会）

青葉町交番管内地域安全
推進協議会顧問

受賞おめでとうございます。受賞おめでとうございます。

2016年12月20日（火）

【地域のトピックス】

田代保育園が成和会田代保育学園としてリニューアルしました。
平成28年12月に名前も園舎も新しくなり建物は、地震や津波に対応でき

る構造になっており、災害時には地域の方々約180人が屋外階段から屋上
に避難できるようになっています。園内は人に優しい素材を使用し、障がい
者用のトイレや授乳室も完備しており、理事長・日髙さんの「人の和を大切
にする、共に助け合う・力を培う、心身の調和を図る」の理念想いを感じ取
ることができます。日髙さんは、地域のボランティアにも積極的にも参加さ
れていらっしゃいます。

成和会のシンボルツリーの「げんきのき」は（もみの木）、子どもの成長を表現し、幹や枝、葉が空へと伸びてい
くように「力強く育ってほしい」という願いが込められ、園内で園児たちを見守っています。

　2月11日（土）～12日（日）
の2日間、イオンモール宮崎
で開催された「花の祭典
2017」において、新別府町
在住の生産者・児玉義光さん
のバラが見事金賞を受賞さ
れました。

「花の祭典2017」

平成28年度警察庁及び全国防犯協会連合会

≪永年勤続民生委員児童委員表彰≫
・村　田　智　子さん
・井　上　順　子さん
・中　原　良　治さん

≪民生委員・児童委員永年勤続１５年以上表彰≫
・玉　置　節　子さん
・守　永　泰　雄さん
・廣　田　美佐子さん

《防犯栄誉金章》
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まちづくりの祭典 in あおき事業まちづくりの祭典 in あおき事業
開催日／平成28年11月27日（日）10時～14時30分
場所／宮崎市立　潮見小学校
開催日／平成28年11月27日（日）10時～14時30分
場所／宮崎市立　潮見小学校

　本年度も「笑顔でふれあうたのしい広場」をテーマのもと開催されました。
祭典では、檍地域まちづくり推進委員会の各部会を中心に、地場地産品販売、
ニュースポーツ体験、ふるまい、体育館ではステージ発表などその他いろい
ろなコーナーを設けました。
　雨の中での開催でしたが、とても盛況な祭りとなりました。

　本年度も「笑顔でふれあうたのしい広場」をテーマのもと開催されました。
祭典では、檍地域まちづくり推進委員会の各部会を中心に、地場地産品販売、
ニュースポーツ体験、ふるまい、体育館ではステージ発表などその他いろい
ろなコーナーを設けました。
　雨の中での開催でしたが、とても盛況な祭りとなりました。





福祉部会

地域再生部会
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スポレク部会

●おしゃべりカフェ・体のリフレッシュ
●阿波岐原町自治公民館

　ボクササイズで体をリフレッシュして、グループに分か
れてお茶を飲みながら交流をしました。（保育有）

●お兄ちゃん・お姉ちゃんと遊ぼう
●檍公民館大会議室

　檍中、宮崎中の生徒会を中心に参加。参加した子ども達と
段ボールを使ってのお家つくり。壁に貼った紙にお絵描き等
小さい子どもとの楽しい触れ合いの時間となりました。

  ●実施日　9月21日（水）　　●場所　檍公民館　中会議室
　檍地域人材育成講座「あおき元輝塾」を開催しました。本郷まちづくり

推進委員会会長甲斐様と地域づくり仕掛け人の黒木様をお招きして、「人

はなぜボランティアをするのか」を題材に講話していただきました。

　

保護者のAED体験や、子どもの些細な事故の対応、そして紙芝居を通して勉強することができました。

　雨天のために初めて
室内での開催。かけっ
こ・玉入れ・パン食い
競争など、おじいちゃ
んおばあちゃんの参加
もあり、楽しくほんわ
かとした運動会となり
ました。
　

●思春期の子供を持つ保護者対象の講演会
●中央公民館大会議室

　アメリカのボーイズタウン
の子ども達の再生の為に作
られた「コモンセンスペアレ
ンティング」から、子どもと接
する時の心構えなどを勉強す
ることができました。

7月22日(金）

8月23日（火）

9月16日(金）

●応急手当講習　●檍公民館

子育て支援事業

ふれあい会食会事業 救急医療支援事業

1月27日(金）

     ●開催日/通年
     ●場所/地域内自治公民館

　引きこもりがちな高齢者の地域の
仲間作りや介護予防促進する目的で、
各地区交流の場を作っています。

   ●開催日/通年
   ●場所/地域内の高齢者や障がい者

　高齢者の医療情報等を記入した用紙
を筒に入れて冷蔵庫に保管し、緊急時
に対応できるようにしました。

●チビッコ運動会
●阿波岐原町自治公民館

10月28日(金）

檍地域まちづくり掲示板

檍地域人材育成事業

　地域まちづくり掲示板を設置しました。また設置以外に、以前に設置した
掲示板の利用状況の確認等を行いました。
        【＊設置場所：曽師・曽師北・引土・出来島】

文化部会教育連携部会環境部会地域再生部会 安全対策部会

文化部会教育連携部会環境部会 安全対策部会 スポレク部会 福祉部会



環境部会
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一ツ葉入り江を市民の里浜にする事業

　環境部会の事業の柱は2本です。１つは「一ツ葉入り江を市民の里浜にする」、2つ目は「新別府川・江田
川をきれいにする」事業です。サブとして教育連携部会への協力事業「ひまわり里親プロジェクト」があ
ります。

　「一ッ葉入り江を市民の里浜にする」事業の中心は絶滅危惧種渡り
鳥「コアジサシ保護」活動です。そのための一ツ葉入り江周辺清掃（ご
みの始末）活動に檍中・宮崎中・海洋高・宮崎学園高の皆さんなど
370名の方々が参加して頂きました。また、営巣地整備（除草・貝殻散
布・デコイ設置・侵入禁止お願い柵設置など）には、市民のボランティ
ア・企業の皆さんが多数参加して頂いています。さらに営巣場所の試
みとして入り江に「浮島」を浮かべました（26年度には
68個を産卵、うち14羽が孵化し、２羽が飛び立つ。)
　その他、一ッ葉入り江の干潟はカニや貝類など希少生
物が生息しており、渡り鳥の休憩・餌場となるなど生物
の宝庫ですから、それを市民の方々に知って頂き、親し
み大切に保護して頂くために干潟観察会・野鳥観察会に
取り組んでいます。

新別府川・江田川をきれいにする事業

　「新別府川・江田川をきれいにする」事業では、江田川には
絶滅危惧種のコウホネ・ミズキンバイが生息しています。これ
らの希少植物を保護する活動を、市や県にもご協力をお願いし

ながら取り組んでいます。外来種で希少植物の生育を妨げるオオフサモ・ホテイアオイ除去作業とか、蛍が飛び交う
川辺にするため蛍幼虫飼育や河川への関心啓発を願って川や汽水域の生物を宮大のミニ水族館と合同で展示に取り
組んでいます。
　新別府川の堤防を散歩する方々の心を和ませることを願ってコスモスの播種をしたり、まだ解決してませんが、新別
府川の濁りを何とかするように、地域の皆さんの要請署名を頂いて、数年をかけて県当局に要請をしています。

ひまわりの里親プロジェクト事業
　「ひまわりの里親プロジェクト」事業では、福島から種を取り寄せ、市から中央
公園の敷地を借りて作った花壇で檍中・宮崎中の皆さんが育てたものや、学校や

地域の公民館、部会員の個人宅な
どで育てたひまわりから採取した
種を福島に送り、福島の被災者の
皆さんとの連帯活動に取り組ん
でいます。

文化部会教育連携部会 地域再生部会　安全対策部会 スポレク部会 福祉部会

ひまわり里親事業に参加されませんか
（4月からひまわりの種を配布します。）

す。

里親事業に参加されませんか



教育連携部会 環境部会
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地域と学校の連携事業

未来へつなぐ体験スクール事業

文化部会 地域再生部会　安全対策部会 スポレク部会 福祉部会

　　　　　　　
●檍中学校・宮崎中学校「ひまわり里親プロジェクト」
　環境部会との協働事業です。檍中と宮中の生徒会が共
同で中央公園内の花壇に、福島県にタネを送るためのひ
まわりを植えました。

●宮崎港小学校
　「米作り（稲刈り）」
　５年生の総合学習の授業
で、稲刈りをしました。地域
の農家の方や保護者、まち
づくりの方々と一緒に手作
業で刈りました。

　　　　　　　　●潮見小学校「米作り（稲刈り）」
　５年生の総合学習の授業で、稲刈りをしました。保護
者や地域の方々と一緒
に手作業で刈りました。

　　　　　　　　
●がんばろう「コアジサシプロジェクト」
　環境部会との協働事業です。希少な野鳥「コアジサ
シ」の営巣地である一ツ葉の入り江を清掃しました。
檍中、宮崎中の生徒合わせて260名が参加しました。

　　　　　　　　●檍小学校「防災マップを作ろう」

 4年生の授業で、防災の
専門家（黒岩雄二さん）
から災害時の避難行動
の話を聞きました。

　40名の子ども達が参加しまし
た。災害時に役立つご飯作りや新聞紙スリッパ作りを体
験し、ニュースポーツで世代間交流などを図りました。

　　　　　　　●檍小学校「ふるさと檍を調べよう」
　3年生の授業で、地域の先生（仁田脇義弘さん）に昔
の檍のことや檍小学校の歴史などをたくさん教えて
いただきました。

●檍中・宮中交流事業「檍地域バスツアー」
　古墳、神社、干潟、汚水処理場など檍地域の史跡や
自然、施設をバスで巡り、その体験を元に今後の活動
について話し合いました。

　5年生の総合学習の授業でアイガモ米の田植えをし
ました。地域の農家の
方の指導で、保護者や
地域の方々と一緒に植
えました。

【

6月7日（火）実施

9月5日（月）・6日（火）実施

8月29日（月）実施

5月～8月実施

10月13日（木）実施

10月14日（金）実施

11月13日（日）実施

11月18日（金）実施

11月12日（土）実施

●檍小学校「檍の盆踊り」体験
　３年生の授
業で郷土芸能
「檍の盆踊り」
を文化部会の
皆さんに指導
をしてもらい、
踊り、お囃子、
太鼓などを体験しました。

※地域と学校の連携事業はまだまだたくさんありますが、まちづく
　りの祭典で写真と一緒に発表した内容です。

　　　　　　　●檍北小学校「アイガモ米（田植え）」6月10日（金）実施



文化部会

？？ 2重枠A, B, C, Dを
並べた言葉が答えです。

【ヒント】アメリカの大統領です。 A B C D

環境部会 教育連携部会
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●檍の盆踊り継承活動

＊檍保育園
　夕涼み会/８月
　毎年、練習を重ねてお祭り
を皆で元気に盛り上げます。

＊檍北小学校  盆踊り授業/６月
　本年度は地区の夏祭りに参加して盆踊りを踊ってもらえ
る事を願い４年
生に踊り・唄・
はやし・太鼓の
講習を行いまし
た。

＊檍小学校　３年生の授業/９月
 運動会で盆踊りを取り入れたダンスを披露する
為に、盆踊りすべて（踊り、唄、太鼓、はや
し）を生徒だけで行う為の講習を行
いました。
　運動会では運動場いっぱいに広が
り元気な発表でした。

ＣＤ製作「檍のまつり唄」９月配布

　５月より檍公民館で
練習開始、まつりうた祭
歌の協力により６月市
民文化ホールで収録し、
8月に部会員で試行錯
誤しながら手作りのＣＤを製作しました。9月から各地
域での継承活動（練習、発表）に役立ててもらえるよう
に各団体に配布しています。

　実施日／３月配付予定

　カレンダーを作成する
ために、管内の小中学生
を対象に原画（絵画）を募
集しました。590点の応
募があり、優秀作品受賞
者をまちづくりの祭典inあおきの会場で表彰しました。

地域再生部会　安全対策部会 スポレク部会 福祉部会

檍の文化の継承・発掘・保存事業

あおきのカレンダー制作事業

　　　　楽しい
夏祭り！

檍地区文化祭
でも

　披露され好
評でした。

みんな参加し
て楽しく

　　踊ってく
れたかな。

＊その他の継承指導・協力活動
　・小規模多機能居宅介護センター美波に
     盆踊りの踊り講習…………………………  ８月
　・第30回みやざき民族芸能まつり…………１１月

？

1.歌にもあった白い花 
2.建物にはついてます。空気を入れ替え
たり明かりを取り入れる部分のこと

3.芸能人が聴視者に気に入られる割合
のこと○○○○○アップ！ 

5.農家が暇な時期のこと
7.口づけのことを簡単に
10.「私たち」を英語で何という？ 又は、つらい・悲しいこと 

1.自動車のことを、ひらがなで・・・ 
4.洪水のときに、堤防などに積み上げる土を入れた袋のこと。〇〇〇袋
6.ドイツのことを戦時中に言ったことば〇〇ス・ドイツ
8.虫がさなぎから成虫になること
9.ならわしになったことやしきたりのこと
11.風のことを英語で何と言う？〇〇〇〇・サーフィン

C

D

檍地域の代表的な農産品「コチョウラン」

《タテのカギ》

《ヨコのカギ》

平成29年

3/24（金）
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檍地区社会福祉協議会檍地区社会福祉協議会

檍小学校  　　　9月　9日（金）　未就学児 16名　 小学生13名　 スタッフ 13名

檍北小学校  　　9月13日（火）　未就学児   9名　 小学生13名　 スタッフ 11名

宮崎港小学校   　10月19日（水）　未就学児   6名　 小学生46名　 スタッフ   7名

潮見小学校  　 10月21日（金）　未就学児   9名　 小学生  8名　 スタッフ   8名

宮崎港小学校   　11月　6日（日）　未就学児 14名　 小学生  2名　 スタッフ   12名

～みんなが安心　助け合う福祉のまち　檍～

参観日一時預かり事業

第2回「災害ボランティアセンター檍サテライト」設営・運営訓練　第2回「災害ボランティアセンター檍サテライト」設営・運営訓練　
12月18日（日）10:00～１３：００　潮見小学校体育館

　第2回「災害ボランティアセンター檍サテライト」設営・運営訓練を行いました。スタッフ役はボランティア受付班・
マッチング班・資材送り出し班にわかれ配置につき、自治会・地域住民の方々にボランティア役になり、回ってもらい
ました。101名の参加がありＡＥＤ・応急手当も体験してもらい、最後に潮見自治会・青壮年部の協力でもちつきを
して、みんなでおいしく食べて終了しました。今後も訓練を重ね、いざという時の為に少しでもスムーズに被災者の
ニーズに応えられるように皆様のお力をお借りしたいと思います。今後もみなさんのご参加よろしくお願いします。

　住み慣れた地域で、生きがいを持ち、安心して暮らせるまちづくりを目指すために、住民同士がお

互いに助け合い、支えあって生きていける思いやりのあるやさしい地域づくりが求められています。

　そのために、各種団体、関連機関、地域住民との連携をより深め、住民主体のまちづくり推進の一

環としての福祉活動を推進します。

　住民同士の交流の場、地域団体同士の連携、住民の連帯意識の向上、防災、特に要援護者対策等に

考慮して地域福祉活動を推進してまいります。

子育てボランティアの皆さんが参観日に子どもさんを預かって保護者の皆様にゆっくりと授業
参観して頂く子育て支援事業です。
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ふうせんバレー交流会 １月31日（火）13：30～15：30/宮崎地区交流センター

福祉協力員視察研修会　11月30日（水）

檍地区社会福祉協議会檍地区社会福祉協議会
〒880-0841
宮崎市吉村町江田原甲265-1　檍地域事務所内
TEL・FAX(0985)２０－２１４７
Email:aokisyakyo@miyazaki-catv.ne.jp

賛助会員募集中！！

　福祉協力員が組織化された先進地、住吉地区福祉協力員の活動につい
てや、歴史ある住吉地区社協の説明をしてもらいました。

　午後からはエコクリーンプ
ラザへ行き2班に分かれ係員
の方の説明を聞きながら施
設内を見学してまわりまし
た。福祉協力員52名、役員
8名、合計60名の参加で充実
した研修となりました。　　
　　　　　　　　　　　　
　　

 住吉地区社協による説明　
 （みやざき歴史文化館　研修室）

エコクリーンプラザみやざき見学

愛のご寄付
檍地区社協への愛のご寄付、ありがとうございました。いただきました寄付金は、檍地区の地域
福祉活動に有効に活用させていただきます。

故人のご尊名中のご功績を讃え、深甚なる敬意を表しつつご冥福をお祈りいたします。

お問い合わせは下記事務所まで

（平成28年10月～平成29年1月）

金　丸　文　幸 様【新 別 府地区】（故 金　丸　イチエ 様）
渡　邊　寿　光 様【平 塚 東地区】（故 渡　邊　厚　子 様）
近　藤　久　子 様【阿波岐原地区】（故 近　藤　真　之 様）

●日時／平成29年3月5日（日）
●時間／10：00～14：30
●場所／檍地域事務所・檍公民館

ステージ・グルメ・医療・健康相談コーナー・福祉バザー・体験コーナー・作品展示他。
ご家族、ご近所お誘い合わせの上ご来場下さい。

告知
●●●日日
●●時時
●●場

檍地区健康ふくしまつり　　

第2回ふうせんバレー交流会をみやざきわたぼうし会の協力のもと開催しました。あすなろの里、大塚地区ボ
ランティア会、檍地区老人クラブ連合会、檍北・南地区民生委員児童委員連絡協議会より60名参加し、ルールの
学習会後、交流試合を行いました。
ふうせんバレーを通して障が
いのある人もない人を一緒に楽し
み、交流を深めることができまし
た。
最後にわたぼうし会より修了
書の授与もありました。　　　
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 平成29年1月8日（日）、檍中学校体育
館において、檍地区成人式が開催され
ました。あいにくの雨模様ではありま
したが、ご来賓、恩師、保護者、地域の
方々など多数のご出席があり、参加し
た男性87名、女性83名、計170名の新
成人の皆さんの門出を、みんなでお祝
いしました。新成人の皆さんは、自己実
現や地域貢献のために更に頑張ろう
と決意を新たにしていました。

新成人代表のことば
（河内屋直弥さん、長友侑さん）

意表を突く
学生服姿で登場

〔檍地区社協井野会長〕 〔サブ委員が作成したスライドショー〕 〔恩師からの温かいお祝いの言葉〕 〔２組に分かれて記念撮影〕〔２組に分かれて記念撮影〕

前期主催講座（予定）平成29年度 講座は５月から開講します。詳しくは宮崎市生涯学習課
発行「平成29年度前期公民館講座案内」をご覧ください。

宮崎市立図書館の利用者カードで、檍公民館にある図書の貸し出しができます。また、宮崎市の「ホームページ」
を利用して、宮崎市立図書館及び佐土原図書館の図書を檍公民館で受け取り(金曜日午後)と返却(公民館入口の図
書返却ＢＯＸ)もできます。ぜひご利用ください。詳しくは檍公民館にお問合せください。

檍地区
成人式
檍地区
成人式

❶宮崎の祭り唄
❷生活に役立つスマホ術〔新〕

❸アイシングクッキーづくり〔新〕

❹楽しいハンドメイド〔新〕

❺はじめての色鉛筆画〔新〕
❻エアロでシェイプアップ　
❼楽しくはじめようハワイアンフラ
　　　　　新しい講座がたくさんあります。

♠夏休み子ども毛筆教室
♠アーティストとあそぼう〔新〕
♠親子で作ろう・遊ぼう工作教室
　　

月に一度、様々な内容で5回の講座です。
パン作りや、癒しの音楽のひとときも。

≪成人対象≫

≪子ども・親子対象≫

≪高齢者対象≫

希望荘

三鬼　三島屋変調百物語四之読

コンビニ人間

陸王

ポイズンドーター・ホーリーマザー

危険なビーナス

恋のゴンドラ

坂の途中の家

蜂蜜と遠雷

宮部みゆき

宮部みゆき

村田紗耶香

池井戸　潤

湊　かなえ

東野　圭吾

東野　圭吾

角田　光代

恩田　　陸

海の見える理髪店

天才

かわいいアイシングクッキーAtoZ

自分を操る超集中力

図解　マナー以前の社会人常識

発達障害の僕が輝ける場所をみつけられた理由

はじめての水彩色鉛筆Lesson超初心者編

ハリーポッターと呪いの子

小説 君の名は

萩原　　浩

石原慎太郎

F a r i n a

D a i G o

岩下　宣子

栗原　　類

杉原美由樹

JKローリング

新海　　誠

【檍公民館】　宮崎市吉村町江田原甲265番地1　〔ＴＥＬ28-1138　ＦＡＸ25-9934〕

新刊図書
の

お知らせ

３月に入る
予定です。

檍シルバー大学

ドラ

の家

東

角

♥ ♥

すべて夏休みに実施します。
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　平成29年1月8日（日）新成人男性49名、女性88名計137名の門出をお祝い

しました。今年も感銘を受ける「隼jr.太鼓」の演奏で始まり、新成人への期待を
込めた宮崎市長（代理）、山﨑実行委員会会長による“はなむけの言葉”が続くと、次に若者らしい新成人代表の“誓
いの言葉”や新成人実行委員長の“お礼の言葉”があり、厳かで落ち着いた式典となりまし
た。その後のアトラクションは、一転和やかで温かい雰囲気の中で、中学校時代のスライド
ショー、恩師の先生方の心のこもったお祝いメッセージ、抽選会、恩師の先生方への花束贈
呈などが行われ、笑顔いっぱいで大変盛り上がりました。新成人の今後の成長と活躍を地域
で見守り、応援しましょう。

【新刊図書・成人者向け】市立図書館の図書カードで10冊まで2週間借りることができます。

【新刊図書・子ども向け】おもしろく楽しい本がいっぱい！　借りにきてね。　

宮崎地区成人式

交流センター利用に関するＱ＆Ａ（よくある電話質問から）

●図書室〔個人で誰でも利用可。貸し出しには図書カードが必要。〕●学習室・調理室・和室・ホール〔個人での利
用は不可。条件を満たす団体のみ利用可。ただしホールは、土曜日の日中や平日16：00～16：50登録すれば小中高

生の誰でも利用可、日曜日は保護者同伴で可。〕●ミーティングルーム〔地域の自治会等の利用だけ可。〕●高齢者
ふれ合い室〔登録すれば60歳以上の誰でも利用可。〕●遊戯室〔未就学児と保護者なら誰でも利用可。〕

Ｑ. 交流センターは誰でも使えますか？

Ａ. 基本的には誰でも使えますが、利用する部屋によって制限や決まりがあります。

「火付盗賊改」の正体（丹野顕）

老衰死大切な身内の穏やかな最後のために（NHK取材班）

老人ホームをテストする（岡田浩一郎・岡田浩子）

ここまで変わった日本史教科書（吉川弘文館）

反社会品（久坂部羊）

地球はもう温暖化していない（深井有）

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

籠の鸚鵡（辻原登）

コンビニ人間（村田沙耶香）

21世紀の戦争論（半藤一利・佐藤優）

我が詩的自伝（吉増剛造）

帰郷（浅田次郎）

でんしゃでいこう　でんしゃでかえろう（間瀬なおたか）

世界で一番貧しい大統領のスピーチ（くさばよしみ）

なわとびしましょ（長谷川義史）

きょうのおやつは（わたなべちなつ）

あっちゃんあがつく（さいとうしのぶ）

おしりたんてい　ふめつのせっとうだん（トロル）

おしりたんてい　やみにきえるきょじん（トロル）

ぼげちゃん（やぎ　たみこ）

綱渡りの男（モーディカイ・ガースティン）

君の名は。（新海誠）



《窓口業務》月～金曜日　8時30分～17時15分　※土、日、祝休日、年末年始はお休み。　【TEL：28 - 1 111】

詳しくは、宮崎市のホームページやNTT西日本タウンページ内の「宮崎市暮らしの便利帳」にも掲載があります。

編集・発行

★地域事務所で 証明書 を発行しています。

檍地域事務所に回収ボックスを設置しています。檍地域事務所に回収ボックスを設置しています。

皆さまの声をおまちしています！

檍地域まちづくり推進委員会

●デジタルカメラ
●ビデオカメラ
●ポータブル音楽プレーヤー
●ポータブルDVDプレーヤー
●携帯用ラジオ
●携帯用テレビ
●小型ゲーム機
●電子辞書
●電卓
●電子体温計
●電子時計及び電気時計
●電気機器付属品
　（ACアダプター、充電機器、コードケーブル類）等

●電動ハブラシ
●電話機
●ファクシミリ
●HDD
●リモコン
●携帯電話
●ヘッドホン
●イヤホン
●補聴器
●万歩計
●USBメモリ

その他合計40品目

※回収ボックスの投入口
　（25センチ×10センチ）
　に入るものに限ります。

〒880-0841  宮崎市吉村町江田原甲265-1　《TEL0985-28-0101・FAX0985-83-0050》
E-mail:aoki-machi@miyazaki-catv.ne.jp

使用済小型家電回収ボックス

「廃食用油回収ボックス」

乾電池回収ボックスは檍公民
館、宮崎地区交流センターに
あります。

家庭から出る使用済みのてんぷら油や、
賞味期限切れの食用油で、植物性のもの。

ヤマダ電機● ●宮崎市郡
　医師会病院

檍北小●
阿波岐原交番●

●イオンモール
　宮崎

●宮崎善仁会病院

●中央市場

宮崎港小
●

●宮崎海洋高校●宮崎海洋高校
潮見小●

万代ホーム●
一の宮
交　番

●
宮崎中

宮崎学園●宮崎学園●

●宮崎科学技術館
　●中央公民館
●宮崎科学技術館
　●中央公民館

●日向学院
檍児童センター檍児童センター
●

●檍小

青葉町交番●

東分署●

　フェニックス
●ガーデン

コープ●

●

N

駅
崎
宮

檍橋

坂元橋

浮之城橋
●檍中
●
●

新別府川新別府川

檍公民館

檍地域事務所

宮崎地区
交流センター

地 図

家庭から出る使用済みのてんぷら油や家庭から出る使用済みのてんぷら油や

交付の際には
本人確認を
行ってます。

●住民票の写し、住民票の記載事項証明書
●市税に関する諸証明書（所得証明書等）　●戸籍謄本・戸籍抄本等
●印鑑登録証明書

●身分証明書　　●健 康 手 帳
●はり・きゅう・あんま施設利用者証 （国民健康保険、後期高齢者保険医療加入者が対象）

（印鑑登録番号証書もしくは有効期限内の住基（市民）カード、個人番号カードと暗証番号が必要です）

※市税の証明の一部は市民課のみの発行となることがあります。
※代理の場合、本人からの委任状が必要になることがあります。事前にお問い合わせ下さい。
※届出業務、市税等の申告や納税はできません。

●

し ぇ こ ぱ ん

記念すべき第１号の方は、宮崎の忍者で有名な青木直幹さん（52歳）
です。日頃は奥様とともに地域の方々に親しまれるアットホームな雰囲
気のお好み焼屋さんを営まれています。
そんな直幹さん、実は全国でも4位に入るほ

どの手裏剣の腕前をもつ「忍者」でもあるのです。
元々、格闘技が大好きで、30代の頃の手裏剣

の先生との出会いがきっかけで忍者に魅了され
るようになりました。
今年も、忍者の里、三重県伊賀で開催されてい

る大会に参加されるとのことで、日々時間を見つ
けては修行に精を出していらっしゃいます。
近所の子供たちからも「忍者だ！」と親しまれている直幹さん、「集中

力が鍛えられるし、誰にでも気軽に始めることのできる『手裏剣』を少し
でも宮崎で広めていきたい！」と普及活動にも積極的に取り組んでい
らっしゃいます。
詳しいお問い合わせは・・・【Chez.copain】ＴＥＬ：0985-38-8795

あ お き 人 1no. 今回号より地域の話題の人を紹介していきます。

青木直幹さん
あお　き　なおもと


