
Contents

檍地域まちづくり推進委員会広報誌 あおき
年２回発行

広報「あおき」は「地域コミュニティ活動交付金」を活用して発行しています

第13号
2018.MAR

檍地域まちづくり推進委員会  

檍地区社会福祉協議会

P10檍公民館

P11宮崎地区交流センター

P12～13

檍地域事務所 P14
 

P8～9檍地域自治区地域協議会

平成３０年３月発行

「防災かまど」

 P2～7



02 檍地域まちづくり推進委員会檍地域まちづくり推進委員会

開催日：平成２９年１２月３日（日）１０時～１４時３０分
場　所：檍地域事務所周辺及び宮崎市消防局　北消防署　東分署

　当日は、お天気にも恵まれ、場所も２か所での開催となり、檍
地域まちづくり推進委員会員や中学生・高校生・地域のきずなプ
ロジェクトのボランティア協力もあり、素晴らしい祭典となりま
した。
　また、「檍・生目地区交流事業」の一環として、生目地域の農産
品を使用したみそ汁のふるまいや販売もあり、大盛況でした。

～１４時３０分～１４
北北北北消防消防消防消消消 署署署　東分東分東分署署北北北北消消消消消消防防防署署署 東東東分分分署署署

まちづくりの祭典 in あおき事業
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　地域での防災

リーダー育成と意

識向上を目的にし

た防災ミーティン

グを開催しました。

① 図上訓練（ＤＩＧ）　Ｈ29年8月18日(金)

 　宮崎地区交流センター

②避難所運営訓練（ＨＵＧ）　Ｈ29年8月21日(月)　

 　檍公民館中会議室

☆防災かまど活用　平成29年8月22日(火)　宮城県

山元町中学生と檍中・宮崎中生徒たちが、防災かま

どを活用して檍の地どれ食材でピザ作りを行い交

流しました。

　隊員更新・新規

隊員を募集し、組

織拡大を図りまし

た。総会・講習会

を平成29年9月

22日(金)開催。

　一の宮交番管内・阿波岐原交番管内の地域内を犯

罪防止、青少年の健全育成に努めることを目的にパト

ロールを実施しました。

　備蓄場所／檍地域事務所・檍小

学校・檍北小学校・宮崎港小学校・

潮見小学校・小戸町二区自治会の

合計６ヶ所に災害時の初期対応用と

して非常食を備蓄しています。今年度は期限切れが近

い非常食の入れ替えを檍地域事務所・潮見小学校で行

いました。

　地域の事故防止や災害・防犯
への意識向上を図る表示設置を
行っています。

　救急時に備えて、小児向け・成人向けに地域の方々を
対象としたＡＥＤ操作を含む応急手当講習を出前講座
で開催しました。リトルアン（人形）・ＡＥＤデモ機の貸し
出しもやっています。

●日時：平成29年9月10日(日)9:00～
●場所：阿波岐原森林公園→サンマリーナ宮崎→サンビーチ一ツ葉

 →みやざき臨海公園内を周遊(約6キロ)

今年度は、ファミリー＆初心者向けの安全で優しいコースにしまし

た。今までの半分の距離で、みやざき臨海公園内のマリーナや一ツ葉

ビーチを眺めながら、のんび

り、ゆっくりサイクリングを楽しみました。昨年度より参加者も多く、特に

親子での参加が23組あったことで、和気あいあいと賑やかで楽しい「ふ

れあいサイクリング大会」となりました。

●日時：平成29年10月29日(日)9：00～
●場所：宮崎中央公園芝生広場

　　　　※台風接近の為、中止

安全対策部会 スポレク部会 福祉部会 地域再生部会 環境部会 文化部会教育連携部会

スポレク部会 福祉部会 地域再生部会 環境部会 文化部会 安全対策部会教育連携部会

●日時：平成30年1月28日(日)9：00～
●場所：サンビーチ一ツ葉→花のパークウェイ 

（約6キロ）  ※雨天の為、中止

防災訓練事業 備蓄非常食購入事業

地域安全表示事業

応急手当講習事業青色パトロール事業

ふれあいサイクリング大会

グラウンドゴルフ大会 歩こう会
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スポレク部会 福祉部会地域再生部会 環境部会 文化部会 安全対策部会教育連携部会

安全対策部会

子育て支援事業

ふれあい会食会事業 救急医療支援事業

★おしゃべりカフェ＆応急手当講習会
　　●日時：７月２１日（金）１０：００～１１：３０
　　●場所：阿波岐原町自治公民館

　女性消防団（３名）による、
AEDを使ったミニ応急手当講
座など、実習を行いました。
　終了後、参加者全員で意見交
換のおしゃべり会を行い、ストレ

スを発散し、気持ちもリフレッシュしました。

★お兄ちゃん、お姉ちゃんと遊ぼう
　　●日時：８月２５日（金）
　　●場所：檍中学校武道館
　檍中学校生徒会を中心に
たくさんの生徒に参加して
もらい、小さな子供たちと一
緒に段ボールで、家や乗り物
などを作ったり、ボールやお
手玉、折り紙などで楽しく遊
んで触れ合い、お互いに貴重
な体験でした。

★チビッ子運動会
　　●日時：１０月２７日（金）
　　●場所：阿波岐原町
　　　　自治公民館
公民館広場で開始間も

なく降り出した雨！！ 今回もまた室内での運動会となりま
したが、赤団・青団に分かれて楽しい思い出作りができま
した。

★思春期の子供を持つ保護者向けの研修会
　　●日時：平成３０年１月２６日（金）
　　●場所：檍公民館
　テーマ「子供や孫と、もっと楽しくコミュニケーション」
　宮崎市政出前講座を利用して、〝人間関係アプローチ宮崎
きらきら〟の甲斐恵美さまに講話していただき、子供と
信頼関係を築くコミュニケーションの取り方を体験しなが
ら勉強しました。

今年度も、地域まちづくり
掲示板を４台設置し、10月中
旬に自治会に管理を委託しま
した。
また設置以外に、以前に設

置した掲示板の利活用状況等
の確認を10月迄に行い、調査結果を「まちづくりの祭典
inあおき」で展示報告しました。

【設置場所：北中、大町、平塚西、浮之城】

　檍地域人材育成講座「パソ

コン初心者講習会」を８月か

ら４回、檍地域まちづくり推

進委員会の部会員を対象に

開催しました。

　講座は、Word、Excelの操作から始まり、ウイルス対

策から保護する方法について行なわれ、各回数名が受講

されました。受講者の方々、お疲れ様でした。

スポレク部会福祉部会 地域再生部会 環境部会 文化部会教育連携部会

●日時：通年
●場所：檍地域自治区管内の

 自治公民館等
　70歳以上の方を対象に、交流
の場を作るとともに、仲間づく

りを行い、健康診断の啓発や介護
予防の促進をしてもらう目的で、各
地区にて実施しました。
　毎年、開催されておりますので
是非ご参加ください。

●日時：通年
●場所：檍地域自治区管内

　地域内の高齢者や障がい者の方の万
一の救急時に備え、医療情報不足による初期対応に遅れ
が出ないよう個人ごとに医療情報等を記入した用紙を入
れた「救急医療情報キット」を冷蔵庫に保管し、対応できる
ようにしました。
※ご希望の方は、まちづくり推進委員会及び民生委員児童
委員へおたずねください

地域まちづくり掲示板設置事業 檍地域人材育成事業
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環境部会 福祉部会 地域再生部会文化部会教育連携部会 安全対策部会 スポレク部会

　コアジサシの保護活動のための砂嘴整備に今年も多くの子

どもを含む市民・企業社員の皆さんに参加頂きました。浮島

設置を今年は一基にしました。浮島に営巣が集中して砂嘴で

の営巣を妨げるのを防ぎたいと考えたからですが、残念なが

ら今年もカラスの害でどちらも期待が潰されました。しかし

コアジサシ保護の目標をもって一ツ葉入り江清掃に４７５名

もの檍中・宮中・宮崎学園・海洋高校生徒の皆さんが集まって

くれました。環境保護活動としては整備や清掃に多くの子ど

もや生徒・市民の参加を頂いたことは大きな成果でした。ま

た初の試みとして、県の了解を受け、浮島を渡り鳥の休憩場と

して年間を通して残して置くようにしました。いろいろな鳥の

利用が見られます。

　例年実施している「干潟観察会」は109名（スタッフ20名）の参加を得て、多くの子ども達の楽しそうな笑顔を見るこ

とが出来ました。　

　江田川上流の市管轄域では市
土木課、県管轄域の江田川下流域と
新別府川では県土木事務所の助力を
得、絶滅危惧種コウホネ・ミズキンバイ・
テツホシダの保護・堤防の雑草刈り、外来種
オオフサモの徹底的駆除、堤防に自生した雑
木除去に取り組みました。「ホタルの飼育・放流」の取り組みは親ホタルの確保
が困難だったこともあり、飼育数を大きく減少させました。事務所近辺の新別府

川堤防の彼岸花は過去の取り組みが実って今年は沢山の花を咲かせ、散歩する市民の目を楽しませることが出来まし
た。河川の水質検査は、川の流域ごとに統計資料をまとめ「まちづくり祭典inあおき」で発表しました。「不思議発見江田
川散策」はこども23名を含む61名の参加者を得、冬
の江田川堤防を散策してふるさとの川の豊かさを体
感しました。
また、「ミニ水族館」の継続の意味で、江田川の魚類等
を採取して檍北小に水槽展示して児童の皆さんに喜
ばれました。新別府川の濁りについては県と対策に
ついて話し合い続行中です。

　檍公民館下の進入路法面下部を花壇整備し

コスモスの花を賑やかに咲かせるとともに、

地域住民の一部の方々に種を提供して自宅に

コスモスを咲かせて頂きました。もっと広げ

ることが出来ればと願っています。「ひまわり

里親プロジェクト」は檍・宮中生徒の積極的取

組と部会員の精力的努力で沢山のひまわりの

種を収穫することが出来ました。2018年の３・11には19キロを上回って福島に届けることが出来そうです。

　活動の柱は昨年に継続して、１.一ツ葉入り江を市民の里浜にする、 ２.新別府川・江田川をきれいにする、  
３.花いっぱい運動（教育連携部会と共同して「ひまわりの里親活動」を含む）に取り組みました。

「一ツ葉入り江を市民の里浜にする」取り組み

「新別府川・江田川をきれいにする」活動

「花いっぱい運動」

サ　シ
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●檍中学校・宮崎中学校「ひまわり里親プロジェクト」

　宮崎中央公園内の花壇に、檍中と宮中の生徒会が共同
で、福島県にタネを送るためのひまわりの種を植えまし
た。今年はたくさんの花が咲きました。

                                ●宮崎港小学校「大豆の種植え」
　５年生の総合学習「発酵食品について学ぼう」の授業で、
大豆の成長を観察し収穫後、
味噌を作る計画をしました
が、天候不順のため、育成が
うまくいかず収穫までいたり
ませんでした。

●檍小学校「檍の盆踊り」体験

　３年生「檍について学ぼう」授業の一環で、郷土芸能「檍
の盆踊り」を体験しました。文化部会の皆さんの指導のも
と、踊り、お囃子、太鼓などを行いました。

●中学校交流事業「檍地域バスツアー」
　檍中学校と宮崎中
学校の生徒が、古墳
や神社など檍地域の
史跡や名所をバスで
巡って見学し、宮崎
市文化財課の方より
発掘品や古地図など
の説明を受けて勉強
しました。

スポレク部会 福祉部会 地域再生部会 環境部会文化部会教育連携部会

【5月～8月実施】

宮城県山元町の中学生と檍地域中学校
の交流事業 【8月17日（木）実施】

【11月11日（土）実施】

【5月19日（金）実施】

【6月26日（月）・7月5日（水）実施】

【8月28日（月）実施】

【10月13日（金）実施】

【11月13日（月）実施】

●檍北小学校 
「アイガモ米作り」
　５年生の総合学
習の授業で、米作り
体験をしました。地
域の農家の方や保護者、
環境部会員の方々と一緒に行いました。

●「コアジサシプロジェクト」
　希少な野鳥「コアジサシ」の
営巣地である一ツ葉の入り江
を市民一斉清掃に合わせて行
いました。今年は、檍中学校、
宮崎中学校、宮
崎海洋高校、宮
崎学園高校が
参加してくれま
した。

※地域と学校の
連携事業のイ
ベントは、他に
もまだたくさ
んあります。

　東日本大震災で津
波の被害にあった宮
城県山元町の中学生
と檍中学校、宮崎中
学校の生徒が、地域事
務所に設置した防災
かまどを使い、ピザ
作りなどの交流を
行って、防災に関する
意見交換をしました。

　災害時に役
立つご飯作りや
新聞紙でスリッ
パ作りを体験
し、スポレク部
会の皆さんにニュース
ポーツを教えていただ
いて、楽しい学びの時間
を過ごしました。多くの
子ども達や保護者が参
加してくれました。

安全対策部会

地域と学校の連携事業

未来へつなぐ体験スクール事業



07檍地域まちづくり推進委員会檍地域まちづくり推進委員会

E

スポレク部会 福祉部会 地域再生部会 環境部会文化部会 教育連携部会安全対策部会

檍の文化の継承・発掘・保存事業

※なお賞品を事務局まで取りに来られる事が出来る方に限らせていただきます。

災害を防ぐために結成された組織
で、檍地域にも自主〇〇〇〇〇〇が
36団体結成されています

車・船・機械などを動かすこと

口の奥の、食道・気管に通じるところ

写真機や撮影機のこと

あちらの反対語

相手の言うままになること

高く細長くそびえる建造物。また、
中国の王朝のこと

深みのある味のこと。

様子やすがた、かたち、おもむきの
こと

文字や絵画などの模範となる本、
また見習うべきもの

国会・地域議会などの合議制の機関
を構成し議決権を持つ人

生まれた子を初めて入浴させること

1.

5.

7.

9.

10.

11.

14.

15.

16.

18.

20.

21.

1.

2.

3.

4.

5.

8.

10.

12.

13.

15.

17.

19.

火災を予防すること。

人の意思によらず、幸いや不幸を与
える力

檍地区社協も災害時を想定して実
施しています。〇〇〇〇〇訓練

陽気の反対〇〇気

生命のこと。

薬品のこと。英語で。

狐と狸のこと。人をだますもの。

評判の高いこと。〇〇〇の医者

江戸時代の頓所地震で、津波を蹴っ
て追い返した一ツ葉稲荷神社に祀
られている動物

褐藻類の海藻のひとつ。

音楽・歌などに合せて、さまざまな
身振りをすること

法律・おきて・定めや手段のこと

A B C D E F Ｇ

A

E

C F

D

B

G

ヒント:地域事務所の駐車場にある非常時のための炊飯設備です！   

2重枠A・B・C・D・E・F・Ｇを
並べた言葉が答えです。

　
　檍の盆踊りの継承活動として、保育園・小学校や地
域団体へ「檍の盆踊り」の指導を檍公民館自主グルー
プ「祭歌」の協力を得て実施しました。
☆檍 保 育 所   ６月に３回指導に出向き、７月の保育園
の盆踊り大会に部会で参加。
☆檍北小学校  ６月２６日（月）体育館で４年生に、５・６
時間目の授業で指導を実施。 
☆檍 小 学 校  ７月５日（水）３年生に授業で指導を実施。
10月の運動会で唄・太鼓・お囃子も含めすべて３年生
で発表

　檍地域の名所・旧跡・観光地等を「檍のお宝」として

選考し、それを基にカレンダー制作を行いました。「檍
のお宝」の所在地をイラストにした地図を下地にして、
平成３０年４月から平成３１年３月の期間で制作して
おり、この会報をご覧になっている時期（３月）には完
成します。
　ご希望の方は、まちづくり
事務局（地域事務所）で随時
配布していますのでご利用
ください。
   

あおきのカレンダー製作事業

1 2 3 4 5

6 7 8

9 10

11 12

13 14 15　

17 18 19

20 21

（金）20183/23

ボランティア募集!! ◇関心のある部会にふるってご応募ください。
◇地域を生き生きとするためのアイデアも歓迎します。

応募締切

【宮崎市教育委員会文化財課　井田様を招いての勉強会】【宮崎市教育委員会文化財課　井田様を招いての勉強会】
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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

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。
協議会委員は地域内に居住する方で、自治会や子ども会、老人クラブなどの地域団体から推薦された
委員と公募による委員で構成されており、地域の課題解決や市の施策に対する提言、行政に反映させる
ための提言答申を行います。

地 域 協 議 会 は

【第３回】９月１３日（水）

【第４回】１１月７日（火）

【第５回】１月１７日（水）

平成29年度檍地域自治区地域協議会開催
下記の内容について、協議を行いました。

（１）檍地域自治区地域協議会　専任委員会について　
（２）その他　

・避難場所等の整備補助について
・宮崎市ホームページへの掲載について　
・檍地域まちづくり推進委員会から地域協議会委員への選出について

（１）平成２９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
（２）地域の課題アンケートについて
（３）平成３０年度まちづくり推進委員会事業への要望について
（４）各専任委員会の活動状況報告

（１）地域コミュニティ課から地域協議会委員へのアンケートについて

（２）檍地域まちづくり推進委員会の平成30年度事業に対する要望書について（報告）

（３）平成29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

（４）平成29年度檍地域まちづくり推進委員会の事業進捗状況について

（５）各専任委員会の活動状況報告

（６）その他…宮崎市地域コミュニティ活動交付金の使途の見直しについて



09檍地域自治区地域協議会檍地域自治区地域協議会

地域協議会専任委員会を９月に立ち上げる。
地域協議会の機能強化と活発な活動の推進のため４つの専任委員会を設置し、４委員会に地域協議会委員

が専任として所属して課題解決にあたる活動を始めました。

●まち推連携委員会　５名　

・地域協議会と地域まちづくり推進委員会の連携の推進を行い、地域まちづくりプランを基盤に住みよ

い檍地域、まちづくりを進めます。

●お宝事業推進委員会　５名　

　・お宝事業への支援を行い地域まちづくりプランを側面から推し進めます。

●総合庁舎建設委員会　６名（うち兼務１名）

・檍公民館の移設による建替を複合施設（公民館、地域事務所、まちづくり推進委員会、地区社協、災

害拠点施設、及び住民が有効に活用できる施設）として建設するための活動を行い、地域住民活動の

充実と安全な地域づくり、実りある住民の生活が可能となる地域を目指します。

●地域の課題専任委員会　５名　

・地域住民・地域団体の課題、地域の課題を解決するための方策を検討し、関係団体との調整を行い、

解決困難案件を市への意見書に盛り込み行政の支援を促します。

各種表彰の紹介

　現在、宮崎駅東通線は西中工区を始め全線開通に向けた工事が行われ
ている中、平成29年11月2日（木）市長をはじめ関係各部長と共に期成
同盟会役員が国土交通省にて要望活動を行いました。
　「宮崎駅通線」は宮崎駅と宮崎港を結ぶ東西都市軸に位置づけされた
幹線道路であるとともに、南海トラフ地震時の避難路及び緊急輸送道路
としても早期完工が望まれるところです。
　また、本路線を整備することで通学児童や自転車を利用する方の通
勤・通学者の安全確保が期待されています。

宮崎駅東通線建設促進期成同盟会が国土交通省ならびに県選出の国会議員を訪問、要望活動を行いました！

【地域のトピックス】

地域環境美化等功績表彰
　平成29年度地域環境美化等功績表彰に寺ノ下自治会の山
床勝さん、小倉久雄さんが表彰されました。

受賞
おめでとう
ございます。

自治会に加入しましょう！

【山床　勝（寺ノ下自治会）】

【小倉　久雄（寺ノ下自治会）】
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【２組に分かれて記念撮影】 【２組に分かれて記念撮影】 

【恩師からの温かいお祝いの言葉】【恩師からの温かいお祝いの言葉】新成人代表のことば野中檍中同窓会
【津輪元和夫さん】    　 【清山愛華さん】黒潮会会長の祝辞

　　　　　　

新成人代表のことば野中檍中同窓会
【津輪元和夫さん】    　 【清山愛華さん】黒潮会会長の祝辞

　　　　　　

新成人代表のことば野中檍中同窓会
【津輪元和夫さん】    　 【清山愛華さん】黒潮会会長の祝辞

　　　　　　

平成30年度前期主催講座（予定）

ナミヤ雑貨店の奇蹟

九十歳。何がめでたい

忘れられた巨人

わたしを離さないで

本所おけら長屋

神様の御用人

キラキラ共和国

サラバ！上中下

コーヒーが冷めないうちに

居酒屋ぼったくり

東 野 圭 吾

佐 藤 愛 子

カズオ・イシグロ

カズオ・イシグロ

畠 山 健 二

浅 葉 な つ

小 川 糸

西 加 奈 子

川 口 俊 和

秋 川 滝 美

伊 坂 幸 太 郎

佐 野 よ る

宮 部 み ゆ き

田 中 経 一

平 尾 恵 子

ヨシタケシンスケ

村 田 吉 弘

な か や み わ

大 野 正 人

若 林 正 恭

神田圭一/菊地良

ホワイトラビット

君の膵臓をたべたい

この世の春　上下

ラストレシピ-麒麟の舌の記憶

友情‐平尾誠二と山中伸弥「最後の１年」

ヨチヨチ父

割合で覚える和の基本

どんぐりむらのだいくさん

日本のふしぎ　なぜ？どうして？

完全版社会人大学人見知り学部卒業見込

もし文豪たちがカップ焼きそばの作り方を書いたら

12月に入りま
した。順番待ち
のものもありま
す。ご確認くだ
さい。

新刊図書
案　　内

前期新刊本もあります。
予約もどうぞ

檍公民館にある図書の貸し出しについてお知らせ　宮崎市立図書館利用者カードでできます。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ＢＯ
Ｘ)もできます。ぜひご利用ください。

檍地区成人式

檍 公 民 館
平成30年１月７日（日）　　　　　　　　　
檍中学校体育館

【サブ委員のメンバー】 【サブ委員のメンバー】 

【記念撮影場所とインスタパネル】 【記念撮影場所とインスタパネル】 

❶宮崎の祭り唄
❷生活に役立つスマホ術
❸アイシングクッキーづくり
❹社交ダンス入門
❺はじめての色鉛筆画
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

《高齢者対象》檍シルバー大学

《子ども・親子対象》

《成人対象》

　ご来賓、恩師、保護者、地域の方々など多数のご出席をいただき、檍地区成人式が開催されました。参加した男性
９２名、女性１１０名、計２０２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、大人と
しての決意を新たにしていました。地域の皆さまの御協力ありがとうございました。

♣毎週月曜日、様々な内容で５回。癒しの音楽
のひととき、健康学習、歴史学習、ヨガやパン
作りの講座を行います。

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３０年度前期公民
館講座案内」をご覧ください。

♠ 夏休み子ども毛筆教室
♠ 親子で作ろう・遊ぼう工作教室
♣すべて夏休みに実施します。

あつまる   まなぶ  つなぐ

【檍 公 民 館】宮崎市吉村町江田原甲265番地１ 〈ＴＥＬ28-1138　ＦＡＸ25-9934〉



　〈児童向け〉　

11宮崎地区交流センター

　　

威勢のよい隼ジュニア太鼓の演奏で

会場内の雰囲気が引き締まると、新成

人実行委員の開式の言葉から始まり

ました。成人式実行委員会山﨑福男

会長の熱い励まし、市長（代理）の心の

こもった祝辞、自信に満ちあふれた新

成人の誓いの言葉、謝意に包まれた新成人実行委員長お礼の言葉が続きました。

アトラクションでは、懐かしき中学時代のスライドショー、期待感の高まる抽選会、会場を喜びと笑いに染めたスペ

シャルゲストのＭＪパフォーマンス、心温まる恩師への花束贈呈など、強烈に印象に残る成人式となりました。ご協力い

ただいた皆さん、ありがとうございました。

平成３０年１月７日（日）新成人男性７１名、女性６８名計１３９名の
門出をお祝いしました。

宮崎市吉村町ハシテ甲2386番地139
TEL：20-3512 / FAX：24-2492宮崎地区交流センター　

【新刊図書】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。

失敗の科学（ルポ：マシューサイド）

生涯投資家（経済：村上世彰）

不死身のひと（ルポ：村串栄一） 

東京の夫婦（エッセイ：松尾スズキ）

ハティの最後の舞台（小説：ミンディ・メヒア）

驚きの英国史（ルポ:コリン・ジョイス）

メガネと放蕩娘（小説:山内マリコ）

新聞記者（ルポ：望月衣塑子）

石つぶて警視庁二課刑事の残したもの（ルポ：清武英利）

久米宏です。ニュースステーションはザ・ベストテンだった
（自伝：久米宏）

僕が殺した人と僕を殺した人（小説：東山彰良）

おしりたんていファイル５　いせきからのＳＯＳ（トロル）

ジャングルのサバイバル１巻～４巻（洪在徹）

激流のサバイバル（スウィートファクトリー）

火災のサバイバル（スウィートファクトリー）

水不足のサバイバル（スウィートファクトリー）　

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1.

2.

3.

4.

5.

　〈成人向け〉　

。
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～みんなが安心　助け合う福祉のまち　檍～

檍地区社会福祉協議会

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。

　檍地区の地域福

祉コーディネータ―

７名と地区社協・市

社協７名が参加し、

意見交換会を行い

ました。檍地区の福

祉課題等の意見や

助言をたくさんいただきました。

　各地区での見守り活動推進のために

自治会長・民生委員児童委員・福祉協

力員を対象に１２９名が参加し、研修会

を行いました。地域包括ケアシステムに

ついて（宮崎市介護保険課・成松氏）、と

認知症について（新栄ひばり　施設長・

生嶋氏）に講演してもらいました。

★７月～１月の主な事業紹介

地域福祉コーディネーター連絡会

見守りネットワーク全体研修会　8月9日（水）13：30～15：00/宮崎市保健所　研修室　　　　　　

参観日一時預かり事業 檍地区4小学校　　

7月26日（水）18:30～/皇寿園

　障がい児・者に関する連絡会
7月28日（金）13:30～15:00/あすなろの里

　障がい者支援施設
あすなろの里で箱折
り作業見学をした
後、地区社協・民協
の福祉部会員・檍中
先生他計30名で意
見交換会を行いまし

た。檍地域にお住まいの障がい者の方にも参加してもら
い、当事者の意見、気持ちを直接聞く事ができ、今後の活
動につなげていく有意義な連絡会議となりました。

檍小学校　３０名

9月8日（金）

檍北小学校　１５名

9月12日（火）

8月9日（水）13：30～15：00
宮崎市保健所　研修室　　　　　　

檍北小学校 9月12日（火）

檍小学校　 9月 8 日（金）

港小学校 　12月13日（水）

潮見小学校 10月20日（金）

未就学児

8名

15名

8名

10名

小学生

7名

15名

56名

13名

スタッフ

12名

11名

14名

13名
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★読み聞かせ（8/30）
　手話講座（9/6、13、20、27）

◆檍公民館　中研修室

●個人１口 年　 ５００円　
●団体１口 年１,０００円
●個人１口 年　 ５００円　
●団体１口 年１,０００円

※会費は檍地区社会福祉協議会へご持参いただくか、下記までご連絡よろしくお願いいたします。

〒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：aokisｈakyo@miyazaki-catv.ne.jp檍地区社会福祉協議会

何口でも
結構です

お問い合わせは下記事務所まで

　

県社協での福祉機器展を見学した後、中央

公民館へ移動し各グループに分かれ情報交

換会を行いました。38名の参加者で、見守り

活動でのお困りごとや実際の状況等の意見発

表をしてもらいました。

福祉協力員研修会　11月27日（月） 9:15～　県社協・中央公民館

檍北小学校４年生の総合学習「福祉に関

わる方々にお話を聞こう」の時間で、講師と

して地区社協、包括支援センター、傾聴ボラ

ンティア、福祉用具業者の方々が各グループ

に分かれてお話しをしました。

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・作品展示楽しいイベント盛りだく
さん！ご家族、ご近所お誘い合わせの上ご来場下さい。

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。

　●児　玉　柾農夫 様 【浮城地区】（故　児玉　ノブ子 様）　
　●川　越　由美子 様 【引土地区】（故　日髙　郁　夫 様）

        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。

今年度は読み聞か
せ講座を１回、手話講
を４回行い、21名の方
が受講されました。“お
話しの木”の佐藤氏・
松山氏がいろんな種

類の絵本を楽しく読み聞かせしてくれました。手話講
座では西岡先生の特別支援学校の実体験談を交え、
楽しく手話をお勉強しました。

檍北小４年生の福祉学習支援　12月4日（月）2,3校時/ 第4学年教室・体育館

今年度もお母さ
ん同士、子どももみ
んなで集って、遠足
やクリスマス会等楽
しく活動していま
す。子育て中のみな
さんの参加お待ち
しています！

★子育てサロン開催中
◆毎月第２金曜日　10:00～11：30
◆阿波岐原公民館　◆参加費100円

檍地区健康ふくしまつり
◆時間/10：00～14：30
◆場所/檍地域事務所・檍公民館

平成30年 
3月4日（日）

告知

（平成２９年１０月～平成３０年１月）

愛 の ご 寄 付

賛 助 会 員 募 集 中 《賛助会費》
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檍地域事務所内に使用済小型家電ボックス・廃食用油回収ボックスを設置しています。
（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
〒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
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檍公民館

檍地域事務所

宮崎地区
交流センター

地 図

●

回収対象品（40品目）

使用済小型家電回収ボックス

あ お き 人 3no. 地域の話題の人を紹介していきます。

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。

★檍地域事務所で 証明書 を発行しています。
●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　　●身分証明書   ●健 康 手 帳
●印鑑登録証明書

●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
4ケタの暗証番号の入力が必要です）

※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。
※住民異動や戸籍の届出、印鑑登録、市税等の申告や納税はできません。
※住基（市民）カード、個人番号カードの暗証番号の再設定はできません。

《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】

　宮川さんは「地域の安心・
安全のために貢献できれば」
と、キュウリ農家を営む傍ら、
消防団に入団して約３０年、
地域の方々や団員さんの信
頼も厚く、宮崎市消防団檍分
団長として日夜地域のために
活動されています。昨年の出動回数は、１１月から３月にかけてが最
多となり、火災等防止のため見回りや広報活動を続けています。宮
川さんは、「団員あっての消防団です」と謙虚におっしゃり、地域の
方々を大切にしているのがわかりました。これからも檍地域をどう
ぞよろしくお願いいたします！！

交付の際には
本人確認を
行ってます。

●デジタルカメラ ●ビデオカメラ ●リモコン ●懐中電灯
●ラジオ ●電卓 ●電話機 ●ゲーム機 ●体重計 ●ドライヤー
●音楽プレーヤー ●携帯電話 ●電気かみそり ●電子血圧計
●電子辞書 ●補聴器 ●ラジオ ●カーナビ ●音楽プレーヤー
●DVDプレーヤー ●電気かみそり ●電子体温計 ●ファクシミリ
●電気時計及び電気時計 ●電動歯ブラシ ●フイルムカメラ
●万歩計 ●ヘヤーアイロン●ヘッドホン●イヤホン●USB
●電子機器付属品（充電器、ACアダプター、ケーブル類）
●ICレコーダー ●ETCユニットコントローラー ●スピーカー
●携帯テレビ ●小型マッサージ器 ●電子玩具 ●電動式玩具
●電子書籍端末

※小型家電回収ボックスの
投入口（縦10㎝×横25㎝）
に入るものに限ります

　家庭から出る
使用済てんぷら
油や賞味期限
切れの食用油で
植物性のものを
回収してい
ます。

―檍地区拠点回収―（公的機関のみ月～金）

檍地域事務所　　　　（8：30～17：15）
宮崎地区交流センター（9：00～16：30）
ながの屋　浮之城店　（9：30～21：00）

廃食用油回収ボックス

宮 川 一 郎さん（49歳）

使用済小型家電ボックス

宮崎市ホームページに「檍地域の情報」を掲載しています。ぜひ、ご覧ください。
Http://www.city.miyazaki.miyazaki.jp  


