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まちづくりの祭典 in あおき事業

檍・生目交流事業

開催日：平成30年12月9日（日）10時～14時30分
場　所：檍地域事務所周辺、檍公民館、宮崎市消防局北消防署東分署

　恒例の祭典、寒い中ご来場いただき誠にありがとうございます。ボランティアの
皆さん、出演して頂いた皆様、出店いただいた方々、地域の皆さん、本当にお疲れ様
でした。皆さまのお陰で無事、楽しい祭典となりました。

　両地区間の人々の交流を深め、今後予想
される南海トラフ地震による津波被害や台
風等の災害発生時に、双方が支援を行う事
も含め、防災や福祉・教育・文化等の情報
交換の場として、交流会を行っています。
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「平成30年度の檍地域まちづくり推進委員会の活動報告」
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継承活動として、保育園・小中学校・地域団体へ「檍の盆
踊り」の指導、参加を檍公民館自主グループ「まつりうた
祭歌」の協力を得て実施しました。

・あおき保育園
   7月　2回指導、21日の夕涼み会に参加協力。

・檍北小学校
   6月　４年生に2・3時間目の授業指導を体育館で実施。

・檍小学校
8・9月  体育館で2回指導。運動会で踊り・唄・太鼓・

お囃子を3年生全員で元気に発表。
11月  檍地区文化祭でも芸能発表。

・檍中学校
  　7月　３年生　地域学習の分
科授業として武道館で実施。

・まちづくりの祭典ｉｎあおき 

　
　ステージで文化部会を中心
に檍の盆踊りを参加者全員で
踊りました。

＊あおきのカレンダー事業

檍地域の名所・旧跡・観光
地等を基にカレンダー製作を
行っています。毎年３月に完
成し、皆さんに配布しており
ます。ご希望の方は、事務局
までお知らせください。

安全対策部会

安全で明るく住みやすいまちづくりと青少年健全育成
の促進を図りました。

・宮崎港小学校のHUG訓練
　平成30年7月31日（火）図書室

・防災ミーティング
　平成30年8月24日（金）檍公民館　　　
　平成30年8月30日（木）地区交流センター
・南海トラフ地震と津波からの避難に関する意見交換会
　平成30年9月25日（火）
・檍小学校防災教育
　平成30年12月10日(月)
　図上訓練
　平成31年1月16日(水)
　フィールドワーク
　平成31年2月25日(月)　発表会
・潮見小学校防災教育
　平成30年12月10日(月) 図上訓練
　平成30年12月 5日(水) 防災講話
　平成31年　1月28日(月) フィールドワーク

安全で明るく住みやすい
まちづくりと青少年健全育
成の促進を図りました。

・同乗体験
平成30年7月21日(土)
ＰＴＡ対象に校区内を廻りました。

平成30年7月25日(水)
ＰＴＡ対象に校区内を廻りました。

・青パト総会
　平成30年9月21日(金)檍公民館

当部会では、災害時のための非常食を購入し、檍地域事
務所および各小学校（4校）に非常食を設備し、設置から入
替までの管理作業を行っています。
・備蓄非常食常備箇所
　1．檍地域事務所
　2．各小学校（4校）
　3．リベラル一ツ葉

地域管内の表示可能な建造物や道路等に、各種事故防
止等の標示推進を行っています。ご要望がある方は、当委
員会までお知らせください。

各自治会他団体にＡＥＤデモ
機、リトルアン貸出を行っており
ます。ご希望の方は事務局までお
問い合わせください。
　平成30年5月29日（火）宮崎港小学校応急手当訓練
　平成30年7月27日（金）子供向け応急手当訓練

平成30年8月25日（土）
　檍北小学校段ボールキャンプ
平成31年1月24日（木）
　公民館長向け応急手当訓練

＊防災訓練事業

＊備蓄非常食購入事業

＊地域安全表示設置事業

＊応急手当講習事業

＊防災防災

文化部会

ＰＴ

＊あおきの文化の継承・発掘・保存事業

＊青色パトロール事業
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福祉部会

地域再生部会

・おしゃべりカフェ
●日時：平成30年7月27日（金）

女性消防団による

AEDを使用した子

ども向け応急手当講

座を行いました。ま

た、おしゃべり会を

行い、子育ての先輩

方に不安なことなど教えていただき、ストレス

を発散しました。

・お兄ちゃんとお姉ちゃんと遊ぼう
●日時：平成30年8月21日（火）

残念ながら台風のため中止となりました。

・チビッ子運動会
●日時：平成30年10月26日（金）

　お天気に恵ま

れ、久しぶりに芝

生で運動会♪た

くさんの子ども

達が楽しくミニ

運動会をしまし

た。

・思春期の子どもを持つ保護者向けの研修会
●日時：平成30年11月30日（金）

　講師にどんぐり

子ども診療所院長・

糸数智美先生に時

事問題である「子ど

もとメディアのお

話し」をしていた

だきました。

●日時：通年（年13回）

70歳以上の方を

対象に介護予防の促

進・健康診断の促進

を行い、地区の方々

と交流を深めるため

に会食会を開催しました。まだ参加されていな

い方もぜひご参加ください。

●日時：通年

地域内の高齢者や障が

い者の方に配布している

医療情報キットです。本

年は中身の更新の促進を

図りました。

＊子育て支援事業

＊地域まちづくり掲示板設置事業

＊檍地域人材育成事業

＊ふれあい会食会事業

＊救急医療支援事業

　平成29年度2月

中旬に日南の飫肥

と油津を30人参

加で視察研修を実

施しました。

　「歴史講座の案

内（呼びかけ）の仕

方や内容」や「まち歩き

ツアー」について講座を

開いて頂き、また子育て

支援センター視察を行

い、大変有意義な研修

が出来ました。

　檍地域人材育成

講座「パソコン初心

者講習会」を9月か

ら6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、

主にWord、Excelについて行い、各回数名が受

講されました。お疲れ様でした。

今年度も、新たに地域まちづくり掲示板を3台

設置し、9月下旬に自治会長に引渡しました。ま

た、以前に設置した掲示板の利活用状況等の確認

を12月迄に行いました。

【新規設置場所：潮見町、一の宮、中原南団地】
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環境部会

住民の皆さんの心が安ぎの場所、一ツ葉入り江に絶滅危惧種とさ

れるコアジサシが毎年4月中旬に飛来します。保護活動で砂嘴の整

備・清掃・看板設置を行い、今年の営巣は43ヶ所の産卵場所と

57ヶ所の卵を確認しました。予期せぬカモメの登場により卵は数

日で全滅しましたが、白チドリの３羽の雛が巣立ちがありました。

コアジサシが営巣しやすいように、入り江周辺の清掃を檍中学校・宮崎中学校・宮崎

学園高校・海洋高校の生徒、市民の皆さんの参加をいただき、ペットボトルや空き袋等

の漂着ゴミも回収することが

でき、大きな成果がありました。

　例年、8月に実施している「干潟観察会」

は160名（スタッフ31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

できました。

　部会では、川の流域ごとに

透明度や臭い等の水質検査

の統計資料をまとめたり、外

来種の生物や植物を撤去

し、在来種を保護する活動の

他、両河川の散策会

や江田川に生息する

生き物、植物・魚など

を展示する「ミニ水

族館（水槽）」、年間を

通してのホタルの育成、放流活動を行っています。

10月に開催した「不思議発見　江田川散策会」では、江田川上流

域と産母川を含むその間の砂丘地帯も散策し、自然と文化に親しむことができました。

ミニ水族館では、昨年に続き檍北小学校に水槽展示を行い、環境学習授業に役立っています。また、

ホタルの育成にも力をいれており、親ホタルの採集から幼虫になるまで部会員自宅で育成し、2月に江田

川上流で山崎エコアップ会と檍北小学校3年生と一緒に放流しています。親ホタルになるのは、5月初旬

でゴールデンウィーク中はホタルが飛びかっています。一度ご覧になってください。

　檍地域内を花いっぱいに

し、花による彩りと豊かな心

で過ごせる地域にすることを

願い活動しています。地域の

方々や各学校と連携してのひ

まわりを育て、種を採集して

東北へ送る運動、花の種を地域の方々に配布する活動、檍地域事

務所駐車場に花壇を設置し、苗を植栽し育てる美化活動等行って

います。

＊一ツ葉入り江を市民の里浜にする事業　　　　　　　

＊新別府川・江田川等をきれいにする事業　　　　

＊檍地域花いっぱい運動事業



・「コアジサシプロジェクト」

●日時:11月11日（日）実施
絶滅危惧の渡り鳥「コアジサシ」の営巣地を守
るための清掃活動を今年も行いました。今年も檍
中学校、宮崎中学校、宮崎学園高校、宮崎海洋高校
からたくさんの生徒が参加してくれました。

・潮見小学校「作ろう安全マップ」

●日時:12月5日（水）実施

・防災講話

5年生の総合学習

で、地域の防災専門

家から津波災害を

テーマにした防災講

話を聞きました。

●日時:1月28日（月）実施

・フィールドワーク

校区内の安全マップを作るために、地域の人達と

一緒に防災まち歩きを行いました。

●日時:10月6日（土）実施

地域の小学生や中学生が、災害時に役立つご飯作
りやカレー作り、新聞紙スリッパやエコバッグ作り
を体験しました。また、スポレク部会の皆さんに指
導していただいて楽しいニュースポーツ体験も行い
ました。
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教育連携部会

＊地域と学校の連携事業

＊未来へつなぐ体験スクール事業

・檍中学校・宮崎中学校
 「ひまわり里親プロジェクト」

●日時:5月～3月実施

今年も宮崎市

中央公園内の花

壇に「ひまわり」

がたくさん咲き

ました。この種を

収穫して3月に

福島県に送ります。今年は、ひまわりの後（10/7）に色

とりどりのペチュニアの苗をたくさん植えました。

・檍北小学校「アイガモ米田植え」

●日時:6月15日（金）実施

5年生の総合学習

で、アイガモ米の田

植え体験をしまし

た。地域の農家の

方や保護者、環境

部会員の方々に協力してもらいました。

・檍小学校「ふるさと檍を調べよう」

●日時:7月4日（水）実施
3年生の総合学習

で、地域の人に地
域のことを教わる
授業をしました。
環境部会の方に先
生になってもらい
檍の歴史や自然について楽しく学びました。

・地域の中学校交流事業「檍地域バスツアー」

●日時:8月7日（火）実施
今年も檍地域の2つの中学校が、地域にある汚水処

理場「宮崎処理場」や津波避難施設「命の丘」をバスで
巡って見学しました。

・宮崎港小学校「大豆の収穫作業」

●日時:11月5日（月）実施
 5年生の総合学習で、地域の方に協力
していただき大豆作りを行いました。
昨年は天候不順でうまく育ちませんで
したが、今年は大豊作でした。



　新たに始めた事業です。本年度は、新しく購入した機材で各地区のふれあい会食会に
参加して、ゲームを紹介し健康増進を促しました。また、未来へつなぐ体験スクールや
まちづくりの祭典などで、ニュースポーツを体験し、健康増進を図り幅広い年齢層の方と楽しく交流できました。
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※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。

いちずに熱中するようす
十二支の十番目の生き物
支配のもとにあること、手下
魚の競りをおこなうところ
行列の先頭に立つ騎馬
ポリスマン
字を書く、〇道
春・夏・秋・冬の季節
体の小さい人
身分にふさわしくない望みを持っている人

 1.
3.
5.
6.
9.
10.
12.
13.
14.
16.

1.
2.
3.
4.
5.
7.
8.
10.
11.
15.

雷雨のときに降る氷のかたまり
あちら側、正面の〇〇〇側
屋根の雨水をうけて、地上に流す装置
物事の内容や意味などをのみこむ力
昔旅行などのとき、すねにまきつけたもの、きゃはんとも言う
楽器または人の声などが出せる音の最高から最低までの範囲
その地域内で生産されたものを、地域内で消費すること、〇〇〇〇〇ょう
祝儀物にそえる六角形の色紙、〇〇紙
山水・風物などのおもむき
便りや手紙、ついで

A E

D

B

2重枠A・B・C・D・Eを並べた
言葉が答えです。

C

1 2 3 4

5

6 7 8

9 10

11 12

13 14 15　

16

（金）20193/23

ボランティア募集!!
檍地域まちづくり推進委員会では、 7つの部会で構成されそれぞれの部会で活動に取り組んでいます。
関心のある方、ぜひ部会にご応募ください。地域を生き生きとするためのアイデアも大歓迎です♪

応募締切 当日消印
有　　効

檍の          !!           !!   
A B C D E

スポレク部会

＊檍地域健康づくり事業

D Eを並べた

・ふれあいサイクリング大会
●日時：平成30年7月22日（日）雨天中止

・グラウンドゴルフ大会
●日時：平成30年10月14日（日）9：００～
●場所：宮崎中央公園芝生広場

・歩こう会
●日時：平成30年12月16日（日）雨天中止

＊ニュースポーツ体験事業

皆さんが楽しみにされ

ている事業ですが、お天

気に恵まれず残念な結果

となりました。唯一開催

できたグラウンドゴルフ大会は参加者が多く、和気あい

あいと楽しく三世代交流が

できました。
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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

○地域の各種団体や会員で組織されています。（会員は随時募集）
○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

地域協議会は、各地域自治区ごとに設けられており
地域住民の意見を反映させるための組織です。

檍地域自治区地域協議会には20名の協議会委員がおり、委員は地域内で活動する
自治会、ＰＴＡ、老人クラブなどの各種団体から推薦された委員と公募による４名の委
員により構成されています。
地域協議会は、「地域の課題や市の施策について地域の意見を市長に提言する」とと
もに、「地域の情報交換や各団体との連絡・調整を図り、地域での課題や問題を解決する
ための取組を行う」という重要な役割を担っています。　

地域協議会とは

【第３回】８月２日（木）

【第４回】１１月２１日（水）

  

平成30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）専門委員会の活動について　
　 ・年間活動予定、当面の活動協議
（2）地域のお宝発掘・発展・発信事業についの活動報告
（3）檍地域まちづくり推進委員会の事業状況の報告
（4）その他 
　 ・檍地域自治区内の各種団体・組織の相関図について
　 ・地域包括ケアシステム構築（第2層協議体設置）について

（１）平成30年度檍地域自治区地域協議会から市への意見書（提言事項）提出について
　 ・様々な提言事項がありましたが「檍公民館の移転による建て替え」に絞って意見書を提出することに決定

（2）平成31年度檍地域まちづくり推進委員会事業への要望事項について　
・専門委員会、各委員からあがった要望事項４７項目について協議し、まちづ
くり推進委員会に要望をする事を決定

（3）各専門委員会の活動状況報告
（4）檍地域まちづくり推進委員会の事業状況の報告　　
（5）その他    地域の課題専門委員会から下記の項目が提案され承認された

・平成29年度に実施した地域の各団体へのアンケートで回答があった地域の課
題を解決する方策の一つとして、地域の各団体を集め意見交換会を実施する
・地域協議会が老人クラブの加入設立の支援を行う

檍地域自治区
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平成30年度　地域環境美化等功労表彰

萩　野　　進 さん【寺ノ下自治会】

阿波岐原町　鳥居原
小　林　睦　代さん（スクールアドバイザー）

平成30年度
社会教育功労者表彰

《永年勤続役員５年以上》　日　高　和　子さん　（田代町自治公民館館長）

《勤続５年以上・青少年指導委員》石　川　伸　一さん　（浮之城町）

宮崎市自治公民館連絡協議会

宮崎市青少年指導委員育成協議会

城町）城町）

館長）

（浮之城城城町）《勤続５《

治会】

平平
会教

平
社会社会

平成30平平



10 檍公民館

【２組に分かれて記念撮影】 【２組に分かれて記念撮影】 

平成30年度前期主催講座（予定）

下町ロケット　ヤタガラス

下町ロケット　ゴースト

旅猫リポート

思い出が消えないうちに

マスカレードナイト

沈黙のパレード

昨日がなければ明日もない

和菓子のアン

アンと青春

さよなら、田中さん

池 井 戸 潤

池 井 戸 潤

有 川 　 浩

川 口 俊 和

東 野 圭 吾

東 野 圭 吾

宮　部　みゆき

坂 木 　 司

坂 木 　 司

鈴　木　るりか

鈴　木　るりか

譽 田 哲 也

瀬 尾 幸 子

タサン　志　麻

安藤百福発明記念館

幡 野 広 志

ヨシタケシンスケ

か こ さ と し

エリーン、 

カ ール ヨ ハ ン

14歳、明日の時間割

ルージュ

みそ汁はおかずです

志麻さんの自宅レシピ

チキンラーメンの女房

ぼくが子どものころ、ほしかった親になる。

それしかないわけないでしょう

みずとはなんじゃ

だいじょうぶだよ、モリス「こわい」と  

「いやだ」がなくなる絵本

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ＢＯＸ)もできます。ぜひご利用ください。

檍地区成人式

檍 公 民 館

【懐かしい母校での成人式で旧交を温めました】 【懐かしい母校での成人式で旧交を温めました】 

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と  
 デコカップケーキづくり
❹ 社交ダンス入門
❺ はじめての色鉛筆画
❻ 楽しく踊ってシェイプアップ　

《子ども（5～１２歳）対象》
  ♥楽しくはじめようキッズフラ

《子ども・親子対象》

　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
９７名、女性９７名、計１９４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。地域の皆さまのご協力ありがとうございました。

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31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

    ♣どちらも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〉

【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】

【アトラクション司会の
 谷川世菜さん、川越雄大さん】

檍地区自治会連合会
池江会長の祝辞

《成人対象》
平成31年度前期主催講座（予定）

順番待ちの
ものもあります。
ご確認ください。

◆平成３１年１月１３日（日）
◆檍中学校体育館

新成人代表のことば
【川畑孝敏さん】    　  【三樹穂香さん】



11宮崎地区交流センター

隼ジュニア太鼓の力強い演奏、新成人実行委員のことばで厳かに成人式が始まりました。成人式

実行委員会守永泰雄会長の新成人への思い、市長代理の永易貞幸観光商工部長の若者への願いと期

待の祝辞がありました。これを受けて新成人の誓いの言葉や新成人実行委員長落合美宇さんのお礼

で式典は終了しました。

続いてアトラクションとなり、恩師の先生が中学生当時の新成人の写真を映すと「あー」とか

「そうそう」と言いながらなつかしそうに見入っていました。

抽選会では期待が高まる中、当りの歓声とハズレのため息に包まれました。最後に恩師の先生方

への花束贈呈では、笑顔の輪が広がり心温まる成人式となりました。

　地域の皆様のご協力、本当にありがとうございました。

昨年の６月２０日（水）に吉村通線の道路の一
部が開通しました。その後、交通量も一段と
多くなり、当センタ－利用者の多い時には出
入りに支障をきたすこともあります。幸い皆
さんに気をつけていただいているお蔭で事故
等は発生していません。
安全への配慮は今まで以上に必要になって

います。
一人一人の交通安全の意識を高めていただ

くようよろしくお願いいたします。

平成31年１月13日（日）新成人１５８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　

センタ－横の吉村通線道路の一部開通

【最近の様子】



檍地区社会福祉協議会12

　檍地区社会福祉協議会では、平成２５年度より賛

助会制度を取り入れています。

　檍地区社会福祉協議会の活動にご賛同いただき、賛助会費を納入された方が賛助会員です。

この賛助会費は、ふれあいサロン・会食会への助成、閉じこもりがちな高齢者への支援、健康ふ

くしまつり等の福祉活動に使わせていただいています。

《賛助会費》　●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:aokisyakyo@miyazaki-catv.ne.jp

賛 助 会 員 募 集 中

お問い合わせは下記事務所まで

檍地区社会福祉協議会

～みんなが安心　助け合う福祉のまち　檍～～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

　平成30年11月18日（日）檍地区文化祭ステージにて、檍中学校1年2組の生徒 9 名と、
手話サークルメンバー9名による手話ソング「檍中学校校歌」を披露しました。

　その他、手話グループメンバーのみで「若者たち」「上を向いて歩こう」を披露しました。

楽しいイベント盛りだくさん！
豪華賞品の当たる抽選会もあります。
ご家族、ご近所のみな
さんお揃いで、お気軽
にお越しください！・時間／１０：００～１４：００　　　　　

・場所／檍地域事務所・檍公民館

平成31年3月3日（日）開催！

「みんなの手話サークル・あおき」

　　檍地区健康ふくしまつり　　　
告 知

〈練 習 風 景〉



宮崎市消防団では、随時団員を募集しています。男女は問いません。
満18歳以上で宮崎市在住の方ならどなたでも入団できます。

地域との絆も深まります。
詳細につきましては、下記までお問合せください。

宮崎市消防局　総務課　消防団係まで
☎0985－32－4901（代表） ☎0985－32－4902（直通）

私たちのまちの消防団は、宮崎市消防団　檍分団で地域
ごとに1部から5部に分かれており、分団長の宮川一郎さん
（3部）と副分団長の川越宏行さん（5部）を中心に102名

の団員で構成され、地域内外の火災や地震災害・風水害・水難事故等の緊急
時に出動され、私たちを守ったり救助したりと日夜地域のために活動されている団体です。
また、「火災を発生させないための広報活動」や「応急手当の正しい知識と技術の普及」、
「災害に備えての訓練」など地域防災のリーダーとして活動しています。

【 檍地区の消防団 】

13特集（消防団）特集（消防団）



編集・発行

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

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

●

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 4no. 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・身分証明書等（本籍地が宮崎市の方のみ） ●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。

《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】

　皆さまご存知の菊池さんは、檍地域

自治区地域協議会と檍地域まちづく

り推進委員会の初代会長をされまし

た。また現在は、環境部会会長、宮崎

市明るい選挙推進協議会委員も兼務

され、地域の発展・環境保全等、長年

地域のために尽力されている方です。

地域の日常的なつながりを重んじ、小・中学生の教育にも携わって

おり、誰からも尊敬される菊池さんです。活動を自らの活力にし

いきいきと毎日を過ごしています。これからも元気に檍の名所・旧

跡の歴史や環境保護活動についてのご活躍を期待しています。

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 
●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

菊　池　嘉　継さん（８１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

平成３１年４月からごみ収集方法が変わります。（市広報紙に一部掲載されていますが、詳細は4月配付の
収集カレンダー、市のホームページ、ごみ分別アプリでで確認してください。）
　　　　　　　　　　　＊大きく変わる点・・・収集エリア　分別方法
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