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※この記事は、ご家族の意向を確認し掲載しております。 

誕生おめでとうございます ３月受付分
の出生届

2月21日生  若田  琉花さん 【南郷鬼神野】  父：勇正さん  母：沙織さん
ルカ

2月24日生  小松  ひまわりさん 【西郷田代】  父：聖尭さん  母：可穂さん

3月1日生  中田  原陽さん  【西郷田代】  父：康太さん  母：真帆さん
ハルヒ

見事に引き当てました！見事に引き当てました！

　３月６日(金)に延岡家畜市場において３月期子牛郡共進会が開催され、雌牛の部で田野敏広さんが
出品した「ひなた１２号」が優等五席、去勢牛の部で長友基徳さんが出品した「令和２号」が優等首席を
受賞されました。
　今回出品された生産者の方々の日ごろの努力に敬意を表し、今後の活躍を期待いたします。

　

ランドセルカバー 橋口組　　ＣＯ－ＯＰ共済　　㈱西の丸　　
交通安全下敷き　 日向地区交通安全協会
防犯ブザー　　　 宮崎県生コンクリート工業組合　　入郷生コン事業協同組合
防犯笛　　　　　 日本マクドナルド株式会社
黄色いワッペン　 株式会社みずほフィナンシャルグループ
　　　　　　　　 損保ジャパン日本興亜株式会社
　　　　　　　 明治安田生命保険相互会社
　　　　　　　　 第一生命保険株式会社　　　　　　敬称略

雌牛の部田野敏広さん、長友基徳さん雌牛の部田野敏広さん、長友基徳さん
去勢牛の部で優等賞受賞去勢牛の部で優等賞受賞

雌牛の部田野敏広さん、長友基徳さん
去勢牛の部で優等賞受賞

　今年の各小学校新入学児童に対しまして、企業・団体の皆様からラ
ンドセルカバーなどの交通安全・防犯用品を寄贈いただきました。新し
い学校生活に有効に活用させていただきます。誠にありがとうござい
ました。

学校新入学児童に寄贈品を学校新入学児童に寄贈品を
いただきましたいただきました

学校新入学児童に寄贈品を
いただきました

令和２年４月１日現在（現住人口による）
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美郷町の人口
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去勢の部　優等首席「令和２号」と長友琢麻さん雌牛の部　優等五席「ひなた12号」と田野拓斗さん
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本所
〒883-1101 東臼杵郡美郷町西郷田代1

町　　　　長 田　中　秀　俊
副　町　長  藤　本　　　茂
教　育　長  大　坪　隆　昭

◎総務課　TEL（0982）66－3601
課　　　　長 下　田　　　光
課  長  補  佐  長　田　孝　規

（庶務担当）
主幹・リーダー　　　 林　田　妙　子
主　　　　幹　　 中　嶋　義　弘
   　　〃　　　　　 佐　藤　ひとみ
主幹・リーダー　　 木　代　　　誠
主　　　　事　　 孝　峰　未　来

（危機管理担当）
主幹・リーダー　　 菊　池　慎　二
主　　　　査　　  日　髙　　　淳
主　　　　事　　 中　田　雄　介

(財政担当)
課長補佐・リーダー　 田　村　　　靖
主　　　　幹           馬　原　理　恵

（県派遣研修）
主  任  主  事　　　  徳　田　佑　真

美郷町の組織と職員配置
4月1日付けで、町職員の人事異動がありましたのでお知らせします。

◎税務課　TEL（0982）66-3602
課　　　　長　  甲　斐　武　彦

（税務担当）
課長補佐・リーダー　 川　村　博　昭
主　　　　幹　　　 福　田　智　子
主　　　　査　　　 馬　原　一　樹
主  任  主  事　　　 松　本　万　市
主　　　　事　　　 江　藤　ナルミ

（地籍調査担当）　TEL（0982）62－6202
課  長  補  佐　　　 尾　崎　培　夫
主幹・リーダー　　　 黒　木　畩　見
主　　　　査　　　 山　田　洋　三
主  任  主  事　　　 甲　斐　奨　基 
主　　　　事　　　 前　田　大　地

◎企画情報課　TEL（0982）66－3603
課　　　　長　　 田　常　浩　二
課  長  補  佐　 田　原　裕　亮

（企画商工観光担当）
主幹・リーダー　　 　菊　池　秀　樹
主　　　　幹　　　 荒　砂　俊　之　　
　　〃　  　　　 川　西　ゆきみ
主  任  主  事　　　 松　田　将　太
　　〃　  　　　 中　田　康　太
再　 任 　用　　　 瓶　田　哲　朗

（情報電算担当）
主幹・リーダー　　  竹　原　栄　蔵
主  任  主  事　　 藤　本　　　貴

◎町民生活課　TEL（0982）66－3604
課　　　　長　 日　髙　隆　一
課  長  補  佐　 梅　田　禎　久

（環境衛生担当）
主幹・リーダー 　  　 甲　斐　祐　介
主  任  主  事　　 中　田　芳　樹

（町民担当）
課長補佐・リーダー  松　浦　清　作
主　　　　幹　　　 田　原　あかね
　　　〃　　　　　 矢津田　一　路
主　　　　査　　　 平　野　隆　義
主　　　　事　　　 森　川　　　晴

■美郷町社会福祉協議会派遣
事務局長（兼）　　　  日　髙　隆　一
主　　　　幹 　    那　須　大　悟
うなま保育所長　　   大　野　さよ美

■入郷地区衛生組合派遣
事務局長（参事）　 　黒　木　忠　幸

◎健康福祉課　TEL（0982）66－3610
課　　　　長 後　藤　　　充
課  長  補  佐  寺　原　孝　子

（健康福祉担当）
課長補佐・リーダー　 黒　田　和　幸
主　　　　幹　　　 黒　田　史　也
　　　〃　　　　　 菊　池　直　美
主  任  主  事　　　 田　島　萌　充
主　　　　事　　　 濱　崎　裕　也
主幹・リーダー　  沖　田　世理子
  〃  (保健師） 　 長　野　直　美
  〃  (栄養士）　  勇　美　真　紀
  〃  (保健師） 　 荒　砂　洋　子
  〃  (保健師）　  佐々木　礼　佳
主査（保健師） 　 甲　斐　志　保

■美郷町社会福祉協議会派遣
地域包括支援センター
主幹（保健師） 　 甲　斐　基　嗣

◎農林振興課　TEL（0982）66－3605
課　　　　長　　 木　原　浩　一

（農政担当）　　　
課長補佐・リーダー　 松　田　又　男
主　　　　幹　　　 下　田　恭　崇
　　　〃　　　　   三　股　隼　人
　　　〃　 　　　 山　口　威一郎
  〃  (獣　医）　　 　 中　山　二　朗
主　　　　査　       抜　屋　　　寛

主  任  主  事　　　 吉　田　健　洋
主　　　　事　　　 小　山　洋　平

（林政担当）　　　
課長補佐・リーダー　 松　下　文　治
主　　　　幹　　　 桑　津　紀　大
主　　　　査　　　 杉　本　惣　一
主  任  主  事　　　 松　井　　　徹

（林業大学支援班）
班　　長（兼）　　　 松　下　文　治
主　　幹（兼）　　　 桑　津　紀　大
主　　査（兼）　　　 杉　本　惣　一

◎建設課　TEL（0982）66－3618
課　　　　長　　　 林　田　貴美生
課  長  補  佐　　　 佐　藤　文　幸

（管理担当）
主幹・リーダー　　　 高　木　邦　光
主　　　　幹　　　 井　上　智　文
主　　　　事　　　 栁　田　舜　弥

（土木建設担当）
公共土木グループ
主幹・リーダー 　   甲　斐　　　茂
主　　　　幹　　　 新　田　克　志
 　　　 
森林土木グループ　　 
主　　　　幹　　　 児　玉　宗　人
主　　　　幹　　　 甲　斐　裕　幸

農業土木グループ
主　　　　幹　　　 吉　田　和　博
主　　　　査　　　 本　多　隆　行

◎政策推進室　TEL（0982）62-6203
室　　　　長　　　 沖　田　修　一
室  長  補  佐　　 池　田　昭　紘

（政策推進担当）
主幹・リーダー　　　 中　野　秀　崇
主　　　　幹　　 甲　斐　範　浩
　　　〃　　　　　 荒　田　健　一
　　　〃　　 　  　 川　西　邦　明

町　長　田中　秀俊
（平成30年２月　１期）

副町長　藤本　茂
（平成30年４月　１期）

たなか　　ひでとしふじもと　しげる
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勢いよくスタートする選手達(一般の部)

◎地域包括医療局　TEL（0982）66－3141
総院長（特別職非常勤） 金　丸　吉　昌
事  務  長（兼） 尾　田　　　靖
総看護師長（兼）　 藤　本　美智代

（地域包括医療局医事担当）
課長補佐・リーダー（兼） 廣　嶋　孝　浩
主　　幹（兼） 下　村　啓　悟

◎国民健康保険西郷病院
美郷町西郷田代29
TEL（0982）66-3141
院　　　　長　　　 東　　　善　昌
副院長（県派遣）　 井　上　俊　樹
医　長（県派遣）　  竹　脇　雄　太
医　師（県派遣）　  漆　野　雄　太
医　師（県派遣）　  菅　井　亜　季
医　師（県派遣）　  黑　木　　　也

事　 務　 長　　　 尾　田　　　靖

（医事担当）
課長補佐・リーダー　 廣　嶋　孝　浩
主　　　　幹　　　 下　村　啓　悟

（医療担当）
総看護師長（総括）　 藤　本　美智代
看護師長（病棟）　　 長　尾　かおり
看護師長（外来）　　 美　麻　美　佐
副看護師長（病棟）　 平　坂　政　代  
副看護師長（外来）　  池　田　昌　乃 
副看護師長（透析）   小　田　建　代     　 
主幹（看護師）　  中　田　美保子
  〃  （　〃　）　  上　村　美　和
  〃  （　〃　）　  川　田　容　子
  〃  （　〃　）　  楠　田　真　央
  〃  （　〃　）　  大　山　美　春
  〃  （　〃　）　  黒　木　直　子
  〃  （　〃　）　  甲　斐　洋　美
  〃  （　〃　）　  斉　藤　久美子
  〃  （　〃　）　  佐　藤　慶　一
主査（　〃　）    菊　池　里　美
  〃  （　〃　）    小　田　真　紀
  〃  （　〃　）　  飯　干　悠　輝
  〃  （　〃　）　  川　口　加　代

主任技師（　〃　）　  松　田　　　恵
  〃  （　〃　）　  礒　貝　　　暢
  〃  （　〃　）　  藤　本　千　春
  〃  （　〃　）　  山　城　絵理佳
  〃  （　〃　）    石　崎　　　誠
技師（　〃　）　  横　山　佳　樹
  〃  （　〃　）　  鴨　田　美　憂
主幹（臨床工学技士） 宮　田　義　章
主幹（理学療法士） 土　田　友　喜
主幹（理学療法士） 海　野　祥　子
主幹（理学療法士） 塩　月　　　充
主幹（管理栄養士） 日　髙　祥　子
主任技師（臨床検査技師) 大久保　收　二
再任用（放射線技師） 竹　内　典　男

◎国民健康保険南郷診療所
美郷町南郷神門1078
TEL（0982）59－0017
FAX（0982）59－0213
所　　　　長　 児　嶋　一　司
課長補佐・リーダー　 黒　木　博　文

（医事担当）
再　  任　  用 中　田　広　喜

（医療担当）
看護師長・リーダー　 佐　藤　康　宏
主幹（看護師）　  牧　村　三千代
主幹（放射線技師） 川　野　浩　志

◎国民健康保険北郷診療所
美郷町北郷宇納間440
TEL（0982）62－5008
FAX（0982）62－5012
所　　長（兼）　 東　　　善　昌
課長補佐（兼）    黒　木　博　文

（医事担当）
再任用　（兼）　      中　田　広　喜

（医療担当）
副看護師長・リーダー 甲　斐　延　世

◎会計課　TEL（0982）66－3606
会計管理者　　　 三　桝　　　治

（会計担当）
主幹・リーダー 熱　田　進　也
主　　　　幹 松　浦　純　子

◎議会事務局　TEL（0982）66－3607
事  務  局  長　　 小　田　広　美
主幹・リーダー　　　 坂　本　梨津子

◎農業委員会　TEL（0982）66－3605
事務局長（兼）　 木　原　浩　一
事務局次長　 芳　村　和　敏

教育委員会事務局
美郷町西郷田代1870

◎教育課　FAX（0982）66－2131
課　　　　長　　 石　田　隆　二
指導主事（県派遣）　 金　澤　由紀子

（学校教育担当）　TEL（0982）66－3608
課  長  補  佐　 田　中　幸　生
主査・リーダー　　　 村　矢　隆一郎
主  任  主  事　　　 松　浦　道　嘉

(生涯学習担当) 　TEL（0982）62－6204
課  長  補  佐　　 鎌　田　次　郎
主幹・リーダー　　 北　村　昌　代
主　　　　幹　　 中　原　芙季子
主　　　　事　　　 藤　田　大　地

○南郷幼稚園
美郷町南郷神門773-1
TEL（0982）59－0120
主　　査（教諭） 奈　須　千　晶
　　〃　（ 〃 ） 若　田　沙　織

○田代幼稚園
美郷町西郷田代620-2
TEL（0982）66－2149
主　　幹（教諭）　 井　上　理　恵
主任技師（ 〃 ）　　 佐　藤　美由紀
　　〃　（ 〃 ）　 杉　本　祐　樹

○北郷幼稚園
美郷町北郷宇納間798
TEL（0982）62－5019
主　幹（教諭） 海　野　陽　子
主　査（ 〃 ）　 宮　本　怜　子

○美郷南学園
美郷町南郷神門773-1
TEL（0982）59－0120
主任技術員　　 井　上　英　子

◎南郷地域課
〒883-0306 
東臼杵郡美郷町南郷神門287
TEL（0982）59－1601
FAX（0982）59－1119
課　　　　長　　 川　野　一　郎
課  長  補  佐　　　 小　林　雅　朗

（地域窓口担当）
主幹・リーダー　　　 海　野　勝　弥
主　　　　幹　　　 森　本　早　美
　　　〃　　　　　 菊　地　洋　祐
主　　　　査　　　 石　井　小百合
再　  任　  用　　　 藤　本　政　春

◎北郷地域課
〒889-0901
東臼杵郡美郷町北郷宇納間401
TEL（0982）62－6201
FAX（0982）62－5021
課　　　　長　　 泉　田　浩　文
課  長  補  佐  河　野　昌　一

（地域窓口担当）
主幹・リーダー　　　 長　田　尚　美
主　　　　幹 　　 田　口　博　彦
　　　〃　　　　　 梅　田　祐　助
主  任  主  事　　　 河　野　史　実
再　  任　  用　　 佐　藤　信　行
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勢いよくスタートする選手達(一般の部)

　企業版ふるさと納税
制度を活用して取組み
を行っている「西の正倉
院みさと文学賞」は、今
年で２回目を迎えまし
た。６月から１０月にか
けて小説の募集を行っ
た結果、全国各地から
７１作品（美郷町内１
作品）もの応募があり、
厳正なる審査の結果、
大賞には東京都の牧野
恒紀さんの「六花の絆」が選ばれました。
　３月２８日（土）に行われた贈賞式については、新型コロナウイルスの感染が拡大している状況
を受け、関係者が一堂に会する形式の式典を中止し、代わりに受賞者・審査員・主催者等をインタ
ーネットで繋いだ、オンラインによる贈賞式（ヴァーチャルステージ）として実施しました。
　なお、贈賞式の様子は、西の正倉院みさと文学賞ホームページ上で動画公開しています。
https://www.misatobungaku.com/

　

　今年も、西の正倉院に象徴される百済王伝説を背景とした、美郷町の物語資源を意識したテーマ
の文学賞を開催し、一次審査、二次審査、最終審査を経て、入賞された９作品を作品集とした単行本
を発売します。
　定価は、1,300円（税別）となっており、以下の町内観光施設や
温泉施設、またインターネットによるAmazonでもお買い求めい
ただけます。 ＜受賞作品＞

大 賞： 「六花の絆」 牧野　恒紀 （東京都）
日本放送作家協会賞： 「唄をうたひて」 悠井すみれ （東京都）
MRT宮崎放送賞： 「百済の料理人」 みよし　麻 （神奈川県）
佳 作 : 「いつかまた」 仲村優果里 （神奈川県）
 「旅の二人」 松崎　祥夫 （延岡市）
 「鼓くらべ」 中野　ふ菜 （長野県）
 「逃げ水」　 黒木　俊行 （日向市）
 「破片」　　 山﨑　健史 （神奈川県）
 「人ひとり」 松田　紙弥 （宮崎市）

販売施設
【南郷】南郷温泉、いっつもや、西の正倉院
【西郷】石峠レイクランド、さいごうの関
【北郷】地蔵の里、北の郷

①畜舎周辺の整理整頓や破損箇所の修繕等で野生動物の侵入を防止しましょう。
②衛生管理区域に立ち入る人や車両の消毒を徹底しましょう
③立入記録の管理を行いましょう。

＜協賛企業（順不同）＞
株式会社イワハラ、株式会社丸誠電器、株式会社花菱塗装技研工業、有限会社花菱精板工業、三
桜電設株式会社、大正測量設計株式会社宮崎支店、株式会社バディ、株式会社アブニール、株式
会社大興不動産、株式会社南日本環境センター 、株式会社創建 、医療法人社団創志会　東京中
央美容外科、西部電気工業株式会社宮崎支店

　

　第2回西の正倉院みさと文学賞をはじめとした、「美郷町PRプロジェクト」事業に賛同いただきまし
た１８企業様から14,500千円のご寄附をいただきました。このうち、公表許可をいただいた１３企業
様を紹介します。
　ご協力いただき誠にありがとうございました。

　「第2回　西の正倉院みさと文学賞オンライン贈賞式」をご覧頂いた方の中から抽選で10名様に素
敵なプレゼントを差し上げます。
1）受賞作品が収められた単行本1冊
2）みさと文学賞のイメージフレグランス「千年の森の香り」シリーズより、ユズ・キンカンが香る「師走
　祭り」、ヒノキ・ヒバが香る「西の正倉院」の天然精油ブレンド2本セット。
＜応募方法＞
　住所、氏名、年齢、職業を書いて、下記アドレスまでご応募下さい。
　（h-kikaku@town.miyazaki-misato.lg.jp）担当　菊池
＜締切り＞令和２年４月３０日　必着
＜発表＞
　商品の発送共に、みさと文学賞ホームページ上にて発表い
たします。
　尚、当選者のお名前とお住まいの都道府県名及び市町村名
を掲載させていただきますのであらかじめご了承下さい。

　

　今年は２０１０年の口蹄疫発生から１０年の節目の年です。
　宮崎県では、口蹄疫が発生した４月を「特別防疫月間」と位置づけ、防疫体制の再確認を図る機
会としています。
　国内では中部・関東地方及び沖縄県でＣＳＦ（豚コレラ）が、海外では韓国等の東アジアにおい
て口蹄疫やＡＳＦ（アフリカ豚コレラ）が発生していることに加え、中国では高病原性鳥インフルエ
ンザが発生しています。
　農家の皆様方には、この特別防疫月間をきっかけに、日頃の農場防疫体制の再確認をお願いします。

第２回 「西の正倉院みさと文学賞」第２回 「西の正倉院みさと文学賞」
オンライン贈賞式の開催オンライン贈賞式の開催

第２回 「西の正倉院みさと文学賞」
オンライン贈賞式の開催

第2回「西の正倉院みさと文学賞」単行本発売

プレゼントのお知らせ

畜産農家の皆様へ
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勢いよくスタートする選手達(一般の部)

訪問予定日
北  郷西  郷

美さ本

図 書 館

図書館から の お知らせ

●北郷図書館 62-6205　●南郷図書館 59-1605　●西郷図書館 66-2636
開館時間9：30～18：00　※土・日　17：00まで

※変更になる場合があります

今月の休館日
毎週月曜日　図書整理日28日(木)
ゴールデンウイーク3日(日)～6日(水)

新刊紹介
「クスノキの番人」 「あかちゃんとわらべうたであそびましょ！」

東野圭吾／著
　その木に祈れば、願いが叶うと言われてい
るクスノキ。その番人を任された青年と、クスノ
キのもとへ祈念に訪れる人々の織りなす物語。 

( 利用者の皆様へお願い )
・図書館の利用登録の内容に変更 ( 引越による住所・電話番号等の変更 ) がある方は、ご利用
　の際で結構ですので、ご連絡いただけると助かります。よろしくお願いいたします。
・借りた本が破れていたり、ページが取れたりした時は、セロテープやのりで貼ったりせず、そのま
　ま返却し、返却時に本の状態を教えてください。
 

(一般) さいとうしのぶ／文
　あかちゃんも、お母さんもお父さんも、み～ん
なが笑顔になるあそびうたのえほん！ 
 

（絵本）

お話会予定
南郷： ２日（土）
 午前10:00～10:30
西郷： ８日（金）
 午前10:30～11:00
北郷： 乳幼児おはなし会『あめちゃん』
 27日（水）
 午前10:30～11:00　

7日（木）

12日（火）

19日（火）

21日（木）

27日（水）

7日(木)

8日(金)

13日(水)

14日(木)

18日(月)

19日(火)

21日(木)

22日(金)

小鹿

中原

小原

入下・黒木

秋元

速日・細宇納間

長野・坂元

小黒木

上・下八峡

古川

小原

鳥の巣

上

　4月23日～5月12日は、子どもの読書週間です。　
　各館では以下のようなイベントを考えております。

南郷図書館
リサイクル本の設置
プレゼント配布（多読者）
韓国ポジャギ展示

北郷図書館
リサイクル本の設置
貸出上限冊数（10冊）

西郷図書館
リサイクル本の設置
スタンプラリー

　卯月。草たちは元気よく伸び、あちらこちらで色んな花々が咲き始めます。
　新しい風に吹かれ、新たな本との出会いが生まれますよう、いつでも図書館でお待ちしています。一　般 ねなしぐさ　平賀源内の殺人 乾　緑郎 

一　般 時代小説アンソロジー　てしごと あさのあつこ　外 

一　般 クラフト布で雑貨＆こものづくり 蔭山はるみ 

一　般 新聞紙体操 林　泰史 

一　般 キャッシュレス生活、1年やってみた 美崎栄一郎 

Y　  A 空ニ吸ハレシ15ノココロ 園田由紀子 

児　童 ニュース年鑑　2020 こどもくらぶ（編） 

児　童 頭がよくなるあやとり大百科 加藤俊徳(監） 

絵　本 ちび竜 工藤直子 

絵　本 チェクポ イ・チェニ

一　般 思い出の修理工場 石井朋彦

一　般 春風伝　上・中・下（大活字本） 葉室麟

一　般 繕う暮らし ミスミノリコ

一　般 子どもの敏感さに困ったら読む本 長沼睦雄

Y　  A 虹いろ図書館のへびおとこ 櫻井とりお

児　童 ちょきんばこのたびやすみ 村上しいこ

児　童 ＭＯＮＵＭＥＮＴＡＬ　世界のすごい建築 サラ・タヴェルニエ

児　童 動物と話せる少女リリアーネ　ペンギン、飛べ大空へ！ タニヤ・シュテーブナー

絵　本 ふかふかパンのひみつ 東京製菓学校（監修）

絵　本 あなたが生まれた夜に ナンシー・テイルマン

一　般 暴虎の牙 柚月裕子

一　般 合唱　岬洋介の帰還 中山七里

一　般 写真みたいな絵が描ける色鉛筆画 三上詩絵

一　般 「ボケたくない」という病 和田秀樹

一　般 いかがなものか 群ようこ

Y　  A 都会のトム＆ソーヤ　外伝16.5巻 はやみねかおる

児　童 カラダから出る「カタチのある」もの“キャラクター図鑑 藤田紘一郎

児　童 タケの絵本　そだててあそぼう うちむらえつぞう

絵　本 しろいおひげなにたべた？ Ｍｉｙａ　Ｕｎｉ

絵　本 みーせーて　新装版 スギヤマカナヨ

  

　
本のリクエスト等のご要望がございましたら、お近くの図書館にお申しつけください。
選書の参考にさせて頂きます。　　　　　

新刊図書のご紹介
種類 書　名 著者名等

美郷ふるさと産業文化祭“美郷収穫祭”に向けた
農産物づくりをお願いします！

　今年の美郷ふるさと産業文化祭は、１１月１５日（日）に予定され
ており、その中で、町内で生産された農産物を展示・販売する「美郷
収穫祭」が今年も開催されます。
　昨年は８５名の生産者の皆様から１３７品の出品をいただき、
盛大に開催することが出来ました！今年もたくさんの野菜や果物にあ
ふれる“美郷らしい”産業文化祭となるよう、皆様のご協力をお願い
いたします。

　ぜひ、図書館に足をお運びください。
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　美郷町では、令和２年度の職員採用試験を下記のとおり予定していますのでお知らせ
します。
※合格者の採用は令和３年４月１日付けです。

　採用試験の詳細は、７月１２日（日）実施分については５月１日（金）に、９月２０日（日）実施分に
ついては７月１日（水）に、ホームページ等で公表されます。      
  

給　　与　大学卒　月給１６８，６００円（令和２年４月１日現在　初任給）    
　　　　　※学歴、職歴によって加算される場合があります。     
諸 手 当　通勤手当、住居手当、時間外勤務手当、扶養手当、期末手当、勤勉手当等
昇　　級　年１回       
賞　　与　年２回       
休日休暇　（休日）　土曜日、日曜日、祝日、年末年始       
　　　　　（休暇）　年次有給休暇、特別休暇（夏季休暇、結婚休暇等）、病気休暇等   
勤務時間　８：３０～１７：１５　※職種によって異なる場合があります。    
   

令和２年度「美郷町職員採用試験」の令和２年度「美郷町職員採用試験」の
お知らせお知らせ

令和２年度「美郷町職員採用試験」の
お知らせ

職　種

一般事務

社会人（一般事務）

土木技師

看護師

薬剤師

採用予定人数

若干名　 

若干名　 

　 　１名　 

若干名　 

１名　 

職　種

一般事務（７月実施分）

一般事務（９月実施分）

社会人（一般事務）

土木技師

看護師

薬剤師

 

　　　　　　　　　　　　受験資格年齢    

平成３年４月２日から平成１１年４月１日までに生まれた方  

平成１１年４月２日から平成１５年４月１日までに生まれた方 

昭和６１年４月２日から平成１１年４月１日までに生まれた方で、民間
企業等における職務経験年数が通算３年以上ある方

平成３年４月２日以降に生まれた方     

昭和６０年４月２日以降に生まれた方で、看護師の資格を有する方（令
和２年度の試験において資格取得の方を含む）

昭和５６年４月２日以降に生まれた方で、薬剤師の資格を有する方（令
和２年度の試験において資格取得の方を含む）

  

職　種

一般事務（７月実施分）

看護師

薬剤師 

一般事務（９月実施分）

社会人（一般事務）

土木技師

 

実施日

７月１２日（日）

※町村職員統一試験

（第１回）で実施

９月２０日（日）

※町村職員統一試験

（第２回）で実施

   

 

   

 

【お問合せ】 総務課　６６ー３６０１
　　　　　 http://WWW.townmiyazaki-misato.lg.jp
    

募集予定の職種・人数 採用試験実施日

受験資格年齢

給与・福利厚生　現在、、美郷町の空家を利用したい方が１８世帯いらっしゃいま
す。その内、町内の方は６世帯で美郷町外の方が１２世帯です。
 美郷町空家等情報バンクも４３軒登録していますが、契約成立
件数が２４軒で空家を利用したい方にすぐに紹介できる空き家
は１３軒となっています。
 移住希望件数も年々増加していますので、空家管理でお困りの
方、自分が住んでる集落に人を増やしたい方、ぜひ、空家等情報
バンクへの登録をお願いします。

　

　この度、総務課庶務担当に配属となりました。孝峰未来です。
　幼少期から美郷町を訪れており、地域の方々には大変お世話になりました。
　地域の方々の役に立てる役場で働けることを心から嬉しく思います。
　分からない事が多いですが、美郷町がより暮らしやすくなるように一生懸命頑
張ります。
　これからよろしくお願いします。

空家利用希望者 １８世帯

うち町内の方 　６世帯

うち町外の方 １２世帯

空家利用希望状況（Ｒ2.4.2現在）

＊９割以上の方は賃貸物件希望です。

平成２８年度 ２５件

平成２９年度 ２３件

平成３０年度 ４０件

令和元年度 ７７件

移住相談件数

登録軒数 ４３軒

うち紹介可能件数 １３軒

 

空家等情報バンク（Ｒ2.4.2現在）

【お問合せ】 政策推進室　６２－６２０３

空家を大募集！！

新規採用職員紹介

　この度、教育課・生涯学習担当に配属となりました。藤田大地です。
　西郷上野原出身の28歳です。西郷中学校を卒業後、日向高校、帝京大学へ進
学し、東京で5年の介護職を経て今年度の社会人枠で入庁いたしました。
　町内には幼少期からお世話になっている方々が多くいらっしゃるのでその方々
へ恩返しをするとともに、町民の皆様がより楽しく活気あふれる活動ができるよう
精一杯取り組んでいきます。
　高校、大学でラグビーをやっており体が大きいので町で見かけやすいと思います。
美郷町ではラグビーに触れる機会が少ないと思いますが興味がある方は声をかけていただけると
ありがたいです。
　これからよろしくお願いいたします。

　この度、農林振興課に配属されました小山洋平です。延岡市出身の３０歳です。
　JA延岡で１２年間働かせていただき、社会人経験枠から今年度より入庁しまし
た。趣味はバスケットやゴルフなどしています。町内の地理も分からない所はある
のですが、今まで培ってきた経験と体力を生かし、美郷町全体の奉仕者として一
生懸命頑張っていきたいと思いますので宜しくお願いします。

孝峰　未来　（総務課　庶務担当）

藤田　大地　（教育課 生涯学習担当）

小山　洋平　（農林振興課 農政担当）
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　美郷町教育委員会は、生きがい教室講座の受講生を募集します。生きがい教室をきっかけに新しい自分
を発見してみませんか？あなたの『学びたい』気持ちを応援します！

●申込方法 申込先まで申込書をご提出いただくか、お電話にてお申し込みください。
  （申込先・申込書は次ページ）

●申込期限 各講座の締切日をご確認ください。

●そ の 他 １．受講生が少ない場合は開講できないことがあります。
  ２．開講が決定した場合は、開講日の１週間前までに案内状をお送りします。開講できなかった
　　　　　　　　  場合もその旨お知らせします。
  ３．講座の日程は、都合により一部変更になる場合があります。
  ４．受講料は無料ですが、講座によっては教材費が必要になる場合があります。
  ５．ここに掲載している講座以外にも、５名以上の希望があれば新たな講座を開設できます。 

生きがい教室の受講生を募集します生きがい教室の受講生を募集します
令和２年度令和２年度

生きがい教室の受講生を募集します

西郷ニューホープセンター

令和２年度

①エコクラフト教室
◆内　容 エコクラフトでおしゃれなイ
　　　　　　 ンテリア雑貨やかわいいバッ
　　　　　　 クを作ります。
◆開　講 ６月１１日（木）
◆日　程 第２・４木曜日　全８回
　　　　 １９：００～２１：００
◆締　切 ５月１５日（金）

②編み物教室
◆内　容 コットン毛糸を使ったバック
　　 や小物（がま口財布等）を作り
　　　 ます。
◆開　講 ７月２日（木）
◆日　程 第１・３木曜日　全１０回
　　　　 １９：００～２１：００
◆締　切 ６月１２日（金）

③三味線教室
◆内　容 三味線の音色を楽しみなが
　　　　　 ら、地元の民謡を中心に弾き
　　　　 方を学びます。
◆開　講 ６月９日（火）
◆日　程 第２・３・４火曜日　全９回
　　　　 １９：００～２０：３０
◆その他 定員８名
◆締　切 ５月２２日（金）

南郷多目的研修センター

④パッチワーク教室
◆内　容 小さな布を繋ぎ合わせて、素　
　　　　　 敵な作品を作ります。
◆開　講 ７月９日（木）
◆日　程 第２・４木曜日　全１０回
　　　　 １３：００～１５：００
◆締　切 ６月１９日（金）

⑤押し花教室
◆内　容 材料の作り方から作品制作ま
　　　　 でを楽しみながら学びます。
◆開　講 ８月５日（水）
◆日　程 第１水曜日　全５回
　　　　 １３：００～１５：００
◆締　切 ７月１７日（金）

キ
リ
ト
リ

　４月１５日から６月３０日まで、不正大麻・けし撲滅運動を実施します。
　不正大麻・植えてはいけないけしを発見したときは、日向保健所（電話 
52-5101）までご連絡ください。

不正大麻・けし撲滅運動について
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生きがい教室申込書 

希望講座番号  

   （ ）ながりふ（前名          ）

性別 男　 ・ 　女 年齢  

住所 

地区 電話番号

〒 

キ
リ
ト
リ

キリトリ

⑦ＣＡＤ教室
◆内　容 ＣＡＤソフトを使って、パソコン   
　　　　　 での製図や設計を学びます。
◆開　講　 ６月１２日（金）
◆日　程　 第２・４金曜日
　　　　　 １３：００～１５：００
◆その他　 ノートパソコン持参
◆締　切　 ５月２２日（金）

⑧ガーデニング教室
◆内　容 季節の花材を使った寄せ植え
　　　　 とともに植物の育て方の基本
　　　　 を学びます。
◆開　講 ６月１５日（月）
◆日　程 月１回（月曜日）　全４回
　　　　 １０：００～１２：００
◆その他 材料費３，０００円程度
◆締　切 ５月２７日（水）

北郷図書館

⑨押し花教室
◆内　容 色とりどりの素材を活かして様 な々
　　　　　 押し花作品を制作します。
◆開　講 ７月２日（木）
◆日　程 第１木曜日　全６回
　　　　　 １３：００～１５：００
◆その他 材料費５００～３，０００円
◆締　切 ６月１２日（金）

⑩手品（マジック）教室
◆内　容 シルクマジックやロープマジッ
　　　　　 クの習得を目指します。
◆開　講 ７月８日（水）

◆日　程 隔週水曜日　全８回
　　　　　 １９：００～２１：００
◆その他 昨年度からの継続講座です。初め
　　　　 ての方はお問合せください。
◆締　切　 ６月３日（水）

【お申込・お問合せ】 
教育課　生涯学習担当　６２－６２０４　　南郷図書館　５９－１６０５　　北郷図書館　６２－６２０５

　新型コロナウイルス感染症の発生に伴い財産に相当の損失を受けた場合や、売上の急減により納付
資力が著しく低下した場合など、所定の要件に該当するときは、税務署に申請することにより、猶予制度
が適用される場合があります。
　猶予制度に関する詳しい内容や、申請に必要な書類等については、最寄りの税務署（徴収担当）にお
尋ねください。

新型コロナウイルス感染症の発生に伴い
国税が一時に納付できない方のために

猶予制度があります

【お問合せ】 延岡税務署　０９８２－３２－３３０１　※自動音声案内

⑥ピアノ＆アンサンブル教室
◆内　容 楽しみながら学べるピアノ教
　　　　　　 室です。アンサンブルではウク
　　　　　　 レレやギターなど様々な楽器
　　　　　　 を弾く練習をします。
◆開　講　　 ６月１０日（水）
◆日　程　　 第２・４水曜日
　　　　　　１３：００～１５：００
◆締　切　　 ５月２９日（金）

　令和元年分の申告所得税及び復興特別所得税・消費税及び地方消費税（個人事業者）の申告・納付
期限が令和２年４月１６日（木）に延長されたことに伴い、振替納付日は、次表のとおりとなります。

①振替納付日の預貯金残高を必ずご確認ください。
②口座振替をご利用いただく場合は、４月１６日（木）までに税務署又は希望する預貯金口座の金融機 
　関へ「振替納税」の手続が必要となります。
③振替納税による口座引落しができなかった場合は、４月１７日（金）から延滞税がかかる場合があります。
　ご不明な点がありましたら、最寄りの税務署にお尋ねください。

申告所得税及び復興特別所得税・消費税
及び地方消費税（個人事業者）の振替納付日

申告所得税及び復興特別所得税  令和２年５月１５日（金）
消費税及び地方消費税（個人事業者）　令和２年５月１９日（火）

【お問合せ】 延岡税務署：０９８２－３２－３３０１　※自動音声案内

　自動車税は、４月１日現在、宮崎運輸支局に登録されている自動車の所有者または使用者に課税さ
れます。
　自動車をお持ちの方は、６月１日（月）までに、自動車税を納めてください。
　納付は金融機関、県税・総務事務所、コンビニエンスストアのほか、パソコンや携電電話などインター
ネット環境があればクレジットカードを利用して納めることができます。（詳しくは納税通知書をご覧くだ
さい。）
　もし、５月中旬までに納税通知書が届かないときは、お近くの県税・総務事務所までご連絡ください。
　なお、障がい者の方のために使用する自動車については、一定の要件に該当
する場合申請期限までに申請すれば、自動車税の一定額が減免されますので、お
早めにご相談下さい。

【お問合せ】 日向県税・総務事務所　０９８２－５２－４１４８

５月は自動車税を納める月です５月は自動車税を納める月です５月は自動車税を納める月です
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狂犬病予防集合注射のお知らせ狂犬病予防集合注射のお知らせ狂犬病予防集合注射のお知らせ
　狂犬病予防集合注射を各地区巡回して行います。日程については次のとおりです。
　また、現在犬を登録して飼育されている方には、郵便にて詳細な時間場所等を案内します。

　

　犬を飼育する場合は、狂犬病予防法により「登録」と「狂犬病予防注射」が義務付けられており室内
犬・猟犬等すべての犬が対象です。
　狂犬病から愛犬を守り、私たち人間の生命を守るために、飼育者は年に１回、必ず予防注射を受け
させましょう。

　生後９１日以上の犬を飼育されている方は、飼い始めた日から３０日
以内に役場町民生活課又は各地域課において登録申請し、鑑札の交付
を受けてください。登録手数料として３，０００円が必要です。

北郷地区　令和２年５月  ９日（土）
南郷地区　令和２年５月１４日（木）・１５日（金）

西郷地区　令和２年５月１６日（土）
予 備 日　令和２年5月２３日（土）※各地区役場前

狂犬病予防注射代　　３，３００円

【犬の登録】

【お問合せ】 町民生活課　６６－３６０４

　子どもの日に子どもや孫と一緒に料理を作ってみるのはどうでしょう。
　切るものはウインナーのみ、あとは計るだけです。でも美味しく作るには少しだけ工夫や経験が必要かも
しれません。
　子どもの頃におうちの人と料理をした経験が楽しい思い出になって、自分で作るきっかけになってくれ
たら嬉しいですね。

（材料）                                                  
米　２カップ　ミックスベジタブル（冷凍）　2カップ　
ウインナー　150ｇ　水　300cc　酒　大さじ２　固形スープの素　1個
バター　大さじ２　塩　小さじ１/2（3ｇ）
（作り方）
①米を洗ってざるにあげ、30分おきます。
②ウインナーは小口切りにする。
③ミックスベジタブルをざるに入れ上から熱湯をまわしかける。
④固形スープの素は細かく包丁で刻んでおく。
⑤炊飯器に米と水を入れ、次にミックスベジタブル、ウインナー、残りの調味料を加えて普通に
　炊きます。
⑥炊き上がったら10分蒸らして、しゃもじでさっくりと上下に混ぜ合わせる。

　　

美味しい一皿美味しい一皿美味しい一皿美味しい一皿美味しい一皿
ウインナーミックスピラフ

町の食改さん
レシピ

炊飯器で簡単♪
子どもと作る

　国民年金保険料は毎年改定が行われており、令和２年度は月額16,540円です。
　日本年金機構から送付される納付書がお手元に届いた方は、納期限までに納付をお願いします。

口座振替がお得です
　口座振替にすると納付の手間が省けるうえ、納め忘れもなく便利です。また割引があり、現金で納付す
るよりもお得です。手続きを希望される方は、年金手帳・通帳・金融機関届出印が必要です。

　保険料を納め忘れの状態で万一障がいや死亡といった不慮の事故が発生すると、障害基礎年金や遺
族基礎年金が受けられない場合があります。経済的な理由等で国民年金保険料の納付が困難な時
は、『保険料免除制度』や『納付猶予制度』を活用ください。

【相談・お問合せ】
延岡年金事務所（国民年金課）　０９８２－２１－５４２４　町民生活課　６６－３６０４

毎月納付
(納付書現金納付)
(翌月末口座振替)

毎月納付
(当月末口座振替)

６ヶ月前納
(現金納付)

６ヶ月前納
(口座振替)

１年前納
(現金納付)

１年前納
(口座振替)

２年前納
(現金納付)

２年前納
(口座振替)

保険料額

１ヶ月分 ６ヶ月分 １年分 ２年分

割引額 保険料額 割引額 保険料額 割引額 保険料額 割引額

16,540

16,490 50

99,240

98,940

98,430

98,110

198,480

197,880

196,860

196,220

194,960

194,320

397,800

383,210

381,960

14,590

 
15,840

300

810

1,130

600

1,620

2,260

3,520

4,160

【令和2年度　納入額早見表】

保険料免除の申請について

※残高不足にならないよう注意してください。
※令和3年度保険料額は16,610円で計算しています。

令和２年度の
国民年金保険料について

（単位：円）
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つばのある帽子

首にタオルを巻く

ダニの尽きにくいもの

シャツの袖口は手袋の中

ズボンの裾に靴下

防水スプレー

ダニの駆除剤を使用

無理に取ろうとせず

３週間程度は体調に
気をつけ ブラッシング

必ず手洗い

動物病院を受診

新型コロナウイルスへの対策 クラスター（集団）の発生を防止することが

共同で使う物品
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　美郷町では、「いきいき温泉健康づくり事業」として、町民の健康と福祉の増進を図る目的で温泉
券（月２０回分を限度）を購入する場合に、その購入費の一部を予算の範囲内において助成してお
ります。
　この度、いきいき温泉健康づくり事業の抜本的見直しを行い、令和２年４月１日から、現在の補助
率等を見直しまして、一般向け回数券は廃止し、高齢者・障がい者のみの回数券販売となり、入湯１
回あたり、２５０円の補助とさせていただきます。皆様のご理解をお願い致します。
　令和２年４月１日から販売の内容は、以下のとおりとなります。

①美郷町に住所を有する次の事由に該当する方
　○身体障がい者　　○知的障がい者　　○精神障がい者

　○温泉施設利用券の購入日において７５歳以上の者  　

②１人が１ヶ月で２０枚まで購入可能
　※各温泉施設で直接購入してください。

　※その他、注意事項がありますので、ご確認ください。

　※予算が限られていますので、予算に達し次第、温泉施設利用券の販売終了となります。あらか
　　じめ御了承下さい。

美郷町内温泉施設
利用券の購入について

◆温泉施設利用券（※一般向け回数券は廃止となります。）

　いきいき温泉施設利用券の購入にあたりましては、次の点にご留意いただき、購入して下さい。

１．購入、ご利用者は、本人に限ります。
　家族名義や他人名義での温泉施設利用券の購入、ご利用は出来ません。

２．次のことについて証明するものをご提示いただきますので、ご了承下さい。
　（１）美郷町民であること

　（２）75歳以上の高齢者又は障がい者であること

美郷町いきいき温泉施設利用券購入者の美郷町いきいき温泉施設利用券購入者の
皆様へ（お願い）皆様へ（お願い）

美郷町いきいき温泉施設利用券購入者の
皆様へ（お願い）

【問合せ先】 西郷温泉美々川（68-2222） 南郷温泉山霧（59-0100） 
　　　　　 役場健康福祉課（66-3610）

高齢者の肺炎球菌予防接種について 高齢者の肺炎球菌予防接種について 
肺炎球菌感染症とは・・・
　肺炎球菌という細菌によって引き起こされる病気です。日本人の約３～５％の高齢者では鼻や喉の奥に
菌が常在しているとされます。この菌が何らかのきっかけで活性化することで、気管支炎、肺炎、敗血症などの
重い合併症を起こすことがあります。
　この予防接種は、肺炎球菌が原因で起きる肺炎予防に効果があります。

※接種をする際には通知文と予診票、健康手帳（予防接種の記録をします）を持って行ってください。

〈対象者〉
　※過去に1回でも肺炎球菌予防接種を受けたことがある方は対象となりません。　

　①65歳の方、及び70歳以上の方（Ｒ3年3月31日現在の年齢）。
　②60～69歳の方で、心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機 
　　能障害のある方で身体障害者手帳1級を有する方、又は同程度の方。

〈自己負担〉
　3,000円（生活保護受給者の方は無料）残り5,000円は町が助成します。

〈接種医療機関〉
　（１）西郷病院　 　接種日：毎週木曜日午後。

　　　西郷病院での接種予約は健康福祉課へ電話で申し込んでください。

※町外医療機関でも接種できる方

　上記障害を持つ60～65歳未満の方、65,70,75,80,85,90,95,100歳の節目の方。
　具体的には次のとおりです。（町外医療機関で接種できるのは令和3年3月31日までです。）
 
   
　 65歳：昭和 30年4月2日生～昭和 31年4月1日生
　70歳：昭和25年4月2日生～昭和26年4月1日生
　75歳：昭和20年4月2日生～昭和21年4月1日生
　80歳：昭和15年4月2日生～昭和16年4月1日生
　85歳：昭和10年4月2日生～昭和11年4月1日生
　90歳：昭和  5年4月2日生～昭和  6年4月1日生
　95歳：大正14年4月2日生～大正15年4月1日生
  100歳：大正   9年4月2日生～大正10年4月1日生

【お問合せ】 健康福祉課　保健師　66-3610

接種の際、対象者であるか
の確認に通知文と予診票が
必要になりますので個別に
郵送いたします。

高齢者の肺炎球菌予防接種について 

　

不妊専門相談センター　「ウイング」
・相　談　時　間　9：30～ 15：30
・メールアドレス　wing@pref.miyazaki.lg.jp
・専　用　電　話　中央保健所　0985-28-2668　月曜日～金曜日

※町の不妊治療費助成事業については、健康福祉課保健師へお問い合わせください。
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　美郷町の皆さま、こんにちは。4月より西郷病院の整形外科医師として赴任致
しました、竹脇　雄太（たけわき　ゆうた）と申します。医師6年目、今年で32歳
になります。昨年度は栃木県の自治医科大学附属病院 整形外科で1年間研修
をし、久しぶりに宮崎に帰ってきました。これまで学んできたを活かして少しでも
美郷町の医療に貢献できたらなと思っています。至らない点があるかと思いま
すが、一生懸命頑張りますのでどうぞよろしくお願い致します。
　また妻と子供3人での美郷町の生活も全力で楽しみたいと思っています。美
郷町の観光地やグルメ、イベント情報など、なんでもたくさん教えて下さい。よろ
しくお願いします！！

※県派遣の奥野祐介医師（南郷診療所：総合診療科）は、４月から椎葉村国民健康保険病院へ異動に
　なりました。
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木

金
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月
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木

金

土

日

月

火

水

木
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月

火

水

木
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日 曜 行　事　名 場　所　等地区 時　間 担当課等・連絡先

乳幼児健診

育児相談

胃がん検診

胃がん検診

行政相談

胃がん検診

胃がん検診

胃がん検診

予防接種

胃がん検診

胃がん検診

胃がん検診

行政相談

胃がん検診

行政相談

胃がん検診

定例区長会

胃がん検診

胃がん検診

胃がん検診

胃がん検診

胃がん検診

予防接種

南郷

南郷

西郷

西郷

南郷

西郷

西郷

西郷

西郷

北郷

北郷

北郷

北郷

北郷

西郷

北郷

西郷

北郷

南郷

南郷

南郷

南郷

西郷

南郷保健センター

南郷保健センター

小原集会センター

和田コミュニティーセンター

南郷多目的研修センター

健康管理センター

健康管理センター

健康管理センター

健康管理センター

黒木営農改善施設

入下公民館

細宇納間公民館

北郷総合健康センター

長野生活改善センター

峰集会センター

小原多目的施設

西郷ニューホープセンター

北郷保健センター

渡川中区公民館

鬼神野森の駅

水清谷集落センター

南郷保健センター

健康管理センター

13：00～14：00

15：00～16：00

8：00～9：00

8：00～9：00

10：00～12：00

時間予約制

時間予約制

時間予約制

14：30～15：00

8：00～9：00

8：00～9：00

8：00～9：00

10：00～12：00

8：00～9：00

10：00～12：00

8：00～9：00

13：30～15：00

時間予約制

8：00～9：00

8：00～9：00

8：00～9：00

時間予約制

14：30～15：00

健康福祉課

健康福祉課

健康福祉課

健康福祉課

総務課

健康福祉課

健康福祉課

健康福祉課

健康福祉課

健康福祉課

健康福祉課

健康福祉課

総務課

健康福祉課

総務課

健康福祉課

総務課

健康福祉課

健康福祉課

健康福祉課

健康福祉課

健康福祉課

健康福祉課

６６－３６１０

６６－３６１0

６６－３６１0

６６－３６１0

６６－３６01

６６－３６１0

６６－３６１0

６６－３６１0

６６－３６１0

６６－３６１0

６６－３６１0

６６－３６１0

６６－３６01

６６－３６１0

６６－３６01

６６－３６１0

６６－３６01

６６－３６１0

６６－３６１0

６６－３６１0

６６－３６１0

６６－３６１0

６６－３６１0

美郷町５月行事予定表

竹脇　雄太
昭和６３年１月３日生

　4月より西郷病院へ内科医師として赴任致しました菅井　亜希（すがい　あ
き）と申します。自治医科大学卒業後、県立宮崎病院・宮崎大学病院にて勤務を
し、今年で医師5年目になります。私は延岡市出身なのですが、幼少期は度々美
郷町(旧西郷村)へ遊びに来させてもらうことがあり、美郷町はとても馴染みのあ
る地です。そのような地で勤務をすることになり、ご縁を感じております。私は1
歳の娘を抱える母でもあり、夫と娘のいる宮崎市からの通勤とはなりますが、地
域に根差した医療を目指し、微力ながら皆様の健康増進の一助となるよう勤め
て参りますので、どうぞ宜しくお願い致します。 菅井　亜希

平成２年１０月５日生

　美郷町の皆様、初めまして。今年度より西郷病院で勤務いたします黑木  　也
（くろき　たくや）と申します。
　昨年度まで宮崎大学救命センターで勤務しており、今年で医師4年目、自治医
科大学地域派遣で赴任いたしました。例年と異なり、今年は世の情勢も大きく変
化し、また、美郷町の医療体制も大きな転換期を迎えております。皆様におかれ
ましては不安な点やお困りなことがあることと思います。微力ながら皆様の日々
の生活、健康に助力させていただけたらと考えておりますので、よろしくお願い
いたします。 黑木　　也

平成３年１２月２４日生

　美郷町の皆様こんにちは。４月より赴任しました漆野　雄太（うるしの　ゆう
た）と申します。
　私は宮崎市で生まれ育ち宮崎大宮高校、自治医科大学を卒業後に初期臨床
研修を経て宮崎市内の精神科病院に勤務しておりました。今回が初めての地域
医療となりますが、大学時代に3回、研修医時代に1回とお世話になっている美
郷町に赴任することになり嬉しく思います。
　精神科では主にうつや統合失調症、各種認知症の治療に携わっておりまし
た。その経験で皆様のお役に立てればと思います。「眠れない」「不安がある」な
ど些細なことでもご相談ください。
　まだまだ未熟で至らない面もあるかと思いますが、医療スタッフをはじめ病院職員と協力しながら美
郷町の医療に取り組んでいきたいと考えております。よろしくお願い申し上げます。

漆野　雄太
昭和６２年４月２８日生

着任のごあいさつ

※行事は、都合により変更になる場合もありますので御了承ください。
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※この記事は、ご家族の意向を確認し掲載しております。 

誕生おめでとうございます ３月受付分
の出生届

2月21日生  若田  琉花さん 【南郷鬼神野】  父：勇正さん  母：沙織さん
ルカ

2月24日生  小松  ひまわりさん 【西郷田代】  父：聖尭さん  母：可穂さん

3月1日生  中田  原陽さん  【西郷田代】  父：康太さん  母：真帆さん
ハルヒ

見事に引き当てました！見事に引き当てました！

　３月６日(金)に延岡家畜市場において３月期子牛郡共進会が開催され、雌牛の部で田野敏広さんが
出品した「ひなた１２号」が優等五席、去勢牛の部で長友基徳さんが出品した「令和２号」が優等首席を
受賞されました。
　今回出品された生産者の方々の日ごろの努力に敬意を表し、今後の活躍を期待いたします。

　

ランドセルカバー 橋口組　　ＣＯ－ＯＰ共済　　㈱西の丸　　
交通安全下敷き　 日向地区交通安全協会
防犯ブザー　　　 宮崎県生コンクリート工業組合　　入郷生コン事業協同組合
防犯笛　　　　　 日本マクドナルド株式会社
黄色いワッペン　 株式会社みずほフィナンシャルグループ
　　　　　　　　 損保ジャパン日本興亜株式会社
　　　　　　　 明治安田生命保険相互会社
　　　　　　　　 第一生命保険株式会社　　　　　　敬称略

雌牛の部田野敏広さん、長友基徳さん雌牛の部田野敏広さん、長友基徳さん
去勢牛の部で優等賞受賞去勢牛の部で優等賞受賞

雌牛の部田野敏広さん、長友基徳さん
去勢牛の部で優等賞受賞

　今年の各小学校新入学児童に対しまして、企業・団体の皆様からラ
ンドセルカバーなどの交通安全・防犯用品を寄贈いただきました。新し
い学校生活に有効に活用させていただきます。誠にありがとうござい
ました。

学校新入学児童に寄贈品を学校新入学児童に寄贈品を
いただきましたいただきました

学校新入学児童に寄贈品を
いただきました

令和２年４月１日現在（現住人口による）

2,308 

2,481 

4,789 

2,154 

 

 

2,256 

2,448 

4,704 

2,116 

 

△ 52

△ 33

△ 85

△ 38

美郷町の人口

対話と協働による元気で活力あるまちづくり対話と協働による元気で活力あるまちづくり対話と協働による元気で活力あるまちづくり
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去勢の部　優等首席「令和２号」と長友琢麻さん雌牛の部　優等五席「ひなた12号」と田野拓斗さん
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