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古 日野上

軟 日野上・多里

不粗不 有 石見・福栄

軟
大宮・阿毘縁・山上・

矢戸、三栄の一部

可 石見・福栄

可 石見・福栄

可
大宮・阿毘縁・山上・

矢戸、三栄の一部

可
大宮・阿毘縁・山上・

矢戸、三栄の一部

可 日野上・多里

可 日野上・多里

可 日野上・多里

可 石見・福栄

可
大宮・阿毘縁・山上・

矢戸、三栄の一部

可
大宮・阿毘縁・山上・

矢戸、三栄の一部

可 石見・福栄

可 石見・福栄

可 日野上・多里

可 日野上・多里

可 日野上・多里

可
大宮・阿毘縁・山上・

矢戸、三栄の一部

可
大宮・阿毘縁・山上・

矢戸、三栄の一部

可
大宮・阿毘縁・山上・

矢戸、三栄の一部

可
大宮・阿毘縁・山上・

矢戸、三栄の一部

可 石見・福栄 可 日野上・多里 可
大宮・阿毘縁・山上・

矢戸、三栄の一部

び生 多里

ハ ペ 日野上・多里

不粗不 有 日野上・多里

軟 石見・福栄

多里古

可 石見・福栄

可 石見・福栄

可 日野上・多里

び生 石見・福栄 び生 日野上

古
大宮・阿毘縁・山上・

矢戸、三栄の一部

石見・福栄古

不粗不 有 大宮・阿毘縁・山上・

矢戸、三栄の一部

生 び 大宮・阿毘縁・山上・

矢戸、三栄の一部

ペハ
大宮・阿毘縁・山上・

矢戸、三栄の一部

ペハ 石見・福栄

ミルクつけつゆそうめん

【作り方】
①めんつゆと牛乳を合わせて、ミル
　クつけつゆを作る。
②そうめんをゆで、ゆで上がったら
　ザルに上げて水洗いし、器に盛る。
③そうめんを①につけながら、薬昧
　をたっぷり入れていただく。

レシピ：料理家・管理栄養士
　　　　小山浩子さん
出　典：Ｊミルク「乳和食」サイト

1人分あたりの栄養価
エネルギー
カルシウム
食塩相当量

425kcal
142mg
1.4g

食
育
さ
ん

↓動画で作り方がご覧いただけます

乳和食

そうめん………………
＜ミルクつけつゆ＞
牛乳…………………………
めんつゆ(3倍濃縮)………
＜薬味＞
ねぎまたは青じそ………………
すりごま…………………………
おろししょうが…………………

【材　　料】（２人分）
2束(200g)

200㎖
大さじ１

適宜
適宜
適宜

　めんつゆの量は通常の1/13ですが、
牛乳のコクとうまみでおいしく食べ
られます！

有害ゴミ（乾電池・蛍光管）有 軟 軟質プラスチック 粗大ゴミ（１辺が 60cm 以上のもの）粗不燃粗大ゴミ不粗 布類布

ペットボトルペ発泡スチロールハ 燃やせないゴミ不生びん（繰り返し使えるびん。ビール瓶、一升瓶など）生

可 燃やせるゴミ 古紙類（新聞・雑誌・ダンボール・牛乳パック）古 雑びん・缶類び

令
和
３
年

■日南町役場
　総合受付　　　℡ 82-1111
　　　　　　　Fax 82-1478
　総務課　　　　℡ 82-1111
　住民課　　　　℡ 82-1112
　建設課　　　　℡ 82-1113
　農林課　　　　℡ 82-1114
　企画課　　　　℡ 82-1115
　教育委員会　　℡ 82-1118
　福祉保健課　　℡ 82-0374

　議会事務局　　℡ 82-1900
　出納室　　　　℡ 82-1901
　人権センター　℡ 82-0076
■総合文化センター
　　　　　　　　℡ 77-1111
　　　　　　　Fax 77-1114
■日南町図書館　℡ 77-1112
■日南町美術館　℡ 77-1113
■日南病院　　　℡ 82-1235
　　　　　　　Fax 82-1341

■日南福祉会　　℡ 83-0842
　（あかねの郷）
■社会福祉協議会
　　　　　　　　℡ 82-6038
■シルバー人材センター
　　　　　　　　℡ 82-0223
■日南小学校　　℡ 77-1200
■日南中学校　　℡ 82-1225
■にちなん保育園
　　　　　　　　℡ 82-0626

■山の上保育園　℡ 82-1215
■石見保育園　　℡ 83-1158
■清掃センター　℡ 83-1153
■子育て支援センター
　　　　　　　　℡ 82-0115
■日南町人権センター
　　　　　　　　℡ 82-0076
■日南町観光協会　℡ 82-1715
■林業アカデミー　℡ 84-0070

主
な
連
絡
先

日南町くらしカレンダー７月

※予定は変更となる場合があります。 e-mail  info@town.nichinan.lg.jp

住民検診（予約制）
　受付時間：

　　午前の部 8:30～10:30

　　午後の部 13:00～14:00

　場所：総合文化センター

やさしい国語
　時間：10:30～12:15

　場所：役場防災会議室

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽﾜｸﾁﾝ集団接種（１回目）
　受付場所：健康福祉センター

ノルディック・ウォーク＆ラジオ体操教室
　時間：10:00～12:00

　場所：福栄 九塚川河川公園

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽﾜｸﾁﾝ集団接種（１回目）
　受付場所：健康福祉センター

住民検診（予約制）
　受付時間：

　　8:30～10:30（午前のみ）

 　場所：総合文化センター

にちなん町民大学　花口の遺跡巡り
　時間：9:00～12:00

　集合：旧石見東小学校花口分校

高橋みのる　木のからくりおもちゃ展
（～9/4）

　時間：

　10:00～　オープニングセレモニー

　13:00～　ワークショップ

　場所：日南町美術館

廣池昌弘ギャラリートーク
　時間：14:00～／16:00～

　場所：日南町美術館

人生学園
　時間：10:00～

　場所：文化センター多目的ホール

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽﾜｸﾁﾝ集団接種（２回目）
　受付場所：健康福祉センター

住民検診（予約制）
　受付時間：

　　午前の部 8:30～10:30

　　午後の部 13:00～14:00

　場所：総合文化センター

やさしい数学
　時間：9:30～11:00

　場所：役場防災会議室

人権相談・行政相談
　時間：9:00～12:00

　場所：子育て支援センター

離乳食・幼児食講習会
　時間：10:00～12:00

　場所：子育て支援センター

乳児健康診査
　時間：13:00～16:00

　場所：健康福祉センター

にっこりサロン ヘルス編
　時間：14:00～15:30

　場所：子育て支援センター

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽﾜｸﾁﾝ集団接種（１回目）
　受付場所：健康福祉センター

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽﾜｸﾁﾝ集団接種（１回目）
　受付場所：健康福祉センター

ふれあい人権講座
　時間：18:00～19:30

　場所：日南町人権センター

オレンジカフェ～ねぇ・きいて～
　時間：10:00～13:00

　場所：パセオ内無料休憩所

子どものアトリエ
　時間：15:00～16:30

　場所：文化センター第３研修室

小中学校終業式

消費生活相談窓口
　時間：9:00～12:00、13:00～16:00

　場所：役場住民課

日南町介護家族の集い
　時間：10:00～12:00

　場所：文化センター第3研修室

古文書解読講座
　時間：10:00～16:00

　場所：郷土資料館（旧石見西小学校）

こころの健康相談（予約制）
　時間：13:30～15:00

　場所：健康福祉センター

バンブージムと竹箸づくり
　時間：13:00～16:00

　場所：文化センター多目的ホール

　　　　＆屋外広場

子どものアトリエ
　時間：15:00～16:30

　場所：文化センター第３研修室

認知症個別相談会（予約制）
　時間：14:00～15:00

　場所：健康福祉センター（個別対応可）



ごみの区分・出し方表
ごみの区分 出し方

指定袋(有料)
紐でくくる
指定袋(有料)

バラもしくは透明なごみ袋
指定袋(有料)
指定袋(有料)
指定袋(有料)

粗大ごみシール(有料）〔清掃センターヘ予約〕
透明なごみ袋
指定袋(有料)

指定袋(有料）指定場所ヘ

午後１時まで

ごみ出しの時間

午前７時30分まで可燃ごみ
古紙類

ビン・力ン
生きビン

発泡スチロール
ペットボトル
不燃ごみ

不燃粗大ごみ
有害ごみ

軟質プラスチック
布類

ひも

１）家庭から出るごみだけを収集します。事業所、商店、施設などから出るごみは出さないで

　　ください。

２）古紙類には、「新聞紙、雑誌、ダンボール、紙製包装、飲用紙パック類」が該当します。

　　種類ごとに紐でくくってください。

３）有害ごみ（乾電池、蛍光管）は不燃ごみの日にごみ収集ステーションで収集しますが、別々

　　に透明の袋に入れて出してください。

４）ビンとカンは指定の袋に入れて出してください。

５）発泡スチロールとペットボトルは別々の袋に入れて出してください。

６）日南町清掃センターへの直接ごみ持込は、平日【９時〜16時】、土曜日【９時〜11時】、

　　日・祝日は休業します。

※お問い合わせは、日南町住民課（℡８２－１１１２）又は日南町清掃センター　（℡８３－

　１１５３）まで

ひも

可燃ごみ
不燃ごみ
資源ごみ
共用小袋

粗大ごみ用シール

１袋（１０枚入）４５０円

１袋（１０枚入）２５０円
１枚　　　　　　２００円

指定ごみ袋・粗大ごみシール価格

日野上地区

山上地区
阿毘縁地区
大宮地区
多里地区
石見地区

福栄地区

生山郵便局、日南郵便局、矢戸郵便局、コメリ日野日南店、JAグリー
ンにちなん、トミヤ山本薬店、柱本酒店、ぷららショップ、本条書店、
丸合日南店、ローソン日南生山店、丸山自治会、三栄自治会、上三栄
自治会、日南町役場
山上郵便局
阿毘縁簡易郵便局
印賀郵便局、折渡自治会、白根商店、宝谷自治会
多里石油、多里郵便局、日南住設、ホームランド多里
浅田酒・衣料品店、上石見自治会、上石見郵便局、中石見自治会、
花口自治会
福栄郵便局

指定ごみ袋・粗大ごみシールの取扱店等

 
 
 
★話題の本     貸出中のときは予約をどうぞ 

 
 
 
 
 

小説 8050        林 真理子 
 

完璧な人生を送っているように見える大澤

正樹には秘密がある。彼の長男・翔太は 7年

間も自宅に引きこもっていた。 

 
 
 
 
 

鳥取力 新型コロナに挑む小さな県の奮闘 

       平井 伸治 
 

感染者が一番少ない県となった小さな県の

大きな闘いを徹底紹介する。 

 
 
 
 
 

52ヘルツのクジラたち 町田 そのこ 
 

自分の人生を家族に搾取されてきた女性

と、母に虐待されてきた少年。二人が出会う

時、新たな魂の物語が生まれる－。 

【２０２１年 本屋大賞受賞】 

 
 
 
 
 

リボルバー        原田 マハ 
 

小さなオークション会社に持ち込まれた 1

丁の錆びたリボルバー。ゴッホは本当にピ

ストル自殺をしたのか? 

 
 
 
 
 

老いの福袋        樋口 恵子 
 

老年よ、大志とサイフを抱け！人生 100年

時代を生きる人に勇気を与える「知恵とユ

ーモア」がつまったエッセイ。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

利用案内 TEL 0859-77-1112 
FAX 0859-77-1114 

 
開館時間 
 
借りることの 
できる数 
 
貸出期間 
 
休館日 
 

 
午前８時３０分～午後６時（土日は午後 5時まで） 
 
本︓何冊でも  雑誌（最新号除く）︓何冊でも 
CD／DVD︓あわせて 3つまで 
 
2週間 
 
月曜日、祝日、第 1水曜日 
※月曜と祝日が重なれば翌日も休館 
 

コロナ禍のいま、手で直接さわるものに今

まで以上に敏感になってしまうものです。本

も例外ではありません。そんな不安を和らげ

てくれるのが「本の消毒機」です。本の表面だ

けでなく、ページ内部まで除菌、消臭するスグ

レモノです。 

使い方は簡単。 

本をセットして 

ボタンを押して 

1分で完了です。 

ぜひ使ってみ 

てください。 

ようこそ、日南町図書館へ！ 

新たに蔵書に加わりました！ 

＜小説＞ 

●吉原手引草（松井今朝子） 

●長いお別れ（中島京子） 

●最悪の将軍（朝井まかて） 

●奥羽の二人（松本清張） 

●あるじは信長（岩井三四二） 

●私のなかの彼女（角田光代） 
 

＜エッセイ＞ 

●それでもこの世は悪くなかった（佐藤愛子） 

●二人の親を見送って（岸本葉子） 

本の消毒機 

大きな活字の本 

便利な機能がいっぱい！ 

図書館のホームページ 
 

・本の検索 

・予約 

・借りている本の延長 

・借りた本の履歴を残す など 
 
 

日南町図書館 HP 
 
アクセスしてみて 
ください 


