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材　料（4人分）

蜂の子……………………
かぼちゃ………………………
なす………………
青ねぎ………………………
ごぼう…………………………
木綿豆腐……………………
ごま油……………………………
だし汁…………………………
しょうゆ……………
酒……………………………
※蜂の子は秋が旬です。同じ時期に
　採れる里芋などを入れることもあ
　ります。

60～80ｇ
1/8個

小１本（100ｇ）
５～６本
1/4本

1/2～1丁
少々

400ml
大さじ1・1/2

大さじ２

①蜂の子は、半量を炒めてだし汁を加え、
　しばらくおいてうまみを出す。
②かぼちゃは乱切り。なすは半月切りに
　し、水につけてあく抜きする。
　ねぎは３㎝くらいの長さに切る。ごぼ
　うはささがき。豆腐はさいの目に切る。
③鍋に残りの蜂の子を入れて炒め、だし
　汁と豆腐以外の材料を加えて煮る。
　材料に火が通れば、①の蜂の子と豆腐
　を入れて、しょうゆ、酒で味付けし、
　水分が少なくなるまで煮詰める。

　日南町の郷土料理です。昔は貴重なた
んぱく源でした。
　蜂の子は、旨み成分が豊富に含まれて
おり、油で炒めてからだしをとると濃厚
な風味があるおいしいだしがとれます。
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健 康健 康
レ
シ
ピ

レ
シ
ピ

はちのこ汁
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■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
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先

日南町くらしカレンダー10月

e-mail  info@town.nichinan.tottori.jp

就学時健康診断
　時間：13:00～

　場所：日南小学校

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

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

子育て支援センター事業
身体測定・座談会
　時間：9:30～11:40

　場所：子育て支援センター

こころの健康相談（予約制）
　時間：13:00～15:00

　場所：健康福祉センター

北村英治・アロージャズオーケ
ストラ町制60周年記念コンサ
ート～太田裕美を迎えて～
　時間：16:30～

　場所：文化センターさつきホール

第３回スターパーティーinにちなん
　時間：17:00～翌9:00

　場所：多里地域振興センター

古文書解読講座
　時間：10:00～

　場所：郷土資料館（旧石見西小）

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

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：湖畔センター前

日南町介護家族の集い
　時間：10:00～12:00

　場所：総合文化センター第3研修室

天満屋モクモクガーデン オープン
　場所：米子しんまち天満屋

５歳児健康診査
　時間：12:00～17:00

　場所：健康福祉センター

５歳児健康診査
　時間：12:00～17:00

　場所：健康福祉センター

生活支援ボランティアスキルアップ研修会
　時間：9:00～11:30

　場所：にちなん日野川の郷 多目的ホール

大人のためのクレパス画教室
　時間：9:30～15:30

　場所：文化センター多目的ホール

第32回ふれあい文化祭（展示のみ）
　時間：8:30～11:00

　場所：町人権センター

にちなん日和2019
　時間：10:00～15:00

　場所：役場・文化センター周辺

林業まつり
　時間：9:00～15:30

　場所：役場庁舎前駐車場 他

にちなんお仕事フェア
　時間：10:00～15:00

　場所：役場・文化センター周辺

ふる里まつり
　時間：8:30～17:00　場所：文化センター周辺
日南町駅伝競走大会
　時間：8:00～　場所：霞周辺
第37回にちなん食のバザール
　時間：10:00～14:00　場所：文化センター
結婚相談所無料登録相談会
　時間：10:00～14:00（庁議室）
サイクルロゲイニング日南町2019（要事前申込）
　時間：受付10:00～10:20　場所：にちなん日野川の郷
第４回昭和の名車チャリティーミーティングwith world in 日南
　時間：9:00～14:00　場所：にちなん日野川の郷

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

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

同和問題職場研修会
　時間：10:00～11:30

　　　　13:30～15:00

　場所：文化センター多目的ホール

日南町制60周年記念式典
＆オータムコンサート
　時間：記念式典　10:00～

　　　　オータムコンサート　13:30〜

　場所：文化センターさつきホール

上皇・上皇后両陛下の60年展（～10/6）
　場所：美術館

町体育祭
　時間：8:50～

　場所：日南町総合グラウンド

第63回鳥取県美術展覧会（～10/27）
　場所：美術館

大人のためのクレパス画教室
　時間：13:00～17:00

　場所：文化センター多目的ホール

第32回ふれあい文化祭
　時間：11:00～

　場所：町人権センター

ふる里まつり
　時間：8:30～17:00

　場所：文化センター周辺

第37回にちなん食のバザール
　時間：10:00～14:00

　場所：文化センター

日南中学校文化祭

にちなん町民大学 兼 
日南小学校人権教育参観日
　時間：14:40～

　場所：町体育館

町総合防災訓練
　時間：8:00〜

ブラスフォレスト
　時間：開場12:30／開演13:00

　場所：文化センターさつきホール

第36回石見地域駅伝競走大会
　集合時間：13:30

　スタート：上石見駅



※時間などは予定ですので、変更になる場合があります。
※令和元年９月13日現在日南町秋のイベント情報（10月、11月）

１０／５（土）
北村英治・アロージャズオーケストラ
町制60周年記念コンサート
～太田裕美を迎えて～

ところ：文化センター「さつきホール」
時　間：開場16：00／開演16：30
前売りチケット／一般　　　　3,000円
　　　　　　　　高校生以下　1,000円
　　　　　　　　（当日各500円増）
▢問 役場総務課　　　　　電話：82-1111
　町総合文化センター　電話：77-1111

１０／６（日）
町制60周年記念式典＆オータムコンサート
ところ：文化センター「さつきホール」
時　間：記念式典　　　　　　10：00～
　　　　オータムコンサート　13：30～
▢問 役場総務課　　　　　電話：82-1111
　町総合文化センター　電話：77-1111

１０／２０（日）
にちなん日和2019

ところ：役場・町総合文化センター前特設会場
時　間：10：00～15：00
内　容：第４回にちなんめしふぇす、にちなんワーク
　　　　ショップ（有料）、ニキッズにちなん木育ひ
　　　　ろば（クムンダーは有料）
▢問 にちなん日和実行委員会（役場農林課）
　　　　　　　　　　　　　　　電話：82‐1114

１０／２６（土）、２７（日）
2019にちなんふる里まつり

＆
第37回にちなん食のバザール

ところ：町総合文化センター及び役場庁舎周辺
時　間：26日（土）8：30～17：00
　　　　27日（日）8：30～15：00
　　　　（食のバザールは10：00～14：00）
【同時開催】
　　　　26日（土）日南中学校文化祭
　　　　27日（日）日南町駅伝競走大会、
　　　　　　　　　結婚相談所無料登録相談会、
　　　　　　　　　移動式プラネタリウム
▢問 にちなんふる里まつり実行委員会
　（役場教育委員会）　電話：82-1118
　にちなん食のバザール実行委員会（役場企画課）
　　　　　　　　　　　電話：82-1115
　（移動式プラネタリウムに関すること）
　日南町観光協会　　　　　電話：82-1715

10／27（日）
第4回昭和の名車チャリティーミーティング

with world in 日南
ところ：道の駅「にちなん日野川の郷」
時　間：9：00～14：00
▢問 昭和の名車チャリティーミーティング実行委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　電話：82-1707

11／3（日）
第3回にちなんロゲイニング大会in日南町多里
と こ ろ：多里地域振興センター（旧多里小学校）
時　　間：受付　　　8：30～／競技開始　　9：30～
応募期間：10月20日（日）まで
募集内容：40チーム（1チーム2～4名）
参加費用：4,000円（1チームあたり）
▢問 ・▢申 
　にちなんロゲイニング大会実行委員会事務局
　（町観光協会）　
　電話：82-1715　メール：info@nichinan-trip.jp

１１／１０（日）
菅沢ダム完成５０年記念式

ところ：町総合文化センター「さつきホール」
時　間：10：00～11：30（開場9：30）
▢問 日野川河川事務所総務課　電話：0859-27-5484

１１／１０（日）
多里かしら打ち

ところ：多里地内
時　間：7：00～15：00頃

１１／１７（日）
おおみやたたら祭

ところ：大宮まちづくり協議会
時　間：8：00～15：00
▢問 大宮まちづくり協議会　電話：87-0911

１１／２４（日）
第１８回関西日南町人会

と こ ろ：ホテルメルパルクOSAKA（５階カナーレ）
　　　　（大阪市淀川区宮原4-2-1　06-6350-2111）
時　　間：12：00～14：00
申込期間：11月５日（火）まで
会費：男性　6,000円／女性　6,000円
▢問 ・▢申 役場企画課　電話：82-1115

町美術館10月・11月展覧会スケジュール
１０／６（日）まで
　町制60周年記念
　　皇位継承記念　つなぐ未来　つながる歴史
上皇・上皇后両陛下の６０年（入館無料）
１０／１８（金）～１０／２７（日）
　第63回鳥取県美術展覧会（日南会場選抜展）
　　　　　　　　　　　　（入館無料・休館日なし）
１１／８（金）～１２／８（日）
　わくわく今昔ものがたり
　　　　～伝統と現代アートのコラボ～（入館無料）
開館時間：8：30～17：00（入館は16：30まで）
　　　　　※毎週月曜休館
▢問 町美術館　電話：77-1113

１１／１７（日）
福栄かしら打ち

ところ：福栄神社
時　間：14：00～

１１／１０（日）
町制60周年記念講演

「超高齢社会と向き合う～老いるという恵み～」
ところ：町総合文化センター多目的ホール
時　　間：14：00～16：00　　講師：占部 まり 氏
応募期間：11月1日（金）まで
参 加 費：無料（先着100名）
特別協力：㈱中海テレビ放送
▢問 ・▢申 役場福祉保健課　電話：82-0374

１１／１０日（日）
第10回福栄天体界道ウォーキング大会

と こ ろ：福栄地域振興センター
時　　間：受付　9：00～／スタート　10：00～
応募期間：11月5日（火）まで
参加費用：500円（一人あたり）
▢問 ・▢申 福栄天体界道ウォーキング大会事務局
　  　（福栄まちづくり協議会）電話：82-0454

１１／３０（土）
第３８回にちなん食のバザールin米子
ところ：米子公会堂前広場
時　間：10：00～14：00
▢問 にちなん食のバザール実行委員会（役場企画課）
　　　　　　　　　　　　　　　　　電話：82-1115

町内各地域の文化祭（予定）
１１／３（日）　山上文化祭
　　　　　　　　ところ：山上地域振興センター
　　　　　　　　時　間：10：00～
　　　　　　　　多里文化祭
　　　　　　　　ところ：多里地域振興センター
　　　　　　　　時　間：9：30～14：00
　　　　　　　　福栄文化祭
　　　　　　　　ところ：福栄地域振興センター
　　　　　　　　時　間：10：00～15：00
　　　　　　　　花口文化祭
　　　　　　　　ところ：／花口活性化センター
　　　　　　　　時　間：10：00～
１１／１０（日）阿毘縁文化祭
　　　　　　　　ところ：阿毘縁地域振興センター
　　　　　　　　時　間：10：00～

11月上旬
日野上銀杏夜会

ところ：サテライトオフィスいちょう
　　　　　　　（旧日野上小学校、日南町三栄）
時　間：18：00～20：00
▢問 日野上まちづくり協議会　電話：82-0318
※開催情報はFacebook「GoGo日野上」をご覧ください。

１０／５（土）、６（日）
第３回スターパーティーiｎにちなん

ところ：多里地域振興センター
時　間：10/5（土）17：00～10/6（日）9：00
参加費：一人１００円（申込不要）
▢問 遊四季多里　電話：090-7549-5208（新田）

１０／１９（土）、２０日（日）
第３２回ふれあい文化祭

ところ：町人権センター
時　間：19日（土）11：00～
　　　　（みんなの集い　12：15～）
　　　　20日（日）8：30～11：00（展示のみ）
主催：ふれあい文化祭実行委員会
▢問 町人権センター　電話：82‐0076

１０／２０日（日）
林業まつり

ところ：役場庁舎前駐車場 他
時　間：9：00～10：00　安全講習会 他
　　　　10：00～15：30 ワークショップ、
　　　　　　　　　　　伐木チャンピオンシップ 等
▢問 日南町森林組合　電話：82‐0130

10／20（日）
にちなんお仕事フェア

ところ：役場・町総合文化センター前特設会場
時　間：10：00～15：00
内　容：町内事業所のお仕事紹介や親子で楽しめる体
　　　　験コーナー、ハローワーク出張相談など。
▢問 役場企画課　電話：82-1115

１０／２２（火）
日南町体育祭

ところ：町総合グラウンド
時　間：8：50～
▢問 役場教育委員会　電話：82-1118

１０／２７（日）
サイクルロゲイニング日南町2019

と こ ろ：道の駅「にちなん日野川の郷」
時　　間：受付　　　　10：00～10：20
　　　　　競技開始　　11：00～
応募期間：10月15日（火）まで
募集内容：20チーム（1チームあたり2～5名）
参加費用：1,000円（1人につき）
応募方法：・電話での申込み
　　　　　　にちなん日野川の郷（82-1707）
　　　　　・ウェブからの申込み
　　　　　　スポーツエントリー
　　　　　　　（http://www.sportsentry.ne.jp）
持ち物：自転車（レンタサイクル有）、携帯電話、デジ
　　　　タルカメラ（携帯電話のカメラ機能も可）、
　　　　筆記用具
▢問 道の駅にちなん日野川の郷　電話：82-1707
　㈱サクセス　電話：087-831-4440

１０／１２（土）
「日南Ｘ」発売記念イベント

ところ：今井書店　錦町店（米子市錦町3-90）
時　間：15：00～16：30
入場無料（定員：30人：要申込）
▢問 今井書店　錦町店　電話：0859-37-6700

エックス


