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【作り方】
①団子の粉をこね、長まるい形の団
　子を作り、ゆでる。
②小豆をやわらかく煮て、砂糖、塩
　で味付けをする。
③団子に②をかけて盛る。

【由　来】
　毎年11月23日に食べるお団子です。
　神様のお膳に団子を普通の年には
12個、うるう年には13個「ます」に
入れ、豊作を祈って近くのお地蔵さ
んに供えます。団子の形は楕円形、
弘法大師様の足跡の形に。

だんごの粉
・もち米の粉……………………
・うるち米の粉…………………
あん（作り方は日南町ホームページ「にちなん
　　  の邑の味」をごらんください）
・小豆
・砂糖
・塩

材　料

400ｇ
100ｇ

だいしこ（大師講）団子
にちなんの邑の味より

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
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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11月

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

生活支援ボランティア養成講座①
　時間：13:45～16:00

　場所：山上地域振興センター

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

福栄線デマンドバス実証運行開始
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（～12／25）
（※事前の利用者登録予約が必要です）

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

地域文化祭（多里）
　時間：10:00～13:00

　場所：多里地域振興センター

地域文化祭（阿毘縁）
　展示のみ（～11／14）
　時間：9:00～16:00

　　　　（11／14のみ9:00〜12:00）

　場所：阿毘縁地域振興センター

生活支援ボランティア養成講座③
　時間：13:45～16:00

　場所：山上地域振興センター

生活支援ボランティア養成講座②
　時間：13:45～16:00

　場所：山上地域振興センター

日野上銀杏イベント
　時間：13:00～16:00

　場所：サテライトオフィスいちょう

生活支援ボランティア養成講座④
　時間：13:45～16:00

　場所：山上地域振興センター

古文書解読講座
　時間：10:00～16:00

　場所：総合文化センター第3研修室

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

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

1歳6か月児・3歳児健康診査
　時間：13:00～16:00

　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：日南湖畔センター前

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

にちなん町民大学
　時間：13:30～15:30

　場所：文化センター多目的ホール

日南小・中学校にちなんサポート
（小・中学校合同マラソン）

消防団秋季訓練
　時間：9:30～11:00頃

　場所：大宮地域

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

乳児健康診査
　時間：13:00～16:00

　場所：健康福祉センター

子どものアトリエ
　時間：15:00～16:30

　場所：総合文化センター第3研修室

やさしい数学
　時間：13:30～15:00

　場所：役場防災会議室

やさしい国語
　時間：10:30～12:15

　場所：役場防災会議室

企画展「現代作家が描くクレパス
画展」（～12/13）
　場所：日南町美術館

子どものアトリエ
　時間：15:00～16:30

　場所：総合文化センター第3研修室

人生学園
　時間：10:00～

　場所：文化センター多目的ホール

子どものアトリエ
　時間：15:00～16:30

　場所：総合文化センター第3研修室

おやこふれあい教室
　時間：10:00～12:00

　場所：子育て支援センター

認知症個別相談
　時間：14:00～15:00

　場所：健康福祉センター

子どものアトリエ
　時間：15:00～16:30

　場所：総合文化センター第3研修室



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

※貸出中のときは「予約」をどうぞ！貸出カードをお持ちの方は日南町図書館ホームページからも予約できます。

読書を楽しもう！
～秋の夜長におすすめの本～

日南町図書館

88歳の自由　　　　　 曽野 綾子

期待しない。優先順位を決めて諦め
る。人づきあいを無理しない。老い
と死を受け入れる…。人間の最期の
時代について綴ったエッセイ。

半沢直樹 アルルカンと道化師

　　　　　　　　　　 池井戸 潤

大手銀行の融資課長・半沢は、大
阪営業本部の強引な買収工作に抵
抗するが、背後にひそむ秘密の存
在に気づき…。

ちよぼ 　　　　　　　諸田 玲子

前田家の礎は利家とまつ、そして
側室「ちよぼ」によって築かれた。
女傑・ちよぼの人生の決定的瞬間
を描いた連作短篇。

やがて訪れる春のために

　　　　　　　　 はらだ みずき

入院した祖母ハルに頼まれ、生家
の庭の様子を見に行った真芽。
花々が咲き誇っていた思い出の庭
は、見る影もなく荒れ果てていた。

赤ずきん、旅の途中で死体と出会う。

　　　　　　　　　　 青柳 碧人

クッキーとワインを持って旅に出
た赤ずきんがその途中で事件に遭
遇。西洋童話をベースにした連作
短編ミステリ。

◇◇◇利 用 案 内◇◇◇
【開館時間】午前８時３０分～午後６時
　　　　　　（土日は午後５時まで）
【借りることのできる数】
　 本･････････････････････････何冊でも
　 雑誌  （最新号を除く）･････何冊でも
　 ＣＤ／ＤＶＤ･･････････あわせて３つまで
【貸出期間】２週間
【休 館 日】月曜日・祝日・第一水曜日
　　　　　　（月曜と祝日が重なれば翌日も）

TEL　0859-77-1112　/　FAX　0859-77-1114

公益財団法人「ごうぎん鳥取文化振興財団」助成事業

寄贈していただいた図書カードで『日本文学全集
(全30巻)』などを購入しました。この全集には、
角田光代／訳の「源氏物語」など、第一線の作家が新
たに訳した古典や選び抜かれた近現代の作品が揃
っています。ぜひ手にとってみてください。

大きな活字で読みやすい
だ い か つ じ ぼ ん

「大活字本」
新たに蔵書に加わりました！

●春山入り（青山文平）

●一朝の夢（梶よう子）

●故郷忘じがたく候（司馬遼太郎）

●銀二貫（高田郁）

●宮沢賢治大活字本シリーズ①～⑥

対

象

送

料

高齢者・障がい者向け

本の宅配貸出サービス

町内に居住し、下記のいずれかに該当する
来館が困難な方
　・70歳以上の方
　・障がい者手帳の交付を受けている方

貸出時の送料は図書館が負担します。
返送にかかる費用は利用者がご負担くだ
さい。


