
リニューアル
オープン！！

天然温泉ひなたの宿日南宮崎
おまたせしました！！

グループ会社が行っております 「ひなたの宿 （旧かんぽの宿）」が
3月16日から日帰り温泉 ・レストランを先行オープンしました。

大浴場

売　店

2階レストラン

”Sky”

営業時間／6：00～22：00
（最終受付時間　21：00）

営業時間／7：00～21：00

営業時間／11：00～14：00
　　　　　  18：00～21：00

※9：00～11：00までの時間帯は清掃作業の為、入浴できません。

料  金

メニュー

大人（中学生以上） ／600円（税込）

小人（小学生以上） ／400円（税込）  ※乳幼児無料

■日南市国民健康保険保養所利用補助制度及び後期高齢者
　温泉利用補助制度対象施設

◇特大海老フライ定食
　　1,600円　（単品：1,270円）

◇ひなた特選　お刺身定食
　　1,650円　（単品：1,320円）

◇ひなた特選　寿司定食
　　1,760円　（単品：1,430円）

◇ちきん南蛮定食
　　1,100円　（単品：770円）

◇豚のしょうが焼き定食
　　1,100円　（単品：770円）

◇ぴり辛焼き肉定食
　　1,160円　（単品：830円）

※定食には和え物・蒸し物・ご飯・汁物・
　漬物が付きます。

◆かけ　うどん/そば
◆海老天　うどん/そば

◆ひなそば　醤油
◆ひなそば　味噌
◆ひなたカレー
◆四川麻婆豆腐
◆天津飯
◆ひな天
◆フライドポテト
◆ひなたサラダ
◆鶏のから揚げ（5個）
◆こども膳（おもちゃ付）
◆白ご飯　

550円
830円

800円
950円

1,100円
880円
830円
350円
450円
770円
700円

1,100円
（大）200円
（小）150円

「かけうどん/そば」「海老天うどん/そば」は
+250円でおむすび・茶碗蒸しのセットもございます。

（1）はやま建設

<本社>〒885-0012 宮崎県都城市上川東２丁目31番地19
　　　ＴＥＬ　0986-24-7888
<三股本店>〒889-1901 宮崎県北諸県郡三股町樺山4545番地
　　　ＴＥＬ　0986-52-0393

Vol.97
http://www.hayamak.co.jp/
E-mail：sales@hayamak.co.jp
smile-one@hayamak.co.jp

すまいる通信春号

SMILE1 HOUSE＝『笑顔が一番似合う家』
『いい人いい家いい街づくり』

気持ちの良い温泉、美味しいお料理を

準備して皆様の御来場を

お待ちしております！ぜひご利用ください♪

2021年3月16日（火） OPEN！

天然温泉 ひなたの宿 日南宮崎
〒889-2533 宮崎県日南市星倉 2228 番地 1
 MAIL ／ front@hinatanoyado.com　HP／ http://hinatanoyado.com/
ＴＥＬ／０９８７‒２２‒５２２８

お問い合わせ先

2021年3月16日（火）

OPEN記念！

入浴回数券
11枚つづり

通常販売価格
5,500円（税込）

3/16～4/15まで
1ヶ月限定販売

4,500円（税込）

客室からの
眺めもステキ♪

レストランには
テラス席も！



（2） はやま建設

上棟おめでとうございます！！

マイホーム完成おめでとうございます！！

中西棟梁ひとつひとつ丁寧に、お客様に満足頂ける仕事を心がけています。

I 様邸 Y様邸

H様邸 A様邸

　待望の家が春先に完成しました。

　南向きで、日当たりが良く出入りも、しやすい

場所です。全館空調、アイランドキッチン、ドライ

ルームなど盛り沢山の要望を入れ込みました。

　快適生活を楽しみにしてます。

　念願のマイホームが完成しました。予想以上の
出来上がりにとても感動しています。
　家族みんな大喜びでした。
　担当された上田さんをはじめ、多くの方々 にとて
も感謝しています。これからの生活がとても楽しみ
です。

　上棟の日を無事に迎えることができて、家族一同とても嬉しく

思っています。はやま建設のみなさまや中西棟梁をはじめ、たくさん

の方のご尽力のおかげです。

　我が家の屋根部分に登らせていただいた時には、大きな喜びと

希望につつまれました！建設に携わっていただいた全ての方に感謝

いたします。これから完成までがとても楽しみです！どうぞよろしくお願

いします

　お祓い、解体、地鎮祭と家を建てる前から結構大変でしたが、

ようやく上棟式を迎えることができました。

　コロナの関係でせんぐまきをするか悩みましたが、結果、まくこ

とになり近所の方や親戚などに喜んで頂けてうれしかったです。

　右も左もわからない私たちに丁寧に説明してくれたはやま建

設さんはじめ工事関係者の方に感謝しています。引き続きよろ

しくお願いします。

Congratulations ♪

シリーズ　お役に立ち隊
「こだわりの施工で安心を創造」



（3）はやま建設

みやこ　の　じょう
都城、都城城、
鶴丸城

佐土原城本丸
へと続く「中の道」 ▼

暮らしの情報 プラスワン快適生活

NHK大河ドラマの明智光秀でも色々な城が出てまいりましたが、宮崎県内
にはどの地区にどのような城があって、現存復元されているものをいくつか
ピックアップしてみました。
コロナ禍の中、三密をさけ少しでも気分よく春を迎えるにあたり、
中世・江戸時代に戻った気持ちで探訪してみてはいかがでしょうか。
歴史を感じながら体も動かして、一石二鳥です。

都之城 （都城市）　　別名：

　都之城は伊集院忠棟が島津忠恒に暗殺されたことに

よって引き起こされた「庄内の乱」の舞台となった城です。

　この反乱は「関ケ原の戦い」の前年の出来事であり、領

内統治に不安があった島津氏が関ケ原に1000人しか出兵

できなかった一因と考えられています。現在、本丸跡は城山

公園となり、入口に模擬大手門、本丸には城閣風の都城

歴史資料館が建っています。そのほか城址に残る遺構として

檜台、土塁、腰曲輪、門跡、虎口があります。

　また市内牟田町

にある攝護寺には米

蔵屋敷門が移築現

存しています。

あや　じょう

綾城 （東諸県郡綾町）

　元弘（1331-34）年間に綾氏が建てた

山城です。その後綾氏は伊東氏に降り、

綾城は伊東氏48城のひとつとなりました。

天正（1573-92）年間に島津氏の領有となり、

元和の一国一城令により廃城とされました。

現在の天守閣は地元の大工さんたちが再建した

もので、内部は資料館となっています。

飫肥城 （日南市）　　

　飫肥城は伊東氏と島津氏により、103年にわたって激し

くその領有権を争われた城です。日本の歴史においてもこれ

だけ長期間、ふたつの勢力がひとつの城をめぐって争い続け

た例は珍しいです。現在、本丸跡には日南市立飫肥小学

校（藩校の振徳堂が前身）が建てられており、1978年（昭

和53年）には大手門が復元されています。また、NHK連続テ

レビ小説『わかば』のロケ地になったことでも有名です。

お　　び　　じょう

さ　  ど　  わら　じょう

佐土原城 （宮崎市）　別名：

　　　佐土原城は島津氏の居城として知られています。も　

　　ともとは伊東氏の城でしたが、島津義弘によって奪われ

　　ました。「関ケ原の戦い」の前は島津家久・豊久父子が

　　城主を務めていました。1995年（平成9年）の発掘で、　

　　佐土原城には南九州では例を見ない天守が築かれて

　　いたこと、しかも金箔瓦を使っていたことが明らかになり

　　ました。

　現在は二の丸御殿の

一部が復元され（鶴松

館）、佐土原城跡歴史

資料館が建てられてい

ます。

田島城、田島之城
松鶴城、鶴松城

都城市



（4） はやま建設

＊5年･10年のお客様へ  床下点検のご案内
　ＣＲサービス「株式会社コシイプレザービング」よりＤＭを発送して対応させて頂いております。

＊保証期間 :補償基準につきましては、長期･短期保証、保証免責事項がありますので、詳しくは
保証書を確認していただくか、担当者へご連絡ください。

4月定期訪問
□3ヶ月訪問
□6ヶ月訪問
□1年訪問
□3年訪問
□5年訪問
□10年訪問

2件
4件
4件
6件
5件
6件

5件
6件
7件

1 7件
7件
4件

□3ヶ月訪問
□6ヶ月訪問
□1年訪問
□3年訪問
□5年訪問
□10年訪問

6月定期訪問
□3ヶ月訪問
□6ヶ月訪問
□1年訪問
□3年訪問
□5年訪問
□10年訪問

5件
9件
0件
1件
1件
1件

5月定期訪問

見学ご希望の方、ご連絡ください！
はやま建設(株)　ＴＥＬ：52-0393

─ 編　集　後　記─

　卒業、入学と春らしい話題を耳にするようになり

ました。

　今年の卒業式は、両親で参加できなかったり、ユー

チューブでのライブ配信であったりと新しい形での場

面もあったのではないでしょうか？

　それでも良い思い出として、前向きに次のステップ

に進んでもらえればと思います。

　今回は3/16にオープンしたひなたの宿を紹介して

います。

　ぜひ、日帰り旅行へでかけて、身体を休ませて下さ

い。

和田

新築建売情報

　本格ミステリー小説と言われて
も、昔はピンときませんでした。
　なので、なかなか読む機会が
なかったのですが、今頃 ！ 書店
でこの本と「目が合い」ました。
　少し前の本ではありますが、評
判どおり面白い本でした。
　新たに読む方も、以前読んだ
ことがある方も楽しめると思いま
す。

題名：十角館の殺人
（作者：綾辻行人）

おすすめ本

ＴＥＬ :0986-52-0393（三股本店）
       0986-24-7888（本社）

定期訪問対象のお客様には、あらかじめ
ご連絡させて頂きます。宜しくお願いいたします。

《4月、5月、6月の定期訪問のお知らせ》

お問い
合わせ先

0円

敷地面積：186.54㎡（56.43坪）　延床面積：77.20㎡（23.35坪）
■建ぺい率 60％　　■容積率 200％　　■用途地域 準工業地域
■取引態様 売買　■確認番号　第2020建確建築都城00040号

物
件
概
要

販売価格には土地・建物・
外柵・エアコン・エコキュート
が含まれています。 50,952円

※1,820万円全額借入のは場合（R3.4月現在）

販売
価格

35年返済/変動金利0.95％

1,820万円
（消費税込み）

月
々

ボ
ー
ナ
ス

スマイルホーム金田

三股西小学校・三股中学校

学校区

近隣店舗

トライアル三股店
ダイレックス三股店

北諸県郡三股町大字樺山4715北諸県郡三股町大字樺山4715

住所

敷地面積：193.93㎡（58.66坪）　延床面積：82.81㎡（25.05坪）
■建ぺい率 70％　　■容積率 200％　　■用途地域 無指定
■取引態様 売買　■確認番号　第R02確申建築都城00111号

物
件
概
要

販売価格には土地・建物・
外柵・エアコン・エコキュート
が含まれています。 48,433円 0円

※1,730万円全額借入のは場合（R3.4月現在）

販売
価格

35年返済/変動金利0.95％

1,730万円
（消費税込み）

月
々

ボ
ー
ナ
ス

沖水小学校・沖水中学校

学校区

近隣施設

都城市郡医師会病院
都城明生病院

都城市金田町2504-13都城市金田町2504-13

住所

スマイルホーム稗田


