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うるおいと生きがいのあるまち

ゆ一D
特集平成7年度市政の基本方針

おなか6底からウオー
「第14回日向市大声大会」が、4月2日、
日向岬グリーンパーウで行われました。
大会には、幼児から大人まで約70人が参加
し、思い思いの言葉を広々とした日向灘に向
かって、張り上げました。
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一層努力します．︑
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私は二期目就任以来︑二十一世紀に向けての日
向市発展に全力を傾注してきました︒

昨年は︑細島港に国直轄事業として四万トン
バースの建設が着手され︑また︑釜山港との定期
航路が開設されるなど東九州唯一の港湾工業都
市として着実に整備することができました︒

また九月には︑二十世紀最後の地方振興プロ
ジェクトである地方拠点都市整備法による地域
指定を受けることができました︒

私は︑この地域指定を契機に︑入園町村と
の連携を一層深めながら︑二十一世紀に向け
て自然との調和ある個性的な地域づくりを目
指したいと思います︒

特に︑日向市における三大プロジェクトと
して︑細島ウォーターフロント開発事業︑
中心市街地の整備︑財光寺地区土地区画整
理事業などに取り組み︑人々がうるおいと
生きがいをもって日向市に定住できる︑産
業が栄え︑文化の香り高い都市づくりに引
き続き誠心誠意努力します︒
ロ
︿市長の基本方針から﹀

保健医療対策については︑今年

強化を図ったところです．

主要な施策
都市基盤の整儀
総合交通対策については︑東九
州自動車道の西都〜延岡間の早期
着﹁に向けて︑より一層努力する
とともに︑国道十号線の拡幅につ
いても積極的に取り組みます．
一般市道の整備充実については︑

ドケ浜通線の整備をはじめ楮現原
線の道路改良事業︑祈同市池ノ田
線などの整備充実に努めます．

ヒ地区画整理事業については︑
今年度︑比良地区．．一二四ヘクター

ルが完成することとなりました．

今後は引き続き亀崎地区︑細島
東部開発︑財光寺南地区を実施す
るのに加え︑南町地区六ヘクター
ルの準備調企に入ります．．

の各市営住宅の改修﹂事を♂r定し

公営住宅の整備については︑美
砂住℃や永田住宅の建設事業に引
き続き︑訴財市市営住宅百．八レ戸
の建て替え事業に取りかかること
にしました．さらに︑大原︑木原
ています︑．

公園事業については︑若宮近隣
公園が今年度完成することになり
ました．今年度は︑畑浦公園劇備
事業の調企を行います一y・﹂らに︑

庄f川ふるさとの川中備事業や仁
るy竜﹂と整備事業などにより︑自然

田の．兀地区二卜一阯紀水と緑のふ

る地域防災施設等の整備充実に努
めるとともに︑自益防災組織づく
りの促進を図り︑救命資器材や電
することにしています．
交通安全や防犯対策については︑

は︑施．賦整備の維持補修を行うと

地区をト七カ所指定しました．．今

し尿処理対策については︑引き
続き﹁水道の普及率︑水洗化率の
向上を推進しながら︑区域外にお
いては合併処理浄化槽の設置を図
り︑衛生的で快適な環境づくりに
努めます
消防︑防災行政の推進について
は︑阪神大震災を教訓に︑日向市
防災計画の見直しを進めるととも
に︑消防力の強化と近代化に努め
ます．．

また︑防災まちづくり事業によ
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林道の整備については︑ヒ赤木
線や塩見谷・L々呂内線の継続事

業生産基盤の整備を図ります．

梶木︑奥野両地区に加えて︑岩崎
地区のL地改良事業を行うなど農

木地区飲維用水の整備をはじめ︑

今年度も農村総合整備モデル事業
を髪施し︑片自地区農道整備や籾

農林水産某の振興については︑

産業の振興

らより．層の充実を図ります．

交通安全協会との連携を深めなが

送装置付きの高親格救急市ドを設置

度から．医師会の協力により︑訪問
看護サービスステーションを設置
していただきましたので︑その適
正かつ効率的な運用を期待してい

今年度も11向市防犯協会や日向市

ホーム﹁立縫の里﹂が開設し︑こ
れにより市内の特老施設定員はド﹇

ます︒

は南部地区の支援センターを設置
し︑ショートステイやデイサービ
ス事業を実施するなど︑在宅福祉
また︑建て替え中の県営塩見川

ともに︑次期最終処分場の事前調
査を実施し︑年々増加傾向にある

ごみ処理対策の推進について

団地に財光寺地区デイサービスセ
ンターを逮献し︑八年度から開設

処理し︑住みよい生活環境づくり

産業廃棄物を﹂r画的かつ合理的に
に努めます︐

ごみの減量化については︑今年
さらに︑すみよい季題のまちづ

一月から分別収集の資源回収実施

くり事業ややさしいまちづくり事
業により総合的な施︑賦整備に取り
児岨母．†福祉対策としては︑引

組みます．

き続き健全育成を図るための環境
の整備や保育事業の推進に努める
とともに︑核家族化や女性の職場
進出などに配慮した時間延長型保
育サービス事君を拡大しました．．

民間福祉の充実については︑地
域福祉の中核である社告福祉協議
会の組織体制の見直しを行ったの
をはじめ︑リフト付乗用噺の整備
を行うなど多様化する福祉ニーズ
に対応できるよう推進体制の充実

進を図ることにしています．．

後は︑ごみの再資源化を含めて︑
市民と行政の一体的︑機能的な推

ことにしました．．

障害者福祉については︑﹁障害
者の日の集い一や心身障害者体験
入所事業を市単独事業で実施する

するr︷疋です．

の充実を図ります．．

生活環境の整備

人となりました︐﹁立縫の里﹂に

高齢者対策については︑今年度
から市内で二つ目の荊別養護老人

市民福挫の向上

忙
ナ

性
個

港湾の整備については︑昨年の
運輸省直轄事業としての四万トン
バースの着τ︑釜山との定期航路
の開設などにより︑港湾工業都市
にふさわしい港湾機能の整備︑充
実が図られるものと期待していま
す︒これを機会に港湾整備により

り組みます︒

と調和のある生活環境づくりに取

市政の纂ホ方針

ド水道事業については︑浄化セ
ン ター汚泥処理棟建設事業を引 き
続き実施するほか︑面整備につい
て は迎洋園ほか約二十五ヘクタ ー
ルを行い︑生活環境の保全と河川
など公共用水域の水質保全を図り
ます．︑

臥
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昨年鯖入された、はしご付消防ポンプ自動車
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翼裡＿副肺難点都市地剛書言豆＝

り組みます．

L業の振興については︑細島臨
海工業地帯を核とする工訊茉振興を

業を実施するなど計画的で効率的
な 管 理を行い︑卓然環境と調和の
ある森林資源の活用に努めます．．

国電点課題と位置づけ︑今後とも

観光の三三

に努めます．．

地場産業の育成については︑は
まぐり碁石や平兵衛酢の開発振興

企業誘致に全力を尽くします．

水産業対策については︑引を机
き自然石礁の築磯設置などを行う
ほか︑新たに種．r島周辺沿岸対策

事業を導入し︑給油施設整備を行
い ︑ 漁業経営の体質強化に取り組
みます．さらに︑河川漁業の振興
についても︑稚魚放流や河田の浄
化対策など保護育成を図ります．

商業の振興については︑中小企
業弔別融資貸付制度を継続して行
事某を行い︑日豊海⁝雨勝︷上公園域

観光の振興については︑引き続
き伊勢ケ浜海浜公園整備事業を実
施するほか︑日向サンパーク劇備

を備えた中心市街地の整備と鉄道

います．．また︑近代的な都市機能
廿回架事業を推進するとともに︑あ

存事集を実施します．．さらに︑伝
建地区の防災対策事業を活用し︑
地区内に案内広場を設け︑より一

わせて特定商業集積整備事業に取

と歴史的史跡︑名勝など︑豊富な
観光資源の調和ある整備を図り︑
入郷地域との観光ルートの設定と
層の活性化対策に取−−一組みます．

さらに︑市章術展覧会や彫刻展4
を引き続き実施するなど市民文化
活動の振興を図ります．

さらに推進します．

また︑放送大学の誘致や図書館
の整備充実に努めるとともに︑あ
わせて花のあふれるまちづくりを
男女共同社会づくりの推進につ
いては︑女性行政の推進に努めな
がら国際化︑情報化時代に対応で
きる人材の育成に努めます．

水道事業
公営企業である水道事業につい
ては︑地方公営企業の独血採算の
基本経営理念に基づき︑事業の運
営に努めています．

地区に送水するポンプ場の整備︑

第六次拡張事業の最終年度であ
る今年は︑浄水場の整備︑美々津

都↑旧中国雌蕊市への第．．一回市民交

の確保に努めます．

台︑不動芋︑松ケ迫︑大王町一rH︑

第二次処理区は︑鶴の内︑11向

で︑特別児L⁝甲扶養手当の支給を受

﹂

．覧
．

．

大E谷︑亀崎区画整理内︑北町及

れにより・し身障輪．目児を介賦してい

けている者の介学者に対しても支
給できることとしたものです．こ

日向市税賦課徴収条例の一部を
改正する条例

る皆さんの負担が転蔵されます

平成六年卜．一月二目公布の地方

こととしたものです．

この条例により︑平成L年度分
の個人市民税の所得割の税率適用
区分が︑次の表のとおり改臣され
ました．また︑個人の市民税にお
ける打上減税をヒ年度も実施する

り改正するものです．

税法等の．部を改正する法律によ

受益者負担金額の決定について
は︑昨年卜月︑三樹市長がH向市
下水道事業受益者負担金等審議会
ものです．

に諮問し︑今年．一月に答申された

けて．画整備を行います．

で︑．平成ヒ年度から十一年度にか

び置場の百．一LI一・一ヘクタール

．．〆

﹂

ユ．︷

の安定的供給と安全﹁﹂おいしい水

を進めます．また︑有収率の向ヒ
のため漏水調査を実施し︑飲料水

配水管布設等のr事を実施し︑
美々津簡易水道の浄水場への移行

び指誉者の育成に努めます︸

社会七難の充実については︑生
涯スポーツの振興に努め︑スポー
ツレクリエーション活動への場の
捉供を拡大するとともに︑団体及

組織づくりを進めます．

公民館活動などを通じて積杣怪的な

いては︑コミュニティ︐センダーな
どの施．賦整伽を図りながら︑自治

流団派遣事業やオーストラリアへ
のし目少年派遣事業など︑国際化時
代に向けての人材の育成や交流の
機会の拡大などに努めます．
コミュニテfづくりの推進につ

国際交流事業については︑友好

振興に努力します

教育文化の陶上
自治公民館を核とした生涯ル．−日

ネットワークの推進に努め︑牛涯
における各時期の⁝f切日体系の確㍍．

と学習の場の提供を推進します．
また︑大規模改造事業によーー財

光寺小学校屋内運動場や宕脇中学
校の改修を行うほか︑財光寺中学
校の部室李︑備事業やコンピュー
ター教室大規模改造手拓を実施し
教育環境の軟．栴充実を推進します．

L二化財の保護については︑引き

続き美々津の伝統的建造物酢保存
地区保存整備事業や埋蔵文化財保

平成3年度から毎年開催される日向現代彫刻展

条例6件︑事件決議7件︑予算15件が可決
平成七年第一回︵三月定例会︶日向市議会が︑三月一日から
二 十日までの二十日間の日程で行 わ れ ま し た ︒
議会では︑初日に三樹市長が平成七年度の基本方針と重点施
策を述べたほか︑報告二件︑条例六件︑事件決議七件︑予算十
五件の合計三十件の議案を提出し︑審議の結果すべて原案どお
り可決︑承認されました︒
また︑最終日には︑議員提出議案三件が上程されました︒
今月号では︑条例の主なものについて紹介します︒

日向市国民健康保険税条例の一
部を改正する条例
国民健康保険税の各納期月を一
カ月早めるものです．

ン・

@8

しています．．

日向市心身障害児介護手当支給
条例の一部を改正する条例

三樹市長に答申書を手渡す
黒木鶴雄審議会会長

心身障害児の介護者に対する介
護手当については︑重度の心身障
害児から中軽度の心身障害児の介
護者に対して支給されています︐
この条例では︑長期にわたり安
静を必．要とする疾病を有する者

改正後の個人市民税の税率適用区分

日向市の国民健康保険税の収納
状況は︑平成六年度収納率から見
ると︑わずかではありますが向ヒ
今後とも︑収納率向上及び高収
納率維持に努め︑白蘭平等な税行
政を進めるために改止することと

、
100分の
@l1

700万円を超える金額

100分の・

200万円を超える金額

@3
20〔〕万II閣下の金額

したものです︑

日向市都市計画下水道事業受益
者負担に関する条例の一部を改
正する条例
日向市都市計画下水道事業の第
五次処理区における受益者の単位
負担金額を四百五レ五円とするも
のです．．
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市政の基本方針嚇雛

市は、地域経済の振興と活性化、都市基盤
の整備、農林水産業の振興、市民生活の向上
と環境保全対策、高齢化社会に対応したきめ
細かな福祉施策の拡充、教育環境の整備充実
と文化・スポーツの振興などさまざまな事業
に取り組んでいます。

建設されました．

案内所は、ログハウス風の作りで休憩所と

ム

縫

動
ffいます

特
して使えるほか、日向1ドの地場産品の販売も

また、市内はもちろん、人郷町村の観光地
を紹介するパネルもあり、観光施設の拠点と
して整備されました．

1［fl時に、自然公園内公衆トイレ緊急lf｝整備

一下卜四件︑

．fr臼ヒf二．万九下一二日り

義援金の受付は終．Jしましたが︑被災地の皆さん
には︑一日も早い復興を心から祈りたいと思います．

備えの大切さを学びました．

しン・︑︑また︑いざというときのための日ごろからの

今同の地震で私たちは︑都市直ド型の地震の恐ろ

いただくことができました．

もの義援金をお寄せいただき︑被災地へ送金させて

その間︑

．．．レ一日をもって終ry︑﹂せていただきました．

部地震の被災者に対する義援金の受付を行い︑三月

市では︑．平成し年︑月レ．ヒー1に発生した兵庵県南

建サ

㌣熱

ポケットパーク﹁しらさぎ公園﹂

・騨

昨年開通したたいえい橋の財光
f座﹂が完成しました．．

両側にポケット．パーク﹁しら却・﹂ぎ

塩見用水辺空間整備事業の 叫呆
C 事業費は．下ヒ百々り．

公園内には︑塩見川に飛来する
野鳥が観察できる木造の野鳥観察
ぐ るほか︑色とりどりの花で飾

小屋や材憩所︑トイレが設固y・﹂れ

らオています
また︑堤防には︑ ．百Lトメー
トルのジョギングロードも整備さ

家族連れで楽しめるように
なってします．

がし

こ

まぐた
ま

ｻた建で
万
昭老ま今

▽日向高校PTA広報委ロ貝会▽

パッチワーク教室▽一政孝一▽平

原花子▽洞北廣子▽士ロ田みや子▽

玉英之▽杉本静男▽河野一恵▽大

美結婚パーティー有志一同▽日向

▽関本豊▽井藤修身▽一一郎・睦

︵福祉事務所受付分v

成6年度婦人部料理教室一同

▽柏里瓦施工業組ムロ▽日向親美

市老人つラフ女性部▽一一一樹忠雄▽

子▽田中輝子▽前村育子▽菊池慶

岐正一▽下原1区親子会▽鶴町区

向左官組合▽新財市区民一同▽壱

木忠雄▽黒木孝安▽福井哲一一▽ロ︺

小野ペンショップ商店街﹂同▽黒
秀▽南郷村立病院看護婦一同▽佐

▽本町健康推進ロ貝▽西草場区▽徳

永敏子▽㈱ライフニフボ・マリオ

︵美々津支所受付分﹀

の会▽永江壮年会▽秋野こぎく後

豊子▽日高サヨ子▽吉野川区

▽﹁政久代▽泉田チサト▽児玉

︵細島支所受付分﹀

藤末広▽中原勉▽鈴木茂子

▽黒木毅▽黒木淑子▽曽我部伊佐

児玉徳男▽田ロ芳美▽那須サユリ

▽㈱寿屋日向

栄▽石田数義▽木山美須子▽平岡

▽宮ノ下区▽㈱甲斐住建

援会

ンリン▽志戸幸男▽きりきりまい
ピサ▽海野政広マ水野ヤヨイ▽黒

へ日知屋公民館受付分﹀

フティツつ▽ギフトショップ・リ

本宝蔵▽三輪洋一▽川岸秀夫▽児

店▽藤島シナ子▽黒木薫▽三浦和

須紀美子▽高原得

6日︑⁝▽神崎幸一▽秋月英子▽那

▽クラス会代表佐藤倉市﹁2月

︵市民課受付分﹀

幾松会会員一同

国際ソロプチミスト日向クフプ▽

会・日向市東臼杵郡医師婦人部▽

︿総務課受付分﹀

兵庫県南部地震被災者に対する義援金の

ても活用〆︑しきるように整備しました

め︑代わりにレプリカを設置したほか
墓園内に園路を設けて︑観光資源とし

化した墓を新たに設けた保存庫に収

今回の事業では︑これらの内の老朽

二てしました

が 大半が風化して墓碑銘が判読でき
なくなっていたり 倒れて皮目したり

官軍兵士の墓が．一百五卜五基あります

官軍墓地には︑西南の役で戦死した

を四千五百．乃円かけて整備しました

細島商業港を見ドうす高台にある市
指定・史跡﹁西南の役細島官軍墓地﹂

市指定・史跡﹁西南の役細島官軍墓地﹂

まちづくりへ

今回︑一一．月中に義援金をお寄せいただいた皆さま

入居で．きるよう1

21世紀に向けた

の お 名前を掲載しますく敬称略と

ます．

完成∫

ご協力ありがとうございました︒

隔

ハード事業の成果をご紹介します。
ケ背の駐4rl場に約1670万11］をかけて案内所が

園
亡三として
7；なfi三

こいるのをはじめ
』．火構造建築1

営イ．【…ゴ｛三

嘯秩ｼ』け置〔

したため、iI

素建の2棟12戸で

てられた住宅
のものより2

↑f

〔幽

の水
をか

年度に建設さ

32

．事業により馬ケ背と権現崎に身障者用付きの
水洗トイレも整備されました、

永田市営住宅

今回、6年度に取り組んだものの中から
1快適空問みやざき」創生事業により、馬

6
7

馬

保険税の納期が変わります
今年度から国民健康保険税
．カ月早くなり6

ただき納付書で納める方法と
白動的にあなたの口座から引
き落とす便利な目座振替によ
る方法があります．︑

5月の納期

男

女

固定資産税 第一期
軽自動車税 全 期

人

〔一201）

親子映写会

ノ＼

の納期が︑

6月11日︵日︶乍

1500円︵昼食

30．890

目座振替をご利用になると
一度手靴きをしていただくだ

害苦の立場について︑ともに
き

考えてみませんか．

◇と

前m時から午後3時まで
◇ところ︐日向市総合福祉セ
ンター

◇研修内容 講演・情報交換

代を含む︸

◇参加費

6月5日︵月

婦人部部長・菅原静．†︵容52

◇申込・問い合わせ 宮崎県

◇申込期限

宮崎県の盲婦人が．堂に集
まり︑視覚障害者が直面する
諸問題を一恥し︑その啓発や
福祉の向上を目的とする県盲
人福祉協会の婦人部研修会が
第32回11の今年は︑日向市

−5643︶または11向市婦
人部部長・那須美代f︹含52
13944︺

手続きしてくだレ・﹂い．

で開催されます．この機会に
ぜひ参．加し︑社会における障

は︑制別な免除の基準が設け

料がかかってきます．

〔一227）

月から翌年−月までの8期に

また︑経済的な理由等で保
険料が納められない場合は︑

などの部門別に花壇コンクー
ルを実施するとともに︑花づ
くり指尊員による園芸教室な
どを開催します．

ノ＼

はばたけ明日への瞳
︹劇映画・51分︶

fどもたちの心の優しン︑㌧と友情

無料

00〜

市中央公民館視聴覚室

5月17日︵水︶19

市中央公民館
日向入郷ライブラリー

の丈しン︑﹂をつづる心温まる感動の

物五⁝．

■主 催

■と き
■ところ
■入 場

ン︵江國滋︸

ほか

ﾚ木玉︸▽微鵠口牌天俳句コレクショ

度めの女おんな︵櫛田ふき一▽わ
が生涯︵住井すゑ︺▽小石川の家

みには頼まない︹城山．．．郎︸▽八

COOL︵山田︑詠庭へ▽もう︑き

救う大変革︵比嘉照九︸▽120％

い︵マット・スガター︶▽地球を

ストン・グルーム︸▽死者との一．口

▽フォレスト・ガンブ︹ウィン

く一回向けV

リーナとふしぎな木馬▽スプーン
ぼしとおっばいぼし▽だれだかわ
かるかい？▽チェルノブイリから
広島▽ビーカー教授事件
ほか

広島の原岸▽からくりL作▽イ

▽森に学校ができた▽絵て吼む

︿児童向けV

／−な︑

叢書醍でよ

られています．．申二硝は︑市民

課年金係で受け付けていま

が必要です一印鑑・年金手
帳・健康保険証などをもっ

また︑1月から就職して厚
生年金や共済組合に加入した
人は︑国民年金の資格喪失届

す．

手続きは忘れずに
4月は引っ越しの多いシー
ズンです．それに伴って︑国
民年金の被保険者も手続きが
必要になります︒転入先の市
町村年金係で︑国民年金の転
入手続きをしてください．特

この欄に関する問い合わせ
ば︑市民課年金係︵容内線2

て︑住所地の市町村年金係で
手続きを行ってください．．手

申請することにより保険料が

に第3巳ウ被保険者の人は︑手

137・2138︸へ．

続きを怠ると︑いつまでも国
民年金の被保険者として保険

免除されることがあります．

靴きを忘れがち・すので必ず

す︑︑

大学生や専門学校生の場合に

今年度もモデル的に花づく
りに取り組んでいただく自治
公民館︑団体︑企業などを募

︽モデル事業推進分科会︾

づくり推進協議会の取り組み

行っています．

市内の各家庭に一・﹂マワリの

851
〔一

納付書は︑6月の中旬ごろ
けで納期ごとに納税にお出か
けになる必要がなく︑また︑
うっかり納め忘れて督促手数
料を芝払わなければならない
税令の納付には︑便利な目

こともありません．

詳しくは︑市税務誌︵君内

座振頬日をご利用ください
線2117・2120︺へ．

き

自動車税→県税事務所（雪52−4148

行われます．

女性の皆さん
あなたの参加を待っています

軽白動車税→市税務課（雪内線2117

︽ひまわり推進分科会︾

27．360

変．更されます．

に各家庭に送付y︑﹂れますので

お間違えのないように お 願 い
します．

納税は便利なロ座振替で
税金の納付には︑金融機関
や税務課の窓目まぐお い で い

ご存じですか？児童扶養手当
児甲杁養壬・当とは︑父と生

計を同じくしていない綿歳未
満の児童︵障害児は20僧衆満﹁

を扶養している家庭︵母．r家
庭︶の生活安定と自﹂吐を促進

するために支給される制度矢
す．

児童扶養手当の受給資格に
は︑所得制隈や公的年金の受
給の有無など．定の条件があ
りますので︑お早めに市福祉
事務所児竜母．†係︵君内線2

164︸または県児童 家 庭 課

保険料が変わりました
．平成7年4月分から国民年

金の保険料が︑月額1170
0円になりました．納め﹄忘れ

納税相談・問い合わせ

植栽を行います︸
また︑家庭︑⁝﹁校︑事業所

のないよう︑きちんと 納 め ま
しょう．忙しくて納めにいけ
ない人のために︑便利な三座
振替という納付方法もありま

納期限は5月31日

市では︑昨年度から目向市
花のあふれるまちづくり推進
協議会を設迄し︑﹁ほほえむ
ひまわりのまちH向市一を目
指してさまざまな取り組みを

集します︒指定団体等には︑

議八ムの取り組みやト巾内の俸化づ

最高10万円を助成します．

ir・口．堀

9

目々が︑椋の枝葉をそよがせる風
のような筆致で描かれたエッセそ

田露判を祖父にもつ︐母とともこ
祖父の﹁小石川の家﹂に暮らした

著者は︑幸田文の娘であり︑

kl著｝・講駄社1

渥β沐

「小石川の家」

5月は自動車税を納める月です

種．†を配布し︑各自治公民館
ごとの植栽に取り組みます
また︑市花のヒマワリを広
くPRするために︑写真コン
テスト︑絵画コンテストを実

とあ

醐みんなで障る暮らしのマ人
施します︑．

申云昌1959ノ＼
申∫iノ、518ノ、
ウピLL38ノ＼
｝h彗」51ノ＼

｛一428〕
ノ、
58，25〔｝
【1

2〔〕．2〔｝5fHrイ告
乞〜1（
帯

∴鴨

とり

このコーナー天は︑推進協
くり名人を紹介します．

6年度に引を篤き︑公共施
設やE要幹線道路などに花の

︽花づくり推進分科会︾

課内︶に申し込んでください．

希望する団体等は︑5月15
日までに事務局︵市健康管理
今回は︑4月14日目推進協
議会総会で決定しました今年
度の各推進分科会の取 り 組 み
について紹介します．

平成ワ年度花のあふれるまち

内目1川北
ヤ
ア

＿．．

一
一
一『一一
一一一一 一一一一一一一一
一一
一一
一一
一一一一
一一
一一一 一一一一一一一一一一一一一一一一
一一

日向市の人口動態

三三
颪映
今月の一▲冊

ﾝ〔
へ

廿｝7

母で

（上

この社会あなたの税が生きている
住みよい福祉のまちづくり

年金は世代と世代の助け合い
花のあふれるまちづくり

一 一

一一一一
一一一一 一一 一 一
一一
一一 一一
一一
一一
一一一 一一一 一
一 一一
一一一一
一一一一
一

一一一 一』 一一

一 一

lNFORMATION

市政インフオメーーション

8

因レ圖国囮回國國
騨層擁識詠一4
市制施行日に
名誉市民を顕彰

市．識
欝凄←町

1二

．一・

翼闇瞬殉堅コ璽r鴫

『
コ

．やったぞノノ日向高校
郷土の発展のために尽くされた方の遺徳をしのび後世に
その名をとどめるための名誉市民顕彰式が、4月1日、名
誉市民顕彰碑前で行われました。
式には、名誉市民のこ家族や三樹市長をはじめ市の関係
者が出席し、黙とうを捧げ、献花を行いました。

殉

6「4

瞬−

喚

感謝状を贈りました。

轟 違乱

感謝状を受けたのは、新生町の荒木
かずみ・美香（左）さん姉妹と鶴町の
佐藤健（右）・テル子（中央）さん夫妻

﹁食﹂を通じた

φ

3月31日には、市内で優勝パレードを行い市民
から盛んな拍手を受けました。

市消防本部では、塩見川でおほれか
けていた子どもを助けた市内の4人置

鳶癬レシ
地域づくりを

人命救助の4人に感謝状

日向高校の男子ソフトボール部が、3月26日か
ら行われた「第13回全国高等学校男子ソフトボー
ル大会」に県代表として参加し、見事全国制覇を
成し遂げました。

P

L

．．

ぴ

の4人てす。
﹁

勇

も

、

，

酔

←

市民友好
交流団出発

食を通じた地域づくりを考える「日向市食
文化の集い」が、3月29日目市中央公民館で
行われました。

一が噛

コプダ

一

．一γ

勤

4

賦．嶺

﹇

志へ．

ゴ〜．

慧

璽

鳳

9

＼

田原助役を団長とする14人の第3回市民友
好交流団が、4月17日、友好都市・中国灘坊
市へ元気に出発していきました。
灘坊市では、世界凧箏大会に参加します。

集いでは、神戸市の一流シェフ 美木剛
さんの講演や食にかかわる人たちをパネラー
としたパネルディスカッションなどが行われ
たほか、郷土料理の紹介や試食があり、多く
の人でにぎわいました。

日向市のPRは私たちにお任せを
今年度のミスひまわりが決定しました。
ミスひまわりに選ばれたのは、美々津町・高松の石田晴美
さん（左）、南町の沼田園圃里さん（中央）、財光寺・往還の
寺田佳子さん、右）の3人で，日向市の観光PRに張り切っ

日向親善大使に
徐介玉 さん

ています。

・．4

自分たちの地域は自分たちで守ります

、会季圃

要

r．

③）㍉

釦

平岩・笹野東区に市内で28番目の自主防

☆広報ひゆうがに載った
写真を差し上げます。
★連絡先／市企画課・
広報統計係
君52−2111内線2213
1

気持ちも新たに交通安全

災会が結成されました。
自主防災組織は，いざというとき住民全
員が安全に避難できるようにするのが目的
です。

脚ぴ

4月10日，交通安全協会日向支部で
は、死亡事故が多発する中、幸福神社
で交通安全の祈願を行いました。
皆さん交通事故に気をつけましよう。

昨年7月から海外技術研修員として日
向市に居住していた中国灘坊而の 徐介
玉 さんに、4代目の日向親善大使が委
嘱されました。

徐さんは，研修の傍ら市民の皆さんと
の交流に努めました。
10

︸

︑

︑

一

一
一

一

添えて5月30日︑31日の﹂﹁

前10時から午後7時までに

日向霊屋3階ホールに搬人
してください

会社会教育課︹費内線24

25︶

連休中の
こみ収集・受け入れ
5月3日は虫旧法記念日で

︸ ものの収集は行います．

ので︑当該地区の燃えない

一 休日ですが︑ 第1水曜日な

一
一

﹁

一

一 ◇問い合わせ11市教育委員

一

@鴛⁝
11
−凸

乏
2
5

盈

は
所

役
市

5葦作品荏画・彫塑・皿

一社会教育課にお問い合わせ

一
当Hは︑午前8時⑳分ま

皿◇応募資格十内在薯︑㎜ でにごみ集積所へ出してく
一市出身者並びに肉の事墜 ださい．

㎜ください

一・寡規定については・市一

一クデザイン

押印の制度が変わります 三H．写真．工芸．グーフフ・ッ㎜

4月から市の施設︵運動
施設︑公民館︑体育館︑公園︑

コミュニテでセンターな
レこを使用する場合︑使用
許灯申請書等に署名するだ
けで申請ができます︒

一所︑学校に通勤通学してい 一
なお﹂日︑5Hはごみ収
︻る者︒また︑同郷町村の在皿 集は混みです︒速めに処分
一毛者︐学生につい

一

ただし︑次のものは押印
が必要です︒

皿校生以上
一 持ち込んでください︑．

程は︑古エ したいと思われる方は︑7

τ国︑県の法令などの規定
一◇出品数・出品料1−1部門

市では︑骨粗目症検診と

設課壼内線2346︶
第12回全国一斉

ウォークラリー大会

毎年5月の第3日曜日は

ウォークラリーの日です．︑

みてくだy︑︑い

◇対象者1119〜39歳の女性

◇実施月11平成7年6月

◇受診料11無料

問診︑血液検査︑検尿︑

◇検査内容目骨粗霧症検診
超音波によりかかとの骨
量を測定する方法で全く痛
みはありません︵所要時間
は3−4分︺ 婦人健康診

査

血圧測定︑身体計測︑診察

◇申し込み11電話で市健康

へ申込ください

管理課唇内線2ユ81︶

※場所︑時間については︑

します．

申し込まれた方に後日連絡

新築・永田市営住宅の
．入居者募集
今年・3月︷元成の塩見：水

中市営住宅の入目者を次の

とおり募集します︒

◇募集期間115月8B︵月︶
〜19日︵亡︶

︵第−種3DK2戸 第2

◇募集住宅11永田住宅4︑戸

種3DK2戸︶

◇入居資格11τ市内に居
住︑または勤務し︑現在住

宅に困っている方︻㍗現

在︑同居又は同居しようと

がある方

︻﹂収入基準は︑

する親族︵婚約者を含む︶

線2455︺

※申し込みは︑当11会場で

も受け付けます．︑小雨決行
です．

歯と健康・親子のつどい

困の衛生三吟の．環とし
て﹁歯と健康・親子のつど

進につなげましょう．

歯の衛生に関する正しい
知識を身につけ︑健康の増

5月の相談日程

30〜14⁝30

き■5月18日︵木︶

交通事故巡回相談
と
10

ところ■市中央公民館

00〜15⁝00

き■5月18日︵木︶

無料法律相談
と
10

ところ■市中央公民館

10パ00一野00

き■5月19日︵金︶

人権行政相談
と

ところ□市中央公民館

00〜15

00

き■5月9日︵火︶

年金巡回相談
と
10

ところ■青少年ホーム

喪

故人

社会福祉協議会扱分
3月31日現在

愛のご寄付＾敬称略v

（日向市分〉（｝内は前月比

日H曜日に清掃センターへ

で 押 印 が 必要とされるもの

㎜−人3点までで︑2点ま二

︸門−点︶特選6点︵廓門︸
婦人健康診査を実施します．．

骨粗骨症検診と
婦人健康診査を実施

一ワ重準特選9点主部門一

︸◇賞門市民大賞3点︵−二一

一円．．高校生は1人5百円

㎜は9羊円︑3点は2千5百皿

︹．県︑他市町村と様式を整

え な け れ ばならないもの
﹇3公金の支出︑許認可︑貸

があるもの

付金・補助金の申請など本
人の意志と責任を慎重に確
認して事務処理をする必要

が減ってスカスカになり︑

一3点︶日向市文化連盟会長 一
骨粗髪症とは︑女性に多
﹁賞3点︵1部門−点︶奨励 一 く見られる病気で骨の密度

ちょっとしたことで骨が折

一

一※・人選作︒買ヒを展示

れてしまうものです︒

一賞︵若﹁点数︶
一◇申し込みけ作品の搬入と

第20回日向市美術展覧会
◇会期116月3日b〜11日帥

一同時に行います．出品票を

他︑市が請求する書類

この機会にぜひ受診して

◇会場11日向寿屋3階ホール

一

一

入居者及び同居親族の過去 一 業者などは︑過去−年間の
一
ユ年間における弔均月額所一 月別収支明細書︻聖その
得が︑第−膏においては11

◇家賃11第1種3350
0円 第2種 27500

一

一
円

万5千円を超え19万8千円一

一

一
◇入居の決定11有資格者に

今年は﹁阪神大震災被災
者救援チャリティ大会﹂と

い﹂が開催されます．．

族そろって参加しませんか．．

発生死亡負傷者物損事故
8

以下︑第2種においては11

万5千円以下であること

◇提出書類二丁住民票謄本一
一

一
なっています．︑

◇期日115月21日︵日﹀㍗

◇日時115月27日︵ヒ︶竿

わが町再発見の旅へ︑家

前8時30分受付開始10時

後2時受付開始

崎
胡乱：

一止まって確認、無事故に挑戦

皐皇欝讐；誤欝呈嚢難無
−311Dへ、

◇場所11日向葛屋3階ホール

（十21）
（一6）

137件
27人
2人
23件

（十1）
（±0）

主

詳しくは、付観光協会〔容67

スタート

3月中の交通事故
区

道入日に午前9時30分です、

◇集合11市役所前広場

lli開きには、阿蘇・霧立連峰を

江の

村縫浦町根町町町浦根路弔重手還東町下町上
佐小黒池石武三本児柏黒黒米黒河井柳岡中河
塩
藤川木田川田原宮玉田川木良木野上田田屋野
久一ア孝美龍虎茂ユ源盛ニセ國又豊悦や百久
仁
ヤ 智
三イ
合次
l子子美子宏夫美ミ市枝一子男志治子工子郎
ご家族連れでお越しください．
集合場所は、扇山松イく側登山

◇内容11母と子のよい歯の

九州中央山地国定玄こ園の真っ

原

コンクール審査及び表彰

只中に位置する雑毛q，661m）

地

。己念品も準備していますので、

式︑無料検診と相談︑工み
がき指導など

す。センターバックスクリーン
には、野外ステージが設置され
野球だけでなくさまざまなイベ

中立畑下曽北比永畑曽川庄庄永往亀沖山向宮

望む雄大な展望を求めて、多く
の登山者が訪れる山です，
その扇山の山開きが、5月L1
日行われます。宝探しゲームや

一

一 一
一
一
一 一
一 一一 一 一 一一
一 一一 一
一

一
一

一

◇参加資格11ーチーム3〜

備もありナイターも楽しめま

◇問い合わせ11日向市東臼
杵郡歯科．医師会︵土田歯科

扇山山開き

6人のチーム単位で申し込
んでください

野球場は、両翼90メートル、

医院内酋5214044︶

【椎葉村】

◇参加料11ーチーム㎜円

中堅101メートルで、夜間照1り1設

﹁2・平成5年分の所得証明書一 よる公開抽選により決定

特大車

一一一一一一 一 一 一一一
一一一一 一
一一
一一一一
一一一一
ントに活用されます。

︵傷害保険付︶

県内初の公営人T：芝野球場が

︵入居開始6月−日〜︶

◇申込期限＝5月10日

一

@
◇申込・問い合わせ11市建

◇申込・問い合わせ＝柱教育委

72．〔［〔［0
．15．α）｛｝
9，｛川

ノく型申二

一一一一
一一一一
一一
一一一一一一一一一 一一一一一一一一一一一 一

@
32，000
2〔1．｛1〔旧
〔｝〔｝

◇準備するもの＝弁当、飲み物

4、〔

20．｛．100
12．50〔｝

◇参加料＝無料（参加賞あり）

一 一

@
1〔｝0回券
6帥！勝
ll回券

一

族そろってお越しください。
◇日時＝5月14日（日）午前8

｝一一一
一一一一
一一
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
◇申込・問い合わせn市教
育委員会社会学開国︵5内

完成しました．

※通常料金よりそれぞれ1回、10回、20
回分お得になっています。

員会（費62−6111）

一

を、ぜひお買い求めください。
お買い求め、お問い合わせば、
市企画課〔容内線2215）まで。

どなたでも参加できます。家

2，5D【）
桔警」亘重車

一3・給与収入者は︑過去−年一

吸ってみませんか。

種
車

塚山．釜山liまで

間の給う収入証明書︒自営一

り

県内初の公営人工芝野球場完成

一

BOX
東九州自動車道や九州横断自動
車道延岡線の早期整備への運動の
一環として、便利でお得な回数券

いしい空気をおなかいっぱい

一 一

【諸塚村】

することになりました、

新緑のもえる六甲街道で、お

く円〉
◆回数券価格表

時役場前集合
◇コース＝中小屋天文台から諸

路（門川〜延岡）の回数券を販売
95春の六峰街道歩こう大会

市では、4月1【1から延岡南道
e
【北郷村】

．
便利でお得な延岡南道路の回数券

日理路だよ

13

置2

へ︑

一︻ノ

︑

下︶

ケ

覆
容
じ

璽

中国の絵と．︑．．口えば︑水㌢画が有名で

は民間芸術として庶民に好かれている

すか︑今同︑みなさんに紹介したいの
﹁年下﹂てす

国際交流員

人の肖像を描かせ︑それを門に貼るよ
自問芸術としての年画の特徴は木版

うになったということです
の彫刻技法と︑色彩の印刷技術にあり
ます まず構想を固め︑卜絵を描き︑
．枚の陰画に何色も使︑つため︑κ︑六

印刷時の線の太さと色の濃淡の具合を

年画は占くから伝わる伝統的版画の
．つで︑もっとも庶民的で実用価値を
持ったものです︑農村では︑春節︵旧
正1一︺を過ごす時︑めでたい図柄の木
考えて彫らなければなりません．若し︑

枚の木版を彫ります．彫刻の段階から︑

版画を家に張り付け︑災いを払い︑幸
道心が水の泡となってしまいます．

途中．枚でも失敗すれば︑それまでの

年画の流派は地域によって違います

せを願いますこの木版画か年記です︑
年．画の題材は民間に伝わる芝居︑神

闇物柳L目し︑蘇州の﹁桃花鳩﹂︑山東省

藩坊の﹁楊家埠﹂て作られる年画は︑

誘︑伝説︑山水花鳥︑風L人情などです

が︑年．画の．．．大産地としては尺津の

藩坊の﹁楊象埠﹂か侍から知られてい

精景︑豊作の喜びなどを描き︑それに

例えば︑中国北方農付の労働の

よって︑﹇金満橿︑糧満倉︑．r孫満堂二金

ます

民衆の生活に取材したものを得意とし

すもっとも占い門神は神祭と欝塁て︑

運に恵まれ︑食に不自由せず︑．r孫が

年画の起源は占代の四神画にありま

ます

二神人の像を門に掲げる風習がありま

たくさん生まれる︸という幸せな生活

すでに重代の持に桃の木に彫ったこの

代になって︑夜︑鬼に悩まされる

ら発展して来て︑そこに根付いたもの

中国の木版年画は民衆の牛．活自体か

を願います．

で︑現在まで人々に愛されています

唐太宗のために︑条叔宝と尉敬徳

ていましたので︑な宗がよく眠れ

武将が毎晩徹夜で門を守って鬼を

うになりました二雨︑雪などが降
︑たいへんだったので︑そのh特苫

ハ・rハ！済；渉．β済・r渉・r渉；詩；渉7詩汐︑r〆渉 渉；渉〆渉函済・ 済．rハ・r渉．r済r詩；済声詩・r 汐詩・〆︑r

いやった太宗が画師に命じて︑．．

曳
C
鼠r；渉・

＼ノ︑

尉．臥
ぴ圏

僧￥

憲認

⁝⁝ ⁝ ξ ⁝ ⁝ ⁝

三

τ4

地

2じ

︑︶

慧司㍉

謀

烈響

︵切島山2︶

長 友 亮二・千奈美さん家の
わ ん はくくん

︵山

ミ
ラ

同封さ

いう乃から市教育委員会宛に．
れていた一枚の写肖︑︹には浅旧家

通の千紙か届きました
軍墓地の整備ては︑墓地全体の

に仏わる掛け軸か写ン︑︑れていた

伍艮浅田中畜貝之墓一レ一い

のてすが︑その中央には一陸軍

イメーシや見学者の利便性に︑仕
例えば園路を設けた−り︑剥くて

があり︑両側には拓本の

う文字の読み取れ．る拓本

邑を払った措置を謁しました

もとの虚誕を保存施設に収蔵し

由来か甲・て鯵目かれていま

壊れそうな墓有を作り替えて︑
たりしました．

二九つ．一に細島の官

のこ先祖が明︐耐．．．卜四年

それによると︑浅川家

した︑

遺産として︑日向岬や黒田の家
臣︑妙国論庭園なピと並ふ観光

たことがわかります︑

とって宇都宮に持ち帰っ

軍墓地を訪れ︑拓本を

資源としても利用されることが

これからは︑市の二重な文化

正解19人でした。抽選の結果次の方に記念品をさし

き・．ヒ素鴫らしいものかてきると思います 皆さん、
ぜぴ見にきてくたさい

地域文化財保全事業による官

1㌣してし・ま一ナ

ところで数年前︑栃木趾小宇都

はっきり記入してください。

テーマは、「日向蛤の生命は消

宮市にお住まいの浅田尚加・㌔んと

ください。正解者多数のときは、抽選て3人の方に

現在は、自浜学園の入所者との合
lrij劇をつくっています

期冠侍されていま詣9．︑

態
向市役所選挙管理委員会あて5月10日までにお出し

蟹

軸ン
励

力

ん
く 歳
・磨

をるる払の竪 し二すす
思晩よつ二帝唐た神で 年す坊楊

rl】内の1〜…掃や福子ll施設との交流
FELLOwSては、

祢ラ
上の○にはとんな文字があてはまりますか？答え

えす」て、今年のふれあいフ∫スタに向けて・生瞥竪樋
になってね＝

なヒをイレ・ています

ちゃん．思いやりの
あるやさしい女の子

明したものてす．

（憲法第15条）

会の呼ひかけにより粘成したのかFELLOwSてす

まいてくれる麻実

黒木 勇・幸代さん家の
おてんばちゃん

レ巾の指︷叱文化財︹史跡一になっ

ている﹁細島官軍墓地一には明
冶一年︹．八ヒし︺に勃発した
した戸1一軍の兵﹂や将校︑それに

西南戦争の際に県内各地て戦死
警察官なレ一．．．．．っ人か葬られて

を軟 蔵することになり︑現地て

地域文化財保全事某で官軍・暴雨

してきましたか︑．平成ーハ年度の

つ余人一とあいまいなこ紹介を

フレノトなヒの資科では﹁．．八

これまでに市か発豹したハン

います

｛2歳6カ月

ころ︑ようやく正確な人数が判

すべて選挙における投○の秘密は、これを侵して
はな○ない。選挙人は、その選Oに関し公的にも私

現在、11向1裳高校の牛徒会では、禰II活動の推進を
季，占 量｝項の つに活動を豹っています そんな中，牛徒

いつも笑顔をふり

衛
英子（江良町）
3新名

五百折（比良）
シヅカ（川路団地）②甲斐
丁黒木

いひ日
向
この

み

劉咳総
あげます。（敬称略）
い

ノ

盟譲灘鑑ぴ劣ループ⑫

麻実ちゃん

f
的にも責任を問われない。
国民の権利及び義務

1

i（直⑧⑯

魏、撫
ばく5わんにkδζん1δ5やん

墓石の個別詳調査を行ったり︑
占い記録を調べてみたりしたと

り」の家

い曳℃肉・＜L・孟L磁．ぐ曳・紀。く一・も
ボ曳超L赦ぐ曳欧脈．軟赦ぐ史叉曳マ《マ曳ぐ肉・

年齢と電話番号を
なお、八力ヰには住所・氏名

を先浅

妹のめんとうも

伯1
記念品をさしあげます。

け眠来

』；r卜
ちやんと見てね，

日
〒883日向市本町10番5号
を八卦キに書いて

痴窃
︑幽
鵠鋤

rI

元気に育ってね

画
3月号は「9」「13」「票」が正解で、応募21人、
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