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﹁原料調達や物流の面で日向市ﾐ
選びました︑今後︑宮崎県︑日ﾐ
市の発展に寄与したい﹂と答えﾐ

あいさつ．これに対し本田社．長ﾐ

有限会社宮崎エース食品は︑長ﾐ
県諌早市に本社のある中華まんﾐ
ゅう︑シューマイなどの﹁点心ﾐ
茶一の冷凍食品を製造販売するﾐ

の敷地に二r八百九ﾐ

．．期までに五卜一人を地．兀からﾐ

については︑第．期に．．．卜人︑ﾐ

．・r定しています．．崔用する従業ﾐ

として平成レ編年までに二億円ﾐ

九年までに二千．一千万円︑第二ﾐ

設備投資額は︑第一期として平ﾐ

業を開始します一．ﾐ

に着工し︑十月からは早速一部ﾐ

二．平方㍑．．hの﹂場を建設．今年ヒﾐ

トビ平方︑．

計画では︑細島四区内の九r九ﾐ

ループの九番目の関連会社です︑．ﾐ

地で輸送︑飼・肥料の製造︑食ﾐ
製造業などを予掛ける本田産業ﾐ

した．ﾐ

される企業になってくだyへ﹂い﹂ﾐ

ありがとうございます．地．兀にﾐ

調印後︑三樹市長は﹁厳しい経ﾐ
状況の中︑日向市に進出いただﾐ

し肱ち合いで行われました．ﾐ

し︑野別知秀日向市議会議長らﾐ

労働部長︑一一．樹博日向市．長が出ﾐ

庁で有限会社宮崎エース食品のﾐ
田清秀社長︑安藤忠恕宮崎県商ﾐ

疏地調印式は︑κ月一．．レ．H︑ﾐ

料調達や物流の面で最適ﾐ

額雇ﾐ

臥話ができます．ﾐ

立縫の里では︑常時十人の方のﾐ

イサ墨書ン宇ﾐ
家庭で生活されている身体の弱ﾐ
お年寄りを車で送迎し︑入浴・ﾐ
事・健康チェックをはじめ︑目ﾐ
動作訓練などを行い︑心身機能ﾐ
維持を図るとともに︑家庭でのﾐ
護負担を軽減するものですﾐ

へﾐ

容内線2168︸へ．ﾐ

各施設及びサービスのお問い合ﾐ
せ・申し込みは︑市福祉事務所ﾐ

特別養護老人ホーム立田の里﹂誹﹃プシﾐ

その在宅福祉サービスも六月一日からサービスの提供を始め︑地域福ﾐ
の 拠 点 として運営されています︒ﾐ
今回︑その立縫の里のサービス内容についてご紹介しましょう︒ﾐ

認護幽騨ムﾐ

責了の里では︑ 一人につき週一ﾐ
のサービスを提供し︑一H．平均ﾐ

おおむね六レ五歳以ヒの身体ヒﾐ
たは精神ヒ著しい障害があり︑ﾐ

κ〜二等人の方をお匿話します．ﾐ

吐縫の里︹容58ーユー00

介護支援センターへの相談は︑ﾐ

お予伝いします相談は無料で︑ﾐ
密は厳守されます︑ﾐ

合的なサービスが受けられるよﾐ

・用品の使用方法・紹介など︑ﾐ

介護の方法︑保険・福祉サービﾐ
の内容や手続きの方法︑介護機ﾐ

ところです．ﾐ

々からのン．﹂まざまな相談に応じﾐ

帯のお年寄り︑そして︑そのおﾐ
寄りのお進話をしている家族のﾐ

在宅の寝たきりや痴呆症︑した婦ﾐ

事業♂㍗ﾐ

たきりなど常時介護が必要な方ﾐ
︑家庭での介護が受けられないﾐ
を対象とする生活施設です．ﾐ

これまで市内には︑この施設がﾐ
カ所しかなく︑常時九十人近いﾐ
所待機者を抱えていました．ﾐ

気迫の里では︑このうち五十人ﾐ
入所しました．．ﾐ

・一幽門ﾐ
家族の病気や事故︑冠婚葬祭︑ﾐ
行︑介護疲れなどにより常時のﾐ
護を必要とするお年寄りのお世ﾐ
ができなくなったとき︑一定期ﾐ
滞在していただいてお世話をすﾐ
ものです．．ﾐ

は用ﾐ
ﾐ

社で︑資本金は一干万円四川ﾐ

華食ロoo﹁点心飲茶﹂の製造販売ﾐ

島臨海工業地帯の4区に企業の進出が決まり︑五月三十﹁日県庁で立地協定の調印ﾐ
が行われました︒ﾐ
ノ ドノ
ドエ ツﾐ
出するのは︑長崎県に本社のある有限会社宮崎エース食品で︑中華食品﹁点心飲茶﹂ﾐ
製造販売を行う会社です︒ﾐ
画では︑今年七月工場建設に着工し︑十月からは一部操業を開始します︒従業員は︑ﾐ
成九年度までの第一期に三十人を採用予定︒ﾐ
年︑日向市への企業の立地は︑今年一一月に立地協定の行われたコンクリートニ次製ﾐ
製造販売会社の株式会社ピー・エスに次いで一一秤目です︒ﾐ

△
㈱科学飼料ﾐ

霧ﾐ

ﾐ ﾐ
ﾐ

hﾐ 東郷メデイキット橡ﾐ
ジャスト
日向工塚ﾐ

化成工業㈱ファインﾐ
パターンコイル研究所ﾐ
錘≡ﾐ

ﾐ

牧島山

今年四月一日︑市内で二番目の特別養護老人ホームとして︑美々津町ﾐ
府 区 に ﹁立鍵の里﹂が開所しました︒ ﾐ
立山の里は︑特別養護老人ホームとしての施設のほか︑﹁ショートスﾐ
イ﹂︑﹁デイサービスセンター﹂︑﹁在宅介護支援センター﹂などの在宅ﾐ
祉 サ ー ビスを兼ね備えた施設です︒ﾐ

ﾐ

⁝＝＝

細ﾐ

今年2社葬の企業立地

蕊量器 の 鯉 蔦 ﾐ

膨．

ﾐ

第産ﾐ
印後、本田社長と握手を交わす三樹市長ﾐ
しおさい通り」と名付けられた廊下ﾐ

い造りの食堂・リハビリ室ﾐ

謬，ﾐ
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災害発生にご注意奄朋開

・早めに浸水に対する用心を．．屋

6月から9月にかけては︑梅雨による長雨や台平等により全国各地でさまざ
まな災害が発生しています︒
台風や大雨はある程度予測できるとはいえ︑その威力は計り知れません︒特
に︑台風常襲地域に生活する私たちとしては︑決して油断することなく︑十
分な対策を講じておかなければならないでしょう︒
集中豪雨にご用心
根や窓から浸水しないように︑

破損カ所は修理をしておく
・懐中電灯やトランジスタラジ
オ︑ローソクなどを用意し︑停
電にも困ることのないように
・貴重品や食料など最小限の荷物

（）内の数値は最大風速m／s

台風の強さと予想される被害

集中豪．雨は︑短時間のうちに狭

い 地 域 に集中して降る豪雨のこと
で ︑ 梅 雨の終わりごろによく起こ
ります︐狭い地域に限られ︑突発
的に降るため︑そのr測は比較的
困難です︒

をまとめて︑すぐに持ち出せる
準備をしておく

（44以上54未満）

︽避難命令が出されたら︾

ミ

︵σ

轟︑エ㊨

藏
妊き石す宮崎︐

《防災一別メモ》

きない方のために﹁不在者投票﹂

所で申し出てください．

投票は︑7月9Hの午前7時
から竿後6時までです︐投票日
当巨は︑口囲券に記載してある

の制度があります．．

開票は︑田面曜日の午後7時30

り︑男面示所に出向いて骨面示がで

また︑身体に重度の障害があ

在者投票をする制度もあります︒

分から︑市役所庁舎南側の勤労

詳しくは︑市選挙管理委員会に

きない方のために郵便による不
︻年齢︼昭和50年7月10日以前

おたずねください．．

7月8日までの土︑目曜Hを含

不在者投票はき6月22日から
む毎H竿前8時30分から丁後5

へ︒

局︵容内線2231〜2233︶

知事選挙についてのお問い合
わせば︑市選挙管理委員会事務

庭に発送する．・r定です︒

入場券は︑6月22日ごろ各家

︽投票所入場券︾

所南別館︶でできます︒

時まで市選挙管理委員会︵市役

から引き続き日向市に住んでい

﹁代理投票﹂があります．．投票

目や身体が不自由で字が書け
ない方︑または読み書きのでき
ない方のために﹁点字投票﹂や

入してください．︑

の﹁候補者氏名﹂の欄に投票し
ようとする候補一人の氏名を記

投票は記名式です．．投票用紙

︽投票の方法︾

いる方

て︑住民基本台帳に登録されて

︻住所︼平成7年3月21口以前

に生まれた方

︽投票できる人︾

青少年体育センターで行います︑

投票日に事情があって投票で

︽不在者投票︾

投票所へおでかけください．

︽投票と開票︾

今回の選挙は︑私たちの宮崎県の将来を任せる人を選ぶ︑4年に
一度の大事な選挙です．．私たち一人ひとりが︑候補者の政見などを
よく聞き︑よく考え︑そろって投票しましょう︐

7月9日は宮崎県知事選挙の投票日です

行きます投藁一・

（33以上44未満）

特に中小河川の氾濫やヒ砂崩
れ︑がけ崩れなどによって被害が
もたらされますので︑雨に弱い地
域 で は 大雨情報を聞いたら︑いつ
でも避難できるように早めの準備⁝

・日ごろから避難ルートを確かめ
ておき︑素早く行動できるよう
にしておく
・お年寄りや病人︑子どもや婦人
を優先して︑お互いに助け合え
るように
・一人置動かないでみんなレニ緒
に行動しよう
・手荷物は最小隈に

被害を最小限にくい止めるに
は︑Hごろからの心構えと備えが

︸

（17以上25未満）

屋根瓦が飛び、木やテレビのアンテナが倒れる
木製の雨戸がはずれ、ネオン塔や電柱が倒れる
小石が飛び散り、小さな木造家屋は倒壊する
木造家屋の多くが倒壊し、樹木が根こそぎ倒れる
（25以上33未満）

弱
い
並
み
強
い
非常に強い

が必要です．

いざというときのために
もしも豪雨が．・r想されたら︑テ

レビやラジオなどの気象情報と地
域の防災情報を正確につかんでお
さらに次のようなことを心がけ

くことが大切です．．
大切です．︑さあ︑今から準備を．．

キク

ハ﹁

じ

痛欝

クし

・ク塀・顔塀

台風は︑事前に予測ができるとはいえ︑強風や大雨の
威力は計り知れません︑日ごろから家の周ーーの点検や対
策をしっかりと立てておきましょう．．

〃

3㌘

≧

f

／
ぐなどの処置を

︐︐

耀︑

〜

●鉢植えや物干
し竿など飛散
の危険が高い
ものは室内へ

外側から板でふさ

4
5

あ〉ク

来物などの備えて，

轟
また強風による飛

塀にひび割れや破
ないか
●板塀にぐらつきヤ
らつきや腐食はな
いか
●板壁に腐食や浮きはないか

。！ベラ
ベランダ
▲

〃％♂㎎
がたつきはないか。

．

♂「

ヒ＞8
●ひび割れ，窓枠の

●雨どいに落ち葉や土砂がつまって
いないか。継ぎ目のはずれや塗料
のはがれ、腐食はないか
●雨戸にガタツキやゆるみはないか
●瓦のひび、割れ、ずれ、はがれは
ないか
●トタンのめくれやはがれがないか

一越ガラスー

ぐ
一〜

てください．︑

台風に備えてわが家の点検を
一雨どω・雨戸一
屋根

／》

大雨の季節
風水害対策

平成ワ年度の国民健康保険税の
税率が決定しました
平成7年度の国民健康保険税
の 税率等が︑6月定例市議会で

5・99％
15％
21300円
21500円

次のとおり決定しました．．
︻税率︼

︻最高限度額︼

所 得 割の税率
資産割の税率
均 等 割二
丁 等 割額
1世帯当たりの最高限度額が︑
怏 になりました．
︻2割軽減制度の新設︼

ました．．

これまで所得額に応じて軽減
措置のあった6割軽減︑4割軽
減に新たに2割軽減が新設され

保険税は︑国保の収入の約4
割を占める大切な財源です︒

そのため︑一人でも保険税を
納めない人がいると︑他の人と
の公平を欠くばかりか︑国保の
運営に支障をきたすことにもな
ります．．ひいては皆さんの負担
も大きくなってしまいます︒

そうならないために︑加入者
一人ひとりが保険税を公平に負

60歳から69歳までのひとり

の方で次のすべてに該当する方
です︒

︹㊤

担し︑助け合っているのです︒
また保険税は︑前年度の医療
費をもとにその年の医療費を予
測し︑その額から国などからの
補助金と皆さんが病院で支払う
⁝部負担金を差し引いて計算さ
れています︒

はやめたいものです．．

皆さんの負担が大きくならな
いためにも︑同じ病気などでの
病院のハシゴや余分な薬の請求

︵君内線2120︶へ．︑

詳しくは︑市健康管理課︵費
内線2153︶または市税務課

平成ワ年度富崎県保母試駿
◇試験日程118月8日︹火︶〜
冝i金︶

◇受付期間116月26日︵月︶〜

◇試験場所11宮崎公立大学︵宮
崎市船塚11112︶
7月7日︵金︶

高橋
利男︵比

重美︵往
良︶

還︶

人は︑必ず国民年金に加入しな

すのでご注意ください．

※印鑑︑年金手帳のほかに添付
書類が必要な場合もありますの
で︑届け出をする前に確認して
くだy．﹂い一

愛情をもって接すれば必ずきれ
辱美 てくれます．花が咲く
までの管理が非常に大切です．

第二期

7月の納期
固定資産税
第二期

人

ラ

︵劇映画・39分﹀

メ

親子映写会

男

国民健康保険税

上映

映．爾．

催

バーンハート︸

00〜

ほか

織︸▽過ちなき裁き︹ウィ︐リアム・

か︸▽ホリー・ガーデン︵江國香

︵メリー・M・グールデでングほ

郎︸▽異常体験記︑フセインに捕
らわれた茄日︵J・ピーターズ＆
J・ニコル︺▽心配性をやめる本

よしこ︸▽人生の親戚→人江健．．．

イズ犯罪血友病患者の悲劇︹櫻芹

▽絹目の恋︵北原亜以．t︸▽エ

く一般向けV

せかいのひとびと▽やかましむら
のこどもの日
ほか

たいひ▽消えたシャイアン族のな
ぞ▽うれしいことインタビュー▽

▽おじいちゃんの目笛▽パンの
ひみつ▽るすばん▽パットのねむ

︿児童向け﹀

諭殉離でよ

無料

市中央公民館視聴覚室
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市中央公民館
日向望郷ライブラリー

②明日に輝け
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■と き
■ところ
■入 場

月

ご存じですか
寡婦医療費助成制度
市では︑ひとり暮らしの寡婦
の 方の健康増進と福祉の向上を
図るために︑入院に伴う医療費
の一部を助成しています︒

暮らしの方
② 国民健康保険に一人目加入
している方
② 市町村民税が課税されてい
ない方
◇申込先11宮崎県福祉生活部児

童家庭課︵〒糊宮崎市橘通東
2110ーユ︶

◇問い合わせ11市福祉事務所児

童母子係︵容内線2163︶ま
たは宮崎県福祉生活部児童家庭

渋谷

生活保護法︑その他の法に

助成額は︑ーカ月の保険診療
の 合計額から︑入院した日数に
㎜円をかけた金額・国民健康保
険 法 の規定に基づく払戻額等・
その他これらに相当するものが
ある場合は︑その額を控除した
163︶へ︒

より医療費の全額給付を受け
ていない方
手続きや問い合わせば︑市福
祉事務所児童母子係︹酋内線2

会

課6098512617057＞

副会長
幡︶

里⁝木

靖︐ゴ︵八

副へ曲管

︻平成7年度の事業計画︼

会員の親睦と健康のため︑

1．会﹇貝の年金受給権確保に努
める
・2

グラウンド・ゴルフ大会や
ゲートボール大会を開催する
冨．国民年金制度について︑啓
発を行う

国民年金の届け出を
ﾎ以ヒ60歳表満のすべての

◆取り組み始めたきっかけは
8卜広り︑自宅の庭にフェンス

引っ越し︑結婚︑退職など人生
の節目には︑国民年金の窓目ま
で届け出をしてください．届け
出をしなかったために︑年金が
受けられなくなることもありま

ければなりませんが︑ライフス
タイルによって加入者の種類が
変わることがあります︑就職︑

長

︹士

額です︒

助成が受けられるのは︑寡婦

日向市国民年金協議会からの
お知らせです
老後の生活をより安定したも
の とするために﹁幸せを未来へ
つなぐ国民年金一を合 ．．．口気に国

民年金協議会は︑高額年金の受
給と衆加入者の加入促進のため
に︑年金受給者や加入者の理解
をいただきながらさまざまな活
動をしています．
5月19日︑平成7年度の総会
が開かれ事業計画などが承切聖・﹂
︻平成7年度役員︼︿敬省略﹀

れましたので︑ご報害します．

豊さん

1

花づくり名人一2．

塩見小原黒

を作った際︑反人から吊る︑ラ

r防がた変ですが︑

21

「透谷の妻」

◆＝言どうぞ
病害虫の

市内外から多くの皆さんに．ラ

▲㍉

．人の知的明治女性の生涯︐

透谷没後の四レ年を懸命に生きた

るが︑五年後に透谷は自殺．それ
から妻は．人娘を残し渡米する．

国人︑北村透過と恋愛し結婚す

今月の．．一冊

をもらったのがきっかけです．

◆どんな花を栽培していますか

を見に来ていただけるので ワぐ
の苦労も吹き飛んでいます．
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昭
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赤：日・ピンクと3色の吊る
バラが約100り本あります．

また︑裏庭には︑菊・ユリ・ダ
リアなど年間を通じて約㎜種類

花づくり名人
黒 田
豊
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◆はなづくりの秘訣は
ピま︑わが・一を育てるように

■レζ

20

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
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ト囮レ」幽凶

家族みんなで参加「砂の造形大会」

嶋

5月28日、お倉ケ浜で砂の造形大会が
行われ、家族連れなどのグループ45組、

灘潔

約3GO人が参加しました。

西都一延岡間を踏破

灘噛

参加者は、「竜」や「アンパンマン」．「こ

いのぼり」など趣向をこらした思い思い
の作品を一生懸命作っていました。

「ハイウェイ50ウォーウ」

東九州自動車道「西都一延
岡」閤の早期実現を目指して，

西都一延岡の沿線住民が歩く

物、

5月27日に行われた昇段祝賀会で園
田九段は「今後は、タイトル目指して
さらに精進します」と意欲を見ぜてい

いて行きました。
「50」とは，西都一延岡間が約50キロメートルあることから名付け
られたものです。
●
●

全国唯一のはまぐり碁石の産地であ
る日向市出身のプロ棋士・園田九段、
これからも頑張ってください。

点である日向市役所前で出発式があり、「東九州自動車道の早期実現
に向けてガンバロー」と気勢を上げた後、延岡市に向かって元気に歩

・

ました。

6月10日、11日の2日間にわ

たって行われました。
11日には，2日目の出発地

今年は国勢調査の

れました。

「ハイウエイ50ウォーク」が、

行われる年です

日向市出身のプロ棋士（囲碁）・園
田泰隆さんが、最高位の九段に昇段さ

﹁すばらしさ﹂を学びました

日向で初めて最高位の九段に昇段

・馨こ

ヨ囁

圃

仕事の﹁大変さ﹂﹁楽しさ﹂

ノ

冥

財光寺中学校の3年生が、5月25日、
勤労体験学習として市内の約45の事業所
で汗を流しました。
このうち、市の清掃業務に参加した生
徒らは、こみの収集と資源こみの分別に
従事。収集作業では、こみ集積所にある
こみの多さにびっくりしながらも，一生
懸命こみを車に運び込んでいました。

陰
轟1

一・

芸術性の高かった
日向市美術展覧会

Aiレ

今年の10月1日は、国勢調査が
行われます。国勢調査は、国や県、

また市がこれからの行政を進めて
いくうえで、たいへん大切なもの
6月3日から11日まで

です。

日向市美術展覧会が日向

ゴ

獄屋で行われました。

今年の展覧会には、総
数238点の出品があり、

6月12日．日向市でも国勢調査

の実施本部が、勤労者青少年ホー
ムに設置されました。皆さんのこ
協力をお願いします。

市民大賞には、絵画・工芸の部で池田弐栄さん、写真の部で工藤幸
夫さん、書の部で日高典子さんがそれぞれ選はれました。

雨にも負けず、元気にウォーウ

日本一目指して自慢ののどを披露「日向木挽唄全国大会」

5月21日は、全国一斉ウオーウラ

神秘的な生の営み

「ヤーレー山で子が泣く一・」で始まる日向木挽唄の全国大会が、6月10日，

11日の2日間、市中央公民館と文化交流センターで行われました。
11日には、幼年、少年・少女の部のコンクールも行われ，子どもたちの館内
に響き渡る歌声に盛大な拍手が送られていました。

心のこもったお弁当をどうぞ

今年もウサフグの産卵が，5月下
旬から幸脇のフウトガ浦で始まりま
した。

「

．

侮

5月27日、富高東草場区で、世代閤ふれあい弁当の

雌宅醜国国．．アの，若草、。φ、とな。て、

＼

鴫ン

地区の婦人会や子ども会などと一緒にお弁当を作り、

☆広報ひゆうがに載った

くと、お年寄りたちは「ありがとうございます」とう
れしそうにしていました。

★連絡先／市企画課・
広報統計係

写真を差し上げます。

容52−2111内線2213

のグループがたくさん参加しました。

参加者らは、自分たちの番号が呼
ばれると傘をさしながら「わが町再
発見」の旅に元気に出発していきま
した。
直

鼻頃

ます。

6月1日は，午後6時ころから玉
砂利の上にクサフグが上がり始め、
10分もすると幅1メートル、長さ10

メートルほどの波打ち際がウサフク
でいっぱいになり，海を青白く濁ら
せました。

ピー

・

ドf

︷

9

地区のひとり暮らしのお年寄り宅に届けるというも
の。子どもたちが「一生懸命作りました」と配達に行

ウサフグの産卵は、毎年5月置ら
6月にかけての大潮の満潮時に見ら
れる現象で、何千というウサフグが
一挙に波打ち際に押し寄せて行われ

リーの日でした。日向市でも、あい
にくの雨の中、親子連れや友達同士

齢
8

馨

7月は﹁社会を明るくする

運動﹂月間です
﹁社会を明るくする運動﹂

は ︑ す べ て の国民が犯罪の
防止と罪を犯した人たちの
更生について理駈を深め︑

それぞれの立場において力
を合わせ︑犯罪のない明る
い 社 会 を 築 こうとする法務
省提唱の全国的な運動です．

次の時代を担う少年少女
た ち の 健 全 な成長を願い︑
﹁非行を起こさせない﹂環

の更生﹂の援助のために︑

境をつくるため︑また﹁罪
を犯して傷ついた少年少女
皆さんのご理解とご協力を
お願いします．．

世代間交流ふれあい
グラウンドゴルフ祭
◇日時目7月16日︵日︸

所では︑﹁海の記念日﹂のイ

㌘

p無 徳
戸▽場所11お倉ケ浜総合公園

多1一的広場

中学生は無料︸

◇参加料11一人甲山︵小・

◇申込方法11iチーム4〜

次のご協力をお願いします︐

◇資格11高校3年生以しの

一泳ぎに自信のある方
一◇監視期間117月16日︵日︸
〜8月31日︹木︶

皿◇監視時間11午前9時鉤分
一〜凸凹7時30分
一◇申込方法11中込用紙に履

丁壮及び承諾書︵未成年者
一のみ︶を添えて︑市公共施

7月の相談日程
交通事故巡回相談

◇監視場所11御鉾ケ浦︑伊
と
10

30−14H30

き■7月20日︵木︶

ところ■市中央公民館
無料法律相談
と

めに設けられた日です．

また︑来年からこの日は︑
﹁国民の聖目﹂にも制定さ

れました︐この制定を機に︑
﹁海﹂に対する認識をあら

ためて考えてください．．

㎜解を深めていただくために︑
一 ﹁高齢者福祉サービスふれ

なお︑細島航路標識事務

◇申込方法1ーチ！ム名及び

一あい講座﹂を開講します．

一歳以ヒの方

一◇対象11市内に居住する20
一◇期間117月一12月︹月−
◇内容11﹁！高齢者保健福祉
皿について

10一静〜15

00

き■7月18日︵火︶

00〜15⁝00

き■7月11日︵火︶
10

ところ■青少年ホーム

と

年金巡回相談

ところ■南日向公民館

と

人権・行政相談

10一〇〇〜15一〇〇

き■7月20日︵木︶

◇監視時間1一竿前8時30分

ところ■市中央公民館

は︑海上交通︑海ヒ安全の
確保︑海洋の開発・利用と
環境の保全など︑海の果た
す役割とその重要性につい
て︑広く国民の皆様に理解
と認識を深めていただくた

7月20日の﹁海の記A︐一日﹂

7月20日は﹁海の記念日﹂

出先へ

※諾しくは︑各申込書の提

◇申込期限117月10日︵月︸

提出して下さい

光課︵奮内線2635︶へ

のみ︸を添えて︑レ巾商工観

〜午後5庁
◇申込方法闘申込用紙に履
歴書及び承諾書︵未成年者

一8月3111︹木︸

◇監視期間目7月21日︹金︶

勢ケ浜︑お倉ケ浜︑金ケ浜
の各海水浴場

ある方

健康な男fで泳ぎに自信の

◇検針結果︵おしらせ票︶が

確実に届くように︑郵便箱
等の設置やアパート等では
部屋番号を明記をする
◇メーターを見やすい状態
にするために︑周りに物を
置いたりしない
◇メーター近くの犬小屋や
犬の放し飼いをしない
詳しくは︑市水道課︵5
内線2642︶へ

◇賃金11日額5500円

女

市営プール・海水浴場の

︿大王谷市営プール﹀

監視員の募集

でに参加料を添えて︑市教
◇募集人員11男子8人︑

6人目︑7月10日︵月︸ま

育委﹇貝会社会体育課へ申し

込んでく だ さ い
◇問い合わせ目市教育委員
◇資格1118歳以しの健康で

！丁2＼
ノ

会社会体育昧唇内線24

55︶

水道検針にご協力を

水道事業は︑皆さんから
納入される水道料金がしな
収入として運営されている
ものです︑．

一設管理公杜︵奮541717

一4︶へ提出してください

現在︑その水道料金の算

定の基礎となる水道メー
◇申込期限117月10日︵月﹀
一

るチームとします

一◇賃金11H額5700円

一◇募集人員11男子16人

︵海水浴場﹀

ターの検針を4人の検針員
で行っています．．

水道経営の基礎である正
確なメーター検針のために︑

原則として市

◇募集定員11約㎜人

◇応募資格

内に居住する20歳以hの方

代表者の連絡先を黒木千恵
︵正午から午後3時まで麿
P1232︶へ中し込ん

でください

一回開講．r定︶

※定数︵24チーム︶になり

一と介護 3高齢者福祉サi

〜14日︵金︶

◇申込期間117月ユ日︹上︶

次第締め切ります

︸⊥口同齢者の心理

◇参加料11参加費3000

一ビス実践体験︹4高齢者と
食生活 3高齢者福祉座談
一会

愛のご寄付く敬称肇

高

名

故人

5月31日現在

社会福祉協議会扱分

︽香典返し︾

喪

◇仕事の内容11調査員説明
会への出席︵9月中旬︶︑調

査表の配布︑記入依頼︵9

月下旬︶︑調査票の収集︑
審査︑整理及び提出︵10月

上旬︶

◇応募締切117月14日︵金︸

円とスポーツ保険料二人

一2日︶など

ぢ．県外視察研修︵1泊

につき㎜円︶を監督会で納
付してください

一◇定員1150人

原柏黒黒安長索溝三大橋鈴場

ベ ン ト と し て︑口向岬にあ
る細島灯台の一般公開を行
い ま す ︑ 普 段は見ることの
で き な い 灯 台の中を︑この
機会にぜひご覧ください．．

午前10時から午後3時まで

◇日時117月詑日・23日

国勢調査をしてみませんか

遊・YOU・ゆう
︑ ビーチバレー大会

◇監督会117月18日︵火︶

◇受講料11無料︹ただし︑

区
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ｴ努r均春予リ助．三彦リ美ノ見

場所＝小丸lll源流河川敷〔椎
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一視察研修については．部自

発生死亡負傷者物言．事故
田田木木本野木口樹塚口木崎樹
千
朝堂シ寅清兼力博ト欧
代
》

午後7時30分に市中央公民

（一1）
（十2）
（一2）
（一6）

136件

29人
0人
21件

口内は前月1七
・日向市け

地
郷
江

置0

η

5月中の交通事故
の

地永曽東向余遠籾曽山宮山庄浜

せらぎにふれてみませんか．

・合
r前9
◇日時；7月30【．1〔［D

一己負担︶

その源流での祭りは、ヤマメ
釣りやつかみ取り大会をはじめ
森と渓谷に親しみながらのバー
ベキューと盛りだくさん。栂尾
地区は、神楽が有名であり、栂

属し

一◇開講式117月8日︹﹂﹀

とされています。

落

午前9時30分市中央公民
一館・レクリェーション室

九州で最も水質が良い川の．．一・つ

地《
見
区舞
返

この夏のひととき、清流のせ

一◇申込・問い合わせ11市福

小丸川は、椎葉村を源流に南

瞳】

一

一

一

一

一 一

一 一

一

一

一 一

一

一

今年で4回目を数える青
年団L催のビーチバレー大

◇場所＝椎葉中学校グラウンド

通
り
す＝

ロ

一

一

一

一

一

一

一

一

｝ 「

一

館第−研修室で行います

族でお越しください。

会が開催されます．

◇日時；7月29日（．ヒ）午後7時

一祉事務所︵奮内線2169︶

郷村〜木城町一高鍋町を流れ、

⁝学びませんか

奥日向・椎葉の夏祭りにご家

公

尾神楽や源流太鼓も楽しめま

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

58

高齢者福祉と介護を

くさんです。

◇日時117月30H︵日︶

椎葉夏まつり花火大会

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

市では︑皆さんに高齢者
保健福祉や介護について理

メイン会場では、郷土芸能や子
どもたちのイベントなど盛りだ

◇場所11お倉ケ浜海水浴場

【椎葉村】

一止まって確認、無事故に挑戦一
r・エ

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 一一一一一一一一一 一一

は、山々にこだまして迫力満点。

◇参加資格11年齢・性別を

この夏、小園遊泳場へ家族で

一一

上椎葉ダムから上がる花火

問いませ ん

遊びに来ませんか。

一

市芸所、盈晃2111。す

◇競技方法11ーチーム4人

れでも安心して利用できます，

で︑内一人は女性で構成す

また、夏休み期間中は監視員が
常駐していて、小さな子ども連

一

一

小丸川源流まつり

一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一一 一一
シャワーが整備されています。

国勢調査は︑わが国の人
口の動態を把握し︑ 各種行
政 施 策 の 基 礎資料を得るこ
とを目的として︑大止9年
以来5年目とに実施されて

泳場」です。

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

おり︑今年10月1日に第16

門川町市街地から西へ車で5
分の距離にあり、井堰を利用し
て作られた遊泳場が、「小園遊

2213．・2214︶へご

夏は小園遊泳場で

一

駐車場、トイレ、男女更衣室、

BOX
回目の調査が行われます︒
現在︑市ではその調査員
を募集じています︒ご希望
の 方 は ︑ 市 企画課︵君内線

【門川町】

連絡ください︒

日向路だより

じ

捧︶

︐︶

＼

露

︐

メ ン

国際交流員

中国の教育事情
人
⁝了前から︑家庭教帥を招き︑ピアノや

育も垂尾y亀一れるようになりました

入学後は︑宿題た戦か始ま・ーーます．

書迫︑︑渓註などを教える家もあ−一噛ます

．方︑たた．人の．rビもですので︑

父母は．rともを甘かし過ぎ︑何として
も自分の庇護のドに置き︑簡単な事も
自．分てy・一せません そのため︑．rども

また︑物の︸え過ぎによ︑リ︑．rど

は白㍍心を失い︑依頼心が強くなりま
す

いま︑都噛の．rともたちは︻小太陽︼

も達の間に︑石る物や食物︑おもちゃ
なとを競いあう現象がおきています
とか︑︻小白L宙︼とか．．目われ︑交達と
にムー−ちかちてすそこて︑有識者か﹁．止

付き合おうヒせず︑わがままな．rとも

向りています

しい教育を与えまし．生う一レテヒール
を

教職員には師範学佼のh竿業生か充て
られます 国︑省直轄の師範学校のh竿
栗牛は国︑省の教ムー−入久員会によってた
学や知期尺学︑高校の教員に配圖y︑¶れ︑
﹄巾︑旧聞ぴの舳範学校の・￥業牛は﹂巾︑県

の教育灰久昌ハ会によって小︑中学校の教

現在︑謡坊市にはた学．．．校︑在校生

員に配置ン．﹂れます

の数は1万．＾r人になります

渉r 〆︑r㌻＾y 肩口F済・r済．！持r 〆許r済〆済

六f人iし人︑そのほかに︑中等由・門
学校︑高等学校︑小︑中学校︑特殊教
育学校︹養護学校一なとかあり︑職員

詩r冷F詩・〆㌧rr湊汐済．r渉・r済；人﹁﹂r人﹁・r︑rrハ・r済・

皆ンごんこ存しのように︑現存⁝︑巾国
ては．人っ．r政策をとっています ま

渉

それは細島で見つかった．振

汐詩臼r詩﹄r詩〆詩﹁

細島で見つかった
官軍の刀

持汐渉汐

あげます。（敬称略）

パ趨
中国ては．九．八入年から中国人﹁﹂で

今月も中国の教育事情について蒔い
てみたいと思います
先月紹介したように︑巾国の学校に
も夏冬の長期休暇かあ．リますが︑農村
部の小︑中学校ては夏冬の休みか都市
祁の学校より短．く︑かわりに︑農繁期
に一週置の休みかあ・リます 教職員の
中にも農村出身の人かいますので︑そ
の間家に帰ってr伝いをします

都市鄙ては︑ほぼ八許14ハか就学します

九年制義務教育を実施しています
か︑農田部の就学率はまた高くありま
せんし︑学費などの雑費か年々高くな
るため︑中途退校する牛徒もいます
．乃︑た都市には 貴族学校一と呼
ばれている全寄宿制の私存学校かてき
ています学費がものすごく高いのて︑
有識者はこのような状況を批

L場．長レ一か会社社．長の．rどもたけか入

れます
判しています 政府は農村の旧生甲のた
め︑﹁希望﹂三一という運動を起こ一し
て︑都市部の住民や企業は衣服︑文切
具︑⁝了費なとを援助するように呼びか
ら中学校戊r業まての．切の学費草ノτ︑

けています 農村の．rどもが．年牛か

衛

た生活水准・の向ヒに伴い︑．rどもの教

負担する企袋や個人も現れています

劉療乳
正解23人でした。抽選の結果次の方に記念品をさし

読r陸腎

りの刀で︑．艮ン︑︑は万レセンチ

5月号は「挙」「票」「な」が正解で、応募24人、

済ゴ

濤滋
藤・︑

三遍

やがてし月に入ると西郷ン︑﹂ん

はっきり記入してください。

︵比良 町 ﹁ 丁 目 ︶

伊 藤 富員男・治代さん家の
わ ん ぱ くくん
！鱒r隣躍趣噂 ︸唾

留︶

汐渉﹁rr﹂r詩F渉茅済2済汐済〆渉卜

レ一ころが︑最近になって川内

からびりくりするような遺品が

は宮崎から高鍋を経て︑八月に

メートルほとのものてすが︑こ

発見されました．

は有名な北川町の吋訊艇嶽て最仙佼

たものらしいのです︑
︐詳しいことは導門家の調査を

れかなんと官軍兵しの使ってい

の人敗を喫して軍を解散し︑官
軍の追っ壬に脅かされなから山
中を南ドして鹿児島へ．尻り城山

先端が剣のようにとからせて
あるのが少し生々しいですが歴

ぼ間違いないようです

待︵／1なければなりませんか︑ほ

る西郷軍と官軍との間て激しい
戦いが繰り広げられていますが

い文化財のひとってしょう．

県内てもあまり例のない珍し

史の証人とも．．口える貴重品です︑

この間︑市内各地でも敗走す

記念品をさしあげます。

︑

嚇

畑ン

伽
︵秋

是澤実・かつ代さん家の

地
渉〆詩

kく＿ら
、
、メ＿＼く＿＼く㌧｛一＼く一㌧《＿㌧く＿、乱＼肉、

・

時の流れとともに忘れ去られ︑
今では歴史の一ヘージを飾るた

孝（川路団地）
窒黒木

、ご、k
L・く一、《曳イ㌦、｛一・《＿㌧
曳く＿ミく＿㌧く＿叉

3
済7渉汐詩臼r渉2渉﹃r詩彦渉．r八﹁ノ済ア済β済汐㌧r；

−行は九州山地を越えて

モニカ 興味のある乃は、恭田｛君52−5888｝まてご
連絡くたさい

の攻防で亡くなっています

くたさい。正解者多数のときは、抽選で3人の方に

・ていますのて．気軽に遊びに来てくたさい
の2階てfl

けのようです．

向市役所選挙管理委員会あて7月10E｝までにお出し

今、全国的にも静かなブームを含き起こしているハー
しく育ってね．

ダ販プじ村屠圭
毎」思しK謬liに㌃Ilil；方署自i」び）「ll［：Jオくン
練1習は、

こヒにな．けます

上の1⊃にはとんな文字があてはまりますか？答え

る手［11度の曲は吹けるようになります

明るさを大切に、健
康で、そして女性ら

大分や宮崎方面へ撤退していく

なり︑

おてんばちゃん

り治邪年二八しし﹁に勃発
﹂西南戦争は﹁西南の役一や

郷戦争一レ一も．．占われていて︑

．愛敬のある西郷y︑¶んの銅像

・メージとともに私たちには
ぽみのある歴史事臼です
v箆児島即小に属していて写

口に私たちの住む宮崎県は︑

りなつなかりも深かったこと
︑戦時に西郷軍π陣摩軍﹁へ
∬亀︑れた人たちも多く︑各地
窒︑㌔れた血も少なくはありま

年．．月に勃発したこの戦争

今回執行さ○る宮崎県知．O選挙の投○日は、7月

うため健康つくりにつなかり、ぼけ防d．にも役・＝・．ちます

活発てE月るい性格

伯
氏名・年齢と電話番号を
なお、八力キには住所

ヤエ子（曽根町）
2三樹
剛子（花ケ丘）
℃黒木

ノか

識．

膣

︹．

塩刎
ノ ／1
ヘハ7軍
︑

／4官

謡／

日向ハーモニカ愛好会⑱

．．．11 の 熊 本 県 田 原 坂 て の 一

9日です。

教室ては、基礎から教えるのて数日間練習すれは、あ
の慧実ちめん．今の

度や＝度は吹いた
楽器の中て一番簡1｝iて、だれても

ゴくりを目r白とし
しきカ・いつくり、f中隣」
して、「二月倉者び）

6歳

またハーモニカは、腹式呼吸を行
ているグルーフです

私たちは、このハーモニカを通
ことのあるハーモニカ

慧実ちゃん

祢マ
日
〒883日向市本町10番5号
を応力キに書いて

み
え

境に西郷軍の敗色が濃厚と

Aくし次！、ミ肉く肉欧・く．・肉・乱・で乱ぐ｛一峠一欧・吼・曳・磁．ぐく一賊．重く一＼くし超＿o肉・乱や㌔
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・麟
飛嚢？v．』

明るい子に．

̲芝諜舗嶋三物・銚明

ね．それと，健康に
気をつけて、元気て
戦1

育ってほしいてす
文化財についての間い合わせば市社会教育課（8内縁2425）へ

臨1、

孫

13歳8ヵ月1

こy

き
凡い

亨
へ

・ゴ

へ
ロ

じ
）噛

「）噛

@ダう
ロハ

〔）
1・卜

嶽

幽

瑛起くん
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2

すこやか広場

市民健康管理センター（費内線2181・2182）

●乳幼児の健康診査

●保健婦だより

3か月児健診（毎月第2・4金曜日）
ll

巨与◇7

場

月14日、

28日

13：00−13：30

だんだんと夏が近づいてきまし
た、これからは、ビールのおいし
い季節となりますね。

3か月児・7か月児健康診査

受f寸

・身体計測1身長・体重）
・問
診

所◇【il「rJ．市健康管；理；1．（岱内線2181・2182）

（保健婦が、お母さんから乳児の発達について、聞き取りをします、）

対 象◇平成7年4月生まれ
7か月児健診（毎月第3金曜日）
日

1毒◇7月21日

場

13：00〜14：00

所◇ii向市健康管理；1

・小児科医診察
・集団指導

受fJ

（容内線2181・2182｝

静思翻蟹）

対 象◇平成6年12月生まれ
1歳児健康相談（毎月1回）
ri時◇7月19日〔水）
場

・身体計測
・育児相談

Fり〒◇ii「

対

象◇

・栄養指導

13：〔〕〔）〜14：00受付．

1」．rf了健ヒ｝ξ管理ll「（麿「メ1宗泉2181・2182♪

1日の摂取1豆｛：は、日本酒なら1
1歳6カ月児・3歳児健康診査

7

日

合、ビールなら大瓶1本、ウでス
キー〔ダブル）なら1杯が限度
2．食べながら飲みましょう
卵、魚、肉、り：腐、チーズなど

・身体計測・問診

13：00〜14：00受fJ

一

i勾群二言参察

・歯科診察・集団指導

戸斤◇liI「rJ．「行健三管；理㌢《含内二上2181・2182）

対

1．お酒は適量にとどめましょう

1ろ成5年12月生まれ

日寺◇7月

±易

合う方法をお教えしましよう、

（詣煎汁こついつ

3歳児健診（毎月第1金曜日）
日

・問診

1育児．予防接種について…

1歳6か月児健診（毎月1回）
場

ただし、適量をわきまえてこそ
の薬、度を超せば毒になることを
心得ておかなければなりません，
そこで、アルコールとヒ手に付き

1歳児健康相談

〔含内線2181・21821

象◇平成6．年6月生まれ

｝i時◇7月13【1〔木）

います，

13：0〔）〜14：00受付

所◇【u「1」市健康管理；＝

対

酒は、昔から「百薬の長」とい
われ、少量なら飲めば楽しく、ス
トレスを解消し、食欲を高め、健
康に良いというメリットをもって

象◇平成4年3月生まれ

※母子手帳も忘れずに〃

の良質のタンパク質を食べ肝臓を
保護しながら飲みましょう
3．時間をかけて飲みましょう
4．週に2日掛、休曇日を

●7月の休日在宅医
．千代田病院
2目

9目

16日

〔外・整外・胃腸・皮・麻酔・内・神内・放・理

学診療科容∫，711D 柳田医F完（産婦人科君頽295ω
病院〔内・精神科容潭24〔）釧

以上お酒と賢く付き合いましょう

一ニイく医院（産婦・外・胃腸・放射線科容の4468）日1中医院
〔内

・ノ1・児禾十容諺

2515）

協手114丙1；完

鮫島医院〔肩甲・理学診療科δ診8】9D
腸科中播4046）

永田1矢部〔産婦人利一1醗諺

口因喉i利・燈諺．02661
病院

●7月の献血日程

〔＊青ネ申・神糸義利・乱国12806｝

占森医院〔内・胃

3388）

占賀内科習腸科qノ・1・胃腸科費諌．8118）
23日

清琶井

GI、「E

BLOOD

SAVE

LIFE

献血は心の贈りもの

長［1｛医院〔耳鼻・

ノく久保医院（外・胃腸科1雪籠53381白石

4日火

JA日向本所10：00〜13：20

〔内・放・呼吸器干十盈63．1365）
ア日金日向寿屋10：DO〜16：00

lr！1洋クリニック
30日

〔泌尿器科實諺：5488）

精神・神経科含〔舞221p
0880，

行案原【クξ1：完

〔産改希

H1中り産院

（1人｝・放・

13巨木日向消防署10：DO〜11：00

Hl11」内科〔内・小児・胃腸科燈潭．

16日日

・月上「1『千十86琴．ユ059）

お倉ケ浜消防広場

9：30〜13：00

18日火南日本ハム12：30〜16：00

※当番医が変ることがあります。テレホンサービス（含53−1214）で確認を。

ろ︑魚釣りを始めま

果は︑まだあまりあり
んが︑エサ取りの魚だ
よく釣れるようになり

藤屋写真印刷株式会社

た．中でもクサフグは︑

君0982−52−2111

■印刷

てきます．

〒脚日向市本町10番5号

釣り針によく引っ掛

日向市企画課広報統計係
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