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広 報

うるおいと生きがいのあるまち

噛

特集戦後50年語り続けたい平和の尊さ

大εくなつτ帰っτおい石
8月5日、アカウミガメの赤ちゃんを送る会が、お
倉ケ浜で行われました。
この日は、生まれたはかりの体長5Gmほどの赤ちゃ
ん亀55頭を、子どもたちが「大きくなって、また帰っ
てきてね」と手を振りながら、海に送り出しました。

生まれた砂浜に帰ってくるという習性のあるアカウ
ミガメ。無事に帰ってきてほしいですね。

鵬8N醐

太平洋戦争の戦火がこの
跡日向市にも及んでいたこと

のを伝える戦跡の一つとし
腿双財光寺・協和病院・敷
の地内に︑直径＋ニメートル︑

前山さ三メートルの大きな爆
言質撃跡が今なお当時のままに

朧残彫饗ゲ終戦のとき
日

は︑富高海軍飛行場があり

向まで︑財光寺のこの付近に
ました︒開戦当初は主に練

習基地として使用されてい
ましたが︑終戦直前の昭和
工十年四月ごろからは沖縄
への特攻作戦の出撃地であ
る鹿屋基地への中継基地と
しての重要な役割を担い︑

のときできたものです︒

それに伴い︑米軍の激しい
空襲を受けるようになりま
した︒滑走路はおろか︑付
近の田畑まで穴だらけにな
りました︒この爆撃跡もそ

今年は︑太平洋戦争が終わってちょうど五十年を迎えました︒

市内では︑戦後生まれの方が約七割を占め︑戦争に対する記
憶や意識が年々風化する傾向にあります︒
苦しく悲惨だった戦争を経て︑今日の日本の平和と繁栄があ
ります︒

あの戦争体験を風化させることなく後世に語り継ぎ︑平和で
民主的な社会と豊かな暮らしを守り続けていかなければなり
ません︒

戦後五十年を迎え︑家庭でもう一度平和の尊さについて考え
てみましょう︒

■特集戦後50年

みんなみの雲染む果てに散らんとも
くにの野花とわれは咲きたし
歌碑は︑歌に込められた望郷の思いと反戦
の訴えを後世に残そうと︑昭和六十二年十二
月 高崎さんのかつての友人たちが︑建立し
たものです︒

わたしたちの平和へのねがい

「

日向市の戦跡財光寺のドーム型掩体壕

辿

考えてほしい

喬︑

馬

4惹

真剣に受け止めて

過去の出来事を

︸

もっと命の尊さを

海

︐︐．．7

毎日︑毎時︑毎秒でした

戦場は死と向き合う

富高海軍飛行場の面影を今も残す
ものとして︑財光寺・往還区にある
掩体壕︵えんたいこう︶もその一つ
です︒

これは︑飛行機を空襲から守るた
めに造られたもので︑現在︑往還公
民館の横に二基並んであります︒掩
トルのコンクリート造りで︑一つは

体壕は︑高さ五メートル︑幅二十メー
工場の倉庫に使われています︒
戦争末期には︑貴重な飛行機を温
存し︑来る本土決戦に備えようと︑
これらの掩体壕だけでなく︑遠くは
松原︑権現原辺りまで飛行機を運び︑

その上を雑木や竹などで覆って隠し
ていたそうです︒

また︑終戦直前
にこの富高飛行隊
に配属され︑終戦
後もそのまま日向
市に住んでいる方
もいます︒

た．．私も一．一度銃弾を浴び︑

五十年経った今でも︑ケガ
をした右手が痛みます︒
あの時代︑戦争に行くこ
とは︑仕方のないことでし
た︒でも︑あんなつらく苦
しく︑また惨めな体験をし

た者にとって︑平和の尊さ

悲惨で二度と起こってほし

は身に染みて感じます．．

終戦当時︑私は細島小学

くないと思います．．まだ十

代の子どもたちが︑戦争で
多くの命を落としました．．

今︑平和だと言いますが︑

現代社会では︑自殺やいじ
めなどが起こっています．︑
しいですね︒

もっと命の尊さを考えてほ

私たちは︑．一度と戦争が

した．︑今も世界の各地で戦

ならないと思います．．

起きないように︑過去の出
来事をもっと真剣に受け止
め︑平和な社会を築くよう
に取り組んでいかなければ
争が起きています︒戦争は︑

多くの人間を殺し︑多くの
悲しみを生みます︒

いと思います．．

そして私自身︑平和がど
ういうものか考えていきた

昔︑悲しい戦争がありま

なっています︒

今の暮らしが当たり前に
なっている私には︑平和が
どういうものか分からなく

戦争というのは︑本当に

ていたことです︒

覚えていることは︑沖縄か
ら学童疎開として何十人置
の子どもたちが日向市にき
ていたことと︑私自身︑終
戦間際には南郷村に疎開し

校の六年生でした．︑今でも

同級生たちも皆戦争に行
き︑多くの友が戦死しまし

んでした︒

本当に生きた心地はしませ

ている毎日︑毎時︑毎秒で︑

戦場では︑死と向き合っ

ました︒

私は︑昭和十七年から終
戦まで兵隊として中国にい

語り続けたいム乎枷の尊き

窺
ウ

碑
あ

この歌碑には︑太平洋戦争中︑特攻隊とし
て戦死した細島出身の高崎文雄さんが生前に
残 し た 望 郷 の 歌が刻まれています︒

日向灘を一望できる日向岬グリーンパーク
の 一 角 に ﹁ 望郷の歌碑﹂があります︒

瀦

2

3

（八坂）
（花ケ丘〉
（公園通り）

原田一郎さん
高木知恵子さん

愛さん
渡辺

F〆な

さ
ら
@に

ロド

ります︒
切なことです．．

﹁地震では揺れよりも火災が怖
い﹂と︑昔からいわれているよう
に︑火を出さないことは被害を最
小限に食い止めるうえでとても大

る。机の下にもぐる。

σ

現在︑水洗化率の向上に努めて
いますが︑六〇％台でまだまだ低

接続はお早めに

ます︒

昨年度末には︑新たに認可区域
の変更申請を行い︑亀崎地区︑大
王谷地区や堀一方地区などを追加
し︑六百六ヘクタールとなってい

二次災害の恐ろしさ

人が死亡︒

■日本海中部地震
マグニチュード 七・七
昭和五十五年五月二卜六口︑秋
蚕県男鹿市加茂海岸で︑遠足にき

阪神・淡路大震災と立て続けに起
きた大きな地震は︑私たちの想像
■北海道南西沖地震

一本にはいくつもの活断層があ
り︑こうした地震がいつ︑どこで

揺れが収まり身動きがとれるよう
になったら︑高台に避難すること

災害です．︑特に︑津波は地震発生

地震の災害で恐ろしいのが︑津
波や火災︑L砂崩れといった二次

に︑融資あっせんを行っています︒

市では︑トイレの水洗化など︑
排水設備の改造工事の費用を﹁時
に負担することが困難な方のため

あっせん制度をご利用ください

水洗便所等改造資金融資

きませんのでご注意ください︒

また︑下水道工事は︑市指定の
下水道工事業者でなければ施工で

接続してください︒

になっています︒都合により︑ま
だ接続されていない家庭にあって
も︑水洗便所等改造資金融資あっ
せん制度などを利用して︑早めに

の方は﹈速やかに接続すること﹂

．下水道法では︑供用開始区域内

役割を果たしません．︑

い状況にあります︒せっかくの下
水道も利用されなければ︑本来の

九月十日を中心とする一週間は︑﹁全国下水道促進デー﹂です︒
市では︑﹁安全で快適な明るいまちづくり﹂を目指して︑公共下水
道の整備を進めながら︑下水道の普及率向上に取り組んでいます︒
下水道は︑日常︑私たちの目に触れることがほとんどないため︑そ
の存在や役割を身近に感じることはありませんが︑豊かな自然と快
適な生活環境をつくりあげる最も重要な施設です︒
公共下水道事業は︑快適な居住
環境を実現し︑かつ︑公共用水域
の水質汚濁を防止するうえで必要
不可欠な公共施設です︒

日向市では︑昭和四十九年に認
可を受け︑昭和六十二年から供用
を開始しました︒現在︑処理区域
面積が三百三十八ヘクタール︑普
及率．︵処理区域内人口︶が二九・
一％にまで拡大してきています︒

迎洋園の下水道布設工事

七・八

起きても不思議ではありません．．

が必要です︑地震直後の行動が︑

平成五年七月十二口︑北海道奥
尻島で︑最大二十一メートルの津

マグ一一チュード

ていた小学生が津波に遭い︑百四

を超える被害をもたらしました．︑

波が発生．︑二百二人が死亡︒

ですから︑地震の被害から命や家
族︑地域を守るために︑日ごろか
ら地震に対する心構えをもち︑い
ざというとき行動に移せるよう準
生死を分けることになります．︑

直後に襲ってくるケースもあり︑

備する必要があります．︑

した．．

特に︑阪神・淡路大震災では︑建
物が倒壊したり︑火災が発生した
りするなど︑多くの尊い人命や財
産が一瞬にして奪われてしまいま

北海道南西沖地震︑釧路沖地震︑

地震︑台風︑大雨︑土砂崩れ︑火山噴火⁝⁝日本は︑自然災害
が発生しやすい地理的条件にあります︒そのため︑いつ︑どこ
で災害の被害に遭うか分かりません︒ふだんからの備えと︑い
ざというときにとるべき行動を頭のなかに入れておく必要があ

・陸
︑

ノ

し
ρ

r︐

O

・生活を守る

一揺れが収まったら

︑
．

︑

そして消火︑避

のチェツウ︒

素早く火の元

軌

難ロの確保︒

いざというときの3つのキーワード

O

奔
O

ドアや窓も開け

家庭の地震対策

では︑いざ災害が起きたら︑どのような行動をとればよいので
しょうか︒特に地震の場合は︑発生直後の約一分の行動が生死
を分けるともいわれています︒災害への備えをしっかりとする
とともに︑状況にあった行動をとらなければなりません︒

に逃げ込む。
6脅

O

．塘震が起きたら
家具などの少ない部屋
野汽1

・議
よう︒

・火事を防ぐ

火が出ても慌てな

◇場所11市中央公民館

◇日時119月8日午後7時〜

一緒に考えてみませんか︒

る﹁みず﹂と下水道について︑

私たちの生活に密着してい

演会を開催します︒

大淀川の河川浄化に取り組
んでいるMRTアナウンサー
の﹁東治男﹂さんを招いて講

水問題を考えるL講演会

コこれからを心豊かに⁝

日向農業協同組合

◇取扱金融機関11市内の各銀行及
び宮崎県労働金庫︑高鍋信用金庫︑

過後は五〇％を市が補給します︶

全額︑二年以内は八○％︑二年経

◇利率11年六・九％︵ただし︑利
．†について供用開始後一年以内は

違います︶

◇償還11五年以内︵融資額により

◇融資あっせん額11八十万円以内
で︑市長が査定した額

ること

②受益者負担金及び市税等を滞納
していないこと ③金融機関が適
当と認める連帯保証人一人を有す

◇要件11①償還能力を有すること

街が生き 暮らしがはずむ 下水道

・命を守る

い。毛布などで頭を守

t
オ

4
5

状況にあった行動、そして身の安全

6ヵ月

着

付

教

室

スポーツ教室
kバドミントン，

け

室

花教室
原〕

25人

6ヵ月

水曜日

25人

午後6時30分〜9時

6ヵ月

水曜日

60人

午後7時一9時30分

竿後6時30分〜9時

97

日隻11屋地［＜

k木i

D㌍郷

木曜日

日時
30人

争後7時一9時

921
P木：1

6ヵ月

金曜日

35人

午後6時30分〜9時

922

◆申込期限平成7年9月30口（．L）まで

ホーム利用証交付申請書に傷害保険料

250円、及び後期友の会費500円を添え

て中し込んでください。申請書用紙は
ホーム．事務室にあります
7

日置1］屋地〔く

日壊1屋公民館

D㌍郷．

925

区

場

所

［由1屋地［く：

D伎郷
塩

富高地［＜

市中央公民館

1レ者地区

宕脇芝11斤

926
k火・

地

見

1［笠1；屋公民館

者負担額1万1千円）

地区財光与・

r国映公民館
幸

脇

◇定員＝簡易人閤ドック100人程

地［く丈々津

度

髪々津芝P斤

脳ドック

65人程度

◇申込期間＝9月1日〜20日

◇受診期日＝希望受診機関と協議
して、本人に通知します（申し込

※戦没者遺族・戦傷病者・旧軍人の皆さんへ
恩給・扶助料・援護年金・特別弔慰金・特別給

み多数の場合は抽選とします1：

付金などの相談に応じます、
◇日時

◇場所

9月ll日〔月〕

◇申し込み・問い合わせ＝市健康

レ前10時一12時

「行勤労青少年ホーム

管理課（麿内線2152）

1

つ見のをえバう ま反をがは
潤すポ検なロい便す応採ん
メーターです．︑目に見

◆受講料 無 料（ただし、材料代等は自己負担）
◆資
格 市内に居住または勤務する勤労青少年

所

大腸がん検診

午後7時〜9時

aD軽．覧㌶

場
細島芝目斤

大腸がん発見の手がかり
︑血便です︒そこで大腸

20人

地
区
細島地区

17

病医院 脳トッグ 和田病院
◇受診料＝簡易人間ドッウ 3万
円（うち受診者負担額5千円1
脳ドック 3万8千円1うち受診

ん検診では︑2日分の便
採取して検査する便潜血
応による検査を行ってい

金曜日

P月1

◆堤出書類

i＝後13卜1＝〔〕〔｝

は︑消化管の働きをい
ろ反映している健康の

教室

になられる保険税の滞納のない方

いようなわずかな出血
出し︑小腸・大腸など
リープやがんなどを発
るのに最も簡単で役立

フ

3ヵ月

◇対象者＝7年度中に40歳〜69歳

◇受診場所＝簡易人間ドッグ

2「．

k第2・4〕

日知屋コ．こ民館

D伎郷

法です．︑

ル

｝1窺i屋公民館

D1二別9＝1）〔）一12．眠1

6ヵ月

細島支所

［1知け≠地「＜

《請求受付》

P金1

ゴ

X・主．皆rrし．

市では，日向市国民健康保険の
被保険者を対象に、簡易人閤ドッ
ウ及び脳ドックを実施します。

大切です︒

@（小

教

火曜日

細島地」く

と︑奥の部分にできる子宮

「1渦黙皆理セ戸一

﹁健康﹂だと自分で感じているときから定期的に健康診断

室

ｯ建漿購七ン苧一

地区財光、y

体がんがあゆます．．

見

臓病・脳卒中・高血圧・動
脈硬化などの循環器疾患や
がん・糖尿病・肝臓病・痛

塩

風などがあげられます．︑

96

を受け︑からだの異常や病気の早期発見に努めることが︑
健 康 を 守 る ための第一歩です︒
市では︑9月から12月にかけて︑次のような各種検診を実

P火1

施します︒

午後6時30分一9時

市では主に子宮がん検診
は頚がん検診を実施してい
ますが︑必要な方には︑体

35人

がん検診も行っています︒

火曜H

P水1

教

い

日向市簡易人間・脳ドック

年に一度は︑健康診断を受け︑安心して暮らしましょう︒

6ヵ月

＝「

これら成人病の予防や早
期発見を目的にしたのが基
本健康診査です成人病は︑
初期の自覚症状がほとんど

室

富高地［く

診断の遅れが︑集団感染を

教

道

芸

所

95

茶

陶

場

鳩く・津支所

r冷＋→羊二一一ロ

竿後6時30分〜9時

区

地区美々1F

子宮がんは︑怖い病気で
すが︑早く見つければ㎜％
治る病気です︐症状がなく

35人

脇

なく︑いずれも慢性的で徐々

幸

岩脇支li斤

P月1

引き起こしています︐

月曜日

地

94
幽1こ岩地1く

6ヵ月

午後i時30分開会

所

ても︑定期的に子宮がん検

区

に進行していくため︑早期

午前9時開会
場

地

診を受けましょう︐

間

発見が大切になります．．

理

時

基本健康診査

料

坊1

定員

乳がん検診

の

花教室

曜日

集団検診

@弛

期間

乳がんは︑いったん発生
すると進行が早く︑転移し

け

名

胃検診で最も多く発見さ
れるのは︑胃・十二指腸潰

い

座

早期発見のためには︑医
師の検診と自己チェックが

日時

講

やすいのが特徴です︒

《請求手続き説明会》

瘍で︑次いで胃ポリープ︵胃

月〜8年3月）を下記のとおり開講します、受講希
望の方は、早目に申し込みください。

の日程で行います。．

の良性腫瘍︶と胃がんです．．

この弔慰金についての説明会及び請求の受付を次

ホームでは、平成7年度後期教養講座（平成7年10

現在︑胃がんの死亡率は

額は、年4万円が10年間です。

としています。

W鞠

子宮が．ん楼診

戦没者等の遺族のうち、平成7年4月ユFIにおい
て公務扶助料、遺族年金等の受給権を有する遺族が
いない方に、特別弔慰金が支給されます。弔慰金の

子宮がんには︑入り﹇の

特別弔慰金が支給されます

坐

勤労青少年ホームの教養講座は、働く青少年が余
暇活動の中で教養や知識を身につけるとともに、お
互いの親睦を深め豊かな人間性を育てることを目的

．

減少傾向にあります．

戦没者等の遺族の皆様へ

L

佐野諭旨五段

しかし︑依然として胃が
んは︑目本人に一番多いが
んです︐特に高齢者になる
ほど︑患者数は増加傾向に

一緒にやろうよ〃一一

函

園田泰隆九段

あります︒

淡路修三九段

部分にできる子宮頚がん

行委員会事務局（倉内線2633）まで。

皆さんは︑どのような成

』，、、

1b

主な成人病としては︑心

までに市商工観光課内・日向はまぐり碁百まつり実

■■閲曜匿

セットが進呈されます。出場希望者は、10月2日（月）

「

ゆ
．翼

曝

まつり」。今年の対局は、選手権戦の部、一般
の部、シルバーの部の10クラスで行われ、今年も選
手権戦優勝者には、40万円以上の蛤碁石・櫃碁盤

人病をご存じですか︐

論

嵩送呈参

る

結核は︑過去の病気と思っ

扇

参画讐呉騨譲秘

﹁我が国最大の感染症﹂です︐

10月29日（日）錦暑覧。鵬日向市文化交流センター

ていませんか．結核は︑今
な お 国 内 で 年間約5万人の
患者が新たに発生している

囲碁大会

結核に対する関心の低さと

10月28日出號罰。鵬ホテルベルフォート日向

卜

前夜祭

ハ

あなた健康に自信ありますか

︐．回﹂

第8回日向はまぐり碁石まつり

6

災害にあったときの税
自然現象の異変による災害や人
為による災害︑害虫・害獣など
の生物による災害などをいいま

冷害︑．丁害︑落雷︑噴火などの

情勢の変化に対応するとともに
国民の所得水準が向上したこと
から災害減免法が改正され︑税
負担が軽減されることになりま
す︒

でご連絡ください．︑

び

ることが大切です︒

愛情をもって花に話しかけな
がら︑わが子のようにかわいが

◆花づくりの秘訣は

6．一

戸τ毒

内線2137︶へ︒

詳しくは︑市民課年金係︵倉

の手続きをしてください︒

なったときの障害基礎年金や死
亡したときの遺族基礎年金もあ
りますが︑これらの年金も保険
料を納めていなければ受けるこ
とができませんので︑必ず加入

時

間

場

所

これから台風シーズンとなり
ますが︑災害等によって損害を
受けたときは︑税制面での減免
措置がありますので︑市税務課
市民税係︵君内線2115︶ま

した︒主な改正点は︑所得税︑

合で未納になったら年金が受け
られなくなります︒国民年金は
二十歳から五十九歳までのすべ
ての人が保険料を納める義務が
あり︑それによって年金受給者
を支えていく制度ですのでご理
解ください︒

また︑老齢基礎年金は四十年
周保険料を納めた場ムロ初めて満

額の年金が受けられることにな
り︑不足すると減額されます︒
二十五年加入の場合︑満額の六
〇％程度にしかなりません︒
なお︑国民年金の給付は老齢
基礎年金だけでなく︑障害者に

◆取り組み始めたきっかけは
アツ．†さんが︑入院中に医師
から﹁何か趣味をもってみては﹂

今では︑家族みんなで取り組

◆＝三ロどうぞ
花づくりは家族づくりです．︑

花づくりを通して︑家族の和が
深まったと思います︒家族みん
なの協力があったからこそ︑き
れいな花を咲かせることカでき
たと思います．．

9
日向市の人口動態・H7，8．槻在・
2168／へ．

催

男

女

︵アニメ・27分︶

︵劇映画・30分︶

9月20日︵水︶19 00〜

市中央公民館
日向入郷ライブラリー

市中央公民館視聴覚室
無料

▽ノーバディーズ・フー

圏

ストが終末医療を問います．︑

追いながら︑．兀医者のジャーナリ

と遺族が裁判で対立︒その公判を

大学病院で或末期患者が死亡し
﹁安楽死殺人事件﹂として担当医

ダ．

．〆．

▽龍平の未来︵広河隆一・川田悦
子︶
ほか

れヒ手の色彩手帖︵干々岩英彰︶

心居眠り紋蔵︵佐藤雅美︶▽おしや

▽絶対泣かない︵山本文緒︶▽手
づくり葬式︵中條孝子︶▽物書同

ル︽上・下︾︵リチャード・ルッソ︶

崎朋7r︶

▽ハリウッド男たちの物語︵井
上一馬︶▽アジア女性交流史︵山

く﹁般向け﹀

世紀▽おとなになること▽江戸時
代人づくり風上記
ほか

レージー・バニラ▽．自年前のニレ

▽シシi・ラベンダー▽のはら
ひめ▽へんてこ美術館▽ズッコケ
発明狂時代▽まっすぐに西へ▽ク

︿児童向け﹀

凱 里日馨李

■と き
■ところ
■入 場

■主

②あたたかい二をありがとう

①鬼がら

親子映写会

人

0）
〔±

二二税
（十30）

31，001人

屡鋤
6）
（十
ノ、
27，493

羅利定の
36）
（十

国水室ll
Ij内前月比

﹁阪神・淡路大震災﹂の発生
にともない税制面でも被災者及
び被災企業の被害に対する早急

ｼ原

と勧められたのがきっかけです︒
んでいます．．

◎長寿祝金についてのお問い合わせば、市福祉事務所（δ内線

な対応︑被災地における生活︑

切島［1日区

◆どんな花を栽培していますか

「h．一十鍵東管理センケ幽一．市rと1叶1｝＝辱・．西翻

げられました．一

231．ト3．3し1

プランター㎜個と敷地内に︑松

所をご利用ください。

個人住民税において︑減免措置
の適用を受けられる方の年間所
得金額の限度額及び免除度合ご
との所得金額の限度額が引き上
災害とは︑震災︑風水害︑火災︑

m正が田町・氏幡

四季折々にそれぞれの花を20
種類以上栽培しています︒今は︑

※指定された目時に都合で受領できない場合、下記の日程・場

ました︒

日向台・ri伊

事業活動の復旧等への対応とし
て︑災害により被災した納税者
等に新たな減免措置が講じられ

Q＆A

宮のト高々谷

ノ、
58．494
1．」

20．463世帯
数
帯

また︑これを機会に社会経済

国民年金

入していません．︑年金は二十五

Q私は今まで国民年金に加
年加入すればよいと聞いていま
すので︑三十五歳になったら考
えようと思っています︐

A若いうちからコツコツと
納めることが大切です︒

老齢基礎年金を受けるための
最低の資格期閤は二十五年です
から︑確かに一一十五年完納すれ

ば 受けられることになります︒
しかし︑この途中で何らかの都

mdl町・梶イく田］

葉ボタン︑サフィニア︑ポーチュ
ラカなどが咲いています︒

ｬ・1；野・．｝L野町・山
231卜133Ll

出生64人死亡20人転入168人転出176人

「病者は語れず」
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今年度75歳以上になられる高齢者の方々に、長寿祝金をド記
の日程で支給します。該当する方には、ハガキで通知しますの
で、指定期日に受領してください。通知書と印鑑を忘れずに，

第第第
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「日向市長寿祝金」を支給します
くり名人③平岩籾木川辱事ッ享さん

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

央L
画報
今月の一冊

INFORMATION

市政インフォメーション

圃凶漁二二自由図
たくさん友達できたかな

カーフェリーで縁の
ある川崎市の子どもた

「あなたが主役です」

r吟レ・

ひまわり基金を交付

o

ち140人が、海洋セミ
ナーとふれあいサマー

キャンプのために日向

、
倉

市民一人ひとりのアイ
ディアで生き生きとした
日向市を作っていただこ
うと、まちづくりに取り
組む団体やグループに助
成する「ひまわり基金」

響・

市と入郷町村を訪れました。海洋セミナーは、

今年度から初めて行うもので、海洋教室や漁
業体験学習に参加しました。地引き網では、
たくさん取れた魚に大喜びでした。

日向の夏恒例の細島港まつり
が、7月21日から23日までの3日

閤開催されました。
︐．

最大の呼び物は何と言っても太

一

れました。

岬人ひどり

レヨ

までも興奮させられました。

日向市「同和」教育
研究大会が、8月4日
市中央公民館で開催さ

メ

聾潔くま翻

の掛け声とともに、見ている観客

人の世に熱と光を
コ

鼓台のぶつかり合い。「ヨイヤサー」

交流の和

）

ますます広がる

勇壮な太鼓台に興奮

の認定式が、8月4日行われました。今年度は、奥野川を蛍の名所
にしょうとする一六会（塩見）など6団体が認定されました。

日行われました。今年は、25点の出品があり、優勝は財光寺往還区

一行は趙鳳池・副市長を団長とする6人
で、滞在期閤中、施設や住宅の建設、こみ

奈良県御所市の同和
教育推進協議会の清原
隆宣さんが記念講演を
行い、「人閤としての
温もりを子どもたちに伝えて行かなければなら

の本松敏生さんで41．5cmでした。

や下水道の処理について研修を行いました。

ない」と訴えました。

見事に咲いたよ！ひまわりの大輪

友好都市・中国灘坊市の建設研修交流団
が、7月26日、日向市を訪れました。

ひまわりの花の大きさを競う「ジャ
ンボひまわりコンテスト」が、8月12

ヨ企画諜・「＝馨統雪→・事が

見て！この踊り

市長も真剣に審査

大人も子どもも踊った！笑った！
日向ひょっとこ夏祭り
8月5日、日向ひょっとこ夏祭りが行われ、大
勢の人でにぎわいました。

今年は、遠くは島根県や広島県からの参加もあ
り29連600人が出場。笛や鐘の音に合わぜたユー

踊り疲れて道端で寝てしまう子どもも

雪u
2
禁
お面を見ているだけでも笑えます

最

11

高．

〃
・・ボな
．

、

濾

慰鴛

やはり一味違う

薯・

保存会の踊りは

是

ひゆうがサンバ・平成音頭には

㎜人が参加

踊

モア溢れる独特な踊りに、観客の笑いは絶えませ
んでした。中でも、大人たちに負けじと一生懸命
踊る子どもたちには、笑いと一緒に大きな拍手が
送られました。今年の結果は次の通り。
日向市長芋二日向警察署連◇日向市議会議長賞
＝NTTみちやお連◇日向商工会議所会頭賞＝マ
ルイチ連◇ひょっとこ夏祭り実行委員長賞＝旭建
設連◇橘ひょっとこ踊り保存会長賞＝協和病院連
◇区長公民館長連合会長賞＝永江1丁目壮年会親
子連◇日向市観光協会長賞〈還かったで賞〉＝島
根県ひよう助一座連（島根県）みらさかひょっとこ
踊り研究会（広島県）小国連（熊本県）、〈特別賞〉

＝国際交流連
10

市営住宅の入居者募集
市は︑市営住宅の入居者
を次のとおり募集します︒

今回は︑空き家が生じた場
合︑それを補充するための
募集です︒
◇募集期間119月4口︵月︶
〜14日︵木︶

山︑小松崎︑財光寺北︑大原︑

◇募集住宅11大王谷︑櫛の

②基調講

③特別公演

講師・斉藤潮氏︵東京

皿◇内容11①式典

一演
一大学助教授︶

せんか︒

◇日時119月9日︵土︶午

日向岬グリーン

後6時〜︵雨天の場合10日︶

◇場所
◇内容目野だて︵お茶会︶︑

パーク

一◇問い合わせ11市都市計画

一 古典落語﹁桂珍念﹂・目
皿作落語﹁月亭遊方﹂ など
琴の演奏︑俳句・短歌会

の団体にあっては20万円以
内です︒

一．人材能力開発事業

一∫受講しませんか

館︵倉5316867︶

◇問いムロわせ11市中央公民

一課︵費内線2612︶

一⁝⁝ご利用ください
皿．孤国際チャーター便
一崎空港発着の国際チャi

本 ②平成6年分の所得証
明書 ③給う収入者は︑過

去1年間の給与収入証明
一計ー便を利用して海外渡航

県では︑平成7年度に宮

書．．自営業者などは過去−

一し︑現地での交流活動を行
う団体に対して補助金を交

一

年間の月別収支明細書 ④
その他︑市が請求する書類
付しています︒

ては10万円以内︑50人以上

以上50人未満の団体にあっ

交付する補助金は︑25人

◇申し込み・問いムロわせ11

市建設課︵君内線2346︶

s市景観のつどいに
二参加しませんか
皆さんのご利用をお願い
します︒

一 日向商丁会議所では︑経
皿営者︑後継者などの企業経
﹁95日向マネージメントア

︸カデミー︵人材能力開発事
一業︶﹂を開講します．︑

皿設けました︒

ﾚしくは︑宮崎県農政水
一言部漁政課︵aO9851

9月の相談日程
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交通事故巡回相談
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無料法律相談
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き■9月22日︵金︶

人権・行政相談
と
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ところ■美々津公民館
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年金巡回相談
と
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ところ■青少年ホーム
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地区

7月31日現在

社会福祉協議会扱分

愛のこ寄付︿敬称略﹀

、日向市分）〔1内は前月比

毎年10月4日は﹁都市の

日﹂です︒全国各地で都市
景観に関するイベントが行
二部総△口交通課︵8098

をたのしみ⁝︑そして一句︒

ｻ在の経営の在り方を直
一視する意味でも︑ぜひ参加
一してください︐

一 ※全チームに参加賞あり

あなたも風流の世界で︑み
やびやかな気分を味わいま

一

︸営に対する学習の場として

われています︒

仲秋の名月を眺め⁝︑琴
の音に耳を傾け⁝︑茶の湯

二日向市民観月会95

512617037︶まで︒

詳しくは︑宮崎県企画調

Aカデミーでは︑各種講
一義のほか︑地元企業経営者
㎜の体験談などを聞く機会も

宮崎県でも平成4年から
各地域でコ都市景観のつど
いしが催され︑今年度は日

向市で開催されます︒

多くの皆さんの参加を

待っています︒

◇日時1110月4日午後−時

〜4時30分

◇場所11市中央公民館

皿了者に授与
一 ◇申込締切119月4日︵月﹀

の罰金に処せられます．︑

一下の懲役または50万円以下

㎜事者証が必要になります︒
一 これに反すると︑1年以

︸◇申し込み・問いく己わゼー1

︸ ◇申込・問いムロわせ先11市
一

一

一日向商工会議所中小企業相

︸ 教育委員会社会体育課︵倉

一

一

皿談所︵燈52−513←
内線2455︶

一2617146︶へ︒
﹁

7月中の交通事故

木原︑新財市南︑塩出︑岩脇︑
美々津︑後陣出︑細島︑美砂︑

永田
◇入居資格11①市内に居住

または勤務し︑現在住宅に

困っている方②現在同居
または同居しようとする親
族︵婚約者を含む︶がある
方 ③収入基準は︑入居者
及び同居親族の過去−年間
における平均月額所得が11

万5千円以下であること
◇提出書類11①住民票とう

◇期間1−8月23日〜12月15
H︵全21回︶

◇会場1ーホテルベルフォー
ト日向︵君5210001︶

⁝

一πミニバレーボール祭皿
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二窮η回日向市

◇定員1130人目先着順︶
．孟

往辞蔚鵜讐北弊難還町田川還毛還

丘町丘

二 ﹁もくせい園﹂園児募集

一 心身障害児の通園施設で
ある﹁もくせい園﹂では︑
一園児を募集しています︒

0985−28−7766）

◇対象11経営者︑役員︑後
継者︑従業員
◇受講料11全課程︵1人︶

一

目的にミニバレーボール祭一
皿

一止まって確認、無事故に挑戦一

難灘二聾嫉昊響

故
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s民の健康づくり．豊か 一
一な心づくり・仲間づくりを 一
一

㎜を開催します︒家族連れ︑
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一 園では︑食事︑排泄︑衣
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128件
21人
19件

1人

◇場所＝宮崎県立芸術劇場（君
◇日時＝9月9日午後2時30分〜

一服着脱などの基本的な生活
習慣を形成するための指導
一及び社会性を養うための集

発生死亡負傷者物損事故
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志工栄男
《みやざき落語会》

一団訓練を行っています．．

熊本県境の不土野小学校は、
数年前から落語に取り組み、有

久 ミ
@サ

ぜひ、ご覧ください

一 申し込み・問い合わせ
一は︑日向市社会福祉協議

不±野小学校ちひつこ落語
虚喝師匠と共演

皿友達同士で参加してみませ 一
一んか︒
一
一◇日時け9月10日︵口︶午一
∴登録・従事者証が必要です
皿前8時30分
︸
シラスウナギの取り扱い
皿◇会場11日知屋東小学校
皿
8月1口から一うなぎ稚
一◇チーム編成h女子の部・ 一
一男子の部・ファミリーの部一 魚の取扱いに関する条例し

◇場所＝椎葉村開発センター

岡

と共演することになっています。

会・もくせい園︵β5212

名になってきています。

572︶または市福祉事務

9月10日（決勝大会）

二大片稲黒奈横井橋内青山

7一舘く無く卍く危くル

皿
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は、県内外から多くの愛好者た
ちが参加するほか、椎葉古来の
正調節を聞くことができます。
◇日時＝9月9日（予選大会）

目玉橋田
やざき落語会」では、小春師匠

夕の

皿 が施行されました．︑この条

毎年開催されるこの大会に

一所︵5内線2174︶へ．．

日向市出身の真打ち桂歌春師

内のてレ

1．

「ひえつき節」は宮崎県を代
表する民謡の一つとして親しま
れています。このひえつき節の
歌声を競う「ひえつき節日本一
大会」が開催されます。

中
匠にも手ほどきを受け、来月の「み

一

一

一

一 一 「

一

ひえつき節日本一大会

一

iーチーム6人以上．︑ただ

【畦葉村】

宮崎県
第45回牧水祭が行われます。

∠二．＝−5黎

……

会員20000円・非会員
30000円 オープン参

牧水」の命日に当たる9月17口、

皿

市役所は容5 2−2111です

◇場所＝牧水記念館ほか

平成7年10月1日旧）

郷土の生んだ旅の歌人「若山

一しファミリーチームは5人一 例によって︑県内でシラス
一
一 ウナギを取り扱う場合に

ハーサル大会にもなっています。

加1講座︵1人︶2000円

「第45回牧水祭」

一

◇日時＝9月17日旧1午前9時〜

o国蟄調査
牧水生誕110周年記念

一以上︶

るとともに、来年の第9回全国健
康福祉祭みやざき短歌大会のリ

皿 は︑原則として登録証・従

13

で、ご協力をお願いします＝
【東多郎田丁】

皿

皿◇参加料11ーチーム㎜円

今年は、生誕llO周年記念祭であ

が行われます＝9月23日から調
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◇終了証書11一定の課程修

り

施しているものです。

査員が皆様のお宅に伺いますの

日向路だよ

一

牧水の偉業を偲び、冥福を祈
るために毎年、牧水顕彰会が実

10月1日、全国一斉に国勢調査
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虚﹄一﹂﹁

郵

あ11ました．︑

今年も暑い夏の到来とともに
寺ノL遺跡では引き続き発掘調
査が始まっています︒

今年の発掘地は︑丁業港を見
ドうす細い尾根の先端にあり︑
日当たりのよいことが幸いして
連日汗だくの作業が続いていま
す︒ただ︑こういう場所には︑
必ず貴重な遺跡が眠っています

施されます。

そこで日向市では、今回の調査で市の人［が何人
になるかという人口予想の懸賞募集を次のとおり行

と思っています。

てきました︒

F︑．

φ

妻調
ぐ

﹁

﹁4﹁

イ イ

かえると︑西南方向には塩見城
跡も遠望することができます．
かつて︑この場所に何らかの政

治的・軍事的な拠点があったも
次に今回の調査でも︑昨年同

のと推測できるでしょう︑︑

様に旧石器が出土しています︒

これまでのところでは約一万五

干年前の石器が多いようです
が︑このまま発掘を続けていけ
ば︑さらに古い時代の石器が出
土する可能性があります︑．

調査は︑もうしばらく続けら
れますので興味のある方は︑遠
慮なく現場へ見学に来てくださ

リュウ

劉

考

国際交流員

地

ウェイ

偉

そうです︒日向の夏は暑い︒

テf

違い︑あっという問にすぎてしまい

ごしています．︑今年の夏はいつもと

このように︑いろんな行事に参加
して︑また一歩成長できた私は︑こ
の活力あふれる町で有意義な夏を過

とても感激した一日でした．︑

英語が通じたこと︑踊りや交流を通
して︑新しい友達もできたことに︑

たばかりの英語で自己紹介に挑戦し︑
大きな拍手を得ることもできました︒

笑い声やカラオケの音が飛び出して
きて︑とてもにぎやかです︒
夏の話題でもう一つ︑先のひょっ
とこ夏祭りに︑西サモアやタンザニ
アなど五ケ国から来県している海外
技術研修員と私で﹃国際交流連﹄を
作り︑私は﹁おかめ﹂で踊りに参加
したことも︑楽しい体験でした︐
祭り当日に開催された︑国際交流
ボランテでアとの交流会では︑習っ

がぴかぴか輝き︑ドアの隙間からは︑

デンに行きました︒町は夜もネオン

．息つこうと︑職場の仲間とビヤガー

交流団が無事に帰国した後︑私も

友情を持って帰国しました．︑

た．︑交流団の全員が皆さんの熱情と

はじめ︑工事現場等の視察において
も︑熱心に説明をしていただきまし

計画をL肱てていただき︑意見交換を

日向の夏

などです．︑日本では︑梅雨が明けると︑

暑さは夏のシンボルです．．中国に
も夏を表す言葉がたくさんあります．︑
例えば﹁驕陽似火﹂とか﹁烈日炎炎﹂

真夏がすぐやってきて日本列島を暑
さで包みます︒日本の夏は湿気があ
り︑同じ暑さでも特に暑く感じさせ
ます．︑私にとっては今年の夏は今ま
でと違った形でやってきました︒
七月︑気温が古回くなるにつれて︑

れたのは本当にいい機会でした．．候

選挙も白熱化しました︒テレビ︑新
聞などは毎日︑候補者や政党の政見
を伝え︑政党のコマーシャルまで登
場しました︒中国には直接選挙があ
りませんので︑今回︑生の選挙を見

かつ︑良い勉強になりました︒

補者のポスターを見たり︑街頭での
演説を聞いた墜︑許可をもらって開
票の流れを見学したりと︑興味深く

た︒

参議院選挙の翌日︑私は離隔市の
研修交流団を迎えに行きました︒誌
坊市と日向市は一九八六年二月二十
五日に友好都市を締結して︑来年で
十年になります︒この間︑行政レベ
ルのほかに市民の交流も盛んに行わ
れ︑両市の友好親善を深めてきまし
今回の研修を実りあるものとする
ため︑関係各課にて行き届いた研修

掘地は尾根筋を削って造成され
た城か砦の跡という可能性が出

これらのことから︑今回の発

考えられています︒

幅一メートルほどの溝も確認さ
れており︑堀の跡ではないかと

す︑︑また当時のものと見られる

紀後半の陶磁器が出土していま

まず今回の発掘では︑十六世

きたいと思います︒

今回は︑その概．要を速報してお

でに重要な発見がありました︒

平成7年10月1日、日本全国一斉に国勢調査が実
そういえば発掘現場からは︑

とも子（松原）

張っています。

黒木ひとみさん（23歳）

ので全員が力を合わせて頑張っ

い．．お待ちしています︒

曝﹄℃

︵寺ノ上遺跡の発掘風景︶

今月号の白バラウイズはお休みします

︑

良く素直に育ってね。

伯二
58．494人
・平成7年8月現住人口

58．530人
・平成6年10月現住人ll

58．442人
・平成2年10月国調人口
☆ヒント

卓球は、コツコツと練習すればその努力が成績
に結び付くスポーツです。教室では、卓球の楽し
さとともに、努力の大切さを教えています。
今年は、男子のチームが全国ホープス卓球大会
に出場することができました。全国のレベルは、
まだまだ高いですが、これからも一生懸命練習し
細島︵商業︶港と日知屋城跡が
指呼の間に見えますし︑向きを

◇当選発表 12月末日までに直接、本人あてに通知
します（正解者多数の場合は抽せん、正解者がい
ない場合は最も近いものから順位を決めます）
◇賞
品 当選した方へは次の記念品を贈ります
・1等 1人（8千円相当のもの）
・2等 2人（5千円相当のもの）
・3等 2人（3千円相当のもの）

ρ︑
fい㌧

これからも二人仲

祢ラ

10月1日（当日消印有効）
◇応募締切

1人1通
◇応募数

誰二君あU

んと引くん。

日日屋の寺ノ上遺跡と本建寺
今については︑昨年のちょうど
今ごろにもお知らせしたことが

プールの水遊びが

亀．

日向市役所企画課内「人日予想クイ
ズ」係まで送付してください。

今年、宮崎県代表として全国ホープス卓球大会
に出場しました「財光寺ジュニアクラブ」です。
現在、市内外の小学生から中学生までの20人で頑
P

、

⑫
日向卓球教室

日向①わんぱく
δζんは5やん

㈹

〔1歳1カ月｝
ているところです．︑

町10番5号

財光寺ジュニアクラブ
大好きな、未来ちゃ

さて今年の発掘でも︑これま

（敬称略〉

．・娩

諒くん

て、いっかは男女そろって全国大会に出場したい
います。ふるってご応募ください。

ρ

14
15

﹂

諺

（2歳11カ月〕

すね。

◇応募資格 日向市内に住んでいる人
◇応募要領 官製ハガキに、予想人口（
）人、
．住所、氏名、年齢、電話番号を書いて、日向市本

室ひ・性
鈴木 初彦・和代さん家の
わんぱくくんとおてんばちゃん

．戯1曇。：

鳥〃》ノ鰭〜きジ

割穿
人でした。抽選の結果次の方に記念品をさしあげます。
國＝搬．．

らい
み

②東
①大野 秀代（平野町）
③伊藤ノリ子（西草場）

ﾃ瞬
．・

（奥野）

美容室ソフィア勤務

10月1日現在の市の人口は何人？

で1．ご鯉川塗奮者感、．
りよう

文化財についての問い合わせば市社会毅育課（a内凝425）へ

7月号は「理」「票」「ら」が正解で、応募20人、正解20
．◎∴、』

未来ちゃん
95
寺ノ上遺跡
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すこやか広場

市民健康管理センター（倉内線2181・2182）

●保健婦だより

●乳幼児の健康診査
3か月児貧診
日

毎月第2・．1金竃日

時◇9月8日、22口

3か月児・7か月児健康診査

13：00−13：30受付

・身体計測（身長・体重）
・問
診

場所◇日向市健康管理郭（倉内線2181・2182）

夏の疲れを回復させるために
次のことに注意しましよう
たとえ少量て・し三度こ怠・私；鋭

（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6月生まれ

則正しく取る
朝食抜きは厳禁

アか月児健診．．毎月第3金濯日
日

時◇9月29日

場

所◇日向市健康管理計（含内線2181・2182）

対

・小児科医診察
・集団指導

13：00〜14：00受付

！タンパク算芝ヒタ．＝

タンパク質…乳製品、卵、豆腐等

嘩撫1驚）

象◇平成7年2月生まれ

ビタミン…豚肉、レバー、干し
そば、落花生

1歳児健康相談毎月1回
日

時◇9月20日（水）

13：00〜14：00受付

場

所◇日向市健康管理影（倉内線2181・2182）

1歳児健康相談
・身体計測
・育児相談

対 象◇平成6年8月生まれ
〕歳6か月児健診「毎月1回
日

時◇9月19日（火）

場

所◇右向市健康管理レ（實内線218ユ・2182）

場

時◇9月1日

（育児、予防接種について〉

13：00〜14：00受付

き，
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1歳6カ月児・3歳児健康診査

これは夜の睡眠60分に相当

・身体計測・問診
・内科診察
・歯科診察・集団指導

13：00−14：00受付

所◇日向市健康管理ぎと（費内線2ユ81・2182♪

対

おちよこ一杯のさゆはコップー
杯の水に匹敵する

・栄養指導

対 象◇平成6年2月生まれ
3歳児健診 毎月第1金曜ヨ
日

ぜ覚・∴．し．．・．・こ．で域憶、

・問診

象◇平成4年5月生まれ

．ゴ：・で．亨；

9∫1

；、．

云￥．影．．《皇・｝．工を｛

な房の侵弔，5

※母子健康手帳も忘れずに！ノ

暮謎亨．

；∫

・∴．15．ス

●9月の休日在宅医
3日

10日

和田病院（内・外・放・脳外科倉⑫0011）緒方内科（内・
ﾄ吸・循環器科燈⑬6333）田中眼科（費⑫4009）

三股病院（内・外・整外・胃腸科實⑱0034） 尾崎眼科（倉
K5600）今給黎医院（内・循環器科目⑭2459）寺尾医院（實

夏バテだろうと気軽に考えてい
たら実は本物の病気だったという
こともあります。症状が長引くよ
うなら病気を疑う必要もあります。

S1447）

15日

渡辺病院（産婦・泌尿器科倉⑰1011）天工堂医院（内・整外・
ヰ潔ﾈ倉⑬8910）吉田医院（内・小児・放射線科費⑭4401）
枢x医院（皮膚科8⑫5522）

千代田病院（外・整外・胃腸・皮・麻酔・内・神内・放・理
17日

23日

24日

w診療科5⑫7111） 柳田医院（産婦人科費⑫2950）
a院（内・精神科燈⑫2409）

二木医院（産婦・外・胃腸・放射線科a⑭4468）

瀧井

田中医院

●9月の献血日程
GIVE

BLOOD

SAVE

HFE

献血は心の贈りもの
22日囲

東

ソ

一

9：00〜12＝30

i内・小児科費⑫2515）協和病院（精神・神経科倉⑭2806）

鮫島医院（笹目・理学診療科盈⑫8191）
ｰ科目⑫4046）

吉森医院（内・胃

28日休）

JA日向美々津店

9＝30〜10：30

宮崎ファーム

永田医院（産婦人科含⑫3388）

12；OD〜14：00

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

暑い日が続いていますね︒

暦のうえでは︑もう秋にな
りましたが︑日向の夏はま
だまだ続きます︒健康には

藤屋写真印刷株式会社

十分留意してください︒

君0982−52−2111

■印刷

そこで︑今月号では健康
審査について紹介していま
す︒病気になれば︑病院に
行き︑あまり無理をしませ
んが︑健康なときほど無理
をしがちです︒皆さんの身
体もこの夏の暑さで無理を

日向市企画課広報統計係

〒㎜日向市本町10番5号

︽Y︾

■編集

したのではないですか︒

平成7年8月20日発行

市では︑様々な健康審査
を行います︒健康な今だか
らこそ︑あなたの健康状態

■発行

958月号

を知ってください︒

轟伽う浄

後編
記臆

鹸

