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特集緊急事態発生〃交通死亡事故すでに13件

︐

秋の香

にいっi説1

夏秋の花き（草花）を一堂に集める「夏秋花
き展示品評会」が、10月5日、6日の2日間、
アスティ日向関屋で開催されました。．
夏から秋にかけての花き、菊やバラ、テッポ
ウユリなどが集まった会場は、秋の香りでいっ
ぱいになり、訪れた人々をたのしませました。

晴天時での事故［＝エ＝＝コ

8

夜間における事故［＝＝三亙＝コ

諒薬．．・．

中です︒

市では︑九月二十一日から交通
死亡事故抑止一〇〇日作戦を実施
安全で明るいまちづくりに向け
て︑皆さんとともに交通事故防止
に取り組みましょう︒

今年︑宮崎県では︑交通死亡事故が激増しています︒
中でも県北︑その中でも日向市では︑史上最悪のペースで交通死亡
事故が発生しています︒

串間市
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宮崎市
都城市
延岡市
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西都市
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えびの市
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門

町
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南郷村
北郷村
諸塚村
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東郷町
西郷村
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小林市
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川
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南市
日

3

つながっています︒

日向警察署管内︵日向市︑門川
町︑東郷町︑西郷村︑南郷村︑北
郷村︑諸塚村︑椎葉村︶では︑今
年すでに十七件十七人の交通死亡
事故が発生しています︒この数字
は︑事故発生から二卜四時間内の
死亡事故の件数で︑実際には︑交
通事故を起因とする死亡者数は二
十人になります︒

このうちの十六件は︑日向市で
発生しています︒宮崎県の中では︑
宮崎市︑延岡市に次いで三番目で
すが︑人口割合から見ると︑県内
で一番交通死亡事故の多い市とな
ります︒

口向市では︑第一次交通戦争と
言われた昭和四十六年・四十七年
以来︑年間十人を超す交通死亡事
故は発生していませんでした︒そ
れが今年は︑その時の数字に追い
つき追い越そうとしています︒

思いやり運転を心掛けましょう

になるのではないでしょうか︒

交通事故は︑被害者︑加害者ど
ちらの家庭も不幸にしてしまいま
す︒交通事故を防ぐには︑皆さん
の自覚と交通ルールを守った運転
がもちろん大切ですが︑それにも
増して﹁思いやり運転﹂を心掛け
ることが︑交通事故防止への近道
てはなりません︒

ないことにつながります︒それが︑

﹁交通安全は家庭から︑地域か
ら﹂と言われます︒日ごろから皆
さんの家庭で︑地域で︑そして職

自分自身が事故に遭わないよう
にすることが︑相手を不幸にさせ
また︑飲酒運転による事故も十
七件中五件と依然として多く発生
しています︒今年の引き逃げ事件

思いやり運転です︒
とっさの判断ができなくなります︒

お酒を飲むと判断能力が低下し︑

五件のうち四件は︑飲酒運転です︒

いつも通い贋れた道だといって
も︑その道を通る車の中には初め
てそこを通る車があることを忘れ

県内で交通死亡事故の
最も多い日向市

十月﹁日現在︑日向市では十三件十三人の方が亡くなっていて︑前
年に比べすでに六人増えています︒
同日現在︑県内での死亡事故発生件数の前年比が十九人ですので︑
日向市での発生件数の増加が︑宮崎県の増加につながっています︒
自動車は︑今や社会生活に無くてはならないものとなっています︒
しかし︑時に自動車は︑人を殺す凶器になるということを皆さんも
認識してください︒

89

向市
口

亡くなった方を見ると︑高齢者
が多く︑直前横断や前方不注視が
その主な原因となっています︒安
全確認の不十分さが︑重大事故に

です︒
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人数

ドの出し過ぎ︑脇見運転が︑その

若者に多い交通事故

0

市町村名
1

く発生しています︒これは︑スピー
主な原因となっています︒

日向警察署管内で起こった十七
件の交通死亡事故を見てみると︑
若者運転手を起因とする事故が多

0

人数
人数

2
3

場で︑話し合ってみましょう︒

1枚1300円で、事業所名も記入することがで

2

スピードの出し過ぎによる事故［三互コ

（H7，10．1現在．〉

﹁飲んだら乗るな︑飲むなら乗るな﹂
︐を肝に銘じておきましょう︒

日向警察署及び日向地区交通安全協会では、
事業所などを中心に「交通事故防止」のマジッ
クシートを販売しています。

ア〈年〉

6
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市町村名

響

4

高齢者が死亡した事故［三互コ

市町村名

磯壷露ふ驚
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若者運転者に起因する事故［＝亙亙＝コ

こ1
また︑事故の発生状況を見ると
国道等幹線道路における事故や晴
天時における事故が多いのも特徴

きます。ぜひ、あなたの職場もご協力を！
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※ただし、平成7年は10月1U現在

飲酒運転による事故［三聖コ
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カーブ・直線での事故［14件］

県内九市及び入郷町村別交通事故死亡者数
日向地区交通安全協会では、小中学校の児童
や生徒を交通事故から守るために、毎朝、街頭
指導や広報活動を行っています。
◇街頭指導＝月・水・金に市内3カ所の交差点
◇広報活動＝火・木に市内を広報車で巡回

＜冑

国道等幹線道路での事故［＝＝亙＝＝＝＝コ
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年別交通死亡事故発生件数〈胴市分〉
交通死亡事故発生状況の特徴く日向警察署管内》

づラ

一経
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﹁大字塩見字鳥の巣﹂にありま
す新口市市営住宅の建て替え用地
として六千五十二平方メートルを

財産の取得について

︽事件決議︾

されています︒

この条例は︑十月一日から施行

になりました︒

介護ヘルパーの手当額引き上げ
に伴い︑利用者負担額の一部が引
き上げられました︒
引き上げ額は︑生活中心者の前
年所得税課税年額が十四万円以上
の世帯において九百円が九百十円

日向市家庭奉仕員派遣手数料
徴収条例の一部を改正する条例

から施行されます．．

この条例は︑平成八年四月一H

れば足りるようになりました︒

精神障害者保健福祉手帳制度の
創設により︑精神障害者が軽自動
車税の減免申請を行う場合︑この
精神障害者保健福祉手帳を提示す

日向市税賦課徴収条例の
一部を改正する条例

︽条例関係︾

ります．︑

百八十億八千四百五十二万円とな

補正後の平成七年度予算額は︑

槽設置などです︒

内訳は︑市道の維持改善工事費
の追加計上︑永田・小原問の林道
開設︑大土谷運動公園・お倉ケ浜
総合公園の施設整備︑中小企業へ
の特別融資制度の拡大︑美々津の
伝統的建造物群保存地区の防火水

を補正することになりました．．

総額七億三千二百二十七万三千円

組み︑景気の回復に努めるため︑

低迷する国内経済に対して︑地
方においても国と歩調を合わせる
形で積極的に地方単独事業に取り

平成七年度一般会計
補正予算について

︽補正予算︾

テム︑高度救命処置用資機材等の
充実が図られています︒

動車を購入するものです︒取得し
ようとする救急自動車は︑救急資
機材等の完全装備︑病院受信シス

命率の向上のため︑古同規格救急自

また︑救急医療行政における救

取得することになりました︒

策潔斎で宝達蕃万潤釜を鰯亜∵

公平委員会委員の
選任について

平成七年第四回︵九月定例会︶日向市議会が︑九月四日から二十一日ま
で の 十 八日間の日程で行われました︒
議会では︑人事案件四件︑条例九件︑事件決議︵財産の取得︶二件︑補
正予算六件︑決算﹁件の計一一十二件が提出され︑審議の結果すべて原案
ど お り 可決︑承認されました︒
今月号では︑その主なものについてお知らせします︒

︽人事案件︾

教育委員会委員の
任命について
教育委員会委員の三輪俊．一さん
の任期が︑九月．二十日をもって満

門的な人事機関として︑職員の不

た．．公平委員会は︑中立的かつ専

公平委員会委員の安藤孔雅さん
の任期が︑九月三十日をもって満
了となりましたが︑次期も引き続
きご尽力いただくことになりまし

き教育行政に携わっていただくこ

〜となりましたが︑次期も引き続
とになりました︒

辞令を受ける安藤孔雅さん

俸籍部 開
一0月29日

県立日向工業高校体育館

バドミントン

ソフトテニス／10月29日・11月5日

お倉ケ浜総合公園庭球場
ソフトボール／10月29日・11月5口

・12日

上

11月3日

お倉ケ浜総合公園運動広場
陸
道
11月3日
U月5日・19日

日向勤労青少年体育センター

道

大王．谷運動公園弓道場

11月3日

大王谷運動公園陸上競技場
弓
柔
バレー︑ボール

日向勤労青少年体育センター
・市内学校体育館

ボウリング

一1月5日

11月5日

マルセンボウル日向
ラグビー

一1月6日

お倉ケ浜総合公園多目的広場
ゲートボール

お倉ケ浜総合公園多目的広場
バスケットボール／11月19口・23日

市内高校体育館
テ一一ス 一1月23日・26日

11月23日・12月3日・

お倉ケ浜総合公園庭球場

球

11月26日

お倉ケ浜総合公園多目的広場

10日・17日

サッカー

卓

日向勤労青少年体育センター
11月26日

一2月3口

美々津四半的道場

四回目弓道

ミ一一バレーボール

日向寿

日向勤労青少年体育センター

導車雷門
合同展示・前期
10月28日〜11月2日

屋3階ホール
いさり手短歌会
10月29日目日日屋公民館
喜重会館

日向市観世流謡曲同好会公演会
10月29日

日向市茶道連盟秋季合同大茶会

日向寿

市役所玄関

11月3日 中央公民館
日向市秋香会菊花展
11月3日〜6日

合同展示・後期
11月4日〜11月9日

屋3階ホール
中央公民館

宮崎岳星会日向支部秋季審査発表会
11月5日

中央公民館

県民脱会日向支部公演会
11月5日

日向寿屋3

日向市寒蘭同好会寒蘭花展示大会
11月11日〜12日

階ホール
文化交流センター

合同音楽祭︵日本のしらべ︶
11月12日
11月12口

中央公民館

日向市合唱協会第18回日向市合唱祭

文化交流センター

伊達バレエコンサート
一1月19日
11月19日

中央公民館

日向市舞踊連盟祭︵日舞︶

日知屋公民館

県教職員退職互助会演技発表会
11月25日
一1月26日

中央公民館
中央公

糸平司音楽事務所司にしきコンサート

日向はまゆう俳句会作品展
11月26日〜12月3日

民館
あすなろ俳句会俳句展示
11月26日一12月3日︵俳句大

中央公民館

文化交流センター
日知屋公民館
中央公民館
中央公民館

中央公民館

宗家岡田流大正琴日向発表会
2月4日 中央公民館

1月21日

三味線秀夫美花会新春弾き初め会

12月26日

日向混成合唱団第15回定期演奏会

一2月17日

ヴァレンタイン・カンパ一Tコンサート

12月14日

日向・門川おやこ劇場

12月10日

日向市民吹奏楽団第17呵定期演奏会

なつメロひまわり会公演会
12月8日 文化交流センター
日向ボランティアフォーク
クリスマスコンサート
一2月9日 中央公民館

12月3日

会︶ 中央公民館
日向ホームビデオクラブ発表会

第訂回︵平威7年度︾日向市総合文化祭プログラム

利益処分等について審査します．．

辞令を受ける三輪俊二さん

4
5

平成7年第4回日向市議会

保険証が変わります
国民健康保険被保険者証が︑

方へおいでください︒
はり・きゅう・マッサージ
施術料補助金が1000円に

獅ﾌ納期

水利地益税

国民健康保険税

第二期

第六期

男

20，495世帯

交付は︑1世帯に1枚が原則と
なっていますが︑同じ世帯に一
般被保険者と退職被保険者とが
同居している場合には︑それぞ
れに作成され交付されることに
なります︒

人

世帯数

氏￨日から変わります︒新し

い保険証は︑ 一般被保険者用が
﹁ふじ色﹂︑退職被保険者用は﹁う

はり・きゅう・マッサージ施
術料補助金については︑これま

Hからは1枚につき1000円

で受診券1枚につき800円が
補助されていましたが︑12月1

⁝

（±

①金色のクジラ

一一一一 一一一一一一一一一一一 一 一一一一一
■と き
■ところ
■入 場

■主 催

◆場所11日向市立図書館2階

ほか

◆日時貯11月5日︵日︶午前10時〜12時

図書賠であそぼう

を覚える︒

訪問先のフィリピンで見かけた
極貧の子どもたちの路地裏でのた
くましい生き方に︑人間への尊厳

縣鵡冗

鋸案

文︵鈴木董︶

ませんか？︵沖藤典子︶▽借金が
返せない宣言︵宇都宮健児︶▽悪

︵酒井和夫︶▽長生きしてはいけ

▽分析・恐怖の洗脳テクニック

道︵宮沢章夫︶▽女﹁匹︵佐野洋子︶

▽犬たちの隠された生活︵エリ
ザベス・M・トーマス︶▽牛への

︵一般向けV

▽あかいくるまのついたはこ▽
まあちゃんのながいかみ▽四年一
組なぞのゆうれい船事件▽うそつ
き咲っぺ▽ピピッとひらめくとん
ち話▽海中記
ほか

︿児童向けV

魏書離で苧

無料

市中央公民館視聴覚室

11月15日︵水︶19一〇〇〜

市中央公民館
日向入郷ライブラリー

︵児童劇・39分︶

②大きい一年生と小さな二年生

︵ア一一メ・25分﹀

親子映写会

徽

31．023

ノ、

ぐいす色﹂です．．

新しい保険証は︑必ず記載内
容を確かめ︑間違いがありまし
たら保険証と印鑑をもって市民

皆さんが現在使用している保
険証は︑11月30日目でしか使え
課の方へおいでください．．

ますV︒

難
︑〆1

・殉σ

第3号被保険者の届け出を面
倒に思い︑現在もそのままにし
ていると︑将来︑年金が受けら
れなくなる場合があります︒急
いで届け出をしましよう︵平成
7年4月から平成9年3月まで
は︑特例届出期間が設けてあり

障害福祉係︵雪内線2174︶
まで申し込みください︒

希望される方には無料で進呈
していますので︑市福祉事務所

れています︒

ロ
また︑障害者福祉制度のほか
に︑市の障害者相談員の名簿や
各種団体名簿︑身体障害者用ト
イレの設置場所が記載されてい
る﹁ともしびマップ﹂も掲載さ

れています．．

このてびきには︑市はもちろん
のこと︑宮崎県や社会福祉協議
会︑公的交通機関等の障害者福
祉制度や福祉サービスが掲載さ

す︒

までどおり年60回となっていま

なお︑回数については︑これ

が補助されます．．

ません︒

12月1口からは︑新しい保険

証を使用することになりますの
で︑現在使っている保険証は︑

市健康管理課またはお近くの支

日までの午前9時から午後4時

なお︑﹁はり・きゅう・マッ
サージ施術受診券﹂も12月−日
から新しくなりますので︑必要
とされる方は保険証・印鑑・古
い受診券をもって健康管理課の

ご存じですか
までです︒

所へお返しください．．保険証の

在宅障害者介護者支援相談制度

の方は︑ぜひご利用くださレ︒
◇電話番号110985−8513
180

け出をしてください︒
①結婚して配偶者の扶養に入っ
たり︑会社を辞めたりした場
合
②厚生年金に加入したり︑収入
が増えて扶養がはずれたりし
た場合
③配偶者が会社を辞めた場合
④配偶者が死亡したり︑離婚し
たりした場合
⑤配偶者が会社などを変わった
場合
届け出は︑14口以内に行わな
ければならないことになってい

7年3月改訂版ができました︒

﹁障害者福祉のてびき﹂平成

﹁障害者福祉のてびき﹂

ご活用ください

02∩乙3

◇FAX番号1109851841

介護サポーターが︑懇切丁寧
に相談に応じますので︑お悩み

在宅障害者介護者支援相談制
度とは︑在宅の障害者やその介
護者の悩み事などに︑障害者福
祉のベテランが相談に応じると
いうものです．．

宮崎県身体障害者相談セン
タ ーでは︑日常生活の悩み事か
ら 福祉サービスの照会︑進路の
相談︑看護・介護の方法などさ
ま ざまな内容に︑電話・ファッ
クスで応じています．．

Q＆A

受付は︑毎週月曜日から金曜

国民年金
Qサラリーマンの妻の届け出
について教えてください
A 厚生年金や共済組合に加入
し ている配偶者に扶養されてい
る 妻︵夫︶は︑国民年金の第3
号被保険者となります︒保険料
は︑配偶者の加入する厚生年金
や共済組合が制度全体で負担し
ますので︑納める必要はありま
せん︵配偶者の給与から天引き
されている訳ではありません︶︒
ます︒

来年は︑この日向市が表彰さ
れるように︑皆さんと頑張りま
しょう︒

にの数字は、平成2年国勢調査を．元にした数字です｝

「神様からの贈り物」

次のような場合には︑必ず届

に開放しています︒

受賞の理由は︑個人のバラ園
として規模が大きく︑年間を通
して維持管理が徹底されていて︑

その技術力も高く︑飾り方も大
変ユニークであるとのことです︒

このコンクールは︑働日本花
の会に事務局をもつ﹁花のまち
づくりコンクール推進協議会が
平成3年から実施しているもの
です︒表彰は︑全国の町や村か
ら︑花で美しく潤いのある生活
団体︑企業さらにその市町村が

環境の創出を行っている個人︑

出生64人死亡32人転入185人転出216人
なつ子（著）
浜

黒 田 豊さん︵塩見区︶
全国花のまちづくりコンウール
審査委員会特別賞を受賞
今 年︑6月号のこのコーナー
の 花づくり名人として紹介しま
し た︑塩見・小原の黒田 豊さ
ん が︑第5回花のまちづくりコ
ン クールで見事審査委員会特別
賞に輝きました︒

黒田さんは︑18年前に知人に
分けてもらった3株のつるバラ
を53株にまで増やして︑自宅の
庭やフェンス︑生け垣などには
わ せ︑花の季節には一般の人々

対象となっています︒

r｝内前月比

6
7

（＋12）

女

0）

（＋

D
27．519人

1）
（十
ノ＼
58，542
i】

12

11

日向市の人口動態・H7．1・．槻在・

今月の一冊

ワ
最花期には近所の人もお弁当持って

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
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市政インフォメーション
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市民の声を市政に反映

幸脇小学校6年の村上
和幸くんが、・9月に行わ

市では、各地区で市民の声

れた全日本選抜少年柔道

を聞く会を開催しています。

大会・小学生個人戦の部
で優勝し、その報告に市

この会は、市民の皆様のこ
意見・ご要望を幅広くお聞き

長室を訪れました。

し、市政に反映するために、

堂々とした体格の村上
くんは、「将来はオリン
ピッウ選手に」と抱負を
語ってくれました。

毎年開催しているものです。
まず、9月25日から10月2
ド．遜

ベテラン漁業者の
技にチャレンジ

〜

日までは、門脇・美々津、日
知屋本郷、細島、平岩の4会
場で開催しました。

、r』

細島の子どもたちと
漁業者の方との交流会

9べ．〔

L響∵・

が、10月14日、富島漁

．．

」

あなたりわたし輝いて
駝

協で行われました。

10月15日、市中央公民館、文化交流

子どもたちは、ベテ
ラン漁師のおじいさん
やお父さんたちから海
や漁業の話を聞いたり、釣りの道具を作ったりした後、マタイの

写璽芸藻薯鰹里鴨島藷7

、．≒」
「

．、

コンセントの取り扱いには
ご注意を

放流も行いました。

パネル展などでにぎわいました。特に杉浦日向子さんの
講演は、500人を超す人々で超満員でした。

九州電力と九電工が、10月
12日、独居老人宅の屋内配線

雨の中、清掃奉仕作業

﹇

シルバー人材センターの会員約200
人が、10月5日、細島御鉾ケ浦公園

｝．

線を検査しました。

ために「森と川と海の

また、正しい配線の仕方を
指導や蛍光灯などの清掃も合
わぜて行い、お年寄りらは大

フォーラム」が、10月17日、

美々津の耳川河ロで行わ
れ、耳川流域一帯の1市

変喜んでいました。

2町5村から約1000人が参加しました。大会宣言では、地

．●

ギ

．→r

自然と調和した真に豊
かな地域社会を創造する

L︑

定に日ごろの技術を生かしました。

り、

扇蟹一酌

地球にやさしい
ライフスタイルを

﹂

の清掃作業を行いました。あいにく
の雨の中、草を刈ったり、植木の勇

勘

を無料で診断する奉仕作業を
行いました。両社合わせて9
人の社員が2班に別れて、9
軒の家庭を回り、配電盤や配

域住民が一体となり、森林保全、河川浄化に努めることが
先月号の﹁まちの話題﹂の おきよ祭り
の記事中︑﹃立盤神社﹄は﹃立磐神社﹄

おわびして訂正します︒

の間違いでした︒

採択されました。

2日間で3万人が入場
歩くことが健康の第一歩
へ

裂り』

10月10日、塩見区の一六会が、
＼

☆広報ひゆうがに載つ
た写真を差し上げま
す。

★連絡先／市企画課・
広報統計係
實52−2111内纏2213

9

奥野川に鯉3000匹を放流
健康づくり、仲閻づくり、
豊かな心づくりを目的に、日

地区の子どもたちと、鯉3000匹

向市歩こう大会が、10月10日

を奥野川に放流しました。

行われました。

これは、子どもたちが川に関
心をもってもらうとともに、河
川の浄化につなげようと、ひまわり基金を活用して行ったものです。
早朝集まった子どもたちは、元気のよい鯉を一匹ずつ川に放してい
ました。

市内4会場に家族連れな
ど350人が参加し、平均約
1〔｝㎞のコースで、気持ちのい

い汗を流しました。

日向市と近郊町村の地場産品
を一同に集め、格安で提供する
「産業・商業まつり」が、10月

7B、8日の2日閤、市役所前
広場で開催されました。

両日の夕方には、お楽しみ抽
選会が行われました。買い物を
した方に配った抽選券で、活魚
や新米、自転車などが当たると
あって大変盛り上がりました。
8

ありがとう

ございました

の場合は1人︑鵬人未満の
場合は2人︑㎜人以上の場
合は3人

課︵倉内線2633︶また

◇問い合わせ11市商工観光

今年も優良従業員の表彰
は商工会議所︵燈52151

優良従業員を
推薦してください
を行います︒事業主の方は︑
31︶

ション祭を開催します︒
あなたもさわやかな秋空
の下︑気持ちのよい汗をか

第8回日向市レクリエー

市民の健康づくり︑仲間
づくり︑そして自然に親し
む豊かな心づくりを目的に

レクリエーション祭開催

健やかに・さわやかに

該当する方を推薦してくだ
さい︒

◇表彰基準11①市内の商工

業に勤務している方で︑業

務に精励し技能ともに優
れ︑市民の模範となる方
②市内の同一事業所に満15

年以上勤務している方︒た
だし︑常時雇用する従業員
数が20人以下の事業所にお
いては︑満10年以上勤務し

◇B時評11月19日目旦午

パーク

いてみませんか︒

◇準備するもの 水筒︑タ
オル︑帽子︑運動シューズ
◇問い合わせ門市教育委員
会社会体育課︵皿内線24
55︶

快適な暮らしにSマーク

Sマークは︑理容業・美
容業・クリーニング業が厚
生大臣許可の標準営業約款
制度に従って営業している

られます︒

理容店・美容店・クリー
ニング店のお店選びには︑
安心と信頼のSマークにご

s厚生大臣認可

注目ください︒

一

ﾊ馨い智
9月20日から11月10日

は︑﹁けん銃特別取締り月
間﹂です︒税関では︑期間中︑

ています︒

各港で取り締まりを強化し
けん銃は︑平和な市民生
活を破壊するものであり︑

最近は︑このけん銃の一般
社会への拡散傾向が顕著に
なっています︒

税関では︑けん銃等の国
内流入を阻止し︑国民が安
心して社会生活が送れるよ

ている方③事業主と三親等
内の関係にない方④過去に
こ の 表 彰 を 受けていない方
前8時30分受付

お店のマークです︒

◇推薦方法11市商工観光課

密輸撲滅には︑あなたの協

視聴覚ライブラリー︵皿五三

◇受講料11無料

﹁けん銃︵黒い武器︶﹂の

挙げています︒

う外国との接点として各港
で水際取り締まりに全力を

このSマークを店頭に掲
げているお店では︑消毒・
衛生・確かな技術が保証さ
れ︑万一の場合︑事故賠償
基準に基づいた保証が受け

◇場所旺日向岬グリーン
◇参加資格Hどなたでも参
加できま す

◇申込・問い合わせ11市中

後1時〜午後3時

希望される方は︑市民課及
び各支所に備え付けの申請
◇演題11﹁牧水・善麿・茂吉﹂

◇場所11市中央公民館

または商工会議所へ11月8

日 ま で に 推 薦書を提出して
ください︒推薦数は︑常時
雇用する従業員が50人未満

力が必要です︒社会悪︑見

たら聞いたら税関︵δフ
リ ー ダ イ ヤ ル0120−0

央公民館内・日向入郷地域

賜u相談日程

30〜14

30

き■11月16日︵木＞

10

00〜15⁝00

き■11月16日︵木︶

10

き■11月14日︵火︶

10日00〜15HOO

ところ■青少年ホーム

と

年金巡回相談

ところ■社会福祉協議会

・ 3

8．0〜17．
0
・ 0

介護相談
と き■毎週月〜金曜日

ところ圏市中央公民館

と

無料法律相談

ところ■市中央公民館

と

交通事故巡回相談

11

愛のご寄付︿敬称略﹀

喪主

地区

社会福祉協議会扱分
9月30日現在

人

︵香典返し︾

儀

◇日時＝ll月19日（日）

書を提出してください︒
なお︑申請書には印鑑が必

16867︶

細島灯台の一般公開
11月−日は︑第47回灯台

て細島灯台の一般公開を11

記念日です︒これを記念し

負傷者物損事故

雄子修工宣明勝明子郎二一久美

要です︒

また︑以前に生ごみ処理
器の貸与を受けて︑諸般の
事情で使用されなくなった
方は︑ご連絡ください︒市

で引き取りに伺います︒

詳しくは︑市清掃課︵費
P2256︶へ︒

月3H︵金︶午前10時から
午後3時まで行います︒

ださい︒

細島灯台は︑ふだんは公
開していませんので︑この
機会にぜひ灯台のレンズや
機器︑回廊等を見学してく

保

46157︶へ．︑

活用ください
生ごみ処理器
市 で は ︑ ごみ減らしの︼
環として︑家庭で生ごみを
堆肥化する屋外用生ごみ処
理器を貸し出しています︒

リ映写機
操作免許取得講習会

16ミリフィルムを使って

職場や地域での集会︑季節
ごとの子どもたちの集いを
あなたの手で楽しくしてみ
ませんか︒

一止まって確認、無事故に挑戦一

群宰箏縮筆下鵜鷺毒
◇場所＝椎葉村開発センター

夫夫美子工子子史昇工子昭
力喜美子
ミ
ミ
玉ル
ユ
カ
士
美和総和サ照ツ哲児ハブ俊
ト

後7時〜10時

（日向市分〉（）内は前月比
サ太衛
ッ
シ
フ慎佑喜米奈
道
ミ好徹
ト

◇日時1111月8日︵水︶午

（一39）
（十22）
1）
（十
（十1）

154件
32人
13件

亡
死
生
発

3人
三

ある郷土芸能を披露してくれます。

います︒

子ども会郷土芸能発表大会

イ
は、子どもたちが地域ごとに特色

また︑当日は灯台一般公
開記念スタンプも用意して

行委員会（奮67−3111）

◇場所11市中央公民館

◇問い合わせ＝椎葉平家まつり実

亀

年に1回開催されるこの大会で

詳しくは︑細島航路標識

どの郷土芸能が行われます。

ヌ

力を入れています。

時◇平成8年2月25日（日）

◇持参ロoo11筆記用具

◇日時＝ll月10日（金）〜13日（日）

事務所︵費52−4622︶へ︒

土曜日の夜には、神楽・民謡な

9月中の交通事故

こけ

た鶴富姫を見に悔ませんか。

一一一一一一一一一一一一一一

◇受講資格1119歳以上

山々が鮮やかな色に染まるこ

故

申込先◇市教育委員会（5内線2455）
昭爾氏
大川内

ろ、椎葉の里では「椎葉平家まつ
り」が開催されます。鎧甲冑に身
を固めた大八郎や十二単をまとっ

田

種
目◇2，3，5，10㎞
申込締切◇平成8年1月25日（木）

椎葉平家まつり

読書 週 間 記 念
文化 講 演 会 開 催

ご家族そろってお越しください。

木田

場所◇細島工業港「港の森公園」
【椎葉村1

第49回読書週間を記念し

などが予定されています。

木元木山利田本池仲岐葉

参加者募集
（倉63−1140）

て︑武蔵野女子大学学長で
あり︑軽妙酒手なエッセイ
ストとして知られる大河内
昭爾氏の講演会を開催しま

安藤和津さんの健康づくり講演会

16

◇問い合わせ＝門川町商工水産課

53

す︒

レビキャスターでエ・ノセイストの

黒坂黒片浅藤関小雪壱椎那赤木原
須

椎葉村では、神楽・山法師踊り
など民俗芸能を次代に引き継いで
もらおうと、子どもの継承活動に

96第2回日臼ひょっとこマランンinほそしま
◇場所＝門川町総合文化会館ほか

一 一

◇日時1111月2日︵木︶午

また、文化会館ステージでは、
合唱や邦楽、日本舞踊などの文化
祭発表大会や歌謡ショー、またテ

0国勢調査

10
11

ll月4
5日（日）、産業・商業祭

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
の作品展が実施されます。

一 一

日（土）〜5日（日）

BOX
イベント会場では、門川町の特
産品や商工業製品及び食品等の展
示即売が行われ、クリエイティブ
センターでは、文化祭行事として

資料として利用．されます。

いきいきまち
フェスティバルイン門

日

市役所は552−2111です
11月2日（木）〜
◇日時＝文化祭

各種の行政を行うための基礎
【門川町】

ございました。調査の結果は、

日畷路だより

国勢調査にご協力ありがとう

されています︒

ことです。
子が多い沙季ちゃん。

くると思います。私たちのチームのほかにも40歳
これからも仲のい
い友達をたくさんつ

ロ
以上のチームができればお互いに鍛錬し、県に、
全国に、口向パワーを見せつけたいと思います。

は絶えません．︑

乙

メ

ン

国際交流員

パ オ

頑張りたいと思います︒

かけてくれました．︑また︑大勢の人
の前での講演で私が緊張していた時
には︑﹁劉さん︑頑張れ﹂と励まして
くれました︒私は一人で異国の地に
来たのですが︑まわりは優しい人ば
かりで︑外国で暮らしてるという感
じはあまりしませんでした︒
仕事においても︑皆さんのおかげ
でいろんなことを経験︑勉強しまし
た︒中国語講座︑料理教室︑講演︑
広報紙への寄稿︑テレビの出演︑各
種団体主催のイベント等への参加を
通して︑相互理解を深め︑友好の輪
を広げました︒国際交流員として︑
微力ながら︑両市の懸け橋の一端を
担えた事は︑私にとって生涯忘れる
ことのない︑大変やりがいのある仕
事であったと思っています︒
私の交流員としての仕事は終わり
まずけれども︑ここで学んだ知識と
経験を生かして︑離坊市と日向市︑
ひいては中国と日本の友好のために

日向市の国際交流員と
に﹁光陰矢の如し﹂というこ
ヒがあります︒本当に月日の経
⁝早いもので︑私の国際交流員
︑の任期も今月いっぱいで終わ
甲罪することになります︒期待

︵を胸に抱いて福岡空港に降り
・のが昨日のことのように思い

ます︒

が︑それ以上に楽しいことが

一と離れ︑異国他郷での一人暮
．中で︑孤独感︑寂しさもあり

一んありました︒私は通訳とし
回日本を訪問していましたが︑

の短期間の滞在でした︒今回︑

馬を走らせながら花見をする

二年を過ごし︑日本の文化︑
自然︑優しい人々のひなどに
良い思い出を作ることができ

即した日本の印象は︑閣老
の山︑清らかな川︑花と生
まれた町並みがとてもきれ
れらと同様に人々の心がた

︑私が生活と仕事にまだ慣
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最後にこのすばらしい機会を与え
ていただいた日向市民の皆さんに心
より感謝を申し上げます︒同時に私
は皆さんと雛坊市での再会を待ち望
んでいます︒日向の皆さん︑ぜひ雌
坊へ遊びに来てください︒
謝謝一・歓迎悠来灘坊！ 再見！

案

しいということです︒

好
し衛
①羽座川 孝子（西草場）②川崎ミツ子（駅通り）磨
③藤田 美佐代（平野町）
曇

あるでしょうが︑町並み保存の
ためにご理解・ご協力をしてい
ただくことに心から感謝したい

保存も軌道に乗り初めて︑最近
では県内はもとより九州でも屈
れるようになりました︒

指の景勝地・観光地として知ら
そして今年も五軒の町家で修
理や修景が行われ︑震災時に備

ひ見学においでください︒

えて耐震防火水槽の設置も予定
されていますので︑皆さんもぜ
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かった時︑周囲の皆さんが
活習慣︑仕事しのしきたり
かりやすく教えてくれまし
が風邪で仕事を休んだ時に
の同僚はお見舞いの電話を
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上の○にはどんな文字があてはまりますか？答え

おかげさまで美々津の町並み

と思います．︑

に
なお、ハガキには住所・氏名・年齢と電話番号を み
はつきり記入してください。
さ

，ゆ

何かと規制の多い昔の家に戻
してしまうことには︑戸惑いも

渉︑η渉︑冬・戸

べ︑＼

戸渉︑

の調査から設計・製図・そして
現地での打ち合わせなど気苦労

修理前に行われる復元のため

の苦心も相当なものです．︑

また設計や監理を行う人たち

随分と違ってくるものです︑

工さんたちで︑この人たちの腕
次第で修理や修景の出来栄えが

よって進められています︒
こうした仕事の中心的な役割
を果たすのはいうまでもなく大

わが国の伝統的な建築技法に

くってね。

そして何よりも所有者の方々
には︑かなりの決意が求められ

（淵92条）！

これからは、40歳以hのサッカー人口も増えて
団地の友達は男の

触
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万円を供託しなければならない。

また今の目標は、10月22日に行われる「さわやか
（2歳6カ月｝

おてんばちゃん

美々津の特徴は︑昔ながらの
道筋に江戸時代から大正・昭和
まらゆ
初期の建物〜町家〜が数多く残
されていることですが︑市では
国や県の補助を受け︑また所有
者の方々のご協力に助けられて
毎年︑数軒の町家を整備してい

と新しく建てられる住宅や倉

復．温したり修理したりする仕事

町家の整備には︑古い建物を

ます︑．

スポーツ大会（県大会）」で、昨年同様優勝する
ます︒

選挙においては、30万円、市長○挙においては、100タ

罐
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カーチームです。部員25人で、そのほとんどが、

物に仕上げる﹁修景﹂とがあり︑
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日向フェニツウスFC

庫︑それに車庫などを皆風の建
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︵比良︶

黒 岩 政治・和子さん家の
わんぱくくん

少年サッカーの指導者としても活躍しています。

高橋浩之・まち子さん家の
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沙季ちゃん
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正解14人でした。抽選の結果次の方に記念品を差し

長
立候補の届出をしょうとす○ものは、市議会議○

チームとしては、現在日向地区サッカーリーグ
の二部に加入していて、今年は優勝しそうです。
き

伯
穿
雲
ください。正解者多数のときは、抽選で3人の方に
記念品をさしあげます。

市内唯一・の40歳以上の愛好者で構成するサッ
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日向地区サッカーリーグ⑭

風邪などひかず，

美々津の町並みは︑国の重要
伝統的建造物群保存地区に選定

きた辛くん。
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すこやか広場

市民健康管理センター（a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）

3か月児・7か月児健康診査

日

時◇ll月10日、24口

13：00〜13；30受付

場

所◇日向市健康管理靴（雪内線2181・2182＞

時◇ll月17日

場

所◇H向市健康管理計（費内線2181・2182）

13：00−14：00受付

時◇ll月15日（水）

場

所◇口囲市健康管理㌢（倉内線2181・2182）

対

「検診」は、病気の予防や早期
発見への架け橋。どちらも自分の
健康を見直すきっかけとして重要
なものです。「自分は健康だ」と
思っているあなた、それを確認す
るためにも、年に1回は受診しま

1歳児健康相談
・身体計測
・育児相談

・問診

〔育児、孟防接種について1

口

時◇11月9日（木）

場

所◇日向市健康管理㌍（燈内線2181・2182）

・栄養指導

13：00〜14：00受付

（譲子等ついつ

しょう。

対 象◇平成6年4月生まれ
3歳児健診

1歳6カ月児・3歳児健康診査

・身体計測・問診
・内科診察
・歯科診察・集団指導

13：00−14：00受付

場所◇日向市健康管理計（實内線2181・2182）

対

臓病で治療中の方も受けられます。

13：00〜14：00受付

1歳6か月児健診（毎月1回）

時◇11月1日（水）

あなたは、もういくつ受けられ
ましたか。今年度は、高血圧・心

嘩輪ヨ三業難）

象◇平成6年10月生まれ

日

8日まで、市内の医療機関におい
て各種検診を実施しています。

・小児科医診察
・集団指導

対 象◇平成7年4月生まれ
1歳児健康相談（毎月1回）
日

日向市では、9月1日から12月

（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8月生まれ
7か月児健診（毎月第3金曜日）
日

ただいま、検診実施中！

・身体計測〔身長・体重）
・問
診

象◇平成4年7月生まれ

《成人病にかかりやすい人》
・健康診断を受けていない人
・野菜嫌いな人

※母子健康手帳も忘れずに〃

・タバコを吸い過ぎる人
・運動不足の人
・太り過ぎの人
・血圧の高い人

●11月の休日在宅医
3日

和田病院（内・外・放・脳外科費⑫0011）
ﾄ吸・循環器工費⑬6333）

緒方内科（内・

田中眼科（倉⑫4009）

三股病院（内・外・門外・胃腸科倉憩0034）
5日

12日

・家族にがんや脳卒中、心筋梗塞、

糖尿病などにがかった人がいる人

尾崎眼科（燈

K5600）今給黎医院（内・循環器科實⑪2459）寺尾医院（外・
Y婦人科費⑳ユ44η

渡辺病院（産婦・泌尿器科費⑰1011）天生堂医院（内・整外・

●11月の献血日程

ヰ潔ﾈ費・⑩8910）吉田医院（内・小児・放射線科5〔⑭4401＞
枢x医院（皮膚科倉⑫5522）

GIVE

千代田病院（外・整正・胃腸・皮・麻酔・内・神内・放・理
19日

w診療科燈⑫7111）

柳田医院（産婦人科君⑫2950）

BLOOD

LIFE

献血は心の贈りもの

瀧井病院（内・精神科斗⑫2409）

7日．火
二木医院（産婦・外・胃腸・放射線科燈⑭4468）

SAVE

田中医院（内・小児科倉⑫25ユ5）協和病院（精神・神経科費⑭2806）

マリンエキスブレス日向営業所

10：00〜12：DO

アキタ製材所13130〜17：00

23日

〔日向東ロータリークラブ〕
鮫島医院（整外・理学診療科費⑫8191）

吉森医院（内・胃腸科費⑫4046）

永出医院（産婦人科君⑫3388）

22日曜1九州電力日向電三所

10：00〜12：00

26日

日向市役所13：30〜17：00
、日向ひまわりライ才ンスクラア

※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。

o
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後記

今回は︑日向市で多発し
ている交通事故について特

集してみました︒

2ページの各市町村別交
通事故死亡者数の表をご覧

ください︒日向市の13人は

宮崎市と並んで同数ですが︑

人口割合から見ると日向市

それに比べ︑都城市の3

が︑県内ワーストー︐です︒

藤屋写真印刷株式会社

人はとても少ない数です．︑

■印刷

都城市では各地区で交通死

君0982−52−2111

行っているそうです．︑

日向市企画課広報統計係

〒㎜日向市本町10番5号

︽Y︾

■編集

亡事故を出さない競争を

平成7年10月20日発行

私たち日向市民も頑張っ
てみましょう︒まずは︑家

翻発行

庭から⁝⁝．．

轟繕う渉，9510月号

