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広 報

うるおいと生きがいのあるまち

，

日本の渚をaんなできれいに
7月14日、市民総ぐるみ日豊海岸つりーン
大作戦が行われました。早朝から2500人が参
加し、5450㎏のこみを収集しました。

また、今年度、皆さんのこのような取り組
みが評価され、お倉ケ浜が「日本の渚・百選」
に選定されました。

特集公表平成8年度市政の重点施策
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赤木市長が︑就任して初めての
議会となった平成八年第二回日向
市議会定例会が︑六月三日から十
九日までの十七日間の日程で開催
されました︒

議会初日︑赤木市長から平成八
年度の基本方針と重点施策が公表
さ れ ま したのでお知らせします︒

平戴8 毎 壌 の 蓮 煮 施 策

私は︑多くの市民の皆様のご支持のもとに厳粛な付託を受け︑

去る三月三十一日︑第十三代日向市長に就任しました︒その重
責に身の引き締まる思いでございます︒
平成八年度は︑市制施行四十五周年という記念すべき年であり︑
中国灘坊市との友好都市締結十周年を迎えた意義深い年です︒

また︑平成三年三月に策定された第三次日向市総合計画の後期
五力年スタトトの年に当たります︒後期五力年では︑さらに人
ロが増え︑活気あふれるまちとなるよう一層の努力を傾注し︑
二十一世紀に誇り得るまちとして次の世代に引き継がなければ
なりません︒

そこで︑私は平成八年度の市政の運営に当たりましては︑対話
と協調を基本とし︑清潔・公平・誠実・思いやりを信条とし︑
若さと情熱をもって郷土の均衡ある発展を期し︑本市の将来像
である﹁うるおいと生きがいのあるまち﹂をめざし︑さらなる

として決定していただくように︑
連動の強化を図っていきます．︑

市内の道路については︑理知屋
財光寺通線の整備をr定していま
す︒今年度は︑細島四区内の整備
を行うための測量を実施します︒
また︑国道十号の改修により︑
高砂団地の進入路となる旧JR細
島線を仮称高砂通線として整備し

高齢者福祉については︑在宅介
護の充実が望まれている中︑要援
護高齢者が快適な生活を送ること
ができるとともに介護者の負担軽
減を図るため︑高齢者住宅改造助

甫篤麺雛の阿上．

に︑一層の努力を傾注します︒

また︑県営事業として細島港を
はじめ︑美々津港︑平岩港も引き
続き整備が図られることになって
います︒今後は︑細島港が名実と
もに東九州の海の玄関となるよう

予算で整備が進められます︒

次に︑細島港については︑平成
六年度から運輸省の直轄事業とし
て建設されている四万トンバース
に︑今年度も八億一千万円の国の

ます．．

︽市長の基本方針から︾

飛躍の年となるよう市民の皆様の先頭に立って粉骨砕身の努力
を傾注して参ります︒

ます︒

国道十号については︑財光寺以
南の四車線化について建設省に要
望していきます︒さらに︑広域農
道についても口向・延岡間の早期
開通をめざして︑国︑県に要望し

動車道建設審議会で整備計画路線

行います．．

実施されることになっています︒
この日向市駅の高架事業は︑中心
市街地の整備が前提となりますの
で︑その実現に向けて官民挙げて
体制の整備︑強化を図っていきま
す︒今年度は︑上町に現地事務所
を開設するほか︑中心市街地の上
地区画整理事業についての調査を

な事業を推進していきます．．今年

また︑平成九年度から県道土々
呂・日向線の塩見橋掛け替え工事
が行われますので︑これに併せて
日向南町土地区画整理事業に着手
します︐財光寺南土地区画整理事
業については︑今年度から本格的

細島東部住環境整備事業につい
ては︑家屋移転等の事業に備えて
今年度から宅地造成事業に着手し

ます︐

度は﹁ふるさとの黒づくりモデル
事業﹂にも取り組み︑地域住民の
皆様の意見を取り入れた住みよい
環境に配慮したまちづくりを進め
ます．．中原・高見橋通り・広見地
は︑今年度調査を実施します．︑

区の⊥地区画整理事業について
次に︑下水道事業については︑

管渠整備のほか︑細島ポンプ場整
備のための調査︑用地取得及び浄
化センターの汚水処理施設を増設
するための設計等を進めます︐
また︑畑浦地区に災害時の緊急
避難場所としても活用できる公園
やJR財光寺駅前の駐輪場を整備
します︒

道路の整備については︑東九州
自動車道西都・延岡間を︑今年秋
にr定されている国土開発幹線自

、㍉
覧
」一■圃■L

．．都南蕪盤の整備
中心市街地の整備事業について
は︑今年度︑関連して計画されて
い る J R日豊本線日向地区連続立
体交差事業の県による補助調査が

朝夕のラッシュ時で渋滞する原町踏切

整備の進む細島港
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ワークづくりを行います︐

また︑今年十一月には︑第九回
全国健康福祉祭いわゆる角ねんり
んピックしが宮崎県で開催され︑

本市は囲碁大会の会場となってい
り碁石の産地ですので︑全庁的に

ます．．本市は︑全国唯．のはまぐ

取り組み︑観光面も合わせてア
ピールしていきます︒

次に︑医療保健については︑救
急医療体制の充実を図るため︑今
年度は目向病院の救急棟の整備及
び和田病院のCTスキャン装置導
入に助成を行います︐また︑平成
七年度から実施している地域総合
整備資金貸付事業いわゆるふるさ
と融資について︑今年度も老人デ
イケア施設等の建設事業に対し︑
貸し付けを行います．

生活簸境の整備

児童福祉については︑女性の社
会進出︑社会生活の多様化に対応
するため︑保育所の開所時間延長
れはならない重要な開題です．．今

一日当たり十．時間以上開所

ごみ処理対策については︑地球
的な視点で解決を図っていかなけ

は︑

している保育所に対し助成するも
のです．

青し︑資源の保護︑確保と沿岸漁

施し︑デパート等での子育て支援
の た め の相談や情報提供︑ネット

子育て支援相談等モデル事業を実

促進事業を実施します．︑さらに︑

本市の観光資源は︑日向岬の馬
ケ背を中心に年次的に整備を進め
てきたことにより︑観光客も年々
増えてきています︒今年度は︑県

なお︑地球環境保全の立場から
フロンガス回収装置を設置し︑廃

ターを委嘱します．．

また︑河川の汚濁防止対策とし
て︑今年度から河川ごとにモニ

ととしました．

地場産業の振興については︑新
製品の研究︑開発等を行う組合や
外からの観光客の利便を図るため︑

中小企業振興対策としては︑特
別融資制度の原資の大幅な増額を

成を行います︒
馬ケ背までの案内板を設置します．︑

図ります︒

また︑卸売市場の統合整備につ
い て は ︑今年度中に第三セクタ！
として新市場を開設します．．

工業の振興については︑細島臨
海工業地帯を核とする工業振興を
最重点課題と位置づけ︑今後とも

文化の振興については︑財光寺

に︑電算化などを図ります．．

書架等備品の整備を図るととも

で︑その開館に備えて図書の充実︑

社会教育施設については︑保健
所跡を図書館として改修中ですの

造事業を行います︒

小・中学校の教育環境について
は︑今年度は美々津中学校校舎及
び大王谷小学校体育館の大規模改

ができるように支援していきます︒

し︑多くの市民の皆様が学ぶこと

ターを生涯学習の核として活用

有意義なことです．︑この学習セン

放送大学宮崎地域学習センター
の開設は︑本市を含め高等教育機
関の少ない県北地域にとって大変

数脊文化の向上

ペーンに取り組みます．︑

また︑今年度は︑JR六社等に
よる観光キャンペーンが︑宮崎県
で開催されます︒観光宣伝の絶好
の機会ですので︑積極的なキャン

実施します︒

次に︑サンパーク整備事業につ
いては︑施設のメインとなる事業
として︑今年度新たに温泉探査を

業の振興を図ります︒

はまぐ一3碁石の販路拡大事業に助

また︑低年齢児の受け入れに積
極的に取り組む保育所の保母配置
の充実を図るため︑低年齢児保育

年度は︑ごみの減量化︑資源化を
一層推進する必要から︑資源回収
地区の拡大を図るとともに︑資源
保管庫の設置について助成するこ

促進事業を実施します．︑この事業

す．

成事業に取り組みます︒障害者福
祉についても︑高齢者と同様に障
害者住宅改造助成事業を実施しま

今年4月に開所した財光寺デイサービスセンター
休日ともなると観光客でにぎわう馬ヶ背

駄

︑

●

国際交流の推進については︑今
年度︑中国灘坊市と友好都市締結
十周年を迎えることから︑難坊市
で開催される記念式典に︑多数の
市民を派遣することを計画してい
ます︒また︑記念事業として小学
校建設費の一部を助成することと

社会参加をより一層推進します．︑

女性行政の推進については︑今
年度日向市女性基本計画を策定す
ることとし︑これを契機に女性の

ちづくりを進めます．．

人権啓発の推進に当たっては︑
あらゆる差別を許さないという意
識のもと︑今後とも積極的な啓発
に取り組み︑差別のない明るいま

く必要な調査を実施します．．

地区のえんたい壕など戦争遺跡の
調査及び細島地区の建造物につい
て市指定の文化財として保存すべ

農業行政については︑引き続き

産．業の振．興

ています．．

消防団については︑その活性化
の一環として今年度から消防機庫
の整備を全額市費で行うこととし

した．．

消防行政では︑火災時のみなら
ず交通事故処理にも必要不可欠な
救助輪作車を更新することにしま

次電話通報装置を導入します．．

津波対策を中心に有線電話による
緊急通報システムとして非常時順

画の改定を行います．今年度は︑

防災行政については︑県で実施
されています災害対策のための臆
測の結果をもとに︑本市の防災計

止します一

品となった冷蔵庫等からフロンガ
スが大気中に放出されることを防

市民の生命や財産を守る消防署
6月27日に設置された放送大学の看板

企業誘致に全力を尽くします．︑

暗君の綴簾

臥一

す︒

農村総合整備事業︑ふるさと農道
緊急整備事業等基盤整備を推進す
るとともに︑農地の流動化を図る
など規模拡大や効率化を推進しま

行います．．

また︑秋留地区の農業集落排水
事業については︑平成九年度事業
採択に向けて必要な調査︑設計を

さらに︑権現原営農研修セン
ターの建設︑塩見農村公園の防じ
ん対策も実施します︒

次に︑本市の特産品である平兵
衛酢については︑その価格安定を
図るための基金の造成に助成しま
す．．

水産業については︑﹁捕る漁業
から育てる漁業﹂をめざすため︑

細島︑美々津︑幸脇沖に魚礁を設

今年完成した富島漁協の漁具倉庫

していますが︑助成額のうち市民
の皆様にご寄付をお願いする分に
ついては︑目標額達成に向けて︑
全力を挙げて取り組みます︒

そのほか︑在留外国人との交流
も積極的に推進し︑二十︾世紀に
ふさわしい国際交流を進めます．︑

行政改革については︑市民の立
場にL巳つた︑市民のための改革を
づくりとして推進します︐

図り︑来るべき地方分権の受け皿
また︑近代的な市役所とするた
め︑昨年度から取り組んでいるC
I事業についても︑この行政改革
と合わせて︑市職員の音心識改革を

図るため今年度も取り組みます︒
広域行政については︑耳川を介
して運命共同体にある入郷町村と
の交流を一層深めながら︑県北地
域拠点都市に指定を受けている県
北十五市町村一体となって︑広域
的な視点からの新たなまちづくり
を推進していきます．．

塞滋癖業
公営企業である水道事業につい
ては︑地方公営企業の独立採算制
の基本原則に立脚して︑事業の運
営に努めています．．

今年度は︑権現原浄水場の施設
改良︑既設配水管の更生工事︑配
水管敷設工事等を実施し︑市民の
皆様に安全でおいしい水の安定供
給に努めます︐
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6月市議会報告

平成八年第一一回日向市議会では︑報告四件︑条例九件︑事件決議︵字
の区域の変更︑土地改良事業の施行三件︶四件︑予算八件が提出され︑

審議の結果すべて原案どおり承認︑可決されました︒

した．︑

たものが二千五百円に改正されま

今月号では︑その主なものについてお知らせします︒

条例関係
日向市税賦課徴収条例の
一部を改正する条例

これは︑土地区画整理事業の施
行に必要な諸規定を定めたもので

日向延岡新産業都市計画事業
日向南町土地区画整理事業
施行条例

この条例は︑平成八年度の税制
改革を踏まえた地方税法の一部を
改正する法律が公布︑施行された
ことにより準則に従い改正を行っ
す．．対象地区の南町の一部︑中町

民健康保険事業の運営に必要な財
源確保のための税率改正と︑地方
税法施行令の︹部を改正する政令
が公布︑施行されたことによるも
のです︒

改正の内容は︑これまで減税制
度として創設しています六割及び
四割の軽減率を今年度分からはそ
れぞれ七割︑五割の軽減率とし︑

さらに万割軽減世帯の国保税の減
額賦課についての基準を引き上げ
るものです︐

税率等については︑所得割が自
分の六・四五︑均等割額が二万二
千汽百円︑平等割額が二万二千七
百円に改正されました．．

事件決議関係
土地改良事業の施行について
農作業の効率化と農業経営の安

定及び生活環境の向上を目指し

として小原地区二・一ヘクタール
のほ場整備とHの平地区の農業集
落道九百四十メートルの整備を実

農村総合整備事業︹モデル型︸

て︑次の︑二つの事業を実施します．．

日向市国民健康保険税条例の
一部を改正する条例

また︑ふるさと農道緊急整備事

する市民を対象に︑入学金の半額
を助成するというもので︑百二十

日向サンパーク整備事業

施します．．

今回の改正は︑平成八年度の国

ます︒

の一部の約六ヘクタールは︑県北
地方拠点都市地域の中で﹁日向市
生活文化交流拠点地区﹂に位置づ
けられています．
．
今後︑土地区画整理法第五十二
条に基づく事業計画の決定がされ
次第︑定められた諸手続きを行い
事業を進めていくことになってい

たものです．

主な内容としては︑住民負担の
平成8年度分の個人市民税に

軽減及び合理化等を図るため︑
︹勤

係る特別減税の実施
② 長期譲渡所得に係る個人市民
税の税率の見直し

曾宅地等に係る平成8年度分の
個人市民税均等割の税率の見

固定資産税の負担調整率の変更
︹聖
直し
︹か︑一五課税措置等の整理合理化
などです︒

個人市民税均等割の税率の見直
しでは︑これまで年額二千円だっ

五万円を計上しました．．

上しました︑．

平成五年度から整備しています
口向サンパーク整備事業で︑今年
度新たに温泉探査を実施すること
にしました︒今回︑その温泉探査
の費用など七千九百万円を補止計

通常の人学金は︑︐年間︵二学
期間︶学習する選科履修生が六千
円︑半年間︵．学期間︶学習する
科目履修生が四千円ですが︑市民
の方であれば︑それぞれに入学金
を支払った後︑領収書及び市内に
居住することが分かる書類等を提
出すれば︑三千円または二千円が
還付されます︒

平兵衛酢価格安定対策準備金
造成事業補助金

ます．．二十七万五千円を計上︒

日向市の特産である平兵衛酢の
価格安定を図るための基金で︑農
協︑生産者︑市の共同出資となり
この基金では︑キログラム当た
り百円を割った場合︑A級品にの
み十五円を限度として補てんしま
す︒

︵仮称︶日向地区青果卸売市場

株式会社出資金

以上のほか︑二十一世紀を担う
むらづくり事業補助金五百八十万
円︑西草場地区急傾斜地崩壊対策
事業一千五百万円︑自治公民館建
設事業補助金二百六十八万七千円

卸売市場の統合整備に伴い︑平
成九年度に開設される新市場を第

十一パ！セントに当たる一千二十

などを補正計上しました︒

した︑．計上した額は︑資本金の五

り︑そのための出資金を計上しま

三セクターで運営することとな

万円です．︑

》蒋

業として本谷地区の農業集落道四
百メートルを整備します︒

予算関係

今年十月開校する放送大学宮崎
地域学習センターへの入学を希望

放送大学宮崎地域学習
センターへの入学補助金

主な内容は次のとおりです︒

平成八年度の一般会計予算につ
いては︑歳入歳出にそれぞれ十六
億九千六百五十一万七千円を補正
しました︒補正後の平成八年度の
予算額は︑百八十五億四千六百五
十一万七千円になります︒補正の

整備される本谷地区の農業集落道

6
7

纏捗逃挙の入挙傘を半額袖助

ゴ

今年度、温泉探査が実施される日向サンパーク

蝶︐︑宮崎空i験ξr島r芒港青 1島﹁㌻港玉込坊着

m1向芋〒

◇問い合わせ＝市商工観光

、繕坊泊

潅坊到着後ホテ

ﾝ㌧1込ス

［稚坊1｝「1

終B：山東省内

孔ゴ廟、岱
@

廟泰1［［な≧

1〜．．ζ控1齢

て考えてみましょう︒

ご参加ください
﹁同和﹂教育研究大会
本市に部落差別の解消を
目 指 す 運 動 と 行政が始まっ

べての差別を無くすための
﹁同和﹂教育の取り組みを

広め深めていかなければな
りません．．

市では︑次の日程で︑第
日向市﹁同和﹂教育研

◇参加費11300円

山中多

もの人権と私たちの課題﹂
※分科会も あ り ま す

ション協△耳由寸務理事︶﹁子P一

美男さん︵ノーマライゼー

◇内容11記念講演

ンター・中 央 公 民 館

◇場所11日向市文化交流セ

前9時30分〜午後4時

◇日時118月8日︵木﹀午

究大会を開催します．︑

14

て20年目を迎えました︒わ

部落差別をはじめとするす

こうした問題の中︑8月は﹁人権啓発強調月間﹂として
全国的にさまざまな催しが行われます︒市でも次のことを
行います︒この機会にぜひ︑家族そろって﹁人権﹂につい

頻発しています︒

幸せに生きていく権利
これは日本国憲法で︑す
べ て の 人 に 平 等に認められた権利︑つまり 人 権 で す ︒
しかし︑実際にはどうでしょう︒現代の複雑な社会環境
のなかでは︑部落差別︑学校でのいじめ︑男女差別︑エイ
ズ差別︑外国人に対する差別など︑人権を無視した行為が

します︒

や出先機関をコンピューターに
よるネットワークづくりを検討

日向市行政改革大綱の公表④

住民サービスの向上を目指して
五．職員及び職場の活性化
︵1︶行政運営が全市的な目的意

識と役割意識を明確に持ったうえ
で︑効率的・効果的に行われるよ
う︑職員の資質の向上と職場の活
②すべての所掌事務について︑
OA化が可能な事務の洗い出し
を行い︑全庁的な行政運営シス
テムの構築に取り組みます︒
③事務処理へのパーソナルコン

性化を図ります︒

︵2︶施策の企画・立案︑事務改
ピューターの活用を促進します︑

④将来に向けて︑研究・開発さ
れているOA化に関する情報収
集と導入を想定したア備的な研
究活動を継続的に行います︒
◎OA化による事務改善に対応
するため︑職員研修を積極的に

善等への職員の積極的な参画を図
ります．一

︵3︶職員研修要綱を策定し︑新
採用から定年に至る生涯研修の体
系を確立するとともに︑職員のレ
ベルアップを図るため︑専門的な
︵4︶職員の採用については︑当

研修を強化します︑

より︑窓口事務処理のスピード

以上これまで述べてきました行
政課題については︑日向市行政改
革推進本部及び実務者レベルで構

七︐行政課題の審議機関

︵3︶税務相談︑福祉・保健・生
活相談等︑各種相談体制の充実と
相談室等環境整備を推進します︒

︵2︶OA化︑機械化等の充実に

面の必要性を充たすとともに︑行
政需要を勘案し︑長期採用計画を
アップを図ります．︑

推進します．．

作成します．︑

︹5︶新採用後は︑できるかぎり
住民サービス部門を経験させ︑そ
のうえで本人の希望・適性等を見
極め配置を行います︒

六．行政サービスの向上
︵1︶情報化の推進のため︑次の
ような取り組みを行います︒

成する専門委員会において調査︑
研究を行います︐

年金のはなし
行する

国民年金の届け出を
20歳以上60歳未満のすべ

が︑それぞれのライフスタイ
ルによって加入する年金の種

ての人は︑必ず国民年金に
加入しなければなりません
の受給権確保や未加入者の

類が変わることがあります︒

せを未来へつなぐ国民年

行っています︒

加入促進のための活動を
6月20日︑平成8年度の

総会が開催され︑事業計画
などが決定しましたのでお
知らせします︒

高橋重美︵往還︶

︽平成8年度の役員︾

会

渋谷利男︵比良︶

長
副会長

・会社へ入ったとき
・会社を辞めだとき
・厚生年金や共済組合に加
入する配偶者の被扶養者と

なったとき︑または扶養か
らはずれたとき

黒木靖子︵八幡︶
︽平成8年度の事業計画︾

︵a内線2137︶へ︒

・年金手帳をなくしたとき
※届け出は︑印鑑・年金手
帳をもって︑市民課年金係

き

・住所︑氏名が変わったと

③﹁協議会だより﹂を発

大会やゲートボール大会
を開催する

め︑グラウンド・ゴルフ

②会員の親睦と健康のた

に努める

①会員の年金受給権確保

副会長

い︒

次のような場合には︑届
け出が必要です︒届け出を
忘れたために︑将来︑年金
が受けられなくなる場合が
ありますのでご注意くださ

金﹂を合言葉に︑高額年金

は︑老後の生活をより安定
したものにするために﹁幸

日向市国民年金協議会

からのお知らせ

日向市国民年金協議会

知ればなっとく

①窓口サービスの改善と事務能
率の向上を図るため︑本庁各課

育課︵費内線2423︶へ︒

※募集等に関する問い合わ
せば︑市教育委員会社会教

を贈り︑作品は人権作品集
に掲載します

◇表彰11入選者には記念品

◇出品数口各作品1人−点

ず入れること︶

ときは12月4H〜10日を必

︵人権週間の文字を入れる

紙−枚に5句以内︑ポス
ター 四つ切りの画用紙

姻字詰め原稿用紙5枚以
内︑標語 姻字詰め原稿用

◇募集規定11作文・感想文

〜20日︵金︶

◇募集期間119月10日︵火︶

スターを募集します︐

人権週間の行事の一環と
して︑市民を対象に人権尊
重を訴える作文・標語・ポ

人権作品の募集

教育委員会社会教育課まで
ご連絡ください

※弁当︵700円︶を予約
したい方は︑前日までに市

8月は﹁人権啓発強調月間﹂です

今︑だれもが人置らしく生きるために

◇募集期間＝8月16日まで

線2223）

課（8内線2634）

ゴ＼
{崎空1三驚

一7一．ヒ
航空機工

@
@ト！

犀筑前：帰国の途
{崎空1を肴

1碓坊泊
貸㍉rハス

肖＝島il．1

終日．「㍉＝ぎ、｝旬槻再こ
貸、．」ハλ
．i．

月15日

1＝後妻糠1；
．乞式典

1
：．い1霞．
．澄；1

4ヨ安泊

視察
貸㍉IJハス

@
2tl
1LI

@
@昏

◇募集期間＝8月1日〜8

11，128

◇申し込み・問い合わせ＝
口向市・羅坊市交流促進協
議会事務局（総務課内燈内
◇申込方法＝履歴書に写真
を付けて市商工観光課へ

◇自己負担額＝155．oooill

での方で、株式会社の経理
事務に明るく、実務経験の

◇募集人員＝50入程度

ある方
◇給与＝月額21万円以上

@二・

（月）6口間

貸ご込ス

た し た ち は ︑ 今まで以上に

身元鯛査お断り〃

8
9

流を深めていただきます。

@

日

1＝lllr＝1リ周年記

◇期間＝10月23日（水）一28

1日（予定）

1口25

◇資格＝高卒以上、40歳ま

@書こ

D。、、擁；皆

krL．！・天

「ト

．1

@嬬
ll，121

◇採用者数＝1名
◇採用時期＝平成8年9月

◇旅行日程（予定）

二市の友好都市締結10周年
を記念し、10周年記念訪中

汲ﾖ
ﾝで1・1ス

訪中団員は、気品市で開
催される記念式典に出席す
るほか、市民交流や文化交
幹部を募集します。

@肛

おり募集します。

管理運営全般にあたる経営

㌧

1tト23

この新市場の経営企画、

宿証．［地

容
内
交通磯閏

発着地名
・…．：

q空磯多，＿ぐ一≡

団を派遣することとしてい
ますが、その団員を次のと
します。

市では、口向市と中国三
市では、現在3つある青
果卸売市場を統合して、平
成9年度から新たに卸売市
場（第3セクター）を設立

友好都市締結10周年記念訪中団員の募集

事務幹部社員募集

馳よ5
み矯謬7臨躍甕編
（仮称若向地方卸売市場㈱

人ある限三権名

＠市は「身元調査お断り運動」を推進しています

︵

■高齢者・障害者の方へ
住宅改造に助成します
市では︑高齢者・障害者
の方が︑既存の居宅︑浴室︑

便所などを改造されるとき
の 経 費 の 助成を行うことに
なりました︒

◇対象者11市内に住む︑次

の 該 当 者 のいる世帯で︑生
計 の 中 心 と なる方の前年の
所得税課税年税額が14万円
︹㊤65歳以上の寝たきり老人

以下の世帯

等のいる世帯
②身体障害者手帳の交付を
受けている者︵ただし︑種
別 ︑ 等 級 に より制限があり
ま す ︶ ま た は療育手帳Aの
交付を受けている者
◇助成額11最高50万円︵た

増築は助成の対象としない
◇受付開始日118月20日

一参高ください︒

思っている皆さん︑ぜひご

ふるさとで働きたいと

◇申込・問い合わせ11市福

祉事務所︵容内線216
一12時30分受付開始︶

︸◇日程118月8口︵木︶午後
一1時30分〜4時30分︵午後

一◇場所目ベルフォートロ向
︵日向市上町713君521

市商工観光課︵容内線2
633︶ 日向商工会議所
※就職相談コーナー︑コン
ピューターによる職業ガイ
ダンスコーナーも開設

■保母資格をお持ちの方へ

市内には︑認可保育所が

このようなときに︑働い
ていただく保母さんを確保
するために︑名簿登録制度

を雇用することになります．．

J所ありますが︑保母さ
んが出産や病気などで休職
する場合︑臨時の保母さん

人、航空400人、《曹候補士》

があります︒

保母資格をお持ちで︑名
簿登録を希望される方は︑
市福祉事務所︵倉内線21
64︶までお問い合わせく

一ださい︒

■お知らせください

﹁かがやいている女性﹂

市では︑男女が共にお互
いを尊重して生き生きと生
活して行くために︑女性の
社会進出や女性の地位向ヒ
などの啓発︑環境づくりな
ど男女共同社会づくりを推
進しています︒

ろうLをテーマにふるさと
環境教室を開講します︒

環境問題に関心のある方
は︑ぜひご参加ください．．
◇日程118月25日〜12月14

の自己負担額が1000円
に改正されましたので︑該
一当児童のいる方は資格申請

童の年齢が18歳まで︑入院

◇申込期限118月9日

◇内容11環境問題に関する

日︵全8回︶

和51年12月6日までに生ま

◇受付期間118月12日︵月︶

一所︵君内線2163︶

P7155︶

字日知屋142511

a

屋公民館︵㊦朧日向市大

◇申込・問い合わせ11日頃

氏名・電話番号を記入︶か
電話で申し込んでください

◇申込方法11はがき︵住所・

講義︑実験︑視察など

れた方

◇問い合わせ当市選挙管理

皿一9月10日︵火︶

◇問い合わせ11市福祉事務

一17番窓ロ

◇受付場所目張福祉事務所

委員会︵費内線2231︶

■提出してください
児童扶養手当の現況届
今︑児童扶養手当を受給

■受診してみませんか
簡易人間・脳ドッウ

．煽謹

空600人

◇応募資格＝一般曹候補学

◇書次試験日−9月16日

4）または市総務課（0内

今回︑女性史編さんなど
のために︑﹁かがやいて生
きている女性の方﹂の情報

塑23）

8・217ユ︶

■推薦してください
一

︸0001︶
一◇問い合わせ11市企業誘致

日向市文化賞の候補者

◇対象11日向市在住耕運び

︵實5215131︶

推進室︵容内線2831︶

日向市に所在する施設︑団
体または日向市の出身者で
口向市の文化向上発達に特
に顕著な業績を有する方

◇授賞11学術︑芸術︑技術︑

体育の各部門及び文化関係
の功績が特に顕著であると
認められた方︵一般功労︶
を顕彰し ま す

◇推薦方法11推薦書︵教育

委員会︑中央公民館︑日知
屋公民館︑細島・南口向・

美々津公民館にあります︶
を8月31口までに市教育委

員会に提出してください
◇問い合わせ11市社会教育
課︵倉内線2425︶

■ふるさと就職説明会
Uターン希望の方や来
春︑大学・専門学校などを
卒業される方︑そして︑そ
のご家族・関係者を対象に

だし︑浴室にあっては30万
円︑便所にあっては20万円
就職説明会を開催します．︑

るようにしてください︒
また︑あわせて母子家庭
医療費受給資格証の更新も

簿Lを作成します．．該当す

行います．︑

が限度︶とし︑新築︑改築︑

1 1 0 ︶ ま たは日向警察署
ください︒

る方は︑登録申請を行って

◇申請期間目9月1日︵日︶

学生》陸上400人、海上390

小丸川源流まつり

︵倉52−0110︶へ︒

〜5日︵木︶

母子家庭医療費について
は︑今年4月から︑対象児

◇登録資格111年に90口以

〜9月9日（月）

一を行ってください︒

上漁業を営み︑または水産
動植物の採捕︑もしくは繁
殖に従事する方などで︑昭

◇募集人員＝《一般曹候補
椎葉村】

■ふるさと環境教室の
受講生募集

詳しくは、諸塚村商工会（費65

■海区漁業調整委員会委員

◇受付期限＝8月1日（木）
−1197）へ。

市では︑口向市国民健康
保険の被保険者を対象に︑
簡易人間ドック及び脳ドッ

されます。

陸上1650人、海上480人、航

一4病医院︑脳ドック

l程度︑脳ドック 60人

◇定員11簡易人間ドック

万2千円﹀

3万円︵内受診者負担額
5千円︶︑脳ドック 4万
3千円︵内受診者負担額−

◇受診料11簡易人間ドック

和田病院

ク

◇受診場所11簡易人間ドッ

滞納のない方

〜69歳になられる保険税の

◇対象者目8年度中に40歳

クを実施します︒

識課︵酋098513110

詳しくは︑県警察本部鑑

は厳守されます︒

です︒相談は無料で︑秘密

午前10時から午後4時まで

を開設します．．面接時間は︑

日向警察署では︑8月中
を﹁行方不明者等捜索強化
月間﹂として8月6日︑市
総合福祉センターで相談所

■行方不明者を捜す
相談所を開設

連絡ください︒

︵含内線2220︶までご

過去を問いません︒
あなたの回りに紹介した
い﹁かがやく女性﹂の方が
いましたら︑ぜひ市企画課

を募集しています．．現在︑

一一一一一一一一 一一 一一一一一 一
一一
一一
一一
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一般曹候補学生
募集
曹 候 補 士
釣大会」が、8月18日（日）に開催

選挙人名簿に登録を

◇申込・問い合わせ＝市社会教育課（歴

19

52

諸塚村の夏の風物詩として定着
してきました「もろっかふれあい

中の方は︑毎年現況届を提
出していただくようになっ

第10回もろっかふれあい釣大会

募集事務所（魯52−691

程度
◇申込期間118月−日︵木︶
〜30ロ︵金︶

◇受診期日11希望受診機関

と協議のうえ︑本人に通知
します︵申込多数の場合は
◇申込・問い合わせ11市健

抽選とします︶
康管理課︵3内線2152︶

−0515）

（水）期日厳守
◇募集締切＝7月31日

◇会場＝諸塚村中央公民館

市では﹁ふるさとの命の
源︑森・川・海の自然を守

◇問い合わせ；栂尾小学校〔燈59

◇対象＝市内の芸能・芸術文化団体
開催されます。

◇聞い合わせ＝自衛隊日向

◇場所＝椎葉村尾崎小丸川河川敷

◇期間＝10月一ユ2月
◇日程＝7月24日（水）〜28日（日）

候補士／18歳以上27歳未満
◇日時＝7月28口：午前8時30分

第32回日向市総合文化祭

生／18歳以上24歳未満、曹

丸川源流まつり」が開催されます。

参加団体募集
今年で3回目を数える県美術協
会展「もろっか展」が次のとおり

一，

5）
2
4
内系泉2
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一

一

一

一

一 一

一

一 一
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宮崎県美術協会展移動展
「もろっか展」

ています︐提出を怠ると︑

族連れや友達同士で楽しめます。

内線2231）へ。

毎年9月1日現在で︑登
録申請に基づき﹁海区漁業

に3000本の樹木が植えてあり、家

70

九州で最も美しいと言われる小
丸用。その源流に位置する揖尾地
区で、地区民一体となっての「小

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

至喆ｪから支給されなく
なりますので︑必ず提出す
配置した「うたの小径」は、周囲

詳しくは、日向市選挙管理委員会（費

10
11

特に、牧水の歌碑11基を
した。

ましょう。

今年度の「手づくり郷土賞」に
県内でただ一カ所、牧水公園が選
ばれ、建設省から表彰されまし
た。 牧水公園は、河川プールや
多目的研修施設、貸しコテージな
どのほか、今年度には展望台や
ローラー滑り台、草スキー場など
が完成し、グランドオープンしま

調整委員会委員選挙人名

諸塚村】

52−2111

漁業に従事している方で、選挙人名簿
に登録されている方は、忘れずに投票し
牧水公園が
「手づくり郷土賞」を受賞

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 ｝

市役所は雪代表
7月23日告示・8月1日投票
東郷町】

12

宮崎県海区漁業調整委員会委員選挙

日向路だより

嘩

東九州自動車道の一部となる都
市計画道路延岡−西都線の地元説
中央公民館で行われました．．

明会が︑7月9日目ら11口まで市

説明会では︑計画ルートや周辺
地域の環境に及ぼす影響などが説
問い合わせや資料請求は︑市都

明されました．．

市計画課︵含内線2613︶

汐︑

門レ㌧

㌔翁

﹂＼

5月18日の公園通り区で発生し
た火災で︑協力して初期消火など
にあたった7人に感謝状が贈呈さ
れました︒表彰された方は︑次の

▽川越金丸・テルコ▽坂本幸

とおりです︒︿敬称略V
▽岩見平＝．郎▽白土虎男︵11いず

れも公園通り区︶▽黒木国美︵切
島山1︶▽兵頭信宏︵花ケ丘︶

力

夏の交通安全県民総ぐるみ運動
7月11日から20口まで行われ

ました︒運動期間の初日︑梶木町

一中国離坊市とのおつきあい1〔1年．一．

6月21口︑本町の甲斐アゲさん
が︑㎜歳の誕生日を迎えました．︑
6月24日︑アゲさん宅を訪れた
の国道10号では︑街頭キャンペー
ンを実施︒通行する車一台一台に︑

野別市議会議長やミスひまわりの
柏田真理子さんら参加者が︑平兵
交通安全を呼びかけました︒

◇内容；日向市の国際交満山事業

■

赤木市長が﹁㎜歳とは思えないほ
ど元気ですね﹂とバスタオルセッ
トなどを贈りました︐アゲさんは
﹁足さえ丈夫なら︑まだまだ何で
ら

衛酢と冷たい飲み物を渡しなが

◇場所＝市中央公民館・第1研修室

えていました︒

●なるほど市役所セミナー●

さん

もできますよ﹂とうれしそうに答

内山さんは︑昭和60年に区の老

人クラブ﹁やまびこ会﹂の会長に
なったときから︑この清掃活動を
始めました︐雨の降る日以外は︑

毎朝6時ごろから地区内の公園や
遊歩道で︑ごみ拾いや除草︑草木
のせん定を行います︒

﹁地域のリーダーとして︑区民

から本当に頼りにされています
よ日と︑口向台区長の甲斐さんは
福｢ます．．

◇とき＝8月22日〔木｝午後7時3｛1分〜

／

0﹁0ωmI⊂コ

6月26日︑平成8年度の地域環
境美化功労者の表彰式が行われ︑
1団体と6人が表彰されました︒
その6人の中に内山岩吉さんがい
れの90歳︒日向台区に住んでいて︑

ます︒内山さんは︑明治40年生ま

ほとんど毎日区内の清掃を行って
います︐

﹁1日1回は︑公園に来ないと
気が済まないというようになりま
したね﹂．．

﹁ここまで続けて来られたのは
周りの協力があったからです．そ
れと︑自分のまちを大切にしたい
という思いがあるからではないで
しょうか﹂︐

今︑内山さんは︑B向ム﹇区のゲー

l〔1：00−15：け1〕

吉

トボール会の会長に就いていま
トボール会の会員をまとめながら

す．．公園の除草などは︑そのゲー

行っていて︑市内でもきれいな

ところ■青少年ホーム

山

ゲートボール場となっています．

﹂人ひとりが︑自分の家の周

10：00−15：0〔」

悔

内

赤木市長から表彰を受ける内山さん

．︑公共物は︑私物よりも大切に
．︑老人クラブに任せられている

◇無料法律相談（要予約）

一

一
3Nノ亀
身左

●愛のご寄付〈敬称略〉●

ンを

りだけでもきれいにすれば︑まち
は自然ときれいになっていくはず

ところ■市中央公民館

ノ︷解

発生死亡負傷者物損事故

街頭ヰヤンベ

ですしと内山さん︒

ところ■．「併．1二会福祉協議会

﹁つの公園の管理については︑
責務を果たす
．︑自分の住むまちは︑自分たち

◇交通事故巡回相談

の手で住みよいものにする
一︑明目やらなければならないこ

ところ■日知屋公民館
◇年金巡回相談

﹁働くことが健康作りですね﹂
と︑90歳とは思えないほど元気な

第3期

催

●6月中の交通事故●

殖
息一
10：〔｝0〜15：（尉

内山さんは︑自分の信条を次のよ

●8月の相談日程●

いきと語ってくれました．

き■8月13「liゾO
と

：30
10：30−1．1

第2期

市県民税
国民健康保険税

評グ

故人1喪‡1地区

弓．

き■8月29［i〔イく）
と

き■8月8日〔イ（）

と

き■8月22日〔木；〕
「と

重
∫

：㌔

一止まって確認、無事故に挑戦一

うに語ってくれました︐
一︑健康の維持増進のためには︑
まず体を動かし鍛えること

付

E．

西

とは︑前の夜に決めておく
﹁体力の続く限り︑清掃活動を
続けていきたいですね﹂と︑いき

◇人権・行政相談

一︑公園の除草やせん定などは︑

●8月の納期●

老人にとって最適の仕事である

キ．ミエ

ひむ離裁

男 女

世帯数20．778世帯（＋6）

12
13

みつf

頃

ユ3）

者7入
男

頼

の誕生日おめでとう
100歳

働くことが健康作りです
体力の続く限り活動を続けます

●日向市の人口動態●

火災功
ゴ1
水
春
疋

付

1【向台
口

峯

［6jJ田」

合

文

6月30日現在
社会福祉協議会扱分

7）

．

（十2）
（一8）
（±0）
（一6）

I19件
14人
0人
12件

（一
ノ、
30，907

U勺：よ自仔県1上ヒ
〔
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目内前月比
・l18．7．L現在・

岩
地域環境美化功労賞受賞

罰

CS
7「OP
7「OI！M四L

慮

︵松原︶

赤木 徳信・則子さん家の
わ ん ばくくん
カ

ん5
や歳
ち3
ヵ＋刀

Φ．有
︐イ

﹂

培

軍

ユウ イーチャンツゥン

張

震志望祥
国際交流員

教養のある弔せな家庭を作り︑．r供の

蓼

中国憲法は﹁女性は政治︑経済︑文化︑

中国女性の社会的地位とその活動

社会︑家庭などの各分野て男性と平㌔
ためにボランテfア活動に参加するこ

教育を重んじることを奨励し︑社会の

輩〜

の権利を享有する﹂と規定し︑男女平
等の法的地位を確旧しました︑確かに
のセ流となるものです．．しかし︑全体

以ヒ紹介したものが中国女性の現状

とを提唱しています︑

性が必ずいます．︑例えば︑全国人民代

中国の各種権力機構には一定比率の女
的には︑今なおいろいろな問題が存在

るヒか︑終済転換過程における職業隔

例えば︑政治参与の機会不均らてあ

しています．︑

．

灘坊市でも重要な指導職務を担当す

人の女性が選ばれました︐

表大会常務委員．一の副委員長には︑

る女性は数多く︑昨年五月に日向市を

現在︑中国の女性は幅広い分野で活
護を受けられないという状況が存在し

く︑最低賃金が保障されない︑労働保

の女性の収入が少なく︑労働時間が長

離などです︑特にある分野では︑一部

躍しています．．業種﹂︑﹁闘うと︑工業生

その卍部です︐

訪れた灘坊市婦人代表団のメンバーも

産部門︑科字技術︑教育︑文化︑医療︑

ノユ

間が必要であると私は思います︐

これらの問題解決には︑まだまだ時

ん︑臨時．雇いなどです．︑

で︑具体的に．．︐口えば露だ商人や保母ン・﹂

ています．このような女性のほとんど
が︑農村部から都会に出稼ぎに来た人

衛生︑金融︑郵便︑電信︑商業︑サー
ビス業など様々で︑女性は大体半数前
後を占めています︐もちろん中国は農

キ

業国であるので︑直接農業に従事する
ロふコの

近年来︑都市部では﹁一．．・八紅旗手

サン

女性も数多くいます︑

ソのトリサノ

ほチコねキノユ

※﹁．．．・八紅栴棋手競争﹂⁝中国語
で﹁争当一．一・八紅旗手﹂．︑一．一11八日の﹁国

す．︑農村では﹁知識︑技術を学び︑す

競争﹂など︑職場における女性の力を
十分に引き出す活動を展開していま

ぶりが勤勉で良い成績をヒげたり︑い

際婦人の目﹂にちなみ︑職場での仕事

ろいろな杜会活動に参加し人助けを

ばらしい成績をおさめ︑大きな貢献を
する一活動の展開によって農村欠性の

行ったりした女性を﹁＝．．八紅旗手﹇

の旧道沿いにある
勘兵衛山

1。三四影撫霧弩繍葦建笛1

に選ぶ一︒特典として賃金アップや賞与︑

経営管理と農業技術のレベルを高め︑
園丁生産の発展に大きな役割を果たし

で認ノーずでぜ♂

賞品等が送られる︑

イノガ

ています．．そしてまた︑行政部門は︑

︐

ノ

︵亀崎中︶
一
小橋 省一・伊保子さん家の
おてんばちゃん

③将来の夢④日向市に思う一

》
魯はっきり記入してください。

①勤務先②今熱中してい盈

露聞監8

当しますので︑きっとわたした
ちの知らない史実が明らかにさ
前にお知らせした高鍋屋旅館

れることと思います．︑

とともに細島の歴史や文化を見
直す格好の素材となることは間
違いないでしょう．︑

それにしても︑わたしたちの
町には︑古い建物が残っていま
していても︑少し見るHを変え

す．．ふだんは︑何げなく見過ご

ることに気が付くもの＼す．．

号ハガキに書いて 〒883日向市本町10番5号 日向市 》
聖役所選挙管理委員会あて8月10日過でにお出しくださ で
ほ
ノ
・ゴい。正解者多数のときは、抽選で3人の方に記念品を 誓

蟄

ツレΨシュ舜
①宮崎銀行日向支店 ②バ
レーボール ③かわいくて︑
すてきなお嫁さんになりたい
ですね ④日向の美しい自殊
をいつまでも守ってほしい

一

一
で︑現存︑長同造形大学の教授
を務めている宮澤二七さんが担

調査は︑．兀文化庁建㌦31物諜．艮

言書

公︶姑
はむ︷
た含︵
まを︵
者者乱
補る︵
候あ一
のに盈

公公
︵一

上の○にはどんな文字があてはまりますか？答えを

》

・魯書玄玄量号争・を・評

1妻勤口騨1轡；琴轟

繍

霧

畑ン
恥
〆

①特別養護老人ホーム永寿

在しているのに対して︑細島で
は平入りのものが多いのも特徴
こうした町並みの違いが︑何

のようです．

によるものなのかを探るのも歴
史を楽しむ一つの方法ですが︑

これらの町並みをゆっくりと散

難しいことは別にして︑時には
策してみるのもよいでしょう．

1

ると大切なものを見落としてい

ぢさしあげます。
》
魯 なお、ハガキには住所・氏名・年齢と電話番号を》
ロ

》
公職の候補者または公職の候補者となろうとする者

思っています。興味のある方は、永井（a53−6
素直で人に親切な

さて関本家については︑今年

7

魯

ぢ
》
》
直子（落鹿）
②海埜
ぢ ます。（敬称略）
》〔t田中
洋子（原町）
》邑近藤 妃沙子（南町）

ノ
…

ちび丸子ちゃんが大

中に建物の学術調査や店史に関

醤蝶

好きな作加ちゃん。

調査が予定されています．．

一短＼

セーラームーンや

する調査︑それに総合的な文化
財としての価値を判断するため

、沖購単が撃ゆ撃曜淋撃町勢撃一院がが摯「馳年卑摯㍗

ます。また、自分たちでも、そんな童話を創作して、

また︑美々津の町並みは︑平
入りの町家と妻入りの町家が混

とと

292）まで、ご連絡を、

優しい子に育って

美保さん
小竹

園②仕事とボランティア
③上級試験に合格して手話通
訳士の資格を ④お年寄りの
住みやすい町になってほしい

ています︒

な建築様式の町家が数多く残っ
吉野川．区の関本勘兵衛さん宅
もその中の一つで︑江．月時代末

期の安政年間︻．八五四年〜一
八五九年︺に建てられた重厚な
平入り・二階建ての町家です．
また︑釜屋などの付属屋や倉︑
に保存uされています︑

それに敷地割が︑ほぼ昔のまま
こうした町家は︑美々津の町
並み保存地区にも多数残されて

外一．㌦はありま せ ん ︑

いますが︑細島の場合は概して
大きなものが多く︑関本家も例

（原町）

童話集を作れたらいいなと思っています。
現在、三輪亮明先生を中心に7人の会員で活動
中ですが、もっと多くの方と勉強していきたいと
馬樗「票．

元気でスクスクと

児童文学の中には、子どもたちが生きていくた
めの指針となるものがあり、子育ての参考になり

0

⑱
あじさい
児童文学研究会
の好きな俊貴くん。

細島の旧道沿いには︑伝統的

（比良町）

でいるのが中心です。

鞭唖嗣剛囑
浬ミ贈

お父さんの乗って
いるピンクレーサー
文化財についての問い合わせば市社会敦育課（8内織425）へ

ぺ

︾

／姫細
／

諺／

細島の関本家

日向σ）わんぱくあζんは5やん

ん

（2歳｝

わたしたちは、現代童話作家の作品の研究と竜
話の創作を行っている「あじさい」と言います、
昨年の中央公民館講座をきっかけに集まった会員
が、講座閉講後も自主的に活動しています。研究
と言っても、いい本を探し出してはみんなで読ん
育ってね。

岡田成光さん

俊貴くん

、＝一

霧．
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すごやか広場

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1
【i

時◇8月9【1、23H

場

l3：00〜13：30

・身体計測（身長・体重〕
・問
二

所◇II向市健康管理；1．〔雪内線218正・21821

場

「1青1契・迂玉遜ζ・カロ奏ξ」（〜令去「D」

13：00−14：00受IJ『

嘩撫螺1）

対 象◇弔成8年1月生まれ
1歳児健康相談〔毎月U［D
日

時◇8月61h火）

・身体計測
・育児相談

！育児．予防接種について｝

時◇8月1H〔木♪

13：00〜14：00受fJ．

場

所◇日向市健康管理亨「（容内線2181・2182）

2料理をする前にはよく手を洗
う，また、台所用品は使用前後に
十分水洗いし、使用後は消毒〔熱

1歳6カ月児・3歳児健康診査

湯消毒など）し、その後よく乾かす．

・身体計測・問診
・内科診察
・歯科診察・集団指導

l3：00〜14：00受付

所◇日向市健康管理．ll『〔倉内線2181・2182／

対

ものを一緒に人れない。

催鷲鰹ついてり

対 象◇平成7年1月生まれ
3歳児健診
時…◇8月2il（金／

を買い、早く冷蔵庫に入れる。買
い物カゴには冷たいものと暖かい

・問診

・栄．養指導

日

場

τ肉・魚・野：菜などは新鮮なもの

1歳児健康相談

対 象◇平成7年7月生まれ
1歳6か月児健診（毎月1同｝

日

《食中毒を予防するポイント》

9：30〜10：00受付

所◇llllll市健康管理．1「・〔倉内線2181・21821

象◇平成5年4月生まれ

豆．食中毒菌は熱に弱いので、中の

方まで火を通す，料理は早く食べ、
作り置きはしない。残った料理を
食べる前には、再加熱する。

※母子健康手帳も忘れずに！！

●8月の休日在宅医

T．冷蔵庫の冷えが悪くなるので、

｛股病院q勺・外・整外・胃腸科容581）0341
4日

2209〕

今・給黎医院

妬1｝ノ、干＝P倉63

q勺・1盾環器科・容54

麻酔科費53

稲原眼科

24591

二二医院

ドアの開閉回数は少なくし、たく
さんの食品を詰め込まない。
⑤休養・睡眠を十 分に取り、健康

1倉52

〔外・産

管理・体力増強に心掛ける。

14471

渡辺病院｛産婦・泌尿骨罫十容57101D
11日

8910，

吉卜H【震F完

尺生∫1；1：医院q勺・整外・

〔i勺・ノ1・児・放身寸宗泉科君54

●8月の献血日程

4．10D

武富医院岐膚科君525522壷

GI、『E

酔科・君52

7111）

＊昌ネ申平十費52

柳Hi医i：完

〔産婦ノ＼手：i・容52

295m

瀧メト病F完

BLOOD

SAVE

LIFE

献血は心の贈りもの

f・代田病院q勺・外・神内・放・理学診療・室外・胃腸・皮・麻
18日

カf、

食中毒f防の三原則，一人ひとり
が、食中毒予防に心掛けましょう，

・小児科医診察
・集団指導

所◇日向市健康管理ll「（費内線2181・21821

場

梅雨・夏は、食中毒の多発する
時期です、食品を取り扱うときは

二礫芦響講）

対 象◇平成8年5月生まれ
7か月児健診（毎月1回l
ll時◇8月301．1（金）

食中毒にご用心

3か月児・7か月児健康診査

受付

q勺・

2、茎09ヌ

7日水日向市役所10：DO〜16．00

．二木医院／産婦
25目

ノ」、レ巳二十倉52

25151

外・胃腸・放射線科・君5444681田中医院〔内・
t務手目り丙1亮

｛零青率申

・宇申糸釜手十容54

28〔〕6）

（タクシー協会協力）

ノ」、島1ケξiち毛

〔内・消化・外・整外・皮・泌尿器科容6312】2〕

※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。

今︑コアジサシが︑お倉

ケ浜でひなを育てていま

藤屋写真印刷株式会社

す︐．浜に行くと親鳥が︑キー

■印刷

キーと鳴きながら頭上を飛
び交います︒親の本能なの

〒棚日向市本町10番5号
費0982−52−2111

でしょう︑人間をも恐れず

日向市企画課広報統計係

に向かってきます︑

■編集

しかし︑先日の台風の余
波で︑いくつかの卵が海に
流されてしまいました
かわいそうだと慰うと司
時に︑自然の厳しさを感じ

平成8年7月20日発行

ました．

■発行

わたしたち人間も自然の
中の生き物です︐自然に逆
らわず︑自然を大切にして

967月号

いきたいものです．︽Y︾

轟伽う浄

後編
記集
d陰．

