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◎災害シーズン到来
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の予測が困難です︒集中豪雨では︑

中小河川の氾濫や上砂崩れ︑がけ
崩れなど大きな被害が予想されま
す︒がけ付近や造成地︑扇状地な
どでは︑できるだけ早めに万全の
対策を立てるようにしましよう︒

自分たちの地域は
自分たちで守る

協力体制は欠かせません．．

いざというときに備えて︑家庭
はもちろん︑地域ぐるみで︑口ご
ろからの対策を立てるようにしま
しよう︒被災後の復旧にも地域の

限に抑えることが可能です︒

圃

風水害について考える
ちり
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ぎ

．︑．．承

縷磐

・

▼．

が可能です︒そのため︑事前の対
策次第で被害を最小限にすること
ができます︒台風や大雨が近づい
たら気象情報には十分注意し︑適
切に対応するようにしましよう︒
しかし︑短時間のうちに狭い地
域に集中して降る集中豪雨は︑そ
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日ごろからの対策を

風水害時の避難所
日向市役所
日向勤労青少年体育センター
日向市勤労青少年ホーム
日向市武道館
日向市中央公民館
日向市文化交流センター
富高小学校
上町保育所
八幡神社
西川内営農研修センター
富高保育園
日向中学校
日向市総合福祉センター
塩見小学校
農村婦人の家
奥野集落センター
永田集落センター
日向高等学校
山下公民館
財光寺小学校
財光寺南小学校
切島山2区公民館
財光寺中学校

曽根公民館
堀一方公民館
畑浦公民館
大王谷中学校
大王谷小学校
日向台不動寺公民館
花ケ丘公民館
庄手公民館
梶木公民館
細島公民館
細島小学校
細島地区コミュニティセンター
細島保育所
日向工業高等学校
岩脇中学校
平岩小学校

永江公民館

長江公民館
富島高等学校
富島中学校
日知屋公民館
日知屋児童センター
日知屋保育所
日知屋小学校
日知屋東小学校

⑫⑳⑳⑳⑱⑳⑳⑳⑳⑬⑫⑳⑳⑲⑱⑰⑯⑮⑭⑬⑫⑪⑩⑨⑧⑦⑥⑤④③②①
は︑次の機会にお知らせします︒

地震災害時の避難場所について

落鹿公民館
高松公民館
宮ノ下地区構造改善センタi
寺迫小学校
美々津小学校
田の原分校

飯谷地区集落センタi
美々津公民館
美々津中学校

幸脇小学校

南日向公民館
曙地区集落センター
金ケ浜地区集落センター
籾木集落センタi
鵜毛分校
遠見公民館
・

⑭㊥⑫⑪⑳⑲⑱⑰⑯⑮⑭⑬⑫⑪⑩⑲⑱⑰⑯⑮⑭⑬⑫⑪⑳⑲⑱⑳⑳⑳⑭⑬

危険箇所は百二十カ所
市では︑大雨の季節を前に青月
九目︑国・県の関係機関の職員ら
と合同で災害危険箇所総点検を実
施しました︒

総点検は︑特に危険と思われる
場所や現在対策工事の進められて
い る 場 所 を 中 心 に実施し︑新たな
危険箇所の追加や危険度の見直し
も含めて行われました︒

この結果︑市では︑新たに一カ
所を追加した百二十カ所を危険箇
所として指定することにしていま
す．︑これら危険箇所については︑

自主防災組織は︑﹁自分たちの
地域は︑自分たちで守る﹂という
認識のもと︑区︑公民館等を母体
として結成されているものです︒
隣保互助の精神を基本として︑そ
れぞれ決められた分担の活動を行
い︑住民が安全に避難できるよう
にするのが目的です︒

男
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遣

5月9日に実施された
災害危険箇所総点検
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台風や豪雨の威力は計り知れな
い反面︑事前の対策で被害を最小
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標示板を設置していますので︑地
域の皆さんは危険箇所の認識をし
て い た だ く と と もに︑避難場所の
確認や日ごろからの対策を立てる

「も「

ようにしてください︒

なお︑これらの危険箇所につい
ては︑順次対策工事を進めていき

、1

／

ます．︑

また︑同時に災害時の避難所に
つ い て も 点 検 を 行い︑風水害時の
避難所として下の表の六十四カ所
を 指 定 す る こ と にしています︒
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3

気象情報に
注意しましょう
台風や豪雨などは︑その襲来時
期や規模︑被害の程度などの予想

、
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日向台保育園は︑高台にある
ため地震による津波の心配はあ
りませんが︑火災や大雨による

眠っているときは︑そうはいき
ません︐保育園の一番の弱点と
高ｦるのではないでしょうか︒

保育園では毎月1同︑避難訓
練を実施しています︒このうち

現在︑私たちの保育園には︑
2回は地震訓練で︑10回が火災

災害に住意をしています︒

遠くは財光寺や大玉谷から通園
している園児がいますので︑気
象状況による通園時間の調整な
どは︑早め早めの判断が必要に
なってきます︒特に︑警報や注

ています．．

これからも︑防災訓練には︑
園児たちをはじめ︑保母も一生
懸命取り組んでいきたいと思っ

に指導していただいています︐

訓練です︒この訓練では︑消防
署の方に来ていただいて︑火事
の話をしていただいたり︑実際
に消火訓練をしていただいたり
しています︒消火訓練では︑保
母の全員が消火器を扱えるよう

また︑一番こわいのは︑お昼
寝の時間帯に災害が発生するこ

意報には︑気をつけています．︑

口向台保育園には︑60人の園
とです．．園児たちが起きている

ています．．

5﹈◎
■集中豪雨とは
集中豪雨は︑短時間に狭い地域
に多量の雨が降る現象のことで︑

れを引き起こす危険もあります︐

梅雨の終わりによく起こります︒
突発的に起こる現象のため予測が
困難で︑中小河川の氾濫や土砂崩

■台風とは
東経囲度より西の北太平洋に発
生した熱帯低気圧を対象に︑﹁台
風﹂と﹁弱い熱帯低気圧﹂に分か
れます︒最大風速が秒速17m以と

または風力8以上になったものを
﹁台風﹂と呼び︑それ未満を﹁弱

■注意報と警報
気象台から発表される注意報や
警報は︑地域住民に注意を呼びか
け︑被害を最小限にくい止めるこ

い熱帯低気圧﹂と呼びます︐

応急処置もできるようになりた
いと考えています︒欧米諸国で
は︑子どものころから最低限度
の応急処置を学ばせていると聞
とを目的としています︒

また︑救護活動も私たちの大
きな役目だと感じています︒災

うえで︑いざというときに適切
な行動がとれるかどうかは︑地
域での横のつながりにかかって
います︒そのため私たちは︑口
ごろから地区内でのコミュニケ
きました︒11本も早くそういう

が︑私たち消防団の役目です︒

私の所属する日向市消防団第
6部は︑堀．方区と曽根区を管

害発生時など救助活動に加え︑

ーションを大切にしています︒
時代になるといいですね︒

地区民の安全や財産を守るの

轄し︑団員25人で約2300世

とされています．．

自分たちの地区は︑自分たち
で守るという精神のもと︑多く
の若い人に消防団に参加してい
ただき︑地域のリーダーとなっ
てほしいと思います︒

れ︑毎年合同で防災訓練を実施
しています︒この訓練では︑避
難訓練や消火訓練︑救護訓練な
どを行います︒また︑緊急時の

連絡体制なども大切な訓練と
なっています．．

防災は﹁家庭から地域から﹂
と言いますので︑区民の方には
この防災訓練に積極的に参加し
て︑防災に対する意識や技術を
身につけてほしいと思います︒
また︑このような防災体制は︑

いまちをつくりたいものです．．

一つの地域だけでその目的を達
成することはできません︒市内
すべての地域で自主防災会を組
織し︑市全体で災害のない明る

の

墨磁ここ︶

毒

する太くて短いもの︶

◎oo

ればユ人に1個︒f備電池を忘れ
ずに準備する︶︑ろうそく︵安定

懐中電灯︵でき

9日●照明器具

自

●携帯用ラジオ
予備電池は多め
に準備しておく

ウォーターや
水筒なども

の．．ミネラル

通さなくても
食べられるも

缶詰など火を

かんパン︑

●非常食品

非常持出品を準備しましょう

いざというときのために

注意報や警報が発表される基準
は︑地域によって多少異なります
が︑日ごろから天気予報や気象情
報に関心をもち︑自分の地域の地
理的特徴やよく出される予報︑被
害状況等を覚えておきましょう︒

る恐れのあるときに発表されます︒

注意報は災害の起こる恐れのあ
るとき︑警報は重大な災害の起こ

日向市自主防災会連絡協議会

会長日野利一さん
︵八幡区一74歳︶

私たちの活動は︑地域住民が
防災活動を通じて防災意識の高
揚を図るとともに︑日ごろから
の訓練を通じて火災等の未然防
止や︑万一発生した災害による
被害を最小限にくい止めること
などを目的としています︒
災害発生時などいざというと
きは︑地域の消防団とともに自
主防災会が力を発揮します︒避
難誘導や炊き出しなど︑区民の
安全を守るために活動します︒
そのためにも︑Hごろからの訓
練などが大切になってきます．︑

現在︑細島地区では︑9地区
中6地区で自主防災会が組織さ
に備えて飲料水を用意すること
も必要です．．

次に︑家の周りの整理整頓や︑

安全点検にも心掛けたいもので
す︒強風は︑大きく重い物でも
吹き飛ばしますので︑車庫・板
塀・アンテナ︑そして屋根瓦等
は︑飛来して隣の家や通行人に
被害を与えます︒早めに点検・

上着・タオル・紙おむ2なども

するようにして下さい︒

また︑風水害は︑突然の気象
変化によって発生することがあ
り︑気象情報がおいつかないこ
ともあります︒口ごろから︑各
家庭で︑万一に備え我が家の防
災について話し合うことも大切

準備しておきましょう︒

補強をしておきましょう︒

山間部︑造成地︑水はけの悪い
ところなどに住んでおられる方
は︑常にその地形︑地質をよく
知り︑浸水や崖崩れ︑土石流な
どにも注意を払うことが大切で

なことではないでしょうか︒

これらのほか︑貴重品︵現金・
権利証書・預貯金通帳・免許証・
健康保険証︶︑応急医薬品︵H薬
や傷薬・胃腸薬・包帯・病人やお
年寄りの常用薬︶︑衣類︵下着・

す︒危険を感じたら早めに避難

また︑河川の近く︑傾斜地︑

動

魎
〜
一

私たちは﹁自分たちの地域は
自分たちで守ろう﹂を基本理念
に︑地域ごとに結成されている

58歳︶

勇さん

自主防災会です．．現在︑市内83

日向市消防本部
警防課長 黒木
︵中堀町

いよいよム﹇風シーズンを迎え
ますが︑災害を防ぐうえで︑一
番大切なことは︑気象情報をよ
く聞き︑軽視しないことです︒

大雨情報を聞いたら︑不要の
外出はせず︑外出先からは早く
帰宅しましょう︒また︑家族と
は︑連絡を取り合い︑お互いの
行動を把握しておくことも大切
です︒

家庭では︑停電に備え︑軌匡
電灯︑予備の電池を用意してお
きましょう︒また︑断水や濁水

γo

響

ペン．

区中34区に組織されています．︑

今︑消防団員は︑各地区で不
足していて︑若い力が大変必要

私たちが︑地域の安全を守る

，

O

︵曽根町一39歳︶

＝．．

帯を守っています．
私たちが管轄する地域は︑海
に近いため︑地震時の津波や大
雨が満潮時と重なったときの高
潮 などに注意を払っています︒
毎年︑地区では︑津波対策訓
練を実施しています．．また︑今
年 は防災訓練も行いたいと思っ

部長久世兼久さん

日向市消防団第6部

時であれば︑私たちの指示どお
りに動いてくれるのですが︑

︵比良区一40歳︶

中西優美子さん

︐

■

児が入園しています︒多くの幼
児を預かっていますので︑安全
面には細心の注意を払っていま

日向台保育園
主任保母

φ

4
5

．

昼寝の時間帯が一番の弱点です
地域の連携で適切な行動を
防災訓練に参加しましょう

風水害に備えて

．おおむね65歳以上の要介護老人世帯にヘルパーを

派遣し、介護や家事のお世話をするものです。
◆病院群輪番制病院運営事業…………………8757万円

「うるおいと生きがいのあるまちづくり」を

平成9年度一一般会計当初予算の
主な事業

目指して、…328億円

入院・治療を必要とする救急患者の治療を日向・
千代田・和田病院で行うというものです。
◆乳幼児医療費助成事業………・………・…・…3425万円

．

市内に居住している満3歳及び4歳になるまでの
乳幼児に対して、医療費の助成を行うものです。
◆在宅老人デイサービス事業………………1億45万円
市内4カ所で、在宅の要介護や痴呆症のお年寄り
を送迎して、健康チェック、入浴、食事などのサー
ビスの提供や日常動作訓練などを行います。

◆林道整備事業………………・…………・・1億6648万円

森林の保育等二業の効率化を図るため、平尾・上
赤木線、永田・小原線に林道を開設するものです。
◆庄手川ふるさとの川整備事業…………・1億500万円

港の景観を活かした施設づくり、また庄手川の湿
地帯の植物、昆虫、水鳥などとのふれあいの場を創
出するものです。
◆中小企業特別融資貸付事業………………・・…・3億円

中小企業の育成のため、営業上必要な設備資金や
運転資金を低利で融資するものです。

平成9年度会計別予算の内訳
訳
内
◇一般会計
◇特別会計
公営住宅事業
住宅新築資金等貸付事業
亀崎土地区画整理事業
亀崎北土地区画整理事業
財光寺南十地区画整理事業
細島東部住環境整備事業
城山墓園事業
簡易水道事業
ド水道事業
農業集落排水事業
国民健康保険事業
老人保健事業

◆農道整備事業………・・

会

費

労

1200万円
7500万円
38億3000万円
47f意1000万円

費

〆／

◆都市下水路築造事業……・…………・…・1億4000万円

商

工

費

15，910円

̀・

A1．

費

へ

土

木

お倉ケ浜総合公園、大王谷運動公園などの再整備

五反の内、西草場地区のがけ崩れ崩壊防止工事に
より災害から市民の生命、財産を守るものです。

費

．

63，819円

民

生

費

◆防災まちづくり事業……………・……・……・3494万円

防火水槽の設置や消防機庫の整備、小型動力ポン
プ付積載車を配備するものです。

84，933円

置

@

往還・大原地区の生活排水や雨水などを流す下水
路を整備するものです。
◆地域スポーツリフレッシュ事業……………6000万円

◆急傾斜地崩壊対策事業・………………・…・…4520万円

ｰ

30，395円

◆街路整備事業………………・………・・…3億4450万円

細島東部地区の良好な住環境を形成するために、
必要な公共施設の整備を行うものです。

s訊
務

ものです。

を行うものです。

d癖
総

亀崎、亀崎北、財光寺南、南町、日向市駅周辺地
区の区画整理事業により、総合的なまちづくりを行
い良好な住環境の形成と有効な土地利用を促進する

◆細島東部住環境整備事業………………1億1650万円

18億4714万円

働

◆土地区画整理事業………………………12億1800万円

下ケ浜通線、高砂通線（仮称）、日知屋財光寺通線
の道路を、安全で快適、また、市街地形成のための
骨格となる道路として整備するものです。

24億3000万円

52円

4，267円

ｫ

を行うものです。

一般会計予算

327億9214万円

日豊海岸国定公園の景観に留意しながら、オート
キャンプ場や園路・広場等の整備を行うものです。
日向サンパーク内に温泉を活用した保養施設の整
備を実施するにあたり、その前提として温泉の掘削

2800万円
14007∫F］

317，666円です

議

費します。

今月号では、皆さんの税金などで賄われている
市の予算について紹介しましょう。

4000万円

◆道路新設改良事業………………・………3億600万円

総額約328億円で、骨格予算であった8年度に比
い伸び率となっています。

5500万円
2億1500ノゴ「∫

，

特別会計123億5百万円、企業会計18億5千万円の
べ28億7千5．白万Fl多くなっていて、近年にない高

600ノ∫円

一般会計予算は市民1人当たり

…・…・・9179万円

…1億3100万円

8億9000ノ∫円

予算総額

本谷地区ふるさと農道などの整備を行うものです。
◆日向サンパーク整備事業………………・…・・…3億円

◆温泉掘削事業…………・

123億500万円

凱

権現原線、中村西川内線、二毛籾二線、臨時地方
道の道路の整備を行うとともに、交通安全施設を整

度ア算が決定しました，一一般会計186億4千万円、

186億4000万円

◇企業会計（水道事業〉

◆農村総合整備事業………………………1億1800万円

平岩日の平地区の集落道の開設や塩見小原地区の
ほ場整備などを行うものです。

平成9年第1回日向．市議会において、平成9年
9年度予算額

翼馬孟6

◆南日向駅前広場整備事業………………・…・・4000万円

了一一一ノゴ

「平岩地区地蔵の里づくり基本構想」の具現化の
一つとして、ふれあい夢広場の整備事業を実施する
◆小中学校整備事業………………・………3億453万円

衛

生

費

22，500円
@郷1

@『

◆伝統的建造物群保存地区保存整備事業……4850万円

「

16，998円

1

高校、専門学校、短大、大学などへの進学のため
に教育資金が必要な方に低利で融資するものです。
◆地域文化財保全事業………………・………・・3450万円

市指定文化財である高鍋屋の保存整備を行うもの
です。

7

教

育

33，021円

防
〆4

費

費

農林水産業費

債

費

D．

黶Ar4．．

ものです。

◆消防緊急指令台等整備事業……………2億1160万円

消防緊急通信指令装置、気象情報収集装置の更新、
地図検索装置の新設、指令台整備に伴う待機室の移
設等を行うことにより、迅速的確な消防行政を推進
するものです。

災害復旧費その他
171円

14，284円

梶C，Lk

公

31，316円

．

H誰

美々津町並みに残る歴史的な建物や土塀などの修
理・修景・復元を行うものです。
◆教育資金融資貸付事業………………・・…・…2500万円

消

f癖轍

璽﹁III．了1．r

平岩小学校の耐震補強などの改造や美々津中学校
屋内運動場の増改築などを行います

の

◆生活保護……………・…・…………・……8億3196万円

病気や高齢のため生活が困窮している方に医療費
や生活費を援助するものです。
◆ホームヘルパー派遣事業………………1億6900万円

6

V L ︶ を 製 造 販 売する会社です︒
公害防止協定書は︑大気汚染防止対
策や水質汚濁防止対策︑騒音対策及び

や家旦ハなどに用いられる平行合板︵L

5月8H︑市は︑昨年5月に細島4
区 に 誘 致 し た 掬 サンテックとの間に︑
公害防止協定を締結しましな︑掬サン
テックは︑県産材を利用して住宅建築

は︑目向市企業﹂︶地促進条例に基づく

ます﹂とあいさつしました．︑

市民に愛される企業となるよう頑張り

後︑石川社長は﹁この協定書を遵守し︑

協定書締結式は︑野別知秀市議会議
長の迄ち会いのもと︑赤木山面日向市
長と石川靖彦掬サンテック代表取締役
社長との間で執り行われました︒締結

日向総合設備㈱

財光寺287番地3

52−881

富高6345番地15

細島水道工業
．橡松岡水道工業

52−12＝

平野町1丁目27番土せ

54−221

財光寺1420番地2

ス
ビ

．株

52−27＝

日知屋ワ35番地
52−45二

業
工
田

、

﹁㌦︑

」口

禰

｛

へ

「

幡屋公園

細島港を見下ろす

・無・

」

月

曙農村公園

自然石で池を造った

のもちまきが行われました︑

約80人が参加し︑神事に続き紅自

竣r式には︑地区民や関係者ら

ります．︑

これまで曙地区にも広い公園が
なく︑地区内で初めての公園にな

す．︑総面積は︑約3800．平方m．．

田を埋め立てた用地にゲートボー
ル場や芝生広場を整備したもので

6年度︑通称﹁岩
の原﹂と呼ばれる
岩場に︑あずまやと自然石を利用
した池を整備し︑平成8年度では

この公園は平成

ました．．

の落成式が行われ

は﹁曙農村公園﹂

同日︑曙地区で

祝いました︒

ちをまいて完成を

カテーフカットを
したあと︑紅白も

主催の落成式が行
われ︑赤木市長ら

4月27H︑地区

難場所としても利用されます．．

畑浦区内には︑これまで広い公
園がなかったことから︑憩いの場
として︑また︑災害時における避

ます︑．

遊具や休憩所︑トイレなどがあり

00．平方mで︑コンビネーション

市は︑畑浦地区内に公園を整備
しました︑公園の名称は︑﹁幡浦
公園﹂一︑公園は︑商業港とL業港
に挟まれた山の高台の広さ約50

コ

・，＝

藤

、

へ
」
塁｛

また︑協定書締結後︑㈱サンテック

悪臭対策など全17条からなり︑地域住

指定L場として指定書の交付を受けま
雇用の増大を図ることを目的に︑奨励
措置を講じるものです．︑

日向市生活モニターを11人目委嘱

永江町2丁目58番雄

54−32∠

平岩曙区と日知屋畑浦区

市は︑日用品等の価格調査や消
費生活に関する意見提供などを行
う日向市生活モニターにU人を委
嘱しました︒おおむね1小学校区
に1人で︑任期は2年です︒モニ

財光寺4863番地30

52−321

■

ターは︑次のとおり︵敬称略と．
▽石川由美子︵向江町︶▽黒木孝

52−341

備

一

栄︹塩見︶▽福井トメ．丈富高︶▽田

富高6333番地2

LJ

丸幸代︹江良町︶▽溝口下代子︵浜

53−36芝

z

町︶▽児玉静枝︵細島︶▽藤嶋見チ

曽根町1丁目110番」

有昭栄設備工業
富山水道工務店
株

㈲新設備工業

＝コ

︵比良町︶▽山日タマエ︵財光寺︶▽

富高6345番地47

52−72∠

；

佐保エミ︵平岩︶▽黒木ひろみ︵幸
脇︶▽尾崎美穂子︵美々津︶

作文の部︵小中学生が対象︶︑図画

です︒7月4日までに市水道課へ

対象︶︑標語の部︹どなたでも︶

の部︵同じ︶︑習字の部︵小学生が

ントが︑全国的に開催されます．︑

毎年6月ユ日から7口までの1
週間は︑水道週間です︒︑この期間
中︑水道に関する啓発事業やイベ
提出してください︒

水道料金を改定します

52−18芝

めてください一︑

財光寺449番地4

株佐藤設備工業

蛇口をひねると︑いつでもきれ
いな水が出る水道の便利さに慣れ
過ぎている今H︑この機会に水の
大切さを改めて見直し︑理解を深

54−86≦

疋＝

指定工場の指定を受ける石川社長

今年4月1日からの消費税率の
引き上げに伴い︑水道料金につい
ても6月検針分からこの税率が適
とご協力をお願いします︒

用されることになります．︑ご理解

水道工事は市の指定店で
水道の新設や増設︑修理工事は︑

財光寺279番地2

有1小泉管工事工務店

し出しています︒

財光寺407番地

54−OO≡

椥コダマ設備工業

本町9番19号

市の指定店でなければ行うことは
できません︒詳しくは︑市水道課

貨甲斐設備工業

囚容5215228︶へ．︑

原町1丁目84番地

54−55芝

ワ

日知屋3974番地2

民の健康と生活環境の保全を図ること

や

テープカットを行う赤木市長ら

岩場の横に完成した曙農村公園

地
在
所

市では水道週間期間中︑権現原
浄水場の開放︑水道﹁事に関する
相談所の開設︑蛇﹇のパッキンの
無料取り替えを実施するほか︑広
報教材としてビデオをいつでも貸

水道工事指定店一覧表

．また︑第39回水道週間協賛懸賞
の募集を行います︒募集内容は︑

胴

54−01〔

．株1丸善水道工業

吉

脚

㈱

イ

ア

日

財光寺3536番地2

電話

水道工事指定店

52−251

日向管工事協同組合

した．︑この指定は︑市の産業の振興と

大切に

がうたわれています．︑

公害防止協定書に調印する赤木市長

公害の著い明るい日向市づくり屠

﹀
う

k謡

54−65∈

イ

−﹂

限りあるいのちの水を

8
9

有．1あべ水道設備

．椥

ρ
ら

﹁

﹁

．﹂

﹇．﹄

4月22日から5月6日まで、オーストラリア・ゴー

ラ市の中、高校生ら14人が日向市を訪れ、市内の各家

協

r監ミ

加盟50団体のうち6団体約100人が参加。

んは︑20年ほど前から絵本の手作

りに取り組んでいます︒これまで
に136冊を作っています︒

長岡さんが手作りの本に取り組
むようになったのは︑64歳のとき

延岡市の教会で目の不自由な母親
に連れられた4歳くらいの男の子
と出会ってからでした︒その男の
子に出会ったとき長岡さんは﹁親
に絵本を読んでもらえないのは︑

かわいそうだな﹂と感じ︑それか
らその子のために絵本を書いて︑

噛入．

毎年恒例の砂の造形

ケ浜で開催され、家族
連れや友人同士など総
勢68チーム約600人が

参加しました。今年は、
第10回記念大会。

参加者らは、砂まみ
れになりながら、巨大

じな

に汗を流しました。

︐

といった戒めなどが盛り込まれて

くれました︒

ものを書くことの大切さを教えて

と見えてきます﹂と長岡さんは︑

あの男の子に出会えたことを︑本
当に感謝しているそうです︒
﹁今︑自分史を書いています︒
ものを書くということは︑すばら
しいことですね︒書かなければ気
が付かなかったことが︑だんだん

現在︑その絵本を贈っていた男
の子も大学生になり︑長岡さんは

います︒

書きました︒

﹁絵を描くことは︑女学校時代
から本当に苦手でした﹂と言われ
る長岡さんの言葉とは反対に︑で
きあがったその絵本は本当にすば

とんどが動物や虫たちです．．

長岡さんの作る絵本は︑クレヨ
ンや水性絵の具で色鮮やかに描か
れています︒物語の主人公は︑ほ

よ﹂と長岡さん︒

絵本は作っていません．︑しかし︑

に誤る﹂﹁相手をすぐに許せる﹂

かせる絵本ですから︑その物語の
中には﹁悪かったときには︑素直

イトルのものでした．．子どもに聞

長岡さんの作った絵本の第−号
は﹁三輪車と子ねずみ﹂というタ

らしく夢のあるものです︒

大会が5月18日、お倉

﹁物語は︑全部白分で考えまし
た︒いくつものアイデアが浮かん
で︑自分の時間が持てないくらい
に忙しかったことを覚えています

もちろん︑その子の母親は︑目
が不自由でしたので︑絵本の文章
は点字です︒そのために長岡さん
は︑友人から点字を習って文章を

贈るようになったそうです︒

こぐ

▼お倉ヶ浜に巨大生物出現

黒木倉吉さんをしのぶ
歌碑を建立

式が4月24日行われました︒

除幕式には︑約80人が出席︒遺

族の方や教え子の代表が︑﹁朝凪
の海ま近なる丘の上に妻のたのめ
るよもぎ草摘む﹂と刻まれた歌碑

深めました。

の除幕を行いました︒

亜

ゴルフで交流を

畢
なタコやカメ、ワニと
いった動物などの製作

．諺 日向市出身で︑日知屋小や平岩
小︑細島小などの校長を歴任し︑
．易 また日向市文化賞の受賞者でもあ
る故・黒木倉吉さんの功績を後世
に伝えようと︑教え子らが御鉾ケ
浦公園に歌碑を建立し︑その除幕

岡

長

後、グラウンド・

﹁あの子との出会いが︑私の本
との出会いにつながりました︒お
礼を言いたいのは私の方です﹂︒
富高の花ケ丘区に住む長岡光枝さ

式では、財光寺南ミニバスケットスポーツ少年
団の川崎昭裕くんと十屋悠美さんが「スポーツを
通じ、友情と協
力と喜びを学び
ます」と、誓い
の言葉を述べた

︑硬

口向市スポーツ少年団の結団式が4月27日、日

向岬グリーンパークで行われました。結団式には、

0﹁0ωml⊂コ

ものを書くことは大切です

■ひむか疫

︺⑲

ま5の甜

気づかなかったことが見えてきます

ニゴレ多

鮮や

今年の夏には、 日向の中高校生がゴーラ市を訪れ、
i交流を深めることになっています。

鱗ぺ．
望6ジ

長岡さんの作つ

2凝諺

〃
11

「
7．

枝さん（85歳：花ヶ丘）

光
136冊の絵本を手作り

学びます
▼友情

一三にホームステイしながら交流を深めました。
職
一行は滞在期間中、料理や生け花などの日本文化を
幽体験したり、市内の学校で生徒たちと交流したりし、
観たくさんの思い出や友達をつくりました。

訟」
」

出たくさんできました
楽しい思

ノ
ねコ
ム
ム
し
ロ
ロ
ロ

希望する方は市総務課（雪内線2223）まで

軌爪1」Tnp7r℃
■広報紙に掲載された写真を差しあげます。

わんぱくくん（江良町）

（1歳10ヵ月〕

）
気に大きく育ってね。

病気なんかに負けず、元

《みやざき21世紀文庫》

「日向ものしり帳」
■子育て相談

午前10時〜午後4時30分

◇とき06月14日︵土﹀・28日︵土︶

とでもお気軽にご相談ください︒

は︑子どものしつけや食事︑排泄
のことなどに関する無料相談所を
開設しています︒どんな小さなこ

市内の認可保育園︵19力園︶で

研究者による、親子で読む郷土読本。

表紙を見せて、優

ゐ朔臨亀w滞晒

・1

しい声で読みます。

にお越しください︒

昔︑男の子2人目母親役をつと
めました︒今は︑孫2人のおばあ
ちゃん役をつとめています︒これ
からは︑皆さんのよき相談役にな
れるよう頑張りますので︑お気軽

児童相談員︶

の教職経験をもつ︒前日向市家庭

◇相談三日永野博子さん︵31年間

「おっぱい」

椎葉龍也さん
高砂町︶

︑レ

︵21歳

青春卜ーケ

いきい壱

︵19歳⁝梶木︶

児玉 知美さん

◇ところ1ーアスティ日向寿屋3階

繁殖しているのですが︑冬季には
暖かいところに降りてくる漂鳥で
す︒

私がその鳥に出会ったときは︑
人々が山道で踏み付けたシイの実
を5羽ほどで無心についばんでい
ました︒私は︑あの可隣なソウシ
チョウが暖かさとえさを求めて︑
はるばる黒潮洗う権現崎まで飛ん
で来たかと思うと︑そのいじらし
さに感動せずにはいられませんで
した．．

また︑春と秋の渡りのシーズン
になるとここでは︑ホトトギス︑

カッコウ︑ツツドリ︑ジュウイチ
たちや︑その他の珍しい小鳥たち
にも出会えるのではないかと思わ
れます︒これらの鳥たちは︑ここ
を中継地として4︑5日滞在した
後︑山手の方に飛んでいきます︒
ヤブツバキの咲く山道で︑ヒヨ
ドリやメジロがくちばしを花粉で

一口中見ていても飽きることは

黄色に染めて︑花から花へ移って
いく姿を見ていると︑身も心も和
み︑

みやにしたつや作・絵

1歳児が喜んだ本
《読みきかせシリーズ1》

6

権現崎の森は︑こうした自然環

ありません︒

近代まで神話・伝

薩
ノ、
9
上覧f斧
●
歴史
・
言見

日向ものしり帳

宮崎県の三代から

り
ゆ
ぞコ

−■■鵡
馴國幽臨「．−三ア．

石川恒太郎著（日向市生）

r﹂

大人になってね。

子育 て
だ より

第75回オール読物新人賞受賞作。，
二人とも、希望をもった

翠勧

フクロウについて述べましたが︑

権現崎にはフクロウだけで な く ︑
そのほかにもさまざまな生き物が
住んでいます︐

あるときには︑ソウシチョウと
いう︑小さくてかわいく︑また︑

美しい鳥に出会うことができまし
ンドを原産地とするメジ ロ や ウ グ

た．．ソウシチョウは︑中国からイ
イスに似た鳥です．．

えん坊になった夏希ちゃん。

じませた時代連作。

妹ができて、ちよつと甘

宇江佐真理著
イ

先月号では︑権現崎で出会った

権現崎の自然︽下︾

璽 吟．

一成くん

この鳥は︑夏季には祖母山のよ
うな高くて涼しいところに生息し

（1歳4ヵ月）

境に恵まれたすばらしい場所で

か．．

趣味と言って、これというものはありませ

幸真ちゃん

す︒野外活動の好きな方も︑そう
でない方も︑森林浴をかねて︑ぜ
ひ一度権現崎をたずねてみません

にもだいぶ慣れたきました。

おばあちゃんが、大好き

彦

β

永野博子さん
んが、休みの日などはよくショッピングに出
かけます。長期の休みが取れれば、ゆっくり

と旅行に行きたいなと思っています。

た反面、難しさも感じています．サービス部
門ですから、これからは一人でも多くの方に
顔を覚えていただきたいと思っています，

担当しています。入社して1年が過ぎ、仕事

（2歳IOヵ月〕
ともみ

子どもたちは、ファ
L
ーファーとうれしそ
うな表情でおっぱい
」
を見ています。おっばいというのは、子
．どもたちにとって、とってもいいものな
のですね。頭なでなで、大きくなあれ！
と読んであげてください，

JA日向日向支店で、預貯金の窓口事務を

ホテルベルフォート日向のサービス部で働
いています。披露宴やパーティが、主な担当
です。入社して3年、やりがいのある仕事だ
と実感しています，しかし、仕事に慣れてき

夏希ちゃん

ろくでなしの問夫
をかばって死罪にな
ろうという芸者の心
情を切々と綴る。捕
物に男女の交情をに
なつき

1「幻の声」髪結い伊三次捕物余話

博信・千恵さん家の
梅野

こんにちは
図書館です
，

な一成くん。

施ぱし・

7ル

1《新しい本》

イ《《＼

物の幅広い領域にわ
たって分かりやすく
説く。在野の博学の

ド

いっせい

◎

おてんばちゃん（権現原）
ソウシチョウ

真二・節子さん家の
本宮

聡婚し欝軸犠錺

●みんなの広場

定期限が切れますので︑6
月中に市健康管理課に健康
保険証︑老人医療受給者証︑

印鑑をもって手続きを済ま
せてください︒

︽老人医療受給者で社会保
険に加入している方へ︾

保険証が変わったとき
は︑速やかに市健康管理課
へ届け出てください．．

詳しくは︑市健康管理課
︵容内線2153︶へ︒

体︑個人を問いません︶

なお︑6月10口︵火﹀に︑

5月までに認定された方の
6月定期支給分︵2月〜5
◇申込方法11所定の申込用

頭④日向音頭
◇参加資格 制限なし︵団

月分︶を振り込みます︒

課内・日向ひょっとこ夏祭
り実行委員会︵容内線26

資源回収事業にご協力を

35︶

老人医療受給者が入院し
た と き の 一 部 負担金は︑1
限りある資源を浪費して

◇対象11全く泳げない︑ま

て処理しています．︺

日㎜円となっていますが︑

する循環型社会を構築する
ために︑容器包装リサイク
ル法が︑本年4月ユ日から

市では︑97口向ひょっと

たは︑10メートル程度しか

ら︑限りある資源を大切に

児童手当の現況届

現況届は期間内に

現在︑児童手当を受給し
ている方は︑毎年6月に養
育の状況等を届け出る﹁現
況届﹂を提出しなければな

﹁車を他人に譲った﹂など

の場合には︑口幅県税事務
所︵盈5214148︶へご
連絡ください︒
97日向ひょっとこ夏祭り参加者募集

O．

・㌦︒：

ぐ

ちびっ子水泳教室

泳げるようになりたい
ちびっ子集まれ

◇場所11中央通線︵富島高

3日︵日︶の午後6時〜9時

︵1回1時間︶

冾ﾜでの毎週口曜日8回

◇期日117月6日から8月

します︒

市では︑泳げない小学生
を対象に︑水泳教室を開催

校前通り︶

今年はあなたの踊りを
見せてください

えて︑必ず6月2日から30

超えた場合は抽選︶

〜

〜

⁝

〜

〜

〜

αααな敏αな

〜

ea2Z9まe

今回︑この予防接種の実
施病院に︑済生会日向病院

実施しています︒

医療機関で︑生後3ヵ月の
乳幼児から中学生までを対
象とした各種の予防接種を

現在︑市では︑市内24の

予防接種の実施病院が
新たに増えました

健康管理課からのお知らせ

◇参加部門一①ひょっとこ
踊り②日向サンバ③平成音

宮崎県女性就業援助セン

女性の皆さん
ワープロを学びませんか

県女性就業援助センターのお知らせ

︵容内線2164︶へ︒

詳しくは︑市福祉事務所

ご注意ください︒

また︑この児童扶養手当
は︑受給資格に該当するよ
うになった後︑請求をしな
いままに5年を経過すると
請求権がなくなりますので

日までに市福祉事務所17番
窓口に提出してください︒

りません︒この﹁現況届﹂

2日︵月︶です︒

市民税がかかっていない世
帯︵非課税世帯︶に属する
方で︑老齢福祉年金受給者
の 場 合 は ︑ 1日㎜円を2カ
月間だけ支払えばよい﹁減
施行されました．．

こ夏祭りの参加者を︑次の

・叢々・

額認定﹂の制度があります︒

とおり募集します︒

去に受講した児童を除く︶

泳げない市内の小学生︵過

しまう使い捨ての時代か

また︑食事代も1日励円
かかりますが︑市民税の非
課税世帯の属する方は︑申
請により1日㎝円︵過去1
この法律は︑消費者は分
別排出を︑行政は分別収集
を︑事業者は再商品化︵リ
サイクル︶をするというも
のです︒今回︑対象となっ
ている品目は︑ガラス容器
を提出しないと︑6月分以
降の児童手当の支給を受け
◇日時118月2日︵土︶及び

しています．︑ペットボトル

21世紀の道路のあり方に

ついて︑意見を﹁21世紀の

ます︒

場合は1日㎜円︶に減額さ
とペットボトルです︒
ることができなくなります︒

現在︑これらの制度を受
については︑回収効率等の

いてガラス容器・アルミ容
器・古紙・古布を分別収集

けている方も5月31日で認

意ください．

◇募集期間116月2ロから
冾ﾜで

◇参加料113000円︵傷

害保険料を含みます︶
◇申込先11市教育委員会社
子メールでも受け付けます︒

くらしと道のかかわり・交
通安全の確保などの重要な
テーマについて︑あなたの
自由なご意見・ご提案をお
寄せください︒意見・提案
は郵送のほか︑FAX︑電

会体育課︵雪内線2455＞
21世紀の生活とみ ち を 考 え る 委 員 会

﹁中間とりまとめ﹂を入
手したい方は︑建設省九州
地方建設局延岡工事事務所
調査第二課︵倉09821
￨1155︶または宮崎
県土木部道路建設課︵aO

ターでは︑女性のための

R0

あ な た の 声が
道づくりにいかされます

生活とみちを考える委員
98512617180︶へ︒

◇講習場所11日向高等職業

00

タ電

湾

所二業材工カ所

市総

日
︻﹂
2

日

社会福祉協議会扱分
4月30日現在

愛のご寄付・敬称略・

日日日
0︾14
6
2

㈹㈱㈹ ⑳

日宮第ア九九北

﹁
三県崎
キ

州港

轟糖木管

00

会﹂までお寄せください︒

ワープロ講習を行います︒

希望する方は︑お早めに申
し込みください︒
◇講習課目1ーワープロ講習

訓練校︵財光寺下ケ浜︶

O0

区

畠◇募集定員1150人︵定員を

︵小児科外来費631132

1︶が新たに加わることに
なりました︒予防接種を希

望する方は︑市内の病医院
で受診するのと同様に︑あ
らかじめ電話予約を行って
受診してください︒

また︑予防接種について
詳しくは︑現在配布中の平
成9年度予防接種表をご幽
ください︒

鶴井

定雄
外園庄次郎

豊一

文子

赤木キクノ

糸平メリ子

今村

児玉

茂

オイ

黒木キミエ
黒木

貢

◇交通事故巡回相談
壷岐

ところ■青少年ホーム

福祉事務所 か ら の お 知 ら せ

ご存じですか
児童扶養手当

◇受講資格11女性︵初心者︶

初の3月3一口までの間にあ

◇受講料11無料︵ただし︑

月4日︵午前9時〜12時︶

る者︒障害児は20歳未満︶

テキスト代として謝円︶

献血は心の贈りもの

24

井上

とき■6月10卜1けぐllO：00〜15：00

建設省の諮問機関である
道路審議会の﹁21世紀の生

活とみちを考える委員会﹂
は︑平成10年度からスター

トする新しい道路計画の基

一

6月の相談日程

小合瀬カツ子

ところ■市中央公民館
◇年金巡回相談

静往山曽田堀堀立山千迎
岡
の一一
束洋
山椿下根原方方縫下口園

き■6月19日［木｝10＝30〜14：30

と
・

簾難二巴畿・茎摯

◇講習日程116月30日一7

を扶養している家庭の生活
安定と自立を促進するため

◇定員1120人目申込多数の

◇募集期限閏6月23日︵月︶

◇申込・問い合わせ11宮崎

県女性就業援助センター日
主

︵18歳に達する日以後の最

O0
R0

O0

O0

R0

O0

O0

O0

地

LIFE
SAVE

O0

喪

児童扶養手当は︑父と生
計を同じくしていない児童

に支給される制度です︒

向地区相談所︵實52113
45︶

※ただし︑月・水・金曜日
の午前9時から午後4時ま
で受け付けます︒

人

場合は抽選︶

対象となる児童は︑①父
母が離婚︑②父が死亡︑③
父が障害の状態にある︑④
父が生死不明︑⑤父が1年
以上遺棄している︑⑥父が
1年以上拘禁されている︑
⑦未婚の子などです︒

その他︑所得制限などの
要件があります︒

一
6月の献血日程

年間の入院が90日を超える
れる制度もあります．．

現在︑市では︑資源回収

農協または郵便局で納めて
ください︒納期限は︑6月

◇問い合わせ11市商工観光

詳しくは︑市福祉事務所
児童母子係︵容内線216
県税事務所からのお知らせ

4︶へ︒

紙に必要事項を記人して︑
日向ひょっとこ夏祭り実行
委員会へ提出してください

O0

事業を市内42地区で行って

また︑﹁納税通知書が届
かない﹂﹁使用していない
車の納税通知書が届いた﹂

る月です︒最寄りの銀行︑

5月は︑自動車税を納め

自動車税の納期内納付を

一

この資源回収事業は︑本
年度中に市内全域で実施す
る予定ですので︑皆さんの
ご理解とご協力をお願いし

問題から︑燃えるごみとし

い内は前恥ヒ

6月初めに案内を郵送し
ますので︑必要書類をそろ

52−2111

ただし︑これらの制度を
受けるためには︑事前の届
け出が必要ですので︑ご注

環境整備課からのお知らせ

4月中の交通事箪

一

一

一

マ

一静ムツ
j並ネエ
一勝末和
枝嘉光征
向向中
曙江江
町町原

一

κ
拶

市役所は魯代表
本的な考え方の﹁中間とり
まとめ﹂を作成しました︒
今後の道路政策の目指す
べ き 方 向 や ︑渋滞の緩和・

撃竺・靱，砺

BLOOD
GIVE

故
児鈴柏橋玉木田本

31

20

一
6月の納期
1

1

⑰市は「身元調査お断り運動」を推進しています
レ市政ニュース・行事は市政テレホンサービス容52−2000・2070へ

﹁︑ノ

rカ﹂

ノ

﹂

﹁

r

ノ

こ

﹁

rす

﹂

広場

飽 食 の 時 代と．百われるこのごろ︑私た ち の
身の回りにはインスタント食品やレトルト食
品︑ファーストフードなどさまざまな食べ物
が増えてきました．︑昔は﹁おふくろの味﹂と
福 墲 黷 ﾄ いたものが︑今や﹈ふくろの味 ﹂ と

なっています．︑

」．．

1＼一イ！

保健婦です
﹃︑

石

o己︑

﹁おふくろの味﹂と．言えば︑和食ですね︒
和 食 に は ︑ 次のような効果があります︒

︹レ大．豆やヴ腐の出番が多くなり︑低カロリー︑

高タンパクの食事ができます．︑

②海藻︑アサリ︑小魚などで鉄︑カルシウム

を多く摂取できます︒

言．ワや穀類などで︑食物繊維も豊富です．．

④四季折々の野菜中心で自然にビタミン︑ミ

ネラルが摂取できます．︑

ハンバーグやカレーライスなどの続いた翌
日は︑おから︑ヒジキの煮物︑野菜の煮しめ

■面一訓＼M帽ヨ︸0廓囹﹄田O⊃コ隣

など︑﹁おふくろの味﹂にしてみませんか︒

レ●

冤

（

荊
■益瑚癖＼□罰﹂覗︸緯η製侃臼

向洋クリニッ

ク

G必尿壽号千十君52

5488）

3か月児健診（第2・4金曜［D

HI

［i

病院（内・放・精神・神経科費63221D

対 象◇平成9年3月生まれ
7か月児健診晦日1回）

1日
卲

煢ﾈq勺・・」・児・胃腸科君52（188〔．D
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近ごろ︑九州では地震が

多いですね︒5月13日に鹿

児島県川内市で発生した地
震では︑H向市でも震度3

〜2の揺れを感じました．．

．害われることは︑日ごろか

今月の特集では︑風水害
について掲載しました．地
震や風水害の対策でいつも

非常持出品を常に準備し

らの心構えと準備です．．

ておくということは︑地震
や風水害時だけでなく︑あ
らゆる災害時に大切なこと

です．︑薬や衣類など︑自分

の家庭にあったものを準備
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〜増減内容〜

出生 58人死亡 36人
転入625人転出414人

