広 報

うるおいと生きがいのあるまち

ゆ噛

♂

．w10Nα51。

︐

鳥のように風のように飛んだよ
10月11日、日向養護学校で熱気球の体験試乗が開かれまし

た。これは、「鳥のように、風のように、大空を飛びたい」
という障害者の願いに答えようと、佐賀県のボランティアグ
ループ「ビーバー・バルーン・ウラフ」が行ったもの。試乗
した子どもたちは、気球の大きさに驚き．、また、バーナーの
音にびっくりしながら、自分のまちを上空から眺めました。

特集明るいまちづくりを目指して「人権尊重都市」を宣言

明るいまちづくりを目指して

@

この中で︑同和問題に関する差別
意識の解消については︑地域改善対

@

@

@

り︑人権を差別されることなく享有
できるしと述べています︒
また︑国際連合では︑この宣言に
法的拘束力をもたせるため︑196
6年に﹁国際人権規約﹂を採択．︑今
や国際人権規約は︑人権に関する世
界の憲法となっています．．我が国も
1979年6月︑批准︵条約を国家
の元首が承認すること︶し︑現在は
120を超える国々が批准を終えて
1995年12月︑口本政府は﹁人

います︒

種差別撤廃条約﹂に加入しました︒
また︑この年から﹁人権教育のた
めの国連10年﹂がスタートしたのを
受け同年12月15日︑﹁人権教育のた

めの国連10年﹂推進本部を設置し︑

今年7月4日︑﹁人権教育のための
国連10年﹂に関する国内行動計画を
発表しました．︑

さらに1996年12月17日には︑

人権新法と言われる﹁人権擁護施策
推進法﹂が成立し︑差別解消のため

後もこの問題に固有の経緯等を十分
認識し︑これまでの同和教育や啓発
活動の中で積み上げられた成果を踏
まえ︑すべての人の基本的人権を尊
重していくため︑さらに人権教育︑
人権啓発を発展的に再構築していく
必要が重要であるしとの考え方を尊
重するとしています︒

私たちは︑﹁人権尊重都市﹂の宣
言を機に︑同和問題をはじめとする
あらゆる差別の撤廃に対し︑努力し
ていかなければなりません︒

ご承知のように︑今や人権問題は︑

平和や環境の問題とともに︑世界に
おける最も重要な問題とされていま
す︒中でも人権尊重は世界の大きな

@

@を冒＝昌
@

きましょう︒

そして︑一人ひとりのかけがえの
ない命と人間の尊厳を大切にしてい

せん︒

そのためには︑私たちが人権にか
かわるその他の課題についても︑偏
見や差別を取り除き︑人権を尊重す
る意識を高めていかなければなりま

に考えていく必要があります︒

特に︑女性︑子ども︑高齢者︑障
害者︑アイヌの人々︑外国人︑HI
V感染者等︑そして刑を終えて出所
した人などに対する人権問題を真剣

しています︒

りますが︑同和問題をはじめとして
現実的にさまざまな人権問題が存在

の国連10年﹂の国内行動計画にもあ

政府が発表した﹁人権教育のため

権の世紀﹂と言われています︒辱

潮流となっており︑来る21世紀は﹁人

議﹂が可決成立しました︒

いて﹁人権尊重都市官三．ロに関する決

このような中︑今回の市議会にお

ました．︑

の教育︑啓発の推進︑人権侵害に対
する救済に関して︑2〜5年をめど
に方策を打ち出すこととが決められ

一人ひとりの人権を守りましょう

@

︐﹁人権尊重都市﹂

@

べての人民とすべての国とが達成す
べき共通の基準Lを示すとともに︑
﹈人は生まれながらにして平等であ

@

□縄識量

我が国における人権問題として特
筆すべきものとして同和問題があり
ます︒人権教育のための国連10年国
内行動計画の中でも︑同和問題への
取り組みについて示されています︒

同和問題

人権問題の柱である

ています︵別表︶︒

推進﹂﹈計画の推進しの5項目から
なり︑それぞれの項目ごとに取り組
み方針と行動計画が具体的に示され

らゆる場を通じた人権教育の推進L
﹁重要課題への対応﹂﹁国際協力の

月︑パリで開かれた国際連合の第3
回総会で採択されました︒この宣言
は︑生命・身体の安全︑法の下の平
等などの基本的人権について︑﹁す

との考えに基づいて︑1948年12

の反省から︑すべての人々の基本的
人権の確立が世界平和の基礎である

9月18日︑第6回日向市議会において﹁人権尊重都市宣言に関する決護﹂が︑
可決成立しました︒
人権は︑人が人として生きていく権利であり︑人権を尊重するということは︑
人として当然のことです︒しかし︑人権の侵害である差別事象は後を絶たず︑
今 日 で も 全 国 で 発 生しているのが現状です︒
私たちは︑この﹁人権尊重都市﹂宣言を機に︑これからもいっそう人権の大
切さを認識し︑お互いの人権を守り自由と平和な明るく住みよい日向市の実
現 に 取 り 組 ん で い かなければなりません︒

世界平和の基礎

世界人権富三＝ロ

今年12月は︑世界人権宣言が採択
されて49年になります．．

世界人権宣言は︑第2次世界大戦

市民の皆さんには︑宣言について
の理解と︑﹁差別を撤廃し人権を確
立することこそ世界共通の願いであ
る 平 和 の 実 現 に つながる﹂というこ
とを考えてほしいと思います︒そし
て ︑ あ な た の そ ばにいる入に︑この
ハートを伝えてください︒

5項目からなる
国内行動計画

人権教育のための国連10年推進本

部 ︵ 本 部 長 橋 本 内 閣総理大臣Vは︑
人権教育の積極的推進を図ることに
より︑一人ひとりの人権が尊重され︑
真に曲豆かでゆとりある国際的視野に

立った人権国家の実現を目指そうと

3︵

．◇◇反◇体◇

四型人映地等計

方公共団体その他の公的機関、民間団
の取り組みへの期待と配慮
画のフォローアップ・見直し

@
．もの人権についての教育・研修・啓
の推進、児童の権利に関する条約の
内容の周知、いじめ問題等について
的な取り組みの推進、児童の商業剥
取の防止、子どもの人権専門委員制
実・強化
齢者
者の人権についての教育・研修・啓

@
4．国際協力の推進
◇国連の取り組みに貢献
◇国連の人権関係基金に協力
◇開発途上国に対する人権教育関連の協力
◇国際人権シンポジウムの開催

日向市議会
＿
策協議会意見具申︵平成8年5月17

2．あらゆる場を通じた人権教育の推進
◇学校教育における人権教育の推進
◇社会教育における入権教育の推進
◇一般社会における人権教育等の推進
◇特定の職業に従事するものに対する人権
教育の推進

日︶の﹁同和問題を我が国の人権問
題における重要な柱として捉え︑今

ども

いうものです︒

取り組みの留意点

2
3

画の推進
画の推進体制
権擁護推進審議会における検討結果の

5

・

．基本的考え方
◇人権教育の趣旨、背景
◇我が国における人権教育の意義

@
の推進、相談体制の整備、高齢者の
加の促進、雇用・就業機会の確保
害者
者の人権についての啓発・広報活動
の推進、障害者の社会参加と職業的
促進
和問題
改善対策協議会具申を尊重するとと
「同和問題の早期解決に向けた今後
について」に基づき、人権教育・人
事業を推進

平成9年9月18日

女共同参画2000年プラン」を踏
取り組みの推進
i・方針決定過程への女性の参画拡
女共同参画の視点に立った社会制
．行の見直しと意識の改革、女性の人
いての教育・研修・啓発活動の推進

要女男た策男慣つ子ど動・合搾充高齢動参障害育の西域︑策発
重 一﹁え政︑・に一子活旨総的の一高活仏一障脚立一 地に方啓
■1◇ま◇大度︵権2◇発趣の性一度3◇発︵
社4◇や自
5◇もの権
︵

．性

1997年7月4日に発表された

◇人権教育10年に対する基本的理念、目標、

国内行動計画は︑﹁基本的考え方﹂﹁あ

国内行動計画（概要）

□
課題への対応

□
□
「人権教育のための国連10年」に関する

月議会報告
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遺篇．．

た︒

◆広域観光ルート案内板設置11日
向市を中心とした﹇向人郷1市2
町5村による﹁ひむか・まほろば
八景﹂広域観光ルート整備計画に
基づいて︑観光ルート案内板の設
置を行います

◆手話通訳者設置1一福祉事務所に
手話通訳者を設置し︑聴覚障害者
への情報伝達︑コミュニケーショ
ン及び福祉の増進を図ります

リーを利用していただいた団体に︑
その一部の助成などを行います

会補助金11協議会では︑カーフェ

◆カーフェリー利用促進対策協議

歳出の主な内容は次のとおり．．

747万1000円となります．

確定に伴うものが主なもので︑補
正額は7億6665万4000円
で︑補正後の予算額は200億7

︑般会計の補正については︑現
行予算の調整と︑国・県補助金の

︽予算関係﹀

設を整備します．．

導入する施設は︑指令︑支援情
報検索処理︑指令伝送︑地図等検
索︑気象観測︑音声合成など︑最
新の情報通信装置を取り入れた施

とにしたものです︒

動にとって時間の経過が致命的に
なることから︑災害時の情報に素
早く的確に対応できる情報収集能
力をもったシステムを導入するこ

てご尽力いただくよう任命しまし

なりましたが︑引き続き委員とし

任期が︑9月30日をもって満了と

教育委員会員の赤木紀元さんの

教育委員会委員の
任命について

前収入役の出中さんは︑2期8
年間にわたり︑日向市の財政確立
と市政発展にご尽力いただきまし

に精通されています︒

長などを歴任され︑深く地方行政

平成9年第6回議会︵定例会︶が︑9月1日から18日までの18日間の日
程で行われました︒
議会では︑人事案件5件︑条例1件︑事件決議5件︵字の区域の変更︑
工事請負契約の締結︑財産の取得2件︑財産の処分︶︑補正予算6件及
び平成8年度水道事業会計決算認定の1件の計18件を提出し︑審議の結
果︑すべて原案どおり同意︑可決︑認定されました︒
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V

O収入役の選任について
収入役の田中昭二郎さんの任期
が︑10月1日で満了となりました
ので︑その後任に河野有義さんを
選任しました︒

新しく収入役となりました河野
さんは︑今年3月まで市職員とし
て40年間の長きにわたって勤務さ

れ︑その間︑学校教育課長︑社会
体育課長︑議会事務局長︑職員課

林道は︑林業の振興を目的に木材
の搬出や育林施業のための道路と
して開設しているものです︒

しかし︑山中への粗大廃棄物の
不法投棄など自然環境に好ましく
ない事態が発生したり︑大型ダン
プ等の頻繁な通行により林道が損
傷したりする事態も予想されます．．

この条例は︑そのような事態を
防止し︑林道を適切に使用してい
ただくための規制や届出を定めた
ます︒

もので︑9月18日から施行してい

︽事件決議﹀

︵U財産の処分について

のです︒

これは︑お倉ケ浜シーサイド基
本構想の計画用地として取得して
いました土地の一部を︑今年1月
に設立しました第3セクターの口
向総合地方卸売市場株式会杜に市
場施設整備用地として売り渡すも

入することにしました．．

市の消防緊急通信指令施設が︑
老朽化していることから新しく購

これは︑消防活動や救急救命活

O

@

㍉轡

︑ 年

公平委員会委員の
選任について

いるものです︐

・ζ．識

た．．教育委員会の会議は教育委員
5人で構成され︑小中学校及びそ
の 他 の 教育機関の管理︑学校の組
織編制・教育課程・教材・教職員
配 置 な どについて審議します︒

人権擁護委員候補者の
推薦について

人権擁護委員の津曲俊郎さんの
任期が︑11月30日をもって満了と

公平委員会委員の前田弘さんの
任期が︑10月1日をもって満ゴと
なりましたが︑引き続き委員とし
てご尽力いただくよう選任しまし
た︒公平委員会は︑中立的かつ専
門的な人事機関として︑職員の不
利益処分等について審査します︒

︽条例関係︾

仕事や地域において心掛けて
いることは「信頼関係」。市民
の皆さんと相互の信頼関係を築
き、信頼のある行政を進めてい

なりますが︑引き続きご尽力いた
だきたく法務省に対し推薦しまし
た︒また︑同委員であった石川和

と思います。

彦さんがさる5月24日ご逝去され

市の出納業務に万全を期したい

ましたので︑その後任として塩月

ﾓ

市が設置・管理している民有林

て40年間務めさせていただきま

智恵子さんを推薦しました︒

@

羅

綾，
@

O日向市林道管理条例

ユ0月2日付で、市収入役とし

4
5

O財産の取得について
きたいと思います。

人権擁護委員は︑国民の基本的
人権を擁護し︑自由人権思想の普
及を図ることを目的に配置されて

収入役に河野有義さん

O
て、お世話になることになりま
した。今年3月まで市職員とし

O

避
したので、その経験を生かして、

《

緊急体制の充実庖図る認め
消防緊急通信指令施殻庖購入

9月議会報告
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＜
1

掘削現場は︑口向サン

した．

係者など約30人が出席しま

市は︑日向サンパークで
温泉掘削の工事を始めまし
た ︒ 起 工 式 は6日頃現地で
行われ︑赤木市長や⊥事関

源に到達する見込みです．︑

が進むと11月中旬には温泉

100尋掘り︑順調にL事

時間体制で1日に70ごから

て本格的に掘削を実施．24

は今年度︑コテージ4棟︑

また︑日向サンパークで

いました︒

鰯墓ll1

．

新春の日向路をかける

◇開催日時＝平成10年2月22HGD雨天決行

◇集合場所；細島工業港「港の森公園」
◇種
目ゴエ）2km小学4・5・6年生
②3km 中学生、親」へ
③5km 中学生、高校生、 一般
⑤ユOkm 高校生〔男子のみ）、一般
k

の森

公園

1500円、

般3000円、親．∫一4000円

◇表彰等＝各種目の6位まで表彰。参加者全員に
オリジナルスポーツタオル等を贈呈
その他、暖かいお鍋や飲み物があります
◇申込方法＝所定の申込書に必要事項を記入し、参
加料を添えて申し込んでください

四＝

＝＝＝＝一＝

1000FL高校

白浜

細島工業港

日向灘

◇参加料＝小・中学生

◇申込先＝日向市教育．委員会杜会体育課内
日向ひょっとこマラソン実行委員会

／

地域づくりの方向性を提言

個性的で魅力ある都市空間
の形成を図り︑良好な景観
形成及びコミュニティ形成

にしています．．

に配慮した整備を行うこと

市が昨年策定した﹁ふる

さとの顔づくり基本構想﹂

では︑テーマを﹁碁石で奏
でる憩いのまち﹂とし︑全
国唯一の加工技術を持つ囲
碁文化の保存・継承・活用
と自然環境を活用したまち

づくりを目標とします︒

今年度中に3回の会合を
開き︑実現性の高い整備計

画の策定を目指します︑

財光寺南地区ふるさとの顔づくり委員会

財光寺南地区のまちづく
りの方向性などについて提

．三﹈を行う﹈財光寺南地区ふ

るさとの顔づくり天女員会し

が発足し︑第1回会合が9

月26日開かれました．︑

委員会は︑学識経験者︑

関係する行政機関及び市内

の関係団体の代表などの24

人目構成し︑宮崎大学工学
部助教授の出日近士さんが

委員長を務めます︒

俘

財光寺南地区のまちづく
りは︑市の行う区画整理事
業に併せて国の制度事業で
ある﹁ふるさとの顔づくり
モデル土地区画整理事
業﹂を導入︒この制度
は︑土地区画整理事業
地区内に核となる一定

の区域を﹁地区の顔﹂

として位置づけ︑重点
的に公共施設の整備を
行うとともに︑関連す

る宅地空間や公共・公
益空間等の整備を含め
て︑都市全体の﹁顔﹂
となるようなまちつく
りを実現していくこと

をねらいとしていま

す︒財光寺南地区では︑

織田第4回

新たに温泉施設の建設を計

︑

山田忠範〉吉田正純（50音順）

ことが確認されています．．

福元修一〉古川厚雄〉星野健司［〉松岡睦美〉水田勢二［〉

（画用紙は準備します）

画に盛り込みます．．

たでも参加でき、また、賞品も多数準備して
います。ふるってこ参加ください。
※スケッチ用具と弁当は持参してください

計画では︑上台を作った
後︑大型掘削機械を導入し

向現代彫刻展スケッチ大会を、11月22日
（±）・23日（日）・24日（月）の3日間開きます。どな

起工式では︑赤木市長や
米良市議会議長らが工事の
安全を願ってくわ入れを行

〉アキホタタレ五十嵐晴夫〉石原秀雄〉井田勝己〉岡部
玄〉萩野弘一レ奥村羊一レ尾崎慎〉鬼塚良昭〉近藤隆〉
坂井達省〉佐藤弘徳〉佐藤尚宏レ信ケ原良和〉篠原秀法
〉杉野みちのレ高木久代レ田中等〉田中毅〉寺田武弘〉
外礒秀紹〉中井保博〉西巻一彦〉長谷川政弘〉八田隆〉

市は︑温泉源が見つかっ

97

います．

彫刻の並ぶ日向岬グリーンパークを描く

（敬称略〉。

ｴ
7月のオープンを目指して

出品作家は、次のとおり

一・−

たことから日向サンパーク

憎㎜一一一職徽瞥罰馳㎜隙臓一馴幽馴騨

．＼

予定です。あなたの好きな作品を投票してください。
「芸術の秋」。さわやかな秋風のもと、日向岬グリー
ンパークに足を運んで、現代彫刻にふれてみませんか。

一．﹁傷

■圏匿魍■膚．二7＝ム■層。膿卿一例■■

ノ

．／

いたそれぞれの作品は、市が買い上げて．市内に設置する

■圏8■■圏虚．■■■日■■馳。9鷲チイH■圃陰．闘閥【富■■■圏■，凹闘▼■■■鶉

1■■1■■■幽剛ン＝串翼アレス引■■■■目聞■■■

・湊

雁

1口顧コ■剛コ・−■■一咽■曜図■■■・■嗣■■■■薗・日■■■腫・劔■■國■・■■馴■睡

恥

審査は、現代彫刻展大賞が徳島県立近代美術館館長の
一三木多聞さん、市民大賞が市民の皆さんです。大賞に輝

レくわ入れを行い工事の安全を祈願する赤木市長

を競い．ます。

▲温泉掘削を行う日向サンパークの現場

市政施行40周年を記念にスタートした日向現代彫刻展
が、今年もいよいよ始まります．今回も全国からトップ
クラスの作家32人が出品し、現代彫刻展大賞と市民大賞

温泉掘削工事スタート

﹁■

バ ！ ク の 管理棟と駐車場の

オートキャンプ場27区画の

会場／日向岬グリーンパーク

事業費は︑約1億3000

1醐曙謎

間の旧保養センター跡地︒

会期／平成9年11月9日（日）
〜12月13日出

曲二巴

二丁籠墨

ゐ

97日向現代彫刻展

整備に着手しており︑来年

「芸術の秋」を満喫してみませんか

万円．．

Hyu

整備事業の見直しを行い︑

OF

7

市が昨年実施した温泉探査
の 結 果 ︑ 約1500ごの深
さ ま で 掘 削 すれば︑目標と
する温度の温泉が湧出する

E×HIBITiON

代彫刻展

︐．

田日向

▲牧山

畑江
m折返点

細島商業港

支所

10km｝斤返点

細島
5km折返点

御鉾ケ浦

公園

◇申込締切；平成10年1月16日（金F1千日消印有効

7

6

﹀

業により︑日向圏域の顔にふさわし

業︑︵仮称︶21世紀プラザの建設事

つくる︑◎車でもアクセスしゃすい
街をつくる︑︹①二体的な中心市街地
をつくる︑というもの︑

今後は︑基本計画及び実施計画を

一

一
轟一

輸
戸

います．．

始め︑平成25年の完成を目指して

をかけて︑昭和58年度から整備を

長約359︒総事業費約214億円

広域農道沿海北部地区は︑塩見
地区から延岡市大峡町までの総延

さつしました︒

赤木市長と上野制夫東臼杵農林
振興局長が︑発破のスイッチを押
すとドーンという大音響とともに
貫通︒出席者らが︑大きな拍手で
貫通を祝いました︒
貫通後︑前野局長が﹁本谷トン
ネルの貫通で︑これより北の工事
が旺能となります︒﹁日も早い完
成を目指して努力します﹂とあい

一一

リ・面團

撫

力作がズラ

園

，

討しました︒

盈曜鑛嫡

点検終了後には︑参加者全員に
よる報告会を開き︑点検結果を検

歩いて調査しました︒

た︒さまざまな人の視点から提言
やアイディアを求めようとするも
の︒参加者らは︑路面や施設など
の状況︑沿道の環境などを実際に

内の通学路を中心に行われまし

係者などが参加し︑校区

者︑地一兀自治会や行政関

点検は︑高齢者や障害

全﹂︒

東小学校区内で実施され
ました︒テーマは︑﹁歩
行者の目から見た交通安

点検が9月24日︑日知屋

うと︑日向市交通安全総

まざまな提一三ロをいただこ

から﹁みち﹂に対するさ

﹁みち﹂を利用する人々

︵幸脇小1年︶

文化連盟会長賞11こがみことさん

木二実恵さん︵財光寺小6年︶▽

︻習字一▽日向市教育長賞11荒

︵田の原分校6年︶

▽文化連盟会長賞11黒木美恵さん

︻絵画︼▽日向市教育長賞11浜
岡あゆみさん︵財光寺南小2年︶

主な入賞者は次のとおり︒

選ばれました︒

審査の結果︑日向市長賞には︑
絵画の部で美々津小学校1年のな
かやまよしこさん︑習字の部で財
光寺小学校3年の須見干明さんが

止めて見入っていました︒

人︑習字の部に272人が出品︒
ズラリと並ぶ力作に︑買い物途中
の親子連れやお年寄りらが︑足を

小中学校から絵画の部に645

日向寿屋で開かれました︒市内の

月27日から10月5日目でプスティ

第11回日向市児童美術展が︑9

噸膠解や〆

都心をつくる︑③人が24時間生活す

市が進める中心市街地整備事業の
4 本 柱 の 一 つ である特定商業集積整
備の基本構想が9月U日︑県知事か

承認された基本構想は︑JR目向
市駅周辺の中心市街地において︑
と併せて着手する予定です︒

策定し︑平成12年度にほかの3事業

る街をつくる︑④快適に歩ける街を

ら承認を受けました︒この構想は︑

テーマを﹁日向霊域の顔をつくる〜
承認証の交付式は10月2日︑県庁

業をはじめ︑日向市駅周辺土地区画
整理事業︑日向地区連続立体交差事

商工会議所や地元商店街︑行政機関
が一体となって策定したもので︑今
後︑この構想をもとに関係商店街で
本格的な整備計画の策定に取り組む
商遊学住の魅せるまちづくり﹂とし︑

力ある商店街﹁﹃魅力ある商店街﹄
を目指して︑地元商店街とともに取
り組みます﹂とあいさつしました．

万円など

完成した営農研修センター

一
黶@

いまちづくりを目指しています︒

ことになります︒

商業基盤施孔奴やカラー舗装︑共同駐

で行われ︑赤木市長が﹁今回の基本
構想の承認を契機に︑今後とも﹃活

害／7200万円、水産被害4億7000

新たに建設したものです。

車場︑個別店舗の新築・改築などに
より︑町並みの整備を図ろうとする
ものです︒整備の基本方針は︑①日
向圏域の顔をつくる︑②潤いのある

いる広域農道沿海北部地区の本谷
トンネルの貫通式が10月−日︑現

地で開かれました︒

貫通したトンネルは︑塩見地区
から門川町までの第2期工事︵約
13︑⁝じの．部で︑延長116后︑

幅員9・75層︒事業費約5億円を
かけて︑今年6月目着工しました︒

トンネルは︑来年3月の完成を
目指していますが︑前後の区間が
未整備のため︑利用開始にはしば
らく時間がかかります︒

貫通式は︑県や市︑工事関係者

万円、林産被害／105万円、畜産被

など約70人が出席して行われまし

農林水産業施設．7500万円、公共土

︒︑墜

125．87平方㍑に集会室、研修室、調理室が完

◇公共施設等＝20カ所

一

1400万円で整備。

唱

美々津余瀬地区に公民館を兼ねた営農研修

県が︑本谷地区で工事を進めて

ました。センターは、木造平屋建の床面積
浸水／34棟、床下浸水57棟

︑貞

これまでの余瀬公民館は、老朽化が進んで
いたうえ、床面積的にも区民全体を収容する
には十分でなかったため、地域住民の生涯学
習の場及び活力ある地域づくりの拠点として
4045
木施設／7140万円、農産被害

た︒

この台風では、自然災害の恐ろし
さと風水害に対する心構えの大切さ
を教えられました。被害に遭われた
皆様に対し、心からお見舞い申し上
げます。市では、今回の災害を教訓
に、関係機関や諸団体はもとより、
ボランティア団体などとの連係を密
にし、災害に強いまちづくりに努め

悔脇τ＝

耳川が氾濫する河口周辺

余瀬地区に営農研修センター完成

嵐

へ

センターが完成し9月25日、落成式が行われ

◇人的被害＝0人
◇住家被害＝一部破損．6棟、床上

中心市街地整備事業は︑特定商業
集積整備法に基づく商店街近代化事

3250万円。

▲
■
ていきます。被害状況は次のとおり。

． ︑

発表されました。被害総額は、4億

∫こ「義、．急；∴へ二

県商工労働部長から承認証の交付を受ける赤木市長
発破スイッチを押す赤木市長と榊野局長

9月16日を中心に猛威を振るった
台風19号による日向市の被害状況が

8
9

﹁4一

被害額は4億3250万円

備され、県・市の補助金と地元負担金の約
50万円、
◇被害額＝公立文教施設

通学路の安全を確

中血市街地の整備が国歩前進

σ

陶

面イスによる調査も行われた総点検

虚

秋の訪れを告げる口向十五夜祭りが、9月20口、

湊帆 曾 圏

＜日向の秋を彩る十五夜祭り

21日の2日間行われました。初日は、みこしや舞踊
隊、花屋台などと、ミス十五夜のパレード。2日目
は、今年で3年目を迎える代官行列などが行われま
した。

日向市水難事故防止対策協議会は10月8日、

水難救助に貢献した松葉国雄さん（金ケ浜：写
真右）に感謝状を贈りました。

事故が起きたのは、台風19号が通り過ぎた9

0﹁OQOml⊂コ

▼水難救助の松葉さんに感謝状

イギリス大会には必ず出場して
多くの金メダルをとってきます

拍手を受けていました。

藻

代目行列では、日田の代官：塩谷大四郎に扮した
赤木市長ら15人がまちを練り歩き、沿道から盛んな

ひむか入

ﾈ．
一・

77乙−−蕊あ話鍾
lv
希望する方は市総務課（魯内線2234）まで

石原さん
平岩笹野西
区の石原忠義
さんが、10月

1日で100

歳の誕生日を
迎えました。
10月3日、

ﾎでした︒

しかし︑その後は︑47歳で第5
回愛知国体に出場した以外は︑陸
上競技から遠ざかっていました︐
柏田さんがベテランズ陸上競技
会を知ったのは︑大会が︷呂崎で開
かれることになってからです．．そ
れまでは大会の存在さえも知らな
かったと言います︒当時︑すでに

上部に所属していました．．

所に就職し︑そこでの15年間︑陸

柏田さんは︑幼少のころから走
るのがずば抜けて早かったそうで
す︒東京電機学校︵現一東京電機
大学︶を卒業後︑戦前の大阪市役

きっかけを語ってくれます．︑

﹁前回のフィンランド大会の記
録を見て︑これなら自分にもでき
ると思ったんですよ﹂と︑柏田さ
んは世界ベテランズ陸上競技大会
宮崎大会に出場することになった

に励んでいます．．

宮崎大会で3つのメダルを手中に
入れました︒雨の降る口以外は毎
日︑大王谷運動公園にでかけ︑1
00督走や走り幅跳びなどの練習

界ベテランズ陸上競技選手権大会

柏出さんは︑4年前の第10回世

出熊蔵さんです︒

とって帰ってきますよ﹂と︑91歳
とは全く思えないほど元気に語っ
てくれるのは︑日向台区に住む柏

﹁1999年のイギリス大会で
は︑できるだけ多くの金メダルを

レ100歳到達

﹁日ごろから食生活と運動に気

庭の草取りが日課だそうです。

＜たこ焼き屋さんが最優秀賞

97日向市資源再利用作品展が、9月29日から10月12Hまで市役所1

きなかった柏田さんは﹁健康を維
持して必ず次同のイギリス大会に
は出場します︒そして︑金メダル
をたくさんとってきますよ﹂と目

今住−のべテランズ陸ヒ競技大会
ダーバン大会に︑不運にも出場で

ます．︑

また︑3カ月ごとに血液検査を
行い︑医師の診断を受けるなど︑
健康管理には最善の努力をしてい

腹6分目としています．

け︑昼．と夜が魚と肉料理を交圧に

柏田さんの食事は︑朝食が10種
類の食材が入った特性ジュースだ

らの健康管理があったからです．

ブランクのある柏田さんが︑陸
上競技大会に出ようと思い立って
すぐに出場できたのは︑日ごろか

ませんでしたL．．

たから︑年齢に対する．不安はあり

をつけて︑健康を維持してきまし

赤木市長が石原さん宅を訪問し、「これからも長生きし
てください」と記念品などを贈りました。
石原さんは、腰痛はあるものの元気で、自宅の清掃と
を輝かせて語ってくれました．

〃
1

階ロビーで開かれました。作品は、市内の小学生が夏休み中に作った
もので、ペットボトルや発泡スチロールなどを使った268点の応募
がありました，，審査の結果、最優秀賞には、富高小学校3年の小林翼
さんの「たこ焼き屋さん」に決定しました、
自宅の庭にある棒高飛びの練習場

安全第．一で海のレジャーを楽しみましょう。
88

月ユ7口。松葉さんは「2人のサーファーが沖に

流されている」との友人からの連絡で、所有す

世界最高齢のスプリンター柏田熊蔵さん（91歳：日向台）

n『M爪1−7npπr「q
■広報紙に掲載された写真を差しあげます。

る船で2人を救助したものです。

き目

諏＠︑

︐ ヵz

︑︑

雌．︑
〃

10月27日からll月9日までは、第51回読

書週間です。読書週間は昭和22年、まだ戦

海岸や河川で見られる
日向の渡り烏
②

9月︑10月ごろになると︑お倉

ケ浜では︑150羽から250羽
程のハマシギの姿が見られ ま す ︒
ハマシギは︑一団となっ て 塩 見 川
河目からたいえい橋を飛び 越 え ︑
線塩見大橋の上を飛翔して上
流へ飛んで行きます．．

しかし︑今年は︑20羽から30羽

の群れしか見られませんでした︒

環境がだんだんと悪化しつつある
塩見川河口には︑10月ごろにな

のではないかと案じられます︒

るとカモたちが次々にわたってき

を迎えます。全国の公共図書館、学校、マ
スコミ界では、この週間を機会に、読書を
より推進するためにさまざまな行．事や広報
活動を展開します。

碑．︑黄

●

●

●

●

●

●

●

●

●

■子育て相談︵日向市保育協議会︶
◇とき1111月8日︵土︶・22日︵土︶

午前10時〜午後4時30分

置ところ1ーアスティ日向寿星3階

今回から︑情緒面の年齢別発達特

●

●

田中

米良

．︑町

．買陽

徴をシリーズとして紹介します︒

●

陽子さん

・

著
答

①笑う︑泣くという表情や体の動
きなどで自分の気持ちを表現する
②生後4〜5カ月ぐらいからは︑

目の前のものをつかもうとした
り︑手を口にもっていったりする
③大人の顔を見つめ︑笑いかけ︑
アーウーなどと声を出して︑相手
に訴えるようになる
④あやしてもらうことを非常に喜
ぶようになる

■大人の対応
目覚めているときは︑テレビな
どを消し︑子どもにやさしく語り
かけたり︐歌いかけたり︑泣き声
や発する声に答えながら両親との

．ヂ＼

︵24歳一松原︶

︸r

＜お知らせ》

かかわりを楽しいものにする︒

伝星
歳

型染・引き染の基本
美術出版社

@青春トーケ

いきい壱

■6カ月までの幼児

モ︑コガモ︑カルガモ．︑カル

ガモは︑渡らないのですが︑
1月の中旬にもなるとその数
はマガモの次に多くなります．．

マガモだけでも1月の中旬ごろに
は︑たいえい橋から塩見大橋の問
で300羽以上が見られます．．

カモたちは︑シベリアから北海
道に渡ってきます．︑その後︑北国
が寒くなるにつれ︑南へ南へと下
り始めます．．この南下の現象を多
くの人は︑冬季の寒さが厳しいの
で暖かい場所に移動するのだ︑と
考えていると思います︒

しかし︑実際には︑寒気が南下
の直接的な原因ではありません．︑

は雪や氷に閉ざされてしまいま

北国は︑ご承知のとおり︑冬季に
す．．そうなると︑思うようにエサ
が取れなくなるので︑エサを求め
て南下を始めるのです．︑

●

●

だ より

．罵電﹂画引

人に迷惑をかけない元気

カモやハクチョウたちは︑寒気
にはものすごく強く︑氷点下何十
度という寒気団がきても︑雪や氷
の上に何時間でも立っていること
ができますが︑寒さよりもエサが
取れなくなることが一番恐ろしい
●

ことなのでしょう．︑
○

近年、子どもの活字離れが叫ばれ続けて
きましたが、子どもの成長の環境は受験戦
争．に加え、映像、電子メディアの発達でま
すます「読書」の時間を狭めていきます．

子育 て

の国となりました。そして、今年で第51回
いつばいの子に育ってね。

ます︒種類は︑マガモ︑ヒドリガ

一沼

箋黛遜

規模の運動に広がりました。

．﹂μ司．噸．

もうすぐ4つだね。

それから50年、読書週間は国民的行事と
して定着し、世界有数の「本を読む国民」
車が大好きな空人くんも

このコーナーは︑日本野鳥の会
宮崎県支部の福永正典さん︵切島
山1︶に寄稿いただいています︒

す。目指すはアンダー・パー。

〔3歳

展を、11月211から9Bまで開きます、

見崎まで行ってきました。

空目くん

日向市在住の黒木洋高さんの絵本の原画
方で、2カ月に1回のゴルフを楽しんでいま

趣味はドライブ。先日、友人と大分県の鶴

と
そら

11

愛優萌ちゃん。

火の傷痕が至る所に残っているとき、「読
書の力によって、平和な文化国家をつくろ
う」と、出版社、書店、公共図書館等が力
を合わせ、報道機関も加わって第1回目開
かれました。国民の反響はすばらしく、翌
年の第2回からは、文化のHを中心に全国
まくく

図書館です｛
優しい子に育ってね。

≒．
一
年年．．年．
与｝．
与．ヒー≒
1

89

）
病気なんかしない元気な

1
こんにちは

アンパンマンが大好きな

松谷みよf

ご家族との意志の疎通が不可欠なだけに・、日

現在、次の車の頭金をこつこつと貯める一一・
います、

要との認識でこの運動が進められます．

露ん

h

〔3歳正0ヵ月〕

にんじんさんがあかいわけ
に勤めています。忙しい毎日ですが、お客様
から「また来るね」と言われるような真心の
医療相談業務に従事しています。患者さんや

10

◆読み聞かせシリーズ
日向第一ホテルのビヤホール「ベネチッタ」

鮫島病院に勤務し、ケースワーカーとして

こもった接客を心掛けています。

ごろからのコミュニケーションを大切にして

さ

おてんばちゃん（山下）

し寧恥犠錺

．

しかし、マルチメディア時代の到来であっ
ても、それを動かす主役が人である以ヒ、
活字文化はすべてのメデfアの成立の基礎
であり、特に幼少時の本との付き合いが．重

@

や

家の
新当市
i保子モ

カルガモ

慎
成

め

愛優萌ちゃん

あ

哲・真樹さん家の
早田

◆新しい本

イ1

︑

●みんなの広場

8

彦

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費52−2000・2070へ

保険証の切り替え

一

詳しくは︑市健康管理課

新しくなります︒
︵盈内線2155＞へ．．
一

農地・農業 に 関 す る 地 区 座 談 会

1

農業に関する相談を
受け付けます

場へお越しください︒

の未加入者が増加し︑交通
事故の被害者が十分な保証
を受けられないという事態
屋東幼稚園︵盈531415

3736︶▽口知屋幼稚園

0︶▽富高幼稚園︵盈52−

の水を考える会事務局長の
坂本正典さんで︑﹁ダイオ
が多々発生しています．．

開きます．．講師は︑宮崎市

キシンからゴミ0社会へ﹂

特に︑バイクの宮崎県の
自動車損害賠償責任保険の
日向天使幼稚園︵容5711

園︵費5212948︶▽南

全国物価統計調査

681︶

1︶▽日向カトリック幼稚

︵燈52−2475︶▽日知

と題して講演していただき
加入率は68・47％と︑全国

ます．．多くの皆さんの参加

をお待ちしています︵定員
平均73・17％に比べ非常に

低い状況にあります︒

200人と．

詳しくは︑日知屋公民館
︵君5217155︶へ．．

お互いのために︑自動車
損害賠償責任保険に加入し
幼稚園児の募集

ましょう︒

3歳からの
3年保育が理想です

学校法人立幼稚園は︑学
校劇育法及び幼稚園設置基
準の厳しい水準を満たし︑

文部省・県知事から認可を
受けて設立されている幼稚
園です．．

この学校法人立幼稚園で

調査員が店舗を伺います

ご協力ください

今年11月に﹁平成9年全

国物価統計調査﹂が実施さ
れます．．

この調査は︑消費者が購
入する主な商品の販売価格
やサービスの料金などを調
査するもので︑物価政策を
始め各種の行政施策を立案
する際の重要な資料を得る
ことを目的として行われる

度の幼稚園児を募集します︒

売店舗にお願いして主な商

調査は︑全国約14万の小

国の重要な統計調査です︒

平成10年4月1日現在で

ます︒兄弟姉妹の少なく

満3歳の児童から受け付け
なった現在では︑3歳から

交通事故による死亡者数は︑

の3年保育が理想です︒

い︑11月上旬から下旬にか

室を開講しています︒

この教室の公開講座とし
3317︶▽財光寺南幼稚

▽財光寺幼稚園︵倉541

︽日向市内の幼稚園︾

園︵倉5416501︶▽大

口内は前月比

テーマに︑ふるさと環境教

昨年を大幅に上回り︑非常
に厳しい状況にあります︒
﹁方において︑自動車及
びバイクの強制保険である

りますのでご注意ください︒

愛のご寄付︵敬称略︾
9月30日現在

社会福祉協議会扱分

幾主

幣

9月中の交通事故

調査活動は︑都道府県知
事に任命された調査員が行

て︑11月1日︵土︶午後−時

けて︑それぞれ調査員が店

98212217003︶へ︒

方法など詳しくは︑市企画
課︵容内線2215︶また
は九月中央連携推進協議会
事務局︵延岡市企画課雪0
合併処理浄化槽

設置者に補助金
くお読みください︒

また︑更新される方に対
しては︑誕生日のーカ月前
にハガキによる更新案内を
郵送しますので︑内容をよ
詳しくは︑日向地区交通

﹃それは川や海です﹄︒

﹁あなたの台所は︑どこ
につながっていますか﹂︒

または日向警察署︵倉531

安全協会︵盈5213967︶

記念日です︒これを記念し
て︑第十管区海上保安本部

11月1口は︑第49回灯台

海の安全を守る
灯台が見学できます

細島灯台の一般公開

0ユー0︶へ︒

では﹁川や海を汚してい
るのはだれ﹂︒

単独浄化槽では︑川や海
を汚してしまいます︒合併
処理浄化槽で川や海をきれ
いにしましよう︒

市は︑合併処理浄化槽の
設置者に補助金を交付して
います︒

日向岬にある細島灯台の一

11月の献血日程

でお越しください︒

ま た ︑ ﹁ はり・きゅう・
王谷幼稚園︵燈531434

舗を訪問し調査表の記入を
依 頼 し ま す ︒調査員が伺い
ましたら︑ご協力くださる
詳しくは︑市企画課︵實

ようお願いします︒
内線2213︶へ︒
九州中央77スタ ン プ ラ リ ー

4地域のスタンプで
すてきな賞品
熊本県中部・大分県南
部・宮崎県北部の77市町村
で 組 織 す る 九州中央地域連

携 推 進 協 議 会では︑スタン
プラリーを行います︒
12月7日までの期間中︑

s町村を4つに分けた
ゾ ー ン の 中 から3ゾーン以

上のスタンプを集めて応募
すると︑・すてきな賞品が当

詳しくは︑市環境整備課
環境公害係︵倉内線266

般公開を11月3日︵月︶午

細島航路標識事務所では︑

2︶へ︒

前10時から午後3時まで行

一止まって確認、無事故に挑戦一

努議品品
ところ■青少年ホーム

免許更新受 付 時 間 の 変 更

（一51＞

（十5）
（±0）
（一ト2）

10：00−15：00

います︒ふだんは見ること
のできない灯台内部のレン
ズ︑機器︑回廊等を見学す

ることができます︒この機
会にぜひ︑灯台の役割につ
いて考えてみませんか︒
みどりの募金には︑多くの
こ協力をいただきありがとう

き圏ll月ll日（火）

運転免許の更新は
午前中に
日向警察署における運転
免許更新の受付時間が︑12
月1日から午前中︵9時30
分〜10時30分︶のみとなり

これまで日向警察署で

ます︒

一日向市みどり推進会議

ございました︒

き■11月4日（火）

人身事故死亡負傷．者物損事故
17人 126件
12件
0人
と

き■11月13日（木）

日向市分

ところ■中央公民館
◇年金巡回相談

あなたの協力が命を結ぶ

ところ圏中央公民館
◇團停相談（調停協会主催）

地

10：00〜15：00

LIFE
SAVE
BLOOD
GIVE

敵

30

は︑毎週火曜日と金曜口の
2日間︑午前と午後の2回

10：00−15：00

日向市役所12＝30〜16：00

石下庄中
原
ﾀ町手村
と

き■11月20日（木）
と

17日（月）日向保健所8；30〜11；00

ｰノ東梢
草書重塞
10：30−14：30

人

サ

と

平黒葉竹木黒梶小宇
山内下木本崎田
田憲，
津
之二言 正節 阪
資工夫勇男男勝枝
し勝俊
徳和主君通
茂げ
子子史枝子 子彦雄
ところ■中央公民館
◇法律相談

国民の生命と健康を守るという重要な役割を
担う献血。献血は、見知らぬだれかのために自
分にできることとして、単に献血を提供するだ
けでなく、心の豊かさを送ることです。
区

献血は心の贈りもの
マ

◇交通事故相談

．・君

しの社会あなたの税が生きて喝

鶏墨蟹
11月の相談日程

たります︒

鞭鞍欝

に運転免許更新を受け付け
ていました︒今後は︑同曜
日の午前中のみの受付とな

自動車損害賠償責任保険へ

す︒調査された事項は︑統
計を作るためだけに用いら
れ︑その他の目的に使われ
ることはありません︒

品の販売価格などを調査表
に記入していただくもので

は︑11月ユ日から平成10年

一

市農業委員会は︑11月17

口から20日まで地区座談会

を開き︑皆様の農業に関す
る相談等に応じます︒農地
の貸借・転用︑贈与など︑
また農業や農業者年金に関

が︑12月1日から変わりま
◇17日11高松公民館

自動車損害賠償責任保険

加入しましょう自賠責

◇ところ＝市中央公民館

今年の宮崎県下に置ける

一

12月から変わります

国保の保険証

す．．新しい保険証は︑一般
◇18日11南日向公民館

することなど︑どんなこと
でも結構です︑お近くの会

被保険者証が﹁うぐいす
◇19日11庄手公民館

国民健康保険被保険者証

色﹂︑退職被保険者証が﹁桃
◇20日11奥野集落センター

※時間はいずれも午後7時
から9時 ま で で す
ふるさと環 境 教 室 公 開 講 座

ご参加ください
環境問題講演会

料
◇入場料＝無

単一です︒

皆さんが︑現在使用して
いる保険証は11月30日まで

しか使えません︒12月1日

からは︑新しい保険証を使
うことになりますので︑古
い 保 険 証 は 市健康管理課ま
たはお近くの支所までお返
しください︒

1内科部長）

ｪ置ら環境問題講演会を

日知屋公民館では︑今年
も﹁ふるさとの自然は私た
ちの財産︑自分たちの暮ら
しを足元から見直そう﹂を

◇テーマ＝生活習慣病について

一

一

マ ッ サ ー ジ 施術受診券﹂も

なお︑新しい保険証は郵
送しますが︑記載内容に間
違いがあった場合は︑保険
証と印鑑を持って市民課ま

き；11月6日（木）午後6時30分〜
◇と

師＝津田泰夫さん（福岡逓信病院第
◇講

52−2111

スタンプ設置場所や応募

11月の納期

κ

β

かんぽ成人病予防講演会

一

市役所は奮代表

一
77

﹁︑

﹂

﹂

鹿平
し
ノ

・り

製

＼

山元医院（小児8536｛〕66〕

甲斐医院〔外・胃腸雪535000）

日

大平

時◇ll月21日

対
日

S788｝

対

象◇平成8年10月生まれ

日

眼科〔眼君524009〕

象◇平成8年4月生まれ

3歳児健診（毎月1［口D

崎眼科〔眼雪525600）／計給黎医院〔内・

日

z環君542459）寺尾医院（産婦君631447）

時◇ll月7日（金）

カ月児

午後1時〜2時置1歳児

午前9時30分一10時です。

千代田病院（内・外・神内・整外・放・胃

母子健康手帳を忘れずに、市民

ｰ・皮・麻・リハビリテーション君52

※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。

日向市の人ロと世帯
（平成9年10月1日現在）

人口

59，025人（十37＞

言己集

男

27，963人（十30）

＆

世帯数

女3LO62人（十7）
21，160世帯（十28）

57人

出亡

76人

悶死

入生

転出

﹁尻に火がつく﹂という
言葉があります︒物事が差

し迫ったという意味です︒

原稿締め切り前の私に︑

もっとも似合う︑言葉です．︑

今︑サッカ：日本代表チ
ームが︑ワールドカップを

目指して頑張っています．．

試合のある日は︑私もテレ
ビにかじりついて応援して

ました．．しかし︑人間︑尻

いますが︑出場できるかど
うか微妙な状況になってき

に火がつくと何とかなるも

のです．．日本代表チームも

︽Y︾

背水の陣で頑張ってほしい

後編

69人
27人

﹂壽

鈍ヂ

．

2182）まで。

脇﹃︑

@（内・精神鴛522409）

餅一

健康管理センター（實内線2181・

瀧井病
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時〜1時30分、7カ月児・1歳6

k内・小児・循環君5444011武富医院（皮
ﾚ525552）

V111）柳田医院（産婦君5229501

、9謝

対 象◇平成6年4月生まれ
※受付時間は、3カ月児 午後1

渡辺病院（産婦・泌尿君571011）天生堂
繪@（内・整外・麻君538910） 吉田医院

30日

時◇ll月20日（木）

対

三股病院〔内・外・不可・胃腸858003の

ものです︒
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1歳6カ月児健診侮月1回，

助茁熹堰i内・呼吸・循環君536333｝田

24日

象◇平成9年4月生まれ
時◇11月ll日（火）

和田病院（内・外・放・脳外雪520011｝

23日

（金）

1歳児健康相談（毎月1回）

児玉医院

i小児君522530）安部医院（内・循環雪53

16日

象◇平成9年8月生まれ

7カ月児健診（毎月1回）

繪@（整外・内・理学診療君523337）

9日

時◇II月ユ4日、28日

対

黒木医院（内雪526055）萩原眼科（眼宕63
V222）

︑

H

叝o546801）

3日

̲

3カ月児健診（第2・4金曜口）

稲原

瘟ﾈ（眼a522209）鮫島証茜院〔精神・内・

2日

／一＝＝一一一一
こ乳璽L児」建診一ノ・

︑︑

浦上医院（内・外・胃腸君522936｝
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保健婦です
参

現在︑市内の医療機関・一部の公民館で基
本健康診査を実施中です︒基本健康診査の内
容は︑血液検査・検尿・血圧測定・身体計
測 ・ 心 電 図 ・診察となっています︒
実際の健診会場でのエピソードを一つ︒心
電図検査を行おうとしたときのことです︒職
員﹁心電図をとりますので︑上着を胸まで上
げて布団の上に横になってください﹂︒Aさ

ん﹁はい﹂︒職員が器旦ハの準備をして振り向

くと︑そこにはズボンを下げて横になりなが

ら︑ほほ笑むAさんの姿がありました︒︵笑︶

健診と聞くと堅くなりがちですが︑このよ

﹁ 予 防 に 勝る治療はなし﹂と言います ︒ 早 期

うに和気あいあいとした中で行われています．．

■蝋皿盛＼田引引訟日晒⁝湘

に発見し︑早期に対処することで悪化防止が

できます︒市は︑各種検︵健︶診を11月28日

︵里⁝木︶

■謙謝＼眉ヨお拍さ血隠O 田 虫 詰

まで実施中です︒ぜひ︑この機会に受診して

ください︒

｝＼rイ！

前田芹奈ちゃん︵春原︶
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