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日向市消防総合点検が11月23E】、お倉ケ浜の消

防訓練広場で行われました。
市内8分団37力部の消防団員が、日ごろの練習
の成果を発揮しようと規律、操法に真剣に取り組
んでいました。消防団の規律正しく、また、素早
い行動に、頼もしさを感じた1日でした。

特集消防団に入ろう
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◎特集消防団に入ろう

「

108人（15．4％）

700人

（100％）

541人（77．3％）

サラリーマン

r r

49人2！・3％となっています︒

この数字からも分かるように︑消
防団では今︑若者の消防団離れが

愛され︑親しまれ
信頼される消防団
﹁消防﹂︒消防組織法には﹁消
防は︑その施設及び人員を活用し
て︑国民の生命︑身体及び財産を
火災から保護するとともに︑水火
災又は地震等の災害を防除し︑及
びこれらの災害に因る被害を軽滅
することを以て︑その任務とする﹂

とその任務が明示されています︒
この任務を遂行することが︑消防
団存立の目的であり︑消防団の使
命です︒

具体的には︑﹁火災から市民の

﹁火消し﹂の伝統でした︒

した︒自分たちの住む町は自分た
ちの手で守ることが︑江戸時代の

されてきたのです︒

したがって︑消防団は︑地域の
住民から愛され︑親しまれ︑信頼

■縷勝薪暇ン
H向市消防団は︑8分団36力部
に︑今年4月結成された女性消防

団を含めた700人で構成されて
います︒団員の身分は︑特別職の
地方公務員です．︑

活動しています︒

生命や財産を守る﹂︑﹁予防を行い

あらゆる災害の発生をくい止めた
り︑災害による被害を最小限に抑
えたりすること﹂です︒ですから
消防団の活動は︑非常に重大な任
務で︑市民の寄せる信頼が大きい
のです︒限りある人間の体力と知
力をもってこの任務を遂行する消
防団員こそ︑崇高なものと言わざ

352人50・3％︑40歳以上が一

満がユ99人28・4％︑30歳台が

日向市消防団員の職業別割合を
見てみると︑サラリーマンが54

るをえないでしょう︒
﹁自らの郷土は自ら守る﹂とい

取り組みます︑

有事の活動とは︑もちろん火災
や風水害などの災害が発生したと
きで︑災害の鎮圧や被害の防止に

を行うもので︑平成9年12月1日

自主防災会は︑住民の隣保共同
精神に基づいて自主的な消防活動

婦人防火クラブが組織されていま

年消防クラブ︑少年消防クラブ︑

また︑年齢別を見ると︑30歳未

自営業が108人15・4％︑農林
水産業が51人7・3％となってい
ます．．このように消防団員は︑ふ
だんは自分の仕事に専念し︑有事
の際には災害現場の先頭に迄って

1人77・3％で最も多く︑次いで

う精神が︑昔からの消防の．言葉で

平時の活動は︑夜警や防火査察
などの予防・啓発︑地域での防災
訓練︑操法大会などです︒防火査
察では︑年に2回︑各家庭を回り

現在︑83区中34区に組織されてい

防団がありますが︑このほかの消
防関係組織として自主防災会︑幼

火の元の安全確認を行います．．

を育成し︑火災予防の普及徹底︑

しかし︑消防団の活動は︑同じ
ボランティア活動でも︑その仕事
には危険が伴います︒国や県︑市
では︑その苦労に報いるため団員
報酬や費用弁償︑公務災害補償︑

日向市民の命と財産を守る消防
機関には︑消防本部・消防署や消

■難業雍魏擁鰐鴇鷲袋
消防団の活動は︑有事と平時の
二つに分けられます︒

します︒

地域住民にとってより身近で頼
もしい存在︑消防団︒自分たちの
郷土を自分たちで守るために︑今
日もあらゆる災害に立ち向かって
います︒昼︑夜を問わない消防団
活動に︑ご理解とご協力をお願い

消防団には︑このような地域防
災の中核として︑消火活動のみな
らず︑大規模災害に対する活動に
大きな期待が寄せられています︒

ます︒

婦人防火クラブには︑口向市婦
人防火クラブと奥野婦人防火クラ
ブ︑堀一方婦人防火クラブがあり

行っています︒

や地域内の啓発パトロールなどを

市内で唯一の曽根少年消防クラ
ブは︑毎月−回︑消防機関の見学

勢ケ浜保育園に組織してあります︒

育園︑富高保育園︑往還保育園︑伊

防火思想を向上させることを目的
とした幼年消防クラブは︑日向保

幼児に対して明朗で活発な気風

ます︐

す︐

操法大会は︑機械器具を扱う消
防団員にとって︑正しい操作を習
得するものであり︑士気を高める
ものです．︑特に︑有事の際には︑

団員同士の緊密な連携によってそ
の任に当たることから︑チーム
ワークを育てるためにも必要なこ
ととなっています︒
．消防団は︑何らの代価をも求め

を講じています︒

退職報償金などさまざまな処遇等

のではないでしょうか︒

消防団では︑﹁自分の地域は自
分で守る﹂という山上愛護の精神
で︑消防団に入団してほしいと考
えています︒そのためには︑企業
や地域の皆さんの理解と協力がな
ければできません︒まずは︑皆さ
ん 入ひとりが︑消防団に目を向

ないことになっています︒一番身
近なボランティア活動とも言える

けてください︒

深刻な問題となっています︒

■

身近で頼もしい存在︒それが消防団
人の生活を豊かにし︑昔から神聖なものとされた﹁火﹂︒
しかし︑この神聖な﹁火﹂が怒ったとき︑非常に恐ろしい
ものとなった︒それが火災である︒その火災の予防︑警戒︑

鎮圧と︑昼夜を問わず地域において活動しているのが︑消
防団である︒あらゆる災害に立ち向かう消防団の活動は︑
郷土愛に基づくもので︑崇高かつ重要なもの︒しかし︑こ
の活動も地域の皆さんの理解と協力がなければ達成できな

「
自営業
〆

︑叢燈

いのも事実である︒今月号では︑消防団を紹介します︒

日向市消防団職業別割合

2
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消防団に入ろう
◎特集

◎特集消防団に入ろう

第5分団第16部部長黒木

﹁ごくろうさま﹂の一言が
第−分団第3部部長黒木
の部の人など知り合うこと

八徳さん︵38歳

◆優秀11第1分団第1部︵主

︽簿冊及び機械器具の部V

やりがいを与えてくれます
私が消防団に入団したの
などなかったはずです．︑

財産です．︑

根町︑堀一方︶

中町を管轄︒以下地区名のみ︶

いがありました︒

◆優秀11第5分団第17部︵笹

第5分団第18部︵金

煤A第8分団第29部︵高松︑

※以上の4力部と第5分団第

◆優良11第5分団第17部

◆優良11第5分団第16部

◆優良11第5分団第33部

◆優秀11第1分団第1部

︽規律訓練の部V

ケ浜︑別府︑籾木︶

◆優良

毛︑日の平︑楠群︶

◆優良一1第5分団第33部︵鵜

野全域︶

砂︑曙︑本村︶

◆優秀11第5分団第16部︵美

消防団に入団して最もよ
かったことは︑友人知人が

◆優良11第1分団第31部︵草

多くできたことです．．同じ

私が部長になって一番心
掛けていることは︑地区内
から火災を出さないこと︒
そのためには︑団員が地域
に溶け込み予防や啓発に力

消防団に入らなければ︑そ
んなに年齢差がある人たち

員とでは18歳も違います︒

部の中でも私と最年少の部

雅仁さん︵36歳

と会話したり︑一緒に活動
したりすることもなかった
でしょう︒ましてや︑ほか

あります︒一人でも多くの
人に見に来ていただけたな
ら︑団員の励みにもなるの
ではないかと思います︒

消防団は︑昼夜を問わず災
害の予防︑啓発に取り組ん
でいます︒寒い夜警のとき
などは﹁ごくろうさま﹂と

場︑花ケ丘︑迎自門︶

農業︶

は︑26歳のときでした．︑そ

◆優秀11第2分団第6部︵曽

に北町︑上町︑本町︑南町︑

消防団に入って︑本当に
多くの人と知り合うことが
できました︒今では︑私の

結果報告

れまでは︑地域の青年団に
所属していましたが︑それ
を卒業と同時に部からの誘

消防総合点検

を入れることが大切です．．

まり活動にも参加しません
でしたが︑夜警のころから
積極的に取り組むようにな

自営業︶

得ることが多い消防団へぜひ

マイナスになることはない︒

を問わず︑安全で住みよいまちづくりに取り組む消防団は︑まさに私たちの誇りではないでしょうか︒今︑消防団は何を
考え︑どう行動しようとしているのでしょう︒消防団員のお一一人と︑消防団長に話を伺いました︒

﹁自分たちの地域は自分たちで守る﹂︒言葉で言うのは簡単ですが︑それを実行し達成することは難しいことです︒昼夜

あらゆる災害に 立ち向かう
彼らを育てるのは込
看たちの務めです
b

ですから、消防団は、地域のリーダーを育
成する場であると言う訳です。
「人のために何かをする」という団体です
ので、楽しいばかりの団体ではありません。
しかし、消防団員には、その活動の中で自
分を磨くということを忘れないでほしいと思
います。そこから、地域内での信頼関係が生
まれてくるのではないでしょうか。
また、消防団活動には、地域内での横の連
携が不可欠です。地域の皆さんのご理解とご
協力をお願いします。

私が消防団に入ったの

第21回
お待ちしています︒

行われます︒皆さんの声援を

な隊列行進や一斉放水などが

総合公園で開かれます︒勇壮

5日︑午前8時からお倉ケ浜

※日向市消防出初め式が1月

◆3位11第5分団第17部

◆3位11第5分団第16部

◆2位11第5分団第33部

◆優勝11第1分団第1部

︽総合の部V

◆3位11第5分団第33部

崎・向江町V

◆2位一1第2分団第7部︵亀

見全域︶

◆優勝11第1分団第3部︵塩

◎積載車

◆3位11第2分団第6部

◆2位11第5分団第17部

◆優勝11第1分団第1部

◎ポンプ車

︽発水操法の部V

ます︒

式において規律訓練を実施し

宮の下︶の6力部は︑出初め

18

一声かけていただけるのが
本当にうれしいですね︒

域の活性化に大きく関係していると思います。

は︑地域の先輩の誘いから
で し た ︒ 最 初 の1年は︑あ

卜
瓦

7

消防団の活動の中には毎
年︑出初め式と操法大会が

消防団とは、「地域のリーダーである」と
私は考えています。昔は、各地域に青年団が
あり、それを卒業すると消防団へ、それを卒
業すると区の役員になったものです。私たち
消防団の任務は、「自分たちの地域は自分た
ちで守る」という精神のもと、安全で住みよ
いまちを作ることですが、私たちの活動は地

りました︒だれでも最初は︑

日向市消防団長野別初雄さん（48歳）

消防団の雰囲気に溶け込む
の に は 時 間 がかかるのでは
ないかと思います︒でも︑
私の場合は︑生まれ育った
地 域 で し た の で︑知り合い

地域のリーダーを育成する場

の人も多く溶け込みやす

きるような部になりたいと
考えています︒そのために
も団員の和は大切です︒
今︑一番問題なのは︑新
入部員の確保︒若者の消防
団離れが叫ばれる今日︑地
元の皆さんはもちろん︑民
間の企業にも﹁消防団優遇
制度﹂などに努めて︑皆さ
んの手で消防団を育成して
ほしいと思います︒

消防団は消火活動だけでなく

かったのではと思います︒
消 防 団 は ︑ 年齢差はあっ
て も ﹁ 自 分 た ちの地域は自
分たちで守る﹂という同じ
目的意識で付き合えるのが
い い で す ね ︒多くの人を知

竜r

消防団に入って︑マイナ
スになることはないと思い
ます︒それよりも︑人間関
係など多くのものを得るこ
とができます︒ぜひ︑消防
団に入りましよう︒

冨も

るきっかけにもなりました︒

二

部長として心掛けている
こ と は ︑ 団 員 の和です︒災
害時などは↓迅速に出動で

9
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消防団に入ろう
◎特集

饗

＜

−湘

先月号に引き続き︑﹁市
民 の 声 を 聞く会﹂で提出さ
れ た 代 表 的な意見や提言を
ご紹介します︒
︽日知屋日岡地区︾

間 庄 手 川 水辺公園の桜の
植栽について
答 植栽計画の中で検討を
行い︑本年度30〜40本程度

間

さい．︑

間は︑区画整理事業の現場
事務所に公民館準備室を設
置しますので︑ご利用くだ

する予定です．︑しばらくの

市民の声を聞く会2

塩見城跡の整備につい

︽塩見地区︾

答今後︑市の史跡として
指定していただき︑次に県
の指定を受けて︑さらに詳
しい調査を行い︑この結果
を受けて整備計画を策定し
たいと考えています︒

市民の声を聞く会には︑
8会場で約300人の参加
がありました︒皆様から提
出されました主な要望・質
問事項は﹁道路や側溝等の
の整備﹂などでした．．

整備﹂﹁ごみ問題﹂﹈住環境

︽財光寺地区︾

の 植 栽 を 実施します︒しか
し︑この公園には︑芝生広
設につい て

馳．II

答 現在進められている財
光寺南土地区画整理事業の
進捗に合わせて︑今後整備
r︑﹄﹁﹂

一p爆

財光寺地区

取り組みます︒

ました︒

市は︑この温泉を利用した施設
の整備計画を10年度に策定する予
定です︒

これまで︑テニスコートや草ス

篇．

市は︑今回の会の内容を
参考にしながら市政運営に

間財光寺地区公民館の建

で ︑ 桜 の 名所となるほどの
植 栽 に は 限 度があるのでは
ないかと考えています︒

ました︒

掘削現場は︑日向サンパークの
管理棟と駐車場の間の旧保養セン
ター跡地︒24時間体制で1日に70

メートルから100メートル掘
1300メートル掘り進んだ
ところで温泉源に到達 し ま し た ︒
ゆう出した温泉を宮崎県衛生環
境研究所等で分析した結果︑温度
が37・5度︑湯量

ン︶︒泉質につい

が1分間当たり1
28リットル︵1
日当たり185ト
ては︑12月末に判

明する見込みです︒

温泉ゆう出を記

われ︑美々津小学
校と幸脇小学校の

キー場︑遊具などを整備してきま
した︒今年度は︑オートキャンプ

日向サンパーク整備事業は︑家
族で楽しめるレジャー施設︑アウ
トドア施設︑健康管理・増進施設
及び世代間交流の場など︑市民の
皆さんのニーズにこたえる身近な
観光施設として整備しています︒
児童24人と地元の
古回護者らが一緒に

たが︑暖かい温泉

は肌寒い11月でし

初湯を楽しみまし
た︒水着になるに

凹した入湯式は11
月26日︑現地で行

唾

場等も計画していますの

招

轟

X
︐

塩見地区

昨年度実施した温泉探査で︑有望
な温泉源があるとして︑今年9月
冾ｩら温泉掘削に取り組んでき

望の温泉がゆう出しました︒市は︑

10月16日︑H向サンパークで待

こ一

に浸かった子供た
ちは﹁きもちいい﹂

財光寺南地区まちづくり事務所開設

r門

「

億円︒平成22年度を目標に

タール︑総事業費約194

業は︑施行面積93・8ヘク

財光寺南土地区画整理事

したプランを盛り込み︑地
区の中心部には近隣公園︑

地区公民館などの公共公益
施設を設け︑また商業施設
も機能的に配置した魅力あ
る住宅地を形成します︒
この事務所では︑12月−
日から今年度末までの間︑

に応じます．︑

午後1時から4時まで事務
所に職員を常駐させ相談等
開所式は11月27口︑現地

で行われ︑赤木市長や地元
関係者がテープカットして
完成を祝いました︒祝賀会
で赤木市長は﹁まちづくり
の拠点として︑地元の皆様
に親しまれ︑積極的に活用
されることを願います﹂と

も活用します︒

せせらぎ水路を併用した歩
行者専用道路の建設や電線

あいさつしました︒

≡一

2カ月ごとに入れ替えを行
います︒貸し出しは︑一般
の図書カードと聴覚障害を
証明するものを一緒に提示

ビデオテープ50本があり︑

害者センターから貸出を受
けたドラマやアニメなどの

聴覚障害者ビデオライブラリー開設
市は︑図書館内に聴覚障
害者ビデオライブラリーを
設置しました︒このビデオ
ライブラリーは︑字幕や手
話付きビデオテープを取り
揃え︑聴覚障害者の方に利
用していただこうというも

して行います．︑1回につき

聴覚障害者協会から寄贈い
ただいた手話の学習テープ

6
71

テープカットで完成を祝う赤木市長ら

1人が3本までで︑1週間
貸し出します︒また︑福祉
ビデオコーナーには︑日向

など34本があります︒これ

ました︒

式では︑図書館長が
﹁市民の皆さんに身近
に感じてもらえる図書
館づくりに︑これから
もサービスの充実に努
めます﹂とあいさつし

図書館で行われました︒

の障害者の日に︑口向
聴覚障害者協会の会員
や関係者らが参加して

開所式は︑12月9日

借りるごとができます︒

わせて5本まで15口間

は︑一般図書と同様に
どなたでも︑図書と合

聴覚障害者ビデオコー

図書館の説明を受ける会員

ナーには︑宮崎県立聴覚障

は︑聴覚障害者ビデオコー
ナーと福祉ビデオコーナー

ビデオライブラリーに

のです︒

巴

の地中化など21世紀を見越

この事務所は︑事業を円
滑に推進するために︑事業
に関する説明や相談︑各種
会議の場として活用すると
ともに︑地区公民館を建設
するまでの問︑自治公民館
活動や生涯学習の場として

ました︒

市は︑3大プロジェクト
の一つである財光寺南地区
の土地区画整理事業区内に
まちづくり事務所を開設し

まちづくりの拠点に
があります︒

」莱

て

サイト27区画︑コテージ4棟︑管
理棟の整備に着手しており︑来年
7月のオープンを目指しています︒
市は今後︑温泉利用施設を含め
たこの日向サンパークを自然とふ
れあえるレジャー施設として︑県
内外にアピールしていきます︒

■

日知屋枝郷地区

日向サンパーウに温泉ゆう出
初湯につかり歓声をあげる子供たち と歓声をあげてい

﹂

29

≡

道路や側溝の整備が■番
㌢

露盤

揚湯バルブを開き温泉をくみ上げる赤木市長

︾
﹂一

さを語りました．．

人は︑いかに生きるかということ
を学ばなければならない︒その学
習の一つが︑同和問題の学習であ
るしと︑このような講演会の大切

様な価値観を大切に
人権週間の初日の12月4口︑口

向市﹁同和﹂問題市民講演会が︑
市中央公民館で開かれ︑約350
人が参加しました︒今年の講師は︑

が画一的な価値観の﹃ものさし﹄

そのうえで︑﹁現代社会は︑人

の世に熱と光を！﹂の演題で講演︒

により計られている︒結果︑差別
が生まれた﹂と︑学校教育の現状

奈良県御所市同和教育推進協議会
事務局長の清原隆宣さんで︑﹁人
時折ユーモアを交えながら話す清
原さんの講演に︑参加者らは熱心
を例に挙げながら紹介︒それは︑
﹁テストの点数は高い方がよい﹂

Zンター

ｽ方

があった．．その多様な価値観を互

また︑﹁人は︑だれでも自分を
主張したい︒昔は︑多様な価値観

るというもの︒

や﹁問題が早くできた方がよい﹂
といった能力主義が︑できない子
供を差別することにつながってい

に聞き入っていました︒

指定日に来れなかっ
Zンター

富高・新町地区

いに認め合うことができたら︑皆
生き生きとした生き方ができるの
ではないか﹂と︑清原さんは世間
体に縛られない生き方が大切だと

ター（君53−3401）へ。

講演の中で清原さんは︑﹁たま
たま人間に生まれたら︑人間らし

健康管理
i金）

Zンター

i木）

語りました︐

詳しくは、市環境整備課（費53−2256）または清掃セン

く生きれるというわけではない︒

ﾘ島山1〜2を除く｝

健康管理

■こみの収集

人権は︑人間にとって最も大切
なものです︒日向市は︑9月議会
において人権尊重都市を宣言しま
した︒人権週間に限らず︑いつの

休み（持ち込みもできません）

Zンター
1／23

@（持ち込みはできません）

ときも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

持ち込みのみ
@（正午で閉門します）

実現に取り組みましょう︒

12月31日（水）

市役所の年末年始の業務
圏水道の修理
水道修理については︑浄
水場︵85415500︶へ

1月1口︑3口︑5日の

お問い合わせください︒
■東郷霊園
み休園となります︒

■し尿くみ取 り

平常どおり収集します

市役所は︑12月27日から

1 月 4 日 ま で 休みになりま
す．．そこで年末年始の市の

業務をお知らせします︒

■水道料
12月30日︵火︶まで水道課

で納められます︵時間は午

12月30日（火）

（8月4日）

年末は12月29日まで︑年

始は1月6日からです︒突
発的な事故等 は ︑ 浄 化 セ ン

平常どおり収集します

財光寺地区（往還・

◆男女共同社会づくり推進ルームさくら館

前8時30分〜午後5時︶

詳しくは︑水道課︵倉52
15228︶へ︒
ター︵盈5415510︶へ

持ち込みのみ
1月4日（日）

◆財光寺まちづくり事務所オープン
（11月27日）

■戸籍届

P月3日（土）

◆ごみ袋の透明化スタート
（10月1日）
◆日向サンパークに温泉ゆう出（11月16日）

〜
1月1日（木）

（9月11日）
（9月18日）
想が知事承認を得る
◆人権尊重都市を宣言

ご連絡ください︒

12月29日（月）

◆市街地の特定商業集積整備事業の基本構

出生届や婚姻届などは︑

◆亀崎土地区画整理事業〈第1工区〉が完

成（7月19日）

市庁舎玄関横の警備員室で

持ち込みのみ

健康管理

12月23日（火）

現在、皆さんが使用している老人医療受給認

受け付けます．．

12月28日（日）

◆日向市放送大学宮崎地域学習センター振

P〜2

健康管理 往還・切島山1〜2
1／22

健康管理

R手町・伊勢ケ浜
k火）

塩見地区
k水）

]根町1〜3・塩田
S丁目

永江町・公園通り

◆第3セクターの日向総合地方卸売市場㈱

農村婦人
ﾌ
家
1／21

]良町・新生町・浜町

日知屋
民館
1／20

区
地

所
場

講師の清原隆宣さん

◆老人医療受給者証を更新します

より大きな被害がもたらされました。，
今月号では、今年1年の日向市の明るい
ニュースを選んでみました。

平常どおり収集します

なお、今年9月1日以降に老人保健の適用と
なった方は、更新の必要はありません。
なりました。逆に、9月には、台風19号に

Zンター

（4月1日）

日にお越しください。

日向市では、昨年末の国土開発幹線自動
車道建設審議会において、東九州自動車道
の延岡一西都間が整備計画路線に格上げさ
れるといううれしいニュースでの幕開けと

鶴町・亀崎・向江町
C手・梶木・大王谷
ｴ町・高砂町・北町

◆細島港が動物検疫のできる港として指定
される
（4月1日）
◆東九州自動車道建設対策室設置 』

証は、平成10年1月31日までしか使えません。

今年も残り後わずか。皆さんにとって今

細島支所

（1月14日）

新受給者証は、国民健康保険に加入している方
には直接郵送しますが、その他の保険に加入し
ている方は旧受給者証との交換を次の日程で行
いますので、必ず①印鑑、②旧受給者証、③加
入保険証、④通知書（ハガキ）を持って、指定
年はどんな1年でしたか。

※詳しくは、市健康管理課（君内線2155）へ。

開設
（5月19日）
◆石並川キャンプ場オープン （6月29日）

興協議会設立

（1月10日）
◆日向市立図書館の開館

（4月1日）
◆日向市女性消防団の誕生

1／19

所

x

i月）

午後〔1：30〜4：00｝
午前（9：30〜11：30）

美々津・幸脇地区

美々津
平岩地区
岩脇支所

区
地

所
場

細島地区・堀一方
ｽ野・深溝・中堀町
ｦ浦・古田・曽根町

設立

老人医療受給者証を更新します

1997年を振り返る

市内の一つの事業所に
N以上勤務している方
を表彰する日向市商工業

表彰式では︑受賞者を
代表して日向木協商事㈱

されました︒

性36人︑女性10人が表彰

今年は︑38事業所の男

21日︑市中央公民館で開
かれました︒

優良従業員表彰式が11月

10

層■濯順；

ん︵日知屋小5年︶の作ロロ︒が日向

チ大会の表彰もあり︑奈須崇倫さ

ら24日目で行われた彫刻展スケッ

また︑表彰式では︑11月22日か

まで行われ︑会場を訪れた100
0人が1938票を投じました︒

投票は︑11月9日から12月7日

を考察したとのことです︒

ンパークで表彰式が開かれまし
た︒大賞は︑鹿児島県出身の福元
修一さん作﹁どこから生まれてど
こへゆくのか﹂︒高さ3・4メー
トルの黒御影石製で︑存在の本質

決定し︑12月14日︑日向岬グリー

97日向現代彫刻展の市民大賞が

1000人が投票

彫刻展の市民大賞

表彰を受けた優良従業員46人

認ヤ

礼の三ロ葉 を述べました︒

さんが﹁ これまでやってこれたの
は︑家族 の支え︒今日の感激と感
謝の気持 ちを忘れることなく︑な
お一層仕 事に精励しますしと︑お

の黒木忠光さんと㈲まる
正食鳥の宮崎サチエさん
が賞状と 記念ロooを受け取り︑黒木

ん賞産業振興に更なる尽力を

市長目に輝きました︒

8

9

1
ら「

福元修一さんの市民大賞受賞作

．πr℃

＜櫛の山に火の用心の看板設置

団長以下、7力部142人）が12月14日、櫛の山公園駐車

日読屋全域を担当する消防団第2分団（日高俊彦分

場に「火の用心」の看板を設置しました。
これは、火災シーズンを前に、少しでも市民の皆さ
んに火の取り扱いに注意していただくのと、消防団の
活性化を図ろうとするのがねらい。看板には、「これ
くらい・・その心が火事の元」と書かれています。

一

国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されている
美々津の町並みで、今年度の建築修復学会の大会が12
月6口、7日の2日間開かれました。建築修復学会は、

国の文化財建造物の修復にかかわってきた専門家や大

0﹁0ωm−⊂コ

美々津の町並みの修復を検証レ

らしの中には潤いが大切です

ひむか疫

婆−

花暮

画

日向看護高等専修学校第4期生の戴帽式が12月12日、

えたのは、男性8人、女性36人用44人。家族や関係者

し

市文化交流センターで開かれました。今年戴帽式を迎

きれいな海を取り戻そうレ

97日豊海岸漂着物清掃「冬の陣」が11月30日と12月14

もったのは︑庭師であった父親の

枯れた花は必ず取ることが大切だ

ではだめだと言います︒そして︑

ランターの底にボラ土を敷き︑そ
の上にかのほ︵軟らかい土︶をお
き︑そして腐葉土と石灰を混ぜた
土をかぶせて花を植えます︒木村
さんは︑ただ土に花を植えるだけ

今は寒さに強いパンジーやキン

ることだそうです︒

また︑花づくりで心掛けたいこ
とは︑毎日花に﹁今日もきれいに
咲いたね﹂などと声をかけてあげ

︐木村さんが花づくりに興味を

たと言います︒

後ろ姿をいつも見ていたからだ

ギョソウ︑サクラソウ︑ペチュニ

は︑年間を通して約15種類ほどで︑

アなどを植えています︒
﹁皆さんに大変でしょう︑と声
をかけられますが︑少しも苦には
なりません︒私には時間がない︑
と言われる方もいますが︑時間は
自分で作るものですし︑できない
ことは絶対にないと思います﹂と
木村さん︒

木村さんの花づくり︑花壇つく

した︒

﹁暮らしの中には︑潤いが必要
です︒そんな潤いを花が満たして
くれます︒花を植える家庭が多く
なって︑まちが花いっぱいになっ
たら︑犯罪や非行の防止︑環境美
化にも効果があるんじゃないかと
思います﹂と木村さんは︑全市民
あげての花づくりを勧めてくれま

そうです︒

と︑木村さんは言います︒しぜん
と花づくりや花壇づくりが好きに
なったそうです︒栽培している花

りは︑土作りから始まります︒プ

﹂ポノ匠ブ

が見守る中、厳粛にナースキャップを受け取りました。
看護士（婦）としての基礎知識を学んだ生徒らは今後、
各病院等で臨床実習を行います。看護の道に大きく踏
み出した日として、忘れられない日になるでしょう。

﹁この次は︑最優秀賞を取りた
いと頑張ってきましたので︑実現
できて本当によかったです︒これ
もみんな家族の理解と︑皆さんの
アドバイスのお陰です﹂と喜びを
語ってくれるのは︑平成9年度日

＜誓いも新たに戴順調
向市花壇コンクールで最優秀賞を
受賞した木村絹子さんです︒
木村さんは︑第1回のコンクー
ルで優秀賞を受賞しました︒この
とき︑次はぜひ最優秀賞を取りた
いと︑花の配色や配置︑設置場所
に気をつけながら花壇づくりに取
り組みました︒そのために県や他
市町村のコンクールで入賞した方
の家を見て回ったのも刺激になっ

日の両日、海岸線沿一帯で行われました。これは、台
風19号の影響により海岸線に流れ着いた流木などを片
付けて、私たちのきれいな海を取り戻そうというもの。
流木などは、特に被害の大きかった耳川近くの美々津
や平岩地区の海岸に多く漂着していました。早朝から
地元住民らが海岸に出て、清掃に汗を流しました。
色とりどりの花が咲く木村さん宅

ゾ
しり

はそんな潤いを与えてくれます

美々津の歴史的町並みを守る会の案内で、町並みの各
家々を1軒1軒見学して回りました。

w護温里離窒罫クール木村絹子さん（47歳：庄手）

希望する方は市総務課（倉内線2234）まで

砂
〃

学研究員、市町村の職員らで構成。小雨まじりの6日、
平成9

ﾌ配置

セ
■広報紙に掲載された写真を差しあげます。

●みんなの広場

鰯

●

縄文パラダイス

宏わ

﹁縄文パラダイス﹂という言葉
があります︒これは︑縄文時代が
人間にとって極楽の時代だったと
いう意味ではなく︑人が あ ら ゆ る
面で自然と調和しながら暮らして
いたということです︒

必要以ヒに狩りはしない︑森の
木は切らない︑魚や貝も食べる分
だけ採る︒当時の人たちは︑こん
もちろん定住もしないし︑病気

な生活を続けていたのです︒
になれば精霊に祈るのが関の山︒

一

縄文人の平均寿命は30歳前後とも

碑

︑争

〈新しい本〉

■情緒面の年齢別発達特徴

◇ところ1ーアスティ日向懸屋3階

午前10時1午後4時30分

◇とき111月10日︵土︶︒凹目︵土︶

■子育て相談︵日向市保育協議会︶

ます。

上田

著

気持ちを満たしてあげる︒

発見や驚きを見逃さず受け止め︑

◎大人の対応
①いろんなことに興味を示し活動
的になるので︑目が離せない︒
②自分で使用とするときや何かに
熱中しているとき︑いたずらと感
じられても︑温かく見守り子供の

嫉妬心などが見られる︒

一人遊びが多く︑物の取り合いや

・同年齢の子供に興味を示すが︑

との触れ合いをとても喜ぶ︒
・呼びかけ︑指さし︑身振り等で
自分の気持ちを示そうとする︒

◆クイズでわかる

@青春卜ーケ

鶴町︶

︑・

供のリズムを大切にする︒

③個人差の大きいときなので︑子

︵20歳

周一一さん

幽や・

◆人類の挑戦
冒険と発見の100年

いきい壱

三樹

◎1歳3カ月児から2歳児
・身近な人の行動をまねし︑大人

うかは︑多分本人たちに聞い
ても分からないでしょう︒彼
らに幸せという概念があった
のかも分かりません︒食べて満足︑

眠れて安心︑そんな感情だけで生
きていたのかもしれません︒

かいいせき

そんな時代の遺跡が最近︑亀崎
かめしん
土地区画整理事業地内にある亀新

とは考えられません︒
豊かな自然と季節の中で︑その
時季に最も見合った食料を求めて
移動し︑ある程度食べたら︑また
移動する︒限りない幸せを求め続
けるよりも︑心穏やかにくらせる
生き方のお手本かもしれません︒

ここに住んでいた縄文人は︑もっ
ぱら魚を食べていたものとも考え
られますが︑住居の構造はごく簡
単なもので︑とても定住していた

呼ばれる石器です︒このことから︑

出土した遺物は︑700点ほどの
ぜきすい
土器片や網の重りに使った素直と

2軒の住居跡が確認されました︒

先月から行われている発掘調査で

の遺物が多数出土したのですが︑

この遺跡では︑昨年も縄文時代

開遺跡で発見されました︒

σ

だより

子育 て

館内では、月刊の図書館しんぶん「なか
よし」の発行や、おはなし会などの読書普
及活動を実施し、大変ご好評をいただいて
います。こうした実績を残し、新しい年を
迎えることになりますが、来年はいっそう
市民の皆様に喜んでいただけるよう努力し
ていきますので、どうぞよろしくお願いし

こんな生活が幸せなのかど

言われています︒

5％に達しています。

︵教育委員会社会教育羅文化係︶

︵23歳一春原町︶

由香さん

よいお年をお迎えください。

趣味は、映画鑑賞と読書。また、会社の野
球チームでキャッチャーをしています。

貸出数は約17万冊にも及びます。こ・の数
これからも元気で優し

ちしています。

子供たちや保護者に信頼される保母になるこ
とと、かわいいお嫁さんになることかな？

は、旧図書館のときに比べ約4倍に増加し
ています。また、利用登録者数も人口の1
子に育ってね。

開館以来の総利用者数は約10万人、総
大好きな仁冶くん。

当にありがとうございました。
電車とトム＆ジェリー

どなります。1月6日置らのご利用をお待
に囲まれ充実した毎日を送っています。夢は、

（3歳

12月28日から来年1月5日までは、休館

からの夢でした。私自身、この保育園に通っ
たのでやり甲斐も大きく、かわいい子供たち

民の皆様の暖かいご支援のもと、もうすぐ
1歳の誕生日を迎えようとしています。本
＝周くん

＜お知らせ＞
積層材）製造工程での接着管理・品質確認を
担当しています。上司・同僚に恵まれた明る
い職場で、今後多くの部署を経験し会社に貢
献できるよう頑張りたいと思います。
子供が大好きで、保母になるのが小さいころ

キューティーハニーを見

．：﹂﹁一．・

住居跡と出土遺物

今年1月10日に開館した新図書館は、市
や
1さ

恵子さん家の
はくくん（立縫

U
i
ちゃん。人の痛みの分かる
優しい女の子になってね。

暖冬だと言われながらも、冷たい北風が
吹いてくると、本格的な冬の到来を思わず
にはいられません。寒さを逃れて読書にふ
けるのも、冬の過ごし方の一つかもしれま
寺

こんにちは
図書館です｝
ながら上手に踊れる美紀

※その他、今月も約100冊入荷
㈱サンテックに勤務し、LVL（．単板平行
正念寺保育園に勤務して3年目になります．

（4歳6ヵ月）

慶軸犠聯

﹄＠

︑罐

．武

、

き
み

きょうはなんの日事典
本 間 正 樹
＼＼．

美紀ちゃん

な．韓鑑

︸

呵乙．．唱

@

おてんばちゃん（幸脇）
﹂醐﹂

、■

，

だ

β

甲斐利文・裕子さん家の

せんね。

＠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君52−2000・2070へ

間の最終日︶

000円︵支払いは勤務期
◇受付期間111月5日︵月V

します

保育所で1月5日から配布

！30日︵金︶

◇応募資格11原則として︑

ﾎから40歳までの健康な

所︵燈内線2163︶

◇問い合わせ11市福祉事務

ﾔ窓口

◇受付場所11市福祉事務所

は︑保護者の同意が必要︶

男性︵特に野球や補助員の
経験があり︑捕手のできる
方は優先︒未成年者の場合
◇応募方法11所定の用紙で
1月5日から20日までに︑

工業統計・石油等消費構造統計調査

統計調査にご協力を

業所の実態を調査するコ平

目勤務場所11お倉ケ浜総合

次のとおり受け付けます︒

市は︑来年4月から入園
する保育園児の入園申請を

時に行われます︒

業所の石油等の消費実態を
調査する﹁平成9年石油等
消費構造統計調査﹂が︑同
食展Lを開きます︒

究資料展示発表会・学校給
テーマは︑﹁見直そう私
たちの食生活〜子供たちの
健康を守るために〜﹂．．給

示︑栄養指導などのコー

食の試食会をはじめ︑児童
生徒の作品や郷土食︑学校
給食に関するパネル等の展

統計法に基づき秘密が厳守
されますので︑数字等の正

見直そう
私たちの食生活

宮崎県学校教育研究会学
校栄養職員部会では︑﹁平
成9年度宮崎県学校給食研

〜19日︵月︶

◇対象11市内に住んでいる

栫̀午後5時︑25日目日︶

◇日時111月24日︵土︶乍前

考えてみましょう︒

この機会にぜひ︑皆さん
と﹁緒に学校給食について

き﹂の実演も行われます．．

ナーが設けられます︒

確な記入をお願いします．．

いただいた内容については︑

なお︑調査票に記入して

いします．．

年末から年始にかけて調
査員が︑各事業所をお伺い
しますので︑ご協力をお願

12月31日現在で︑製造事

成9年工業統計調査しと︑

近鉄キャンプ補助員の募集

市商工観光課内近鉄バファ
ローズ日向協力会事務局へ
申し込む こ と
従業者が30人以ヒの製造事

お手伝いください
プロ野球‡ヤンプ
課︵倉内線2635︶

◇問い合わせ11市商工観光

平成10年度保育園児の募集

近鉄バファローズ98春季

キャンプの球団補助員を募
1月22日から3月

集します．︑

◇期間

公園及び大王谷運動公園
◇入園できる基準11保護者

家庭で保育ができない
場合が対象です

◇勤務内容11①グラウンド

及び同居の親族が︑昼間働
いたり︑長期の病気で療養
中であったり︑また出産な
どの理由のため︑家庭で児

初旬まで

整備及び用具運搬︑②打撃
練習時の捕手及び外野での
ボール拾い︑③その他︑球
団関係者の指示による仕事

◇募集人員1125人

◇勤務条件11近鉄野球株式

なりません︒

また︑日向の郷上食コお
船出団子作りL﹁きな粉挽

◇入園申請書類の配布U市
福祉事務所または最寄りの

◇使用料1116万5000円

詳しくは︑各業者もしく

学校給食研究資料展示発表会

会社の臨時要員就業規定に
よる︵球団雇用︶ ①勤務
時間は原則として午前9時
か ら 午 後 5 時まで︵グロー
ブ・弁当持参︑時間の変動

4月1Hまでに生まれた方︶
◇受付期間肺1月6日︵火︶

童の保育ができない場合が
対象となります︒幼児教育
を受けさせたいとか︑集団
生活に慣れさせたいなどの
理由では︑入園の対象には

あり︶︑②賃金は勤務時間
の 長 短 に か かわらず日額6

③耕作面積が10アール以上

ある方か︑または︑その方
と同居の親族または配偶者
で︑年間の耕作従事日数が
勛ﾈ上 あ る 方

ご存じですかSマーウ
人

地区

幸山

下

子切島山2

蔵

稔幸脇

喪主

11月30日現在

社会福祉協議会扱分

愛のご寄付︵敬称略︾

故

柄本八千代

文子秀

高木アヤ子神崎強地
佐藤

岡田マエシヅカ山下

浄化槽の定期的な維持管理

◇会場1ーアスティ日向寿屋

午前10〜午後3時

も、すすんで検察官が不起訴にした事件を取り一しげ
て審査することもあります。

川や海を守るのは
あなたです

あなたは︑川や海を汚し
ていませんか．．浄化槽は︑

です︐

適正に管理しなければ川や
海を汚してしまいます︒あ
なたの浄化槽は︑大丈夫で
すか︒川や海をきれいにす
るのも汚すのもあなた自身
浄化槽を正しく使用する
ためには︑定期的な維持管
理と清掃︑そして検査を受
ける必要があります︒維持

納税税料
月

一止まって確認、無事故に挑戦一

二停στすか？検察癬査会
長友栄太郎忠

匪

期

156件

︵

管理︑清掃及び検査を行う
業者と契約を結び︑法律に
基づいた適正な維持管理を

申請書は︑12月中に送付

行いましょう．．

0 1 ︶ ︑ 市 環境整備課︵費

は日向保健所︵倉52151

方で︑墓地がないため遺骨
を家や寺または納骨堂に安
置している方や改葬するた
め墓地を必要とする方
可申請書︑②印鑑

しますが︑届かなかった方

◇区画決定111月22日︵木︶

信頼できるお店のマーク

2139︶

市民課生活相談係︵費内線

◇申し込み・問い合わせ11

健康管理センターで抽選

午前9時30分から日向市民

◇必要書類11①墓地使胴許

合わせください︒

は︑市選挙管理委員会︵倉
内線223ユ︶までお問い
カーフェリーの利用促進

利用料金を助成します

日向市カーフェリー利用
促進協議会では︑日向−神
戸︑日向−川崎航路の往復
または片道を利用する方に
対し︑利用料金の2割を助
対象となるのは︑①市内

成しています︒
の市民団体︵10人以上︶の

クです．︑

Sマークは︑理容業・美
容業・クリーニング業のお
店が厚生大臣許可の標準営
業約款制度に従って営業し
ていることを証明するマー
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
基準に基づいた補償が受け

（十10）
（一4）
（±0）

14人
0人
12件

内線2662︶へ．︑

農業委員会委員選挙人名簿

研修旅行②市内の中学︑高
校の修学旅行③農林業団体
の農畜産物などの輸送④団

体などのカーフェリーを
申込・問い合わせば︑市

使ったイベントの開催︒
企画課︵燈内線2215︶へ︒
市営墓地の 貸 し 付 け

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
注目ください︒

誇・餐講離謙鐸

（一1）

第4期
第8期

農業をする方は登録を

市選挙管理委員会は︑毎
年1月1H現在で︑有権者
の 申 請 に 基 づき﹁農業委員
会委員選挙人名簿﹂を作成
し て い ま す ︒次のすべてに
該当する方は︑1月10日ま

墓地が必要な方へ
◇所在地11塩見新財市

で に 市 農 業 委員会へ申請書
を提出してください︒

◇区画面積N5平方メート
ル︵90区画︶

二てがなくと
検察審査会は、被害者などからの申し．、：

κ
拶

人身事故死亡負傷者物損事故

1月分

山田華華・肇鵬亜

市 県 民
国民健康保険
国民年金保険

献血は心の贈りもの

検察審査員の選び方は？
まず、市選挙管理委員会が、選挙人名簿に基づい
て「くじ」で候補者を選びます。その中から、検察
審査会事務局が再び「くじ」で審査員を決定します。
検察審査員は、6カ月ごとに交替しますので、あ
なたもいっか審査員に選ばれるかも知れません，

の

一

一

一
（）内は前月比
日向市分

1

00
10：00〜15

11月中の交通事故
ところ■青少年ホーム

LIFE
SAVE

一

①市内に住所のある方
②20歳以上の方︵昭和53年

ところ■中央公民館
◇法律相談

徳三江三日細中黒中黒野鈴赤
口玉藤樹高川村田村木口木木
モ袈
今ハ
モ裟米徳 清好隆きユ義朝ル
エ雪蔵市進助子二ぬり信吉工

30日㈹JA日向本店8：40〜↑2：00
30
10：30〜14

00

10：00〜15

度です。検察審査会は、全国201カ所にあります。

あなたの協力が命を結ぶ
き■1月14日（水）
と

き■1月13日（火）
と

團 検察審査会とは？
選挙人名簿をもとに、広く国民の中から「くじ」
で選ばれた11人の検察審査員が、いわば民間人を代
表して検察官の仕事のやり方を審査する、という制
き■1月16日（金）
と

18

一

BLOOD
GIVE

◇交通事故相談

◇会場；市中央公民館
◇入場料＝無料（ただし、中央公民館でお
配りする整理券が必要です）
◇主催＝NHK宮崎放送局・市教育委員会
※当日は、公共交通機関をご利用ください

圏 審査はどういうときに？
犯罪の被害にあった人や、犯罪を告訴・告発した
人から、検察官の不起訴処分を不服として検察審査
会に申し立てがあったとき審査を始めます。また、
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。

ところ■中央公民館
◇年金巡回相談

17

一

11

52−2111
◇日時＝1月1旧（日）午後2時開演

60

一

1月の献血日程

1月の相談日程

市役所は費代表

一
l998
Concert
Family

」〜
臆
．
ら
〜二；

一

黒木のどかちゃん︵向江町︶

す：：こ1や：が広場
お母さんになること︑それは女性にとって
新たな生活の始まりでもあります︒特に︑初
めて妊娠した場合では︑体や生活の変化に不

保健婦です

念

そんな妊婦の出産への不安や疑問を解消す

安や疑問も多いと思います．︑

るため︑市は毎月﹈母親学級Lを開いています︒

この母親学級は︑妊娠から出産までの日常生

活の中で必要な知識や技術などを実技を．通し

鰐

ご・o（。駒い

吉
川
聖
也
く
ん
書
＼、野
潔
白6F）

ヘ

b ノ〜
咳

＼口丑■町霧劇閃㎝旧

乳幼児健診
3カ月児健診（第レ第2金曜日）
口 時◇1月9日、23日

浦上医院〔内・外・胃腸君522936） 稲原
繪@（眼君522209｝鮫島病院（精神・内・

1日

刊R5

対 象◇平成9年10月生まれ
7カ月児健診（毎月1回〉

V222）

日

山元医院（小児君536066）

大平

繪@〔整外・内・理学診療倉523337＞

対 象◇平成9年6月生まれ
1歳児健康相談（毎月1回）

甲斐医院（外・胃腸雪5350001 児玉医院
i小児君522530）安部医院（内・循環實53

3日

S788）

浦上医院〔内・外・胃腸8522936） 稲原
繪@（眼君522209＞鮫島病院（精神・内・

4日

︐3001月OIO

象◇平成8年12月生まれ

1歳6カ月児健診侮月1回）

黒木医院（内君526055）萩原眼科（眼魯63

対

時◇1月13日（火）

設

象◇平成8年6月生まれ

ん6

3歳児健診（毎月1回）

繪@〔整外・内・理学診療君523337＞

日

甲斐医院（外・胃腸君535000） 児玉医院
i小児君522530）安部医院（内・循環容53

対 象◇平成6年6月生まれ
※受付時間は、3カ月児 午後1
カ月児

田

巴1

午後1時〜2時、1歳児

午前9時30分〜ユ0時です。

眼科（眼實524009）

母子健康手帳を忘れずに、市民

r股病院（内・外・整外・胃腸君580034）

健康管理センター（費内線2181・

崎眼科（眼君525600）今給黎医院（内・
z環君542459）寺尾医院（産婦君631447）

2182）まで。

※当番医が変ることがあります。テレホンサービス（a53−1214｝で確認を。

世界の約170力唱が参
加した地球温暖化防止京都

会議が︑12月1日から10口

まで開かれました︒地球か
ら排出される赤外線を吸収
する二酸化炭素などの﹁温
室効果ガス﹂を削減しよう

とするもの︒会議では︑各
国の温室効果ガス排出削減
目標と具体的な対策を協議

しました︒

温室効果ガスの削減は︑
私たちのふだんの暮らしの
中でも実施することができ

ような気もする﹁省エネ﹂︒

︽Y︾

ます︒．今では死語になった

これが決め手です︒

巳nコ田一一＼三和土瞬nコ剛一一産

助茁煢ﾈ（内・呼吸・循環君536333）

時◇1月7日（水）

時〜1時30分、7カ月児・1歳6

和田病院（内・外・放・脳外8520011）

25日

対
日

S788）

18日

時◇1月20日（火）

・〜c『予＼イ

後編

日向市の人ロと世帯
（平成9年12月1日現在）

人口

記集

59，109人（十46）

男28，009人（十23）
女31，100人（十23）
世帯数

21，203世帯（十

7）

帥…」

賦

転入130人転出96人

出生50人死亡38人

松葉沙織ちゃん︵切島山←

﹂
15日

日

﨎痰T4680D

V222）山元医院（小児君536066｝大」F

11日

ム一

時◇1月16日（金）

落合昂轟くん︵永江町︶

口丑﹂町斗ヨー﹁一コ閑η旧

黒木医院（内君526055）萩原眼科嘱艮君63

卲N546801）

2日

／．愈σ1

坂
口
千
夢
ち
や
ん
琵

良町︶日高比奈多ちゃん︵松原︶

■酋凹而耐

て学んでいただこうというものです︒栄養士
による講話や調理実習︑歯科医による口腔

■瞑翁＼H同丑騨O翁¶一〇吊四〇⊃口

チ ェ ッ ク な ど内容も盛りだくさんです︒
また︑妊婦同士．の交流や情報交換の場とし
ても役立っています︒出産の経験を問わずに︑
ぜ ひ お 気 軽 に参加してください︒
今︑母親学級は︑内容を4回に分けて開い
ています︒回によっては︑時間が異なること
がありますので︑事前に市健康管理センター
に お 問 い 合 わせください︒
︽渡辺 ︾

1＼一イ！

