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◎特集・児童福祉を考える…2P ◆シリーズ
介護保険2…6P ◆市政の動き（6月市議会

報告、新農業委員会委員の紹介ほか）…8P
◆まちの話題（男女共同参画社会づくり懇話会
設置ほか）…12P ◆みんなの広場…14P
お知らせ…16P ◆すごやか広場…20P

麟夏はやっぱりキャンプだ！

◆

楽しい夏が、やってきました。昨年オープンした日向サン
パークのオートキャンプ場では、親子連れなどが、早速キャ
ンプを楽しんでいます。今年、あなたの夏は、どんな夏。
、この広報紙は再生紙を使用しています。

「

児童福祉を考える
話で盛り上がっているようです︒

最初は︑あまり話をされなかった
お母さんたちも︑最近では子育ての
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地域子育て支援センター保育士

甲斐美紀さん

今の日向市は︑働いている方には保
育所などが整備されていて︑安心して
子育てができる環境になってきている
と思います︒しかし︑私たちのような

いても考えてほしいですね︒

それと学童保育については︑今年3
か所に増えました︒午後5時までとい
う制限がありますので︑時間延長につ

感しています︒

今年︑子育て支援センターが開設さ
れましたが︑私も3人の子供の母親と
して︑すごくうれしく思っています︒
また︑一時保育事業も平成9年に一か
所開設され︑今年新たに一か所追加さ
れたわけですが︑市の子育て支援とい
うものが少しずつ進んできていると実

り組んでいます︒

主な活動としては﹁もちつき人会﹂
や﹁すいとんの会﹂を開き︑3世代で
ふれあえる場をつくることを中心に取

ただいて活動しています︒

高山 日知慮児童センター母親クラ
ブ会長の高山です︒母親クラブは︑
全国的な組織で︑県や市の補助金をい

や質問が寄せられています︒

育児相談では︑﹁赤ちゃんが︑あ
まり寝てくれません︒どうしたら寝
てくれるのでしょうか﹂とか﹁ミル
クをなかなか飲んでくれない﹂﹁下
の子供が生まれてヒの子供が情緒不
安定になった﹂といったような相談

かせください︒

萄集
黒木 ますは︑それぞれの立場から現
状と︑児童福祉に対するご意見をお聞

甲斐 今年︑日向保育園に開設されま
した子育て支援センターに勤務してい
ます甲斐と言います︒

子育て支援センターは︑地域全体で
子育てを支援するために︑家庭の相談
指導や育児支援︑子育てサークル等へ
の支援などを行っています︒現在のと
ころ︑3歳未満児の母親の利用が多く
lの子供たちが登録しています︒

﹁
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への参加などの活動﹁を行ってきました︒

りや親子遠足︑﹁こどもおまつり広場﹂

す︒6月に名称を﹁日向保育園子育て
支援センターひまわりクラブ﹂と名付
けました︒これまでは︑こいのぼり作

サークルは︑現在10人の会員がいま

びを中心に計画しています︒

育児支援では︑内容を年齢に合わせ
て楽しめるようなものにしたいと︑遊
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市では今年度、児童福祉の充実を図るため
﹁

％い．︑

日向市地域子育て支援センターの新設、一時保育事業の拡充、
児童クラブの増設を行いました。
このように市は、r健やかで生きがいのあるまちづくり」、
また「だれもが安心して子供を産み、育てられるまちづくり」を

目指しています。
今月号では、市福祉事務所長を交えて4人の方に、
児童福祉についての意見を伺いました。

このように一時保育を利用すること
で︑女性の就労場所の確保や職場進出
が助長されていることは︑確かにある

という方もいます︒

ほとんどいない上曜日を除くと1日平
均約4人から5人というところです︒
利用者の内訳では︑定期的に就労され
ている方が意外と多いようです︒中に
は﹁子供を集団生活に慣れさせたい﹂
とか﹁就職活動に時間がほしいから﹂

月置78人︑6月が67人です︒利用者の

います︒利用者数は︑4月が62人︑5

初めての事業で︑分からないことば
かりですが︑少しずつ利用者も増えて

事業を始めました︒

柏田 大王谷保育園の柏田です︒大王
谷保育園では︑今年4月から．時保育

助かりますね︒

働いていない者にとっては︑気軽に子
供を預ける所がないので︑ファミリー
サポートセンターなども整備されると

少子高齢化の進展、女性の社会進出など社会形態の変化に伴い、
児童を取り巻く教育や福祉が重要な時代となってきています。

日知屋児童センター母親クラブ会長

高山とも子さん

引
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◎利用しませんか！
一時保育事業

時間が午後5時までというのは少し短
いと思います︒せめて︑午後8時くら
いまで延長していただけたら助かるん
して預けられるのではないでしょうか︒

病状が急変することもよくありますの
で︑病院などに病後児保育という形で
預かっていただいたら︑親の方も安心

と思います︒

高山 病院での幼児保育については︑
私たちも賛成です︒この問題は︑働い
ている皆さんにとって︑すごく切実な
問題だと思います︒児童の保育の問題
だけでなく︑働きやすい環境づくりと
いった面からも考えていく必要がある

ですけど⁝︒
それと︑児童クラブの活動の中で︑
勉強の時間を設けるなど学習する癖を
つけるようにしていただけると︑子供
のためにもなると思います︒

黒木 今︑皆さんからそれぞれの立場
で現状とこ意見をいただいたところで
すが︑お互いに質問等があれば出して
ください︒

しょうか︒

◇活動内容＝児童クラブ指導員のも

と、児童センターや学校内、または戸
外での遊び
◇開設場所；①日知屋児童クラブ／即
知屋公民館、②財光寺児童クラブ／財
光寺小学校の空き教室、③富高児童ク
ラブ／嵩高小学校の空き教室

・

だろうと思います︒

柏田 以前︑実施したアンケート調査
で︑放課後の児童の保育について非常
に深い悩みをもっている方が多いこと

柏田 病院などの中に一時保育事業が
あるのが︑一番望ましいのではないで

が分かっています︒

高山 宮崎市や延岡市には︑そのよう
な病院等がありますよね︒

黒木 アンケート調査については︑市
でも昨年︑小学校の低学年の保護者を

必
．ノ罫

．盆癒

また︑夏休みなど︑小学生を預かっ
ている保育園もあるそうで︑そのよう
な体制が地域の中にも広がっていくと

対象に実施しましたが︑18ル童クラブの

◇対象児童＝小学校1〜3年生
◇関所時日＝放課後〜午後5時

今後︑一時保育を実施していくうえ
で問題になってくるのが受け入れ人数
の問題です︒利用者の増に合わせて職
員数を増やすということになると︑常
時でなくとも頻繁に来てくれるような
地域の方を事前に確保しておく必要が
あります︒予算も伴うと思いますが︑
市からの助成があるといいで す ね ︒
設置についての要望が多い状況です︒

る形が望ましいと思います︒

高山 学童保育は︑各校区ごとに設
置するのであれば︑小学校に併設す
また︑単に遊ばせて時間を過ごす
だけでなく︑学習時間を習慣づけた
り︑しつけを学ばせたりするような
ことがあれば︑親も安心して利用で

︒欝懇嫡
潤 ︑亭−

ばいけないのではないでしょうか︒

は︑とても不安ですね︒幼児の場合︑

てくれると助かります︒

まざまなご意見︑こ提一三ロをいただいて

児童福祉については︑これまでもさ

所追加する予定です︒

を進めている大王谷地区公民館に一か

18ル童センターについては︑現在計画

ていきたいと思います︒

アンケートの調査結果では︑児童ク
ラブの設置に関して一番要望の強かっ
たのが冨高小学校でしたので︑今年度
開設しました︒ほかの小学校について
は︑予算の状況も見ながら今後検討し

黒木 いろいろなご意見︑こ提言あり
がとうございました︒児童クラブにお

子育て家庭の支援活動の企画、調整、

います︒今回︑要望等のあったものと
あわせ︑国・県と連携を図りながら充
実させていきたいと考えています︒
本日は︑ありがとうございました︒

図るための学童保育です。

富高児童クラブを利用している

る利用／月14日以内

ける学習時間については︑ムフ後さらに

児童が、放課後に帰宅しても、保護
者が仕事などで家庭にいない小学校低
学年の児童に遊びを通して育成指導を

松元

③育児に伴う心理的負担等の解消によ

充実させたいと思います︒

放課後児童クラブ

松元です︒

祭等による緊急の利用／月14日以内、

でしょうか︒

6304番地15a53−5766）

富高小学校に児童クラブができたこ
とは︑働く母親としてとてもうれしく
思っています︒子供が幼稚園に通って
いたころは︑延長保育を利用していた
んですが︑小学校に進学したらどうし
ょうかなと︑いつも不安に思っていま
きると思います︒

◇開所島西＝午前8時〜午後6時
◇利用日数＝①就労や職業訓練等によ
る利用／週3日以内、②病気や冠婚葬

病気の子供を預かったとき

したので︑本当に助かっています︒

育園（財光寺461番地1雪54−0338）

癒、V、、妻／
富高児童クラブ利用者

富高児■クラブの様子
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柏田

3丁目107番上将52−1815）、往還保

松元美豊さん
，

この児童クラブ︑利用する側にとっ
ては︑大変便利で何も心配せずに仕事
ができるということはあるのですが︑

預かりします。

甲斐 この件については︑以前︑市の
アンケートでも要望していたところで
すが︑その後どのようになっているの

実施を専門に担当する職員を配置し、
子育て家庭等に対する育児不安等につ
いての相談指導及び子育てサークル等
への支援、並びに地域の子育て家庭に

黒木輝章さん
◇利用方法＝直接、実施保育所へ申し
込んでください

柏田 これまで児童福祉について︑施
設での保育について話し合ってきまし
たが︑核家族化が進展してきた今日で
は︑子供たちと祖父母とのふれあいを
もたせるということも大切になってく

対する育児支援を行います。

柏田久利さん
、

食費を含む）

るのではないでしょうか︒

◇実施保育所＝日向保育園（報知屋1

大王谷保育園園長
日向市福祉事務所長
◇利用料金＝日額1人／1500円（給

高山 今︑地域でもお互いに知らない
場合が多く︑各個人の生活を大切にす
る傾向が強くなっています︒子供たち
が︑地区の公民館などで高齢者の方と
一緒に過ごせる場ができるといいです
ね︒これからの私たちは︑そのような
関係づくりにも取り組んでいかなけれ

地域子育て支援センター事業

いいですね︒

◇対象児童二〇歳〜就学前の児童
◇実施保育所＝大王谷保育園（亀崎東

松元 確かに︑午後5時以降や夏休み
中の子供の保育については︑預かって
くれるところがあれば何とかなるかも
しれませんが︑子供が病気の場合はそ
ういうわけにはいきません︒病院など
が︑病気のときだけでも子供 を 預 か っ

一時置に家庭での保育が困難となる
場合に、保育所（園）でお子さんをお
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◎シリーズ介護保険2

． ㌧

︽在宅サービス︾
窮皆．﹁∵い∵．．

．
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事業者と介護保険施設です︒

は︑一定の用件と事業の基準を満
たし︑宮崎県知事から指定された

これらのサービスを提供するの

施設サービスの2つがあります︒

要介斜度に応じてサービスを捏供します
認定の立法

クに分かれる認定が行われます︒

介護サービスを受けたいと思っ
たときは︑まず︑市役所に申請を
します︒そして︑必要な介護サー
ビスを判断するために訪問調査が
行われ︑介護認定審査会で6ラン
ス． 訪問介護員︵ホーム〜ルパ
i︶が居宅を訪問して人浴︑排泄︑

食事などの介護や日常生活上の世
話を行うもの︒

この認定により決定した介護の
必要程度によって︑介護サービス
計画︵ケアプラン︶が立てられ︑
愈訪閤入浴介護
入浴の介護を行うもの︒

居宅を訪問して

サービスが提供されます︒

この要介護認定を受けられるの
は︑①介護を必要とする65歳以上

のもとで看護婦等が居宅を訪問

＠訪回．巳礼至

かかりつけ医の指導

の人︑②老化によって起こる病気
O雇宅療香荒捜．努︑．㌃

し︑療養上の世話を行うもの︒

医師︑薬剤師等が居宅を訪問し︑
療養上の管理や指導を行うもの︒

︵15種類の特定疾病∀などで介護
を必要とする40歳以上64歳までの

ーヒフご

●日雇り介護

機能訓練を行うもの︒

わせ︑当該施設において人浴︑食
事の提供等の日常生活ヒの世話︑

日帰り介護施設等に通

ニアイサ

医師︑歯科

されます︒

人です︒また︑介護を必要とする
おそれのある状態の人は︑要支援
認定となり︑認定は定期的に見直
また︑緊急な場合は︑認定前で
もサービスが受けられます︒

●訪問リハご−ニアーシ︐﹁こ／r

理学

サービスの種類

次回は︑10月号に掲載します︒

な医療を行うもの︒

●療養型病床群等 療養型病床昇
等︵要介護者を入院させる部分に
限る︶の入所者に︑施設サービス
計画に基づいて療養上の管理︑看
護︑医学的管理下における介護等
の世話及び機能訓練︑その他必要

世話を行うもの︒

●介護老人保健施設 介護老人保
健施設入所者に︑施設サービス計
画に基づいて看護︑医学的管理ド
における介護及び機能訓練︑その
他必要な医療並びに日常生活上の

行うもの︒

療法士や作業療法士等が居宅を訪
問して理学療法︑作業療法︑その
他必要なザハビリテーションを行

︽施設サービス︾

他のサービスの提供を行うもの︒

よう︑要介護者等の心身の状況︑
置かれている環境︑意向等を勘案
して居宅サービス計画を作成する
もの︒また︑この計画に基づく在
宅サービスの提供が確保されるよ
う︑事業者等との連絡調整その他
のサービスの提供を行う︒要介護
者が介護保険施設に人所する場合
には︑介護保険施設への紹介その

介護保険で受けられるサービス
は︑大きく分けて在宅サービスと

中央公民館での説明会の様子

6月号に引き続きシリーズで介護保険制度を紹介します︒
前回は︑﹁介護保険制度の仕組み﹂﹁介護保険の被保険者﹂
﹁保険料の決め方・納め方﹂を説明しましたが︑今回は介護
サービスを受けるにあたって必要となる﹁認定の方法﹂﹁サ

象となる︒

●福祉用具購入費の対象となる特
定福祉用具 入浴または排泄の用
に供する福祉用具等が購入費の対

の︒

●福祉用具貸与 車いす︑特殊ベ
ッド等の福祉用具の貸与を行うも

話を行うもの︑

の世話︑機能訓練及び療養上の世

ービスの種類﹂について紹介します︒

うもの︒

●日帰りリハビリテーション︵通
所リハビリテーション︶ 介護老
人保健施設︑病院等に通わせ︑当
該施設において理学療法︑作業療
法︑その他必要なリハビリテーシ
ョンを行うもの︒

●短期入所療養介護 介護老人保
健施設︑療養型病床群長に短期間
入所させ︑その施設で看護︑医学
●住宅改修費の対象となる住宅改
修 手すりの取り付けや段差解消
など︑小規模な住宅改修が対象と

的管理下における介護︑機能訓練︑

その他必要な医療及び日常生活上

調印式に引き続き、事務局が設置
される市健康管理センターで開設式
があり、赤木市長らが看板を設置し

なる︒

介護保険制度の中で二次判定を行
う「日向入郷地域介護認定審査会」
が、日向市及び入郷の1市2町5村
で設置されることになり7月2日、

76︶へ︒

日向保健所で調印式が行われました。

このコーナーの内容及び介護保険
についてのお問い合わせば︑市高
齢者あんしん対策室︵倉内線21

介護保陰認定冨査会
事務局を設置

●介護老人福祉施設︵特別養護老
人ホーム︶ 介護老人福祉施設入
所者に︑施設サービス計画︵介護
保険施設入所者について︑施設が
提供するサービスの内容︑担当者
等を定めた計画︶に基づいて︑介
護等の日常生活上の世話︑機能訓
練︑健康管理及び療養上の管理を

策室へ。

日向入郷地域介護認定寳責会の看板を股置する赤木市長と入郷町村長ら

また、企業やサークルなど説明会
を希望する団体等があれば随時受け
付け、説明会を開いています。希望
する団体等は、市高齢者あんしん対

の世話を行うもの︒

日まで、市内65か所で実施します。

●介護支援サービス︹居宅介護支
援︶ 要介護者等による在宅サー
ビスの適切な利用等が可能となる

まで、夜の部を8月24日から9月24

●短期入所生活介護︵ショートス
テイ︶ 介護老人福祉施設等に短
期間入所させ︑その施設で入浴︑
排泄︑食事等の介護とその他日常
生活上の世話︑機能訓練を行うも

市は、7月1日から各地区で介護
保険制度の説明会を開いています。
説明会では、制度の内容をはじめ、
手続き方法、保険料の算定方法など
介護保険全般についての説明をして
います。昼の部の説明会を8月25日

の︒

び機能訓練を行うもの︒
有料

ました（P6・7の写真）。

●痴呆対応型共同生活介護︵痴呆
対定型クルーフホーム︶ 痴呆の
状態にある要介護者について︑共
同生活を営むべき住居で入浴︑排
泄︑食事等の日常生活上の世話及
輪一丁下呂訊入所者生活介護

老人ホーム︑介護利用型軽費老人
ホーム︵ケアハウス﹀等に入所し
ている要介護者等について︑介護

地区説明会を開催中

6
7

サービス計画に基づき入浴︑排泄︑

食事等の介護︑その他日常生塁上

介X護X保X険XトXヒ轄ツYクYズ

6月議会報

議1件︑平成11年度補正予算3件の計17件を提出しました︒畜議の結果︑

日向市大字財光寺3612番地の8

選挙
選挙
選挙
日向市大字塩見12657番地

選挙
日向市大字日知屋15252番地

選挙
日向市大字平岩1047番地

選挙
選挙

日向市大字塩見4637番地

日向市大字富高707番地

学識経験者

761．力1000円となりました︒
条例関颪∵

日向延岡新産業都市計画事業

Q日向市駅周辺土地区画整理

日向市奨学金貸付基金条例の
一部を改正する条例

この条例は︑﹁学校教育法の一
部を改正する法律﹂により︑新た
な学校種として中等教育学校が創
設されたことに伴い︑奨学金の貸
付対象にこの学校の後期課程の在
学者を含めたものです︒これは︑
本年4月−日以後に貸付となる奨
学金から適用します︒

日向入閣地域介護認定
︑﹂審査会の共同設置に

事件決護

この事業は︑宮崎県北地方拠点
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︑
﹁市︵いち︶的にぎわいに満ちた

解とご協力をお願いします︒

このように資源回収事業では︑
それぞれのルートでリサイクルの
輪が広がっています︒皆様のご理

へ送り破壊しています︒

オゾン層破壊の原因となってい
るフロンについては︑搬入された
冷蔵庫から抜き取り︑年−回福岡

います︒

また︑燃やせないごみの口に収
集した使用済み乾電池は︑年−回
北海道に送り︑リサイクルされて

ルートに乗せてい更す︒

このほか︑粗大ごみ処理施設か
ら出される資源物は︑鉄クズ︑ア
ルミ鍋︑銅パイプ等があり︑資源
再生業者へ売却し︑リサイクルの

ています︒

その中で︑破砕鉄クズである磁
性物は︑市内の再生業者に売却し

けられています︒

また︑収集された燃やせないご
みは︑粗大ごみ処理施設で破砕さ
れ︑不燃物︑可燃物︑磁性物に分

います︒

▽古葉類←市外の古布業者へ売却
資源回収事業では︑このほかビ
ールビンや一升ビンなどの生きビ
ンも集められていますが︑これら
も市内のビン再生業者に売却して

搬入

▽アルミ缶←再生業者へ売却
▽ビン類←飼日本容器包装リサイ
クル協会の委託業者が回収
▽古紙類←市内の古紙再生業者へ

事務の効率化が図られます︒

関する協議について

楽しみや学びのための都市空間の
創出﹂をH指し︑都市基盤の整備
と︑民が主体となる商業振興事業
を柱とする公民共同方式による総

のように処理しています︒

市は︑資源回収事業として4種
8品目︵アルミ缶・透明ビン・茶
色ビン・その他のビン・新聞紙・
雑誌類・段ボール・古写Vの分別
収集を行っています︒皆さんは︑
それらの資源物がどのように処理
されているかご存じでしょうか︒
市は︑各区で回収した資源物を次

◆資源物の流れは
どうなっているの

ルが重要になってきています︒

などのイベントでPRしてきまし
たが︑地球の環境保全という大き
な観点からも︑家庭でのリサイク

リサイクルの大切さを広
報車やフリーマーケット

サイクル推進週間﹂では︑

6月の﹁ごみ減量・リ

る区もあります︒

各区の役員︑高齢者クラ
ブの皆さんが早朝から資
源物回収ステーションで
適切な分別を指導してい

月−回の資源の日には︑

業が進んでいます︒

ら市内全域に資源回収事
業を広げ︑現在︑多くの
皆さんの協力のもとに事

市は︑平成9年10月か

レ ◆リサイクルの輪を
ワ
広げよう

めの本条例を制定したものです︒

早期の事業着手に向けて取り組む
のに先立ち︑七地区画整理事業の
施行に関し必要な事項を定めるた

これまで基本計画の承認を受け︑
都市計画の決定を行っていますが︑

合的なまちづくりを行うものです︒

これは︑来年4月−日から施行
される介護保険法において︑要介
護者・要支援者等の審査判定業務
を行う介護認定審査会を日向市及
び入郷の1市2町5村で共同設嗣
するものです︒介護認定審査会を
共同設置することは︑認定審査会
委員の確保を容易にし︑地域内の
認定審査の平準化︑介護サービス
の公平性が確保されるとともに︑

事業施行条例

Q

奨学金の貸付対象校に中等教育学校を追加
平成11年第3回日向市議会︵定例会︶が︑6月7日から23日までの17日

で定められている基金への積立金
の追加補正︑そのほか事業費の確
定に伴い︑国県支出金︑市債等に
変更が生じたことから︑財源の更

間の日程で開かれました︒議会には︑専決処分6件︑条例7件︑事件決
すべて原案どおり承認︑可決されました︒今月号では︑その主なものに
止を行ったものです︒
f専決処分・

選挙
日向市大字塩見9364番地

この結果︑専決による補正額は

ついてお知らせします︒

錘あ
日向市税賦課徴収条例の
一部を改正する条例

この条例は︑平成11年度の税制

改革に関する答申等を踏まえた地
方税法の．部を改正する法律が︑
今年3月31日に公布され︑4月−

日から施行されたことに伴い︑準

日向市大字塩見15193番地

羽

／．

選挙
選挙

﹂6

／
睡／々
則に従って改正したものです︒

補正予算

平成10年度一般会計

のです︒

改正の主な内容は︑最近の社会
情勢等にかんがみ︑住民負担の軽
減及び合理化等を図るため︑個人
住民税の最高税率の引き下げ及び
低率減税実施等の措置を講じたも

○
これは︑亀崎土地区画整理事業
特別会計への繰出金の追加︑条例

学芸経験者

7 月 4 日に告示︑11日に投・開
票の行われた農業委員会委員選挙
で︑新しい農業委員が決まりまし

日向市大字平岩2037番地

たのでお知らせします︒

学講経験者

農業委員会は︑法律で認められ
た唯一の農業及び農業者の利益代
表機関で︑主に次のような役割が

日向市美々津町3700番地

あります︒

選挙
選挙
選挙
日向市美々津町1040番地ハ

①農地の権利の設定及び移転の許

｛ヨ向市美々津町1353番地

賃借国等︶

選挙

︵士冗皿貝︑

日向市大字日知屋5457番地の1

日向市大字平岩4592番地

可

今期の農業委員会委員は次のと

53︶にご相談ください︒
おりで︑任期は平成U年7月20日

日向市大字塩見4364番地

から平成14年7月19日までです︒

共済

日向市大字日置屋14140番地

勇

日向市大字日知屋14450番地1

坂ロ

日向市大字平岩6721番地

②農地の転用許可︵地目の変更等︶

⑤農地の利用関係の紛争の和解︑
仲介︑斡旋等の農事相談
⑥農業生活安定のための農業者年
金加入促進︑経営移譲相談等
⑦その他︑農地に関すること
専業農家︑兼業農家にかかわら
ず農地を所有している方で︑以上
のような農地に関する悩みをおも
ちの方は︑お近くの農業委員また
は農業委員会事務局︵雪内線23

新しい農業委員が決まりました

鉄道高架イメージ図

○
選挙

③農業経営基盤強化促進法による
農地の流動化と有効利用の促進
④標準小作料の決定

選挙
農協
日向市大字塩見6622番地

幸人
昇
清満
円治
哲

日向市美々津町1753番地

海野
鈴木
黒木
黒木
白川

区分

所
住

8
9

＝部

．．

輝
日向市大字冨高5655番地

氏
名
松木幸太郎
奈須 敏夫
黒木 弘道
石谷 一夫
黒木 芳幸
佐藤 和良
黒木 貞夫
高橋 三徳
黒田 虎雄
児玉 日量
黒木 美利
黒木 徳芳
黒木
巧
黒木 新雪
長野 光城

市民みんなでリサイク

r

癬
嘩
日向市農業委員会委員名簿

ハ

の2つで構成され︑学識経験者ら
を含む﹁日向市ひまわり基金事業

︑〜ひまわり基金事業〜

まちづくり． ひとづくりを支援します
市では︑平成U年度ひまわり基
金助成事業として申請のあった4
いて運営されています︒

されています︒

助成事業は︑まちづくりや地域
活性化に取り組む市内の団体に対
し︑その事業費の一部を助成する
ものであり︑昨年度までに105
団体に対し約2700万円が交付
今年度︑認定された団体名と事
▽日向十五夜奉納太鼓／各種イベ

業の内容は次のとおりです︒

ントへの参加︑▽奥野地区親子

￨．

平成11年度地域環境美化

幽郎隔功労者表彰瓦は7月19日︑

︐ノ費青少年ホームで開かれ︑区

を長公民館長などから護さ

回れた6個人及び3団体に感

励謙譲蘇脇

化いる団体や個人を表彰する

式では︑赤木市長が﹁こ

年開かれています︒

Zもので︑平成6年度から毎

ヒモ

境
巾去れからも地域の模範とし
て︑ご協力ください﹂と︑
感謝の；＝一葉を述べました︒表彰者
は次のとおり︒︵敬称略︶

黒木妃美︵浜町︶︑黒木幸子
︵ハ坂︶︑鈴木良雄︵本谷︶︑田村
一美︵大王谷︶︑矢北マサノ︵奥
野︶︑椎葉次男︵鶴町︶︑鵜毛花づ

くり愛嬉会︑高鍋信用金庫日向支
店︑幸脇高齢者クラブ

離任式で力ースティーさんは

舎玄関前で行われました︒

になり︑離任式が7月19日︑市庁

市国際交流員の力ースティー・
ハムソンさんと外国語指導助手の
ワイアラニ・エルエラさんが︑そ
れぞれの任期を終え帰国すること

♂﹄

『∀禰■■■■閥

張っていただきます︒

市では同日︑二人置対し﹁日向
親善大使﹂を委嘱し︑帰国後も日
向市のPR活動や情報提供をお願
いしました︒二人には︑これから
も母国と日向市の懸け橋として頑

しみました︒

﹁帰りたくない気持ちでいっぱい
です︒絶対に︑また日向市に来ま
す﹂︑ワイアラニさんは﹁本当に
楽しかったです︒皆さん︑お世話
になりました﹂とそれぞれ日本語
であいさつし︑日向との別れを惜

感謝状を受ける環境美化功労の皆さん

しているものです︒7月19日の出

◎璽．

ばれている両地域間での相互交流
を深めようと平成5年度から実施
発式では︑初めての船旅に少々緊
張気味の生徒もいましたが︑家族
らに見送られ元気いっぱいにフェ
リーに乗り込みました︒

現地での一行は︑地元の桜本小

学校を訪問して交流を深めるな
ど︑見聞を広めることができ︑夏

会／村おこしどろんこフェスティ
バル大会の開催︑▽リサイクルを
考える会／使用済みわりばしのリ
サイクル︑▽日向青年会議所／家
庭教育講演会の開催
また︑育成事業では︑市内の児
童生徒を国内外に派遣したり︑逆
に受け入れたりして交流と見聞を
深めています︒これまでに︑．二重
県伊賀町をはじめ国内14か所とオ
休みのよい思い出になりました︒
また︑7月26日からは︑川崎市

ーストラリアのゴーラ市に138
名を派遣しました︒

の小中学生148名が口中や人郷
地域を訪れ︑各地でホームステイ
や漁業︑そば打ち︑木⊥芸などを

今年も7月19日から23日までの

の小学生45名が川崎市を訪問しま
体験し︑交流を深めました︒

日程で︑口向市及び近隣の市町村
した︒これは︑カーフェリーで結

第8回目を数える日豊海岸クリ
ーン大作戦が7月H目に行われ︑
市内17カ所で早朝から約2400

ますが︑空き缶やたばこの吸い殻︑

名の市民が清掃活動に汗を流しま
した︒日曜日ということもあり︑
子どもたちの姿も見受けられ︑中
にはサーフィンを楽しんでいた若
者たちも自主的に手伝うところも
あったようです︒集められたゴミ
の量は可燃物が4010㎏︑不燃
物が1400㎏︒日向市では空き
缶等散乱防止条例も制定されてい
花火の不始末の多さが目につきま
は私たちの貴重な財産です︒日頃
から︑環境美化に心掛け︑いつま
でも美しい海を守り続けていきま
した︒

日本の水浴場55選の﹁伊勢ケ浜﹂

しょう︒

日本の渚百選の﹁お倉ケ浜﹂︑
など︑全国に誇れる美しい海岸線

4、

机h

1黎躍薦霧1墾講鴛鋤囲嬰師磯際

9

■■■■■■隆一煮一

ず
，
川崎市に元気に出発する子供たち

工族緊出施流

推進協議会﹂︵会長11市長︶にお

業内容は次のとおりです。

夏な小

団体に対し︑7月16日︑認定証と

約1600万円が交付されていま
す。今年度認定された団体及び事

をイ郷市

助成金を交付しました︒

平成ll年度までに63団体に対して

ノ
小さな子供を連れた親子も参加

ひまわり基金事業の認定を受けるまちつくり団体の皆さん

〉宮崎県知的障害者育成会日向
支部／宿泊研修の実施、〉日向市
高齢者クラブ連合会／ペタンクの
普及、レナツメロ若葉会／老人福
祉施設等の慰問、〉日向市高齢者
クラブ連合会女性部木犀会／一人
暮らしの高齢者宅の訪問、保育園
や幼稚園との交流、〉録音・音訳
ボランティア虹の会／視覚障害者
への情報提供、レなつメロはまゆ
う会／福祉施設等への慰問、〉読
み聞かせボランティアグループa
ba（あば）／ボランティア活動
の拡大、レ日向聴覚障害者協会／
啓発人形劇の開催、〉全国心臆病
の子どもを守る会宮崎県支部日向
地区会／心臓病相談会の開催

まま頃
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿」

このひまわり基金は︑平成2年
に創設され︑国のふるさと創生−
億円事業に市が地域づくり推進事
業としてさらに5千万円を上積み
して︑その運用益金を﹁まちづく
り・ひとづくり﹂に活用するもの
です︒事業は助成事業と育成事業

平成ll年度日向市うるおい福祉
基金事業助成金交付式が、7月14
日行われ、9団体に総額183万
円が交付されました。この事業は、
民間ボランティア活動の支援など
を目的として平成4年から実施し、

美しい海をみんなで守ろう

うるおい福祉基金

70
77

h6

︐

9団体に助成金を交付

0回から男ξメンバーに

．りた

係者約40名が落成を祝いました︒

これまで同地区は︑隣接の亀崎
東区と共同で亀崎公民館を使用し
ていたため︑単独の公民館の建設
は区民の強い願いでした︒新公民
館は︑向江町第一児童公園北側に
位置し︑延床面積177㎡の鉄骨
造り2階建︒式では︑山本薫区長
が﹁区民︑行政など多くの協力の
お陰︒より一層活発な公民館活動
を展開したい﹂とあいさつし︑関

向江町公民館が完成し︑6月26
日︑現地で落成式が行われました︒

㊦望の興亜が護

を話し合い︑各種啓発活動
へ参加や今年秋にも市民に
対する意識調査を行うこと

今回委嘱された委員は次

などを決めました︒
のとおり︒︵敬称略︶

▽会長11生垣登志子▽副会
長11川村保▽委員11安部田

紀

トラリアやニュージーランドで親
しまれている﹁アンザッククッキ
ー﹂づくりに挑戦しました︒講師
は市国際交流員のカーステイi・
ハムソンさんと日向高校外国語指
導助手のスカイ・テイラーさんの
2人︒はちみつやココナツなどの
材料を混ぜ︑オーブンで焼くこと
ｪ︒こんがり焼き上がったクッ

生66人は日知屋公民館で︑オース

7月7日︑日知屋小学校の6年

①国のお學づくりに譲

6
q．

﹁ヂ

キーに歓声が上がりました︒さて︑
味の方は︑どうだったかな︒

まで夏の夜を楽しみました︒

市消防団のラッパ隊が開会を告
げると︑盆踊りやひょっとこ踊り
などが次々と登場︒市内を8地区
に分け︑それぞれ趣向を凝らした
踊りを披露し︑熱気ムンムンの会
場内は笑いと歓声に包まれていま
した︒子供から大人まで参加者一
同汗だくになりながらも︑心ゆく

合公園で行われました︒

のタベ﹂が7月10日︑お倉ケ浜総

の創立20周年記念﹁ふれあい納涼

日向市自治公民館婦人部連合会

eかげ套で翌20三年

＼

︑

す︒

工場は来年2月に完工し︑試運
転を経て4月に操業開始の予定で

事の安全を祈りました︒

式では︑及川道彦社長が﹁立地
協定書の主旨に基づき︑この日向
工場を︑環境上︑生産国でも当社
のモデル工場としたい﹂とあいさ
つ︒赤木市長ら関係者とともに工

地で起工式を行いました︒

式会社は7月15日︑工場建設予定

細島臨海工業地帯への工場立地
が決定していた富士チタン工業株

θ士チタン養§が望田

鶴子︑荒巻百合子︑黒木和
子︑黒木年枝︑黒木靖子︑
塩月智恵子︑島田元子︑高
山とも子︑田崎辰郎︑寺原
明子︑永野博子︑永松啓一︑

林田悦子︑二見順雄︑細川
修子︑三輪俊二︑村上喜美
子︑山口邦子▽顧問 伊東
幸子︑成合一弘

Q

男女共同参画社会づくり
の円滑な推進を目指して平
成3年から設置されている
﹁日向市女性懇話会﹂が︑
今年から男性委員も加わわ
り﹁男女共同参画社会づく
り懇話会﹂に生まれ変わり
ました︒7月2日︑さくら
館にて委嘱状交付式が行わ
れ︑赤木市長が﹁6月23日

に男女共同参画社会基本法
が施行されたばかり︒あら
ゆる面で男女が等しく活躍
できるまちづくりに尽力い
ただきたい︒﹂とあいさつ

U︑

し︑男性5名を含む20名に
委嘱状を交付しました︒

その後︑第−回の懇
話会が開かれ︑役員の
選出や今後の活動方針

融幽幽
O霞鱒

第45回日向市消防操法大会が7
月4日︑お倉ケ浜消防訓練広場で
開かれました︒

梅雨の晴れ間の蒸し暑い中︑約
700名の消防団員が参加し︑日
ごろの訓練の成果を披露しました︒

競技にはポンプ車の部︑積載車
の部︑小型ポンプの部に市内30部
の消防団から4ーチームが出場︒ス

ピードと正確さ︑規律正しさが競
われ︑そのきびきびした行動に会
場からは盛んな拍手が送られてい
ました︒

また︑新入団員にとっては初め
ての大会であり︑先輩たちの鍛練
された操法を熱心に見入っていま
した︒

種目別の成績は次のとおり︒な
お各部上位2チームは︑8月7日
に開催される日向支部大会に日向

鰻
◎ポンプ車の部11①第−分団第−

市代表として出場します︒

部−分隊︑②第2分団第6部−分
隊︑③第−分団第−部2分隊
◎積載車の部11①第2分団第7
部︑②第−分団第3部−分隊︑③
第5分団第33部

◎小型ポンプの部11①第−分団第
3部︑②第2分団第13部︑③第5
分団第18部

15

唯

一

、ま5の甜
奪：．

72
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☆特別表彰︵躍進賞︶11第4分団
第35部

／

．㌧

希塾する方は市総務課（a内線2234）まで

陣卜丁OPlc5

0ごろの■繰の厳姦■

広報紙に掲載された写翼を差し上げます。

劉

なさきが

はな

約12〜13分目︑玉石がゴロゴロと

この砂浜から岬を一回りすると

圏慧寒し壁織嚥毒
み

御名崎ヶ鼻遊歩道から
金ヶ浜遊歩道までの探訪記
潮吹き岩から約10分置ど歩いた
ところには︑長さ50〜60メートル

ほどの砂浜があります︒この砂浜
には︑．平成9年の台風19号による

おびただしい流木の残骸が 浜 の 一
番奥まで打ち上げられた姿で︑今
も痛々しく放置されています︒

自然の力に任せるしか手立ては
ないものだろうか︑といつも空し
い気持ちで通り過ぎています︒

した長さ200メートルほどの砂
利の浜につきます︒浜のすぐ右上
の山付きには︑新しく建て替えら
れた鳥居があり︑この奥には海を
守る鹿嶋神社が祭られています︒
ここが︑昔から有名な﹁フクト
が浦﹂と言われているところで︑
毎年5月から6月にかけての大潮
時に﹁クサフグ﹂の産卵が見られ
ます︒クサフグは︑神社前の波打
ち際に延べ何千匹もが押し寄せ︑
満潮時の大波をねらって砂利の浜
に跳ね上がります︒

ることです。

一瞬の放卵と

いきいき

ん溝
く深

AUReVOir

@コmコ國≦蝿鑑≦魏

実・尚子（日向台

化を指す言葉です︒

﹁ドリーム・タイム﹂と
は︑オーストラリアの先住
民アボリジニの考え方や文

なりました︒

AuRevoi﹁︑そし
て私に心を開いてくれてあ
りがとう︒本当にお世話に

に遊びに来てください︒

皆さん︑オーストラリア

戻って来るからです︒

を皆さんへ送りたいと思い
ます︒なぜなら︑私は必ず

Revoi﹁︵オウレヴァ︶﹂

せんが︑﹁さようなら﹂や
﹁900dbye﹂では私
の気持ちを伝えることがで
きません︒それで︑フラン
ス語で﹁また絶対に会いま
しょう﹂を意味する﹃Au

ザγ

必ず︑尻ってきます

H向を離れるのはとても寂しく思います
AuReyo・lr
﹁光陰矢のことし﹂のこ

いでしょう︒

ここで経験したことは︑
私の性格の一部を形成し︑
どこに行っても日向市のこ
とは私の心の中から離れな

私自身も絵本が好きなので︑子供に
は少し長めの絵本ですが︑ジル・パー
クレムの﹁のばらの村のものがたり﹂
シリーズやアリソン・アトリーの﹁グ
レイ・ラビット﹂シリーズなどを読み
聞かせています︒

私は︑外国人としてでは
なく一人の人間として接し
ながら色々なことを教えて
くれた皆さんに︑また私の
人生のΦで素晴らしい経験
ができたことに対しお礼を
言いたいと思います︒皆さ
んが思っている以上に︑私

青春トーク

・⁝8月の図書館休館日・・9・

今︑皆さんに﹁さような
ら一を言わなければなりま

◇休館日1−1︑2︑9︑16︑23︑30日

レオ・レオニの作品︵﹁スイミー﹂や
﹁ニコラスどこにいってたの﹂など︶
です︒子供たちが気に入ると︑何度も

ています︒

私は︑日向市を離れるこ
とが決まった今︑皆さんと
の別れをとても淋しく思っ

ます︒

う間に一年が過ぎてしまい
ました︒日向市に初めて来
た時のことが︑今でも昨日
のことのように思い出され

とわざのとおり︑あっと≡己

ロ

放精の後︑次の大波に乗って海に
かえります︒この時期︑まさに生
命の誕生にかかわる神秘的なドラ
マが繰り広げられます︒

償轟

は多くのことを学びました︒

よい先輩に恵まれ、仕事も私生
活も充実しています。当面の目標
は、今年中にゴルフで100を切

E

しかし︑新しい生命の誕生の陰
には︑次の返す波に取り残され︑
自らの命を落とすものも少なくあ
りません︐これもまた︑自然の摂
理なのでしょうが︑何とも哀れな
光景に出会うこともあります︒

このコーナーは︑ふるさとの自
然を守る会の小倉久信さん︵原町V
に寄稿いただいています︒

好きで︑特に魚や貝︑色鮮やかなサン
最近︑わが家でブームになっている
本は︑長新太の作品︵﹁まねっこねこ

二藍里奈ちゃん

樋
頭．。、

嶺
娯．

読んでとせがまれます︒

ゴの図鑑がお気に入りです︒

わが家には︑小学校−年生の萌と年
子の弟・信の二人の子供がいます︒二
人とも本が大好きで︑2週間ごとに図
書館で本を借りるのを楽しみにしてい

離郷

◇開館時間11午前9時〜午後6時30分
︵土・日曜日は午後5時まで︶

産能力が世界一の会社です。

羅醸一間聰観
ライブを楽しみにしています。

ちゃん﹂や﹁キャベツくん﹂など︶と︑

東ソー日向（株）に勤務していま

へ一

4月から市内の調剤薬局に勤務
しています。調剤の仕事も大変で
すが、患者さんとの対応など社会
人1年生として、いろいろと勉強
になることが多いです。休日は、
買い物などで過ごしていますが、
近々待望の車を購入するので、ド

（37歳1原町）

ます︒

一関緒1勲お

74
75

．

驚

@

⑲
フクトが浦で見られるクサフグの産卵

r
す。乾電池の原料になる電解二酸
化マンガンの製造メーカーで、生

昌子さん

柚木崎
萌 は ︑ねずみやうさぎなどのかわい ﹁
らしいキャラクターが主人公のお話し
を好んで読みます︒1年生になって平
仮名が読めるようになり︑一人で本を
開くこともあります︒信は︑図鑑が大

「

鰯なの醐

．？皆．

︸．

．．ヶr

◇必要書類旺印鑑︑児童扶
養手当証書︑世帯全員の住
民票など

〜9月10日︵金︶

◇受付期間118月H日︵水︶

6国 難 堕 嫡 Ω ︽

児童扶養手当の請求

現況届を忘れすに
児童扶養手当は︑父母の
離婚などにより父親と生計
を共にしていない児童の母
親︑または︑父親が身体な
どに重度の障害がある児童
の母親︑あるいはその母親
に代わってその児童を養育
している方に対し︑児童の
健やかな成長を願って支給
される手当です︒

この児童扶養手当の受給
には︑現況届の提出が必要
です︒現況届は︑受給者の
前年の所得の状況と︑8月
−日現在の児童の養育の状
況を確認するためのもので
す︒この届を提出しないと︑

引き続き受給資格があって
も8月分以降の手当を受け
ることができなくなります
ので︑必ず期間内に提出し
てください︒

なお︑現況届を提出され
ず2年が経過すると時効と

なり受給権を失いますの
で︑ご注意ください︒

◇問い合わせ11市福祉事務
所︵含内線2164︶
臨時サイレンの 吹 鴫

原爆犠牲者に黙とうを

8月6日は広島︑9日は
長崎の﹁原爆の日﹂です︒

また︑8月15日は︑終戦記

念日に当たります︒

市は︑これらの日におい
て︑戦没者の冥福と︑世界
恒久平和の実現を願って︑
次の時間帯に1分間の臨時

します︒

サイレンの吹鳴を行います︒

市民の皆さんには︑黙とう
のご協力をお願いします︒
◇8月6日目金︶11日前8時

ｪから1分間

◇8月9日︵月︶h午前11時

2分から1分間

◇8月15日目日︶け正午から

1分間

また︑市は︑広島長崎原
爆被爆写真パネル展を8月
2日目月︶から31日︵火︶まで庁

舎−階ロビーで開きます︒

どうぞ︑ご覧ください︒
安全運転はみんなの●い

事故のない明るい町を

最近︑飲酒運転の検挙者
が増えています︒今年−月
から6月までの半年間に飲
酒運転の検挙者数は︑県内
で1572人︑うち日向市
民は63人と全体の4％を占

めています︒

飲酒運転は︑死亡事故等
の重大事故に直結します︒
また︑ひき逃げ事件の逃走
理由のほとんどを占めてい
るのが現状です︒飲酒運転
は身の破滅︑人生を狂わせ

ることになります︒

店﹂﹁クリーニング店﹂で
は︑店頭にSマークを掲げ
ています︒Sマーク登録店
は︑事故が発生した場合の
賠償保険︑施設や設備の内
容︑仕事やサービスの内容
について正しく表示してい
る信頼できるお店です︒

詳しくは︑宮崎県環境衛
生営業指導センター︵80

98512511466︶へ︒

青い羽棍募金で渡す乗号

一
市役所は代藏燈駿﹁2111です︒．

ところ■健康管理センター

8月の相談

情●等は緯門閥︵0内線2234︾へ︒

自分と大切な家族のため
にも︑飲酒運転は絶対にや
また︑来年春から6歳未
満の幼児を自動車に同乗さ
せる場合︑幼児用補助装置
︵チャイルドシート︶を使
用しなければならなくなり

内容■不眠やストレス

めましょう︒

ます︒チャイルドシートは︑

います︒

3⁝0〜

き■9月H日︵土︶

0〜4
ヨ

0
ヨ

き■8月20日︵金︶

0
ところ■中央公民館
◇人権・行政相談

と

までご連絡ください︒
◇交通事故巡回相談

一︵容内線2181︶

に市民健康管理センタ

申込方法■8月31日まで

と

◇医師による個別健康相談

発育に合わせて3タイプあ
ります︒体格にあったもの
について
医 師■鮫島病院・鮫島
哲郎医師

平成10年の交通事故によ

の準備が必要です︒

る幼児の死傷者は︑平成6
年の一・5倍にまで増えて
大切な子供の命を守るた
めにも︑チャイルドシート

を取り付けましょう︒
海水浴場における潮の流れ

0

と

き■8月24日︵火︶

ダシに注意しましょう
ところ長日知屋公民館

．0〜5
エ0ロ

渚の水深の浅い場所で
と

0〜5

き■8月10日︵火︶

◇年金巡回相談
と

0

︐ところ■青少年ホーム

0
む

ところ■社会福祉協議会

き■8月19日︵木︶

◇法律相談︵要予約︶

は︑波の運動による海水の
さまざまな流れが発生しま
す︒この中で特に︑海水浴

申込先■倉52−1010

﹁離岸流︵リップカレントご

中に注意が必要なのは︑
または﹁ダシ﹂と言われる
流れです︒この離岸流は︑
波の運動で沖から海岸へと
一
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海難救助活動を
支援します

てくださ㌧㌔

は狭いために︑この流れか
ら逃れることができます︒
住宅金融公庫からのお知らせ

住宅ローン返済で
お困りの右へ

◎返済期間を最大10年延長

こす原因ともなっています︒

運ばれた海水が陸に阻まれ
て行き場を失い︑一時は海
岸線と平行に流れ︑地形的
な条件等によりある特定の
場所で急に沖合に向かって
流れ始めるものです︒しば
しば痛ましい水の事故を起

◎必要に応じて最大3年間

勤務先の倒産︑営業不振
等により住宅ローンの返済
でお困りの方︑収入が回復
するまでの間︑次の方法に
より返済負担を大きく軽減

られます︒

この流れは︑幅は狭いので
すが︑かなり強い流れにな
り︑大人のひざほどの深さ
でも身体の自由を奪う性質
をもっていて︑周囲より深
くなっている場合が多く見
の一二金据置期間の設定

8713709︶へ︒
信頼できるお店のマーク

ご存じですか
Sマーク

i

この機会に必ず受けて下さい。

一

㈹日本水難救済会は︑全
国的な民間救助機関として
沿岸海域で発生した海難事
故の救助活動を実施してい
ます︒救難所員は︑日ごろ
漁業者や会社員としての本
業をもちながらボランティ
ア活動として救助活動にあ

については、年金係で手続きをし

お気軽にご相談ください。

犬を飼っている方で、まだ今年度

一一
一

一

たっています︒

金に加入しなければならないの

の狂犬病注射を受けていない方は、

一一
一一
一一
一
一
齢

この海難救助活動は︑海

i
（一7）
（±0）
（一7）

で、退職から再就職までの間は国
i
税の99．9％を占めています。

職して厚生年金に加入中です。失

後5時から8時まで、保健所駐車場
で狂犬病予防集合注射を行います。

標準営業約款制度は︑法
律で定められた消費者︵利
用者︶を擁護するための制
度です︒厚生大臣認可の約
款に従って営業することを
登録した﹁理容店﹂﹁美容

は、納税相談に応じています。

〜止まって確認1無亭故に挑戦〜

います。また、さまざまな事情i
そ納期内の納税ができない場合i
49人
0人
37件

（一D

す。5月の途中で退職している場

合、厚生年金の納付期間は4月ま
でです。5月分の国民年金保険料
負傷者
亡
死

107件

i

物損事故

期内納付と口座振替を推進して

人身事故

水利地益税があり、これらで市

i

民年金を納付する必要がありま
i

0内冠月比

20歳以上60歳未満の人は、公的年

6月中の交通事故

Q．私は、現在30歳ですが、5月

日向保健所では、8月27日（金）午

．．β﹁
4置﹂

⑰…身・調・・断・運動・を推進・・…す・
77

A．加入しなければなりません。

i

日向看護高等専修学校

民税、たばこ税、軽自動車税、i
（13：00〜17：00）

ばならないのですか。

割合は、27．6％です。市税のi
主なものには、固定資産税、市

業期間も国民年金に加入しなけれ

i
（10：30〜12：30）
和田病院（14：00〜16：30）
25日（水）／冨士シリシア化学（株）

決算）です。歳入全体に占める

（9：30〜11：30）

20日に退職し、6月1日に再就

万1千円（平成9年度普通会計i
北部港湾事務所

日向市の市税は、63憶4915i
（8：30〜10：00）

i
17日（火）／日向市消防署

社会姓きる税2
4日（水）／日向市役所
（8：30〜16：00）

現在、税務課では、市税の納

日向市分

蕎《ぎ魯Q＆A
8月の献血

夜間狂犬病予防注射
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◎基準金利の適用期間の3
年延長
◎据置期間Φの5％までの
金利引き下げ
詳しくは︑ご返済中の金
融機関または住宅金融公庫
南九州支店︵aO9613

この社会あなたの税が
生きている

海水浴場で岸に向かって
いくら泳いでも岸から遠ざ
かるような場合には︑離岸
流の中にいる可能性があり
ます︒このようなときは︑
慌てずに海岸と平行に泳い
でみてください︒もし︑こ
の中にいたとしてもその幅

8月の納期
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第2期
第3期
8月分

市県民税
国民健康保険税
国民年金保険料
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らせ
お

という場合によっては危険
を伴うものでもあり︑組織
的な訓練のほか︑救助器材
等も必要です︑﹁青い羽根
募金﹂は︑これら訓練費や
救助機材の整備費など︑救
難所の活動を支えるための
経費に充てられています︒

歳以上︵いずれも男女各2
人以上︒男子の代わりに女

混成50歳代︑③男女混成60

◇チーム編成11各チームと

騙します︶

◇参加料111000円︵ボ

2日までの全10回︵毎週火
曜日／午後7時〜9時︶
◇会場11お倉ケ浜総合公園
テニス場

◇日程門8月31日差ら11月

も年代別の4人以上で︑①

男女混成49歳以下︑②男女

子の出場可︶

◇申込方法H申込用紙に必
要事項を記入のうえ︑9月

◇定員11先着50人

ール代︶

◇申込方法11申込用紙に必

要事項を記入のうえ︑8月
冝i金︶までに︑市教育委

いてあります︒

分9向シ

ヒ新書｝。

冝i金︶までに︑市教育委

員会社会体育課へ申し込ん
でください︒申込用紙は︑
市社会体育課︑各支所︑お
倉ケ浜総合公園管理棟にお

は︑この限りでない︶

日︵特別な事情がある場合

◇参加規定門①中央公民一
等︵市の施設︶を使用し︑
人場料を徴収するなど営業
を主とする場合は規定の施
設使用料をお支払いくださ
い︒②期間中は︑中央公民
館等の施設に行事が集中し
ますので︑団体間の交流の
意味からも︑できるだけ合

集事務所︵實5216914︶

または市総務課︵君内線2
224︶へ︒
日向市文化賞の候禰者

推薦してください
文化に功績のあった人
◇対象11日向市在住者及び
市内に所在する施設︑団体
または日向市出身者で︑日
向市の文化向上発達に特に
顕著な業績を有する方
◇授賞旨学術︑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
認められる方︵一般功労︶
を顕彰します

：書多数。最新刊、r古今
黄金輝」（平

現在︑細島海上保安署で
は︑署窓口のほか︑日向市
役所︑日知屋公民館︑富島
漁協に募金箱を設置して︑

においてあります︒

◇問い合わせ11市教育委員

会社会体育課︵倉内線24
53＞

第35回日向市総合文化祭の募桑

芸術・芸能文化部門を
募集します
市は︑n月3日︵文化の

日︶を中心に︑第35回日向

市総合文化祭を開きます︒
現在︑その文化祭に参加す
る芸術文化・芸能文化部門
の団体の皆さんを募集して
います︒

日ごろの活動の発表によ
い機会にもなりますので︑
どしどしご応募ください︒

◇期間1110月−日〜12月31

1日現在で18歳以上24歳未

満の男女
◇受付期間118月2日︵月︶
〜9月10日︵金︶

︽曹候補士︾

◇応募資格11平成12年4月
−日現在で18歳以上27歳未

満の男女
〜9月10日︵金∀

◇受付期間118月2日︵月︶

︽2等陸士・海士・空士︾
◇応募資格11平成12年4月
−日現在で18歳以上27歳未

満の男女︵女子については
高校生のみ︶

◇受付期間11一般男子は随
時︒高校生は8月2旧︵月︶
〜9月10日︵金︶

◇推薦方法11推薦書︵教育

詩、能楽な1

支援活動を行っています︒

市民の皆さんのご理解と
ご協力をお願いします︒

員会社会体育課へ申し込ん
でください︒申込用紙は︑
市社会体育課︑各支所︑日
向勤労青少年体育センター
●ソフトテニス教室
初心者優先の﹁ソフトテ
ニス教室﹂です︒スポーツ
指導員が基本から指導しま
すので︑お気軽に参加して
ください︒

通して考えてみませんか︒
冝A29日︑10月6日︑13

◇日程119月8日︑16日︑

日の6日間︵毎回午前9時
ｪ〜12時︶

◇会場1一日向保健所

◇内容11医師︑相談員ら専

門家による精神疾患及び難
病の保健福祉に関する講義
や患者との意見交換︑交流
を通しての体験学習
◇受講料艮無料
◇申込方法118月31日︵火︶

までに日向保健所へ電話等
で申し込んで く だ さ い
◇問い合わせ11日頃保健所
︵倉521510←
自衛隊日向募集事猫所からのお知らせ

市は、21世紀に向けて広い視野を

委員会及び中央・日知屋・
細島・南日向・美々津公民

際交流奨励1

ストクラブ賞、「ケンブ
和漢古書総合目録」で国
受賞。エッセイ、小鋭、

市中央公民館
・林
望 講演会
・パネル展示

。「イギリスはおいしい」
で日本エツ・

◎9月4日（土）午後0時

のぞむ）

作憲・書誌自

ホテルベルフォート日
・パネルディスカッ
・レセプション
林猛（はや1

出してください

込みください︒

使用申請書を提出します︒
ただし︑文化交流センター
については︑各団体で申し

込書を事務局が一括集計し︑

同の行事を計画してくださ
い︒③公共施設を使用する
場合は︑公の行事が入り︑
日程を変更する場合があり
ます︒④公共施設︵市の施
設︶の会場申込は︑参加申

リッジ大学戸

生涯スボーッの振興

スポーツで心地よい汗を
流してみませんか

ーボール祭︵男女混成の部︶

●第15回日向市ミ一一・バレ

ミニ・バレーボール祭﹂︒

生涯スポーツ振興の一環
として開催される﹁日向市
﹁健康づくり︑仲間づく
り︑豊かな心づくり﹂を目
標に︑グループで参加して
みませんか︒
◇日時H9月26口︵日︶午前

9時競技開始︵会場につい
ては後日︑参加チームに連

◇申込方法118月31日まで

に市教育委員会に備え付け
の参加申込書で申し込んで
ください︒

◇申込・問い合わせ11市教

育委員会社会教育課︵容内
線2425︶
へるすボランティア

降害をもった人々を
支援します
日向保健所では︑精神障
害者の社会復帰・社会参加
及び難病患者の在宅での療
養を支援する﹁へるすボラ
ンティア﹂の養成講座を開

心や体に障害をもった

きます︒

︽海・空自衛隊航空学生︾
◇応募資格口平成12年4月
−日現在で18歳以ヒ21歳未

一

一

◎9月3日（金）午後6時30分

◇問い合わせ11市教育委員

一

シルバー人材センターで
は︑﹁シニアワークプログ
ラム事業﹂として︑高齢者
の臨時的︑短期的な雇用就
業の機会を確保するための

再就職に必要な
技能講習を行います

シルバー人材センターからのお知らせ

25︶

会社会教育長︵雪内線24

一

一

ために「第10回日向市女性フォーラ
ム」を開きます。
線2171）へ。

一
一

あんた

までに︑市教育委員会に提

詳しくは、市福祉事務所（8内

一

もち、女性と男性が共にすてきに
生きるための社会の実現を目指す
※託児コーナーもあります。

一 一一
■
一

一
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館にあります︶を8月31日

合ってみませんか

一
一 一一一
一
一■一一 一一一一 ■

第10回日向市女性フォーラム

．関することなど、何でも

までお申し込みください︒
◇講習種目11①草刈機取扱
講習会︑②オフィスクリー
ニング講習会︑③緑化保全
管理講習会︑④ワープロ講
習会︑⑤介護講習会
※講習日程︑定員等は︑種
目によって異なります︒
◇対象目シルバー人材セン
ター会員及び55歳以上の健
康で働く意欲のある方

希望する方は︑早めに日
向市シルバー人材センター

技能講習会を開きます︒

一 一一一
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女も男も仲間じゃが
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さあやろや
験コーナー 車椅子、アイマ
、高齢者体験等
やがやコーナー 障害者や福

−

一 一
一

27

満の男女
※詳しくは︑自衛隊日向募

iき、かき氷、焼きそば、
←ん、そうめんなど食べ物
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◇受講料11無料

◇問い合わせ11日向市シル
バー人材センター︵6521
2200︶

78

■子育ての情報が満載！子育てテレホンサービス（君53−5857）
■市政に関する市政ニュース・行事等は市政テレホンサービス（552−2000）
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ろうあ者で初めて手

一一一

一一
一一一
一一
一一

一一
7 一
一
胃一 一一

一

施設作品やお好
売コーナー

福祉施設や市内

◇会場＝お倉ケ浜海水浴場駐車場

自衛官を募集します

ください。

人々が︑住み慣れたまちで

月22日（日）午前10時から午後

市で祉﹁8時流今ルんめ楽すて手落亭わ団な土中難陳焼ど販体クがにし
一みた まし◇話治◇やケ◇小展◇みうの◇ス◇祉話
な福るを3交

．学生の作品やポスターを

◇日時需8月11B（水）午後7時30分〜

しいコーナーがたくさんあり
ので、ぜひご家族連れで参加

安心して生活できるために︑

に！）」です。

一一

ど出し物がいっぱい

︽一般曹候学生︾

なのために！みんなは一人の

一
冒一 一
一

「体の合唱、踊り、カラオ

「夏の星を見る会」を開きます。オ
リオン座、こと座、白鳥座… ほら、
だんだんわくわくしてきませんか。

◇応募資格門平成12年4月

年のテーマは「ワンフォアオ
！オールフォアワン（一人は

一

一

一一

各福祉施設

星に願いを…
なんて
ロマンチックでしょう
広場で開きます。

一

一福さんの講演
いわいコーナー

10

22

30

一一一一

：語の真打ちとなった福団
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99日向市ふれあいフェスタ」

曲学の胃ま広戸！なにし惜顔童

は、障害者問題についてみん
学び考えるとともに、障害者
の推進を図ることを目的とす

一一

まで市文化交流センター及び

何が必要か︑何ができるの

．みんなは一人のために！

◇持ってくるもの＝筆記用具、懐〔P電
灯（あれば星図や天体望還鏡など）

話落癌

か⁝ ︒ ボ ラ ン テ ィ ア を

一人はみんなのために！
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■3か月児健診

胃腸君528118）

と

き◇8月13日（金）、27日（金）

鼻・咽喉繋520266）☆大久保医

◇内容＝①身体測定、②離乳食づ
くり、③育児相談、④交流会など
※会場は、いずれの教室も市民健
康管理センター。母子健康手帳を

対

象◇平成11年5月生まれ

院（外・胃腸燈525338）☆白石

忘れずに。

婦容523388）

乳幼児健診

●22日

●一●

●●

あなたの健康をサポートします。
市民健康管理センター（8内線2181）

☆古賀内科胃腸科（内・
☆長田医院（耳

1暫1

■

■凝助＼剰語＝椅oD面一田

■7か月児健診

病院（内・呼吸雪631365）

日

●29日

塵当着＼田

対

時◇8月20日（金）

☆田中病院（内・精神・

各種検診案内

対象◇平成ll年1月生まれ
■1歳児健康相談

神経費632211）☆向洋クリニッ

日

時◇8月3日（火）

（内・小児・胃腸含520880）☆篠

日知屋、新町、中高、細島を対
象とした集団がん検診（胃がん検

対

象◇平成10年7月生まれ

原医院（産婦・肛含631059）

診・子宮がん検診）を10月目実施

■1歳6か月児健診

※事前に、テレホンサービス

します。30歳以上の方で希望する

日

（實53−1214）で確認を。

方は、お早めに市民健康管理セン

ク（内倉525488）☆日向内科

時◇8月12日（木）

象◇平成10年1月生まれ

ターまで申し込みください。

子育てコーナー

■3歳児健診
日

時◇8月6日（金）

なお、対象地区以外でも春に受
けていない方は、受診できます。

対 象◇平成8年1月生まれ
※受付時間は、3か月児／午後1

●パパママ教室

時〜1時30分、7か月児・1歳6

母子健康手帳を忘れずに、健康管

◇対象＝出産を迎えるママとパパ
◇内容＝講話（妊娠から出産まで
の心構えなど）、実習（赤ちゃん
の抱き方やおふろの入れ方など）

理センターへ。

◇申込方法＝9月2日（木）までに

予防接種の豆知識

◇日時＝9月9日（木）午後7時〜

か月児・3歳児／午後1時〜2時、
1歳児／午前9時30分〜10時です。
¶ooooω一qoqOO

今月号からは、市で実施してい
る予防接種について4回シリーズ
，
でお知らせします。
《BCG》

氏名及び連絡先を市民健康管理セ

8月の休日在宅医

最近、全国的に結核患者が増え
ています。この結核を防ぐための

田﹄d司斜日H一〇幽耶姻幽甲

ンターまでご連絡ください。
●母親学級

予防接種がBCGで、48か月

◇8月18日（水）／妊娠中の歯の管

（4歳）になるまでに接種しなけ

整外・胃腸・皮霜527111）☆柳

理・歯みがき方法（要予約：歯ブ

ればなりません。

田医院（産婦雪522950）☆瀧井

ラシ持参）

病院（内・精神雪522409）

◇8月24日（火）／分娩時の呼吸方

●8日

法・赤ちゃんのおふろの入れ方な

BCGを接種した場合、接種部
分が約1か月後に化膿するので、
清潔にしておくことが大切です。

●1日

☆千代出病院（内・外・

☆二木医院（産婦・外・

OOOoo吋1α障IN一

胃腸雪544468）

☆協和病院（精

ど（体操のできる服装持参）

神・神経戦542806）☆吉田医院

《日本脳炎》

時間は、いずれも午後1時30分

（内・循環・小児8544401）

からです。

●15日

●すくすく教室

☆鮫島医院（整外a528

◇日時＝8月24日（火）午後2時〜

◇対象＝生後6か月までの乳児を
育児中のお母さん・お父さん

（内實550157）☆永田医院（産

加接種も忘れずに受けてください。
●●●■●■●●■●●●■●●●

後編
記集

接種だけでなく、小学生（9〜12
歳）及び中学生（14〜15歳）の追

璽

がえってくるのが︑愛校心︒

夏の高校野球宮崎県予選
大会が始まり︑熱戦が繰り
広げられています︒甲子園
を目指し真剣にプレーする
球児の姿に︑手に汗しなが
ら応援しています︒このと
き︑忘れていたよう忙まみ

今月︑帰国する国際交流
員と外国語指導助手の二人
目日向親善大使が委嘱され

ました︒

二人にとって日向は︑第

2の︑嶺るさと︒いつまでも

︽矢野︾

合土愛を忘れずに︑良い関

思います︒

係を続けていってほしいと

国碧翌＼劉剛朝口日謹︹葬︾

191）☆吉森医院（内・胃腸・循
環・呼吸含524046）☆医心内科

日本脳炎は、ウィルスによって
起こる脳の炎症です。この日本脳
炎の予防接種は、乳幼児期の基礎

日向市の人ロと世帯
（HIL

人

口

男
女
世帯数

7．L現在）

68，949人〈＋33＞

鉱曾2妹〈＋26＞
3LO28人〈＋7＞
21，708世帯〈＋20＞

転

入

191人転

出

生

58人

出
死

182人
亡

34人

