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■特集1

第5回日向市議会報告

偶牲豊かなまちづくりを進めます

■特集2

轟なさんの硝盒壱
ゐ轟にじる行鋤は許しません

■市政の動き
︵仮称︶日向・東臼杵南部広域連合設立準備室を
設置︑第1回100人委員会開催ほか

■まちの話題

市美展に246点が出ロoo︑上位2チームが支部

大会に出場︑サミット会場で日向をPRほか

■お知らせ

2000日向市ふれあいフェスタほか

表紙はじめての通知票
終業式
。小学1年生にとって、
初めての通知票が配られました。先生か
ら名前を読み上げられた子供たちは、大
きな声で返事をし、通知票を受け取って
いました。

初めて見る通知票にちょっぴり緊張ぎ
みだった子供たち。時間が経つにつれ、
明るい笑顔が戻ってきました。
みんなの通知票は、どうだったかな。
（写真＝財光寺南小学校）

ヒ：多この広報紙は再生紙を使用しています。
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ヲくりを進めます
平成12年第5回日向市議会︵定例会︶が︑6月27日から7月13日ま
での17日間の日程で開かれました︒

議会には︑人事案件2件︑条例7件︑事件決議5件及び補正予算6
件の計20件を提出︒審議の結果︑すべて原案どおり可決されました︒

また︑議会の初日︑市長就任後翅の定例市議会を迎えた山本市長か
ら﹁誠実・公正な市政︑清潔で透明な市政︑民主的で開かれた市政
を理念に︑市民による市民のための個性的なまちづくりを進めます﹂
と平成12年度の市政の基本方針が示されました︒

今月号では︑山本市長から示された市政の重点施策と可決された議

とともに︑水産加工開発や流通体

山本市長

レ議会初日︑ 市政の基本方針を述べる

案の主なものについてお知らせします︒
総合交通網の整備
東九州自動車道の門川〜都農問
の整備促進を図るため︑︵仮称︶
日向インターチェンジと国道10号
を結ぶアクセス道路︑及び国道10

号連結部の整備を行う区画整理事
業の基本計画作成のため︑実態調
査を実施します︒

また︑市民生活に密着した主要
地方道や一般市道についても整備
促進に努めます︒

細島港の整備
細島港は︑ 古くから海上輸送の

制の整備に努めます︒

e

についても︑あらゆる場で男女平

●

等の意識啓発を推進するとともに︑
づくりに積極的に取り組みます︒
中19市街地の再構築

めの諸施策を推進します︒

日向入郷圏域の生活・文化交流
拠点としての位置づけとして︑J
R日豊本線日向地区連続立体交差
事業︑日向市駅周辺土地区画整理
事業を強力に推進し︑併せて中心
市街地が魅力ある地域商業の拠点
として機能するように活性化のた

産業の振興

ズに即応した﹁売れるものを作る﹂

農業の振興については︑地域の
特性を生かしながら︑消費者ニー

育成に努めます︒

農業を推進し︑企業的先進農家や
青年農業者等意欲のある担い手の
次に︑林業の振興については︑
森林組合の広域合併も進み︑生産
基盤の充実が図られることになり
ましたが︑依然として木材価格が
低迷する中で︑厳しい経営環境が
続いていますので︑今後もコスト
ダウンにつながる林業基盤の整備
に努めます︒

また︑水産業の振興では︑漁港
などの生産基盤の整備︑担い手育
成等による漁業経営の安定を図る

本市の美しい自然景観を誇る日

観光の振興

ます︒

また︑安全な市民生活の確保に
ついては︑自主防災組織の育成や
交通安全意識の高揚と交通安全対
策の推進︑防犯対策の充実に努め

全に努めます︒

住宅・公園・上ド水道・農業集
落排水対策事業など︑快適な生活
環境の創出に努め︑また︑地域間
の住環境整備について︑創意と工
夫を凝らしつつ均衡ある発展を目
指します︐また︑人と自然が共生
する自然環境の保護と創出を推進
し︑自然に親しむ環境づくりを進
め︑公害防止︑廃棄物処理︑河川
等の浄化対策に取り組み︑環境保

快適なまちづくりの推進

活性化を図ります︒

中小企業技能センターの設置につ
いても検討を進め︑急速に進む高
度情報化社会にも的確に対応でき
る人材の育成に努め︑中小企業の

高度な技術者育成のための︵仮称︶

女性の社会参画促進に向けた環境

ゆ

また︑市民の自主的な健康づく
りを促進し︑日向地区小児夜間急
患センターの24時間体制の確立︑

市民の保健対策については検診体
制の整備と寝たきり高齢者ゼロ作
戦の推進を図るなど︑健康都市づ
くりに努めます︒

人権啓発

同和問題をはじめとするあらゆ
る人権問題について︑市民の正し
い理解と認識を促し︑人権尊重の
また︑男女共同参画社会づくり

理念を重視した行政を推進します︒

中小企業の振興では︑企業の持
つ技術力と優れた人材の確保が重
要です︒現在のU向地区職業訓練
会の機能充実を図りながら︑より
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ため︑社会福祉協議会や福祉関係
団体との連携を一層深めるととも
に︑児童センターの充実に努めま

匿へ．

要衝として重要な役割を果たして
きましたが︑コンテナ鯉川のガン
トリークレーンも供用開始される
など︑世界中のマーケットから注
日を集めています︒今後も宮崎県
ポートセールス協議会との連携を
図りながら︑外国貿易の拠点とし
て︑また︑さらに期待される港と
しての整備が図られるよう国・県
へ要請していきます︒

気

新たな観光資源として期待される
サンパークの温泉施設（模型）

市 民 福 祉の向上

︐

まず︑人間が人間として認め合
い尊重しあう社会づくりを目指し
ます︒そして︑高齢者や障害者︑
母子家庭など︑いわゆる弱者と言
われる人々が︑安心で生きがいを
もって暮らせる福祉の充実を図る
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の充実に取り組みます︒

豊海岸国定公園を生かしながら︑
人郷町村と一体となった余暇時代
にふさわしい魅力ある広域観光ル
ートの確立を図るとともに︑観光
客誘致宣伝活動の強化︑イベント

雇 用 と 労働環境の充実

日向誉田地域の活性化を図るた
めの最重要課題と認識し︑細島−
区・4区の未利用工業用地への企
業誘致を促進し︑併せて地場産業
の育成や振興を図り︑雇用の機会
を拡大するなど若者が定着し︑ま
た︑高齢者や障害者の働きやすい
環境整備に努めます︒

教育・文化・スポーツの振興
市民の生涯を通してのさまざま

な学習意欲にこたえるため︑生涯
学習を積極的に推進し︑また︑心
身ともに健康で豊かな心と個性を
もった児童生徒を育むため︑時代
の変化に対応した学校教育︑社会
教育︑家庭教育の充実を図り︑教
育環境の整備に努めます︒

また︑青少年の健全育成を図る
ため︑青少年活動の促進と心の通
い合う家庭︑社会づくりを推進し
ます︒市民のふるさと文化の高揚
を図るため︑芸術・文化・民俗芸
能など多様な文化活動を促進し︑
文化財の保護と活用を図ります︒
さらに︑市民が生涯を通してス
ポーツを楽しめるための施設整備
や指導体制を確立し︑スポーツ水
準の向上を図ります︒

広域運合

向かって積極的に推進していきま
す︒

人権擁護委員に

永野博〜さんと
占野正晃さんを推薦

なりますので︑永野博子さん
︵再︶と吉野正晃さん︵新︶

まちづくり100人委員会
インターネットなどの情報技術
の急激な進展により︑市民の価値
観は︑ますます多様化してきてい
ます︒また︑地方分権の推進とあ
いまって︑これからの時代は︑こ
を推薦しました︒

市の人権擁護委員の永野博
子さんと福田利宣さんの任期

れまでの官主導のまちづくりか

躍いただきました︒

市の人権擁護委員としてご活

んは︑昭和62年から12年間︑

なお︑退任する福田口宣さ

の策定に参画していました︒

の国連10年日向市行動計画﹂

し︑この間﹁人権教育のため

消防職員として40年以上勤務

また︑吉野正晃さん︵60歳
清正︶は︑今年3月まで市

豊富な経験をもっています︒

が︑8月14日をもって満了と

ら︑市民中心のまちづくりへの発
想の転換が不可欠であり︑市民参
画によるまちづくりが非常に大切

に当たり︑一人でも多くの市民の
みなさまに参加をいただき︑貴重
な提言や意見と︑市民の熱い思い
を十分に反映させ︑夢と希望に満

当面︑まちづくりの指針となる
﹁第4次日向市総合計画﹂の策定

になってきます︒

人権擁護委員は︑国民に保
障されている基本的人権を擁
護し︑自由人権思想の普及高
揚を図る目的で設置されてい
るものです︒委員は︑市町村
長が議会の意見を聞いて候補
者を推薦し︑法務大臣が委嘱
することになっています︒
今回︑推薦した永野博子さ
ん︵60歳 北町︶は︑教職員
として31年間︑市の家庭児童
相談員として3年半勤務し︑

ちた21世紀のあるべき姿を求め︑

素案策定に取り組みたいと考えて
います︒

情報公開制度

出

費費工費費費費費費費

各各民衛労農上土消教

C及てま◇

ま◇

保

基す伝美存

伝承を行います。

耳川を中心に︑本市と東臼杵南
部は占くから地理的にも歴史的に
も経済圏を一つにし︑交流を深め
てきました︒したがって︑これか
ら圏域市町村は︑ますます連携強

一◇

29，003

市政の内容を市民に説明する責
務を果たすため︑できるだけ早い
時期に条例化を目指したいと考え

対◇

85，325

ています．

みます︒

の助◇

2

化が望まれています︒

対◇

7，445

また︑組織・機構の見直しを行
いながら︑行政の健全化を図り︑
簡素で効率的な行政運営に取り組
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謹韮入債

一

このようなことを踏まえ︑先に
行われた﹁日向東臼杵南部市町村
振興協議会﹂の総会において︑運
命共同体である﹁︵仮称︶日向東
臼杵南部広域連合﹂を来春発足さ
せることに首長間で確認したとこ

影遅◇

1，253

今後︑圏域の抱える課題解決に

に◇

137，726

ろです︒

2α549，856

歳

（峯位：千円）

●

一般会計補正予算における主な

りです︒

また︑財光寺南土地区画整理事
業︑城由墓園事業︑ド水道事業︑
農業集落排水事業及び介護保険事
業の各特別会計においてもそれぞ

96

5

新規事業等の補正予算を計上
歳出では︑総務費で1億377
2万6000円︑農林水産業費で
8532万5000円︑L木費で
3億9451万2000円の補正

新規事業及び歳入・歳出の内訳

が組まれています︒

今年度の当初予算は︑市長選挙
を控えていたために︑継続事業を
中心とする骨格予算となっていま
した︒今回の議会では︑国・県等
の補助金決定に伴うもののほか︑
新規事業への予算計ヒなど︑実質
的に肉付けとなる補正予算が組ま
は︑それぞれ左表及びド表のとお

◇ の◇ に◇

1．897

48，388

841
2．774

20，549，856

710．598
19，839，258

歳出合計

（単位：千円）

入

4，885

394，512

統文化伝承推進事業
々津手漉き和紙の製作技術の

864，206

）日向インター関連事業

4，170

仮称）大王谷公民館整備事業
本設計、用地購入などを行い

2

等活性化先進事業補助金
議所の実施する空き店舗

710，598
19，839，258

歳入合玉

自動車道（仮称）日向I
lO号を結ぶアクセス道路
10号連結部の整備につい
整理事業の調査を実施し

れ補正声算を計ヒしました︒

します。

結果︑平成12年度の日向市の総

協が設置する蓄養施設に

537，619

を行います。

所口称二二道道二

兼食堂の増築、バルコニ

一般会計では︑7億1059万
8000円を補正し︑補正後の金
額は205億4985万6000

て助成します。

国県寄繰諸市

観光案内施設等整備改善

円となりました︒

ユニティ助成事業補助金
向十五夜太鼓」の太鼓購入

S0

へ助成します。

予算は︑7億7260万8000
円増の385億8861万700

負担軽減対策補助金
移動禁止等の措置により
った農家に対する運賃や
費などの助成を行います
業漁村振輿構造改善事業

一般会計補正予算の内訳
ウン・マネージメント計
事業補助金
構想に盛り込まれた事業
に向けた計画策定に対し

歳入での補正の主な内訳を見る
と︑地方交付税が2億7000万
円の増︑国庫支出金が1億876
4万8000円の増︑繰越金が1
億5778万9000円の増など

区営農集落センター建設

地品目の難山漁金二成タ定0化ま二会共催

成します。

歳
す。

●
れました︒

紀を担うむらづくり事業補

0円となりました︒

工事を行います。

4
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活性化推進対策事業補助金
津駅ホームの段差解消など

死醸靖誌購焼晦誕鮒薦餉鋤離m離離鞭監㈱噺鰹軌掴掴涯丸

主な新規事業

となっています︒

補正予算にみる

・よ

．すて利

醗嫡

受けられます︒

最近︑市内の公園や公共施設で
落書き︑器物の破損などが多く見

施設も例外ではありません︒

落書きは︑公園のトイレやベン
チ︑施設の柱などにマジックやス
プレーで書かれていて︑時には彫
刻刀のようなもので掘ってある場
合もあります︒地域児童公園ばか
りでなく︑市外の人も訪れる観光

ています︒

また︑公園内のトイレのガラス
や電気器具︑便器などが壊される
ケースも少なくありません︒今年
の1月には︑亀崎の公園の樹木が
切り倒されるという事件も発生し

いることをご存じでしょうか︒

みなさんは︑これらを修理・修
景するために税金が注ぎ込まれて

諾﹁

冤

難
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糞．
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が切り倒された亀崎近隣公園
ペンキで落書きされた本町児童遊園
焼けこげた新開公園のベン≠
広域農道沿いのこみの不法授棄

公共施設等のこのような落書き

や器物破損は︑市が修理・修景し
ています︒つまり︑落書きや器物
破損等がなければ︑もっとさまざ
まな行政サービス等に利用される
税金が使われているのです︒

また︑公共施設の落書きや器物
破損等だけではありません︒家電
製品や自転車︑空き缶等の不法投
棄も同様です︒川や山林の奥など
に捨てられたこれらのものを引き
上げたり︑回収したりするにも費
用がかかります︒

美しい自然環境の日向市を守り
受け継いでいくことは︑私たち日
向市民の願いです︒

論匡
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しらさぎ公園・あずま屋の落書き

落書きされた比良児童公園のトイレ
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ごみ捨て禁止を呼びかける看板

公共施設の落書きや器物破損︑
ごみの不法投棄に限らず︑暴走行
為や少年非行などについても︑地
域社会の問題として︑市民みんな
で一緒に考えていきましょう︑

落書きなどでぽろぽろになった
かも公園のあずま屋の支柱

「

みなさんの総譜を
ふみにじる行為は許しません
祝

1盤

ゑ

A

一

．嚇…．≡r懸

．．卜

目向市と東臼杵南部の8市町村
で構成する﹁日向・東臼杵南部市
町村振興協議会﹂は5月29日︑多

様化する広域行政を円滑に進める
ため︑﹁︵仮称︶口争・東臼杵南部
意しました︒

広域連合﹂を設立させることに合
この﹁広域連合﹂とは︑市町村
等の事務の一部を広域的に共同処
理する方法の一つで︑平成6年に
制度化されました︒本年4月−日
現在︑全国27都道府県で65の広域

●

一腰

初めての広域連合となります︒

7月3日︑協議会会長の山本市
長が市役所企画課に﹁広域連合設
立準備室﹂の看板を掲げ︑関係市
町村一体となった準備が始まりま
した︒来年4月−目の設立を目指
していますが︑実現すれば県内で

意したところです︒

きました︒そして今回︑関係施設
の統廃合などを含めた左表の方向
性で広域連合を設立することに合

︵仮称︶日向・東臼杵南部広域連合設立準備室を設置
地域性や事務の特殊性などを反映

した自由な組織体制が確立でき

った特徴があります︒

る︑②国や県から直接︑権限・事
務の委任を受けられるなど地方分
権の受け皿となる︑③広域行政を
進めるうえでの﹁広域計画﹂を市
町村と協議したうえで策定し︑主
体的な広域的調整機能が発揮でき
る︑④議会議員や連合長は直接ま
たは間接の選挙で選ばれ︑また︑
住民には事務監査やリコールなど
の直接請求権が与えられる︑とい

市のまちづくりに市民の声を反
映させるまちづくり100人委員
会の第−回会議が7月13日︑市中

央公民館で開かれ︑これまでに申
し込みのあった198人置︑13

第1回100人委員会開催
れた行政﹄を推進することが大切
です︒6万市民のみなさんととも
に心を．つに力を合わせ︑口囲市
発展の可能性を考えていきたい﹂
と100人委員会設置の理由を述
この後︑100人委員会の性格
や位置付け︑第4次日向市総合計
画100人委員会について市から

べました︒

来像を策定する第4次日向市総合

説明が行われました︒

り

コココ

⁝

コの

N度から10年問の市の政策や将

計画について協議するものです︒

第4次口向市島合計画100人
委員会では︑協議内容も多岐にわ
たることから委員会を年齢別に7
グループに分け協議し︑そのグル

りりりり

もり場会の・非に健こ

15︶へ︒

100人委員会への参加を希望
する人は︑市企画課︵倉内線22

くことになります︒

100人委員会は︑参加する市
民のみなさんが主役です︒第4次
日向市総合計画をはじめ︑今後あ
らゆる政策や事業等に参加してい

の中で決定することになりました︒

ープごとに座長︑副座長を設ける
ことになりました︒また︑7グル
ープの座長︑副座長で構成する運
営会議を設け︑各グループでまと
めた意見等のすり合わせを行い︑
委員会としての意見等をまとめヒ
げることにしています︒委員会の
会長及び副会長は︑この運営会議

全体会の冒頭︑あいさつに立っ
た山本市長は︑﹁地方分権の時代
を迎え︑これからの行政は﹃情報
の公開と提供﹄﹃市民参加の開か

今回の100人委員会は︑平成

4人が出席しました︒

合向設置

で指ま市設市
※0内は、事務の共同処理をしている市田J村。

連合が設立されています︒

近年︑住民の生活圏の拡大や利
便性を求めるうえから広域行政に
対するニーズは高まっています︒

てきました︒

また︑市町村においては行財政
改革を積極的に推進して効率的な
行政運営に努めなければなりませ
ん︒こうしたことから︑従来から
行ってきた事務の共同処理方式を
更に充実させる方法として︑本圏
域でも広域連合の設立が検討され

来年4月の設立を目指して
これまで本圏域の市町村では︑

《広域連合設立の方向性》

薪

団体を決定し︑7月14日︑

平成12年度のモデル事業

日向市花のあふれるま
ちづくり推進協議会は︑

を望むものです︒

市民のみなさんに不愉快な思
いをさせることがあってはな
りません︒親切ていねいをモ
ットーに︑人権学習について
も自らが職場で実践し︑差別
のない明るい職場︑人権が重
視される行政推進に心くばり

力をしています︒いささかも︑

市役所で働く五百有余名の
職員は︑市民サービスの向上
にむけ︑それぞれの部署で努

あります︒

が︑場合によっては相手の心
や名誉を深く傷つけることが

何げなく言った一﹃口葉や行動

私たちの日常生活の中で︑

ます︒

人権尊璽の行政
すべての人間が生まれなが
らにして持ち︑当然与えられ
る権利︑すなわち生命を保障
される自由・名誉など︑だれ
もが享受できる権利は︑あく
までも擁護されなければなり
ません︒私は︑その人権尊重
の行政を推進することが最も
大事なことであると思ってい

市長回想
いっぱい堀一方区▽富古同花と緑委
員会▽原町商店会

愛帰灯△互▽細断面幹化づくり愛好△互▽花

▽鵜毛区自治公民館▽東草場自
治公民館▽比良自治公民館▽学校
用務員部会南班▽学校用務員部会
北班▽日向中学校▽県立日向養護
学校▽切二高年クラブ▽コスモス
会▽富高地区エビネ蘭保存会▽金
ケ浜区花愛用会▽日向市花づくり

された団体は︑次のとおりです︒

交付式では︑山本市長
が﹁花づくりに熱心なみ
なさんの活動が︑さらに
大きな輪となって全市に
広がっていくよう期待し
ます﹂とそれぞれの団体
の代表一人ひとりに指定
書と助成金を手渡しました︒指定

の交付式を行いました︒

市長室で指定書と助成金

②

山本係

16団体に指定書を交付

平成10年8月に﹁日向入郷広域行

政研究会﹂を結成し︑様々な方向
から広域行政のあり方を検討して

O

市民によるまちづくりの第■歩
亘
コサロロロロロ

やステージ発表会のほか、健康相談や健康食G
試食などがあり、多くの市民でにぎわいました
講演会の講師は、長崎ウエスレヤン短期大学弓
常勤講師の酒井久義さん（写真）。「すこやか1
美しく生きる」という演題で、「人は、体が仔
康なだけではいけない．どう生きるかというこ
とを考えることが大切」と訴えました。

広域連合にはこれまでの一部事
務組合などと同じような事務の共
同処理という性格だけでなく︑①

ココ

13

「こころいきいき からだいきいき〜いっ1
いきいき健康市民」と題した第5回健康まつ1
が7月9日、市文化交流センター及び交流広量
で開かれました。会場では、健康づくり講演≦

りりりりりも り ココ

︑

宣航

懸

．薄

設立準備室の看板を設置する山本市長（左）ら

広域連携で効率的な行政運営を

︾
﹁41

人の生き方を学んだ健康まつり

彫
．粍

艶
書

8
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特遇11矢野悦子︵切島山2︶︑

賞11中丸逸夫︵沖町︶︑▽準

㊦書髭246点が出品
第25回記念日向市美術展
覧会が︑6月24日から7月
友清国夫︵浜町︶︑松木政司
︵中村︶

清掃活動など地域の環境美化に
関し︑特に顕著な功労のあった団
体や個人に対して感謝状を贈る地

e化で3団体と3個人叢彰

隔．

︽書の部︾▽特選11興椙忠
行︵曽根町︶︑鳥巣史子︵曽

域環境美化功労者表彰式が6月23
日︑市長室で開かれました︒

どから絵画の部に97点︑書

根町︶︑▽特別賞

2日までアスティ日向寿屋
で開かれました︒今年も日
向市をはじめ︑入郷町村な
の部に51点︑写真の部に98

︽写真の部︾▽特選睡金丸
久志︵中村︶︑工藤六男︵門
ください﹂とあいさつしました︒

表彰式で山本市長は﹁今後とも
市民の模範となって活動を続けて

代美︵高砂町︶︑▽準特選11

山本英子︵広見︶︑都原千草
︵延岡市︶︑蝶野良子︵松原︶

さん︵幸脇︶︑石川康広さん︵新財
市V︑水口徳子さん︵北町︶の3人︒

，

嶋田千

点の計246点の出品があ
りました︒会場には︑審査
により入選した185点が
展示され︑買い物途中の家
族連れなどが足を止めて見
川町︶︑▽特園賞11田崎敵
保︵山下︶︑▽準特選11木田

今回︑感謝状が贈られたのは︑
石並長寿会︑堀一方黒潮実年会︑
権現原壮年会の3団体と田平文夫

入っていました︒

茂︵中村︶︑松葉眞治︵切島

青年海外協力隊員として派遣さ
れる友清広平さん︵21歳︸浜町・
3日︑山本市長を訪れました︒

写真左︶が︑出発報告のため7月

っています︒

青年海外協力隊は︑アジアやア
フリカなどの開発途上国の国づく
りや人づくりに協力しようとする
ものです︒友清さんは︑ニカラグ
アの学校で体育を教えることにな
友清さんは﹁多くの人との出会
いが楽しみです︒2年間︑頑張っ
てきます㌧とあいさつしました︒

して7月19日︑20日に沖縄県名護

存会が︑沖縄サミット開催を記念

塩見永田の橘ひょっと・こ踊り保

㊥ミット会場で日向言R

の漂着物を処理しました︒

参加者らは︑早朝から清掃作業
に汗を流し︑燃やせるごみ266
0k9︑燃やせないごみ1860
k9を回収したほか︑枯れ草など

加しました︒

で︑2500人を超える市民が参

岸をきれいにしょうというもの

一帯で行われました︒これは︑観
光客が多く訪れる夏休みを前に︑
日向市の魅力の↓つである日豊海

大作戦が7月16日︑市内の海岸線

市民総ぐるみ日豊海岸クリーン

0慢の轟きれいにしよう

Φ

④との出会いが楽しみです

剛♪

審査の結果︑上位入選に
輝いたのは︑次のとおりで
山2︶︑大山義広︵広見︶

礎．

す︵敬称略・順不同︶︒

︽絵画の部︾▽特
選11津田光昭︵公

園通り︶︑青島勝
︵権現原︶︑▽特別

平成12年度第46回日向市消防操

法大会が7月2日︑お倉ケ浜消防
訓練広場で開かれました︒

朝から強い日差しが照りつける
中︑約700人の消防団員が︑日
ごろの練習の成果を披露しました︒

大会は︑ポンプ車の部︑積載車
の部︑小型ポンプの部に分かれて
行われ︑スピードと正確さ︑規律
正しさを競い合いました︒各部門
の上位2チームは︑8月5日に開
かれる日向支部大会に出場し︑全
大会の結果は︑次のとおりです︒

国大会を目指します︒

第2分団第6部−分隊

︽ポンプ車の部︾

▽優勝

︵曽根町・堀一方V▽第2位11第

−分団第−部︵北町・上町・本
町・南町・中町︶▽第3位11第2
︽積載者の部︾

分団第6部2分隊
▽優勝11第−分団第3部−分隊
︵塩見全域︶▽第2位11第−分団
第3部2分隊▽第3位11第2分目

加しました︒

市で開かれた﹁宮崎県郷土芸能公
演IN沖縄﹂に県の代表として参
7月17日︑出発報告のため市長

第7部︵亀崎・向江町︶
︽小型ポンプの部︾

▽優勝11第−分団第3部▽第2

室を訪れた保存会会長の高橋月光
さんらは﹁会場に大きな花を咲か
これに対し山本市長が﹁心一つ
にユーモアたっぷり踊ってきてく

せてきます﹂と抱負を語りました︒
※躍進賞11第4分団第37部︵切島

ださい﹂と激励しました︒

煤i幡浦・竹島町︶

位11第5分団円18部︵金ケ浜・別
府・籾木︶▽第3位11第2分団第

山1・切島山2︶

13

70
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q話

0ま

希鍾する方は市総務課（8内線2234｝まで

㊤位2チームが支部大会に出燭

広穣紙に揚載された写真を差し上げます。

ρ灘酒

みんなの広場
C
ロ

汐T

イL

駄實刀自

帰
国／イボンヌ・マクロックリン

これからもアイルランドとH本の国際交流を︒

子供たちが明るく元気に迎えてく
れたのでとても安心しました︒こ
の1年︑子供たちとグームをした
り︑外国の歌を歌ったり︑外国語
の勉強をしたりしました︒いつも
子供たちは︑私やアイルランドも

また会う11まで︑お元気で頑張ってください︒

乙

．学︑ノ

今ロめて世界のことにとても興味を

示してくれ︑ときには﹁イボンヌ
さん︑鳩目ですか？﹂﹁何歳に見

えますか？﹂﹁45歳です﹂﹁Ii・﹂

などの冗談を言いながら超ハッピ
ーな時間を過ごしました︒また︑
国際料理教室やスピーチ︑さまざ
まなイベントに参加させていただ

き︑とても感謝しています︒

私は︑帰国しますが︑これから
もアイルランドと日本の国際交流

を進めていこうと思います︒

ってみたいですね。

硬

．

青春トーク
このコーナーでは︑みなさんの
近所の若者や職場のホープを紹介
しています︒紹介したい人がいる
かたは︑市総務課︵容内線223
4︶までご運絡ください︒なお︑

夢は、海外旅行。市の友好都
市・中国灘坊市にもいっかは行

自薦︑他薦は問いません︒
ご連絡をいただいた人は︑広報
係が写真を撮りにうかがいます︒

このコーナーでは、みなさんのおすすめの一冊を募集しています。
詳しくは、市立図書館（君54−1919）へ。

ワイル弓シボ瘤のに乏逡∫︑

73

戸OOち−①﹃一ゆρσ喝8￡一畑⑪一めめ

香川綾著の﹁．日．日て

所（盈099−281−7753）

↓Φ5①ユωしというのがあります︒

町

更新／9000円、失効／15000円

◇申込・問い合わせ＝入技海事務

いきいき

楽しんでいます。

江いねいに﹂︒この本は︑旧
向図書館で見つけました︒軟

大切さをたくさん教えてく
れました︒占い本ですが︑
生きる力や元気が沸いてく
る︑今の時代にも受け入れ

られる本だと思います︒

﹁心に花咲くちょっとい

ん齢︒かな文体の中︒︑日常の

妙

さ5
子6

ラ

◇

い話﹂︵小学館︶をお勧め

時＝8月20日（日）午後2時〜

会場＝市文化交流センター ◇持
参品＝海技免状、料金 ◇料金＝

木村

長江

します︒・王人公の個人タク

◇日

歳

シー運転手・鈴木八洲伸さ
んは︑毎﹇車の中に花を生

までの免状、失効／有効期限が平

けて23年になります︒この

年8月21日から平成13年8月20日

本は︑その花がとりもった
見知らぬ人との交流や人間

■小型船舶海技免状更新・失効講習
◇対象＝更新／有効期限が平成12

模様を描いた63編です︒

ヤングテレホン（853−6860）

成12年8月20日以前の免状

三浦弘子さん
60

今年3月からJA日向の貯金
係窓口に勤務しています。休み
の日は、友達とよくドライブを

．

◇少年関係＝

O

．、蚤

．

（雪53−0110）

︵

悉Lqノ

︵

◇暴力団関係＝暴力相談

7

橋本祥子さん（23歳＝中原）

めの

卜侮

彊適や七三89噛①Ωコ∋①ε

しの

商法など＝総合相談室（雪53−01

10）

ぜひ、声をかけてください。

日本語では︑﹁また会う日まで

水原妙子さん

叢

■犯罪被害相談窓ロの設置
日向警察署では、各種の犯罪被
害相談窓口を設け、さまざまな相
談に応じています。相談は、被害
者本人からだけでなく、ご家族や
友人からの相談も受け付けていま
す。どうぞご利用ください。
◇性犯罪・痴漢・交通事故・悪質

う意味です︒

おなかから声を出しますので、健康
にも良く、古典の勉強にもなります。

所（費52−6914）へ。

お一兀気で頑張ってください﹂とい

ればと思っています。

※詳しくは、自衛隊日向募集事務

﹁ケルテイック﹂とは︑アイル
ランドの言語や文化を意味してい

◇受付期間＝8月7日〜

ます︒

③指導曜日・時間／相談のうえ
④謝礼金／相談のうえ
⑤送迎／不要
⑥メッセージを一言／一般にはなじみ
のうすい謡曲（謡い）ですが、少しで
も興味を持っていただける仲間が増え

◇応募資格＝同18歳以上21歳未満

◇1次試験＝9月23日

p》

②住所・連絡先／亀崎・費53−4528

《海・空自衛隊航空学生》

9月8日

撫﹀

①指導分野／謡曲（観世流）

子／9月25日〜26日

の男女

・ き
i〜

米田藤義さん

に貞献できたら幸いです。

の男女 ◇受付期間二一般男子／
随時、高校生／8月7日〜9月8
日 ◇1次試験＝一般男子／別に
指示、高校男子／9月19日、女

．

9月8日 ◇1次試験＝9月16日
《2等陸士・海士・空士》
◇応募資格＝同18歳以上27歳未満

オ

◇受付期間＝8月7日〜

ワ

の男女

﹁WOWI・﹂日向市に来てもう

◇応募資格＝同18歳以上27歳未満

1年が経ったなんて信じられませ
ん︒超楽しくて︑たくさんいい思

《曹候補士》

③指導曜日・時間／相談のうえ
④謝礼金／無料
⑤送迎／不要
⑥メッセージを一言／幼いころから独
学で習い覚えた芝・草笛やハーモニカ
で、竜謡や懐かしい歌を演奏していま
す。自然な素材から牛まれる素朴な音
楽を若い人たちに語り継いでいけたら
と思っています。これからの高齢社会

い出を作ることができました︒

◇1次試験＝9月16日（土）

②住所・運星先／往還（君52−5888）

1年間︑大変お世話になりまし
た︒昨年の夏に初めて日向市に来
て思ったことは︑自然がいっぱい
あり︑海も川もとても美しいとこ
ろだと思いました︒そして︑何よ
りもこの日向市の人の人情に心打
たれました︒日向市の人たちは︑
最初から私をやさしく受け入れて
くれ︑まるで家族の︸員として仕
事もプライベートのこともよくサ

受付期間＝8月7日〜9月8日

①指導分野／芝・草笛、ハーモニカ

ポートしてくれました︒

◇応募資格＝平成13年4月1日現
在で18歳以上24歳未満の男女 ◇

人材バンク日佃きちめき人
日向市にいる間に︑たくさんの
人々に会いました︒特に︑幼稚園
や小学校に呼んでいただいたこと
はとてもありがたく思いました︒
初めて小学校などに行ったとき︑
私はとても緊張していましたが︑

《一般男女鋸草学生》

調

ｰE

■自衛官の募集

生涯学習・生きがいづくりの強い味方

り

論

甲斐祐希さん（20歳：江良町）

今年4月にホンダ宮崎に人社
しました。自動車整備のサービ
ス部門を担当していますが、な
かなか難しいですね。でも、車
好きなので、とてもやりがいが
あります。今、社内の資格取得
を目指して頑張っています。
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■溢

2000日向市ふれあ い フ ェ ス タ

パワー全開
夢いつばい

市は︑障害者問題につい
てみんなで学び︑考えると
ともに︑障害者福祉の推進
を図ることを目的に﹁20
00日向市ふれあいフェス
タ﹂を8月20日︵日︶午前10

時から午後2時30分まで市

文化交流センター及び交流
広場で開きます︒
夢いっぱい﹂︒

今任−のテーマは﹁パワー
全開

楽しいコーナーが︑たく
さんありますので︑ぜひ友
達同上︑家族連れで参加し
てください︒

◇ステージコーナー1109
30︵オクサマ・西都商業
高校生︶のコンサート︑司
会はDJポッキー
◇わいわいコーナー11各福
祉施設や団体の合唱︑ダン
ス︑カラオケなど
◇展示コーナー11福祉施設
や市内小中学校生の作品や
ポスター

◇日時119月5日から10月

7日までの毎週火曜日全7
回︵午後7時〜9時︶
◇会場11日向勤労青少年体
育センター
◇定員11先着50人

◇参加料11保険料として4
50円
◆申込方法11各教室とも8
月31日目でに︑市教育委員

り

◇問い合わせ旺働宮崎県人
権啓発協会︵實09851
P2509︶

﹂E

スポーツ体験教室

参加しませんか
仲間と健康づくり

市は︑ソフトテニスとミ
ニテニスのスポーツ体験教
室を開きます︒﹁地域の仲
間づくり﹂﹁健康づくり﹂
を日標に︑みんなで参加し
ませんか︒

んでください︒

会教育課︵實内線2425︶

◇申込・問い合わせ時市社

へるすボランティア養成講座

障害をもった人を
支援します

︽ソフトテ一一ス教室︾

スポーツです︒

ミニテニスは︑短時間の
基本練習で︑年齢や体力に
応じて︑また狭い場所でも
楽しむことができるニュー

︽ミニテニス教室︾

50円

◇参加料11保険料として4

◇定員11先着50人

テニス場

⁝7口までの毎週火曜日全10
回︵午後7時〜9時︶
◇会場11お倉ケ浜総合公園

⁝◇日時n9月5日からH月

基本から指導しますので︑
気軽に参加してください︒

初心者対象の﹁ソフトテ
ニス教室﹂です︒指導員が

…………一

●

8月間相談
◇交通事故巡回相談
m

30〜14⁝30

とき■8月25﹇﹇︵金︶

き■8月22﹇︵火︶

ところ■中央公民館
◇人権・行政相談
と
10晦00〜15⁝00

ところ■日田屋公民館
き■8月10日︵木︶

◇法律相談︵要予約︶
と

ところ■社会福祉協議会

0

申込先■盈52−1010

む0〜5

き■8月8日︵火︶

◇年金巡回相談
と

0
ところ■青少．年ホーム

﹁市民の声ポスト﹂
市は︑市政に対する皆さ
んのご意見・ご要望等をお
聞きするため︑市民の声ポ
ストを庁舎玄関に備え付け
ています︒どうぞ︑ご利用
ください︒

なお︑意見等の内容によ
っては︑提出者に直接同答

記してください︒

する場合もありますので︑
住所・氏名・連絡先等を明

75

唱診…身元調査・断・運・・を推進・て

◇販売コーナー11お好み焼

き︑かき氷︑焼きそば︑引
どん︑そうめんなどの販売

や施設作品などの販売︑フ
リーマーケッ ト な ど

◇体験コーナー11車椅子︑

アイマスク︑高齢者体験等

※託児所も設けます︒
平成12年度夏休みふれあい映画祭

映画を見て
人権問題を考えよう
場公開作品・102分︶

◇入場料11無料

市は︑8月の人権啓発強
調月間行事の．環として︑

平成12年度夏休みふれあい
映直筆を開きます︒これは︑

人権に関する幅広いテーマ
をもつ情感あふれる映画を
鑑賞することにより家族︑
友達問で人権問題について
考える機会を提供しようと
するものです︒

◇日時118月25日︵金︶午後

0時30分〜5時

◇会場11市中央公民館
◇内容11①ふたりのタロウ
︵人権啓発アニメ・26分︶︑

②バグズライフ︵劇場公開
アニメ・94分︶︑③虹のか

け橋︵人権啓発アニメ・30

分︶︑④魔女の宅急便︵劇

●

⁝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
⁝
⁝の団体のみなさんを募集し
⁝
⁝
⁝ています︒

冾ｲろの活動の発表のよ⁝

⁝い機会にもなりますので︑
⁝
⁝どしどしご応募ください︒﹁

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
きます︒

心や体に障害をもった
人々が︑住み慣れたまちで

安心して生活できるため
に︑何が必要か︑何ができ

るのか⁝︒ボランティ
ア活動を通して一緒に考え
9月12日︑19日︑

てみませんか︒
◇日程

冝A10月3日︑11日︑17

日の6日間︵毎回午前9時
ｪ〜正午︶

◇会場11日越保健所

◇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
及び患者との意見交換︑交
流を通しての体験学習
◇受講料11無料

存しておくようお願いします。

で相談してください。
市企画課（含内線2220）へ。

障害の程度が該当していると
思われる場合は、年金係の窓口
を行っています。希望する人は、

会へ参加料をそえて申し込

い◇期間1110月−日〜12月31
⁝
日︵特別な事情がある場合〜
は︑この限りでない︶
⁝
◇参加規定11①中央公民館
皿
等︵市の施設︶を使用し︑ ⁝
入場料を徴収するなど営業
一
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
一
しますので︑団体間の交流
⁝
の意味からも︑できるだけ
⁝
合同の行事を計画してくだ
⁝
一さい︒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
一
ます︒④公共施設︵市の施
⁝
設︶の会場申込は︑参加申
﹁
込書を事務局が一括集計し︑
⁝
使用申請書を提出します︒
⁝
ただし︑日向市文化交流
㎝
センターについては︑各団
体で申し込んでください︒⁝
〜

◇申込方法11市教育委員会

◇募集期限一18月31日︵木︶

したがって、麦、野菜、果樹、

により決められます。

畜産などの所得がある人は、実
際の収入金額から必要経費を差
し引く収支決算による申告とな
り、従来の収入金額の証明書等
のほか必要経費の領収書等も必
要となりますので、きちんと保
この講座では、各地区公民館
や各種学級に出向き、ビデオ上
映や事業の紹介、意見交換など

水稲を除き廃止されます。

一

に備え付けてある参加申込⁝

16日から3月15日の申告分から

26

書に必要事項を記入のう

市は、男女共同社会づくりを
推進し、男性と女性がお互いを
尊重し共にすてきに生きるため
に男性と女性のパートナーシッ

■
一

保健所︵倉5215104︶

業所得標準」は、平成13年2月

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
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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

◇申込・問い合わせ11日向

発揮し合うことを言います。

肴《ぎ魯Q＆A

一
一
一
一

一一
一
一
一一

一一
一
幽
−一一

一一一
一一

一
−一
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一
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一
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一
一
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幽一
幽
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一
一一
一 一 一一一 一一
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一一
一一 一一
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一
一一一一 一一

−

一

一
一

一

え︑8月31日までに申し込

記帳が困難な高齢者や作付け
規模の小さい農家の人の申告の
目安として作成されていた「農

A．国民年金に加入している間
にかかった病気やケガがもとで
一定以上の障害が残り、障害年
金を受けられる保険料の納付要
件を満たしているときは、障害
基礎年金を受けることができま
す。障害基礎年金は、1級と2
級に分かれていて、障害の程度
プ講座を開催しています。

農業所得の申告について

んでください︒申込用紙は︑

この社会あなたの税が生きている

Q．障害基礎年金は、どのよう
なときに受けられますか？

パートナーシップとは
男性と女性が、対等な関係に
立ち、双方が責任の主体になり
協調、協力しその個性や能力を

市社会体育課及び各支所に

8月分

税金一〇メモ
碧々共㊨社会

備え付けてあります︒

国民年金保険料

㎝………一………………

あなたとわたし①

◆問い合わせ11市社会体育
課︵盈内線2452︶

第3期

26

第36回日向市総含文化祭

国民健康保険税

一

30

芸術・芸能文化部門を
募集します

第2期

市は︑11月3日︵文化の
日︶を中心に︑第36回日向

8月の納期

…

…〜…………………「……

一
税
民
県
市

ぼしゅう
もよおし

まちつくり提曾購座の受講生

◇期間118月21日︑28日︑

画課︵倉内線2220︶

◇申込・問い合わせ11市企

宮崎県青少年指導者海外派遣事業

広い視野と国際感覚を
身につけます
◇訪問国1ーシンガポール︑

施します︒

帯感や協調の精神を培い︑
国際化時代にふさわしい青
少年指導者の養成を図るこ
とを目的に﹁宮崎県青少年
指導者海外派遣事業﹂を実
◇日時118月12日︵上︶午後

さん︑ぜひご参加ください︒

する人︑及びその家族など
を対象に︑地元企業が参加
しての﹁ふるさと就職説明
会﹂を開きます︒ふるさと
での就職を考えているみな

−時30分〜4時30分︵受付
は︑午後0時30分〜︶

■市政に関するニュース・行事等は市政テレホンサービス（君52−2000）へ

76

77

9月4日︑11日︑18日︑25

日の計6回︵午後7時〜8

り推進ルーム﹁さくら館﹂

◇会場11男女共同社会づく

時30分︶

女性のみならず
男性も参加できます

◇講師11たもつゆかりさん
マレーシア
月24日

◇派遣期間1111月17日〜11

約28．0

ー︶

45，980，200

︵かごしま女性政策研究会
代表・地域づくりプランナ
◇会場11JA日向会館5階
◇問い合わせ11市企業誘致

約34．6

827．39

するものです︒

◇活動内容11訪問国青年と
の交流︑参観活動など
◇負担金1114万円程度

45街区17番

55−1街区7番

◇募集人員1115人︵定員に

県では︑青少年指導者を
海外に派遣し︑訪問国にお
ける人々との交流や視察研
修等を通して広い視野と豊
かな国際感覚を身につけさ
せるとともに︑国際的な連
推進室︵倉内線2831︶
または日向商工会議所︵費
奄T13←
児童扶養手当の現況届

約19．5

なり次第締め切ります︶
◇募集人員1110人

し︑おおむね20歳以上40歳

◇応募資格11①県内に居住

約17．8

15，326，600

◇受講料11無料

ζ

必ず期間内に
提出してください

20，275，500

しください︒

︷

未満の人︒②青少年指導者
として現在活動を行ってい
る人または帰国後活発な活
動が期待できる人︒③心身
が健康で協調性に富み︑事
業計画に従って規律ある団
体生活ができる人
◇募集期限118月31日︵木︶

される手当です︒

児竜扶養手当は︑父母の
離婚などにより父親と生計
を共にしていない児竜の母
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
している人に対し︑児童の
健やかな成長を願って支給

この児童扶養手当の受給
です︒

には︑現況届の提出が必要

現況届は︑受給者の前年
の所得の状況と︑8月−口
．現在の児童の養育の状況を

る人は︑登録申請を行って

353．03

271．22

市は︑男女共同参画社会
づくり﹁まちづくり提言講
座﹂を開きます︒これは︑
女性による地域づくりへの
提言の必要性について学習

一募集
◆デーり一隊、見送りウォーカー募集

女性のみならず︑男性も参
加できますので︑ぜひお越

響
課︵含内線2423︶

◇問い合わせ11市社会教育

平成12年度ふるさと就職脱明会

地元で働くチャンスです

市は︑Uターン希望者や
来春︑大学や短大等を卒業

●
込みができなくなっていま

ください︒

48街区5番

●
いずれかを選択することが⁝
す︒

市区画整理課にお越しください。電話及び文書での受付はいたし

できるようになっています−
︒⁝

◇申請期間119月−日︵金︶

約33．3

◇8月9日︵水︶匿午前U時
2分から1分 間

詳しくは︑市農林水産課

約23．2

◇8月15日︵火︶時正午から

〜9月5日︵火︶

◇登録資格1−1年に90日以

︵費内線2312︶へ︒
海区漁業調整委員会委員選単人名簿

52β75，000

委任の手続きについて⁝
は︑廃プラ収集日を除き協⁝
議会事務局の市農林水産課 ⁝

38街区7番

1分間

17日に行われます。

で随時受け付けています︒ ﹁

約11．9

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

約56．4

また︑市は︑﹁広島長崎
原爆写真パネル展﹂を次の
日程で開催します︒どうぞ

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

42，945，000

825．31

ください︒

該当する人は螢録を

668．55

ご覧ください︒

れた人

和55年12月6日までに生ま

37街区8番4

◇8月1日︵火︶〜13日︵日︶11

毎年9月−日現在で︑登
録申請に基づき﹁海区漁業

約13．4

市中央公民館

◇問い合わせ11市選挙管理

37街区8番1

なお︑現況届を提出せず
に2年が経過すると時効と
なり︑受給権を失いますの

調整委員会委員選挙人名

約17．0

約98．6

◇8月14日︵月︶ 〜 3 1 日 ︵ 木 ︶ 1 1

また、詳しい位置修羅については、市区画整理課へお問い合わ

委員会︵雪内線2231︶

約37．2

84，980，800

でご注意ください︒

信

簿﹂を作成します︒該当す

※ただし、下水道引き込み工事代金は、別途負担となります。

※そのほか、宮崎県大会
として、宮崎大会が9月

なお︑協議会では︑今年 ⁝
度も廃プラの収集を行いま ⁝
すが︑協議会に処理契約・ 一
マニフェスト交付に関して⁝
の委任をされた農家の重し⁝
か協議会の収集日には持ち⁝

約18．9

市庁舎−年玉 ビ i

27街区3番

◇受付期間118月U日︵金︶

約20．8

約10．3

農桑用廃ブラの適正延理

約13．3

19，095，200

〜9月11日︵月︶

12β89，800

◇必要書類11印鑑︑児童扶

276．71

423．15

養手当証書︑世帯全員の住

排出者の農家に
義務づけられています

産業廃棄物である農業用
廃プラスチック︵ハウス用
ビニール・飼料等の袋・農

27街区2番

などはありません。

薬のプラスチック製容器等︶

約14．0

あるいは1、2キロを歩きます。無料で
。無料ですが、バッジ、保険

の処理は︑法律により排出
者となる農家が適正に処理
することになっていて︑最
終処分までを管理すること

約18．6

民票など
◇問い合わせ11市福祉事務
所︵倉内線2164︶
臨時サイレンの吹喝

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

◇申込・問い合わせ；市区画整理課（0内線2721）

保険料）。見送りウォーカーは、出発会i
出発会場から数回メートル、

が義務づけられています︒

却

せください。

念日に当たります︑

いたしません）

約200年前に日本を初めて実測した伊
注した伊能忠敬をしのび、本
発見の旅」をしませんか。
部隊員らと一緒に「ふるさと再発見の旅

うのご協力をお願いします︒

◇申込方法＝住民票、市税完納証明書、印鑑を持参のうえ、直接、

●

52

16．724β00

1312．12
432．07

324，584，800

567791

計

総詰三舞開図

◇受付期間；8月7日（月）〜8月18日（金｝（土・日曜日の受付は

まで宮崎県下を歩きます。

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分間の臨時サ
イレンの吹鳴を行います︒
市民のみなさんには︑黙と

13，992，400

③

288．36

27街区1番

間ロ（m）

約9．0

詳しくは、朝日新聞伊
に申し込んでください。申込者多数の場合は、抽選とします。

を歩いて一周する伊能ウォーク隊は
2年間かけて日本列島を歩いて一周す
え、9月6日（水）から20日（水）
最終の第5ステージを迎え、9月6日

◇8月6日︵日︶11午前8時

処分価格（円）

①
②

27街区6番

④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

奥行（m）
面積（㎡）

街区番号

表

着
件
物
由
冗

約313

10日に、延岡大会が9月
市は、亀崎北土地区画整理事業地内の保留地を売却します。売
却するのは、次の表の10か所です。希望する人は、市区画整理課

………一「 一………………

お願いします。

保留地を売却します

（完歩証、ゼッケン、バッジ、
◇参加費＝デーり一隊は500円（完歩証

この処理に当たっては︑
運搬・処理業者と契約して
マニフェスト︵産業廃棄物
管理票︶を交付することに
なっていますが︑その手続
きには農家自身による方法
と日向市農業用廃プラスチ
ック適正処理対策推進協議
会に委任する方法があり︑

ません。

一一

一■
一胃
一一一 一一
一
一一
一一
一
冒一
一冒一−■一冒一
一
一
一一
■
一 ■
冒
−一一
一
一一
一一
一

一

■

一

一一
一 一
一幽
一一
一
■一 一
一一
一 一一
一
冒一
7
一一 ■
一
一
一一
一幽一一 一一 一
一一 一
7 ■
一 ■一一
一
7
一一
一
一

・り一隊として歩きます。
延岡市役所までの23キロをデーり一隊と
市役所前で（雨天決行）。
◇集合・受付＝午前8時に日向市役所前

一

冒

一

一

一

●

参加者
◇対象＝健康な人ならどなたでも。参力
は各自お弁当と湯茶サービスのコップ；
プをこ
となりま
持参ください。到着後は、自由解散とを
：各自で
すので、帰りの交通手段については各i
一一一

塒45分、日向市役所を出発。
◇日時＝9月15日（金）午前8時45分、
一■一

冒一一
一一
一 一一 一一
■冒一一
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
一一

一
一

一一幽一 一山一
一一
一 一
一
一
■一
邑一一 一
一一一
一
一

一

一

冒

一

一
一一

「伊能ウォーク」 隊と歩きませんか
ｪから1分間
15

おしらせ
ぼしゅう

膨

︑

導

話謬1

〈

︒．配︑．〆

「

￥、

●＝儀

小合瀬成美ちゃん
太・純子｛南町）

和田紗季ちゃん

河野聖哉くん

川名彩乃ちゃん

川名咲紀ちゃん

康之・由美（笹野東）

美紀夫・かおり（切島山1）

剛・恵美｛大王町）

哲也・香目利（南町｝
@

儀パパママ教室

■3か月児健診＝日時／8月II日（金）、25日（金）、

◇日時一①9月10日（日）、②24目（日）午前10時〜

対象／平成12年5月生まれ

◇対象＝出産を迎えるパパとママ
◇内容一①赤ちゃんのおふろの入れ方、妊娠疑似
体験、②妊娠中の歯の管理（歯科医師・歯科衛生

■1歳児健康相談＝LI時／8月8日（火）、対象／

象／平成ll年1月生まれ

7月9日に開催した「第5回健康まつり」では
講演会及び各コーナーの催しなども好評をいただ
き、多くの人のご協力と参加のおかげをもちまし
て大盛況のうちに終えることができました。
最も盛況だったのが「赤ちゃんハイハイ競争」
で、出場する赤ちゃんよりも、両親や祖父母など
応援する大人たちのエキサイトぶりは、大変なも
のでした。中には、周囲の人だかりによって、何
度チャレンジしてもスタート地点に並べず、「ど
うしたらいいですか？」とたずねてくる出場者が
出てくるほどのに
u・

◇対象＝生後6か月までの乳児を育児中のお父さ
ん、お母さん
◇内容；①栄養ヒとの離乳食作り・試食、②体重
測定・身長測定、③赤ちゃんの健康相談、④ママ
やパパ同士の交流会など
◇会場＝市民健康管理センター
◇持参するもの＝母子健康手帳
※予約・参加料は、必要ありません。

13日

ぎわいでした。

次回も、多くの
みなさんの参加を
お待ちしています。

※事前にテレホンサービス
（盈53−1214）で確認を1

胃腸容52−2936）稲原眼科（眼β52−2209）

鮫島病院（精神・内・放倉54−680D
黒木医院（内容52−6055）萩原眼科（眼容63−7222）山元医
院（小児麿53−6066）大平医院（整外・リウ・内・リハ盈52一…
3337）家村内科（内・循環奉55−0600）

20日

27日

i●

なども要因として考えられています。

甲斐医院（外・胃腸雪53−5000） 児玉小児科医院（小児含52−
2530）太陽クリニック（内・消化・呼吸倉56−0030）

和田病院（内・外・脳外・放りハ・整外倉52−0011）緒方医
院（内・小児盈53−6333）田Φ眼科（眼燈52−4009）

ヘルシークッキング

大豆のおくら和え
◇材料（4人分）

ゆで大豆
8本
おくら
大さじ1
しょうゆ
小さじ1
砂糖
大さじ1
酢
◇作り方
①大豆は熱湯でゆでる
②おくらは、さっと熱湯
をとおして小口切り
③調味料とまぜて、材料
1009

舳

◇申込先；市民健康管理センター（倉内線

※エネルギー48Kcal、塩

i2）一人目持ち物がみんなの持ち物に

ｩえる
@

〜

栄養不足による子どもの異常
i1）貧lm

（2）骨折

（3）便秘

W／13（日）
8／14（月）

@

親の育児責任について考える
i1）親の育児責任とは

〜

W／20（日）

ﾆ家庭教育

（2）親の願い

（3）目標を決めて、心

育てる
@

〜

3歳児と運動あそび
i1）運動神経が鈍い

W／27（日）

ﾈい

（2）友達と遊べ

（3）飽きっぽくて困る

8／28（月）

しつけておきたい、よい習慣2つ

@

i1）自分のものと他人のものとの区別

〜

X／3（日）

i2）一人でも、他人と話せる

2181・2182）

6月中の交通事故

q恥ご存じですか「結核」

卲 s分
0内前月比
人身事故 死 亡 負傷者 物損事故

かつては、口本人の死亡原因の1位を占め、国
民病と恐れられていた結核。効果的な薬や予防方
法が開発されたおかげで、戦後着実に患者数は減
り続けてきました。しかし、近年は増加傾向にあ

50件

0人

（十1）

（±0）

64人

83件

（十2）

（一2）

〜止まって確認1無事故に挑戦〜

り、今でも毎年4万人以上の患者と3000人近い

奪死 ﾙ黙鵠鯛翻蹄i…篇指継
染の若者における集団感染・薬が効かない結核菌
の出現などがありますが、何よりも恐いのは、結
核に無関心だったり、気づかないうちに感染した
りしていることです。結核の病巣は、ほとんどの
場合、肺に現れます。早期発見のためにも結核検
診を必ず受診してください。また、結核の初期症
．状は、かぜとよく似ています。せき・たん・発熱
な どが続くときは、早めに受診しましよう。
詳しくは、広報ひゆうが9月号をご覧ください。

q恥8月の献血日程
1日（火

を和える
分0．7g（1人分）

W／6（日）

8／21（月）

も、検診をぜひ受けましょう。

◇日時＝8月22日（火）午後2時〜午後3時30分

q恥8月の休日在宅医

近年、胃がん・子宮がんの死亡率は、全国的に
ともに減少傾向にあります。これは、生活様式の
変化だけでなく、検診による早期発見・早期治療

市は現在、秋季の胃・子宮がん検診の申し込み
を受け付けています。申込者には後日、個別には
がきで通知します。早期発見・早期治療のために

「幽し大盛況でした「健康まつり」

q画すくすく教室（育児教室）

浦上医院（内・外

1122人受診（うち精密者24人）でした。

先を市民健康管理センターまでご連絡ください。

■3歳児健診＝日時／8月4日（金）、対象／平成
9年1月生まれ
※受付時間は、3か月児・7か月児／午後1時〜
1時30分、1歳6か月兜・3歳児／午後1時〜2
時、1歳児／午前9時30分〜10時です。母子健康
手帳を忘れずに、市民健康管理センターへ。

6日

平成ll年度の日向市の検診受診状況は、胃検診
965人受診（うち精密者168人）、子宮頚部検診

瀧細細幣鴨議；。氏。、連絡●

■1歳6か月児健診；［．1時／8月10［（木）、対

i1）他人の持ち物に関心を持つ

〜

8／7（月）

1：）、パパとママのための栄養の知識など

平成ll年7月生まれ

79

儀胃がん・子宮がん検診

儀乳幼児健診
■7か月児健診＝日時／8月18R（金）、対象／平
成12年1月生まれ

他人の持ち物がよく見える

7／31（月）

日向市役所

9：30〜12：00

日向市の人災と世帯
@

（H12．7．L現在）

l 口
@男
@女
｢帯数

@転

入

@出

生

@面

積

59，038人 〈＋36＞
27，866人 〈＋15＞
31，172人 〈＋21＞
22，040t旦帯

179人
50人

転
死

〈＋

出
亡

30＞

155人
38人

117．34k㎡

P3：00〜16；00
23日（水

日向市役所
日向看護高等専修学校

9：30〜11：30
13：00〜17：00

78

綴．
¥軸

市内の各地域を歩くといろんな
記 念 碑 に 出会うことがあります︒
それは︑特に道路や橋の完成を
記念して建てられたものが多いよ
うです︒しかし︑よく注意してみ
ると︑中には地域の発展に尽くし
た人をたたえたものがあります︒

心になって行われました︒また︑
功労者に佐藤善助氏が選ばれてい

市制施行50周年記念日向市史編さん事業

シリーズー0
ます︒

したがって一人の人間として

れていきます︒

歴史は︑毎日の生活の中に作ら

ラマでもあります︒

私たちを取り巻くありふれた風
物の中に︑今では想像もつかない
ような出来事がひっそりと隠れて
いるようです︒それは︑過ぎ去っ
た時代を生きた人たちの知恵と力
の結晶であり︑生活史としてのド

存されています︒

このように︑地域をあげてたた
えられた木村誠．郎氏の功績は︑
塩見青年会に受け継がれ︑造林さ
れた原野は今でも区有林として保

木村誠一郎紀念碑

年二十三L

廿余町歩ヲ譲り受ケ︑置旧二苗木
下付ノ申請ヲナシ︑苗木受取リニ
出張シ帰途脳充血ヲ起シ鳴呼惜僻
心二黄泉ノ客トナル︒

当時は︑農林業中心の社会でし
たから︑国をあげて開墾と造林に
取り組まれていました︒

また︑青年団活動が地域社会を
担う時代でしたから︑青年会を結
成したことが塩見地区の人々にと
って何よりも大きな力として期待
されたのだと思います︒

南疹︑

ρ﹂﹇

いよいよ100人委員会
がスタートしました︒この
委員会は市民のみなさんの
まちづくりに対する意見等
を市政にどんどん反映させ

ていこうとするものです︐

るこれではないでしょうか︒

昔︑テレビのCMで﹁世
の中が︑暗いと不平を言う
よりも︑すすんで明かりを
つけましょう﹂というのが
ありました︒まさに︑10
0人委員会は︑市政に対す

日向市本町10番5号

︽矢野︾

□印刷／藤屋写真印嗣（株）

みなさんから多くの意見
等がもらえるよう︑広報紙
でより多くの情報を提供し

雪0982−52−2111

この自然石の紀念碑は︑塩見中
村の栗尾神社にあります︒左側面
の碑文にはこう記されています︒
コ木村氏ハ率先シテ有志ト協リ明
治四十二年一月︑青年会ヲ組織ス
ルや翌年造林心志シ︑塩見村原野

、

たいと思います︒

〒883−8555

も︑それぞれの家族や地域にもそ
れなりの歴史があるのです︒それ
を語り継ぎ︑発掘して顕彰してい
くことが︑人づくりにつながり︑
未来への大切な遣産となることを

目閉圖

広報ひゆうが

その時代︑将来を展望
して献身的な活動をする
一人の青年指導者の急逝
は︑塩見地区の人々にと
って大変悲しい出来事だ

」

■編集／日向市役所総務課

理解したいものです︒

この紀念碑は︑住み慣れた私た
ちの小さな地域の中に︑歴史上の
偉大な人物がいたことをいつまで
も語り続けることでしょう︒

市史観さん室︵a内線2236︶
では︑日向の歴史に関する皆さん
からの情報をお待ちしています︒

【］9国

平成12年8月号

ったのが分かります︒

大正9年H月の紀念碑
建設は︑医学者で地域の

よき相談役として活躍

顧問に︑20人置人々が中

し︑また﹁日向ひょっと
こ踊り﹂の創始者と言わ
れる橘公行氏や塩見地区
有志の松木留吉氏などを

塩見中村・栗尾神社にある木村麟一郎紀念碑

@

麟鍵嫡流 の 歴 史

↑

■国劇撫；纈罷團■■
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