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情輻公翻で︐かれた市政を

■市政の動き

まちづくり一00人委員会が報告書提出︑彫刻展大

賞に﹁朱色の一一一角﹂︑県政への理解を深めた懇談会︑

地域の人との交流教室が完成ほか

■まちの話題

スクリーンの日向に歓声︑ひまわり絵画に1565

点︑県内の高校生が日向に集うほか

■インフォメーション

もりとまちとの交流

都市景観シンポジウムほか

表紙元気に育て子供たち
日向現代彫刻展2000のオープニン
グセレモニーでは、富高小学校の児童も
自分たちで作ったオブジェで参加し、会
場を盛り上げました。

オブジェは「ふた葉作戦」と名付けら
れ、竹で作られた双葉の葉の部分に児童
が思い思いの絵を描いたものです。
地面から力強く突き出た双葉は、子供
たちの成長を、また伸び行く日向市の姿
を表しています。
（P9に関連記事あり）

，

多この広報紙は再生紙を使用しています。

万5000円の一般会計補正予算などが含まれています︒

田さんは︑昭和59年から4

今回︑退任されました前

今市鐵会において同慧︑可決された議案の主なものは次のとおりです︒

助役の選任について
することになっています︒

育委員として︑また平成5
ち︑津曲俊郎さん︵68歳

議会の意見を聞いて候補者
を推薦し︑法務大臣が委嘱

今年3月紐日以来︑不在
となっていました口出市助
年10月からは教育委員会委

期16年間の長きにわたり教

役に弓削哲郎さん︵61歳

迎芸園︶と塩月智恵子さん
笹野西︶の任期が︑

定められています︒

費用の負担︑不服申し立て
等に対応するための﹁情報
公開審査会﹂の設置などが

手続き︑不開示情報の範囲︑

条例には︑目的規定をは
じめ︑実施機関の範囲︑請
求権者の範囲︑開示請求の

な役割を果たすものです︒

情報公開制度は︑行政の
公開性の確保︑透明性の向
上を図り︑併せて市政への
市民参加を促進させる重要

日向市情報公開条例

ることになりました︒

満了となりますが︑次期も
引き続き委員として推薦す

11月30日をもってそれぞれ

︵61歳

市人権擁護委員7人のう

笹野西︶を選任しました︒

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
の委嘱については︑市長が

人権擁護委員候補者の
推薦について

活躍されています︒

後任の長谷川さんは︑平
成6年4月から今年3月ま
で大王谷中学校のPTA会
長及び副会長をはじめ︑市
PTA協議会会長や宮崎県
PTA連合会副会長の要職
を歴任し︑現在は日向高等
学校のPTA副会長として

力いただきました︒

員長として︑本市教育行政
の進展や文化の振興にご尽

弓削さんは37年間︑県庁

に奉職され︑今年3月の退
職後は宮崎県社会福祉協議
会の副会長として︑本県の
社会福祉充実のため活躍さ
れていました︒

教育委員会委員の
任命について

永江町︶の任期が︑

市教育委員会委員5人の
うち︑前田憲昭さん︵60歳
日向台︶と宮副正克さん
︵66歳

9月30日をもってそれぞれ

満了となりましたが︑宮副
さんには引き続き委員とし
てご尽力いただくことにな
りました︒前田さんの後任
には長谷川実利さん︵45
歳⁝庄手︶を任命しました︒

落排水事業に伴う汚水処理
施設の新設工事です︒この
施設は︑し尿や生活雑排水
等の汚水処理を行うための
もので︑鉄筋コンクリート

︑

この条例の施行日は︑市
民への周知︑法制面の整備
など制度化に向けての事務
手続きを考慮して︑来年3
ます︒

AL杯世界アマチュア囲碁
選手権戦を支援するために
日向市促進協議会を設置し

造り︑建築延べ面積248・

向市で開催される第23回J

月−日としました︒

◇自然公口ふれあい施設整

93平方メートルです︒

美々津海岸の遊歩道の整備
を行います︒

◇全天候型運動施設整備事
業11平成13年度にお倉ケ浜

取得する財産は︑消防ポ
ンプ自動車です︒現在の車
両は︑購入後12年を経過し

などを行います︒

総合公園に建設する全天候
型運動施設について︑基本
設計︑実施設計︑地質調査

財産の取得についτ

備事業11県の補助を受けて

一般会計補正予算
今回の補正は︑現計予算
の調整と国・県補助金の決
定︑並びに制度改正による
ものが主なものです︒補正
額は︑15億9617万50

00円で︑補正後の金額は
221億4603万100

に購入するものです︒

て老朽化し︑エンジン出力
やポンプ性能等が著しく低
下してきたことから︑新た

のし尿や生活雑排水等の汚
水処理を行う汚水処理施設

ないものがあれば、行政が優先性を考．
慮しながら「公助1で対応していくと
いう視点で取り組みたいと思います。

運動施設が整備されるお倉
ケ浜総合公園。③秋留地区

を広げていく。そして、その中ででき・

工事請負契約の

の中でお互いが助け合っていく「共助」

0円となりました︒

これからは、市民本位の行政を職員
や市議会議員、関係団体のみなさんと
共に取り組んでいきたいと思います。
聞 外から見た日向市の印象は？
答 気候も自然環境もすばらしく、実
に住みよいところだと思います。その
ようないい面を、どんどんPRしてい

①遊歩道の整備が行われる
美々津海岸。②全天候型の

な分野で福祉を抜きにしては語れない
時代がきます。私は県に在職中、主に
福祉行政に取り組んできましたので、
私の持っている知識や経験を最大限に
生かして市長を支えていきたいと思い
ます。また、そのような時代に、すべ
てを行政で取り組むには限界がありま
す。自分でできることは自分でやると
いう「自助」の努力を促し、次に地域

今回の消防車両の更新に
より︑災害出動時に万全を
期すとともに︑消防力の強

これからの抱負は？

21世紀は、福祉の時代。さまざま

︑

てる喜びも感じています。

化を図ります︒

かなければと思います。

締結について

います。それと同時に、生まれ育った
日向市のために仕事ができる、役にた

今回の補正による主な新
規事業は次のとおりです︒
◇︵仮称︶世界アマチュア
囲碁選手権戦日向市促進協

間 助役に就任しての感想は？
箸 責任の重大さをひしひしと感じて

契約を締結しようとする
物件は︑秋留地区の農業集

新助役に就任しました弓削哲郎さん

議会補助金11来年6月︑日

同

答

市民本位の

弓削哲郎さん

行政 を 目 指 し て
新助役

︵61歳⁝笹野西︶

−〜

に、抱負等についておたずねしました。
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9月定例市議会報告
特集

情報公開で開かれた市政を
σ

平成12年第6回日向市議会（定例会）が、9月11日から27日までの17日問の
日程で開かれました。議会には、22の議案と14の決算認定を提出し、

審議の結果、12月市議会までの継続審査となった決算認定を除き、
すべて原案どおり同意、可決されました。

の完成予想図。

計嚇犠

特集

9月定例市護会報告

画的な財政運営を推進します
11年度の決算（見込み）をご紹介します。みなさんから納めていただいた
兇金は、どのように使われたのでしょう。関心のあるところだと思います。

σ

普通会計の収支は、10年度と比べてみると、入ったお金が5億5141万円、
使ったお金が6億8122万円とそれぞれ増えています。差引額は結果、
9億4959万円で、来年度へ繰り越した事業へ充てる財源を差し引くと、
実質収支は4億7841万円の黒字決算となります。

見込み状況
（単位：千円・％）
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■収益的収入及び支出
平成11年度
区 分
水道事業収益 1，145．045
営業収益 1．142，053
2．804
営業外収益
188
訳 特別収益
水道事業費国 1，115．974

内営業費用
営業外費用

較
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一26，053
一22，934

4，150
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一32．4

一1．773

一90，4

709，535

44，785

6，3

384，884

一24、199
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29．071

■資本的収入及び支出

その

3375

一6．3

県支出

一76，1

一43、552

1F

一60．1

歳

（単位：千円・％）

平成11年度

平成10年震

550，622

253．863

296，759

内 企業誤
訳工事負担金

450，000

100，000

350．000

100，622

153β63

資本的支出

諸収入
764，284

一3，087

区 分
資本的収入

比

較

一53，241

［単位：千円］

一2，0

一1β46

1．6

4，056

千円］

一2．2

17，499
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［単位

伸び率

1，098，475

360，685

当年度純利益

比
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754、320

訳特別損失

（単位：千円・％）

平成10年度

入

24，205，6

伸び率
116，9

地5．

護排
ﾆ水
W事
L業
国保
ｨ豆
虫俣
業
健人
抹ﾛ
ﾆ

比

伸び率

し﹂

城園
R事
諡ﾆ
簡道
ﾕ事
工
下輩

平成10年度

内

平成11年度
区 分
104，696
細住整 歳入
¥環蟹部境業
94，600
歳出

璽薩瞳内訳

見込み状況

350．0
−34．6

交付税
16．250

1，040，186

647，177

393、009

60．7

内建設改良費

805，333

426、336

378、997

88，9

訳企業債償還元金

234，853

220，841

14，012

6．3

※資本的収支における支出額の不足分については、過年度分
損益勘定留保資金等で補てんしました。
［人ロ：11．10，1現在

15，664

18，219

12，535

10，886

3，665

7，709

その他

7σσ億円

2〔刃億円

2

18，619

81，272

0円

謬設㎜

18．679

■性質別歳出

単位：円］

の源

税

民生費土木費総務費公債費 教育費衛生費森崖養その他

市

：畠ﾐ

58，991人

．︷

ﾐ

要経費の割合がﾐ
・Oポイント改善ﾐ

平成U年度の普通会計決算は︑歳入総額242憶5ﾐ
9万円︑歳出総額232億5610万円で︑歳入歳ﾐ
差引額は9億4959万円です︒ﾐ

歳入の内訳を見ると︑25・8％を市税が︑23・1％ﾐ

地方交付税が占めています︒市税は︑前年度に比べﾐ

税や使用料及び手数料︑諸収入などの自主財源がﾐ

8・5％︑地方交付税や地方債︑国庫支出金などの依ﾐ
財源が61・5％で︑前年度に比べると若干︑自主財ﾐ

の割合が増えています︒ﾐ

64億9993万円となっています︒ﾐ

歳出の内訳を目的別で見ると︑民生費︑土木費︑総ﾐ
費の順で高くなっています︒民生費は︑社会福祉・ﾐ
人福祉・児童福祉などの扶助費が含まれています︒ﾐ
木費は︑道路の改良工事︑各土地区画整理事業︑公ﾐ
住宅の建設などが主なものです︒ﾐ
性質別で見ると︑義務的経費︵人件費︑扶助費︑公ﾐ
費︶が105億4643万円で45・3％を占め︑前ﾐ
度に比べ0・4％増加しています︒その他の行政経ﾐ
︵物件費︑補助費等︑繰出金などVが62億974万ﾐ
︑投資的経費︵普通建設事業費︑災害復旧事業費︶ﾐ

目的別で見ると︑労働費と総務費が伸びていますが︑ﾐ
れは緊急地域雇用特別基金事業や地域振興券交付事ﾐ
︑市欝欝さん事業などの事業によるものです︒ﾐ
また︑主な財政指標を見ると︑経常収支比率が79・ﾐ
％︑公債費比率が14・4％となっています︒ﾐ
経常収支比率とは︑各家庭の家計簿で例えると︑衣ﾐ
住などの必要経費の割合のことで︑今年は前年度にﾐ
べ3・0ポイント改善されています︒ﾐ

・9％増の62億5163万円です︒構成比を見ると︑ﾐ

■市民1人当たりの経費と市税負担（目的別）

74，194

27，267

24，645

23，554

■収支状況

圃

（単位：千円）

22，505

13，595

21，223
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平成H年度は73人に助成を

市民の生涯学習の推進を
図るため︑放送大学に入学
した市民に対し入学料の2
分の一を補助するもので︑
行いました︒

また︑放送大学宮崎学習
センター振興のため︑放送
大学宮崎学習センター振興
協議会が行った優秀学生の
表彰︑サークル活動や文化
祭︑学生募集PRなどにも
助成を行いました︒

現在の学生数は608人
で︑このうち市内の学生は
lとなっています︒

市では︑暖かな沿岸性の
気候を生かした花き︑きゅ
うり︑なす︑インゲン︑メ
ロンなどの栽培が盛んに行
われています︒それらの生
産農家の安定的な所得確保
のために︑ビニールハウス
や台風対策としての防風ネ
ット︑省力化施設としての

000円を助成しました︒

自動開閉機等の設置に対し
助成しています︒平成n年
度は︑ハウス設置面積42
5正㎡︑全面防風ネットー
00m︑自動開閉機設置面
積8119㎡に676万1

︻民生費︼

雪

﹂ト︑

促進事業

障害者社会参加

竜．

︻衛生費︼

公立公民館活勤事業

︻教育費︼

土地区画整理事業

日向南町

︻土木費︼

●

講糎

お倉ケ浜自然環境調査

1

︻総務費︼

放送大学入学支援事業

創生事業
の観光客が訪れています︒

米ノ山は︑日豊海岸国定
公園内に位置し︑﹁日本の
渚百選﹂のお倉ケ浜や市街
地︑豊北︸帯が一望できる
絶好の展望所で︑たくさん
しかし︑観光案内板やベ
ンチ︑棚などの損傷が著し
かったため︑県の補助制度
を活用して整備改善を行い
ました︒整備内容は︑ベン
チ4基︑観光案内板−基︑
展望説明板2基及びツツジ
ー90本の植栽などで︑美
観の保持と利用者への利便
性の向上を図りました︒

平成n年度は︑1424
万4000円をかけて︑消
防施設の整備︑防火水槽の
新設工事︑消防団ホース乾
燥塔の新設を行いました︒
消防施設整備では︑消防団
車両の老朽化︑ポンプ性能
低下のため︑小型ポンプ上
積台車を第3部︵塩見奥野︶
に配備しました︒

防火水槽の整備では︑消
防水利の不足している地域
の火災防ぎょ体制の確立と
住民不安解消のため︑重留
園︑松ケ追︑美々津上町に

、

論﹄％祝
き

︻消防費︼

快適空間みやざき

︻商工費︼

対策事業補助金

口業施設設置促進

︻農林水産業費︼

2萄
防災まちづくり事業

99

それぞれ設置しました︒

障害者︵児Vの社会参加
活動を促進させるため︑手
話奉仕員養成・派遣事業︑

手話通訳者設置事業︑点
字・声の広報等発行事業︑
重度身体障害者移動支援事
業︑スポーツ大会開催事業︑

福祉機器リサイクル事業︑

リフト付福祉バス運行事
業︑自動車運転免許取得・
自動車改造助成費事業を行
い障害者福祉の増進を図り
ました︒

平成H年度は︑手話奉仕
員に211件︑約700時
間の依頼がありました︒

お倉ケ浜の自然環境調査
は︑平成9年度から3年を
かけて動植物の生息分布状
況等の調査を専門家に依頼
して行いました︒

が指摘されました︒

お倉ケ浜は︑アカウミガ
メやコアジサシの繁殖地と
して好適な環境であるもの
の︑近年設置された護岸な
ど阻害要因も多いことなど

ことも判明しました︒

また︑赤岩川の南には︑
数少ない水辺の原風景を残
す環境として︑保全すべき
湿地の植物群落が存在する

南町は︑宮崎県北地方拠
点地域の中で﹁日向市生活
文化交流拠点地区﹂に位置
づけられ︑平成8年度から
N度にかけて都市基盤の
整備と魅力に満ちた商店街
の振興及び地域間交流の玄
関口にふさわしい﹁ふれあ
いとやすらぎ﹂を演出する

を行いました︒

また︑中央公民館の屋上
防水工事やボイラーバーナ
ー取り替え工事︑日知屋公
民館窓ガラス取り替え工事

用されました︒

り︑世代間交流や地域住民
のふれあいの場としても活

化・歴史の学習などがあ

を実施しました︒講座や事
業では︑郷土料理や地域文

津の公立公民館で45教室・
講座︑その他18の各種事業

平成H年度は556万6
000円をかけて中央・日
知屋・細島・南日向・美々

などを行いました︒

平成U年度は︑塩見橋の
架け替えなどの県の事業に
併せ︑6億2358万90
00円をかけて家屋移転︑
道路等の公共施設整備工事

事業を進めています︒
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平成11年度の市政については、第3次日向市総合計画に基づし
都市基盤の整備、市民福祉の向上、生活環境の整備、産業の振興、教育文
向上など市政各般にわたり、計画的に取り組んできまし
ここでは、認定された平成11年度普通会計決算の中
主な事業について紹介し目
ρ

日しま

る市
．▲

6
7

9月定例市議会報告
特集

活環境の整備︑都市基盤の整備︑
市民福祉の向上︑産業の振興︑教
育文化の向上︑行財政の効率化の
さまざまな分野と日向市の将来像

まちづくり100人委員会が報告書提出

が10月10日置委員会としての意見

策や将来像を定める第4次日向市
総合計画について協議を行ってき
た﹁まちづくり100人委員会﹂
について協議を行ってきました︒

平成13年度から10年間の市の政

や提言をまとめた報告書を山本市
長に提出しました︒

ド

逃

グリーンパークを彩る日向現代彫

全国の著名な作家31人が日向岬

山本市長は︑﹁31点のすばらし

刻展2000が︑10月15日からH

月25日まで開かれています︒この
彫刻展は︑彫刻廿．馬術にふれあう機
会を設けようと市制施行40周年を
れているもので︑今年は第10回に

記念して︑平成3年度から開催さ

れぞれの感性を表現しています︒

なります︒今年も全国の著名な作
家が︑思い思いの素材を用いてそ
オープニングイベントは10月15

日︑日向岬グリーンパーク管理鎖
題で行われました︒

●

しています︒

00万円で買いhげることになっ
ています︒期間中︑さまざまなイ
ベントも準備してありますので︑
多くのみなさんのお越しをお待ち

りは︑H月12口︒この作品も︑1

また︑もう一つの大賞﹁市民大
賞﹂は︑市民のみなさんの投票に
よって選ばれます︒投票の締め切

示することになっています︒

この作品は︑市が150万円で
買い上げ︑市内の公共施設等に展

と語っています︒

さんは︑﹁風の動き︑やさしさ︑
風の影︑風の表情を見える形にし
た︒風の表情と自然の中の朱色の
ハーモニーを見て感じてほしい﹂

この後︑審査に当たった前埼玉
県立近代美術館館長の田中幸人さ
んから彫刻展大賞の発表が行われ
ました︒大賞に選ばれたのは︑舟
一朝さん作の﹁朱色の三角﹂︒舟

ます﹂とあいさつしました︒

くのみなさんにおいでいただき︑
芸術の秋を堪能してほしいと思い

い作品が︑真っ青な海と澄み渡る
秋空を背景に︑このグリーンパー
クで調和し︑一つの野外彫刻美術
館として全国に発信できることは
市の大きな誇りです︒期間は︑多

日向現代彫刻展2000

彫刻展大賞に﹁朱色の■■■角﹂

＆r

︑●●●●●○■■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■○●O●●●■■●●●●●●●●●●●●●●●●●

回以上会議を開いて協議してきま
したが︑限られた時間では提言書
としてまとめるところまではいか
なかったグループもありました︒

﹁グループでは︑多いところで10

市長室を訪れた会長の原田正道
さんと副会長の和田平さん︑曽我
部博さん︑内山雅仁さんの4人は

雛

︑鞍﹁

委員会は︑市民の声を市政に反
映させようと︑今年7月に発足し
たもので︑現在199人の会員で
組織されています︒今回は︑年代
ごとに7つのグループに分かれ生

旧

⁝白識

開所式では、6年生の世良允美さんが「完成
を楽しみに待っていました。ここで、地域の人
たちといろんな話をしたいと思います」と語り
ました。この後、児童らは早速、地域の人たち
と体験学習として茶道に挑戦していました。

●●●●・・・⁝●●●●●●●●●●●●⁝●・●●・・・⁝●●．●●●●●●●●●●●●●●●●●●●・・

の一

ルと和室が設けてあります。

ソ

ノ♪

や功

虹の架け橋

「一
AA

のあるまちづくり︒

激動

ｽ土を愛し︑たくましさ

と創造性に富む人づくり︒

汾｢代を担う青少年の育
成と誇りのもてる郷土を自信
をもって次世代に引き継ぐ努
力をする︒

庁舎南側駐車場前に︑
今年8月から改修を進め
てきました口向市第3別
館の工事が終わり︑開所
式が10月4日︑現地で開

宮副教育長は﹁児童生徒をはじ
め青少年の健全育成を目指すこれ
らの機関は︑個別に存在するので
はなく︑共通の問題として連携を
深めていくことが大切︒この3つ
の機関をより有機的に機能させな
がら︑さらなる青少年の健全育成

板を設置して完成を祝いました．︑

開所式では︑宮副教育
長や各機関の代表者が看

が入所します︒

育相談室︑同適応指導教
室﹁ひまわりラウンジ﹂

新杁青少年問題協議会や同教

この別館には︑日向市

機かれました・

関

⑤

．︑市民が健康的で生きがい

たしました︒

世紀に向けて虹の架け橋とな
る責任と役割があります︒
かつて︑青年団活動で培っ
た知識や経験を生かし︑これ
からの地方自治の伸展を誓っ
て次のような北海道宣言をい

祉向上を願い︑20世紀から21

今︑私たちは︑地方行政の
最高責任者として︑市民の福

発展に情熱を注いできました︒

の時代︑青年団活動を通して
仲間意識と連帯感を高め︑青
少年の健全育成や地域社会の

した︒私もその一員で︑

のほど北海道深川市に集いま

団出身の市長14人がおり︑こ

全国の市の首長671人で
構成する全国市長会という組
織があります︒その中に青年

市長鮪想
一、

行政のさまざまな分野に提言

︑＼ク

訓

﹂6

の教室は、校舎の大規模改修に併せて整備した
もので、約2クラス分のスペースに多目的ホー

に努めます﹂とあいさつしました︒

騨．師
・︑評日
一﹂﹂る
．一す
．．〜所

8

9

県政への理解を深めた懇談会
が10月13日、平岩小学校で開かれました。こ

一、

、瓢黙慧．嚢一畑野膿纏錨謀青少年の教育機関が入所

．
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学校と地域社会のふれあいの場として活用し
ようとする「平岩交流教室」が完成し、開所式

lll本孫

■■■■慶国＝ノシこ
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にがの深はらめ

山本市長に報告書を手渡す原田会長ら

翻蔭謙
7
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人との交流教室が完成

地域

騨

3つの教育機関が入

希望する人は、市総務課（3内線2234）まで。

日向を舞台の一つにした
映画﹁十五才〜学校W〜﹂
の先行上映会が10月14日︑

市文化交流センターで開か
れました︒この映画は︑人
気映画シリーズ﹁学校﹂の
第4作目︒不登校となった
男子中学生が家出をして屋
久島に向かうまでに︑さま
ざまな人々と出会いながら
成長していく様子を描いた
拍手が沸き起こりました︒

靱畑

いっぱい踊りを披露していました︒

翌日は︑あいにくの雨となりま
したが︑各舞踊隊が最後まで元気

んな拍手が送られていました︒

会議所前の道路を通行止めにして
の十五夜音頭総パレード︒ミス十
五夜の飛び入りに沿道からは︑盛

趣向を変えての開催となりました︒
初日の午後4時30分からは︑商工

日︑中心市街地で開かれました︒
今年は︑舞踊隊や見立て細工を一
般市民から募るなど︑例年と比べ

日向十五夜祭りが10月7日︑8

pレードに拍手喝さい

う﹂とあいさつしました．

出に残る大会につくりあげましよ

んが﹂底ひとりの手で︑生思い

日向高校生徒会会長の加藤潤也さ

内70校のプラカード行進に続き︑

市文化交流センターで開かれ︑県

きずな
そう21世紀へ 文化の縦糸 絆の
横糸﹂︒総合開会式は9月29日︑

開かれました︒テーマは﹁織りな

日から10月7日まで市内7会場で

祭2000年日向人会が︑9月29

を披露する第22回県高校総合文化

県内の高校生が文化活動の成果

⑪内の高笙が日庭集う

一般市民らを対象にした
ト映会であいさつに立った

曜・

う﹂とお礼を述べました︒

漣糊

︑駄価︑

しし

ひまわり絵画コンクールが︑10
月10日から16日までアスティ日向

寿屋で開かれました︒コンクール
には︑市内の小学校から昨年より
も約150点ほど多い1565点
が寄せられ︑入賞・入選作品の3
29点が展示されました︒作品は︑

にはちぎり絵の作品もありました︒

絵の具やクレヨン︑色鉛筆などで
思い思いのひまわりが描かれ︑中
表彰式は10月15日︑同会場で行

われました︒審査に当たった小川
新一郎日向市美術協会会長が﹁審
査は︑子供らしく︑元気があり︑
どのように花を感じ取ったかをポ

獅P3日︑日本の渚百選のお倉ケ

浜で清掃奉仕活動を行いました︒
これは︑10月が﹁シルバー人材セ

ンター事業普及啓発促進月間﹂に
なっていることから毎年行われて
いるものです︒

この日は︑秋晴れのもと約20
0人の会員が参加し︑海岸に流れ
着いたごみや流木を広い集めるな
ど︑清掃活動に汗を流しました︒
シルバー人材センターには現在︑
387人の会員が登録しています︒

洋会鮫島病院となりました︒

審査の結果︑優勝は︑男子の部
で慶城会瀧井病院︑女子の部で望

での時間と規律を競いました︒

屋内消火栓の取り扱いから放水ま

重要性を認識しようというもので︑

出場しました︒これは︑火災の起
こりやすい時期を前に︑競技を通
じて防火意識の高揚と初期消火の

業所から男女合わせて23チームが

れ︑日向市︑門川町︑東郷町の事

が10月17日︑消防訓練広場で開か

第H回屋内消火栓操法競技大会

⑳期癸の墨讐匿

イントに審査しました︒どの作品
も優劣つけがたいものばかりでし
た﹂と講評しました︒

審査の結果︑金賞に輝いたの次

▽矢野ゆき︵大王谷小6年︶▽古

5年︶▽野別夏美︵大王谷小5年︶

▽西澤宗弘︵財光寺小2年︶▽黒
木真名︵日知屋東小2年︶▽渡辺
貴士︵財光寺南小3年︶▽松村優
︵大王谷口3年︶▽一政汐里︵財
光寺南小4年目▽甲斐愛美︵細島
小4年置▽新名麻未︵日知屋東小

▽くろきともひと︵財光寺小1年V

▽川越貴暁︵日鋼屋東小−年︶

の12人です︵順不同・敬称略︶︑

日向市シルバー人材センターは

㊦書屋箔響動

」

ものです︒日向でのロケは︑

⁝鴛

ち

趨

山田洋次監督は︑﹁日向の
ロケは︑市民をあげて応援
していただき︑気持ちよく
撮影ができました︒こんな
撮影は︑外にはないでしょ

餉ロケ

5月21日から24日まで金ケ

財光寺中学校の生徒を対
象にした上映会では︑生徒
らは上映前から興奮気味︒
場内が暗くなり︑映画が始
まると大きな歓声とともに

0クリ←の呂繰戸

．一・尋

②
@

浜︑財光寺中学校︑梶木で
行われ︑市民も
エキストラとし
て参加しました︒

難

寒
脾脚

10

騨

賀啓一︵富高小6年︶

4
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◎まわり藷に・56畠

■広報紙に掲載された写翼を差し上げます。

言

みんなの広場

報

西田
幸

今月号は︑ひまわり基金事
業としてオーストラリアに派
遣された中・高校生の感想文

を紹介します︒

日向高等学校2年

2週間のホームステイを終えて

生懸命に私の＝＝ロいたいことを理解

しようとしてくれました︒また︑
週末になると︑いろいろな所に連

れて行って楽しませてくれました︒

私がこのホームステイで一番楽
しみにしていたことは︑ゴ⊥フ高

校で授業に参加することでした︒
授業に参加して︑まず私が一番に
感じたことは︑自由であるという
こと︒日本の学校のように︑ギス
ギスしてなく︑とてもゆとりがあ
るように感じました︒時間にも心
にもゆとりがあると︑こんなに人
をおおらかにするのかと思いまし
た︒というのもゴーラの生徒は︑
気軽に話しかけてくれるし︑いつ
も笑顔なのです︒その笑顔のおか
げで緊張もほぐれ︑教室にもなじ
むことができました︒最後の授業
でみんなで作った日本料理は︑と
ても喜んでくれたのでうれしかっ

バイク好きが功を奏してモト
ショップHOTに勤務するよう
になり、ちょうど2年になりま

いきいき
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︵君内線223
4︶までご連絡ください︒なお︑

ご連絡をいただいた人は︑広報

は、外車を乗り回したいですね。

青春トーク
自薦︑他薦は問いません︒

X−850で友達とツーリング
に行くのが楽しみです。いっか

係が写真を撮りにうかがいます︒

73

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。

たです︒

総務課（君内線2224）

をエ＝ロうと︑帰国してみて︑なんて

◇問い合わせ先＝自衛隊日向募集
事務所（容52−6914）または市

オーストラリアは︑文章には書
き表せないほど︑すばらしくとて
も過ごしやすいところでした︒実

仕 ．

騨・・

ひお越しください。

いじめ・割腹自殺・非行・

時まで開きます。親子で
楽しめる催しをたくさん
準備していますので、ぜ

恥 だから︑あなたも
生きぬいて 大平光代著
崎

（士）午前9時から午後4

さ

見込みの者を含む）

を11月11日

ん俺

学校卒業の者（平成13年3月卒業

まつり

極道の妻・刺青から彦ち直
り司法試験一発合格︑弁護
上という著者のたどった道
を単なる波乱万丈記ではな

◇応募資格；平成13年4月1日現
在、15歳以と17歳未満の男子で中

リ

◇募集人員＝陸上／約250人、海
上／約60人、航空／約50人

く心から語っている︒﹁あ

平成13年1月5日

工職

克典さん（26歳：上町）

す。休みの日は、愛車のTR

ノ

三輪

図書館恒例の楽しいイ
ベント 秋のとしょかん

長友

δ

めの

きらめたら︑あかん！﹂と︒

◇受付期間；平成12年ll月6日〜

薪

◇発表講座＝太極拳、歌謡舞踊、
初めてのピアノ、ピアノ2年生
■自衛隊生徒の募集

図■■からの

場・午後1時30分開演

お知らせ

◇日時＝12月10口（日）午後1時開

しの

日本は狭いんだ︑なんて自由が少

ん
さ
子
代
美

ん

めてみませんか。

たくさんの子供たちの「あしたも来
てね」の言葉にやる気がでます。

ないんだと思っています︒

に作った紙芝居が57作になりました。

■中央公民館主催講座

クリスマス発表会
市中央公民館では、平成12年度
の主催講座受講生による発表会を
同公民館で開きます。受講生の第
2の青春の1ページを一緒に見つ

③指導曜日・時間／相談のうえ
④謝礼金／実費のみ
⑤送迎／不要
⑥メッセージを一言／主に、保育園等
の誕生会やクリスマス会などに、自家
製のボン菓子持参で行って、手作り紙
芝居を披露しています。絵本などを元

ホームステイでは︑日常会話は
うまくいったけど︑自分の感謝の
気持ちを十分に伝えることが出来
ず悔しい思いをしたので︑日本で
英語を一生懸命勉強して︑また絶

臨刎

丞︐■・

■．・．さ

∴

去鐸治

究林

人置（實54−1162）

a

対行きたいと思います︒

②住所・連絡先／曽根町（麿53−3437）韓

福祉協議会北側）

◇受講料＝無料
◇問い合わせ先＝日向支部長・林

①指導分野／手作り紙芝居

オーストラリアは︑想像以上に
すばらしいところでした︒美しい
自然がたくさんあり︑動物ものど
かに暮らし︑なんといっても広く
て開放的なところでした︒また︑
ホストファミリーは︑とても親切

す。自薦他薦は問いませんので、どしどしこ応募ください。
詳しくは、市社会教育課（倉内線2423）へ。

嚇．辱・

■四半的弓道体験講習会
四半的は、だれでもが手軽にで
きるスポーツです。宮崎県四半的
弓道連盟日向支部では、四半的の
体験講習会を次のとおり開催しま
す。お気軽にご参加ください。
◇日時＝毎週木曜日午後1時〜
◇会場＝富高四半的道場（市社会

また、この日向きらめき人では、追加登録を受け付けていま

6U

きない場合があります。

たいという人、どうぞ「日向きらめき人jにお任せください。

初めのうちは︑英語で会話する

紙面のスペースの関係上、掲載で

「日向きらめき人」は、市内に住むさまざまな知識や技術、
経験を持つ方を発掘し、生涯学習の指導者としてその人材の活
用を図ろうとするものです。さまざまなジャンルの方が登録さ
れています。何かを学んでみたいという人や生きがいを見つけ

で私を温かく迎えてくれました︒

原稿は、毎月1日までに市総務
課（君内線2234）へ。ただし、

このコーナーでは、市教育委員会に登録されている生涯学習
人材バンク「日向きらめき人」を紹介しています。

のがとても難しく︑なかなか≡己葉

目的としたものはお断りします。

ほ瀧＿㊥

人材バンク草筆きらめき入
が出てきませんでしたが︑そんな
ときでもホストのみなさんは ︑ 一

「情報伝言板」は、皆さんの自
主的な活動を応援するコーナーで ・
す。サークル活動などの会員募集
やイベントなどの情報をお寄せく
ださい。営利や政治・宗教活動を

生涯学習・生きがいづくりの強い味方

山田由加温さん（19歳：櫛の同量）

まちかど交流クラブ「きてん」

のアルバイトで、インターネッ
ト体験コーナーなどを担当して
います。今年8月にベビーシッ
ターの資格を取得しましたので、

将来はその資格を生かした仕事
につきたいと思っています。
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ぼしゅう・おしらせ

第7回日向ひょっとこマ 一 7 ソ ン 大 会

新コースにぶさわしい
キャッチフレーズを
市制施行50周年を記念す

る第7回日向ひょっとこマ
ラソン大会が︑来年3月4
日︵日︶開かれます．今回は︑

お倉ケ浜総合公園をスター
ト・ゴールとコースも一新
し︑日向市の観光地を存分
に取り入れたパノラマコー
スとしました︒

8747︶で同実行委員会
までお送りください︒

◇日時＝ll月ll日（土）・12日（日）／午前10

詳しくは︑同実行委員会
︵市企画課内蔵内線222
0︶へ︒
幼稚口児の募集

そこで︑大会コースにふ
さわしいキャッチフレーズ
を広く市民のみなさんから
募集します︒マラソン参加
者が元気の出るような︑ま
た︑市内外に日向市をアピ
ールする名前をつけてくだ
さい︒採用された人には︑
記念品を贈呈します︒

◇応募方法ロキャッチフレ
ーズ及び住所︑氏名︑電話
番号を書いて郵便・持参・
FAX︵5412189︶の
いずれかでH月17日︵金︶ま

でに大会事務局へご応募く
ださい︒

一薗

が理想と言われています︒
︵日向市学校法人立幼稚園︸

れます。

平成13年日向市成人式

け付けます︒

典の参加者を次の要領で受

◇式．典日時11平成13年−月

7日︵日︶／午前9時30分受

◇応募・問い合わせ落目〒
88318555日向市教
育委員会社会体育課内・日
向ひょっとこマラソン大会
事務局︵麿内線2455︶
ひまわりフォーラム

地域の課題を
共に考え学習します

ょるね？いっしょにやろ

しい風﹄自分らしい生き方
みつけてみませんか﹂︒キ
ャッチフレーズを﹁やつち

ラムのテーマは︑﹁﹃あたら

今年度のひまわりフォー

くものとしました︒

俺ミ

洋子さんを講師に﹁﹃あた
らしい風﹄自分らしい生き
蕾みつけてみませんか﹂を
演題に︑12月−日︵金︶午後

7時から市中央公民館で開
きます︒

市民のみなさんの多数の
参加をお待ちしています︒

また︑ひまわりフォーラ
ム実行委員会では︑市の男
女共同参画社会づくり事業
に関して﹁男女が共に認め
合い︑支え合った自分らし
い生き方や体験﹂を表現し
た川柳や標語︑キャッチフ
レーズを募集しています︒
応募作品は︑どなたでも︑
何点でも応募でき︑すべて
フォーラムの会場に展示し
ます︒応募する人は︑身近
な用紙に氏名︑住所︑電話
番号及びペンネーム︵希望

男女共同参画社会づくり
を目指して平成2年度から
開催してきました女性フォ
ーラムは︑今年度から名称
を﹁ひまわりフォーラム﹂
として開くことになりまし
た︒また︑内容も男女共同
参画社会づくりの推進に加
え︑環境問題や子育てなど
地域におけるさまざまな課
題を共に考え︑学習してい

する人のみ︶を明記のうえ︑

D︵10分前には入室
してください︶

郵送・持参・FAX︵54一
︵

洋子さん

獅ﾌ相談

0〜4HO
ヨ
ヨ

き■11月24日︵金︶

0

き■H月16日︵木︶

2139︶
き■H月14日︵火︶

◇年金巡回相談
と

5
1 0 00〜1
ところ■青少年ホーム

﹁市民の声ポスト﹂

絡先等を明記してください︒

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︑ご意見等
には︑必ず住所・氏名・連

O
0

ところ■中央公民館
申込先■市民課︵内線費

と

◇法律相談︵要予約︶

ところ■中央公民館

と

◇交通事故巡回相談

11

馨濯

ています︒

や！﹂として︑講演会やさ
まざまなイベントを計画し
講演会は︑タレントの遥

場合︑郵便はがきに住所︑
氏名︑性別︑生年月日︑世
帯主の氏名︑連絡先電話番
号を記入し︑市社会教育課
にお送りください︒
◇申込期限陛H月30日︵木︶

◇申込・問い合わせ先11〒

88318555日向市教
育委員会社会教育課︵含内
線2423︶

税務課からのお知らせ

市は︑市税滞納処分によ
り差し押さえた電話加入権
の公売を次のとおり行いま
す︒この公売は︑滞納者が
市税を自主納付しなかった
ため︑最終手段として行う
もので︑入札により実施さ

差し押さえ物件の公売

れます︒

成人式にご参加を

付︑10時開会

平成13年の﹁成人式﹂式

◇式典会場親市文化交流セ

ただし︑市税を滞納して
いる人が税を完納した場合
ンター
◇対象者11昭和55年4月2

◇日時1111月30日︵木︶午前

椏

は︑公売を中止します︒

日から昭和56年4月−日ま
でに生まれた 人
◇申込方法11今年H月−日

◇会場11市勤労青少年ホー
ムー階談話室
◇問い合わせ先11市税務課
︵費内線2119︶

コ

を記念したイベントも開催され、測量の実
演や植木市・植木盆栽無料相談なども行わ
f

遙

男女共同参画社会づくり懇循会：
たばこ税について
：Q．会社を退職したときは、国
市の男女共同参画社会づくり： たばこ税は、250円のたば：民年金に加入しなければならな
に向けて、広く市民の意見を聴：こ1箱に、国税54．32円、：いのですか？
いて総合的施策の企画及び推進：県税17．36円、市税53．：A．日本国内に住所を有する
に資するために、市長が委嘱す：36円が課税されており、日向＝20歳以上60歳未満の人は、厚
コ
る委員女性15人、男性5人で構：市のたばこ税は平成ll年度の決：生年金や共済組合などの公的年
成されています。
：算で約3億7400万円となつ：金制度に加入している人を除
昨年10月に21世紀にふさわ：ています。
：き、国民年金に加入しなければ
しい日向市男女共同参画社会づ・ 市たばこ税は、たばこを買っ・なりません。会社を退職した場
コ
くりを進めるために意識調査を：た小売販売業者の所在する市町＝合は、速やかに年金係の窓口で
実施しました。これら市民の意・村に納入されることになってい・国民年金の加入手続きを行って
識や意見は、本年度見直される ：ます。
：ください。なお、配偶者の社会
コ
日向市男女共同参画プランに反・ ．「たばこを吸う人は、日向市内・保険の扶養となった場合も同様
コ
映させ、男女が平等であるため：の小売販売業者でたばこを買っ＝に、国民年金第3号被保険者の
の社会づくりを目指します。
・てください。
・手続きが必要となります。
●
●

また、当日は、ll月18日の「土木の日」

現在︑住民票が日向市にあ
る人には︑直接ご案内しま
す︒住民登録されていない
場合でも︑保護者が住んで
いれば参加できます︒その

あなた ﾏ震認会i税金一［1メモi蕎《ぎ窒Q＆A

◇会場＝市役所前広場
◇内容＝地場産品・商業製品展示即売会、
豪華賞品が当たるお楽しみ抽選会、もちつ
き大会、動物ふれあいコーナーなど

▽日向カトリック幼稚園
︵盈5212948︶▽南日
向天使幼稚園︵實57116
81︶▽財光寺幼稚園︵盈
P3317︶▽財光寺南
幼稚園︵君5416500︶
▽富高幼稚園︵倉52137
36︶▽日知屋幼稚園︵盈
P2475︶▽大王谷幼
稚園︵實5314340︶▽
日知屋東幼稚園︵費5314
15←︵順不 同 ︶
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3歳からの3年保育を
学校法人立幼稚園は︑学
校教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
稚園では︑11月−日から．平
します︒

成13年度の幼稚園児を募集

です︒

募集する児童は︑満3歳
の誕生日を迎えた児童から

置

時〜午後5時（ll日のみ午前9時30分から
開会行事）
一
一一−■
一一一
一
一 一一一 一
一一冒
一一幽一 町 一一
一一一
一一 一一
一冒一一
一一一一一

日向市産業・商業まつりが、ll月ll日・

兄弟姉妹の少なくなった
今日︑3歳からの3年保育

この社会あなたの税が生きている

一一一
一一
一一 一
一
一
7

楽しいイベントがいっぱい

⑰…身元調醐・鋤を推進・・
■市民なんでも相談ホットライン（剛55−9111・凪0120−86−4388）
75

10

ll月分

国民健康保険回
国民年金保険料

一

一

一

一

1

12日の2日間、市役所前広場で開かれま
す。お楽しみ抽選会やもちつき大会など、
楽しい催し物がたくさんあります。多くの
みなさんのお越しをお待ちしています。

第2期
第6期

水利地益税

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
r

一
一

一

一

一

一

第19回産業まつり・第18回商業まつり

11月置納期

おしらせ・もよおし

ら

要素ず・草の3つに分別し
て︑清掃センターに自己搬
人してください︒ごみの自
己搬入は︑土曜日及び祝日

を除く午前8時30分から正

午までと︑午後−時から4
時までとなっています︒燃
やせるごみは清掃センター
へ︑燃やせないごみは環境
整備課破砕施設へ搬入して
ください︒

詳しくは︑市環境整備課

︵倉5312256︶へ︒
契約管理課からのお知らせ

市有地を売却します

理課︵言
容内線2264︶

誌ク央魅の

時間程度です︒

平成12年秋季全国火災予防運動

⁝死者が8割以上を占め︑ま

評議鑛

火をつけた あなた
の責任 最後まで
平成12年秋の全国火災予
防運動が︑H月9日から15
日まで繰り広げられます︒

この運動は︑火災が発生
しやすい時季を迎えるに当
たり︑火災予防意識の．層
の普及を図り︑もって火災
の発生を防止し︑死傷事故
や財産の損失を防ぐことを
目的としています︒

今年のテーマは︑﹁火を
つけた あなたの責任 最
後まで﹂︒

近年の建物火災による死
者のうち︑住宅火災による

⁝に一なるため・事故が発
⁝生しやぞなりま究
⁝ますます進展する車社会
⁝では︑天ひとりが事故に
⁝遭わないように注意して危
⁝険を避けなければなりませ
⁝ん︒そのため︑道路を横断
⁝するときは︑できるだけ横
一断歩道や見通しのよい場所
〜を選んで安全確認を徹底し
⁝て横断したり︑目立つ色の
⁝服装や反射材を身につけた
一りするなど︑自ら事故防止

1時30分〜

⁝．策を講じる必要があります︒

れたのを記念して︑わが国

◇会場11市中央公民館

●
では12月4日から10日まで

博上︶

◇演題11﹁人権と共生の21

世紀と同和問題﹂

県民総ぐるみ運動クリーンアップ宮崎

環境美化活動に
ご協力を
郷土の恵み豊かな環境を
守り︑住みよい宮崎づくり
を目指して︑環境美化活動
がH月12日︵日︶︑県下一

斉に行われます︒これは︑
﹁クリーンアップ宮崎﹂と
題された県民総ぐるみによ
る運動となっています︒

市内では︑細島﹁黒田の
家臣﹂を集合場所に午前8
時30分から行います︒

また︑地区によっては︑
区内や公園の清掃を実施す
るところもあります︒

みなさんのご協力をお願
いします︒

■市政に関するニュース・行事等は市政テレホンサービス（容52−2000）へ

76
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センターの工事に伴い
さ ら な る こ み の減里里を

市は︑清掃センターのダ
イオキシン類削減改造工事
を今年H月から平成14年3

月まで行います︒工事期間
中は︑焼却能力が低下する
ため︑大量のごみが持ち込
まれると︑焼却しきれない
場合が発生します︒

工事期間中︑市民のみな
さまには︑大変ご迷惑をお
かけしますが︑次のような
さらなるごみの減量化にご
協力をお願いします︒

◎生ごみ

〜H月30日︵木︶︵ただし︑

行
旅

◇申込方法11当年でも受け

◇講師11林力さん︵社会学

◇日時1112月6日目水︶午後

お待ちしています︒

多くのみなさんの参加を

民講演会を開きます︒

るあらゆる人権問題につい
て考えていただくために︑
次のとおり﹁同和﹂問題市

市は人権週間の期間中︑
﹁同和﹂問題をはじめとす

意識の高揚を図っています︒

を人権週間とし︑広く国民
に呼びかけるとともに人権

635）

市は︑日向市大王町及び
亀崎地区内にある普通財産
︵市有地﹀を売却します︒
売却するのは︑次の5か所
です︒

抽選とします︒

受け付けません︒
◇受付期間11n月7日︵火︶

上・日曜日及び祝日を除き

ます︶

◇問い合わせ先11市契約管

．︵

謝の日︶

付けますが︑なるべく前日
までに市社会体育課︵雪内
線2455︶へご連絡くだ

※測定時間は︑いずれも1

※午前9時からH時までの
間︑随時受け付けます︒
◇会場11日向勤労青少年体
育センター
さい︒

◇日時11n月23日置勤労感

◇測定項目11①20歳〜64
﹁同和﹂問題市民購演会

見つめ直そう
みんなの人権

◇問い合わせ先＝市商工観光課（費内線2

①畑や菜園をお持ちの人
は︑堆肥として利用してく
ださい︒市は︑生ごみを堆
肥に変えるコンポストを無
料で貸し出しています︒

②口ごろから買い過ぎな

購入希望の人は︑市契約
管理課へお申し込みくださ
い︒申込者多数の場合は︑

掛けてください︒

い︑作り過ぎないように心
③必ず十分に水きりして出
申し込みの際は︑直接︑
市契約管理課へお越しくだ
さい︒電話等による応募は

してください︒

源回収に出してください︒

◎その他
①紙類や布類など再利用︑
再生利用できるものは︑資

②庭木をせん籍した枝葉な
どは︑腐葉土として利用し
ていますので︑枝木・せん

嘲甫

平成12年度体力・運動能力測定会

ご存じですか
自分の体力年齢
歳／握力︑ヒ体起こし︑長
mシャトルラン︑立ち幅と

座体前屈︑反復横とび︑20
び︑②65歳〜79歳／握力︑

美々津町並みセンター
◇応募期限＝1月5日（金）当日消印有効

い

韮叢『

市は︑自分の体力年齢を
知 る こ と で 日 ご ろ の体力・
健康づくりに役立てること
を目的に︑﹁体力・運動能

1948年12月10日に国

◇応募はがき設置場所＝馬ケ背観光案内
所・日向サンパークオートキャンプ場・

お

力測定会﹂を開きます︒

上体起こし︑長座体前屈︑
開眼片足立ち︑10m障害物

賞品が抽選で当たります。

i
（皿
〒ロ
⊥T而〔

連で世界人権宣言が採択さ

◇実施期限＝12月31日（日）

（〔
A（
（

売却価格（円）
面積（㎡）

地
在
所

願

みなさんもこの機会に︑

4

※ただし、上下水道・電気・ガス等の各戸への引き込み費用は自己負担。

宮崎県央部・北部には、豊かな自然や温
泉などの魅力がいっぱいです。今、この眉
山・小目の9市町村の観光施設（チェック
ポイント）を回る「こもれびスタンプラリ
ー」が開かれています。応募はがきに記さ
れた9つのマス目に5つ以上のスタンプを
押し、スタンプによる2本のビンゴライン
を完成させ応募すると、10万円の旅行ク
ーポン券や各市町村の特産品などすてきな
新しい日向市駅のデザイン案

一

一

一

r

一一

一

一

歩行︑6分間歩行

本デザイン案を公表しました。
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番号

クーポン券をプレゼント

◇会場＝JA日向会館5階ホール
◇内容＝①基調講演／講師・大熊幹章さん（県林務部
顧問）、演題・森林資源と循環型社会（もりとまちと
のこうりゅう）、②日向市駅周辺地区におけるまちづ
くりの紹介、③パネルディスカッション／テーマ・も
りとまちとの交流

の

この
み工
の事

理
寸

◇日時＝ll月18日（土）午後1時〜4時30分

か

る1

現在、区画整理、鉄道高架、商業集積を柱に「日向
圏割の顔にふさわしいまちづくり」を整備理念とした
中心市街地の活性化事業が進められています。
本年度は、区画整理において土地の配分、いわゆる
仮換地指定が、また、鉄道高架においては詳細設計に
向けてJR九州など関係機関との協議が、さらに商業
集積においてもTMO計画の策定と店舗集団化の実施
計画の策定が予定されていて、それぞれの事業が工事
着手に向け大きく前進することになっています。
また、市は、地域の自然や歴史的な資源を大切にし、
入門地区との連携を図りながら、「木を生かしたまち
づくり」の検討を進めているところです。県では今年
5月10日、鉄道高架に伴い改築される「新しい日向
市駅」について、日向圏域の木材を活用した駅舎の基

O

一一 一
一一
訂一一一一一
一
一一一 一
一
一

一

一 ■
一
一一
一一一 一

−一
一

一
一

一

一

一

売却物件一覧表

このような中、市と県では「もりとまちとの交流」
をテーマとしたシンポジウムを次のとおり開きます。
市民のみなさんの多数の参加をお待ちしています。

リン
な夕

ぜひ参加してみませんか︒

もりとまちとのタ

：もれびスタンプラリー2000

一一

一一
一 闇一一一 一一一 一
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都市景観シンポジウム

﹁職

費

r

辱

、

r

、

幽

松浦拓海くん

博・友希子（広見）

広明・綾子（幸脇）

ダにぬへ

飯干秋穂ちゃん
罫引・美邦（遠見｝

穫Y

ぬ
「

章ε
セれ

ム漕

江頭幸樹くん

椎葉理ちゃん

成12年4月生まれ

◇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栄養士との離乳食作り・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

■1歳児健康相談＝日時／ll月7LI（火）、対象／
平成ll年10月生まれ

■1歳6か月児健診＝日時／ll月16日（木）、対

内印・芙美（切島山2）

英作・宏美（比良）

象／平成ll年4月生まれ

に症状がじわじわと進行している場合があります。
特に、がん・心臓病・脳卒中をはじめとする生
活習慣病は、初期の自覚症状がほとんどないため
に発見が遅れ、気づいたときには手遅れというこ
とも少なくありません。
健康診断は、そのような自覚症状のない病気を早
（．
@期に発見したり、口ごろの健康状態をチェックし

黙すくすく教室
育児は、肉体的にも精神的にも大きな労力を必
要とします。加えて、初めての子供となれば、不
安や心配もいっぱいでしょう。

qlし秋、果物のおいしい季節です

口
へ

（1）トイレへ行くしつけ
（2）便通のしつけ

11／5（日）

（3）おねしょの扱い

供の栄養教育

11／6（月）

（1）食事は生活の縮図
（2）食の選択能力は健康づくりの大切なカギ

11／12（日）

（3）インスタント食品はほどほどに

こんな遊び大好き

11／13（月）

（1）親子で遊ぶのが一番
（2）親子遊びのいろいろ
（3）健やかに育つ親子遊び

11／19（日）

よくないしかり方、いいしかり方

11／20（月）

（1）一番よくないしかり方
（2）一貫性のあるしかり方
（3）いいしかり方

一レビの見方のしつけ

11／27（月）

〜

@

＾

ド泄のしつけ

10／30（月）

11／26（日）

また、生活の悪習慣を改善するために専門家か
らアドバイスを受けることができます。
面倒だと思わずに、まずは定期検診を受けてみ
ましょう。受診後も、検診結果が示している意味
を理解し、生活改善にどう生かしていくかという
ことを考えて、実行に移すようにしましよう。
市は、ll月30日まで市内の各医療機関で基本
健康診査をはじめとする各種がん検診を実施して
います。この機会にぜひ受診しましょう。

すくすく教室に参加したみなさん

9年4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か月児・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。

自分では「健康だ」と思っていても、気づかず

たりします。

◇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。

■3歳児健診＝日時／ll月8日（水）、対象／平成

q恥あなたは今、健康ですか

罫

ρ

日向市保育協議会

〜

◇日時＝ll月28日（火）午後2時〜午後3時30分

ト

費53−5857

〜

■7か月児健診＝日時／ll月17日（金）、対象／平

■3か月児健診＝口争／II月10日（金）、21日（火）、

三一

A

〜

対象／平成12年8月生まれ

すく教室」を毎月開催しています。
教室は、育児に携わる同じ保護者同士の交流、
情報交換、友達づくりの場にもなっています。お
気軽にご参加ください。

@

テレホンサービス

〜

儀乳幼児健診

二一＝

1一

彩ん

こミ

橋口愛茄ちゃん

．

﹂

に
麟

（1）テレビの苫情
（2）テレビの効用

12／3（日）

（3）見方の指導のポイント

9月中の交通事故
日向市分
人身事故

死

亡

40件

0人

（一16）

（±0）

o内前月比

負傷者
52人

物損事故

116件

（一5）

（＋12）

市は、そのような保護者への支援として「すく

◎L11月の休日在宅医

※事前にテレホンサービス
（β53−1214）で確認を1

3日

尾崎眼科

i眼費52−5600）今給黎医院（内・循環實54−2459）寺尾医院
i産婦含63−1447）

渡辺病院（産婦・泌尿557−1011）
5日

天生堂医院（内・仔虫・麻

戟Eリハ容53−8910）こどもクリニックたしろ（小児費56−1515）
枢x医院（皮容52−5522）

千代田病院（内・外・整外・胃腸・リハ・皮・放・麻酔容52−
12日

V111）柳田医院（産婦β52−2950）瀧井病院（内・精神倉52
￨2409）

19日

二木医院（産婦・外・胃腸容54−4468）

協和病院（精神・神経

５4−2806）吉田クリニック（内・循環費55−0770）

鮫島医院（整外君52−8191）

吉森医院（内・胃腸・循環・呼吸

23日

26日

古賀内科胃腸科（内・胃腸552−8118） 長田医院（耳鼻・咽喉
ﾜ52−0266）大久保医院（外・胃腸君52−5338） 白石病院
i内・呼吸實63−1365）

79

はりはり漬け（4人分）
209
千切り大根
109
煮干し
109
細切り昆布
にんじん
209
しょうが
少々
1／4カップ
だし汁

︷ヂ

三股病院（内・外・整外・胃腸・麻酔盈58−0034）

ヘルシークッキング

大さじ1
小さじ1
大さじ2
大さじ1
①千切りをさっと洗い水に
つける

塩分

1

しよう。

26KcaI

1g（1人分》

〜止まって確認！無事故に挑戦〜

日向市の人ロと世帯
（H12．10．1現在）

人

口

男
女

世帯数

59，070人

〈＋64＞

27，881人

〈＋29＞

31，189人

〈＋35＞

22，097t旦帯

〈＋30＞

q恥11月の献血日程
13日（月）日向総合庁舎

②煮干しは頭とはらわたを
とり、割いてから妙る
③にんじんは千切り、しょ
うがはみじん切りにする
④全部を混ぜ合わせる
エネルギー

砧

果物を食べる効果は、「朝は金、昼は銀、夜は
銅」と例えられます。
果物には、ビタミン・ミネラル・食物繊維など
が多く含まれ、生活習慣病を予防したり、かぜな
どに対する抵抗力を強めたりする働きもあり、午
前中に食べると効果的です。
一方、果物には、糖分も多く含まれるため、食
べ過ぎは肥満を招く恐れもあります。夕食後に果
物を食べることは、できるだけ控えた方がよいで

ジャストファッション
日向製錬所
24日（金）日向市役所

和病院
27日（月）日向保健所

9：30〜11：30

転

入

出

生

面

積

262人
53人

転
死

出
亡

214人
37人

12；00〜13：00
14：30〜16115
9：30〜12：30

11734k㎡

14：00〜16：20
9120〜12：00

※2000年国勢調査人ロとは、異なります。

P3：00〜16：20

78

琴︽奪み

モ舷．コラ．．ゆ

航︾弁噺・

シリーズー3

ら手軽に買えるものではなく︑地
方では見ることもまれであったよ
うです︒日本でミシンが本格的に
製造されるようになったのは︑昭

海を渡ってきたミシン

ともに持ち帰ったときのことです︒

和10年以後のことで︑一般家庭に

ミシンが初めて日本に登場した
のは1860︵万延元︶年︑ジョ
ン万次郎がアメリカからカメラと
以来︑ヨーロッパやアメリカから

普及するようになったのは戦後の
ことです︒

昭和10年ごろまでに大量のミシン

が輸入されました︒と言ってもミ
シンは︑大変高価なものでしたか

ポ発

市制施行50周年記念日向市史編さん事業

だろうということで︑政喜さんの
家に持ち込まれました︒

このミシンは︑戦中から戦後に
かけてよく使われました︒政喜さ
んのお母さんは︑和服をモンペに
作り直したり︑家族のシャツやパ
ンツを作ったりしていました︒ま
た︑近所の人たちに頼まれたもの
もよく縫っていたそうです︒

当時は︑軍需産業一色で生活物
資のすべてが不足していました︒
中でも衣料不足は深刻で︑どこの
家庭でもほころびや破れのあるも
のを何度も繕って着用していまし
た︒ミシン用の糸を手に入れるこ
とも大変で︑縫い賃の代わりに米
やスイカなどの野菜をおいていく

圖

南易

口・

三＋−

日向市を舞台にした山田
洋次監督の映画﹁十五才〜

学校W〜﹂︒15歳の少年の

家出を背景に︑多くの人々
との出会いの中で少年が少
しずつ．人前になっていく

様子が描かれています︒

私はこの映画を見て︑人

にはそれぞれの価値観や生
き方があるということを再
認識させられたように思い
ます︒また︑人との出会い
がどんなにすばらしいもの

かも考えさせられました︒

たいと思います︒

︽矢野︾

私も広報を通じて多くの
人に出会い︑一人前になり

倉0982−52−2111

人もいたそうです︒

その後︑政喜さんと結婚した昭
子さんが︑新しいミシンを嫁入り
道具の一つとして持ってきました
が︑使い勝手や丈夫さから古くか

日向市本町10番5号

政喜さんの親戚に当たる田中新

昭和の時代をすべて現役で通し︑
使われ続けてやがて80年︒このミ

〒883−8555

︵大正14〜15︶年に製造されました︒

さんは︑明治36年にアメリカへ渡

シンは︑田中家の歴史を静かに見
守りながら今も現役として働き続

」

■編集／日向市役所総務課

今口の家庭用ミシンの原型をな
すミシンは︑アメリカのアイザッ
ク・シンガーによって1851年
に発明されました︒写真は︑その
シンガー社製のミシンです︒これ
は下原町の田中政喜さんの家に伝
わるもので︑1925〜1926

り︑明治末期から大正にかけてロ
サンゼルス郊外で如き園芸を営ん
でいました︒昭和の初めに日本に
帰ることになりましたが︑その際
に持ち帰ったものがこのミシンで

けています︒

市史書さん室︵倉内線2236︶
からの情報をお待ちしています︒

では︑日向の歴史に関する皆さん

国

平成12年11月号

らあるこのミシンが使われました︒

す︒当時︑ミシンは︑大変珍しく︑

地方では使いこなせる人が少なか
ったそうです︒そこで︑日本赤十
字の看護婦養成学校を卒業してい
た政喜さんのお母さんならできる

■印励／藤屋写真印副（株》
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