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にぎわった産業・商業まつりのオープ
ニングを飾ったのは、富高保育園児によ

る鼓笛隊です。

園児らは、赤いトレーナーに白いズボ
ン、頭には赤いベレー帽というみんなお
揃いの格好。重そうな太鼓を肩から下げ
て、一生懸命リズムを合わせながらパレ

ードしました。

朝早くから集まった市民は、かわいら
しい園児の鼓笛隊にたくさんの拍手を送

っていました。

者に抽選でハワイ旅行﹂ほか

まで﹂︑日向ひょっとこマラソン参加者募集﹁完走

年末年始の市の業務﹁こみの持ち込みは31日の正午

■インフォメーション

に挑戦︑地域が一体となった火災訓練ほか

秋季キャンプで市民と交流︑市場祭りで野菜の競り

■まちの話題

を展開﹁第13回日向はまぐり碁石まつり﹂ほか

日向市文化賞に小川新一郎さん︑腕自慢たちが熱戦

美々津地区に企業進出︑笹野地区農免農道の開通︑

■市政の動き

まち壱愛する気持ちは問じです

100人委員会からの報告

■特集

表紙鼓笛隊のお通りだい！

ぷこの広報紙は再生紙を使用しています。

都市基盤
◇市街地は駅前周辺だけを中心に
考えず︑郊外のショッピングセン
ターを取り込んだ幾何学的な商業
基盤づくりを︵A︶

◇港湾をライトアップし︑デート

f

化効果が強い︶︵G︶

める商店街づくり︵C︶

◇歩いて楽しい歩道︑歩いて楽し

網の整備︵C︶

◇市内循環バスの運行等公共交通

識改革︵B∀

して総合福祉条例を制定︵D︶

◇高齢者︑障害者︑児童︑母子・
父子家庭等の総合的な福祉施策と

学校の建設︵C︶

◇高齢化社会に備えた市立総合病
院︑介護医療センター︑介護専門

冝A委員会としての意見や提言をまとめた

第4次日向市総合計画100人委員会は10月

持ちは同じです

◇電線地中化の推進︵G︶

◇カーフェリー四国航路の開設を
︵G︶

市民福祉
◇商店街に手話テキストを配置し
ては︵A︶

◇手話講習会修了者をマスター登
録しては︵A︶

◇地区単位で福祉コーディネータ
を育成し︑福祉サポート体制を整
備︵B︶

◇電柱撤去︑電線の地中化︑市街

◇介護保険の境目に位置する人た
ちを地域でカバーする公のシステ

報告書を山本市長に提出しました︒

委員会は︑年齢ことにAからGまでの7つの
グループに分かれ︑都市基盤や生活環境の整
備︑市民福祉の向上︑産業の振興などさまざ
まな分野についての協議を行ってきました︒
今回の報告書には︑日向市を愛するみなさん
の気持ちがいっぱい詰まっています︒

今月号では︑提出された報告書の内容の口部

員会に参加しました。

と︑各グループの座長・副座長を務めたみな

本当によかったと思います。

参加しました。

だれもが、いっでも参加でき
るのが100人委員会です。多
くの市民と日向市のことを語り
合えるよう継続していきたいと

この委員会は、一時的なもの
に終わらせることなく、永久に

続けていきたいと思います。そ
のためにも、明確な位置づけを

委員会では、市の現状などを
知ることができて、本当に勉強
になりました。まだまだ行政誘
導の委員会ですが、これからは
自分たちの手で具体的な活動を

思います。

図っていきたいですね。

展開していきたいと思います。

さんの感想等をご紹介します︒

活気や元気のない日向市を何
とかしたいと思い、100人委
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せ、その意見を全体の意見とし
て提言できることからこの会に

帯
Aグループ座長
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内山雅仁さん︵堀一極

至

﹁

Cグループ座長．

︑

曽我部博さん︵大王町︶

Bグループ座長

、・

塩月智恵子さん︵笹野西︶

．虹

今回の100人委員会には、
多くの女性の参加があり、いろ
いろな意見を聞くことができて

公の場で一個人の意見が出

スポットに︵A︶

◇何らかの付加価値を与えられる
機能を港周辺に設けるべき︵A︶
◇旧市街地商店街は︑車の進入を
規制し︑歩行者天国・夜型の街に
︵B︶

◇身近な地域で保健・医療・福祉
が連携した健康福祉ネットワーク

化調整区域の見直し︵C︶

ムづくり︵E︶

の確立︵B︶

◇塩見川の下流︑富島中の下辺り

・駄口

﹃

．や

◇東九州自動車道開通までにポー
トセールスを積極的に推進︵B︶
◇双方向の情報やり取りで︑市政
．参加する市民のレベルアップと意

を河川敷として整備する︵D︶

◇健康増進センター︵体育館︑室
内プール︑ジム︑サウナ︶の整備
︵E︶

◇介護保険制度は時代に即応した

◇情報化の推進プロジェクトを最
重点施策として立ち上げる︒情報
管理担当課を設ける︵D︶

◇老人クラブの本拠としてサンパ
ークに総合衛生センターを︵G︶

改善を︵F︶

◇地震時︑渇水時の飲料水の確保

◇3歳以下︑60歳以上の健康診断

＼

◇中心市街地の空き店舗に物産セ

対策︵F︶

の無料化︵G︶

亀

ンターを︵E︶

◇街路樹にクスノキを︵空気の浄
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生活環境
◇緊急時の情報網が薄い︒インフ
ラ整備が必要では︵A︶

かく行い︑結果を公表︵EV

◇焼却場のダイオキシン検査を細

の有料化︵D︶

◇お倉ケ浜︑伊勢ケ浜の駐車場整
備と物産販売所の整備︵G︶

教富目文化
◇日向市から日本にあるべき教育
体制をアピールできないか︵A︶
◇青少年非行の実態について警察
署主催の事例講習会の開催や︑市
民の会に警察署が参加できる制度

◇一定量のごみ排出量を超すごみ

◇市内全区に自主防災組織の結成
を︵A︶

よる授業の開設︵C︶

◇資格条件緩和による多様性のあ
る教師の採用︑﹁きらめき人﹂に

リキュラムを導入︵B︶

日向市の文化や歴史を学習するカ

◇幼稚園︑学校に囲碁の講座など︑

フラ整備︶を提供する︵A︶

◇民間の団体が動きやすい枠組み
︵事務所の提供︑資金援助︑イン

︵A︶

◇総合体育館︵ドーム︶の建設を

を︵FV

◇日向市防災計画のわかりやすい
マニュアルを各家庭に︵F︶

産業振興

の優遇を実施︵A︶

◇地理的不利条件が問題とならな
いIT関連企業を誘致すべき︒そ
のために情報インフラの整備︑税

︵A︶

◇自然景観が生かされていない︒
効果的なPRを考える必要がある
◇ボランティア支援センターを設
置するとともに︑ボランティアグ
ループをネットワークで結び情報

◇日向独自物産の新開発︑保護︑
PRの促進︵B︶

◇各学校に司書を配置︵E︶

を共有する︵D︶

◇﹁囲碁の聖地﹂として全国に情
報発信し︑滞在型の観光地を目指
◇シルバーニュータウンの建設を
︵高齢者の移住による産業育成活
◇市民運動会を3︑4年ごとに開

を︵E︶

◇高等専門学校を誘致し︑放送大
学とリンクして中高大の一貫教育

性化︶︵C︶

◇伝統工芸︑伝統産業の振興︵積
極的活用︑特産品の実演販売︑情

す︵B︶

◇道の駅には特産品加工所を整備
し︑平兵衛酢の菓子を作る︵E︶
◇中心市街地に入側を含めた特産
報発信など︶︵E︶

催する︵E︶

物合同販売者を︵F︶

づくり︵B︶

◇市民が夢を持てる日向市の実現
のためにパートナーシップのまち

︵A︶

めの窓口ができるものに︵E︶

Dグループ座長

原田正道さん︵堀一方︶

Eグループ座長

前田憲昭さん︵日向台︾
日．

．D

Fグループ副座長

村上喜美子さん︵庄手︶

●

つ
Gグループ座長

ρ﹁

和田 平さん︵伊勢︶

私たちの社会は︑21世紀を目前に控えた今︑地方分
権の時代を迎えようとしています︒そのような中︑こ
れからの行政は﹁情報の公開と提供﹂﹁市民の参加﹂
を抜きにしては考えられなくなっています︒
今回︑市は︑平成13年度からのまちづくりの方向性
となる第4次日向市総合計画を策定するに当たり︑市
民参加を基本姿勢として︑100人委員会を設置し︑
その協議報告書の提出を受けました︒報告書は︑庁内
で組織するワーキンググループで取り組んでいる第4
次日向市総合計画の素案づくりの中で︑貴重な意見と
して参考にしていきます︒また︑今後は︑100人委
員会に素案を示しながら原案の作成を行います︒

この原案は1月中に︑第4次日向市総合計画審議会
︵H月27日に設置︶に諮問し︑2月末までに答申を求
め︑来年3月の平成13年第−回市議会へ提案する予定
なお︑100人委員会は︑今後も﹁市民による市民
のための日向市政﹂の確立を主目的に︑併せて市政へ
の市民の関心を高めるために継続していきます︒
日向市を愛するみなさん︑ぜひ100人委員会に参
加し︑あなたの考えを市政に反映させてみませんか︒

です︒

くかが大切だと思います。
っていくものと考えています。

私たちの意見をまとめ上げ、行
政にぶつけ、どう実行させてい
ものと確信しています。

らないと思います。そのうえで、

この度、報告書を提出しまし
たが、今後どのような方向に向
かっていくのか、それを見守っ
ていくことが市民参加につなが
今後、この委員会は、行政と
議会の中立的な立場で、市民の
意見を集約させていかなければ

「継続は力なり」です。少し
でも多くの人と100人委員会
を続けていくことが、きっと住
みよい日向市の実現につながる
りで参加させていただきました。

思いました。

観の場所に住まわせていただい
ていることから、恩返しのつも

かったと思います。

弓1っ越してきて、すばらしい景

f

催

私たちのグループでは、本当
にみんな真剣に勉強し、さまざ
まな意見を出してくれました。
これからは、市民ももっと行政
のことに詳しくならなければな
第3次総合計画の策定時にも
参加させてもらいましたので、
今回も参加し提言を行いたいと
8年前、何の縁もない日向に

日向市を住みよいまちにする
ための同世代の熱い思いや意見
を聞くことができて、本当によ

ならないと思います。

◇さくら館を移転し︑情報発信︑
相談システム︑支援サービスのた
◇4年制大学か短期大学︑技術専

◇子供たちの希望の声が響き渡
ちづくり︵C︶

る︑子供たちの瞳が輝いているま

門学校の誘致︵F＞

行財政
に豊かに暮らせるまちづくり︵E︶

◇心の故郷として高齢者が穏やか
きないか︵A︶

◇議会を一日でも夕方から開催で
環境のまち︵F︶

◇地球にやさしい︑人にやさしい

◇県の施設をもっと県北に︵F︶

推進︵C︶

◇公園︑河川︑道路︑公共施設等
管理の地域住民︑団体への委託の

その他

義務づける︵D︶

◇一般市民に対する活動報告会を

動︑ITの活用と整備︶︵B︶

◇100人委員会の充実︵運営支
援︑情報公開︑学習支援︑広報活

100人委員会

◇すべての項目に福祉事業との関
連性を記述する︵B︶
◇100人委員会に代表される市
民協働の姿勢とその前提にある情
報公開を市政運営の基本に︵C︶

総ムロ計画

◇市職員に民間の職場を経験させ
る︵A︶

︵B︶

◇政策評価のための指標づくり︒
定量化された政策指標を作り︑行
政と市民の議論の土俵を用意する
◇市民参加による公共事業評価の
実施︑事業の優先順位決定︵C︶

◇事業別予算・行政評価システ
ム・バランスシート・減価償却シ
ステム・連結予算・決算など財政
改革システムの施策推進︵D︶

◇すべての分野に優れている街で
なく︑ある分野に特徴のある街に

都市像

に指導を︵G︶

◇どんぐり1000年の森づくり

との連携︵C︶

◇安全な水確保︑環境保全︑産業
振興などのための耳目流域自治体

広域行政

σ
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美々津地区に企業の進出が決まりー0月30日︑市長室で

農作物輸送の効率と農村環境が改善
笹野地区農免農道の開通
の農道の開通により農産物流通
の合理化︑営農の機械化をはじ
め︑農村の生活環境の改善が図

企業立地に関する協定書の調印式が行われました︒
進出するのは東京都に本社のある日本ピュアフード食
材株式会社で︑チキンエキスやチキンスープを製造販
売する会社です︒

成し︑開通式が10月20日︑現地

られるものと期待します︒また︑

平岩の中ノ別府地区と本村地
区を結ぶ笹野地区農免農道が完

成11年度︶を誇ります︒

で開かれました︒

この地域は︑水稲・露地野
菜・みかん・肉用牛などの複合
型経営のほか︑温暖な気候を生
かした施設園芸の盛んな地域で
すが︑農作物の運搬や施設に通
じる幹線農道が不備であったた
め︑輸送の効率化や農道の近代
化に大きな支障となっていまし
た︒

．／

．畷rL

念式典祝賀会も開かれました︒

この後︑会場を南日向コミュ
ニティセンターに移し︑完成記

ます﹂とあいさつしました︒

今後も総合的な農業振興計画の
もと 農業経営者が意欲を持っ
て︑文化的な生活を営めるよう
豊かで快適な農村づくりに努め

計画では︑美々津地区南
部の海岸沿い︑日本ホワイ
トファーム株式会社南隣り
の敷地6268㎡に︑鉄骨
平屋建1223㎡の工場を
建設︒5億5000万円の
設備投資を行い︑来年4目
の創業を目指しています︒
従業員は︑第−期として平

計画では︑来年4月の操業開始を目指しています︒

日本ピュアフード食材株
式会社は︑天然調味料やた
れ・スープの製造販売︑食
材の加工販売を行う会社で
東京都港区に本社がありま
す︒資本金は︑4億100
0万円︒東京と大阪に営業
拠点を置く一方︑鹿児島と
青森に工場を有し︑従業員
数580人︵契約社員を含
む︶︑年商249億円︵平
することとしています．︑

成15年度までに16人を採用

完成した農道は︑市道
南日向日の平線との交差
点を起点に︑市道本村線 マ．︑
の幸福芋前までの131

75mで︑幅員7m
︵車道5・5m︶︒平成4

第13回日向はまぐり碁石まつ

150tを生産し︑平成15

日向工場では︑インスタ
ント食品やドレッシング等
に使われるチキンエキスや
チキンスープの製造販売を
行います︒月産で100〜

開通式には︑山本市長
や関係機関︑地元住民ら
約60人が出席し︑テープ

カットで開通を祝いまし
式で山本市長は︑﹁こ

まつり

年度には4億円の売ヒを見

年度から県事業として5
億2700万円︵市負担
金 5270万円︶をか

向市文化賞を受賞した小川新一郎さん（左）

けて整備しました︒

込んでいます︒

た︒

あいさつしました︒

︵

りが10月28日、29LIの2日間、

Φ

楽しんでいました。

②伊福三喜夫初段

⑤江川雄三六段︑▽同Cクラスー1

ーの部Aクラスー1③楠禮圭．κ段︑

剛8級︑⑦上村定4級︑▽シルバ

郎3級︑▽同Fクラス②11③富崎

▽．般の部Fクラス①11⑤児玉ゴ．

は次のとおりです︵敬称略︶︒

勝しました︒日向市民の主な成績

岡県の山ド定男さん︵62歳︶が優

熱戦の結果︑選手権戦の部は福

ぐり碁石の産地・日向市ならで
はの本物のはまぐり碁石と催碁
盤を使っての対局を心ゆくまで

調印式で山本市長は﹁今
日の厳しい経済状況の中︑
当市に進出いただきありが
とうございます︒今後︑さ
らに工場の拡大や雇用の創
出に努力してください﹂と

町回

︵芸術部門

宅にアトリエを設置し︑後進の
指導にも取り組むほか︑市美術
展覧会や日向現代彫刻展の実行
委員として︑市の文化振興にも

新一郎さん

市は︑平成12年度の日向市文

一郎さん︵山下一66歳︶を選び

化賞・芸術部門に市美術協会会
長で市文化連盟副会長の小川新
多大な功績を残しています︒

参加者らは、全国唯．．・のはま

▲本物のはまぐり碁石の打
しみながら盤面に向かう参

斎
に大醤
剣です

▲全国各地から集まった月
で会場はいっぱいに。
レちびっ子棋士も大人を1
闘。盤面を見つめる表情1

授賞式で小川さんは︑﹁これ
までに授賞された先輩方の名を
汚すことのないよう自己研さん
に励み︑日向市の美術界発展の
ために取り組みます﹂と謝辞を

．こ

．ド

噂帰

11月3日︑市役所で授賞式を行

幽野
」8．竃．噂

述べました︒

鳳漆豫︑

．市文化交流センターなどで開か
れ、全国から腕自慢たち約600
人が参加しました。
頓愉
馬
r31

いました．．

し凝

小川さんは︑市内美術界の第
人者として数々の公募展での
入賞歴を誇り︑市美術展覧会及
び宮日総合美術展無鑑査作家と
して活躍しています︒また︑自

醗

．

．

1はまぐり碁

第13回

小亮
川甚
臓楓．
φ響「．・露・

を展開

腕自慢たちが熱

留

U

6
7

．．＼

．レ

．

日本ピュアフード食材株式会社
『こごで

調印式の締結後、握手を交わす山本市長ら

．塾
筆．

よエー二f＼．1≦⊃爵陽塾

美々津地区に企業進出
日

7，

﹀

新しい魅力につながる事業を
業

日向市市制施行50周年記念事業市民検討委員会
日向市市制施行50周年記念事業
市民検討委員会の第−回会議が10

第−回会議では︑山本市長が委

の甲斐政夫さんを選出しました︒
員の代表に委嘱状を手渡し﹁21世

は弓削助役とし︑副会長は委員の
互選の結果︑区長公民館長連合会

ました︒これは︑来年度迎える市

月19日︑市青少年ホームで開かれ
制施行50周年を記念するにふさわ

紀の新しい魅力ある目高市のまち
づくりにつながる事業に向けて︑
債極的に意見を出してください﹂
市職員を除くそのほかの委員は

とあいさつしました︒

しい事業を市民とともに検討する
ために設けたものです︒委員会で
は︑記念事業の計画及び推進に関
し検討を行い︑来年−月までに市
長へ提言することを口指します︒
次のとおり︵順不同・敬称略︶︒

センターは、介護．予防の生活支援の観点から、

●

へ▲

講暉暉鵜贈1奪罵羅辮纏灘報
1灘際叢誌一i婁1舗ll紬1婁

都市景観シンポジウム開催
﹁まち﹂とのこうりゅう︶しの演題
で講演されました︒

大熊さんは︑循環型資源につい
て紹介しながら︑﹁21世紀は︑森

林などの生物資源が必要とされる
時代になる︒この流域の杉の山は
将来︑宝の山になる︒希望を持っ
てまちづくりを﹂と訴えました︒

ソ

ノ♪
噸『ノ秀

T﹁ee

力したまちづくり﹂をテーマにし
たパネルディスカッション︒宮崎
﹇日新聞社編集局次長の井上敬雄
さんがコーディネーターを務める

場を訪れた市民の投票をもとに︑

の10月15日から11月12日までに会

この市民大賞は︑彫刻展期間中

えた﹂と語っています︒

中︑︐東京大学大学院教授の篠原修

にぎわいました︒

会場では︑フリーマーケットや
ショッピングコーナーのほか︑各
団体が趣向を凝らしたイベント等
を開催し︑訪れた家族連れなどで

フェスティバル﹂も開催︒

﹁市のにぎわいと木のまちづくり

建築などの団体が一体となった

辺では︑商業︑農業︑林業︑土木︑

また︑会場となったJA会館周

した︒

実行委員会で決定したものです︒

大切さを︑自然界で実行
している生物たちの姿を通して訴

が助けムロうすばらしさと

明田さんは︑﹁お互い

で表しています︒

＆ B一﹁ds︒大地に
すくすくと成長した1本
の木に︑鳥たちが住家を
作っている様子を御影石

作のBig

大賞は︑明田一久さん

しました︒

日向現代彫刻展200
0の日向市民大賞が決定

います︒そして﹁見つめよう
環境︑つくろう豊かな自然﹂
のキャッチフレーズをしっか
りかみしめたいものです︒

620回も登山をし︑製鋼不
屈の根性でケルンを完成させ
たその精神力に学びたいと思

各地から一つ一つ集められ︑
平均重量は35k9で︑最も重
い石は70k9もあります︒2

これの完成までに何と7年
の歳月がかかり︑築かれた石
は遠くは山梨県や屋久島など

マが展望できます︒

高森山に緑したたる⁝とH
向市歌に唄われている市民の
シンボルである高森山︒その
山頂にケルン︵山頂や登降路
を示す積み石︶が完成してい
ます︒これは︑一市民が百然
の恵みに感謝し︑環境保全を
訴え︑山に対する畏敬の念を
表したものです︒高さ6メー
トル︑幅3メートルのケルン
のヒに立つと︑白砂青松のお
倉ケ浜など360度のパノラ

ケルン

1｝
AA

さん︑建築家の内藤廣さん︑日向
商工会議所会頭の日高基秀さん︑
耳川広域森林野合長の甲斐重勝さ
ん及び基調講演の人熊幹章さんの
5人がパネラーとして参加し︑そ
れぞれの立場から意見を発表しま

基調講演に続いては︑﹁木を活

えし■■■■■日回囲囹麺匝■■■■■

を
：1協協会枝ラ＿＿＿貴＿男伊討
介。大使からは早速、日向市のPR方法などに

委員は︑市内の各種団体の代表
者や市職員など21人で構成︒会長

▽小野政治︵文化連盟︶▽野並
久寛︵体育協会︶▽石川安雄︵高

●

1難灘辮羅i騨1灘1華

木を生かしたまちづくりを
平成12年度宮崎県日向・入郷地
区都市景観シンポジウムが11月18
日置JA日向会館で開かれました．︑

これは︑日向入郷地区の玄関ロ
となる日向市駅周辺において進め
られている中心市街地の整備につ
いて︑地域に住む人々がより広域
的な観点からまちづくりを考えよ
うと開かれたものです︒シンポジ
ウムでは︑基調講演やパネルディ
スカッション等が行われました︒

11月13日、山本市長が看板を設置しました。

作ロ︒︒は︑市が100万円で買い

上げ︑市内の公共施設等に設置し
ます︒

↑．

︑続﹁醤凄憲撒作

ん

8
9

基調講演の講師は︑宮崎県林務
部顧問の大熊幹章さんで︑﹁森林

指導支援を行います。

●

要介護となるおそれのある高齢者を対象に、介
護予防や生活支援サービスの調整などを行うも
のです。実施に当たっては、保健・医療・福祉
の現場職員で構成する地域ケア会議を設け、個
別のサービス計画を作成するほか、地域型在宅
介護支援センターの統括、介護サービス機関の

実場の

山本市長から委嘱状を受け取る委員の代表

⑥

市民大賞に選ばれた明田一

資源と循環型社会︵﹁もり﹂と

市は、今年10月1日から福祉事務所内に

市長鮪想
咳竺塩薯話買萎午ξ市民大賞にBigTree＆Birds

ま上

麟纏難懸鱒
●●・●●●●●●●●●●●・⁝oo●●●●・・・・⁝●●●●●●●9●●●●●●●●●●●●●●●●●●o●

「日向市基幹型在宅介護支援センター」を設け、

lll本係
撃雰麟麟一棒・．．・壌．．．．ゴず．サ
ご
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詞

﹂・

介護保険対象外者を支援

希望する人は、市総務課（君内線2234）まで。

迎えてくれました︒

具の点検や修理を行いました︒

今回は︑各社が分担して近隣の
公園を回り︑自分たちの持ってい
る技術や知識を生かしながら︑遊

も実践しています︒

はがね会は︑各社の従業員の交
流や技術研修などを目的に組織さ
れたもので︑ボランティア活動等

しました︒

市内24の公園で奉仕活動に汗を流

ね会﹂は︑9月から10月にかけて

日向地区鉄工協同組合に所属す
る7社の従業員で組織する﹁はが

②が茎が贅毒理

黒木さん宅では︑お祝い
に駆けつけた山本市長をイ
チフヂさん自身が玄関口で

です︒

歳を迎えたのは︑美々津町
高松区の黒木イチフヂさん

また︑11月15口に100

②人が¶8霊迎き
この秋︑市内で2人の女
性が100歳を迎え︑市は
長寿祝い金を贈りました︒

特別養護老人ホーム立縫
の里に入所している甲斐松
栄さんはH月2日︑100
歳の誕生日を迎えました︒
同日︑甲斐さんを訪ねた弓
削助役が﹁以前から知って
いる松栄さんが100歳を
迎えられて︑本当にうれし
く思います︒これからも長
生きしてください﹂と︑長
寿祝い金を贈りました︒

山本市長が﹁かくしゃく
とされていて︑本当に健康
そうですね︒いつまでも長
生きしてください﹂と祝い
金を手渡すと︑赤いちゃん
ちゃんこを着たイチフヂさ
んはうれしそうに何度も頭

く

義賢

しく思います﹂と語っていました︒

もとへ再び来ることができ︑うれ

﹁大変お世話になったみなさんの

花を咲かせていました︒2人は

地域の人々が作ったおはぎなどを
食べながら︑撮影時の思い出話に

地区集落センター︒センターでは︑

交流の場となったのは︑金ケ浜

の人々と交流を深めました︒

日︑金ケ浜地区を再び訪れ︑地域

太さんと麻実れいさんがU月4

日向市をロケ地とした映画﹁十
五才・学校W﹂に出演した金井勇

⑪画の出響と喪が旧

市内で100歳以上の人
は︑甲斐さんと黒木さんを

を下げていました︒

甲斐さんは︑昨年6月か
ら同所に入所︒車いすでの
生活を余儀なくされていま
すが︑健康状態は極めて良
含めて8人になりました︒

CU

消火訓練もありました︒

また︑これに先立ち自主防災会
では︑地域住民を対象にした初期

がらに行われました︒

渡辺病院から出火したとの想定で
実施︒地域住民らの見守る中︑消
火活動や救護活動などが本番さな

訓練は︑最悪の気象条件のもと︑

ど約200人が参加しました︒

平岩地区の火災防御訓練がH月
9日︑渡辺病院周辺で行われ︑消
防本部・署︑消防団︑笹野西区自
主防災会︑渡辺病院自衛消防隊な

■体となった火災翻練

家族連れなどでにぎわいました︒

開会式に続いて行われた野菜や
果物の競りでは︑威勢のいい競り
人の掛け声に﹁100円﹂﹁20
0円﹂と集まった市民らから声が
飛んでいました︒このほか︑みか
んやだんご汁の無料配布もあり︑

らおうと︑今年初めて開いたもの︒

開かれました︒まつりは︑市民に
市場を開放し︑市場の果たす役割
や野菜などの流通経路を知っても

市場まつりが11月5日置同市場で

日向青果地方卸売市場の第−回

㊦暴りで嚢の弩疑戦

プロ野球球団・大阪近鉄パファ
ローズが秋季キャンプのため︑10
月25日から11月16日まで日向市を

昌孝監督をはじめ選手︑役員ら66

訪れました︒キャンプには︑梨田

での練習に汗を流しました︒

人が参加︒来シーズンのV奪回を
目指し︑暖かい南国の地・日向市
また︑今回のキャンプでは︑少
年野球教室や産業・商業まつりへ
の参加など︑市民との交流の場も
多く設けられました︒

⑩域が

少年野球教室はU月4日︑お倉
ケ浜総合公園野球場で行われ︑市
内の4中学校から野球部員110
人が参加しました︒これは︑﹁近
鉄と日向︵ひなた︶で遊ぼう会﹂
が開いたもので︑3回目︒部員ら
は︑グループごとに分かれて守備
と打撃を交替で︑プロ選手やコー
チ陣から指導を受けました︒

また︑梨田監督を含めた4人の
選手はH月12日︑市役所前広場で

開かれた産業・商業まつりの﹁も
ちまき﹂にも参加︒一人ひとりの
名前が読み上げられると︑会場に
集まった市民から歓声と拍手が沸

会はH月14日置選手の激励に平兵
衛酢ジュースなどを贈りました︒

大阪近鉄バファローズ日向協力

き起こりました︒

山本市長と記念撮影の黒木さん

70
77

虚＿ぺ．
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好とのことです︒

︐詔

レ

畠Lμ

②睾ヤンプで塵と嘉

■広報紙に掲載された写真を差し上げます。

言

人材バンク1≡ヨ響きらめき八

矢野ゆきさん

間

今月号は︑市教育委員会社
会教育課が募集しました人権
作品に寄せられた人権作文を
紹介します︒

仲
大王谷小学校6年

私が先日︑テレビを見ていると︑

﹁すこい﹂と感じるのと︑体の不
自由な人が自分と同じことをでき
て﹁すこい﹂と感じるのは違うと
思うのです︒

らだと思うのです︒

体の不自由な人ができて﹁すこ
い﹂と思うのは︑この人には﹁で
きない﹂﹁やってはいけない﹂と
私たちが勝手に決めつけているこ
とであって︑その目で見ているか
言葉の意味や使い方を間違える
と︑その人を傷つけてしまうこと
があります︒私は︑言葉は︑いく
つになっても難しいと思います︒

私の同級生には︑体の不自由な
人がいます︒その友達は︑漢字を
たくさん書くことができて︑私は
﹁すこいなあ﹂と思っていました
が︑＝＝口葉の意味が少しずつ分かっ

た自分は︑どこかでその人のこと
を﹁できない﹂と思っていたから

てきたムフ︑﹁すこい﹂と思ってい

かなと思います︒

体に障害があるお兄さんが映って
いました︒お兄さんは︑生まれつ
き自分で体を動かすことも︑声を
出すこともできません︒怒ったり︑

ご連絡をいただいた人は︑広報

自薦︑他薦は問いません︒

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︶までご連絡ください︒なお︑

に残る式典を目指しています。
曳ご

係が写真を撮りにうかがいます︒

．．ではなく︑4か月目で目が

ん轍見えない・とを宣告された
さ偶女の了の15年︒生命力の強
誠
さと生き抜くことのすばら

田しさに感動した井上美由紀

﹁女房が宇宙を飛んだ﹂

当身の﹁生きています15才︒﹂︒
㎜⁝

北は女性宇宙飛行上．向井千
：秋さんの夫の作品です︒と

おわび

て行こう﹂も楽しい本です︒

に出版された﹁きみについ

です︒NASAや字宙のこ
とがよく分かり︑興味がわ
いてきます︒この本より前

ん轍・てもおかし毛楽しい本
（5

になりました。

泣いたり︑笑ったりすることもで

今年から青年団として頑張っ
ています。特に、来年の成人式
では、実行委員として、思い出

父親の死と引き換えにこ

楽しく働いています。

根の世に生まれた超未熟児︒
曽体重5009で臓器も完全

剛

裕嗣さん（26歳：塩田）
藤本
みなさまにおわびすると共に︑
﹁認定された﹂を削除します︒

ード文中に﹁認定された平成
U年度普通会計決算⁝﹂とあ
るのは誤りでした︒関係者の

展を目指します︵7コ口︼．のリ

先月号の特集・9月定例市
議会報告の︻均衡ある市政発

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。

今、仕事でカマボコ板を作っ
ていますので、これからはカマ
ボコと青年団をよろしく… 。
詳しくは、市立図書館（麿54−1919）へ。

従業員みんな仲がいいので、

青春トーク
ρ．
」

空港警察署横）倉092−623−
2400（代表）」へ移転すること

きない重い病気でした︒

︐

博多区下臼井778−1福岡空港国

働きたいと思っていました。

慶子さ

濱本

いきいき
す。薬店を出せる「薬種商」の
資格を持っていたので、薬店で
内線第3ターミナルビル内（福岡

ッグイレブンに勤務していま

●
をもって、「〒812−0003福岡市

みんな一人ひとりに特技があり
ます︒それなのにその人だけ違っ
た目で見るのは間違っています︒
みんな平等です︒平等でなくては
いけないのです︒それは︑みんな

印サービスを行います。

しています．

勝さん
宇田津
して九州各県が独自にデザインし
た「2000．1，1年賀」の押

現在、公民館の園芸教室を指導した
り、ボランティアで施設を訪問したり
た年賀はがきには、21世紀を記念

テレビのお兄さんは︑目を上下
左右に動かすことでお母さんと話
をしていました︒それを見た私は

詳しくは、日向郵便局郵便課

で楽しく週こすためです︒

始まりです。
12月20日（水）までに差し出され

﹁すこいなあ﹂と思いました︒

②21世紀年賀押印サービス

朋子さん（25歳：春原）
中村

■福岡入国管理局の移転

独りぼっちはかわいそうです︒
だれも独りぼっちとは︑思わせた
くありません︒みんなで支え合っ

抽選で、すてきなプレゼントを

今年10月にオープンしたドラ
福岡人国管理局が、12月ll日付

︵紙面の都合により一部省略︶

進呈します。

千代さん
山崎
加してみませんか。

■郵便局からのお知らせ
①年賀状お楽しみプレゼント

②住所・連絡先／日知屋（盤54−4705）

ていけばうまくいくと思います︒

での間に差し出してください。

方があると思います︒

きない場合があります。

②住所・連絡先／財光寺（麿54−4037＞

私たちは︑すぐ﹁すこい﹂とい
う言葉を使いますが︑﹁すこい﹂
という言葉には2つの意味や使い

紙面のスペースの関係上、掲載で

③指導曜日・時間／金曜、午後
④謝礼金／実費のみ
⑤送迎／不要
⑥メッセージを一言／園芸は20年来
やっていますが、退職後に高齢者学級
で学んだり、園芸講座に通ったことが
に付け、12月15日から12月25日ま

9
原稿は、毎月1日までに市総務

戴
薪

（倉52−3442）

0
年賀状を購入した際、50枚につ

例えば︑自分にはできないこと
がその人には簡単にできるときに

課（盈内線2234）へ。ただし、

①指導分野／園芸、庭木の手入れ

き1枚お渡しする応募券に必要事
項を記入のうえ、年賀状の最上部

｛
③指導曜日・時間／相談のうえ
④謝礼金／予算に応じて
⑤送迎／要
⑥メッセージを一言／「好ましい人間
関係をつくる」話し方コミュニケーシ
ョン講座をやっています。話し方は、
人間生活の基本能力です。現在、日知
屋公民館で自主学習グループのみなさ
んと楽しく学習しています。一度、参
目的としたものはお断りします。

①指導分野／話し方教室

「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

曝＿盛
生涯学習・生きがいづくりの強い味方

報
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みんなの広場

おしらせ

年末年始の市の業務

こみの持ち込みは

31日の正午まで

市役所は︑12月29日から

1月3﹇まで休みとなりま
す︒そこで︑年末年始の市
の業務をお知らせします︑．

■戸籍届

出生届や婚姻届などは︑
市庁舎玄関横の警備員室で
受け付けます︒住民票や戸
籍の写し︑印鑑証明等は発
行できません︑

■水道の修理
水道の修理については︑
浄水場︵容5415500︶
へお問い合わせください︑．

■し尿くみ取り
年末は12月28口まで︑年

始は1月5日からです︒突
発的な事故等は︑浄化セン
ター︵容5415277︶へ︒

■こみの収集

◇12月31日︵日︶11持ち込み

になりました︒

月4日からは保証人も一緒
に窓口に来ていただくこと

後−時〜4時︶

のみ︵正午で閉門します︶
に必要．なものは︑﹁申請者

なお︑印鑑登録の手続き

持ち込みもできません︒

◇1月1日〜3日11休みで︑

※1月3B︵第−水曜日︶
の燃やせないごみの収集は︑
1月6﹈︵L︶に行いますが︑

②20歳以ヒの人︵昭和56年

日までに市農業委員会へ申
請書を提出してください︒
エ市内に住所のある人

該当する人は︑来年−月10

市選挙管理委員会は︑毎
年−月−日現在で︑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

農業をする人は登録を

農業委員会委員選挙人名簿

内線2134︸へ︒

詳しくは︑市市民課︵a

ご協力をお願いします︒

が登録する印鑑﹂﹁保証人
が登録している印鑑﹂﹁保
証人の印鑑登録証﹂です︒
市民のみなさまのご理解と

持ち込みはできません︒

詳しくは︑市環境整備課
︵盈5312256︶または
清掃センター︵倉53134
01︶へ．︑

印鑑登録の申請方法の変更

一分証明書のない人は

保証人が同伴で申請を

印鑑登録の申請には︑申
導者が本人であることの確
認が必要です︒本人確認の
ためには︑官公署の発行し

た写真付きの身分証明書
︵運転免許証など∀を提示す

る方法と︑市内で印鑑登録
をしている人に保証人にな
ってもらう方法があります︒

重要な手続き等に使われ
ることの多い印鑑登録をよ
り安全に行うために︑保証
人により本人の確認を行お

◇12月29日︵金︶11火・金曜

◇12月30日︵土︶ 持ち込み

うとする人は︑平成13年1

課︵25315947二腿52

収集します︒

P4350︶へ︒

で︑年間の耕作従事日数が
勛ﾈ上ある人

同居の親族または配偶者

ある人︑もしくはその人と

のみ︵午前8時〜正午︑午

ラスうなぎ︶の特別採捕が

4月−目までに生まれた人V
③耕作而積が10アール以上

詳しくは︑市健康管理課
行われています︒

日コースの燃やせるごみを

︵麿内線2155︶へ︒

また︑﹁うなぎ稚魚の取
り扱いに関する条例﹂に基
づく登録を受けずに︑全長
p以下の大きさのうなぎ
稚魚を取り扱った場合にも
処罰されますのでご注意く

処罰されます︑．

採捕するためには︑知事
の許可が必要であり︑許可
を受けずに採捕した場合は

10119︶または福祉事
務所︵容内線2171・剛

知的障害者介膜支援サー ビ ス 試 行 的 事 業

さまざまな専門家が
サービス計画を策定

施しています︒
ださい︒

詳しくは︑宮崎県漁政課
︵容0985：261714
6︶へ︒
耳やことばの不自由な人へ

緊急時のFAX連絡に

ご利用ください

市消防署は︑緊急時のF
AX連絡用紙を作成しまし
た︒これは︑聴覚障害者等
が火災や急病などの緊急時
に分かりやすく簡単に連絡
できるようにしたものです．︑

用紙は︑当てはまるとこ
ろに○をつけたり︑数字を
書き込んだりするだけで︑
意志が伝わるように作って

宮崎地方法務局からのお知らせ

不動産登記事務が
変わりました

宮崎地方法務局日向出張
所では︑U月27日︵月︶から

七地・建物の不動産登記事
務のコンピュータ処理を開
始しました︒これにより︑
不動産登記簿謄本・抄本の
交付及び閲覧事務の取り扱
いが︑次のとおり変更にな
ります︒
．
◎不動産登記簿謄本︑抄本
が︑登記事頂証明書に変わ
りました︒

◎不動産登記簿の閲覧が廃
止されました︒ただし︑閉
鎖登記簿は閲覧できます︒
◎不動産登記簿の閲覧に代
一わるものとして登記事項要
一約書を発行することになり
ました︒これは︑登記の現
在事項のうちの主要な事頂
を要約表示したもので︑手
数料は1筆屋500円です︒

不動産登記事務について
詳しくは︑宮崎地方法務局

申請書は︑12月中に送付

しますが︑届かなかった人
は︑市選挙管理委員会︵a
内線2231︶までお問い
合わせくださ吟︑
保険証の切り替え

12月目ら変わります

国保の保険証
国民健康保険被保険者証
︵保険証︶が︑12月1﹇か

ら変わります︒新しい保険
証は︑ 一般被保険者証が
﹁ふじ色﹂︑退職被保険心証
が﹁うぐいす色﹂です︒

みなさんが現在︑使用し
ている保険証はU月30日ま
でしか使えません︒12月−

日からは︑新しい保険証を
使うことになりますので︑
古い保険証は市健康管理課
またはお近くの支所までお

返しください．．

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

でお越しください︒

また︑﹁はり・きゅう・
マッサージ施術受診券﹂も

新しくなります︒

●

獅ﾌ相談

とき■12月15日︵金︶

◇交通事故巡回相談
10一30〜14

き■12月5﹇︵火∀

ところ■中央公民館
◇人権・行政相談
と

30

10一〇〇〜15⁝00

ところ■中央公民館
◇法律相談︵要予約︶

ところ■社会福祉協議会

とき■12月14日︵木︶

申込先■倉5211010

0
・0〜l5・
・O
． O
0

き■12月12日︵火︶

◇年金巡回相談
と
l

ところ■彦少年ホーム

市へのこ意見等には
ぜひお名前を
市政に対する意見・要望・

質問をよくいただきます
が︑最近︑名前を名のらな
い電話や氏名のない投書が
見受けられます︒

お寄せいただいたものに
は︑市として的確に対応し
ていくことにしていますの
で︑ぜひ氏名等を明らかに
．してください︒

：

知的障害者更生施設・自
浜学園では︑県の委託を受
けて︑知的障害者介護等支
援サービス試行的事業を実
この事業は︑さまざまな
分野の専門家が集まり︑在
宅の知的障害者及び家族の
困っていることや希望して
いることを把握しながら介
護等サービス計画書を作成
し︑介護等のサービスを提
供しようとするものです︒

在宅の知的障害者及び家
族のみなさんで︑困ってい
ることや相談したいことが

ある人は︑市福祉事務所
︵麿内線2171︶までご
連絡ください︒
うなぎ稚魚の特別採捕

うなぎ稚魚の採捕は
許可を受けて

日向出張所︵盈521294

あります︒

聴覚障害者等で希望する

4︶へ．︑

人には︑無料で送付します︑︑

詳しくは︑市消防署予防

コ

⑰・は・身・調・・断・勘を推進・・
■市民なんでも相談ホットライン伽55−9111・IELO120−86−4388）
75

H月20口から来年3月5

日まで︑県内各河川におい
て︑増・養殖用種苗を確保
するため︑うなぎ稚魚︵シ

国や県、関係機関、団体などと：でに申告しなければならないこ：
り
も密接な連携を図りながら、市：とになっています。申告書は、：

す。どうぞ、ご利用ください。

：
詳しくは、市税務課へ。
：
取り組むことが望まれます。

葎《ぎ窒Q＆A

12

A．自分が今までに年金をどれ
くらい掛けているのかを知りた
い場合は、市町村の年金係や社
会保険事務所で調べることがで
きます。その場合は、年金手帳
など身分を証明できるものをご

は、男女が共に自立して豊かに：には、土地、家屋のほかに償却：
生きることのできる社会づくり：資産があります。
：
を進めるための指針とするもの： 償却資産とは、会社や個人事：
です。プランの策定は、国・県：業者がその事業のために用いる：
コ
の基本的な考え方を受けて、市：構築物、機械及び装置、船舶、：
ロ
総合計画との整合性を図りなが・工具・器具・備品等の有形の固・
コ
り
ら、民間や行政で構成する策定：定資産を言います。
：
委員会において行います。
・ 市内に事業用の償却資産をお・
このプランを効率的に推進す：持ちの人は、毎年1月1日現在：

Q．自分の年金加入期間につい
て知りたいのですが、どこで調
べることができますか？
固定資産税の対象となる資産：

自分の年金について再度確認
してみることは、手続きの漏れ
などを防ぐことにもつながりま
民の理解と協力を得て積極的に：12月中旬に郵送する予定です。

持参ください。
コ

・
るためには、市の機関をはじめ・の資産の所有状況を1月31日ま

一
あなた ﾏ震蕩会i税金一［1メモi

一
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一
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おしらせ・ぼしゅう

宮崎県最低賃金の改正

守っていますか
最低賃金
県内の事業所で働くすべ
ての労働者︵産業別最低賃
金が適用される人を除く∀
に適用される宮崎県最低賃
金が︑次のとおり改正され
ました︒この最低賃金は︑
臨時︑パート︑アルバイト
などを含めたすべての労働

詳しくは︑宮崎労働局労
働基準部賃金室︵倉098
5138i8825︶または

延岡労働基準監督署︵含0
98213413331︶へ︒

日向ひょっとこマラソン参加者募集

の中から抽選でハワイ旅行
2本ほか豪華商品をプレゼ

完走者に抽選で
ハワイ旅行

日向ひょっとこマラソン
大会は︑今回で第7回目に
なりました︒今年も日向の
美しい自然︑日向灘のさわ
やかな風を背に︑家族や友

で完走できる人に限りま

2日︵当日消印有効︶

課内含内線2453︶

参加しませんか
新春の顔合わせ

平成13年新年賀詞交歓会

としています。

〜2月15日︵木V

◇受付期間1112月15日︵金︶

◇授業料111単位当たり4
500円︵教材費込み︶

ては︑市が半額助成します︒

0000円︑選科履修生／
7000円︑科目履修生／
5000円
※ただし︑日向市民につい

◇入学料11全科履修生／2

会・自然・産業などの幅広
い分野の約300科目

費を添えて申し込んでくだ

◇申込方法11名刺1枚に会

載できません︒

※期口を過ぎると名簿に掲

◇申込期限1112月15日︵金︶

◇参加費112000円

◇会場11JA日向会館5階

0時30分〜

◇日時111月4日︵木︶午後

お申し込みください︒

市は︑市内の各種団体の
人々が参加する﹁新年賀詞
交歓会﹂を開きます︒参加
を希望する人は︑お早めに

ンター」の管理運営事務などを一元化すること
◇資料請求・問い合わせ先

77
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構は市政テレホンサービス（君52−2000）へ
ス

者に適用されます︒

また︑最低賃金の対象と
なる賃金には︑①賞与など
の臨時の賃金︑②時間外労
働などの割増賃金︑③精皆
勤手当・通勤乎当及び家族
達と走ってみませんか︒

︵ただし︑2時間30分以内

手当は含まれません︒
ントします︒

︽宮崎県最低賃金︾

◇申込方法11所定の参加申

◇申込締切11平成13年2月

上の健康な人︵高校生以下

◇参加資格11小学4年生以

一般男子・女子

◇時間額11600円

◇集合場所11お倉ケ浜総合
は︑保護者の同意が必要︶

◇日額114795円
◇効力発生日1110月−日

ルとします︶

込書に必要事項を記入のう
え︑参加料を添えて事務局
までお申し込みください︒

公園︵全種目ともお倉ケ浜
総合公園をスタート・ゴー
◇種目11①2㎞の部／小学
◇申込・問い合わせ先11日

きません︒

※また︑同実行委員会では︑

向ひょっとこマラソン実行
委員会事務局︵市社会体育

◇表彰11各種目6位までに

生4・5・6年の男子・女
子︑②5㎞／ 中 学 生 男 子 ・
女子︑高校生男子・女子︑
代・40歳代・50歳代・60川

一般男子︵29歳以下・30歳

代・70歳以上︶・一般女子
︵29歳以下・30歳代・40川

履修生︵1年間在学する学
生︶︑科目履修生︵1学期

︵卒業を目指す学生︶︑選科

◇募集学生11全科履修生

ができます︒

授業は︑ビデオテープや
オーディオテープ︑CSデ
ジタル放送で視聴すること

たりします︒

学士︵教養︶の学位が取得
できます︒また︑各種国家
試験の受験資格が得られた
り︑1次試験が免除になっ

●

●

は︑同実行委員会へ︒

大会運営に協力していただ
けるボランティアスタッフ
も募集しています︒詳しく

自宅で大学の単位が
取得できます

︵8内線2171︶へ︒

抱える父母︵保護者︶で構
成する団体
詳しくは︑市福祉事務所

賞状を授与︒参加者全員に
参加賞としてオリジナル商
品︑昼食及びドリンク︑記
録証を進呈︒また︑完走者

．−

以ヒ︶︑③ハーフマラソン

代・50歳代・60歳代・70歳

︑

◇肢体障害者﹁友愛会﹂11

r︑
◇申込先11市総務課︵雪内

肢体に障害のある人たちで

に話しませんか︒

線2222︶または日向商

福祉関係団体の会員募集

仲間と一緒に
話しませんか
市内の障害者関係の5団
体では︑会員を募集してい
ます︒募集する団体の内容

藻一望

工会議所︵25215131V

さい︒

000円︑高校生／150
0円︑一般／3000円
※ただし︑受付後の種目変
更及び取り消しの返金はで

◇参加料11小・中学生／1

︵日︶午後7時30分〜受付

す︶／高校生男子・女子︑

（火葬場）」、「財光寺汚泥処理場」及び「清掃セ

◇日時11平成13年3月n日

本圏域では、来年4月1日置設立を予定して
おり、本市を除く7町村で整備予定の「東臼杵
南部広域最終処分場」をはじめ、「東郷霊苑
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。市内では、次の7人の方が人権
擁護委員として活動しています。人権問題に関する相
談のある人は、人権擁護委員にご相談ください。

市政に関する二

府県で67の広域連合が設置されています。

人権擁護委員にご相談ください

構成する団体
◇視力障害者福祉会睦視力
に障害のある人たちで構成
する団体
◇隠覚障害者協会11聴覚に
障害のある人たちで構成す
る団体
◇知的陣害者育成会11知的
障害者及びその家族で構成
する団体

壽男さん（公園通り852−3594）

正晃さん（清正歴52−3549）

度が認められています。現在、全国の27都道
※詳しくは、市企画課（盤内線2217）へ。

は︑次のとおりです︒

ッカーを作成し、車両への張り付けをお
願いしています。

11放送大学宮崎学習センタ

◇藤川

◇吉野

曹巖難遠計欝螢鹸猿隷薪1

間在学する学生︶

日向市では、身元調査お断り運動を進めるためにステ

◇肢体不自由児者父母の

が起こっています。

新しい行政手法の導入に際して9月と10月にi
「広域連合研修会」を開催し、広域連合に対す1
る理解を呼びかけました。今後は、12月の各
市町村議会に「広域連合」設立に関する議案が
提出され、審議されることになっています。
◇大山 恭平さん（別府君58−0260）
◇山本 準一さん（川路団地費54一ブ673）

この社会あなたの税が生きている

↓人

「身元調査お断り運動」を進めましょう

ー︵含5311893︶

智恵子さん（笹野西燈57−1385）

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年に制度化された市町村等の組合です。構成
市町村と連携して「広域計画」を策定し、主体
その結果、就職や結婚において差別や差別による悲劇

12月分

障害者のみなさん︑

これらの人権問題の解決に向けて市は、平成12年3
月に県内初の「人権教育のための国連10年日向市行動
計画」を策定しました。現在、この行動計画に沿って
人権に関する講演会や研修会、各種講座、身元調査お
断り運動、該当啓発などに取り組んでいます。

◇開設授業科目11人文・社

◇塩月

一
でもそれらの差別事象や人権問題が起き．ています。

放送大学は︑テレビやラ
ジオで大学教育を行ってい
る正規の通信制の4年制大
学です︒趣味や目的に応じ
て1科目から学べるほか︑
所定の単位を修得すると︑

博子さん（北町倉52−6570）

「広域連合」を設立する予定です。

って責任の取りようのない、不利益な面
を捜し出そうとするところにその本質が
あります。

国民年金保険料

期待されます。こうしたことから8市町村では、

◇永野

日向市と東臼杵南部の8市町村では、ごみ最
終処分場や火葬場などの設置・管理運営を共同
で行い、事務の効率化や経費の節減を図ろうと
身元廻章は、家柄や家庭の状況、血統などその人にと

第7期

一

俊郎さん（迎洋園倉54−5795）

「広域連合」の設立を目指して
プライバシーを著しく侵害し、その結果
について反論もできません。

国民健康保険自

広域連合の設立で、8市町村の広域的連携が
深まる一方で、事務の効率化や組織の合理化が
◇津曲

〜広域連携で効率的な行政運営を進めます〜

身元調萱は、本人の知らないところで行われ、本人の

第4期

近年、あらゆる分野で国際化が急速に進展し、人権
が国際規準として果たす役割は大きくなり、来る21世
紀は「人権の世紀」とさえ言われています。
私たちの社会には、同和問題や女性、障害者の人権
にかかわるさまざまな人権問題が存在しており、市内

降口肢体不自由児︵者︶を

きに数多くの調査が行われています。

固定資産税

杢糠鼎鯵

で悩まず多くの仲間と一緒

身元調責は、人生の大きな節目である就職や結婚のと

12月越納期

看
ゴ呼

」

＝二＝

孟

テレホンサービス
含53−5857
村k貴大くん
憲人・善江（新生町）

隆典・陽子（切島山2）

郁生・雅江（曽根町）

研一・智子（立縫）

博巳・里美（石並）

日向市保育協議会

■3か月児健診；口述／12月8日（金）、21日（木）、

対象／平成12年9月生まれ
■7か月児健診＝日時／12月15日（金）、対象／平

i2）テレビの効用
12／3（日）

■1歳児健康相談＝日時／12月5日（火）、対象／

◇持参するもの＝母子健康．」三帳

平成ll年ll月生まれ

※予約・参加料は、必要ありません。

えていますので、ぜひ友達同士や地域の人と緒

12／17（日）

■1歳6か月児健診＝日時／12月7日（木）、対

剣山しご存じですか？食生活改善推進員

9年5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か日す。母子健康
手帳を忘れずに、市民健康管理センターへ。

しかし、自分だけで食生活を改善したいと思っ
ても、分からないことも多く、なかなかうまくい
きません。そんなとき、あなたの力強い見方にな
ってくれるのが、食生活改善推進員（ヘルスメイ

※事前にテレホンサービス
（盤53−1214）で確認を1

向洋クリニック（泌口底52−5488）

田中病院（内・放・精神・神

ｴ医院（産婦・玉容63−1059）

②ゆでたこぼうを軽くた
たいておく。

③鍋にだし汁と調味料を
入れ、こぼうを煮汁が
なくなるまで煮る。
④すったこまをまぶす。

戟Eリハ含53−8910）こどもクリニックたしろ（小児a56−1515）

q恥12月の献血日程
19日（火

20日（水）

枢x医院（皮盈52−5522）

（1人分》

千代田病院（内・外・整外・胃腸・リハ・皮・放・麻酔容52−7111）

エネルギー
塩分

田医院（産婦倉52−2950）瀧丼病院（内・精神含52−2409）

4225

31日

天生堂医院（内・整外・麻

人

粧 4223

渡辺病院（産婦・泌尿盛57−1011）
30日

〜止まって確認！無事故に挑戦〜
昔から「腹八分は病知らず」と言われるとおり、
健康づくりには「食べ過ぎに気をつける」「適度
な運動をする」がポイントになります。
つまり、食事と運動のエネルギー収支のバラン
スをとることが大切ということですが、生活が便
利で豊かになった現在では難しくなっています。
消費されないエネルギーが肥満を招き、生活習慣
病の引き金になっています。
食事と運動のバランスをうまくとって、健康で
明るい暮らしを目指しましょう。

くくくく

63−1447）

（＋2）

十十十十

29日

三股病院（内・外・整外・胃腸・麻酔容58−0034） 尾崎眼科（眼
m52−5600）今給黎医院（内・循環費54−2459）寺尾医院（産婦

（十25）

L

Q530）太陽クリニッウ（内・消化・呼吸盈56−0030）

量加えた水でゆでる。

（±0）

118件

ロ

の長さに切り、酢を少
児玉小児科医院（小児君52−

物損事故

77人

11

甲斐医院（外・胃腸盈53−5000）

《作り方》

①こぼうはこそぎ、4cm

負傷者

帯野糞

i小児含53−6066）大平医院（旧訓・リウ・内・リハ實52−3337）

（十19）

o内前月比
亡

世一11902115

山元医院

1本
1カップ
大さじ1
大さじ1
大さじ1
大さじ1

日向市分
人身事故 死
59件
0人

9ZLa
5232

萩原眼科（眼燈63−7222）

ﾆ村内科（内・循環容55−0600）
24日

《材料》

Q）おもちゃの選び方
3）危険な玩具、よい玩具

◎L食事と運動のバランス

たたきこぼう（4人分）

L島病院（精神・内・放容54−6801）
黒木医院（軍費52−6055）

23日

稲原眼科（眼含52−2209）

ヘルシークッキング

（1）与えすぎに注意

口

浦上医院（内・外・胃腸雪52−2936）

おもちゃの考え方

と

17日

三ケ尻医院（整外・リハ容52−5557）康田医院（産婦雪53−7788）
ｼ岡医院（内雪52−5407）沼田医院（皮倉52−3785）

（3）観察力や想像力を持つ子供に育てる

12／25（月）

職誌

10日

美々津高齢者大学での料理講習会

ゆ
う汁
うま
ぼし糖 よこ
こだ砂籍し白

o・リハ實63−2211）日向内科（内・小児・胃腸倉52−0880）篠

12／24（日）

10月中の交通事故

この食生活改善推進員は、みなさんの健康つく

q恥12月の休日在宅医

1）知的遊びの進め方
i2）知的遊びの仕方

12／31（月）

ト）です。

◇日時＝12月19日（火）午後2時〜午後3時30分

的遊びのいろいろ

12／18（月）

〜

本となっています。

黙すくすく教室

3日

84）へ。

（1）想像性と創造性のあるもの
i2）知的成長と連動神経の発達を促すもの
3）何にも優るおもちゃ

〜

私たちの健康は、何と言っても食生活に因ると
ころが大きく、バランスのとれた食事は健康の基

■3歳児健診＝日時／12月1日（金）、対象／平成

碓1に参加してみませんか。
詳しくは、市民健康管理センター（燈内線21

（3）食事のしつけ

供の発達を促すおもちゃの選び方

〜

12／11（月）

塾

供の食生活と栄養
1）調和のとれた食事とは
Q）よい献立・おやつ

12／10（日）

ています。

（3）見方の指導のポイント

12／4（月）

特に、生活習慣病を予防する料理講習会を計画
的に実施しているほか、地域からの要請にもこた

象／平成ll年5月生まれ

79

りのための世話役、案内役として設けられている
ものです。1年間の講習を終了した後、市から委
託を受けた52人が、「私たちの健康は、私たちの
手で」をスローガンにボランティアとして活動し

（1）テレビの苦情

〜

成12年5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
◇会場＝市民健康管理センター

へ

一レビの見方のしつけ

11／27（月）

〜

q軋乳幼児健診

σ

24Kcal

26日（火）
O，79

日向工業高校
A日向日向支店
州電力日向営業所
日向警察署
ソー日向
郷メディキット日向

転入154人転出135人
9130〜12：00

出生56人死亡31人

13：30〜16：20
8；40〜11：30

面

積

117．34k㎡

13：00〜16：20
9：30〜12：00

※2000年国勢調査人口とは、異なります。

13：30〜16；15

78

土の歴史
琴 奪冷漕七渉魯飾弓

この写真は︑宿雨青年団新町支
部が伊勢ケ浜で錬成会を行ったと
きの記念写真です︒男性は軍服に
銃剣を持ち︑女性はモンペ姿とい
うのが当時の社会状況をよく表現

シリーズー4

開戦前夜

た︑いわゆる軍事訓練のことです︒

市制施行50周年記念日向市史編さん事業

たと写真提供者の寺原正仁さんは
あの日を思い起こしていました︒

当時十八歳だった作家の瀬戸内
晴美さんは︑毎日新聞発行の昭和
史のなかで︑正義の戦いだと信じ
ていたから痛快で勇ましく感じた
と言われています︒

同じ十八歳だった寺原さんは︑
アルバムに貼り付けてある写真説
明でこう言っています︒

南乙

﹂︹

21世紀まで︑あと一か月

あまり︒今月の広報紙は︑
｢紀最後の広報ひゆうが
となりました︒そして︑来

月号は︑21世紀最初の広報

本当にうれしく思います︒

紙となります︒100年に
1度だけのこの機会に6広
報を担当することができて

さて︑この広報紙が20世

紀最後の広報紙ということ

は︑このコーナーも20世紀

最後︒何か記憶に残るよう
なことが書きたいと思いま

やっぱり︑自然体が一番

すが︑うまく書けません︒

■印剛／藤屋写真印嗣（株》

していました︒昭和﹁三年四月に
は国家総動員法が制定され︑人間
や物資を根こそぎ活用して戦時体
制に臨んでいました︒錬成会とい
うのも壮年団や青少年団といった
年齢集団などが自主的に行ってい

戦後五十五年︑今日本は経済人
国として世界的に注目されていま
すが︑口本人の価値観が物欲にか
たより過ぎていることも危惧され

日向市本町10番5号

︽矢野︾

盤0982−52−2111

いいですね︒

〒883−8555

昭和十六年十二月七日︒

この日︑新町青年団↓行五十一
名は今井重信支部長を先頭に富岳
小学校を午前中に出発︑心知屋本
善寺下を経て大御神社まで行進し
ています︒原町から江良︑掘一方
あたりは田園が広がり︑家はまば
らで︑鎮守の森がところどころに

ています︒

ρ、
」■一一L」●

■編集／日向市役所総務課

﹁開戦直前二十時間前二何事知
ラズ︒銘スベキ︑記念スベキ︑昭
和拾六年度黙従月七日︒新町青年
団︑伊勢ヶ着旧於テ錬成會ヲ実地

深い木立を見せていました︒

す︒

さが笑顔のなかに見えるからで

書史編さん室︵君内線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︒

口恥

平成12年12月号

ス︒﹂

伊勢ケ浜では︑銃剣術の訓練を
行い︑夜は不寝番を置いて野営︑
翌朝は起床ラッパで起きるという
軍隊そのものの体験学習だったよ

この一枚の写真から銃剣や軍服
を除けば︑恵まれない厳しい時代
とは思えない明るさを感じ取るこ
とができます︒それは永遠の平和
を願い支え合う︑人々の心の豊か
うです︒

その日︑昭和十六年十二月八日
軍歌を歌いながら行進して帰途に
ついていた一行は︑大騒ぎしてい
る町の号外で太平洋戦争の開戦を
知りました︒そして︑万歳の声を
あげながら︑軍歌に一層力を込め
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広報。吋うが

しています︒

この時代︑混沌とした国際情勢
のなかで︑わが国は軍国主義に徹

昭和16年12月7日の工高青年団新町支部の錬成会

