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新春座談会

｢紀−糧く日陶市の婁珊壱目円して

■市政の動き

世界唯一のはまぐり碁石をPR︑暴走族根絶のため

の決議を採択︑子供の視線に立った教育を︑優良従

業員33人を表彰ほか

■まちの話題

小中学生が囲碁で交流︑総合点検で消防技術を披露︑

気持ちも新たに戴凹凹ほか

■インフォメーション

年末年始の市の業務﹁こみの持ち込みは31日の正午

まで﹂︑乳幼児医療費助成制度の変更︑市・県民税

︵国民健康保険税︶の串告相談会場の変更ほか
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表紙21世紀に咲かせよう夢
日向中学校の3年生153人が12月6
日、富高幼稚園児130人と市役所前広場
で花の苗を植えました。これは「心の教
育・花いっぱい交流」として実施された
ものです。

生徒らは、園児の手を取りながらパン
ジーやキンセンカの苗と一緒に、21世紀
への夢をプランターに植えました。
プランターに託された夢は、きっと21
世紀に大きく花開くことでしょう。

ンこの広報紙は再生紙を使用しています。

｢紀

●

司会

あけましておめでと

うございます︒

今年は︑日向市にとって
市制施行50周年という節目

の年を迎えるわけですが︑
｢紀をふり返り新世紀の
日向市がどのように成長し
ていくか︑まず日向市長に
お伺いしたいと思います︒
市長 あけましておめでと
うございます︒輝かしい新
春︑しかも21世紀の最初の

◎．

例えば︑東京だったら渋谷
の忠犬ハチ公前だとかあり
ますよね︒そんな若者が集
う場所というか︑まちのシ
ンボルみたいなスペースが

する場所がないと思います︒

松下 友だちと集まったと
き︑よく話題になるのです
が︑友人との待ち合わせを

だきたいと思います︒

司会 それでは︑﹁自分な
らこうしたい﹂﹁こんな日
向市になったらいいな﹂な
ど自由に意見を出していた

めていきたいですね︒

︵第4次日向市総合計画︶
がスタートする年でもあり
ます︒いろいろな施策を推
進していくことになります
が︑今日お集まりのみなさ
んのように︑若者が定着す
るようなまちにしていかな
ければと考えています︒そ
ういう意味で︑お互い知恵
を出しあいまちづくりを進

まちのシンボルみたいな場所を

えているところです︒

き校舎となるわけですが︑
その跡地を何とか活用でき
ないものかと︑いろいろ考

ています︒15年度からは空

市長 しっかり取り組まな
ければならない課題だと︑
私も思っています︒県立の
北部高等技術専門校が︑西
都に移転することが決まっ

るといいんですが⁝︒

松下 今︑全国的に不況だ
と言われ︑就職もなかなか
難しくなっています︐そん
なとき︑どうしても技術を
身につけたいと考えるので
すが︑そういう学校がない
んですよね︒職業訓練校に
女性が訓練できる学科があ

思います︒

市長 そうですね︒鉄道高
架事業などいろんな事業を
進めていますが︑そういう
中で︑若者が交流できる場
所をつくりたいと考えてい
ます︒松下さんにもぜひ︑
アイデアを出してほしいと

えています︒

あればいいなあといつも考

輝く日向市の実現を目指して

｢紀の幕開けです︒
ムフ年は︑日向市にとっても市制施行50周年とい
う記念すべき年となります︒

そこで︑市広報では︑21世紀の日向市のまちづ
くりについて話し合っていただく新春 座 談 会 を
企画しました︒

座談会は︑100人委員会の一番若い 世 代 で 構
成するAグループから阿部さん︑陶山 さ ん ︑ 松
下さん︑高瀬さんの4人に協力いただ き ︑ 山 本
市長と共に夢を語り合っていただきましたので︑

その模様をお伝えします︒なお︑司会 は ︑ 1 0
0人委員会担当の市企画課・後藤明さ ん に お 願
いしました︒

年ということで︑それぞれ
すがすがしい気分でお正月
を迎えられたことでしょう︒

さて︑市長に就任して2
年目に入るわけですが︑こ
れまで市民のみなさんのご
支援︑ご協力により市政も
順調に進展しています︒私
たちのまち日向市は可能性
を秘めたまちです︒その可
能性にしっかりと挑戦しな
今年は︑マスタープラン

ければなりません︒

3

︵文中︑敬称は略させていただきます︶

松下梨香さん
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縦密も

冨

います︒

市長 そうですね︒私も日
豊海岸国定公園の良さを引
き出す必要があると思って

います︒

日向ならではのものを見つけて
陶山 私は︑日向というま
ちをもっと知りたくて10
0人委員会に入りました︒
その中で︑いろんな人の話
を聞くことができ︑日向市
のことも今まで以上に知る
ことができたような気がし

けている面もあります︒

日向の海は︑すばらしい
とよく言われる反面︑休養
施設や駐車場問題で観光客
やサーファーに不自由をか
馬ケ背︑お倉ケ浜︑伊勢
ヶ浜︑権現崎︑町並みと神
武天皇お舟出伝説の美々津
など︑すばらしい景観ばか
りです︒大都会にあるよう
な施設でなく︑自然景観を
生かした施設をつくること
が大事であると思います︒
そして︑観光客もですが︑

七

地元の人たちも交流ができ
るようなものにしたいと考
えています︒

どうぞ陶山さんをはじ

め︑市民のみなさんにも︑
郷士の再発見に努めていた
だきたいと思っていますの
でよろしくお願いします︒

私は︑目くばり︑気くば

りをしなくてはならない
と︑いつも思っています︒
とくに︑人がたくさん集ま
る場所には︑そういうやさ
しい配慮が必要ではないで
しょうか︒

思います︒

なりません︒

市長 確かに子育ても人変
な時代になりましたね︒子
供たちが︑日向市の市名の
ように︑明るく元気に日に
向かって成長してほしいと
願っています︒そのために
も︑小児夜間急患センター
條ﾔ体制の確立に取り組
み︑お母さんが安心し子供
を産み︑育てられる環境づ
くりを進めていかなければ

司会 高齢者や子供︑障害
をもつ人などが住みやすい
環境をつくるのも大切だと

ればならないと思いました︒
︑琶γ

トがなくてはならない時代
になってきましたが︑市内
の公共施設にパソコンを置
いて︑子供やお年寄りより
に利用してもらったらと思

︐縮．

工業用地の有効活用のこと
が話題になります︒知事に
は︑側面的に支援していた
だいていて︑企業立地につ
いては新たな展望が開かれ

いますが︑どうでしょうか︒

C歴鑑

るものと期待をしています︒

○

興．﹂糞曳㌦誘亘．㌧．

璽雪■■雪−︐．︑﹂︐

市長 バリアフリーはとて
も大事な問題です︒私はJ
Rの駅の段差解消にも︑積
極的に働きかけを行ってき
ました︒南口向や美々津の
駅もつぶさに見てきました
が︑電車のステップとホー
ムにかなりの段差がありま
す︒お年寄りや小さな子供
さんは︑乗降にはとても危
険が伴うと感じましたね︒
やはり弱者を大事にするま
ちづくりを進めていかなけ

高齢者や子供にやさしいまちに
阿部 私も同じようなこと
を考えていました︒友だち
が来ても連れて行くところ
がないんですよね︒ついつ

い市外に出てしまうんで
す︒

市長 先ほども少しふれま
したが︑県外からの方は︑
美々津の町並み保存地区辺
りは関心があるのではない
でしょうか︒

司会 市外の人が来るとい
うことも大事ですが︑自分
たちが住みたくなるまちづ
くりをしなければいけない
と思います︒どうでしょう
か︒

阿部 仕事の合間によく見
かけますが︑お年寄りや子
供が︑なかなか道路を渡れ
ないんです︐横断歩道も近
くに無く︑あっても車が止
まってくれない︒お年寄り
や子供にやさしいまちづく
りをしてもらいたいといつ
も思っています︒

も国際ターミナル港として
整備されました︒港を大事
にした施策を展開しなけれ
ばならないと考えています︒

県知事と会う機会がよく
あり︑細島港の利用促進や

だきたいと思います︒

市長 IT時代です︒文化
交流センター内にパソコン
を設置し︑インターネット
も利用できるようにしまし
た．また︑まちかど交流ク
ラブ﹁きてん﹂にもありま
すので︑ぜひ活用していた
司会

｢紀の日向市がこうあつ
てほしいと話を聞かせてい
ただきました︒最後に︑市

20世紀を振り返り︑

ければならないと考えます︒

長にお願いします︒

そのためには︑私たち一人
ひとりが︑バリアフリーに
積極的にかかわっていかな

市民の知恵ですばらしいまちを

私も花が大好きです︒

なあと思っています︒

松下 小林にはコスモス牧
場がありますよね︒日向市
にも四季折々に四季折々の
花を見れるところがあれば
市長

市長 目指すところはそう
いう社会ですし︑まちだと
思います︒障害者も健常者
もお互いが理解しあえる社
会でなければなりません︒
人権も大事で︑差別のない
社会の実現に向けて努力す
る必要があります︒

﹁誠実︑公正﹂﹁清潔で透明

市長 本︺は︑どうもあり
がとうございました︒私も
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豊か
なまちづくり﹂に誠心誠意
取り組んでいきたいと思っ
ています︒これからも︑み

市でも花のあふれるまちづ
くり推進運動に取り組んで
いて︑学校や地域で一生懸
命花づくりをしていただい
ています︒例えば幸脇小や
鵜毛地区など︑日ごろの管

なさんの貴重な意見や提二．d

市長 本当に深刻な問題で
すね︒今︑まさにペットブ
ームですから︑行政として
もしっかり取り組まなけれ

す︒どしどし私に提言して
ください︒お互いが知恵を
出しあって︑輝く日向市を
障害者や高齢者など︑

世紀はみなさんの時代で

を大事にしていきます︒21

ばならない課題ですよね︒

実現しましょう︒

思っています︒

陶山

陶山 それとインターネッ

犬︑野良猫を見かけますが︑

市内あちこちで野良
かわいそうでなりません︒
飼い主のマナーが一番悪い
のですが︑何とかならない

松下

ものでしょうか．

理に感心させられますね︒

高瀬 そうですね︒花は心
が安まるせいか︑遠くから
市制施行50周年記念

人が来ますよね︒

市長

阿部

だれにでもやさしい環境づ
くりも大切だと思います︒

事業では︑いろいろと計画
していますが︑富高川の堤
防沿いに桜を植えたいとも

知尋さん

謡
〆

ます︒

﹁日向には遊ぶ場所がな
い﹂という話をよく聞きま
す︒レジャー施設がないと
いうことなんです︒でも︑
都会と同じ施設を日向につ
くってもはやるかどうか︒
福岡や大分だから行くので
あって︑日向ではどうかな
と思います︐やはり︑日向
市ならではのものを見つけ
なければならないと考えて
β︽

が︑活用しやすく︑だれも
が自由に利用できる施設で
あってほしいと思います︒
市長 私も青年団出身で︑
第3代︑4代日向市長の故
藤井満義さんとの出会いが
ありました︒それが︑今日
の私につながっていると思
います︒高瀬さんも︑しっ
かり青年団活動を続けて︑
｢紀の日向市の成長を見

﹂．

−殴︑

く調

年が経過しました︒未利用
地の工業用地に企業立地が
あれば若者が定着すると思
い︑市長就任後も積極的に
取り組んでいます︒細島港

守ってください︒
新産業都市の指定以来37

21

24

雅之さん

プラザの話が出ています

だれもが活用しやすい施設を
高瀬 住みやすいまちづく
りが大事であることは︑み
んなの共通認識であると思
います︒若い人には働く場
の提供︑高齢者の人には︑
安心して住みやすいまちづ

．

、

21

くりだと思うんですが︒

私は︑青年団活動をして
います︒同じ若い世代に︑
いくつかの若いグループが
ありますが︑横の連携がと
れていないのが現状です︒
若者が集い︑論議を深めて
いけばすばらしい発想がで
てくるのではないかと思っ
ているんです︒

それから施設をつくると
きは︑効果のσことを考える

p

べきだと思います︒21世紀

「

陶山
直樹さん
高瀬

「・ 画 ，・

4
5
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︽
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世界唯一のはまぐり碁石をPR
第23回﹂AL杯世界アマチュア囲碁選手権戦
宮崎大会日向市促進橘議会
第23回JAL杯世界アマチュア

囲碁選手権戦宮崎大会日向市促進

る﹂﹁家庭や学校におて︑人

からは﹁暴走族の騒音で入院患
者が眠れなくて体調を崩してい

（9月4日）

協議会総会が11月27日︑ホテルベ

に迷惑をかけないことや善悪を
判断することを教えていかなけ
ればならない﹂﹁改造車には給
油はさせないという︑き然とし
た態度で運動に取り組みたい﹂
などの意見発表がありました︒

◇日向市情報公開条例を制定

ルフォート日向で開かれました︒
など56人で構成されています︒

発展と︑市の国際化の推進を図る
目的で設置されたものです︒協議
会委員は︑日本棋院日向支部の役
員をはじめ︑市内外の各種団体の
代表者︑市議会議員︑行政関係者

手権戦宮崎大会の日向市開催が決定／

この大会は︑世界のアマチュア
棋士たちから﹁囲碁のオリンピッ
ク﹂として位置づけられているも
総会の冒頭︑委員を代表して中
須利夫さん︵日本棋院宮崎県連合
会会長︶に同協議会会長の山本市

（8月30日）
◇第23回JAL杯世界アマチュア囲碁琴

ので︑第23回大会が平成13年6月︑

長から委嘱状が手渡されました︒

最後に︑市青年団連絡協議会
事務局長の中野格さんが﹁暴走
行為をしない︑させない︑見に
行かないを運動の柱として︑暴
走族根絶促進のため市民総ぐる
みで取り組みます﹂と決議文を

ました︒

（8月20日）

です﹂と訴えました︒

◇全国φ学校体育大会ソフトボール大会
を開催

世界唯一のはまぐり碁石の産地で
ある日向市で開かれることになっ

世界一・に、沖縄サミットでは橘ひょっと

読み上げました︒

子供の悲しみを理解していな

また︑﹁父性原理と母性原理
の調和があって︑初めて子供の

◇細島港国際ターミナルが完成
（8月1旧）

たものです︒

世界的に見れば、シドニーオリンピヅ
クが開催されました。日向市出身のプロ
野球・黒木知宏投手（千葉ロッテマリー
ンズ）も出場し、私たちにすばらしい感
動を与えてくれました。このほかにも昨
年は、吉野川出身の河野朋子さんが剣道

あいさつに立った山本市長は︑
﹁この協議会は︑囲碁選手権戦の

い︒教育とは︑心の扉を開くこ
とであるしと子供に向かう親の

視線や悲しみが見えてくる﹂と︑

（7月13日）

日向市促進協議会は︑この宮阜
大会の運営を支援するとともに︑
国際交流︑地域交流などの各種事

し協力を要請しました︒

無視した行為であるばかりでな
市民に不安を与え︑
安全と平穏な生活を著し
く阻害するものです︒私
たち一人ひとりが傍観せ
ずに︑暴走行為は絶対に
許さないという姿勢のも
と 市民総ぐるみで暴走
族根絶促進のために取り
組む必要があると思いま
す﹂と集会の意義を説明

○

続いて︑日向警察署の
壱岐交通課長が︑今年正
月の暴走行為のビデオを
もとに現状を説明︒国道
周辺の住民や保護者︑ガ
ソリンスタンドの代表者

（5月21日）

平成12年度家庭教育を考える集い︵小学校・中学校の部︶

目が減点体質になっている中

子供の視線に立つことの大切さ
最後に︑若くして死んだ自分
の姉に対する母の思いを例に挙
げながら︑﹁人間とは︑代替え
できないもの︒絶対的存在なの

も訴えました︒

で︑教育の方向性を示しました︒

次に︑お茶の水女子短期大学
の先生の言葉を引用して︑﹁教
育はほめることである︒子供を
ほめることによって︑その子に
隠れているものを探すことだ︒
すぐに怒ってしまうのは︑大人
に余裕がないからである︒この

◇100人委員会を設置

業を行い︑囲碁文化の一層の普及︑

支援はもとより︑世界各国からの
参加者と県民︑市民との交流イベ
ントや世界唯一のはまぐり碁石の
産地である日向市を全世界にPR
するために実施する事業を推進す
るために発足したものです﹂と︑
協議会の目的を説明し︑協力を呼
びかけました︒

行いました︒

この後︑委員らは︑事務局から
世界アマチュア囲碁選手権戦の概
要の説明を受け︑協議会規約や大
会関連イベントについての協議を
その結果︑﹁県北地域の伝統芸
能の披露﹂や﹁参加者らと子供︑
女性との交流﹂﹁選手らの歓迎の
場の設置﹂などの意見が出されま

●

（3月31日）
◇映画「15才〜学校IV」の日向ロケ

ような家庭教育を考える集い

◇第1回日向市女性議会を開催

した︒

くれました。

子供の視線に立った教育を
家庭教育を考える集いが12月

に聞き入っていました︒

冝A早知屋公民館で開かれま
した︒集いには︑小学校や中学
校に子供を持つ保護者ら約11
0人が参加し︑講師の話に熱心
講師は︑鹿児島純心女子短期
大学副学長の濱里忠宜さんで︑
﹁子どもたちのかなしみ﹂とい
う演題で講演︒

◇一般廃棄物最終処分場が完成

、

その後︑参加者らは︑小学校
の部と中学校の部に分かれて︑
座談会形式で家庭教育に関する

（3月4日）
◇第14代日向市長に山本孫春さん

濱里さんは︑椋鳩十が自分の
幼少のころのことを書いた作品
﹁人間の心﹂を紹介しながら︑
﹁親は子供を駄目にしょうと思

（2月12日）

意見交換を行いました︒

2000年日向市10大ニュース

は︑心に余裕を作るものである﹂

◇南日向コミュニティセンターが完成

と︑この会の開催意義にもふれ

そのような中で、2000年の日向市

いしかっているのではないが︑

（9月27日）

16

10大ニュースを選んでみました。

熱心な協議が行われた日向市促進協議会総会

こ踊り保存会のみなさんが参加して日向
の名を世界に知らしめるなど、日向市民
や日向に縁のある人が世界的に活躍して

﹂・

陰

みなさんにとって2000（平成12）
年は、どんな1年でしたでしょ、うか。

6
7

Y詰る
2・

︾

保険保養センター︶︑山本勇一

︵旭コード︶︑桑山政郎︵口向簡易

黒木幸雄︵思詰運輸︶︑松田耕八
︵同︶︑椎葉重信︵同︶︑鈴木明

ケイ︶︑柏田豊年︵南日本ハム﹀︑

黒木直人︵南日本ハム︶︑黒木障
二︵矢野産業︶︑菊池福美︵サン

︻男性︼塩月謙︵目向衛生公社︶︑

敬称略・かっこ内は勤務先︶︒

受賞者は次のとおり︵順不同・

とお礼の言葉を述べました︒

優良従業員33人を表彰
勤労感謝の日を記念して毎年行
われている﹁日向市商工業優良従
業員表彰式﹂がn月20日︑市役所
委員会室で開かれました︒

この表彰は︑従業員の勤労意欲
の高揚と定着性を高めることを目
的に行われているもので︑市内の
同一事業所に10年以上勤務し︑企

業の発展に貢献している人を日向
市及び日向商工会議所が表彰する
ものです︒

︵旭コード︶︑高原哲男︵藤屋写真
印刷︶︑一．一樹一憲︵えびはら商会︶︑

今回は︑事業主の推薦と審査会
の承認を受けた男性26人︑女性7

大橋辰彦︵上野硝子建材︶︑岩切

木自動車︶︑堤日出則︵双葉設備︶︑

木種変場︶︑原田豊︵岡田測建コ
ンサルタント︶︑高松宗春︵重黒

︵日向測量設計︶︑一政富士雄︵赤

︵東洋プロパン瓦斯︶︑落合真二

鈴木末広︵旭建設︶︑松田圭三

︵山海社︶︑児玉孝雄︵内山建設︶︑

次生︵マルビシ興運︶︑坂本潔

人の計33人が受賞しました︒

式では︑山本市長が﹁県北の中
核都市であり︑工業都市である日
向市にとって︑市の産業を支える
みなさんには大きな期待が寄せら
れています︒今後とも健康に留意
し︑後進の育成指導をはじめ︑本
市の産業振興と企業発展のために
ご協力をお願いします﹂とあいさ
椎葉博文︵甲佐商事︶︑佐藤祥晴
︵ハッコートラベル︶

つしました︒

これに対し︑受賞者を代表して

一政純子︵玉

屋家具︶︑金丸真奈美︵旭コードV

ンターサービス︶︑

ンケイ︶︑甲斐尚美︵日向保養セ

千代︵黒木碁石店︶︑小出時子︵サ

橋口学︵田村歯科医院︶︑平賀三

︻女性︼児玉江美子︵南日本ハム︶︑

﹁本日︑表彰されたのは︑事業主

︵株︶日向衛生公社の塩月謙さんが︑

をはじめ︑諸先輩︑同僚︑そして
家族の支えがあったからです︒今
日の感激と感謝の気持ちを忘れる
ことなく︑なお一層精進します﹂

人権の尊重される21世紀を
12月4日〜10日は人権週間

は﹁人権週間﹂でした︒期間中︑
市では︑﹁同和﹂問題市民講演会
や街頭啓発などさまざまな活動が

を挙げながら﹁女性だけが離婚後︑

者であり︑国の隔離政策がいかに
人権を無視したものであったかを
指摘しました︒さらに国連が日本
に示した人権についての勧告の例

12月4日から10日までの1週間

行われました︒

第18回日向市﹁同和﹂問題市民

6か月経過しないと再婚できない
のはおかしい︒バリアフリーも車
椅子で出かけた人がいたから考え
られるようになった︒差別・被差
別の関係は黙っていては解決しな
い︒闘いがあって︑人権は切り開

講師は︑社会学博士で九州大学
などで非常勤講師を務める林力さ

で開かれました︒

講演会は12月6日︑市中央公民館

ん︒．﹁人権と共生の21世紀と同和

遥さんは、仕事と家庭の両立などこれまでの
自分の生活を振り返りながら「言われたことに
反論できる理屈を身につけて」と訴えました。

●

う﹂と呼びかけました︒

配りながら︑﹁人権を守りましょ

会場となったアスティ日向寿屋
の入り口では︑山本市長や日高商
工会議所会頭など6人がチラシや
﹁身元調査お断り﹂の啓発用品を

店舗で行われました︒

発は12月5日︑市内のスーパー5

また︑人権週間における街頭啓

と講演を締めくくりました︒

最後に︑﹁人間が︑ただ人間で
あることによってその生命が限り
なく尊く︑限りなく平等である﹂

と︑同和問題の根深さも紹介︒

また︑林さんは﹁同和問題は︑
見た目で判断できないもの︒見え
るようで見えない︑見えないよう
で見える日本特有の差別である﹂

かれていく﹂と訴えました︒

んに、集まった市民は引き付けられていました。

霧

一家だんらんのひととき

⑦

交通事故は︑いつ自分が加害者
や被害者になるか分かりません︒
無事故に向かって︑みんなで挑戦

渡しました︒

い﹂と表彰状を日古同市民課長に手

監が﹁交通量の多い国道を抱える
市を表彰できることはめつたにな

長室であり︑ 冒田山和年県一父通対策

表彰武は12月11日︑市

彰を受けました︒

亡事故﹁0﹂240日間
達成に対し︑宮崎県交通
安全対策推進本部から表

は12月11日︑この交通死

交通安全に対する自覚と
行動によるものです︒市

が大事ではないでしょうか︒

た︒少子化の時代です︒時代
を担う青少年の健全育成のた
めにも︑家庭は﹁心豊かな人
間性を育むオアシス﹂であっ
てほしいものです︒今一度︑
家庭の存在意識を一人ひとり
がしつかりと見つめ直すこと

原点でもあります︒
新しい21世紀が始まりまし

や親子夫婦間のコミュニケー
ションがどれだけあるでしょ
うか︒家庭は︑生活を共にす
る家族の集まりであると同時
に︑住みよい地域社会を築く

に︑

今︑私たちの日常生活の中

しなければなりません︒

少年の問題行動︑暴力︑い
じめ︑学級崩壊︑児童虐待︑
さらには家族や夫婦を取り巻
く環境の悪化に伴う報道を見
聞するとき︑心の痛む思いが
いたします︒その背景には︑
複雑多様化した世相に︑その
大きな原因があることを反省

家庭はオアシス

市長思想

しましょう︒

8

9

林さんは︑父親がハンセン病患

講師は、エッセイストでタレントの遥洋子さ
ん（写真）。遥さんは「あたらしい風 自分ら
しい生き方 見つけてみませんか」という演題
で講演。関西弁でユーモアたっぷりに語る遥さ

山本孫春
表彰状を受け取る日高市民課長

Φ
問題﹂という演題で講演しました︒

央公民館で開かれました。

■●●OOO●■■■■■■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●・●・・⁝●・・O●⁝●●●●O●●●

名称も新たに日向市男女共同参画事業「ひま
わりフォーラム」の講演会が12月1日、市中
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ユーモアたっぷりの講演に熱中

碁大会が12月9日︑日知屋

／①糸平猛則︑②佐保春菜︑

称略︶︒

各部門の優勝者及び準優
勝者は次のとおりです︵敬

を守る活動などを行っています︒

ているということで︑同運動宮崎
支部から表彰されました︒平岩子
ども教室は︑南日向公民館を拠点
に︑お倉ケ浜でアカウミガメの卵

⑪さな親切運動で壽

公民館で開かれました︒

◇13路盤一1小学生／①黒木

⑪童生が聖堂嘉
この大会は︑囲碁人口の
底辺拡大と市内の小・中学
校の交流︑友好を深めるこ

裕二︑②児玉貴宏︑中学

月18日︑小さな親切運動を実行し

学生／①黒木亮太︑②黒木
言葉が寄せられていました︒

①野垂垂世︑②松葉洋彰

寿一︑◇ボンヌキゲームー1

哲史︑②三輪尚平︑中学生

平岩子ども教室のみなさんが11

とを目的に︑平成10年度か
ら開催しているものです︒

生／①三谷正樹︑②黒木保

市立小・中学校第3回囲

今年は160人の児童・

◇19路盤11小学生／①成合

生徒が参加し︑19路盤︑13

雄︑◇9路盤11小学生／①
那須．広貴︑②鈴木渉吾︑中

﹁小さな親切実行章﹂の贈呈式
では︑受賞者を代表して教室の児
童2人が活動内容を発表︒主催者
からは︑﹁これからも活動の輪を
地域に広げてください﹂と激励の

路盤︑9路盤︑そしてポン
ヌキゲームの部に分かれて
熱戦を展開︒本物のはまぐ
り碁石を手にした子供たち

0立国庭プ鎧球撃が
市立財光寺中学校が今年︑創立
Nを迎えました︒記念式典は

獅P9日︑在校生をはじめ︑卒業

20

熱心に見つめていました︒

投球フォームも披露し︑生徒らが

また︑同校の野球部員の前では︑

の木の植樹を行いました︒

式典には︑同校の卒業生である
大阪近鉄バファローズの宮本大輔
投手がかけつけ︑記念講演とクス

で盛大に開かれました︒

生や歴代校長︑歴代PTA会長・
役員らの出席のもと︑同校体育館

11

ら奉仕活動に汗を流しました︒

り機やカマを手に集まり︑早朝か

この日は︑約20人の会員が草刈

除去作業などを行っています︒

光寺地区住民が受けて設立したも
ので︑モデル事業として2haの
松林を対象に︑雑草木や枯れ木の

﹁松の緑自主管理促進事業﹂を財

この会は︑平成10年度から県の

どの作業を行いました︒

公園野球場奥の松林で︑下刈りな

会員らが12月4日︑お倉ケ浜総合

お倉ケ浜松のみどりを守る会の

㊧倉ケ浜の松の馨守ろう

消防総合点検が11月19日︑お倉

ケ浜消防訓練広場で開催されまし
た︒これは︑1年の締めくくりに
簿冊や機械器具︑操法技術などを
点検し︑さらなる消防技術の向上
と意識の高揚を図ろうとするもの
です︒会場では︑消防団員のきび
きびとした規律動作や操法にたく
大会の成績は次のとおりです︒

さんの拍手が送られていました︒
︻簿冊・機械器具の部︼11優秀・
町︑南町︑中町︶︑第5分団第16

第−分団第−部︵北町︑上町︑本
部︵美砂︑曙︑本村︶︑第5分団第

●
︵y

．鐸

泊

ンゲール誓詞﹂が朗読されました︒

式では︑一人ひとりにナースキ
ャップが授与された後︑﹁ナイチ

計43人が戴帽式を迎えました︒

今年度は︑平成12年4月に入学し
た第7期生女子32人︑男子U人の

センターで開かれました︒戴帽式
は︑看護学校に入学後︑一定の基
礎教育を履修した時点で︑看護と
いう職業について改めて決意と希
望を自覚するという厳粛な儀式︒

生戴帽式が12月8日︑市文化交流

日向看護高等専修学校の第7期

⑤響も麺鐘盟

煤i平岩笹野全域︶︑優良11第5

分団第12部

部︑2位11第−分団第−部︑第2

︻総合の部︼優勝11第8分団第30

第33部︵幽幽︑日の平︑楠群︶

2位11第−分団第31部︵草場︑花
ケ丘︑迎鐘園︶︑3位11第5分団

優勝11第−分団第3部︵塩見全域︶︑

3位11第2分団第12部︑積載車／

新生町︶︑2位11第−分団第−部︑

勝11第2分団第5部︵原町︑高砂︑

︻発水操法の部︼ポンプ車／優

通りV︑第−分団第−部

団第12部︵永江町︑江良町︑公園

︻規律訓練の部︼優秀11第8分団
第30部︵田の原︶︑優良11第2分

分団第18部︵金ケ浜︑別府︑籾木︶

17

●

が︑真剣なまな
ざしで盤上に向
かっていました︒

。♪

−−馨転あ藷
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一望する人は、市総務陳（◎内線2234）まで。

ひ．合点．検で消防妓術を搬露

■広韓紙に掴載された写真を差し上げます。

言

みんなの広場

報

人材バンク1ヨ著きらめき八

今月号は︑市教育委員会社
会教育諫が菖集しました人権
作品に寄せられた人権作文を

紹介します︒

たできた種を自分の子供たちにま
いてしまって︑今の時代まで差別

は生きてきたのです︒

でも差別は︑明治4年の解放令
でなくなったはずです︒しかし︑
それは︑上辺だけでした︒現実に

は︑差別は固く存在しています︒

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︵a内線223
4︶までご運絡ください︒なお︑

詳しくは、市立図書館（倉54−1919）へ。

青春トーク
自薦︑他薦は問いません︒

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。

いきいき
ご運絡をいただいた人は︑広報

l

o

．﹂

73

結婚式場やパーティ会場のセッ
トなどが主な業務です。バイク
が好きで、1年前に免許を取り
ました。いっかは、アメリカで
バイクに乗りたいですね。

係が写真を撮りにうかがいます︒

等技術専門校（倉0983−23−0523）

ll月からホテルベルフォート

日向に勤め始めました。今は、

φ

選考方法＝筆記試験、適性検査、
面接 ◇問い合わせ＝県立中部高

孝幸さん（18歳＝川路）

鎮円

木城のえほんの郷で見つ

◇選考試験日＝2月23日（金）◇

礁

今年知ったこと

剛

根けた﹁木はいいなあ﹂は︑
曽小さな子供たちに読み聞か

鍛鰐鍵盤徽薮捌

を子供たちにも味わってほ

子ωり︑木とのすばらしい生活

涼
しいという︑作者の願いが

甲にじみ出ています︒

◇願書受付＝1月15日〜2月16口

斐

◇応募資格＝高校卒業程度の学力
を有する人 ◇訓練期間＝1年間

今︑子供たちの心のケア

電気設備科10人、建築技術科5人

a

■中部高等技術専門校の生徒募集
◇虚名・定員＝電子機器科10人、

瀬

一冊
山が問題になっていて︑幼児

わせ＝赤木容子（854−7079）

論教育も変
わ︐つとして︒ま
す︒シュタイナー教育やモ
ンテッソーリ教育︑心の教
育など︒そんな中﹁窓ぎわ
のトットちゃん﹂をお薦め
します︒今の子供に欠けて

◇問い合

黒
いる何かが見つかります︒

ど交流クラブ・きてん

田

（木）〜23日（火）◇会場＝まちか

G

おすすめの

（土）午前10時〜正午・午後1時30

分〜3時30分、展示会／1月18日

後藤

みゆ き さ ん

わたしの

ある本に部落の人たちの手紙や
遺書などが書かれていました︒そ
こには︑﹁口惜しいよ︒口惜しい
よ﹂など心に詰まることばかりが

■絵手紙講座と展示会
女性問題に関するさまざまな活
動を行っているあしたばの会（い
きいき女性アドバイザー）では、
絵手紙講座と展示会を開きます。
◇日時＝講座（無料）／1月20日

書いてありました︒

で、子供たちからの反応が楽しみです。

・高等職業訓練校（含54−7350）

私は︑部落の人たちの本当の悲
しみ︑苦しみ︑口惜しさが分かり
ません︒なぜその人たちは︑差別
されなければならないのか︑同じ
人間なのに︒しかし︑部落差別だ
けでなく︑そのほかの差別も減ら

伊藤見さん（80歳）

す努力はだれにでもできます︒

轟

けれど︑誤った解決策をとって

◇

はいけません︒

時30分、午後の部／午後1時〜3
時30分、夜間の部／午後6時30分

本には﹁寝た子を起こすなとい
う言葉がありますが︑問題をそっ
としておいて無くなるのなら︑1
871︵明治4︶年の解放令後︑
100年以上も経っている今日︑
問題は解決しているはずです﹂と
も書いてありました︒私は︑全く

◇時間＝午前の部／午前9時〜ll

そのとおりだと思います︒

10日〜3月26日の毎週月・水曜日

差別は︑現実に存在しています︒

火・木曜日、エクセル入門／1月

差別を作ったのは人間です︒そし
て︑差別を減らしていくのも当然

③指導曜日・時間／いつでも可
④謝礼金／無料
⑤送迎／要
⑥メッセージを一言／図書館の読み聞
かせボランティアをしています。「生
涯学習の土台は図書館にある」という
のが持論です。もっと図書館に足を運
び、そして絵本を見直しましょう。読
み聞かせというよりも読み語りの交流

門／1月ll日〜3月27日の毎週

問い合わせ；日向地区職業訓練会

︵紙面の都合により一部省略︶

す。◇コース及び期間＝ワード入

人間だと思います︒

坤軸畜歪篇緊2381，●

象にしたパソコン講座お開きま

◇受講料＝32000円

自坂アサエさん（71歳）

大幽谷中学校3年
林田

■高等職業訓練校のパソコン講座
日向地区職業訓練会高等職業訓
練校では、次のとおり初心者を対

@しし﹄

きない場合があります。

るそうです︒

紙面のスペースの関係上、掲載で

③指導曜日・時間／いつでも可
④謝礼金／相談のうえ
⑤送迎／不要
⑥メッセージを一言／細島地区の小学
生と地域婦人会との郷土料理伝承の交
流には、毎年関わっています。これか
らも、地域に伝わる昔ながらの料理方
法を、そのまま伝えていきたいと考え
ています。後は、その人なりに工夫し
て、自分の味にしてほしいですね。

﹁同和問題﹂︒私がそのことを
知ったのは︑社会の授業のときで
した︒それから︑少し調べてみよ
うと思うようになりました︒授業
のときには︑就職や結婚の差別の
話を聞きました︒本を読んだり︑
話を聞いたりしたところ︑部落の
人だからと言って結婚を反対され
たり︑就職できなかったりしてい

課（盛内線2234）へ。ただし、

②住所・連絡先／細島（市社会教育課）

今でも部落差別はあります︒そ
れは多分︑部落の人たちは自分と

原稿は、毎月1日までに市総務

①指導分野／郷土料理

違うという種をまかれたからだと︑

目的としたものはお断りします。

私は思っています︒その種をまい
たのは︑親や大人だと思っていま
す︒そして︑その種は成長し︑ま

「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

〜9時

ほ瀧＿盛

生涯学習・生きがいづくりの強い味方

黒木

由美さん（20歳：往還）

コンビニのスパー図書館前店
に勤務しています。楽しい職場
なので、私も笑顔をモットーに
頑張っています。将来は、看護
婦の道に進みたいと思っていま
すので、来年は准看の学校に行
こうと考えています。
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信

年末年始の市の業務

こみの持ち込みは
31日の正午まで

が多くなります︒枯れ草に
よる火災で︑貴重な財産を
失う家屋火災に発展するこ
ともあります︑また︑空き
家についても︑不審火等に
より他人の家まで延焼させ

始は1月5日からです︒突
発的な事故等は︑浄化セン

年末は12月28日まで︑年

ることがあります︑

へお問い合わ せ く だ さ い ︒
■し轟くみ取 り

■こみの収集

ター︵含5415277︶へ︒
◇12月29日︵金︶11火・金曜

◇1月1日〜3日11休みで︑

詳しくは︑市消防本部

目指しましょう︒

市民総ぐるみで︑火災の
ない安全で住みよいまちを

のみ︵午前8時30分〜正午︑

収集します︒

日コースの燃やせるごみを

市役所は︑12月29日から

市火災予防条例では︑空
き地や空き家を所有または
管理するみなさんは枯れ草
の刈り取りや空き家の管理
などについて火災予防上必
要な措置をとらなければな

出生届や婚姻届などは︑
市庁舎玄関払の警備員室で
受け付けます︒住民票や戸
籍の写し︑印鑑証明等は発
持ち込みもできません︒
︵費5315948︶へ︒

■戸籍届

◇12月30日︵土︶貼持ち込み

午後−時〜4時︶

らないことになっています︒

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

◇12月31日︵日︶11持ち込み

行できません︒
の燃やせないごみの収集は︑

※1月3日︵第−水曜日︶

のみ︵正午で閉門します︶

■水道の修理
水道の修理については︑
1月6日︵上︶に行いますが︑

婦人相談員が
相談に応じます

巡回婦人相談

浄水場︵君54−5500︶

詳しくは︑市環境整備課

持ち込みはできません︒
︵雪5312256＞または
清掃センター︵監53134

市役所は代喪魯5212111です︒

情転等は緯甲西︵8内●2234︶へ︒

1月の相談

さまざまな問題で悩んでい
る﹂などの問題に婦人相談
員が相談に応じます︒どう
と

交通事故巡回相談

0
・0〜4
・0
コ ヨ
ユ ロヨ

き■1月26日︵金︶

ぞご利用ください︒
◇日時112月8日︵木︶

法律相談︵要予約︶

ところ■中央公民館

◇会場11市中央公民館
◇問い合わせ先11宮崎県中

学期間中は据え置き可︶

◇利率11年2・2％
◇問い合わせ先11国民生活

金融公庫︵含0982133
16311︶

と

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

﹁市民の声ポスト﹂

ところ■青少年ホーム

0〜5
10 0
1 ⁝O
0

き■1月9﹇﹇︵火︶

ところ■中央公民館
申込先■市民課︵實内線
2139︶
N金巡回相談

き■1月18日︵木︶

と

98512213858︶

央福祉相談センター︵盈0

国民生活金融公腫の戦育融資制麿

ご利用ください
国の教育ローン
高校・大学への入学時や
在学中に必要となる資金を
融資する公的制度として︑
国民生活金融公庫の﹁国の
教育ローン﹂があります︒
◇対象校11高校・短大・大
学・大学院・専修学校・各
種学校︑外国の高校・大学
◇融資限度額1一学生・生徒
一人につき200万円以内

払︵ボーナス併用払も可︶

◇返済方法11毎月元利均等

◇融資期間1110年以内︵在

談を次のとおり開きます︒

宮崎県中央福祉相談セン
ターでは︑法務局の特設人
権相談に併せて巡回婦人相
﹁家庭内での不和やいざ
こざがある﹂﹁男女関係で
悩んでいる﹂﹁暴力や脅迫
から逃れたい﹂﹁生活上の

騰

01︶へ︑
消防本部からのお願い

空き地や空き家の
管理はしっかりと
空気が乾燥してくると︑
枯れ草を出火元とする火災

●

金︑特認間伐施設資金︶
◇貸付限度額11各資金内の

◇問い合わせ先1一県木材振
興課︵雪098512617

認可保育園児の募集

家庭で保育できない
人が対象です
市は︑来年4月から入所
する保育園児の入所申込を
次のとおり受け付けます︒
◇入所基準11保護者が︑昼

間働いたり︑長期の病気や
出産などの理由のため︑家
庭で児童の保育ができない
場合が対象となります︐幼

児教育を受けさせたいと
か︑集団生活に慣れさせた
いなどの理由では︑入所で
きません︒

◇申込書の配布11市福祉事
務所及び保育所︵園︶
◇受付期間111月4日︵木︶
〜1月31日︵水︶

︵17番窓口︶

市福祉事務

◇受付場所11市福祉事務所

◇問い合わせ

所︵君内線2163︶

なりますので、注意が必要です。

林業改善資金貸付金

機械・施設ごとに定めがあ
り︑貸付金の合計の限度額
は個人1500万円︑会社

安全生産施設資金︑負荷除
去比施設資金︑福利厚生施
設資金︑研修教育資金︑林
業経営開始資金

3000万円です︒

林業経営の改善や
労働災害の防止に
県では︑林業経営の改善︑
156︶

施設ごとに3年〜10年

年からの年賦均等払
◇償還期間闘資金の機械・

◇償還方法11貸付年度の翌

向け林業改善資金︵無利子︶

本年度の申請期限は︑1

の貸付を行っています︒

進資金︑高品質材生産資金︑

4「

労働災害の防止等を目的に
森林所有者︑林業従事者等

この社会あなたの税が生きている

◇資金の種類11団地間伐促

または延岡労働基準監督署（盤0982−34−3331）、最

この手続きをしないで2年が
経過すると、届け出から2年よ
り前の期間は保険料未納期間と

1月分

月22日︑2月20日です︒

低賃金テレホンサービス（費0985−23−4811）へ。

納付する必要がなくなります。

国民年金保険料

」．

もが利用しやすい施設とするた＝に納付の確認ができないため、：
めに、市文化交流センター内に：問い合わせに時間を要します。：
移転する計画です。市民の自主：確認事務をスムーズに行うため：
コ
的な地域・社会活動の拠点とな・に次の書類をご持参ください。・
るこの施設では、それらの活動：①窓口納付の方は市税領収書
：
の中に男女共同参画の視点が反：②口座振替の方は預金通帳（振：
映されるよう、みなさんと共に：替済みの記帳後のもの）
：
ロ
取り組んでいきます。
＝ 詳しくは、税務課管理係へ。 ：

第8期

◇対象1一森林所有者︑林業

技術導入資金︑地域技術導
入資金︑間伐材高度利用施
設資金︑特認間伐施設資金︑

詳しくは、宮崎労働局賃金室（雪0985−38−8825）

A．厚生年金加入者等の配偶者
が加入する第3号被保険者の届
け出は、第2号被保険者の扶養
になったときはもちろん、扶養
者が転職することに届け直さな
ければなりません。この届け出
を行うことで、個人で保険料を

国民健康保険税

》4

唱診・鵬頑査…働を推進・て・壊・・
0120−86−4388）

■市民なんでも相談ホットライン（圃55−9111
75

リ
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第4期

経営者・従事者︑素材生産
業者︑製材業者等︵製材業
者は間伐材高度利用施設資

当は含まれません。

●

税
民
県
市
県内事業所で働くすべての労働者に適用される宮崎県
最低賃金と、特定の産業で働く労働者に適用される産業
別最低賃金が次のとおり改正されました。
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、通勤手当及び家族手

Q．第3号被保険者の届け出を
怠ると、どうなるのですか？

男女共同参画による豊かなま：
完納証明が必要なときは
：
ちづくりを進めるためには、地： 日向市の指名願受付が、2月 ：
域活動、環境問題などさまざま：1日から始まります。その添付：
コ
な分野に女性と男性が自主的に：書類として完納証明が必要にな：
参画することが重要です。市は：りますが、1月31日納期限の市：
り
現在、男女共同参画社会づくり ：県民税、国保税、2月13日納期：
推進ルーム「さくら館」をだれ：限の特別徴収などの証明はすぐ：

1月の納期
宮崎県最低賃金・産業別最低賃金の改正

喬騰Q＆A
隻認会i税金一〇メモi
あなた

﹄＜囹O勇蕪雑目目Ω︽

おしらせ・ぼしゅう

第2回美々津手漉き和紙講座

体験してみませんか
手漉き和紙づくり
県内に残っている唯一の
手漉き和紙である美々津手
漉き和紙︒市は︑この美々
津手漉き和紙について理解
を深めていただこうと︑紙
漉き体験や講話を行う第2
回美々津手漉き和紙講座を
この機会にあなたも和紙

開きます︒

を漉いてみませんか︒

佐々木寛治郎︵市指定無形
文化財﹁美々津手漉き和紙
の製作技術﹂保持者︶
◇参加資格11中学生以L︒

※ただし︑30人になり次第
締め切ります︒
◇受講料11無料
◇申込期限111月26日︵金︶

◇申込先11市教育委員会社
会教育課︵監内線2425︶
日向きらめき人

生かしませんか
あなたの知識や技能
市は︑さまざまな知識や
技術︑経験を持っている人
を発掘し︑生涯学習の指導
者としてその人材の活用を
図るために︑生涯学習人材
バンク﹁日向きらめき人﹂
を作成しています︒現在︑

レクリエーションや竹細
工︑生活科学などの分野に
127人が登録しています︒

◇申込方法11登録申込書に

今回︑新たに募集を行い
ます︒あなたがお持ちの知
識・技能・経験を︑生涯学
習に生かしてみませんか︒

9時〜H時30分

◇日時111月28日︵日︶午前

◇会場ほ市中央公民館
◇内容11①講演コ宮崎の手

必要事項を記入のうえ︑市
教育委員会・社会教育課へ
提出してください︒申込書
は︑市社会教育課︑中央公
民館及び各地区公民館にあ

漉き和紙﹂／緒方博文︵市
教育委員会学芸員﹀︑②実
演﹁美々津手漉き和紙﹂／

●

●

3編程度︵各5万円︶︑奨

◇応募期限112月20日

すること︒①応募部門と作
品のタイトル︑②応募者の
氏名︵ふりがな︶︑郵便番
号︑住所︑電話番号︵自宅
励賞15編程度︵各3万円︶︑

まとめ公表します︒

下旬ごろに新聞︑テレビ等
で発表します︒特に優秀な
作品は︑作品集として取り

◇入選発表11平成13年6月

佳作15編程度︵各−万円︶

◇表彰11各部門ごとに特賞
2編︵各10万円︶︑優秀賞

及び昼間の連絡先︶︑職業︑

年齢︑③同一家族で暮らす
家族の応募者との続柄︑年
齢︑学年︑④これまで貯蓄
広報中央委員会表彰を受け
たことのある場合は︑その
受賞歴︵○○年○○賞等と
記入︶︑⑤応募のきっかけ
︵新聞︑チラシ︑広報など︶

※作品は未発表のものに限
り︑応募原稿はお返ししま

ります︒

冝i月︶

◇申込期限11平成13年−月

◇問い合わせ11市社会教育
課︵雪内線2423︶
くらしとおかね体験作文コンクール

お寄せください
暮らしを巡る体験作文
貯蓄広報中央委員会及び
宮崎県貯蓄広報委員会では︑

次のとおり﹁くらしとおか
ね体験作文﹂を募集してい
ます︒﹁金融ビッグバンが
進展する中での︑資産の運
用管理の工夫・努力﹂﹁生
活設計を立てるうえでの苦
心・アイデア﹂﹁家計簿記
帳による生活の変化﹂﹁子
供に対する金銭教育や経済
教育﹂など暮らしを巡る体
験作文をお寄せください︒
◇募集部門11第−部門／お
かねの育て方︑守り方︑第
2部門／わが家のやりくり
と生活設計︑第3部門／子
どもとおかね

の制度内容が平成13年2月

現在︑市は0〜4歳未満
の乳幼児に対して医療費の
助成を行っていますが︑こ
−日から下表のとおり変わ
ります︒

ただし︑2月診療分以前
の医療費の申請は︑従来ど
おりの医療費助成申請書で
請求してください︒

なります︒

﹁3歳及び4歳に達する
日﹂とは︑誕生日の前日に
なお︑歯科診療分は︑市
単独事業として4歳に達す
る日の属する月の末日まで
拡大しました︒

受給資格証について

定です︒

2月−日からは︑受診の
際に各医療機関窓口で資格
者証・健康保険証の提示が
必要となります︒市内在住
の0〜4歳未満の乳幼児が
属する家庭には︑受給資格
証を1月中旬に送付する予

N4月−日以前の人

◇応募資格11誕生日が昭和
◇応募方法11本文は︑A4

︵火︶午後7時開演

◇日時11平成13年−月23日

をお待ちしています︒

多くのみなさんのお越し

テーマは︑﹁大きな手小さ
な謹みんなで参加 福祉の
輪﹂︒会場では︑福祉バザ
ーや市場︑ふれあいコーナ
ー︑福祉施設コーナーなど
さまざまなコーナーが設け
していただきます︒

◇会場11市中央公民館

てあります︒

◇問い合わせ先11市福祉事
務所︵實内線2171︶
20Q1日向市福祉のつどい

バザー品を
お寄せください

詳しくは︑市社会福祉協

ください︒

また︑当日のバザー品の
提供をお願いしています︒
ご家庭で不要になったもの
がありましたら︑2月2日
までに同実行委員会︵市社
会福祉協議会内︶へお寄せ

参加をお待ちしています︒

友達同士や家族連れでの

◇入場料11無料

●

●

4︶へ︒

詳しくは︑市福祉事務所
児童母子係︵監内線216

判横の用紙に2000字以
内︵ワープロ可︶︑縦書き︑

右上綴り︒ただし︑別紙に
次の事項を明記のうえ添付

﹁障害者の日﹂記念のつとい事業

金メダリストの話を
聞きませんか
市は︑障害者問題につい
ての理解と認識を深め︑障
害者福祉の増進を図ること
を目的に︑﹁障害者の日﹂
記念のつどい事業・日向市
福祉講演会を開きます︒

毎年恒例の﹁日向福祉の
つどい﹂が2月4日︵日︶午

※詳しい日程は、後日お知らせします。

前10時から市総合福祉セン

田の原

南日向公民館
美々津公民館
刷毛、籾木

◇応募・問い合わせ先ほ貯
蓄広報中央委員会﹁くらし
とおかね体験作文﹂係〒1
0318660東京都中央
区日本橋本石町21111

今までの申請時と変わりません。

K要なもの

各医療機関Fヨ（1診療科こと）300円（調剤薬局を含む）

日知屋公民館
n坂、二手向、八幡、

せん︒

福祉事務所の窓ロでの手続きはなくなります。

申請書、保険証、通帳、印鑑

各医療機関の窓口で、月の最初の受診の際に300円を

aX谷、伊勢、宮ノ上

議会︵倉5212572︶へ︒

清正、吉野川、地蔵、

ターで開かれます︒今年の

幡浦

講師は︑シドニーパラリ
ンピックの競泳で6つの金
メダルを獲得した成田真由
美さん︒﹁自分の可能性を
求めて⁝﹂をテーマに講演

比良、往還、松原、
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■市政に関するニュース・行事等は市政テレホンサービス（552−2000）へ

■おわび 先月のこのコーナーでお知らせしました「ひょっとこマ
771ラソン」は、午前7時30分から受付でした。おわびして訂正します

今までの申請方法と変わりません。
ﾅ申請する。

県．外
県 内
県 外
申請時に

助成申請書に証明をもらい、福祉事務所窓0
申請方法

入院外

x払ってください（調剤薬局での支払いはありません）、

内
県

それ以外 3歳に達する日の属する月の末日まで

入院外
それ以外 3歳に達する日の属する月の末日まで
月1000円
県内外の各医療機関・調剤薬局で乳幼児医療
自己負担額

入

院
歯科診療 3歳に達する日の属する月の末日まで
武ｬ対象

行

改
正
後
4歳に達する日の属する月の末日まで
院
歯科診療 4歳に達する日の属する月の末日まで
入
4歳に達する日の属する月の末日まで
．

南日向公民館
日知屋公民館
秋山、向洋台

中央公民館
ﾘ島山1、切島山2、

︵盈03−32771257

じてきました。

31

また、平成13年の申告からは、農業所得
の目安とされていました「農業所得標準」
が水稲を除き廃止され、特に牛の生産農家
（青色申告者を除く）の申告が収支計算と
なることから、申告相談時間の延長に伴う
待合所等の混雑が予想されています。
限られた申告期間の中で日程を増やすこ
とも容易ではなく、さらには相談者のプラ
イバシーの保護を確保するために申告相談
会場、待合所及び駐車場が完備された施設
において効率的な申告相談を実施すること

9︶

新財市、権現原、

◇日時＝1月19日（金）午後7時〜

また︑人選作品の著作権

115）へ。

◇会場＝お倉ケ浜海水浴場駐車場
◇用意するもの＝防寒具、持っている
人は星図・天体望遠鏡など
※曇天、雨天の場合は、中止とします

実施しています市・県民税（国民健康保険
税）の申告相談については、平成13年から
コンピュータを用いることになりました。
このコンピュータを利用することにより、
複雑な課税計算のスピードアップが図られ
る反面、コンピュータ機材の事故防止及び
機能の安全性を確保するため、機材の隷入
及び設置の移動回数を少なくする必要が生

は主催者に帰属します︒

つきましては、平成13年の申告相談から
次のとおり会場を変更しますので、みなさ
まのご理解とご協力をお願いします。
詳しくは、市税務課市民税係（0内線2

を見る会」を開きます。

毎年2月16日から3月15日までの期間で

甫

が望ましいと．の結論に達しました。

市中央公民館では、恒例の「冬の星

申告相談会場が変わります

60

さむ〜い季節ほど
星の光が映えますね

市・県民税（国民健康保険税）の

現
大谷尻
@

、永田、干僧門
恂

中央公民館
膜ｩケ丘、中村、

申告会場
区
地
象
対

もよおし
ぼしゅう

。

」1一

量

﹂

λ＝，

盈53−5857

−．◎

矢野智帯くん

今村紗弥加ちゃん

西畑早彩ちゃん

誠彦・八千代（中原｝

幸治・陽子（永江町）

孝志・香代（新生町）

遠藤奈々ぢ
誠仁・美千子（梶木）

幸男・さとみ（比良｝

日向市保育協議会
眠のしつけ

1／1（月）

〜

儀乳幼児健診
■3か月児健診＝日時／1月12日（金）、26日（金）、

対象／平成12年10月生まれ

■1歳児健康相談＝日時／1月16日（火）、対象／
平成ll年12月生まれ

（瓦パパママ鯉

■1歳6か月児健診＝日時／1月18日（木）、対
■3歳児健診＝日時／1月ll日（木）、対象／平成

◇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
士）、パパとママのための栄養の知識など
◇会場＝日向市民健康管理センター
◇申込方法＝開催日の1週間前までに氏名、連絡
先を市民健康管理センターまでご連絡ください。

9年6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。

（証すくすく教室

魅新世紀から脳力アップ

◇日時＝1月23日（火〉午後2時〜午後3時30分

◇対象＝生後6か月までの乳児を育児中のお父さ

今年からいよいよ21世紀。新世紀を健康で過ご

してみましょう。次の項目の中で、自分に当ては
まる項目はありませんか。
①以前に比べ、笑わなくなった。
②出かけるのが面倒になった。
③硬い食べ物が嫌いになった。
④食欲が旺盛になった。
⑤新しいもの、新しいことに興味がなくなった。
さて、該当すると思う項目はいくつでしたか。
実は、この5つは脳の老化の兆候で、数が多いほ
ど老化が進んでいることになり、2〜3個ある人
は要注意です。

《瓦1月の休日在宅医

※事前にテレホンサービス
（盤53−1214）で確認を1

ヘルシークッキング
廓瓜のミルク煮
4009

玉ねぎ
サラダ油

1個
小さじ2

水

200mI

コンソメの素
牛乳

1．5個
200ml

《作り方》

①かぼぢやと玉ねぎを2C
m位に切る。

め、水とコンソメを加えて
柔らかくなるまで煮る。
③最後に牛乳を入れて、1
〜2分煮込む。

慣のすすめです。
①人と会話する。
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塩分

1）3歳で日常会話に不自由しなくなる
Q）よりよい言葉の環境を作る
3）言葉の遅れが気になる

1／21（日）

じっとしていない幼児

1／22（月）

1）幼児の成長と動き
Q）親の「注意の目」

1／28（日）

3）動きのrけじめ」と「しつけ」

全のしつけ

1／29（月）

1）不慮の事故死の第1位は
Q）正しい道路の歩き方は
3）学校に通う道の指導は

2／4（日）

1

1月中の交通事故
（）

日。

人身事故

死

亡

49件

0人

（一10）

（±0）

負傷者
63人

前

比

物損事故

109件

（一14）

（一9）

〜止まって確認！無事故に挑戦〜

③つま先で地面を蹴りながら歩く（外出しよう）。
④食べ物をよく噛む。
⑤きつめの服・下着は避ける。
⑥手先を使う（家事や庭いじり）。

このほか、おふろで体を洗う順序を変えたり、
逆の手で歯を磨いてみたりするのも、脳の活性化
への新習慣につながります。
何にしても「楽しく」をモットーにチャレンジ
してみてください。

魅洞の舳日程
：30〜11：00
11：40〜12：40
14：10〜16；10

凶甘晶』

ことばの能力を伸ばす

1／15（月）

それでは、次にこの老化防止のための新生活習

②鍋に油を熱し、野菜を妙

エネルギー

1／14（日）

●②景色や動物に接してみる。

《材料4人分》

かぼちゃ

1）食事はきちんと
Q）食事のさせ方
3）食事の工夫、演出

〜

◇日時一①1月14日（日）、②28日（日）午前10時〜

食と小食

1／8（月）

〜

●紹禦詳禦こ艦翻躯二濃

象／平成ll年6月生まれ

1／7（日）

〜

■7か月児健診＝日時／1月19日（金）、対象／平
成12年6月生まれ

すため、生活の中にも新しい習慣や体験を取り入
れてみてはいかがでしょうか。
みなさんご存じのように、私たちの脳は使わな
ければ、どんどん衰えていくばかりです．しかし、
逆に脳は、使うことで活性化させることもできま
す。私たちの行動すべてに関わる大切な脳。脳は、
使うというより、ちょっと生活習慣を変えるだけ
で、十分活性できるのです。

1）自分で着たり脱いだり
Q）一人で寝る
3）寝つきの悪い子供

〜

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
◇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。

σ

テレホンサービス

．．．「（●

134kcal

1．1g（1人分）

：50〜16100

日向市の人ロと世帯

・

（H12．12．1．現在）

人

口
男
女

世帯数

59，177人

〈＋63＞

27，945人

〈＋42＞

31，232人

〈＋21＞

22，224世帯

〈＋74＞

転

入

171人

転

出

出

生

47人

死

亡

面

積

120人
35人

117．34k㎡

※2000年国勢■降人ロとは異なります。

：30〜16100
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ノ

．

土の歴史
シリーズー5

﹇台の自転車

︵明治38＞年に戦争が終わると口

口へ戻り︑出征した報酬を元手に

加地時市さんは︑1878︵明
治11︶年に愛媛県伊予ゴ︑島の農家

友人と共同で精米所を始めまし

一足先に同じように四国

上の写真は1910︵明治43︶

う日用品店を開きました︒

た︒また︑友人と製材業も始めま
した︒1917︵大正6︶年から
は現在地で酒やタバコ︑米等を扱

に生まれました︒10代の後半︑明
治30年ごろに海路日向へ渡って来
ました︒

から日向へ来て米・酒の卸問屋の
手伝いをしていた先輩の蝶野さん
に連れられて︒そのころ四国では
﹁宝が欲しければ日向へ行け︑た
だし︑命を捨てる覚悟で行け﹂と

ってきた浜崎さん︵右端︶︑中川さ

年に延岡で写されたもので︑同じ
ように四国の香川県から﹈向へ渡

市制施行50周年記念日向市史編さん事業

この自転車で乗る練習をしまし

た︒車輪が28インチと大きく︑サ

加地時市さんの愛用した自転車

一義

、

うと思います︒

︽矢野︾

しっかりとした目標に︑き
ちんとした計画をもって︑
マイペースで頑張っていこ

と一．一．目います︒今年こそは︑

コ年の計は元旦にありし

しかし︑何事も目標だけ
では達成できません︒目標
や日的とともに︑しっかり
とした計画も必要ですね︒

考えています︒

新世紀です︒今年︑みな
さんは︑どんなことに挑戦
しようと思っていますか︒
私は︑満足のいく仕事はも
ちろんですが︑趣味やスポ
ーツにも熱中したいなあと

三斗︹

」

■編集／日向市役所総務課

nわれていました︒

ドルの位置が高いのでペダルに足
が届かず横乗り︵三角乗り︶だっ
たそうです︒高見橋からの下り坂
を一気に走るとスピードが出過ぎ
てブレーキがかけられず︑家の前
でお兄さんたちにっかんで止めて

盈0982−52−2111

んと一緒です︒日向では︑まだま
だ珍しい自転車に乗っています︒
3人はこの自転車を使って商いに
精を出し成功を収めました︒着物
姿に帽子︑履物は両端の2人が靴

■印副／藤屋写翼印圃（株）

もらいました︒

日向市本町10番5号

今では︑この自転車も時の経過
により乗れなくなりましたが︑家
日向で自転車屋さんが開業した

の宝として大事に残されました︒

のは︑明治40年ごろ本町の黒木自
転車店でした︒

市史編さん室︵容内線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︒

〒883−8555

で中央の中川さんは草履です︒

守ってきました︒

下の写真は時市さんが愛用した
自転車です︒時市さんは︑この自
転車で延岡や都農へ︑遠くは宮崎
まで商いに出掛けました︒道路は
もちろん砂利道で︑凸凹が多く普
通に走るのでも難しいのに荷物を
積んでいます．その大変な努力が
実を結び︑商売を繁盛させ家族を
時市さんの3女の優子さんは︑

国

平成13年，月号

r氏

蓄

その後︑加地さんは︑徴兵検査
を受けるために一時郷里に帰り︑
日露戦争に出征します︒1905

ゼ

明治娼年の日向ではまだ珍しい自転車
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