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r岩神社秋季大祭で、子どもみこし

や籾木臼太鼓踊り、獅子舞などが披露

□新春企画

表紙ぼくたちの手で伝統芸能を

されました。

獅子舞は、伝統芸能を通して青少年
の郷L愛と豊かな心を育もうと、平岩
神楽保存会が地域の どもたちに指導
し、今年の祭りで岩脇中学校の生徒た

ちが披露しました。

か

沿道では多くの見物客が見守り、見
事な舞に拍手を。休憩の間もrどもた
ちが、獅壬舞に集まって、中をのぞい
て見たりふざけ合ったり、楽しそうに

していました。

成14年度第1期生募集ほか

■まちの話題
ホールに響きわたる熱唱／ハレルヤコンサート︑秘
訣はお互いこらえること／結婚50周年を祝う会など
■インフォメーション
新有権者の意見を聴いてみませんか︑確定申告会場
のこ案内︑還暦式に参加しませんか︑認可保育園の
入所者募集︑図書館業務嘱託員の募集︑放送大学平

重道︵門川〜日向間︶建設に伴う日向市設計協議確
認書調印式︑きたれ一OO人委員会ほか

第19回日向市﹁同和﹂問題市民講演会︑東九州自動

■市政の動き

2002年−今年に駆ける
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もっとうまくな
れるように毎日
の練習をがんば
っていきたいと

思います︒

蘇

︑き

．今年に駆ける

︑

ある仕事に就けて良かった
と考えています︒

消防士としてはまだまだ
半人前ですが﹁火災現場な
どで︑てきぱきと活躍する
消防署の先輩方を手本に︑
早く一人前になれるよう努
力したい﹂と考え︑これを
2002年の目標にしたい
と思います︒

う

心豊かに楽しい年にしたい

︑

今年は年女です︒前を見
るより後ろを振り返りたく
なる回数を迎えたかなあと
思っています︒

1月−口は︑私の誕生日︒

す︒

毎年元旦にお屠蘇をいただ
く時︑また私の真新しい一
年が始まることを実感しま
何よりも健康で︑家族や
私の周りにいる大切な入た
ちのために︑少しでもお役
に立てることがとても幸せ
12年に一度めぐり合える

です︒

干支の年︒馬のように元気
で︑力強い連れ合いの手綱
さばきに合わせて︑心豊か
に楽しい年にしたいと願っ

，

「

中身のあるコミュニケーションを

しょう︒

最近みなさん笑ってます
か？今年はたくさん笑いま

しれません︒

進化続けるlT時代︒そ
れでも︑人はハンドテラピ
ーで生まれ育ちそして︑肌
と呼吸で人に伝える︒それ
が原点ならばコミュニケー
ションは器ではなく︑中身
であることを改めて私たち
は考えていく時代なのかも

いただきます︒

日向コヤシクラブNW協
議会の代表を務めて3年が
経ちました︒今やKONE
Tフリーマーケットは県北
最大にまで急成長︒たくさ
んの人たちとコミュニケー
ションをはかり︑言葉を交
わす中で﹁日向もやるじゃ
ん！楽しいね﹂とお返事を

と思います︒

て︑有名な選手になりたい

ってもバスケットを続け

そして将来︑中学校︑高
校︑大学そして社会人にな

いです︒

く動けて︑シュートを確実
に決められるようになりた

そのため．にはもっと素早

ることです︒

ぼくの今年の日標は︑自
分のポジションであるガー
ドとして︑チームのみんな
にたよりにされるようにな

チ書ムのみんなにたよりにされる

べ

﹂人前の消防士になるよう勢力

消防の仕事を実際にやっ
てみて︑その仕事の厳しさ
を知り︑改めてやりがいの

なりました︒

ようやく消防士としての
生活にも慣れ︑心にゆとり
を持って生活できるように

1年が過ぎました︒

去年のH月から消防署で
仕事をはじめ︑早いもので
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2年

しい希望に満ちた噺4の籍が あ け ま し
た︒2002年の干支は午︒ 馬 と い え
ば駆けるものですね︒そこで ︑ 二 年 生
か
まれの6人に﹁2002年⊥フ年に駆 け る ﹂ と

題して︑一年の抱負を語っていただきました︒

ケ

るくらいみんな
がまとまって︑

そのためには︑まず2月
に行われる芋餌
大会で優勝でき

と思います︒

年生を中心に︑先輩たちに
負けないくらい仲のよいチ
ームになって︑全国大会出
場をめざしてがんばりたい

チームワUクをよく．する
財光寺南小のミニバスケ
ットボールクラブに入って
います︒

私が今年−番頑張りたい
ことは︑チームワークをよ
くすることです︒7人の5

印﹁

尉光寺爾小学綾5年︶

登 堀 し て い た だ いたみなさん︵順不同︶
■須あゆみさん︵11繊

錦木慶文さん︵24●闘往運︑日両市潮防響︶
外山搏悼くん︵11趣一尉光書隔小学較5隼︶
斬呂揚子さん．︵47鷹⁝日期■︑主■︾
昂木毛綾さん︵59●幽囚蘭票︑主嬬︶
5叩躍勇員さん︵35鷹 切口山2︑日両コヤシクラブ閥W脇■会︶

元気と勇気を使おう

したいと思います︒

我が家の切り盛りだけで
精一杯の私ですが︑今年も
できるだけ笑顔で﹁二陽来
復﹂を信じて七転び八起き

えるのだそうです︒

人は﹁元気と勇気﹂を川
崎に握って生まれて来ると
聞きました︒それは使えば
使うほど増えて︑分かち合
私も周りのたくさんの人
たちに支えられて﹁今﹂を

いう還暦まで残り12年︒持
って生まれた﹁元気と勇気﹂

﹁生誕時の干支に還る﹂と

迎えています︒気がつくと︑

また︑一昨年︑100人
委員会で自分の視野の狭さ
を痛感したことをきっかけ
に︑いろんな意味で郷土日
向市のことをもっと深く知
りたいと思いました︒新生
100人委員会の発足を楽
しみにしています︒

9

ています︒

黒木徳枝さん
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を十分使っているかどうか
疑問です︒幽
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外山博伸くん
寺尾秀貴さん
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新名揚子さん
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幸い今年の干支は︑午︒駿
馬のように政治︑経済などが
万事ウマくいくことを期待し

のです︒

間から一条の光がさっと照ら
したような明るさで︑H本国
民はもとより︑これほど全世
界に慶祝の和が広がったこと
はなかったと思います︒人間
関係が希薄になりつつある世
の中で︑皇孫敬宮愛fさまの
お名前のように︑お互いを思
いやり︑尊敬する心をもつ明
るい年が開けることを望むも

でないほどの厳しさでした︒
そのような中での皇孫殿下の
ご誕生は︑暗く閉ざされた雲

は︑平成恐慌ζ＝．口っても過言

それにしても︑昨年の世相

は皆同じだと思います︒

た︒人はそれぞれに新たな夢
と希望を抱きながら︑よりよ
い暮らしのできる年であるこ
とを念じますが︑その気持ち

輝かしい新春を迎えまし

希 望

1｝
AA

◎全体会当日も受付けます．．
A︺平成14年−月末までに中込を

◎中込は随時受付けています．．

申込み

◎﹁100人委員会﹂への参加

の参加をお待ちしております．．

多くの市民の皆さんの﹁10
0人委員会﹂へ応募と全体会へ

します．．

て︑全．体会をヒ記の日程で開催

るための新たなスタートとし

◎全体会を開催します
﹁素案﹂を市民の皆さんに提
起し︑賛同を得て︑今後の﹁1
00人委員会﹂を充実発展させ

す︶︒

す︵複数の分科会参加も自由で

たいと思います︒

⑲

山本孫春

誤った考え方やものの見方に気づいて

にも恵まれ幸せな家庭を築きま

両親や兄弟の激しい反対に遭い
ながらも結婚した2人は︑子ども

第19回日向市﹁同和﹂問題市民講演会
第19回﹇向市﹁同和﹂問題市民
講演会が12月4日︑中央公民館で
開かれました︒これは12月4Hか

⁝

す︒しかし︑両親や兄弟との縁は
絶たれたまま︒m年くらい︑電話
だけのやりとりが続きますが︑そ
の間︑井ヒさんのお母さんも同和
㎝
問題講演会や研修に通い︑本を読︸
むなど同和問題を勉強して︑少し㎜
皿
ずつ態度が変りました︒
一
井ヒさんのお母さんは︑手記の︸
一
中で﹁私は娘に人間の本質を見る ︸
ことを教えられ︑また本当の愛の皿
強さを身を持って知らせてくれた皿
一
ことを有難いと思えるようになり皿

ました・と述べています．

ど11人が︑チラシや﹁身元調査お︸

井ヒさんは︑彼女自身も持って皿
いたという﹁誤った考え方やもの一
皿
の見方に気づくことが大切﹂と述皿
べ︑最後に﹁これからもできる範㎜
㎜
囲でがんばって体験を伝えてい一
く﹂と結びました︒
皿
また︑人権週間における街頭啓皿
皿
発は12月3日︑市内のスーパー5 皿
店舗で行われました︒会場の一つ ︸
︸
アスティ日向寿屋の人り口では︑ ︸
山本市長や日高商工会議所会頭な︸
皿

断り﹂の啓発川品を配りながら 一
一
﹁人権を守りましょう﹂と呼びか
︸
皿
一
けました︒

ピ
を設定し︑スタートさせること
が素案に盛り込まれました︒
スポーツ・レクリエーションなど︶

①教育齢文化︵生涯学習︑芸術︑

②環境︵環境保全︑自然︑ごみ
対策︑公害対策︑防災などV

③まちづくり︵都市基盤整備︑
鉄道高架︑などハード．面︶︵市

民参加︑人権︑ボランティア︑

めの﹁準備会﹂を設置し︑これ
までト数回にわたって会合を重
ね︑市民の皆さんに提起できる
﹁素案﹂がようやくまとまりま
した︐

④産業︵産山・商業振興︑農林

幽一幽一一 一
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一 一冒
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たします︒

した人には︑全体会で提案され
る﹁素案﹂を事前にお送りしま
す．

ますよう心からお祈り申し上げ＊して︑年回のごあいさつどい

この一年がみなさまにごり画して︑健やかで幸多き年であり

ご理解︑ご協力をいただきますようお願い申し上げます︒

誠意取り組んでまいり孝すので︑今後ともみなさまにぱ一層の

す﹁だれもが住んでみたくなるまち﹂日向市の実現に向け誠心

り﹂を績極的に推進していくどこもに︑本市の将来像でありま

くりを基本こし﹁市氏による市氏のための個性豊かなまちづく

なるここを願っております︒これからも市氏参加によるまちづ

が︑多﹁くの市氏のみなさまにご利用いただき︑愛される施設に

月下旬には全天候型運勤施設﹁サンドーム日向﹂が︑また7月
にぱサンバしクの温泉施設﹁お舟出の渇﹂が完成する子定です

て27世紀の幕開げにふさわしい一年になりました︒いよいよ7

年ぶりにリーグ優勝するなど︑あらゆる分野でヰ市にこりまし

◇自分の関心や興味のある分科
会にどしどし参加をお願いしま

⑦行財政︵広域行政︑地方分権︑
市民サービスなどV

⑥福祉・保健︵健康︑．r育て︑
介護︑保健衛生︑消費生活など︶

⑤観光︵観光開発・振興︑まつ
り︑イベント︑郷ヒ芸能など︶

水産業︑．雇用対策︑など︶

国際交流などソフト面︶

◎素案の内容
丁︑玖埴本理念と目的﹂2﹁会則
︵案ご3﹁組織運営の基本ルー

科会のあり方﹂などです．．

年m月に﹁提．一︑目睦日﹂を市に提出

しました．．今後m年間の日向市

果たすことができました．

◎新たに7つの分科会でスター

ル︵案︶﹂④二行政とのパート
ナーシップ協定︵案ご．5﹁分

そして今後も﹁100人委員
ト

．委口貝の山−から公募により﹁10

会﹂を継続・充実させるために︑

﹁100人委員会﹂活動の中・︐
核である﹁分科会﹂については︑

当初は次の7分野の﹁分科会﹂

でござい承したが︑平氏のみなさまのご支援により︑今日まで

を塗し上げます︒昨年は市制施行50周年ごいう大きな節目の年

き︑市政も順調に進壊していることに対しまして︑改めてお礼

また．日ごろから市政各般にわたりご理解こご支援をいただ

がしい新年をお迎えのことど心からお慶び申し上げます︒

あけましておめでとうございます︒みなさ孝がたに写すがす

0人委員会の今後のあり方位﹂
についての﹁素案﹂づくりのた

．本

発雇を続けております二ζ嫉市政を担当するものにこりまして
も大変ありがたく︑みなさまに心から感謝ご敬意を表したいど
思います︒さて昨年ぱ4月に︑日向東臼杵南却7布2町5村の
連携協力のもこ︑県下初の広域連合を発足し︑ごみ・し尿処理
等の周題を広域行政で取り組んでいくこζを決定いたしホした
また︑6月のJA罰杯世界アマチュア囲碁十手権戦では世界

が運堂も軌道に乗り︑順調に進んでいるどころです︒
に情報発催ができたこど︑9月にぱ大阪近鉄バファローズが12

9一 曽一

幽

ら10日までの人権週間に毎年開か
れているもの︒講師は井﹂L泰子さ

ん︒演題は﹁きっと笑って会える
﹇を﹂でした︒井ヒさんは︑同和
問題は自分とは無縁のものと思っ
ており︑ほとんどその知識があり
ませんでした︒ところが一人の青
年と出会い結婚を意識するように
なって︑同和問題と直．画しました︒

の「設計協議」が終rしたことによるものです。

﹁日向市まちづくり一OO人委員会﹂公募・再スタート

山本市長は「高速道路は経済、産業、観光浮
揚策においての重要課題。官民一丸となり早期
完成に向けて取り組みたい」と述べました。
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青年が同和地区の出身者であるこ

庄手、西川内、中村の代表区や計画沿線の区長
など21人が出席し、市役所で開かれました。
これは概要設計図の地元説明と意見を聴くため

のまちづくり詐画に市民の声 を
反映させるために大きな役剖を

◎準備会での経過
平成12年7月に発足した﹁ 1
00人委員会﹂は︑約200人
の会員が7グループに分かれ
て︑第4次日向市総合計画につ
いて︑精力的な検討を重ね︑ 同

ド

崎県土木部高速道導一局の春口勝幸局長、秋山、
1ゼ

●

とを彼女に打ち明けたからです︒

東九州自動車道（門川〜日向間）建設に伴う
日向市設計協議確認書調印式が12月3日、日
本道路公団宮崎工事事務所の太田睦男所長、宮

141

・〉申込・問い合わせ；市企画課（容内線2214）
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◇場所＝中央公民館
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官民一丸となって取り組む

き た れ ﹁100人委員 会 ﹂ へ

◇日時＝平成14年2月8日（金）、午後7時〜

市長鮪想
一、

4
ctvO6a＠miyazaki−nw．or．jp

メール宛先、E−maiI

5

孫春
日向霊長

◎全体会を開催

年頭のごあいさつ

ノ

「100人委員会準備会」からのお知らせ

す
ま

し

を

た
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どの提．︐nがありました︒

教育の中で活用してはどうか﹂な

で活動している地．兀出身者を学校

ふるさと大使は現在8人で︑同
事業は︑首都圏への情報発信を目
的に平成り年から実施しているも
の︒大使からは﹁将来ふるさとに
帰るので道路等の整備を望んでい
る﹂﹁ハードよりもいかにソフト
にr算をかけるかが大切﹂﹁各界

れました︒

が11月15目︑市内のホテルで開か

11向市ふるさと大使会議︵写真︶

．都圏への情報発信を
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■

︸人︑女

の発展に貢献している人を目向市
及び﹇向商L会議所が表彰したも

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日
的に行われているもの︒市内の同
．事業所にm年以ヒ勤務し︑企業

性7人の計29人が受賞しました︒

査会の承認を受けた男性

民館で開かれ︑事業kの推薦と審

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H月⑳日︑中央公

ｾ良従業員29人を表彰

、．

︑ールに響きわたる熱唱
第2部は九州で初となる
シンセサイザーの本格的な

日向市市制施行50周年記

念事業﹁ハレルヤコンサー

キーボードオーケストラ

200人でハレルヤを熱唱

衆は感動していました︒

最後は出演者全員で﹁ハ
レルヤ﹂を大合唱︒力強く
生き生きとホールに響きわ
たる熱唱に約800人の聴

ェルト﹂など7曲を演奏︒

保坂千里さんの指揮で﹁八
木節﹂﹁リコーダーコンチ

﹁日向楽﹂が︑同考案者の

ト﹂は12月2日︑日向市文

の大合唱を披露しました︒

化交流センターで開かれま
した︒合同合唱や日向市民
吹奏楽団の演奏︑市内外の
音楽団体など総出演者数2
00人による﹁ハレルヤ﹂
第−部は日向市民吹奏楽
団とハレルヤ合唱団のコー
ラス︒﹁春の小川﹂など四

季折々の歌を感情
を込め歌いしげま
した︒

き

ヂ

r

詞﹂が朗読されました︒

とりにナースキャップが授与され
た後︑全員で﹁ナイチンゲール誓

に人謝した第8期生女f27人︑男
．rB人の計郷人︒女子には一人ひ

粛な儀式．今年は︑．平成B年4月

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

戴帽式は︑看護学校に入学後︑
．定の基礎教育を履修した時点

センターで開かれました︒

生戴帽式が11月30日︑市文化交流

日向看護h局等専修学校の第8期

@踏護に決意と希望を

蚤蓼許

﹁．

｝［
噌
．

「

噺訣はお互いこらえること
●

結婚50周年を祝う会がn月29
日︑市内のホテルで開かれました︒

これは日向市市制施行m周年記念
事業の．つとして企画されたもの
です︒会場には昭和蟹年4月−日

頬から翌年3昌目までに結婚した
由本市長から祝状と記念品が︑

ん夫婦︑α組が出席しました︒
さ

代表して美々津・新町の安藤保
男・美恵さん夫妻．に手渡されまし
た︒

ゴ！

日▽ヒ

さんが代表で受け取りました︒

ました︒民生委員・児竜委員は同
目︑在宅介護支援センター相談協
力員の委嘱も受けており︑神林孝

さん︵71真︶が委嘱状を受け取り

今回で退任する委員を代表して
溝口俊策さんが感謝状を︑任命さ
れる122人を代表して井h義見

センターで開かれました︒

達式が12月3日︑日向市社会福祉

任期満rで民生委員・児童委員
が改選されたことに伴い︑厚生労
働大臣からの感謝状と委嘱状の伝

魯期満了により改選

山本市長と黒木市議会議長から
それぞれ祝辞があり︑ド原町の川
中政再・昭rさん夫妻が﹁これか
らも高齢化社会の．員として市の
発展に協力します﹂と謝辞を述べ
ました︒

市の50年のあゆみをスライドで
紹介する場面では︑止日をなつかし

む姿が見られました︑その後の懇
談会では︑アトラクションの歌や
踊りを楽しみながら同席した夫婦
妻問で︑昔話に花が咲き盛りLがっ
ていました︒

平岩・金ヶ浜の甲斐一男・ミキ
ノさん夫妻に︑夫婦円満の秘訣を
恥尋ねると︑ミキ・さんは︑けんか
一

も大事です﹂と教えてくれました︒

男さんは﹁お互い忍耐ですよ︒相
手のことを考えて︑こらえること

もよくしましたよ﹂と笑顔を︒

L

▼勺レ

ら
占

『，騨

翻

九州で初のキーボードオーケストラ「日向楽」
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■広報一 に掲載

みんなの広場

報

言

ははたけ！日向…〜参加・連携』・創造、

朽網号は︑社会教育課が人 権

遇燗にあわせて募集した人権作
文を紹介します︵紙面の郁合に

より一部省略︶o

みんなちがうからおもしろい

北原結花さん︵富高小学校6年︶

す︒もしも︑みんなが同じ顔︑同じ声︑

同じ性格︑同じ考えだったら楽しくな

いと思います︒

みんなが違うからこそ︑友達と話を

しても飽きないし︑みんなちがう考え

る意味があるのだと思います．︑

をもっているからこそ︑話し合いをす

私は︑あまり走ることが得意ではな

いので︑運動会の練習が始まると︑必

ず祖母に﹁走っても絶対最後だから走
りたくない﹂といいます︒すると祖母

は﹁徒走は速い人とおそい人がいてこ

そおもしろいんだよ︒もしも︑みんな
同じ足の速さだったら︑走っても結果

いいます︒私は﹁なるほどそうだなあ﹂

はわかっているでし柔﹂といつもそう

と思います．おそい人︑速い人はそれ

青春トーク

活気がでると思いますよ．

◇会場＝中央公民館

！一

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︑

いて買い物がしゃすくなると、

◇日時＝・F成i4年1月30目（4く）、午後7田Hl目演

◇入場料＝無料

ぞれなのです︑．

域振興係（倉内線2218＞◇申込
締切＝1月1811（金）まで。

好きなことから始めることで
す。日向は、llf街地のお店が歩

んの初講演であり、貴亟な講演会となっています、

◇講師＝浜島代志」乙さん（劇団，だ竜iこ宰）

﹁あの人はどんなことを考えている

会を、2月上旬に行います。◇申
込・問い合わせ＝日向市企画課地

いきいき
ご連絡をいただいた人は︑広報

ます。◇その他＝ホームステイ説明

ゲームでもなんでも、とにかく

自薦︑他薦は問いません︒

です．また、生徒の滞在経費等は、
ホストファミリーにご負担いただき

それは人権にもかかわってくると思

Lド日昼間は、学校li方問等を行う潟ヒ

います︐﹁人権が傷つけられる﹂とよ

の見せ語りなどを25年間実践し、現在では劇団
「天竜」の代表者として「舞台＆おはなし教育」を
仁題に「語り芝居」「ミュージカル」など多彩な活
動を展開されています、なお、宮崎県内では浜島さ

のだろう﹂私は︑時々ふと考えるとき
があります︑もちろん︑そんなこと私

14日のホームステイと集合場所ま
での送迎等（ヒ曜、日曜は、ホーム

パソコンの講師をしていま

す．パソコンがL達する秘訣は、

係が写頁を撮りにうかがいます︒

んは「おはなし教育の先駆者」として「松戸ll∫おは
なしキャラバン」を設、i五後、人形劇、紙芝居、絵本

く耳にしますが︑それはその人が不愉

12人（生徒10人、引率2名）◇
募集数一12家庭 ◇内容＝13泊

昇太郎さん（27歳：宣縫）

／

〜5月2日、131「I14H◇人数＝

6価

にわかるはずがありません．人の数ほ

一おはなしは日本を救う．一一

八」二

快な思いをしたり︑心を傷つけられた

子どもと文化を考える講演会

松本

ど性格や考えることがあるからです︑

P・う．瞭ピ配・ト
「市制施行50周年」及び「春原町移転開館5周
年」を記念しての講演会を行います。講師の浜島さ

ステイ先の各家庭で過ごします）＝

9

館

りすることなんじゃないかなあと思い

F成14年4月1911

書

だからといって﹁勉強ができないか

家庭を募集します。
◇来訪日程＝

図

ら﹂﹁運動があまりできないから﹂な

オーストラリアゴーラ市から、
ゴーラ高校生が日向市を訪問しま
す。そこで、その滞在期間のホー
ムステイを受け干れていただける

とは﹁人が生まれたときから持ってい

■ホストファミリーを募集

圭す︒国語辞典をひいてみると︑人権

ll∫農林水産課（智内線2315）

どといって仲間はずれにしたり︑差別

ラなど5000本◇問い合わせ一

る︑白由と弔等︑生存などの権利﹂と

タブ、つつじ、III桃、クヌギ、ナ

したりするのは︑人間としてとても恥

サービスあり。◇樹種・本数＝桜、

書いてあり家した．︑

する。植樹作業後に拍選会・汁物

ずかしいことだと思います．

．擁三王『．．

liを持参

今度からも︑人を傷つけるようなこ

自スコップ、トガ及び弁

役割を決めたりするときも﹁きっと︑

リーンパークに集．合）（代替ll＝

2月2411）◇持参するもの＝各

・目分では何も考えないで．躍った短．い
．︐．口でも︑人の心に深い傷を残してし

一︑一．目を注意したいと思います︐

午後1時まで、米のlllG【向上グ

と々﹁一︐日つたり︑したりしないように気

もぎ

まうことがあるので︑これからは．．一︐口︑

弩ご

植樹祭を開催します。
◇日時一21117日、 「前9時〜

あの人は勉強ができないからこれはし

激・

をつけたいです︒

解していただくため、，次のとおり

f・菰

ノ，．パ

覧漕．．

■市民植樹祭のお知らせ
多くの市民に森林の大切さを理

（

︽

関

亀

きない場合があります。

ないだろう﹂といって決めつけてしま

一篇涛 普@

うのは︑かわいそうだと思います︒も

疑1月26日㈹・27日㈲

原稿は、毎月1E〕までに市総務
課（智内線2234）へ。ただし、

しその人にやる気があっても︑周りの

目的としたものはお断りします。

人たちから決めつけられたら﹁やる﹂

子ど亀文化繁

となかなか÷βい出せないと思うからで

「情報伝言板」は、皆さんの自
主的な活動を応援するコニナーで．
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

紙面のスペースの関係上、掲載で

ほ瀧＿盤

市制施行50周年記念事業

友石

渚さん（23歳：春原）

市内の社会人バスケットボー
ルチームに所属して週3回は汗
を流してい圭す．現在、部員募
集中です、

詳しくはインターネットで、
チーム名の「GRowS」を検
索してください。

8

東臼杵地区新有権者意見 発 表 会

ぶ面さは隣接地との均衡を

あります︑︑

消費税は4月1日（月）

延岡合同庁舎

贈与税は2月1日（金）

所定の手続きをとられます

高校・大学への入学時や一

交通事故巡回相談
とき■1月2511︵金︶

m一卸〜14一罰
ところ■中央公民館

0︐勘〜5．㎝

き■1月17日︵木︸

法律相談︵要予約︶
と

ところ■中央公民館
年金巡回相談

0・0〜5

とき■1月8日︵火︶

き■1月9目︵水︶

ところ■占少年ホーム
障害者相談
と

0．用〜2．㎝
ところ■身体障害者セン
ター容52−543丑
女性による女性のための相談

とき■1月m日︵木︶︑
困11︵木︶B一丁〜博

1711︵木︶︑24日目木︶︑

㎝含50占300︶
くり一巡ルーム

﹁さんぴあ﹂

ところ■男女共同参画祉会づ

﹁市民の声．ホスト﹂

市政に対するみなさんの
ご意見・ご要望等は庁舎玄
関にある市民の声．ホストへ．︑

1

70

市役所は代表β52潮2111です︒

ン

歩．道部分が．段高くなって
ようお願いいたします︒

一◇融資額11学生・生徒．人⁝

自

⁝

詳しくは︑県道及び国道
327号については︑日向
L木事務所︵倉52417

一日〜昭和17年4月−目生ま
⁝れの人

⁝相談員を委託しています︒

⁝次の人たちに身体寒暑
勲

⁝あたり200万円以内
一◇利率11年1・7パーセン

⁝◇会場閲中央公民館

へ
閣0寺〜2
与
︐ 1旺
−匪

◇日時113月3﹇︵日︶午

込んでください︒

はがきで案内しています︐
市外の人で参加を希望する
人は︑郵便はがきに住所・
氏名・生年月日を記人のう
え︑市社会教育課まで申し

1︶︑市道は市建設課道路
維持係︵君内線2350・

修学校に在籍または人学す一

二学事に必要となる資金を⁝
⁝融資する公的制度として︑⁝
一国民生活金融公庫の﹁国の⁝

一1﹇〜2月28日まで

⁝

もし︑設置してある乗入
板などで事故が発生した場
合︑設置者の責任が問われ

規定の高さまで切り．トげる

一◇応募の条件11市町村窓口

−る人

いる道路において︑宅地等
への自動唯乗入目は︑﹁道
路法﹂等により﹁道路管理
者の許可﹂を受けなければ

2月18（月）〜

一教育ローン﹂があります︒ 一
一
一◇対象者11高校︑大学︑厚一

ことができな い こ と に な っ
ています︒この許可手続き
を行わずに︑鉄製等の乗入
板を設置しているところが
多く見られます．︑これは︑

通行の障害となるばかりで

一い．．

学期間以内で．兀金据置が可能︶

◇融資期間ほm年以内︵在
⁝やサービスエリアなどに置

⁝3月711までに応募してく
⁝ださい・

⁝ので平成14年−月−日〜2

⁝◇はがきに貼る領収書目県
一内の料金所で発行されたも

⁝◇対象者11昭和16年4月2

ス〜イス〜イ走ろうハイ ウ エ イ ー ・

一月28日に発行されたもの
⁝︵領収金額−口︑1000

⁝会教育課︵容内線2423︶

⁝◇申込・問い合わせ11市社

ドーンと当てよう宮
崎の味と花
⁝円以止︶︒

⁝◇商品111万円相当の宮崎

一牛やハイウェイカードなど
﹁商品総数12 0 本
一◇抽選113月中旬︵発表は︑

一商品の発送をもってかえま
一す︶

⁝◇問い合わせ11宮崎県高速

⁝◇氏名・住所11一一一樹

﹂．一︑曽根町4ゴ目B／佐藤

一財光顕72211／谷本龍

正心︑大字目盛屋225
1／菅原静f︑原町3丁目
m 侶／甲斐春チ︑美々津
町3828番地／黒木哲︑
正一︑春原町2．J目9番

浜町3ゴ目140／首藤
地／寺原明f︑目知屋14

可月の相談

情報等は総務課︵君内線2234︶へ︒

2351︶まで．

延岡市大貫町1−2915

ため認められていますが︑

県選挙管理委員会連合会
東臼杵支会及び明るい選挙
図る

3301）※提出は便利な郵送をご利用ください。

はなく︑バイク︑自転車等
の事故原因となる可能性が

日・祝B閉庁）で申告することになります。

口pめに乗入板を撤去し︑

（金）
〜3月15Eヨ

事前に届出が必．要です︐

．2・周囲の農地︑川排水路や

◎埋め立て︵形状変更︶の
時の注意
工農地以外に 利 用 し な い

推進協議会東臼杵支会で
④耕作に適す る ヒ を 使 う

公衆の衛生に支障を出さな

は︑次のとおり東臼杵地．区
◇届出・問い合わせ11市農

業委員会事務局︵倉内線2
362︶
歩道部分の宅地等への乗入口

道路管理者の許可が
必要です

◇問い合わせ＝延岡税務署（含0982−32−

る場合がありますので︑−．
分注意してください︒

歩道と車道が区分され︑

いた人は、延岡税務署（8時30分〜午後4時、土・

一◇内容1ーアトラクション︑
⁝式典︑記念講演

県内の高速道路や延岡南
道路料金所で発行された通
行料金領収書をはがきに貼
って応募すると︑抽選で宮
2回高速道路利

崎牛やハイウェイカードが
当たる﹁第

川促進キャンペーン﹂を行
います︒

高干穂町三田井1498

新有権者の意見を聴
いてみませんか

新有権者意見発表会を開催
します︒口向市︑延岡市及
び東臼杵郡管内町村の新有
権者の代表者が意見発表を
行います︑本市からも2人．
が参．加し圭すので意見を聴
いてみませんか．︑

◇日時団平成14年1月H日
︵金︶︑午後−時

◇会場障日向市文化交流セ
ンター・小ホール
◇問い合わせ一1市選挙管理

委員会事務局︵實内線22
33︶

農地の埋め立て︻形状変更へ

農 地 の 埋 め 立 て︵形状変
更︶をする時は届出を

農地の埋め㍍ては︑畑作
物変換など農業経営改善の

卜︵ただし平成B年11月12
一◇実施期間11平成14年−月

◇返済方法日毎月元利均等

日現在∀

払︵ボーナス併用払が可能︶

﹂いてある﹁仙川はがき﹂を
一記入のうえ︑領収書を貼り

詳しくは︑国民生活金融
公庫延岡支店︵君0982
1詔1631←

日知屋公民館での延岡税務署による二三相談は

001困／小久保勝夫︑．平

コ

⑰・・翫・醐・・動・を推進・・…す・
771■市民なんでも相談ホットライン㈲55−9111・旺LO120−86−4388）

なくなります。今まで、日割屋公民館で申告して

岩64491270︑︵順

ロ

¶械13年中の所得に対する所：Q．年金受給者の住所・金融機関
：

：金係で手続きをしてください。
：く必要はありません。
お気軽にご相談ください。

﹁道路利用促進協議会事務局
一︵費09851蜀1720

⁝市では・今年度還暦を迎
⁝えた人を祝う﹁還暦式﹂を
⁝開きます︒1月−日現在で︑

後1時30分から開設していま：資産税納税通知書二の最終ベージ：振込先の金融機関を変更したい人
コ
り
す。相談料は無料です。女性が：の「課税明細書」をご持参いただ：は、新たに希望される金融機関の
抱えるさまざまな問題について：くと 公課証明」をお取りいただ：通帳・印鑑（認めrのを持って年

確定申告会漏のこ案内

い
不同︑敬称略︶

す。また、女性のための女性に：ります・申告会場には・昨年4月：の変更があった方は、すみやかに
よる柑談繰を毎週木曜［の午i；こお送りした「平成13年度固定i．備きを行ってください。また、

2月28日（木

センター

「配偶者からの暴力の防止及：得税、市・県民税等の申告の時期：変更の手続きについて教えてくだ
び被害者の保護に関する法律」：が近づきました。貸家、貸地、事：さい・
が施行になりました・
i業用のヒ地・建物及び償却資産にiA・年金受給者に住所変更があっ
た場合は、市民課年金係でfi三所変
この運動は女性に対する暴力：対する固定資産税は、申告におい：
全般についての取り組みを強化iて必要縦として計ヒできますが、i更届が必要になります・その際
することです。推進ルーム「さ・
・年金証書と印鑑を持参してくださ
の

f

25

一日向市に住民 票 が あ る 人 に
⁝は︑市教育委員会から往復

んぴあ、では人騨動ためのiそのために；ま当該物件の所樋及iい．現溺などの祓な纐一
網醗野臥を実施していまiび固定醒税額の記人が必要になiかない場合がありますので国所

2月21日（木

西郷村田代1870

ロノ
1

月27日（水）

高千穂町自然休養村管理

月20日（水）

西郷村ニューホープセンター

育！

い

一

3月15日（金：

国男
一
の藝
教冒

女性に対する暴力をなくす運動

一

一

一

一

コ

一

Qに参加・

税金で住みよいくらしまちづくり

一

…一

ふるってご応募くださ

国民健康保険税・介護保険料第8期

一

…。）
一

第4期
市県民税

1月分
国民年金保険料

1く≦．

鵯鵬都側癌i税金一［］メモi喬鰭窒Q＆A

一
一

1月の納期

延岡税務署
一

頃

箋◎踊§§鐸く

おしらせ

おしらせ・ぼしゅう

農業振興地域整備計画の見直し

開きます︑計画見直
しに伴う集落座談会

市では︑定期的︵おおむ
ね5年置︶に行う農業振興
地域整備計画の全体的な見
直しを今年度より行ってい
ます．それにより農川地区
域からの除外申請受付を．平
．時停止するf定

成14年2月〜．平成田年3月

です．

頃まで︑

催します︒

用地区域から除外︑転用等
の必要のある人を対象に︑
次の日程で集落座談会を開
なお︑農川地区域からの
除外については︑具体的か
つ明確な計画があり︑①農
用地区域以外に代替する土
地がないこと︑②震用地の
集団化や作業効率に支障が
ないこと︑③農用地区域内
の土地改良施設に支障がな
いこと︑④基盤整備事業完
了後8年を経過しているこ

宗瀬・鹿場11m㎝〜11

釦︑

別府集落センター／金ケ

なければできないものとな
っています．︑

金ヶ浜集落センター

㎝︑

浜・笹野11B

附〜15

︽座談会の日程・時間・場所︾

聞︑田の原

原11m一㎝〜11

◇1月15日︵火︶／田の
宮ノ上・曙一1m

◇1月18日置金︶／本村・
㎝〜H一聞︑

公民館／落鹿・高松・宮ノ
B三民〜15

曙公民館／秋留・山ノ田11

比良公民館

館／財光寺1115痴〜17面︑

00︑秋山公民

民館

下11B一鵠〜15一〇〇︑高松公

◇1月16日︵水︶／鵜毛口
m一α〜11 叙︑群口公民

︸11

とりが︑﹁市町村合併﹂を
自らの問題としてとらえ︑
｢紀のまちづくりを考え
る一つの機会として開催さ
れます一︑

◇日時11平成14年−月

︵火﹁︑午後1時聞分〜5時

◇場所目中央公民館ホール
◇内容H基調講演︑県から
の状況報告︑パネルディス
カッション

◇1月21日︵月︶／庄手・
◇主催11宮崎県

㎝︑

館／籾木11B

公民館／本谷・西川内11

梶木目m⁝㎝〜n一罰︑馬手

聞〜15

空木集落センター／鳥脇・
30〜15一〇〇︑本・谷公民

丘1115一罰〜17⁝00︑農村婦
＼

♪︐一く

ノ0易
◇1月22日︵火︶／奥野11
ンター／永田11B

濁〜15

m ㎝〜H⁝渕︑奥野集落セ

㎝︑永川集落センター／権
㎝︑権現

もれなくもらえる

3000円相当の景品

宮崎県北部広域行政事務
組合では﹁北ひむかハート
フルスタンプラリー﹂を実
施しています．︑

聞〜σ

原集落センター

◇提出先11日向市立図書館
︵倉5411919︶午前9
時〜午後5時
◇選考方法11書類審査及び
面接

放送大学平成14年度第1期学生募集

4月からは大学院生も募

り︑スタンプを押すと︑も
れなく3000円相当の景
品がもらえるほか︑抽選で
5万円相当の品物が当たり
ます︒また︑スタンプラリ
ーの川紙には各施設で割引
等が受けられるお得なクー

ポン券も付いていますの
．けいただき︑県北15市町村

で︑ぜひこの機会にお出か

した︒

も開始されることになりま
詳しくは放送大学宮崎学
習センターへお問い合わせ
◇募集学生11全科履修生

ください︒

︵卒業を目指す学生︶︑選科

履修生︵1年間在学する学
生︶︑科目履修生︵1学期
間6か月在学する学生V

◇資料請求・問い合わせ11

5000円

◇開設授業科目 人文・社
会・自然・産業などの幅広
い分野の約320科日
◇入学料 全科履修生／2
0000円︑選科履修生／
7000円︑科目履修生／

放送大学宮崎学習センター
︵雪5311893︶

︵←〜2月15日釜︶

◇出願受付期限は12月15日

500円︵教材費込み︶

◇授業料111単位当たり4

ては︑市が半額助成します︒

※ただし︑H向市民につい

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学
士︵教養︶の学位が取得で

また︑平成14年4月から

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

す︒

また︑各種国家試験の受
験資格が得られたり︑1次
試験が免除になったりしま

きます︒

集します1放送大学

圏域内の15市町村すべて
のチェック．ポイントをまわ

本格的な地方分権の時代
を迎えた今︑市町村のあり
方そのものが問われていま
す︒こうした新しい時代の
流れの中︑地域住民一人ひ

併シンポジウム

開催されます一・市町村合

県北地区地域市町村合併シンホシウム

◇問い合わせ11市農林水産
課︵麿内線2313︶

現原叶15

北ひむかハートフルスタンプラリー

◇問い合わせ11企画課地域
振興係︵含内線2219︶

00︑飯谷

B

鋤〜17

集落センター

飯谷1115

館／中村・黒質市・塩見ヶ

◇職務内容11図書館業務全

−日〜1年間︵再任可︶

◇採用期間11平成14年4月
◇勤務時間1一①早出118時
半〜︑②遅出1110時15分〜

◇報酬11月額14万6千円

週30時間以内

〜1月31日︵木︶

◇福利厚生11雇用・健康保
険︑厚生年金加入
◇募集人員11若干名

︵17番窓﹇︶

◇問い合わせ11市福祉事務

◇応募資格11①口向市居

63︶

〜2月8日目金︶

◇募集期間111月21口︵月︶

住︑②平成14年4月−日現
在20歳以L︑③普通自動車
免許取得者

所児童母子係︵含内線21

@穿へ

21

一

◇1月17日︵木︶／別府・

◇問い合わせ＝高齢者あんしん対策室

嘱託員としτ働きま
せんか図■館で

図書鱈業鶏●託員の募集

毎月1回説明会を行っています。今月は下記の日程

◇提出書類11自筆履歴書

一

と︑の4．要件を全て満たさ

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

＝市民健康管理センター
◇ところ

＝1月15日（火）、午前10時〜
き

つきましては向こう2年
間に止むを得ない事情で農

手に入れてください︒

場合が対象となります︒

の 良 さ を 再 確 認 しながら︑
素晴らしい思い出と景品を

◇用紙設置場所及びチェッ
みセンター︵三二1066

クボイソトー1美々津まちな

できません︒

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

1︶

冾ﾜで

◇申込書の配布11市福祉事
務所及び保育所︵園︶

◇実施期間11平成14年2月

◇受付期間

介護保険の制度や保険料の説明会

◇受付場所時市福祉事務所

1月4目︵金︶

振興係︵雪内線2219V

◇問い合わせ旨企画課地域

認可保育園の入所申込

家庭で保育できない
場合が対象です
市は︑来年4月半ら人閲
する保育園児の入所申込を
次のとおり受け付けます︒

公文書を見るのはいつになりま

172

＠・は・身元調査・断・運動・を推進・て・・す
■日向市ホームページは最新情報が満載http：〃www．city．hyuga．miyazakLjp／

詳しくは、宮崎労働局賃金室（費0985−38−8825）

@壱八

ります）。

q
新たに大学院生の受け入れ

擦

73

@
@
住所、氏名、請求する公文書の
名称または内容など、必要な事
項を記入し、市民情報室へ提出
していただきます（開示請求書
の用紙は市民情報室に備えそあ

41

◇入所基準11保護者が︑昼

のですか。

一

低賃金テレホンサービス（含0985−23−48】Dへ。
すか。

または延岡労働基準監督署（aO982−34−3331）、最

㊤
開示請求書を提出してから、
Q

融⑤

A

（雪内線2193）

長することもあります。

別最低賃金が次のとおり改ii三されました。

開示請求はどうずればよい
Q

◇と

なお、この期間内に決定する
ことができないときは、請求書
を受理した日から起算して60
日を限度として、決定期間を延

県内匹1芸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、特定の産裳で働く労働者に一服される産業

情報公開制度

です。どなたでも、ご参加いただけます。
か決定し、請求者へ通知します。

宮崎県最低賃金・産業別最低賃金の改正
Q

日向市

般

A 開示請求書を受理した日か
ら起算して14日以内に請求の
あった公文書を開示するかどう

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料藍川目手当、通勤手当及び家族「
「公文書開示請求書」に、

奄ﾍ含まれません。
l

一

13

馳

〇

塩月一輝くん

順・章子（浜町3）

長次郎・友美（塩田）

◇対象＝生後6か月までの乳児を育児中のお父さ

測定・身長測定、③赤ちゃんの健康相談、④ママ
F

もちやの与え方

12／31（月）

■1歳6か月児健診＝日時／1月17「1（木）、対象／

儀すくすくOB教室

ゆ収

F成

市は、生後6か月以降の乳幼児と保護者の仲間
づくりの場所として、市民健康管理センターを開

10年6月生まれ

放しています。
◇日時＝毎週火曜II午後2時〜3時30分

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∫健康
手帳を忘れずに、市民健康管理センターへ。

◇対象＝生後6か月以降の乳幼児と保護者
◇内容；自i三的な交流臨

魅すくすく教室

く瓦パパママ教室

◇日時＝1月29日（火）午後2品目午後3時30分

◇日時＝【月20日｛日）・2月3［1（日）．午前10時〜12時

※事前にテレホンサービス

1月の休日在宅医

（雪53−1214）で確認を1

V788）榔司医院（内852−5407）

沼田医院（皮含52−3785）

浦上医院（内・外・胃腸容52−2936）稲原眼科（眼δ52−2209）
L島病院（精神・内・放盈54−6801）

鮫島（整）医院（整外麿52−8191）吉森医院（内・胃腸・循環・呼
z容52−4046）ふじた心療内科（心療内科・精神・内君50−0855）

しめじ
えのき
生椎茸
小松菜
大根
へべ酢
しょうゆ

（3）寝つきの悪い子ども

食と少食

1／14（月）

（1）食事はきちんと
i2）食事のさせ方

1／20（日）

（3）食事の工夫、演出

ことばの能力を伸ばす

1／21（月）

（1）3歳で日常会話は不自由しなくなる
i2）よりよい言葉の環境をつくる
（3）言葉のおくれが気になる

1／27（日）

昭和54年4，12目からll♂f和62年10月1【1

までの間に生まれた14歳以L（平成13年10
月lH現在）の人は、」r成15年9月30日まで

じっとしていない幼児

1／28（月）

（1）幼児の成長と動き
i2）親の「注意の目」

2／3（日）

（3）動きの「けじめ」と「しつけ」

の問に限り、風しんの予防接種が受けられます
（20歳未満の人は問診の際に保護者のサインが

11月中の交通事故

魅2・3種混合の2期の予朧について

人身事故

死

50件

1人

（一2）

（十1）

亡

負傷者
58人
一

物損事故
87牛
一1

〜止まって確認1無事故に挑戦〜

きのこのみぞれ酢

島．・猛烈灘蟹灘働ざ淫重騰「謬

向洋クリニック（泌尿費52−5488）田中病院（内・放・精神・神

三ケ尻医院（整外・リハ含52−5557）康田医院（産婦盈53−

〈瓦風しんの予朧に係る朧置について

これは、未接種者がこの対象年齢に多くみられ
るため行われるもので、接種回数は1回です。無
料ですが実施医療機関への予約が必要です。

〈材料4人分〉

日向内科（内・小児・胃腸費52−0880）

ド㌧

i2）一人で寝る
1／13（日）

必要です）。

ヘルシークッキング

（1）自分で着たり脱いだり

〜

※受付時間は、3か月児・7か月児／午後1時〜

眠のしつけ

1／7（月）

〜

F成12年6月生まれ

1／6（日）

〜

平成12年12月生まれ

■3歳児健診＝「1時／1月10H（木｝、気橡／

◇会場一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（容内線2184＞ま
でご連絡ください。

◇会場＝市民健康管理センター
◇持参するもの；母子健康手帳
※ 約・参加料は、必要ありません。

■1歳児健康相談＝日時／1月8日（火）、対象／

（1）与えすぎに注意
i2）おもちゃの遊び方
（3）危険な玩具、よい玩具

おふろの入れ方、パパも妊娠疑似体．験など。

やパパ同．七の交流会など。

成13年6月生まれ

6日

日向市保育協議会

〜

F成13年10月生まれ

■7か月児健診＝日時／1月18日（金｝、対象／

3日

昭仁・亮子（北町3｝

時
◇対象一出産を迎えるパパとママ
◇内容＝出産、育児についての準備、赤ちゃんの

ん、お母さん
◇内容一①栄養上との離乳食作り・試食、．②体重

■3か月児健診＝「1時／1月II目〔金）、25日（金）、

2日

大介・敦美（比良町1）

中尾明末香ちゃん

〜

〈瓦乳幼児健診

o・リハ容63−2211）

奈須海璃くん

テレホンサービス
盈53−5857
へ

佐藤梨々花ちゃん

M﹂

、

f

一

利克・里砂（花ケ丘）

1日

﹂

ゆ

対象／

』

ヨ慧§

一〕

河埜桃香ちゃん

愚

4■卜

112個
1／2個

3枚

1009
1509

大さじ1
大さじ1

フテリア・破傷風）を2回以一ヒ接種しているll
歳出L13歳未満の人。

※乳幼児期に規定の接種を受けていることが必要
です（母子健康手帳で確認してください）。
◇接種方法＝実施医療機関で個別に接種すること
になります。前日までに予約をして、接種を受け
てください。

〈作り方〉

辮S内科（内含55−0157）
13日

14日

20日

27日

古賀内科胃腸科（内・胃腸容52−8118）大久保医院（外・胃腸實52−
T338）白石病院（内・呼吸麿63−1365）

向洋クリニック（泌尿盈52−5488）田中病院（内・放・精神・神
o・リハ歴63−2211）

日向内科（内・小児・胃腸燈52−0880）

，
Oケ尻医院（圏外・リハ含52−5557）康田医院（産婦倉53−
V788）松岡医院（内麿52−5407）

沼田医院（皮容52−3785）

浦上医院（内・外・胃腸容52−2936）稲原眼科（眼盈52−2209）
L島病院（精神・内・放麿54−6801）

①きのこ類は根本をとり、食
べやすく切りゆでる。
②小松菜もゆでて切る。

③大根はおろして水気を軽く
しぼり調味料と混ぜ、①と②

儀

1月の献血日程

も混ぜ合わせる。
エネルギー
10Kcal

塩分

O，89
（1人分）

10：30〜14：3
15：00〜16：

10：00〜1610
10：00〜16：

75

74

尋

土の歴史
客捧シト七⇒脅弁渉

凄

7

シリーズ27

米山と茂助翁

明治30︹1897︶年12月に㊥の

てあります︒

茂助さんは万延元︵1860︶年︑

すね︒

南凄︑

＋一

︽K︾

今年は午年︒年頭から駿
馬のように駆け出したいで

です︒

もちろん仕事もがんばりま
すよ︑と付け加えておきま
すが︒でも︑計画だけで終
わらないようにしたいもの

スにも強い﹂とありました︒

少しでも趣味の時間をつく
りたいですね︒ある本では
﹁心がしなやかだとストレ

と二口いますね︒私は今年︑

﹁1年の計は．兀疑にあり﹂

2002年︑みなさんは
どんな年にしたいですか︒

ρ訴

、

市制施行50周年記念日向市史編さん事業

っていました︒しかし︑明治31

︵1898︶年葉煙草専売法が施行

されタバコ商をやめています︒そ
の後︑家は陶器店となりその他セ
メント等も取り扱っていました︒

この絵には茂助さんがとがり棒

︵やまおうこ︶を担いでいるところ

が描かれています︒近くの田圃で
刈り取った稲を家に持ち帰るとこ
ろでしょう︒

茂助さんは正直で大変な働き者
でした︒ですから︑だれからも慕
われ尊敬されていました︒米山も
㊥の目高家とは縁戚関係にあり︑
普段からお世話になっているお礼
にと描いたものと思われます︒米
山は主として花鳥を描いています
ので人物画は極めて珍しいもので
す︒余程の交流があったものと思
日高家で亡くなっています︒87歳

富高新町の㊥の日高家に生まれま
した︒成人して分家し︑農業のか

われます︒

富高は︑江戸時代幕府の直轄地
︵天領︶であったことから日出代官

また︑米山は句もいくつか残し
ています︒写真は︑日高家が櫛の
山に別荘を建て︑米山がそのお祝
いに招かれ寄越した挨拶句です︒

たわら商売をしていました︒

です︒

画では中町正念寺本堂や細島観音
寺観辞堂のいずれも天井画が有名

︵祠官兼祠掌︶も兼務しています︒

社︑財光寺の五十猛神社の神官

﹂ ﹂

■印嗣／（有）第一印嗣

片岡米山︵幼名大学︶は文化9︵1

3h

日向市本町10番5号

春の陽光が感じられます︒
うらら
ひとかまコベ
﹁
麗かや木の香も高き
．構﹂

市史緬さん室︵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︒

雪0982−52−2111

富田陣屋がおかれていましたが︑
明治維新後もしばらくここにこの
地方の役所がありました︒茂助さ
んは若い時分ここにっとめていた
こともあります︒

茂助さんの家は子供の金七の代
になるとたばこの製造販売も行う
ようになります︒金七が葉タバコ
を当時．番の生産地だった高千穂
で買い付け︑同地で栽培指導も行

︐ ． L

〒883−8555

812︶年︑日知屋原町に生まれ
ました︒幼いころから画を好み︑
ﾎのときに画家を志し︑延岡藩
お抱え絵師の佐藤周月山の弟子と
なり8年修業し︑さらに全国各地
を回って絵の勉強をしました︒明
治9︵1876︶年衡歳になって
帰郷し︑廻船業を営む㊥の﹇高家

雪

ろ

畠

」

■編集／日向市役所総務課

目高家︵元陶器店﹀の床の間に掛け

愛嚢

回鑓圖
田窺国

平成14年1月号

でした︒写真は米山が南町の日高
茂助さんの働く姿を描いたもので

就

ゑ

レ

f

広報。唱うが

を後見人に︑同H︵1878︺年7

詠んだ句

米山の描いた画

12

月から割高新町の稲荷社︵現幸福
神社﹀の神官となりました︑後に
は︑富高八幡神社︑塩見の栗尾神

i．弓

76

