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■特集

第8回日向ひょっとこマランン
ーN日向岬の﹁コース攻略法﹂
を教えます

■市政の動き

年金事務の一部が変わります︑税の申告はお早めに︑

視c会報告︑平成14年消防出初め式など

■まちの諾題

第21回日向市駅伝競走大会︑平成14年日向市成人式︑

新春初泳ぎ大会ほか
■インフォメーション
市の工事等の入札に参加を希望する人へ︑市奨学生
を募集︑農業委員会委員選挙人名簿の縦覧︑権現原
浄水場委託職員の募集︑介護認定調査員の補充募集

など
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表紙

二十歳のVサイン

全国紙が九州・LLI口の薪成人20人

にアンケートをとったなかで、選挙の
際「何を望んで投票するか」という問
いに、8人が「景気回復」と答えてい
ます。不況と就職難は、若者にとって
も深刻な問題
二十歳の門出。成人式が1月14日、
日向市文化交流センターで開かれまし

た（Ilページに関連記事）。式典会
場には、中学時代の恩師も駆け付けて
新成人を激励。交流広場では、記念品
のレンズ付きフィルムで、新成人たち
同士で撮影しあう光景が見られまし
た。カメラを向けると、不景気も吹き
とばしてくれそうな笑顔で、二十歳の
ブゴ

Vサインをしてくれました。
．二．・この広報紙は再生紙を使用しτいます。

将集

第8回

一⁝から⁝

す︒

るのが完走のポイントで

まで︵倉内線2455︶︒

詳しくは市社会体育課

ます︵必着︶︒

付を2月12日目で延長し

参加締切は2月1日で
すが︑市民に隈り参加受

お翔らせ

■N日向岬

日向ひょ っとこマラソン
﹁コース攻略法﹂を教えます
いよいよ3月10日︵日︶に︐かれる︑第8回日向ひょっと

一スター か ら 2 ・ ・

こマランンー閥日嗣岬が近づきました︒今年の大会は︑お
倉ヶ浜総合公■屋内運動燭﹃サンドーム日嗣﹄をスタート
と ゴ ー ル 塘 貞 に ︑市制旛行50閥年記念大会で あ る こ と か ら
汲鴻Rースの新設︑自動配縁計測の導入や生鮮野菜など
市内の凹凹品を販売する物趣屡の白詩︐催など魅力がいっ
ぱい︒今月号は︑日肉ひょっとこマラソンの魅力とメイン
種目となるハーフマラソンコースの取略法をコースビュー
ポイント︵景色がよいポイント︶を交えて鰐諫します︒参
加する人はもちろん︑蟹戦する人も一書に︒ぜひ︑早醤の
風物詩となった日陶ひょっとこマラソンを楽しんでくださ
い︒

種目は2km︑5

km︑10km︑ハ

スタートはのんびりと︑
最初の2kmはウォーミン

の最大のポイント︑御鉾ヶ
浦から伊勢ヶ浜にかけての

日向岬周遊コースに備え
て︑自重して走ることが良
いタイムを出すためのコツ
です︒

一⁝から⁝
日本二目の細島工業港を
駆け抜ける区間です︒平た
んなようで︑実は細かいア
ップダウンが意外に多くあ
ります︒また︑工業地帯を
走るため︑沿道から応援し
てくれる人たちも少ないよ
うですが︑実は︑折返し地

点から日浦入ロにかけて
すれ違うことになります︒

は︑ほとんどのランナーと
同じランナー同⊥エエール

を送るなど︑ランナーにし
か味わうことができない魅
力を感じることができると

聖．

塩児大橋呂⑫

ーフマラソンに分

かれています︵性・年代
グアップです︒走り始めて︑

ださい︶︒

料道路入ロから白
口入ロにかけて︑
コース最大の直線
が続きます︒また︑沿道か
らの応援も多いためちょっ
と調子に乗りすぎてスピー
ドアップしてしまうようで

す︒でも︑レースはまだま
だこれから︒後半のコース

有

別・大会要項を参照してく
区間ごとのハーフマラソ
ンコースの攻略法は各種目

にも参考になると思いま
す︒コースは図︵※1︶の
とおりです︒

それではさっそくサンド
ーム日向をスタートしまし

に

1km程︑直線の平たんな
道が続きます︒例年多くの
人がまわりの人につられて
﹁とばし過ぎでは？﹂とい
う速さになりがちですが︑
まだレースは始まったばか
り︒有料道路の入ロから始
まる︑春の太平洋の景色を
楽しむくらいの気持ちで走
り
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運動広場

ζこ＼！
いします︒

す︒実行委員会としまして
は︑みなさまに少しでも不
都合がないよう努めますの
で︑ご理解とこ協力をお願

こ迷惑をおかけいたしま

大会当日は︑交通規制等
で市民のみなさまに多くの

︵コース沿道のみなさまへ︶

ちしています︒

ちにできるだけとってくだ
さい︒日給水場で係員の笑
顔と声援がみなざんをお待

レース中盤までの一三気なう
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C︑
になっています︒あともう
一息ですが︑長い下り坂のD
後だけに逆にきっさを感じ味
るかも︒特に︑有料道路か図
らゴールまでの長い直線道磁
路では︑ゴールがなかなかコ

﹃㊤
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一給水について

ムフ

ハーフマラソンコースカイト
伊勢ヶ浜濤水浴門

曲
ハーフマラソン折返し点

回の大会では︑コ
ース上に5か所の
給水場を設ける予
定です︒そこで給水の仕方
ですが︑長時間のレース中
には全身に血がまわってし
まうため︑胃などへの血流
が少なくなり︑消化しにく
い状態になるようです︒胃
が動かなくなったあとに︑
給水などを行うと︑もどし
てしまうことにもなりかね
ません︒そこで︑給水は︑

「日本の＊脅場88騒．

㌧

クルスの海（十文字）、展望台から
クリ．ンバーク

！5キロ折返し点

近づかないような気がし
て︑気が滅入ってしまうか
もしれません︒遠くの目標
より︑近くの目標︑あの街
路樹までと自分で目標を立
てて走ってみてください︒

ことができる か も ！

そして︑いよいよゴール︒
総ムロ公園入ロでは︑カメラ

特に︑クルスの海︵十文
字︶からサンボウにかけて
の雄大な太平洋を見下ろす
ような急な下り坂では︑無
理をして膝を痛めないよう
ゆっくりゆっくりコースの
感触を噛み締めるように走
りましょう︒この地点は︑
コース最大の景色がよいポ
イントです︒車で通るだけ
では︑気づかなかった︑と
っておきの景色を見つける

一お・・からB・・

マンが構えてますので︑み
なさんそれぞれのポーズを
取ってゴールを駆け抜けて
ください︒ゴール後は︑鍋︑

癒してくれるはすです︒

ン

ゼンザイ︑おにぎり︑飲み
物がみなさんの疲れた体を

自浜

《
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よう︒

﹂

いう隠れたポイントです︒

す・・から羽・・
ースも中盤にさし

コ勒罫灘駐

いよいよゴール

汲拷ﾟぎ︑そして

です一・

す︒無理をせず︑ちょっと
立ち止まってみるのも勇気

時間は十分に取ってま

は疲労野壷になってます︒

ドぴ

つかったアップダ
ウンも終わり︑な
だらかな下りのコ
ースが始まります︒でも焦
りは禁物です︒下りは︑楽
なように思えて意外と足腰
に負担のかかるものです︒
コき
特に︑長い距離を走って膝

き

太平洋を見下ろす急な下り坂

に入ってきます︒選手をひ
ょっとこの旗を振った多く
の観客が迎えてくれるはす
です︒また︑細島は︑歴史
と情緒あふれる港町︒いよ
いよ始まるコースの最大の
ポイント﹁日向岬﹂周遊地
点に備えて沿道の声援と風
景などを楽しむのも完走の
ためのコツです︒

いよいよコース最大の難
所︑日向岬越えが始まりま
す︒この岬の克服が記録と

ここからゴールにかけて
は︑比較的平たんなコース
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完走のかぎを握ります︒
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「コース攻略法」を教えます
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第8回日向ひょっとこマランンIN日向岬
特集

一L

年金事務の■部が変わります
現在︑市町村で行っている国民年金の事務の一部を平成鱗年4月から
は︑国︵社会保険庁・社会保険事務所︶で行うことになりました︒そこ

前記の金融機関または社会保険事

済み︑大変便利です︒端座振替は︑

川になると金融機関へ行かなくて

で ︑ 変 更 さ れる主な内容についてお知らせ し ま す ︒

保険料の納付について

現在︑保険料の納付書︵現年度
分︶は︑市民課の年金係から送付
す︒

から意志確認のお知らせが来ま

現在︑すでに口座振替を利用さ
れている人︵納付組合に加入して
いる人を除く︶については︑2月
頃に4月分以降も引き続きロ座振
替をされるかどうか︑社会保険庁

務所で手続きができます︒

されていますが︑平成14年4月分

全国どこからでも︑ 金 融 機 関 で 納
められます

以降は東京の社会保険庁から送付
されます︒

きが事業主経由になります

第3号被保険者に関する手続

また︑国民年金保険料は︑市町
で︑次の金融機関で納めていただ

︵容内線2137︶まで︒

お問い合わせば︑市民課年金係

なります︒

を通じて健康保険の被保険者︵異
動︶届と複写式となった3号届を
社会保険事務所へ提出することに

からは︑配偶者の勤務先︵事業主︶

ただいていますが︑平成14年4月

第3号被保険者︵サラリーマン
の奥さん等︶に関する手続きは︑
本人が市民課年金係に届け出てい

村では納付できなくなりますの
くことになります︒

◇取扱い金融機関目銀行︑郵便局
︵簡易郵便局を含む︶︑信川金庫︑

信川組合︑労働金庫︑農協︑漁協

便利な口座振替をお勧めします

本人が指定する預貯金目座か
ら︑毎11自動的に国民年金保険料

が引き落とされる口座振替をご利
仏

預金の保護の範囲が変わることを
ソ街囲＝∴

ご存じですか
万一金融機関が破たんした場合でも︑預金者1人当たり︑定期預金等の元
本1︐000万円までとその利息は︑集軍4月以降も保護されます︒また︑
当座預金・普通預金等は︑平成15年3月まで全額保護されています︒

ジ﹂

明⇒

金融広報中央委員会
のホームページをご
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囲の申楽はお囲め
占

市県民税の申告は2月18日53月15日
ただし︑勤務先などから
年末調整済みの給与支払報
告井が市に提出された人や

あった人です︒

平 成 1 4 年 度 の 市県民税の申告時期が近づき ま し た ︒ 市 県
民 税 の 申 告 は ︑ 2 月18日から受付を始めます ︒ 申 告 を し な
い と ︑ 児 童 手 当 ︑保険給付︑保育所入所︑公営 住 宅 の 入 居 ︑
介護保険︑奨学金貸付などに必要な証明書の発行ができま
せ ん ︒ 必 ず 期 限 内に申告しましょう︒

．平成B申分の確定申告腫Uを

前年中︵1月〜12月︶に事

會

費控除や雑損控除を受けよ
うとする人

移動申告相談を
ご利用ください
市は︑移動申告相談を別
表のとおり行います︒該当
する日時に相談を受け︑申
告井を提出してください︒
申告時に必．要なものは︑次
のとおりです︒

『sa．9〔｝．

③配偶者に所得がある場合︑

その所得金額が分かるもの
④印鑑︵朱肉を要するもの︶

せんのでご注意ください︒

なお︑申告期間中は︑市
役所での申告相談はできま

税務署からのお知らせ
所得税の確定中告は︑2
月18日から3月15口までで
す︒．平成14年から目知屋公

民館での税務署による申告
相談は無くなります．．大変

嚢目は︑郵送でも受け付けま

恐れ人りますが延岡税務署
で申告してください︵申告

町10−5容内線2115・2116）へ。

必．要です．．

金融機関の財産の状況に応じて支払われますので、一部カットされることが

大貫町1丁目2915番地固0982−32−3301）。

税務署へ提出する人は︑中
尾の必要はありませんが︑
次に該当する人は︑申告が

あIlます．

◎詳しくは、市税務課（〒883−8555日向市本

申告しなければ
ならない人

（※）元本1，000万円までとその利息を超える部分については、破たん

延岡市
ださい（延岡税務署、〒882−8666

◆給与所得以外に所得があ

18日から3月15日までに税務署に提出して1く

業所得︵営業 ・ 農 業 ・ そ の
他の事業︶︐給与所得︵賃
金など︶︑雑所得︵公的年

●1，000万円とその利息は、あくまで最低保証です、

06−6000
す︶︒

◎税務署から確定申告書の届いている人は、2月

金など︶︑資産所得︵利r・

受け取れるのは1，000万円だけではありません。

〈ホームページ〉
です．

03−35
電占舌

分までです。

ケE昊i3−1−1

◎時間は、いずれも午前9時30分から午後3時30

また、1，000万円を超える預金についても、預金者が

いでください（土・日曜日を除く）。

ヒット等

平成15年
．・F成

①所得の決定︑経費の算定
に必要な資料︵帳簿・源泉
徴収票・経費の領収書・固
定資産税の納税通知書等︶
②生命保険料︑損害保険料
の証明書や医療費の領収書

3／15i421当する日時にお越しください）

1，000万円以下の預金は全額保護されています。

日から3月15日までの間に中央公民館へお

1明械金『ビ・ノブ

■■レ■■■■■レ
譲渡性半金

融庁、預金保険機構、
3月
4月
3「」

〒100−8967
東京都千代田区霞
外貨預金

総務企画局信用課信
用機構室

割（毎年一変翻しますので・ぜひ該

（注）預金等全額保護の特例措置については、平成14年3月31日までに救
済金融機関から預金保険機構への資金援助の申込みが行われることが必要

◎指定日に申告できない人は、2月22日から2
月28日までの間に日知屋公民館または3月1

その他の顔金等；

■■レ■■レ
ワイド等1

参照ください，
別段碩翁

秘＋

｛定期頂金．定

鋤北下1・・に帖・・な・…た台

平成14年−目1日現在︑

（子旨疋1「に申

金融庁
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預金等の保護の範囲はこうなります。

もっと詳しく知り
たい方は、金融機関
の窓口等にお問い合
わせいただくか、金

万が．金融機関が破たんした場合の
3／8

．■

◆給与所得の人でも︑医療

水1賜・永1肘観「・｝｛

配当・不動産など︶などが
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住民登録の有無にかかわら
ず 市 内 に 住 ん で いる人で︑

平成14年度市県民税
申告相談所開設日程表

4
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I
I
l
@

Y・塩田・塩川団地・占川

i
曽根町・平野田r−iく野・永江町・永
]

@
2／27．

1
月

…

清Ill・ゐ、坂・伊勢・幡
●・吐F野川

ﾚ知屋公民館
一

−

{のレ高々谷・八幡・庄r向・地

i指定日に中告
Q／26：火

r1ソJ直きし112
リソ置5ill童
月
3／4

月

D・別府・余響・川の原

i
@
浜町・伊勢ケ浜・中堀1町・堀一ノ∫・

金
2／22

鵜丘・美砂
@

，」洋台
籾木・曙・轄・秋留・1
イく

2／21

往還・往｝劉町・沖肝∫・≠鋤奇

！南日向公民館

．笹野東・笹野中・笹野西・金ケ浜・
．
2／20

宮（ノ）ド・rチ亜目・落鹿・卑む則り

火
；2／19

i
X津公民飾
遠見・彰脇・飯谷・石並・新町・・≧
2／↑8

受付会場

名
区
地
曜

i川

江良町・公園通り・櫛の山団地・長
]団地
1
2／25

金
3／1

／

︹12一旦議×ム石報ハ告

の集巾豪雨による災害復旧
予算を計上

理に関し必．罪な事項を定めたもの

秋留地区の良好な生活環境と公共

平成13年第6回日向市議会︵定例会︶が︑12月5日から21日までの17日

し︑．半官B年度に施設L事が完〜

間の日程で開かれ︑専決処分1コ口条例2件︑事件決議2件︑補正予算
盾ﾌ計15件を提出しました︒審議の結果︑9月議会からの継続審査と
なっていました平成12年度決算認定も含め︑すべて原案どおり承認・可
決・認定されました︒今月号では︑その主なものについてこ紹介します︒

日向市農業集落排水処理施

です．︑この農業集落排水処理施設

したことに伴い︑その設置及び管

この条例は︑平成9年度から秋

は︑．平成14年度から供用を開始し︑

設条例

留地区農業集落排水事業に着ヂ

川水域の水質の苛令．を図ります︒

工事請負契約の変更

これは︑目詰サンパーク温泉利

川施設︵愛称はお早出の湯︶の・E

部広域連合﹂

が発足しました︒

一組織・機構の改革

政策課題に対応した組織機構の

見直し

市街地開発課︑高齢者あんしん
対策室︑介護福祉係を設農し︑そ

一定員及び給与の適正化

出張旅費見直しと振替休日制度
を実施

一職員及び職場の活性化

職員提案制度を実施

︵L

7

れぞれの課題に対応できるように

（水）の2日間です）

一行政サービスの向上

は3月5日（火）〜6日

組織機構を見直しました︒

は除きます。支所での縦覧

10

（単位；千円）
「＝

＝

51

市税

利子割交付金
地方交付税

国庫支出金

入
1

．

薙≡

三

60，000

．

117，969

35．000

…

5，284，890

236．8521

14000

分担金及び負担金

3

三

@

LOOO

耳≡

補正予算に見る
主な事業等

152．969
5，521，742

I

一

一、

1

これは、昨年10月の集

1，721，070

3

18360

339，966

T53，690

683、6η

i2，683，926

一

39、551

一＋一一

．

一

一

R18，198

中豪雨により、農地（一

一

789，945

789，944

1

2，667，805

18363

343β旦U…

1

21，660，000

道躇淵川災■霞旧事藁

3，748，170

1，433，590

P

◇艘増血■●1日頓簾慶び

15，000

，ll：ll早1一一…一 655，142

633、913
3，215，509

．

県支出金
寄 附 金
一 入 金
繰 越 金
諸 収 入
市
債

し．

6，164，281

†．

交通安全対策特別交付金

歳

・

6，104、281

歳入合計

OA化を促進

（ただし、土曜日、日曜El

ムの画人を行いました︒

◇縦覧場所＝市税務課及び
各支所

全庁的行財政運営システム
AN︶の構築

◇罐覧期間＝3月1日（金）
〜3月20日（水）

情報公開条例を制定

人です。

図書館管理︑消防地図情報︑戸
籍︑人事・給与などの各種システ

市は、市内の固定資産を
所有者ことにまとめ、平成
14年1月1日現在の評価
顎を「平成14年度固定資
産課税台帳」に登録してい
ます。登録事項を納税者に
確認していただくため、固
定資産課税台帳の縦覧を下
記のとおり行います。縦覧
できる人は、納税者又は同
一世帯の家族、納税管理人
及び納税者の委任を受けた

体し肇と給排水衛生空調設備r事
において︑設計内容に白虹が生じ

一
●

の縦覧

たため︑地方自治法に基づき垂鳳

養護老人ホーム﹁ひまわり寮﹂
を民間委託

一

請負変．史契約を締結したものでの
す．温泉利川施設は︑温泉を利川預

一事務事業の合理化

嘱託職員制度を導入

固定資産課税台帳

10

提案理由を説明する山本市長
した市民の健康．福祉．交流のた．黒

事務事業評価システムの構築

清掃センター運転部門を民間委託

168）

＝麟灘離開鴛
めの施設として︑．平成14年7月の計

職員給与等の車座振込

電算SE業務を民間委託

演

◇主催＝日向市、日向市高
齢者保健福祉推進事業実践
協議会
◇問い合わせ＝市福祉事務
所高齢者福祉係（容内線2

．鱒∴楓
嘩ビll

開館を目指して工事が進んでいま志

広域行政充実のための調査研究

学校給食共同調理場調理員を
部パート化

◇内容＝事例発表、基調講

Q

す．

平成忘年4月遅﹁﹇向東臼杵南

◇場所＝〔P央公民館

市では昨年の広報12月号でお知らせしたとおり︑第3次行政改革大綱
と実施計画を策定しましたが︑今月号では前大綱︵第2次︶による平成

12時

8年度から12年度までの主な行政改革実績について報告します︒

日（水）、午前9時30分〜

第2次行政改革大綱では︑その目的を﹁本市の行政課題に的確に対応
した行政を︑効率的・効果的かつダイナミックに展開するため︑行政運
営のあり方に抜本的な検討を加え︑長期的視野を交えて計画的・段階的
な改革を推進する﹂こととして取り組みました︒市は今後も︑住民サー
ビス・福祉の向上のために︑行政改革を推進します︒主な実績は︑次の

◇日時＝平成14年2月27

とおりです︒

します。

第2次行政改革の実績報告

高齢者の生きがいある住
み良いまちづくりを推進す
るために高齢者保健福祉の
まちづくり推進大会を開催

行政改革で住

のまちづくり推進大会

民サービス・

福祉の向上を

高齢者保健福祉

﹂

行政改革実績報告

593241

2986，003

1

部個人負担）、農業用施設、

道路、河川に大きな災害
が出ており、その復1日を
行うためです。

24，343，926

◇ケーブルテレビ会社へ
の出責

務
歳

民 生
衛 生
農林水産業費

商工

土
消

木
防

2，13L314

309，490

5．275．t29

261．362

L368，060

161，823

1．312、880

100、2丁2

1、856，321

110，807

，536，135

966、439

819、324

−16，953

出＝＝一〇86
16，122
災害復旧費
公債費
歳出合計

2，070，048

343，651

ケーブルテレビ会社が
平成14年田中に市内の一

部で供用を開始する予定
ですが、市民のみなさん

371劉の育益な情報ネットワー

205，「59

2，231245．．
242f−og一一＿
2，413，699

クになることから、同会

社に対し出資を行うもの
です。

21．660，000

：2，683，926

24，343．926

6

﹀

曙

．

平成14年消防出初め式

は絶対にしません﹂と誓いの︐．口葉

を述べ︑盛んな出奔を受けていま
した︑

幼年消防クラブは幼児の防火思
想を育み︑火災折防と幼児教育に
奇与するため︑．平戎．兀年4月目日

向保育園幼年消防クラブが結成さ
れたことが︑市内では最初です︐
このほか現在では往還保育園︑富
高保ムー−園︑伊勢ヶ浜保育園にもそ

この曽根少年消防クラブは市内
で唯．の少年消防クラブで︑昭和
Nに結成され︑五二屋東小学校
の5・6年生を中心に活動をして
います︒披露した潭水操法は︑消
防団第6部OBなどの指導による

いました︒

向市女性消防部が︑発水操法を披
露︒曽根少年消防クラブが大人顔
負けの操法を行うと︑周りにいた
消防団員から感心の声があがって

防災で安心して 住めるまちづくりを
新春恒例の消防出初め式が1月

人の消防関係者が日ごろの訓練の

5日︑お倉ケ浜総合公園で開かれ︑
多くの市民が見守る−甲︑約500
成果を披覧しました．．

式は︑野別初雄団長を先頭に消
防団︑婦人防火クラブ︑幼年・少
年消防クラブなどの．男ましい行進
で幕開け．．規律訓練・分列行進で

は︑指揮者の力強い掛け声ととも
に団員たちの瞬時に反応するきび
れぞれ組織され︑防火教室︑消防
署見学などを行い︑火遊びの防止
などに効果をあげています︑．

また︑曽根少年消防クラブと日

︑

き

ものです︒

日向市消防団女陸消防部は︑．平

成9年4月に誕生しました．大村
こずえ部長をはじめ︑職裳もさま
ざまな25人で構成され︑kに独居

老人宅の防火訪問や火災f防の広
報活動を行っています︒消防操法
大会や出初め式への参加も女性消
防部の重要な任務︒今回は模範操
法として軽可般ポンプ操法を披露

しました︒

引き続き表彰式が行われ︑永年
勤続表彰など長年消防活動に尽力

されている方々が表彰されまし
た︒

式典終r後は︑赤岩川右岸で．
斉放水を行い︑﹁防災で安心して
住めるまちづくりを﹂と団員全員
で決意を新たにしました．．

欠究州自動憲︵門川
可〜昼間甫地幅杭打ち

蚤

師環甜㌍舗㎜
つや

本市の経済︑産業︑景気浮

贋弟7回日向市紳化壇

を深く肝に命じた次第です︒

hリ

くンクールの表彰式が12
←りれました︒コンクール

バソ月26日︑市長室で開か

の荒による花のまちづ

まは︑市の進める市民総

瀞捌くり運動を広く市民に

赤峰フサヨ︵公園通

松木美代．丈広51︸︑河野ト

▽優秀賞11中川貴博︵亀

b ︽一般家庭部門︾▽最
優秀賞目梶原昭f︵高見
崎西︶︑

橋通り︸︑

門︾

館︑

▽優秀賞11亀崎東区公民館

・イ︺︽学校部門︾ ▽最優秀賞11大
E谷小学校︑▽優秀賞11塩見小学
校︑
日向養護学校︽自治公民館部
▽最優秀賞11笹野西区公民

︑成合均︵亀崎東一︑松葉丹︹．平

ミェ︹往還︶︑
り︶

⑳

コ

みなさんのおかげであること
を痛感し︑流域の連携と共生

ム目向﹂の建設ができたのも︑

が発生した場合︑消防団が頼
りであり︑安心・安全のより
どころとなります︒住民と消
防の絆の強さと旺盛なる郷L
愛を強く感じました︒
私は6万市民の命の水を耳
川にいただき︑また流域で育
った杉材を使って﹁サンドー

日一緩急の事態︵火災や災害︶

まさしく山村にあっては．

は︑心を打つものがあります︒

としてそれを見守る光景に

す︒自分たちの管轄部が点検
を受ける時︑集落をあげ整然

意識の高さに感動を覚えま

新春を飾る消防出初め式に
椎葉村︑諸塚村︑西郷村へと
出向きました︒地域社会の過
疎と高齢化が進む中︑消防団
員も高齢化が目立ちます︒し
かし︑自分たちの地域は自分
たちで守るという︑自k防災

流域との連携

野

難羅磁

但吻屋︶の両建設予定地で開
祓子かれました︒

一

きびとした行動が見られました．︑

保育園児の鼓笛演奏のあと︑幼
年消防クラブが﹁あぶない火遊び

．

げ∴

どんなときも棄権だけはしない
平成14年東臼杵地区新有権者意見発表会

代表の鶴川貴fさん︵西郷村⁝村
臨時職員︶の2人が県大会へと出

一一 一 一

一

市長専科
上由

平成14年東臼杵地区新有権者意

見発表会が1月U日︑H向市文化
交 流 セ ン タ ーで開かれました︒
東臼杵市町村の新有権者で︑学
生や公務員︑会社員など職業もさ
まざまなH人が︑最近の選挙や地
方自治︑国政への参加などについ
て︑白分白身で経験したり考えた
ことなどをそれぞれ意見発表しま
現を︑

郷がよくならずに︑ 国はよくなら

あいさつ︒

引き続き国ぺ要請する﹂と
江藤衆議院議員も﹁故

場することになりました．
昼
下
不況による財政難で︑
椿原さんは﹁選挙に対する私の
旦
尽整備見直し論も出るなか
←ホでの幅杭打ち式︒旧知屋
思い﹂と題して﹁これまで選挙に
無関心だったが︑ミニ選挙管理委
賠廻の会場には︑山本市長を
員会2001の活動を通して︑ど
速
はじめ松形祐尭県知事︑
一
んなときも棄権だけはするまい︑
古賢江藤隆美衆議院議員など
約100人が出席︒松形
周りの若者に投票するよう呼びか
知事は コ局速道の必要性と早期実
けようと決意が生まれた﹂と発表
．し︑会場から大きな拍rを受けて
いました．．

ない︒ 高速道は本県の重要課題﹂

道は︑

と述べました︒ 山本市長は﹁高速

揚に不可欠である﹂ と強く訴え︑

噂

万歳三唱の音頭をとりました︒

急

一
一一
一一
冒一，
一
一
一一
一一
一一一
邸・風

皇

8
9

「用六U田」つ川

「

「

56

晒≡糠llll枷

あぶない火遊びは絶対にしません

Ill本孫存

表彰を受ける梶原さん

一

一．回三郎．闘

こ崎橋

Fソ雲h

した︒

審査の結果︑本市代表の椿原真
遼さん︵永江町 学生︶と西郷村

︑謬

周りの若闇ご投票を呼びかける

7・に庭至ゐP

穴｝書迷L＝り正調（：美ナ杉（二
力強く幅杭を打つ山本市長

f閂杯

一

一一
一一
曽一
，一
一一
一
一一
一一
一一冒
一一
一一冒一
冒一

一

｝
一

冒

舎i

覆水操法を援露
大人顔頁1

騨一

■■■膠膠「一＝温＝』
東臼杵各地区代表者が意見発表

一 一
一
一｝
一
一 一富一一一
一
一一一一冒
一 一一
一一
一一
一一一
一冒
一冒冒
一冒
一冒
一冒
一一冒
一一
一
冒一
冒一
騨一
冒
冒一一一
層一
冒層
冒一
冒一
冒一
冒一
，一一
一
一一
一

−﹂

，

﹂ ︵・

〒絶

の欝
戸r三脚．

部門26チームが参加

b︶︑◇3位11延岡工業高校

︵49分15秒︶︑◇4位11延岡学園

︽中学男子の部︾

高校︵49分47秒V

学校A︹51分48秒V︑◇4位叫
でした︒︵写真・11月22日︑高森山︶

この口は︑黒木さんら生産者で
つくる日向市果樹振興協議会のメ
ンバーが︑児童たちにみかん収穫
の他にも︑みかんの作り方や苦労
話︑おいしいみかんの選び方等を
教えていました︒児童たちは︑自
分でちぎったみかんを食べたり︑
お互いくらべっこをしては大喜び

みかん狩りを体験しました︒

園で︑塩見小学校の3年生27人が

このほど市内のみかん生産者︑
黒木和之さん所有の高森山みかん

Gξたみかきくらべつこ

間07分39秒︶

9位11口向ジョギングC︵1時

会は12月16日︑市役所前を
◇1位11延岡商業高校︵45分29

第21回日向市駅伝競走大

スタート・ゴールとして開
かれました︒各部門ごとの
秒︶︑◇2位1一日向高校︵47分

︽高校男子の部︾

成績は次のとおりです︒
︽一般男子の部︾
◇1位1一延学陸上OBクラブ
︵47分26秒︶︑◇2位11小林高 校

◇1位11日向中学校A︵47分34

OB・A︵47分45秒︶︑◇3
位11大王ランナーズ︵48分00

防本部︵︸03分B秒︶︑◇6位11

位田土々呂中学校︵52分01秒︶︑

富島中学校︵51分53秒︶︑◇5

︵49分31秒︶︑◇3位11財光寺中

秒︶︑◇2位11門川中学校A

日向ジョギングA︵﹁03分50秒︶︑

︵51分29秒︶︑◇5位11日向市 消

秒︶︑◇4位11やつちょんな

◇7位11小林高校OB・B︵56
◇6位11日向中学校B︵52分58

V¶

〆

∵r

唖

3匙．

﹂ 覧

．

溝口祐子代表︶の通所生が12

パンの製造︑小売などを通して
社会参加と自立︑仲間づくりをし
ている福祉作業所︑﹁風車﹂︵北
町
月21日︑市長にパンジーの花のプ
ランターをプレゼントしました︒

これは︑山本市長が花が大好き
と聞いて︑クリスマスプレゼント
として贈ることにしたものです︒
入所生から山本市長に直接手渡さ
れ︑市長は﹁みなさんが一生懸命
育ててくれた花︑大事にします﹂
と感謝の気持ちを述べました︒

おいしそうに食べていました︒

ふるまわれたぜんざいを︑みんな

しばらく泳いだ後︑浜に上がり︑

康と幸せを願いました︒

全員で万歳三唱︒今年一年間の健

いを入れ︑冷たい海水につかって︑

太陽が顔をのぞかせると︑いっせ
いに海へと駆け出しました︒気合

た後︑午前7時過ぎに水．平線から

男女19人︒準備体操で体をほぐし

参加者は子どもから大入までの

H︑金ヶ浜で開かれました︒

恒例の新春初泳ぎ大会が1月l

■年間の健康と畢せを

坑三

．﹂
．二・

．︑

㍗．

．導

∴暴

を沸かせていました︒

出場し︑元気なプレーでスタンド

フェニックス︵矢野梅男監督︶が

ニューロ向︵奈須田監督︶︑日向

らは︑日向クラブ︵井L繁監督︶︑

ニアクラブ38団体が出場︒本市か

ボール愛好者でつくる︑県内のシ

この大会には60歳以hのソフト

れました︒

総合公園ほか市内の2会場で開か

ル日向人会が1月20日︑お倉ヶ浜

第騰回宮崎県シニアソフトボー

0多ド澆か属した

．︐

㊨ンジーの花をプレゼント

分19秒︶︑◇8位11日向ジョギ

秒︶︑◇7位閏財光寺中学校B

ジュニア陸上︵32分30秒︶

︑

．平成14年日向市成人式が1月14

日︑日向市文化交流センターで開
かれました︒今年︑市内で成人を
迎えたのは︑男348人︑女32
8人の計676人です︒

市教育委員会では︑昨年から青
年団などで実行委員会を組織し︑
さまざまな催しを・計画︒今年は実
行委．員に新成人者7人が加わり︑

自らが式典の司会︑開式の辞︑ア
トラクション司会などを務める︑
fづくり成人式となりました︒

書

⑳警で

︵36分49秒︶︑OP参加叫財光寺

秒︶︑◇7位11門川中学校B

◇6位11門川中学校A︵36分14

位11富島中学校︵35分44秒︶︑

ファミリー︵34分06秒︶︑◇5

学校︵33分36秒V︑◇4位11織

︵33分07秒︶︑◇3位11財光寺中

秒︶︑◇2位1一延岡南中学校

◇1位11日向中学校A︵32分28

︽女子の部︾

川中学校C︵59分18秒︶

校B︵56分18秒︶︑◇9位11門

︵54分14秒︶︑◇8位11門川中学

ングR︵1時間m分41秒︶︑◇

．．姪

．蜜■足

式は︑矢野光さん︵江良町︶と
鈴木淳子さん︵奥野︶の司会とと
もに日向十五夜太鼓の勇ましい演
奏のアトラクションで幕開け︒続
いての式典では開式の辞を高田真
澄さん︵幡浦︶が述べ︑全員で国
歌を斉唱しました︒新成人を代表

レ

0

潔耀雛

山本市長が﹁いつの時代も社会

さは可能性を秘めた若いみなさんに
金大きな期待を寄せています︒今日
の感激を忘れずに︑積極的に社会

述参画を﹂と式辞︒これに対し金丸
卓さん︵往還︾と藤本里美さん︵

鱈亀崎東︶が﹁精一杯努力し︑新た
な未来を切り開いていきます﹂と

．へ

臼
・三

ん

ノ臨

38

誓︐誓いの言葉を述べました︒

4

ド

ユねしダ

K

70
77

「

スタート直後の力走す．る選手たち

c
17r

m…

希望する人は、市総務課（君内線2234）まで

θ行委員箪づくりの成人弍

國広報紙に掲載された写真を差し上げます。

みんなの広場

報

言

ほ瀧＿湯

市制施行50周年記念事業

今月号は︑昨年市がピース
フォーラムに派遣した中学生

の感想文を紹介します︒

ピース・フォーラムに参加して

一緒に行った

ます︒ます第1に︑友達がたくさ

んできたことです︒

◇月謝＝8，｛｝｛〕0円（人学金∫！1穿料〉

公大さん︵美々津中3年︶

◇日時＝月・水・金、19時〜2i時

典も︑目を閉じると56年前の悲劇

まで。

人たちとはもちろん︑班別交流会
や交流パーティー等を通して︑他
の県の人たちとも仲良くなること
ができました︒2つ目は︑原爆の
恐ろしさを実感することができた
ということです︒実際︑被爆した
方の話を聞いたり資料館の中を見
学したりすることで︑原爆の恐ろ
しさがよりいっそう分かり︑改め
て︑核兵器等を使ってはいけない
と思いました︒また︑平和祈念式

◇問い合わせ＝日向門川おやこ劇場（容54−1635）

■夜間部

いてほしいと思いました︒

◇入場料＝4歳以上1、300円（当日1，500円）

◇月謝＝lo，o〔〕（川

が頭の中に浮かんでくるような気
がし︑今の平和な日本が永久に続

性を育む生の舞台です。

◇日時＝月・水・金、10時〜15時

電車が走っているのに驚きまし

遊びの世界」を繰り広げる不思議な音楽会。子供の心や感

次に︑長崎の町について驚いた
点について話します︒ます︑町中
坂道だらけなのでとても驚きまし
た︒町の人を見ても︑自転車に乗
っている人は全く見かけすみんな
歩いていました︒次に︑町の中に

く洋裁リフォーム〉
■昼間部

た︒これまでにこんな景色は見た
ことがなかったので都会だと思い
ました︒長そうで短かったこの4
日間︑本当にピース・フォーラム

〔P世の古楽器や世界の民俗楽器、空想楽器等により「音と

に参加してよかったと思いまし

◇日時＝毎遁休曜II、10時〜15時

た︒これからもこのような行事に
は積極的に参加し︑いろいろな知
識を身につけていきたいです︒こ
の出来事は中学3年間を通して1

〈アメリカンフラワー〉

◇日時・場所＝3月2日（土）日向市中央公民館ホール、
開場：午後6：00、開演：午後6：30
◇内容＝音楽の妖精達が住むトーナドーナの森を舞台に、

室を開催します．

｛葬

す︒︵紙面の都合により一部省略︶

き．

番目い思い出になったと思いま

として、どなたでも気軽に楽しんで
いただけるように、次のとおり各教

◇問い合わせ＝鈴木（容52−5657）まで。
■ロバの琶楽座「トーナドーナの音楽会」

ノ

「いきいき生涯越三味の珪『文革一

ヤ

新しく

各300円増し）

浦

平和について

◇入場料＝大人1，500円、子供1，000円（当日券
■松竹洋裁学校からお知らせ

ムフ︑こうして毎日が楽しく生き

えるコンサートです。

られるのも︑友達と遊ぶことがで
きるのも全て﹁平和﹂のおかげだ

障害のある人もない人も一つになって同じ感動を共帰しあ

きない場合があります。

と思います︒ムフでも戦争は世界中

でお馴染みの田中清さんの手話とパソコン要約筆記をつけ、

紙面のスペースの関係上、掲載で

劇を二度と繰り返さないために

課（奮内線2234）へ。ただし、

で絶え間なく続いています︒そし
て︑何百人︑何千人という人が死
んでいきます︒原子爆弾などの惨

◇日時・場所＝2月24日（日）日向市中央公民館ホール
開場：午前9：30、開演：午前：10：30
◇内容＝梅原司平さんの歌とトーつに、NHK手話ニュース

も︑二度と戦争はしてはいけない
と思います︒そして︑僕達の住む
地球を人間によって破滅させない
ように︑全世界の人々が平和を望

■愛と平和の「梅原司平バリアフリーコンサート」

むようになったらなあと思いま

原稿は、毎月1日までに市総務

「市民自主企画運営事業」の紹介

す︒

目的としたものはお断りします。

ピース・フォーラムに参加して
僕は︑このピース・フォーラム
に参加して本当によかったと思い

「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

賜醒

「はばたけ！日向1〜参加・連携・創造〜

■入学資格＝中学佼卒裳以ヒ、年令
■入学日＝4月8日（月〉、

卜前10時

■問い合わせ＝松竹洋裁学校（財光
寺7302、含54−2253）

7。

■平成14年度予備自衛官補（一般・技

図ヂ

制主なし

矢減光さん（20歳：江良町2）

館

臨時休館について

いト

術）募集について

般、約20人、自技術、若「名

ると4日間ほど乙迷惑をおかけすることになりますが、2月1

◇試験期日＝

5日には装いも新たにした新図書館システムで、図書館ご利用

1勺戊14年4月13目

（壬つ〜1511σDσ）1昌】ク）いつ孝Lカ・

のみなさんをお迎えいたします。

1日をr定．

新しく導入する［図書館システム」は、Webシステムを組

〈受験資格〉

み入れたもので、各家庭からインターネットで蔵書検索が可能

①一般＝18歳以h34歳未満

になるなど、みなさんにとってより親しみのある使いやすいシ

②技術＝18歳以1＝（要国家資格等、

ステムとなります。

詳しくは下記に問い合わせください）
◇問い合わせ＝自衛隊日向募集・｝

務

◇臨時休館日＝2月13日（水）、14E〕（木）

乱、

青春トーク
，

獄

﹂

直前の祭日等による休館日（2月11日・12日）と合わせ

す。
ノ〉年は進路を決める大事な
年．就職活動にも力を人れてい
きたいと思います、

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︵容内線223
4︶までご連絡ください︒なお︑

◇採用予定数（九州・沖縄）一1・

きな自信につながると思いま

P

ご連絡をいただいた人は︑広報

作業のため、下記の2日間を臨時休館とさせていただきます。

ました。この経験は、今後のノく

係が写真を撮りにうかがいます︒

「図書館システム1の更新によるコンピュータ機器入れ替え

12日（金）

T・

長目は成人式の司会者を務め
艦

自薦︑他薦は問いません︒

◇受付期間＝1月15日（火）〜4月

●レ、

鈴木淳子さん（20歳：奥野）

成人式では、なつかしい友達
に会えてとても良かったです、

これからは、何ごとも成人と
して臼覚を持って行動していき
たと思います．

所（容52−6914）または市総
務課（容内線2223）

73

72

おしらせ・ぼしゅう

制11

業許可証明階︑6一消費税及

統．様式の申琉醐壮目︵日向地

◇建設工事11国ヒ交通省の

納税証明鋤目︵﹂結納の税額の

定する様式の申請井︵市契
約管理課にあります︶と︑
①消費税及び地方消費税の

◇物品購入等1111向市が指

※①〜⑦は写しで可

間委任状︑m日向市税の完
納証明井︵法人の場合は︑
法人と代表者個人の両方︶

謄本︑．9田川印鑑届︑．⑨年

一◇定員11若r名︵6月ド旬
一こ選考委員会で決定︶

⁝高等専門学校及び各種学校

⁝学校の後期課程を八11む︶

⁝る大学・短大・高校︵中等

一灘離−

び地方消費税の証明酵︵未
ない証明︶︑一2新規申請者

ない証明︶︑⑦新規申請者
で法人組織の場合は登記簿

市が発注する建設E事︑
業務委託︑物品購入などの
指名競争人札または見積も
納の税額のない証⁝明︶︑⑦︑一

で法人組織の場合は登記簿

⁝◇貸付額11高校生／月額1
﹂万円︑大学．厚門学校生／
コロヨマ
ロ
一−盈2／F
一◇貸付期間11奨学生の在籍

■申請辞の様 式 な ど

りに参加を希望される人
建設業退職金共済制度加人
証階または中小企業退職金
謄本︑﹁31年間委任状︑﹇4日

⁝する学校の正規の修業期間

平成15年度の入札参加者

は︑﹁参加資格審査中請仕ど

共済制度加入二目U︑富新規
向市税の完納証明R口︵法人
一◇資格11㊤本人またば保護

⁝に在籍する人

・

⁝◇対象11学校教育法で定め

を提出してください︒要領
は次のとおり︵物品購人に
ついては︑追加受付となり
申請者で法人組織の場合は
の場合は︑法人と代表者個

市の工事等の入札に
参加を希望する人へ

ますので︑昨年申請祉Uを提
登記簿謄本︑一9使川印鑑届︑
人の両方︸

※①と②は写しで可
受付は︑2月111から2

者が引き続き1年以ヒ本市
に住所を有していること︑
a学業・品行ともに優秀か

合は法人と代表者個人の両
月28日まで︵ヒ・日曜日及

※①〜⑧は写 し で 可

び祝日を除く︶の午前9時
からH時までと︑午後−時

方︶

附年上委任状︑11日向市税
の完納証明段日︵法人等の場

区建設業協会盈52413
8等にあります︶と︑τn
事経歴井︑2営業所．覧︑
善技術者経歴井︑4経営事
項審査結果通知井︑︑建設

出した人はヘノ回のア続きは
不．要です︶．︑

圏対象及び有効期間
◇建設工事1ーヒ木・建築・
．厄気・水道︵管︶・舖装・

塗装・造園・板金など／平
◇業務委託11国ヒ交通省の
淑分から4時までです︒

日は市役所骸．口備員室︶

込みください︒

参加を希望する人は︑2
月8日︵金∀までにお申し

行います．

◇問い合わせ11市選挙管理

﹁アジア太平洋地

委員会事務局︵盈内線22

域を中心とした現在の国際

﹁はまゆうホール﹂

◇場所博JA11向︑5階

午後2時町分〜乍後4時

◇日時112月18日︵月︶︑

情勢﹂

◇演題11

総ﾛ情勢について

一

一

一

℃︑

⁝︵市教育委員会学校教育課
⁝にあります︶︑②奨学生馴

一◇提出書類11⑦奨学生願書

．間に相可1する期間内

一た月の翌月から起算して6
⁝か月を経過した後︑貸付期

⁝◇償還期間11貸付の終rし

一年賦のいずれかによる

一◇償還方法11月賦︑半年賑

つ健康であること︑3学費
の支払いが困難であると認
められること

一

一

成14年9月−日〜．平成博年

85124⁝8221等にあ

統一様式の申請階︵国ヒ交
通省宮崎﹁事事務所君09
ります︶と︑丁測量等実績

※消費税の納税証明書は︑
延岡税務署でお取りくださ
い︵申告されていない場合
も必要です︶︒

詳しくは︑回向市のホー
ムページをごらんになるか

（君内線2193）

師に︑最近の国際情勢と地
方における国際化推進の必
要性等についての講演会を

◇問い合わせ＝高齢者あんしん対策室

一

8月3i

◇業務委託ほ測疑・設計・
補償・各種メンテナンスな
ど／平成14年9月1−1〜弔

成協年8月日日
調階︑一2経営焼模等総括表︑
一覧表︑・⑤各業種の許㌦左証︑

③技術者経歴井︑4営業所

用品・電化製品・記A︐心品・

◇物品購入等11印刷・事務
被服・高音廓など／平成14
61︶へ︒

略

市契約管理課︵容54−57

︑
農業委員会委員選挙人名簿の縦覧

農業委員選挙人名簿
の登録の確認を

市選挙管理委員会では︑

平成14年11−1日現在で調

製した﹁農業委員会委員選
挙人名簿﹂の縦覧を行いま
今年は︑7睡り11に任期
満．﹂となる市農業委員会委

員の選挙が行われますが︑
選挙権を存している人でも
名簿に登録されていないと
投票ができませんので︑自
分が登録されているかの確
認をお願いし ま す
◇期間11唱成14年2月鈴日
︵ヒ︶〜313911︵L∀

〃交5与

◇時間11午前8時罰分〜午

◇ところ＝市民健康筥理センター

33︶

◇場所刊市選挙管理委員会
宴務局︵ただし︑ヒ・口曜

の日程です。どなたでも、ご参加いただけます。
◇参加料11無料

2月の相談

0

・0〜Fj

・0

・0〜4・0

き■2月空11︹金︶

◇交通事故巡回相談
と

ところ■中央公民館
◇法律相談︵要予約︶
〇

とき■2月1411︵木一

0

・N〜冒b

・N

き■2月8日︵金︶

ところ■社会福祉協議会
◇人権・行政相談
と

ところ■中央公民館
◇年金巡回相談
．一︸〜 ﹁D
・

■︵
︶

とき■2月12日︵火︶
︷︶

ところ■占少年ホーム
◇障害者相談
0
・M〜？一

・︹

とき■2月9目︵ヒ︶
ところ■身体障害者セン
ター︹含52i5434︸
◇女性による女性のための相談

とき圏2月7日︑14目︑

lI︑8一︑〜
毎
鮒〜博

ワ一 一

週木曜B

つ一一

︹費ヨー0300︶

くり推進ルーム﹁さんひあ一

ところ■男女共同参画社会づ

ますが、冗談という形で女性の：2目座振替の人は預金通帳（振：なりますので、必ず申告をしてお
ゆ
人権を傷つけることになります。：替済みの記帳後のもの）
：いて下さい。

㊨．消費税及び地方消費税の

♪︶−︶へ．．

一
宮崎県同日戦略顧問の．長
谷川和年氏︵．兀オーストラ

ロ

納税証明辞︵未納の税額の

︐一

懲罰

毎月1回説明会を行っています。今月は下記

年4月−日〜．平蕪15年3月

15／言己ハiilJ

労動金庫11向

づ1ノ・こ資lrl」金）校い灰II癌己＿資得411乏

⑤・は・身元調査・断・運動・を推進・て
75■市民なんでも相談ホットライン㈲55−9111・1［Lo120−86−4388）

き＝2月12日（火）、午前10時〜
◇と

：の申告がされていることが条件と
「冗談もいえない」と反論があり：（L窓ll納付の人は市税領取書
リ

介護保険の制度や保険料の説明会
ff要方師

◇申込・問い合わせ11市企
画課︵容内線2216︶

コ

3成品 拝
月14・務

至凝凝護

繍峯1醜喬裏

納．16．

リア大使︑日・豪・ニュー

セクシャルハラスメント（性＝
完納証明が必要なときは
：Q，年金を納付するのが経済的に
コ
的嫌がらせ）がマスコミで取り： 日向市の指名願受付が、2月：困難です。どうしたらいいでしょ
あげられています。ほとんどの： 1日から始まります．その添付＝うか。
コ
男性は「自分はそこまでしてい：IIF類として完納証明が必要にな：A，失業・病気・災害などの理由
ないから関係ない」と思ってい：りますが、1月31日納期限の：で、年金保険料を納めるのがいち

年二念・

の・準・の学
【1
II
＿
1で制委ほ

（怒・

嘱覇箋諮i垂＆i税金一〇メモi郁ぎ窒Q＆A

1三1∫

・

lll芋継1｝1騰1蓑「

詔囎1滝部
税金で住みよいくらしまちづくり

す教II巨奨1会・3〔1期分証分の井
＝育II学3学問日夕荊1二人の所 3

ど

戎

馴合｝3証2産証仙之終
にの金支制
2月分
111i民年金保険料

一し以はまる金記4員込月付与保度分明、1｝
暦く内
52はで1

2月の納期

万資あて労※線育◇〜◇13連1312績薦
支

す

■一

ジーランド．協会会．長︶を講

るのではないでしょうか。ニユ：市県民税、国保税、2月12日：じるしく困難な場合は、免除制度
一スにならなくても、結婚する・納期限の特別徴収などの証明・があり．ます。印鑑を持って市民課
コ
のが当たり前のように「結婚は：は、すぐに納付の確認ができな：年金係で、免除申請の手続きをし
まだ？」とか「やっぱり若い子：いため、問い合わせに時間を要：て下さい。なお、14年度（4月
がいいよね」という育形無形の：します。確認事務を速やかに行：分から）の年金保険料の免除を希
コ
コ
セクハラに、多くの女性は悩ま＝うために、次の 圭類をお持ちく：望される方は、4月過ざてからの
されてきました。男性からは：ださい．
：受付となります。その場合、所得

i

一

店詳｝lj眠りい働前2二二4受年帯年年証、｝ll劉

邦楽団体の演奏会

和楽器のしらべを堪
弱しませんか

市内の邦楽団体︵頻︐・尺

ヒ宝焼︑俳句︑キルト︑ち
ぎり絵・粘ヒの花などの作
品展．小

◇2月13日〜14日11舞踊︑

唄︑ピアノ演奏︑︑詩吟など
のホールでの発表会︑︑
茶重
ノ︑
◇2月15日1ーバザー︵f

八・．．一味線等︶の演奏会を

開催します︒fどもから大
人まで︑和楽器の奏でるし
芸・キルト︶

囲碁体験コー ナ ー な ど

らべを堪能してください︒
日向サンパーク温泉物産館

演奏会の後に︑和楽器の
体験コーナーを設けます︒

物産館へ出荷希望の
人へ

◇日時11平成14年2月24日
︵日︶︑12時可分開場︑B時

現在建設中の日向サンパ
ーク温泉︵愛称はお舟出の

開演

◇会場一−日向市文化交流セ
ンター︑入場無料

r定︶に続いて︑H月には

す︒

物・加L品・民芸品等を広
く地域外の人々に紹介し︑
出荷者と消費者の交流と地
域の活性化を図ろうとする
ものです．︑これに伴い︑
︵株︶日向サンパーク温泉
では次の日程で出荷希望者
を対象に説明会を開催しま

南部地域の農・林・海産

す︑これは︑H向・東臼杵

物産館がオー．フンのr定で

湯︑．平成14年7月オープン

◇問い合わせ11市社会教育
課︵麿内線2425︶
平成13年度中央公民館まつり

作品展示や発表会を
行います
中央公民館を利川してい
る自評学習グルー．フの1年

問の学習の成果を発表する
﹁中央公民館まつり﹂が︑
2月B目から15日まで開か
れます︒各グルー．フの作品
展．小や発表会︑体験コーナ

第7回人権について考える市民の集い

新谷のり子さんのコ
ンサートを開きます

﹁同和﹂問題をはじめ︑
あらゆる人権問題について
考えていただくため︑第7
回﹁人権について考える市

◇日時団2月2711︵水︶／

◇場所−一中央公民館

①午前10時〜12時／対象

疏ち寄りください︒

ー︑バザーなどさまざまな
催しがあります︒ぜひ︑お
◇2月13日〜15日11絵画︑

民の集い﹂を閲⁝催します︒

ぐ

友好都市訪中団員の募集

中国山東省︑潅坊市

へ行ってみませんか

れます．あなたも参加し

として有名な 坊市の世界
凧あげ大会が︑今年も開か

友好都市であり﹁凧の都﹂

賞与︑年2回︑計2・5か月

て︑

市では︑介護認定調査員
の補充募集を次のとおり行

・

噺〃

コンサート活動

歌手・新谷のり子さん

乳母∴が郭紘響
権現原浄水場委託職員

◇職務内容け権現原浄水場

施設の維持管理を行
う委託職員を募集

◇入場料11無料

−目から1年間︵再任可︶

◇採用期間11平成14年4月

の施汎眠維持管理業務

会事務局︵盈内線2212︶

の資格を有すること．︑

と︑または介護支援厚門員
．←健康で介護認定調査事務

に適すると認められるこ
と﹁．

凹面を有していること

④血目通n動車の免許を有
し︑調査に使用できる養家
あり︶

．千可

半身の写汀バを貼付∀︑郵送

◇提出書類11履歴陛持参
︵市販のものを使厳し︑﹂

︵金︶まで︑

1目︵金︶から2月15日

◇募集期間11平成14年2月

2．医師︑歯科医師︑薬剤師︑

と︑︑

エ日向市に住所を有するこ

べて満たしていること．．

◇応募資格一1次の要件をす

◇募集人員博若﹁名

◇福利厚生11健康保険︑厚
生年金︑．雇用保険加入

00円︵別途調査旅費加算

◇報酬11基本11給1800

日を除く︶︐

後4時まで︵ただし︑祝祭

◇勤務時間11月曜目から金
曜11までの午前9時から午

り︶．．

︵

◇問い合わせ11市企画課
内・同和問題啓発推進協議

︵歌f︶

◇会場11 中央公民館
◇出演11新谷のり．rさん

◇日時113月−日︵金︶m
時開演

待ちしています．．

を行っています 市民のみ
なさんの多数のご参加をお

テーマに︑

人々の声︑自然環境などを

キャップを背負っている

ンサートを閲⁝催いたしま
す．新谷さんは︑日本各地
で︑戦争の悲惨さ︑差別を
受けている人々やハンディ

歌f︑新谷のり．rさんのコ

場合は〜♪﹂でおなじみの

︑．︐

一

います︒

介護認定調査員とし
て働きませんか

介護認定調萱員の補充募集

223︶

◇申込・問い合わせ先目日
向市遍歴市交流促進協議会
事務局︵市総務課容内線2

〜2月28日︹木︶

今回は﹁フランシーヌの

加n品︑だんご等の出荷希

者11生鮮野菜・果実︑野菜

◇勤務時間11交代制︑①日
直11午前8時30分〜午後5

時②廉直H午前8時30分〜
翌午前8時30分③2直11午

◇福利厚生11．雇用保険︑健

めてみませんか︒

後5時〜翌午前8時30分

康保険︑厚生年金に加入し
◇旅行日程114月中旬ごろ
※凧あげ大会︵4月⑳11︑

◇報酬11月額209000円︑

ます︒

／5泊〜6泊のぜr定︐

〜45歳位︑．2地気または機

坊市民との交流を深

◇応募資格⊥←年齢1125歳

◇募集人員112人

械技術の資格︑実務経験が

◇業務内容11介護保険に係

禔j参観の ほ か ︑ 北 京 ︑
占島等の観光地も訪問f定

看護婦︵﹂︶︑准看護婦

◇選考方法11．次選考は井
類審査︵合格者のみに．一次
選考通知をします︶︑︑一次
選考は．血接

76

市は「身元調査お断り運動」を推進しています。

O

中学生の入場は、保護者同伴のみ可。

夕趨＆

◇問い合わせ・提出先11市

akl．jp／

あることが望ましい︒

オリンピッウ柔道金メダリスト）

＜ホームページアドレス＞

る要介護等認定申請者の自
宅や介護保険施設等を訪問
し︑認定審査に必要な心身

、

◇演題＝人生の教科書
※手話通訳・託児室を設けます。小
http：〃www，clty，hyuga．miyaz

です︒

◇講師＝古賀稔彦さん（バルセロナ
￠≒3、

対策室︵暦内線2193︶

策定にあたって、県民の皆様か
らの幅広い情報・意見を募集し
ています。詳細は、日向市ホー

◇募集人員11市民15人︵学

育課で配布します）
一
一

福祉事務所高齢者あんしん

の策定準備を進めており、その

月15日まで

；

◇日時＝2月22日（金）午後7時開演

︵L︶︑保健婦︵L︶︑理学

指標となる「海岸保全基本計画」

◇募集期間112月−日〜2

A．開示の方法は、開示決定通知

β

2た会興／前13農
6は議協問記午1林

劇②

の状況等の調査を行う︐

Q．公文書の開示の方法はどう

◇会場＝日向市文化交流センター
◇入場料＝無料（ただし、入場整理
券が必要です。整理券は、文化交流
センター、〔P央公民館、日知屋公民
館、細島公民館、南日向公民館、美
々津公民館、市立図書館、市社会教

県は、各海岸の長期的な保全

悪童罹繍耳鏡

生を除く18歳以ヒの人︶

ただきます。

◇提出書類11履歴井

募集しています

課ll。鴉二藍禽

また、郵送を希望される場合
は、送料（実費）を負担してい

◇採用期間11平成14年4月

写しの交付を希望される場合

◇旅行経費1115万円〜m万

は、コピー1枚：（片面）につき
20円のr数料が必要です。

円︵ただし︑中国の事情や

詐でお知らせした日時、場所で
公文井を閲覧していただくか、
公文井の写しをお渡しすること

療法L︑作業療法L︑社会
福祉L︑介護福祉L等の保
健・医療・福祉の専門的資
格及び実務経験を有するこ

海岸に対する情報・意見を

光5局IIの分耳目い

睦U道︑生け花︑陶芸︑木L︑

数料）は無料です。

◇提出先11市水道課︵容5
215228︶

A．公文書の開示に係る費川（手

参加人数により変虹あり︶

Q．開示請求の費用はいくらです

◇選考方法11面接で選考し

か。

−日から最長で5年間︵た
だし︑採用前m幽間程度臨
時職員として研修の要．あ

によって行います。

◇募集期間112月−日︵金︸

齢

一柔道金メダリストがやって来ます一

；誌152麗畿6痛

一

一

一
2一

ます︒

するのですか。

一（
ムページをご酷ください。

www．cily．hyuga．miy｛lzaki．jp
■日向市ホームページは最新情報が満載hllpl
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⑥
情報公開制度

Σ

スみ

第18回日向市民文化講演会

3市所会い以後2素望
4商工＿盤外3） Y者

一
Q＆A
日向市

行政情報
ぼしゅう

おしらせ

一」4」

ム

麓．

．・．ド
鏡春・ゆかり（梶木）

正朋・清子（中町）

■■■■幽Ω

亀●．

東実俊ちゃん

石lll瑠奈ちゃん

佐藤大河くん

智之・久美子（切島山1）

剛・清美（花ケ丘）

吉龍・美香（江良町1）

巌水香南∫ちゃん

儀乳幼児健診

測定・身長測定、③赤ちゃんの健康相談、忽ママ

り、足の健康は全身の健康につながる、というわ

やパパ1司しの交流会など。

けです．

■3か月児健診＝目時／2月8日（金1、22山斜、

◇会場；市民健康管理センター
◇持参するもの；母子健康手帳

では、足を活性化させて健康にし、全身の健康
につなげるためにはどうしたらよいでしょうか．
それには次の工〜．3がポイントです、足を大切

対象／ムi勺戎13年ll月生ま才t

※」㌻約・参加料は、必要ありません．

■7か月児健診二11時／2月15日〔斜、対象．ムF

亀パパママ教室

励ζ13f卜7月メkま才し

■1歳児健康相談；口時／2月5日〔火1、対象／

F

◇日時；2月311dD、

」父13年1月生ま才t

に…

も

ダ「㌔
失駅

■1歳6か月児健診一日時／2月7日〔木）、対

◇対象一出産を迎えるパパとママ

象／ムi勺jd

◇内容＝パパママのための栄養の知識・妊娠中の

2

fr

7月

しま才t

■3歳児健診＝日時／2月1日（金）、対象．ハ内戊

歯の管理（歯科医）、歯みがき方法（歯種阜1生【：）

1〔｝f卜7月

◇会場引if民健康管理センター

ヒま才し

※受付時間は、3か月児・7か月児／午後1時〜

◇申込方法＝開催日の1週間前までに氏名、連絡

1時30分、1歳6か月児・3歳児／午後1時〜2

先をli∫民健康管理センター（麿内線2184）ま

時、1歳児／午前9時30分〜1011与です。母」ζ健康

でご連絡ください。

漏すくすく教室
◇対象；生後6か月までの乳児を育児中のお父さ

身の器官と密接な関係があるからです。加えて

ん、お母さん。

「｝↓二1ま算∫2σ）

◇内容＝1工栄養しとの離乳食作り・試食、2体重

lhL液の流れを助ける1貢要な役目もあります。つま

．2／18（月）文字はどのくらい知っていればよいか
（1）文字を覚えたがっている子どもの扱いは
〜
（2＞文字を覚えたがらない子どもの扱いは
2／24（日）（3）発音の指導は

32／25（月）入学を目前にした子どもの気持ちを理解する

〜

3／3（日）（3）学咬の先空の話をするときに気をつけること

※認可保育園において、毎週水曜日の午前中に
園庭聞放を行っています。お問い合わせばお近
くの保育園へ。

ρ

重・

足の筋肉を強くするだけでなく、Im行増進、心
肺機能を高め、脳も活性させる等、多大な効果を
得るには、ズバリ歩くことです。それも背筋を伸
ばし、踵（かかと）から着地し、歩幅をいつもよ
り少し広めに歩いてみる。そうすると健康につな
がる歩き方に変わりますよ。

人身事故
65件
（十15）

渡辺病院（産婦・泌尿容57−1011）天生堂医院（内・整外・麻：
24日酔・リハ容53−8910）こどもクリニックたしろ（小児容56−

大さじ1
大さじ1

ってしまいます。

②揚げた大豆に砂糖、しょう
ゆ、こまをまぶす．

エネルギー〔1回食べる量大
さじ2杯当たり）35KcaI

◎大豆は乾燥大豆を一晩水に
つけてもどすとおいしい、

十5

＋17

〜止まって確認1無事故に挑戦〜

市の人

世 帯…

足の関節痛予防のためにも、太らないよう体重
管理を心がけましょう。

〈作り方〉
①大豆は水気をよくふきとり、
片栗粉をまぶして油で揚げる。

（＋1）

＜＜

婦望雪63−1447）

大さじ1

104件

珈励の㈲恥
L＋︿
＋＋＋

然、体重が増える程その負担も大きくなり、痛め
る度合いもひどく、また早い時期に痛むようにな

物損事故

83人

コ

大さじ2
適宜

負傷者

・ ＜

200g

足には動くときに体重の数倍の力がかかり、こ
の負担が時間と共に膝関節等を痛めてきます。当

亡

ｼ強

歴52−5600）今給黎医院（内・循環暦54−2459）寺尾医院（産；

ゆで大豆
片栗粉
揚げ油
砂糖
しょうゆ
いりこま

③体重管理（肥満防止）

死
2人

︵﹂11∩◎
一只︶39
Q︶7﹂一1

三股病院（内・外・圏外・胃腸・麻酔容58−0034）尾崎眼科（眼

（D学校の不安を少なくする
（2）明るい楽しい気持ちで一年目になれるように

5232

（目艮冠52−4009）

a漫易譲繰臨書醜

2／17（日）（3）なかなか計算のできない子どもは

論

くろき胃腸科・内科（胃腸・内・消

1515）武富医院（皮佃52−5522）

1〜

と

i

和田病院（丙．・汐F脳外・放・リハ・整外暦52−0011）緒方医．

17日

．2／11（月）数はいくつまで数えられればよいか

ロ 数
男女帯
人 世

児玉小児科医院（小児奮52■

2530）太陽クリニック（内・消化・呼吸容56−0030）

日ヨ〔P目艮禾斗

（2）正しい道路の歩き方は

2／10（日）（3）学校に通う道の指導は

日

1

10日

イヒ奮55−0505）

2／4（月）安全のしつけ
（D不慮の事故死の第1位は
〜

向

黒木医院（内旨52−6055）萩原眼科（眼麿63−7222）山元医i
3337）家村内科（内・循環δ55−0600）

フライビーンズ
〈材料〉

3日院（小児盈53−6066）大平医院（口外・リウ・内・リハ盈52−i

11日院（内・小児歴53−6333）

日向市保育協議会

※事前にテレホンサービス
（君53−1214）で確認を1

σ

②歩く

とし・うように、♪正σ）肖万1勾には

ヘルシークッキング

q恥2月の休日在宅医

，

テレホンサービス
君53−5857

12月中の交通事故

◇日時＝2月26日〔火）午後2時〜午後3時3｛｝分

L・臓」

毛

ませんか。

足は体全f本のf建康のバロメーターといわれま
す．これは足に無数の神経や筋肉があり、脳や全

甲斐医院（外・胃腸歴53−5000）

（．・ 同じ姿勢を続けて筋肉を動かさないと、足の冷
えやむくみ・だるさの原因になります。この予防
として、足の指を曲げたり佃ばしたり、広げたり、
簡単なストレッチをお勧めします。ほかに足の指
圧や足全体をマッサージすることも効果的です。
例えば、ゴルフボール等を足で転がすのも簡単
に指圧ができる方法ですので、チャレンジしてみ

儀足と健康

f帳を忘れずに、市民健康管理センターへ、

．．

①動かす・押す・揉む（マッサージ）

「前10時〜1211与

一＝：；

δ

黒木大地くん

。

．説き

」

＼㌧

●

79

へ

／

嘱

亀

．、

儀

出

生

面

積

48人

死

亡

44人

2月の献血日程

11日〔月）1、居ケ〉■、、億⊂コム
「20日（水）．

転入162人転出148人

@孚
和田病院

21日（木）消防本部

．衛生公社

旭コード

930〜1600

117．43km

9：30〜11：30
13：00〜17：00
8：．

R0〜10：30

12：00〜14：00
14：30〜16：00
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︽繕︽寿︑．霜雪唐オ

郷．
土
の
歴
史
嬉影赦涛3ゼ⇒弁弁み

この日記は︑市内堀．方の農家
に生まれ︑地域の指導者として議
会活動に従事しながら︑日向市の
発展に尽くした︑本市の名誉市民
である︑青木市蔵氏の﹇々の記録
です︒1931︵昭和6︶年から
1970︵昭和45︶年までの39年

シリーズ28

青木日記
籾種撒き︑苗床予防のほか麦や野
菜づくりなどをしながら︑その合
いたことからも︑当時の農業の実

間にムシ．ロやコモ編みなどをして
体がよく理解できます︒

特に︑青木氏は1924︵大正

市制施行50周年記念日向市史編さん事業

精製工場建設当時の日記には︑現
在の細島臨海工業地帯の基礎とな
る竹島築港と耳川分水事業への足
跡を辿ることができます︒

います︒

千葉県稲毛市にあった﹁﹇向学
生寮﹂については︑当時の県北出
身在京学生の要望に率先して応え
た議長としてその全容が綴られて

このように︑青木氏は農業を営

みながら34年に及ぶ議会活動をは

残しています︑したがって︑この
青木日記は郷上を深く愛した一市
民の自分史であり︑日向市の歩み

じめ更生保護など数多．くの功績を

歳で富高町の町会議員に選出され
ています︒1年生議員のとき︑原

14︶年地方選挙法改正と同時に鋤

町の仲井沢浴氏と1番若い者同

なのです︒そして︑農業史であり︑

間に及ぶ毎日の出来事が克明に記
されています︒

志︑一一人で地方自治法の勉強に没

あ易

﹂︹

今月の特集はどうでした
か︒なんだか走ってみたく
なるような構成で人会PR
を︑と企画してみました︒
コースも実際に走ってみた
んですよ︑車で一︒高低差

mにもなるアップダウ

ン︒雄人な自然の日阿岬が
望める大会でもあり︑市民
のマラソン大会として︑定

着してきましたね︒駅伝や
マラソンはこの時期︑よく

■印刷／（有）第一印刷

テレビで中継されていま

日向市本町10番5号

︽K︾

雪0982−52−2111

円甜銭だったので︑．一人で申し合

〒883−8555

す︒でも︑日向ひょっとこ
マラソンは現地に行かない
と観戦できません︒ぜひ︑
沿道からの声援をよろしく

■編集／日向市役所総務課

頭したこと︑1日の議会手当が1

ρ

ρ

お願いします︒

平成14年2月号

なかでも︑煙草の葉巻き作業︑
塩炊き︑甘薯切り干し作り︑など
は戦中から戦後にかけての自給自

ています︒

︵

ロビ築国

広報ひゆうが

わせて弁当持参で真剣に議会活動
に取り組んだことなどを︑自伝の

市議会議長時代の故・
青木市蔵氏

市史緬さん室︵倉内線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︒

厳猶

なかで回想しています︒

あの混沌とした時代︑警防団や
ほんエニワ
消防団の結成に奔走し︑その中心
となって活動していることがよく
分かります︒財光寺の空襲や玉手
鶴の内の米軍機の墜落事件などは
その状況を詳しく知ることができ
ます︒

N10月の富島町実現に力を尽く

また︑富高町会議員時代には︑
細島町との合併を説き歩き︑昭和

r

しています︒昭和17年︑三菱石油

12

¶燗
．ゐ

足の生活の様子が伺えます︒また︑

貴■な郷土資料である青木日記

地方議会史であり︑ 生活史でも
あるこの青木日記は︑貴重な郷ヒ
資料として保存活用することにし

｛

