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■特集
平成14年度当初予算と主な事業

﹁市の予算﹂ってむずかしいの？

■市政の動き
平岩ぶれあい館竣工式／利用しやすくバリアフリー
に︑日向市駅周辺土地区画整理事業・パティオ事業

起工式ほか

■まちの話題

第2回ひまわりライオンズ杯争奪ドッジボール大
会／平成14年度日向看護高等専修学校入学式ほか
■インフォメーション
児童手当の認定請求︑3歳未満のエJどもの医療費の
一部助成︑軽自動車税の減免制度︑市営住宅の入居
者募集︑中・高校生の海外派遣募集ほか

■日向市ホームページhttp：〃www．cily．hyuga．miyazakLjp／

表紙わたしの机…
市内の小学校で4月lO日、入学式
が…斉に行われました。
平岩小学校では、25人が仲間入り。

市教育委員会は平岩小学校の1年生
に、今年から試験的に、耳川流域産の
杉材を使った学童机といすを導入しま
した。6年間同じものを使い、卒業す
るときはプレゼントします。体の成長
に合わせて高さ調節ができる、木の香
りあふれる机・いすです。

教室に人って来た1年生たちは、背
筋を伸ばして席に座り、木の感触を確
かめていました。

レこの広報紙は再生紙を使用しています。

116，762

地方特例交付
180，000

金
交通安全対策
特別交付金

11大規模な事業を

税交付金
1

﹁市の寒雲 ってむずかしいの？

特別地方消費

﹂

利子割交付金

用謡癬鋭

交付金

の税金が収人源です︒

特別会計は︑使用料など

特定の財源が使われるの

この支出は水道料金の収益
でまかなわれます
14年度r算の内訳はグラ
フのとおりです．︑収人は歳
入︑支出は歳出という．．縣巣
で表します．．

やりくりは
たいへんなのです

しょうか．︑

さて︑それでは市の財政
事情はどうなっているので

自動車取得税

特集

あなたの家の
やりくりと同じです
．般会計と区別さ

で︑経理を分かりやすくす
るため︑
れています．．特別会計のう

ち︑法の規定で設けなけれ
ばならないものを除いた特
別会計と．般会計を合わせ
たものを︑統計hでは︑普

でも︑給与などの収
り︑そこから食費や
などの支出をしてい
︒計画を疏ててやり

と思います．．

通会計といいます︒

企業会計は︑口向市の場

して一かーーを過ごし

を︑﹂巾では4月から
合は︑水道事業のことです．．

r算

．般会計

これには収益が生じます．．

11までの1年間の計

﹁市の．P算﹂です︒

てて行います．仕事
のに﹁いくらかかっ
くら使う︑その資金
はどこから？﹂とい
な計 画 を 疏 て ま す ︒

すか︑あなたの家庭
くりと同じ．でしょ

市の︐レ算は︑その性

一般会計r算︑特別

算︑企業会計予算に

に．一︐目うと︑

ています︒

的な仕事をする
平成12年度．の普通会計決

191意55τ7

税や地方交付税など

︵

◇企業会計（水道事業）

馳透

地方譲与税

56f意8800

︵

221，068

◇老人保健事業特別会計

）

へ．

﹂

︵

付金
3600

◇日向入郷地域介護認定冨凶事業特別会計

ーズに対応するため︑歳出

251意4100

算は︑黒字決算でしたが︑

532．855

点化と財源の効率化に取り
組みながら︑財政体質の健
全化に努めていかなければ

◇介護保険事業特別会計

は年々増加する傾向にあ

53｛意4000

り︑大変厳しい状況です．︑

◇国民f建康保険事業特Bり会言†

きなど︑国や金融
どから借り入れる

﨑}助者に対し

費11老人福祉法等に

の市が支出する消
質の経費

︑扶助費︑補助費

費11人件費︑維持

費等髄他の地方公
への負担金や民間
へ交付される補助

一おいて支出される

または特別会計相

金11一般会計と特別

費

ハを取得する場合な

へ要性があり︑会社

積み立てるお金
及び出資金 公益

一る支出︵歳出︶に

振興など︑ムフ後予

⁝祉事業︑文化・ス

金闘公共施設の整

一すための経費

費11市が︑国や金
四などから借りたお

⁝する経費

一、

ならないのです︒

2800

◇農業集落排水事業特別会計

64，695

費等補●金団共●経互会●どの上●対想ボ備●金融●て基●お機行●
的以修物な体団補費間計繰の株の投しさ1や積を機公支づ扶金関う市
性外費件ど等体助 に 出経書必資てれツ福立返関債給き助 なと債

地方消費税交

そこで知恵
をしぼりました

25億700

◇下水道事業特別会計

い︑公債費比率は片％改儲口

2億4200

◇用地取得事業特別会計

限られたf算で市民の．要

1100

経常収支比率がほぼ横ば

2200

◇財光寺南第2土地区画整理事業特別会計

望に的確に応えるため︑こ
れまでの肇裳を見直すなど
して︵スクラップアンドビ
ルドといいます︶︑新年度

◇簡易水道事業特別会計

このため平成14年度の財

2億1000

◇財光寺南土地区画整理事業特別会計

されていますが依然高い水

り●

準です︒

石50

◇住宅新築資金等貸付事業特別会計

r算が編成されました．．

4100

りでがか達いる疏3れるをね費あ庭

市本料れ了ワら向

●
●

r市の予算」と聞くと、「とても大きな金額だし、自
分には縁がないことだ」と思っていませんか？
今月号では、そんなあなたに少しでも理解してもら
えるように、「平成14年度日向市当初予算」につい

［単位：千円］

◇系田島東部1主環境整備事業特別会計

政運営は︑家庭で例えれば
生活費にあたる︑経常的経
費の節減に︑より．層努め
るなど︑計画的な歳出の駐

500

◇城山墓園事業特別会計

では 分会質 うのどこうのてを画翌 てくま西入
基箇か計か日？やうれ細調 すを年こいりす熱が家
現在の景気を反映して市
税の収人も伸び悩み状態で
す︒しかし︑多様な市民二

旨

6億3100

◇公営住宅事業特別会計

旨

［単位：万円］

＼

計・歳出
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平成14年度当初予算と主な事業
特集

lijの1｝算，ってむずかしいの？

て特集します。

15，000

㊥
︑

宗門教室を利用した
放課後児童クラブの開設など

︐

総合的なサービスが提供できる体制を

人目構造の高齢化の進行とともに︑．人暮らし高齢者
や︑高齢者のみで構成される世帯の増加︑さらには七島
以しの高齢者の増加にしたがって︑寝たきり高齢者や痴
呆高齢者などの増加がr測されます︒こうした寝たきり
高齢者を対象とした特別養護老人ホームへの人所希望者
は数多ノ＼待機者が増加傾向にあります︒このため︑
﹁日向市介護保険事業計画及び目向市高齢者保健福祉計
画 ﹂ に 埴 づ き ︑ 15年度には特別養護老人ホー ム が 祈 設 さ

r．−

す。

これらは、第4次日向市総合計画に沿って市の
将来像である「だれもが住んでみたくなるまち」
をめざして取り組まれます。

湯しの物産館の整備を図ります．．

7月に開館する︑11向サンパーク温泉施設

左折︑右

﹁お舟出の

日向サンパーク温泉物産館を整備します

知りたい︑知らせたい一︒

好きな言葉

さぎ一わと同居︒

家族構成
2歳年下の奥さんと小学6
年生と2年生の女の子︑う

昭和40年生まれの36歳︒

年齢

しらせますおプロフィール

ε・

トノ

魯

ソDれ以外にもまだまだあります。14年度に
L市が行う仕事をほんの．一部ですが紹介しま

サン．パーク出入り口の国道m目げについては︑

折屯線や歩道の設置︑信

1鷺雛

れることになっています︑
1 4 年 度 は 在 宅高齢蓄福祉の充実のため︑日 向 市 北 部 地

ム

︑ノ

」■■■■■
．一調■■■■■■■田■■■■■闘■岬圃■「

o．●

整や道交整助船人臣機
すのレ 一ヒを器用側3号

ρ、

域を担当する地域型在宅介護支援センターを開所しま
す︒また︑これまで平
日だけ行ってした配食
禽︑
サービスを︑ヒ曜目・
日曜Hにも拡大し︑年
中無休の配食サービス
事業を実施します︒こ
のことで高齢者の健康
増進や安否確認もでき
るようになります︒

保健・医療・福祉の
連携のとれた総合的な
サービスが提供できる
体制づくりを進めます︒

イ

咲

藷

t峰

灘

少子化︑核家族化が進行するなか︑地域での子どもた
ちの健全育成を図るため大K谷地区に児竜館を整備しま
す︒また大E谷地区公民館を児 醜館と併設して建設︒夏
合施設として整備し︑地域住民の生涯学習や地域交流を
促進する拠点施設として活
勒するとともに︑市民福祉
の向上を図ります︒

さらに小学校低学年児竜
の健全育成を図るため︑新
たに財光芋南小学校の余裕
教室を活川し︑放課後児童
クラブを開設することにし
ています︒

今年の市役所はこんな
仕事に取り組みますよ

◎
高齢者福祉の充実を図り保健・医療・福
祉の連携のとれたサービスを提供します

算」ってむずかしいの？
一市の

●同報系無線整備

します︒

地震や台風などによる
津波・高潮対策に備える
ため︑同報系防災行政無
線を沿岸部を中心に設置

●学校週5日制対策

充実を図ります︒

完全学校週5口制の実
施に対応し︑社会教育団
体との連携を密に﹁社会
教育施設や地域資源を有
効に活用して︑青少年に
多様な体験活動や地域活
動の機会と場所の提供を
行うなど︑青少年総合健
全育成事業のより一層の

●社会体育の充実
生涯スポーツ社会の実
現を図るため︑スポーツ
教室︑各種スポーツ大会
の開催︑並びに各スポー
ツクラブなどの育成を図
りながら︑より一層の振
興を図ります︒また︑多
様化するスポーツのニー
ズに応えるため︑スケー
トボード場整備事業につ
いて︑実地測景設計業務
委託を実施します︒

●コミュニティ活動
の支援

ことが必要です︒

地方分権が推進され地
方自治体の担うべき業務
は複雑多様化してきまし
た︒これらにきめ細かく
対応していくためには︑
さまざまなボランティア
団体をはじめ︑民間非営
利組織︵NPO︶などと
適切な連携を図っていく
このため︑NPOの意
識調査や講演会などを実
施するなど︑市民活動の
支援を行うことにしてい
ます︒

●男女共同参画社会
男女共同参画社会づく

づくりの推進
り推進ルーム﹁さんぴあ﹂

の啓発活動を推進してい

を拠点として︑︐広く市民
ます︒14年度も︑各種講

座やイベントなどの開
催︑女性のための女性に
よる相談事業などを継続
していきます︒さらに︑
﹁口向市男女共同参画プ
ラン﹂に基づき︑各種事
業の充実を図ります︒

4
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平成14年度当初予算と主な事業
特集

改定後

1日にっき800円

⇒

1日

二つき850円

1か月に5日以．ヒ通院した場合は、その月の5日目以降の通院については負担は
ありません。

（注）

一部負担金を定額で徴収することを都道府県知事に届け出た診療所

岩．油れあい館﹂が

やさしい介護r防
ーマに建設が進め

して建てられたものです︒

ための事業を進め︑介護知識︑介
護方法の普及をするための施設と

平岩ぶれあい鰭蟻工式

います．︑高齢者以外の人も︑支障

市は咋年度︑．平成B年

度コミュニティ助成事裳

で︑．平岩農村公園の体憩

施設の整備と幸脇区自・E

防災組織育成助成事業を

行いました︒

同事業は︑財団法人自
治総合センターが行うも
ので︑宝くじの普及広服
事業費として受け入れる

宝くじ受託事裳収人を財
源として︑地域住民が行
うコミュニティ活動の健
全な発展を図るとともに︑にくじ

の並日及広報を行うために実施され

防
た

整

．︐畑

・

・覧r

し

国鵠．＝＝暴；嶢

雛

轟・警匿＝．；：

一●

7

≡

1か月に3，200円

塾黙．

部負担金は老人保健の訪問看護に要する費川の1割ですが同・の訪問看護ステーションでの基
本利用料が1か月に以ドの額に達したときは、その後は基本利用料の負担はありません。

ているものです．．

@

この事業で．削岩農村公園には︑

@

刀@職

②定率制の訪問看護ステーション

@
@

多目的広場に休憩施設を設置し︑
地域の憩いの場として活用されて

@

います．．また︑幸脇地区自・E防災

@

に届け出た訪問看護ステーション

会に災害用の消火器︑発電機等の

（注）訪問看護に要した費用を定額で徴収することを都遡付県矢1序．

備品を整備しました︑︑

4

1か月に6目以ヒ訪問看護を受けた場合は、その月の6日目以
降の訪問看護については基本利用料の負担はありません。

薔

．平岩ふれあい館の管理運営につ

調理室

⇒1日につき640｝1」

1か月に3，000円⇒

いては︑H向市社会福祉協議会へ
委託しています︒利川についての

馬ヨ
﹁＆

1日につき600円

しし一を境

・●●●●●●●・・●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

老人保健の訪問看護を受けた場合
①定額制の訪問看護ステーション（注）

めさ要ふf∫汰岩1メ．

のらとれわくふ長山た式平テに

お問い合わせば︑．平岩ふれあい館

2，500円⇒2，650円）

る態を ドト川一国でれ い設と
たが必岩が隆LF区はま竣た一環
が3月28H︑現地

対応してください」と訴えています、

す状護のツ原や岩団かして施渋
本市長をはじめ国

望みますがもしもの場合、住民のみなさんは

で完ら拠

調理室︑n作室︑集会室などを
備え︑高齢者の自目的活動を支援
するため︑高齢者が利川しゃすい
ようにバリアフリー設計となって

犯ベルを、rどもが使用する事態が無いことを

プけ乱流

介こカた長㌧ド式1尉成れ点＿

会．長︑黒木市議会

から］三渡されました．防犯協会では、「この防

2324︶へお問い合わ

（大病院（ベット数が200床以上ある病院）で受診した人はそれぞれで

向中学校長（2人とも3月現在）に、山本市長

俘

医療機関で1，500円⇒1，600円
薬局で
1，500円⇒1，600円

呈式では、新名弘之富高小学校長、橋ll武俊日

1りりが

防

のない範囲でだれでも利川できま

5，000円⇒5，300円）

10001固を贈りました。Il∫長室で開かれた贈

︵倉許

◎

医療機関で院外処方
せんを交付された人

（大病院（ベット数が200床以上ある病院）で受診した人は

41校・2分校・中学校17校）に「防犯ベル」

せください．．

0誉嫉交付されなか

医療機関で3，000円⇒3，200円

1汐f交

れあい館﹂と名付
んも参加してテー

医療機関で院外処方

改定後

j∫：f交（ノ」・

す．︑

改定前

ill「1」上白1メ：全！」・llr

れました︑

一部負担金は医療費の1割ですが、同・の医療機関での負担額が1か月に以ドの
金額に達したときは、その後は自己負担はありません。

カ13∫J1811、

鰹工を祝いテープカット

あい館は︑高齢者
する状態になった
に悪化することを
事裳や健康増進の

②病院及び定率制の診療所

rどもの安全対策として、日向地区防犯協会

利用しやすくバリアフリーに

改定前

もしもの場合に対応を

く

①定額制の診療所（注）

OO●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●OO●●●●●●OOO●●●●●●●●・・●●・・⁝●⁝OOO●

外来の場合

●

ました。

高齢者の自己負担額が改定

4月1日から老人保健法の規定に基づき、
高齢者の自己負担額が次のとおり改定され

6

事業概要

た︑︑

必ず後に続いてくれるよ
う︑模範となり事業に取
り組みます﹂と述べまし

続いて︑日高修一郎ひ
ゆうがト街区協同組合理
事長が︑﹁他の商店街も

日向市駅周辺土地区画整理事業・パティオ事業

土地区画整理事業・パティオ事業
が起工

日向市駅周辺ヒ地区画整理事
業・パティオ噴業起L式が3月％
目︑関係者宇部人が出席して現地
で開かれました︒

整理審議会会長が﹁中心市街地は︑

日向市駅周辺ヒ地区画
整理事業の施行面績は1
7・6ヘクタールです︒

に配布し、交通安全を呼びかけました。

日高基秀日向市駅周辺ヒ地区画
占い歴史もあり︑本日を迎え時代
の流れを感じます︒日向らしさを
感じられる魅力ある中心市街地と
なるよう︑行政と．体となってま
い呈します﹂とあいさつしました︒

事業は平成25年度の完成
をめざしています︒

このパティオ事業につ
いては︑3月に高度化資
金融資の利用を国から認められた
ことで︑有利な融資を受けられる
ことになりました︒市は︑﹁この
飯街区には︑事業においての先導的
晒役割を・と期待しています︒

現在へ市は個性的で魅力あふれ

を中心市街地の再生
①

る﹁地域の顔﹂としての中心市街
地の再生を図るため︑中心市街地

を﹁まちのにぎわいの復活の拠

﹁周辺地区との連携の拠点﹂と位

十街区パティオ完成予想図

置付けし︑﹁どのようにして︑ま
ちの中心に人を集めるか﹂をテー
マに中心市街地の活性化に取り組
んでいます︒

県が行う連続立体交差索業︵鉄
道の高架化︶と併せ︑日向市駅周
辺上地区画整箏業のほか︑複合拠
点施設建設事業︑中心市街地商業

集積整備事業などを連帯して進
め︑国・県などの関係機関や市民
のみなさんと協力してまちづくり
を進めています︒

◎

◇副団長11日高繁憲︑広川清︑黒
木峰男◇分団長11帆足武男︵第−

とが大切です」とあいさつしました。

彦︹第玉章︶︑鈴木良太︹第2部︶︑
坂口弘︵第11部︶︑渡部国秀︵第7

部︶︑谷日芳光︹第14部︶︑黒木清
︵第詑部︶︑関本宜︹第8部︶︑甲斐
和之︵第9部︶︑児k政志︵第m部︶︑
治田博巳︷第4部︶︑黒木利彦︵第15

部︶︑河野浩之︹第M部︶︑成合利
浩︹第茄部︶︑矢野孝行︵第36部︶︑
芋田国男︵第師部︶︑松葉広史︹第16
一︵第18部︶︑新名正文︹第守部︶︑

部︶︑児E孝輝︹第17部︶︑甲斐良
児玉豊︹第19部︶︑黒木肇︵第38部︶︑

原田研一︵第22部︶︑高見英樹︵第24

部︶︑是則司︵第転部︶︑渡辺昌平
︹第27部∀︑河野浩章︵第28部︶︑黒

木浩．ズ第30部︶︑鈴木千賀子︵女性
消防部︶

よみがえ

鐸

〜7代市長︶の4人です︒

代議長︶︑故児玉袈裟雄さん︵5

ください︒

頂しからの︑11向市の発展
の姿や細島﹁業地帯・お倉ケ
浜の遠望はとてもすばらしい
ものです︒ぜひ出かけてみて

見城跡が甦りました︒

事として城山の管理に汗を流
し．桜まつりや相撲大会を行
い地区を挙げてにぎわったも
のです︒しかし︑時代が変わ
り管理も放置されていました
が︑時と人の調和というので
しょうか︑有志の手によって
登山道が舗装され︑また中村
区長の熱意が多くの人々の心
を動かし︑このほど︑桜・さ
つき・平戸つつじ1220本
が植栽されました︒眺望を妨
げていた竹林も除去され︑塩

昭和30年代は青年団の年中行

私が主11年団活動をしていた

蔵文化財となっています︒

塩見小学校の校歌に﹁城山
の青葉がくれに﹂と唄われる
塩見城跡は︑ふるさとの誇れ
る財産であると同時に市の埋

甦った城山

市長鮪想
式には︑名誉市民の遺族をはじ
め市長︑市議会議員︑区長公民館
長らが出席︒顕彰碑に向かい全員
で黙とうを捧げた後︑それぞれの
代表者が献花し︑名誉市民の功績
をたたえるとともに︑今後の市政
の発展を誓いました︒

23．

本係春
式典後の記念撮影

点﹂︑﹁3拠点地区の中核的拠点﹂︑

0

分団︶︑藤宗和史︵第2分団︶︑松

開会式で山本市長は、「交通事故のない社会
をつくるため、こうした啓発は継続して行うこ

組1ま位

事業の先導的役割を

一

㊥

活躍を期待します﹂とあいさつし

各．人に野別初雄消防団長から辞

分団︶︑世良忠L︵第5分団︶︑松
本秀博︵第6分団︶︑原川勇︵第7分

これは、15日までにlfわれた春の全国交通
安全運動にともない、交通安全：協会など各団体
から約60人が参加して開かれたものです、

り民進業拠周鉄
一

．

⑱

N度新旧部長会を開き︑団員の

日向市消防団は4月1日︑．平成

新しく副団長︑分団長︑部長に

ました︒

任命された人は次のとおりです

令が交付されました︒また︑．長年

団︶︑黒木幸男︹第8分団︶︑川崎

︵敬称略︶︒

の消防団活動の功績をたたえる日
本消防協会表彰伝達披．露が行わ
れ︑山分団長の田崎辰郎さんが精

日、市内で国道10号を中心に開かれました。

葉徳一．．︵第3分団︺︑富井秋生︵第4

績章を授賞しました︒

辰郎︵野分団長︶◇部長11江藤文

キャンペーンでは、日向ひまわりレディや各
団体の人たちが、折り鶴と記念品をドライバー

●

山本市長は︑﹁6万市民の生命
と財産を守る重要な活動であり︑

人︑団員一8人︑部長・団員の代表

任命された副団長3人︑分団長8

辞令交付式では︑Aノ年度新たに

さらなる結束を誓いました︒

14

春の交通安令運動街頭キャンペーンが4月8

一

漁 菟

市民の生命と財産を守る

L』「凝』■■脚

一

9

野別消防団長から辞令が手渡されました
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．無﹃
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7︑．

煽．．．

ボール大会が3月17日︑サ

第2回日向ひまわりライ
オンズ杯争奪小学生ドッジ

進みました︒

のそれぞれ1位が決勝戦

2パートで競い各パート

ックスが対戦︒22対19で東

3位決勝戦では︑東ライ
オンズAとダイヤモンドバ

へ︑2位が3位決定戦へと

行われました︒

ンドーム日向で開かれ 市
内各小学校︑スポーツ少年
団などの18チーム︑約40

0人が真新しい人工芝の上
で熱戦を繰り広げました︒

ライオンズAが勝ち︑3位
となりました︒

優勝決定戦は細島小Bチ
ームとアップルズで争われ

この大会は青少年の健全
育成を目的に︑チームワー
クの人切さを学べる競技と

して開かれているもので
ました︒17対9で快勝した
の王座に輝きました︒

縮
鱗︑︐

日
祝︐︐

語ってくれました︒

丸野さんは︑﹁葉っぱをいっぱ
い描いてr嘱しました︒選ばれて
うれしいです﹂と受賞した喜びを

います︒

採用されたのは︑丸野愛盛さん
︵写真 大モ谷小6年︶の﹁ひま
わりの花﹂のデザイン︒市はこの
パン皿を7000枚製作し︑新学
期から市内の小中学校で使用して

で開かれました︒

し︑表彰式が3月26日︑教育長室

学校給食用パン皿の絵柄が決定

つばをいつばい画きました

︐

昌

1

日向ぷらっとバス出発式が4月
−日︑H向市駅北側駐車場で関係
た︒

者約50人が見守る中︑開かれまし

日向ぷらっとバスは︑乗合路線
バスの利用者に対して補助金を交
付する悠々パス購入補助︵70歳以

上︶と併せ︑障害者・高齢者等の
社会参加の促進と福祉向上を図る
ものです︒だれでも乗ることがで
﹁中学生以上200円︑小学生1

き︑市内4路線を毎日運行します︒
00円︑幼児︵保護者同伴︶無料﹂

待されています︒

延岡市に本社がある㈱ケーブル
メディアワイワイが︑目向・門川
へ拡張工事を進めることになり︑
4月5日︑口向局建設と同時の起
工式が原町の建設予定地で開かれ
ました︒口向局は︑本市と門川町
への﹁多チャンネルテレビ﹂中継
基地となるもの︒﹁ケーブルイン
ターネット﹂と併せ︑加入促進を
図ります︒早ければ9月には︑市
内の一部で視聴ができ︑市の高度
情報化に大いに貢献するものと期

■部地域で視聴も

野灘

．㌧︐．蕩戴

蓬︑

④顕監置ぞまT

細島小Bチームが︑第2回

す︒

この日は︑H本ドッジボ
ール協会指導のもと︑JD
BA公式ルール
に沿った試合が

脂

㊧
駆

⑨言置

整

富島漁業協同組合漁業研修施設
0人が参加して︑竣工祝賀会が開

が完成し3月23日︑関係者約20

業振興特別対策事業︵国・県・市︶

の補助事業︑3億8237万円を
受けて建設されました︒

この研修施設は︑同組合事務所

のほか漁業・漁協経営基盤の強
化︑組合員の漁業技術向上のため
の研修や婦人部の水産加工実習な
どにも使用されます︒また︑今後
地元で採れた鮮魚などの直売店販

施設の完成を祝っていました︒

竣工式に併せて行われたもちま
きには︑地域の人たちが大勢参加
していました︒紅白のもちを︑競
って拾い合い︑地域をあげて研修

売も計画されています︒

熱戦が展開されました

す︒どうぞ立派な准看護師になっ
てください﹂とあいさつしました︒

は大きな期待がかけられていま

は︑﹁看護の道を志すみなさんに

来賓として出席した山本市長

なって﹂と訓示しました︒

先輩たちが見守るなか︑甲斐文明
校長が︑﹁他人をいたわる人間に

今年は女子29人︑男ヂ略人の合
計45人が入学︒式では︑保護者や

かれました︒

校の人学式が4月5口︑同校で開

平成14年度日向看護高等専修学

㊦き薫がかけられてい婁

完で︑種f島周辺漁業対策事業・漁

凱︵延べ−287・5平方メートル︶

鉄筋コンクリート造2階建て

たも の で す ︒

同部等が行う各種研修などにも支障
が出ていたため︑新施設が総工費
4億251万円をかけて建設され

研過したため老朽化が日立ち︑また
OA機器の導入などで︑事務所も
狭くなり︑組合員︑育壮年︑婦人

設かれました︒
前の施設は︑建設から30年が経

岡
『〜
讐
醜

向

0新しい人塁上で墨

︑凄

味・

亙

．轟峯

構

瓢

贈騒鶴﹁亀・

桝．

卜．、堕

、

〆
4鴎一一

，

Tnp7r℃
ユ リム
コロりしノ
まδの猛欝
希望する人は、市総務課（5回線2234）まで。

⑩馨あげ三琵を祝う

■広報紙に掲載された写真を差し上げます。

77

70

みんなの広場
国際交流員のガリモー・ジョナサンさん

報

言

︷

Q日向市︵日

なりますか？
A．1年9か月
Q．日本の印象

て変わりました
A．日本に来る
ースで見た日本

した．︑経済大国

うに超高層建築
算に一所懸命な
界最先端技術な
リスと面積は同

の人目がある．

リスや韓囚は24時間使

えますよ︑．︵笑︶

Q．日向市の好きなと
ころは？
A．市民のみなさんの
やさしさ︑新鮮な食べ
物︑気候︑カレーライ
ス屋︑八幡通りも好き

です︐︵笑︶

Q．国際交流員として
働いた感想は？
A．いろいろなことが
経験できました︐昨年は︑肚界ア
マチュア囲碁選f権大会︑日向市
とゴーラ市の交流などに翻訳や通

訳の仕事で参加できました．．ヒ地
．区画整理について通訳する機会が

あり︑とても難しかったことを覚

えています．．

学校や幼稚園の訪問でも︑人と

の出逢いがあり︑いろんな11本語

が勉強できました．．

Q．もうすぐ交流員としての任期

が終わりますね︒

A．はい︑残念ながらこの仕立は
7月までです︑今後のことはまだ
決まっていませんが︑できれば日

青春トーク

ヤLザ．
馳磁』層

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︵麿内線223
4︶までご運眠ください︒なお︑

し噂㌧「P，

自薦︑他薦は問いません︒

、

・鷺L卜

ご連絡をいただいた人は︑広報

新コーナー

ここは﹁がんばっちょる﹂

人︑サークル︑団体など

んなすっびんで一す（笑）。

応援するコーナーです︒

今日は突然の取材だったのでみ

希望する人は︑市総務課

んなで仲良くやってます。

内線2234︶までご運

にぶつけて、気分「すっきり」。み

ρ・

係が写真を撮りにうかがいます︒

いに宮崎へ出かけたりします、

■ミニバレーボールチーム「マー
ガレット」のみなさん
毎週金曜日の午前中に、市の体
育館で練習しています。育児や家
庭でたまったうっぷんを、ボール

ください︒

月・水・金、時間は午前9時〜午
後4時まで，倉52−1345）

いきいき

これから夏にかけて大変です
が、やりがいのある楽しい仕事
です。休目は、洋服や小物を買

で、周21口i（火・木）の10日間

0−23、森林組合2階相談IIは・

闘、のせん定などのf惇をして
3年になります。外での仕事は

ll日（木〉、午前9時〜12時ま

◇申し込み＝宮崎県家内労働援助
センター日向地区相談所（本町1

本で働きたいと思っています．

日rrlj市公共施設管；理公社で、

｛

◇日時＝6月11日（火）〜7月

◇締切＝6月5目（水）

以外の都市へい
ぶん違いました
ないし︑日向市

児玉成昭さん（22歳：金ケ浜）

開催します、

抽選）

Q．市民に︻言お願いします︒

かけてください．

無料健診・相談を実施します．

■講習会のお知らせ
宮崎県家内労働山田」センター日
向地区相談所では、「業用ミシン
を使った内職のための洋哉教室を

A．日向市のみなさん︑これまで
親切にしてくださって︑ありがと
うございます︒残された期間︑が
んばりますのでよろしくお願いし
ます︒街で見かけたら︑ぜひ声を

り

※「紙しばい」と「素言刮は随時行われます。

※「歯の無料健診・相談」のポ
スターか会員之証を掲示している
歯科医院で、6月3日〜7日まで

◇定員；10日間（多数の場合は

．

1時30分〜おはなし会（乳幼児、幼児、小学
生）／午後2時30分〜手作りコーナー

◇場所＝Ill央公民館

及び教材費は自己負担、1000円）

．「■㌔覧

一

◇とき＝5月11日（土）午前9時〜◇ところ＝市
立図書館／9時〜古本市・絵本作家「本田哲也」原
画展／9時30分〜1日図書館長、図書館員任命
式／10時〜ブックラリー・紙しばい・素話／午後

◇日時；6月1日〔．1っ午後2時〜

◇受講料＝無料（ただし、テキスト

＝｝

塚

す。

◇場所＝松竹洋裁学校
◇内容ヨ初心者向け

ほ瀧＿囎

〜

■無料歯科健診・相談
6月4目〜10日までは、歯の衛
生週間です
この週間にあわせ日向市・東臼
杵日歯科医師会では「母とrのよ
い歯のコンクール」と「歯の無料
健診・はみがき指導」を実施しま

ホテルでした︑

きない場合があります。

てお待ちしています。

日本は︑先端

紙面のスペースの関係上、掲載で

24

図書館では、4月23日（火）〜5月12日（日）
のこどもの読書週間にちなんで、「春のとしょかん
まつり」を開催します。毎年恒例の「古本市1「ブ
ックラリー」その他たくさんの楽しい企画を準備し

ると．．．．口われてい

課（含内線2234）へ。ただし、

ﾎ・ト

機と自動ドア以
ないと思いまし

原稿は、毎月1日までに市総務

・『

條ﾔ使えない

目的としたものはお断りします。

つ・ヲ．・

現金自動払い．戻

「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

いろんな人との出逢いがありました

館

図

坂口美和さん（20歳：広見）
？｝｛山占f鉦こff〔玉山lliIrrJ支rlE「5こ、

／♪

年人社したばかりです．仕1

は

大変ですよ，でも「社会人にな
ったんだな」と、実感していま
す，趣味は、買い物ですね，体
みの日は、買い物がてら友達と
街を散歩してます，

72

73

おしらせ・ぼしゅう

農家のみなさまへ

農業資材の
管理は適切に

春になるとあちらこちら
で農作業が忙しくなりま
す︒また雨の日も多．くなり

ます︒このため︑水川や畑
等に放置されたままのトタ
ンやビニールなどが風に飛
ばされて︑河川に流れ込む
ことがあり下流ではゴミが

〜別日︵金︶の期間・⁝Tに児

竜手当認定請求の乎続きを
行ってください︒．平成B年

度の所得をもとに申請を受
付いたします︒

期間を過ぎると支給開始
月が遅れますのでご注意く
ださい︒

また︑受付時には︑請求
者の印鑑︑銀行通帳を持参
してください︒

詳しくは︑市福祉事務所
児竜母．r係17番窓口︵倉内

乳幼児医療費助成

線2164︶へ．︑

そこで︑農家のみなさま︑

たまります︒

お．願いします︒

農地での農業資材の管理は
適正に行っていただくよう
◇問い合わせ11市農村整備
課︵含内線2326︶
児童手当

児童手当の

認 定 請 求 を し てください

現在︑小学校就学前の児
竜を養育している人に︑児

敢手当が支給されていま
す︒ただし︑所得制限によ
り丸染手当を支給されてい
ない人は︑5月−日︵水︶

医療や保健福祉に関する相談

精神科医による

﹁こころの健康相談﹂

日向保健所ではP療や精
神保健福祉に関すろ田淡を
これは︑心の健康の保持

実施します

助成します

3歳未満児の医療費の一部

市では︑3歳未満の子ど
もが医療機関で診察を受け
る場合︑医療費の．部を助
成しています︵入院・歯科

は4歳未満︶︒

助成を受けるには︑乳幼
児医療費受給資格証が必要
となりますので︑持ってい
ない人は登録申請をしてく

ださい︒

詳しくは︑市福祉事務所

鳥

矩

児竜母f係17番着目︵内線

2164︶へ︒

5101︶

◇場所51H向保健所︵麿5
2

◇時間11午後−時淑分〜3
時m分まで
◇日程114月田11︑5月21

9月17口

μ月

11︑6月81一︑7月6目︑

8月二日
51︑lJgi︑り一一7i︑
N一1−21日︑2月18口︑

3月1811︵毎月第3火曜日︶

建築物の耐震診断窓ロ

無料で耐震診断のた
めの相談を行います

県では︑あなたの家の耐
震診断のための相談を無料
で行っていま す
住まいの︑地．辰に対する
F診断を無

安全性を確認するために建
築しが簡易な耐．

料で行い︑併せて耐震改修
K要性等についてのご相

巳虚しノ︑よ︑

拝下川こ直配活胞ψ

談に応じています．

でご確認くだ さ い
◇相談窓ロー1︵財∀宮崎県
野中艦住宅センター︵智09
5605︶

◇受付日時11毎週木曜目

50

期発見などを図ア︑9ため︑精

85

神科レによる﹁こころの紬健

︵午前m時〜午後4時︶

増進︑精神疾患の．r防や早

康用談﹂を実施するもので

◇県担当課レ県ヒ木部建築
住宅課︵盈0985 罰

平成14年度銃砲刀剣類登録審責会

銃砲刀剣類の登録審査会

開かれます

◇日程115月27日︵11︶︑

7月25日︵木︶︑9月25H
︵水︶︑H月25日︵月︶︑平
成15年−月27日︵月︶︑3
月17日︵月︶

◇時間H9時鮒分〜12時／

⁝鎌謙難翻鐙

ことを証明する資料等があ
る場合は︑その資料
罰

◇問い合わせ11県文化課文
7250︶

化財係︵容0985

●直
鴫
軽自動車をお持ちの方へ

軽自動車税の減免制
度があります

護者の運転する軽自動重

︵対象者が18歳未満︑また

は知的障害者の場合は︑生
計同一者が所有運転する軽
自動車も含む︶

③易体障害者のために構造
変更された軽自動車

◎

0
て︑市建設課へ提出してド
さい︐

◇問い合わせ11市建設課管
理係︵含内線2352︶
中・高校生の海外派遣

オーストラリアで見聞
を広げませんか
市は︑21世紀の日向市を

5月の相談
◇交通事故巡回相談
とき■5月24員金︸
0 燈〜4⁝狛

ところ■中央公民館
◇法律相談︵要予約︶
0

・用〜PJ

・勘

とき■5月m日︵木︶
︹容内2140︺

︵月︑火︑木︑金︶

︵盈茄一1660︶
き■B m〜b m

保険の制度や保険料の

． K

〜

き■5月B口︵月︸︑
一

193︶

ところ■市民健康管理
センター
問い合わせ■高齢者あん
しん対策室︵歴内線2

と

説明会
毎月1回説明会を行っ
ています．今月はド記の
口程です．どなたでも︑
参加できます

諟

ところ■中央公民館

0
一﹂． ・一
O
l ．
．0 一〜1

とき■5月m11︵金︶

◇税務相談

ター︹奮52．．5434

ところ■身体障害者セン

とき■5月9日︵木∀
0 勘〜2一川

◇障害者相談

ところ■推進ルーム
﹁さんぴあ﹂

と

ところ■中央公民館
一
もあります︶
5月は︑軽自動屯税の納
一 期です︒この軽n動甫﹁税に ￡権・行政相談
◇審査当日に持参するも
⁝
とき■5月8日︵水︶
の目⑦新規登録の場合11発
ついて︑次に該当する屯に
0 ・0〜﹇﹂ ・0
⁝
見届出済書︵関係警察署発
は︑減免の制度があります
⁝
ところ■中央公民館
行︶︑2．当該銃砲刀剣類︑
︵ただし︑．人一台で普通
⁝
◇年金巡回相談
⑤委任状︵申請者がやむを
肛・との重複はできません︶︒
⁝
とき■5月回日︵火︶
得ない事情で審査を受けら
①公益のために直接専用と
OuO〜5・0
れず代理人に委任する場 ﹁ 認められる軽自動車
⁝
ところ■n目少年ホーム
合︶︑宮崎県黒人証紙︵県
②身体障害者︑戦傷病者︑
◇女性による女性のための相談
庁販売店にて購人可︑1件⁝ 知的障害者が所育する軽自
コロー面接相談
につき新規登録申請1163⁝ 動車で︑本人または本人の
︵毎週木曜日︶
ために生計同一者︑常時介
2．電 話 柑 談
00円︑再交付申請1135⁝
00円︑製作承認申請118⁝

00円︶⑤申請に係る銃砲﹁
が日本製銃砲にあってはお⁝
おむね慶応3年以前に製造⁝
されたこと︑外国製銃砲に⁝
あっては︑おおむね同年以⁝
前に我が国に伝来していた一

弘．

市営住宅の入居者募集

申込用紙の配布と説
明会を開きます

市は︑市営住宅の人居者

を募集します︑
︽申込書用紙配布及び説明︾

担う占少年の健全育成を図
るため︑市内の中・高校生
を海外に派遣する事裳を実

①期間116月3日︵月︶〜
5日︵水V︑②場所11日向
市勤労柱目少年ホームー階会

施してい圭す．︑今回派遣す

コーラー

いても可︶

とも市内に居住している高
校生︵市外の学校に通って

◇応募資格11保護者︑本人

◇募集人員114名

◇負担金犀60000円

目︵折定︶12泊B目

◇派遣期間118月14目〜茄

ー

◇派遣先同工ーストラリア

る高校生を募集します．．

議室

︽募集期間・申込資格等︾

◇締切116月目ロ︵火︶②
抽選日11平成14年6月21H

︵金︶︑③場所一−日向市勤労
n目少年ホームー階会議室

◇申込資格11工市内に居住

または勤務し︑現在住宅に
困っている人︑2現に同居
または同居しようとする親
族︵婚約者を含む︶がある
人︑3収人基準︵公営住宅
法により計算した人居者及
び同居親族の過去−年間の

◇応募方法11市企画課に備
え付けの応募川紙に︑﹁国
際化﹂に関する作文と学校
長の推概詐を添付し︑事務
局に提出してください

学人月額が︑鋤万円以ドで
あること︶を満たす人
◇申込方法11申込睦日に一．

◇問い合わせ11ひまわり嶋

金事瑛推進協議会事務局・
︵市企画課内︑容内22−

◇応募締切115月1511︵水︶

住民票謄本︑．2市成B年分
の所得証明k目︑給与所得者

は過去1年間の給与収入証
明仕日︑自営裳階は過去−年

8︶

税金で住みよいくらしまちづくり

一

一
間の月別取芝内訳蒔を添え

二期
軽自動肛税

一
一 一一一
一

一

7195∀

（．

一

一一
一
一一

一
一
一
一
一 一
一 一一
一
．一一
一一
一
一

一

一一

一
一一一
一
一

一
、
一

一
一
一
一

………………

一

■市民なんでも相談ホットライン（「餌55−9111・IELO120−86−4388）

⑰・は・身元調査・断・・動・を推進・て・蔚・
75

す．．

◇費用に無料

5月の納期

ご・繁鶴量1至難鑓

一一一一
一

一

…………一…一……… 一……………………

一
一
一

一

一一
一
一

瀬1蟹綴

一

15
92

巳●

一

ド
れ度い市運い井IIす

お詳てに税転＼＿（る

で係

おしらせ・ぼしゅう

日向現代彫刻展の実行委員

やる気のある人募集し

ます

くりを図る福祉ボランティ
ア活動や民間の福祉事裳な
どに対し︑最高陶万円を助
自衛官募集

2等陸運︑海土︑空士

を募集します

金は助成の対象外︶．．

◇応募資格d採用r翌月

成します︵団体等の運営資

女．rは8月〜9月に募集﹀

市では︑今秋口向岬グリ
希望する団体等は︑日向
市うるおい福祉基金事業助
の1目現在で18歳以ヒ27歳

L♪G一一︑

ワ

∵姻ム

睦日︑収支♂r算極目等を添付の

学校卒裳以ヒの学力を有す
る人でかつ自衛隊法︵昭和

未満の11本国籍を有し︑中

に市高齢者あんしん対策

てください︑

室・高齢者福祉係︵市健康
管理センター内︶へ提出し

2︶へ．

詳しくは︑市高齢者あん
しん対策室︵容内線219

﹁ひまわりフォーラム﹂実行委員

﹁ひまわりフォ⊥フ

ム﹂実行委員
員募
募集
集

女と男が共に認め合い︑
支えあい︑すてきに生きる
ためのまちづくりを目指し
て︑﹁ひまわりフォーラム﹂
を毎年開催しています．．

本年度もこのフォーラム
の寒行委員を募集していま
す︒市内にお住まいの人な
ら男女間わずだれでも応募
できます．

希望する人は5月17目
︵金︶まで に 市 企 画 課 ︵ a
内線2220︶まで．．

世

と鋤Uいても構いません︒

詠進歌の詠進要項

2224︶まで．．

または︑市総務課︵容内線

集事務所︵暦526914︶

詳しくは︑自衛隊日向募

◇試験時期11受付時に指定
◇試験種目11筆記試験︵国
語︑数学︑社会及び作文︶︑
日述試験︑適臣検査

条第−項に定める欠格事項
に該当しない人

劉年法律第165目げ︶曲淵

うえ︑5月困口︵金︶まで

︵男．rは41一〜翌年3月︑

の日向現代彫刻展の実行委
成交付申琉嗣廷目に事業計画

9︶

日向市うるおい福祉基金

．−

ご利用ください
うるおい福祉基金

Lμ士二

れワノロ

睡構いてください︶．．

歌に添えてください︒
◇詠進の期限119月30日目
で︵当日消印有効︶︒

なお︑㌔ヒ婦の人は﹁一．．婦﹂

なお︑視覚障害のある人
は︑点字で詠進しても差し
0⁝8111宮内庁﹂とし︑

﹁〒10

支えありません︒

に︑これらの機器を使上し
た理由を別紙に逝いて詠進

者の健康づくり生きがいつ

く

ド

◇ご意見・申込・問い合わ
せ目日向現代彫刻展実行委
員会︵市祉会教育課内︑内
線2425町54．218

◇募集期間11随時

く18歳以h．︶．

る気のある人︵高校生を除

◇実行委員の応募資格1ーイ

までご連絡ください︑

今回︑設置方法や彫刻展
運営に関するご意見もうか
がいます．お気軽に事務局

圭しよう︑

なことに︑貴重な市民の財
産である市内に設置してい
る彫刻が︑盗難・破損され
る被害が相次いでい圭す．
みんなの公共物を大切にし

ところで最近︑大変残A︐心

ーン．パークで開催するr定
員を募集し圭す︑

「日向東臼杵南部合併研究会」が発足し、

◇郵便のあて先

④書式は︑半紙を横．長に使
レ ︑ 右 半 分 に お題と短歌︑
左半分に郵便番ロヴ︑住所︑

お題は
は﹁町﹂

と定め
められました
平成
11
5D
成
5年歌会始のお題は

と定められました
μ﹂と︐

﹁汀

﹂使
使川
︵街も
川可M．

一

一︑ノ

阿

コくぢ

・

︑

︑
︑

︑
︑

︑
︑

︑
︑

︑
︑

︑

名
唖年月日

所

︑

住
ふ11

氏

がな

︑

お題

〒

町

●詠進
進
歌歌
出の詠進要領
←泳蓮
・は︑お題を詠み込
寮欽歌
んだ白
白作の短歌で一人一首
︑
未発表のものに限り
二身
ヘ
とし

ます

式
書

業

2．用紙は半紙︵習字用の半
ても問題あり圭せん．．

ワーフロなどの機器を用い
︵代筆による場合︶

紙︶とし︑丘筆で臼辞して
ください．

乍者の住所及び氏名を捷日い

▼別の紙に代筆の理由︑代

ただし︑海外から詠進す
る場合は︑用紙は自由で︑

て詠進歌に添えてくださ

病気または身体障害のた

即日でなくても構いませ
ん．．

一3

めに自分で井くことができ
ないときは︑代筆もしくは

︵ワープロなどの機器を利
▼印字して詠進するととも

用する場合︶

受付窓臼を設置しました︒

政水産課︵容0984．．．鴉

7︶／西諸県農林振興局農

1364︶／東臼

質表示を進めるため情報等

皿

3165︶／児湯農林振
興局農政水産課︵麿098

ンター︵盈0986

24

︵容0982 記 613
5︶／県消費生活センター
︵容09851認i717
1︶／都城地方消費生活セ

杵農林振興局農政水産課

3

開設時間は平目の午前9
時頃午後5時まで︒情報提
供をお願いします︒

農政水産部農業経済課︵倉

◇食品表示110番窓ロー1

09851つ
6︼1712
6V／西臼杵支庁農政水産
課︵容098272−−21

（容内線2213）

職

で、調査へのご協力をおねがいしま．す．

封筒に﹁詠進歌﹂と書き添
えてください︒詠進歌は︑
小さく折って封入しても結

0998︶

0998︶／延岡消費生活
センター︵冠0982ヨ制
◇問い合わせ11農業経済課

08︶／中部農林振興局農
政水産課︵倉0985．％
17279︶／南那珂農林
振興局農政水産課︵含09
871％−−4312︶／北

◇問い合わせ＝市企画課統計係

構です︒

i少年ホーム2階
お気軽にご連絡ください。

市場加L係︵奮0985
罰−．7126︶

5月．ド句から調査員がうかがいますの

具体的に︶を縦日日きで玉目い

が問題解決のお手伝いをします。：11、10時〜15時◇場所・＝1・f

諸県農林振興局農政水産課
︵倉09861器1450

実施されます．

食品表示情報等受付窓ロ

女性のための女性による何で：Q．厚生年金の請求をしたいの
も相談を推進ルーム「さんぴあ」：ですが、社会保険事務所までな
で行っています。
・かなか行けません。どうずれば
面接相談は毎週木曜日午後1i よいでしょうか？

調査員がうかがいます
F成14fl三商業統計訂、冒査が
1僕所を対象に
の

■日向市ホームページは最新情報が満載hltp：www．〔・ily．hyllga，mb『azaki．jp

76
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饗鷲講諭濫i喬《ぎ窒Q＆A

い

電話相談は毎週月・火・木・：社会保険事務所（14年度から）
コ
金曜日の午後1時〜午後4時ま＝になります。社会保険事務所に
でです。相談専用電話番号は、＝行くことができない人は、毎月
ロ
麿0982−55−1660で： 第2火曜ト1に年金相談を実施し
す。女性が抱える悩みや問題、：ていますので、そちらをご利用
疑問について専任の女性相談員＝コ ドさい，◇日時二毎月第2火曜
6月1口現在で、市内の卸売業・小71昌量

詠進歌についての問い合
わせば︑9月⑳日までに宮
内庁式部職あてに郵便︵郵

（雪iノ「］糸泉2219）

時30分〜4時までです．場所：A．厚生年金・遺族厚生f「金な
は文化交流センター小ホール棟： どの請求や相談、また3号期間
2階です。
iのある方の老齢年金の請求先は
な

食品表示110番を設置

◇問い合わせ＝．企画課地域振興係

：
●㌧ノ

県では︑食品の正しい品

（市役所2階）

隻1／

一

横働

一

央公民館、ll知屋公民館、図詐館、企画課

便番号︑住所︑氏名を書き︑

パンフレットにつきましては今lni、「広報

返信用切手をはった封筒を

なお、この報告君から抜粋した概要版と

図

◇配付場所＝細島・岩脇・美々津支所、llr

ものて1庄＿

U
さい．

同封︶でお願いします︒

研究会では、構成市町村の合併を前提と
することなく、客観的な情報を圏域住民の
皆様に提供するための調査・研究を行いま
した。この程その冊fが出来上がり、下記
市施設へ届けています。お気軽にご覧くだ

氏名︵ふりがなつき︶︑生
年月H及び職業︵なるべく

月3（．）日に1市2町5村の助役で構成する

一
ご・読ください。

応人いつ ア指き
募なまム こしるし1
ひゆうが」と一緒に全戸配布しています。

一

一

本年3月に報告書をまとめました。

てください︒

近年、全国的に市町村合併が議論をよん
でいますが、日向・人郷圏域で市町村合併
問題について調査研究するために、昨年7

無職の場合は︑﹁無職﹂
と書いてください︵以前に
職業についたことがある場
合は︑なるべく元の職業を

商業統計調査へご協力を

一
一
市町村合併についての研究
会報告毒がまとまりました

鞠
、

μ

◎

ノ●
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心

ヴ
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田中蓮くん

1黒木文哉くん
邦人・笑子（松原）

黒木楓ちゃん

bl乏坂勇征くん

二郎・奈緒美〔塩見ケ丘｝

．蕊

長谷恵理菜ちゃん

義勝・悦子（往還）

雅登・政代（花ケ丘）

義仁・浩子（亀崎西）

韓

日向市保育協講会

働くお母さん、子育て中のお母さんをサ

◇内容＝赤ちゃんのおふろの入れ方・妊娠疑似体

ポートします。

儀乳幼児健診

喫すくすく教室

験・妊娠中の歯の管理（歯科【りミ・歯科衛生i：）・

●対象児童＝○歳（3か月以上）から就学

■3か月児健診＝日II与／5月lo日｛金1、2411〔金1、

◇日時＝5月281i（火1

パパとママのための栄養知1識など。

前の児童

対象／ムF成14fl三2月11こまオt

目対象一生後6か月までの乳児を育児中のお父さ

●実施保育所＝大王谷保育園（亀崎東、麿52−

■7か月児健診；il時／5月1511｛水［、対象．ムF

ん、お母さん。

◇会場＝市民健康管理センター
◇申込方法一開催日の1週間1可までに氏名、連絡

成13年10月生まれ

◇内容＝こエ栄養［：との離乳食作り・試食、2体喰
測定・身長測定、13）赤ちゃんの健康相談、4ママ

先を市民健康管理センター（容内線2182）ま
でご連絡ください（定員20人で締め切ります）

●開所時間＝午前8時〜午後6時まで。

■1歳児健康相談＝日時／5月i411〔火1、対象／
1勺」父13年4月生まオし

」

◇会場＝市民健康管理センター
◇持参するもの＝母∫健康r帳

1…まれ

■3歳児健診＝日時／5月9日｛木1、対象／

i4成

1∬茂6カ・IJリ己・3ガ三児／／〆「f菱1田f〜

1＝前9時3〔〕分〜1（）時です．母」仁

健康手帳を忘れずに、市民健康管理センターへ。

鱒儀前立腺が櫛・つし、て
5月から「前・層〆二腺がん検診」が、基本健康診

1815）、往還保育園（財光寺、容54−0338）

週3日、月14日を限度として預かります。

●利用料金＝日額、1人1500円（半日
藍田f

に受けられます．前、㌃腺がんは中高年男性に高頻
度で発生する病気です＝前、玩腺がんの多くは、初

●Lパパママ教室

※受付時間は、3か月児・7か月児／午後1時〜
2時、1歳児／

摩

※戸約・参加料は、必要ありません。

10年10月〆i三ま才し

11時30分、

r後3時30分

やパパ同しの交流会など。

■1歳6か三児健診＝目時／5月161h木1、対
象／ムF成12年1〔｝

「後211Jf〜

◇日時＝1工5月12日（川②51126印日｝午前1創1芋

期に症状が出ないことが多く、なかには骨転移を
おこしてから腰痛などで見つかるということもあ

〜12時

ります．

750円）

●利用方法＝直接、実施保育園へ申し込ん
でください。（上記以外の認可保育園でも
取り組んでいる所がありますので、ご相談
ください）

基本健康診査を受1診される人の場合は、採lllLさ

◇対象＝出産を迎えるパパとママ

3月中の交通事故

れるlllL液で同ll与に検査をlfいますので、採1脳1は

変わりません、現rii、高【「山1、心疾患等で治療中

q恥5月の休日在宅医

の人も二胡泉がん検診のみの受診もできます、
◇対象者＝50歳以L

※事前にテレホンサービス
（麿53−1214）で確認を！

…渡辺病院（産婦・泌尿容57−1011） 天生堂医院（内・整外・麻i
3日 1酔・リノ＼2奮53−8910）
こどもクリニックたしろ（小児容56一1
1515）武冨医院（皮目52−5522）

栄養ひとくちメモ

1

◇場 所一日向市文化交流センター
◇内容＝健康についての講演会、レクダンス等
の発表、健康相1淡など
◇問い合わせ＝健康まつり実lf委員会

穀類（米・パン・めん類）
いも類・砂糖・菓子類・果物

〔暦ド二手泉21841

世

転

⊃﹀﹀﹀

r前1〔川与〜

堀追丁

時；6月！61i、

82U−−Q︶

ください，
◇日

3﹁08︵0

熱を出して体温を保つなど消
化、吸収されてエネルギー源
になります。うまく利用され
るためにはインスリンという
ホルモンとビタミンB1が必

ご家族、ご近所をお誘い合わせのうえ、お越し

世

1一 こ

市の恥

4＜＜＜＜

q軋第7醗康まつり

871−1

2936）白石病院（内・呼吸盤63−1365）

鍬灘蔀います吸鮒
5232

糖質はからだの中でブドウ
糖となって筋肉を動かしたり、

要です。

古賀内科胃腸科（内・胃腸麿52−8118）浦上医院（内・外・胃腸含52−

卿蕩甥

〈働き〉

〈糖質を多く含む食品〉
12日

（＋30）

帯謬鹸

糟廊＝ついて

8

口

ふじた心療内科（心療内科・精神・内容50−0855）1

（＋12）

と

．吸容52−4046）

．医心内科（内a55−0157）

105件

〜止まって確認！無事故に挑戦〜

男女帯

6日

物損事故

47人

（十1）

口

．鮫島（敷正）医院（整外容52−8191）吉森医院（内・胃腸・循環・呼．

金＝5｛川11｛70歳月L3（川ID

人

…吉田クリニック（内・循環容55−0770）長田整形外科（整外・リウ・
．リノ＼容63−0507）

◇料

（＋8）

向
日

15日

容一lr【L液検査、問診

負傷者

基本健康診査実施1クミ療機関（先月号に各FI巨検診

1・日1礁灘院、晶議製。1『鍬読詰論鵡臓冨111）；
噸医院（産婦．外葡虚＝山68，協禾0病院（精神．神経容54−2806）

◇内

人身事故 死 亡
43件
2人

数

入

出生

358人

転

出

45人死亡

768人
37人

等。

19日目ll誌31網昌識81。甲礪，警。晶精神

神

Eケ尻医院（整外・リハ費52−5557）康田医院（産婦容53−
26日

7788）松岡医院（内容52−5407）

稲原眼科（眼倉52−2209）

79

沼田医院（皮容52−3785）

〈食べ過ぎると〉
からだの〔Pで脂肪に変わり
肥満のもとになります。
〈少ないと〉

ブドウ糖が不足して脳の働
きが悪くなります。

面

亀
2日（木）
Q2日（水）

積

117．56klu

5月の献血日程
川一ムワイ
@寸
ｧ日両総合庁舎
井病院
、

10：00〜1：00−9：30〜12：σ0

P3：30〜16：30

78

払尋客海

み

帯七冷餅♪孫

七

土の歴史
日向市史別丁
﹁日向写真帖﹂の紹介

日向市史編さん事業

一人ひ

﹁無名のごくありふれた日本人
の一生は︑波瀾万丈に満ちたもの
ではないかも知れないが︑

はるかに越える協力の申しでがあ
り︑それぞれの人生を表現した数

とりにとっては︑平凡であっても
思い出深く︑それぞれの記憶の中

多くのアルバムが寄せられまし

が︑1枚−枚の写真に喜びや悲し
み︑楽しさや苦労がぎっしりつま
っているのがうかがえます︒一人

蟹⇒ヵ晦ヴ

日向市史の初刊となる市史別編
﹁日向写真帖﹂1家族の数だけ歴

り︑驚きと感動の中でアルバムの

ひとりが．所懸命に生きた証しが

﹁日向写真帖﹂は︑明治・大

種行事︑行政．写真等も含まれてお

正・昭和の日向市域の近現代を写

残されています︒

は何も語りかけてはくれません

民俗学里雪宮田登先生の言葉で
す︒家族アルバムに残された写真

に刻みつけられている﹂

史がある一は明治維新から今目ま
で︑日向市域に生きた人々の歴史
を分かりやすく紹介し︑また市民
のみなさまに市史編さん事業を広
くご理解いただくために別編とし
編集を進めました︒

た︒それらの中には︑家族写真は
もとより︑当時の風景や風俗︑各

て企画されました︒
・地．兀新聞︑あるいは地区

平成H年の始めに︑広報﹁ひゆ

時代の名残りから高度経済成長．ト

日・

南凄︑

三在

今月号から始まった﹁が
んばっちょるよ一日向人﹂
のコーナーは︑タイトルそ
のまんまの﹁がんばっちょ
る﹂人たちが登場するコー

掲載を希望する人は︑ど

ナーです︒

しどし市総務課まで連絡

︽K︾

を︒今後︑みなさんの職場
やサークル活動などの現場
に︑突然取材にうかがうこ
とがあるかもしれません︒
どうかよろしくお願いしま

す︒

日向市本町10番5号

の家族の足跡は家族写真でたど

この﹁日向写真帖﹂により︑過
去を懐かしむとともに︑この地に
生きた先人の歩みをたどり︑郷h
の理解がさらに深まることを希望
します︒とともに︑先人の誇労に
思いを寄せて︑郷上愛を育み︑確
かな未来がつかみとれることを期
待します︒

〒883−8555

うが﹂

﹁鰯．

■﹁日向写翼帖﹂の販売

含0982−52−2111

市史編さん室では﹁日向写真帖﹂

■編集／日向市役所総務課

真で描こうというものです︒藩政

︑

の販売を行います︒定価はいずれ
も税込みで︑市民が3千円︑市外
の方は5千円です︒5月末からの
お渡しになります︒

■印刷／（有）第一印嗣

肋

︵．

り︑併せて日向市域に生きる人た
ちが時代の流れの中で力を合わせ
て成し遂げた出来事も含まれてい
ます︒これらには︑戦争と平和︑
貧しさと豊かさが同居し︑人々が
懸命に生きてきた貴重な記録がぎ
っしりつまっています︒その一枚
一枚に︑先人がたどってきた多様
な歴史の流れを感じとっていただ
また︑資料写真や20世紀から21

ければ幸いです︒

役所総務課試下編さん室︵雪541

国

平成14年5月号

協力員や区長さんを通じて写真の
提供を呼びかけたところ︑予想を

．

世紀にかけての口向市民の表情が
生き生きと写しだされた現況写真

2623︶へ

ミ

︑

申し込み・問い合わせば日向市
も取り人れました︒
蓼

︷

目

広報αゆう瀞

爆艦

嶋審ζ簿

◎

■﹂

日向市史の初刊となる日向写翼帖

