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■特集
活用してね一・防災マップ

事前の準備で風水害に備える

■市政の動き
ゴーラ市高校生が市内にホームステイ︑わ一るど・

くらぶ︑こどもの日の贈り物など

■まちの話題

日向こどもおまつり広場︑とれたて完熟マンゴーを
初出荷︑春の図書館まつりなど
■インフォメーション
入館料の取り扱い／市内小学生は無料です︑戸籍届
出／身分証明書の提示にご協力を︑大王谷プール監

視員募集︑推進ルームさんぴあ／シンボルマーウ募

集ほか

表紙サッカー大好き！
6月は、サッカーの世界王者を決め
るワールドカップ大会が日韓で共同開
催されます。ボール1っあれば、仲間
たちと広場や空き地で、どこでも遊べ
るのがサッカー。世界の競技人口は2
億4000万人以上といわれ、日本で
もJリーグが始まって以来の人気スポ

ーツです。競技レベルも上がり、中
田・小野といった日本人選手がヨーロ
ッパなどで活躍しています。
ここ、塩見小学校のグラウンドでも、

放課後になると将来の日本代表を夢見
る少年たちが、夢中でサッカーボール
を追いかけています。
（撮影協力：塩見小学校サッカースポーツ少
年団）

■日向市ホームページhUp：〃www．city．hyuga．miyazaki．lp／

婆、この広報紙は再生紙を使用しています。

土砂災害の前兆
の避難を心がけましょう。）
・がけからの水がにごる
・地下水や湧き水が少なくなる
・がけや斜面から水が噴き出す
・小石が落ちてくる
・山鳴りがする

9

色

・斜面や地面にひび割れが出来る

前

6月から10月にかけては大雨や台風の接近による水害、崖崩れなどの災
害が数多く発生するおそれがあります。昨年の10月の台風接近による大雨
の被害は記憶に新しいところです。また、火災や地震などもいつ発生する
か予測ができません。こういつた災害の発生に対して、日頃から家庭や地
域において対応策を考えておくことが大切です。
市では、このような災害に備えて、私たちがどのように対応したらよい
のかをまとめた「防災マップ」を作成し、みなさんの世帯に配布しました。
今月号では、この「防災マップ」と風水害対策を特集します。いざという
ときの災害に備えましょう。

（いずれかの現象が起きたら、早め

・異様な匂いがする

・雨が降り続いているのに川の水位が下がる

蘂

圃
国災マツ＝プ
日面市

欝㌔新

弩こ難店㍉七戸姦

︵

6

窪地や崖地、河川

・気象情報（注意

隻

台風が接近したり、大雨が降り出したりした場合

いざというときの災害に備えて

備

即㊥

掻笏

1時間の雨量のめやす雨の強さ（塒間雨量）
ア

ル

〃μ，，

いノ

蒜ド
へ

／！藩1＼

圓

ジ

雌、

縣雪雛

■■■■やや強い雨
雨の降る音が聞こえる。

卿・糀懸灘ヒ鷺

※50mm以上

大雨注意報

大雨警報

R時間の雨量が

100mm以上

Q4時間の雨量が

200面m以上

になると予想される場合
ﾉ発令されます

60m以上
100m以上

1時間の雨量が

60m吊以上

になると予想される場合
ﾉ発令されます

暑匙

30mm以上

@3時間の雨量が
Q4時間の雨量が

璽

︵

︵日向市防災マップよリ︶

注意報・警報のめやす
1時間の雨量が

2権

猛烈な雨→滝のように降る．土石流が起こりやすい．

＊参考

平成13年10月16日に発生した台風21号接近に伴う集中豪雨による日向市の記録
1時間の降水量．．．52mm、3時間の降水量．．．Bgmm、総雨量．．．321mm

（床上浸水7棟、床下浸水114棟、崖崩れ33箇所、道路の被害30箇所、河川の被害13箇所〕

事前の対簾で
被害を最小隈に

台風や豪雨などは︑その
襲来時期や娩模︑被害の程

度などのf想が可能です︑︑

そのため︑事前の対策次第
で被害を最小限にすること

ができます︒台風や大．雨が

近づいたら気象庸報にはレ
分注意し︑適切に対応する

よう・し
ナましょうD
主卦一
しかし︑短時間のうちに
狭い地域に集中して降る集
中豪雨は︑そのr測が困難
です︒梅雨の終わりごろに

よく起きる集中豪．雨では︑

中小河川の氾濫やヒ砂⁝朋
れ︑がけ崩れなど大きな被
害が予想されます︒がけ付

近や造成地︑．扇状地などで

は︑できるだけ早めに万全
の対策を疏てるようにしま

しよう．．

わが家の風水害対簾

●懐巾・電灯︑携帯ラジオ︑
予備の電池を用意する︒

●断水に備えて飲料水︑生

活用水を数日分確保する︒

●家を一周し︑屋根︑壁の
状態や雨どいの請まりなど

のチェックをする︒

定する︒

●植木鉢や物トし竿など飛
ばされそうなものは室内に
取り込むか︑しっかりと固

●窓ガラスのひび割れば補

11や窓のすき

まにビニールテーアをは

強︑修理し︑

る︒雨．戸は閉める︒

は︑家財道具をできるだけ

●浸水の恐れがあるとき

高い場所に移す︒

．

タンスの引き出しや押し
彫れのドの段のものはしの

段に移す．．

●お年寄り︑乳幼児︑病人︑

障害者などはできるだけ安

全な部屋に︒

●避難する前に家族でもう
一度︑避難所と避難路を確

認し合う︒

避難する場合は必ず靴や
長靴などを履く︵裸足やス

リッパでの避難は危険︶︒

ガスの元栓や電源を必ず
切り︑風雨が強まる前に避

難を済ませる︒

次のページにつづく

2

﹂

3

・1

蓄

馨コi・

《山高地区》

日向市役所・日向勤労青少年体育セ
ンター・日向市勤労青少年ホーム・日
向市武道館・日向市中央公民館・日向
市文化交流センター・冨高小学校・上
町保育所・ハ幡神社・西川内営農研修
センター・畳目保育園・日向中学校・
日向市総合福祉センター・日向台不動
寺公民館・花ケ丘公民館

集合する所）を決めておきましょう。

災害が発生したとき、高齢者・乳納児・疾二者・障害看等が大きな益害に巷き込ま
れるケースが多くなっています．この方たちは、籔害が発生した場合に、情輻把握、
避鷺、生活の確保等の活動を．的確かつ迅達に行いにくい立場におかれています．

．ち震

そこで家族のみならず隣近所や地域住民がよリー層脇力して．地域ぐるみの協力態

2：ラジオ・懐中電灯・非常食（2〜3日分）・非常持

勢が求められています．

出袋等を用意しておきましょう．

1

よう．次に，その人に適した惰報の伝え方
や避璽方法を考えましょう．

藷δ

91

︵

景の中の家具鴇の転置防止や落下初防止に
は特に庄恵しまし．仁ラ

4

3タンスやテレビ・冷蔵庫等は柱や壁に固定し、家具

一人の災害要撰顕者に対して、痩数の住民

！十

裏鐸

三』塞1．せ

●毛布と郷を利用憂ゴに余恥を潤る

「171」
・災害用伝言ダイヤル「171」＋r電話番号」を活用すると、家族と
安否をとりあう場合に30秒程度録音できて便利です。

●上看と梅を利用、

※詳しくは局番なしの「116番」、またはNTTまで。

号硬用す凸飼に卦ずこaらを貞裡しましよう．

センター・金ケ浜地区集落センター

保管して、災害時などに役立ててく

を決めておくなど、この防災マップ

うな時に、地域住民の協力により被害を最小限にく
い止めることができます．日頃から「自分たちのま

門

ちは自分たちで守

難難擁蒙

【

を参考に、家族で話し合う機会を持
ってください。

災害のときに力を
発揮する自主防災組織

釣防災組織です︒

災害が市内全域で発生し
た場合︑交通の遮断がr想
され︑公的機関による救助
活動がすぐに行われない可
能性があります︒こうした
場合に力を発揮するのが自

白・E防災組織は︑﹁自分

たちのまちは︑自分たちで
守る﹂という認識にたち︑
区・公民館等を母体として

防災活動による︑地域で

結成されているものです︒

の助け合いの精神を基本

に︑それぞれ決められた分
担の活動を行い︑住民が安
全に避難できるようにしま

す︒

自主防災活動に︑積極的

に参加しましょう︒

避難所を確認しよう

市では︑別表の施設を風
水害時の避難所として指定

しています︒

この中で︑公的公民館

︵中央︑目知屋︑細島︑南

目向︑美々津︶については︑

いつでも避難者を受け人れ
られるように対応していま
すが︑その他の施設につい
ては雨量や台風などの規模
により段階的に避難所とし

いてください。

時の集合場所、連絡を取り合う方法

て開放しています︒

※家庭では、避難所を熟知し、その場
所までの避難路についても確認してお

助活動がすぐに行われない場合もあります。そのよ

同鋸・㌦、癒・

の確認、家族が離ればなれになった

避難所と防災マップにつ
いてのお問い合わせば市総
務課︵容内線2222︶ま

R士小学校・美々津小学校・田の
原分校
ー・

②大災害時には消防や警察などの公的機関のみでは救

レビ・市広報等により正しい情報を入手しましょう．

h

ださい。さらに、日ごろから避難所

で︒

公民館・宮ノ下地区構造改善センタ

⑥誤った情報によるパニックを防ぐため、ラシオ・テ
︐﹀

防災マップは、家族が分かる所に

・余白営農研修センター・美々津公民
館・美々津中学校・落鹿公民館・高松

5

活用してね！防災マップ

・日向工業高等学校・岩脇中学校・平
岩小学校・南日向公民館・曙地区集落

︵日向市防災マップよリ︶

《平岩地区》

《美々津地区》

災害用伝言ダイアル

轟

※公衆電話は災害時優先電話と同じ扱いとなるため、他の電話と比べてかかりやすくなっています。

，◇鍾

コミュニティセンター・細島保育所

・遠見公民館・幸脇小学校・飯谷地区
集落センター

一

⑤災害時の連絡手段を確認しておきましょう．
閤易クンカの作り方緊急時にタンカの用脚な」喝合は』易タンカで対応しましょう

・細島公民館・細島小学校・細島地区

《幸脇地区》

」．選

；．ナ

薩桑・、・．

遷一動

よつ，

丑一一あ帰

零

富島高等学校・冨島中学校・日知屋
公民館・自知屋児童センター・日脚屋
保育所・日知屋小学校・日知屋東小学
校・永江公民館・曽根公民館・堀一方

・籾木集落センター・鵜毛分校

㊧日頃から火事を出さないよう火の始末に心がけまし

戸

による支匪体制を組むようにしましよう

爵

《理知屋地区》

遍讐

∫ラ紮
，

2

㌶噛褒

＼

等で中身の重いものはできるだけ下に置きましょう．

南小学校・切島山2区公民館・財光寺
中学校・長江公民館

．

撃峯』

・山下公民館・財光寺小学校・財光寺

《細島地区》

一一．．一

惣，誌

3．災署時には、まず声をかけて安心さサまし

ヒ

葺6．o．

日頃からお互いが交流を深め、信較開係を
墾」、て、いざというときに、安心して行動
てきるようにしましよう．

《財光寺地区》

・大王谷小学校・四手公民館・梶木公
民館

、

〃

塩見小学校・農村婦人の家・奥野集
落センター・永田集落センター・日向
高等学校

公民館・田浦公民館・大王谷中学校

君二．．

「D災害が発生した場合の避難方法・避難場所（家族が

謄翻

《塩見地区》

災害から身を守るために、家庭において日頃から次のことを心がけましょう。

4

＜

1

﹁﹂．

ワ●

1

●開示請求等の件数と決定状況

ド業所を什する個

o

所管するものはありません

固定資産評価審査委．員会が

備に努めています︒

毎年6月−目から7日ま
では﹁水道週間﹂です︒市
水道課ではより質の高い︑
市民に信頼される水道を構
築し︑安全で良質な水を安
定的に供給できる水道の整

て次の行事を開催します︒

ひょっとこ踊り

◆参加資格

団体、個人、年齢、性別を問いません．

◆表

チームワーク．表現、技術の優れたひょっとこ連に対して、次の貫を

の

種
類

授与します。
第1位ひょっとこ大賞賞金10万円
第3位銀 貧賞金3万円 第4位綱
◆幽幽締切

・

膚

◎問い合わせ≡商業観光課内

日向ひょっとこ夏祭り実行委員会（君内線2635）

③ビデオ﹁日向市の水道と
くらし﹂の貸し出し
◇申し込み先11市水道課

︵君5215228︶

詳しくは市水道課︵容52
5228︶へ︒

︽作文の部︾

懸賞を募集します

〜3年︶︑800字以ヒ／

1600字以ヒ

︽図画・習字の部︵習字は

小学生に限る︶︾

内線2233）

﹁水道週間﹂

◇問い含わせ三市選挙管理委員会事務局（2

7）へ。

スポーツ室

︽標語の部︾

詳しくは、市都市計画
課建築指導係（826豆

水道水

午後2時／目向lii勤労占少年ホーム2階軽

◇題材11﹁水道に関するもの﹂

7口（【．D

◇立候補届出手続等説明会＝6月18U（火）

月m11︵当日消印有効︶

◇投票≡7月

●応募期間116月−口〜7

建物の規模により届出先
が異なりますので、事前

●送付先陛日本水道新聞社
水道週間懸賞募集係︵〒1
0210074東京都f代
田区九段南41819水道

◇告示＝6月30目q1）

会館内︶

三業委員会委員一一

そこで水道週間に合わせ

1〜3位を表彰します。

︵倉関．．5500︶

20万円

7月12日（金）必着

◇内容11蛇1ーパッキングの
取り替え︵無料V︒

健康に自信のある人
賞金総額

◇題材11小学生低学年︵1
〜3年︶11﹁みず﹂／小学

彰

生高学年︵4〜6年︶11

幼児の部（いずれも1チーム2名以上で出場してください。

◇問い合わせ口﹇向管n事

一般の部

踊りは4分以内です）

変わらぬ信頼

◆募集部門

．舳
所
協同組合︵丑5212556︶

●

ク

あればOKです。

，

②軽微な修理サービス

）

︵

5

ﾂ8︹平方メ ﹁ 卜

ル面以上

規模の基準

」テーマ：ひょっとこ

衣装・曲・振り付け・化粧など、ひょっとこの要素が1つでも

れます。なお、日向市は、

に確認してください。

尋！，

ハモネブでもOK！

◆申込締切

届出義務違反、変更命
令違反には、家主に罰金
をともなう罰則が適用さ

第2匝金 賞賞金5万円
賞賞金1万円ほか

あなたの「ひょっとこ」を自由に表現してください。

◆表

●違反すると罰金と罰則が
適応されます

・

7月12日（金〉必着

A．

﹁

ル延
ト床 以床
上面

彰

日向サンバ

第44回水道週間︵6月−日〜7口︶

解
体

◆募集部門

変わる世に

の

新

0♀

開．小請求があった公文註

日向市ホームページ内r市民の便利帳」にも掲載して

でした︒

※情報公開制度の内容、開示請求手続き等については、

◇テーマ目水道に関する自
山な作文

1

①権現原浄水場︵大字塩見V

お祭り参加者大募集1

1二記の開示請求権者以外の人

◇字数11小学生低学年︵1

任意開示
P申出

の開放

oがあると認められる人

の内容は︑市長に対する陳
情井︵要望書︶6件︑住居

｝喋に繊ii：関係

1200字以L／中学生︑

実施悶瑚が行うL；筋

10

小学生高学年︵4〜6年︶︑

一一』．．
一
@市内の学校に在学するノ、

9

◇日程116月−日︵L︶〜
6月7日︵金︶

蝶所に勤務するノ・

表．小の関連文書1件です︒
開．小の方法としては︑7件

■f内卿務所

◇問い合わせ11同浄水場

開示請求

11向市情報公開制度スタートから1年

2

ド務所・

運用状況をお知らせします

1市内に

市は︑市民参加による公
正で開かれた市政の実現を
目指して︑日向市情報公開

4

ら施行しました︒制度スタ

］些fi…所鮪する人

制度を平成B年3月111か

件数

ートからAノ年3月までの運

訳

用状況について公表しま

一

す︒

．

@人・法人等

◆参加資格

7

i

よるものです︒

工
壷

築

卜二

500万 日 以

事 金額1億円以

事金

工

〔，

C．

の

堵

，

建
物

築

模 様替 え

皿 作 物に 関

上工

〃

0

います。

築

事

工他

建 築物

の

内

●会場市役所前広場中心市街地（上町・本町）

し

修繕

る

請求区分

8月3日（土）開催1

けられます。

すそ

0

●請求者の内訳

理

これを使用する新築工事
などで下記の規模以上の
工事（対象建設工事）に
ついては、基準に従って
分別（分別解体）し、再
資源化することが義務付

2

とも公文井の写しの交付に

た建築物などの解体工事、

J示

◇問い合わせ11市総務課文
書法規係︵君内線2227︶

①コンクリート②アス
ファルト・コンクリート
③木材のいずれかを用い

ｧて件数

イこ開示層

5

7

不服申し

i拒否

．部

開示

eな丈ゆ藝祭D

●分別解体の届出が必要

決定状況

実施機関別でみると︑7
件とも市長部局が所管する
文書であり︑教育委員会︑

は5月30日からです。

2⑬〔2002第19回

節︐

（建設リサイクル法）の適用

開示請求の

選挙管理委員会︑公平委．員
会︑監査委員︑農業委員会︑

「建設工事に係る資材の
再資源化等に関する法律」

／

数1

「分別解体の届出」が
必要ですよ

li

＼

c件

家主のみなさん
建物の取り壊しには

6

−

． ／

ノ

．

ゴーラ市高校生が市内にホームステイ

すばらしいところ︑また来たいです1
ゴーラ市の生徒たちは14歳から

たてた﹁茶の湯﹂など日本の伝統

ﾎで︑学年は日本の高校生にあ
たります︒日向市国際交流員のジ
ョナサン・ガリモーさんの案内で
市内を見学し︑それぞれ学校行事

オーストラリアからゴーラ高校
生たちが4月m日︑本市に訪れま
した︒これは︑本市から中学・高
校生をひまわり基金事業で同市に
派遣していることに対し︑相撃交
流として訪れたものです︒4月聞
日までの2口間︑市内の家庭にホ
ームステイして︑同年代の高校生
をはじめ小中学生と交流を深めま
文化も体験しました︒24Hには︑

訪れたのは︑ジョン・シンプソ

の生徒たちです︑

ン 先 生 を 団長とする︑ダニエル・
ドースハースト先生が率いる93人

や授業に参加しました．
20日は︑さっそく美々津の伝統
的建造物群を見学し︑地．兀の人が

富島中学校︵川目廣昭校長︶を訪
問︒3年5組の生徒と夷語の授業
を通して交流を深めました︑

グループに分かれて︑クイズに
夷語で答えるという授業では︑初
めは緊張していた3年5組の生徒
たちでしたが︑問題が進むにつれ
てゴーラ高校生たちと和やかな雰
囲気になりました︒配解すると︑
ゴーラ高校生と生徒がrを叩き合
って鳶ぶ姿が見られました．︑

州アデレイド市の北剰キロに位置
し︑人口は1万7000人︑18
93年に設計家のコロネル・ライ
トが設計した街です︒バロッサバ
レーなど大都市に隣接しているの
で︑市民は機能的な生活ができま
す︒産業は農業が盛んで︑博世紀

中ごろに金が発見されたことか
ら︑ゴールドラッシュでにぎわい
ました︒その活気の影響で︑農業
機械製造会祉なども建てられまし
た．

マイネームイズ⁝﹂と英語で

﹁わ一るど・くらぶ﹂は︑ジョ
セフィン・ガスケルさん︵ALT︶
とジョナサン・ガリモーさん︵国
際交流員︶が指導しています︒参
加したrどもたちは︑﹁ハロー・

小脇小で折り紙を体験しました
し蒸いか紀まのバイ8置

した︒

陵
ほ

日向市でのホームステイについ
配 て︑エミリー・オブライエンさん
族 に話を聞いたところ︑﹁目向市は

翫すばらしいところです︒ ぜひまた
1己来ます︒もっと日本語を勉強して︑

自将来は日本で働いてみたいと思い

ゴーラ市のホームページは

︐

一．．z⁝﹇．rつ！︑．二＝㌔﹂です︑

ます﹂と日本語で感想を語ってく

讐一≦一戸

れました︒

どもたちを育てるために︑﹁わ一

となっています。

−一

﹁一一﹁一＝門瓦︑≦二︑ く．

ゴーラ市は︑南オーストラリア

し
晃全学校週5日鯛に対応した取り縄みがスタート

開かれました︒

楽しく英語で遊びましょう
完全学校週5U制に対応した取
り組みが始まっています︒市教育

中央公民館が所管する学校区内
から︑富尾小学校と日向中学校の
児竜生徒約鵯人が参加して︑グル
ープに分かれての活動が行われま

会では︑国際感覚の豊かなf

るど・くらぶ﹂を．平成14年度事業

した︒村川ムー−生館長が﹁楽しく旋

委11

として︑第2卜結目に実施してい

全体の漁獲量・高の7割以ヒを占める1三幹漁業

開講しました︒

語で遊びましょう﹂とあいさつし

や国際交流員と英語で楽しく交流
することで英語学習などに興味を
もたせることを目的に行われるも
のです︒

現在、富島漁協のマグロ延縄漁業は、H向lif

あいさつするなど︑みんな笑顔で
取り組んでいました︒

1

第−回目となる開講式は︑4月

人たものです。1年間、目本語や漁業技術論、
実務を通し漁裳技術取得に励みます。研修生ら
は4月17「1、山本市長を訪問。覚えたての日
本語であいさつし、やる気を見せていました。

し処まルの内

蛮

ます︒これは︑ALT︹英語助手︶

●
●
●
●
●
●
●
●

目日︑目貫市勤労拭目少年ホームで

は発展途h匡1の漁業技術の向ヒを通し国際貢削こ

でで・参国↓ヨ
語りかけるショナサン・ガリモーさん（右端）

ジョセフィン・ガスケルさん（右端）と会話する児童ら

礁

いものです．．

やがて来る﹁日向ひょっと
こ夏まつり﹂や﹁卜五夜まつ
り﹂も︑市民の熱気で盛りし
げ︑景気回復の気運を高めた

様は圧巻です︒

4壬人が参加して多彩なイベ
ントが繰り広げられ︑その模

どんたくは︑各演舞台で︑地
元企業など350団体︑一万

た．︑参加人ロー35万の博多

芸能を披露しましたが︑ひょ
っとこ踊りの人気は抜群でし

全国24都市の皆さんが郷L

伝を兼ねて参加しました．︑

皆さんと一緒に日向市観光宣

﹁橘ひょっとこ踊り保存会﹂の

に︑日向市無形民俗文化財

の祭り﹁博多どんたく港祭り﹂

そこで大型連休の5月3ほ
〜4日︑H本一の観光客︵2
00万人超︶を誇る福岡市民

果が大きいと思います︑

総合産業と言われるだけに効

課題です．︑その意味で観光は︑

観光宣伝
これからの地域振興は︑交
流人戸をいかに増すべきかが

市長鮪環
を述べました︒

よく遊んでください﹂と遊具が手
渡されました︒これに対し︑下田
明桂ちゃん︵5歳︶が﹁これから
も私たちのために︑お仕事をがん
ばってください﹂とお礼のことば

︵5歳︶に︑山本市長から﹁ロデ
ィちゃんを運れてきました︒なか

柊太くん︵5歳︶と関口武くん

・は

17

インドネシア共和国から来た8人の若者が、
目向市でマグロ延縄漁業を学んでいます。これ

●●●●●●●●●●・・●●・●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●0

﹂．鶯

、

8

9

﹁判

翻響．

インドネシア共和国から

lll本孫存

遊具をもらいお礼を述べる園児たち

1…を受け
を図ろうと、富島漁業協同組合が研修

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
o
●
●
・
・
●
●
・
9
9
●
・
●
●
・
●
・

1
も

H向こどもおまつり広場
が4月21日︑文化交流セン
ター交流広場で開かれ︑多．

くの親子連れでにぎわいま
した︒これは保育について
理解を深め︑親子同士で交
流を図ろうと毎年開かれて
いるものです︒

来場者を楽しませました︒

レ象識
れ市民の目を楽しませました︒

般公開には︑大勢の市民が訪れま
した︒停泊中には︑イルミネーシ
ョンや船体のライトアップも行わ

美な帆船です︒21日に行われた一

政法人・航海訓練所が所有する優

2ノット︒マストの高さは約50メ
ートルで︑建蔽数は36枚︒独立行

島工業港に人港しました︒
﹇本丸は全長I10メートル︑
2570トン︒航海速度は13．

練習帆船﹁口本丸﹂︵山本訓．．一
船長︶が4月17日︑12年ぶりに細

⑫慧昆泉丸が毒

ふだん保育園で出されて
いる給食を試食するコーナ
ーでは︑アレルギーがある
fども向けの肉料理が紹介
赤ちゃんハイハイ競争会

されていました︒

場の︑お母さんの顔は真剣︒

嘉

／「

．襲一

ρ

．−

ボ

3讐・

U

春の図詐館まつりが5月
H日︑市㍍図穀口館で開かれ
た︒これは4月23日〜5月

多くの人出でにぎわいまし
冾ﾜでの読書週間にあわ
中庭にあるガレージでは

せて開かれたものです︒

一人m冊の持ち帰りが

古本市が開かれていまし
た︒

許可されていることから︑
気になる古本をじっくり手
にとって品定めしている姿

ら︑布を染めていました︒

ンティアの人たちに教わりなが

rどもたちは︑﹁よもぎ﹂で布
を染めることに挑戦︒図書館ボラ

を体験しようと企画されました︒

乍後からは草木染め体験︒春の
野草で布を染めるものです．日本
では科学染料の普及とともに廃れ
てしまった染め方です︒その再現

き入っていました︒

まるよ一﹂の呼び声とともに﹁と
つぜん紙芝居﹂が始まりました︒
中庭に集まった子どもたちは︑じ
っと図書館ボランティアの話に聞

㌧

についての知識を深めました︒

委嘱式後は︑上原博日向警察署
生活安全課長による講話などで研
修を行い︑少年の非行や犯罪防止

木︶に︑委員82人を代表し委嘱状
が手渡されました︒

き委員を務める柏田．兀照さん︵梶

日向市育少年問題協議会会長を
務める山本市長から新委員となっ
た柄本龍徳さん︵遠見︶︑引き続

の委嘱式及び研修会が4月25U︑
中央公民館で開かれました︒

平成14年度日向市少年補導委員

②年蟹員量嚢を交付

なかなか動こうとしない赤
ちゃんを︑ゴールさせよう
と︑おもちゃを使ったりあ
のfこの手︒赤ちゃんが少
しでもハイハイすると家族
から歓声がわき︑やっとの
ことでゴールすると︑大喜
びでわがfを抱きしげるお
母さんもいました︒

q1P

動物とふれあうコーナー
では︑fどもたちがウサギ
やヤギと直に触れ合ってい
ました︒シャボン玉は小さ
い子どもたちに大人気︒夢
中で飛ばしていました︒中
央公民館ステージでは︑保
育七さんたちがマジック・
手遊び歌などを披露して︑

て

ぐ㌧

咲

とがほとんどです﹂と話す孝志さ
ん︑栽培しているのは﹁アーウィ
ン﹂という大型で味の良い品種︒
一個ずつネットをかぶせ︑完熟し

す︒塩見地．区でマンゴーづくりに

のハウスからも出荷するr定で

ルのハウスから約1トンの出荷を
見込んでいます︒来年は6アール

欲的です︒孝−︑心さんは今年mアー

を今の2倍にすることです﹂と意

いう孝−︑心さんの夢は︑﹁栽培規模

本格的な出荷は今年が始めてと

てネットに落ちるのを待ちます︒

へ

0つぜん紙蓬だよ一

盛り上がった赤ちゃんハイハイ競争

②ヤボン玉が大人気でした

μ︑︑

も︑今年からマンゴーを初出荷︒

5月ド旬から完熟マンゴーの出
荷が始まっています︒昨年からマ
ンゴーづくりを行っている山本孝
志さん︵奥野 ％歳︶のハウスで
孝志さんは6アールとmアール
の︑3連棟のハウスを所有︒1人
で黙々と収穫をしていました︒

4人兄弟の長男︒小さい頃から
農業を継ぐことを心に決めていた
孝志さんは︑県㍍農業大学校に進
この時期︑常に温度が25度に保た

一

取り組む農家が3戸となり︑市は

ご

ブランド化も検討しています．一

̀

暖／

」吋

が見られました︑

子艶たち『囁

臨
一

．げゴ

！乙、
m時15分︑﹁紙芝居が始

、。

δ

載
r

一
，

シャボン玉は大人気でした

蹴羅馨縞

t．

嘱芝居望。。瓢どもた♂肉

り

れているハウス内での作業は大変
です︒﹁実は︑夜間に作業するこ

ド
ノ

噌

ノ

0れた書套ンゴーを初出荷

■広報紙に掲載された写真を差し上げます。

70
77

ノ！／／ノレ
ア．

F

1

学︒卒業するとすぐ就農しました︒

希望する人は、市総務課（含内線2234）まで。

7

野

（こ
やTnp7r

ユもプしロク

ま5の闘牛

ダム
ミ
ム
ニ

こ二一
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みんなの広場
7月lllオーブン！サンパーク温泉「お舟出の湯

りになっています︒

した洞窟風呂もあり︑週替わりで
男女浴場を入れ替えることにして
います︒段差を無くし浴槽内への
スロープ︑手すりを設けて高齢者
や体の不自由な方に配慮したつく

多ロ日的風呂も2か所設置しまし
た︒入浴用リフト︑車椅子用便座
なども設けて︑高齢者や身体障害
者が︑落ち着いて利用できるつく

りになっています︒

ーサンパークは国土交通省の﹁道

の駅﹂としても整備されますが︒

今月号では︑7月にオープンす
るサンパーク温泉﹁お舟出の湯﹂
の木村支配人にお話をうかがいま

1いよいよオープンしますが︑

した︒

﹁お算出の湯﹂の特色はどういつ
だところですか？
木村 施設としては︑何と言って

も日向灘の眺望です︒展望デッキ︑

木村 そのとおりです︒キャンプ
場やテニスコートなどと一体とな
った事業を展開します︒サンパー
クを利用する人は︑1日に何度で
も入浴できる﹁1日入浴券﹂を販

君．

青春トーク
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︶までご運絡ください︒なお︑

自薦︑他薦は問いません︒

ご連絡をいただいた人は︑広報

係が写真を撮りにうかがいます︒

に通っています。

．漁

し撚㎜

73

売します︒12月に物産館が完成し

いま

ー容0982−37−7788）

すね。それから最近、シェイプ
アップのためフィットネスジム
ここは﹁がんばっちょる﹂

さい．（延岡地域職業，i川練センタ

を応援ずるコーナーです︒

軍団。「次は勝ちますよ、きっと1」

個人・サークル︑団体など

でください。：2ノは問い合わせくだ

希望する人は︑市総務課

でアルゼンチン代表のような「ひむか」

︵含内線2234︶までご連

◎申込方法；①は電話で申し込ん

絡ください︒

◎場所；延岡地馴聖業訓練センター

◇定員；20人
◇受講料一25，000円
◇申込締切＝6月28日（金）

．

いきいき

休1．1は、映画や買い物をしま

10時〜1211与まで

i㍉狗9旺芋〜161痔

レストラン︑もちろん大浴場から
も︑どこからでも紺碧の日向灘や

因てす休ね

／毒

・て、楽しい毎11を過ごしてい

◇日時；6月19日（水）、午前

■自称・日向で最強のサッカーチーム
旧向FC」のみなさん
大王谷陸上競技場で5月12日に開
かれた日向地区リーグ戦。清水工スパ
ルスをほうふつさせるオレンジのユニ
フォームで身を包んだ、日向FCが登
場。対するは、青い縦じま模様のまる

o

一

大王谷保育園で保育一Lをして

チャー講座

（20口1昌D、

ノ．

村上実花さん（23歳：門川町）

①「フラワーアレンジメント教室」

◇受講料＝2，300円
◇定員＝20人
②パソコン3級資格取得準備講座
◇日時＝7月15日〜8月911

美々津灯台が見渡せます︒

︑．二

ー（容55−0319）まで，
■延岡地域職業訓練センターのカル

灘

二．．︑−

ています。

◇問い合わせ；II：川春枝ギャラリ

憩Ψ

◇その他一駐車10台 丁、卜日
曜目に隈り宮崎銀行細島支店駐車
場並びに細島郵便局前をお借りし

嚇﹂

（木曜目〜日曜日）

ュー﹂などの企画も考えてますよ︒

◇時間＝午前10時〜午後5時

たら︑キャンプ場から焼肉の材料
が注文できる﹁手ぶらでバーベキ

L1（日）

さらに︑地元の平兵衛酢や日向
夏を利用した発泡酒の製造プラン

◇期間＝6月6目〔木｝〜6月30

ここでは︑日向市の特産ロ︒ロを販

や風俗をお楽しみください．

◇場所＝江川春枝ギャラリー（細
島578、細島郵便局となり）

トを備え︑レストランや休憩室で︑

⑰

県内の温泉施設には無い試みで

◇6月の休館日＝1日〜6日、10日、17日、24日

1然

蔵書点検後のこ来館をお待ちしています。

売します︒朝どれ野菜︑加工品︑
実演コーナーなど内容も盛りだく
さんです︒活魚コーナーでは︑お
客様の注文に応じて魚を調理して

◇蔵書点検による臨時休館＝6月1日（土）〜6月6日（木）

します，55面のれ：1f日キ代のi

みなさんが利用しやすい環境づくりを図ります。

さしあげることになっています︒
1とても楽しみですね︒

■安藤広重・復刻版画「東海道五
十三次」展
オーフ．ン2周年を記念して開催

お客様に飲んでいただけるように
なっています︒地発泡酒ですよ︒

をします。この休館〔Pには破損図書の補修なども行い、

す︒マンゴーを使ったワインやリ

図書館では、この蔵書点検のために6日間の臨時休館

キュール類も用意しています︒

とすることを「蔵書点検」といいます。

これらも開発商品で︑ここでし

紙面のスペースの関係上、掲載で

か味わえません︒

見つからない本もあります。無い本を調べ、探し出そう

1浴場の方はどんな感じですか？
木村 2か所ある大浴場には︑木
︵ひば︶を使用した大浴場や石張

図書館の現在の蔵書冊数は、約87，000冊。しか
し、これらの図書の中には「貸出可」になっているのに

木村 ありがとうございます︒社
員一同︑お客様を第一にサービス
・に努めたいと考えています︒ぜひ
一度︑サンパーク温泉﹁お舟出の
湯﹂に来ていただければ︑必ずご

「蔵書点検による休賠」のお知らせ

課（麿内線2234）へ。ただし、
きない場合があります。

わたしたちの

●

り︵十和田石︶の大浴槽︑サウナ︑

図書館
う．綜1乙

満足いただけると思います︒

原稿は、毎月1日までに市総務

●

泡風呂︑露天風呂︑柱状岩を利用

目的としたものはお断りします。

？

ト

「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

ほくたち

県内初の地発泡酒プラントを設置しています。

、

サロ

ヨ

＼
4L幽1

，4

躍

古川敦弘さん（28歳：延岡市北小路）

日向市内の県、

ノ：学校で非常勤

講師をしています，みんな元気
のいい生徒たちです。趣味はス
ノーボード、前は、よく滑りに
行ってました。

毎週、教員資格をとるため、
宮崎の人学まで通っています，

72

おしらせ

戸籍届出について

いますが︑市民税が課税さ
れない世帯︵非課税獣帯︶
の場合650円︑さらに過

は︑111780円となって

ますので︑お近くの金融機
関で納めてください︒

決定します．︑

身分証明書の提示に
ご協力を
ると500円になります．︑

※保険料は︑介護保険制度
を支える大切な財源です︒
皆様のご理解とご協力をお

入館料の取り扱い

老人の非課税世帯の場合
は︑食事代の他に入院時の
．部負担金も一か月の支払
願いします．

今年度の保険巨額は︑平
成B年中の所得に対する住
民税の課税状況等により︑

最近︑自分の知らない間
に婚姻届や養f縁組届が出
される事件が発生し︑大き
な問題となっています︒そ
こで︑このような虚偽の戸
い限度額37200円が2

保険料が年金からの差し
引き︵特別徴収︶となって

しては金額を調整して︑9

ています︒平成14年面分と

︻年金天引きの人︼

いる方の保険料について

現在︑この制度を受けて
いる人も5月制日で認定期
限が切れますので︑対象と
なる人は︑6月中に市健康

4600円に減額︑されま
す︒ただし︑この制度を受
けるためには︑事前に届出
が必要となりますのでご注

お．願いいたします︒なお︑
医療受給者証﹂︑﹁印鑑﹂を

は︑現在︑仮徴収が行われ

身分証明せ日がない場合で
も︑従来どおり届出はでき
持参して手続きをしてくだ

月に通知する予定です︒
◇問い合わせ11市福祉事務

所介護福祉係︵容内線21

77︑2178︶
児童手当の現況届

現況届を提出してく
ださい

現在︑児童手当を受けて
いる人は︑毎年6月に養育
の状況等を届け出る﹁現況
届﹂を提出する必要があり
ます︒この現況届を提出し
ないと︑6月分以降の児竜

◎
午前9時30分〜午後4時
︵日向総合庁舎1・2号室︶

◇申請書配布11日向県税賢

26月3H︵月︶〜28日

◇問い合わせ11県庁物ロ⁝管
208︶まで︒

務所または県庁物品管理課

議室︶

中金︶︵県庁南別館5階東会

県へ物品納入等を希望す
る人は競争人工参加資格審

理課︵容09851飾17

◇受付11①．6月12日︵水︶

競争入札参加資格串
請をしてください

査申請を行ってください︒

県へ物品靹入等を希望する人へ

09︶

が6月m日過ぎに送付され

普通徴収通知書︵納付書︶

﹁普通徴収﹂の納付
は6月からです

平成14年度介護保険料

︵倉内線2154Vへ︒

詳しくは︑市健康管理課

さい︒

管理課に﹁保険証﹂︑﹁老人

ます︒

意ください︒

去1年の入院が90口を超え

5日制導人にともない︑日

籍届出を未然に防ぐため

市内の小学生・中学
生は無料です

向市歴史民俗資料館と11向

◇入館料11毎週ヒ曜日に限
り︑市内の小中学校の児童︑

ぜひ︑ご利川ください︒

市教育委11︹会は︑完全週

市細島みなと資料館の人館
料を次のとおり扱います︒
に︑市では6月から創設的
︵婚姻︑協議離婚・養f縁
組など︶届出をされる場合
に︑二日において運転免許
証やパスポート等による本
人確認をさせていただくこ
ととなりました︒みな様の
ご理解とご協力をよろしく

生徒の人館料︵100円︶
を無料とします︵日向市歴
史民俗資料館条例第8条第
2項︶︒

※ただし︑引率者について

は従来どおりといたしま
す︒

◇実施時期115月4日〜
い合わせください︒

詳しくは市民課市民三日
係︵君2133︶までお問

老人医療及び国保加入者の食事減額制度

加人者の人目時の食事代

ノ．隔

者雇用促進協会︵容098

一

．◇連絡先11日向市歴史民俗
資料館︵含58−0443︶︑

目測市細島みなと資料館
︵容酪10329︶

※両施設ともに月曜11が休

事前の届け出が必要
です

5︶

年間支給︶

老人医療受給者及び国保

手当の支給を受けることが
◇重度中途障害者職場適応
助成金11重度︵1・2級︶
および45歳以しの中途障害

者が対象︑支給額は月額3

万円︵3年間支給︶

◇問い合わせ11宮崎県障害
5．．2919052︶

幼児のことばや発達の相談・訓練

幼児の発達で悩んでい

る人の相談に応じます

ことばがうまくしゃべれ

ない︒ことばが遅れている︒

発音がおかしい︒人と比べ

一

●

館目︵月曜目が祝・祭目の
時は二目︶︑市教育委員会
社会教育課︵含内線242

できなくなります︒

該当する人には︑6月初

旬に案内を郵送しますの
で︑必要書類を添えて︑必
ず6月3﹇︵月Vから28日

︵金︶までに市福祉事務所
ﾔ窓口に提出してくださ
い︒

なお︑6月m日︵月︶に︑

5月までに認定になった人
の6月定期支給分︵2月〜
5月分︶を振り込みます︒

詳しくは︑市福祉事務所
︵君内線2164︶へ︒

障喜者雇用継続助成金

障 害 者 と な っ た後も継続

雇 用 す る 場 合 支給します

て遅れている︒など幼児の
発達で悩んでいる人の相談
に応じ︑必要に応じて訓練
を行います︒お気軽にご相

6月の相談
とき■6月21日︵金V

◇交通事故巡回相談

m 彊〜14
ところ■中央公民館
◇法律相談︵要予約︶

とき■6月B日︵木︶
1010︸

0
0︸〜1
5 ．
．︶
O
l ・・

︹容52

ところ■社会福祉協議会

0・0〜r⇔・0

き■6月21日︵金︶

父権・行政相談
と

ところ■南日向公民館
◇年金巡回相談

0・其〜5・M

とき■611H日︵火︶

ところ■占少年ホーム
◇女性による女性のための相談

工面接相談

布

一

淡

︵毎週木曜日︶
活

一

1660︶

︵月︑火︑木︑金︶

︑2． 宣
﹇

︹窪︒D

とき■B 00〜協 ㎝
ところ■推進ルーム
﹁さんぴあ﹂

・勘〜2

・勘

とき■6月9日︵日︶

◇障害者相談
0

5434﹇

ところ■身体障害者セン
タi︵暦52

◇税務相談
とき■6月14日︵金︶
0・0〜一b・0

ところ■中央公民館
◇介護保険の制度や保険料の

説明会
毎月−回説明会を行っ

日程です︒どなたでも︑

ています．Aノ月はド記の
参加できます︒
とき■611mH︵月︶︑
． X〜
一
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︵倉内線2

193︶

税金で住みよいくらしまちづくり

一
一

一
一一

一一
一
一 胴

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

全額免除期間は10年以内に
追納できなくても受給権の対象
月数に算入しますが、半額免除
期間は半額の保険料（月額6，
650円）を納付しないと受給
権の対象月数には算入できませ
んので、ご注意ください。免除
です。休館は毎週水曜口、開館：
時間は午前9〜午後9時、その＝ロ

談ください．．

（いずれも7月1日が納期です）

◇会場目﹂巾民健康管理セン
ター
−時30分〜5時まで︒

第1期

第1期

◇日時11毎週水曜日の午後

市民税

択できるようになりました。

現に向けて、啓発事業「ひまわ：
りフォーラム」、各種講座、女＝
性のための総合相談、広報誌の：
発行、会議室等の貸出など事業：
を展開しています。場所は文化：
コ
交流センター・小ホール棟2階＝

A．今まで全額免除だけでした
が、4月から全額か半額かを選
コ
できる「男女共同参画社会」の実＝

なのですか？（その1）

コ
中、複雑化する女性問題を解決・
し男女が共に能力や個性を発揮i

ことですが、どのような免除制度

男女の生き方が多様化するi

す。お早めにお越しください。
i

この制度は︑常川労働者
が在職中に︑業務災害︑交
通事故︑疾病等のため中途
障害者となった後も継続し
て雇用する事業豆に対して

◇申込方法11市福祉事務所
に備え付けの﹁相談申込票﹂

所障害福祉係︵實詔177

《推進ルーム「さんぴあ」とは》・

Q．半額免除制度が始まったとの

：

申請の受付は市民課年金係で
他、利用については燈50−0・

300まで連絡してくださ眺

支給される制度です︒

設・設備の設置に．要した門

◇中途障害者作業施設設置
等助成金11①第−種︵施

で︑市福祉事務所に申し込
んでください︒専門のスタ
ッフが相談・指導に応じま
す︒

◇料金−一無料

川の3分の2︑限度額は中
途障害者−人につき450
万円②第2種︵施設・設備
の賃借に．要する費用の3分

◇問い合わせ11市福祉事務

事〜セ共国参◎社会

賊

一
一
i

何でも

Q＆A
： ねんきん
あなたとわたしσ）

一

■市民なんでも相談ホットライン（階55−9111・rElO120−86−4388）

⑰…身元調査・断・運動・を推進・・…す・
75

一
一

一
一
h

一
一一

一 一一一

一

国民健康保険税

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 一
一
一

一
一一一
一一
一一一一
一一
一一
一一一一一
冒
一
一
一 一一
一一

一一
一

一
一
一

一 〒

一

の2︑限度額は中途障害者
−人につき月額B万円︑3

6月の納期

1璽

一

17

おしらせ・ぼしゅう

大王谷プール監視員募集

18歳以上の健康で泳

ぎに自信がある人

◇勤務地11大E谷市営．フー

◇募集人員11m人

◇賃金一H額6000円

7174︶に提出

日向市公主ハ施設管理公社
︵君54
してください︒
◇申込期限117月m目︵水︶

※申込者多数の場合は︑抽
選とします︒

観月会の

■県立学校開放講座

陶芸教室
ご案内

楽しみなが ら ︑ 自 分 だ け
の器を作って み ま せ ん か ？
その器での観 月会で︑大い

泳ぎに自信のある人︵高校
生を除く︶

に成果を語り ましょう︒
たくさんの ご 応 募 お 待 ち

◇資格1118歳以hの健康で

1・﹁ム リ ︶ ヒ ず 3
0分
＼ノ
〜
1
・
H
く
・
目
／
◇監視時間11
午
前
9
時
渕
分︵︵
h替
父替
〜午後7時取取分
22交
︶︶

向市
市公
公共
共施
施
◇申込方法ほほ
目目向
設管理公社にに
備備
ええ付
付け
けの
の申
申
歴井
井及
及び
び承
承諾
諾蒔
書
込用紙に履歴
︵未成年者の
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itsupPort＠deluxe．㏄e．ne．jp）

︵水︶︑8月28日︵水︶︑8
寺0♪〜2与0．
一団3

これは︑海外における農
の実践的知識技術の習得

修生を募集します︒

交 流協会は︑海外派遣農業

県及び︵社︶国際農業者

学びませんか
海舛で

海外派遣農業研修生を募集

◇準備物11特になし︵エ．フ

で締め切ります∀

︵応募多数の場合は先着順

◇募集人員11一般成人20人

◇募集方法11電話または往
復ハガキでの中し込み

1︵月︶

3日︵月︶〜．平成14年7月

◇募集期間悶平成14年6月

◇日時119月蜀日︵金︶︑
午後6時〜m時

②﹁観月会﹂

日3／ノ

8月7口︵水︶︑8月2111

◇日時117月目日︵水︶︑

午前中をメインに開設︶

室︵夏季中業中の水曜H︑

◇場所11日向養護学校窯業

①﹁楽しい陶芸教室﹂

8033、団55−3123Eメールアト

と 国際的視野を広めてもら

うと実施するものです︒

派遣先1ーブラジル︑米国︑

米 国ハワイ︑欧州各国

派遣期間1ーブラジル︑平
N12月〜．平成15年3

︑／米国︵2年コース︶︑
成15年6月〜2年間／米

ロン︑タオルなどを持参の
こと．︑汚れてもよい服装で
ご参加ください︶
分の粘ヒ代︶︒

◇経費111000円︵4回

日向養護学校︵日向市大字

◇申込・問い合わせ11県航

〒

氏

住

名

目．ワ

所

行

線
爵
放三所名話齢
開希住集電年

h坐

を

154⁝9610︶教頭まで︒

塩3112161丑0982

帰

ワイ︑欧州各国︑平成15年
311〜1年間

◇研修費1ーブラジル︑無料

︵県負担︶／米国︑米国ハ
ワイ︑欧州各国︑41万円〜
兀万円

◇募集人員目ブラジル︑2
人／米国︑米国ハワイ︑欧
州各国︑若干名
月12H

◇募集期間114月盟日〜7
◇募集資格1ーブラジル︑⑳
〜28歳の男性／米国︑米国
ハワイ︑欧州各国︑昭和47

年4月2﹇〜昭和甜年4月
−日生まれの男女︵派遣先
によって独身男性等の制限

く）。◇募集人員＝各10人程度◇応

祉事務所障害者福祉係雪217

課（雪0985−26−7068）

平成14年度障害者雇用促進月間

募先＝障害者は市担当窓口（市福

ポスター原画を募集
します

応募作品・テーマ障①絵
については︑働くことま
は仕事に関係のある内容

もの︑2写真については︑

害者の仕事にスポットを
て︑障害者が働いている

を撮影したものとしま

ワある児

喧・生徒︑または

・応募資格陸￠絵画︵障害
鴨画を描くことを職業とし
・いない障害者︶︑2写真

障害のある雨竜・生徒︑
︑真撮影を職業としていな

︑障害者∀

・応募期限目6月聞日︵当

◇申込・問い合わせ11市農
林水産課︵容内線2313︶

推進ルームサンピア

シンボルマークを募
糾しています
間もなく1周年を迎える
日向市男女共同参画社会づ
は︑シンボルマークを募集

くり推進ルーム﹁さんぴあ﹂
しています︒
◇締切116月20日

◇発表117月の1周年記念
行事で発表

進ルーム﹁さんぴあ﹂︵含

◇提出先・問い合わせ11推
二一0300︶

業・小売業の事業所を対象に平成14年商
業統計調査を実施しています。

あり︶

6月1日を基準日として、市内の卸売

■お問い合わせ＝ITサポートセ
ンター（日向市文化交流センター
11

無料。◇参加資格＝県内在住の在
宅重度障害児・者で家族が同行で
きる人。ボランティアは県内在住
の心身健康な人（中学生以下を除

商業統計調査にご協力を

者・ボランティア募集
米国ハ

■日向市ホームページは最新情報が満載hllp：〃www．cny」1yuga」lliyazakLjp〆

76

77

人）で11万円程度。ボランティアは
164）へ。

ティア協会へ。◇応募締切＝7月
1日（月）◇問い合わせ＝宮崎県
ボランティア協会（雪0985−
29−2949）または県障害福祉
◇問い合わせ＝市企画課統計的（盈内線
2213）
，

（日）◇費用＝参加者と同行家族（1

ば、市福祉事務所児童母．子係（雪内線2

1）、ボランティアは宮崎県ボラン
願いします。

（水）〜8日
◇期間＝9月4日

これらの制度等に関するお問い合わせ

一

おり行います。

q
事前に登録が必要です。

◇い写麓て絵の◇す姿あ障のた画◇一
5月下旬にお配りした調査票を調査員
が回収にうかがいますので、ご協力をお

障害児・者とボランティアが参
加する韓国ソウル旅行を、次のと
るものです。

ふれあいのつばさ21の参加
母子・父子家庭や寡婦の方が病気で日
常生活を営むのに支障がある場合や、出
張、冠婚葬祭などで子どもの生活が・時
的に見られなくなった場合などに、介護
人（ホームヘルパー）を一時的に派遣す

障害者
者雇
雇川
川促
促進
進協
協会
会 業
業務
務

の3月31日までの間にある者）

レス

︵−往丁コース︶︑

遣事業

■利用時間＝9：00〜18：0

琶丞
ている児童（18歳に達した日以降、最初

趣

配偶者のない人及び上記の者に扶養され

一
◎母子家庭・父子家庭及び寡婦介護人派

パソコンに関するお悩み・質問

◇対象＝20歳未満の児童を扶養している

2F日向市情報センター内君53−
額

を電話でお答えいたします。

ぐ．！；胃

に

◇

回

部業務
40
0
務課
課 ︵
︵君
君03154
011
16
62
20
0︶
︶まで︒

父と生計を同じくしていない家庭に対

研

錫
し、医療費の助成を行うものです。

業

使用はお断りします。
〈パソコンヘルプデスク〉

@
@
@
◎母子家庭医療費助成制度

目消印有効︶

に、受給資格に該当するようになった後、

◇ お

※料金は無料です。ただし、パソ
コン講座の時間中は使用できませ
ん。なお、悪質なインターネット
さい。

◇応募様式四①絵画／作品
は縦位置︵縦長Vのみとし
ます︒B3版︵横364m
m × 縦 5 1 5 mm︶または
四つ切り︵縦382mm×
縦542mm︶を利用し︑
それに満たない作品は︑B
3版または四つ切りの大き
さの台紙に貼付してくださ

に支給されるものです。所得制限のほか

14

■開館時間二9：00〜18：0
0（水曜日は休館日／火曜日のみ
請求をしないままに5年間を経過すると
請求権がなくなりますので、ご注意くだ

い︒彩色︑画材は自由︒

までの間にある者。障害者は20歳未満）

成 ◇

■毅備＝パソコン20台

②写真／キャビネ版サイズ
とし︑原則としてカラープ
リント︒作品は縦位置︵縦
長∀のみとします︒デジタ
ルカメラで撮影した作品も

（18歳に達した日以後、最初の3月31目

国 平

用ください。

可︵合成写真は不可︶︒

父親と生計を同じくしていなし∫児童

■一

◇助成額＝1か月の保険診療の本人負担
額の合計額から1000円を差し引いた

インターネットの接続もできま
す。情報収集等の活用などにご利
◎児童扶養手当

※入賞作品はネガ︑スライ

ご存知ですか？福祉制度

0（ただし水曜日は休館日です）
※ただし、所得制限があります。

心

9：00〜21：00）

一

ITサポートセンターを
ご利用ください（無料）
ル

少
噛え

川崎愛結ちゃん

橋本伶穏くん

勝彦・美香（幸脇）

大志・奈々（櫛の山）

原田空瑠実ちゃん

小林瑠花ちゃん

真臣・美幸（切島山2）

力也・佳代（塩見｝

lli11周馬くん

武彦・利架（梶木）

、、

い

」

井上あずみミュージック子育て講演会

儀乳幼児健診

◇内容＝工栄養1：との離乳食作り・試食、②体重

■3か月児健診＝｝【程／6月14日〔金）、28日｛金〕、

やパパ同bの交流会など。

・フッ素塗布（小学校低学年まで1

◇場所＝日向市文化交流センター

対象／〈ド成14年3月〆i三まれ

◇会場＝市民健康管理センター
◇持参するもの＝母∫健康手帳

・体力測定・運動処方など

◇講師＝井上あずみ（歌手）

・赤ちゃんハイハイ競争e拍li∫に要中込み）

1戎13年H月生まれ

「さんぽ」「となりのトトロ」の歌で知られ

※r約・参加料は、必要ありません．

・記念手形f乍成〔乳幼リ占

■1歳児健康相談＝日程／6月l111〔火1、対象／

「■し第7回健康まつり

・試食のコーナー（12時、3時頃1など

■7か月児健診一日下匹占／6月21川斜、対象／

〈交流広場

測定・身長測定、③赤ちゃんの健康相談、④ママ

F

「いつも元気でいたい」をメインテーマに

F房ζ12年ll月弓…まれ

午後7時開場、7時30分開演

日本アニメ大賞最優秀主題歌賞を受賞。

◇問い合わせ一健康まつり実行委員会｛容内線2

■1歳6か月児健診；日程／6月13日〔和、対
象／／

◇日時＝7月5日（金）

午前10時〜〉

・医師・薬剤jrl巾。擁ヒ養1：等による1建康相談

br房〜13年5月〆ヒまオし

第、

（難

71ul健康まつりを開催します。この機会に、1−1分

184｝

◇対象者＝市内在住の幼児と保護者
◇参加費＝無料

儀無難診1・ついて

育児のポイントとなるような語りや絵本
の読み聞かせなどを盛り込んだ楽しいミュ

■3歳児健診；日程／6月7日〔金1、対象／覧F成

の1制｛について見つめ直してみませんか？

10年11回生ま才L

◇日時一6月16日GD、開会：午前9時30分〜

目6月から「肝炎検診（C型、B型肝炎）」が、居

ージック子育て講演会です。

※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〜

本健康診査時に受けられます、肝炎を起こす原因

◇問い合わせ＝二丁屋保育所

2時、1歳児／午前9時30ラ♪〜10時です、母」仁

◇場所＝日向市文化交流センター
◇内容＝
〈午前の部〉 講演会

健康手帳を忘れずに、市民健康管理センターへ、

◇講師＝高部郁夫さん（日本ウォ．一キング協会｝

す。現在、高［fl山1、心疾患等で治療lllの人も肝炎

いつでも、誰でも始められるようにウォーキン
グの基本について、分かり易くお話していただき

検診のみの受診もできます．
〈対象となる人〉

ます。

（：D40、

〈午後の部〉 レクダンス等
日頃の練習の成果を見てください。

②過去に肝機能異常を指摘されたことがある人

駕すくすく教室
◇日時；6月25目〔生汗後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
ん、お母さん。

にはいろいろありますが、わがII｛1ではそのほとん

45、

50、

55、

6〔〕、

65、

7

4月中の交通事故
人身事故

b歳（∂ノ＼

（麿53−1214）で確認を！

（胃腸・内・消化容55−0505）青柳内科循環器科（内・循環含68−3611）．

れるEPAは血栓を防止する効
果があります。

．科（眼目52−5600）今給黎医院（内・循環費54−2459）寺尾医i
：院（産婦容63−1447）

■

5日〔水）
12日（水）

オリーブ・など。

※魚に含まれる油は悪玉コレ
ステロールを下げ、魚に含ま

1三股病院（内・外・整外・胃腸・麻酔・リハ盈58−0034）尾崎眼
30日

植物性脂肪
常温では液体の油で大豆・
こま・紅花・とうもろこし・

儀
20日休）

Q旧（金）
一

転入539人転出391人

6月の献血日程
日。

役戸

日・ 健所
纉d工日向営業所
畠 チ ン日・工場
s環境整備課
iA日向本店
電工日向
戸
卲 x察署

＞

小児倉53−6333）田中眼科（眼含52−4009）くろき胃腸科・内科

1

など。

に各種検診f定表をのせています）．

AJ＞＞

吸

◇場 所一基本健康診査実施医療機関で行います
ので、電話r約のヒ、受診してください（4月号

世 帯…

獅59055⑪65

和田病院（内・外・脳外・放・リハ・圏外倉52−0011）緒方医院（内
23日

脂肪は種類によってその性
質と健康に及ぼす影響が違い
ます。動物性の脂肪より植物
性・魚類の脂肪を多くとるこ

市の人

＜

．．

金＝C型B型肝炎120〔〕円／C型のみHOO円

t＋＋＋くて
＋

！太陽クリニッウ（内・消化・呼吸暦56−0030）

◇料

rD＜＜

！

容；lnL液検査、問診

／B型のみ6｛〕o円

室温では固体で牛・豚・鶏

甲斐医院（外・胃腸丘53−5000）児玉小児科医院（1」、児容52−2530）．

◇内

雷ｭ

16日

（内・循環費55−0600）

5

〜止まって確認！無事故に挑戦〜

9533
9721

：村内科

。

定期的に肝機能検査を受けていない人
※今までに（C型、B型肝炎検査）を受けたこと
のある人は今回の検診の対象とはなりません．

ロールなどがあります。

とが大切です。
動物性脂肪（魚油を除く）

80件

（一11）

只︶712
rO232

i児容53−6066）大平医院（整外・リウ・内・リハ倉52−3337）家

物損事故

36人

無

黒木医院（内容52−6055）萩原目艮科（小倉63−7222）U」元医院（小

9日

（一2）

口 数
男女帯
人 世

胃讐338）獅院（精神∴放幽

（一14）

負傷者

と

脂防について
脂肪には、エネルギー源と
なる脂肪酸とからだの組織脂
肪になるリン脂質やコレステ

亡

0人

向
日

里響（外

栄養ひとくちメモ

※事前にテレホンサービス

死

29件

広範な外科的処置を受けたことのある人また

︵

◎L6月の休日在宅医

（盈52−2703）

どが肝炎ウイルスの感染によるものとされていま

は、妊娠分娩時に多1蕃1に出illLしたことのある人で、

79

日向市保育協議会

出生49人死亡38人

9：0〜16：00
冒9：30〜16：00

面

積

117．56k㎡

P6：30〜18：00
．9：3G〜11：00

P1：30〜13：00
P4：30〜17：00
8：40〜11：30
P3：00〜16100

78

艦

奪湾．廃七︐弁魯離

鯵・
土
の
歴
史
郵琴奪冷爵セ︾脅弁り

百万遍は︑もとは与号で︑元弘
ています︒

ひゃくまんぺん

シリーズ31

高松の百万遍

美々津町高松地区の﹁百万遍﹂
は藩政時代から行われており︑い
つしか﹁さのぼり﹂と併せて行わ
れるようになりました︒さのぼり
は︑山植えが無事終〜したことを
感謝し︑田の神を送る川植え終い
の稲作儀礼です︒

日向市史編さん事業

があり︑しばらく農耕談議や昔

菓子が配られます︒そのあと直会

話・世間話が続き︑この行事は終
了します︒

が入り交じって百万遍を行いま

以前の百万遍は︑早朝︑地区民
総出で浜ヘドり︑東を向き︑トベ
ラの枝を海へ投げ通れ︑通称﹁し
らすぽっぽ﹂といわれる容器に潮
水を汲み︑白い玉砂利と共に家へ
持ち帰りました︒家では潮水を茶
わんへ移し︑笹竹にひたして家の
周りを祓います︒玉砂利は神社へ
奉納し︑里修験が祝詞を上げた後
お祓いをし︑その場で大人とr供

す︒数珠送りは﹁南無阿弥陀仏﹂
の念仏だけでした︒f供にはお礼
としてみそを付けたキュウリやあ

られ︵へぎ餅﹀が配られました︒そ

の後︑男たちは直会︑女性はf供

一一

南疹︑

ρ萎

大型連休もあっという問
に過ぎ︑忙しい毎日を過ご
しています︒みなさんはど
うですか？▼6月は︑ワー
ルドカップサッカーが話題
の中心です︒そこで︑今月

の表紙はサッカー少年で

す︒彼らも︑きっとス・ター

選手のスーパープレーに胸
を躍らせることでしょう︒
▼︿K＞は︑今でも︑プロ
スポーツ選手にあこがれま
す︒彼らは︑夢を与えてく
れるからです︒▼県内では
ドイツとスウェーデン代表

るチャンスですね︒

︽K︾

■印刷／（有）第一印剛

を背負って馬頭観音にお参りを

、

チームのキャンプも行われ
ます︒世界のスーパースタ
ーを間近で見ることができ

費0982−52−2111

った梅雨のころでした︒

」

■編集／日向市役所総務課

し︑牛馬安全のお札をもらって帰
りました︒それは︑出植えが終わ

日向市本町10番5号

黒木秋寛区長は︑﹁昭和40年忌か

〒883−8555

ら少しずつ地区の行事がなくな

り︑人間関係も希薄になってきた︒

百万遍は︑大人と子供が一緒に行
う行事なので︑地区民のつながり
を大事にする意味からも︑伝統行
事として守り続けていきたい﹂と
話しています︒

平成14年6月号

この日︑地区民は早朝浜ドりを
行い︑潮水と玉砂利をもって菅原
神社に参ります︒その後︑塩見水

ンチンカンナンマイダ・⁝﹂

月芋の馬頭観音にさのぼりのお参
りをし︑牛馬安全のお札をもらい
ます︒午後から神社に集まり︑修
験者の神事のあと子供たちが鉦に
あわせ﹁チンチンカンナンマイダ
あられをやらにやまわさんど﹂と
唱えながら数珠を送ります︒数珠
は戦前から使っている直径2m程
のもので︑途中に親珠があり︑そ
れが自分の前に来ると両手で軽く
持ち上げ拝みます︒鉦には﹁室町
馬出工大橡宗味作﹂の銘があり︑
これを木づちでたたきます︒﹁チ
を百万遍唱えると子供たちの出番
は終わり︑一人ひとりにお礼のお

︷

匠謹自

広報ひ◎う渉

元︵1331＞年の大地震後に疫病

が流行し︑当時の浄ヒ宗本山京都
知恩午の八世善阿ヒ人が勅命を奉
じて念仏を百万遍唱えたところ︑
効験があり︑後醍醐大皇から百万
遍の寺号を賜ったことが始まりで
す︒その後︑多人数で南無阿弥陀
仏と念仏を唱えながら大きな数珠
を繰り︑虫送り・雨乞・互穀豊穣
や疫病退散の祈とうとして行われ

「あられをやらにやまわさんど」と数珠を送ります

