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突撃厳材

日向

ぐるりぐるり旅
第9回日向ひょっとこマラソンの参加者房集、ごみの不法投棄に聞する協
定書讃印式．市訂村合併対策室を殿量

■まちの話題
ウエディングケーキを前に記念撮彫、テーマは「人、文化、自然」、森の
中でいっしょに遊んでみたいなど

■インフォメーション
還麿式に参加しませんか．2003福祉のつどい、農業所得標準は廃止さ
れます、確定甲告会場のご案内、支撮費制度が始まります、新財市市営住
宅の入居者募集など

ヅタン

■市政の動き

タン︒︽

新番企画

れ おもちっきだよ

■特集

突撃取材

瑠
黒木かず子さん

ぐるりぐるりと回って
みんなと出会う
ぐるぐる回って
みんなと話す

ぐるり簾

も

集藻陰
藤葛
る峯︑
っても︑

園

えっ何ですと一︒鯛と聞いて︑期待する私︒﹁どこで釣れるんです
か﹂﹁すぐそこ﹂︒こんなに陸に近いところで鯛が釣れるなんて︑び

・芝1

曝♂

つくりしました︒日向．再発見ですよ︒のっけからすごいそ︑この企画

さて︑数日後︑塩見奥野方面へぐるりぐるり．︑

運ぶところよ﹂と黒木かずfさん︵47歳
﹁あら︑静fさんにも︑聞いてみてん﹂
奥野︶がねこ

振り返ると︑やはり畑の収穫に来た黒
木静子さん︵63歳

日は市内をぐるりぐるりと回っ

車を押してやって来ました．︑﹁︑ア

てるんですが﹂﹁そうね一︑．わた

しぜ野菜の行商を欲年しよっとよ

．財光寺から伊勢ヶ浜まで売りに

と

奥野︶

行くっちゃが．．これ読んだ人は︑ 野菜買
．て勾家は息f夫婦やら8人同居しちょるとよ︐息r

今日は孫たちとハリー・．ホッターの映画見に行った
みづゼロ

とお買い物にきたの一﹂と華月ちゃん．︑隣の

中でアイスを食べているところでした．︑﹁お母さん

ン目向をのぞいてみました︑ ．卜薗望月ちゃん︵4歳 往
しすご
還︶と静月ちゃん︵10か月︶がベンチに腰掛けて︑夢

ごたるね﹂と．兀気そう︑ お次は日日屋方面へ︑ロックタウ

夫婦は︑

．㍉

は︒今度は仏舎利塔で︑散歩に来たおばさん2人を見つけました．話し掛

て来ました︒おおっ︑これって高そうなやつ︑ウコッケイじ
ノが

﹁そうですが︑それでは

やないの︒うっ身動きできんが︒するとおばさんの

「これ囲ったよ一」と中学

大根の収穫を手伝ってるの．．これから市場に軽トラで

農作業中の女性がいました．．﹁♪一よ︑母の代わりに

ら一

よ一﹂と一．肖って︑向こうへ行ってしまいました︑あら

記念に77サ真でも一﹂と申し出たとたんに︑﹁写真はだめ

﹁たまに散歩でここに来るの﹂と

﹁鼻子夫娼は︑ 薇とハリー・ポ

組（ロックタウン日向で）。

辱望

かついで︑﹁今から小さい鯛を釣りに行くよ一﹂とりょうたくん．．

のりょうたくん︵6歳︶︒釣竿を

川秀幸さん︵19歳︶と甥

うから歩いて来たのは吉

こ︐富島漁協の先を向こ

は細島

さて︑まず

た︒

かと忙しい 市 民 の 皆 さ ん
を突撃取材しまし

思いついたのがこの企画︒年末を控えて︑可

号の特集は何にしようか一と考えていたところ

これを書いているのは12月．︑師走にはいり

あけましておめでとうございます．．と

、

けようと車力ら降りると︑なぜ力劉生化した鶏が12羽︑集まっ

「これから、市場

ベンチには︑なにやらワイワイ楽しげにおし
ゃべりする中学生の4人組．︑井上朋美さん
︵左端︶︑高橋かすみさん︵左から2番日︶︑

松出未来さん︵右から2番目︶︑松下亜理

と目で訴える静月ちゃん︒

§

ん︒﹁お姉ちゃん︑私にも﹁口食べさせておくれ一﹂

﹁アイスキャンデーおいしいな一﹂と下薗華月ちゃ

／

新春企画
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沙さん︵右端︶が座っていました．．皆お
﹁これ買ったよ︑家に飾るの﹂﹁日取

揃いでコルクの壁掛けを差し出し︑
近？あっパリー・．ホッターの映画
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新春企画 突撃敢材

あら開店時間の11時︒すぐに︑

さて︑

︑
︑
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みで

にとってよい年でありますように

新春企画 日向ぐるり
ぐるり族︑今年が曽さん

突撃敢材で市民と出会う

薫︑蚤．

●

〆

ぐるりぐるりと回って
みんなと出会う
ぐるぐる回って
みんなと話す
ぐるり簾

を見に行ったよね﹂と皆でうなずく．人気ありますね
﹁ハリー﹂は．次の日︑年の暮れはやっぱり﹁年越しそ
ば﹂だよねつてことで︑前から気になっていた﹁竹茶

あん

そばを打っているところでした︐﹄占

庵﹂をのぞいてみました︒すると︑ご主人の黒木武さ
ん︵39歳︶が

の奥からだれか出てくるのが見えます︒﹁えっ
と厨房に狐姿の娘さんが2人．．店員さんの一政

たがたはだれですか？﹂﹁きんで一す︐ぎんで一す﹂

ると

一日に60匹も釣れることがあるとか︒﹁へ

ウキ

松原︶．﹁釣りってそん

なにおもしろいんですか？﹂﹁うん︑おもしろいよ

れたのは佐藤範幸さん︵54歳

んか釣れますかi﹂︑﹁アジが釣れるよ︑おれ
広報に載ると？この間は︑釣り雑誌にも載った
とよ一ほら﹂車から雑誌を持って来て︑見せてく

細島岸壁で︑釣りをしている人を発見︑．﹁な

お客さんがやって来ていましたよ

で

とおっしゃる︑一なるほどね一と話し込ん

手打してるから一︒そら一うまいよ﹂

カら 1年ちょっとかな︒
おすすめは︑やっぱりざる
そばだね．︑うちのは︑つなぎを
使わないで︑100％のそば粉で

朱美さんと堀千鶴さん︵2人ともないし
ょ歳︶︐店の奥から黒木さんが出てき
て﹁日向ぐるりぐるり旅？え一ご
くろうさん︒店を出して

いご味よ﹂と︒

が海に引き込まれた時と巻き取るときの感触が︑釣りのだ
一すごいですね﹂と感心する私︒しかし︑12月にもなる

とさすがに岸壁近くだからでしょうか︑冷たい風が体
にしみて︑とっても寒い︒取材のお礼もそこそこに︑

走りさってしまいました︑さて︑次の日も元気に取
材開始．︑でも平目は︑なかなか出会えませんね︒
のどが渇いたので︑ちょっと休憩してジュースで
も飲もうかな一︒ちょうど近くにコンビニが．︑
働いて︑8か月くらいかな︒マイブームで

ジには︑若い女の子︑︑よし︑ 突撃取材です︒
は︑ないですね︒31日は夕方まで︑

ですよ﹂と山﹇加奈恵さん︵19歳一 亀崎西︶が︑笑顔で話

してくれました︒ ﹁全身切り抜き写真を載せますね﹂と私︒
さて︑ 次はだれに出会えるかな一と大王町あたりをウロウロ︒

視界に飛び込んできたのは︑ なんと仮面ライダーさんじゃな

と声をかけましたが・⁝︒勝

いですか︒ ライダーさんですよね？ポーズもビシッと決めち
やって︑︑﹁写真とりますよ﹂

手に︑無口な仮面ライダーの写真をゲットー・！﹁これからも︑

世界の平和のために︑がんばってくださいね﹂とファンの
︐人として激励しておきました︒おおっ︑気がつくと︑も
う午後4時です︒そろそろ職場に帰らないとね．．だって
今口は︑自転車で取材︒でも意外に時間かかったよね︑

ここまで︒大丈夫︑
な一に︑ほんの2︑

3キロくらいの帰
り道ですよ︒キー
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職纂日陶ぐるりぐるり際

「元日のお昼からお仕事で
口加奈恵さん（亀崎西）

ξ●︑

﹁1日に60匹も釣れ る

るし︑5匹のときもあ
佐藤麗幸さん︵松漂︾

コワ

コキコ︑キーコキ
︵今年も﹁広報ひゆ

うが﹂のご愛読を
よろしくお願いし
ます︶

囲

庭か
、

のる

・辱

フェリー乗リ場近くのコンビニです。山口
加奈恵さん（右1亀崎西）と同僚の女の子

G

、

「きんで一す」「ぎんで一す」と一敢さん（左
と堀さん（右）はきつねのメークで登場。

自動記録計測装置を導入

日向ひょっとこマラソン大会は今回で9回目となりました。

今年も日向の美しい自然、日向灘の
さわ

爽やかな風を背に、家族や友人と走ってみませんか。

﹁
ください．．また︑ランナーズ

ズに付いている惇用の申込井

またはFAX︵月則ランナー

月16日までとします．．3電話

※ただし︑受付後の種目変更
ホーム．ページにはH向市役所

．ヘージ指定の方法でお支払い

及び取り消しの返金はできま
番号まで．容03−3714

のみ︶での申し込みは︑次の

できます︒

ホームページからもアクセス

状を︑L位3位まではメダル
ぞ盤§貯一型︶＼V︑携帯三園︵iモ

各種目6位までに賞

●集合場所
を授与︑．参加者全．員に参加賞

ード対応機緯のみ︶からの場
料︶

●表彰

せん︐

0円︑．般／3︐000円

第9回日向ひょっとこマラソンの参加者募集
■大会募集要項
．平成15年3月9日

園︵全種目ともお倉ヶ浜総合
として大会オリジナルTシャ

●申込・問い合わせ H向ひ

︵日︶︑午前7時30分〜受付

●日時

公園サンドーム日向前をスタ
ツ︑昼食及びドリンク︑記録
セスしてください．

合は︑次のアドレスまでアク

ただし︑インターネット及

11︵金︶︑︵当日消印有効︶

し込みください︒﹁参加料は

線2453︶

事務局︵市社会体育課内倉内

ょっとこマラソン実行委員会

−．209︵24時間・通信料無

陶分︶︑恩O120．．．846

6409︵9時弼分〜17時

ート・ゴールとしますV
器を進ロE．ぜんざいの無料サ

走者の中から抽選でハワイ旅
び携帯電話での申し込みは一

OHミξ葦〜ら≡一＝︻︑勾￡三

︵＝三︶︿﹀くξ多．噛二P二一︸．＝﹂G邸＝＝

●種目 一1．2kmの部／小学

ービスもあります．︑また︑完

f︑．25km／中学生男r・

行や国内旅行券ほか豪華賞品

お倉ヶ浜総合公

生4・5・6年の男子・女
女r︑高校生男f・女r︑．

歳以ヒ︶ ・．般女f︵29歳以

●申込方法

平成15年11131

ド・30歳代・40歳代・50歳

要項に付いている参加申込書

●申込締切

をプレゼント︒

（＝

般男r︵29歳以ド・30歳代・
ﾎ代・50歳代・60歳代・70

代・60歳代・70歳以ヒV︑3

兼払込取扱票に必要事項をご

諸天会参加募集

汲香^高校生男f・女チ︑

事務局︵社会体育課内︶への

記人のうえ︑郵便振替でお申

ラソン︹ただし︑2時間30分

直接持参もできます﹂2イン

般男f・女r︑4．ハーフマ

す︶／高校生男1r・女r︑ 一

以内で完走できる入に限りま
ターネットを利用して申し込
む場合は︑次のランナーズホ

般男子・女f
●参加資格
ださい．

ームページにアクセスしてく

小学4年生以ヒ

の健康な人︵高校生以ドは保

＼﹀く芝多．．﹁戸三＝︹・﹇．︻．c﹂ミ

護者の同意が必要︶
︵＝三︶

木削本

小・中学生／1．
刃⊂Z︑一．肥し︒︶︑参加料はホーム

黒弓山

●参加料

000円︑高校生／1︐50

なるまちを
でとうございます︒
新年をおむかえのことと心からお膚び
ク温泉施設﹁お舟出の湯﹂におけるレ
り︑皆様方に多大な不安とご迷惑をお
謝し︑お詫びを申し肚げる次第でござ
なって市政の信頼回復と︑本市のH指
でみたくなるまち﹂の実現に向け︑公
取り組んでまいる所存でございます︒

衛郎春

まのご健勝とご多幸を心からお祈り申

國哲孫

お．層のご指導ご鞭燵を賜りますよう

役

年のごあいさっといたします︒

収助市
入役長

40
10

の動き
1

合併対
を設置
対応し

。受け
ることへの期待感、不安感…

市町村の合併は、私たちの劃一の生活に

重要な意味を持ちます。住み慣れた市町

村の名前が変わったり、大きなまちにな
止め方は人それぞれのようです。

いずれにしても大切なことは、「みんな
で考えて、十分話し合うこと」につきる
と思います。

次世代を担う子どもたちのことを思い、

とはないかと考えていまし

地域の方々に何か役に症つこ

局長が﹁日ごろから郵便局が

育が学べる︑国が設置した正

放送大学は︑白宅で大学教

第1学闇生募集

放送大学平威15年壌

↓

た︒来年411の公社化後も︑
規の通信制4年制大学です．

．

皆様にお役に症てる郵便局づ

．

市と日向郵便局︑市内特定
くりをめざします﹂と答えま

．．

郵便局は12月4日︑﹁ごみの
した︐

海野細島郵便局．長は︑﹁郵

3年次編⁝人学ができます．．併

期大学・厚門学校などからも

きます．．入学試験は無く︑短

学L︵教養︶の学位が取得で

所定の単位を修得すると︑

不法投棄の情報提供に関する

会にも協力を願い︑市に情報

便局はもちろんですが︑区長

協定書﹂を締結しました︒

これは︑郵便局で
せて人学院生の募集も行いま

働く外務職員の皆さ

提供していきたいと思いま
﹁ごみの不法投棄の情報提

んが不法にごみを捨

供に関する協定書﹂は︑昨年
業を月指す学生︶︑選科履修

●募集学生 全科履修生︵卒

す．．詳しくは︑放送大学宮崎

てあるごみを発見し

たり︑あるいは捨て
6月26日に︑市と宮崎県タク
生︵1年間在学する学生︶︑

す﹂と述べました︑︑

た場合に．︑市に情報

シー協会U向支部との間にも

科目履修生︵1学期間﹁6ケ

てている人を見かけ

提供を行うという協
締結されています．︑

月﹂在学する学生︶

学習センターへ．︑

定です︒

調印式は市長室で

全科履修生／20

人文・社会

行われ︑松嶋一実日
などの分野︑約320科目

●開設授業科目
●入学料

向郵便局長︑特定郵
山中に不法投棄されたこみの山︑

000円︑選科履修生／70

便局代表の海野通廣
細島郵便局長が協定
※ただし︑目向市民に

00円︑科U履修生／500
ついては︑人学料を半額助成

0円

定書締結は︑われわ
します︒

山本市長は︑﹁協

書に調印しました︒

れ市民にとってもあ
00円︵教材費込み︶

1単位当たり50

●授業料

12月15日︵11︶

〜2月28日︵金︶

●受付期間

情報提供していただくと快適

●資料請求・問い合わせ

みんなで「市町村合併」について考えま
しよう。

併対策室を旧法務局跡に設置

のため︑12月2日︑市町村合

です．．市は門川町︑東郷町と

ることができる協議会のこと

市町村長同しの合意で設立す

任意合併協議会とは︑関係

の理由からです．．

放

で安全なまちづくりに役立ち

将来を見据えた新しいまちづく

D1893︸

ます﹂と感謝しました︒

これに対し︑松嶋日向郵便

送大学宮崎学習センター︵實

棄を発見したら市に

これから︑不法投

りがたいことです︒

︷

市は任意合併協議会の設置

しました．．この日の午後から

今月中旬には︑任意合併協議
会を発足させる見込みです．

みんなで話し

合う﹁場﹂が合併協議会
合併協議会の設置は即︑市
併に伴う疑問について︑みん

町村合併ではありません︐合
任意合併協議会の設置は︑

くりを考える﹁場﹂が関係市

なで話し合い︑新しいまちづ
付税制度の見直し︑財政問題︑

D．口えます．

町村で設置する合併協議会と

の経緯の中で本格的な協議が

これまで門川町との合併問題

も含めて議論することになり

す︒協議会では︑合併の是非

由な討論を行うためのもので

任意合併協議会は︑より白

するかしないかも含めて協讃

協議会では合併

m団体の長から︑日向市議会

択﹂になったこと︑4合併は

出され︑9月議会で﹁趣旨採

会設置に関する請願垂日﹂が提

例法に基づく︑法定合併協議

でお知らせします︵※合併特

皆さんに﹁協議会だより﹂等

議内容等については︑市民の

ます︐任意合併協議会での協

日向市と人郷圏域との関係に

会は︑議会の議決を経て設置

﹁門川町との任意合併協議

ついても協議する必要がある

の具体的な協議を行います︶．

されるもので︑合併について
．平成17年3月31日である一と

こと︑︑5合併特例法の期限が

へ

されていないこと︑一3い市内の

る必要性がでてきたこと︑2．

併についての協議の場を設け

一つの手段として︑市町村合

どの諸課題に対応するための

生活圏の拡大︑少r高齢化な．

一！近年の地方分権の推進︑交

設置の理由は

任意合併協講会

た．

て看板を対策室前に掲げまし

．．一役と黒木雅俊同室長が揃っ

開かれた看板設置式では︑市

準備及び合併問題の事務処理

53
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。
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室 す
策しま

罷灘廻廊離職腰硝劇せん

膠1

の動き

トピックス

森の 中 で
いっしょに遊んでみたい
テーマは

をのぞかせている様子を表現

葉の間から︑虫や鳥などが顔
の市民が日本を代表する芸術

交．流センターで開かれ︑大勢

制作がH月28日︑日向市文化

日比野克彦さんによる公開

た作品でデビューしました︑︑

初めにダンボールを素材とし

日比野さんは︑1980年代

テーマは﹁人︑文化︑自然﹂︒

﹁人︑文化︑ 自然﹂

したものです︒

どその作品は幅広く︑現代日

れています︑絵画︑オブジェ︑

日比野克彦展を開くことに伴
本芸術を象徴する芸術家とし

公開制作は︑県立美術館が

ガスマスクの作品はよく知ら

﹁この中に虫か鳥かは分か

でみたい﹂との思いが作品に

い︑高千穂町や日向市など県

舞台美術︑映像︑デザインな

市民投票の結果をもとに選
ばれる目向現代彫刻展200
込められています︒田中さん

ろいだろう︑いっしょに遊ん

2﹁日向市民大賞﹂が︑田中
は︑宮崎市の出身で︑﹁日向

らない生き物がいたらおもし

毅さん︵51歳 埼玉県川越市V

市の芸術の振興に少しでも役
続して出口⁝しています︒

望．・．孕︑

内4か所で開いたものです︒

豪華客船﹁ぱしふいつくび
いなす﹂が︑11月19日に細島

いて︑
船会社の看板のような

と呼ばれて

． 般に船の煙突

旅客定員696人︑乗組員
ものです︒それぞれ個性があ

﹁ファンネル﹂

があります︒

204人︑甲板数は12層もあ

いなす﹂ のファンネルには︑

りますが︑ ﹁ぱしふいつくび

美と愛の女神 ﹁ビーナス﹂を

ります︒全長183メートル︑

6千500トンのとても大き
イメージしたファンネルマー

開かれました︒今年結婚50周

が111122日︑市内のホテルで

﹁金婚者をお祝いする会﹂

海工業地帯の造成に着手し︑

産声をあげたばかり︒細島臨

制施行から2︑3年ほどで︑

から28年当時の日向市は︑市

出席者が結婚した昭和27年

のです︒ロックタウンロ向で

あわせて︑毎年開いているも

日から10日までの人権週間に

行いました︒これは︑12月4

を12月4日︑市内の5か所で

権を守ると言うことは自分の

が発生しています︒他人の人

切な人権が侵害されるケース

市企画課では︑﹁毎年︑ 人

買い物客に配りました︒

呼びかけ︑

口頃から思いやりの心を大切

人権を守ると言うことです．︑

に﹂と話していました．︑

いっしょに子育て
する伸間をつくろう

て︑﹁人権週間が始まりまし

者などが緑色のハッピを着

啓発チラシなどを

と

年を迎えた21組のご夫婦が出

富島高校の新校舎が完成した

は︑山本市長をはじめ黒木市

そ

た︒人権を守りましょうL

席︒山本市長から祝状と記念
のもこの頃です︒ウエディン

ん

市は﹁人権週間街頭啓発﹂

品が︑出席者を代表して猿島
グケーキの立刀式も︑あり︑笑
顔で記念撮影していました︒

その後︑花柳絹太さんの口
の

てんしにアつ

から︑それぞれ祝辞があり︑

本癬片踊︑天翔獅子︑ コーラス
か

今村健一・昭子夫妻が︑﹁こ

グループ四面楚歌の歌などが

﹂L

披露されていました．︑

印

れからも．市の発展に協力しま

山本市長︑黒木市議会議長

に授与されました︒

し

﹁．．﹂

クが描かれています︒

な船です︒この日は︑船内の
一般公開も行われました︒美

幅25メートル︑総トン数2万

港に入港しました︑．

しい船体には︑ 特徴ある煙突

美と愛の女神
ビーナスをイメージ

て活躍中です︒

作﹁葉隠れ﹂に決定し︑表彰
に立つなら﹂と第1同から連

ンパークで開かれました︒市

叢．

︑審
．擁灘︑

は

直文・京子ご夫妻︵迎洋園︶

︵

︑

式がH1117日︑口向岬グリー

獅Q3口〜12月23日の期間に

家の制作を見学しました︒

民大賞作品は︑森の中で木の

一

一

顯塊の心美浬

劃へ

議会議長︑市内の団体の代表

ウエディング
ケーキを前に記念撮影

一

11

楽しんで子育てをしましよ

楽しくなる遊びと話﹂はどこ

した︒熊丸さんの﹁子育てが

に子育てする仲間を作りまし
ょう﹂と参加者に語りかけて

うと﹁わくわく子育て親了リ

いました︒また︑会場では楽

でも大人気︒熊丸さんは︑

同参画事業の一つとして開か

しい晋楽にあわせて子どもと

ズム﹂が12月7日︑日向市体

れたものです︒幼児教育の専

いっしょに遊ぶ︑お父さんた

﹂人で悩まずに︑いっしょ

門家の熊丸みつ子さん︵福岡

ちの姿も見られました︒

これは︑平成14年度男女共

び﹂で親子が楽しく交流しま

在住︶を講師に︑﹁リズム遊

育センターで開かれました︒

一

．

︐

ず﹁

撃

覇

■
…圏
F

．

蘭

1
一

一ま霧舌題一

す﹂と謝辞を述べました︒

﹂

しき、

篭＿誕ノ

一

畜らF．．．

、

｝ 潤
『・γ凝

■．∩

平威13年塵人権作文から

n
⁝

go

09

⁝

⁝

社交ダンスを始めました

（23劇＝花ヶ丘》

さんあり︑そのおりkは︑

・て天．人袈がや⁝
す．．今︑私には信じら

くすがたでいっぱいで
れない戦争がおきてい
oo
ます．︑戦争をおこす人
09

はないかと思います．．

は︑こういつたおkを
見つけきれない人間で ⁝

⁝

oo

もしこのようなお宝を︑
oo
見つけろ人たちが広が
ると︑戦争もなく自然
がいっぱいで︑人々が

かがやくすがたがいっ∴
ばい見られる﹁平和な︐⁝

oo
世界﹂がくると思いまoo
す．︑私は︑学校などで ⁝

時間があれば︑ごみ拾
いなど︑ボランティア ⁝
活動をしていきたいとoo
oo
思います︐そして︑み
んながかがやいて︑お

宝があふれる世界にな ⁝
ってほしいと願ってい

●紀さん
丼口

﹁かがやくお宝﹂

いました．．たった一つ

ようにしたいな あ と 思
のお宝のような．．．口葉に

私 は ︑ 毎 日感じた事
います．．その中でとて

をお宝ノートに廷日いて

も 心 に 残 っ ているお宝
は ︑ や さ し さです︒な
ぜ か と い う と︑友達が
クラブ活動の時︑﹁ガン
バレ．．﹂と応援してくれ

たからです．︑たった一

．男気を与えてくれまし

．．．目だけど︑私にすごい

た︐その．．目口をもらっ

たとき︑私は︑﹁友達っ
ろうと考えています︒

⁝

■9
ます︒そして︑心やさ
■9
しい人間が多くなり︑

になって︑だれもがお

自然がいっぱいな世界

に大変興味があります。

し 妻

す，

た。いろいろな情報収集が
石

ρ
喝

できて楽しいですね。

趣味で社交ダンスを始め

ることもあって、環境問題
い雰囲気です。それに美人が多いんですよ。みんな動きも良

公民館で練習をしていま
を図るというチームの目的が十分達成されています。

日です［

優勝しました。チームはわきあいあいとしていて、とてもい

他薦は問いません。

道ニセコ町町民総合

があります．．そのお宝

は︑その人のい っ ぱ い
の気持ちや願い ︑ 思 い
が全てお宝とな っ て い
きます︐このこ と が 広
がっていくと︑ ク ラ ス
だけでなく世界 が ﹁ 平
和な世界﹂にな る と 思
います︐私は︑ こ れ か
ら白分の足でい ろ ん な
お宝を見つけな が ら 歩
き続けて︑私の 夢 を 実
現できるように が ん ば
他にもお宝は ︑ い ろ

ていいなあ︒﹂と思いま

し た ︒ 今 度 は︑自分か
ら こ ん な や さしい励ま
いろあります︒例えば︑

いなと感じました︒

しの︑．n葉を人にかけた

す。

環境問題に興味があります

．、．．．穂．、．

されるようにと締結されるもので

随

づくりに市民の意見（提言）が生か

宝をあふれるくらい見oo
o■
つけられる世界になつoo
てほしいです．︑

めに、市の政策形成や日向rl∫のまち

がんばっている す が た
や︑助け合うす が た ︑
協力しあうすが た ︑ 勇
気あるすがたな ど た く
．︹

みよい日向市のまちづくりを行うた

︵

係を確立し、市民と市が協働して住

︹

人委員会と日向市がお圧いの信頼関

にして読書の楽 し さ と
喜びを伝えるか を ︑ 迫

ーで運転部門を担当してい

年目です。青少年の健全育
務しています。清掃センタ

註ｷ鞠
．・

P・φ∠

講ぺ
Pφあ

●

硬磯1

瓶暢護

これは、日向市まちづくり100

力ある心に響く 読 み 聞

と日向市とのパートナーシップ協

そ し て ︑ 自分にでき
る こ と が あ れば︑それ
を ボ ラ ン テ ィア活動の

図書館
アラカルト
かせで紹介します︒

子どもの感性 を 育 て
る読み聞かせを通じて︑

えてみませんか ︒ ご 来

瓠子で楽
しむ絵本の世界
全 国 各 地 の幼稚園や
保 育 所 ︑ 学 校などを訪
場をお待ちしています︒

f育ての楽しみ 方 を 考

れ︑﹁絵本の読み聞かせ﹂
●日時 1月25日︵ヒV

縣

活 動 を 行 っ ている別院

定」を締結します。

ました。毎週金曜日に中央
インターネットを始めまし
L

●

「H向市まちづくり100人委員会

います．

今、パソコンの練習中で
ュをするたびにストレスが解消されますね。健康増進と親睦
・蕊
幽砿

午後7時開演

担、相．圧協力の内容などを定めた

ご連絡をいただいた人は、
広報係が写真を撮りにうかが

くて歳を感じさせないでしょう。年齢は秘密です。スマッシ

顛

清 さ ん を 迎 えて︑講演

原稿は、毎月1日までに市総務課

成のための仕【ドで忙しい毎

ーが4人残っています。先ほど開かれた県北家庭婦人大会で

窓rl課広報広聴係長）

清さん

ものはお断りします。

課（含内線2234）までご
連絡ください。なお、自薦、

福村一．広さん（北海
講師

H向市 疏 図 書

ントなどの情報をお寄せください。

日向警察署に勤務して2
調印式、記念講演を開催

●会場

サークル活動などの会員募集やイベ

日向衛生公社（株）に勤
●内容

昭和54年に結成。現在32人で、結成当時からのメンバ
中央公民館

別院

と日向．市（行政〉との関係や役割分

人権作品集から人権作文

日向市

〜あなたが調印式の立会人です〜

今月号では、平成13年度

会を行います︒

「情報伝言鞭」は、皆さんの白主

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

●場所

館2階

的な活動を応援するコーナーです。

（27劇＝承江町）

バドミントンクラブ「ラブオール」
のみなさん
時〜午後9時

●入場料無料

日向．市まちづくり100人委員会

（富高小学校）

●講師

翠繁

本 を 読 ま ないfども
が 増 え て い る中︑いか

．ミ．

町山雪畢さん
2月28日（金）午後7

P頑た

●調印式

●問い合わせ

市とパートナーシップ協定を締結

知佳さん
池田

営利や政治・宗教活動を目的とした

立図書館︵雪54119

■日向市まちつくり100人委員会

P・φ

19︶まで．

面のスペースの出門上、掲載できな

一
︐

い場合があります。

を紹介します。

（0回線2234）へ。ただし、紙

聯罷

．L

※福祉バザーへの供出品の

ター

日向市合唱協

なりますので保存しておかれ
る固定資産税は︑申告におい．

地・建物及び償却資産に対す

浩定調書の撫出は

係︵容内線2124︶

●問い合わせ 市税務課管理

をする必要はありません．︑

2月19日（水）〜

●問い合わせ

日向市総合

ご協力をお願いします．

●問い合わせ
福祉センター︵容52．．−25
72︶

水稲農家の人も収支実額︑計

の時期が近づきました．

●対象者
ますようお願いします．
て必．嬰経費として計ヒできま

西郷村ニューホープセンター

会・内山︵倉52−−2268︶

遷暦式に
参加しませんか

市では︑今年度還暦を迎え
た人を祝う﹁還暦式↑を開き

日向市
合唱禦を開催

第10回日向市民音楽会〜第

虚業所得垂準
は廃止されます

市に住民票がある人には︑市
．平成15年分からすべて

ます．︑12月lH現在で︑11向

教育委員会から往復はがきで

目向市合唱祭〜をご案内
します︑．日向市及び周辺町村

案内しています．市外の人で
参加を希望する人は︑郵便は

算により所得を計算するこ

﹁農業所得標準﹂が廃止され︑

い︑日頃の活動の成果を発表

のコーラス愛好者が．堂に集

がきに住所・氏名・生年月月
ととなりました︑

します．．

を記人のうえ︑市社会教育課

人場無料です︒ぜひご来場
ください．︑

額や必要経費の分かる領収証

計算を行うた﹁めに︑収入金

つきましては︑収支実額

まで申し込んでください．．

栫̀12時

●日時 21123目︵ロ︶午前

●日時 1月26日︵日V開場
開演13時

日向市文化交流セン

桙R0分

●会場
●出演
〜18年4111H生まれの人

なお︑不明な点がありまし
す．︑そのためには申告書に︑

借家︑借地︑事業用のヒ

むかいコーラス・コールミュ

●内容
たら︑延岡税務署にお気軽に

井︑請求三等の書類が必要に

ーゼス・ふれあいコーラス・
典︑記念講演

アトラクション︑式

日向コーラス蕗のとう・日向
当該物件の所在地及び固定資

3月17日（月）

1月31日まで

給料︑報酬︑料金などを支

載した源泉徴収票や支払調書

所︑氏名︑支払金額などを記

払った場合には︑支払先の住

申告会場には︑．平成14年4

等︵総称して﹁法定調書﹂と

参加しませんか璋
害者スポーツ大会
第2回宮崎県障害者スポー

︵ヒ︶〜11H︵日︶

宮崎県総合運動公園

●受付期間蒸鮨U堵﹂

2

市建設課︵市役

日︵11︶〜1月31日︵金︶締
め切り．．

●受付場所

所南別館1階︶

新財市住宅

4戸︵内身障者向1戸︶

●募集住宅
DK

3DK
8．声
一
●入居者決定方法 有資格者

．平成14年度

．半語15年3月−日

による公⁝囲抽選︵2月巾−旬︶

●入居日

●建設年度等

備え付けの参加申込詐で︑1

たは勤務し︑現在住宅に困っ

●申込資格

平成15年2月完

授産施設︑通勤寮などが対象

月17目︵金︶までに申し込ん

戎狩﹂．t．．

巨財市住宅

となります︒市では︑支援費

でください︒

同居しようとする親族︵婚約

ている人︑．2現に同居または

基準︵人居者及び同居親族の
過去−年間の所得月額が20万

申込井に一．住民

円型ドであること︶を満たす
人．．

●申込方法

票謄本︑．2．謎語13年分の所得

証明拷日︑給与収人者は過去−

●場所

内訳段日を添えて︑﹂巾建設課へ

業者は過去−年間の月別収支

年間の給与収入証明書︑自営
占少年ホームー階談話室︑以

︵月︶〜1月99︷日︵水V

支援費制度について詳しく

市建設課管理
係︵雪内線2352︶

●問い合わせ

提出してください．
−階︶

後︑市建設課︵市役所南別館
︵君内線2174︶までお問

■申込書受付

は︑市福祉事務所障害福祉係

い合わせください．︑

−月20日のみ日向市

．1市内に居住ま

の支給に係る申請をH月−日

●問い合わせ

新財市市営住宅
の入居者野暮集

市福祉事務所

から受け付けています︒

者を含む︶がある人︑．3．収入

市福祉事務所に

この法定調歴目は︑利f︑配

11にお送りした﹁．平成14年度

●会場

ービスの利用︑6一利用者の選

固定資産．税通知書﹂の最終ペ

す．．

協議会東臼杵支会では︑次の
択にこたえられるサービスの

いいます︶を税務署に提出す

などの一部を除き︑1年間の
とおり東臼杵地区新有権者意
質の向ヒを目指しています︒

ージの﹁課税明細井﹂をお持

支払分を取りまとめて提出す
見発表会を開催します．︑日向

ることになっています．

るもので︑平成14年中の支払

市︑延岡市及び東臼杵郡管内
サービスは︑居宅サービスと

ちになれば︑税務課で﹁固定

に係る法定調書の提出は︑平
町村の新41権者の代表者が意
して身体障害者︑知的障害者︑

．平成14年中の所得に対する

す︒

消費税は3月31日（月）まで

資産公課証明せ目﹂の交付申請

︵君098213213301︶

延岡合同庁會

所得税︑市・県民税等の申告

成15年−月3111までとなって

見発表を行います︒本市から

障害児におけるホームヘルプ

ツ人会が︑次のとおり開催さ

︹

います︒記載誤りのないよう
も2人が参加しますので︑意

サービス︑デイサービス︑シ

者を募集しています．．

︹

正確に記載し︑期限までに提
見をきいてみませんか︒

的障害者のグループホーム事

●期日

この支援費制度に移行する

出してください︒

れることとなり︑現在︑参加

なお︑法定調書の提出につ

業です．．また︑施設サービス

いては︑．定の要件を満たせ

●会場

として身体障害者では更生施

．平成15年511ω日

ば︑磁気テープ及び磁気ディ
プラザのべおか

設及び療護施設︑授産施設が︑

●会場

延岡市・カルチャー

スク︵フロッピーディスクお

●問い合わせ

知的障害者では更生施設及び

匹

高千引訂三田井1498

2月27日（木）

センター

2月26日（水）〜

高干穏町自然休養村三二

2月20日（木）

西郷村田代1870

2月17日（月）〜

障害福祉係︵君内線2174V

特に︑現在︑支援費制度へ

移行するサービスを受けてい
る人で︑平成15年4月lB以

響

よび光磁気ディスク︶による
員会事務局︵君内線2233︶

@■

レ⑫

市選挙管理委

提出ができます︵事前に申請
また︑法定調書の作成や提
出の方法等︑詳細については︑

にお気軽にお尋ねください︒

最寄りの税務署や税務相談室

支媛費新刊
が始まります
これまでもお知らせしてき

降も継続してサービスを受け

延岡税務署

ましたように平成15年4月−

● 問 い 合 わせ
税務相談室宮崎分室︵君09

ようとする人は︑11131日頃

■申込書用紙配布

日から新しい障害者福祉制度

及び説明

8213215062︑宮崎分

ば︑4月1﹇からのサービス

●期間

でに申請していただかなけれ

この制度は︑障害者の立場

利用に要した費用に支援費が

の支援費制度が始まります．

に疏つたサービスを提供する

支給されない場合があります

室への転送電話です︒転送先

ことを基本理念に︑工障害者

ので︑ご注意ください．

の構築︑4障害者自らのサー

平成15年−月20日

のn己決定の尊重︑2利用者
本位のサービスの提供︑・3︶利

県選挙管理委員会連合会東

ビスの選択︑5契約によるサ

用者と事業者との対等な関係

臼杵衆会及び明るい選挙推進

新有権者の憲見を
きいてみませんか

担します︶

までの電話料金は税務署が負

︵君098213213301︶

@

が必要です︶︒

●申込方法

麦−寺

ョートステイの各事業と︑知

所得税・市県
民税の申告を

産税額の門人が必要になりま

お尋ねください．

市社会

2003日向市福
祉のつどいを關催

●日時

2月2日︵日V午前

※コーラス演奏の後︑目向中
10時開場

延岡税務署

●申込・問い合わせ

中央公民館

延岡税務署（倉0982−32−330

童謡をうたう会・ひまわりキ

●会場

1）※提出は便利な郵送をご利用ください。

●問い合わせ

ター大ホール

30分〜午後4時、土日・祝祭日は閉庁です）。

教育課︵君内線2422︶

昭和17年4月2日

市内の人で、延岡税務署から確定申告書が送付された

●日時1月14日︵火︶︑午

日向市総合福祉セン

学校吹奏楽部の演奏がありま

ささゆりコーラス︵北郷村︶

ールラベンダー︵諸塚村︶・

コールチェリーナ︵西郷村︶・コ

モリーコーラス︵門川町V ・

ッズ︵以ヒ日向市︶ ・門川メ

H向混声合唱団・ひ

人は、延岡税務署で申告することになります（受付8時

一

一

@

一

詳論申告塞燭のご案内

一

■
i

L

一
@

一

延岡税務署

，

一

一

延岡市大貫町1−2915

開股期閥
硅乙甲告会場

一
10

●問い合わせ

一
24
12

■㎝■

臆高話璽

コ

●

ホ参亀ど轟」』し。

リアの文化や伝統等を教えま

い．クレイグは︑オーストラ

H本文霊夢を教えてくださ

域︑団体及び事業所等の仕事

●内容

●出張日

うそよろしくお願いします﹂

●クレイグからのメッセーシ

をしてみませんか．．

団体及び事業所等で国際交流

皆さん︑この機会に地域︑

約1か月前に︑市総務課に申

●申込方法

等．

ストラリアの紹介や英会話

やイベントのお手伝い︑オー

クレイグによる地

1か月に1回

す．

﹁皆さん︑国際交流員のクレ
し込んでください．．

出張を希望する

イグです．もっともっと多く

忌月の相談
あ﹂

燈

とき1119目︵木︶
0りm〜2

●障害者相談

ところ
●税務相談

︹容52．i5434︸

障害者センター

〇一〇〜4．O

●交通事故巡回相談
とき1月24日︵金︶
3

1

・

1

中央公民館

3

ところ
●法律相談︵要予約︶

0・0〜5・0

とき1月即日︵金︶
ところ

とき1111611︵木︶
0・．0〜5・O
l

市民健康管理センタ

員
〜
︹

ところ

︹
1

とき1月14目︵火V

中央公民館

中央公民館

．0

l

．O

ところ
●年金巡回相談

●介護保険の説明会

●問い合わせ

︵雪52−211←

の皆さんと交流したいので︑

市総務課総務

ぜひ申し込んでください．
l

．．0

l

●問い合わせ 高齢者あんし

青少年ホーム

●女性による女性のための相談

ん対策室︵雪内線2193V

膿

r一面接二三︵毎週木曜日︶

ところ

．O

0・0〜5・O

とき1月14日︵火︶

■−月の縞目

友まで︵實内線2223V．︑

係担当のクレイグまたは長

そして︑様々
な仕賢︑文化︑
習慣を教えてく

るということですが、それまでの3

〜こ
・．∴．牡
2電話相談︵月︑火︑木︑金︶

あなたの場合、再就職の予定があ

ワ

人が勤務しました．

島出張所に所長以ド4

坂．．一．一他28人で︑内細

後に初代の富島町長と
なった町長職務管掌白

です．︑同役場の職員は︑

け親は前知事．．．島誠也

同年m月lHに誕生
した﹁富島町﹂の名づ

一致で賛成しました．．

H相川勝六日事の諮問
がなされ︑直ちに両町
の合併諮問答申町会が
開かれ︑どちらも満場

議会が開かれ︑同月13

の合併問題に対する協

711になると両町会

す︒

これらの事業は合併が
前提となっていたので

工場設置等が不可欠で︑

富高開田︑都市計画︑

細島開港場︑畑浦運河︑

きをしてください。

第4期

聖
響

れ︑両町の合併話が再
浮ヒしてきました．︑東

臼杵郡の郡役所が国劇
町に移転し︑郡の中心
になるという話も追い
風となりました．

世論を盛りヒげるた
めに︑富高駐在の各新
聞社の記者たちが．致
団結して合併推進運動
を展開し︑ようやく合
併賛成論者が多くなり︑
昭和12︵193エ年2月

の両町会で賛成の決議
がされるまでになりま
した︒

両町の合併推進には知

事をはじめ県の働きか
けも大きく︑県職員が
何度も地元に足を運び︑

両町長や町会議員︑商
工会等を説得していま
す．．当地区の発展には

しなければいけません。市民課年金

ﾖI1660︶

ない期間ですので、国民年金に加入

とき3口m〜6一 m

か月間は厚生年金保険に加入してい

推進ルーム﹁さんぴ

60歳未満の方はすべて国民年金に

●市県民税・

加入することになっています。

＝一Q6︐﹃○声く

A．日本国内に住所のある20歳以上

ところ

たのが始まりです︒同
N目ら14年春にかけ

て富高細島両町の合併
が取り沙汰されるよう．
になりました︒15年に
は宮崎新聞が14回にわ

たり論陣をはって世論
を喚起しています︒こ
れに対して﹁寝降．目を︑．口

それまでの期間も国民年金に加入

ださい一．ぼくは

誕生を紹介します．

目高町と細島町の合併
〒889︶

存在しました．．細島町

はもともと生知屋村の

うな﹂と不買運動も起
きています︒両町会で
は賛成反対のやり取り
が行われ︑また両町民
を巻き込んでの大きな
政治課題となりました︑

両町の数か所に賛成反
対の看板が症てられ︑
町を一．幽するほどでし
た．︑この時は細島町側

しないといけないのですか。

．

妻の車が見えないと、つい「ホッ」とし

（實

が合併に積極的で︑富
高町側は次期尚早とし
て反対しています．一

その後︑合併問題は鴻

時沈静化しましたが︑
隣の延岡町が日本窒素

出社することになっています。

第8期

事で、夫の協力があると「ハッ」も「ホ

一部で︑県ド第．の・艮

港細島港を有しながら
も土地が手狭で町の発
展に限界がありました︒
富合町は富高層の開業︑

日豊線の全線開通で交
通の要所として発展を
続けていましたが︑大
日知屋原︵曽根・塩田・

堀一方等∀の開発は細島
港の開港場︵貿易港︸指定

が前提となっていまし

肥料︵株︶・旭ベンベルグ
絹糸︵株X現旭化成︶の進
8︵1933︶年に市制を

出により発展し︑昭和

した。新しい会社には3か月後から

●国民健康保険税

後日、玄関の明かりの事について、妻

施行したことに刺激さ

Q．転職するため、会社を退職しま

●介護保険料︵普通徴収︶

「ハッ」とするそうです。家事や育児の

H︹1922︶年に当時の

年余なんでもQ＆A

オーストラリア
のことや英会話

ら、女性の皆さんは、夫の帰りが早いと

ピ○∩﹀日

以前、この話を家庭教育学級で話した

年の町村制施行時から

問題ぽ明治

虫が寄ってくるから」でしたが…

。

第8期

児も大変です。

両町の合併話は︑大．止

た．．

にそれとなく聞くと、「電気をつけると

を教えます．ど

します。子どもが小さいので、家事も育

一

家に帰るのが遅い日が続く時は、家に

︑鴫． ．〜

なめの日に限って電気が消えている気が

平成の市町村合併が
いよいよ風雲急を告げ
ています︒先の2号で
近代的地方n治制度の
元となった﹁明治の大
合併﹂を取りヒげまし
たが︑今回は富島町の

ます。後で気づいたのですが、ご機嫌な

細島町長日高勝太郎が
新聞への投書で提唱し

係（③窓口）で国民年金加入の手続
曽ワ

ッ」に変わるかもしれません。
13

一．

「ハッ」と「ホッ」

口輪辮

ヴ

需臨i細書

■■市内の地域︑団体及び事業所

﹁−

ていました。その後、玄関の明かりを見
冨島町縫生の頃の市街地（駅前交差点から南を望む）

踊・

□

串

﹁

▼

ーズ﹁砂﹇
r3﹂

」

朋治の町村合併③

L

，

ソ

一
一

箏蔓璽．

海

1月の休日在宅医輝前にテレホンサービス（君53−1214）で翻を1

■乳幼羅診

●3か月児健診

7H︵火︶︑2 4 日 ︵

平成14年P月生幸

●7か月児健診

冝i金︶︑対象／

月生まれ

日時／1

象／平成13年
月m日︵金︶︑対象

●1歳児健康相田談

2−kL美し
才

●1歳6か月児鯉
健診目時／

Il芋

14／

対／

年1

月

象1

／月

11128日︵火︶午後2

すくすく教室

日時

〜午後3時茄分

生後6か月までの乳

．3．塩砦い物が大好物

開催Hの1週間

ろ保育園児の人所申込を次の

●申込方法

とおり受け付けます．

．4食べ過ぎたと思うことが

．6あまり歩かない

よくある

7．だらだらと歩くほうだ

●入所基準

．5肉が大好きだ

8．あまり運動をしていない

などの理由のため︑家庭で児

働いたり︑長期の病気や出産

．り疲れても休養をとれない

玉の保育ができない場合が対

9疲れが翌日に残る

．11疲れた顔︑をしているとよ

くいわれる

か︑集団生活に慣れさせたい

2睡眠時間が6時間以．卜

13よく夜更かしをする

前までに氏名︑連絡先を市民

抱っこの仕方︑お風

︑﹂

健康管理センター︵君内線2

︑﹂

182Vまでご連絡くださ

﹁1︶

し一．ワノ才ノ

●内容

2月1日57日は
生活習慣痛予防週間

高血圧や糖尿病に始まり︑

ガン︑心臓病隅脳卒中などの

生活習慣病は︑個人の生活習

ー

対象

．1栄養しとの離乳食

を育児中のお父さん︑お母

内容

測定︑3．赤ちゃんの健康相

り・試食︑2体重測定・身

︑．4ママやハ．パ同しの交流

など．

市民健康管理センタ
などの理由では︑人所できま

115．すぐイライラする

117，56k㎡

（曽根町1）

一

憬育●児の
入所受付を開始

死亡48人

艦

遼香ちゃん

市は︑来年4月目ら入所す

転出136人

井川

保護者が︑昼間

〈十3＞

象となります．

〈一11＞

幼児教ムー−を受けさせたいと

人

22316世帯

せん．

面一一積

14．眠りが浅い

31，340

市福祉事務

＜＋2＞

出生57人

●申込書の配布

（一9＞

人

−月611︵月︺〜

人

27，873

市福祉事務所

59，213

市福祉事務所

口
数
男女帯
人
世

日自市の人口と世羅（H14．12．1．現在）

転入118人

．16．気分転換が矯nf

（十8）

〜止表って凹■1■事赦に擁職卿

．9

成時

物損事故

111件

（十4）

所及び保育所︵園︶

（十1）

．17一タバコを及う

負傷者
69人

．18．よくお酒を飲みすぎる

〔一1）

死亡
1人

1月鋼製金︶

51件

︵17番窓HV

■集霊

人身事故

●受付場所

こちら

那波ちゃん
（美砂）

●受付期間

11月中の交通事敵

．19．定期的に健診を受けてい

旧中
新年あけまして︑おめでとうございます︒

今年も﹁広報ひゆうが﹂のこ璽饒をよろし

くお願い致します︒今月の特集は．市内を

肩から下げた︑見知らぬ人から声をかけら

突撃取材して回りました︒突然︑カメラを

れて︑びっくりした人もいたことでしょう

ね︒でも︑出会った皆さんは︑とても気さ

います︒これからも市民の皆さんを数多く

くに話をしてくれました︒ありがとうござ

取材されるのが待ちきれない人は︑自分か

掲蔵できる企画を︑と考えています︒なお︑

ょるよ一日向日のコー
ナーにどうぞ︒めざす

は︑市民総圃場︒今年

くりを心がけます︒

も︑よりよい広報紙づ

ら申し込めば︑掲載されるコーナーがあり

レ

5●

︽K︾

ますよ︒いきいき驚春トーク︑がんばっち

ED

ない

をとることが大切です。

★合格点

10：00〜16：00

一匹母f係︵盈内線2163︶

九州ジャスコ日向店

●問い合わせ

：30

τ3：00〜16：00

5個以ヒの人は︑生活の見直

■18日

9：30〜11

しを行いましょう．

日向製錬所
JA日向本店

■16日

慣が深く関与しています．

（永江町3）

自分の健康状態に自覚を持

黒木優衣ちゃん

1月の献血日程

ち︑白分に喬つた健康づくり

魯

（小児倉56−1515）武富医院（国君52−5522）

こが4個までが合格点です．．

わたしたちのからだは、体重の約6
0％くらいは水分です。エネルギーに
はなりませんが生命を維持するために
はとても大切な物です。細胞・血液・
リン液・消化液などに含まれます。成
人は1日に1300ml以上の水分が必
要です。労働や運動で多量に汗を流し
た時、高熱や下痢の時は水分を十分に
とりましよう。活動量の多い子ども、
唾液等の分泌が少なくなる高齢者は、
脱水にならないように気をつけましょ
う。たとえば激しい発汗で脱水した場
合、食塩を補給し電解質とのバランス

ひ

を実行して︑健やかで心豊か

外・麻酔・リハ雪53−8910）こどもクリニッウたしろ

に宝活できる口々を築いてい

つ．

天日堂医院（内・整

きましょ・つ．

渡辺病院（産婦・泌尿容57−1011）

パ 1〔
と
前

●生活習慣総合チェック

■26日

水

ノヘ

︵当てはまるものに2をV

栄養ひとくちメモ

三股病院（内・外・二胡・胃腸・麻酔・リハ費58−0034）
尾崎眼科（羽冠52−5600）今給黎医院（内・循環君54−
2459）

19

迎 貝
回 u

．1食生活が．不規則である

■19日

えるのも一策でしょう。

2．野菜をよく食べていない

腸内で消化を助けている乳酸菌を
増やすのに役立つ食品や、繊維質の
多いものを、便の状態をみながら与

倫崎栗）

てll議置目

［●会、淡／乏f乍●さ児●時●■
測り内んを対
会場

緒方医院（内・呼吸・小児君53−6333）くろき胃腸科・
内科（胃腸・内・消化855−0505）

ll三太郎くん

−月限日︹木︶︑対 象／平成13

｛宅

年6月生まれ

・外・脳外・放・リハ・整外容52−0011）

月

を

帳

母f健康ヂ

和田病院〔内

出時1

●持参するもの

■13日

させることが大切です。

象〜時
12
産

H目時／1月9

甲斐医院（外・胃腸君53−5000） 児玉小児科医院（小児
852−2530） 太陽クリニック（内・消化・呼吸856−
0030）

●3歳児健診

■12日

平担11年6月
日︵木︶︑対象／平

内・リハ饗52−3337）家村内科（内・循環君55−0600）

オ

●マ●10●■
会マ対時日
場

大平医院（整外・リウ・

市民健康管理センター

乳などの摂取不足、または過剰摂取
などがあります。また不安や不満に
よる強い緊張からくることもありま
す。号どもの心の緊張をほぐし、水
分をたっぷり与えます。幼い時は全
舅の乾布まさつなどを行って、この
刺激で腸の活動を高め、少し大きく
なってからは、全身運動をたっぷり

しまし

黒木医院（内雪52−6055）萩原眼科（国君63−7222）

山元医院（小児君53−6066）

17

6

ババママ教室

■5日

便通の不規則は、水分不足、食事、

（美々津）

もカー
じし
※受付時間は︑黛3
り︒7

子どもの便遍が不規則です。ど
うしてでしょうか？

天野功賢くん

か11児／午後−
1日L寸〜1寺
日0
3

日向市保育協議会

鮫島（整）医院（整外實52−8191）吉森医院（内・胃腸・
循環・呼吸含52−4046）ふじた1藤療内科（心療内科・精
神・内實50−0855） 医心内科（内奮55−0157）

門、

P歳児／午

■3日

分︑1歳6か月旧り児・3歳児／

二木医院（産婦・外・胃腸a54−4468）協和病院（精
神・神経君54−2806） 吉田ク1」ニッタ（内・循環麿55
−0770）長田整形外科（整外・リウ・リハ君63−0507）

♂ノ

■2日

∵夢

欝益

午後−貯〜2貯︑

（内・精神含52−2409）

前9時聞分〜m牌⁝時です．︑母f

麿52−7111）柳田医院（産婦君52−2950）瀧井病院

自賠手帳を亡心れず ずに︑市民健

千代田病院（内・外・整外・胃腸・リハ・皮・放・麻酔

康管理センターへ−へ．

■1日目

場ば

広弱
．﹁

COVERへAESSAGE
E〕知屋保育所で園児たちが12月11Eヨ、昔ながらのき

ねと臼を使い、お正月用のもちを、ペッタンペッタン
ともちっき。みんな楽しそうに、にこにご顔でもちっ
きをしていました。つき上がったもちは、園児たちの

響

小さな手で丸められていました。

」

響

．O
閥O．572
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