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大変重要な施設てす︒さらにそ

た︑細島工業地帯の埠頭として

実感となってきましたのて︑引

向灘沿岸北部路線の全線開通か

る耳川架橋の工事に着手し︑日

は︑昨年最後の大工事といわれ

ます︒これは︑平成八年度まて

㍗

、

第一回日向市議会︵三月定例会︶は︑三月一一日から二十

︿住みよいまちづくり
まちづくり

健やかで心のかよう明るい

一︑

安全で快適な生活ができる
人間性豊かな教育︑文化の

まちづくり

、

と重点施策か発表されたほか︑条例︑事件決議︑予算なと
第一に︑交通網の整備促進て

を期待されているかを把握して︑

線に認定されましたのて︑これ

東九州自動車道か基本計画路

ありません

といっても交通桐の整備にほか

す︑日向市をはしめ県北の社会

・

に決定していたたくよう︑市民
運動の先頭に立って全力を傾け

を何としても﹁整備計画路線﹂

より多くの市民のこ音見︑ご音

とも大変重要てす︒それには︑

向をうかかうことか大切てすの
リニアモーターカーの新実験

われる市政を円滑に進めるため
を保ちなから︑国・県の制度事

さらには︑国・県と常に連携

う希望を持って機会あることに

将来リニア東九州新幹線にとい

平・誠実でなければなりません︒
の実現に努力します︒

つくりをめさし︑次の五項目

るおいと生きがいのあるまち﹂

南九州一円の農林産物や︑工業

つは︑港湾にあると思います︒

また︑日向市発展の要因の一

関係者へ訴えてまいります︑

したか︑現実験線を延長して︑

には︑皆様の市政に対するこ理
業の積極的な活用に努めます︒

線の建設地は山梨県に決定しま

解やご協力か不可欠てす︒この

信頼される市政の確立をめざし

に推移し︑企業の収益も着実に

ここ数年来︑国内景気か堅調

製品等貨物の集配地として︑ま

つきましては︑市長就任以来︑

Lかな自然を生かした美し

最重要事項として懸命に取り組

また︑市民の皆様か市政に何

てきました公共下水道事業は︑

︒

本年度亀崎汚水中継ポンプ場の

を庄きます︒

利用して企業誘致に特段の努力

続いていますのて︑この機会を

伸ひ︑設備投資も拡大の傾向か
ーカ1︑メティキノト株式会社

昨年十一月には︑医療機器メ

んできました︒

及び曽根町の一部延べ四十ヘク

教育・文化の向上を
国際化︑情報化等社会経済情
国のよりよい未来は︑何といっ
ても人つくりにあるといえます︒

勢か大きく伸展するなか︑わか
工場の増設を計画しているとの

しい児童生徒の育成を期して︑

次代を担う︑心豊かて︑たくま

さらには︑旭化成工業株式会

ことて︑日向市はもとより︑県

．ています．．平成四年には︑

ります︒

力てせひ成功するよう願ってお

皆さんのこ協力と関係者のこ努

来てすのて︑この大会か市民の

全国規模の大会は︑宮崎国体以

の若人か一堂に集うこのような

の会場地に決まりました．．全国

ル︑ハスケノトホール︵女壬︶

開催され︑当市は︑ソフトボー

全国高校総合体育大会か本県て

ま

市民のスポーツへの関心も高

か寄せられます．．

た︑交ム砒の場として︑その期待

域の文化の向上の場として︑ま

活用されています．今後︑当地

オーブンし︑早速多彩な行事に

れた市文化交流センターも無事

約二十二億円をかけて建設さ

教育環境の整備充実を進めます．．

期待するとともに︑教育教材や︑

学校現場てのきめ佃かな教育に

北の景気浮揚か期待されます．︑

社か平成三年から四年にかけて

ます︒

研株式会社の誘致決定もみてい

また︑本年一月には︑大阪技

の誘致調印か実現しました︒

市民の長年の念願の企業誘致に

日向市の最大の課題てあり︑

企業誘致も着々と

を継続して実施します︒

田︑山下︑畑浦︑比良の四事業

また︑都市下水路事業は︑古

ことにしています︒

タールの管きょ工事を実施する

を実施するほか︑鶴町︑永江町

建設と浄化センターの増設工事

一、

てさらに努力します︒

﹁う

市政運︐宮にあたっては︑

見等に接するよう努めます︒

て︑機会あることにこれらこ意

たいと思います．．

それを市政に的確に反映するこ

ひ条例のおもなものを紹介します︒

今月号は二年度の市政の基本方針と主要な施策の概要およ

当初予算については五月号てお知らせすることにして︑

二十八件︑会期中の議員提出議案一件の計二十九件か提出

交通網の整備促進

●主要な施策

ちづくり

産業が栄える活力のあるま

まちづくり

、

経済等各般にわたる伸展は︑何

議会には︑初日に三樹市長から一一年度の市政の基本方針

二日まての二十一日間の会期て開かれました︒

一、

され︑それぞれ原案とおり可決されました︒

（左から是澤議長、三樹市長、今井社長）

ためには︑市政は常に清潔・公

市民の福祉向上を目的に行

5項目の実現にこん身の努力

饗

讐市行政の基本

f

うるお いど唯きがいのある
まちづくりをめざして

の機能を高めるため︑防波堤の

書

延長やパースの建設等整備充実
進にも努めます︒

き続き日向灘沿海北部の建設促

広域農道の整備につきまして

に努力します︒

平成6年度に完成
二歳屋−財光寺間の﹁たいえい橋﹂
つきに︑都市基般皿の整備てす

に約二十九ヘクタール︑総額

の整備はいうまてもなく︑国道

三十九億円余て実施するものて

﹁市民の声を聞く会﹂におき
十号線の関係区間の四車線化か

か︑市民生活を謹む上て︑安全

ましても︑都市基盤整備︑とり
実現することになります︒財光

て住みよい環境は市民のたれも

わけ土地区画整理事業につきま

寺地区は︑終戦直後往還地区の

すか︑完成のあかつき仁は環境

しては︑各地て強い要望かあり

一部を区画整理し︑さらに現在

比良地区を実施中てすか︑ほか

ました．．同事業は三石︑亀崎地

区︑比良地区に加え︑平成元年

の地区は全く手つかずの状態て

す︒近年︑急速に宅地化か進

度から亀崎北地区も着工してい
ぬお

み︑区画整理事業の要望か強く

出されてきていますのて︑南部
地区約八十八ヘクタールを対象
として基本計画の策定をしてみ
たいと思っています．︑

街路事業につきましては︑ま
す︑たいえい橋整備事業か︑日
知屋︑財光寺両取り付け道路の
整備もその見通しかつき︑昨年
手しました︒平成六年度完成を

度から橋りょう部分の工事に着
予定していますか︑日向市の動
脈ともなる重要な路線てすから︑

一日も早い完成に努力します︒

年々処理区域の拡大をはかっ

1月29日に市長室で行われた大阪技研株式会社との工場立地調印式

か望むところてす︒

完成後には重要路線の一つになります。
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ぞれ協力しあって推進すること

地方公共団体及び民間が︑それ

齢化社会の諸般の施策を︑国︑

をはかる観点から︑地域の特性

力強い体質をもった農業の確立

力しあって︑将来を展望した︑

沿岸国における二〇〇カイリ
水域での操業禁止や︑担い手の

漁業の問題も農業同様です︒

な期待をしています︒

としており︑これら施策に大き
物の生産をはじめ︑経営規模の

を生かした付加価値の高い農産
て︑日向市の周辺海域は天然礁

されているのが実情です︒加え

減少等で︑沿岸漁業を余儀なく

の問題︑さらに外国からの強い

減反︑米価引き下げ︑後継者
あると思います．．また︑活力の

を総合的に進めることが必要で

備事業等による経営の合理化等

昨年度実施したあわび礁の設置

や魚礁の設置を行い︑回遊する

が少ないため︑どうしても築磯

経験したことのない速さ︵今後
戦略﹂と称して︑本年度から平

は﹁高齢者保健福祉推進十力年

問題も考えられることから︑国

然との調和を保ちながら開発に

せんので︑中期計画のもと︑自

埋もれた景観地も少なくありま

す︒なかでも細島の岬周辺には

囲図

圏図

闇図

鍾桝回訓國図

圏図

闇図随貿脚胴國闘

を生かしたりゾート地づくりの

設です︒日向市のすぐれた特性
が︑この計画は︑今後の日向市

ランニ十一﹂が発表されました

ているところです．︑

ので︑一日も早い実現を期待し

の発展に多大な影響があります

また︑昨年末旭化成工業株式

ところです︒

一日も早い進出を期待している

ために︑森ビル観光株式会社の

会社から﹁カルチャーアッププ

騎図門脚図閃闘脚凶飼図

いに協力してまいります︒

ざして︑漁業者の皆さんとお互

した漁業経営のできる漁業をめ

等のように資源を確保し︑安定

魚類の停滞︑増殖をはかるほか︑

農林漁業の振興を

拡大︑肉牛等家畜経営︑ほ場整

飼図

ある農村社会の形成を促進しつ

く環境は厳しいものがあります．︑

市場開放圧力等々農業をとりま
的︑かつ一体的に整備する農村

つ︑生産基盤と生活環境を計画

このように︑農業︑とりわけ

層努力します．．

主生産物の米をとりまく厳しさ

二十五年間でこれまでの二倍︶

成十一年度までの十力年間の目

するため︑リゾートは必要な施

睡図餉瞬﹂闘闘図脚闇図囲闇図圓凶随脚髄oo脚脚闘國闘闘脚図随脚︼岡囲脚髄脚図隅瞬髄四脚髄囲画図困闘図凶髄樋隅阿髄

で間もなく訪れようとしており︑

・あろう国民の余暇を有効に活用

社会福祉事業基金条例を 制定
耕地 課が復

聾条例

脚図脚闘︼四岡図岡闘H

総合整備モデル事業の推進に﹁

9一隔

のもとでは︑農業者と行政が協
闘闘岡四恩図凹目回国闘開随要図

特性を生かした
リゾート地づくり
ふるさと創生推進事業を契機
にして︑いま全国の地方公共団
体の多くが︑地域の活性化をめ
ざしてそれぞれの団体のもつ特
性を生かして︑地域づくりに取
り組んでいます︒日向市も今後

進むべき道の一つとして︑観

ています︒そこには︑長寿とい

温暖な気候と美しい海岸︑そし

す︒日向市の豊かな自然︑特に︑

光を推進すべきだろうと思いま
う好ましいことだけでなく︑社

高齢化社会に備えた﹁生きがい対策﹂
などの施策をすすめます︒
社会福祉をとりまく環境は︑

会保障負担の増大のほか︑高齢
人情は観光資源として十二分で

て虫貝重な歴史遺産︑こまやかな

化︑個性化等にみられるように

者の社会参加や生きがい等の

最高時には四人に一人が六十五
努力したいと思います︒

幼児から高齢者まで︑また最近
は医師会のご協力で︑いつでも
どこでも気軽に受診できるよう
にしています︒

しかし︑何といっても健康は
自分自身が常に心がけることが

の福祉需要がますます増加し︑

完成しその目的を達しましたの

wクタールの整備を進めてい

新たに第三次処理区域として百

多様化する中で︑これらのかた

二十五日付けで︑日向市下水道受

市では︑この区域の単位負担
金額の算定等について昨年八月

十＝．一年度から日向市文化交流セ

市民生活の多様化によ ．て︑

で︑条例を廃止するものです．

円となっていましたが︑昭和六

が増加の一途をたどり︑加えて︑

各家庭から排出されるごみの量

がたが住み慣れた地域で安心し

■日向市課設置条例の一部を改

古同齢者︑障宝口者及びその家族

まず︑国民健康保険について

て暮らせるよう︑保健医療との

ます︑

は︑昭和六十三年度と平成元年
日向地区衛生施設組合のごみ処

・市民の社会奉仕活動の推進

備事業等に積極的︑効率的に対

業だけではなく︑農村の環境整

を改正しました︒

その答申を尊重して条例の﹈部

五日に自前申をいただいたので︑

月二十
・高齢者及び障害者の総合的地

応するために︑新たに耕地課を

していましたが︑今年

益老負担金等審議会に対し諮問

域福祉事業及び生きがい・健

土地改良及び農業基盤整備事

ンターの建設に着手して︑先頃

度の副司年・問の暫定措置として

正する条例

余の建設費をかけて︑平成元年

の充実をはかるため︑

ましたが︑この暫定措置の期間
度と二年度の継続事業として︑

連携を含めた総合的な地域福祉

が切れたことから︑本年度から
同施設の建設にかかったところ

設置しました．︑

ていましたが︑その間︑物価の

て条例の整備を行いました．︑

び省令が改正されたことに伴っ

一部が改正され︑関連の政令及

目的利用などを地域の実態に応

する必要が生じ︑改正しました︒

上昇及び経済変動等により改正

昭和六十三年五月に消防法の

改正する条例

■日向市火災予防条例の一部を

火災予防条例を一部改正

康づくり事業の推進

■日向市職員の旅費に関する条

です︑︑

た︑きめ細かな福祉事業を推進
するために基金を設置しました︒

宿泊料及び食卓料については︑

等を目的に︑地域の実情に即し

■日向市水田農業確立特別対策

公営企業である水道事業は︑

かり︑公衆衛生の向上と︑生活

事業基金条例

清浄で曲豆富低廉な水の供給をは

環境の改善に寄与することを目

ます︑

つぎに︑健康づくりについて︑．

的として︑事業の運営に努力し

じて推進するために︑国は︑特

■日向市都市計画下水道事業受

職員等の旅費のうち︑日当︑

健康管理は︑定期的な健康診

例の一部を改正する条例

査が最も有効です︑市では︑乳

別の交付金．を市町村に交付する

益者負担に関する条例の一部門

転作の円滑な推進や水田の多

原水不足の解消を主目的として︑

ことを決定しましたが︑市では

見直し

・危険物の範囲及び指定数量の

金条例を廃止する条例

■日向市民会館建設資金積立基

して設置しました．︑

た地域農業自立のための基金と

月一日から負担金の徴収を始め

処理区域として昭和六十︼年四

については︑第一次及び第二次

ルのうち︑百七十九ヘクタール

手数料を規定した︒

できることとし︑それに伴う

査及び水圧検査を行うことが

・消防長は︑タンクの水張り検

・新たに指定可燃物を定めた︒

また︑配水管未整備地域の解

の改正

技術上の基準に関する事項等

き続き送配水管埋設︑配水池築

昭和四十三年度から積み立て

ていますが︑平成元年度から平

・危険物の貯蔵及び取り扱いの

造︑排水処理施設︑電気計装等

を始め︑昭和六十二年度末現在

成六年度までの六諭年計画で︑

て実施することにしています︒

認可区域四百二十七ヘクター

消や︑赤水解消のための配水管

で十四億一千四百五十八万四千

の整備を進めます．︑

更生工事︑漏水調査等を並行し

本年度は︑美々津簡易水道の
昨年度から五力年継続事業とし

この交付金を︑稲作を中心とし

主な内容は︑次のとおりです．︑

の二年目に当たりますので︑引

て着手した﹁第六次拡張事業﹂

改正する条例

ています．︑

昭和五十五年度から据え置かれ

健康は自分自身で気をつけて

叩直酒の増額を要望したいと田心い

後はさらに市長会等を通じて措

同制度が制度化されました︒今

二町との協議の結果︑三十億円

■日向市社会福祉事業基金条例

豊かな自然一温暖な気候と美しい海岸一を生かして
調和を保ちながらリゾートづくりに努めます。

理施設の老朽化もあっズ︑幽関係

ひ継続して実施します︒

近い将来︑大幅に増加するで

め︑福祉基金の設立︑施設の整

備︑高齢者の生きがい対策等高

標をたて︑在宅福祉対策をはじ

化社会を迎えることが予想され

歳以上という世界で有数の高齢

特に︑高齢化現象は︑かつて

大きく変化してきています︒

急激な高齢化︑国民意識の多様

高齢者の社会参加や生きがい対策等諸般の施策を国、地方公共団体、
民間が協力しあって推進します。
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肝心ですから︑健康づくりはぜ

活

齢
、

低所得者の負担軽減がはかられ

一二

一
健康づくりは継続実施

保険基般皿安定制度が設立され︑

国保負担軽減策を
制度化

4
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◎その他のおもな施策
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から来たんですが︑家業の手伝

昭和二十六年に結婚して大阪
んど人にあげてしまいました︒

随分作ったんですが︑今はほと

中の一時二時になることも⁝．︑

家にこもってましたし︑それに
﹁家にこもってばかりで︑私の

私も還暦をすぎて︑あるとき︑

いとか子供の世話に明け暮れて
私ひっこみじあんで︑親しい友
達もできませんでした︒それで︑

に出てみょうがな凶なんて思い
まして︑まず中央公民館の書道

人生って何だったんだろう．．外

子供たちに着せた服の余りぎれ
教室へ行ったんです︒そこでた

もとから針仕事は好きだったし︑

ておいたのを︑子供に手がかか

などをダンボールにたくさんとっ

たものですから︑シルバー体操

今は︑その友達が誘ってくれ

くさんの友達ができました︒

針のむくままに作ってきました︒

とか︑今月からスイミングにも

らなくなって︑家事のかたわら
．て勉強はしましたが

は︑かわいい絵本の表紙などを

ほとんど自己流です︒デザイン

たけど．．⁝：：︒それで︑最近は

に最初はちょっと抵抗ありまし

通っています︒水着になること

本を買

参考にしましたね︒ひところは︑
あまり針はもってないんですよ．．

︑

で

オあモの
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らい さ

①ら②たれ③長④し⑤⑥せ
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中事秀年・美津子さんの

︵曽根︶
長男・隼︸君︵2歳︶
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達絡先市企当課広報統群係︵含⑫−2稽4略内線22i3︶

﹁広報ひゆうが﹂に早った写真をさしあげます．

このベージは︑みなさんがっくるページです︒あなたの身近
なかたを紹養してください︒

ドランカーズ

で

てく長冷

⁝作力い①氷にワ3長酢わカ⑤メいや
な

⑤わさびとしょう油、いり白ごまをたたき合わせる。

地を求めて北上しましたが︑九

食べ物を失った人たちは緑の台

い灰に覆れていました．︑

州のほぼ全域は︑赤く︑粉っぽ
そして︑九州には誰一人︑い
その後︑植生が回復し︑再び

なくなってしまったのです︒

一千年ほどの時間がかかり

九州に人が住めるようになるま

や文化の創造について︑真剣に

ません．︑自然を前提にした社会

人間は︑大自然の力には勝て

なことはありませんでした︒

文化が︑再び花を咲かせるよう・

ました．．ただ︑塞ノ神武土器の

で︑

け
ち￠

夢中になって作りま．してね︒夜

●

し、酢水にさらす。

長江山下素子さん

尋一4t昼

幽畷
︒臆

いますが︑これを使っていた人
びとは︑今から六千年ほど前に
と言うのも︑その頃︑鹿

恐怖の体験をしました．︑

山が大爆発を起こしたのです︒

児島湾の沖合にあハ．た大きな火

量の溶岩や火山灰を噴き上げた
ことが知られています．．そして

その火山灰が︑塞ノ神武土器を
使っていた人たちの住む土地に
灰は植物を枯らしました︒そ

降りそそいできました︒

るより他はありません︒

れを食べる動物たちは︑餓死す

劣・

塁1δ一曹

め棄？あ泥かン畳1⑭

もコ

②①を強火で皮の方からあぶり、こげ目がつい

、

劇「三品誉
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火山灰に埋もれていた塞ノ神式土器

得意なジャンルは、黒人霊歌からジャズ、童謡
ポピュラーなど、何でもこなします。堀一等区民
歌もレバ トリーのひとつ，出前の注文承リます

①カツオを節おろしにし、1血正身を取る。皮は取

その噴火は凄じいもので︑大

すさま

長いもの代わりに「山うど」でもOK。冷蔵庫
で冷やすとさらにおいしくいただけます．

「ドランカーズ」とは「酒飲みたち」の意味，
時には練習が宴会に様変りすることも………．て

矢︑

ドきコ

せて⑤であえる。

間半程度、本番が近づくと毎日レッスンに励みま

へ仁〜ノ．

ゐ

⑥カツオは、適当な厚さに切り、③、④と合わ

会員宅、野外（橋の下！？）などで練習します。2時

﹂豊

憂﹁

ニひ

ら発見されています︒

児島県を中心に広く九州全域か

塞ノ神式土器は︑当時の文化
水準を物語る秀麗な土器で︑鹿

人びとが︑その主人公です．︑

ていた塞ノ神武土器と︑当時の

て

このうち縄文時代早期に使われ

たことは前にも紹介しましたが

代〜縄文時代の遺物が発見され

平岩の中別府遺跡で旧石器時

今回は少し怖い話をします︒

長︵三三︵三かねいいあなたのお子さんを謹．一チ㌧／・

騨

．諺

ラッパ状に開くことで︑表面に

長いもは、3センチほどの長さに短冊切りに

④

・ノ」・→＋ジ1

この土器の特徴は︑器種が深
鉢に限られ︑口の部分が大きく

長さ3センチに切る．

りPRをどうぞ
会員は現在6人。4人のバートとギターリスト
1人は男性。そして、ピアノ兼ボーカルは女性（美
人）、毎週日曜日の夜7時半から中央公民館とか

考えてみる必要があります︒

っていただければうれしいてすネ，

ワケギ％把はサッとゆでて水気を良く切り、

③

昭和61年8月てす。4隔てスタート。

樋融ll
出前をとおして、コーラスの良さを少しでもわか

たら氷水につけ、卜分冷やし、水気をふきんでき

⑱

粒ナわさび…

ーフ．；二二〔一こ＝

会のほか：オペラのエキストラや、テレビ出演した
こともあるんてす。コーラスの出前みたいなもの
ですが、それが私たちのモットーでもあります，

れいに拭き取る．

，発足はいってすか

ρ へ

．無

十
㌻一、．ソノ

障者施設をはじめ病院、各種式典、地区ての敬老

らない．

●

か

も、本番中はシラフてす。念のため、
発足以来4年間にこなしたステージは54回。身

宝……。ぜひどうぞ。

こうなると人間も大変です．︑

す。

母に教わりました。梅を入れることで魚がいた
むことなく、日持ちがいいんです。魚ができるだ
け長持ちするようにと、山育ちの人々があみだし
たアイデア料理だと思います。カツオは今が旬。
時間もかからず手軽にできるので、酒の肴にも重2

⑯
鼎
㌧把
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（4人前）
材料

は縄や二枚貝の穀︑ヘラなどを
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財光寺・切島1
文化財についての間い倉わせは市社会教育課（麿内翻424）へ
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奈須紀久子さん
使って複雑な文様がつけられて

藤原リーター（倉52−2641）まて、

カツオの梅わさびあえ
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塞ノ神式土器
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縛．のリサイタルが開かれました。会
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場には1000人を超すフフン
がつめかけ、名器ストラディ
バリウスの奏でる辻久子さん

激雄・贋藍
．コ

の名演奏に酔いしれました。

｣・・

これは、商工会議所青年
部会が、同センターの開館
を記念して「日向市の文化

㎜㎜
30

向上の．一助に」と企画した
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もので、同部会の河野稔
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16日文化交流センターで、世界的
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乃躾・食病病牡大病

献血1δ心の贈Oモうの

隷

R0

駈

会長が、「聴衆の観賞姿勢と、

ホールの音響はいかがでし
たか」とたずねると、辻さん

22件

死者
1人

負傷者

▲文化交流センター基金へ100万円
明治大学OB会「明大日向交友会」（江［11雄r会長、会員

は1皆さんとっても熱心に聴
いてくださり、大変気持ちよく
演奏ができました。また、音響
最高でした」と答えていました、

3月中の交通事故（日向市分）
発生

広報uゆδが

☆みなさんの身近な話題、ホットなニュースを係までお寄せください。

物損事故

24人）の代表5人が13日4∫役所を、，加L、一三樹博市長に「文

化向．上に役立ててください」と100万円を寄贈しました、

これは、3月9日に明大マンドリンクラブが文化交流セ
ンターで開いた演奏会の益金の．一部で、この演奏会には約

140件

32人

1，600人近くの聴衆が訪れ大盛況でした。

三樹博市長は「1月14日に開館以来いろいろな行事に利

フォトニュース

用していただいています。今後とも市民の文化向上にご協

一「止まって確認」無事故に挑戦一

力をお願いします。」とお礼を述べました。

国勢調査のポスター・標語募集
〈ポスター〉小学生の部、中学生の部

影．

一般の部A2判又はB2判の大きさで

し

角

「国勢調査」、「平成2年」、「10月1日⊥

「総：務庁統計局」を必ず記載。

〈標

8

〆声・

語〉どなたでも。

官製はがき1枚に1点だけ記入。文字は
楷書で。いずれも5月10日㈲までに絵

▲日向発最終便

▲田植えはむずかしいな

務庁統計局統計調査部国勢統計課まで．

▲局舎壁に「ひょっとこ」と「平兵衛酢」
日向郵便局（野村英機局長）では、このほど局舎の壁に
日向名物「ひょっとこ踊り」と日向特産「平兵衛酢」の看

幸脇小学校の児童102人は14日、飯谷で田植えの体験学習を行いました。

同校では、ゆとりの時間を利用して毎年行っているもので、今年で7回目．
はじめに、志田邦雄教頭先生から米作りの変遷などについて説明を聞いた

くわしくは市企画課（麿内線2214）へ。

板を設置しました．
看板の大きさは縦1．8m、横6．5mで、地元日向市のPR
と振興を図ろうと作られたものです。

あと、新．．一年生から順に田んばに入り田植えの体験をしました、

植えたのはもち米で、稲刈り、もちつきと続く行事の始めとあって、皆
真剣な表情で取り組んでいました。

二ちら

窓口

★連絡先／市企画課・広報統計係容52−2111内線2213

転居届

■丁丁福祉週間■ 五月月
五五
日日
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家庭の役割がますま

豆な
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豊曲か
心心
ををも

で子
ナ供
供と
と会話を

凹︑柱のきずはおととしの五月
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q供の心

五日の背くらべ⁝⁝と童揺﹁背

が
が協
協力
力しし
てて
︑︑子供たちのための

また︑
︑学
学椋
校や行政と地域社会

環境
境づ
づく
くり
りウ
を目指さなければな

す大
大切
切に
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つています．︑

日までの一週間は︑児童福祉週

り
りま
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せんん
．．
︑︑
そそのためには︑親子

﹁こどもの日﹂︒この日から十一

間です．︑今年は︑﹁地球はステー

間・
・親
親同
同士
士の
のコミュニケーショ

くらべ﹂に歌われる五月五日は
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主役は
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なた
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この週間は︑戦前も一時期行

童向けの行事が行われます︒

われていましたが︑子供たちの

健やかな成長を目的とする児童

福祉法が︑昭和二十二年に制定

されたことを契機に再開され︑

以後毎年実施されています︑
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一
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活を
を保
保暗
障され︑愛護されな
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た目的を現実に実現

︑

もともと地域社会がもっていた

大きく変わっています．︑

機能が低下したり︑核家族化が
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ます
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︑︑児童についてのあ
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こで
ではは

えます︒

が適切なアドバイスをしたり︑

らゆる相談を受け付け︑専門家

います︒お子さんの心配事など

さまざまな援助を行ったりして

を気軽にご相談ください．︑

事業とは︑市内の公共的団体又

進んだりしています︒また︑女

グ

性の社会進出が進んでおり︑出

o

こうしたなかで︑子供たちが
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生率も低下を続けています．．

窪

蘇◎懸

纒・購
ろσ

﹁ひまわり基金﹂事業

のものに限る︶が︑まちづくり︑

行う事業を助成︵助成金を交付︶

はグループ︵構成員が十人以上

する事業で︑育成事業とは︑市

人づくり又はものづくりのため

ふるさと創生事業の一億円を

内の小・中・高校生を国内又は

実施要項を公表

一月号でお知らせしましたが︑

国外に派遣する事業です︒

市では︑この事業の申請を受

け付けています︒くわしくは︑

﹁ひまわり基金﹂としたことは

この度︑同事業の実施要領を定

めました︒

﹁助成事業﹂

市企画課︵智内線二二 五︶へ．︑

事業の内容は︑

と﹁育成事業﹂の二つで︑助成

さまざまな活動を行う川の団員

格■美々津・幸脇地区の

を募集しています．︑

資

ながら︑学ぶ﹂をスローガンに︑

美々

名作映画観賞会

小・中学生

主な活動■春

美々川玄化財愛護
少隼団の団員募集

新ひむかまちづくり塾

﹁遊び

夏アカウミガメ調
査︑水練大会

視察研修

万へL三九

くわしくは市・市民課（含内線2133）

かるた大会

代理人が届け出るときは、代理人の
印鑑が必要です。

秋

所でも受け付けできます。

冬

届け出の際には、必ず新しい住所を
確かめておいてください。お近くの支

では︑美々津・幸脇地区

ご注意を。

申し込み■美々津軒

になり、場合によっては5，000円以下の

過料が科せられることがありますので

の小・中学生を対象に︑

実際に転居がおすみでないと受け付け
られませんので、ご注意ください。
また、届出期問を過ぎますと、簡易
裁判所に通知しなければならないこと

津軒

、

︑．︐忽．罫 ・．

︑

届出は、転居した日から数えて14日
以内に手続きしてください。この場合、

︑︑︑賦︑㌔・

①印鑑 ②国民健康保険のかたはそ
の保険証
転居とは、市内で住所を変更（居住
の場所異動）することをいいます。

9

宮崎一大阪間での航海の安全をお祈りします」と「せんとぽ一りあ」
の出口勝則船長にねぎらいの言葉をかけ、市民を代表して市職員の
宇田津由実チさんが花束を贈り、最終便を見送りました．

☆広報ひゆうがに載った写真をさしあげま軌前もって係までお電話を！

【転居届に必要なもの】

へどうぞ。

昭和47年7月から約18年間「海のバイパス」として乗客と車を運
び続けた日本カーフェリーの大阪航路は、18日午後5時30分発の、
「せをとぽ一りあ」を最終便に幕を閉じました，
、コれは、宮崎新港の民設に伴い、同航路が宮崎に変更されたこと
によるものです。
最終便の操・だ室で、和田助一一助役が「長い間ご苦労さまでした．

8

広報Uゆ5が

レ市醜ニュース・行事は市部テレホンサービス＠52−2◎⑪◎へ
い

く

海の罵言人「日本丸」がやつτ〈る
●市美術展の作品

5月7日〜9日
【写真コンテスト】

資

会
場■日向寿屋3階ホール
募集作品■絵画、彫塑、書、写真、工

題材■日本丸を主題にしたもので
催物、行事、スナップなど

芸、グラフィックデザイン

ズ■キャビネから4つ切り（ワ

監物

5甲謹呈三野壱i

応募資格■市内在住者、市出身者、市

イド4つ切り）までで、カ
ラー、モノクロの単写真に
限る。
品■作品の裏に応募票（市商工

i．

14

20

21

27

28

22

29

15

23

16

24

30

31

17

25

26

＊

18

り9i

i

＊

にやってきます。

締め切り■2年6月4日．
発
表■2年6月12日（各新聞紙上

．「

これは「・90ひむかの祭典」の一一つと

轡
︐⁝隻

すのでご注意を。

⑳

ところ
L＿

と誘うケース︒

つぎの場合、詠進歌は失格となりま

10時30分〜14時30分

●﹁財テクの一環で始めたら﹂
﹁株券と同じようなもので︑こ
ちらのほうが高利回りですよ﹂

き5月24日（木）

・鴛扁W

〈注意事項〉

と

の支払い金額です︒

てもよい．

無料交通事故相談

十七億三千三百二十八万円一
これは︑平成元年四月から十二
月までに︑海外商品先物取引で
苦情・相談のあった六百十七件

の窓口となるのが「行政相談」です。
行政相談は、国の仕事をはじめJR、

爪

行政相談委員i

無職の場合は、単に「無職」と書い
てもよいが、以前に職に就いたことが
あれば、なるべく元の職業を記入。
主婦の場合は、単に「主婦」と書い

粛

宮崎地方法務局延岡支局職員

こうした手口で契約を成立さ
せた後︑当初は利益がでるよう
に仕組み︑取引金額を増やさせ
ておいて︑後で大きく損をさせ

私たちの日常生活の中で、公的な機
関が行う仕事についていろいろな問題
が生じたとき、最も身近な解決のため

書きで書く。

留

更寧

人権擁護委員i i

談週間です。

NTT、日本たばこや公庫、公団、事
業団などの特殊法人の仕事、地方自治
体が国から委任されたり国の補助金を

i

お金を支払う前に
行政機関へ相談を

ところ市中央公民館
相談に応じるかた

す︒電話がかかってき
ても︑契約を結ぶつもりがない
のなら︑はっきりと﹁必要あり
ません﹂と言いましょう︒ずる

5月13日から19日までは春の行政相

氏名（本名、ふりがなつき）、生年月
日及び職業（なるべく具体的に）を縦

ずると長電話をしているのは︑

●苦情・要望はありませんか

にお題と歌、左半分に郵便番号、住所、

き5月22日（火）10時〜15時i

相手の思うつぼです︒お金を支

と

． 一

（4）書式は、半紙を横長に用い、右半分

署（含0982−34−3331）へ。

二

人権・行政相談のお知らせ

その場合、別紙に代筆の理由、代筆者
の住所及び氏名を書いて添えること。

一

……、

るのです︒

……………

の被害者
者に
に共
共通
通し
して
てい
いる
るこ
こと
ンは︑

…

約七
七割
割を
を占
占め
めて
てい
いま
ますす
︒︒
ここ
・れら

……

若く
くて
てお
お金
金を
をあ
ある
る程
程度度
自自
由由
﹂に動

…

財テクブームにのり
素人をだます
海外商品先物取引は︑香港や
ロンドン︑ニューヨークやシカ
ゴなどの商品市場を舞台に︑砂

……

糖︑大豆︑コーヒー︑

…

し配購寸志

………

﹁お金

マイクロバスが利用できます。

…

とができないときは、代筆でもよいが、

﹁やめさせてくれない﹂

市教育委員会では、4月末から亡婦
人会、老人クラブを通じてご案内する
予定です。開設した学級には補助金を
交付するほか、研修などの際には市の

−24−2205）または延岡労働基準監督

宮崎合同庁舎）の「行政苦情110番／
r

〇

払った後に解約を申し出ても

所は各自治公民館などで。

くわしくは宮崎労働基準局（容0985

一

を返してくれない﹂といった例

期間はいずれの学級も6月から来年
の3月までで、月1回2時間程度。場

支払わなければなりません。

麿0985−24−1100）もご利用ください。

のこ》

（3＞病気又は身体障害のため自書するこ

お金を支払う前に行政機関に

教養など

行政監察事務所（宮崎市橘通東3−1−22

（2）用紙は、半紙（和紙）、毛筆で自書

がたくさんあります︒

〈高齢者学級〉
対 象■おおむね60歳以上の高齢者
内 容■生きがい、健康管理、趣味、

お気軽にご相談ください。また、宮崎

臨時、パート、アルバイトなど名称
に関係なく、労働者を1人でも雇って
いる使用者は、この金額以上の賃金を

相談しましょう︒

養、レクリエーションなど

「宮崎県最低賃金」です。

レーダー

対 象■各自治公民館の婦人など
内 容■家庭生活、スポーツ、一般教

に限る。

さん（春原町2−8−11麿53−1210）です。

をつけて甘い言葉に

ん（平岩2156／費57−1701）と友石迫子

進要領は、つぎのとおりです。
（1）自作の歌で1人1首、未発表のもの

めて高いものです︒

日向市の行政相談委貝は井上鉄雄さ

原油などを先物売買す
る取引で︑投機性が極

す。

これ

悪
悪質
質業
業者
者は
は︑
︑次
次の
のよ
よう
うな
なイ
手口

日額3，564円、時間額446円

かせることです︒

●最低賃金を確かめて！

（麿内線2456）

●平成3年の詠進歌
お題は「森J
平成3年歌会始のお題は「森」。詠

主 催■市教育委員会
主 管■市レクリエーション協会
申し込み・問い合わせ■市社会体育課

をはった封筒を添えて、8月31日まで

で近寄ってきます︒

受けて行っている仕事に対しての苦情
や要望などを聴いて、解決させたり実
現させたりすることを目的としていま

くわしくは市社会教育課（麿内線24
22）へ。

参加料■1チーム500円（傷害保険料

に問い合わせてください。

昨今の財テクブーム
にのって︑サラ凱；マンや主婦
などの素人を勧誘して︑お金を
だましとる悪質業者の詐欺事件

くわしくは、事務局（市社会教育課・
費内線2422）へ。

ス
集合地■美々津小学校

を含む）

が後を絶ちません︒

ませんか？
〈自主婦人学級〉

31日の午前10時から午後7時までです

コース■おきよ・お船出コース外2コー

くわしくは宮内庁式部職あて、郵便
番号、住所、氏名を書き、返信用切手

．

地域で自主婦人・高齢者学級を開き

ます）を添えて日向寿屋3階ホールへ
搬入してください。日時は5月30日、

3〜6人）

〈郵便のあて先〉
「〒100・東京都千代田区千代田1番

●高
高校
校・
・大
大学
学の
の先
先輩
輩・・
後後
輩輩
一です
と電
電話
話を
をか
かけ
けて
てき
きた
たりり
︑︑
直直
抽接職
場に訪ねてきたりするケi
ー一
ス︒
●﹁国の
の認
認可
可を
を受
受け
けて
てい
いま
ま上
す﹂
などと安
安心
心さ
させ
せて
て︑
︑引
引き
き込
込翫
むケ

●婦人・高齢者学級の開設を

す。出品票（市社会教育課、中央公民
館、美々津、南日向、細島公民館にあり

くわしくは市商工観光課へ。

から3時半まで）に限ります。

は、県内すべての労働者に適用される

協力を。

0

日（午後4時出港ぽで。ただし、船内見
学は8日（午前9時から11時、〆「後1時

お題の発表の日から9月10日まで．

せん︶︒

お子さんの健やかな成長を願う鯉の
ぼりは、さわやかな5月の大空に悠々
と泳がせたいものです。みなさんのご

出品申し込みと搬入■同時に行いま

円） 銀賞2点（同5万円）
銅賞3点（同3万円）
入選10点。ただし、1人1
賞とします。

参加■どなたでも。ただし、申し込
みはチーム単位で（1チーム

郵送の場合は、9月10日の消印有効。

会社員と主婦が

■金賞1点（賞状・副賞10万

5月7日（午後2時半入港）から9

奨励賞12点（1部門4点）
ただし、奨励賞以上は1人
1点。展示は入選作品以上

○

日向寿屋で。
賞

ストなどが行われる予定。

（1音匠門3．点）

時■5月20日／午前8時30分受付、

9時開会式、10時スタート

㈲その他詠進要領によらない場合．
〈詠進の期間〉

ース︵国では許可制︑認可嗣
制︑
登録
録制
制な
など
どは
は︑
︑ 一一
切切
設設
けけ
てて
﹂いま

向営業所（容52−2181）へ連絡する。

準午寺選9点

示■2年6月12日から17日まで

【見学会】

九州電力は、鯉のぼりを揚げる際、
つぎのことに注意するよう呼びかけて
います。①電線から十分離れたところ
に立てる。②ポールの移動や立てると
き、倒すときに電線に触れないよう注
意する。③万一、電線・電柱にからま
ったときは、自分で取らず九州電力日

賞圏特選6点（1部門2点）

日

認められるもの。

被害者の約七割

％．，、，．3、．・，手，

展

期日は5月7日から9日までの3日
間で、歓迎行事や見学会、写真コンテ

要領はつぎのとおり。

1号・宮内庁」とし、封筒に「詠進歌」

及び入賞者に通知）

して市と市観光協会が招くものです，

した場合。

被害の対象となっているのは︑

●電線にご注意

5

加者を募集しています。

（4）詠進要領の（3）の場合を除き、同筆と

と書き添える。

人500円

◆源

第7回全国一斉ウォークラリーの参

誌その他の出版物、年賀状などで発表

二十代から三十代が多く︑全体
の約六割を占めています︒さら
に職業別でみてみると︑会社員
と主婦が圧倒的に多く︑全体の

騨蝶無
ロ

（3）歌会始の行われる日以前に新聞、雑

出品料■1人2点までは1，000円。
3点は1，500円。高校生は1

・書オ曇秀リ童

は著しく類似した歌である場合。

出品数■未発表のもので1部門1人
3点まで

してください。また、ネガ
も添えること。

海の貴婦人「日本丸」が細島工業港
i

一

（2＞詠進歌が既に発表された歌と同一一又

校生以上

同断（麿内線2635）へ提出

もよおし

（1＞1人で2首以上詠進した場合。

内通勤・通学者および門lll

町・入郷在住者。学生は高

観光課にあります）を貼り、

67891011り2i

醗

会期■6月2日から6月10日まで

格■アマチュアに限る。

i

43

●市役所の代表電話番号は52−2111番です

Ol

市は︑市政に対するみなさ

め︑市民の声ポストを庁舎玄

・

燃んのご意見・ご要望を伺うた

慮艇響Fδい F

4﹂ご利用ください︒

而民の声ε脚；飾ま
r露・ら搏蒼￠て郭
舐．騨・窪設的5F

義関に備え付け三ます．ぜひ

；⁝ − ⁝ーー蜜一留縫

き
市民の声ホストについて

諸

市中央公民館
＿＿

．，ブ

●売二叉書飼の教育相談至毎遥≡・…≒達≡を撃く年ミ9量びう三二ま・て。乏芝」、
水・主擢El亀田後4蒔まで。升目1ま這話

54−8181〔コヨーま昌．ノ

広報1♪ゆδ1が

・ノ）でモ●く／

人。と世帯＿．1暗、先，比．回圖ヨ國■■■■薩
世帯数

19．269世帯

ノ＼

口

58，501

［亘亟〕蕊

〔一！58）
ノ＼

〔一651）

男
27，496

ノ＼

（一367）

31，005

ノ＼

（一284）

場
対
日

場

県は5月中に原爆被爆者の健康診断

軽自動車税

●5月の休日在宅医

受診料は無料ですので、もれなく受
診してください。

3日■向洋クリニック（泌・理学診療

くわしくは日向保健所（含52−5101）

科

へどうぞ．
華炉〜炉頃︸寮〜炉f●炉〜4葦〜憂〜づ〜び〜◇〜炉〜4〜．

①あんじゅとずしおう

1賜

〔アニメーション・31分．

1巳・雛

θがん争ったねお母さん

催きろ
こ
主とと
■■■

〔劇映画・41〕分［

市教育委員会
5月16日凶19：00〜

日向市生涯学習まちづくり
推進事業・市民映写会

〜φ〜4〜4

「柳川堀割物語」
まちづくりを堀割の再生にかけ、水
と人とのかかわりを考える、
と

き

6月3日①9時30分目13時30分

ところ

「

日寺■5月11、

中央公民館入場料無料

52−0880）篠原医院（産婦・肛

25日

13：00〜14：00

4日■三ケ尻医院（整形外科

（智52−5101）

57）

対 象■平成2年2月生まれ
7か月児
時■5月18日

場

−5407）

（智52−5101）

1歳日

喉科

時■5月22日

13：00〜14：00

場

1所■市民健康管理夢土（智内線2156）

象■平成兀年4月生まれ
1歳6か月児

山元医院（小児科♂53−6066）
13日■甲斐医院（外科

l3：00〜14：00

、

死亡・1騰

A

レ〈わしく
は、市社会
．体育課
（内線2426）

360円

最高

院 通

、

P．4Cゆ万円

S，000円

20日■和田病院（内・外・放射線・脳
外科

400万円

ユ，800円

魑

・小児科

B 一老

入

500円

P億円

800円

ﾎ物賠償
C

成人の

〔スホ．一ツ

1，100円

1．姻万円

4．000円

52−3324）

滝井病

52−2409）

（♂じ52−2209）

27日■三股病院（内・外科

58−0034）

今給黎医院（内科854−2459）

寺尾医院（外・産婦人科

突黙死覆ぴ
ﾋ病熱射

aによる死
S5り万円

※当番医がかわる場合があります。
テレホンサービス（含53−1214）で確

500万円

．＿＿＿．＿，＿．＿＿＿．

63−

1447）

P事故につき

1，300円

佐藤医院（内

田中眼科（♂52−4009）
手三原：目艮手差

対人賠償

P，300円

52−00i1）

院（内・精神科

共済購金

院

1日につき

P［1敬につき

1種

へどうぞ！
L．．

入

1日につ転

52−2530）

安部医院（内科♂53−4788）

償を行い、グルーブの皆さん、指導者のかたがたが安心して活動で
きるよう設けられたものてす。
圏加入区分・掛金・補償額
傷害保険 保険金額
賠償責1壬保険
区
分
士サ

53−5000）

児玉医院（小児科

この制度は、傷害保険と賠償責任保険および共済見舞金制度を組
み合わせたもので、スポーツおよび社会教育活動に伴う事故の補

隙目へ刀文化日動肥。τ三会垂

鮫島病院

6日■黒木医院（内科♂52−6055）

．

ﾋ⇔6年スポーツ安全保険

．」㌃

52−2203）

（精神・内科♂b54−6801）

対

r

沼田医院（皮・泌尿

5日■浦上医院（内・外・胃腸科 52
−2936） 山口医院（耳鼻・咽

日

時■5月17日

53

松岡医院（内科♂）52

器示斗♂じ52−3785）

象■平成元年10月生まれ

日

52−55

康田医院（産婦人科

−7788）

13：00〜14：00

所■日向保健所

対

〜

とじておくと便利です︒

市中央公民館視聴覚室

63−2211）

門幸斗♂し63−1059＞

所■日向保健所

日

田中病院（内・

日向内科（内・小児・胃腸科

3か月曇
日

52−5488）

放射線・精神科

●乳幼児の健康診査

場

象■昭和62年4月生まれ

母子健康手帳も忘れずに。

断受診者証をお持ちのみなさんです．

親子映写会

13：00〜14：00

※時間はいずれも受付の時間です．

対象は、被爆者健康手帳及び健康診

全期

時■5月9日

所■市民健康管理㌻と（費内線2156）

対

を行います．

納税メモ（5月）

象■昭和63年10月生まれ

3歳児

「）噛

●被爆者の健康診断

女

所■市民健康管理葛（智内線2156）

．．曾。．

．．ノ

認を！

︑

印

圏愛のご寄付六百略）

刷 〉疋田直道（堀一方）レ山本スミエ（新
／財市）〉松本フジ（細島）〉甲斐茂（金

1盤醒㌫置講銭牢里回

今月の表紙

根）〉平田等（平野町）〉黒木政孝（曽

ダ
印

根）〉長渡利光（石並）〉宇田津千代

刷

（南町）〉横山徹夫（曽根）［〉亀崎弘

ピリオド

＜∈≡勢

1朔は新しい鞍が始ま胡詠園、1

4月10日中小

学校などの入学
∫匙力旨了われま

盲

1

吟学・入社とフレ・シュマ・が誕生し3
ます。そして異動の季節，ひきこもこ：

し

た、市内の小学
校は13核：1うち
2季交1まう｝・季交．．

鴇の思いでそれぞれの職場に手多つたこ
l

I

Iとでしょう。

1

かく言う私もこの4月の異動で広報部i

株一一（平岩）［〉三輪トヨ（吉野川）〉日

今年入学した新

i計係に配属されました，．一力・らの出細

式高今朝次郎（宮の上）［〉秋田宣子（永

1年生は男448人、女426人の874人．

…です．親しまれる広報づくりに一所懸

会江）〉山本清（曽根）〉黒田タマ（宮
社の上）〉吉川エミ子（細島）［〉木田清

が入学しました．

命取り組みますので、前任者
1ご指導を。

に倍する
ぐN＞

…
：

1
響

子（江良）［〉浦中静枝（庄手）

二丁小学校にも男69ノ＼、女60ノ＼
計129人の ピ・ソカピッカの1年生

2

