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今日︑人生八十年時代を迎え︑社会の急速な発展の中︑生
涯学習の大切さが強く叫ばれています︒

ンターです．．

市では﹁いつでも︑どこでも︑だれでもが学べる﹂という
素晴らしい特徴をもつ放送大学ビデオ学習センターを︑生涯
学習の拠点として︑この日向市に誘致しようと県北地域一体
となって取り組んでいます︒
放送大学は︑テレビ ラジオにより自宅で大学の学習を進
めることができる︑まさに﹁いつでも︑どこでも︑だれでも
が学べる﹂新しい教育システムの大学です︒
その大学の電波が届いていない地域で︑放送衛星等により
全国化が実現するまでの問︑ビデオ オーディオテープによ
り講義を視聴し学習するというのが︑放送大学ビデオ学習セ
現在︑放送大学ビデオ学習センターは︑全国に十八ヵ所︑
九州には福岡︑熊本︑長崎︑沖縄の四カ所に設置されています︒
放送大学ビデオ学習センターの誘致運動は︑平成三年から
始まり︑この間︑直属十五市町村の市町村長︑議会議長及び
教育長で構成する﹁宮崎県放送大学誘致期成同盟会﹂︑区長
公民館長連合会をはじめとした市内の民間団体︵二十一団体︶
により構成された﹁放送大学誘致期成会﹂の設置がなされ︑国︑
放送大学学園本部︑県に対する陳情活動︑また︑啓発運動の
一環として署名活動などを行ってきました︒
一方︑市議会においても︑﹁放送大学誘致対策特別委員会﹂
が設置されるなど︑あらゆる方面からの取り組みを行ってい
ます．．

七月十五日︑その放送大学ビデオ学習センター誘致総決起
大会が市中央公民館で開催され︑約七百人の市民が参加しま
した．︑

総決起大会では︑﹁今後︑官民一体となって︑さらに強力
な運動を展開する﹂と決議文が採択され︑会場全体でガンバ
ローと気勢を上げました︒

￠

重，羅

＜

｝

閣

奪

放送大学を誘致するには︑継続して五百人の生徒数の安定
的確保など課題はたくさんありますが︑一番必要なものは︑
皆さんの生涯学習に対する意欲であり︑それに伴う放送大学

印刷教材の送付

誘致への熱意です︒

●幅広い分野にわたる約300
科目が学べます。
●1科目でも学べます。

曜累

放送大学は
こんな大学です
放送大学は︑生涯学習の時代に
即応し︑放送等を効果的に活用し
た新しい教育システムに基づく大
学教育を行うことにより︑レベル
の高い学習の機会を広く国民に提
供するとともに︑大学教育のため
の放送の普及発展を図ることを目
的として︑国の出資によって設立
されました．．

のです︵︶このビデオ学習センター

す。

赴 尋

噸臨凝がぜ

颪u

︐b

ポ鷲

2
3

ビデオ学習センターは︑現在︑
関東地域に限られている放送授業
の視聴範囲を︑将来全国に拡大す
るための一環として設けられたも

●入学のチャンスは年2回で

t！

賊

畔強力な違轡

＼

●入学試験はありません。

慮，
藤

は︑放送授業に使用されているビ
デオテープ︑オーディオテープを

入学できます。

的としています︒

●18歳以上ならどなたでも

テープの視聴

単位習得

儀

利用し︑広く社会人などに大学教
育の機会を提供して︑生涯学習に
対する要望に応えていくことを目

放送大学ビデオ学習センターの学習システム

放送大学（ビデオ学習センター）誘致に全力を！
放送大学の特長

○

官民一体となって運動を

夢の

︑丸

鈎講評厨蜜豆画圃画励蜀厨

まちづ
つくり懇話会発足
私たちのまち日向市は︑第3次
日向市総合計画に基づき﹁うるお
いと生きがいのあるまちづくり﹂
に向けて取り組んでいます︒
平成三年度にまとまったこの総
合計画も︑ほとんどのプロジェク
トが実現に向って着実に動き出し
ています︒

しかし︑昭和三十九年の新産業
都市指定以来︑順調に発展してき
た日向市も︑まだ︑高速交通網の
このような中︑市では︑今後の

整備など︑課題も残っています︒

まちづくりの方向性等について︑
専門家の意見を聴き︑本市のまち
づくりの参考にするため﹁日向市
二十一世紀まちづくり懇話会﹂を
設置しました．．

懇話会は︑学識経験者や中央の
本県出身者など︑各界各層の専門
家を委員とし︑自由な立場から日
向市のまちづくりへの助言や意見
を出していただくこととし︑今年
度五回の開催を予定しています︒
七月九日︑その第一回目の懇話
会が開かれ︑委嘱された委員は︑

日向市の概要の説明を受けまし
た︒委員らからは︑﹁本当の意味

童画
﹁＝晶と．三︐

のふるさとになるまちづくりが必
要であるL﹁市民参加型のまちづ
くりが望まれる﹂﹁住んでいる人
がどう満足するかが大切だ﹂など
の意見が出されました︒
︻懇話会メンバー︼︵敬称略︶

藤本

齋藤

利夫

潮

義男

廣︵懇話会委員長︶

□大学教授
宮崎大学名誉教授
南九州大学園芸学部助教授

北川

黒木

東京大学工学部助教授
コ中央の本県出身者
読売広告社長

日高

寛人

基秀

容吉

民間都市開発推進機構総務部長

福丸

中島

□学識経験者
日向商工会議所副会頭
ひまわり塾顧問

裕子
小幡小百合

土井

地域づくりアドバイザー

女性懇話会委員

男女共同参画型社会の実現に向けて
﹁日向市の女性の生活と意識に関する調査﹂結果報告

s安はない

嚢と

ｻの他

Wフ

平成六年第二回日向市議会︵定

@

例会︶は︑六月八日から二十四日

仕事をしている理由としては︑
﹁生計を維持するため﹂との回答
が最も多く︑次に﹁ゆとりのある
生活のため﹂﹁自分の収入﹂と経

済的な理由が上位を占めていま

l間関係が
､まくいかない

@2G．0

す︒

これは長くなった人生をゆとり
をもって曲豆かに生きようとする安
定型志向の傾向と思われます︒
仕事をするうえでの悩みや不安
﹁上司に理解がない﹂などの不満

は︑﹁賃金が安い﹂﹁仕事がきつい﹂

また︑﹁賃金に男女差がある﹂

の順位となっています︒

13．6

が望まれます︒

今後︑職場にお
ける男女の均等な
機会と待遇の確保

ます︒

女性は︑不満な
がらも働かざるを
得ない現状が伺え

みられるようです︒

という実態も明らかになってい
て︑男女間の賃金
格差が依然として

湛82
上司に理解がない

27．8

職 業2︵職業に就いている女性の現状︶

その他
R．3

結婚退職等の
K慣がある

Q．5

働く伽あtDまえ

今回の補正予算の主な事業は︑
はしご付消防ポンプ自動車の購入
費︑特別養護老人ホーム建設補助
金六千三百五十二万円︑広域農道
ループ公園にあずま屋やトイレな
どを整備する費用に一千五百万円

@4．1

向いていない
ﾂまらない

7

などとなっています︒

仕事がぎつい

P7．5

蓼
2L3

@
23．6

老後のため
賃金が安い

36，7
主計を縫持するtの

50
40

4
5

へ
@

26．9

ｶ活費の補助
7．9

P52
384

自分の収入

27，1

能力を生かす
竄閧ｪい
董4，5

ﾀ金に男女差がある

社会とのつながり
る

ゆとりある生活
ﾌため
転居がおおい

5．8

内容に男女差が

12．o

就労時間がながい
c業が多い

@

昇進などに男女
ｷがある

20
10
0

条例改正

◎1回目／8月6日（土）午後1時30分〜
『いのち・人間と環境の関わりを考える』
講師 日向保健所長 鈴 木
泉さん
◎2回目／8月26日（金）午前10時〜

までの十七日間開かれ︑報告六件︑

に、講座を行います。

30

、

◇対 象＝高校生以上ならどなたでも
◇会 場＝市中央公民館ほか
◇参加料＝無 料
◇申し込み・問い合わせ＝・市教育委員会 社会
教育課（費内線2423）

条例三件︑事件決議三件︑補正予
算四件︑議員提出議案三件の計十

今年も『ふるさとの自然は私たちの財産、自
分たちの暮らしを足元から見直そう』をテーマ

20
10
0
（単位 ％）
30
4D

●

改正しました︒

今秋まで7回の教室を計画していますので、
ぜひ、ご参加ください。

九件が審議可決されました︒

様々な環境問題を前に、優しく生命を育んで
くれた地球はギブアップ寸前。「でも自分ひと
りが努力したって解決できない」とあきらめて

日向市奨学金貸付基金条例の基
金の額を一千万円から三千万円に

清掃工場、粗大ゴミ処理施設見学

蘭・

補正予算

いませんか。

平成六年度一般会計予算は︑歳
入歳出とも三億五千六百二十四万
四千円が追加補正され︑予算総額
は百七十一億一千百二十四万四千

日向市ふるさと環境教室

（単位．％）

仕事をしている理由
仕事上の悩みや不安

円となりました︒

環境保護実践講座

こ

私が日本に来て約二年になり

U㊥⇒7㊥
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カ交通止

﹈團H﹈﹇
﹈﹇H﹈﹇

日向市駅

一□圏触

屑図

→至延岡

レ小・中学生は、保護者同伴で参加しましようノノ

●

●［コ［］

［□

交通止

隔

帯

内

容

18：00〜

（交通規制開始）

18：30〜21：00

（露店・物産展）

会

場

あなたが主役一一一つ
参加者募集中

日

さ

19：00〜19：30

30

参加連受付

本

19；30〜20：00

30

開会式

ステージ

。■ひょっとこ踊り
■ひゆうがサンバ

20：00〜21：00

60

ひょっとこ踊り

路

．

十

土

（交通規欄開始）

15：00〜21：00

（物産展・露店）

14：30〜17：30

ストリートバスケット

15：00〜18：00

子どもふれあい広場

■ひょっことカラオケ大道芸大会

誌

14：00〜

︒

（交通規制解除）

■平成音頭

■ストリートバスケット

ひゆうがサンバ、平成

音頭パレード
22二〇〇

．︾︒︾●﹀〜

C・︵・︵・一

日

間

（

一三口

※申し込みは、8月5日までに
日向市商工観光課（費内線2635）へ

R

路

正宗踊りの練習上ります

上

（ひょっとこ踊り・日向サンバ）

ハウス）

．

路

上

路

上

日向市中央公民館

19：30〜21：00

り

ステージ

イ
適
︑

ひょっとこカラオケ大

ｹ芸大会
市内中学校吹奏楽

鯨

150

し〉・＿〜．＿〉＿．）
〃

15：30〜】8：00

18：00〜19：00

（
）

0N3

（らくが

7月26・27・28日／8月2・3・4日

市民吹奏楽

日

ヴェルディ川崎も嫌いで

いなテレビ番組﹀

体私は︑ビートたけしと所

ージの番組を避けます．︑理

いな日本語の単語V

あんまりわかりません︒

要はないと思います．︑

外人﹂です︒理由を説明す

いな日本の習慣﹀

は畳がなかなか苦手です︑．

日

〈すグ入

飽き飽きしました︐Jリー

く由ジ

監

墨
画
炎

〈る

P−

JR日豊本線

F﹁

O

他の人になることができるなら

6

二私嫌必「嫌がヨ大嫌⊃のに

とカビがすごく入りやすく

とても管理しにくいので困

ず︑．しかし私が正しい畳の

方法をよく知らないだけで

7

⊃

（盈67−5509）

う︑だれか教えてくれませ

問い合わせ◇まつり実行委員会

んし管りてダ

いなものや好きなものがま

ところ◇椎葉村尾前川

だありますが︑スペースが

き◇8月15日（月）〜16日（火）

ます︒

と

ないのでこれぐらいにして

みください。

の記事に書けなかったの

ちながら、花火大会・神楽をお楽し

おもだ

月華きうま嫌かよ理ま
の日本での経験と思い出も

釣り大会などのイベントもありま
す。夜は焼畑料理に舌つづみをを打

で今

ロ﹇圓親
囮筆
□

け理解したかどうかについては

ます︑でも︑日本の事をどれだ

とても長くて︑日本の文化はと

答えにくいです．︑日本の歴史は

ても複雑で広いのでわからない

事がすごく多いと思います．．

でいつも同じ事をやっていまし

た．．友達にも家に入る前に靴を

次に嫌いなものは？

ぬがせていました．．

私は﹁喪黒福像﹂になりたいです

ンブとBS11のBSNスポー

時

7

来月の記事にかきます︑

びっ子ヤマメつかみ取り大会や「恋」

中央下線《富島高校前》

■

2日間にわたり繰り広げられる釣り

大会で腕を振るってみませんか。ち

、

§まつり会場§麟圃場［コ交通規制区域

︿好きな日本の漫画本﹀

ツをいつも見ています︒またい

ろいろな日本のドラマ・シー

リーズを見ていましたが︑一番

︿嫌いな趣味﹀

なぜ多くの人はパチンコに興

味があるのかたぶん決して分か

らないと思います．．カラオケも

嫌いになってきました．︑

耳川の源流、尾前川での祭りです。

︿嫌いな食べ物﹀

渓谷まつりとヤマメ釣り大会

少ないですが︑なるべくこん

【椎葉村】

︿嫌いなスポーツ・チームV

2−6111）

毎日毎日巨人球団の試合がテ

ボール大会、どろんこ水泳大会、魚
のつかみ取り 夜の部 お楽しみ抽
選会、歌謡ショー、花火大会
問い合わせ◇北郷村観光協会（麿6

にゃくと小豆の料理を避けま

どろんこドッヂ

す．．

容◇昼の部

レビに出ていますので︑もう巨

内

﹁アリよさらば﹂という番組で

ところ◇役場周辺

好きなのは終わったばかりの

しょう︒しかしその番組を見て

から私は学校の先生にはなりた

くないと思いました．．

︿好きな習慣V

き◇8月6日（土）午後2時〜

家に入る前に靴をぬぐ事はと

と

ても実用的な習慣で︑全然面倒

第8回宇揚間地蔵夏祭り

ではないと思います︒靴の裏は

【北郷村】

とても汚いから．．

なったものです。

大体オーストラリアにこうい

で唯一、東郷町で行われることに

う習慣はありませんが︑私の家

また、今回のコンサートは、全国
220の市町村からの応募の中、県内

つ

94日向

和臼病院

「夏の思い出」がよく知られている
作曲家です。

しかし︑二年間にいろいろな

ができました．．またいろいろな

日本の好きなものと嫌いなもの

私は日本の漫画の本に詳しく

ないですが︑﹁笑うセールスマ

ン﹂と﹁クレヨンしんちゃん﹂

いい事と変な事と悪い事を経験
しました︒それ以外にも日本に

もし私が他の人になる事ができ

という漫画の本が大好きです．︑

ついてのいろいろな考えと気持
ちと思い出があります︒それは
どういう事でしょうか？

れば︑笑うセ〜ルスマンの喪屋

︿好きなスポーツ選手﹀

まずは好きな事からはじめま

︿好きな日本の食べ物﹀

ロッテ球団の伊良部投手と浦

福江になりたいと思います︑︑

たくさんありますが︑一番好

しょう︒

きなのはお好み焼きです︒私は

ティング・プレイヤーだと思い

郷町総合文化センターで行われます。
中田喜直氏は、「雪のふるまちを」

和レッズの岡野選手が好きで
す︒どちらもとてもエキサイ

小・中学生を対象に、8月1日（月）東

は生魚が食べられます．．︶

中田喜直ふれあいコンサート
中田喜直ふれあいコンサートが、

寿司と刺し身も大好きです．．︵私

【東郷町】

︿好きなテレビ番組＞

（盈66−3111）へ。

WOWOWのミュージックボ

詳しくは、西郷村役場林業振興課

ます︒

いでください。

︿好きな日本の趣味V

葉桜ふれあい公園完成
森林を活用した交流空間「葉桜ふ
れあい公園」が完成しました。これ
は、林間広場として古城山に整備さ
れたものです。どうぞ涼を求めてお

勘がとても悪いですが︑少し

【西郷村】

将棋が気に入りました︐

日向路だより

凹

19：30〜21：00

go

ひょっとこ踊り

日向サンバ、平成音頭

パレード
21：00〜21＝30

30

閉会式

22：00

（交通規綱解除）

13：00〜17：00

ロックコンサート

ステージ

伊勢ケ浜

レニングラードサーカス
7日：日向市文化交流センター
1回目

13：00〜15：00

2回目

16：00〜18：00

φ

＼こノー．．一

5

6

諺
フォト

一
．．、副
へリハび

＝ニューース

いらノ

想・・例／＿．、

̲

《10ワ疫莉．
こ鐸い

文化財についての問い合わせば市社会教育課（8内絵2424）へ

黎

掘された品物です．︑

笄は女性の長く美しい髪に刺
して使う装飾品のひとつで︑城

笄には金メッキの跡が少し残っ

内の本丸跡から発見されたこの

ています︒ただ発掘されたとき

の粒がびっしりとついていまし

は真っ赤に焼けた土と細かな炭

た︒これは︑この笄の持ち主だっ

た女性が火災にあったことを暗
示しているとも考えられ︑戦乱

を生き抜いた黒髪の女性の姿が

浮かんでくるようです︒

ちなみに市内で笄が発掘され
たのはこれが初めてのことで県

内でもめずらしい発見です︒

・㌧

一行は、観光協会、ミスひまわり、ひょっとこ踊り保存会な
ど計29人で、出発式では、ひょっとこ踊りも披露されました。

q．

、

．＼

一行は、それぞれ市内のホスト・ファミリー宅に滞在し、20日までの問、市内の
中高校を訪問したり、お茶や生け花など、日本の文化に接したりしました。

讐三rし麟嚥叢

ユ
ニ雛・＿ノ瞬

．鍮一
目指すは全国大会▲

館」がEl向寿屋で行

7月17日、消防操法大会が、お倉ケ浜

われました。会場に
は、東郷青児らの作

矯響験羅饗鷺篠

品約350点が展示さ

れ、多くの市民が訪
れました。

また、美術評論家
の川島博さんより海
老原昭治さんの作品

の消防言川練広場で行われました。今年は、

全国大会のある年で、各部とも日ごろの

練習の成果を思う存分発揮していまし
た。

成績は、ポンプ車の部が、第2分団第
6部〔曽根・堀一方〕、積載車の部が、

「喜寿梅」が市に寄☆広報ひゆうがに載った写真を差し上げます。

亡

（一1）

（→一1＞

負傷者
23人
（一4）

物損事故
140件

（十29＞

一止まって確認、無事故に挑戦一

ほか

サワノ

イ

乗市

1人

リも花︑サクラも花︵鷺沢
萌︶▽巨大彗星が木星に激
突するとき︵渡部潤一︶▽
悲しみの島サハリン︵角田
房子︶▽ユーカリの森に生
きる︵松山利夫︶▽受験期
の息子︵久田恵︶▽カイ川
を越えて︵井本ゆかり︶▽
老親を棄てられますか︵門
野晴子︶▽女が自分を生き
るには︵吉永みち子︶▽ド
ライアイ︵坪田一男︶▽こ
ころの診療室︵山下格︶▽
南アフリカを読む︵楠瀬佳

死

子︶

生

18件

・開館時間11平日が午前9時半
から午後6時半まで︒土・日は

発

0．0 4．以
ロヨど ロヨ

6月中の交通事故く餉市分・・．内は所肌

午前10時から午後5時まで

旭10：00〜12：00

日︑祝日も︒

海

日向市役所13：30〜16：00

・休館日11毎週月曜日と毎月1

26日置南

図書飼に

10：00〜12：00

とき■8月18日刺

ケ

町場原木斤
鈴河伊江鶴
木野達藤田
美金豊弘
格子助一毅
新

面積、本数を明示したもの④造林地
の登記権利書または土地台帳写し
問い合わせ◇日向市森林組合

L東権眼花
草刈

第一糖業宮崎事業所

日向准看護学校13：30〜16：00

ところ■中央公民館

ところ◇日向市森林組合事務所
と き◇随時
持参品◇①印鑑②申込金③植栽場所、

千代田病院13：30〜16：00
24日、水

ピサエ

︵美々津の歴史民俗資料館に展示してある笄︶

豪㌦

︐譲喉．姦

平成7年春植造林事業計画受付
及び苗木の申し込み

10：00〜16：20

10：00〜12：00

諭おいでよ

人

NTT日向営業所

︿児童向け﹀

故〈社会福祉協議会扱分〉

宮崎県総合庁舎（成分；

▽ちいさいヨット▽カウ
ボーイのスモールさん▽か
あさんねずみがおかゆをつ
くった▽うめぼしさんのう
た▽大どろぼうくまさん▽
どんどんのびる草▽太陽と

4日木

11日木

月になった兄弟▽きらめい
て川は流れる▽星のまつり
▽少年の海▽アルバートの
アルファベット
ほか

8月のスケジュール

日嗣

月

︵6現

し

香典返

30

く﹇般向け﹀

献血は心の贈りもの

〈敬称略〉

▽いきいき九十歳の生活
術︵黒田初子︶▽ありがと
うの本︵高久まり︶▽ケナ

こ寄付

QD

交通事故巡回相談

喪

愛の

触m

区

ノ

き6

地

の部が、第2分団第13部（畑浦｝でした。

イ捨てが禁止されているにもかかわらず、空き缶の山ができました。

市企画課・広報統計係盈52−2111内線2213

広前長中曽庄畑川秋亀
崎
見木江村捌手浦路山南
一大松黒平黒黒三木半
仁
藤方尾木島木木林田田
雨月繁美武一千克政ヨ
栄
佐
シ
子代徳子志夫子教典子
時光ユー次シ高るユ武
り ワ
義記キ彌雄ヅ義子工人

第1分団第3／部1東草場）、小型ポンプ

集まったゴミは、可燃ゴミ1430㎏、不燃ゴミ3100㎏で、7月から空き缶のポ

贈され・三樹市長が★連絡先／

（852−2644）
9

．＼㌶》

PRを行いました。

主﹁

戦国時代の歴史を見ると勇ま
しい武将の姿ばかりが出て来て

女性の姿は見えにくく︑古文書

ることも少なくありません︒

などの記録では女性が軽視され

重要な事件に関わっていなが
ら記録の中には名前さえも記さ

れていない女性が多いのです︒

の中に埋もれがちな女性のぬく

その点︑笄などの出土品は歴史

もりを見事に伝えてくれます︒

ニュースを通して伝えられてく

テレビや新聞︑ラジオなどの

を考えました︒

る宇宙飛行士・向井千秋さんの
活躍に拍手しながらそんなこと

総

す
一，ど

7月5日、日向市の郷土芸能や地場産品を県内外にPRしょう
と、日向市観光宣伝隊が熊本市、鹿児島市、宮崎市を訪れ観光

感謝状を贈りました。

砂

，A、
σ

今︑世界では北朝鮮の核疑惑
をめぐってかってないほどの緊

張感が高まっています︒

人はなぜ争うのでしょうか︒

一説によれば縄文時代の人びと
はどんなことがあっても殺し合

たと言われています．︑

うようなことはせず︑ただ自然
だけを相手に戦って暮らしてい

また日本人が戦争を始めたの
は大陸から稲作が伝わってきた

弥生時代から︑と考えられてい

そのなごりかも知れません．．

ます︒少し前の﹁米騒動﹂は︑

さて︑下の写真は﹁笄﹂と呼
ばれるもので日知屋城跡から発

▲日向市をもっと知ってください

ロ

8

壽

A．20歳以上60歳未満の日本国内に住所の

ある人は、すべて国民年金に加入することに
なっています。国民年金は、すべての国民に
共通の「基礎年金」を給付することを目的と
し、その費用を、国民年金の被保険者全体で
公平に負担しようという制度だからです。し
たがって自営業の方はもちろん、サラリーマ
ンや大学生なども被保険者となります。あな

また、今まではがきで通知してい
ました「口座振替済通知書」も、検
針時に「前々零細」を印刷し交付し
ます。ご確認のうえ大切に保管して
ください。

※お右様番号1〜28区の水道を使
用されている方は、10月検針分から

韮1

変わります。
お二様番号30〜80区の水道を使

折り紙細工
芳江さん（25歳）

ですから、早速、お住まいの市区町村の窓口

新しい健康づくり推進員さんが
各塘区で誕生しています
く役割は〉

9：00

9：30

受付

12：00

記念講演

16：00

13：00

本物を見たことがないからでしょうね。

分科会

昼食

容■記念講演ア今問われていること三
寺澤亮一さん（全国同和教育研究協議会委員長）
分科会
容

講

たりしたりして…．

これからもいろいろなものにチャレンジしてみた
いと思っています。

師

部落解放運動と出会って

藤元義雄〔部落解放同盟｝

身元調査お断り運動について

後藤

市民・企業のための同和教育入門

高橋義孝幅島高）

恵』向市役所企画課

社会教育課

（含内線2422）

翫嚢

ヨ

約600名の方々が健康づくり推進員とし

映画名

P0：00〜10：50

UMKテレビ宮崎

8月27日〔土l

保育園のプールが大好き。

撃n：00〜10：55

今日は、お父さん、お母さん

MRT宮崎放送

と海に遊びにきたの，

リ

放送局

8月5口（金）

へんてこなボランティアアニメ，

@（企画

北九州r愉

転
i企画

校

生

大阪府）

8月は人権啓発強調月間です

ユL

お父さんから一言
気持ちの優しい、思いや
りのある子に育ってほしい
ですね。

と

放送日時

77

⑫

あんばく〜ん

乾

お7んけち比

人権啓発映画の放映

︵長江団地︶

黒木萬喜．宮崎県聴寛障害者協会

川崎英治・奈緒美さんの

障害者差別をどう克服していったか

舟津賢一≡㌻

長男・寛也くん︵3歳3カ月︶

和田久春

日向っ子

被差別部落の歴史学習指導について

︵塩田団地︶

永友祥之（富高小）

那須浩二・節子さんの

一人の子の思いを分かち合える学級作り

参加費■300円
問い合わせ・申し込み■日向市教育委員会

ますね。折っているうちに、目的と違うものができ

㌧避

内

折り紙の楽しさは、できあがるまでの苦労にあり

めているんですよ。

内

①各種検診の受診の勧め
②各区ごとに健康に関する講演会の開催

「健康について」考えてみましょう。

今までに、ウマやカメ、恐竜、カッパなど23種類
ほど作りました。孫たちが、喜んでくれるのがうれ
しいですね、友人たちは、あまり上手とは言いませ
．んが、カッパだけはほめてくれます、きっと、誰も

日向市文化交流センター

〈具体的な活動は〉

て、これから2年間各地区にて活躍されま
す。あなたの区の健康づくり推進員をご存
じですか。健康づくり推進員さんとともに

折り紙は、工夫をすれば本当にいろんなものを作

（木）9：30〜16：00

10：00

開会
行事

を作ったのがきっかけです、
ることができます。

長女・佳澄ちゃん︵4歳3ケ月︶

「病気になって初めて健康のありがたさ
がわかった」という話をよく聞きます。健
康なときに健康のすばらしさを語り、たた
えることができればどんなにすてきなこと
でしょうか。そして、自分自身のこととし
て考えることはもちろんですが、家族で考
える、職場で考える、地域で考える、そし
て日向市全体で考えることができたら…。
市民と行政が一緒になりできることから
取り組み行動していく。そのパイプ役とな
るのが「健康づくり推進員」です。

と き■平成6年8月4日
目ころ■日向市中央公民館
日 程■

4年ほど前に、折り鶴の羽が袋になっているもの

田中眼科医院勤務

第12回日向市「同和」教育研究大会

なお、平成6年度の保険料は、月額11，100

●保健婦だより●

清正区日野晴夫さん

「水道検針のお知らせ票」

で加入の手続きをお取りください。

64

03；

用されている方は、U月検針分から
変わります。
新しくなる

たのお子さんは2人とも20歳以上ということ

円となっています。

司弓﹂︑︑

保険料はいくらになるのでしょうか。

す。

！ノ

まだ加入していません。また加入した場合の

越じ

生）と22歳（家事手伝い）になる娘がいますが、

、

。

︑邊

ばならないと聞きましたが本当でしょうか。
実は私には20歳になったばかりの息子（大学

臨−

てつ

女

Q．20歳になったら国民年金に入らなけれ

へ

）、

セジ、
v

この度、水道検針機器の導入に伴
い、平成6年10月から「使用水量等
のお知らせ」の様式が変わります。
従来の使用水量のほかに、水道料金
などもお知らせできるようになりま

↓、潮．・（・・ε

ミ

くブ

く国く即く趣く瞬く
20歳になったら国民年金に必ず入るの？

へ

しし

いノ

こず

舳

無

ゆ︑

論窃

︽地

裁

「水道検針のお知らせ票」が変わります

ハ

1・い．にノ

新幹線が大好きなんだ。
お家にレールがた：くさん
あってどこまでも延ばせる
んだよ。

お磐ま忍辱ところ膿

一翻慶

があるけど友達をたくさん
作ってほしいですね。
70

／

せ〜四
ら︵U

おしらせ
●平成6年全国消費実態
調査にご協力ください

◇場所11市役所2階第3委

員会室
※案内書に日程表を同封し
ていますが︑都合のつかな
い場合は︑9月9口まで市
福祉事務所で受け付けます︹︶

よる20年以内の均等払い

︵高校・大学へ進学のとき
は︑卒業まで猶予︶
︻介護料の支給︼

1日4千

◇対象者昌自動車事故で脳
損傷・脊髄損傷を生じた方
で一定の条件に合う方︒
◇支給額11入院

格書の更新も行います．．

また︑あわせて︑同期間
中に母子家庭医療費受給資

て︑全国消費実態調査が行
円 自宅療養 1日2千円
※詳しくは︑自動車事故対
策センター宮崎支所︵容0

本年9月から11月にかけ
われます︒

なお︑児童扶養手当︑母
子家庭医療とも所得制限が
98515315385︶へ︒

詳しくは︑市福祉事務所
︵容内線2164︶へ︒

貸付﹂﹁介護料の支給﹂

●﹁交通遺児等育成資金の

︻交通遺児等育成資金︼

14万9千円

当

◇対象者け自動車事故によ
り死亡または重度の後遺傷
害が残った方の子弟︵0歳
から中学校卒業までの幼・
児童︶で︑その保護者が住
民税非課税等の一定の条件
に合う方．︒

初の一時金

◇貸付金額︵無利子︶

◇貸付期間11貸付決定の月

︵所得税法に準じて算出し
た所得金額の合計額から条
し︑その額を12で割った額︶

例で定めた控除額を控除

こと︒

が11万5千円以下であるこ

一般の部に分け︑だれでも
応募できます︒

◇応募方法1一自分で創作し

たものに限り︑官製はがき
1枚に1点だけ記入してく
ださい︒応募はがきには︑
住所︑氏名︑年齢︑性別︑
職業︵学生は学校名︑所在

相談には︑行方不明者の
顔写真や身体特徴︵たとえ
ばホクロ︑アザ︑手術のあ

する秘密は厳守します．︑

◇移動相談内容
︿再就業相談﹀県ナースセ
ンターへ出向くことが困難
な未就業看護職員に対し就
業希望条件︑求人求職情報
の提供など再就業相談
︿訪問看護相談﹀ねたきり
等の在宅療養者の介護に当
たっている家族に対する療
養上の相談
︿訪問看護支援事業﹀訪問
看護事業に従事する訪問看
護婦等に対して訪問看護を
実施する上での相談及び機

看護協会が相談に応じます︒

未就業の看護職の方々︑
自宅でお年寄りの看護をし
ている方々︑訪問看護をし
ている方々の相談に宮崎県

●県ナースセンターの
移動相談

あります︒

この調査は︑国民の生活
実態を家計の所得︑消費︑
資産の三面から総合的に把
握するために行われます︒
調査結果は︑今後の高齢
化 社 会 等 に 対応する社会・
経済諸施策のための貴重な
統計資料となります︒
調査員が皆様のお宅に伺
い ま し た ら︑ぜひ調査にご
協力ください︒

●提出して く だ さ い
児童扶養手当﹁現況届﹂

現在︑児童扶養手当を受
けている方は︑毎年︑児童
の養育状況などを届け出る
﹁現況届﹂を提出すること
届を提出しないと︑手当の
支給が停止されますのでご
から中学校卒業の月まで

になっています︹︶この現況

注意ください．．受給者には

貸付期間中毎月 −万9千
円 小中学校入学時に入学
支度金 4万2千円

案内書を郵送します︒

半年賦︑年賦から選択︶に

◇返還方法11割賦︵月賦︑

◇期間118月16日〜25日

行われます．．

貼付︑消印することにより

◇と

現在︑全国で十三万八千
事業所︑百八十八万六千人
の労働者がこの制度に加入

器の紹介等
午後1時から3時まで
◇ところ日日向保健所
◇問い合わせほ趨宮崎県看

◇添付書類11①住民票謄本

年8月31日まで︵当日消印

と︒④住民税の滞納がない

②平成5年分の所得証明書
③給与所得者は︑過去−年
間の給与収入証明書︒自営
業者などは︑過去1年間の

有効︶︒

の完納証明書．．⑤その他︑

2万25

市が請求する書類︒
◇家賃1−2DK

総務庁

きH8月12日︵金︶

宅に困っている方︒②現在︑

住︑または通勤し︑現在住

査の重要性に対する理解を
深め︑調査が円滑に行われ
るよう︑国勢調査の意識及
び実施目的等を簡潔に表現

調査を実施します︵︶国勢調

◇問い合わせ11市中央公民

る親族︵婚約者を含む︶があ

※天体望遠鏡・星図をもっ
ている方は持参ください︒

◇もってくる物11筆記用具

◇対象11どなたでも

パーク

る方．．③収入基準は︑入居

した﹁標語﹂を募集します︵︶

同居または同居しようとす
午前10時から午後4時まで

者及び同居親族の過去−年

◇期日118月1日︵月︶
◇場所11総合福祉センター

午後7時から9時まで
◇ところけ日向岬グリーン

◇と

群があなたを待っています︒

夏の夜空は星の宝箱︒天
の川・夏の大三角形・そし
て流れ星ペルセウス座流星

●夏の星をみる会

募集担当﹂あて︒

統計局統計調査部国勢統計
課﹁平成7年国勢調査標語

宿区若松町1911

◇応募先11〒醜東京都新

応募の締め切りは︑平成6

募点数は1人何点でも可︶︒

地︑学年︶を明記のこと︵応

月別収支明細書．．τ住民税

と︶など︑本人を確認する
ための手掛かりとなる資料
をおもちいただくと参考に
なります︒

詳しくは︑県警察本部鑑
識課︵費0985123−2

141︶または日向警察署
︵容5213111︶へ︒

ぼしゅう
●美砂市営住宅︵新築︶

の入居者

〜19日︵金︶

◇募集期間08月8日︵月︶

9月−日︶

00円︑2LDK 2万7
000円︑3DK 2万7
500円
◇入居の決定一有資格者に
よる公開抽選︵入居開始

K4戸︑2LDK2戸︑

市建設課︵容内線2346︶

◇募集住宅11第2種︵2D

⑤三樹美恵子（曽根町）

館︵容5316867︶

平成7年10月1日に国勢

◇申し込み・問い合わせ一1

午前8時15分から

3DK

帯向です．︑

10戸︶

◇ところ目塗中央公民館
学校教育課︵容内線2

◇問い合わせ11市教育委員

●平成7年国勢調査の標語

会

416︶

なお、ハガキには住所・氏名・年齢と電話

◇応募資格11小・中学生と

①市内に居

号日向市役所選挙管理委員会あて8月10日まで

間における平均月額所得

◇入居資格

上の○にはどんな文字があてはまりますか？

相談は無料で︑相談に関

●行方不明者を捜す
相談所を開設します

（法第129条）
な○れぽすることができない。

敏子（塩田）
②金丸
」）甲斐五百折（比良）

ている家庭でも利用できるようになりました。
詳しくは、市下水道課（容内線2623）へ。

人、正解10人でした。抽選の結果次の方に記
念品をさしあげます。
（敬称略）

開始3年以内の家庭を対象にしていましたが、3年を経過し

先月号は「挙」「め」「見」が正解で、応募10

今年の4月から限度額が80万円に増額され、これまで供用

番号をはっきり記入してください。

くみ取り便所を水洗化するなど、排水設備の改造工事の費用
を一時に負担することが困難な方のために融資するものです。

にお出しください。正解者多数のときは、抽選
で3人の方に記念品をさしあげます。

「ご利用ください！水洗便所改造資金融資あっせん制度

答えをハガキに書いて〒883日向市本町10番5

いただきますようお願いいたします。

選挙運動は、各選挙につき候○者の立候補
者の届け出のあった日（公示または告示）か
ら、当該○挙の期日（投票日）の前日までで

下水道の整備には、多額の建設費がかかっていますが、各
家庭からのつなぎ込み（接続）がされないと、汚水を終末処
理場（浄化センター）に集め、きれいな水に処理して川に流
すという、下水道本来の役割を果たすことができません。
供用が開始されている地域の皆さんは、すみやかに接続して

⑳

魔
『接続して生きる下水道』

爲
自ハラケイズ
下水道課からのお願い

まちにうるおい
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虚冒

※2DKのうち︑1戸は身
障者世帯向︑1戸は老人世

◇と き118月28日︵日︶

加をお待 ち し て い ま す ︒

どなたでも自由に参加で
きますので︑多くの方の参

行います．．

今回は︑﹁小児成κ病﹂
の権威者で日本大学付属板
橋病院の﹁大国真彦﹂先生
をお迎えして︑次の日程で

●ご参加ください
日向市学校保健大会

98512018867︶へ︒

は︑建退共宮崎支部︵容0

問い合わせ・申し込み

しています．︑

き119月2日︵金︶

、

護協会︵費09851581
4525︶

掛金納付は︑共済契約を
結んでいる事業主が︑加入
労働者の共済手帳に就労日
数に応じて証紙︵掛金︶を

退職金制度です︒

この制度は︑建設業で働
く方のために︑国が中小企
業退職金共済法に基づき創
設したもので︑建設業界で
働 く 限 り ︑ 事業所を変わっ
ても︑事業所に雇用され就
労した期間全部を通算して
退職金を支払うという業界

建設業退職金共済制度

●ご存じですか

ところ◇日向市美々津支所
a58−1101
内 容◇経営・金融・税務など
経営に関する個別相談
問い合わせ◇日向商工会議所
a52−5131

知−
お丁置
ンハ︹

ヵM
一︹︹

メ0

力F

ン〜

イー

き◇8月22日（月）
午前10時〜12時
と

12
13

商工会議所の移動経営相談所

1情11報μあβれ11こ〃れ

市役所は岱52−2111（代表）です。

レ市政ニュース・行事は市政デレホンサービス豊52−2000へ

○乳幼児の健康診査

歯科医師会だより
自分にあった具合のよい入れ歯は
ずっと使い続けたいものです．その
ためにはどんなことに気をつけたら
よいか、そんなお話しをします。

人間の体は年を取るに従って顔に
しわができたり、白髪が増えたり少
しずつ変化します。入れ歯も同様に
作った当初は歯茎にぴったり合って
いても、年月が経つにつれ入れ歯と
歯茎との間に隙間ができ、入れ歯の
裏側に食べ物が詰まるようになって
きます。これを放置しておくと、総
入れ歯ではちょっとしたことで入れ
歯が離れやすくなり、部分入れ歯で
は入れ歯のバネが掛かっている歯を
抜くことにもなります、

時◇8月12日、26日13：00〜13：30受付

場

所◇日向市健康管理頓（容内線2181・2182）

対 象◇平成6年5月生まれ
7か月児健診（毎月第3金曜日）
日

時◇8月19日13：00〜14：00受付

・身体計測

対 象◇平成6年1月生まれ
1歳児健康相談（毎月1回、誕生の翌月）

麟簡重手発）

日

時◇8月3日（水）

場

所◇日向市健康管理言≧（8回線2181・2182）

時◇8月17日（水）

場

所◇日向市健康管理靴（容内線2181・2182）

1歳児健康相談
・身体計測
・問診
・育児相談朝、子簾穫，二つ、・て

13：00〜14：00受付

・栄養指導

1歳6か月児・3歳児健康診査

・身体計測・問診・内科診察

時◇8月5日（金）13：00〜14：00受付

・歯科診察・集団指導

所◇日向市健康管理敏（含内線2181・2182）
※母子健康手帳も忘れずにノ

象◇平成3年4月生まれ

08月の休日在宅医

14日

21日

親子映写会

二木医院⊆産婦・外・胃腸・放射線科費⑪4468）

田中医院

（内・小児科容㊥2515）協和病院（精神・神経科容㊥2806）

鮫島医院（掛外・理学診療科盈㊨8191）
腸科容診4046）

吉森医院（内・胃

永田医院（産婦人科8診3388）

古賀内科胃腸科（内・胃腸科容（⑫8118） 長田医院（耳鼻・
咽喉科容㊥0266） 大久保医院（外・胃腸科盈診5338） 白
石病院（内・放・呼吸器科容：⑬1365）

内ブルトンズがんばる

1開＝＝

く

ロら

②月の峰の狼

28日

くアニメーション・15分）

■主

催

■と き
■ところ

市中央公民館・日向二郷ライブラリー

8月17日（水）19：00〜

市中央公民館

県

民

税

2期

一納税で住みよい日向のまちづくり一

人口と世帯

世帯数

・6、7．1・内：諭肚

20，llO世帯！−42｝

ノ、

口

58，336

男女

27，365

30，971

ノ＼

ノ＼

ノ、

0880）篠原医院（産婦・肛門科含（⑬1059）

今月の表紙

ピリオド

7月17日、日

2期

国民健康保険税

向洋クリニック（泌尿器科麿⑫5488） 田中病院（内・放・
精神・神経科容（⑬2211）日向内科（内・小児・胃腸壮士鈎

※当番医が変わることがあります。テレホンサービス（a53−1214）で確認を。

視聴覚室

納税メモ（8月）
市

薩翻蘂養：1；∵：，：：：饗）

対 象◇平成5年1月生まれ
3歳児健診（毎月第1金曜日）

有効な方法です。

1■■

〔身長・体重・

診

・小児科医診察
・集団指導

13：00〜14：00受付

日

7日

また、入れ歯を使っている在宅寝
たきり老人にも通院することなく入
れ歯を改善することができ、とても

・問

対 象◇平成5年7月生まれ
1歳6か月児健診（毎月1回、誕生の翌月）

慣れが早く、次に新しい入れ歯を作
るより短い通院回数（1〜2日）で
仕上げることができます，

3か月児・7か月健康診査

場所◇日向市健康管理量（容内線2181・2182）

日場対

入れ歯の格好や噛み心地はよく、
とても気に入っていても少し緩く離
れ易くなってきたと感じたら歯科医
院でご相談ください。こんな場合は
入れ歯を新しく作るのではなく、入
れ歯と歯茎の問にできた隙間をなく
し、ぴったりあごにあった入れ歯に
改良することができます。
この方法を床裏装法もしくは、リ
ベース法といい、今まで使い親しん
できた入れ歯を改良するのですから

3か月児健診（毎月第2・4金曜日）
日

向市勤労青少年

体育センター
で、ひまわり少

年相鰍会が行
われました、

＼＼

で弾

少

■iii旨＝≡璽！

98人の豆力士たちが、家族の声援を

背に一生懸命慣れない相撲をとってい

｛一トl1

ました＝中には、女の子に負けて悔し
涙を流す男の子も…＝

もしょうがないけど暑いですね、

これも異常気象でしょうか。昨年

〔一56｝

（＋45｝

＠

暑中お見舞申し上げます、暑いで
すね〜，本当に暑いですね、言って

曽

は、まれに見る雨の多い夏でしたが、

今年はどうやら日照りが続きそうで
すね、日照りが続くと言えば、やは
り水不足が心配です，他の県では、
給水制限が出されている所もあるよ
うです、日向市の場合、まだ大丈夫
とのことですが、限りある資源です、
大切に使いましょう、
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