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うるおいと生きがいのあるまち
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特集男女共同社会づくりのパイオニア

∂℃1♂あちゃん頑張っτ
暑い日差しの照りつける7月16日、お倉ケ浜総合公
園で、第6回世代閤交流グラウンドゴルフ祭が行われ
ました。

ファミリーチームや職場のチームなど27チーム約／50
人が参加し、優勝目指し真剣にプレーしていました。

お年寄りらも子どもたちから「おばあちゃん頑張っ
て」と声をかけられ、張り切っていました。
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づくりの

昭和59年、「合葬」で日本漫画家
協会賞優秀賞昭和63年、「風流江

戸雀」で文藝春秋漫画賞

らり江戸学」「東のエデン」「呑々

ていきたいと思っていますし

れからも私なりのカラーを出し

をしなければいけませんね一．こ

なくなるはずです︐また学校は
地域の文化センターですので︑
地域の皆さんに学校を知っても
らわないと︐そのために︑これ
からの学校は地域に向けてPR

受賞

日向市の先駆者たちを追う
昭和六十一年に﹁男女雇用機会均等法﹂が制定され︑
女子差別撤廃条約の批准など︑
法制面での男女平等は整備されてきつつあります︒
しかし︑実質面での男女平等には︑
まだまだ多くの問題がみられます︒
そんな中︑日向市内にも︑
■700

向晶諦
ろ演

る学校﹂﹁居がいのある家庭﹂﹁住

みがいのある地域﹂をモットー
に地域ぐるみでの教育に取り組
﹁あいさっと笑顔でたのしい

んでいる︐︑

学校を作りたいと思います．︑そ

「ゑひもせす」「YASUJI東京」「ぶ
著書

これまで男性の職域と思われてきた職場で働く女性や
女性の職域と思われてきた職場で働く男性が

また︑就業意欲の高まりと職業選
択の広がりなどにより︑年齢や職種
などを問わず︑女性があらゆる場に
おいて働きやすく︑かつ︑女性がもっ

ている能力がト分発揮できるような
就業環境の整備に努めていかなけれ
ばなりません︒
また︑男女が共同して家庭を築き︑

杜会を担うという意識の普及を図り
ながら︑女性がライフサイクルに応
じて社会参加できるような環境の整
備を図ることが必要となっています．

プロフィール》

うすれば︑いじめや登校拒否は

現在

東京都生まれ
日本大学芸術学部中退
江戸文学に魅かれ、稲垣史生氏の
もとで時代考証を学ぶ
江戸風俗研究家
経歴

見られるようになりました︒
今回︑そんな男女共同社会づくりのバイオ一一アを紹介します︒
バイオ一一アたちのイキイキと輝いて働く姿が︑
明日の日向市を支えています︒

女性の社会参加
近 年 ︑女性の社会進出は︑政治︑
経済︑教育︑文化など多方面におよ
び︑女性の果たす役割は︑ますます
多 様 化 し重要になってきています︒
女性の可能性を尊重し︑男女がと
もに生きがいのある調和のとれた豊
かな社会を築いていくためには︑女
性の意見を社会に反映させるととも
に︑女性．人．人が自己を高め︑地
域の発展に向けた積極的な活動を続

向市では︑昭和五レニ年から五
十五年まで幸脇小学校長として

けていくことが必要です．．

﹁男だから女だからという意
識は全くありません︒校長が女
小侍方子さんがいな︑
らなりたいと思っていましな．

﹁教師には︑小学生のころか

性︑教頭が男性ということで︑

それぞれのいい面を伸ばし︑足
りない面を補うことができて︑

でも昔だったから女性が高校に
行くことだけで笑われた時代で
ハングリー精神と向上心です︒
今の子どもたちには︑このハン
グリー精神と向上心が欠けてい

した︒それが実現できたのは︑

だと思います．．これからはもっ

るように思います一

うまくバランスを取っているよ
うに思います︒女性の管理 職 の
登用は︑今の教育現場を見れば
分かるとおり︑半分近くが女性
教師ですので︑ごく自然なこと
と増えてくるのではないで し ょ
うか﹂

今年四月︑幸脇小学校に赴任
してきた日向市で二番目の女性
校長・酒井ミツ子さんは︑たの
しい学校づくりに一生懸命取り
組んでいる︒

全国で一番最初の女性の校長
は︑大正九年にこの宮崎県で誕
生した．一宮崎市の古城小学校長

酒井校長先生は︑幸脇小学校
に赴任してくる前︑県の学校教
育課に籍を置いていた︐そのと
きの経験が︑広いスタンスで仕
事ができることにつながってい
る︐今︑幸脇小学校では︑酒井
校長先生のもと︑豊かな感性と
表現力を磨くための情操教育に
力を入れている︐学校のキャッ
チフレーズを﹁花歌絵たのしさ
いっぱいさいわき小学校﹂とし

15日（日）1（

て︑自然に目を向けさせる教育
を実施︒また︑﹁行きがいのあ
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に﹁十五歳の若さで就任した鳥
原ツルさんがその人である．︑11
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私自信、笑顔を絶やさないように
心がけています
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花歌絵たのしさいっぱいさいわき小学校
パイオニア

中央公民館
杉浦日向子

男女共同社会づくりのパイオニア

男女共同社会

校長といえども児童らと直接ふれあうことのできる時間を大切にしています

男女共閥社会
づくりの

るはず﹂と元気に答えるのは︑
やる気が違ってましたね．︑もち

でに大型の免許を取っていて︑

コ．人は︑会社にくる前にす

池田公代さんと甲斐美知子さ

﹁やる気があれば何でもでき

ん︒二人は︑㈱トミシマに 務 め
るトラック運転手．．十一トンの

大きなトラックで︑毎日県内を
いねいですし︑今のところたい
した事故も起こしていませんし

ろん最初は︑女性に大型トラッ
クの運転手を任せてよいものか
と心配しましたが︑要らぬ心配
だったようです．車の扱いはて

走り回っている︐

二人が︑掬トミシマの門をた
たいたのは．．一年前のこと︐それ

㈱トミシマにたどり着くまでに

けなかったころである︒．一人は︑

け．．実際には︑女子の夜間勤労

池田さんと甲斐さんの二人だ

㈱トミシマには︑約七尋人の
運転手がいるが︑その内女性は

と会社社長︑

いくつかの会社に電話したが︑

までは︑市内だけでなく県内で
も女性のトラック運転手は見か

すべて断られていたので︑就職
が決まったということが最 初 は

保父さんになろうかなと思った
のは︑高校生のときのマンガも

の禁止の法律があるので︑日帰
りできる県内中心の配送をして
いる︒しかし︑仕事の中身は男

信じられなかったそうである．．

市内には︑公立三カ所︑市立
f六カ所の保育所︵園︶がある．．

高校卒業後︑神戸市の専門学
校で保父の資格を取得し︑神戸

影響しているかもし

さんである．︑粟田義隆さんは︑

市立の保育所で二年間働いた

ここには︑約百四十人の保 母 さ
んがいて︑この内の二人が保父

県内の公立保育所唯一の保父さ

を
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転ずる女性が増え始めたようで

・4．

性と同じ内容でハードだ︒

力的なことから女性で大丈夫な
のかという風潮が社内にも︑ま

↑

トラックの運転手になった動
機を池田さんは﹁昔からトラッ
クの運転手にあこがれていまし

た取引先にもあったようであ

事務をしているよりも︑思いつ
きり体を動かしている方が好き
だったんです︒トラックの運転

から﹂．．甲斐さんは﹁机の上で
﹁自分が望んだ道です．︑いつ

は︑私に合っていたみたいです﹂

二人がトラックを運転するよ
うになり︑市内でもダンプを運

ちゃんという感じである．︑その
のことを﹁アワちゃん﹂と呼ぶ．．

﹁家庭に父親と母親がいるよ
うに︑保育園にも父親と母親が
必要だと思います︒保母にでき
て保父にできないことはないと
思います︒ただ︑子どもたちの
方が︑それぞれに欲求してくる
ものが違い︑その方が︑かえっ
て自然なのではないのでしょう
か﹂

上町保育所での保父さんの登
場は︑．†どもたちにも保母さん
にも刺激になっている︒女性と

馨三生ど

校生もいるという︒

粟田さんの後輩にも︑保父さ
んを目指そうと相談に訪れる高

市内に仲間がほしい﹂

ときは寂しかったですね．早く

﹁保父さんになって︑つらい
とか大変だと感じたことはあり
ません︒でも︑研修会で女性二
百人の内︑男性が私一人だった

も大きい．︑

は違った視点で物事を判断でき
るというのが活性化につながっ
ているようである．．他の保育園
も粟田さんの存在を注目してい
る．．パイオニアとしての粟田さ
んの功績が︑これからの日向市
の保育現場に与える意味はとて

親と同じように︑子どもたちの
成長が一番楽しみです

を語ってくれた︒

までもずっと乗り続けたいです
ね︒そしていっかは︑大きいト
レーラーで長矩離を運転してみ
たい﹂とふたりはにこやかに夢

れらを吹き飛ばし︑会社を︑周

る．．だが︑彼女らの頑張りがそ

ある．︑しかし︑やはり最初は体

た．．あの高い運転席で一度でい

あこがれていたんです（池田さん）

りを変えていった．．

ハイネック姿のトラック運転手に

いから運転してみたかったんで
す︐それと経済的にかな︒やっ
ぱり普通の仕事よりも給料いい

血︑

嵐

証拠に子どもたちは︑粟田さん

砂

生

じ
ほとんど毎日運転しています
この方が私に合っていますよ
（甲斐さん）

やる気があれば何でもできると胸を張る二人

一緒になって園

庭を走り回ったり︑オルガンで
歌を歌ったり︑また︑着替えさ
せたり︑ご飯を食べさせたりと
奮闘している︒先生というより

スを受け持つ︒

歳から五歳までの十九人のクラ

に就職︑．現在︑上町保育所の三

後︑平成五年四月︑日向市役所

昭和五十．一年三月︑男性にも

んで市立上町保育所に務める︒

を含めて県内卜四人．．資格を有

保父の道が開かれた︒県の 調 べ
によると保母資格をもって い る
男性・保父さんは︑市内の二人

していても︑それを活かして就
職している人はまだ少ない︒

は︑むしろ何でも頼れるお兄

ジξ厨

、ρ

子どもたちには、「先生」ではなく「アワちゃん」と呼ばせて
います。その方が、子どもたちもなついてくれますから

﹁昔から子どもが好きでした︒

＝ヤ読
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いっかは大きいトレーラーで長距離を
家庭に父親がいるように、保育園にも父親を
パイオニア

男女共同社会
づくりの

﹁自分は女性だとか︑全然意
識していませんね．．社長にも︑
自分は女性じ8︐ないからと一．．．口っ

ているんですよ︒だから自 分 か
ら打ち解けてどんどん話し か け
ながら雰囲気づくりをしていき
ました一人間関係もさっぱりし
ていて︑とても働きやすい と こ
ろです﹂

と兀気に語るのは︑旬片田鉄
工所に勤務する溶接工・黒 木 よ
りツrさん．．黒木さんは︑前の会

社を辞めた後︑職業北肥力開発セ
ンター︵ポリテクセンター︶で機
械工作を学んだ．．そのとき習っ

た溶接の技術をもって今の会社
に就職してきた．︑女性特有の素

質を生かしながら︑うまく分担
して仕事をしている．．もちろん︑

これまで女性ばかりの職場 で 働
いてきた黒木さんに不安がな
かったというわけではない．そ

もいる千代田病院に勤務する

いて初めて↓．一．﹁になることが

﹁陸別に関係なくどういう仕
事についてもいい時代になって
きましたからね．男陸と女性が

．

れを決断させてくれたのは︑同
じ業種で働く先輩たち︹パイオ
ニア︶の存在だった．

﹁溶接の仕事というのは︑や
ればやるほど難しくなるんです
よ．大きな鉄をくっつけたり︑
．ミリ以下のステンレスをくっ

﹁やる気が．番ですね．．やる

気がなかったら何をやってもだ
めだと思うんです．．目的をもっ

たら集中してそれを勉強した方
がいいですよ︒今は︑仕事が楽
しくて仕方ありません︒ひとつ
でも多くのことを覚えて︑みん
なに迷惑をかけないようにしよ
うと思っています﹂
﹁男性ばかりの業種でしたの
で女性の登用は︑最初心配しま
した︐しかし︑この時代におい

つけたりととても幅の広い仕事
です．でもこの仕事は︑技術が
身につくし︑品物のできる喜び
もあって︑本当にやりがいのあ
る仕事です﹂

と会社社長が．言うように︑今

ては当然のことだと思ったんで

現在︑黒木さんは︑主に飛行
機の中で使われるクーラーの容
すよ﹂

てきた．．そこには︑今度は黒木

器︵厘・さ∩︶・八ミリのステンレ

ス︶の溶接を行っている．技術
もさることながら︑集中力︑繊
が大きい．︑

さんのパイオニアとしての存在

年新たに女性の溶接工が入社し

仕事である︑．

細さがないとなかなかできない

︑ノ鵡

に対する抵抗感を取り除いてい

一薩

と思いますよ．看護士もそれと
同じで︑看護という業務に男性

的にも頼りにされているようで
﹁本当にとてもやりがいのあ

る．．特にお年寄りからは︑精神

として就いて︑男性でないと

ある．．

る仕事です．．人のために働いて
いるという実感がありますね．．

患者さんの心の支えになってあ
げたりして︑医者とはまた違っ
たところでの喜びがあります．．

もう少し看護ヒがいてもいいの

にも男性と女性がいるように︑

地方においては︑看護しとい
うのはまだまだ認識されていな
いため︑患者さんの方に抵抗が
あるようである︒しかし︑医者

ではと思いますよ﹂

まえば気になりません︑．男女の

﹁確かに最初は︑女性ばかり
の中に入っていくのには抵抗が
ありましたね︐でも︑慣れてし

る．

違いによる差というものは全く
ないと思いますよ﹂

出中さんが︑仕事で一番大切
に心掛けていることは︑患者さ
んとの信頼関係である︒できる
だけ多くの患者さんに声をかけ
て︑病気に対する不安や看護士

待を背負っている．︑

看護の世界にも看護婦と看護⊥
のいることが自然な形で社会に
認識されれば︑看護士の数はま
だまだ増えてくる．田中さんた
ちパイオニアの活躍が︑その期

直接人とふれあいのもてる現場
を選んだ．．病院に就職してから
看護士の資格を取得︑現在は︑
透析室看護長として活躍してい

に通っていたが︑進路決定の際︑

田中さんは︑人のためになる
仕事がしたいと医療機器の学校

を提供しているんですよL

もっていない考え方や技術など

看護士には、女性と同様の
やさしさが必要

田中聖也さんもその一人だ．

している人が多い．︑しかし︑中

ぜ

毎㍗
」

集中力と繊細さが要求される

近年医療の現場に︑看護婦で
はなく看護士の姿がよく目 に つ
くようになった︐そのほとんど
が︑集中治療室や精神科な ど の
男性の体力が必要な分野で活躍

♂

患者さんと交わす会話は信頼関係を築き、健康状態を知るうえでも大切な仕事

．一＿

工場内の仕事だけでなく、時には出張もあるので、
それが楽しみです

〃

獺

厚さ0．8mmのステンレスの溶接には、

でき︑それが本当に自然な形だ
．

幽
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には看護婦と同じ業務をする人
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ひとつでも多くの仕事を覚えたいと思っています
人のために働いているという実感があります
パイオニア

シルバー入材センターの活動拠点として

された法人です．．おおむね60歳以
公園管理︑

︽管理分野︾

て加入しています．．

材センター︹費5212200︶へ．

詳しくは︑耀日向市シルバー人

能講習も開催しています．．

配分金が支払われます．．また︑技

は︑自分が働いた仕事量に応じ︑

する職種などを書いてセンターに
提出してください︐希望された職
種の仕事の依頼があった場合︑セ
ンターから連絡いたします︒報酬

になれます︑．人会申込書に︑希望

ある健康な方ならどなたでも会員

おおむね60歳以ヒで働く意欲の

センターの会員になりませんか

広報等の配布︑集金など

︽折衝・外交分野︾

駐車場管理など

建具修理︑大工仕事︑ペンキ塗
り︑植木手入れなど

︽技術を必要とする分野︾

高齢者へ働く場を提供するとと
もに︑その高齢者の知識・経験・
技能を発注業者に提供しているシ
ルバー人材センターの活動の拠点
として︑財光寺に建設していまし

上の多彩な技能・知識・経験を

シルバーワークプラザは︑一千

羅口向市シルバー人材センター
は︑宮崎県知事の許可により設藍

たシルバーワークプラザが完成し︑

もった高齢者の方々が︑会員とし

シルバー人材センターとは

シルバーワークプラザが完成

＝極論．

7月4口開所式が行われました︐
一．一叢二十一．平方鰹hの敷地に鉄骨一．

︽屋内外の軽作業︾

除草・草

一般事務︑毛筆筆耕︑ 宛て名書
き︑受付事務など

︽事務分野︾

福祉・家事援助サービス︑家事
手伝い︑留守番など

︽サービス分野︾

次のとおりです．︑

センターで取り扱うしな仕事は

に対し仕事の提供を行うものです．．

発注者︵企業・公共団体・家庭
など︶から臨時的・短期的な仕事
をセンターが受注・契約し︑会員

階建六百四十八平方肩の建物で︑
民間工場の跡地を購入︑改装した
ものです︒建物の内部は︑．階に
事務室のほか︑技能訓練室︑安全
講習室︑就業室二部屋︑製品展示
コーナーが設けられ︑二階には研
修室と就業室があります．︑

開正式には︑三樹市長︑田原シ
ルバー人材センター理事長︵助役︶

らが参加してテープカットを行い
センターの完成を祝いました︒
式典で市長は﹁シルバー人材セ
ンターで活動する方たちの拠点と
して利用してほしい﹂とあいさつ
しました︒

公園清掃︑樹木消毒︑
刈り︑包装など

@長寿祝金の支給額の引き上げや

長寿祝金は︑七十五歳以上の高
齢者の方に︑敬老の意を表し︑そ
の長寿を祝福するために支給して

を改正する条例

日向市長寿祝金条例の一部

報償金を引き上げました︒

消防団員等公務災害補償等共済
基金法施行令の一部が改正された
ことに伴い︑消防団員に係る退職

日向市非常勤消防団員に係る
退職報償金の支給に関する
条例の一部を改正する条例

れることになりました︒

六力刀以上の要介護状態で六カ月
以上市内に居住していれば支給さ

ば支給されなかった介護手当が︑

これまで一年以上要介護状態で
一年以上市内に居住していなけれ

日向市ねたきり老人等介護手当
支給条例の一部を改正する条例

ました．︑

万円に引き上げ︑高齢者の健やか
で生きがいのある生活増進を図り

今回の改正では︑八十五歳以上
自彊未満の長寿者への支給額を一

いるものです．︑

@ねたきり老人等の介護手当の支給要件の緩和などが

議可決されました
平成七年第三回︵六月定例会V日向市議会が︑六月五日から二十一日ま
で の 一 七 日 間 の日程で行われました︒
議会では︑専決処分五件︑人事案件二件︑条例8件︑補正予算二件が提
出され︑審議の結果すべて原案どおり可決︑承認されました︒
ま た 最 終 日 に は︑議員提出議案二件も上程さ れ ま し た ︒
今 月 号 で は ︑ その主なものについてお知らせ し ま す ︒
示す固定資産評価基準に従って︑

目的とします．

固定資産を適正に評価し︑市長が
行う価格の決定を補助することを

︽人事案件︾

固定資産評価審査委員会委

︽条例関係︾

員の選任について
前任の河野俊彦さんの辞任に伴
固定資産評価審査委員会とは︑

い︑吉留一夫さんを選任しました．．

日向市税賦課徴収条例の一
部を改正する条例
地方税法の一部を改正する法律
及び地方税法施行令の一部を改正
する政令の公布に伴い︑改正する

固定資産課税台帳に登録された事
項に関する不服の申し出があった
場合に審査決定を行う市から独立
した第三者機関です．︑

ものです．．

措置を講じるものです︒

主な内容としては︑阪神・淡路
大震災の被災者の負担の軽減を図
るため︑固定資産税について特例

固定資産評価員の選任について

前任の廣田茂さんの辞任に伴
い︑東弘さんを選任しました．︑

固 定 資 産 評 価員は︑自治大臣が

8
9

圃
@
@
@
@
@
@

連絡ください︒

方は︑都合のよい日時を早めに
市税務課・固定資産税係までご
たときにかかる国税です
◇印紙税・：契約︑登記等で印紙

家屋を新たに取得したときに
かかる税金

人

男

女

親子映写会

（一

中3の円空を筆頭に忍・雲・
海︑そして小学校1年目月という
5人兄弟︑いずれ劣らぬやんちゃ
小坊主が大活躍︒山奥の貧乏寺の
住職夫婦とその子どもたちが醸し

︵児童劇・49分︶

春風の子供達

．映醗

滋映．

30．97ユ人

ご協力ください
新増築家屋の調査
平成7年−月2日以降平成8
年ユ月1日までに建築された家
屋については︑平成8年度から
◇固定資産税⁝評価額に基づき
毎年かかる市税です
◇都市計画税⁝評価額に基づき
毎年かかる市税です︵日向市に

へ︒

係︵含内線2113・2114＞

詳しくは︑市税務課・資産税

ついては︑．定の要件のもと優
遇措置があります︑

※家屋を取得した場合︑固定資
産税︑不動産取得税︑所得税に

代としてかかる国税です
◇贈与税⁝財産の贈与を受けた
ときにかかる国税です
◇相続税⁝財産を相続したとき
にかかる国税です

その課税額は︑対象となる家屋
を1棟ごとに調査して算出決定
されます︐その際︑家屋の中に
入 って調査を行いますので︑ご
はありません︶

固定資産税が課税されます．．

協力をお願いします．

◇不動産取得税⁝不動産を取得
したときにだけかかる県税です
◇登録免許税⁝法務局に登記し

の受付と併せて母子家庭医療費
受給資格証の更新も行います．︑

資格証をお持ちの方は︑同じ期
間内に市福祉事務所で．史新の手
続きを行ってください︒
ぴ
︽持参するもの︾

丁印鑑②児童扶養手当証書③
母子家庭医療費受給資格証︻④世
帯八王員の住民票の写し︵母f医
療のみの方は除くζ・ガ健康保険
証⑤所得証明書︹平成7年−月
2日以降に転入された方は︑前
の市町村から所得証明書を取っ
てください︒所得証明用紙は︑
各市町村福祉事務所にあります︶

（一14）

A 厚生年金などに加入してい
る人は給料から差し引かれます

合は市民課年金係までご相談く

︵倉内線2191︶

き

8月16日︵水︶19

00〜

出す春風のように温かな物語︒

■と

■ところ 市中央公民館視聴覚室
■入 場 無料

︵宮本輝︶

ほか

ほか

▽佐藤君と柴田君︹佐藤良明・柴
田元幸︶▽大学病院で母はなぜ死
んだか︵古森義久︶▽人間の幸福

︵ジル・ベロー︶▽深い河︵遠藤
周作︶▽誰と暮らす︵落合恵子︶

いセーターは知っていたく上・下﹀

▽本をよむ日曜日︵俵万智︶▽赤

木寛之︶▽人生勉強︵群ようこ︺

▽蓮如1われ深き淵よりーハ五

く一般向け﹀

日天下▽サッコがいく

そがしいよる▽わんぱくだちの一．一

おとぎ草・†▽宇宙のみなしご▽い

むいねむいのほん▽あらしの前▽

▽百年前の．一十世紀▽クレー
ジー・バニラ▽ねこと友だち▽ね

︿児童向けV

経書麗で李

がって自営業の方はもちろん︑

が︑国民年金の場ムロ︑個人で保

険料を納めなければなりまぜ
ん︒しかし︑病気や失業︑営業
不振などで納めることが困難な
場合には︑保険料を免除するこ
とのできる制度がありますQて

の場合︑所得や資産の状況に
よって決定されます︶︒

Q 加入して納めなければなら
ないのはわかりますが︑経済上

ださい︒

未納のままにしておくと︑将
来年金を受けられなくなる場合

納めるのが困難なときは︑

くり推進室
へ．︑

がありますので︑﹀てのような場

日までに申し込んでください．．

とをご理解ください︒

このように︑自分の意思だけ
で加入の是非を決定することは
できません︒国民年金に加入す
ることは︑国民の義務であるこ

す︶︒

入している人も負担していま

会社員や大学生なども被保険者
となります︵厚生年金などに加

という制度だからです︒した

また︑児童扶養手当の現況届

さい．︑

現況届を提出されないと︑手
当の支給が停止されることがあ
りますので︑必ず提出してくだ

届を提出してください．．

日の間に︑市福祉事務所に現況

いる方は︑8月11日から9月8

この児童扶養手当を受給して

意ください．︑

・父が1年以上拘禁されている
・未婚の子
など
受給資格に該当してから︑請
求をしないまま5年が過ぎると
請求できなくなりますのでご注

また調査時には︑税制ヒの優
遇措置の申告も同時に行います
の で︑新たに家屋を建築された

提出してください
児童扶養手当の現況届
児童扶養手当とは︑父と生計
を同じくしていない児童が健や
かに育つことを目的として︑そ
の児童を養育している方に支給
されるものです︒
︽対象となる児童︾

・ 父母が離婚︵事実婚の解消を
含む︸

・父が死亡

Q＆A

・ 父が障害の状態にある
・父が生死不明
・ 父が1年以上遺棄している

国民年金
Q20歳から60歳までの人は必

ず国民年金︑厚生年金︑共済組
合のいずれかに加入しなければ
ならないと聞きましたが︑本当

20歳以上60歳未満の日本国

でしょうか．．

A

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人
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
加入者全体で公平に負担しよう

鼻化のあふれるまちづくり推進協
議 会 からのお知らせです

「オレは陽気ながん患者」

qヶ浜有料道路沿いのひまわりも咲き始めました︶

︑︑4．寡

︑

鵡
︑

〜＼

鮎．ろ︑な嚇

27．487人

第第
（＋2）
20．463世帯
世帯数

6）

覆民納
號税期

（一20）
ノ、
58．458

口

著者は︑有名な児童読み物作家．︑

モアあふれる文章で読ませます．．

まった混乱を︑悲壮感なしにユー

加えて心筋梗塞までも抱えてし

思いもよらず膀胱がんにかかり︑

今月の一冊

︽ひまわり推進分科会︾

獅P6日までです︒

︽モデル事業推進分科会︾

モ デル事業の追加募集を行い
ます︒指定団体等には︑最高10
万円を助成しますので︑希望す
る 自治公民館︑団体︑企業等は

また︑写真入選作品は︑10月

今年も市花のひまわりを主題
とした写真コンテスト︑絵画コ
ンテストを開催します︒応募締

8月31日までに申し込んでくだ

冾ｩら︑11月10日まで日向市

文化祭会場︵口向寿屋︶で︑絵画
は10月中旬に市役所前ロビーで

験塗

口内前月比

8
罠市月
宣旨の
日向市の人口動態〈H冨．槻在〉

四期
出生56人死亡29人転人145人転出192人
恒1著）
中

切は︑絵画が9月15口︑写真が

さい︒

︽花づくり推進分科会︾

展示します︒

申し込み︑問い合わせば︑市
健康管理課花のあふれるまちづ

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

この社会あなたの税が生きている
住みよい福祉のまちづくり

年金は世代と世代の助け合い
花のあふれるまちづくり

10
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家庭︑学校︑事業所などの部
門別に花壇コンクールを実施し
ます︒応募される方は︑10月31

｣

山

（お

@
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ひまわりの花のように

嘔稽r

画4」一

元気いっぱいに
届．

4

今年で5回目を数える

今！日本一美しい海岸が
ゴミに泣いています

繍

奪

「ひまわり少年相撲大会」

が、7月16日、市文化交流
センターで行われました。

大王谷小学校6年の廣島
幸保くんの「ひまわりの花
のように元気いっぱい正々堂々と競技します」という選手宣誓のとお

大作戦が行われ、約3000人

り、参加した約100人の子どもたちは元気に相撲を取っていました。

の市民が早朝から清掃作業
に汗を流しました。

市の観光名所である細島の「黒田の家臣」の
墓地を長年にわたり守り続けている細島・八坂
区の黒木ヒデさんが観光功労者として県の観光

集められたこみの量は、
燃えるもの1160㎏、燃えな

協会から表彰されました。

いもの2160㎏と、昨年、空き缶等散乱防止条例が施行されているにも
かかわらず、た：いへんな量でした。

表彰式には、ヒデさんが家族と一緒に出席し、
表彰状が手渡されると出席者から大きな拍手が

では。

市民一人一人が、もっと真剣に環境問題を考えなけれはならないの

送られました。

》

．．」

．齢，

れます。日本選手団約180人の内、日向市選手団は
13人と最も多い参加人数です。

三樹市長は「環境が変わるので健康に十分注意
し、日ごろの練習の成果を思う存分に出してきて

て

，

働．1』．．f℃

置−

・ギ菖

．⊇

．・

「』

「

し

㍉

日向市の観光振興に多大な貢献

日ごろの練習の成果を

思う存分に

世界ベテランス陸上大会に参加する日向市選手
団が出場報告のため市長室を訪れました。
今年の大会は、アメリカのバッファローで行わ

♂

ナへ言・べ．、1

くう轍㍑
1

、
．・，請

。
み

毒

すべての防災組織がそろった区です

ぐ・・ン

写真を差し上げます。
★連絡先／市企画課・

広報統計係
君52−21制内線2213
13

平成7年度人権問題
市民講演会が、7月1
日、市中央公民館で開催されました。
講師は熊本国立療養所恵楓園園長・由布雅夫先生で、
「病気による偏見・差別について」と題し講演されました。
由布先生は、八ンセン病の歴史を振り返りながら「正
しい知識や情報が伝わらないときに偏見・差別は起こり
ます。自分がそういう立場に立たされたらどうするかと
いうことを考えてほしい」と訴えました。

日、消防訓練広場で行われました。
団体行動の迅速・確実な行動を習得す
るとともに、強固な消防精神を養うこと
などを目
的に、毎
年回と冬
今年は女性基本計画の策定します

今年も咲いたよ
「日本のハイビスカス」

に実施さ
れるもの
です。

これまでに堀一方区には「自主防災
組織」「幼年消防クラフ」があり、婦
人防火ウラプの結成により、区に必要
なすべての防災組織がそろった区にな

日本のハイビスカスと呼ばれ、
県北での絶滅が心配されているア
オイ科の花木「ハマボウ」が今年
も黄色い花を咲かせました。
平岩海岸の岩陰にあるその木に
は、約20輪ほどのきれいな花が咲

りました。

いています。

日知屋・堀一方区の婦人部が「防火
は家庭から」を合言葉に婦人防火クラ
ブを結成し、結成式が7月6日、地区
の公民館で行われました。

☆広報ひゆうがに載った

番号「1」「2」「3」「4」
第41回日向市消防操法大会が、7月16

・、
勢

自分の立場に
置き換えて

考えましよう

ください」と激励しました。

マ◎・，

φ

瀦呈海霧曜溝

日向市女性懇話会の今年度第1回会合が、7月5
日、市中央公民館で行われ、田原助役から委嘱状が
会員12人に手渡されました。

懇話会は、男女共同社会づくりに向けて、女性に
関する総合的な施策の企画及び推進することを目的
に、平成3年度から設置されているものです。
今年度は、女性基本計画の策定、女性フォーラムや女性問題講座などの開催を予定
しています。
12

8月5日ωのみ

中央通線（富島高校前）

※ひょっとこ踊り、日向サンバ、平成音
頭のパレードと物産展

市役所は丑52−2111です

一したい方は︑前日までに市
教育委員会社会教育課まで
一ご連絡 く だ さ い

一※弁当︵600円︶を予約

皿◇参日目11300円

領鼠

18＝00〜22＝OO

て19年目を迎えました．私

本市に部落差別の解消を
目 指 す 運 動 と行政が始まっ
会社会教育課︵君内線24

◇問い合わせ11市教育委員

委員会︑中央公民館︑認知
屋公民館︑細島・南日向・

◇推薦方法11推戸田︵教育

を顕彰し ま す

認められた方二般功労︶

体育の各部門及び文化関係
の功績が特に顕著であると

◇授賞11学術︑芸術︑技術︑

日向市に所在する施設︑団
体またはH向市の出身者で
日向市の文化向上発達に特
に顕著な業績を有する方

◇対象11日向市在住者及び

c推薦してください
鰻日向市文化賞の候補者

23︶

化 交 流 セ ン ター
◇内容11記念講演

世に熱と光を﹂

宣さん︵御所市同和教育推
進 協 議 会 事 務局長︶﹁人の

清原隆

◇場所11市中央公民館・文

9時30分〜竿後4時

◇日時118月4目︵金︶午前

大会を開催します．

回日向市﹁同和﹂教育研究

市では次の日程で︑第13

せん．

たちは今まで以上に︑部落
差別をはじめとするすべて
の 差 別 を 無 くすための﹁同
和﹂教育の取り組みを広め
深めていかなければなりま

ｳ器量富川究大会

％日

※ 分 科 会 も あります

日00セり

市では︑亀崎北土地区画
整理事業に伴い︑県道土々
呂日向線のエソバミ橋橋梁
整備︵架け替え︶工事及び
理

ス以外4t車以上︶通行禁
止・片側交互通行︵信号処

獅Q0日︹水︶

◇期間118月1﹇︵火︶〜

待ち時間90秒︶

◇交通規制11大型車両︵バ

力をお願いします．

下水道工事を実施します︒

地域住民の方々にはご迷
惑をおかけしますが︑工事
期間中は迂回路を設けて交
通規制いたしますのでご協
◇問い合わせ11市区画整理

課︵含内線2717︶
至宮簡

地

いたもの

女性の側から見た﹁杜会
での女性差別﹂について描

③わが心の朝︵53分︶

るいじめについて実例を基
にストーリー構成したもの

今や社会問題となってい

②いじめ︵36分︶

たもの

部落差別問題を取り上げ

①思い出の海︵57分︶

︽社会教育︾

①日暮硯︵42分︶

︽時代劇︾

⑤金色のクジラ︵25分︶

④鬼がら︵27分V

③お一い！竜馬︵38分︶

②七夕ものがたり︵20分︶

ぶた︵9分頃

①ディズニーの3びきのこ

︽アニメ︾

用ください︒

弼ミリフィルムの新作を購
入しました︒保育園︑幼稚
園︑学校︑子ども会︑高齢
者学級︑PTAなどでご活

視聴覚ライブラリーでは︑

中央公民館の日向・入郷

揃いました

新しいフィルムが

洋
団園

国遵10号線

亀崎川

迎

←

※ハローワーク日向の職業相談コー
ナー、宮崎雇用促進センターによる
コンピューター職業探索、職業相談
のコーナーもあります

至廷岡

12
︑

蔓容室

321管こ
〜

域
区
止
過
交

市商に観光課（8

月．．

鶴の内団地

える一︑平和祈念こども映画
祭．︐を開催します︑．

︽上映作品︾

︵アニメーション90分︶ほか

﹁ライヤンツ！リーのうた﹂

短編アニメ一作品
︽上映日時・会場︾

細島公民館
南目向公民館
美々津公民館
口知屋公民館
中央公民館
※すべて午後−時30分から
︽入場料︾無料

︽問い合わせ︾市総務課
︹内線君2222︸

いじめ問題等に関する
電話相談を開設

の窓口を開設しました．

市教育委員会では︑いじ
め問題等に関する電話相談
今回の窓口は︑深刻化し

一停止位置

1句辛泉2633）

719市ひ

と

美々津公民館にあります︶
を8月31日までに市教育委

員会に提出してください

課壼内線24？＝ヨ

◇問い合わせ11市社会教育

今年度分のタクシー利用
券の交付をまだ受けていな
い方は︑次の期間に手続き

をしてください．
◇対象一1市内に居住してい

る身体障害考手帳の﹁1級
及び2級﹂または療育手帳

一

の﹁A﹂を所持している方
◇助成額1ータクシー基本料
金券を年間12枚

目倉岳方法118月7日から

冾ﾜでの間に︑印鑑・身
体障害者手帳または療育壬
帳を持って市福祉事務所に
おいでください
※手続きは︑代理の方でも
できます

ているいじめ問題や登校拒
否問題等の解決のために︑
民間の方に相談員になって
いただいたものです︒

相談は︑毎月第2上汁H

侶号機

25

◇問い合わせ11市福祉事務
所︵倉内線2171︶

一4時30分（午後12時30分受付開始／

︵實5217071＞と第4土

仮橋

上町盈52−0001）

」

曜日︵費54−1752︶の午

一ヒー

◇問い合わせ＝li向商工会議所（費
52−513P 市企業誘致推進室〔a

ところ■市民健康管理センター（市役所西側）

※2500発の花火が、日向の夏の夜空を色

平和祈念こども映画祭

交通規制／8月1日〜12月20日
そんなあなたに

容■ひょっとこ踊り、日向サンバ
内

鮮やかに染めます

R0

市では戦後50年記念事業

→

◇場所＝ベルフォートII向（日向市

R

後2時から5時まで行って
いますので︑児童・生徒の
みならず保護者や教職員の
方までお気軽にご相談くだ

シヨツプ

内線2831／

エソバミ橋の架け替えを行います
「ふるさとで働きたい…」

知§
i二後1時30分
◇日程＝8月18B〔金）．

き ■17月25・26・27日、8月1・2・3日

20：00〜21＝OO
として︑小中学校の児童・
生徒を対象に︑映画鑑賞を
通して﹁平和﹂について考

君合料てll日日日日

r
r

踊りの練習も行います一
8月6日（日）

14

15

f二

■停止位踵

Uターン希望の方や来春、大学・
専門学校などを卒業される方、そし
て、そのご家族・関係者を対象に就
職説明会を開催します．
ふるさとで働きたいと思っている
皆さん、ぜひご参加ください。

内問淫す

月

畏い場べ13nlO98

■

謁ひょっとこ夏祭り
……
c…

i團
8

＿《《※

花火大会
レ．

ふるさと就職説明会
一一
一一一一一一一一一一一一 一
一

一一一一一一

一

ひょっとこ踊りパレード

BOX

細島商業港
1／

※17：00〜22：30交通規制
……

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

今年は花火大会もあるヨ！！

ジャンボひまわり

さい．

また︑これまでのヤング
テレホン︵燈5418181︶

は 従 来 ど おり実施していま
す︒

傷疲軍人の方へ
恩給法の改正により7月
1日から傷病賜金︵目症︶

の 支 給 用 件が緩和され︑下
卜官以ドの旧軍人で公務に

より受傷し︑その障害の程
度が第−目症または第2目
症Lある方に︑傷病賜金が
支給されることになりまし
た ︐ 支 給 額 は︑第1目症4
万 8 壬 円 ︑ 第2目症3万2
干円です．．

ただし次に掲げる方は︑
今 回 の 傷 病 賜金︵目症︶の
対象とはなりません．︑
T−準軍人︵陸軍の見習士官︑

月

海軍の候補生や見習尉官︑

0．

陸海軍の学生生徒など︶

②軍人であっても︑焦し官
︹陸軍は准尉︑海軍は兵曹

長︶以上 の 者
⑦職務に関連する傷病によ

る障害 者
④過去に傷病恩給︵特例を
含む︶または傷病賜金︵目
高を含む︶を受けたことが

ある者

詳しくは︑宮崎県高齢者

援護課︵含09851261

7060︶または総務庁恩
給局第．課︵倉03152

7311330︶へ︑．

卲 ｻ代彫刻展の
実行委員募集
市では︑H向現代彫刻展

を市制施行40周目記念事業

として開催以来︑昨年まで
4回開催してきました︒
今年も95日向現代彫刻展
を開催しますが︑市ではそ
の実行委員となっていただ
ける方を若干名募集してい
ます︒彫刻展を通しての町
づくりに対するご意見など
一
のある方は参加をお願いし

ます︒

参加希望の方は︑8月31

日までに市教育委員会社会

教育課︵實内線2425︶

へご連絡ください．．

第9回日向市児童美術
︑展覧会の作品

ふるさと環境教室の

受講生

市では﹁ふるさとの自然
は私たちの財産︑自分たち

の暮らしを足．兀から見直そ

う一をテーマに︑ふるさと

環境教室を開講します．．

環境問題に関心のある方

はご参加ください︒

◇日程118月20B−12月9

日︵全8回︶

◇内容11環境問題に関する

講義︑実験︑視察など

◇申込期限118月711必着

◇申込方法11はがきに住所︑

氏名︑電話番号を書いて︑

市教育委員会社会教育課ふ

るさと環境教室係︹〒躍

日向市本町10番5号︶へお

送りください

◇問い合わせ11市社会教育
課︵倉内線2423︶

ふるさと融資のこ利用を

より良い地域づくりを目
指す民間事業活動を応援す

るために﹁ふるさと融資﹂
があります．．

地域の振興や活性化につ
ながるあらゆる分野の事業
を対象に︑長期の無利子融
資で︑その実現をお手伝い

備海区漁業調整委員会委員
．選挙人名簿に登録を

します．．

詳しくは︑市企画課︵倉

内線2215︶まで．．

第

県身障者相談センターの
巡回リハビリ指導

◇日時1110月以降隔月

−金曜日午前9時〜正午

◇場所11日向保健所

◇対象者11τ身体障害者の

方で病院での治療・医療リ
ハビリの終ゴした方及び医
療リハビリ継続中であって
も医療機関から紹介のあっ
た方 ②身体障害者の家族
及び施設・医療機関のリハ
ビリテーション関係職員

※事前のf約が必要です

◇申込・問い合わせ11市福

祉事務所︵倉内線2174︶

または市民健康管理セン．

タi︵費内線2181︶

婦人・高齢者
スポーツ教室開催

市では︑生涯スポーツ推
進事業の一環として︑日ご
ろスポーツをする機会の少
ない婦人L尚齢者の方を対
象としたスポーツ教室を開

催します︒

スポーツ活動を通して︑
健康づくり︑仲間づくり︑

﹁◇申請期間119月−日︵金︶
一〜5口︵火︶
一◇登録資格111年に90日以

皿上漁業を営み︑または水産
一こ植物の採捕︑もしくは繁
一殖に従事する方などで︑昭
和50年12月6日までに生ま

一れた方
◇問い合わせ11市選挙管理
委員会︵容内線2231︶

8月の相談日程

10一30〜14

30

き■8月17日︵木︶

交通事故巡回相談
と

ところ■市中央公民館

き■8月18日︵金︶

無料法律相談
と
10一〇〇〜15一〇〇

ところ■市中央公民館

き■8月29目︵火︶

人権・行政相談
と

0●．0
5．
oo
−・0〜1︒
ところ■日長屋公民館

00〜15

00

き■8月8日︵火︶

年金巡回相談
と
10

ところ騒青少年ホーム

一のご寄付く敬称略v

故人

社会福祉協議会扱分
6月30日現在
︽香典返し︾

喪

豊かな心づくりに挑戦して
みませんか
◇対象者闘市内に居住する
婦人・高齢者︵スポーツ保
毎年9月差日現在で︑登
録申請に基づき﹁海区漁業

調整委員会夫女員選挙人名
簿﹂を作成します︒該当す
る方は︑登録申請を行って

ください．

渡艮石保田鈴石黒勢東二黒甲宮黒柳

◇出品規定11一学期一夏休

み期間中の作品 →絵画
画用紙四つ切り以上︵水彩

画・デザイン・版画・油絵︶

②習字半紙

◇応募資格11市内の小中学

校に通学する児童︑生徒

、「王向市分♪い内は前月比
区

険に加人できる方︶

◇指導者11市体育指導委員
◇内容11健康体操・レクダ

ン ス ニ ミ ニバレーなど
◇参加料11無料
◇申込期限118月25日︵金︶

◇申込・問い合わせ11市教

一止まって確認、無事故に挑戦一

卓糠三艶三筆影属・離
◇場所＝尾向小学校グラウンド

日向市民の皆様温かいご支援をありがとうございます

6月中の交通事故
地

大山

主
「前7時〜
◇日時＝8月15日（火）

◇出品点数111部門−人1

（一6）
（±0）
（一昏一1）
（一3）

130件
29人
18件

1人

幸清和久竹 ク
ヨ キ
晴マ雄巴盛明
仁
ニ
シ ヨ
サ．一
a治平哲義 F強工．F弘雄 ∫・郎恵茂美
みくたさい。

点まで

耳川源流の尾前川は、椎葉で
最も水重が豊富でヤマメ釣りの

発生死亡負傷者物損事故
斐二二尾木田
木井木回
田井
辺友田

◇出品歌口無料

渓谷まつり釣り大会

町方町谷谷方向町町木脇下谷．ド

を打ちながら、子ども神楽や椎
葉民謡、渓谷花火大会とお楽し

ヒげます︑︑

【椎葉村】

り

一月−r七日の震災発生以来︑日向市民の皆様から温かい励
ましと多くのご支援を頂いてまいりました︑．心からお礼申し

◇入場料；高校生以上700円
小中学生300円 未就学児無料

雪後4時 ま で

時受付開始
◇会場＝しいたけの館

◇応募締切119月14口︵木︶

（費65−1111）

縫

六カ月が経ち︑神戸市内では復興に向けてのっち音が響き︑
人々の生活も徐々にではありますが︑洛ちついた状態に戻り

◇日時＝8月20日（日）午前8

．L

は、100匹以上釣りヒげる強者
も。夜はヤマメの塩焼きに舌鼓

つつあります．．

もろっかふれあい釣大会

※作品は︑学校単位でまと
めて提出 す る こ と

【諸塚村】

で︑引き続きご支援を頂きますようお願いいたします．︑

※釣り具・えさ等は、各自で準備

立駅北堀沖本高堀畑下中里幸山
通
一
々 ．．．・
原堀
毎年開催される釣り大会に

長く険しい道のりではあーーますが︑神戸を今まで以しに魅
力ある街としてよみがえらせるよう努力をしてまいりますの

◇問い合わせ＝諸塚村企画課

神戸市艮笹山幸俊

◇内容＝釣り大会のほかに、ウ
ナギや鯉のつかみどり大会、
ソーメン流し大会

平成ヒ年七月

メッカとされています．

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｝｝一一一一一一一一一一一一 一
一一一一
一一 一
一一一一
一一一一
一 一
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◇会期119月79皿日一25口

詳しくは、北郷村・企画開発

育委員会社会体育課︵雪内

◇場所＝商工会議所玄園前
◇審査方法＝花（花びらを

線2455︶

第9回うなま地蔵夏祭り

16
17

10時〜正午受付

一一一一一
一一一一
一一一一
一一一 一一一一
◇会場11日向寿屋3階

課（倉62−6111）へ。

の国勢調査が行われます、日本に
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◇申し込み・問い合わせ11

されます。

す．ご協力をお願いします

【北郷村】

一一一一一一一一 一一一一一一一一一一一
一一
市社会教育課︵含内線24

また、今回の祭りを題材にし
た「フォトコンテスト」も開催

住んでいるすべての人が対象で

◇日時；8月12日〔D午前

｝ 一

25︶

中楽しく過ごせます。

宮崎県

当日は、昼の部と夜の部に分
かれて、各種スポーツゲームや
魚のつかみどり大会、ミニコン
サートや民俗芸能の披露などが
行われます。夜9時からは、大
花火大会も予定されていて1日

◇表彰＝大きい順に1位か
ら5位まで表彰します
されます。

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
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@鵬
除く）の直径を測定します

北郷村の夏を彩る「うなま地
蔵夏祭り」が、8月5日目開催

一 一

1〔｝月ユ日、全国・斉に5f書こに1度

コンテスト

日向路だより
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国際交流員劉旧地
シャンス
テで

を切ってみました．一しかし︑紙くず

ある日︑おばあちゃんが庭で家事
をしている時︑私はそのはさみで紙

には使わせてくれなかったからてす︑

民間芸術⁝勇紙︵切り絵︶
問芸術は︑各地の民衆の問て生
︑生活に根村き︑子孫代々にわ
て受け継がれてきた芸術文化て

ヤンルは農民．画︑切り絵︑版画︑
︑織物など広範にわたります．︑

をたくさん伯つただけで︑逆に人事
にしていたばさみの先を壊してしま
いましなその後のてんまつは皆さ
んのご想像におまかせします．

中国北方の農村の住まいには︑木
旧を層除ぎ﹂新タや

しい ﹁空癌化﹂

の占祥図案を題材にします．構図が

夕︼貼り︑

されたものです
迎えます．これらの﹁窓花﹂は福︑寿︑

の格．r窓があり︑祝日になると︑新

回は︑わたしの出身地︑高密市
禧などのめでたい字と岬．や獅子など

芸術家の作品とは違い︑個人の
活動というよりは︑牛活に密着
ものや祭事等に必要な道具︑ま
閑期の余暇の楽しみとして︑作

問芸術﹃勢紙﹄を紹介しましょう．

豊富で︑造形が真に迫っていますが︑
作者はそれらをはさみで何の．不自由

密市は維坊市の中にある六つの
市の一って︑中国全図では小さ

で表すほどの田舎町です．．しか
もなく表現します．

いる物﹁ζ．膏われています．

素朴て力強く牛き生きと︑またユー
モアに満ちている作風はわが故郷の

ており︑自由でのびのびとした作風︑

作品は地域の雰囲気を色濃く表し

男紙﹂・︑朴灰年画一・﹁泥朔﹂︵泥

は小さい頃︑おばあちゃんが
切り絵の特徴です．

︸は有名で︑︻．f絶︼︵．．一つの優

花

指窓を飾る勇紙︸を切る時に︑

した切り絵をながめながら︑﹁ト

もその側に座って︑そのいきい

結婚の時一−卜︑プレゼントや布団のヒ
に能いたりもします．

切り絵は窓のほかに︑玄関やた井︑
かこ等を飾るものもあります．また︑

ないのに︑どうしてこんなきれ

切り絵ができるのだろうか︑．きっ

おばあちゃんのはさみはどこか
ってるのだろう﹂と思っていま

中国ては︑前刀紙など素晴らしい民
間芸術作口叩が今も庶民の生活の中に
ます．

溶け込み︑たくさん生み出されてい

佐枝子（畑浦）
量﹁駕

蕉

正解37人でした。抽選の結果次の方に記念品をさし

ぜなら︑はさみを使った後は︑
も布に包んで縫い箱に戻し︑私

てきるたけがんしょうな橋でな
ければなりません︑

そうした願いを初めて実現し
たのが昭和九年に竣﹁した美々
津橋でした この橋は︑案外知
られていませんか︑高名な増田
淳か設計したもので︑正確には
スパンドレルフレースド・アー
チ式という舌をかみそうな型式
の橋で﹁日本の橋百選﹂にも選
ばれている県内屈指の近代ヒ木
たとえ最近の建物であっても︑

文化財です︑一

6月号は「れ」「事」「票」が正解で、応募37人、

拶

まれるなレ一しました︑

耳門は︑時には美しい流れを
私たちに見せてくれますが︑こ
レ一︑・尚い山に並休まれた﹁V﹂︷了

のように歴史を振り返ってみる

形の険しい地形であり︑かつて
臼杵郡と児湯郡の境界がこの川
筋に引かれていたこともうなす
けます︑

ながら正確な史料は見つ

はっきり記入してください。

ニカ愛好会」の練習会場は、財光寺国道沿の日向ホ
ンダ販売の間違いでした。おわびして訂正します。
とみてね。

ところで行川に初めて橋が架
けられたのは︑いつごろのこと
残A︐

なお、ハガキには住所・氏名・年齢と電話番号を

先月号のがんばっちょるよで紹介しました「）・一モ

それと，弟の康生
くんの面倒もちゃん

かご存じですか︑

記念品をさしあげます。

舅

川で大友氏と島津氏が︑大決戦
を重していて︑次いで島津氏は
この川の南岸に陣取って豊臣秀

さらに明治↑年占八七ヒ︺

占の軍勢を迎え撃っています
の夏には︑人雨で増水した耳川
の北と南で薩摩軍と官軍が対峙
しています
官軍は︑L兵部隊を投入し︑
小舟をつなぎ合わせた浮き橋を

上の○にはどんな文字があてはまりますかつ答え
そこに駆使された技術や思想か
高度であるかぎり︑時代を代表

ください。正解者多数のときは、抽選で3人の方に

し

今の明るさを失わ
かっていません︐しかし︑乱世

する文化財と言えるのです︒

向市役所選挙管理委員会あて8月10日までにお出し

論

憲

今年、野口本小学生男女選手権ソフトボール大会の日

那須 慎二・一美さん家の
おてんばちゃん

︵切島山2︶

q歳3カ月｝

謬言

（法第34条：投票箱に何も入っていないことの確認）

−2652〕まてこ連絡くたさい

す健康に育ってね。

ならともかくとして大きな川に

も入っていないことを示さなければな○ない。

向市1；選で5年ふりに優勝しました 6月18日置行われ
た宮崎県ノく会でも優勝し、8月1日間ら滋賀県で開催さ
れる4こ国大会に出場することになっています 今、その

圭棟手ち。ん

今年18年目を迎え、現在17人の部員がいます
です

日向①わんはく窃ζんは5やん

か︑あまりにも急な流れに邪魔

内にいる選挙人の面前で投○箱を開き、その中に何

原︶

歳
し

「いしめない」「陰口を訂わない」「悪口を，｛わない」

作って川を渡ろうとしました

投票管○者は、選挙人が投票をする前に、投票所

大会に向けて猛練習中です 皆さん、応援をよろしくお
願いします また、部員を募集中てす 男女は問いませ
んのて、ソフトボールに興味のある人は、甲斐1君52
橋かないのは不便です一︑しかも

③黒木

1

をチームのモノトーに、みんな仲良くソフトボールに打
ち込んでいる財光三一小学校区の「若鷲スポーソ少年団」

をされ舟や兵bが濁流に飲み込

ふくえ（川路団地）②黒木

美智代（比良〉
①甲斐

（敬称略）
あげます。

ノ

㊥⑧⑲

日
〒883日向市本町10番5号
をハガキに書いて
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なってね。

耳・川は︑数多くの歴史を育ん

明るくやさしい子に

できた川です
たとえば戦国時代には︑この

ますます元気て、

りたし創職彫 すたま
いしがとい絵きい「、れ人しな管の
なもとつ窓私て形r西桂高民今出農た作業刻ジ＝つれ民

僧係轟

若鷲スポーツ少年団⑱

黒木 公作・尚子さん家の
わ ん ぱくくん

︑

元気すぎるくせに

美々津橋

つなた違

一㌫

灘，蜘
泣き虫な康幸くん．
文化財についての問い合わせば市社会教育課（倉内象2425）へ
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すこ1やか広場
市民健康管理センター（8内線2181・2182）

●乳幼児の健康診査

●保健婦だより

3か月児健診（毎月第2・4金曜日）
日

時◇8月ll日、25日

場

所◇H向市健康管理量（a内線2181・2182）

・身体計測〔身長・体重｝
・問
診

日

時◇8月18日

場

所◇日向市健康管理祝（君内線2181・2182）

13：00〜14：00受付

場

僻田干欝）
1歳児健康相談
・身体計測

対 象◇平成6年7月生まれ
1歳6か月児健診（毎月1回）
場

所◇日向市健康管理苫二（含内線2181・2182＞

・栄養指導

13：00〜14：00受付

憾麗鰹ついてり

組もうとするとき、そのパイプ役
となっていただくのが「健康づく
り推進員」です，

対 象◇平成6年1月生まれ
3歳児健診（毎月第1金曜日）

1歳6カ月児・3歳児健康診査

日

時◇8月4日

場

所◇日向市健康管理言《盈内線218ユ・2182）

具体的な活動としては、「各種
検診の受診の勧め」や「健康づく

・身体計測・問診
・内科診察
・歯科診察・集団指導

13：00−14：00受付

象◇．平成4年4月生まれ

り講座の開催」などがあります．

※母子健康手帳も忘れずに〃

現在、日向市内で約600人の方々

が健康づくり推進員として活躍さ
れています。あなたの区の健康づ
くり推進員さんをご存じですか，

●8月半休日在宅医
人科燈翁7788）松岡医院（内科倉⑫354071沼田医院（皮・

あなたも健康づくり推進工さんと
ともに「健康について」考えてみ

泌尿器偉容融3785）

ましょう。

三ケ尻医院（整外・理学診療科a⑪5557）
6日

。

そんな思いの元、市民と行政が
一緒になってできることから取り

（育児、予防接種について1

時◇8月15日（火）

もちろんですが、家族で考える、
で考えることができたら…

・問診

・育児相談

日

分自身のこととして．考えることは

地域で考える、そして日向市全体

13：00−14：00受イ寸

所◇日向市健康管理能（盈内線2181・2182）

対

「病気になって初めて健康のあ
りがたさが分かった」という話を
よく耳にします。健康づくりを白

・小児科医診察
・集団指導

対 象◇平成7年1月生まれ
1歳児健康相談（毎月1回）
時◇8月16日（水）

あなたの地区の
健康づくり推進員さんを

（保健婦が．お母さんから乳児の発達について、聞き取りをします、）

対 象◇平成7年5月生まれ
7か月児健診（毎月第3金曜日）

日

ご存じですか

3か月児・7か月児健康診査

13；00〜13：30受付

康田医院（産婦

稲原医院（眼科倉㊨22091

浦ヒ医院（内・外・胃腸科含．翁2936）

魚交、島病1虎

（＊青紫申

・1勾

・

13日

●8月の献血日程

放射線科同日6801）
GIVE

黒木医院（内科實融6055／
20日

萩原眼科〔倉⑬7222）

山元医

BLOOD

SAVE

LIFE

献血は心の贈りもの

院（小児科倉1⑩6066）大平医院（内・整外・理学診療科倉
．⑫3337♪

4日全

宮

総

8：30〜11：00

日 向 市 役 所
〔タクシー協会）

甲斐医院（外・胃腸科君の5000♪児∫k医院（小児科麿鐙2530）

12：30〜16：00

27日

11日．金NTT日向

安部医院（内・循環器科盈翁4788）

千

代

田

10：DO〜12：00

病

院

13：30〜16：00

※当番医が変ることがあります。テレホンサービス（倉53−1214）で確認を。

編集
後記

今月︑男女共同社会のパ

イオニアたちと題して五組
の方々にお会いしました︒
一番印象に残っていること
は︑皆さん共に眼が輝いて
いたことです︒自分の目的
について真剣に︑そして一
生懸命に語る姿が印象的で

した︑．

私たちも目的をもって︑

ていきたいものです．︑

藤屋写真印刷株式会社

将来を見据えながら生活し

■印刷

今年は︑冷夏だと言われ

2雪0982−52−2】11

ていましたが︑毎日とても

〒㎜日向市本町10番5号

︽Y︾

日向市企画課広報統計係

健康にはト分注意してく

平成7年7月20日発行

■編集

暑い日が続いています．．

■発行

957月号

ださい︒
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