ゆ

広 報

うるおいと生きがいのあるまち

，

o

槌6

できたよ旧事の完熟マンゴー
日向で初の完熟マンコーの収穫が行われています。
完熟マンゴーの栽培に取り組んでいる似ま、塩見の若
い農業後継者の2人です。
それぞれのハウスでは、直径／5cmほどの赤く色づい
たマンコーが、たくさん実っています。
マンゴーの栽培は、全国で日向の地が最北端です。
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放送大学宮崎地域学習センターが︑今年十月いよいよ開校します︒

四月には︑準備室が市文化交流センターに設置され︑七月からは学
生の募集が始まります︒

放送大学は︑テレビ・ラジオ等を効果的に活用し︑大学教育の機会
大学卒業を目指す全科履修生は︑現在のところ関東地域に限ら

を多くの人々に提供する︑全く新しいタイプの正規の大学︵教養学
部

賦

置嘱

﹁

噸湾

、
再視聴室ではさまざまな学生が学習している

う向学心を持った市民にとって︑
充実した施設となっていました．．

研修旅行なども行っています．
このように放送大学静岡地域学
習センターは︑﹁学びたい﹂とい

た︒このほかにも︑一学期に一回︑

味を通じて交流を深めていまし

ルができていて︑多くの学生が趣

ては︑﹁学燈会﹂と呼ばれるサーク

かこ ニうかヒ

キャンパスライフの一つの魅力
である学生同士のふれあいについ

学生が急激に増えています．．

静岡地域学習センタ：では︑平
成六年四月に浜松市︑平成七年四
月には静岡市にセンター外視聴を
設けました︒このセンター外視聴
の設置により︑浜松市と静岡市の

ものがありました．．

と答え︑﹁考慮中﹂と答えた学生
を含めると九割近くにEります︐
このうち﹁いいえ﹂と答えた学
生の理由の中に︑通学距離という

胃．

纏り三ミ

織

難

﹁﹂

寒

勘鞠

灘

学習していました．．中には︑貸し

出しテープを三本も借りていく学
生の姿も見受けられました︐

欝

れています︶です︒

宮崎地域学習センターは︑現在関東地域に限られている放送授業を
ビデオテープやオーディオテープを利用し︑広く市民などに大学教
育の機会を提供して︑生涯学習に対する要望に応えるものです︒

さて︑実際に放送大学地域学習センターとは︑どういうところなの
でしょうか︒

これまで広報紙等でも紹介してきたところですが︑十月からの学生
募集を前に︑放送大学静岡地域学習センター︵三島市︶を訪ねまし
たのでご紹介します︒

三島リポート
いて五分のところに位置していま
す．︑静岡県教育委員会三島分館五

ある文字どおり﹁文教﹂の町です︐

階建ての一階部分の約半分︵二百
七十五平方ピ︶を占めています︐
文教町は︑幼稚園から大学までが

現在の学生の状況を見ると︑年
齢別では︑二十歳代前半や四七歳
代︑六十歳以ヒが多く︑なかには
八十歳代の人もいます︒これに男
女別を当てはめると︑四十歳代は
女性が多く︑六十歳以上は男性が
多くなっています︒これは︑子育
てを終えた女性や退職後の男性が
増えているからではないかと分析
できます︒職業別では︑会社員と
無職︵主婦を含む︶が圧倒的に多
また︑同学習七ンターが︑平成

くなっています．．

直直

・

、唱一

＝族
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文教の町にある
静岡地域学習センター
静岡県三島市は︑人口約十一万
学習センターの中は︑玄関横に
事務室とセンター長室︑正面に学
生ロビーがあり︑その左奥に手前
から図書館・再視聴室︑ラジオ教
室︑テレビ教室三部屋があり︑廊
下にはテレビとラジオの定時視聴
の時間割が掲げてありました︒

年々増える学生

五年九月に実施したアンケート調

うことでした︒次に﹁自分の職業
に関する知識や技術を高めるた

査では︑入学した目的として一番
多かったのは﹁幅広い教養を身に
つけ︑人間性を豊かにする﹂とい

め﹂﹁余暇を有効に活用するため﹂

静岡地域学習センターは︑平成
四年十月の開校です︒初代の事務
室長の話では︑当初七百人の学生
の確保を目標としたそうですが︑

ケートでは︑七割の学生が﹁する﹂

再入学の音心志についてのアン

学している学生もたくさんいます︒

が︑中には一時間半以上かけて通

分圏内が最も多くなっています

学生の通学時間は︑やはり三十

係﹂が人気を集めています．．

理学関係﹂﹁語学関係﹂﹁歴史学関

は︑二科目︑一科目︑三科目の順
に多くなっています︒中でも﹁心

受講している科目数について

が多く上げられています︒

実際に入学したのは四．白三十七人
でした︒

七十七人に上っています︒

しかし︑学生の数は年々増え︑
平成八年度一学期の学生数は一千

取材を行った日は︑学生が最も
多いと言われる上︑日曜日でした︒

さまざまな学生が在籍しているた
め︑定時視聴を受けられない学生
も多く︑上︑日曜日を利用して再
視聴に訪れています︒学生は︑再
視聴室でビデオテープを見たり︑
オーディオテープを聞いたりして

、

r曙

O
ﾋ擁『
醒．
．・8．
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『

と

人の県内で七番目の市です．．箱根

の西麓に位置し︑富士箱根伊豆国
立公園に囲まれた静岡県東部の中
核都市で︑東海道の交通の要衝の
この＝．島市に︑放送大学静岡地

地として栄えてきたところです．︑

域学習センターはあります︒

三 島 市の地域学習センターは︑
静岡県により平成四住−四月に誘致
され︑．同十月に開校しました．．

学習センターの建物となったの
は︑三島市文教町にあった旧県立
教育研修所で︑JR三島駅から歩

緑の中に建つ静岡の学習センター

『

一嘩■
擁賃・
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さ研

ん究

霧

を仕事や日常生活にも役立てるこ
とができました︒将来︑学士の資
格が取れればと頑張っています︒

自分の興味のあることから学び
始め︑現在︑十五科目を取得して
います︒単位が取れたときは︑と
てもうれしいですね︒学んだ知識

たいと思っていました︒

機会があれは︑もう一度勉強し

放送大学生インタビュー

㌧

相談員になっている自分の職業
に 役 立 てるため︑﹁人間行動学﹂
を学んでいます︒

放送大学は︑自分のできる範囲
を自分の都合のいい時間にできる
ので︑受講しやすいものです︒

一人で学習するということで不
安は多少ありましたが︑1科目ず
つゆっくりと学習しています︒

去年の十月に入学しました︒主
に生活に密着したものを選んで学
んでいます︒

仕事の関係上︑定時に来れない
のが残念ですが︑﹀ての分︑土︑日

放送大学宮崎地域学習センター
では︑平成八年度第二学期生の募
集を七月十五日から始めます︒
された方︑大学に．一年以ヒ在学し

②短期大学や高等専門学校を卒業

通算され︑近い将来︑全国放送が
始まった際は︑大学卒業︵教養学
卜︶を目指すことも可能です

学生募集は7月15日から

五口︹必着︶

◇授業方法11通常︑決められた時

学位授与機構の審査を受け︑学士
の学位を取得する途もあります
︵争教員免許状をお持ちの方で上位
あるいは他教科の免許状を取得し
ようとする場合の単位修得として
も活用できます

て六十一一単位以ヒ修得された方な
どの場合︑所定の単位を修得後︑

◇出願期間11七月十五日〜八月十
◇入学資格11卜八歳以上であれば

どなたでも無試験で入学できます
◇募集学生11選科履修生︵一年間

学習する学生︶と科目履修生︵半
年間学習する学生︶

百卜八科Hを開設

◇開設科目11語学︑心理学︑社会
学︑経済学︑自然科学など幅広い
分野の一．

六千円︑

間割にしたがって地域学習セン
ターでビデオテープ等を視聴して
いただくことになりますが︑決め
られた時間に視聴できない方でも
ビデオテープ導を保管しています

科目履修生 四干円

◇入学料11選科履修生

学者がある場合は︑半額に割り引
ので︑再視聴できます．また︑上︑

企業や団体等から一．十人以上の入

※ただし︑市内在住者に限り︑市
が半額を助成します．また︑同︑

きされます︹重複不可︶

日曜Bも利用できます
◇問い合わせ11放送大学宮崎地域

◇授業料11一単位当たり四モ円
︹通常一科目．一単位︸

学習センター︵85311893︺

さい．．ご協力をお願いします．

このセンターを盛りkげてくだ

今後は︑その皆さんの熱意で︑

きました︐

より日向市に誘致することがで

ターは︑市民の皆さんの熱意に

放送大学宮崎地域学習セン

6．最後に市民の皆さんにPR
をお願いします

がってくるようにしたいですね︐

将来的には︑宮崎市等での設
置を検討してみたいと考えてい
ます．そのためにも︑広く学生
を募集し︑そのような要望がヒ

5．センター外視聴についてど
のように考えていますか？

てみたいですね．．

11など時間の空いてるHに︑
サークルの時間を設けるなどし

います．．例えば︑ヒ曜日や日曜

2の問いにも答えましたが︑
この学習センターは︑地域振興
も一つの役︺口だと思っています
ので︑学生嬉しがふれあいのも
てるサークルや時間︑場所など
を開校時から設けようと考えて

学生のコミュニケーションをど
のように行いますか？

◇会場＝市中央公民館
◇入場料＝無料

◇単位修得11丁修得された単位は

数のうえでも︑四︑五年冒酊にス

〜4億3千万年昔から近未
来への物語〜∫放送大学教
授・濱田 隆士氏
◇日時＝7月13日吐）午

三主
田
．♂吉
大学にいきたかったけどいけな
かったので︑この大学ができたと

センターに比べ︑第一次産業に
従事する人の比率が高くあって
ほしいですね．．

3．どれくらいの学生の入学を
目標としていますか？
現在のところ︑かなりの問い
合わせがきています．わたしの

確保できるのではないかと期待
しています．

タートした他の地域学習セン

運営のうえでも︑また︑学生
きたいと思います︐

ターに早く追いつきたいですね．．

後2時一午後4時45分

曜 日 の 再視聴を活用しています︒
最近は︑サーウルなども増えて
きて︑いろいろな人を知ることが
できました︒

き︑すぐ入学しました︒

最初は︑欲張っていくつもの科
目を選択しましたが︑今では一科
目だけ学んでいます︒

別に単位を取るのが目的ではあ
りませんが︑必ず試験は受けるよ
うにしているんですよ︒

県北十五市町村の住民の熱意
により設置された大学ですの
で︑各市町村の住民が誘致して
良かったと慰えるようにしなけ
ればなりません︐

そのためには︑文化の向hが
く︑各地域の活性化につながる
ようなものにしたいですね︐こ

感触では︑五ド日人以ヒの学生が

図られたということだけでな

の地域学習センターの学生同し
がふれあえる場を提供し︑その
ふれあいの中で町や村の活性化
につながるリーダーを育ててい

そういう意味で︑宮崎地域学
習センターの場合︑あらゆる分
野の方々に入学していただきた

ター長・池田 一 氏
葺ゴ宮崎の大地の成り立ち

婦
4．宮崎地域学習センターでの

送大学宮崎地域学習セン

さん（55歳）

い．︑具体的には︑他の地域学習

「生きるための糧を∠放
1

炉一務

壽ん勤
さ局
F夫便
躍善郵
貫田
ゼ永

放送大学宮崎地域学習セン
ター長の池田一センター長に︑
おたずねしました︒

宮崎地域学習センターについて

1．池田センター長が考える放
送大学の魅力は︑どういうもの
ですか？
今までの大学などの高等教育
機関と全く異なった理念に基づ
いて設置された大学ということ

謂演会内容＞

さん
田
池

です．

つまり︑これまでの大学は︑
自分の意思とは無関係に︑資格
を取るために仕方なく勉強して
いた学生が多くいましたが︑こ
の放送大学では︑本当に﹁学び

学校法人が設置したものでな

します．

@

県非常勤職員・相談員

く︑市民の熱意により設置され
た大学ということで︑真に市民
の大学となるべきものだと考え

ています︒

公開講演会

@

梶井裕子さん（50歳）
26歳

@

斡

2．今回︑日向市に設置される
宮崎地域学習センターの特徴に
ついて教えてください

放送大学宮崎地域学習セ
ンターでは、地域の方々と
交流の場を設け、本大学に
対する理解を深めていただ
くために公開講演会を開催
放送大学宮崎地域学習センター長

＝劇パ

@

O
幅

たい︑学習したい﹂という意志
をもった人だけが学生になって
いるということです︒
また︑この放送大学宮崎地域
学習センターは︑国や自治体︑

9

●宮崎地域学習センター長に聞く
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組冨四区凋薄霧ケ催i

︐

細島臨海工業地帯の四区に企業の進出が決まり五月一一十九日︑県庁で立地協定
の調印式が行われました︒

進出するのは︑㈱大三商行と日本製紙㈱の合弁会社として設立された㈱サン
テックで︑平行合板の製造販売を行う会社です︒

地元から雇用することにしていま
す．生産額は︑平成十年に六億八
r万円︑平成十．年にはト億Lr
万円を見込んでいます

林業の振興に期待

庁で行われ︑㈱サンテックの石川
靖彦社長︑安藤忠恕宮崎県商工労
働部長︑赤木欣康日向市長が出席

ド﹁九日︑県

初めて︑九州内でも一．番目のL場
しました．

疏地調印式はκ月

となり︑県産材の有効活用にも期

百八卜平方︑㌶の﹇場を建設．今年
需要の増大にも努めていただき︑

ていただきありがとうございます．
今後︑林業県宮崎の林産材の活用︑

r定です．．設備投資額は︑

事業計画に沿った順調な事業の発
展を期待しています．そして︑広

開始する

第一期として弔成八年度に十六億

たい﹂と答えました．

石川社長が﹁日向市には︑細島港
があります．その細島港を利用し
て︑まだ未開発分野の﹂VLを日
向市から全国に向けて広げていき

く地．兀に愛ン︑﹂れる企業になってく

ださいしとあいさつ これに対し︑

r定しています．．雇用す

．b

八人︺を／r定し︑そのほとんどを

十人︵男卜．．一人︑女レ七人︺︑第
．一期にさらにト．．人︹男四人︑女

る従業﹇只については︑第一期に丁．

十万円を

六千五百五L万円︑第．一期として
平成十．年度に一．卜億四下κ百五

八月に着工し︑来年し月に操業を

千五卜八平方︑ボあ敷地に︑五r．︑

計画では︑細島四区内の．．一万一．．

LVL製造工場としては︑県内で

待が寄せられています︐

調印後︑赤木市長が﹁大変厳し
い経済状況の中︑日向市に進出し

平行合板︹LVL︶の製造販売を
行う会社です︐資本金は．億円
LVLとは︑住宅建築や家具な
ど幅広い分野に使用される合仮

カーの日本製紙掬の合弁会社で︑

椥サンテックは︑木材・建材の
卸売を行う㈱丞．商行と製紙メー

県林産を使用するLVL

計画では︑今年八月に工場建設に着工し︑来年七月から操業を開始します︒従
業員は︑当初三十人を雇用する予定です︒

市は︑細島八坂区にある﹁旧高鍋屋旅館及び付属屋﹂を有形文化財に︑

またその敷地内にある﹁高鍋藩御仮屋跡﹂を史跡として市の文化財
に 指 定 しました︒

市では︑これらの文化財を地域文化財保全事業に合わせ︑八年度か
ら九年度で買い上げ︑修理・復元を行いながら海事資料館として活
用 す る 計画です︒

歴史的な価値をもつ高鍋屋旅館
細島は︑宮崎県随︑の天然の良
港であり︑江戸時代には天領の港
であると同時に各藩の藩主が参勤
交代に利用した港として栄えてい
ました．

今回︑有形文化財として指定さ
れた旧高鍋屋旅館は︑その時代の
面影を現代に伝える伝統的建造物
です．当時︑細島には﹁薩摩屋一﹁飯

です．．この旅館は︑大正卜年に建

肥屋﹂などのように藩名を屋号に
取り入れた御用宿︵御仮屋︶が多
く︑﹁高鍋屋﹂も同様に高鍋藩の
御用宿として使われていたところ
てられた県内で最古の木造︐二階建
てで︑総面積二百三LI三平方ごの
建造物です．．木造一一一階建ての建造

物は︑九州内で十九棟︑県内では
細島と日南市の杉村金物店しかあ
りません︑

たと推測奨．﹂れていて︑﹂肖くからの

地割げをよく残しています．
今これらの文化財は︑．．一輪馨さ

んの所有となっていますが︑市で
は︑これらを買いkげ海事資料館
として活用していく計画です．

日向工業高校生が調査
文化財の指定のための調査は︑
昨年末から日向工業高校の先生方
と建築科の生徒によって行われま
した︑．提出された報告書によると
一高鍋屋旅館は︑歴史的な存在理
由を示すモニュメント︵記念碑︶

えています．．また︑．階にある書

ロポーションに重厚感と風格を与

しました︑

月二十九日に文化財の指定を決定

化財保存調査委員会へ諮問し︑一．一

この報告書を受けて市では︑文

ばれています︑

として保存すべきである．保存に
あたっては︑地域住民に理解︑親
しまれる︑歴史的意義をもつ建造
物としての保存が望まれる﹂と結

瓦に見るべきものがあります．．

院造りの部屋や格子︑欄干︑屋根

このほかの特徴としては︑玄関
先にある﹁屠破風﹂と呼ばれる車
寄せの軒で︑近代和風建築を取り
入れた正面玄関は︑建物全体のプ

史跡となった﹁高鍋藩御仮屋跡﹂
は︑高鍋藩が参勤交代のため細島
港を利用する際に休息の座敷とし
て使われた部屋︵御仮屋︸が︑当
時の円高鍋屋旅館の敷地内にあっ

旧高鍋屋旅館を市文化財に指定

調印式後、握手を交わす石川社長と赤木市長

6
7

顧

交通規制にご協力を

差点から新生町交差点までの4車線拡幅一1：事に伴う車
．L事は、現在、旧JR細島線を高架している国道を
e面化し、併せて4申1線にするものです。
時道路をご利用ください。

地区の皆様や通行される皆様方には、ご迷惑をおか
けしますがご理解とご協力をお願いいたします．
〔月｝一9月10［1（火）
◇工事期間＝6月24日

線切り替え工事を行います。
．．︵6ha︶の地区整

◇工事区間；国道10号線・原町交差点〜新生町交筆

点〔350ml

農業委員会委員の選挙が
曲辰家の皆さんにとって大

切な選挙です一入場券を送
付しますので︑有権者の方
は︑必ず投票しましょう．
◇投票できる方11年齢⑳歳

登録されている方

︵4︺外郭団体の組織を見直し︑簡

一3専門性や実務経験を有効に活
用するため︑嘱託職員制度を検
註する

一体化・体系化を図る

ヲご類似事・務や関連の深い事務の

τ政策課題に対応した組織・体
制の整備を行うため︑大幅な組
織改革を検討する

ます．

目指すため︑次のように取り組み

︵3︶機能的な組織・機構の確立を

制の導入について検討する︐

軟機能の充実を図るとともに︑部

︵2Xモ庁的な事務事業の把握と調

日向市行政改革大綱の公表③

住民サービスの向上を目指して
三．組織・機構改革
︵1︶政策形成及び総合調整機能を
もつ企画部門の強化を図るため︑
次のような取り組みを行います．．
︹11企画部門の事務分掌を政策形

成に関連した事務に限定する
2．企画担当課と財政担童−謀との

連携を強化し︑士分な議論や連
絡調整が行える組織機構とする
一3企画部門を事務局とし︑職員

及び学誠経験者からなる自由な
政策形成の研究会を設置する
︷4．行政弔血要に関する情報収集・

素で効率のよい行政の確立を目指
します．

︵5︺民間委託可能な業務につい
て︑住民サービスの低下を招かな
いことを原則に︑民間委託につい
て検討します．

四．定員及び給与の適正化
︵1︶行政下面要に応じた定員の適正

化を図ります
︵2︶臨時職員の配置のあり方につ

いて︑事務改善享により適正化に

努めます
︵3︸人件費の抑制一︐卜努めます．

年金のはなし

Q＆A
金ですので︑国民年金加入
は4月からになりますが︑
あと1年しかありません︒

来年4月で満60歳になり︑

は︑印鑑と年金手帳です︒

年の4月に改めて加入手続
きを行って︑さらに2年間
納めていただければ満額の
年金を受給することができ
ます︒手続きに必要なもの

ですから︑60歳になる来

齢任意加入﹂と言います︒

とができます．︑これを﹁高

して国民年金に加入するこ

しかし︑60歳からも希望

月10日生まれです︒今年3

月末に仕事を辞めました︒

Q．わたしは︑昭和12年4

満額の年金を受けたい方へ

国民年金

知ればなっとく

分析・活用体制とシステムを確︸
L巳します

◇投票日117月7日︹H︶

午前7時∴卜後6時
◇投票所11次の表のとおり
に市内14カ所
◇不在者投票116月30日か

亜セ・馴く

以上で10アール以上の農地

舜毛公民館

を耕作している方及び配偶
者︑同居の親族で︑年間を

ら7月6日までC卜前8専
ｪ〜午後5時︶市選挙官
理委員会事務局でできます

3

◇問い合わせ11市選挙管理

秋留

通して60日以ヒ農業に従事
している方等で︑さらに︑

将来︑満額の年金を受け
たいと思いますが︑あとど
れくらい納めればよいので

A．昭和12年4月10日生ま

れの人の場合︑満額の年金
を受給するのに必要な年数
は36年です︒年数は︑国民

詳しくは︑市民課年金係
︵倉内線2137︶まで︒

あなたが今までに納入し

者証︶をご持参ください︒

ります︒自分の年金がどう
なっているのか知りたい方
は︑お気軽に年金係にご相
談ください︒その際は︑年
金番号の分かるもの︵年金
手帳または厚生年金被保険
た年数は︑国民年金20年︑
厚生年金13年の合わせて33

一人ひとり異な

年必要となります︒

今年の3月までは厚生年

年金は︑

宮の「・高松・落鹿

年ですから︑満額の年金を
受給するためには︑あと3

年金︑厚生年金︑共済を合
わせたものを言います︵加
入可能年数は︑生年月日に
よって異なります︒詳しく
は﹁わたしたちの国民年金

高松公民館

特集号﹂をご覧ください︶．︑
cの原

区

旧の原公民館

6

1・

委員会事務局︵麿内線22

w通・1・で1並

挙

5

J．ll・「1卜占ケ

しょうか︒

秋山公民館

農業委﹇具会が認定し﹁農業

鶴田f1・2・3J『目・高舜少町・原阯ll・2・3・1

31〜2233︶

曙・桑砂・明野1褻・挿勤1｝】・i野西・ヘケレ、・仁宮

連

南日向公民館

2

2

1

第

美．々1章公民館

委員会委員選挙人名簿﹂に

n・松原・沖町・とソ」島山レ2

農業委員会は︑農業に従
事している方の声を行政に
反 映 し 一 般 的 な利益を守る
た め に ︑ 農 地 の利用につい
て の 調 整 や 安 定した農業経
営︑後継者問題等︑農業全
般にわたるいろいろな問題
を ︑ 農 家 の 皆 さんと．緒に
考 え 解 決 す る ための機関で

中村．・卜Jl財市・白の果1rl地・権現原・奥野・・k田

30

Pトノd浴

梶イ（公民館

遠見・幸三脇・飯谷・4彰・袖．H」・ト：・至・別府・
4

目・梶木・宝f・た｝．済1・2」『
梶承町1・2J
8

ｪ幡・「七丁・向・八坂・伊勢

@6月30日告示︑ 7月7日投票です

農業委員会委員選挙は

と宅地の有効利用を図る整備を行います︐

画道路や公園などの都市施設の整備改善

計画では︑．平成15年度を目標に都市計

す︑

南町と中町は︑平成6年に指定を受け
た宮崎県北地方拠点都市の生活又化交流
拠点内の一部にあたり 都市基盤の整備
による良好な住環境と商店街の再編成に
よる魅力に満ちた商店街の振興を図りま

に宮崎県知事より認可されました．

備を行うヒ地区画整理事業が︑6月5日

南町と中町の

の事業計画決定

．

・堀方一i勢・体茜
R卿

i卜塩田・
目・乎（江・曽fユ、団口・2・3・．11

J
噛ド里f日」．1・2
・
r｝1
・3
@L｝」堀，田」．！・2
戟A・

・浜1均．t・2・：3
魔P日1・，1地・［正1「田

三三

噸滋︑劃

日向延岡新産業都市計画事業
日向南町土地区画整理事業

建設省延岡．「．事．事務所では、国道10号線・原町交
目・公園通り・櫛の［［1；・珂地・，L良町1・2・
i

目・新F【．町．1・2J．目・・kl田」．い2・：雪
R・lJ

・
｝i
J
5
・
1
・
3
・
2
・
1
上ヒ上乏i均．

行われます︐

期間中、通行される方は、両脇に設けてあります臨
畑｛南・地蔵・、昏f野rll・i占IE・宮のヒ・高々谷・

細島公民館
7

・
上ヒ！芝

・広馳・丁・束口
u・中原・高見僑通り

U；星各［司

．田］．・王ql．、珂地・山ド・II」ド田1』1ゴ
t

松原公民館

P

日寅1山…公民館
6

中村．公民館

亟谷・西川r

3

・

・1

亀崎東・亀山奇中・亀崎1苔・1［rl，1．町卜2J『目

．1

亀崎公民館
乍谷公民館
2

一
タ
ン
¥

往還・往

5

@
域
区

す．．

農業委員会委員選挙投票区一覧表

8
9

襲塾
@
U・ぐ醐1．・北町・臼向台・花ケ
P

ﾋ原町レビ．
1

ilr11」lb紅評三

1㌔．場
1・．場・［財
都町・L町・率く日1．・1夢∫田r・東

の
区
票
投
投票替名
投．、，．く

F

⑰市は「身元調査お断り運動」を推進しています

︵

■高齢者福祉と介護を
学びませんか
市では︑高齢者福祉や介
護 に つ い て 理解を深めてい
ただくために﹁高齢者福祉
サ ー ビ ス ふ れあい講座﹂を
閉講します
◇対象11市内に居住する⑳

歳以トの方
◇期間117月一12月︵月1
同開講．r定︺

﹇尚齢者の心理

◇内容11丁高齢者保健福祉

について
と介護 ︹3舌同齢者福祉サー

ビス実践体験︻4舌同齢者と

一

．高齢者福祉座談
など

6．県外視察研修︹1泊

食生活
会

2日
◎定員1150人

◇運営費11一干円︵ただし︑

視 察 研 修 に ついては別徐＝
部自己負担︶
◇開講式117月6日︵上︸

泳ぎに自信のある方

一
一

一

◇勤務期間117月20日︹L︶一

〜8月31日︹上

5ケタ︸から7ケタに変わ
ります．

新しい郵便番桂々は︑町域

︵町名から○ゴ目を除く部

釆旧号883の後に︑町名や

分及び大字︶に設定してい
ます．例えば︑H向郵便局
管内では︑これまでの郵便

大字に付された4ケタの番

号が付くことになります．

新郵便棚田nゲ専は︑．平成9

年8月以降に各家庭に配布

する！r定です．．

詳しくは︑日向郵便局郵

便課︵費5213442︶へ．

■第？回女性フォーラム

シンボルマーウ募集

︑

児竜扶養毛﹂当の受給資格

には︑所得制限や公的年金
の受給の有無など．定の条
件がありますので︑お早め

市は︑女性の地位向上を

図り︑21世紀に向けて男女

︹容内線216ままたは
県児竜家庭課︵實0985

眼は︑

一生L八切なもの．

この機会にぜひ︑自分の症
状にあったアドバイスを受
けてください．
◇日時117月19H︹金へ竿

後1時から
◇場所11日向保健所
◇申込方法11電話によるf

約が必要です
◇問い合わせ11日向保健所
︵容5215101︺

■細島竜台の一般公開
7月2011は︑国民の祝日
海の日しです．︑第十管区

海ヒ保安本部細島航路掠識

線方位信目ゲ所の機器︑回廊

◇資格1118歳以ヒの健康で

◇賃金博日額5500円

．
﹂戸？
一ノ ＼

◇募集人員11男．rm人︑女

︽大上谷市一宮プール︾

監視員の募集

■市営プール・海水浴場の

くだ奨こい．

に市福祉事務所児童母．t係

が共にすてきに生きるため
の社会づくりを目的に﹁女
性フォーラム﹂を毎年開催

医療相談会を開催します

12617057︺へご相談

おし：ノ1ち寄りください，

しています．

女性フォーラム実行委口争

会では︑この女性フォーラ

ムのシンボルマークを次の

要頑で募集しています．

マークの

︷2

◇応募規程11丁分かりやす
﹇3

くて親しみやすいもの

色は3色まで

説明を添付のこと

◇応募資格博市内に居住し
ている方または目向市出身

ベーン一︵P月〜12月︶の

になったものです．

期間中に合わせて行うこと

■眼についての
医療相談会
﹁視野が狭くなった感じ
がする一︻毒暗くなると非
常に物が見えにくい﹂﹁視
界の中にいつも巾つが飛んで

と21日の2日間︑﹁細島灯

事務所では︑この7月20日

等が見学できます
この機会に︑海ヒ交通の
安全に重要な役割を果たし
ている航路標識︵灯台等︸
について理解を深めてくだ
さい．

■世代間交流ふれあい
グラウンドゴルフ祭
◇日時1171−14目︹日︺

◇場所11お倉ケ浜総ヘリ公園

◇参加料111人㎜円︹小・
中学生は無料︸
6人で︑7月10日︵水︸ま

◇申込方法11ーチーム4〜

でに参加料を添えて︑市教
育委員会社会体育課へ申し
込んでください

！

竿前9時⑳分市田合福祉
センター︹中原︶

◇申込・問い合わせ11市福

祉事務所蒼内線2169︺

■個人住民税の納期は
6月から

平成8年度の個人住民税
については︑昨年度に引き

が実施されます．

続き最高2／5円の特別蔵税

だく均等割の税額が11年ぶ

また︑個人住民税のうち
各人に均等に負担していた

ヒげの？＝DOO円となりま

りに改正され︑県民税が3
00円引き上げの1000
円︑市民税が500円引き

した一

なお︑住民税を給与から
差し引いて納税している聖

別徴収以外の方は︑6月︑

8月︑10月と翌年−月の4

回に分けて納税通知書で納

めることになっています．

納期限内の納税をお願いし

ます．．

詳しくは︑市税務課︵實

内線2112〜9︸へ．

■郵便番号が変わります

平成10年2月2Hから郵

便番ロゲが︑3ケタ︵または

〜レ﹁後5時 ︵ワニ差替制︶

◇申込方法11申込用紙に履

歴書及び承諾書︵未成年者
のみ︶を添えて︑市商工観
光課︵倉内線2635︸へ

一
◇監視時間11乍前9時30分一
〜午後一︑時30分︵ウ一交替制 皿

提出して く だ さ い

一

一

﹁日向ひょっとこ夏祭り﹂．

日向の夏を代表する祭り

10月12日・13日に

■ひょっとこ祭りは

出先へ．．

※詳しくは︑各申込書の提

◇申込期限117月8H︹月︶

◇申込方法11申込用紙に月一
歴上日及び承諾書︵未成年者

一

一

一

一
のみ︸を添えて︑市公共施一

設管理公社︵倉541717

4︸へ提出してください

一

一

一

一

一
一

◇申込期限117月8日︹月︺一
︽海水浴場︾
◇募集人員11男子16人

◇賃金11日額5800円

﹁
一

毎年︑8月目第ーヒ・11曜

◇資格11高校3年生以上の

日に行われてきましたが︑

一
健康な男．†で泳ぎに自信の 一

ある方

ノ
＼

1
線222：釣へ。

員会．事務局〔容67−2005）

今年は10月12日︵上︸．13

り込みもできます．詳しくは、市総務課（容内1

◇ところ＝椎葉中学校グラウンド
◇問い合わせ＝椎葉夏祭り実行委

・

ください，

一

※寄付を希望される方は、金融機関．1；からの振1

◇問い合わせ11市教育委員

おもしろい企画も盛りだくさん
ですので、ご家族そろってお越し

一

◇寄付募集期間＝6月24日（月）〜7月31日〔水lI
◇とき＝7月271i〔．L戸「後5時〜

会社会体育課︵含内線21

ができます．．

55︶

いつも静かな椎葉の夜もこのll
ばかりは、耳を覆うような大きな
こだま、夜空 ・面に広がる鮮やか
な色と模様など、椎葉でしか味わ
うことができない花火を見ること

ない灯ム﹇内部のレンズや無

第5回椎葉夏まつり花火大会

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
【椎葉村】

いるように見える﹂などの

台﹂の一般公開を行います
ふだんは見ることができ

一 一

65−02641へ

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

詳しくは、「もろっこはうす」〔倉

10
11

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
症状がある人はいませんか︐

則1向路にお越しの際は、ぜひ

勢ケ浜︑お倉ケ浜︑金ケ浜

に勤務する高橋直f㌦さんです。よ

日向保健所では︑このよ

ります，

目︵目︸に開催されます．．

ろしくお願いします。

一

「ミスかどがわ」に選ばれたの
は、門川町田中病院に勤務する柳

うな症状がある方のために
専門医による眼についての

諸塚村特産品販売所「もろっこ
はうす」では、諸塚しいたけ「二
六峰」や山菜加工品などのお中元
商品を取り揃えました．宅配も承

◇監視場所11御宴ケ浦︑伊

顔として頑張ります。

スティネーションキャン
旧秀子さん佑1と東郷町㈱宮協

一

お中元は「もろっこはうす」で

の各海水浴場
一
これは︑宮崎県とJR6
◇勤務期間旺7月20日︵土︶一 社がタイアップして行う大
一 型観光客誘致事業﹁宮崎デ

平成8年度の「ミスかどがわ」
が決定し、1年間、門川町観光の

一 一

一

52−2111

一9月1H︵H︶

「ミスかどがわ」決定

一一一一一一一一一一一一一一一皿一一一一一一一一一一
一一一一
一一一一
一一一
【諸塚村】

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
7 一一一 一一一一一
一一一 一一一一
一一一一
一
一 一

市役所は容代表
【門川剛

◇監視時間11乍前8時30分一

日［遍路だより

「

第21回日向市美術展覧会が︑

サービスセンターに︑天イクロノ
スとリフトバスの貸与が行われま

しなこれらの車は︑センター利

5月25H︑26日を中心に行われ
トル50日置ら54歳の部で︑43秒㎎

植田さんは今年︑背泳ぎ50メー

用者の送迎用に使われるものです
貸与式は6月10日︑市役所玄関
前で行われ︑赤木市長が﹁福祉施
設の中核となるよう期待します﹂
と大きなキーを手渡しました．

た第50回宮崎県民体育大会でH向

録で優勝しています．．

での3年間は︑連続して大会新．記

のタイムで優勝しました．．昨年ま

7位でした︐昨年は総合5位でし
たので︑二つ順位を下げたことに

﹁県体は︑楽しむつもりで参加
台に立つと．記録を意識してしまい

なります．

そんな中︑市内には︑4年連続
して県民体育大会で優勝している
ますね﹂．︑

植田さんが︑水泳を始めたのは

できるといいんですが︑スタート

方がいます︐延岡市で水泳のイン
ストラクターをしている植田妙．r

男

西ぢ二

渡

辺

タマエ

邦

河

野

昌

ノじ

一

﹁今後のH標は︑県体で茄歳か

と

◇交通事故巡回相談

き■7月18日〔イく｝

10：30〜14：3〔｝

と

ところ■市中央公民館
◇無料法律相談

き■7月18目〔木／

．生

三〇：0〔ト15：00

ところ■市中央公民館

田さんは︑にこやかにほほ笑みな
がら決意を語ってぐれました．

●ワ月の納期●
第2期
固定資産税
国民健康保険税
第2期

行政の仕組みや情報を多くの市
民の方に理解していただくために
担当職員が講師となる﹁なるほど
月1Hから9日まで︑アスティ日
向寿屋で開催されました︐絵画︑
写真︑書の3部門に合わせて獅与
力出品さオ どの作品もすばらし
市民大賞は︑次の方︒▽絵画

い出来との評価を受けました．．

櫻武春さん︵左︶▽写真 日高日出
男︵右︶さん▽書 蝶野紫峰さん︒

一；丁
＿
曹・、．、．一
「

今年開所しました財光寺デイ

暫嗣巻

市は︑男．†7位︑女子7位の総合

9▼竃 議

デイサーどヌセンターへ車を貸与
高校時代．︑就職も水泳がきっかけ

水泳の指導にあたる植田さん

さんが︑その人です︐

ます︒その後︑しばらくのブラン

になったそうです︐その社会人時
代には︑背泳ぎ㎜メートルの部で
全国3位になった実績をもってい
クがあり︑17︑18年前から︑また

東苧：場

市役所セミナー﹂が︑5月23日か
ら市中央公民館で始まりました．︑

社会福祉協議会四分

泳ぎ始めました︐

﹁為体では︑実績をもっている
選手はほんの少しです︐ほとんど
の人が︑スポーツを楽しむために
参加しているようです．また︑そ
のように勝つか負けるかだけで出
場するのではなく︑ 一つのスポー
ツの祭典として参加することに意

見

隆

第1回目は︑赤木市長が講師と
なり政治感や行政課題につ て講

臨

一
●今月の相談日程●

並
石
和

f野川

夫

清

、畳

幹

演しましな．今後このセミナーは︑
来 年 の 3 月まで開催されます︐

壬

義があるのではないでしょうか︼．

遠
ン

第10回11向木挽唄全国大会が︑

金

から何らかのスポーツをしている
人は多いはずです．そんな人たち
が︑スポーツを楽しむ気持ちで県
体に参加できれば︑自然と順位も

キ

6月8 9日の2日間︑市中央公
民館と文化交流七ンターで行われ

金ケ浜

スポーツは︑練習がきつい反面
楽しさが多くないと続かないと︑

木

黒 木
緑
神 力 武 雄

ました．．今年は︑過去最高の肥人
が参加し︑自慢ののどを競い合い

藤

上がってくるのでは⁝．

町

ました︒

ト

植田さんは言います．．県体も楽し

ハルエ

91こよ︑幼少年少女の部も開
催され︑つめかけた観客からたく

．k

みの一つであり︑そのために多く

亀崎中

鶴

さんの拍手が送られていました．．

児

ら59歳の部に出場し︑大会新記録

アケミ

0﹁00Dm一⊂コ

駅通り

の人に参加してもらいたいとのこ

則

亀太郎

■ひむか入

．IT・六

で優勝することです．．また︑

重

浦

スポーツは楽しむものです

雄

．ドぜ一

虎

﹂

見

﹂ρ

須

とです︐

倉

黒

電

5月3旧現在

ζ興

横浜市

泳ぎ続けていきたいですね﹂と植

重

中

久

﹂ガ．

博

ア し．罫一

憲

並

今年の県体を見ても︑日向市の
選手団は少ないようです．中学校
や高校時代︑また社会人になって

ミ

三

ρ
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植
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背泳ぎ50m50〜54歳の部優勝
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2人が参加
（＋6）
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無事故に挑戦一
一止まって確認、
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22人

O人
18件

戸

亡 負傷者物損事故
生死
発
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27，830人

男 女

●5月中の交通事故●
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馬
58，744人

口

人

歳

始まる
万セミナ

市
内前月比
〈l18．6．L現在〉

第50回宮崎県民体育大会

7「OI／M四」7「OP7CS

わたしは一生泳ぎ続けたいですね

甲r

らへ

こじ

慧・繰︑

騨宇︶︐

︵亀崎東︶

小林 桂一郎・由香利さん家
の わ んぱくくん

︵切島山2︶

松田 泰幸・恵利子さん家の
おてんばちゃん

ユウ イーチャンツゥン

派なものです．．

曲阜

14

国際交流員張培軍

震萌轟祥
山東省内にある観光名勝地とし
て︑青島市の﹁︑喧山﹂と泰安市の﹁泰

てられたものです．．部屋数が四六

﹁孔府﹈孔廟の東国にあり︑現
在のものはやはり明︑清時代に建

誕︑終焉の地として有名となり︑

中路の前部は二門︑大堂︑二堂と

きく中路︑匿路︑東路に区分され︑

メートルと．一．︑﹈われます．．孔府は大

り︑敷地面積卜六万平方

歴代封建王朝は聖地とし︑現在は︑
あります︐昔ここは役所でした．

烽

国家重要文化財に指定されている
孔廟︑孔府︑孔林という三孔のあ
目路には紅蓼軒︑忠恕堂︑安懐堂

山﹂をそれぞれ四月︑五月の広報
ひゆうがで紹介しましたが︑今回
は春秋時代の魯の国都で孔子の生

る曲阜を紹介します︒
一貫堂などがあーーます．

などがあります．．東路は︑家廟︑
慕思堂︑

公・孔闇屋の夫人として降嫁した
乾隆皇帝の娘のために造られたも

慕思堂は︑孔．rの第七十一．代術聖

学します︐

あります．．﹁孔子林﹂または﹁至

曲阜は︑山東省の南西部に位置
しています︒泰安市からバスで一
時間くらいの距離なので︑観光客
の多くは泰山に登って︑曲阜を見
﹁孔噛﹂孔子は紀元前四七九年
に没しましたが︑翌年︑魚﹇の哀公
がその旧宅に廟を建てて祭ったの
聖林﹂とも呼ばれます︒ここは孔

﹁孔林﹂曲阜の北門外に孔林が

のです．．

が孔廟の始まりです︐︑明︑清代に

．rとそのツー︐孫たちの墓域で︑総面

積が二〇︹．︶万平方メートルという

かけて現在の形ができ︑中国の廟
ます︒孔廟の中心は大成殿で︑明

建築としては最大のものと≒．﹇われ

︑亡3．を︑︾．彦を︑号ψ︑

携子抱孫〃という配置です．．

．重ψ．聖乎．ψ． ．郵ψ．号彦︑．七ψ．ヒ謡

は

息子・孔鯉と孫・子思の墓と共に
孔林のほぼ中央にあります︒これ

が大変美しい所です︒孔．†の墓は︑

広大なものです．墓碑の周りには
約三万本の松︑柏︑桧があり︑緑

時代に建てられたものです．︑殿前

㍗．ψ．

には石柱が十本あり︑その石柱に
はそれぞれ二匹の巨竜が浮き彫り
されています︒これは︑北京の故
宮や泰安の岱廟では見られない迄

①勤務先②今熱中していること
③将来の夢④日向市に思うこと

①シルバー人材センター
②仕事をしているのが楽しい
ですね ③スペインに行って
みたい ④高齢者や障害者に
やさしい町になってほしい

なる文化遺産です．︑

りません︐掩体壕は︑二十一世
紀に向かうわたしたちの指針と

そして何よりも︑正しい目で歴
史を見つめる姿勢がなくてはな

証言や資料の収集も必要です︑．

ます︑また＝カでは︑関係者の

ら分析し︑研究する必要があり

たのかなど︑さまざまな角度か

しらえの結果そうなってしまっ

これを当時の技術と見るか︑
戦時中のため材料を集められな
かったと見るか︑それとも急ご

さの砂利が見えています．︑

ントの湾口には指先ほビのたき

ドーム状の形をしていて︑セメ

恕

︵鯉八難公民館の横に︶

避壬守ψ舌重評ξ魯豊聖をξ号号号聖聖魯争5チξψ5

ます。（敬称略）

f．﹄

内

特に沖縄では︑こうした時代
の遺構が慎重に調査され︑また
た﹁切に傑十段ンこれています．

わたしたちの町に残るこうし

なお、ハガキには住所・氏名・年齢と電話番号を

︑F・︶

︑

③自

①花のたかはし ②県リー
グのサッカークラブ﹁塩見コ
スモ﹂で頑張ってます

分の店を持ちたい④いろん
な イベントを開催してほしい

第．．次置界大戦は︑今もわた
ています．

したちの心の中に深い傷を残し
また︑身近な所に防空壕など

掩体壕は富高航空隊の所在を示

た戦中遺跡の中でも︑財光﹂すの

十数年諭から広島の重爆ドー

の遺構も残っています︐

す貴重な遺構として注目を集め
﹁．㌦は︑宮崎市赤江の宮崎

ています︐

ムを巡って︑歴史学や考占学の
関係者は真剣な論議を行ってき

県内

解28人でした。抽選の結果次の方に記念品を差し上げ

ツレ︾シュさん

廻．

ました︑

空港周辺にいくつかの掩体壕が
あり︑地．兀の人たちによって保

その内容は︑この歴史的な建

るものの老朽化が進んでいて︑

はっきり記入してください。
5月号は「た」「務」「補Jが正解で、応募28人、正

また、毎週日曜IJには、絵をかかれる障害者の

存されていますが︑本市の場合
は︑市街地に2基の掩体壕があ

さしあげます。

ノ∫のお手伝いもしています。

物を文化財として認めるか︑認
めないかという論議でしたが︑
その間にも全国各地で開発事業
に伴う戦中遺跡の発掘調査が急

い。正解者多数のときは，抽選で3人の方に記念品を

職職服

＝．

上の○にはどんな文字かあてはまりますか？答えを

来てください。

現状を観察すると︑屋根は

ハガキに書いて 〒883日向市本町10番5号 日向市
役所選挙管理委員会あて7月10日までにお出しくださ

明るくしっかりと

保存を危ぶむ声もあります︑︑

衆議院の解散に因る衆○院議員の総選挙は、解散○
日から40日以内○行う。
（法第31条3）総選挙

ハ

窓

恥

軸ン

ぺ

・拶

（梶木）

んは5やん
日向σ》わん6＜

高校生ボランティアグループ⑭

していきました︑

．「ン、．｝、．》、．「レ・．一ン＾》・．〉・．》・「ンふ．》、・「》、・｝、』「ン・、
．》、1》ミ1「ンふ』「〉、．》｝．、戸ドレ》1「ン

シマ（切島山2）
．2出先
．■竹井 美則（浜町）
〔3伊東 秋義（平野）

ひ
も

1「レ、．馳．勢『ジ
．一》〉．》ドンドン
う、．「〉
市≧浮直汚屯・瀕．「》｝・「機・》、・》ミ．勢．瀕．．〉

今、わたしたちは3年生ばかりなので、一緒に
活動してくれる1、2年生を募集しています。

順子さん

くんにとって、夏が

昨年の6月に発足したばかりのグループです。
富島高校生の女生徒5人で活動しています。
わたしたちは、高校生ならではの、地域の身近
なところでボランティアとして頑張っています。
現在は、牛乳パックのリサイクルでの葉書作りや、
障害者の方と人形劇や創作劇などを練習していま
す。この人形劇や創作劇などは、今年の「ふれあ
いフェスタ」で披露しますので、皆さんぜひ見に
（永田〉

V

いちご同好会
した人になってね。

由典さん
高橋

＼ζ

獄臨
水泳の好きな広樹

び
文｛開についての間い合わセは市社会敦育諜（倉内齪425）へ

黒木

〔5歳2ケ月1

財光寺の掩体壕

価

ひろき

えんたいこう

」

広樹くん

／瀞・塑

T

勘

楽しみだね。
昌

増し︑新しい事実が次々に判明
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すご1やか広場
市民健康管理センター（倉内線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，
｝1

1｝寺◇7月12【i、

場

26［I

・身体計測1身長・体動

所◇1｛向市健康管理ll「（容内線2181・21821

対

象◇

新しい食生活改善推進員が

3か月児・7か月児健康診査

l3：00〜13：30受イ」．

・問

誕生しました

診

（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）

F成8年4月生まれ

食生活は、健康を守るうえで最
も大切なものです
市では、平成8年度の食生活才佳

7か月児健診晦月第3金曜［D
日

時◇7月19日

場

13：00−14：00受付

・小児科医診察
・集団指導

所◇11向．rlf健康管理1：ゴ〔含内線2181・2182／

対

嘩撫鶯）

象◇平成7年12月生まれ

1歳児健康相談日月1回1
【1
場

時◇7月18日（・D

1歳児健康相談
・身体計測
・育児相談

対 象◇平成7年6月生まれ
1歳6か月児健診（毎月ユ回）
時◇7月9［」〔火l

・栄養指導

l3：00〜14＝00受付

幡獄緋こついつ

i」

1歳6カ月児・3歳児健康診査

時◇7月5日（金）

皆さんも、食生活推進員と一緒
に、正しい食生活について学んで

・身体計測・問診
・内科診察
・歯科診察・集団指導

13／00−14：00受IJ．

所◇1．1向市健康管理；：「（容内線218レ21821

対

象◇」杓戊5年3月生まれ

みませんか．

※母子健康手帳も忘れずに〃

も受けられるようになります。

三ケ尻医院｛整外・理｛7：診療科倉525557）
君537788）
干十倉52

1甫

また、日向市民健康管理セン
ターにも栄養．トが配属されまし
た、今後は、栄養士による 相談等

●7月の休日在宅医
7目

料理教室の開催
②夏休みに母と子の料理教室の開
i∫その他

象◇平成6年12月生まれ

3歳児健診
場

1．地域における栄養改善のための

1育児．予防接種について

所◇B向市健康管理；1．〔費内線2181・21821

対

・活動内容》

・問診

催

日

間各地域で次のような活動してい
ただきます、

9：30−10：00受1付

所◇ll向市健康管理；「．〔含内辛泉2181・2182）

場

遭i員26人を決定し、これから2年

松岡医院〔ド1f十君5254071

ただし、栄養．トは養護老人ホー

康田医1；完産婦人科

ムと兼務のため、相談を受けられ
る方は、事前の連絡が必要です。

沼田医i：完〔皮・泌尿器

3785〕

ヒレこ［完

U勺

・

ケト・

ド

り場干：ト麿52

2936）

1て…山亜目艮手十

1倉52

●7月の献血日程

56〔〕〔．｛：1

14日
興交島サ丙P完

伴占ネ申。i勺・彫（身・梓泉科・費54

68〔．）ll
GI、▼E

黒イく1ケミ1虎

II人」干十君52

60551

ネ矢F隻；〔i1艮不十

｛容63

72221

6066〕

ノく平医1；完

SA、「E

LIFE

献血は心の贈りもの

2〔川

児科853

BLOOD

1［1ノ亡［ケ刀工〔ノ」、

〔整タト・1勺・珂1学診ナ療科・容52

33371

4日目

甲斐医院〔外・胃腸手：唱酬5350〔｝m児｛ミ医i；完〔小児科容52253〔〕｝安

JA日向本所10：30〜12：30

21目

部医「完

q勺・循環器科一δ53

1788」

日向市役所14100〜16：00

和田病院〔内・外・放・脳外科容52｛mlD

緒方内科q

」・1呼吸・

19日金南日本ハム↑2：30〜16：00

28日

循環器科罰53

6333｝

lH中巨山科

1君52

．10｛）9）

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

今月わたしは︑自動車免
許の．曳新を行い︑晴れて
ゴールドカード免許証の所

持者となりました．．

このカードを取得するた
めには︑最低5年間︑無事
故無違反でなければなりま

せん一．

わたしの知り合．いの中に

や駐車違．反などでこのカー

も︑シートベルトの不着用

ドを手にすることができな

■印刷．藤屋写真印刷株式会社

かった人がいます．

雪0982−52−2111

今年も交通死亡事故が発

日向市企画課広報統計係
〒㎜日向市本町10番5号

生しています一．交通ルール

■編集

平成8年6月20日発行

を守って︑事故のない明る

■発行

966月号

い町を作りましょう．︵YV

轟伽うが
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